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窯
　
業

infomation

AM6:00～ PM9：00
芳賀郡益子町七井中央13-3

0285-72-2557TEL：
車のことならまかせて安心、なんでもご
相談下さい。ポイント会員募集！どんな
カードでも無料登録、貯まったポイント
はガソリン・洗車にご利用頂けます。

作業ができる
セルフガソリンスタンド

創業52年

有限会社 三村商事
（セルフinナナイ）

◆ ガソリンスタンド ◆

地元に愛されるガソリンスタンドを目指し、
ニコニコ、ハキハキ、キビキビと、日々頑張
っています。皆様のご来店をお待ち申し上
げます。

ソレイユ
◆ 不動産・輸入業・売電 ◆

TEL/FAX：
芳賀郡益子町大沢254

0285-72-3874
infomation

創業20年
不動産、輸入業、電気小売サービス
益子町の不動産、でんき小売りサービス、世
界の良品情報、アンチエイジング、分子栄養
学、ギグエコノミー時代のビジネスモデル
情報。
自分の人生、目的や楽しみに仕事を合わせ
る「働き方」を大切にしています。

不動産（大沢の土地を主に扱っています）

take19sato@gmail.com
http://take19sato.jimdofree.com

（有）斉藤商店
◆ ガソリンスタンド ◆

TEL：

芳賀郡益子町塙309-2
AM7:00～PM7:30
第3・第5日曜休

0285-72-2303
FAX：0285-72-2903

infomation

創業48年
ひと手間かける洗車に注目！！
お客様目線で仕上げます。
国道294号沿いのフルサービスのスタンド。
お客様目線で行うひと手間洗車が人気。洗
車メニューも豊富。洗車と車内清掃の組合せ
がオススメ。灯油・軽油の配達（定期配達も
ＯＫ）ＬＰガス、ガスコンロ、給湯器等の住
宅機器の販売取付け処分まで行います。
まずは、問い合わせご相談下さい。
喜ばれ選ばれるＳＳをめざします。

シャンプー洗車　　 770円～
ワックス洗車　　　990円～
DUコート　　　　1,430円～
Gプロテクト　　　1,980円～
車内清掃　　　　　880円～（税込）

丸益商店
◆ ガソリンスタンド ◆

芳賀郡益子町益子1648
AM7:30～PM7:30

創業68年
燃料及びLPガスを安全安心で販売
しております。地域に愛されるGS
を目指します。

今年創業68周年を迎えますが、今迄長き
にわたりMobilのサインでMobil製品を
提供していましたが、今年元売の合併に
よりENEOSのサインに変わり、これからは
ENEOS製品を販売いたしますが、今まで
と変わらぬご愛顧を賜りますよう、宜しく
お願いいたします。

TEL：0285-72-3154
FAX：0285-81-5133

日休

有限会社 菊地新聞店
◆ 新聞販売業 ◆

TEL：
芳賀郡益子町益子1649-4

AM2:00～
日・祝（休刊日）休

0285-72-2214

創業70年
各種新聞・業界紙取扱い
受験を控える中学生向けの学習・受験を応
援する「中学生サポートクラブＣＨＵ（チュ
ー）サポ」がおすすめです。下野新聞をご購
読いただくと無料で会員登録、毎月学力Ｕ
Ｐ問題集のお届け等、特典があります。現在
も沢山の方が会員になっています。

窯業
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窯
　
業

窯 1 窯 2

窯 3 窯 4

窯 5 窯 6

碧いうつわ＆田舎料理 陶知庵
◆ 製陶販売・飲食 ◆

益子焼のあおい器と田舎料理のお店

芳賀郡益子町益子3053-2
飲食 AM11:30～PM9:00

（PM5:00以降、平日は要予約）
土・日・祝 営業

創業20年

infomation

おすすめメニュー
野菜コロッケ御膳　　　　1,050円
自家製味噌ピー　　　　　　300円
手作りチーズケーキセット　700円 販売 AM10:00～PM5:00 土・日・祝 営業

井上製陶所5代目が、2000年にオープン
した隠れ家みたいなお店。地元野菜を中
心に、ドレッシングや味噌など全て手作り
で、安心安全な食事を提供しております。
小人数の個室や最大50名まで入る宴会
場もございます。ゆったりとした空間の中
で、益子焼のあおい器と季節のお料理を
お楽しみいただけます。是非いらしてくだ
さい。

tohchan@ap.wakwak.com
http://park21.wakwak.com/~tohchan/

TEL：0285-72-2386
FAX：0285-72-6819

JAZZ KOBO
◆ 窯業・製陶業 ◆

名前の通り アドリブでおもしろい
作品をいろいろと造っております

芳賀郡益子町益子4307-1
AM9:00～PM6:00 不定休休

創業45年

infomation

マグカップ、フリーカップ等

創業45年、共販センターに近く、常にスタ
ッフ3，4人、形がおもしろく、そして色彩が
美しく、安くてシンプル、この4つを第一に
考え、いろいろと作品を造っております。

TEL/FAX：0285-72-5934

明窯
◆ 製陶業 ◆

芳賀郡益子町益子3057-4
AM10:00～PM4:00

天然素材の手作り、
使い勝手の良い日常食器
全て手作り、使い良さ、軽さ、収納の良さを
モットーに、店内の薪ストーブで冬に桜の
木を燃やし、その灰で独自の釉薬を作り焼
きあげ、レンジ、オーブン、食洗機に使用で
きる器を製作しています。お客様のご予算、
サイズ、型等ご相談しながら、お好みの器等
をご提供させていただいております。お気
軽にお立ち寄りください。カフェも営業して
います。

TEL：0285-70-6522

不定休休

（株）lib company 佐藤敬
◆ 製陶業 ◆

芳賀郡益子町上大羽2279-1
AM10:00～PM5:00

創業15年
登り窯焼成を中心とした
陶器の製造販売

infomation

益子町に伝わる登り窯や蹴轆轤の技術を
受け継ぎ、手作りの良さを次世代に伝えた
い。そして受け継いだ技術を活かして今ま
でになかった様な新しい器を産み出して
いきたいと思います。皆様が使って楽しい、
見てわくわくする様な器づくりを心がけて
益子町を盛り上げていきたいと思います。

TEL：090-4676-6328
FAX：0285-72-8374

土・日・祝休
ushingama@libcompany.jp

https://libcompany.jp

器取扱店
　スターネット
　やまに大塚
　民芸店ましこ
　イチトニブンノイチ

岩下製陶
◆ 益子焼の製造・販売 ◆

芳賀郡益子町益子3070-1
infomation TEL：0285-72-4989

創業153年
慶応弐年創業の窯元
益子焼の販売、陶芸体験も
行っています。
慶応弐年から益子焼の製造販売を行って
います。製陶所に併設された古窯いわした
店舗内にて益子焼の伝統を生かした作品
の販売、益子陶芸教室にて予約制の陶芸
体験も行っております。又、益子町指定文
化財の登り窯や益子焼についての資料展
示なども無料にて見学できますので是非
お立ち寄りください。

AM10:00~PM5:00 不定休休
陶芸体験料金 お一人様 4,000円～
送料別

infomation

http://www17.plala.or.jp/clay-studio/
yokoo.satosi@brown.plala.or.jp
不定期休
必ず電話かメールでご予約下さい

芳賀郡益子町大沢2795
0285-72-0448TEL：

おすすめの器
カップ　小皿　ポットから盛器、
洗面鉢、ランプなどいろいろ取り
揃えています。

益子に陶房を構え40年。クレイスタジオは、京
都で学び、益子で育った器を制作しています。
四季折々の器たち。春、花見のうつわ。夏、涼
しげにビアマグ、そうめん鉢。秋、夜長を酒器
で楽しみ、冬には、家族だんらんの土鍋など、
生活空間を豊かにする陶芸作品を提供して
います。平成28年度よりギャラリースペースを
開設、テーブルウェアをはじめ作品展示を行
っています。なお営業日は、不定期ですのでご
連絡ください。お待ちしております。

季節の彩りを演出する器たち
豊かな里山益子から

創業40年
CLAY STUDIO 2795

◆ 陶器製造・ギャラリー ◆

クレイスタジオ

窯 7 窯 8

窯 9 窯10

窯11 窯12

（有）大塚幸内商店 折越窯

◆ 益子焼製造販売 ◆

TEL：

芳賀郡益子町益子720
AM9:00～PM5:00
大晦日・元旦・陶器市最終日翌日休

0285-72-2206infomation

コーヒーカップ　 660円～
小鉢　　　　　　253円～
マグカップ　　　968円～
付皿　　　　　　550円～

創業155年
1864年開窯
「生活を彩る普段使いの器と
　植木鉢の店」
元治元年大塚亀次郎が開窯し、現在五代目
に至っております。益子焼の伝統的な技法
と厳選した原料に、弊社独特の技術を用い
て、高品質で実用的な現代のライフスタイ
ルに合ったデザインの器や、花器・傘立て
などのインテリア陶器などを、釉薬の開発
からデザイン、製作まで全て自社で行って
いる窯元直売店でございます。

mashiko@otsuka-konai.co.jp
http://www.otsuka-konai.co.jp

FAX：0285-72-0490

宇都宮製陶所
◆ 製陶業 ◆

「たのしい器、おもしろい器」
是非使ってみてください

芳賀郡益子町上大羽1250-2
AM9:00～PM5:00

（準備中 PM12:00～PM2:00）
なし休

創業42年

たのしい仕事、おもしろい仕事をコンセプ
トに、和、洋食器、花器、陶額等を制作し、お
もに個展等にて販売しています。
主な取扱店は「つかもと」「益子焼窯元共
販センター」になります。

TEL/FAX：0285-72-5409

おおたか陶房
◆ 窯業・益子焼制作 ◆

芳賀郡益子町小宅894-1
AM9:00～PM6:00

infomation

創業29年
モダンでカワイイ益子焼を
目指してます
創立29年の小さな工房です。主に益子焼の
器を造っています。昨年から益子町ふるさと
納税の品として取り扱い戴きました。工房の
作品は益子町の陶器店にてお買い求めいた
だけます。また、作品の質を高めるために色
々な陶芸展へ出品して研讃も行いながら、テ
レビ東京の「出没！アド街ック天国」ではNo.1
益子焼として紹介されました。

