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ジャパン・ハウス ロンドン 

英国の「博物館＆文化遺産賞 2019年」 

Shop of the Year部門にノミネート 

 

ジャパン・ハウス ロンドンは、英国の権威ある「博物館＆文化遺産賞（Museums + Heritage 

Awards）」の「Shop of the Year」部門にノミネートされました。同賞は、国内外の優秀な博物

館、ギャラリー、文化施設、象徴的な建物や記念碑などに贈られるもので、その中の「Shop of the 

Year」部門は、リテール分野で先進的な取り組みにより顕著な功績を挙げているミュージアムショ

ップなどを称えた特別賞です。 

 

ジャパン・ハウス ロンドンのThe Shopは、「日本の美意識を正しく発信する」という基本方針

のもと、日本文化の本質を伝える新たなリテール体験を提供できるよう、ショップでありながらま

るでギャラリーのような雰囲気を作り上げ、これまで英国にはなかったモダンでありながら日本ら

しい空間設計を実現しました。その空間に美しくディスプレイされた伝統的な工芸品からアーティ

ストによる個性あふれる一点もののアイテムまで全ての商品には、日本の文化や魅力を映し出すス

トーリーが込められています。The Shopでは、各商品の使い方の説明とあわせて、ものづくりに携

わる職人、アーティストやデザイナーを紹介しながら、その作り手の思いや生産の歴史的背景など

裏側にあるストーリーを伝えています。このような画期的な新しい取り組みにより多くの人を惹き

つけ、2018年6月の一般公開から1年未満で40万人以上を動員したことが今回のショートリスト選

定の理由と考えます。 
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The Shopでは、ジャパン・ハウス ロンドンの

地下ギャラリーで開催される展覧会に関連した

書籍・商品が、豊富な品揃えの中でも特に人気

があります。例えば、紙の多彩な魅力を表現し

た「SUBTLE：サトル｜かすかな、ほんのわず

かの」展会期中は、同展覧会のディレクター原

研哉氏が企画・構成をした書籍「SUBTLE：サ

トル｜かすかな、ほんのわずかの」や、トラフ

建築設計事務所が竹尾の紙を使用してデザイン

した、形を自由に変えられる「空気の器」などが人気を集めました。 

 

 『SUBTLE：サトル｜かすかな、ほんのわずかの』展（2018年11月13日~12月24日）

https://www.japanhouselondon.uk/whats-on/takeo-paper-show-subtle/ 

 

新潟県燕・三条の金属加工技術を紹介した「燕三条 － 金属の進化と分化」展（2018年9月~10

月）会期中には、日本の金属加工・工芸品職人や庭師と交流することができる77のワークショッ

プ、デモンストレーション、トークイベントをThe Shopでも実施しました。ゲストは、製造過程を

見学したほか、実際に職人と一緒に箸やスプーン、銅器などのものづくり体験をしました。また、

ジャパン・ハウス ロンドンの開館記念行事（2018年9月13日）に出席されたケンブリッジ公爵殿下

は、燕市が誇る鎚起銅器の老舗「玉川堂」と銅板を打つワークショップに地元の学校の子供たちと

参加されました。 

 

 『燕三条 － 金属の進化と分化』展（2018年9月6日~10月28日）

https://www.japanhouselondon.uk/whats-on/biology-of-metal-craftsmanship-in-tsubame-sanjo/ 

 

また、現在開催中の、日本の美しい伝統色と季節の移り変わりの繊細さを表現した染織作品を紹

介する『Living Colours: Kasane – the Language of Japanese Colour Combinations かさねの森 染司

よしおか』展（2019年4月5日~5月19日）においても、日本を代表する染色職人によるワークショ

ップやデモンストレーションなど様々なイベントを開催するほか、The Shopでも染織商品が販売さ

れます。 

 

 『Living Colours: Kasane – the Language of Japanese Colour Combinations かさねの森 染司よ

しおか』展（2019年4月5日~5月19日） 

https://www.japanhouselondon.uk/whats-on/living-colours/ 
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【主要関係者のコメント】 

 マイケル・フーリハン（ジャパン・ハウス ロンドン館長・事務局長） 

「当館の The Shop は、日本のカルチャーエクスペリエンスと同時に人々の学び舎として生まれ、キュ

レーションがされています。館内に並ぶ日本のものづくりと職人技の最高峰とも言える品々をもって、

ゲストは如何に近代日本文化が歴史と伝統のもとが成り立っているかを手に取って学んでいただけると

思います。」 

 

 原研哉（ジャパン・ハウス 総合プロデューサー/デザイナー/日本デザインセンター代表/武蔵野美術大学

教授） 

「ジャパンハウスロンドンはよくやっていると思う。このような店は日本の中にすら存在しない。多く

売れる事を目指すのではなく、日本のエッセンスを表現するためにできた店である。この店を通して、

日々、私達も日本を再発見しつづけている。」 

 

