クリアファイル
¥210

A4サイズ

多治見市 観光パンフレット

表面は透明なうながっぱをデザイン。
クリアファイルに挟む紙の色次第で、
うながっぱの色を変える
事が出来ます！

うながっぱマグカップ
¥630

ハンカチ
¥360

直径約9㎝ 高さ約7.5㎝

縦約20ｃｍ×横約20ｃｍ

ビビッドなイラストが可愛い
マグカップ。

ストライプ模様の
可愛らしいデザイン。

多治見市マスコットキャラクター

うながっぱおみやげグッズガイド
購入できるお店

多治見市ＰＲセンター、多治見駅観光案内所

多治見市

ージ
ームペ
公式ホ
な！
クう
ェッ
要チ

ほか
にも
たく
さん
種類があ
るうな！

うながっぱ は、
アンパンマンでお馴染みの やなせたかし氏がデザインした多治見市公式のマスコットキャラクター。
地元でも老若男女問わず広く愛されている うながっぱ の公式グッズは、上記の場所で購入できます。

総人口／109,416人
世帯数／47,303世帯 ※令和3年2月1日現在
市の花／キキョウ・ツツジ 市の木／シデコブシ・イチョウ
面積／91.25k㎡
姉妹・友好都市／テラホート市（アメリカ合衆国）
市庁舎住所／ 本庁舎 〒507-8703 日ノ出町2-15
駅北庁舎 〒507-8787 音羽町1-233

“ほんもの”を巡る旅

問い合わせ
多治見市産業観光課

うながっぱケーキ皿
¥630

直径約16㎝

使いやすいサイズのお皿。
うながっぱグッズ公式
ホームページはこちら

●性別♂

●年齢／不詳

●身長／125cm

体重／26.5kg

●出生地／虎渓山のふもと ●趣味／食べ歩き、密かに永保寺で座禅を組むこと
●好きなこと／水あそび

●好きな食べ物／たじみあられ

●好きな音楽／クラシック

https://w w w.unagappa.com
うながっぱの
ぬいぐるみキーホルダー

住所／岐阜県多治見市日ノ出町2-15（本庁舎1階）
TEL／0572-22-1250（直通）、0572-22-1111（代表）FA X／0572-25 -340 0
ホームページ／https://www.city.tajimi.lg.jp
多治見市ＰＲセンター
住所／岐阜県多治見市本町5 -9 -1（陶都創造館1階）
TEL／0572-23 -5444 FA X／0572-23 -5457
営業時間／10：0 0〜18：0 0
休み／年末年始、年1〜2回の臨時休業
ホームページ／https://www.tajimi-pr.jp
多治見駅観光案内所
住所／岐阜県多治見市音羽町2（JR多治見駅 2階）
TEL・FA X／0572-24 - 6460
営業時間／9：0 0〜18：0 0

東濃弁缶バッジ

¥980 サイズ約9.5㎝/ボールチェーン付き

¥210

手触りふわふわのかわいいキーホルダー。

直径約3㎝

東濃弁がポイントの缶バッチ！

ガラスタイルマグネット
¥210

縦約２㎝×横約２㎝

きれいなガラスタイルのマグネット。各色、
３ポーズ
（踊る・立つ・跳ねる）
から選べます。

令和3年3月発行
※このパンフレットは10,000部作成し1部あたり54円で印刷しています。
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素敵な多治見を
案内するうな♪

街角マイスター口コミ情報
多治見で暮らす地元人ならで
はのおすすめスポットや〝多
治見のいいとこ〟を、各ページ
のメモスペースで紹介します。

うながっぱ豆知識
多治見市のマスコットキャラ
クター「うながっぱ」が多治見
市の豆知識を紹介します。

多治見市マスコットキャラクター
「うながっぱ」
※本誌に掲載されている価格は、令和3年2月現在の税込金額を表記してあります。

多治見市の文化を
彩る“ほんもの”

