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※ここに登場する皆様は、多治見市、瑞浪市、土岐市に在住又は在勤する「読者モデル」に選ばれた方々です。

ようこそ世界最大級  の陶磁器の祭典へ

土と炎の国際交流

多治見市・瑞浪市・土岐市

古川雅典
（会長・多治見市長）

田村三奈さん 山本望さん（左）

山本悠乃ちゃん（右）

水野光二
（瑞浪市長）

稲垣優那さん 渡邉琴友さん 加藤靖也
（土岐市長）

山口さえさん 大竹章文さん 小林未歩さん 吉田知成さん 松本彩季さん 神谷利徳
（総合プロデューサー）

久保田理紗さん 河口一
（運営委員長）

【期間】2014年9月12日（金）-10月19日（日）[38日間]
【開催地】多治見市·瑞浪市·土岐市 【メイン会場】セラミックパークMINO

Welcome to One of the Biggest Ceramic Festivals in the World

Tajimi City·Mizumi City·Toki City

[Period] September 12 (Fri.) – October 19 (Sun.), 2014 [38 Days]
[Venue] Tajimi City·Mizunami City·Toki City
　　　   <Main Venue> Ceramics Park MINO

FROM YOU,FROM NOW,FROM HERE

International Ceramics Festival’14 Mino, Japan

It is a triennale held at ‘Mino(Tajimi city,Mizunami city,Toki city)’the biggest production district of ceramics in 
Japan. 
This is one of the world biggest ceramic festivals that features various events that contribute to further 
development of ceramic industry and culture, such as world-class ceramic competition, "International 
Ceramics Competition, Mino Japan" and many more.
Come and join us for this huge triennial project that happens in Mino and spreads nationwide to worldwide.

Masanori Furukawa
 (Executive Committee 

Chairperson· Mayor of Tajimi City)

Koji Mizuno
 (Mayor of Mizunami City)

Yasunari Kato
 (Mayor of Toki City)

Toshinori Kamiya
 (General Producer)

Hajime Kawaguchi
 (Chairperson of Operation 

Committee)

※These reader models were selected among people who live or work in the cities of Tajimi, Mizunami or Toki. 

Mina Tamura Nozomi Yamamoto(left)

Yuno Yamamoto(right)

Yuna Inagaki Kotoyu Watanabe

松原和嘉子さん（右）
Wakako Matsubara(right)

松原夢真くん（左）
Yuuma Matsubara(left) Sae Yamaguchi Akifumi Otake Miho Kobayashi Tomonari Yoshida Aki Matsumoto Risa Kubota

日本最大の陶産地“美濃（多治見市、瑞浪市、土岐市）”で開催されるトリエンナーレ。

国際規模の陶磁器コンペティション『国際陶磁器展美濃』を中心に、陶磁器の産業と文化に寄与する様 な々事

業が展開される“世界最大級の陶磁器の祭典”です。

3年に一度の“美濃”を舞台に、全国、そして世界へ広がる一大プロジェクトに是非とも参加してみてください。
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国際陶磁器フェスティバル美濃実行委員会

名誉総裁

秋篠宮眞子内親王殿下 お言葉

国際陶磁器フェスティバル美濃実行委員会 総裁

岐阜県知事 古 田 　 肇
　本年9月12日、世界最大級の陶磁器の祭典「国際陶磁器フェスティバル美濃’14」が
いよいよ開幕いたします。
　「国際陶磁器フェスティバル美濃」は1986年の第1回以来、国内外からの評価も高く、
美濃焼の知名度向上に貢献するとともに、新たなデザインや技術を吸収するまたとない機
会を提供し、若手作家やデザイナーの人材育成の場として重要な役割を担ってきました。
　今回は記念すべき「第10回」の開催であり、これまでの集大成として、美濃焼の素晴
らしさを、さらにグローバルに発信し、陶産地“美濃”の新たな未来を切り拓く契機となる
ものと大いに期待しております。
　主要催事の一つである「国際陶磁器展美濃」では、過去最多となる60の国と地域か
ら、2，579点もの作品が出品されました。その中から世界最先端の技術、デザインを誇る
選りすぐりの陶磁器作品を一堂に展示いたします。
　また、陶産地“美濃”の底力を結集し、多彩な陶磁器関連イベントで皆様方をおもてな
しいたします。
　岐阜県は古来より、豊かな森を源とする「清流」が里や街を潤し、私たちに安らぎと豊
かさをもたらすとともに美濃焼などの匠の技を磨き、伝統文化を育んできました。県では、
こうした「清流」に育まれた自然や歴史、伝統・文化、技をふるさとの宝ものとして活かし、
伝える「清流の国ぎふ」づくりに取り組んでおります。
　世界に誇る「清流」が育んだ美濃焼の素晴らしさを、皆さまもぜひ会場で体感してください。

