
＊ 都合により内容が変更となる場合がありますのでご了承下さい。

☆印がある工芸品は各ブース内にて実演を行います。

（ただし、休憩等で実演していない時間帯があります）

製作体験コーナー ＊ １日３回開催 ①11時30分～ ②14時～ ③16時30分～

＊ 期間中、会場内インフォメーションコーナーにて申し込みを受け付けます。

＊ 製作体験には参加料が必要です。

＊ 都合により内容が変更となる場合がありますのでご了承下さい。

1 村山大島紬 16 江戸指物 ☆ 31 東京三味線 ☆

2 東京染小紋 17 江戸簾 ☆ 32 江戸筆 ☆

3 本場黄八丈 18 江戸更紗 33 東京無地染

4 江戸木目込人形 19 東京本染ゆかた・てぬぐい 34 東京琴 ☆

5 東京銀器 ☆ 20 江戸和竿 35 江戸からかみ

6 東京手描友禅 ☆ 21 江戸衣裳着人形 ☆ 36 江戸木版画 ☆

7 多摩織 22 江戸切子 37 東京七宝 ☆

8 東京くみひも ☆ 23 江戸押絵羽子板 ☆ 38 東京手植ブラシ ☆

9 江戸漆器 ☆ 24 江戸甲冑 ☆ 39 江戸硝子

10 江戸鼈甲 25 東京籐工芸 ☆ 40 江戸手描提灯 ☆

11 江戸刷毛 ☆ 26 江戸刺繍 ☆ 41 東京洋傘

12 東京仏壇 27 江戸木彫刻 ☆

13 江戸つまみ簪 ☆ 28 東京彫金　　         ☆ 42 江戸風鈴 ☆

14 東京額縁 29 東京打刃物 ☆ 43 桶 ☆

15 江戸象牙 ☆ 30 江戸表具 ☆ 44 銅器 ☆

45 刷毛 ☆

46 箒 ☆

東京都指定の伝統工芸品（４１品目）

その他の工芸品（５品目）

日程 工芸品名 製作体験の内容 参加料（税込） 所要時間 対象年齢 定員/1回

東京銀器 銀指輪の製作 ¥2,700 30分 10歳以上 10人

東京本染ゆかた

　　　　・てぬぐい
手ぬぐい染体験 ¥2,700 15分 4歳以上 10人

東京無地染 手ぬぐい絞り染め ¥2,160 30分 6歳以上 10人

東京手描友禅 ハンカチまたはバッグに友禅挿し ¥2,160 30分 6歳以上 10人

東京仏壇 組子コースター製作（二枚） ¥1,600 30分 10歳以上 10人

東京染小紋 型染体験 ¥2,160 10分 8歳以上 10人

江戸木版画
多色摺り木版画　羽子板製作

　　　　　　　　（１対２本組）
¥1,620 20分 11歳以上 10人

東京七宝
ペンダント・ストラップ・

ブローチ等の製作
¥1,620 30分 4歳以上 10人

東京手植ブラシ 馬毛ストラップの製作 ¥1,620 60分 15歳以上 5人

東京三味線 唐木箸の製作 ¥2,700 90分 10歳以上 8人

東京籐工芸 籐カゴ編み ¥2,700 45分 15歳以上 10人

江戸表具 布地の張り込み体験 ¥2,160 20分 10歳以上 5人

江戸指物 桧八角箸の製作 ¥2,160 20分 11歳以上 5人

江戸手描提灯 ミニ提灯への文字描き、絵付け ¥2,160 30分 10歳以上 5人

１月２３日
（水）

１月１８日
（金）

１月２２日
（火）

１月１９日
（土）

１月２０日
（日）

１月２１日
（月）

伝統工芸品の展示・販売（４６品目）


Sheet1

		東京都指定の伝統工芸品（４１品目） トウキョウト シテイ デントウ コウゲイヒン ヒンモク

		1		村山大島紬 ムラヤマ オオシマ ツムギ				16		江戸指物		☆		31		東京三味線		☆

		2		東京染小紋				17		江戸簾		☆		32		江戸筆		☆

		3		本場黄八丈				18		江戸更紗				33		東京無地染

		4		江戸木目込人形				19		東京本染ゆかた・てぬぐい				34		東京琴		☆

		5		東京銀器		☆		20		江戸和竿				35		江戸からかみ

		6		東京手描友禅		☆		21		江戸衣裳着人形		☆		36		江戸木版画		☆

		7		多摩織				22		江戸切子				37		東京七宝		☆

		8		東京くみひも		☆		23		江戸押絵羽子板		☆		38		東京手植ブラシ		☆

		9		江戸漆器		☆		24		江戸甲冑		☆		39		江戸硝子

		10		江戸鼈甲				25		東京籐工芸		☆		40		江戸手描提灯		☆

