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   2011年                       開店時の展示装飾に、「工場でしか見られないものを

お客様にご覧いただこう」という発想で、廃材を使って制作したシャンデリアがブランキングアート第一号

でした。 その後、近隣メーカーの廃材作品展「            ブランキングアート展」が地元 燕三条で

開催され、今年で 6回を数えるまでに発展しています。 廃材利用とはいえ、妥協しない職人の手に 

かかった作品のクオリティーは高く、これまでもお客様から購入のお申し出を度々いただいておりました。 

今般、満を持しての発売開始となります。 

 

①  お客様のご要望に合せて、廃材を利用したアート作品を仕上げます。  

②  納期、価格は応相談となります。（1 万円より） 

③  過去に制作した作品も、販売します。  

 

これまでに制作した作品は、手のひらサイズの”ミニ盆栽”から、数百キロの“玄獅子”

まで、多種多様です。 主に、つめ切りなどの製品本体を鍛造する時に排出される鋼材

を使って、曲げたり切ったり溶接したりの加工を施しながら作品を仕上げていきます。 

ご予算、大きさ、大体のイメージなどをお客様と打ち合わせさせていただき、ご要望に

沿った逸品を仕上げていきます。 内容によって納期も違いますし、大型作品になりますと

複数の職人が現地に出向いて現場で組上げる必要もあります。  

 

                     に 

展示している過去の作品の中にも 

販売できるものがありますので、 

まずはお気軽にご相談ください。 
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SWD ART LAB スワダアートラボ 

ブランキングアート（廃材アート） 

オーダーメイド受注制作開始！ 

ブランキングアート第一号の 
 

“シャンデリア” 
 （2011年制作） 

非売品 

重量：220kg 横幅：100cm 
 
（つめ切り 800丁分の廃材

を使用） 

“玄獅子”（2016年制作） 
 

参考価格：4,500,000円 

重量：300kg 全長：200cm 
 

鋼鉄製なのに、髪の毛は柔らかい質感を 

再現。 

鋭い眼光の中にも、どこか優し気な表情は 

見る者をひと目で虜にする。 

お手頃サイズの 
 

“卓上 BONSAI” 
（2017年制作） 

参考価格：22,000円 

重量：1kg 横幅：20cm 

 

本日より!! 
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ブランキングアートとは製造工程で排出される事業排出物、主にブランク材やスクラップと言われる材料等を

用いて、創意工夫により新しい作品に生まれ変わらせることで「モノづくりの心と技」を表現し、地域内外へと金属

加工の街・燕三条を発信する取り組みです。 平成 26 年の第 1 回開催から本年度で５回目の開催となり、毎年

多くの企業、学生、個人の作品が出展される新潟県燕三条地域の秋の恒例イベント「再生の芸術祭」です。 

（ＢＡ展ＨＰより引用） 

では、「良く切れる刃物」を作るために、鋼材を熱して叩き、つめ切りなどの本体になる部分をくりぬき

ますが、その使えない外側の部分が廃材になります。 他にも、研磨するためのサンドペーパーなどの使用済みの

資材や、磨き損ねた途中加工品など、工場内で廃棄されているあらゆるものの中から、作品に応じて使い分けて

制作します。 

本来なら捨てられる運命の廃材に「命を吹き込む」作業は、製品を作るのとは違い、一から生み出す芸術品と

同じで、制作者の感性が問われます。 作るのは専属のデザイナーでも芸術家でもありません。 

普段はつめ切りなどの製品を作る職人の中からプロジェクトチームを立ち上げて、 

立案から完成まで任されます。 

ブランキングアートって何？ 

 

 

                                              2018、今年の作品は”鷲”。 

サイズ違いの廃材を見事に使い分けて、羽一枚一枚をリアルに表現。 

鋭い眼光、大きな嘴、光沢のある鋭利な爪も、全て廃材で出来て

います。 

まさに命を吹き込んで、360度どこから見ても、獲物を見つけて 

今にも飛び立ちそうな迫力ある”鷲”そのものです。 

 

「鷲は天高く飛ぶ鳥であること

から、さまざまな神話において

下界の様子を監視し、神に伝

える役目を持つとされてきた。 

この鷲も、大きな翼で高い空へと飛び立ち、はるか遠くまで見渡せる鋭い眼で 

わたしたちの仕事が正しく行われているか見守っている。」 

（作品キャプションより） 

作品は下記会場でご覧いただけます。 

 

ブランキングアート展 2018 

■JR 燕三条駅観光物産センター「燕三条 Wing」にて 

■平成 30年 9月 21日(金)～平成 31年 2月 28日(木) 年末年始休業日あり 

■営業時間 10 時 ～18 時 30 分 

 

新作”鷲“を出品中 

丸い鋼材①を炉に入れて赤く熱し、 

400tプレスで叩き、 

くり抜いたもの③がつめ切り本体になる。 

②が廃材で、ブランキングアートの材料に

なる。 

鋼材を叩いて鍛えることで硬く粘りの

ある素材に生まれ変わり、「良く切れる

刃物」の材料になる。 
①  ② ③ 
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The 6 th 「燕三条  KOUBA の祭典」 報告  

 

10月 4～7日、台風 25号が心配された今年の「KOUBA

の祭典」は、祈りが通じて大きな被害もなく、4日間とも 

イベント日和となりました。 

 最終日は、恒例のプロジェクションマッピングで、 

がピンクストライプに包まれました。 

今年はこれまで以上に鮮やかに映り、参加者はイベントの

余韻に浸りながら楽しんでいました。 

 期間中は、県内外から沢山のお客様にご来場いただき

大盛況でした。 お越しいただけた多くのお客様ならびに

ご協力いただきました皆様、本当に有難うございました！ 

 

