
添付資料1　
一般社団法人琉球びんがた普及伝承コンソーシアム　2021年度事業報告

 

1



2021年度事業報告(上半期)

月 プロジェクト内容

4月 • 那覇市社会福祉協議会へランチョンマット150枚寄贈

5月

• JTA航空機ヘッドレストカバー第4弾スタート
• 琉球びんがたエプロン「珊瑚花 CORAL BOUQUET ∼海からの贈り物∼ 」リリース
• 第3回社員総会・第4回理事会
• 趣味Class101プロジェクトスタート
• 「おきなわSDGsパートナー」登録
• ポートヒロック展示販売会

6月 • 琉球ハーバルティー「mee-nachi」販売開始

7月

• カヌチャリゾート 紅型壁紙を提供
• 琉球びんがたタオルハンカチ・マルチクロス商品開発
• セブンイレブン デジタルデータ提供
• アニメ「白い砂のアクアトープ」のアラームアプリに図柄データを提供

8月 • 県立芸大×RYUBO サマーアートフェスティバル出店

9月 • 琉球びんがたネクストデザインコンペティション プロジェクトスタート
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2021年度事業報告(下半期)

10月 • 琉球びんがた道具箱オンライン体験会
• 3社包括連携協定　記者会見

11月

• 「"いい色・琉球びんがたの日”記念イベント」紅型染めつけ体験＆ポップアップを開催
• 日本工芸産地博覧会に出店
• 活版印刷の民藝カードの開発
• 琉球びんがた「知念紅型研究所」 × 有田焼「賞美堂本店」
• ロワジールホテル「三重城の夕べ」着物・道具箱の展示
• 第5弾JTA航空機ヘッドレストカバースタート

12月

• 第5回理事会
• アスティーダフェスティバル出店
• びんがたNFTのプレスリリース
• 「琉球刻々彩々の旅」モニターツアー実施

1月 • RE.BORN note(紅型柄)を開発
• 那覇市新商品開発事業を活用し、アップサイクルノート商品開発

2月 • アスティーダフェスティバル出店

3月

• 函館 蔦屋書店「沖縄マルシェ」出展
• 東急百貨店  さっぽろ店「おきなわ染め織りコレクション in札幌」開催
• 浦添PARCO CITY「島の装い。」出展
• 五感で感じる琉球のおもてなし
• 琉球びんがたネクストデザインコンペティション　応募締め切り
• 琉球びんがたネクストデザインコンペティション　審査会

月 プロジェクト内容
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2022年度会員企業数　34社(2021年3月31日時点)

■正会員(9社) 

株式会社okicom_

沖縄セルラー アグリ&マルシェ株式会社

知念紅型研究所

株式会社日進商会

日本トランスオーシャン航空株式会社

やふそ紅型工房

株式会社琉球銀行

琉球アスティーダ スポーツクラブ株式会社

株式会社ピハナコンサルティング（予定）

■準会員(24社)

株式会社大山タタミ店

有限会社おもろハウジング

株式会社フジタカクリエイション

株式会社セブンイレブン・沖縄

ハイアットリージェンシー瀬良垣

沖縄UDS株式会社

アイラーティ合同会社

株式会社islandworks

Waters合同会社

株式会社HPC沖縄

嘉新琉球開発合同会社

株式会社カヌチャベイリゾート

ザ・テラスホテルズ株式会社

株式会社リウボウインダストリー

株式会社Rinnovation

一般社団法人琉球美容研究所

フタバ株式会社

株式会社ファーストアビリティ

知念紅型工房

紅型工房うるばな。

玉那覇紅型工房

琉球びんがた工房ちゅらり

オリオンビール株式会社

株式会社TAG

■賛助会員(2社) 

沖縄都市モノレール株式会社

慶應義塾大学メディアデザイン研究科
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コンソーシアム活動報告
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コンソーシアム活動報告(5月)

第3回社員総会・第4回理事会

2021年5月20日（木）沖縄県立博物館・美術館にて第3回社員総会・第4回理事会・第4回理事

会を開催。

社員総会は、新型コロナウィルス感染拡大防止対策のため現地参加と、ZOOMでのハイブリッ

ト開催とし、理事のほか正会員、準会員が出席した。

社員総会では、2020年度事業報告や収支決算報告などを行い、懇親会では、紅型の染付体

験が実施された。
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那覇市社会福祉協議会へランチョンマット150枚寄贈