TEL/FAX：0285-72-0205
人気の作品
マグカップ／ビアカップ／カップ＆ソーサー
飯碗など mavic650b@gmail.com

えのきだ窯
◆ 焼き物販売 ◆

芳賀郡益子町益子4240
AM10:00～PM4:00

～茶の間をつくる えのきだ窯～

infomation

先代から受け継ぐ伝統の急須やポップな
デザインのティーポットなど。当窯作り手、
榎田勝彦、智、若葉の三者三様の器が並
びます。益子の森の足元。緑を眺めながら
ゆっくり器をご覧いただけます。〈駐車場6
台アリ〉

先代からの伝統の急須やモダンな
デザインのティーポットなど。
えのきだ窯作り手3人の三者三様の
器が並びます。

TEL：0285-72-2528

木休

うめの民芸店
◆ 益子焼販売 ◆

芳賀郡益子町城内坂132
AM10:00～PM5:00

創業50年

infomation

「手づくり陶器こだわりの一品ここにあり」
のキャッチフレーズで開業から五十有余年
城内坂の中心に広い駐車場を持つ店構え
です。遠方からのお客様が多い事から、丁
寧な包装を心掛けています。細かな動物か
ら、陶面、人形、加えて小さな食器など豊富
に取り揃えて居ります。是非ご来店ください
ませ。

TEL/FAX：0285-72-3120

金休

黒釉飯碗　1,000～1,500円
色絵飯碗　1,500～2,500円
楕円皿　　　650～2,200円
その他種々揃えてあります。

infomation

https://www.facebook.com/ohta.yukihiro
oota55jp@ybb.ne.jp

芳賀郡益子町4264-18
0285-72-1636TEL：

粉引、灰釉、織部などの伝統的な釉薬を使
い、薪窯等で焼成して　また、カラフルな色
泥を使った新しい作品も展開しています。

伝統釉からカラフルな器まで、多様
な器作りをしています。

創業33年

太田窯
◆ 窯業 ◆

和食器、茶陶器を中心に、カラフルな
陶器などの日常使いの器を製作してい
ます。
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窯 1 窯 2

窯 3 窯 4

窯 5 窯 6

碧いうつわ＆田舎料理 陶知庵
◆ 製陶販売・飲食 ◆

益子焼のあおい器と田舎料理のお店

芳賀郡益子町益子3053-2
飲食 AM11:30～PM9:00

（PM5:00以降、平日は要予約）
土・日・祝 営業

創業20年

infomation

おすすめメニュー
野菜コロッケ御膳　　　　1,050円
自家製味噌ピー　　　　　　300円
手作りチーズケーキセット　700円 販売 AM10:00～PM5:00 土・日・祝 営業

井上製陶所5代目が、2000年にオープン
した隠れ家みたいなお店。地元野菜を中
心に、ドレッシングや味噌など全て手作り
で、安心安全な食事を提供しております。
小人数の個室や最大50名まで入る宴会
場もございます。ゆったりとした空間の中
で、益子焼のあおい器と季節のお料理を
お楽しみいただけます。是非いらしてくだ
さい。

tohchan@ap.wakwak.com
http://park21.wakwak.com/~tohchan/

TEL：0285-72-2386
FAX：0285-72-6819

JAZZ KOBO
◆ 窯業・製陶業 ◆

名前の通り アドリブでおもしろい
作品をいろいろと造っております

芳賀郡益子町益子4307-1
AM9:00～PM6:00 不定休休

創業45年

infomation

マグカップ、フリーカップ等

創業45年、共販センターに近く、常にスタ
ッフ3，4人、形がおもしろく、そして色彩が
美しく、安くてシンプル、この4つを第一に
考え、いろいろと作品を造っております。

TEL/FAX：0285-72-5934

明窯
◆ 製陶業 ◆

芳賀郡益子町益子3057-4
AM10:00～PM4:00

天然素材の手作り、
使い勝手の良い日常食器
全て手作り、使い良さ、軽さ、収納の良さを
モットーに、店内の薪ストーブで冬に桜の
木を燃やし、その灰で独自の釉薬を作り焼
きあげ、レンジ、オーブン、食洗機に使用で
きる器を製作しています。お客様のご予算、
サイズ、型等ご相談しながら、お好みの器等
をご提供させていただいております。お気
軽にお立ち寄りください。カフェも営業して
います。

TEL：0285-70-6522

不定休休

（株）lib company 佐藤敬
◆ 製陶業 ◆

芳賀郡益子町上大羽2279-1
AM10:00～PM5:00

創業15年
登り窯焼成を中心とした
陶器の製造販売

infomation

益子町に伝わる登り窯や蹴轆轤の技術を
受け継ぎ、手作りの良さを次世代に伝えた
い。そして受け継いだ技術を活かして今ま
でになかった様な新しい器を産み出して
いきたいと思います。皆様が使って楽しい、
見てわくわくする様な器づくりを心がけて
益子町を盛り上げていきたいと思います。

TEL：090-4676-6328
FAX：0285-72-8374

土・日・祝休
ushingama@libcompany.jp

https://libcompany.jp

器取扱店
　スターネット
　やまに大塚
　民芸店ましこ
　イチトニブンノイチ

岩下製陶
◆ 益子焼の製造・販売 ◆

芳賀郡益子町益子3070-1
infomation TEL：0285-72-4989

創業153年
慶応弐年創業の窯元
益子焼の販売、陶芸体験も
行っています。
慶応弐年から益子焼の製造販売を行って
います。製陶所に併設された古窯いわした
店舗内にて益子焼の伝統を生かした作品
の販売、益子陶芸教室にて予約制の陶芸
体験も行っております。又、益子町指定文
化財の登り窯や益子焼についての資料展
示なども無料にて見学できますので是非
お立ち寄りください。

AM10:00~PM5:00 不定休休
陶芸体験料金 お一人様 4,000円～
送料別

infomation

http://www17.plala.or.jp/clay-studio/
yokoo.satosi@brown.plala.or.jp
不定期休
必ず電話かメールでご予約下さい

芳賀郡益子町大沢2795
0285-72-0448TEL：

おすすめの器
カップ　小皿　ポットから盛器、
洗面鉢、ランプなどいろいろ取り
揃えています。

益子に陶房を構え40年。クレイスタジオは、京
都で学び、益子で育った器を制作しています。
四季折々の器たち。春、花見のうつわ。夏、涼
しげにビアマグ、そうめん鉢。秋、夜長を酒器
で楽しみ、冬には、家族だんらんの土鍋など、
生活空間を豊かにする陶芸作品を提供して
います。平成28年度よりギャラリースペースを
開設、テーブルウェアをはじめ作品展示を行
っています。なお営業日は、不定期ですのでご
連絡ください。お待ちしております。

季節の彩りを演出する器たち
豊かな里山益子から

創業40年
CLAY STUDIO 2795

◆ 陶器製造・ギャラリー ◆

クレイスタジオ

窯 7 窯 8

窯 9 窯10

窯11 窯12

（有）大塚幸内商店 折越窯

◆ 益子焼製造販売 ◆

TEL：

芳賀郡益子町益子720
AM9:00～PM5:00
大晦日・元旦・陶器市最終日翌日休

0285-72-2206infomation

コーヒーカップ　 660円～
小鉢　　　　　　253円～
マグカップ　　　968円～
付皿　　　　　　550円～

創業155年
1864年開窯
「生活を彩る普段使いの器と
　植木鉢の店」
元治元年大塚亀次郎が開窯し、現在五代目
に至っております。益子焼の伝統的な技法
と厳選した原料に、弊社独特の技術を用い
て、高品質で実用的な現代のライフスタイ
ルに合ったデザインの器や、花器・傘立て
などのインテリア陶器などを、釉薬の開発
からデザイン、製作まで全て自社で行って
いる窯元直売店でございます。

mashiko@otsuka-konai.co.jp
http://www.otsuka-konai.co.jp

FAX：0285-72-0490

宇都宮製陶所
◆ 製陶業 ◆

「たのしい器、おもしろい器」
是非使ってみてください

芳賀郡益子町上大羽1250-2
AM9:00～PM5:00

（準備中 PM12:00～PM2:00）
なし休

創業42年

たのしい仕事、おもしろい仕事をコンセプ
トに、和、洋食器、花器、陶額等を制作し、お
もに個展等にて販売しています。
主な取扱店は「つかもと」「益子焼窯元共
販センター」になります。

TEL/FAX：0285-72-5409

おおたか陶房
◆ 窯業・益子焼制作 ◆

芳賀郡益子町小宅894-1
AM9:00～PM6:00

infomation

創業29年
モダンでカワイイ益子焼を
目指してます
創立29年の小さな工房です。主に益子焼の
器を造っています。昨年から益子町ふるさと
納税の品として取り扱い戴きました。工房の
作品は益子町の陶器店にてお買い求めいた
だけます。また、作品の質を高めるために色
々な陶芸展へ出品して研讃も行いながら、テ
レビ東京の「出没！アド街ック天国」ではNo.1
益子焼として紹介されました。

TEL/FAX：0285-72-0205
人気の作品
マグカップ／ビアカップ／カップ＆ソーサー
飯碗など mavic650b@gmail.com

えのきだ窯
◆ 焼き物販売 ◆

芳賀郡益子町益子4240
AM10:00～PM4:00

～茶の間をつくる えのきだ窯～

infomation

先代から受け継ぐ伝統の急須やポップな
デザインのティーポットなど。当窯作り手、
榎田勝彦、智、若葉の三者三様の器が並
びます。益子の森の足元。緑を眺めながら
ゆっくり器をご覧いただけます。〈駐車場6
台アリ〉

先代からの伝統の急須やモダンな
デザインのティーポットなど。
えのきだ窯作り手3人の三者三様の
器が並びます。

TEL：0285-72-2528

木休

うめの民芸店
◆ 益子焼販売 ◆

芳賀郡益子町城内坂132
AM10:00～PM5:00

創業50年

infomation

「手づくり陶器こだわりの一品ここにあり」
のキャッチフレーズで開業から五十有余年
城内坂の中心に広い駐車場を持つ店構え
です。遠方からのお客様が多い事から、丁
寧な包装を心掛けています。細かな動物か
ら、陶面、人形、加えて小さな食器など豊富
に取り揃えて居ります。是非ご来店ください
ませ。

TEL/FAX：0285-72-3120

金休

黒釉飯碗　1,000～1,500円
色絵飯碗　1,500～2,500円
楕円皿　　　650～2,200円
その他種々揃えてあります。

infomation

https://www.facebook.com/ohta.yukihiro
oota55jp@ybb.ne.jp

芳賀郡益子町4264-18
0285-72-1636TEL：

粉引、灰釉、織部などの伝統的な釉薬を使
い、薪窯等で焼成して　また、カラフルな色
泥を使った新しい作品も展開しています。

伝統釉からカラフルな器まで、多様
な器作りをしています。

創業33年

太田窯
◆ 窯業 ◆

和食器、茶陶器を中心に、カラフルな
陶器などの日常使いの器を製作してい
ます。
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窯
　
業

