
様々な業界の著名な講師や人気テーブルコーディネーターなどによる

暮らしを豊かにするプログラムを、各日10時～翌10時まで、毎日配信いたします。（最終日は24時まで）

※当イベントプロデューサー塩貝起志子氏によるプログラムは、期間中通してご覧いただけます。
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TABLEWARE FESTIVAL
2021 Online

～見どころ解説＆ワンポイントレッスン～

塩貝 起志子
テーブルウェア・フェスティバル プロデューサー

毎日配信（2月5日～14日）

華麗！薩摩切子を訪ねて

～かごしま紀行～

【株式会社島津興業】

中根 櫻龜

プロが伝える普段の食卓を格上げするテーブル

コーディネートのコツ　～これさえ知っていれば！

器選び、器合わせのポイント～

【NPO法人食空間コーディネート協会】 浜 裕子

フォトコンテストから見るトレンド

～食卓の在り方～

【NPO法人食空間コーディネート協会】

堀江 千秋

ステキを創り出す感性と手　～食空間コーディ

ネート協会のすご腕メンバーたち～

【NPO法人食空間コーディネート協会】

山田 久枝

「卓育ってなぁに？」

～食卓で育むこころとからだ～

【NPO法人食空間コーディネート協会】

栗原 さち世

　彩りの器・瀬戸焼「温故創新」

～伝統と革新～

【瀬戸焼振興協会「卓越の技」彩の器～瀬戸焼～】

伊万里鍋島焼の絵付けの世界

職人の匠の技

【有限会社畑萬陶苑】

畑石 眞嗣

アフタヌーンティー アット ホーム

～自宅で素敵なティータイムを過ごしましょう～

【The Crown Tea & Finishing School】

下条 智恵子

おさんぽ 北一硝子　～小樽・堺町通り　北一硝

子と北一ヴェネツィア美術館をのんびりお散歩～

【北一硝子 / 北一ヴェネツィア美術館】

北一硝子社員 / 福 由樹子（音楽）

メゾン ドゥ ファミーユ スタイルの

テーブルデコレーション

【メゾン ドゥ ファミーユ株式会社】

岩田 麻希

Casual Green Tea Ceremony

～気楽に茶道～

【T-BLEND（ティーブレンド）】

合田 宗萌

季節の花との出会い方

花屋でより良い旬の素材に出会うために

【jardin du I'llony】

谷口 敦史

「Sghr スガハラ」のものづくり

【菅原工芸硝子株式会社】

松浦 健司

テーブルコーディネートをお仕事に

食空間プランナーによる簡単ディスプレイテクニック

【食空間プロジェクト株式会社　FSPJテーブルコーディネート

スクール】　慈道 美奈子

免疫力を高める食事

～有田焼に盛りつけて～

【江上料理学院】

江上 栄子

エインズレイと英国王室の係わり

【エインズレイ株式会社】

香川 公成

「薩摩切子」 35周年から未来へ

～この道を先へとつなぐ～

【公益社団法人鹿児島県特産品協会】

中根 櫻龜

輪島塗で食卓を楽しく華やかに

【有限会社蔦屋漆器店】

大工 佳子

源右衛門窯の「作陶の風景」

～器ができるまで～

【株式会社源右衛門窯】

金子 昌司

ロブマイヤーのグラスで楽しむ日本酒

【ロブマイヤー・サロン／株式会社ロシナンテ】

大越 基裕

暮らしを愉しむ

アトリエジュンコの世界

【株式会社 Atelier Junko】

赤松 純子

山本侑貴子のライフスタイルコラボレーション

二つの春のギャザリング

【株式会社ダイニングアンドスタイル】

山本 侑貴子

素敵なおもてなしのプレゼンテーション

NANA MIYAZAWA × glassstudio

【グラススタジオ】

宮澤 奈々

暮らしに息づく花のデモンストレーション

～花のチカラでココロもカラダも健やかに～

【株式会社 KTION】

川崎 景太



プログラム紹介

 2月5日(金) 

 2月6日(土) 