美濃焼

かとうたくお

故 加藤卓男 氏

あらかわとよぞう

故 荒川豊蔵 氏

岐阜県
重要無形文化財
安藤日出武氏

かとうこうぞう

第9回国際陶磁器展美濃
グランプリ受賞作品 駒井正人作

加藤孝造 氏

第11回国際陶磁器展美濃 金賞受賞作品
加藤智也作

中国の華南三彩を意識し一般的には、
珪石などを含む灰釉を酸化炎焼成して
黄色に発色させたもの。

ほんもの の文化を発展させた4人の人間国宝
すずきおさむ

Ceramic Valley Mino Japan
オフィシャルムービーはこちら

部分的に釉薬を施した深みのある
青織部が有名。戦国武将・古田
織部が好んだとされる。

鉄分を多く含む釉薬をかけ、
焼成中に窯から引き出すことで
奥深い漆黒に焼き上がる。

鈴木藏 氏

岐阜県東美濃地域の多治見市をはじめとするこの地は良質な陶土に恵まれ、
１３００年の長きに亘りやきものの産業と文化が息づいています。作家や窯元、商
社、関連企業が集うこの世界有数の一大生産地を
「セラミックバレー」
と新たに名
付け、
この地で作られるやきものは美濃焼と呼ばれています。多治見市では、美濃焼の文化や技が代々受
け継がれ、個性豊かな窯元や、国指定重要無形文化財保持者（人間国宝）
を生み出しました。また、早く
から分業化が進んだ美濃焼を日本全国へ広げた商人の営みは、今日もやきもの業界をリードする多治見
市の礎を築きました。3年に1度開催される陶磁器の祭典「国際陶磁器フェスティバル美濃」
では、国内
外から多数の作家や企業が参加し、常にやきもの文化に新風を吹き込みます。

透明釉に近い性質を持った
白濁釉。
これにより、鉄絵具
による下絵付けを可能にした。

荒川豊蔵資料館提供

現代技術を活用した技法で「蔵志
野」と呼ばれる新しい作風と技を
確立。
「志野」で認定される。

染付ティーセット 加藤五輔作
（美濃焼ミュージアム蔵）

漆黒の色を出すことが特徴の「瀬
戸黒」で独自の穏やかな作風が評
価され、認定される。

桃山時代の窯跡を発見し、志野・
瀬戸黒の再現に努める。その技術
保持者として認定される。

進化し続ける高品質のテーブルウェア

長く陶芸業界で失われていた奈良
三彩の再現に成 功した功績から
認定される。

多彩なシーンで活躍する
タイル製品

多治見市無形文化財
七代加藤幸兵衛氏
西浦焼彩花瓶 電燈所た禰コレクション
（美濃焼ミュージアム蔵）

多種多様な新進気鋭陶芸作家の作品

職人たちが一点一点、手仕事で
作り上げる美濃焼風鈴

4

三彩花器爽容 人間国宝 加藤卓男作
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MORE MINOYAKI③

MORE MINOYAKI③

美濃焼のまち多治見では、陶磁器やタイルの製造過程を
公開している工場を見学することができます（要予約）。
申し込み方法など、詳しくは各事業者まで問い合わせください。

市内には本格的なやきもの体験ができる施設が多
数あります。子どもから大人まで手軽に楽しめるの
で、世界に一つだけの作品づくりを。

株式会社オザワモザイクワークス

杉浦製陶株式会社

株式会社丸朝製陶所

楽しくオリジナル作品を作る

電動ろくろ3,200円/2個、手びねり3,200円/2個

スタッフが優しくサポートしてくれ
るので、初心者や子どもでも安心。
作 業 場も広く、家 族や友 達、大 勢
でも一緒に作陶体験ができます。
HPをチェック

ボイス オブ セラミックス
多治見市富士見町3 - 68 -1
10：00〜18：00（受付15:00まで）

MAP D-2

◆オリジナルプレート作りツアー
申込／大ナゴヤツアーズ
https://dai-nagoyatours.jp
見学体験2時間半…3,000円

0572-25 -7267
水 ※物販などの販売店舗は無休

作り方も釉薬も自由に選ぶ

陶芸体験3,000円(送料別、着払い)