窯13 窯14

窯15 窯16

窯17 窯180285-72-2652TEL：

伝統の益子焼と新しい益子焼を製作
創業50年

清 窯
◆ 陶製業 ◆

お客様の注文に応じて陶で出来る物なら、
食器その他、何でも製作致します。

芳賀郡益子町益子3287-3

木村製陶
◆ 製陶業  ◆

普段使いのできる器
奇抜でおもしろい器

TEL：
芳賀郡益子町七井2382-6

AM8:30～PM5:00 不定休休

0285-72-2068

創業45年

infomation

お客様の要望にできるだけお応え致
します。ご相談ください。

城内坂夢広場にて、土日、祝日（雨天中止）
テント販売をしています。
窯元直売のため、たいへんお手頃な価格
になっています。
筒花瓶、ワンプレート皿、コーヒーカップ
など、楽しく使いやすい益子焼を見に来
て下さい。

木のね
◆ 陶磁器製造業・ネット通販 ◆

芳賀郡益子町小泉456infomation

春・秋 益子陶器市に夢広場に出店

創業20年
小さな暮らしの豊かな暮らしを
コンセプトにした手作り陶器
益子焼旧来のデザインにとらわれる事なく、現
代生活スタイルにマッチした食器を制作し、
ネット販売しています。
朝食が楽しくなる器をメインに常に新しいデ
ザインを創作、ネット販売しています。一度、通
販サイト「木のね」をご覧くださいませ。

kinone@utsuwa-k.jp
http://木のね.jp

（有）大塚はにわ店
◆ 製陶 ◆

芳賀郡益子町城内坂51
AM10:00～PM5:00

創業51年
シンプルなのに魅力的なはにわ
「踊る人々・遮光器土偶」

infomation

城内坂中腹の店先に「はにわ」が並んで
いるお店です。
益子町内の鉄分を多く含んだ粘土を使用
して古代の「埴輪、土偶、縄文土器」などを
製造販売しています。近年はガーデニン
グ用として人気が高まっていますが、室内
においても癒しとして楽しまれています。
店内では益子焼も取り扱っています。是非
ご来店下さいますようお願いいたします。

TEL：0285-72-2637
FAX：0285-72-8778新年の干支も

製造、販売しています
不定休休

健一窯
◆ 製陶業 ◆

芳賀郡益子町益子697-2
AM10:00~PM4:00

infomation TEL/FAX：0285-72-5359

不定休休

創業55年
伝統釉を使った食器や花器を
扱っています

食器・花器

城内坂から横道を少し入ったところに、小
さな店舗と工房があります。益子の伝統釉
と地元の土を使い、純朴でありながらも、デ
ザインや形を工夫し、今の生活にとけ込む
ような器を作っています。土ものならでは
の温かみを感じ、ほっと心が和みます。まず
はひとつ、手にとって使ってみませんか？

masayoshi33tennis@yahoo.co.jp

infomation

不定
不定

芳賀郡益子町城内坂2番地
080-1188-7603TEL：

ubusuna カップ （益子青磁/飴釉）            \1,800（+税）
ubusuna マグカップ （益子青磁/飴釉）            \2,700（+税）
ubusuna コーヒーC&S （益子青磁/飴釉） \3,500（+税） 他
詳しくはオンラインストア
https://utsuwa-mokuri.com にて

益子焼のオリジナルブランド「ubusuna」シリー
ズを制作しています。ご購入は各取扱い店舗・公式オンラインストアにて。

創業1.5年

株式会社オフィスましこのね

◆ 窯業・サービス業 ◆

休

地域密着で地域の根っこを育てる活動を目指し
ます。これからの時代、地域が元気であるため
には地域＝一企業という考え方で適材適所、地
域運営を行っていくことが大事だと考えます。
オフィスましこのねでは行政と民間、企業、団
体と個人をつなぐことで様々なモノ・コトが適
材適所でめぐり、それらがやがて地域という大
樹の幹を育てていくことを願い、様々な事業を
行っていきます。全ての事業が自社完結で行わ
れるのではなく、関わる地域の歯車、社会の歯
車の一つとして機能してゆくことを強く意識し
ながら活動を行っていきます。

info@office-mashikonone.jp
http://www.office-mashikonone.jp

窯19 窯20

窯21 窯22

窯23 窯24infomation

不定休休
AM9:00 PM5:00

芳賀郡益子町益子644-2
0285-72-3161TEL：

地元をはじめ各地の民芸店に商
品を卸しています。
個展、グループ展を各地で毎年
開催しています。

四代続く益子の古い窯元　茄子文の
お皿が大人気

創業120年

佐久間藤太郎窯
◆製陶業◆ 

～

茄子をモチーフにした筒描文のお皿を
中心に、使い勝手の良い食器を手作りで、
ひとつひとつ丁寧に製造しています。
四代目当主の佐久間藤也は、
塩釉の作品を中心に、益子伝統釉である
黒釉、柿釉、糠釉などを施した作品を
現代的な表現で新たな益子焼を展開し、
毎年、各地で展覧会を開催しております。

infomation

http://komine-gama.com
不定休休
AM9:00～ PM5:00

芳賀郡益子町益子3169-1
0285-72-6311TEL：

・益子焼販売
・ロクロ体験
・手捻り体験
・絵付体験
詳しくはHPをご覧下さい。

陶芸体験ができる益子焼の窯元
豊富な釉薬も魅力の一つ

創業72年

（有）小峰窯
◆ 陶器製造販売 ◆

陶芸の町で陶器の製造と販売を続けて現
在三代目となりました。店舗は益子焼本通
りから少し離れた里山を望む静かな場所。
陶芸体験も行える窯元でろくろや手びねり・
絵付け体験などには、家族連れのお客様だ
けでなく沢山のお客様に楽しんで頂いてい
ます。遠足や校外学習も受け入れており体
験を通じて益子焼を発信しています。

infomation
芳賀郡益子町大沢2190-1

0285-72-8660TEL：

創業57年

坂田甚内桜杜工房
◆ 製陶業 ◆

1964年、陶芸家 加守田章二先生に師事し
1年半で独立、登り窯を築く。2003年、直径
1m20㎝という、世界にも類を見ない硝子
大皿制作に成功。更に硝子の裏から金箔、
色箔を貼る、独自の技法を開発。大皿、小
皿、オブジェなどの制作をしています。

パブリックコレクション
伊勢神宮・熱田神宮・出雲大社・
高千穂神社に奉納
大英博物館・ロックフェラー財団
・アメリカ大使館・北京青華大学
等に展示。

自分に正直であること

infomation TEL：
芳賀郡益子町上大羽2156-3

AM9：00～PM5：00

0285-72-7738
日常の器、小物から大物まで。
オーダーメイド製品、
記念品などの名入

手造り陶器　暮らしの器
創業43年
三吾窯・磯部

◆ 陶器製造業 ◆

サンゴガマ

手作り陶器、暮らしの器
小規模窯元の特徴を生かし、少量多品種、
お客さまの暮らしに寄り添った陶器を作り
たいと考えております。
制作にあたっては、実用品であること、普通
品であること、用途を誠実に考えたもの、こ
れらの事を基礎に据えたいです。

小口製陶所
◆ 製陶業 ◆

芳賀郡益子町益子3482

創業143年
お客様の普段使いを考え
和・洋・中いずれにも合う器を
作っています
私共は春、秋の年2回に行われる陶器市に
共販センター広場にて出店しております。
期間限定品を作成して頑張っておりますの
で、宜しくお願い致します。

TEL/FAX：0285-72-2647

こうじんや
◆ 陶器販売 ◆

芳賀郡益子町城内坂147

infomation TEL：0285-72-5578
FAX：0285-72-2287

創業40年
あなたの毎日を彩る器を届けたい

この器を使ったら
家の景色がちょっと明るくなった
心の温度がちょっと温かくなった
あなたの今日が昨日よりも
ちょっとだけ幸せになったら
器たちも私たちも幸せです

http://www.koujinya.net

AM9:00~PM6:00 無休休
ichiro@koujinya.net

手頃な価格の日常使いの器から
贈答品まで多数の器を取り揃えています
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窯
　
業

窯13 窯14

窯15 窯16

窯17 窯180285-72-2652TEL：

伝統の益子焼と新しい益子焼を製作
創業50年

清 窯
◆ 陶製業 ◆

お客様の注文に応じて陶で出来る物なら、
食器その他、何でも製作致します。

芳賀郡益子町益子3287-3

木村製陶
◆ 製陶業  ◆

普段使いのできる器
奇抜でおもしろい器

TEL：
芳賀郡益子町七井2382-6

AM8:30～PM5:00 不定休休

0285-72-2068

創業45年

infomation

お客様の要望にできるだけお応え致
します。ご相談ください。

城内坂夢広場にて、土日、祝日（雨天中止）
テント販売をしています。
窯元直売のため、たいへんお手頃な価格
になっています。
筒花瓶、ワンプレート皿、コーヒーカップ
など、楽しく使いやすい益子焼を見に来
て下さい。

木のね
◆ 陶磁器製造業・ネット通販 ◆

芳賀郡益子町小泉456infomation

春・秋 益子陶器市に夢広場に出店

創業20年
小さな暮らしの豊かな暮らしを
コンセプトにした手作り陶器
益子焼旧来のデザインにとらわれる事なく、現
代生活スタイルにマッチした食器を制作し、
ネット販売しています。
朝食が楽しくなる器をメインに常に新しいデ
ザインを創作、ネット販売しています。一度、通
販サイト「木のね」をご覧くださいませ。

kinone@utsuwa-k.jp
http://木のね.jp

（有）大塚はにわ店
◆ 製陶 ◆

芳賀郡益子町城内坂51
AM10:00～PM5:00

創業51年
シンプルなのに魅力的なはにわ
「踊る人々・遮光器土偶」

infomation

城内坂中腹の店先に「はにわ」が並んで
いるお店です。
益子町内の鉄分を多く含んだ粘土を使用
して古代の「埴輪、土偶、縄文土器」などを
製造販売しています。近年はガーデニン
グ用として人気が高まっていますが、室内
においても癒しとして楽しまれています。
店内では益子焼も取り扱っています。是非
ご来店下さいますようお願いいたします。

