
※バスDAYまつもとは開催致しません。
※松本駅ー美術館の臨時バスがありません。

◎バスのご案内
※タウンスニーカー（点線）
　／北市内線／浅間線（一部）は
　松本駅お城口発着
    （タウンスニーカー西コース／南部循環線は
　松本駅アルプス口発着）
※その他の路線は松本バスターミナル発着

今年は路線バスが平常どおりの運行です。

開催中の企画は、裏面地図を参照してください。
地図の範囲外は工芸の五月HP、ガイドブックなどをご覧ください。

■バスの現在位置がわかる信州ナビ

2022.5.28sat→29sun

雨天決行  28日10:00～18:00、29日10:00～17:00
イオンモール松本 中央4-9-51
空庭やまびこ広場/ 晴庭かがやき・きらめきコート

28日 9:00～15:30、29日9:00～15:00　

　 クラフトフェアまつもと2022
28日10:00～17:00 、29日9:00～17:00
雨天決行
あがたの森公園   県3-2102-4　

松本クラフト推進協会　☎0263-34-6557

ビューロー 芸術ワークショップまちなかゼミ

まちなかの交差点に面した広場を松本らしく彩
る「クラフトスクエア」。作品の展示・販売だけで
はなく、実演やワークショップも。

松本城大手門枡形跡広場「工芸の庭」
28日11:00～17:00、29日10:00～16:00

長野県在住の作家が手がけた作品の展示・販売。城下町
松本の雰囲気を味わいながら、作家との会話や作品をお
楽しみください。

●井戸端プリント28、29日   9:00～17:00 
コピー機、シルクスクリーン、さまざまな紙や
画材でzine（小冊子）を簡単に作れるzineキ
ット、カードやTシャツ印刷などあなた自身の
手で日常を素敵にプリントしてみませんか。
会場にて随時受付（制作費300円～）
松本市美術館こども創作館

　みずみずしい日常2022
旅行社みずのさんぽと井戸端プリント
湧水と工芸で楽しむ松本の町をご案内

信州大学人文学部のゼミ企画です。松本の文化芸術
をめぐるこれまでのゼミ活動や「工芸の五月」の見どこ
ろなどを紹介します。
28、29日 10:00～17:00 　
池上邸　蔵　中央3-13-11 　
詳細はFacebookまたはblogページ
「信州大学人文学部芸術ワークショップゼミ（美術系）」
https://www.facebook.com/goldwellseminar/
http://workshopseminarart.blog.fc2.com/

松本民芸館 緑陰「用の美」市

松本民芸館の中庭で、竹細工・やきもの・ガラス・小木工など信州の伝統を受け継
いだ職人たちの作品を展示販売。企画展「ガラスの美」も開催中。　

AEON MALL×CRAFTS FAIR MATSUMOTO

クラフトスクエア

陶磁、木工、ガラス、金属、皮革、染織な
ど、約210組の作り手による工芸作品が
芝生の上に並びます。

機関誌「掌」

クラフトファンなら必見の充実した内容の冊子です！
クラフトフェア会場総合案内・市内ギャラリーで販売

¥500

¥600

工芸の五月公式HP◎クラフトフェアの情報は機関誌「掌」をご覧下さい。

工芸の五月 Official Book

松本の工芸巡りを
さらに楽しく！
まち歩きのお供に

クラフトフェア会場総合案内や
市内ギャラリー等で販売

Facebookにも随時情報を掲載中

工芸の五月 online shopもご利用ください！

工芸の五月2022各企画の様子がわかる
1分動画 「行きあたりばったリポート」
Instagramに掲載中

松本の工芸巡り/クラフトフェアまつもと2022 想い出MEMO

ゼミによる工芸の五月の企画レビューも是非！　https://note.com/kanaisemi

工芸の五月企画室 info@matsumoto-crafts-month.com
工芸の五月参加ギャラリー情報、詳しくは→

　クラフトフェアまつもと主催
←松本クラフト推進協会HP

[主な内容]
○巻頭「松本民芸生活館」池田三四郎がかつて開いた学びの場。
　そこから生まれた文化と思いを探ります。
○「随筆松本」ではスズキコージさん登場！
○「建築家とめぐる城下町」は近代編
○新連載「Hasta mañana 明日、なに食べる？」絵と文で””おいしいもの”綴ります
○新連載「建築探偵が行く」気になるモダン建築に潜入
○新連載「」松本の暮らし点描」松本に残る風習を紹介

主催・長野県民藝協会
場所・松本民芸館　里山辺1313-1  　☎0263-33-1569　

※民芸館は9:00～17:00(入館16：30まで)

