


2001年「世界陶磁器エキスポ2001京畿道」の開催から韓国陶

磁文化の新たな歴史と価値を生み出している韓国陶磁財団は、陶

磁産業の革新化、陶磁文化の大衆化、韓国伝統陶磁の継承・発

展、韓国陶磁文化のグローバル化に向けたさまざまな事業を開

発・推進しています。

主要施設である陶磁専門の公共美術館・博物館の地域的限界や財

政的困難を乗り越えるために、利川・広州・驪州の主要拠点を観

光資源として開発し、陶磁文化の大衆化に向けた新たなきっかけ

をつくってきました。なかでも、約20年間続いてきた「京畿世

界陶磁ビエンナーレ」は、世界の陶磁の求心点としての役割を果

たしています。 

また、オンライン陶磁ビジネスプラットフォームの開発や京畿

工芸創作支援センターの設立、陶磁デザイン保護事業など、陶磁

産業の革新化によって第4次産業革命の時代に陶芸の競争力を高

め、市場を拡大しています。さらに、若手作家の創作・起業支援

事業を展開して陶芸分野の雇用を創出するほか、恵まれない人々

に文化を楽しんでもらう機会を拡大するとともに、全国の人々の

陶磁への関心を高めるイベントを行っています。

韓国陶磁財団は今後も引き続き、私たちの暮らしの中に息づく陶

磁の領域を切り開いていくとともに、多くの人が楽める陶磁文化

を生み出すという役目を果たすために最善を尽くす考えです。

生活に潤いを与える韓国陶磁工芸の中心機関

生活に潤いを与える韓国陶磁工芸の中心機関

Communication 
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Expert
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Activity

活動

ビジョン

中心的価値

ミッション

陶磁産業の革新化 陶磁文化の大衆化 陶磁工芸のグローバル化 陶磁の観光資源化

韓国陶磁財団
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陶磁産業の革新
 Innovation of ceramics industry

融合・革新によって変化する陶磁器
陶磁産業にイノベーションを起こす事業を開発・推進することで、

第4次産業革命の時代における陶芸の競争力向上に努めます。
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01  陶磁産業の革新

オンライン陶磁ビジネス

プラットフォーム

Online Ceramics Business Platform

直販マーケット
(オークション・ショッピング)

コミュニケーション空間
(アゴラ)

情報共有

第4次産業革命の時代の潮流にあわせ、陶芸界の
革新的な変化と支援のために設立された京畿工芸
創作支援センターは、陶磁工芸やガラス工芸、金
属工芸、木工芸といった従来の工芸分野と現代的
なデジタル工芸の融合を進める創作者を支援する
とともに、陶磁の生産-流通-販売-観光の好循環を
通じて京畿の陶磁産業の発展と地域経済の活性化
に貢献することを目指しています。

京畿工芸創作支援センター

Gyeonggi Crafts Center

流通環境の改善やオンライン陶磁ビジネスプラット
フォームの構築・運営によって、陶磁産業の競争力
向上と陶磁市場の拡大を目指します。
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온라인 도자 비즈니스플랫폼 | 경기 공예창작지원센터 | 도자디자인 보호사업

02
도자산업

확산

02

陶磁文化の裾野拡大
Spreading Ceramic Culture

知れば知るほど魅力的な陶磁器
利川世界陶磁センター、京畿陶磁博物館、

驪州世界生活陶磁館など陶磁専門の公共美術館・博物館を拠点に、
京畿世界陶磁ビエンナーレや各種企画展・特別展、海外交流展などを開催しています。

また、人々に陶磁をより身近に感じてもらうための体系的な陶磁教育・体験プログラムを開発したり、
陶磁分かち合いプログラムを運営したりして、陶磁の大衆化のために絶えず努力しています。

陶磁デザイン公知登録および出願登録の代行、盗用被
害に関する法律諮問などを支援する陶磁デザイン保護
事業により、創作環境の整備や公正な経済流通秩序の
確立に努めています。

陶磁デザイン盗用通報センター | 陶磁デザイン公知登録および

出願登録の代行  |  陶磁デザイン保護教育  |  法律諮問団の運営 

陶磁デザイン保護事業

Protecting Ceramic Design

01  陶磁産業の革新

京畿世界陶磁ビエンナーレ   |   陶磁体験教室   |   陶磁文化専門展示   |   出張陶磁文化分かち合いプログラム   |   陶磁文化財の学術調査研究
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京畿世界陶磁ビエンナーレ

Korean International Ceramic Biennale

子どもから大人まで楽しく陶磁を学び、陶芸に挑戦
する体験・教育プログラムを運営しています。
さまざまな方法でオリジナル陶磁器を作り、誰でも
陶磁に親しむことができます。