手びねり･ロクロ･タタラから作り方
を選び好きな形を2点作れます。釉
薬も豊富な種類を用意。年1回、薪を
燃料として陶器を焼く穴窯フェアも。
HPをチェック

安土桃山陶磁の里

ヴォイス工房

創業以来、モザイクタイルを作り続
ける会 社 。日々の 暮らしを居心地
よくする彩り豊かなモザイクタイル
を提案しています。
多治見市笠原町986
0572- 43 -2090
8:0 0〜17:0 0
土、日、祝（工場は木、日）

代表取締役
林航氏

ワークショップ ではオリジナルタ
イルを作成し、焼 成 後に後日郵 送
してもらえます。タイルの雑貨販売
もあります。
多治見市笠原町995 -102
0572- 43 -2111
9：00〜12：00、13：00〜16：00
土、日、祝、夏季、年始
MAP C-4

HPをチェック

◆入場・体験メニュー料金
申込／大ナゴヤツアーズ
https://dai-nagoyatours.jp
見学体験2時間… 2,000円

代表取締役
松原圭士郎氏

普段手にしているマグカップは一体
どうやって作られている？カップの製
造行程を体験してみませんか。あなた
のカップも実は丸朝製！？
多治見市星ヶ台3 - 8
0572-22- 8287
9：0 0〜17：0 0
土、日

HPをチェック

MAP D-3

※多治見市では「オープンファクトリー」を積極的に行う事業所を支援し、整備を進めています。
上記事業所の他に行っている工場については、多治見市役所産業観光課まで問い合わせください。

開窯210年以上の歴史を誇る幸兵衛窯
の材料を使った、電動ろくろや手びね
り、下絵付けなどの体験が楽しめます。
続けたい人用の会員コースもあります。
HPをチェック

市之倉さかづき美術館横

幸兵衛窯 作陶館

MAP C-3

多治見市市之倉町4 -30 -2
0572-22- 0509
10:0 0〜17:0 0（受付15:30まで） 火、水

手軽にやきものづくりを体験
陶磁器と触れあうテーマパーク「セ
ラミックパークMINO」内。子どもか
ら大 人まで 、手 作りの 陶 芸ができ
る作陶館です。
HPをチェック

セラミックパークMINO

作陶館

MAP D-4

多治見市東町4 -2-5
0572-28 -3203
10：0 0〜16：0 0
月〜木
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見学体験2時間…2,000円
（送料込）

幸兵衛窯の土と釉薬で作陶

手びねり・ろくろコース3,300円

たびメモ

HPをチェック

タイル作成のワークショップ

MAP C-4

MAP D-3

多治見市東町1-9 -17
0572-25 -2233
10:00〜18:00（受付16:00まで） 火

作陶コース1点につき1,000円（中学生以下800円）

◆実際のタイル工場を見学、
代表取締役
小澤直樹氏

めぐる

つくる
多治 見 市 及び 多治 見 市 近 郊 の東 美 濃 エ
リアで開 催される体 験 型 観 光イベント。
地元の良さを誰よりも知っている地元に
暮らす人々が、企画し案内人となりまちの
魅力を発 信していきます。毎年「多治見る
こみち」でしか出会えない、とっておきの体
験が多数ラインナップ。多治見るこみちか
ら始まる小さな旅へ、出掛けてみませんか。
※詳細はHPをご確認ください

■ 問い合わせ
一般社団法人

多治見市観光協会
0572-51- 8156
8:30〜17:0 0
土、日、祝

HPをチェック

まなぶ

たべる

やきものを勉強するために、オーストラリアから多
治見に来ました。毎日作品作りを頑張っています！
多治見市陶磁器意匠研究所 イオンさん
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