
（窯元）

名称（屋号） 住所 電話番号

一陽窯 備前市伊部670 0869-64-3655

金重利陶苑 備前市伊部873 0869-64-2054

窯元備前一 備前市友延17 0869-67-2678

木村興楽園 備前市伊部667 0869-64-2064

小西陶古 備前市伊部640 0869-64-2210

五郎辺衛窯 備前市香登本828 0869-66-0011

山麓窯 備前市東片上1281-21 0869-64-2176

柴岡陶泉堂 備前市伊部669 0869-64-2162

松  園 備前市香登本538 0869-66-9138

陶正園 備前市伊部1492 0869-64-2352

桃蹊堂 備前市伊部1527 0869-64-2147

備州窯 備前市伊部302-2 0869-64-1160

宝山窯 備前市伊部710 0869-64-2497

楽雁窯 備前市東片上814 090-9737-0070

（ギャラリー等）

名称（屋号） 住所 電話番号

大森陶々園 備前市伊部1662-7 0869-64-3598

ギャラリー大蔵窯 備前市八木山849-10 0869-62-2385

ギャラリーしょうざん 備前市香登本599 0869-66-7000

ギャラリー瑞穂 備前市佐山2059 0869-65-8815

ギャラリー夢幻庵 備前市伊部1805 0869-63-0706

橋本画廊　三晃庵 備前市伊部606-1 0869-63-0355

備前焼ｷﾞｬﾗﾘｰ里房 備前市伊部1530 0869-64-1187

備前焼陶吉 備前市伊部668 0869-64-1236

（作家等）

作家名・屋号 住所 電話番号

安藤騎虎 備前市伊里中461 0869-67-3328

安東利喜 備前市西片上2059 0869-64-1106

石田安弘 備前市伊部235-5 0869-64-1543

伊勢﨑 競 備前市伊部819-1 0869-64-0172

伊勢﨑 淳 備前市伊部2012 0869-64-2326

伊勢﨑 卓 備前市久々井102-1 0869-63-3363

伊勢崎 紳 備前市伊部810-2 0869-64-0735

伊勢﨑 創 備前市伊部2207 0869-63-3395

伊勢﨑 州 備前市伊部819-1 090-4697-9155

一陶庵 備前市伊部1550 0869-64-0364

出井  隆 備前市浦伊部1021-4 0869-63-4710

出井尚文 備前市香登本576-1 0869-66-9302

【備前焼】

藤原肇さん備前焼小町コラボ企画第２弾　参加店一覧



猪俣政昭 瀬戸内市邑久町本庄4358-2 0869-22-2483

今井清秀 備前市福田11 0869-66-7655

岩本哲也 備前市伊部2516 0869-64-3176

入江光人司 備前市伊部1589 0869-64-0361

浦上光弘 備前市伊部533 0869-64-2727

煙突工房 備前市伊部2510-1 0869-63-4561

大饗利秀 備前市伊部733 0869-64-1245

大饗仁堂 備前市伊部983 0869-64-2661

大石橋宏樹 備前市西片上655-8 0869-63-9533

太田富夫 瀬戸内市邑久町大富531 086-943-6639

大友　久 瀬戸内市長船町西須恵112 0869-26-4250

大森宏明 備前市伊部983 0869-64-2661

岡田  輝 備前市久々井116-12 0869-64-0917

岡本徹正 備前市伊里中90-2 0869-67-2319

岡安廣宗 岡山市北区建部町大田3996 0867-22-4422

小川弘藏 備前市伊部715 0869-64-2710

奥本健一 備前市伊部1388 0869-64-4133

奥本丸味 備前市伊部1388 0869-64-4133

隠崎隆一 瀬戸内市長船町磯上2798-10 0869-26-4378

各見飛出記 備前市伊部858 0869-64-3138

片岡聖観 備前市伊部2714-5 0869-64-2682

金重  愫 岡山市中区円山1076 086-277-8111

金重晃介 備前市香登本1172 0869-66-7068

金重有邦 備前市伊部2568 0869-63-0310

金重潤平 備前市香登本1172 0869-66-7068

ギャラリーKai 備前市伊部1506-1 0869-92-4853

唐桶報徳 岡山市東区南古都440-40 086-297-4306

川井明美 備前市伊部1984 0869-64-4834

川端文男 備前市伊部228-1 0869-63-4136

木村玉舟 備前市伊部1562 0869-64-1207

木村微風 備前市伊部714 0869-64-4467

國延　昇 備前市伊里中260 0869-67-1820

御所窯 備前市伊部2474-2 0869-64-1188

小西陶藏 備前市伊部640 0869-64-2210

小橋俊允 備前市伊部1805 0896-63-2227

小林秀二 瀬戸内市牛窓町長浜5064-1 0869-34-2289

小山月泉 備前市久々井1081-3 0869-64-2640

小山真吾 備前市伊部1696-1 0869-64-1666

小山末廣 備前市伊部寺奥467 0869-64-3517

ＱｕｉｅｔＨｏｕｓｅ 備前市香登本1147 090-9772-7191

斎藤  隆 瀬戸内市長船町飯井2173-1 0869-26-4957

坂井良平 赤磐市尾谷886 086-289-5534

榊原啓司 備前市伊部1506-2 0869-64-3117

光彩 備前市香登西3-2 050-1507-5982



佐藤苔助 備前市伊部891 0869-63-4288

柴岡紘一　　　　　　　　　　　備前市伊部569 0869-64-3402

柴岡  守 備前市伊部243-1 0869-64-1192

柴岡宏和 備前市伊部934 0869-63-1102

柴岡信義 備前市伊部1380 0869-64-3898

嶋　幸博 備前市友延61-14 0869-67-1233