TEL：0285-72-2637
FAX：0285-72-8778新年の干支も

製造、販売しています
不定休休

健一窯
◆ 製陶業 ◆

芳賀郡益子町益子697-2
AM10:00~PM4:00

infomation TEL/FAX：0285-72-5359

不定休休

創業55年
伝統釉を使った食器や花器を
扱っています

食器・花器

城内坂から横道を少し入ったところに、小
さな店舗と工房があります。益子の伝統釉
と地元の土を使い、純朴でありながらも、デ
ザインや形を工夫し、今の生活にとけ込む
ような器を作っています。土ものならでは
の温かみを感じ、ほっと心が和みます。まず
はひとつ、手にとって使ってみませんか？

masayoshi33tennis@yahoo.co.jp

infomation

不定
不定

芳賀郡益子町城内坂2番地
080-1188-7603TEL：

ubusuna カップ （益子青磁/飴釉）            \1,800（+税）
ubusuna マグカップ （益子青磁/飴釉）            \2,700（+税）
ubusuna コーヒーC&S （益子青磁/飴釉） \3,500（+税） 他
詳しくはオンラインストア
https://utsuwa-mokuri.com にて

益子焼のオリジナルブランド「ubusuna」シリー
ズを制作しています。ご購入は各取扱い店舗・公式オンラインストアにて。

創業1.5年

株式会社オフィスましこのね

◆ 窯業・サービス業 ◆

休

地域密着で地域の根っこを育てる活動を目指し
ます。これからの時代、地域が元気であるため
には地域＝一企業という考え方で適材適所、地
域運営を行っていくことが大事だと考えます。
オフィスましこのねでは行政と民間、企業、団
体と個人をつなぐことで様々なモノ・コトが適
材適所でめぐり、それらがやがて地域という大
樹の幹を育てていくことを願い、様々な事業を
行っていきます。全ての事業が自社完結で行わ
れるのではなく、関わる地域の歯車、社会の歯
車の一つとして機能してゆくことを強く意識し
ながら活動を行っていきます。

info@office-mashikonone.jp
http://www.office-mashikonone.jp

窯19 窯20

窯21 窯22

窯23 窯24infomation

不定休休
AM9:00 PM5:00

芳賀郡益子町益子644-2
0285-72-3161TEL：

地元をはじめ各地の民芸店に商
品を卸しています。
個展、グループ展を各地で毎年
開催しています。

四代続く益子の古い窯元　茄子文の
お皿が大人気

創業120年

佐久間藤太郎窯
◆製陶業◆ 

～

茄子をモチーフにした筒描文のお皿を
中心に、使い勝手の良い食器を手作りで、
ひとつひとつ丁寧に製造しています。
四代目当主の佐久間藤也は、
塩釉の作品を中心に、益子伝統釉である
黒釉、柿釉、糠釉などを施した作品を
現代的な表現で新たな益子焼を展開し、
毎年、各地で展覧会を開催しております。

infomation

http://komine-gama.com
不定休休
AM9:00～ PM5:00

芳賀郡益子町益子3169-1
0285-72-6311TEL：

・益子焼販売
・ロクロ体験
・手捻り体験
・絵付体験
詳しくはHPをご覧下さい。

陶芸体験ができる益子焼の窯元
豊富な釉薬も魅力の一つ

創業72年

（有）小峰窯
◆ 陶器製造販売 ◆

陶芸の町で陶器の製造と販売を続けて現
在三代目となりました。店舗は益子焼本通
りから少し離れた里山を望む静かな場所。
陶芸体験も行える窯元でろくろや手びねり・
絵付け体験などには、家族連れのお客様だ
けでなく沢山のお客様に楽しんで頂いてい
ます。遠足や校外学習も受け入れており体
験を通じて益子焼を発信しています。

infomation
芳賀郡益子町大沢2190-1

0285-72-8660TEL：

創業57年

坂田甚内桜杜工房
◆ 製陶業 ◆

1964年、陶芸家 加守田章二先生に師事し
1年半で独立、登り窯を築く。2003年、直径
1m20㎝という、世界にも類を見ない硝子
大皿制作に成功。更に硝子の裏から金箔、
色箔を貼る、独自の技法を開発。大皿、小
皿、オブジェなどの制作をしています。

パブリックコレクション
伊勢神宮・熱田神宮・出雲大社・
高千穂神社に奉納
大英博物館・ロックフェラー財団
・アメリカ大使館・北京青華大学
等に展示。

自分に正直であること

infomation TEL：
芳賀郡益子町上大羽2156-3

AM9：00～PM5：00

0285-72-7738
日常の器、小物から大物まで。
オーダーメイド製品、
記念品などの名入

手造り陶器　暮らしの器
創業43年
三吾窯・磯部

◆ 陶器製造業 ◆

サンゴガマ

手作り陶器、暮らしの器
小規模窯元の特徴を生かし、少量多品種、
お客さまの暮らしに寄り添った陶器を作り
たいと考えております。
制作にあたっては、実用品であること、普通
品であること、用途を誠実に考えたもの、こ
れらの事を基礎に据えたいです。

小口製陶所
◆ 製陶業 ◆

芳賀郡益子町益子3482

創業143年
お客様の普段使いを考え
和・洋・中いずれにも合う器を
作っています
私共は春、秋の年2回に行われる陶器市に
共販センター広場にて出店しております。
期間限定品を作成して頑張っておりますの
で、宜しくお願い致します。

TEL/FAX：0285-72-2647

こうじんや
◆ 陶器販売 ◆

芳賀郡益子町城内坂147

infomation TEL：0285-72-5578
FAX：0285-72-2287

創業40年
あなたの毎日を彩る器を届けたい

この器を使ったら
家の景色がちょっと明るくなった
心の温度がちょっと温かくなった
あなたの今日が昨日よりも
ちょっとだけ幸せになったら
器たちも私たちも幸せです

http://www.koujinya.net

AM9:00~PM6:00 無休休
ichiro@koujinya.net

手頃な価格の日常使いの器から
贈答品まで多数の器を取り揃えています
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daisyukugama@yahoo.co.jp
不定休休
AM10：00～PM5：00

芳賀郡益子町城内坂65
0285-72-4522TEL：

当店は、城内坂のほぼ中央に位置し、自社
製品と多数の窯元や作家のものなどを販
売しております。普段使いできるよう、リー
ズナブルな価格帯を中心に昔ながらの益
子焼から新しいものまで、この店に来れば
自分に合った器が何かしら見つかる！そん
なお店を目指して日々営業しております。是
非一度気軽にお立ち寄りください。

楽しくて・あたたかくて・心なごむ器
創業48年

（有）大宿窯
◆ 陶器製造販売 ◆

取扱商品
湯呑み  飯碗  丼  マグカップ
皿  小鉢  酒器  花器  他

益子焼 そえや
◆ 益子焼 製造・販売 ◆

当窯制作のものだけを展示販売

芳賀郡益子町益子1687-1
AM10:00～PM6:00
元旦のみ休

創業50年

益子駅より徒歩10分のところにある創業50
年の益子焼のお店です。当窯で制作したも
のだけを展示販売しています。伝統的な益
子焼のイメージをベースに、当窯の独自性
を加えた作品づくりを心掛けています。マ
グカップやごはん茶碗、湯呑などを中心に、
各種食器、壷や大鉢なども制作しています。
是非一度ご来店下さい。

TEL/FAX： 0285-72-2255

tma5019@docomo.ne.jp

創作工房あくつ
◆ 陶器製造 ◆

瑠璃の器・呉須・飴釉・薪窯の器等
趣き深い器を造っています

芳賀郡益子町上大羽2494-11
PM9:00～PM5:00 不定休休

創業43年

創作工房あくつ　1975年築窯
当窯は創業43年、現在は父と子2人で作
陶しています。
忠男が瑠璃の器、雅土が呉須・飴釉・薪窯
の器を造っています。
春の陶器市期間「もえぎM’Sギャラリー」
秋の陶器市期間「茶屋雨巻」
普段は「民芸店ましこ」「pejite」に当窯の
作品が置いてありますので、是非一度ご
覧ください。

mskumiko@apricot.ocn.ne.jp

TEL/FAX：0285-72-0359

アトリエ桜野
～島田陶芸苑～

◆ 製陶業 ◆

日常使いの器から空間を彩る器まで
4人の作家それぞれの益子焼

芳賀郡益子町益子3531
PM10:00～PM4:00 不定休休

創業100年

益子で100年続く窯元、島田陶芸苑です。
現在は、3代目島田緋陶志、島田恭子、4代
目島田東秋、島田琴絵、親子4人でそれぞ
れの作品を制作し発表しております。工房
にはギャラリーを併設し、4人の作品をご
覧いただけるようになっております。

TEL/FAX：0285-72-2669
infomation

陶器市期間中は
島田東秋は益子焼協同組合くみあい
広場に出展、島田琴絵は象嵌てんに
出展

http://atelier-sakurano.com

大誠窯
◆ 陶器販売・製造 ◆

芳賀郡益子町城内坂92
AM9:00～PM5:00

創業160年
登り窯を用い伝統的な仕事に
重きを置き製造販売

infomation

江戸時代から操業し続けている窯元でご
ざいます。昔から益子で親しまれた土地
のもの（土・釉薬・薪窯）を大切に、益子の
土地が薫る陶器を想い製作しております。
城内坂の通りにある店舗では、登り窯を
用いた作品を販売しています。

店舗脇では大きな現役登り窯が
見学できます。

TEL：0285-72-2222
FAX：0285-72-1705

火・年末年始
daiseigama@sirius.ocn.ne.jp

休

（有）島岡製陶所
◆ 製陶所 ◆

TEL：

芳賀郡益子町益子4144-1
AM8:00～PM5:00
日・祝休

0285-72-2225
FAX：0285-72-8252

infomation

創業65年
縄文象嵌を継承した窯元
先代 人間国宝島岡達三（故人）が益子に築
窯し以来65年。二代目 島岡桂に引き継ぎ、
縄文象嵌を継承しています。

つかもと本店作家館、銀座松屋、
西武百貨店池袋店、阪急うめだ本店にて
毎年個展開催。

sayadik226@gmail.com

窯31 窯32

窯33 窯34

窯35 窯36infomation

http://mashiko.com
toko@mashiko.com
年末年始休
AM10:00～PM6:00

芳賀郡益子町城内坂2番地
0285-72-2081TEL：

個人作家作品と、プライベート
ブランド「道祖土和田窯」の益
子焼を中心に、和雑貨などのコ
ーナーもあり、生活提案をして
います。

蔦の絡まる大谷石蔵と大正商家のた
たずまいに益子焼が並びます

創業46年

陶庫
◆ 益子焼製造販売 ◆

陶庫は、益子のやきもの通り「城内坂通り」
の入り口で創業45年になります。益子焼を
主にギャラリーでは2週間に一回の企画展
を開催しています。店の奥には、益子焼と一
緒に暮らす雑貨のコーナーもあり、生活提
案をしています。

infomation

不定休休
AM8：30～PM4：00

芳賀郡益子町益子797-1
0285-72-2323TEL：

当店は、城内坂交差点から西明寺方面へ
30mの場所にあります。みなさまの食卓に
彩りを与え、毎日の食事がより美味しくなる
ような益子焼を販売しています。また、普段
から気軽に楽しんでいただく為に、店内
30%引にて販売しています。なお、陶器市期
間中には店内半額で販売していますので、
お気軽にお立ち寄りください。