おさんぽ 北一硝子 〜小樽・堺町通り 北一硝子と

北一ヴェネツィア美術館をのんびりお散歩〜

山本侑貴子のライフスタイルコラボレーション
二つの春のギャザリング

【株式会社ダイニングアンドスタイル】

出演：山本 侑貴子 食空間プロデューサー

素敵なおもてなしのプレゼンテーション
NANA MIYAZAWA × glassstudio

長年グラススタジオを愛用する宮澤氏ならではのセンスが光る料理と素敵なおもてなしのプレ
ゼンテーションです。

【グラススタジオ】

出演：宮澤 奈々 「C’est Très Bon」主宰 料理研究家

【jardin du I'llony】

季節の花との出会い方
花屋でより良い旬の素材に出会うために

芦屋・南青山・パリに店を構えるjardin du I'llony オーナーフローリスト 谷口敦史による花
屋での花選びや花屋との付き合い方について

出演：谷口 敦史 jardin du I'llony オーナーフローリスト

アフタヌーンティー アット ホーム
〜自宅で素敵なティータイムを過ごしましょう〜

出演：下条 智恵子 ザ・クラウン･ティー アンド フィニッシングスクール主宰

リモートアフタヌーンティーもとっても楽しい！紅茶で心を温める一時を💛

【The Crown Tea & Finishing School】

 2月5日(金)～14日（日）

TABLEWARE FESTIVAL 2021 Online
〜見どころ解説＆ワンポイントレッスン〜

※期間中通してご覧いただけるプログラムです。

出演：塩貝 起志子 テーブルウェア・フェスティバル プロデューサー

今回の「テーブルウェア・フェスティバル Online」の見どころ、楽しみ方をご案内。特集企画で
の料理のポイントやテーブルセッティングのプロセス、魅力もご紹介します。

本当に気に入った物を使ってテーブルを作り上げていく楽しさを実際の映像を通じてお伝えして
いきます。

少し堅苦しそうと思われがちな「茶道」。おうちで気楽に抹茶を楽しむ方法をお伝えします。

Casual Green Tea Ceremony 〜気楽に茶道〜

出演：合田 宗萌 T-BLEND 代表 茶道・華道・着付け講師

【T-BLEND（ティーブレンド）】

出演：北一硝子社員 音楽：福 由樹子

小樽「北一硝子」「北一ヴェネツィア美術館」のお散歩を、手作り硝子の温もりと共にお楽しみ
ください。 【北一硝子 / 北一ヴェネツィア美術館】



 2月7日(日) 

 2月8日(月) 

テーブルコーディネートをお仕事に
食空間プランナーによる簡単ディスプレイテクニック

【食空間プロジェクト株式会社 FSPJテーブルコーディネートスクール】

食空間の資格を取得してお仕事に繋げて活躍するステップと、簡単ディスプレイをデモンスト
レーションします。

出演：慈道 美奈子 代表取締役 食空間プロデューサー

自宅で花を楽しむコツをご紹介。動画後半では、川崎景太ならではのサプライズデモンスト
レーションをお楽しみください。

暮らしに息づく花のデモンストレーション
〜花のチカラでココロもカラダも健やかに〜

【株式会社 KTION】

出演：川崎 景太 フラワーアーティスト

ステキを創り出す感性と手
〜食空間コーディネート協会のすご腕メンバーたち〜

様々な分野で活躍している当協会の4人の食空間コーディネーター、その現場の仕事ぶりを
ご紹介します。

【NPO法人食空間コーディネート協会】

出演：山田 久枝 NPO法人食空間コーディネート協会 理事

【有限会社畑萬陶苑】

伊万里鍋島焼の絵付けの世界
職人の匠の技

繊細な線書きと写実性を特徴とし、下絵付、上絵付の重なりによって鍋島焼の魅力を生み
出しています。

出演：畑石 眞嗣 代表取締役社長

メゾン ドゥ ファミーユ スタイルの
テーブルデコレーション

【メゾン ドゥ ファミーユ株式会社】

メゾン ドゥ ファミーユのテーブルウェアやオブジェ、キャンドルスタンドを使ってスタイルのあるテーブ
ルデコレーションをご紹介します。

出演：岩田 麻希 オーナー/バイヤー

暮らしを愉しむ アトリエジュンコの世界

木漏れ日に包まれた森のテーブル、ディナーやパーティーシーン、魅力あふれるテーブルウェアを
ご紹介します。

【株式会社 Atelier Junko】



 2月10日(水) 