2021年4月21日、琉球びんがた普及伝承コンソーシアムとアジアアロワナ株式会社は、共同

製作した『najimu－なじむ』シリーズのランチョンマット3種類、計150枚を社会福祉法人那覇市

社会福祉協議会へ寄贈。

地域の子供たちが、食事の機会にランチョンマットを介して「琉球びんがた」のデザインや雰囲

気に触れることで、地域が誇る伝統工芸品「琉球びんがた」に興味関心を持つきっかけ作りを

目的とするもの。

会員企業との連携事業(4月)
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2021年5月25日、一般社団法人琉球びんがた普及伝承コンソーシアムは、沖縄県の

SDGs普及啓発の取組を行う企業・団体として「おきなわSDGsパートナー」に登録された。

本コンソーシアムでは、「おきなわSDGsパートナー」として、SDGsの推進を通じた沖縄の

伝統工芸「琉球びんがた」の普及伝承活動とともに、環境に優しい商品開発に努め、持続

可能な伝統工芸の発展を目指し活動していく。

「おきなわSDGsパートナー」登録

コンソーシアム活動報告(5月)
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コンソーシアム活動報告(10月)

【3社包括連携】＜琉球の美＞「伝統」と「革新」によるイノベーション

一般社団法人琉球伝統芸能デザイン研究室、一般社団法人琉球びんがた普及伝承コンソー

シアム、一般社団法人琉球料理保存協会は、それぞれ 2019 年 4月に法人を設立。

三社はそれぞれに、琉球王国時代に築き上げられた「おもてなし」の精神、いわゆる「うとぅいむ

ち」を現代でどう活かすことができるかをキーワードとして考え、復元のみならず、再現も視野

に入れ、琉球の美＝本物を追求するとともに、次世代に向けた持続可能な開発目標を掲げ活

動を行っています。

古(いにしえ)の先人たちが残した大切な文化芸術を質の高い状態で、どのようにして後世に伝

えていくことが重要かなどを議論し、独自の活動だけでなく、包括連携を行うことで、より充実し

た取り組みを図るべく、琉球伝統芸能デザイン研究室と琉球びんがた普及伝承コンソーシアム

は、昨年度先に包括連携を締結し、琉球古典舞踊の衣装として、代々伝わる琉球びんがたを

羽織って演ずるという企画鑑賞等を実施いたしました。

琉球料理保存協会も加わった三社による包括的連携を行い、「伝統」と「革新」によるイノベー

ションを目標とした、琉球王国時代の理念と美を追求を目指しています。
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コンソーシアム活動報告(12月)

「琉球刻々彩々の旅」モニターツアー

かつての琉球王朝時代、国賓をもてなすために育まれた「琉球古典芸能」、「琉球料理・泡盛」 、
染めや織りなどの「伝統工芸」。「ひと×もの×こと」が生み出した歴史・先人たちの技とこころを、第

一線で活躍する案内人がお届けする本物の体験ツアーを実施。

本ツアーでは、琉球王朝時代に国賓をもてなしていた琉球古典芸能の鑑賞、王族・士族の衣装と

して用いられてきた染織・織物の技の体験、琉球料理伝承人による琉球料理・クッキング体験、そ

して、琉球王朝時代に嗜まれていた泡盛の飲み方の手解きを、学び、体験できる内容で7日間の

プログラムを組み、参加者に体験頂いた。

紅型では、知念紅型研究所の知念冬馬氏による工房見学・染め体験を歴史や沖縄の文化のエピ

ソードを交えながらお届けし、これまでとは違った質の高い紅型コンテンツの提供となった。

▲型置きの工程を実演 

▼紅型の染めの工程を体験 

10



コンソーシアム活動報告(11月)

【紅型×有田焼「momoco」を発売

琉球びんがたと有田焼がコラボレーションした新商品「momoco bear 琉球びんがた【ぼたん】」

が、11月からオンラインサイト限定で販売を開始。

上質な有田焼のボディに琉球びんがたの色鮮やかな文様をまとったクマの置物。

有田焼のクマ“momoco bear（モモコベア）”は、有田焼の商社 賞美堂本店が、有田焼の多彩

な伝統美と技巧を現代に伝えるインテリア・コレクション。

本作では、刷毛巻き技法によりシルクのような上質な磁肌を表現し、琉球びんがたの色鮮やか

な絵柄を余白の美しさの中に配置を行っている。

▲図柄提供：知念紅型研究所 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コンソーシアム活動報告(12月)