 バックヤード PLUS、早々に予約が埋まる！  
 
キッザニアの大人版「バックヤード PLUS」ではなんと、自作のつめ切りを 

制作し、お持ち帰りいただけます。 2 年目の今年は、その楽しさが口コミで

広がり、6(土)、7(日)で 20名の予約枠が、予約開始早々に埋まるほどの 

人気ぶりでした。 

当然、危険のないように担当指導スタッフが細心の注意をはらいますが、

実際に研磨機を使って材料を仕上げる作業をしていただきました。 

自分で磨いたつめ切りには、ご希望の名入れ加工をサービス。 

皆さん、「緊張したけど楽しかった～」と笑顔で修了できました！ 

 

 
 

 諏訪田検定（スワ検）は、「諏訪田あるある」が満載！  
 

 今年初のイベント「諏訪田検定（通称：スワ検）」では、マニアックな問題をご用意 

してお待ちしていました。 

全問正解すると、なんと  で実際に作業で使用している軍手（ロゴマーク

入り！）をプレゼント！ 

 その問題がかなり難しい！  

知る人ぞ知る「諏訪田あるある」が満載で 

ヒントが隠れている          と 

         を何度も往復する挑戦者が続出。 

挑戦者 536名のうち、370 名が見事

“        マスター”の称号と軍手を獲得 

しました！ 

 

ブラック焼きそば＆焼きそばパン  大人気！  
 

 昨年大人気だったオリジナルの ブラック焼きそば!

今年もやりました。 今回初めて、真っ黒なコッペパンの 

“ブラック焼きそばパン”も登場。 「なんでこんなに黒いの!?」

「黒いにも程がある!」と皆様、目を丸くしていらっしゃいました。 

 スタッフにそそのかされて試したお客様も、「おー、美味しい!

クセになる！！」と喜んでくださいました。 

今年は“パクチーましまし“などのスペシャルトッピングも人気 

でした。 

 最終日のパーティーには、参加者に大判振る舞い。  

3回もお代りしてくださったお客様もいらっしゃったほどです！ 

これは、 イベントの名物になる予感がします(笑)                                 （次項につづく） 

つめ切りクラシックＬの背磨き体験（写真は昨年のもの） 
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ロゴ入り軍手をプレゼント 
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猛暑でＳｕｗａＳｕｗａソフトがバカ売れ！！   

  

6日(土)は台風のフェーン現象で気温が 

うなぎ上りで、三条市の最高気温の 36 度が 

日本一を記録する暑さとなりました。 

そのおかげで新発売の SuwaSuwa ソフトが、 

一日でひと月分くらい売れました！  

お隣、見附市の「ミルクヨーカン」で有名な 

諏訪乳業様の美味しい牛乳をたっぷり使った

“SuwaSuwa ソフト”は、老若男女どなたでも 

好む味に仕上がっています。 

 イベント限定で、これまた特注で「黒デニッシュ

ソフト」が初登場！ 他では決して味わえない 

イベントならではの楽しいメニューとなりました。 

おかげさまで“SuwaSuwa ソフト”は、材料が欠品してお休みせざるをえない 

事態となりましたが、本日より再開しています。 10月いっぱいは食べていただけると思いますので、未体験の方は 

是非ご来店の上お試しくださいませ。 

 

KOUBAの祭典 ファイナルパーティーは、  
 

7日(日)「KOUBAの祭典」最終日は、工場の倉庫がNIGHT 

CLUB会場に変身！ お立ち台は、なんとフォークリフト！！ 

昨年は 80年代の DISCO ミュージックで盛り上がりましたが 

今年は、プロの DJ選曲のダンサブルで新しい楽曲。  

ミラーボールの光に包まれた場内はクラブムード満点でした。 

 

  パーティーにはアルコールもありますので、お客様の移動

には        と三条市内の繁華街「本寺小路」を往復する

シャトルバス“         号”をチャーターして、ご利用いた

だけました。 

 

 

 

 

毎年北海道から参加してくださるお客様もいらして、一年ぶりの

再会で近況を報告しあいましたが、特に今年は日本各地で災害に

見舞われたことを思いますと、こうして再会できて喜びもひとしおです。 

 

今年も、盛況に終わることができました！ 

応援してくださった皆様、本当に有難うございました！ 

 イベントの志向も、「見る」から「体験する」に変わってきています。 

来年も燕三条のものづくりを「より楽しんで体験する」イベントを 

どうぞお楽しみに！！ 

 

今後のイベント・出展情報  

 
9/6~10/28 燕三条特別展 Biology of Metal ～燕三条 金属の進化と文化～ ＠ｼﾞｬﾊﾟﾝﾊｳｽ･ﾛﾝﾄﾞﾝ 

9/21~2/28 ブランキングアート展 2018 出品 in 燕三条駅Wing 

10/10～12 HCR国際福祉機器展 出展 ＠ 東京ビッグサイト 

10/15～17 ビューティーワールドジャパンウエスト 出展 ＠ インテックス大阪 

10/29~11/4 Spirit of Christmas in ロンドン 

特製の黒デニッシュソフト 

クラブムード満点の会場（実は倉庫） 

参加者全員で盛会を祝いました 
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