トヤ教育センター（利川） | Clay Play 体験教室（広州）

陶磁体験教室

Hands-on ceramics class

02  陶磁文化の裾野拡大

2001年から始まった京畿世界陶磁ビエンナーレは地域
内のイベントにとどまらず、現代の陶磁芸術の水準を
示す文化芸術行事として定着しました。
世界の陶芸家が韓国へ、世界の有名陶磁作品が京畿道へ。
2年に1度、奇数年に開催される「京畿世界陶磁ビエン
ナーレ」は、世界約80カ国から陶磁芸術家たちが参加
する陶磁芸術の祭典です。第4次産業革命の時代の文化
トレンドを反映し、陶磁芸術のジャンルの垣根を取り払
い、オンラインへと新たな領域を広げています。これら
の試みによって多くの人々のふれあいを実現し、革新的
な文化芸術行事へと発展しています。
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出張陶磁文化分か

ち合いプログラム

Museum’s outreach program 

to share ceramic culture

普段文化を楽しむ機会が少ない人たちの
ために、文化センターや福祉館、児童セ
ンター、多文化センターなどでイベントを
行う出張プログラムを運営しています。

出張陶磁文化アカデミー | 京畿教育分かち合い事業 

| 地域連携プログラム | 出張土楽教室

陶磁文化財の

学術調査研究

Ceramic Cultural 

Properties Research

広州朝鮮白磁窯址の試掘・発掘や保
存・整備を進めています。文化財の試
掘・発掘調査などによって研究資料を
蓄積し、研究調査の成果を陶芸関係者
や地元住民に公開するなどして、文化
財に対する理解を深めてもらうための
努力をしています。

陶磁文化

専門展示

Exhibition specialized 

in ceramic culture

陶磁専門の美術館・博物館では、
約3000点の財団所蔵品をいかし
た常設展を開催し、陶磁文化を発
信しています。また、伝統から現
代の陶磁までを網羅する画期的な
展示を企画・開催するほか、さま
ざまな特別展やイベントを行って
います。

世界陶磁センター（利川）| 京畿陶磁

博物館（広州）| 世界生活陶磁館（驪州）

03

陶磁市場の開拓
および創作支援

Redefining the Ceramics Market and 
Supporting Creative Activities

京畿陶磁オンラインフェア | 国内外マーケティング支援 | 陶芸情報・研究支援 | 若手作家の創作・起業支援 | 共同展示・マーケティングおよび伝統継承の支援

世界に羽ばたく韓国陶磁器
海外陶磁市場の調査やe-カタログの制作など海外バイヤーの獲得および輸出市場拡大

に向けた取り組みによって世界進出への実質的な足がかりをつくる一方、
京畿陶磁フェアを開催したり、首都圏や大都市といった主要拠点に陶磁器を販売する

売り場を設置したりして国内市場における販路拡大にも努め、
B2B事業の基盤構築のために最善を尽くしています。

02  陶磁文化の裾野拡大
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G-Ceramic Online Fair

生活陶磁器から小物、アクセサリー、陶磁器作品ま
で、京畿道の窯元やメーカー約100社がおしゃれな
陶磁商品を披露する京畿陶磁オンラインフェアを開
催します。これは、韓国内の主なポータルショッピ
ングプラットフォーム内にオンラインストアを開設
してパッケージ商品の販売やイベント、各種プロモ
ーションなどを行うというもので、消費者は手軽に
充実したショッピングを楽しむことができ、窯元や
メーカーは流通環境の多様化による販路開拓が期待
できます。

Supporting sales both at home 

and overseas

韓国最大の陶磁ショッピングモール陶磁販売館（驪州
ドジャセサン）と陶仙堂（利川セラピア）で全国115
の窯元の約630種類の陶磁器を委託販売していて、消
費者はここで好みの陶磁商品を手頃な価格で購入する
ことができます。また、大型百貨店や流通店を活用し
たり、国内外で開かれる工芸関連の博覧会で販売イベ
ントを開催したりすることで、陶磁の需要拡大や販路
開拓を後押ししています。

03  陶磁市場の開拓および創作支援

15

京畿陶磁オン

ラインフェア

国内外マーケティング支援
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Information on Ceramics and Support 
for Research

国内の陶芸家や関連団体を支援する陶芸家登録制を
導入し、データベースを構築しました。また、オンラ
イン・オフラインの陶磁情報センターの運営、陶磁セ
ンサスの実施、陶磁製品の試験分析、陶芸関係者向け
の専門教育など、陶磁技術や品質を向上させるさまざ
まな支援事業を展開しています。