普段使いの益子焼を卸・小売販売

（有）田中製陶
◆ 益子焼製造販売 ◆

マグカップ 　1,470円～
フリーカップ 　780円～　
飯碗（大）　　600円～　
飯碗（小）　　480円～　
小皿 　　　　　310円～　など

infomation
芳賀郡益子町大沢2861-1

0285-72-5405TEL：
益子の民芸店（たかく民芸店等）
でご覧いただけます

色絵陶磁器作陶
創業47年

力石陶房
◆ 製陶業 ◆

チカライシ

鳥や虫や野草をモチーフに作陶しておりま
す。　俊二
色絵の陶人形を作っています。　きさ子

陶芸体験教室よこやま
◆ 窯業・陶芸教室 ◆

TEL：

芳賀郡益子町益子3527-7
AM9:00～PM5:00
月（祝日の場合翌日休）休

0285-72-9211infomation

創業20年
初めての方でも楽しくろくろが
まわせます
陶芸の里益子でオリジナルの食器作りにチ
ャレンジ。初めての方でも楽しくろくろがま
わせます。
体験の後はカフェでランチ。季節で替わる料
理が益子焼でお楽しみいただけます。栃木
県産の小麦粉を使った手づくりパン工房も
あり、毎日約50種類の自家製パンを焼き上
げております。ぜひお越しください。

info@tougei.net
http://tougei.net

FAX：0285-72-9241
体験の後は、カフェで美味しいランチ！
益子焼に盛りつけた料理、
自家製のパンも販売しております。

長豊陶苑

芳賀郡益子町城内坂145
AM10:00～PM5:30 不定休休

infomation

当店オリジナル商品、
スプーンなど雑貨の販売

益子の土と釉薬にこだわって製造、
販売をしています
当店では普段使いして頂けるよう、手頃な
商品も多数取り揃えています。また、手作り
の雑貨やスプーンなども販売しております。

TEL/FAX：0285-72-3134

◆ 陶器販売・製造◆

不定休休
AM8:00～ PM5:00

芳賀郡益子町大字益子3378
0285-72-3769TEL：

登窯・塩窯・ガス窯を使い伝統的な
ものを継承しながら、特に塩釉の壺
類に力を入れている

創業38年

陶工房あかし
◆ 窯業 ◆

登り窯の見学等、国内外を問わず、お客様
が自由に見学できますように受け入れてお
ります。また、２階の自所ギャラリーも自由
に見学でき、個展等も開催しております。
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daisyukugama@yahoo.co.jp
不定休休
AM10：00～PM5：00

芳賀郡益子町城内坂65
0285-72-4522TEL：

当店は、城内坂のほぼ中央に位置し、自社
製品と多数の窯元や作家のものなどを販
売しております。普段使いできるよう、リー
ズナブルな価格帯を中心に昔ながらの益
子焼から新しいものまで、この店に来れば
自分に合った器が何かしら見つかる！そん
なお店を目指して日々営業しております。是
非一度気軽にお立ち寄りください。

楽しくて・あたたかくて・心なごむ器
創業48年

（有）大宿窯
◆ 陶器製造販売 ◆

取扱商品
湯呑み  飯碗  丼  マグカップ
皿  小鉢  酒器  花器  他

益子焼 そえや
◆ 益子焼 製造・販売 ◆

当窯制作のものだけを展示販売

芳賀郡益子町益子1687-1
AM10:00～PM6:00
元旦のみ休

創業50年

益子駅より徒歩10分のところにある創業50
年の益子焼のお店です。当窯で制作したも
のだけを展示販売しています。伝統的な益
子焼のイメージをベースに、当窯の独自性
を加えた作品づくりを心掛けています。マ
グカップやごはん茶碗、湯呑などを中心に、
各種食器、壷や大鉢なども制作しています。
是非一度ご来店下さい。

TEL/FAX： 0285-72-2255

tma5019@docomo.ne.jp

創作工房あくつ
◆ 陶器製造 ◆

瑠璃の器・呉須・飴釉・薪窯の器等
趣き深い器を造っています

芳賀郡益子町上大羽2494-11
PM9:00～PM5:00 不定休休

創業43年

創作工房あくつ　1975年築窯
当窯は創業43年、現在は父と子2人で作
陶しています。
忠男が瑠璃の器、雅土が呉須・飴釉・薪窯
の器を造っています。
春の陶器市期間「もえぎM’Sギャラリー」
秋の陶器市期間「茶屋雨巻」
普段は「民芸店ましこ」「pejite」に当窯の
作品が置いてありますので、是非一度ご
覧ください。

mskumiko@apricot.ocn.ne.jp

TEL/FAX：0285-72-0359

アトリエ桜野
～島田陶芸苑～

◆ 製陶業 ◆

日常使いの器から空間を彩る器まで
4人の作家それぞれの益子焼

芳賀郡益子町益子3531
PM10:00～PM4:00 不定休休

創業100年

益子で100年続く窯元、島田陶芸苑です。
現在は、3代目島田緋陶志、島田恭子、4代
目島田東秋、島田琴絵、親子4人でそれぞ
れの作品を制作し発表しております。工房
にはギャラリーを併設し、4人の作品をご
覧いただけるようになっております。

TEL/FAX：0285-72-2669
infomation

陶器市期間中は
島田東秋は益子焼協同組合くみあい
広場に出展、島田琴絵は象嵌てんに
出展

http://atelier-sakurano.com

大誠窯
◆ 陶器販売・製造 ◆

芳賀郡益子町城内坂92
AM9:00～PM5:00

創業160年
登り窯を用い伝統的な仕事に
重きを置き製造販売

infomation

江戸時代から操業し続けている窯元でご
ざいます。昔から益子で親しまれた土地
のもの（土・釉薬・薪窯）を大切に、益子の
土地が薫る陶器を想い製作しております。
城内坂の通りにある店舗では、登り窯を
用いた作品を販売しています。

店舗脇では大きな現役登り窯が
見学できます。

TEL：0285-72-2222
FAX：0285-72-1705

火・年末年始
daiseigama@sirius.ocn.ne.jp

休

（有）島岡製陶所
◆ 製陶所 ◆

TEL：

芳賀郡益子町益子4144-1
AM8:00～PM5:00
日・祝休

0285-72-2225
FAX：0285-72-8252

infomation

創業65年
縄文象嵌を継承した窯元
先代 人間国宝島岡達三（故人）が益子に築
窯し以来65年。二代目 島岡桂に引き継ぎ、
縄文象嵌を継承しています。

つかもと本店作家館、銀座松屋、
西武百貨店池袋店、阪急うめだ本店にて
毎年個展開催。

sayadik226@gmail.com
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http://mashiko.com
toko@mashiko.com
年末年始休
AM10:00～PM6:00

芳賀郡益子町城内坂2番地
0285-72-2081TEL：

個人作家作品と、プライベート
ブランド「道祖土和田窯」の益
子焼を中心に、和雑貨などのコ
ーナーもあり、生活提案をして
います。

蔦の絡まる大谷石蔵と大正商家のた
たずまいに益子焼が並びます

創業46年

陶庫
◆ 益子焼製造販売 ◆

陶庫は、益子のやきもの通り「城内坂通り」
の入り口で創業45年になります。益子焼を
主にギャラリーでは2週間に一回の企画展
を開催しています。店の奥には、益子焼と一
緒に暮らす雑貨のコーナーもあり、生活提
案をしています。

infomation

不定休休
AM8：30～PM4：00

芳賀郡益子町益子797-1
0285-72-2323TEL：

当店は、城内坂交差点から西明寺方面へ
30mの場所にあります。みなさまの食卓に
彩りを与え、毎日の食事がより美味しくなる
ような益子焼を販売しています。また、普段
から気軽に楽しんでいただく為に、店内
30%引にて販売しています。なお、陶器市期
間中には店内半額で販売していますので、
お気軽にお立ち寄りください。

普段使いの益子焼を卸・小売販売

（有）田中製陶
◆ 益子焼製造販売 ◆

マグカップ 　1,470円～
フリーカップ 　780円～　
飯碗（大）　　600円～　
飯碗（小）　　480円～　
小皿 　　　　　310円～　など

infomation
芳賀郡益子町大沢2861-1

0285-72-5405TEL：
益子の民芸店（たかく民芸店等）
でご覧いただけます

色絵陶磁器作陶
創業47年

力石陶房
◆ 製陶業 ◆

チカライシ

鳥や虫や野草をモチーフに作陶しておりま
す。　俊二
色絵の陶人形を作っています。　きさ子

陶芸体験教室よこやま
◆ 窯業・陶芸教室 ◆

TEL：

芳賀郡益子町益子3527-7
AM9:00～PM5:00
月（祝日の場合翌日休）休

0285-72-9211infomation

創業20年
初めての方でも楽しくろくろが
まわせます
陶芸の里益子でオリジナルの食器作りにチ
ャレンジ。初めての方でも楽しくろくろがま
わせます。
体験の後はカフェでランチ。季節で替わる料
理が益子焼でお楽しみいただけます。栃木
県産の小麦粉を使った手づくりパン工房も
あり、毎日約50種類の自家製パンを焼き上
げております。ぜひお越しください。

info@tougei.net
http://tougei.net

FAX：0285-72-9241
体験の後は、カフェで美味しいランチ！
益子焼に盛りつけた料理、
自家製のパンも販売しております。

長豊陶苑

芳賀郡益子町城内坂145
AM10:00～PM5:30 不定休休

infomation

当店オリジナル商品、
スプーンなど雑貨の販売

益子の土と釉薬にこだわって製造、
販売をしています
当店では普段使いして頂けるよう、手頃な
商品も多数取り揃えています。また、手作り
の雑貨やスプーンなども販売しております。