【国内初】国指定伝統的工芸品「琉球びんがた」のNFT化

株式会社ピハナコンサルティング、一般社団法人琉球びんがた普及伝承コンソーシアム、知念

紅型研究所が連携し、琉球文化の象徴である国指定伝統的工芸品「琉球びんがた」の本染め

及び型紙のデジタルデータをNFT（Non-Fungible Token）として販売、当データを活用した商

品開発を推進することで収益化を可能とするサービス『琉球びんがたNFT』を2021年12月9日
（木）より開始。

『琉球びんがたNFT』では、デザイン性の高い琉球びんがたの本染め、型紙のデジタルデータ

をNFT化するだけでなく、当デザインデータを使った商品の開発・販売の推進、琉球びんがた

工房への視察が可能な権利をNFTとして今後リリース予定。

◀3/11～3/13  

　蔦屋函館に展示 

▲『琉球藍手染めQRコード』  
（NFT購入先のOpenseaに繋がります） 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コンソーシアム活動報告(12月)

【国内初】国指定伝統的工芸品「琉球びんがた」のNFT化

『琉球びんがたNFT』では、デザイン性の高い琉球びんがたの本染め、型紙のデジタルデータ

をNFT化するだけでなく、当デザインデータを使い活版印刷の技術を活用することで工芸名刺

作成サービスを2022年度開始する予定です。今後会員様向けのコンソーシアム会員特典とし

て提供できるよう準備中。
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会員企業との連携事業
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2021年5月～8月の期間中、JTAクラスJシートのヘッドレストカバーに、「紅型工房うるばな。」

の名越早織さんが制作した紅型（Coralbouquet（コーラルブーケ）～海からの贈り物～）のデ

ザインを活用したヘッドレストカバーを展開した。

昨年に引き続き、今回も同柄の機内販売商品の開発を行い、母の日に合わせた商品としてリ

ネンエプロンを販売した。

会員企業との連携事業(5月)

JTA航空機ヘッドレストカバー第4弾スタート

日本トランスオーシャン航空株式会社
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会員企業との連携事業(11月)

JTA航空機ヘッドレストカバー第5弾スタート
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日本トランスオーシャン航空株式会社

2021年11月～2022年4月の期間中、JTAクラスJシートのヘッドレストカバーに、「琉球びんが

た工房ちゅらり」の三浦厚子さんが制作した紅型のデザインを活用したヘッドレストカバーを展

開した。

本作品は、紅型の伝統技法はそのままに、黒を基調としたモノトーンのブランド「CREW」のオ

リジナルデザインで、たおやかに揺らぐ大きな葉とバナナが実る光景をテーマに、4種類の黒

の顔料でそれを表現している。

また、11月～12月の期間中、この作品と同デザインの“手染め“のカードケースが機内販売さ

れた。



コンソーシアムと会員企業の(一社)琉球美容研究所とのコラボ商品、曜日別のテーマで
楽しむ琉球ハーバルティー「mee-nachi(めーなち)」を、クラウドファンディング
〈makuake〉にて販売。
1週間分の7種類のレシピには沖縄で古くから親しまれてきた野草（命草ぬちぐさ）やハーブが配
合されており、原材料は厳選した沖縄県産の天然素材のみを使用している。
デザインにこだわって製作した外箱は、當山紅型工房の古典柄をリデザインしたもの。

会員企業との連携事業(6月)

琉球ハーバルティー「mee-nachi」販売開始

一般社団法人琉球美容研究所
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2021年7月12日にリニューアルオープンしたカヌチャリゾートノースウィング棟の客室に、コン

ソーシアムと大山タタミ店の壁紙ブランド「ここにも」から紅型壁紙を提供した。

3工房の図柄を活用した紅型のコンセプトルームは、ノースウィング棟の12部屋に設営されて

いる。図柄を提供したやふそ紅型工房は「サガリバナ」、知念紅型工房は「デイゴとふくら

雀」、そして、知念紅型研究所はカヌチャのロゴマークにも採用されている「イジュ」をモチーフ

にした図柄で、沖縄らしい親しみのある印象を持ちつつ、リゾートホテルにマッチした品のある

デザインとなった。

会員企業との連携事業(7月)

カヌチャリゾート 紅型壁紙を提供

株式会社カヌチャベイリゾート  / 株式会社大山タタミ店

写真：やふそ紅型工房「サガリバナ」
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2021年7月11日で沖縄進出２周年を迎えた

