石川県産業観光ガイドブック

石川の産業観光
受入企業・施設

215

社

一挙に紹介します

石川県は江戸時代、加賀藩前田家に治められ、
百万石の大藩として栄えました。
加賀藩は学問、芸能、工芸などを奨励したことにより、
多くの伝統文化が興隆し、今も受け継がれています。
四季の変化に富む北陸の風土は
豊かな食の数々を育んできました。
また、高い技術力をもつモノづくり企業、

石川の産業観光
受入企業・施設

I S H I K A W A

K E N B U N G A K U

いし か わを見 て 、聞 いて 、学 ぶ 。

215

特定分野で高いシェアを誇る
ニッチトップ企業も数多くあります。

社

石川県には産業観光の見どころが満載です。

一挙に紹介します

そんな石川県をすみからすみまで「見聞学」。
光
産業観
の
ススメ

産業観光とは、工房や工場など、ものづくりの現場を訪れて地域の人々や生産に携わる人々とふれあいながら、
「見学・体験」する旅行スタイルです。

産業観光受入企業・施設一覧

金 沢

金沢城址

㈱池田大佛堂

金沢市安江町5-7

TEL.076-222-5550

金沢仏壇の製造工程の一部（塗り）
を見学することが可能

要

■受入人数：1〜10名程度（要予約）
■見学料金：無料 ■開館：10：00〜17：00
■休館日：火曜日、年末年始

2

県内の伝統的工芸品36業種を展示。工芸体験も充実

体

■入館料金：65才以上200円、18才以上260円、17才以下100円（団体割引有、
6歳以下無料） ■開館：9：00〜17：00（入館は16：45まで）
■休館日：第3木曜日
（12〜3月は祝日以外の木曜日全て）
・年末年始

3

TEL.076-223-8989

金箔をさわって、食べて、
プチエステも楽しめる体験処
■受入人数：体験1〜42名（要予約）
■体験料金：600円〜（体験プログラムによって異なる）
■開館：9：30〜18：00 ■休館日：水曜日、年末年始

4

TEL.076-231-5421

県指定伝統的工芸品（桐工芸）
工芸品の販売のほか、古い工房を見学できます
■受入人数：1〜6名まで
■開館：10：00〜18：30

5

■見学料金：無料
■開館：10：00〜18：00
■休館日：月曜日
（祝日の場合は翌日）、年末年始（12/29〜翌1/1）

13 金沢市立安江金箔工芸館

金沢市東山1-3-10

TEL.076-251-8950

金箔の製造工程と道具類、ならびに美術工芸品を展示

■受入人数：見学1〜100名 ■見学料金：一般300円、団体（20名以上）
250円、65才以上200円、高校生以下無料
■開館：9：30〜17：00（入館は16：30まで）
■休館日：年末年始（12/29〜翌1/3）、展示入替期間

■受入人数：1〜30名 ■入館料金：大人500円、小・中学生300円
■開館：9：00〜17：00 ■休館日：木曜日

1

要

希少伝統工芸品（加賀象嵌、加賀水引等）
を展示・販売

TEL.076-252-0887

14 箔一体験処 かなざわ 美かざり あさの店

加賀友禅工房 長町友禅館

■受入人数：見学30名、体験10〜20名（要確認）
■料金：見学350円、体験1,000〜4,000円（要確認）
■開館：9：30〜17：00 ■休館日：火・水曜日、冬季（12〜2月）
※団体予約の場合は冬季でもご予約いただけます。

TEL.076-231-5875

旅の記念に、2時間だけ友禅作家になってみませんか？

金沢市広坂1-2-25（金沢能楽美術館内）TEL.076-265-3320

お茶屋美術館

加賀友禅の着物や工程等を展示し、体験プログラムを用意

■受入人数：見学1〜12名、体験1〜6名
■入館料金：大人300円、高校生以下無料、投扇興体験500円
■開館：10：00〜18：00
■休館日：水曜日、年末年始、
月に一度展示入替期間

要
体

12 金沢・クラフト広坂

TEL.076-221-2397

TEL.076-264-2811

TEL.076-261-9188

花嫁のれん等、江戸〜昭和の加賀に伝わる染織品を展示

体
■受入人数：体験1〜10名
■体験料金：5,000円〜7,000円
■開館：10：00〜19：00、19：00〜21：00（予約体験可）
■休館日：水曜日、年末年始
詳しくは 絹正彩色体験 検 索