 片山正通（インテリアデザイナー/株式会社ワンダーウォール代表、武蔵野美術大学 空間演出デザイン学

科 教授/ジャパン・ハウス ロンドンのインテリアデザインを担当） 

「日本の美意識を正確に伝えるという全体指針のもと、ワンダーウォールでは〝床の間″というコンセ

プトを立て、その空間にある全て － 訪れるゲスト、そこに並ぶモノ・そこで行われるコトなど － が相

互に作用し、多様な魅力が生まれる場を目指しました。いわゆる日本的な素材やディテールは用いず、

本質的な日本の表現を大切にしています。このロンドンのジャパン・ハウスの魅力を形づくる要素とし

て、欠かせないのはやはりこの町に住む人、この街を訪れる人だと思います。」 

 

ジャパン・ハウス ロンドン The Shop の企画ディレクター兼キュレーターである加藤さえ子氏（株式会社ウ

ェルカム）は、2 年以上をかけて自ら日本全国を巡り、各地から選りすぐりの商品を取り揃え、その作り

手、職人やクリエーター、デザイナーを英国に紹介してきた。また、加藤氏は、細部にまでこだわった店内

のディスプレイも手掛けています。 

 

 加藤さえ子（The Shop の企画ディレクター兼キュレーター） 

「様々な国から人が集まるロンドンで、ジャパン・ハウスもまた、多民族チームで日本にまつわること

を様々な側面から考え、学び合うことができる、相互的な場を目指しました。私たちは、〝どんな背景

でどのように作られたものかを知って買い物をし、毎日の生活で大切に使い続けること″を提案するソ

ーシャルリテールを提案しています。日本にある素晴らしい産業やプロダクト、才能のある人材を世界

に送り出すための場所として、これからも日本とイギリス、世界との繋がりを楽しみながら作っていき

たいと思っています。」 

 

 ジェラルド・ハーグリーブス氏（ケンジントン・アンド・チェルシー王室特別区コミュニティー＆カルチ

ャー担当） 

「ジャパン・ハウス ロンドンの The Shop は、ケンジントン・ハイストリート地区にユニークな貢献を

してくれました。私たちはジャパン・ハウス ロンドンのような文化施設を誇りに思っていますが、なに

よりも、日本のものづくりをテーマにしたお店が地上階にあること、魅力的で興味深いフロンテージ

（表口）が私たちのハイ・ストリートにあるということこそが、私たちにとって本物の財産だと思って

います。」 
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【受賞発表】 

2019年5月15日（予定） 

 

【同部門のその他ノミネート選出者】 

 Lumsden Design for V&A Dundee V&A Dundee Shop 

（V&Aダンディーのショップ） 

 BALTIC Shop, BALTIC Centre for Contemporary Art BALTIC Shop Refurbishment 

（バルティック現代美術センターのショップ改装） 

 RAF Museum RAF Museum RAF Centenary Programme 

（イギリス空軍博物館／100周年記念ギャラリー） 

 National Museums Liverpool China's First Emperor and the Terracotta Warriors exhibition shop at 

World Museum  

(世界博物館のショップ／『China's First Emperor and the Terracotta Warrior』展) 

 

【ジャパン・ハウスについて】 

外務省主導のプロジェクト ジャパン・ハウスは、日本の多様な魅力や政策・取組を発信することによ

り、日本への深い理解と共感の裾野を一層拡大することを目的とした新たな拠点として設置されまし

た。ロンドン、ロサンゼルス、サンパウロの3都市を拠点に、日本に関する様々な情報がまとめて入手で

きるワンストップ・サービスを提供するとともに、ショップ、レストラン、ギャラリー、シアター、ラ

イブラリーを設置し、民間の活力、地域の魅力なども積極的に活用したオールジャパンでの発信の実現

をめざします。さらに、専門家の知見を活用しつつ、現地のニーズにきめ細かく対応して現地の人々の

共感を呼ぶよう工夫を行います。 

ジャパン・ハウス グローバル公式サイト：https://www.japanhouse.jp/ 

 

【本プレスリリースについてのお問い合わせ先】 

ジャパン・ハウス ロンドン事務局 広報チーム 

担当：飛騨 香生里／カイリー・クラーク（※必ず両名を宛先に入れて下さい） 

メール：kaori.hida@ap.jll.com ／ kylie.clark@japanhouselondon.uk 

 

【ジャパン・ハウス ロンドンの公式リンク】 

 ウェブサイト: www.japanhouselondon.uk 

 Facebook: www.facebook.com/japanhouseldn 

 Instagram: www.instagram.com/japanhouseldn 

 Twitter: www.twitter.com/japanhouseldn 

 ニュースレターへの登録: www.japanhouselondon.uk/sign-up 
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