
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

住所(信楽町) 電   話 定休日

牧1293-2 83-0126 無休

勅旨1424-1 83-0215 不定休

勅旨2344 83-0570 不定休

勅旨2349 83-2220 不定休

勅旨2376-3 83-1645 金

長野1349-24 82-2239 不定休

長野947 82-8066 水・木

長野1388-1 82-0213 不定休

長野1131（本店）
牧1468（国道店）

82-0522
83‐0230

不定休
年末年始

長野1245 82-0611 無休

長野1198-2 82-1016 水・木

長野755-1 82-2216 不定休

長野628-2 82-2548 不定休

長野1423-13 82-0316 年末年始

江田688－2 82-1753 不定休

https://tokusai.jp

http://www.tougei-kenzo.com

https://sawazen.shopinfo.jp

http://www.shigarakiyaki.co.jp

http://www.n-nendo.com/

個人約30名
団体200名

電動ろくろ9
手びねり15

45

190

15

http://www.oogoya.co.jp

http://www.bunpuku-tonchinkan.com/

http://marurigama.sakura.ne.jp/

http://tougeimura.jp/

https://miharugama.com

https://www.meizan.info/ogama/

10 チャレンジ 9:00～17:00
電動ロクロ 1,000円（約1時間）、焼成代別途、大きさによって異なる ／ 手びねり 1,500円 焼成代含（800gの粘
土で作品2つまで）  ※税別　　ご予約なし、飛び入りOK。http://www.eonet.ne.jp/~rokuro/

300
（団体可）

16

2～10

本店：500
国道店：200
（団体要予約）

電動ろくろ24
手びねり20

10:00～17:00
※要予約

9:00～17:00
（16:00）

手びねり体験／ろくろ体験　各2時間程。体験料 5,000円（税込）　※同一グループは同じ体験内容でお願いし
ます。　事前予約制（当日受付不可）。　作品は引取りまたは着払いにて発送します。

手びねり 1,650円（約60分）／電動ロクロ 3,300円(約90分、要予約)／狸作り 2,200円（約60分）／絵付け 880円
～（約40分）／その他コースあり。焼き上がり後は引取りか発送（発送料別途）。

ホームページ
人数

8

9 信楽陶芸村

みはる窯

電動ろくろ7
手びねり10

2～20

手びねり 1,650円（約1時間）、その他電動ロクロ／絵付け／狸作りなどがあります。詳しくはたぬき村ホーム
ページをご覧ください。体験は事前にご予約、お問い合わせください。英語対応可能。完成後は引取りまたは
発送（送料別途）

電動ろくろ（使用料含） 2,800円（約1時間）／手びねり 1,650円（約1時間）／絵付け 1,450円～（約1時間）／型
押狸作り 2,400円　他　　※焼成代含む。送料は別途。事前に予約をお願いします（当日ご相談）

手びねりコース 2,000円（約1時間、粘土1㎏、作品1点の焼成費込）／電動ろくろ基本コース 3,800円（約1時
間、粘土3㎏、作品2点の焼成費込）　焼き上がりは約1カ月後、引取りまたは発送（送料別途）。英語対応可
能、ご連絡ください。

5 陶 珍 館
9:00～18:00

（16:00）
※時期により変動有

作陶コース 1,650円(土600ｇ、作品1点)／電動ロクロコース 4,400円(1時間、作品2点)
絵付コース 440円～ 2,750円(狸、食器、貯金箱など)　　※焼成代含む、完成後店頭お渡しか発送（送料別）ご
予約なし、当日飛び入りもOKですが、電動ロクロは事前予約をお願いします。

10:00～17:00
（15:30）

※事前問合せ

9:00～17:00
（15:00）

※事前予約

10:00～17:30
（16:00）

3

信楽陶苑
たぬき村

澤 　　善

ろくろ体験
遊器陶舎

（マルタカ陶器）

陶芸体験一覧表 市外局番（ ０７４８ ）

№ 業  者  名

1

2

http://www.tanukimura.com

https://e-yakimono.jp/

営業時間
（最終受付）

料      金      等

4
大小屋

陶芸教室
10:00～17:00

（16:00）

手びねり 作品1点：1,500円（約50分）、作品3点：3,000円(1時間)／電動ロクロ 作品1点：2,500円(40分)、作品2
点：3,500円（50分）／その他、絵付け、スタディーコース有り　※税別
焼き上がりまで約1か月半。それぞれ焼成、釉薬代込。送料別途。

12
しがらき顕三
陶芸倶楽部

（小川顕三陶房）

①10:30～
②13:30～

※完全予約制

電動ろくろコース／手びねりコース　作陶料 5,500円（お1人様3点まで制作可能、焼成代込）。
着払いで発送（完成まで約1か月）　2名様以上、完全予約制です。（当日受付不可）

1～550

20

13 みのる窯
電動ろくろ3
手びねり8

6 丸 利 窯
9：30～18：00

※要予約
手びねり 1,500円／電動ロクロ 2,500円(各コース焼成1点含む、)　※税別
その他コース有り、詳しくはホームページをご覧ください。

10:30～16:30
（15:30）

電動ロクロコース5,000円（2時間）／手びねりコース4,000円（2時間30分）※共に湯呑等3個程度、焼成・土代
込。完成後は引取りか発送（送料別途）。2名様より受付。できれば予約をお願いします。http://www.eonet.ne.jp/~minorugama/

7 Ogama
午前 10:00-
午後 13:00-

※要相談

手びねり・タタラ（約90分）体験料 1,650円＋焼成代／絵付け（約60分）フリーカップ 2,200円、皿・茶碗 2,750円
／手形押し（約40分）1作品につき3,300円（手形押しは1週間前までに要予約）　送料別途

陶芸教室
つちあそび

9:00～17:00
※要予約

陶土･時間制限なし　手作りコース　1,500円／絵付け 800円～
電動ロクロ 5,000円（1日）・ 3,500円（半日）／たぬき作り 3500円～7000円　　※焼成代別途、税別

14 宗　陶　苑
　①10:20～
　②13:00～
　③14:30～

※作陶時時間、焼き上がりまでの時間、お届けは店舗により異なります。直接お問い合わせください。　※5名様以上でお越しの際は事前予約されたほうが確実です。　※団体要予約   　

11
まるとく陶器
得斎陶房

10:00～16:00
①10時②12時
③14時④16時

手びねりコース 体験料 1,800円／電動ろくろコース 体験料 2,400円　（体験　約1時間～）　※両コースとも大き
さ18㎝までの作品1点分の焼成代含む（2個目～は別途）。焼き上がり時ご来店で引取りか発送（送料別途）。

手ひねり1,800円～（約1時間）／電動ロクロ4,000円～（約1時間30分）／狸作り3,000円～（約2時間）／絵付け
800円～（約30分）　※1点分の焼成代込み、2点目以降は別途。お電話で空き状況をご確認ください。焼き上が
り後は、来苑いただき引取りか発送（送料、梱包費別途）

15

『信楽町観光協会』会員業者一覧表 (R3・7月現在)
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