江戸時代のお茶屋の建物内に髪飾り、加賀蒔絵等の
道具類を展示

7

■受入人数：1〜30名（要相談）
■料金：見学・体験のセット
手描き友禅体験10,000円〜（所要時間約2時間）
■休館日：不定休（要確認）

要
体

11 加賀友禅 本格彩色体験 絹正

■入館料金：一般（高校生以上）700円、小・中学生500円
■開館：9：00〜17：00 ■休館日：年中無休（但し、展示入替期間のみ休館）

金沢市長町2-6-16

TEL.076-221-3365

加賀友禅の作品と制作現場の見学、友禅制作体験ができる

金沢市田井町10-22

350年以上続く大樋焼
歴代作品と茶道文化にふれる美術館

6

要
体

加賀友禅 毎田染画工芸

金沢市本多町3-9-19

要

■見学料金：無料（要予約）
■休館日：火曜日

金沢市東山1丁目13番7号

■受入人数：見学1〜100名、体験要問合せ
■料金：見学（大人310円、小人210円［団体割引有り］）、体験要確認
■開館：9：00〜17：00 ■休館日：水曜日
（祝日は営業）、年末年始

金沢市竪町34番地

大樋美術館・十一代大樋長左衛門窯

金沢市橋場町2-17

TEL.076-224-5511

加賀友禅の展示、小物の販売や実演見学、各種体験あり

要
体

岩本清商店

金沢市瓢箪町3-2

加賀友禅会館

10 加賀お国染ミュージアム ／ 加賀友禅の店 ゑり華

今井金箔 本店

金沢市幸町7-3

8

金沢市小将町8-8

9

石川県立伝統産業工芸館

金沢市兼六町1-1
（兼六園・小立野口となり）TEL.076-262-2020

伝統的工芸品

伝統的工芸品

1

K anazaw a A r ea

要
体

金沢市東山1-8-3
（ひがし茶屋街）
「かなざわ美かざりあさの」2階
TEL.076-251-8911

金沢らしいベンガラ色の空間で伝統工芸体験ができる
■受入人数：体験1〜30名（要予約） ■体験料金：500円〜
■開館：10：00〜16：00（体験受付15：00まで）
■休館日：火曜日

要
体

要

金箔製造工程が見学でき、直接職人さんと話ができる
■受入人数：体験1〜50名/回（日曜日・祝日 1〜30名/回）
■料金：見学無料、体験600円〜（要予約）
■開館：9：00〜18：00 ■休館日：無休

要
体

金沢の老舗金箔メーカー直営店で金箔貼り体験ができる

■受入人数：体験1〜40名 ■体験料金：950円〜
■開館：9：00〜17：00（体験予約は16：00まで）
■休館日：年末年始（12/30〜翌1/4）

TEL.076-253-9080

金沢の老舗呉服店が厳選した加賀友禅体験をご提案

20 ㈱心結

TEL.076-221-7799

着物が似合う街「金沢」
で気軽に着物体験してみませんか？

■受入人数：体験1〜6名 ■体験料金：540円〜
■開館：10：00〜17：00
■休館日：月・日曜日、祝日、お盆、年末年始

金沢市東山1-13-18

お箏を弾いたことのない方に
「さくら」
を手ほどき
■受入人数：3名まで ■体験料金：500円/人
■開館：10：00〜18：00（事前予約が必要）
■休館日：日曜日

体

金沢市広坂1丁目2-33

■受入人数：見学上限なし ■見学料金：無料
■開館：9：30〜18：00（冬季は17：30まで）
■休館日：無休

31 北山堂

■受入人数：見学1〜15名
■開館：9：30〜18：30
■休館日：月曜日

石川県内外の漆器を揃え、蒔絵体験ができる

■受入人数：体験1〜10名（要予約） ■体験料金：3,000円（税別）
■開館：10：00〜19：00
■休館日：水曜日
（8月は無休）、年末年始（12/31〜翌1/2）

TEL.076-252-3703

三味線作りの工程を展示し、三味線を弾くことができる

■受入人数：体験1〜8名 ■体験料金：500円（抹茶・干菓子付）
■開館：10：00〜16：00
■休館日：第2・4土曜日、
日曜日、祝日、年末年始

要
体

24 宗桂会館

（火曜13：00〜、7日前までに要予約）■料金：見学無料、体験1,500円
■開館：10：00〜16：00 ■休館日：無休

■受入人数：体験1〜10名 ■体験料金：2,000円〜
■開館：9：30〜17：30 ■休館日：火曜日

■開館：9：00〜18：00
■休館日：火曜日

26 箔一本店 箔巧館

TEL.076-240-8911

金箔の歴史や製造工程の見学ができ、箔貼り体験教室もある
■受入人数：体験1〜70名 ■料金：見学無料、体験500円〜
■開館：9：00〜18：00（体験受付16：00まで）
■休館日：元日