セブン－イレブン・沖縄の２周年記念ポス

ターに紅型のデザインを活用頂きました。

本コンソーシアムよりやふそ紅型工房の図

柄データを提供し、当ポスターは、沖縄各地

の店舗に掲示された。

会員企業との連携事業(7月)

セブンイレブン沖縄2周年ポスター デジタルデータ提供

株式会社セブン－イレブン・沖縄
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アイラーティ マーリオOKINAWAチョコレート

会員企業との連携事業

20

アイラーティ合同会社

2021年より発売されている、マーリオチョ

コレートシリーズのアソートパッケージが

登場。パッケージデザインは引き続き、

知念紅型研究所のびんがたデザインを

活用頂きました。



2022年沖縄県本土復帰50周年記念事業とし

て、本コンソーシアムは、 “知ってもらう”にフォー

カスした具体的なアクションとして、「琉球びんが

たネクストデザインコンペティション」を開催を決

定。

これからの50年、そして100年先も沖縄で多くの

創造豊かな文化が生まれ育まれることを願い、

琉球びんがたにおける話題作り・作品発表の場

作りをすると共に、デザインのチカラやその可能

性について広く認知される機会にする。

伝統的工芸の世界観・商品の魅力・技術の高さ

を保ちつつ、収益源の多様化を追求し、職人の

デザインが稼ぐ力に繋がるデザインを。企業は、

工芸・デザインを活用することで高付加価値でサ

ステナブルな商品・サービス開発を。そんな事例

を作り、沖縄に根付かせていくことを目的として

いる。

琉球びんがたネクストデザインコンペティション 

会員企業との連携事業(9月)
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〇協賛企業（50音順）

・沖縄セルラー電話株式会社

・オリオンビール株式会社

・オークツ株式会社

・株式会社okicom
・株式会社セブン‐イレブン・沖縄

・株式会社日進商会

・日本トランスオーシャン航空株式会社

・琉球アスティーダスポーツクラブ株式会社

琉球びんがたネクストデザインコンペティション 

会員企業との連携事業(9月)

〇後援

（50音順）

・沖縄県

・沖縄県教育委員会

・公立大学法人沖縄県立芸術大学

・内閣府沖縄総合事務局長

・那覇市
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イベント関連報告
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イベント関連(10月)

琉球びんがた道具箱オンライン体験会開催

昨年に続き、第２弾となる琉球びんがた道具箱のオンライン体験会を10月23日に開催。

今回は、やふそ紅型工房の屋冨祖絵里さんが制作した新柄「松竹梅」を展開。

この柄は、紅型で多く用いられる縁起の良い柄で、松は不老不死、竹は生命・未来、梅は希望

を象徴しています。

体験会当日では、県外在住の40〜50代の方が多く参加し、屋冨祖絵里さんと同工房の職人の

レクチャーを受けながら、紅型を学んでいただきました。
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イベント関連(11月)

「いい色・琉球びんがたの日」記念イベントについて

2019年に一般社団法人「琉球びんがたコンソーシアム」と「琉球びんがた事業協同組合」によ

り記念日制定がされた「いい色・琉球びんがたの日」は、王朝時代から続く「顔料」と「染料」を

併用した琉球びんがた独特のグラデーションと、表現豊かな色彩を再認識するとともに、その

活用の場を広げ技を次世代へ引き継ぐことを目的としています。

11月は経済産業省が「伝統的工芸品月間」と定めており、昭和59年に伝統的工芸品として国

から指定された『琉球びんがた』に所縁のある月でもあります。

今年度は、「いい色・琉球びんがたの日」を記念し、ホテルストレータ那覇にて紅型染め付け体

験を実施いたしました。
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イベント関連（12月・2月）

アスティーダフェスティバル

12月20日～21日、2月7日～8日に琉球アスティーダスポーツクラブ株式会社が開催した、「ア

スティーダフェスティバル2021-2022」に、本コンソーシアムがブース出店いたしました。「ス

ポーツ！音楽！食！」をテーマにコロナ復興イベントとして、沖縄アリーナで「エンタメフェス」

「肉王フェス」「沖縄物産展」「スポーツ体験」などの6つのコンテンツを1日中楽しむことができる

イベントで、本コンソーシアムでは、県産品を販売する企業が集まる「沖縄物産展」に参加しま

した。

今回は紅型だけでなく県内の織り産地の工芸品の取扱いや、新商品の文具雑貨のテストマー

ケティングを実施いたしました。

〇出品工芸産地

・琉球びんがた

・首里織

・知花花織

・読谷山花織

・琉球かすり
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イベント関連(3月)