[主な内容]
○クラフトフェアまつもと2022・クラフトスクエア出展者名簿
○特集「いい土できたよ」
○未来につなぐ。未来をつくる。[桶数]
○青の意伝子⑧ 「高木崇雄×蒔田卓坪」　　

松本クラフト推進協会　☎0263-34-6557　

企画内容・スケジュールなど詳しくは・・・

■アルピコ交通松本市近郊路線概略図

■クラフトフェア開催日臨時シャトルバス（無料）
市街地の一般有料駐車場をご利用ください。

信大横田循環線・秀峰学校前発
10:09/39 
11:09/43
12h～18h台
毎時13分、43分

並柳団地線・秀峰学校前発
11:42/14:42/16:43

タウンスニーカー秀峰学校前発
9h～18h台 
毎時15分、35分、55分 

■あがたの森から松本駅方面のバス

ヒマラヤスギ並木道
←
松
本
駅
方
面（1.5km

）

平和広場

総合案内

トイレ

池

あがたの森文化会館

講堂

旧制高等学校
記念館

トイレ

トイレ

ケヤキの杜
正門

「TakeOutLifeアプリのダウンロードと登録」
または

「連絡先のご記入」が必要です。

クラフトフェア会場図

松本駅合同庁舎

※平田駅パークアンドライド駐車場
　無料駐車券について

クラフトフェアにお越しの方で平田駅P＆Rをご利用の方は、
クラフトフェア会場の総合案内東側の観光案内ブースにて
24h以内の無料駐車券を差し上げます。

新型コロナウイルス感染対策のため、入場には
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×

×

×
×

×

×
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×
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×
×

合同庁舎発 始発9:00
松本駅発　 最終：18：00概ね30分間隔で運行

※はじめは長野市付近が
　表示されるので地図を
　松本に動かして下さい。

ご来場のみなさまへ

TakeOutLife
クラフトフェア用
QRコード

❷ アプリでQRコードを読み
　 取れば入場登録完了！

❶ 右のQRコードで
　 アプリをダウンロード

○感染対策のため、入場は正門のみとなります。
○入場の際の検温、消毒、会場でのマスク着用等感染対策にご協力ください。
○体調の優れない方、体温37．5℃以上の方の入場はお断りします。
○スムースな入場のため、事前にアプリのダウンロードと登録をお願いします。

上記3路線乗り場が違いますので
詳しくはMAP面をご覧下さい。

■LABORATORIO
大手1-3-29  ☎0263-36-8217　11:00～18:00
■マツモトアートセンターギャラリー
大手1-3-32　笠原ビル1階   ☎0263-33-5511　13:00～17:00
■10cm
大手2-4-37　☎0263-88-6210　11:00～18:00 
■前田木藝工房m4Gallery
大手2-2-5　☎0263-74-0088　11:00～17:00
■ギャルリ灰月
中央2-2-6高美書店ビル2階　☎0263-38-0022　11:00～18:00（金・土～19:00）
■MARKT＋
中央2-20-2 信毎MG 2F　☎0263-88-1192　11:00～19:00（土・日・祝10:00～）
■器と工芸 なかつか
中央2-5-11 ナカツカビル3階   ☎0263-32-4168　10:00～16:30
■Gallery MIYOSAWA
中央2-4-13 2階    ☎0263-31-3317　10:00～16:00
■中町・蔵シック館
中央2-9-15　☎0263-36-3053　24日・25日9:00～18:00、26日9:00～17:30
■鳥乃子
中央3-2-11　☎0263-50-6636　10:30～17:00
■中央民芸ショールーム
中央3-2-12　　☎0263-33-5760　9:30～18:00
■すぐり
中央3-2-13 　☎0263-33-7736　11:00～17:00 
■工芸マエストロ
中央3-2-15　☎0263-33-7895　10:00～18:00
■グレイン・ノート
中央3-5-5　☎0263-32-8850　10:00～18:00
■coto.coto
中央3-4-19　☎0263-34-4111　10:00～17:30 
■群青/ salon as salon
中央3-5-10   1階☎0263-35-1006　2階☎0263-34-1006　10:00～18:00
■OOTE41221
大手4-12-21　☎090-2941-7096　13:00～18:00
■ゲストハウス東家
大手4-5-1   ☎070-1379-8080　14:00～18:00 
■自遊石
中央3-7-20　☎0263-32-5265　10:00～17:00   ※クラフトフェア開催日閉館
■ギャラリー井上
深志2-3-1井上本店6階　☎0263-33-2349　10:00～18:30
■北欧ヴィンテージ食器&デザイン雑貨 Kirsikka
深志3-1-4　☎0263-88-8208　11:00～19:00 
■ink stain / gallery NiB
中央3-1-25   ☎0263-30-8529　12:00～19:00
■器と絵 雨海商店
中央3-7-30 石窯パンハル店内   ☎090-4830-1073　12:00～17:00
■栞日sioribi
深志3-7-8　☎ 0263-50-5967　7:00～20:00  
■藍のかおり工房
庄内2-5-1　☎090-4715-1250　10:00～18:00
■ギャラリー石榴
筑摩2-17-10　☎0263-27-5396　10:30～18:00
■日本ラジオ博物館
筑摩3-10-1　☎0263-27-2535　12:00～16:00（最終入館15:45）
■大場漆部　おおばうるしべ
岡田下岡田178-18　☎0263-46-5716　10:00～17:00
■手仕事扱い処　ゆこもり
浅間温泉3-11-4　☎0263-46-2066  10:00～18:00
■Gallery＆CAFE 憩の森
城山11-17　☎0263-38-7660  10:00～17:00
■日本浮世絵博物館
島立2206-1　☎0263-47-4440　(休館中)