		11		江戸刷毛		☆		26		江戸刺繍		☆		41		東京洋傘 トウキョウ ヨウ カサ

		12		東京仏壇				27		江戸木彫刻		☆		その他の工芸品（５品目） タ コウゲイヒン ヒンモク

		13		江戸つまみ簪		☆		28		東京彫金　　         		☆		42		江戸風鈴		☆

		14		東京額縁				29		東京打刃物		☆		43		桶		☆

		15		江戸象牙		☆		30		江戸表具		☆		44		銅器 ドウキ		☆

														45		刷毛 ハケ		☆

														46		箒 ホウキ		☆





Sheet2






Sheet1

		日程 ニッテイ		工芸品名 コウゲイヒン メイ		製作体験の内容 セイサク タイケン ナイヨウ		参加料（税込） サンカリョウ ゼイコミ		所要時間 ショヨウ ジカン		対象年齢 タイショウ ネンレイ		定員/1回 テイイン カイ

		１月１８日
（金） ガツ ニチ キン		東京銀器 トウキョウ ギン キ		銀指輪の製作 ギン ユビワ セイサク		¥2,700		30分 フン		10歳以上 サイイジョウ		10人 ニン

				東京本染ゆかた
　　　　・てぬぐい トウキョウ ホン ゾ		手ぬぐい染体験		¥2,700		15分 フン		4歳以上 サイイジョウ		10人 ニン

		１月１９日
（土） ガツ ニチ ド		東京無地染 トウキョウ ムジ ゾ		手ぬぐい絞り染め		¥2,160		30分 フン		6歳以上 サイイジョウ		10人 ニン

				東京手描友禅 トウキョウ テガ ユウゼン		ハンカチまたはバッグに友禅挿し ユウゼン サ		¥2,160		30分 フン		6歳以上 サイイジョウ		10人 ニン

				東京仏壇 トウキョウ ブツダン		組子コースター製作（二枚） クミコ セイサク		¥1,600		30分 フン		10歳以上 サイイジョウ		10人 ニン

		１月２０日（日） ガツ ニチ ニチ		東京染小紋 トウキョウ ソ コモン		型染体験 カタ ゾ タイケン		¥2,160		10分 フン		8歳以上 サイイジョウ		10人 ニン

				江戸木版画 エド モクハンガ		多色摺り木版画　羽子板製作
　　　　　　　　（１対２本組） タショク ス モクハンガ ハゴイタ セイサク タイ ホン グミ		¥1,620		20分 フン		11歳以上 サイイジョウ		10人 ニン

				東京七宝 トウキョウ シッポウ		ペンダント・ストラップ・
ブローチ等の製作		¥1,620		30分 フン		4歳以上 サイイジョウ		10人 ニン

		１月２１日
（月） ガツ ニチ ゲツ		東京手植ブラシ トウキョウ テウ		馬毛ストラップの製作		¥1,620		60分 フン		15歳以上 サイイジョウ		5人 ニン

				東京三味線 トウキョウ シャミセン		唐木箸の製作		¥2,700		90分 フン		10歳以上 サイイジョウ		8人 ニン

		１月２２日
（火） ガツ ニチ カ		東京籐工芸 トウキョウ トウ コウゲイ		籐カゴ編み トウ ア		¥2,700		45分 フン		15歳以上 サイイジョウ		10人 ニン

				江戸表具 エド ヒョウグ		布地の張り込み体験 ヌノジ ハ コ タイケン		¥2,160		20分 フン		10歳以上 サイイジョウ		5人 ニン

		１月２３日
（水） ガツ ニチ スイ		江戸指物 エド サシモノ		桧八角箸の製作 ヒノキ ハッカク ハシ セイサク		¥2,160		20分 フン		11歳以上 サイイジョウ		5人 ニン

				江戸手描提灯 エド テガ チョウチン		ミニ提灯への文字描き、絵付け チョウチン モジ カ エツ		¥2,160		30分 フン		10歳以上 サイイジョウ		5人 ニン







正 面 展 示

職人紹介パネル

『第６２回東京都伝統工芸品展』へ出展している４６工芸品の職人紹介パ

ネルを設置し、工芸品だけではなく、職人にもスポットをあて、来場者と職

人と交流を深めてもらいます。

＜イメージ図＞
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