嶋  大祐 備前市友延61-14 0869-67-1233

島村　光 備前市久々井46-1 0869-64-1175

清水弥生 瀬戸内市長船町土師1376 0869-26-3187

ジョンＴウェルズ 備前市久々井213-7 0869-63-0032

末石泰節 備前市伊部989 0869-64-0889

菅形基道 赤磐市東軽部1902 0869-57-2386

鈴木勝詞 備前市伊部968-3 0869-64-0720

鈴木常喜 備前市伊部2043-5 0869-64-4719

鈴木美基 備前市伊部2348 0869-64-2102

衆楽館 備前市伊部597 0869-63-1019

髙木  純 備前市大内7040-20 090-9131-0017

高原卓史 瀬戸内市長船町牛文905 0869-26-2679

高見勝代 岡山市東区浅川520-23 086-297-4981

竹内靖之 和気町吉田2272-1 0869-93-1806

竹﨑典泰 備前市浦伊部1006-2 0869-63-2101

田中史男 備前市西片上2048-11 0869-64-4435

友利幸夫 備前市福田1238-1 0869-66-6448

豊田賢潔 美作市万善160 0869-75-0178

中村  真 備前市伊部2002 0869-64-3054

中村真一郎 備前市伊部1556 0869-64-3850

難波  需 備前市伊部1646 0869-64-3263

難波和夫 備前市伊部1514 0869-64-1639

二代目原田陶月 備前市伊部2197-7 0869-64-4162

延原勝志 備前市伊部18 0869-63-2130

乗松美歩 備前市伊部733 0869-64-3964

橋本和哉 備前市伊部606-1 0869-63-0355

花房壮一 備前市伊部1164 0869-64-2701

馬場隆志 備前市伊部224-8 0869-64-0854

原田圭二 備前市伊部２１９７－７ 0869-64-4162

原田拾六 備前市伊部1579 0869-64-4889

日幡　寿 備前市伊部628 0869-64-2738

平川　忠 備前市新庄向788-1 0869-66-7022

藤田　祥 和気町日笠上１７２２－１ 0869-92-1772

藤田昌宏 備前市伊部602-2 0869-64-2327

藤森信太郎 備前市麻宇那300 0869-67-0727

藤原　和 備前市穂浪3868 0869-67-9090

藤原　貫 備前市伊部1503-5 0869-64-2302

藤原　康 備前市伊部726 0869-64-2133



藤原　章 和気町父井原883 0869-92-4466

藤原喜久代 備前市穂浪476 0869-67-0736

藤原忠秋 備前市穂浪526-2 0869-67-1016

藤原陶臣 備前市伊部639 0869-64-3481

藤原弘暁 備前市久々井731-1 0869-93-4133

藤原賢史 備前市伊部639 0869-64-3481

藤原楽山 備前市伊部726 0869-64-2133

武用  崇 備前市香登本1180 090-9509-4373

武用君彦 瀬戸内市長船町磯上2870 0869-26-4335

星  正幸 瀬戸内市長船町磯上油杉30660869-26-3764

細川敬弘 和気町父井原69 090-4898-9272

堀江政臣 備前市伊部1206 0869-64-3008

前嶋商店 備前市伊部728 0869-64-2404

松井浩之 備前市西片上2048-12 0869-63-1281

松井與之 備前市西片上2048-12 0869-64-4436

松笠浩三 備前市香登本864 0869-66-6317

松嶋　弘 備前市伊部308-1 0869-64-2471

松本篤治 備前市伊里中405 0869-92-4833

的野智士 備前市穂浪2442-1 0869-67-2169

水上岳正 和気町田原下441-1 0869-93-0432

眞砂皓志 備前市伊部862 0791-56-0050

宮尾昌宏 和気郡和気町大中山1996-15 0869-93-2867

宮宅淪迸 備前市麻宇那1266-1 0869-67-0045

本山和泉 備前市伊部2248 0869-64-1060

森  一朗 備前市伊部474-3 0869-64-1295

森　丁斎 備前市伊部1672-1 0869-63-2922

森　和彦 備前市伊部730 0869-64-2138

森　泰司 備前市伊部710 0869-64-2497

森陶翠園 備前市伊部1749 0869-64-3231

森　大雅 備前市伊部1749 0869-64-3231

森　陶岳 瀬戸内市牛窓町長浜5117 0869-34-3142

森　博昭 備前市伊部474-3 0869-64-1295

森本　桂 赤磐市吉原777 086-995-1525

森本直之 備前市佐山３４３３－２ 0869-65-8100

安井　徹 岡山市南区郡1253 086-267-2248

矢部俊一 備前市伊部842 0869-64-3508

山内厚可 備前市坂根130 0869-66-9039

山下譲治 備前市伊部845-3 0869-63-4452

山根彰正 備前市伊部2259-1 0869-64-3035

山本　出 備前市伊部931-2 0869-64-4789

山本雄一 備前市伊部881-2 0869-64-2448

山本竜一 備前市伊部881-2 0869-64-2448

横山伸一 備前市伊部2013-6 0869-63-0825

横山直樹 備前市香登本1196-1 090-8991-3615



吉延美山 備前市福田567 0869-66-8856

吉本　正 備前市閑谷1266 0869-67-2363

好本敦郎 備前市伊部1463-2 0869-64-3709

好本康人 備前市伊部1463-2 0869-64-3709

屋代剛右 備前市伊部2262-6 090-6260-7311

茅葺きギャラリー陽山居 備前市伊部2207 0869-64-2572

米田芳清 備前市吉永町吉永中409 0869-84-3195


