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Enjoy shopping for Kyoto souvenirs such as popular traditional crafts, Japanese 
accessories which depict the four seasons, and so on.Various kinds of traditional crafts are displayed and introduced by category. The 

works exhibited are available to buy to order.

多彩な伝統工芸品を一堂に集め、体系的に紹介。制作過程のパネルや映像によ
る説明など伝統工芸の美と技の世界に触れ合っていただけます。ご希望の方に
は、展示品のお買い求めもしていただけます。

京都の伝統産業74品目が一堂に
エクスカーションや研修にも最適
Exhibition of all the 74 categories of Kyoto traditional crafts.
This museum will add a great cultural touch to your stay in Kyoto.

Kyoto Museum of 
Traditional Crafts, Fureaikan

職員によるガイダンスも承ります。

Crafts of historical and informational value are exhibited on their theme.

伝統工芸品の粋を展示する博物館仕様ギャラリー。
様々のテーマの下に、歴史的価値のある工芸品や資料的価値の高い美術工芸
品を企画展示します。

We hold exhibitions, demonstrations, workshops etc. to promote traditional industry 
in Kyoto.

京都の伝統産業の振興のための展示や実演・体験などを行います。
また、若手職人の作品発表や異業種交流による新しい提案を繰り広げます。

イベントルーム　Event Room

A popular work is selected from among traditional crafts every month, and a fine 
workshop is held by an artisan. You can enjoy the process of making crafts which has 
been inherited throughout the ages.

伝統工芸品の中から代表的な品目を毎月厳選し、匠による精巧で多彩な技の実
演を行います。時代を越えて生き続ける伝統工芸品の制作過程をご覧ください。

京都の伝統工芸品の職人実演　Traditional Craft Demonstration

Maiko accessories such as Kanzashi hairpins, Nishijin-ori silk fabrics, Kyo-Yuzen 
dyeing, and Kyo-Sensu fan have been developed in a long history, which are the best 
items made by the craftsman’s exquisite skill. You can experience creating traditional 
craft works of Kyoto. A Maiko performance is held on the third Sunday every month 
to introduce these traditional crafts in Kyoto. 

かんざし、西陣織、京友禅、京扇子…京の舞妓さんが身にまとう装飾品の数々は、
長い歴史のなかで培われた、伝統工芸職人の技が光る逸品ばかりです。これら京
都の伝統工芸品を広く知っていただくため、毎月第３日曜日に舞妓舞台を開催し
ています。

舞妓舞台　Maiko’s Traditional Performance

摺型友禅体験コーナー　Experience Corner

Visits and explanations for a group tour, school lesson etc. are available.
Please inquire two weeks before by phone or email.
E-mail : fureaika@miyakomesse.jp

ツアー団体・学校授業・少人数での見学、解説も承っています。見学希望日の
２週間前までにお電話またはメールにてお問い合わせください。

■ 開館時間　9：00～17：00（入館16：30まで）
■ 入場無料
■ TEL   075-762-2670
■ URL   http://www.miyakomesse.jp/fureaika/
　 E-mail   fureaika@miyakomesse.jp

見学・解説のご案内　Visits for tour

老舗の伝統工芸品から季節を彩る和雑貨まで、京都の魅力あふれる商品を
お買い求めいただけます。

You can experience creating traditional craft works of Kyoto.
Enjoy creating your original art works. (Paid service)
From 9:30a.m.~4:00p.m. on Sunday. Weekdays and Holidays 
are available only for group visitors. (Reservation required)

京都の伝統的な技術をご自身で体験できます。あなただ
けのオリジナル工芸品を制作してみませんか。（有料）
午前９時30分～午後４時
※月～土曜、祝日は団体のみ（要予約）日曜は随時受付

ギャラリー　Gallery

常設展示場　Permanent Exhibition ミュージアムショップ「京紫苑」　Museum Shop “Kyo-shion”
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