TEL/FAX：0285-72-3134

◆ 陶器販売・製造◆

不定休休
AM8:00～ PM5:00

芳賀郡益子町大字益子3378
0285-72-3769TEL：

登窯・塩窯・ガス窯を使い伝統的な
ものを継承しながら、特に塩釉の壺
類に力を入れている

創業38年

陶工房あかし
◆ 窯業 ◆

登り窯の見学等、国内外を問わず、お客様
が自由に見学できますように受け入れてお
ります。また、２階の自所ギャラリーも自由
に見学でき、個展等も開催しております。
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窯
　
業

窯37 窯38

窯39 窯40

窯41 窯42

陶房きぬかわ
◆ 製陶業 ◆

自然の風合いの焼締陶 夕映えシリー
ズやターコイズブルーの器たち

芳賀郡益子町上大羽2503-2

http://kinukawa.tv

創業43年

infomation

雨巻山麓の静かな里山でゆったりと
した陶芸体験が出来ます。

陶房きぬかわの益子焼
益子の陶土を中心に、ターコイズブルー・
ラピスラズリー・夕映えシリーズの釉薬、
焼締でのカップ酒器茶器花器そして、シ
ンプルで使い込む程に風合いの増す食
器類を製作しています。又陶芸教室も開
催していますので、作品の購入とともにく
わしくはホームページを御覧下さい。

toshihitokinukawa@gmail.com

TEL/FAX：0285-72-0184

とよだ民芸店
◆ 益子焼と美術品 ◆

物故作家人間国宝の作品

芳賀郡益子町益子3359
AM9:00～PM5:00
不定休休

創業45年

infomation

益子参孝館の入り口にあるお店です。古今
の陶芸家達の珠玉の骨董、民芸品を展示、
販売しております。主に人間国宝に認定さ
れた全国の作家を中心とした作品を扱っ
ています。
地元としては、濱田庄司先生や加守田先生
の作品があります。随時良い作品の入荷を
行っておりますので、お気軽にお立ち寄り
下さいませ。

TEL/FAX：0285-72-3373
創業50周年を目標にしています

toyodamingei@sk9.so-net.ne.jp
http://www.toyodamingei.com

濱田窯
◆ 製陶業 ◆

芳賀郡益子町益子3387

陶芸家、濱田庄司が興した窯元

infomation

陶芸家・濱田庄司が興した窯元　息子の
晋作、孫の友緒による作家の仕事と、昔な
がらの職人の仕事の二本立てで、登り窯や
塩釉窯、ガス窯を用いて陶器の製造を行っ
ています。

TEL：0285-72-5371
FAX：0285-72-8655作品は益子町各所の民芸店やギャラリー

日本各地の販売店にて取り扱っています

陶房なかむら
◆ 益子焼販売 ◆

芳賀郡益子町城内坂130
AM9:00～PM5:00
火休

創業50年
益子の土・益子の釉薬の原料を使い
伝統とモダンが融合した益子焼

infomation

創業50年、城内坂の中心に位置する当店
は、自社窯製品が90％以上を占める益子
焼販売店になります。地元の皆様の生活
に彩りと豊かさを提供することを目的に、
灰釉、油滴天目釉、辰砂釉など、当店独自
の色合いと伝統とモダンが融合した益子
焼を皆様に楽しんで頂ければと考えてお
りますので、お気軽にご来店下さい。

TEL：0285-72-3117
FAX：0285-72-1789陶芸教室も行っております。

陶房ましやま
◆ 陶販・酒販　　◆

芳賀郡益子町城内坂162
AM10:00~PM5:00

infomation TEL/FAX：0285-72-2654

不定休休

創業45年
益子焼と地酒の店

マグカップ　　990円～　
丼 　　　　　1,210円～
飯碗 　　　　　990円～　税込

（有）増山本店は、益子焼「陶房ましやま」の
店内に移転し、1年が経ちました。登録商標

『益子高館山権現』も観光客の方に好評で、
併設のぐいのみ、酒器コーナーと合わせて
ご利用いただいております。陶器部門は、
自社窯の他に、若手・女性作家の作品を多
く展示販売しております。

infomation

zenmai0015@yahoo.co.jp
月・火休
AM10：00～PM4：00

芳賀郡益子町益子3343
0285-72-0458TEL：

雅子皇太子妃殿下に
柿釉赤絵面取壺献上　
三千院に柿釉赤絵大皿寄贈

陶房日向は、初代須藤勇次郎により明治時
代の開窯、二代目安太郎、三代目武雄が濱
田庄司先生に師事、益子の芦沼石を原料と
した益子伝統柿釉を守り、民藝陶器作りを続
けています。現在では、四代目田上勇、五代
目田上宗利が須藤武雄に師事して、先代が
残した益子伝統柿釉専門店として現代にマ
ッチした益子焼を斬新に生み出しています。

益子伝統の柿釉専門店
創業100年

陶房 日向
◆ 陶器製造・販売 ◆

トウボウ                ヒナタ

窯43 窯44

窯45 窯46

窯47 窯48

ホソカワ カオリ
◆ 製陶業・益子焼製造 ◆

TEL：
芳賀郡益子町上大羽2171-6

AM9:00～PM5:00
不定休休

0285-72-0484infomation

春・秋に行われる益子陶器市では
テント広場「かまぐれの丘」にて出店
マグカップ　1,400円～
豆皿　　　　  400円～

創業20年
“使いやすさ”と“自分らしさ”を
考えた器作り

「いろんな人の食卓で楽しいひとときを演
出するお手伝いができれば…」との、独立
当初からの想いは変わらず、様々な手描き
の装飾技法を用いてオリジナリティを加え
つつ、気軽に日常使いできる食器を制作し
ています。

kaori012474@gmail.com

藤原陶房
◆ 陶壁 ◆

「陶壁」「陶モニュメント」「エコガラス」
を中心とする環境芸術作品

芳賀郡益子町芦沼中70
AM9:00～PM6:00 土・日・祝休

創業40年

infomation

陶やエコガラスを用いたアートで
あなたの生活を豊かにします

陶壁・陶モニュメントを専門的に創る工房
です。個人の住宅から公共建築まで、それ
ぞれの空間に合わせたオリジナルな作品
を提供します。又、蛍光管廃ガラスをリサ
イクルした環境素材も作っています。
蛍は水のきれいな自然の中でしか生きら
れません。地球にやさしくあれというメッ
セージを込めて「蛍硝子」と呼んでいます。

ikuzo@olive.ocn.ne.jp
http://fujiwaratobo.com

TEL：0285-72-6373
FAX：0285-72-6977

益子バラ工房
◆ ステンドグラス製造販売 ◆

日々の生活に彩りを与えてくれる
ステンドグラスと共に

芳賀郡益子町上大羽390-1
PM11:00～PM5:00

http://barakoubou1998.jimdo.com

火・水休

創業23年

infomation

ステンドグラスの受注生産1万円～応相談
おしゃれなギフトにも対応します。

創業23年、経ヶ坂下にあるステンドグラ
スの工房です。窓やドア等に設置するス
テンドグラスの受注生産や、ランプなど
の小物も置いてあります。又、他の作家さ
んが作ったガラス製品、アクセサリー、陶
器なども併せて販売しておりますので、
お気軽にお越しください。

barakoubou1998@yahoo.co.jp

TEL/FAX：0285-72-9111

早川工房
◆ 製陶業 ◆

生きる喜びは食事から
三度の食事をするたびに喜びに

芳賀郡益子町上大羽1252
AM9:00～PM5:00

創業43年

若い人は忙しく、年を取ると出来なくなる
ことが多くなる中、三度の食事は人にとっ
てとても大切なもの。スーパーのお総菜
も器を変えるとご馳走になります。
料理をする楽しみや美味しそうと少しで
も言ってもらえるような器づくりを心がけ
ています。

TEL/FAX：0285-72-2651

木休
AM9：00～PM5：00

芳賀郡益子町城内坂33
0285-72-5123TEL：

昔ながらの落ち着いた益子焼をお求
めのお客様、是非当店へ！

創業71年

益子焼しのはら
◆ 益子焼販売 ◆

先人達からの益子焼の伝統を大事に守
りながらの作品。
当店には、人間国宝の先生や若い作家の
方々の作品があります。又、家庭で楽しん
で使って頂ける器はもちろん、営業の方
々にも安心して使って頂けるよう品揃え
してあります。

AM9:00～ PM5:00
芳賀郡益子町益子706-2

0285-72-4444TEL：

大きな狸が目印。名物は、風味豊か
な味のぽんたまんじゅうです

創業53年

益子焼窯元共販センター
◆ 陶器販売 ◆

有名作家から日用食器まで、豊富な品揃え。
その他にもお食事場所やギャラリーなども
ございます。

info@mashikoyakikyouhan.jp
http://www.mashikoyakikyouhan.jp
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窯
　
業

窯37 窯38

窯39 窯40

窯41 窯42

陶房きぬかわ
◆ 製陶業 ◆

自然の風合いの焼締陶 夕映えシリー
ズやターコイズブルーの器たち

芳賀郡益子町上大羽2503-2

http://kinukawa.tv

創業43年

infomation

雨巻山麓の静かな里山でゆったりと
した陶芸体験が出来ます。

陶房きぬかわの益子焼
益子の陶土を中心に、ターコイズブルー・
ラピスラズリー・夕映えシリーズの釉薬、
焼締でのカップ酒器茶器花器そして、シ
ンプルで使い込む程に風合いの増す食
器類を製作しています。又陶芸教室も開
催していますので、作品の購入とともにく
わしくはホームページを御覧下さい。

toshihitokinukawa@gmail.com

TEL/FAX：0285-72-0184

とよだ民芸店
◆ 益子焼と美術品 ◆

物故作家人間国宝の作品

芳賀郡益子町益子3359
AM9:00～PM5:00
不定休休

創業45年

infomation

益子参孝館の入り口にあるお店です。古今
の陶芸家達の珠玉の骨董、民芸品を展示、
販売しております。主に人間国宝に認定さ
れた全国の作家を中心とした作品を扱っ
ています。
地元としては、濱田庄司先生や加守田先生
の作品があります。随時良い作品の入荷を
行っておりますので、お気軽にお立ち寄り
下さいませ。

TEL/FAX：0285-72-3373
創業50周年を目標にしています

toyodamingei@sk9.so-net.ne.jp
http://www.toyodamingei.com

濱田窯
◆ 製陶業 ◆

芳賀郡益子町益子3387

陶芸家、濱田庄司が興した窯元

infomation

陶芸家・濱田庄司が興した窯元　息子の
晋作、孫の友緒による作家の仕事と、昔な
がらの職人の仕事の二本立てで、登り窯や
塩釉窯、ガス窯を用いて陶器の製造を行っ
ています。