One of the world biggest ceramic festivals, “International 
Ceramics Festival’14 Mino, Japan” will finally open on 
September 12th this year.
Since the first festival held in 1986, International Ceramics 
Festival Mino, Japan has been evaluated highly in Japan and 
abroad and contributed to make “Minoyaki” better known to the 
world. Moreover, the festival has provided excellent opportunities 
to introduce new designs and techniques and played an 
important role in promoting upcoming artists and designers. 
This year will mark its memorable 10th festival, and we consider 
it as a special opportunity for us to show the achievement we 
accomplished till now and how great “Minoyaki” is to the world. 
I am sure that this will help to open the bright future of “Mino” 
as the major production area of ceramics. 
We had amazing 2,579 entries from 60 countries and areas, 
the largest number ever, for “The 10th International Ceramics 
Competition Mino, Japan,” the main event of the festival. The 
outstanding ceramic works with the cutting edge technology 
and the best design will be exhibited all together at the venue. 
We will also unite all the energy of “Mino,” the great ceramic 
production area, and welcome you all with lots of attractive 
ceramic related events.
In Gifu prefecture, “Seiryu (clear stream)” coming from 
flourishing forests has been flowing through and enriched 
villages and towns since ancient times. That has not only 
brought about the sense of peace and richness to our lives 
but also helped to develop the craftsmanship of “Minoyaki” 
and the traditional culture. We are all working on to make the 
most of these beautiful nature, history, tradition, culture, and 
craftsmanship we have here as our treasure and pass them 
along to the next generation and build “Gifu, the land of Seiryu.”
Please come visit us at the festival to discover and experience 
the excellence of “Minoyaki” developed from “Seiryu,” the 
Gifu’s pride.

President of International Ceramics 
Festival’14 Mino, Japan Executive 
Committee

Governor of Gifu Prefecture 

Hajime Furuta

国際陶磁器フェスティバル美濃実行委員会 会長

多治見市長 古 川 雅 典
 「国際陶磁器フェスティバル美濃」は、陶磁器のデザイン・文化の国際的な交流を通じ
て、更なる陶磁器産業の発展と文化の高揚を目的とし、1986年に第1回を開催しました。
　その後、3年に1度開催されるトリエンナーレとして継続的に開催し、本年、記念すべき
第10回を迎えます。
　今回、世界四大陶磁器コンペティションと謳われるまでに成長した「国際陶磁器コン
ペティション」には60の国と地域から2,579点の応募を頂きました。その中から、国内外の
著名な審査員による厳正なる審査で選ばれた陶芸・陶磁器デザインの秀逸作品を「第
10回国際陶磁器展美濃」において展示します。また、陶磁器業界及び地域の皆様を
中心とした多くの力を結集し、創意と工夫で溢れた産業地域振興事業も開催します。
　ご来場頂く皆様には、これらの事業を体感いただくことで、この地域及び美濃焼の魅
力をメッセージとしてお伝えしたいと考えています。また同時に、陶産地“美濃”の魅力を
ご堪能頂き、当地の風土や歴史も存分に楽しんでいただければ幸いです。
　地場産業である美濃焼は、地域の誇りであり、財産です。今後も本事業が、世界に向
け陶磁器産業及び陶芸文化の情報発信拠点として限りなく貢献することを期待します。
　最後に、開催にあたりご尽力頂いた関係各位に心より感謝と敬意を表します。

held in 1986 with the aim of contributing to the further growth 
of the ceramic industry and the enhancement of culture 
through the international exchanges of ceramic designs and 
culture.
Ever since then, we have held this event every three years as a 

This time, we have received amazing 2,579 entries from 60 
countries and areas around the world for “The International 
Ceramics Competition Mino, Japan,” which now grown to be 
one of the world’s four biggest ceramic competitions. The 
outstanding works of ceramic arts and designs selected by 13 
prominent art experts of Japan and abroad will be exhibited 
at “The 10th International Ceramics Exhibition.” Moreover, the 
ceramic industry and local people will get together and hold 
various events full of ingenuity and exciting ideas to promote 
the growth of local industry and regional development. 