【公益社団法人鹿児島県特産品協会】

 2月9日(火) 

 2月11日(木・祝) 

彩りの器・瀬戸焼「温故創新」〜伝統と革新〜

【瀬戸焼振興協会「卓越の技」彩の器～瀬戸焼～】

「古き技法を大切にし新しきを創造し器をつくる」をテーマに、瀬戸焼をコーディネートします。

「薩摩切子」 35周年から未来へ
〜この道を先へとつなぐ〜

100年以上途絶えていた薩摩切子の復元から35年。薩摩切子の歴史と特徴、伝承してい
く職人の想いをご紹介します。

出演：中根 櫻龜 株式会社島津興業 薩摩切子作家

【NPO法人食空間コーディネート協会】

「卓育ってなぁに？」〜食卓で育むこころとからだ〜

東北ブロック 卓育委員による「家族で楽しむお誕生日会～Myおうちスタイル」のご提案と卓
育活動をご紹介します。

出演：栗原 さち世 卓育活動普及推進委員会 委員長

輪島塗で食卓を楽しく華やかに

【有限会社蔦屋漆器店】

輪島塗を使うとちょっと素敵なテーブルになるコツや洗い方・扱い方、職人さんの作業をご覧い
ただきます。

出演：大工 佳子 漆コーディネーター

近年バリエーションが豊富になってきた日本酒。ロブマイヤーだからこそ楽しめる日本酒の世界
をお伝えします。

ロブマイヤーのグラスで楽しむ日本酒

出演：大越 基裕 ワインテイスター/ソムリエ

【ロブマイヤー・サロン／株式会社ロシナンテ】

「Sghr スガハラ」のものづくり

熱く、やわらかく溶けたガラスが職人によりどのように形作られていくか、手作りへの想いを込めて
お伝えします。

出演：松浦 健司 ガラス職人 伝統工芸士

【菅原工芸硝子株式会社】



 2月13日(土) 

 2月12日(金) 

 2月14日(日) 

免疫力を高める食材を使ったメニューを、彩りよく有田焼に盛りつけます。

免疫力を高める食事 〜有田焼に盛りつけて〜

【江上料理学院】

出演：江上 栄子 院長 エクゼクティブフードコーディネーター

【株式会社島津興業】

華麗！薩摩切子を訪ねて 〜かごしま紀行〜

作家の目線で薩摩切子の美をご紹介します。工房では職人の秘話も。切子を楽しめるお店
で“用の美”もお届けします。

出演：中根 櫻龜 株式会社島津興業 薩摩切子作家

フォトコンテストから見るトレンド
〜食卓の在り方〜

【NPO法人食空間コーディネート協会】

開催したフォトコンテストの受賞作品を見ながらテーブルコーディネートのトレンドや食卓の在り
方をお伝えします。

出演：堀江 千秋 NPO法人食空間コーディネート協会 理事

出演：金子 昌司 代表取締役社長

源右衛門窯で行われる作陶の風景を窯元代表である金子がご案内します。

源右衛門窯の「作陶の風景」〜器ができるまで〜

【株式会社源右衛門窯】

プロが伝える普段の食卓を格上げする
テーブルコーディネートのコツ

〜これさえ知っていれば！器選び、器合わせのポイント〜

30冊以上の著書をもつ人気コーディネーターが、ノリタケ銀座店で食卓を格上げするテクニッ
クを伝授します。

出演：浜 裕子 NPO法人食空間コーディネート協会 副理事長

【NPO法人食空間コーディネート協会】

【エインズレイ株式会社】

エインズレイと英国王室の係わり

エインズレイ株式会社代表香川がエインズレイの歴史を解説します。

出演：香川 公成 代表取締役