TEL：0285-72-5371
FAX：0285-72-8655作品は益子町各所の民芸店やギャラリー

日本各地の販売店にて取り扱っています

陶房なかむら
◆ 益子焼販売 ◆

芳賀郡益子町城内坂130
AM9:00～PM5:00
火休

創業50年
益子の土・益子の釉薬の原料を使い
伝統とモダンが融合した益子焼

infomation

創業50年、城内坂の中心に位置する当店
は、自社窯製品が90％以上を占める益子
焼販売店になります。地元の皆様の生活
に彩りと豊かさを提供することを目的に、
灰釉、油滴天目釉、辰砂釉など、当店独自
の色合いと伝統とモダンが融合した益子
焼を皆様に楽しんで頂ければと考えてお
りますので、お気軽にご来店下さい。

TEL：0285-72-3117
FAX：0285-72-1789陶芸教室も行っております。

陶房ましやま
◆ 陶販・酒販　　◆

芳賀郡益子町城内坂162
AM10:00~PM5:00

infomation TEL/FAX：0285-72-2654

不定休休

創業45年
益子焼と地酒の店

マグカップ　　990円～　
丼 　　　　　1,210円～
飯碗 　　　　　990円～　税込

（有）増山本店は、益子焼「陶房ましやま」の
店内に移転し、1年が経ちました。登録商標

『益子高館山権現』も観光客の方に好評で、
併設のぐいのみ、酒器コーナーと合わせて
ご利用いただいております。陶器部門は、
自社窯の他に、若手・女性作家の作品を多
く展示販売しております。

infomation

zenmai0015@yahoo.co.jp
月・火休
AM10：00～PM4：00

芳賀郡益子町益子3343
0285-72-0458TEL：

雅子皇太子妃殿下に
柿釉赤絵面取壺献上　
三千院に柿釉赤絵大皿寄贈

陶房日向は、初代須藤勇次郎により明治時
代の開窯、二代目安太郎、三代目武雄が濱
田庄司先生に師事、益子の芦沼石を原料と
した益子伝統柿釉を守り、民藝陶器作りを続
けています。現在では、四代目田上勇、五代
目田上宗利が須藤武雄に師事して、先代が
残した益子伝統柿釉専門店として現代にマ
ッチした益子焼を斬新に生み出しています。

益子伝統の柿釉専門店
創業100年

陶房 日向
◆ 陶器製造・販売 ◆

トウボウ                ヒナタ

窯43 窯44

窯45 窯46

窯47 窯48

ホソカワ カオリ
◆ 製陶業・益子焼製造 ◆

TEL：
芳賀郡益子町上大羽2171-6

AM9:00～PM5:00
不定休休

0285-72-0484infomation

春・秋に行われる益子陶器市では
テント広場「かまぐれの丘」にて出店
マグカップ　1,400円～
豆皿　　　　  400円～

創業20年
“使いやすさ”と“自分らしさ”を
考えた器作り

「いろんな人の食卓で楽しいひとときを演
出するお手伝いができれば…」との、独立
当初からの想いは変わらず、様々な手描き
の装飾技法を用いてオリジナリティを加え
つつ、気軽に日常使いできる食器を制作し
ています。

kaori012474@gmail.com

藤原陶房
◆ 陶壁 ◆

「陶壁」「陶モニュメント」「エコガラス」
を中心とする環境芸術作品

芳賀郡益子町芦沼中70
AM9:00～PM6:00 土・日・祝休

創業40年

infomation

陶やエコガラスを用いたアートで
あなたの生活を豊かにします

陶壁・陶モニュメントを専門的に創る工房
です。個人の住宅から公共建築まで、それ
ぞれの空間に合わせたオリジナルな作品
を提供します。又、蛍光管廃ガラスをリサ
イクルした環境素材も作っています。
蛍は水のきれいな自然の中でしか生きら
れません。地球にやさしくあれというメッ
セージを込めて「蛍硝子」と呼んでいます。

ikuzo@olive.ocn.ne.jp
http://fujiwaratobo.com

TEL：0285-72-6373
FAX：0285-72-6977

益子バラ工房
◆ ステンドグラス製造販売 ◆

日々の生活に彩りを与えてくれる
ステンドグラスと共に

芳賀郡益子町上大羽390-1
PM11:00～PM5:00

http://barakoubou1998.jimdo.com

火・水休

創業23年

infomation

ステンドグラスの受注生産1万円～応相談
おしゃれなギフトにも対応します。

創業23年、経ヶ坂下にあるステンドグラ
スの工房です。窓やドア等に設置するス
テンドグラスの受注生産や、ランプなど
の小物も置いてあります。又、他の作家さ
んが作ったガラス製品、アクセサリー、陶
器なども併せて販売しておりますので、
お気軽にお越しください。

barakoubou1998@yahoo.co.jp

TEL/FAX：0285-72-9111

早川工房
◆ 製陶業 ◆

生きる喜びは食事から
三度の食事をするたびに喜びに

芳賀郡益子町上大羽1252
AM9:00～PM5:00

創業43年

若い人は忙しく、年を取ると出来なくなる
ことが多くなる中、三度の食事は人にとっ
てとても大切なもの。スーパーのお総菜
も器を変えるとご馳走になります。
料理をする楽しみや美味しそうと少しで
も言ってもらえるような器づくりを心がけ
ています。

TEL/FAX：0285-72-2651

木休
AM9：00～PM5：00

芳賀郡益子町城内坂33
0285-72-5123TEL：

昔ながらの落ち着いた益子焼をお求
めのお客様、是非当店へ！

創業71年

益子焼しのはら
◆ 益子焼販売 ◆

先人達からの益子焼の伝統を大事に守
りながらの作品。
当店には、人間国宝の先生や若い作家の
方々の作品があります。又、家庭で楽しん
で使って頂ける器はもちろん、営業の方
々にも安心して使って頂けるよう品揃え
してあります。

AM9:00～ PM5:00
芳賀郡益子町益子706-2

0285-72-4444TEL：

大きな狸が目印。名物は、風味豊か
な味のぽんたまんじゅうです

創業53年

益子焼窯元共販センター
◆ 陶器販売 ◆

有名作家から日用食器まで、豊富な品揃え。
その他にもお食事場所やギャラリーなども
ございます。

info@mashikoyakikyouhan.jp
http://www.mashikoyakikyouhan.jp
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窯
　
業

窯49 窯50

窯51 窯52

窯53 窯54

やきものの店 詩器
◆ 益子焼販売 ◆

TEL：
芳賀郡益子町城内坂25

AM10:30～PM4:00
不定休休

0285-72-2271infomation

創業22年
どんなお料理にも合わせやすい淡い
色合いの器を揃えてお待ちしており
ます
当店は日常使いの器や花びんなど色々な作
家さんの焼物を並べ販売しております。色や
形、文様も様々です。お皿や鉢物ですと多用
途で使え盛り付けを想像しながらの器選び
も楽しみです。そして自分らしく使いこなし、
目で楽しみ生活にうるおいがもてたら良い
と思います。

おすすめの商品を
多数揃えておりますので、
一度是非お越しください。

（株）もえぎ
◆ 小売・卸売 ◆

楽しくなるもの置いてあります

芳賀郡益子町城内坂150
AM10:00～PM6:00

創業25年

infomation

２～３週間ごとに店内が変わります

益子の作家を中心に陶・磁・ガラス・木工
他、生活を楽しくしてくれる「うつわ」を提
供しています。2～3週間で店内は変わっ
ていくのも楽しいですよ。

moegi@be.to
http://mashiko-moegi.com

TEL：0285-72-6003
FAX：0285-72-5008

益子焼ふくしま
◆ 益子焼製造・販売 ◆

芳賀郡益子町城内坂109
AM11:00~PM5:00

infomation

金休

創業60年

「ふくしま」は益子の風土に育まれた工房
を持つ窯元です。この地で産出する原料を
使い、現代の新しい益子焼を生み出すこと
をテーマとしています。毎日使っていただ
けるように考えることで新しい伝統のあり
方を模索しています。

http://www.facebook.com/kouboufukushima

TEL：
TEL：

0285-72-3031（店）
0285-72-0363（窯）

AM10:00～
月・火

 PM4:00
芳賀郡益子町益子3094

0285-72-3138TEL：

益子焼とコーヒーの店
創業114年

村澤陶苑
◆ 製陶業 ◆

休

当店はメッセ駐車場を入った左手にござい
ます。
伝統の益子焼を守りつつ、新しい益子焼も、
と試行錯誤し作陶しております。器も多種多
様化しておりますが、使いやすい器と心が
け作っています。商品のオーダ―について
も、お客様のご要望に沿えるよう努力してお
りますので、是非お立ち寄りください。

0285-72-3135FAX：

infomation

なし休
AM9：00～PM6：00

芳賀郡益子町大沢2864-8
0285-72-6578TEL：

粉引湯呑　　　　　　2,000円～
掛け分けマグカップ　2,000円～
小皿・中皿　　　　　1,500円～
碗　　　　　　　　　1,500円～

粉引の器
創業30年

南窓窯
◆ 製陶業 ◆

そっと、寄り添う器です。
益子の技法、昔ながらも今風に‼を目指
しています。

民芸店ましこ
◆ 小売店 ◆

益子で初めての益子焼専門店

芳賀郡益子町益子2901
AM9:00～PM6:00

http://mingeitenmashiko.jimdo.com

火休

創業66年

infomation

湯のみ、飯碗、マグカップ、小皿等

益子焼の特徴である、素朴で温かみのあ
るシンプルな器を中心に取り揃えており
ます。
毎日の食卓が豊かに、より楽しくなるお
手伝いが出来れば幸いです。

mingeiten.m@gmail.com

TEL/FAX：0285-72-2231

窯55 窯56

窯57 窯58

窯59 窯60

（有）陶房はせがわ
◆ 益子焼製造販売 ◆

日常使いの食器や贈り物、温もりの
ある益子焼の魅力がいっぱい

芳賀郡益子町大沢131
AM10:00～PM4:00 日休

創業44年

infomation

使い勝手の良い日常使いの食器や
贈り物などお気に入りの一品を
見つけてください。

使い勝手の良い食器は、オーブン・レン
ジ・食洗機の使用が可能です。また、遊び
心のあるギフト品など多数、取り揃えて
おります。和食器のもつ温かさを日々の
生活の中で感じ、楽しんでいただければ
と思います。

koubou-hasegawa@r3.dion.ne.jp

TEL：0285-72-1629
FAX：0285-72-1690

山口陶芸店（窯元）
◆ 益子焼販売 ◆

芳賀郡益子町益子941
AM8:00～PM7:00

昔ながらの益子焼
古い建物の店

創業60年

店は益子町の中央にあり、伝統的な益子
焼を販売しています。店舗は古く明治前期
の建物で、家を見る楽しみもあると思いま
す。自分の作品を中心に人間国宝の作品
も取り扱っています。益子の歴史、焼物の
歴史を話したり、お客様と楽しみたいと思
います。益子を訪れた際は是非お立ち寄
り下さい。お待ちいたしております。

zeimu-yanagi@bridge.ocn.ne.jp

TEL：0285-72-2005

よしざわ窯
◆ 製陶・販売 ◆

手作りの陶器・和食器を
ぜひ毎日の食卓で

芳賀郡益子町益子3546
AM9:00～PM5:00 土・日休

器のアイデアを出して型をつくり、生地を
つくって釉薬をつくり・・・。
メンバーみんなでできることをちょっとず
つ持ち寄りながら器づくりをしています。

onthetable2002@nifty.com
http://yoshizawa-gama.com

TEL：0285-77-0880

陶・賢
◆ 製陶業 ◆

芳賀郡益子町芦沼4-2infomation

ヤマニ大塚、つかもと、大宿窯にて
販売

土のぬくもりを器に
創業35年

独立して35年、当初は、益子の伝統釉を使
っていましたが、現在は、灰釉を中心に織部
釉や黄瀬戸釉なども使って、食器や日用雑
貨を作っています。民芸店にて販売してい
ます。