at the festival and recognize the attraction of this region 
and “Minoyaki.” Besides, it will be wonderful if you would 
also enjoy your visit to “Mino,” the major production area of 
ceramics, and have fun feeling the local atmosphere and 
history at the same time. 
Our local industry, “Minoyaki” is our regional pride and a great 
asset to us.  I am sure this project will continue to be the 
center for spreading the trends of ceramic industry and culture 
to the world.
Lastly, I would like to express my sincere appreciation to all 
the people who have worked so hard to make this festival a 
great success.

Chairman of International Ceramics 
Festival’14 Mino, Japan Executive 
Committee

Mayor of Tajimi City

Masanori Furukawa

総合プロデューサー

神 谷 利 徳
　1986年に、その産声をあげた「国際陶磁器フェスティバル美濃」は、今回の開催で記
念すべき第10回を迎えます。
　前回に引き続き、本事業の総合プロデューサーを拝命しましたことは光栄であると同
時に、その使命と責任の重さを痛感しています。
　事業内容としましては、前回を凌駕すべく、様 な々観点から全事業のブラッシュアップ
をおこなうととともに、これまでにない企画も多数ご用意しました。
　まさに第10回となる記念開催に相応しい美濃陶磁器業界集大成の事業展開を目指
します。又、陶磁器業界はもとより、こどもからお年寄りまで幅広く、｢やきもの｣が美濃の
地の誇る地場産業であることを再認識頂くとともに、陶磁器産業が今後も地域文化を
担う伝統産業としての役割を果たすべく、様 な々プロジェクトに取り組んで参ります。
　そして、本事業が産業振興・地域振興事業としてはもちろん、｢陶磁器の祭典｣として、
多くの方 に々楽しんで頂ける夢と期待に溢れた事業を創造します。
 “2014年は東濃が熱い！ ”
　多くの皆様のご来場を心よりお待ちしています。

1986, will reach its memorable 10th holding this year. 
I am much honored to continue from last time to be appointed 
as the general producer of the project, and at the same time, I 
am well aware of my mission and responsibility to perform the 
best I can to organize an amazing festival. 
Regarding the contents of the project, we have refined all 
the programs from various aspects and prepared many new 
events besides the existing but upgraded ones in order to 
make the festival even more exciting than last time. 
We aim for having the best festival ever to prove our 
exceptional quality we have built up together as entire ceramic 
industry at this special 10th holding. 
Moreover, we would like to provide an opportunity for everyone 
including ceramic industry and people of all generations 
to rediscover the fact that “Yakimono (pottery)” is the local 
industry Mino is proud to have. And we will work on various 
projects for the ceramic community to act as the traditional 
industry responsible for the development of local culture. 
Furthermore, we are not just holding the festival for the 
purpose of promoting the growth of local industry and regional 
development, but we are also putting ideas to create events 
full of dreams and hopes that everyone can enjoy as the true 
“Festival of Ceramics” 
“Tono is hot in 2014!”
We will be looking forward to welcoming you all at the festival.   

General Producer of International 
Ceramics Festival’14 Mino, Japan 
Executive Committee

Toshinori Kamiya

Greetingごあいさつ

　1986年から3年毎に開催されている「国際陶磁器フェスティバル美濃」が、このたび10回目の節目を迎えますことを、誠に喜
ばしく思います。ここに至るまで、陶磁器産業の振興と文化の高揚に寄与してこられた多くの方々のご尽力に対し、深く敬意
を表します。
　陶芸の産地として名高い美濃で開催される「国際陶磁器フェスティバル美濃」は、陶磁器に関わる各種の事業から構成
されておりますが、その中心的な事業として、国際的な規模で開催される「国際陶磁器コンペティション」があります。本年は、
世界の60の国と地域から2, 579作品の応募があり、国内外の審査員による審査を経て、入賞作品と入選作品が選出されま
した。ご観賞いただく皆様には、これらの作品を通じ、陶磁器の多様な「美」を感じ取っていただけることと思います。
　また、本フェスティバルにおいては、産業界と地域の芸術家が創意工夫をこらして企画した事業が多数開催されておりま
すので、多くの方 に々ご来場いただき、これらの活動に触れ、楽しまれることを期待いたしております。
  「国際陶磁器フェスティバル美濃」が、今後とも、新たな陶磁器産業と文化を創造する中心的な存在でありつづけることを、
そして、この機会に地域や国を超えた交流が広がり、陶磁器文化の発展に大きく貢献していくことを願っております。