陶芸家登録制 | 陶磁万巻堂（図書館）| 陶磁情報ポータルの運営 | 

陶磁センサス | 陶磁製品試験分析の支援 | 陶芸関係者向け専門教育

KOREA 
CERAMIC FOUNDATION

___

若手作家の創作・起業支援

Supporting creative works and start-ups of 
young artists

陶磁や関連ジャンルの若手作家の起業・創作を支援すること
で、新進作家の育成や仕事・雇用の創出を図っています。その
ほか、地元の人々とふれ合う多様なプログラムを開催し、陶磁
文化芸術の発展を目指しています。

伝統工芸院（広州）|  京畿若者陶芸工房づくり事業

03  陶磁市場の開拓および創作支援

陶芸情報・研究支援
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 marketing of exhibitions and sup-
porting inheritance of tradition

国内外の陶芸分野の展示・学術・交流行事を支援
するほか、無料で展示スペースを貸し出したり伝
統窯で焼成できるように支援したりすることで、
陶芸家の創作活動や交流を拡大させ、陶磁文化産
業の活性化に貢献しています。

共同展示・マーケティング支援 | 展示館貸館 | 伝統窯焼成支援

03  陶磁市場の開拓および創作支援

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

05. 12 - 11. 29   举世界生活陶磁館特別展「色をつくる」開催

04. 24             「陶芸人共生特例保証」融資事業について京畿信用保証財団とMOU締結

12. 05 - 12. 08    2019京畿陶磁フェア開催

11. 08             京畿工芸創作支援センター開館

10. 08 - 10. 22    2019景徳鎮国際陶磁博覧会「韓国館」出展

11. 08 - 11. 11    2018京畿陶磁フェア開催

06. 26 - 06. 30   駐韓中国文化院「紫砂の温度」開催

11. 09 - 11. 12    2017京畿陶磁フェア開催

04. 22 - 05. 28    2017京畿世界陶磁ビエンナーレ開催

09. 02 - 09. 04   アルジッラ・イタリア2016「韓国陶磁器の色と形」展開催

06. 16 - 06. 19    2016京畿陶磁フェア開催

10. 18 - 10. 22  2015景徳鎮国際陶磁博覧会出展

04. 24 - 05. 31   2015京畿世界陶磁ビエンナーレ開催

10. 21 - 11. 07   中国景徳鎮韓中陶磁芸術交流展開催

09. 28 - 11. 17       2013京畿世界陶磁ビエンナーレ開催

05. 10            昆池岩陶磁公園オープン

04. 09 - 07. 07   エリック・カール韓国特別展開催

11. 16 - 12. 15   中国龍泉韓中陶磁芸術交流展開催

09. 24 - 11. 22   2011京畿世界陶磁ビエンナーレ開催

09. 23 / 05. 02   利川セラピア オープン/驪州ドジャセサン オープン

11. 18 - 11. 22   2010中国北京国際文化創意産業博覧会参加

09. 12 - 09. 19   2010フランスIAC総会招待展-韓国現代陶磁特別展開催

04. 25 - 05. 24 2009京畿世界陶磁ビエンナーレ開催

04. 25 - 05. 05  2008京畿国際陶磁フェア開催

11. 14 - 11. 18   第4回トヤテーブルウェアフェスティバル開催

04. 28 - 06. 24  2007京畿世界陶磁ビエンナーレ開催

09. 28 - 10. 02  第3回トヤテーブルウェアフェスティバル開催

09. 26 - 12. 31   韓国・台湾・日本共同企画展-アジア陶磁交流展開催

09. 06 - 09. 10      第2回トヤテーブルウェアフェスティバル開催

04. 23 - 06. 19   2005京畿世界陶磁ビエンナーレ開催

01. 01               専門芸術法人に指定

09. 14 - 09. 19   第1回トヤテーブルウェアフェスティバル開催

08. 26 - 08. 30  2004 IAC韓国総会開催

07. 01 - 08. 21    第1回美しい韓国陶磁器公募展開催

09. 01 - 10. 30   2003京畿世界陶磁ビエンナーレ開催

03. 14               京畿陶磁博物館・驪州世界生活陶磁館開館

03. 13               利川世界陶磁センター開館

08. 10 - 10. 28   2001京畿世界陶磁ビエンナーレ（世界陶磁器エキスポ2001京畿道）開催

沿革

19

共同展示・マーケティング

および伝統継承の支援
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世界的な陶磁芸術の展示・体験・交流

利川セラピア 

Icheon Cerapia

セラピア（Cerapia）は、陶磁（Ceramics）で作られた
ユートピア（Utopia）という意味をもつテーマパークで
す。2019年5月、世界陶磁センター国際交流広場の完成によ
り、世界的な陶芸作家たちが交流する本格的なハブ機能を備
え、利川の新たなランドマークとしてリニューアルオープン
しました。
セラピアの中心となる利川世界陶磁センターは約2000点に
のぼる世界の現代陶磁作品を所蔵し、さまざまな企画展や
特別展を開いて世界各国の陶磁芸術作品を紹介しています。
このほか、陶磁アートショップ「陶仙堂」、陶磁の風鈴で作
られた「ソリナム(音の木)」など、至るところで陶磁に触れ
ることができます。