東急百貨店 さっぽろ店 /「おきなわ染め織りコレクションin札幌」開催

3月10日～3月17日の間、北海道の函館、札幌の2か所にて催事参加及びPOPUPを開催。

蔦屋函館では、沖縄の食材や観光・工芸にまつわる物産イベント「沖縄マルシェ」の中でブース

を構え、県内の染め織り産地の物販や紅型体験ブースを設け、ファミリー層をメインに多くの方

に沖縄の工芸を届けることができ、イベント来場者数は2万6千人と大盛況で終えることができま

した。
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イベント関連(3月)

五感で感じる琉球のおもてなし

沖縄の経営者層・富裕層の方々へ向け、沖縄の伝統工芸並びに琉球王朝文化の魅力を

発信していくイベントとして、3月26日ホテルコレクティブにて「五感で感じる琉球のおもてなし」

を開催いたしました。

イベントでは、琉球料理・琉球芸能(歌三線と踊り)・紅型トークショーを織り交ぜたプログラムで

琉球王朝の文化体験を提供。その道に精通した文化継承者による生のパフォーマンスや声を

届け、希少性の高い内容を五感で体感いただきました。
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イベント関連

展示販売会への出展

東京虎ノ門  沖縄フェア

　　日時：7月12日～7月21日
　　場所：虎ノ門ヒルズARCH CAFE＆BAR

県立芸大×RYUBO サマー
アートフェスティバル

日時：8月18日～21日　
場所：パレットくもじ

日時：9月25日～28日
場所：ポートヒロック

ポートヒロック展示販売会

日時：11月26日〜28日
場所：万博記念公園

日本工芸産地博覧会

日時：3月18日～27日
場所：浦添パルコ

島の装い。
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本コンソーシアムのライフスタイルブランドnajimuより新商品を開発した。

商品開発(7月)

琉球びんがたタオルハンカチ・マルチクロス商品開発

〇琉球びんがた撥水マルチクロス

様々なシーンで用途に合わせて使用でき
るマルチクロスは、風呂敷のように包み方
を変えるだけで、マイバッグや傘カバーな
どバリエーション豊富に利用可能。生地
は、ペットボトルをポリエステル繊維へリ
サイクルしたエコ製品。撥 ⾼試験最⾼ラン
クの5級を取得している撥水加工が施され
ており、アウトドアにも活用できる。
図柄は、琉球びんがた事業協同組合の図
柄を採用している。

会員企業のフジタカクリエイションに製造
いただき、「やふそ紅型工房」と「紅型工房
うるばな。」の紅型2柄を2色ずつのバリ
エーションで展開した。
やふそ紅型工房はすずらんをモチーフに
した柄、紅型工房うるばな。は蝶とホウオ
ウボクがモチーフとなっている。生地は
コットン100％。使い心地がよく気持ちの
良い肌触りです。

〇琉球びんがたタオルハンカチ
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商品開発(1月)

アップサイクルノート-TUZURU-　開発

「 Up Cycle note -TUZURU-」は、仕事や

生活のなかで、廃棄してしまう資料やチラ

シを裏紙として再利用し、日々のTODOの

メモや会議のアイディアメモとして活用する

ことができます。

“もったいない”をスマートに有効活用できる

地球にやさしいSDGsなノートです。

今回は、6柄のパターンを展開しており、や

ふそ紅型工房、知念紅型研究所、玉那覇

紅型工房から2柄ずつ図柄をご提供いただ

いています。
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RE.BORN note -リボーンノート-（紅型柄）開発

株式会社近代美術が展開している「RE.BORN note」とのコラボレーション商品として、表紙に

知念紅型工房の図柄をあしらった紅型シリーズを発売。

RE.BORN noteのRE.BORNとは「再生」という意味で、さまざまな印刷物をつくる過程でどうし

ても余分に出てしまう紙切れを、生まれ変わらせることができないか？という企画から生まれた

ものです。

ランダムに様々な種類の紙を組み合わせているので、全く同じものはない、世界に一つだけの

ノートになっています。それぞれの紙の「触りごこち」や「書きごこち」も楽しめるところがポイント

です。

図柄提供：知念紅型工房

熱帯魚に浜模様

商品開発(1月)
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ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。
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