It is my great pleasure to note that the “International Ceramics Festival Mino, Japan,” a triennial event since 1986, is being held for the 10th time this year.  I wish to express my 
deep respect for the dedicated efforts of all those who have been involved in promoting the further development of the ceramics industry and in encouraging ceramic culture.
The “International Ceramics Festival Mino, Japan,” hosted in Mino, a renowned ceramics-producing area, consists of a variety of ceramics-related events.  Among these events, the 
“International Ceramics Competition Mino, Japan” is held on a global scale as the main event of the Festival.
There were 2,579 entries for the competition this year, from 60 countries and areas around the world.  The outstanding works, which receive awards and honorable mentions, were 
selected by a panel of judges from both Japan and overseas.  I trust that the exhibition will provide visitors a venue to appreciate various forms of “beauty” through these works.
The ceramics industry in Mino, along with local artists, have planned and organized many other events for this festival with great originality and ingenuity.  I hope that a large 
number of people will visit the Festival to experience and enjoy these activities.
I hope that the “International Ceramics Festival Mino, Japan” will continue to play a central role in showcasing innovative ideas exploring the future of the ceramics industry and 
ceramic culture, and I also hope that this Festival will contribute greatly to the further development of ceramic culture by facilitating active regional and global exchange.

International Ceramics Festival’14 Mino, Japan

Honorary President

Greeting from Her Imperial Highness Princess Mako of Akishino
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[名誉総裁]　秋篠宮眞子 内親王殿下
[総裁]　 岐阜県知事 古田肇
[会長]　 多治見市長 古川雅典
[総合プロデューサー ]　 神谷利徳

[主催]　 国際陶磁器フェスティバル美濃実行委員会

[Honorary President] Her Imperial Highness, Princess Mako of Akishino
[Executive Committee President] Governor of Gifu Prefecture, Hajime Furuta
[Executive Committee Chairperson] Mayor of Tajimi City, Masanori Furukawa
[General Producer of International Ceramics Festival’14 Mino, Japan] Toshinori Kamiya

[Organizer] International Ceramics Festival Mino, Japan Executive Committee

＜構成団体＞
岐阜県／多治見市／瑞浪市／土岐市／日本陶磁器工業協同組合連合会／日本陶磁器
卸商業協同組合連合会／全国タイル工業組合岐阜県支部／岐阜県陶磁器産業連盟／多
治見商工会議所／瑞浪商工会議所／土岐商工会議所／笠原町商工会／岐阜県陶磁器
工業協同組合連合会／岐阜県陶磁器卸商業協同組合連合会／岐阜県タイル商業協同
組合連合会／岐阜県窯業原料協同組合／岐阜県石膏型工業協同組合／岐阜県陶磁器
デザイン協議会／岐阜県陶磁器デザイナー協会／岐阜県石油商業組合多治見支部／（一
社）岐阜県トラック協会東濃支部／（公社）美濃陶芸協会／（一社）岐阜県発明協会多治見
支部／（一社）多治見建設業協会／（一社）多治見青年会議所／（一社）瑞浪青年会議所／
（一社）土岐青年会議所／多治見市美濃焼ミュージアム／多治見国際交流協会／ジェトロ
岐阜／（公財）セラミックパーク美濃／中日新聞社

＜後援＞
外務省／経済産業省／国土交通省／文化庁／中小企業庁／特許庁／独立行政法人
中小企業基盤整備機構中部本部／日本商工会議所／名古屋商工会議所／東海旅客鉄道
株式会社

<協賛>
日本陶磁器産業振興協会／（公財）日本デザイン振興会／（公財)日本陶磁器意匠センター
／ (公社)日本クラフトデザイン協会／（公社)日本インダストリアルデザイナー協会／ （公社）
日本インテリアデザイナー協会／日本陶磁器デザイン協会／独立行政法人産業技術総合
研究所／岐阜県セラミックス研究所／多治見市陶磁器意匠研究所／瑞浪市窯業技術研
究所／土岐市立陶磁器試験場・セラテクノ土岐／東濃西部広域行政事務組合