■松本市美術館
中央4-2-22　☎0263-39-7400　9:00～17:00（入場は閉館の30分前まで）
■松本民芸館
里山辺1313-1  ☎0263-33-1569　9:00～17:00（入館は16:30まで）
■松本市はかり資料館
中央3-4-21   ☎0263-36-1191　9:00～17:00（入館は16:30まで）
■松本市時計博物館
中央1-21-15  ☎0263-36-0969　9:00～17:00（入館は16:30まで）



正行寺

恵光院

善昌寺

妙勝寺大松寺

あがたの森公園
重文・旧制松本高校

東部交番

信毎メディアガーデン

工芸の五月企画開催場所
工芸の五月参加ギャラリー・店舗
※「・・・」は開催中の企画名

工芸の五月以外の企画
湧水・井戸
駐車場
公衆トイレ

工芸の五月HPリンク→

HELLO CYCLING STATION

地図凡例

「Enkel 大塚陽二 花器と片口展」

「三谷龍二展」

「道具の美卋」

「第5回書物とアート「書物と道具」」※29日のみ

「イイダ傘店 新緑の傘展」

「松本手まり時計まつり」

「山本拓也うつわ展」
「かさましこ展」

「mature ha. POP UP」

「齊藤寛達 漆芸展」

「CALICO: the ART of INDIAN 
    VILLAGE FABRICS 2022夏」

「村松学 吹きガラス展」

「子ども椅子展」

「三代澤本寿型絵染め展」

「工芸の庭」

「ちょこっとほろ酔い工芸」

「中町と民芸」
「手仕事の会」

「吉岡萬理展」

「vent de moe 2022
 summer exhibition
 私たちの夏は軽やかに逃げ
 去った、美しいものの中に.」

「佐々木康弘 個展」「『山響屋』の郷土玩具展」

「ビューロー
 芸術ワークショップまちなかゼミ」

「井戸端プリント」

「クラフトスクエア」

「クラフトスクエア」

「よみがえる正倉院宝物
 －再現模造にみる天平の技－」

「アラクネー 
 松本に伝わる
 古い織物の物語」

「子ども椅子とちいさいいきもの展」

「第4回 篠田明子作陶展 安曇野の四季」

「本町マルシェ」

「六九工藝祭」

「トラバイユスツール展」

↓藍のかおり工房
　　歩いて10分、薄川を渡ってすぐです。

浅間温泉　約３ｋｍ↑
手仕事扱い処ゆこもり
「長谷川正治陶展Ⅷ
  『使ううつわと飾るウツワ』」

↓ギャラリー石榴
　「3人展 植物譚」
　歩いて10分、中林神社の南です。

日本ラジオ博物館
「ラジオのはじまり」
　筑摩にあります。
　　　　　↓

松本民芸館→
「ガラスの美」
「緑陰「用の美」市」
バス美ヶ原温泉線で
民芸館下車徒歩1分
自転車で2ｋｍありません。
フェア会場から歩いて30分

↑大場漆部「火鉢（ひばち）再考」
　漆作家の工房兼ギャラリーです。
　車で5分、岡田にあります。

城山公園の南
Gallery＆CAFE 憩の森
「彩りの粒子展」
電動自転車だと楽々いけます。

「蔵フトセレクション2022」

←

クラフトフェア開催日は閉館
クラフトフェア会場にて

松本駅方面
信大横田循環線乗り場

松本駅方面
タウンスニーカー乗り場松本駅方面

並柳団地線乗り場

合同庁舎行きシャトルバスは
駅西側、アルプス口発です。
概ね30分間隔の運行です。
28・29日両日最終便は18:00発

器と工芸  なかつか

Gallery MIYOSAWA

時計博物館

前田木藝工房m4Gallery

Mウイング周辺

六九町周辺

中町・蔵シック館

中央民芸
ショールーム

工芸マエストロ
グレイン・ノート

手仕事商會  すぐり

はかり資料館

1F群青 2F salon as salon

ギャルリ灰月