自然と伝統が共存する、陶磁をテーマにした庭園

昆池岩陶磁公園
Gonjiam Ceramic Park

昆池岩陶磁公園は、朝鮮時代に王室用の白磁を生産した京畿道広州に
位置しています。44万㎡の敷地の中に京畿陶磁博物館やスペイン彫
刻公園、エキスポ彫刻公園、三里旧石器遺跡があり、芸術や文化、歴
史の現場となっています。なかでも、京畿陶磁博物館は、韓国陶磁器
の始まりから近代、現代の陶磁にいたるまでの遺物や作品を展示して
いて、韓国陶磁の歴史を一目で確認できます。そのほか、モザイク
庭園、伝統工芸院、陶磁体験教室、野外公演場、陶磁ショッピング
モール、ギャラリーカフェなど体験施設や利便施設を備え、複合文
化空間として親しまれています。 さらに、2019年に始まった観光資
源化プロジェクトの一環で、自然や環境を生かして陶磁の廃材で散策
路、ピクニックガーデン、ベンチなどをつくり、自然の中でくつろげ
る憩いの空間を設けました。また、セラミックフラワーガーデンもあ
り、造園、照明などを活用して魅力的な観光資源として整備し、陶磁
をテーマにした庭園として注目されています。

KOREA 
CERAMIC FOUNDATION

___
04  陶磁をテーマにした観光
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トレンドをリードする陶磁工芸の拠点

驪州ドジャセサン

Yeoju Dojasesang

驪州ドジャセサンは、生活陶磁専門美術館「世界生活陶磁館」のほか、
アートショップ、リビングショップ、ギャラリーショップ、ブランドシ
ョップの4つの売場から成る韓国最大規模の陶磁ショッピングモールが
あります。商品の特性や消費者の好みを反映し、生活陶磁の流通のハブ
機能を担っています。
また、江辺公園、神勒寺、明成皇后生家、英陵などの有名な観光地と
も隣接しており、見て、買って、作って、憩い、楽しむことができる
生活陶磁専門の複合文化空間です。
2019年11月には、遊休空間を京畿工芸創作支援センターとして整備
し、陶磁やガラス、金属、木工、デジタル工芸の融合に取り組むアー
ティストのための革新プラットフォームとなっています。

交通アクセス

利川セラピア（世界陶磁センター）京畿道利川市京忠大路2697番キル263 Tel. 031-631-6501

空港バス  |   仁川（金浦）空港 → 利川ターミナル → 市内バス（8, 10番） →  雪峯公園停留所下車

自家用車  |   中部高速道路（西利川IC） → 3番国道（利川・長湖院方面）

高速バス  |   東ソウルターミナル（高速ターミナル） →  利川ターミナル → 市内バス → 雪峯公園停留所下車

市外バス  |   蚕室広域乗換センター（石村・松坡・長旨駅） →  利川ターミナル（利川駅） →  市内バス →  雪峯公園停留所下車

地 下 鉄  |   京江線（利川駅） → 市内バス（8番） → 雪峯公園停留所下車

昆池岩陶磁公園（京畿陶磁博物館）京畿道広州市昆池岩邑京忠大路727 Tel. 031-799-1500

空港バス  |   仁川（金浦）空港 → 広州ターミナル → 市内バス（300, 114, 1113-1番） →  昆池岩陶磁公園停留所下車

自家用車  |   中部高速道路（昆池岩IC） →  3番国道（利川方面）

高速バス   |   東ソウルターミナル（座席バス 1113-1） → 昆池岩陶磁公園停留所下車

地 下 鉄  |   京江線（昆池岩駅） → 市内バス（300, 114, 1113-1番） → 昆池岩陶磁公園停留所 下車

驪州ドジャセサン（世界生活陶磁館）京畿道驪州市神勒寺キル7（神勒寺観光団地内）Tel. 031-884-8644

空港バス  |   仁川（金浦）空港 → 驪州ターミナル → 市内バス（1-42番） →  神勒寺停留所下車

自家用車 |   嶺東高速道路（驪州IC） → 37番国道（利川・驪州方面）

高速バス  |   ソウル高速バスターミナル → 驪州ターミナル → 市内バス → 神勒寺停留所下車

地 下 鉄  |   京江線（驪州駅） → 市内バス（995, 922, 983-1, 911-1, 993番） → 神勒寺停留所下車
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地下鉄で行く楽しい陶磁の旅~!
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すべての道はセラミックスに通ず!
All Roads Lead to Ceramics

京畿道利川市京忠大路2697番キル263 TEL. +82-31-631-6501  www.kocef.org | www.kicb.co.kr