<助成>
東濃西部ふるさと活性化基金／とうしん地域振興協力基金／陶都信用農業協同組合／（公
財）花王芸術・科学財団／株式会社十六銀行／多治見ライオンズクラブ／多治見ロータリー
クラブ／多治見西ロータリークラブ／多治見リバーサイドロータリークラブ／株式会社JTB中
部多治見支店／トヨタ自動車株式会社

「第10回国際陶磁器展美濃」9/12
（金）～10/19（日）セラミックパー
クMINO 1F 展示ホール、「大織
部展」　9/6（土）～10/26（日）岐
阜県現代陶芸美術館 ギャラリーⅠ、
「加藤卓男展－オリエントと美濃
を結んだ生涯－」9/4（木）～11/3
（月）多治見市美濃焼ミュージア
ム3催事への入場が可能です。

Gifu Prefecture / Tajimi City / Mizunami City / Toki City/Federation of Japan Pottery Manufacturers' Co-
operative Associations / Japan Pottery Wholesale Co-operative Unions / Japan Tile Manufacturers’ 
Association Gifu Branch / Federation of Gifu Pottery Industry / Tajimi Chamber of Commerce and 
Industry / The Mizunami Chamber of Commerce and Industry / Toki Chamber of Commerce and 
Industry / Kasahara Chamber of Commerce and Industry / Gifu Pottery Industry Co-operative 
Association / Gifu Pottery Wholesale Co-operative Association / Gifu Tile Wholesale Co-operative 
Association / Gifu Ceramics Material Association / Gifu Plaster Mold Manufacturers’ Co-operative 
Association / Gifu Ceramic Design Council / Gifu Ceramic Designers’ Association / Gifu Oil Wholesale 
Association Tajimi Branch / Gifu Trucking Association Tono Branch / Mino Ceramic Art Association 
/ Gifu Institute of Invention and Innovation Tajimi Branch / Tajimi Constructors’ Association / Junior 
Chamber International Tajimi / Junior Chamber International Mizunami / Junior Chamber International 
Toki / Tajimi Mino Pottery Museum / Tajimi International Exchange Association / JETRO Gifu / Ceramics 
Park MINO Foundation / Chunichi Shimbun Co.,Ltd.　

Ministry of Foreign Affairs of Japan / Ministry of Economy, Trade and Industry / Ministry of Land, 
Infrastructure Transport and Tourism / Agency for Cultural Affairs / The Small and Medium Enterprise 

and Regional Innovation, JAPAN / The Japan Chamber of Commerce and Industry / Nagoya Chamber 
of Commerce and Industry / Central Japan Railway Company

Japan Association for the Promotion of Pottery Industry / Japan Institute of Design Promotion / Japan 
Pottery Design Center / Japan Craft Design Association / Japan Industrial Designers’ Association / 
Japan Interior Architects/Designer’s Association / The Pottery Design Organization of Japan/National 
Institute of Advanced Industrial Science and Technology / Gifu Prefectural Ceramics Research 
Institute / Tajimi City Pottery Design and Technical Center / Mizunami City Ceramic Industrial Technical 
Laboratory / Toki City Pottery Laboratory CeraTechno Toki / Tono Seibu Integrated Administration of a 
Large Region Association

Tono Seibu Furusato Kasseika Kikin / Toshin Cooperation Fund for Regional Development / Japan 
Agricultural Touto / The Kao Foundation for Arts and Sciences / The Juroku Bank, Ltd. / Tajimi Lions 
Club / Tajimi Rotary Club / Tajimi-West Rotary Club / Tajimi Riverside Rotary Club / JTB Central Japan 

・Admission Ticket is valid for one time admission to the “The 10th International 
Ceramics Competition Mino, Japan Exhibition.”

・Set Ticket is valid for one time admission to 3 events; “The 10th International 
Ceramics Competition Mino, Japan Exhibition,” “Special Exhibition “Oribe”,” and 
“Takuo Kato Exhibition.”