Kirsikka

器と絵  雨海商店ink Stain gallery NiB

MARKT+

鳥乃子

松本城大手門桝形跡広場

開運堂
大手門ショップ

開運堂本店

coto.coto

ギャラリー井上

こども創作館

「クラフトフェアまつもと」

入口

三代澤酒店

イオンモール松本
空庭やまびこ広場

イオンモール松本
晴庭 きらめきコート

1705年築の鐘楼

時をモチーフにしたクラフト作品購入できます

秀峰学校前発
10:09・39 
11:09・43
12h～18h台 毎時13分・43分

今年はバスの本数が少ないので
駅まで歩いた方が早いかもしれません。
普通に歩いて20分、ゆっくり歩いて30分。

秀峰学校前発
11:42・14:42・16:43

秀峰学校前発
9h～18h台 毎時
15分・35分・55分 

昭和2年に開業した旧松岡医院の洋館。
いまは建築設計の事務所として
使われています。

そこかしこに湧き水やきれいな水路のある辺り。
携帯忘れても水筒は忘れるな

日ノ出町。明治23年に片倉家がこの地に製糸工場を開設
日の出の勢いで発展する片倉にあやかり
命名されたともいわれる。

裏町は明治15年に公に認められた
信州最古の花柳界だったところ。
花街、歓楽街と昔は賑やか
スズキメソード発祥の地でもあります。

かつて善光寺街道
だった東町。
いまでも蔵が
たくさん残っていますレトロな町並みを

大切にしている上土町。
古い建物を再生して
いるお店も多い

小柳町・緑町界隈
老舗、ニューカマー
飲食店いろいろ

高砂通り。超絶な自転車屋、
うなぎ　珈琲屋、洋服屋などなど

猫に出会う確率の
高い界隈であります

松本で一番ディープな
飲み屋街かも。
イチゲンで入れたら
ちょっと自慢？

今町通り
こちらもレトロな町並み、そしてオシャレなお店が多い

外堀復元計画進行中

この辺りはいわゆる
飲み屋街です。
安いの高いの
健全なの不健全なの
オシャレなの渋いの
各種揃っています

深志神社へ続く天神小路。
かつては裏町に並ぶ
花街だったそうで
古い建物からは白粉の香りが
漂ってきそうな感じです。
新しいレストランも

芸術館脇の路地
夜は小さな灯りが
ついて妖しい感じが
すてきです

人ひとりがやっと
通れるほどの細い路地が
続きます

はい、国宝天守です。
真正面もいいけれど
民家の屋根越しにふと見えるのを
発見すると得した気分になるのはなぜ

ナワテ横町
細い路地をどこまでも行ってみるべし

清水橋たもとの
すてきなY字路

工芸の五月人気まち歩きツアーの動画版。
建築家や都市計画家による
詳しくディープな松本のまち案内です。

建築家と巡る城下町みずのタイムトラベル動画版

松本城天守の1/20スケール

職人街だった通り。
今でもノコギリの
目立て屋さんがあります。

源池編・城下町編・城内編

↑ここから北に歩いて5分
　もう一つの国宝・旧開智学校

松本を代表する景色の天守と北アルプスは、松本
市民の想いと東大大谷研究室が昭和48年に作成
した景観保護レポートにより守られることに

横田信大循環線
松本バスターミナル発
8時台～16時台
毎時25分・55分

クラフトフェア会場方向バス
並柳団地線
9:05・11：05
14：05・15：05 

タウンスニーカー東コース
松本駅発
8:40 ・ 9時～16時台毎時0分、20分、40分発

クラフトフェア会場方向バス

今年はバスの本数が少ないので
あがたの森まで歩いた方が早いかもしれません。
普通に歩いて20分、ゆっくり歩いて30分。

2022-5/28・29開催の企画を中心とした案内ですが、
28・29日前後の日にやっている企画展も多数あります。
詳しくは工芸の五月HPをご覧下さい。

2022-5/28・29