年末年始休

芳賀郡益子町場内坂63
0285-72-5402TEL：

益子焼の象嵌作品を主に製作・
販売しています

象嵌てん
◆ ◆

ゾウガンテン

AM10:00～ PM5:00

陶器製造・販売

（準備中PM12:30～1:00）

象嵌・Ｚｏｕｇａｎとは表面を削り、そこ
に別の粘土等を埋め込む工芸技法をい
います。
当店の作品はすべて当店で手作り製造し
ておりますので、使い込むほどに落ち着
きと味わいが出てまいります。ご愛用くだ
さい。

infomation

http://hasegawatoen.co.jp/
info@hasegawatoen.co.jp
元旦、1/2休
AM9:00 PM5:00

芳賀郡益子町益子4240-3
0285-72-6161TEL：

陶芸教室は当日受付もできます。
お電話にてご確認下さい。

当店の陶芸教室はお客様に合わせ、いろい
ろなプランを用意しています。カップルプラ
ン・家族プラン・焼き放題などから選べます。
お子様や初めての方も安心して楽しむこと
ができます。店内には昔ながらの益子焼な
ど多数展示・販売しています。

気軽にロクロ・手びねり・絵付体験
できます

創業130年

陶芸の森 長谷川陶苑
◆ 陶器販売 ◆

～
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窯
　
業

窯49 窯50

窯51 窯52

窯53 窯54

やきものの店 詩器
◆ 益子焼販売 ◆

TEL：
芳賀郡益子町城内坂25

AM10:30～PM4:00
不定休休

0285-72-2271infomation

創業22年
どんなお料理にも合わせやすい淡い
色合いの器を揃えてお待ちしており
ます
当店は日常使いの器や花びんなど色々な作
家さんの焼物を並べ販売しております。色や
形、文様も様々です。お皿や鉢物ですと多用
途で使え盛り付けを想像しながらの器選び
も楽しみです。そして自分らしく使いこなし、
目で楽しみ生活にうるおいがもてたら良い
と思います。

おすすめの商品を
多数揃えておりますので、
一度是非お越しください。

（株）もえぎ
◆ 小売・卸売 ◆

楽しくなるもの置いてあります

芳賀郡益子町城内坂150
AM10:00～PM6:00

創業25年

infomation

２～３週間ごとに店内が変わります

益子の作家を中心に陶・磁・ガラス・木工
他、生活を楽しくしてくれる「うつわ」を提
供しています。2～3週間で店内は変わっ
ていくのも楽しいですよ。

moegi@be.to
http://mashiko-moegi.com

TEL：0285-72-6003
FAX：0285-72-5008

益子焼ふくしま
◆ 益子焼製造・販売 ◆

芳賀郡益子町城内坂109
AM11:00~PM5:00

infomation

金休

創業60年

「ふくしま」は益子の風土に育まれた工房
を持つ窯元です。この地で産出する原料を
使い、現代の新しい益子焼を生み出すこと
をテーマとしています。毎日使っていただ
けるように考えることで新しい伝統のあり
方を模索しています。

http://www.facebook.com/kouboufukushima

TEL：
TEL：

0285-72-3031（店）
0285-72-0363（窯）

AM10:00～
月・火

 PM4:00
芳賀郡益子町益子3094

0285-72-3138TEL：

益子焼とコーヒーの店
創業114年

村澤陶苑
◆ 製陶業 ◆

休

当店はメッセ駐車場を入った左手にござい
ます。
伝統の益子焼を守りつつ、新しい益子焼も、
と試行錯誤し作陶しております。器も多種多
様化しておりますが、使いやすい器と心が
け作っています。商品のオーダ―について
も、お客様のご要望に沿えるよう努力してお
りますので、是非お立ち寄りください。

0285-72-3135FAX：

infomation

なし休
AM9：00～PM6：00

芳賀郡益子町大沢2864-8
0285-72-6578TEL：

粉引湯呑　　　　　　2,000円～
掛け分けマグカップ　2,000円～
小皿・中皿　　　　　1,500円～
碗　　　　　　　　　1,500円～

粉引の器
創業30年

南窓窯
◆ 製陶業 ◆

そっと、寄り添う器です。
益子の技法、昔ながらも今風に‼を目指
しています。

民芸店ましこ
◆ 小売店 ◆

益子で初めての益子焼専門店

芳賀郡益子町益子2901
AM9:00～PM6:00

http://mingeitenmashiko.jimdo.com

火休

創業66年

infomation

湯のみ、飯碗、マグカップ、小皿等

益子焼の特徴である、素朴で温かみのあ
るシンプルな器を中心に取り揃えており
ます。
毎日の食卓が豊かに、より楽しくなるお
手伝いが出来れば幸いです。

mingeiten.m@gmail.com

TEL/FAX：0285-72-2231

窯55 窯56

窯57 窯58

窯59 窯60

（有）陶房はせがわ
◆ 益子焼製造販売 ◆

日常使いの食器や贈り物、温もりの
ある益子焼の魅力がいっぱい

芳賀郡益子町大沢131
AM10:00～PM4:00 日休

創業44年

infomation

使い勝手の良い日常使いの食器や
贈り物などお気に入りの一品を
見つけてください。

使い勝手の良い食器は、オーブン・レン
ジ・食洗機の使用が可能です。また、遊び
心のあるギフト品など多数、取り揃えて
おります。和食器のもつ温かさを日々の
生活の中で感じ、楽しんでいただければ
と思います。

koubou-hasegawa@r3.dion.ne.jp

TEL：0285-72-1629
FAX：0285-72-1690

山口陶芸店（窯元）
◆ 益子焼販売 ◆

芳賀郡益子町益子941
AM8:00～PM7:00

昔ながらの益子焼
古い建物の店

創業60年

店は益子町の中央にあり、伝統的な益子
焼を販売しています。店舗は古く明治前期
の建物で、家を見る楽しみもあると思いま
す。自分の作品を中心に人間国宝の作品
も取り扱っています。益子の歴史、焼物の
歴史を話したり、お客様と楽しみたいと思
います。益子を訪れた際は是非お立ち寄
り下さい。お待ちいたしております。

zeimu-yanagi@bridge.ocn.ne.jp

TEL：0285-72-2005

よしざわ窯
◆ 製陶・販売 ◆

手作りの陶器・和食器を
ぜひ毎日の食卓で

芳賀郡益子町益子3546
AM9:00～PM5:00 土・日休

器のアイデアを出して型をつくり、生地を
つくって釉薬をつくり・・・。
メンバーみんなでできることをちょっとず
つ持ち寄りながら器づくりをしています。

onthetable2002@nifty.com
http://yoshizawa-gama.com

TEL：0285-77-0880

陶・賢
◆ 製陶業 ◆

芳賀郡益子町芦沼4-2infomation

ヤマニ大塚、つかもと、大宿窯にて
販売

土のぬくもりを器に
創業35年

独立して35年、当初は、益子の伝統釉を使
っていましたが、現在は、灰釉を中心に織部
釉や黄瀬戸釉なども使って、食器や日用雑
貨を作っています。民芸店にて販売してい
ます。

年末年始休

芳賀郡益子町場内坂63
0285-72-5402TEL：

益子焼の象嵌作品を主に製作・
販売しています

象嵌てん
◆ ◆

ゾウガンテン

AM10:00～ PM5:00

陶器製造・販売

（準備中PM12:30～1:00）

象嵌・Ｚｏｕｇａｎとは表面を削り、そこ
に別の粘土等を埋め込む工芸技法をい
います。
当店の作品はすべて当店で手作り製造し
ておりますので、使い込むほどに落ち着
きと味わいが出てまいります。ご愛用くだ
さい。

infomation

http://hasegawatoen.co.jp/
info@hasegawatoen.co.jp
元旦、1/2休
AM9:00 PM5:00

芳賀郡益子町益子4240-3
0285-72-6161TEL：

陶芸教室は当日受付もできます。
お電話にてご確認下さい。

当店の陶芸教室はお客様に合わせ、いろい
ろなプランを用意しています。カップルプラ
ン・家族プラン・焼き放題などから選べます。
お子様や初めての方も安心して楽しむこと
ができます。店内には昔ながらの益子焼な
ど多数展示・販売しています。

気軽にロクロ・手びねり・絵付体験
できます

創業130年

陶芸の森 長谷川陶苑
◆ 陶器販売 ◆

～
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窯
　
業

窯61

（有）遊心窯
◆ 製陶業 ◆

芳賀郡益子町益子4090-2
AM8:30～PM7:30

創業41年

創業41年の歴史を持ち、地元益子の発展
のために日本各地、及びイギリス、アメリ
カ、南米と海外での活動も行なっていま
す。国内では都市の有名デパートで作品
発表として、個展を開き益子の陶芸と文
化を広めています。また海外からの支援
者や観光客に対して自社見学、技術指導、
体験などの提供を行っています。

TEL：0285-72-0688
FAX：0285-72-7902

日休
ken-matsuzaki@yuushin-gama.com

http://yuushin-gama.com

益 子 焼
Mashiko Pottery Japan
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