・Free admission for high school students and under.
・Free admission for people with disabilities plus one caregiver. Please present 

・Please be aware of opening period and hours of each event.
・A ticket will be deemed invalid if the ticket stub has been detached before the 

entrance.
・We are not responsible for any lost or stolen tickets.
・Tickets are not refundable.
・No photograph, audio or video recording, and copying is permitted without the 

organizer’s permission.
・We kindly ask you to refrain from eating, drinking or cell phone use in the 

exhibition rooms.
・Pets are not allowed to enter the venue.
・Please follow the instructions given by our staff at each event venue.

　
・Please bring a passport voucher to “The10th International Ceramics Competition 

Mino, Japan Exhibition” ticket counter (1st Floor of Ceramics Park MINO) to 
exchange for the actual passport during the exhibition period, Friday September 
12- Sunday, October 19, 2014.

・
verify your identity.

・
・We will take a photo of you to put on your passport when making it.
・It will take us about an hour to issue your passport. Please enter with a temporary 

passport while waiting for your passport.
・You can only claim your passport on the same day you bring the passport 

voucher. 
・Please make sure to receive your passport at the ticket counter on the very day.

・Passport is valid from Friday, September 12 to Sunday, October 19, 2014.
・A Passport can be used only by the person whose name appears on it and shall 

not be transferred or leased to others.

You will receive special offers by presenting the stub of “The10th International 
Ceramics Competition Mino, Japan Exhibition” admission ticket at the museums listed 
below during the opening period of “International Ceramics Festival’14 Mino, Japan.”

LAND, Kobei-gama, Ichinokura Sakazuki Art Museum

Museum, Museum Nakasendo, Mizunami Fossil Museum, Mizunami Earth Corridor

Ticket Pia, Circle K Sunkus, Seven Eleven, Family Mart, Lawson, Ceramics Park 

Please note that available tickets may vary depending on sales location. Please 
check carefully before you buy.
P Code  988-840

Exhibitions Admitted with Set Tickets 
(Valid for Admission to 3 Events)
“The 10th International Ceramics 
Competition Mino, Japan Exhibition” 
/ 2014.9 .12(Fr i )～10.19(Sun)  / 
Ceramics Park MINO 1F Exhibition Hall
“Spec i a l  E xh i b i t i o n  “Or i b e”” / 
2014.9.6(Sat)～10.26(Sun) / Museum 
of Modern Ceramic Art, Gifu Gallery I
“Takuo Kato Exhibition-Life that United 
the Orient and Mino” / 2014.9.4(Thu)
～11.3(Mon) / Mino Ceramic Art 
Museum, Tajimi

【第10回国際陶磁器展美濃　入場券】 【3催事共通入場券】
“The 10th International Ceramics Competition Mino, Japan Exhibition” 
Admission Ticket

Set Ticket (Valid for Admission to 3 Events)

前 売
Advance

当 日
Same-Day

大人
Adult 

1,000円
1,000yen

1,500円
1,500yen

シルバー（65才以上） 800円
800yen

1,200円
1,200yen

団体割引（20名以上）
Group Rate(20 or more) 

750円
750yen

1,150円
1,150yen

前 売
Advance

当 日
Same-Day

大人
Adult

600円
600yen

800円
800yen

シルバー（65才以上） 500円
500yen

700円
700yen

団体割引（20名以上）
Group Rate(20 or more) 

450円
450yen

650円
650yen

会期中パスポート
Passport 

1,500円
1,500yen

2,000円
2,000yen

・第10 回国際陶磁器展美濃入場券は、「第10 回国際陶磁器展美濃」へ会期中1回入場が可能です。
・3催事共通入場券は入場券1枚で「第10 回国際陶磁器展美濃」、「大織部展」、「加藤卓男展」の3催事へ、会期中
各1回の入場が可能です。
・高校生以下は無料です。
・障がい者の方は「障害者手帳」提示で無料です。（付添い1名含む）
・各催事の開催期間・時間にご注意下さい。
・ご入場前に半券を切り離すと無効になります。
・紛失・盗難などの責任は負いません。
・本券の払い戻しはできません。
・主催者に無断での写真撮影や録音、録画、模写等はお断りいたします。
・展示会場内での飲食や携帯電話の使用はご遠慮ください。
・ペットを連れて入場することはできません。
・各催事会場内では、スタッフの指示に従ってください。

【各種注意事項】

・パスポート引換券を2014年9月12日（金）～10月19日（日）の期間内に「第10回国際陶磁器展美濃」チケットカ
ウンター（セラミックパークMINO 1F）までお持ちください。
・チケットカウンターにおいて、本人確認書類（運転免許証など）をご提示いただきます。
・本人確認書類をご提示いただけない場合は、パスポートを作成することができません。
・パスポート作成時にパスポートに記載するご本人様の顔写真を撮影させていただきます。
・パスポートの完成までに1時間程度お時間をいただきます。完成するまでは仮パスポートにてご入場ください。
・パスポートのお渡しは引換券をお持ちいただいた当日に限ります。必ず当日中にチケットカウンターにてパスポート
をお受け取りください。
[パスポートの利用に関する各種注意事項]
・パスポートの有効期限は2014年9月12日（金）から10月19日（日）までです。
・パスポートはパスポートに記載のあるご本人様に限り有効です。他人に譲渡または貸与することはできません。

【会期中パスポート】

｢国際陶磁器フェスティバル美濃'14｣開催期間中、入場券半券を下記協賛美術館・博物館にお持ちいただくことで、
各種特典を受けることができます。
[多治見市]　多治見市美濃焼ミュージアム、こども陶器博物館、幸兵衛窯、市之倉さかづき美術館
[瑞浪市]　市之瀬廣太記念美術館、瑞浪市陶磁資料館、ミュージアム中山道、瑞浪市化石博物館、瑞浪市地球回廊
[土岐市]　土岐市美濃陶磁歴史館、土岐市伝統産業会館

【協賛美術館・博物館】

チケットぴあ、サークルKサンクス、セブンイレブン、ファミリーマート、ローソン、セラミックパークMINO ショップ & 
ギャラリー、JTB エンタメチケット他、各種プレイガイドにて販売。但し、店舗や窓口によって、取扱い券種が異なり
ます。ご購入の際に十分にご注意ください。
P コード988-840

【購入方法】

チケット情報関係団体一覧

主要会場

セラミックパークMINO
多治見市東町4-2-5
10572-28-3200

岐阜県現代陶芸美術館
多治見市東町4-2-5
10572-28-3100

415-3 Okutecho, Mizunami City

旧大湫小学校
瑞浪市大湫町415-3（旧大湫小学校）

多治見市美濃焼ミュージアム
多治見市東町1-9-27
10572-23-1191

6 7



www. icfmino.com

［   アクセス  Access   ］

International Ceramics Festival Mino, 
Executive Committee Office

国際陶磁器フェスティバル
美濃実行委員会事務局

Ceramics Park MINO 
4-2-5 Higashi-machi, Tajimi City, 
Gifu Prefecture,  507-0801, Japan
TEL:+81-572-25-4111   FAX:+81-572-25-4138 
E-mail:info@icfmino.com

〒507-0801 岐阜県多治見市東町 4-2-5
セラミックパークMINO 内
TEL:0572-25-4111　FAX:0572-25-4138
E-mail:info@icfmino.com

セラミックパーク MINO

By Busバスご利用の場合

有料シャトルバス（会期中は毎日運行）
Shuttle Bus (Charged / Operate everyday during the event period)

料金：1区間 100 円
Bus Fare : One Section - 100yen

 JR 多治見駅南口  ⇔  多治見市美濃焼ミュージアム  ⇔
 セラミックパークMINO
South Exit of JR Tajimi Station ‒ Mino Ceramic Art Museum,Tajimi ‒  
Ceramics Park MINO

By Car

東海環状自動車道  土岐南多治見 IC  より約 5分
TOKAI-KANJO EXPRESSWAY: Approx. 5 min drive 
from Toki Minami Tajimi Interchange

中央自動車道  多治見 IC（小牧 JCT 経由）  より約 10 分
CHUO EXPRESSWAY: Approx. 10 min drive 
from Tajimi Interchange via Komaki Junction

中央自動車道  土岐 IC  より約 15分
CHUO EXPRESSWAY: Approx. 15 min drive from Toki Interchange

自家用車をご利用の場合

By Train

JR 中央本線  名古屋駅  →  多治見駅  ( 快速 37 分 )
JR Chūō Main Line: Nagoya Station → 
Tajimi Station (37 min by rapid train)

JR 中央本線  松本駅  →  多治見駅  
( 特急ワイドビューしなの約 1時間 40 分 )
JR Chūō Main Line: Matsumoto Station → Tajimi Station 
(Approx. 1hr 40 min by Limited Express Wide View Shinano)

電車ご利用の場合