33 木考房遊・㈱石森木工

金沢市増泉5丁目7-5

TEL.076-243-2333

鉋削やオリジナル組子コースター作りの体験、出前講座も可能
■受入人数：体験1〜40名（要予約）
■体験料金：1,000円〜（コースあり） ■開館：8：00〜16：00
■休館日：GW、お盆、年末年始、不定休（予約にて随時開）

34 あめの俵屋

金沢市小橋町2番4号

TEL.076-252-2079

「じろあめ」をツボ型の容器に竹の箸で詰める体験ができる

■受入人数：見学1〜10名、体験1〜5名
■料金：見学無料、体験（平日・前日までに要予約）1,500円
■開館：9：00〜18：00（冬期は17：30終了あり、
日曜日は17：00まで）
■休館日：年末年始

河北郡津幡町清水イ122

要
体

要
体

TEL.076-289-2028

米は自社独自の酒米、水は軟水と硬水使用のこだわりの蔵

■受入人数：1〜60名
■見学料金：無料
■開館：9：00〜17：00

■休館日：日曜日

金沢市大樋町8-32

TEL.076-252-7077

1日3回見学を行っており、お酒の試飲もできる

要

■受入人数：要問合せ（要予約）
■見学料金：500円
■見学時間：①10：30〜 ②13：30〜 ③15：00〜
■休館日：日曜日
（連休の場合は月曜日）、年始（1/1〜3）

37 SAKE SHOP 福光屋 金沢店

TEL.076-232-1818

要
加賀八幡起上り絵付け体験ができる
■受入人数：体験1〜 4名（要予約）■体験料金：648円〜
（材料費込）体

金沢市森戸2-1-1

要
体

36 酒蔵見学 やちや酒造

要
加賀象嵌の名工 山川孝次の作品や日機装㈱の主な製品を展示
■受入人数：見学20名程度要問合せ、象嵌キーホルダー作り体験3名 体

25 ㈱中島めんや

TEL.076-231-6371

35 ㈱久世酒造店

要
体

金沢市北陽台3-1
（日機装㈱敷地内） TEL.076-257-4277

金沢市尾張町2丁目3番12号

■見学料金：無料

加賀毛針と創業時の縫針の販売、
アクセサリーづくり体験有り

要
体

23 三味線の福嶋

金沢市東山1-1-8

要

32 ㈱目細八郎兵衛商店

金沢市安江町11-35

地域特産品

TEL.076-263-8121

TEL.076-231-5288

九谷焼製品の見学をすることができる

体

22 漆器の能作

金沢市広坂1-1-60

TEL.076-251-8930

外壁を純金プラチナ箔で仕上げた「黄金の蔵」は必見

21 琴三絃 野田屋

TEL.076-221-2870

要
体

30 箔座ひかり藏

要
体

■受入人数：1〜40名（プランによって変わります）
■体験料金：①金沢観光着物プラン 着物により5,400円〜
②着物de和文化体験プラン各10,800円（着物レンタル含む）
③観光地ロケーション 撮影付きプラン13,176円〜（着物レンタル・ヘアセット含む）
■開館：10：00〜18：00 ■休館日：火曜日
（その他不定休あり）

金沢市本町1-8-9

■見学料金：無料

箔のお稽古（箔押体験）ができる

■受入人数：お一人〜大人数も対応可
■体験料金：加賀友禅着物レンタル1時間5,000円〜、延長30分から500円
■開館：10：00〜18：00
■休館日：水曜日
（祝日は営業）

金沢市本町1-3-39

TEL.076-251-8941

能登エリア

19 久連波

金沢市東山1丁目24-3

要
体

29 箔座稽古処

18 九谷焼陶房 長寿

■受入人数：体験40名 ■体験料金：1,250円（税別）〜
■開館：10：00〜18：00 要予約（受付16：30まで）
■休館日：不定休

■受入人数：見学上限なし ■見学料金：無料
■開館：9：00〜18：00 ■休館日：無休

金沢市東山1-13-18（箔座ひかり藏内）TEL.076-252-3641

■体験料金：1,300〜4,320円（約15種、送料別）
■開館：9：00〜17：00（入館は16：00まで）、年末年始（12/30・31、翌1/2〜5）
10：30〜15：30 ■休館日：元日、第3週木曜日

常時絵付け体験実施（要予約）

工芸品から食品、
コスメ、
ソフトまで金箔商品を取り揃え

■受入人数：見学1〜100名
■開館：9：00〜18：00
■休館日：無休

要
伝統工芸九谷焼の工房見学と購入、絵付体験を行うことができる
体
■受入人数：体験1〜30名
（5名以上は要予約）

TEL.076-221-1822

27 箔一 東山店

黄金の茶室を常時公開、金箔の製造工程も見学できる

TEL.076-241-0902

金沢市香林坊2-4-5

産業遺産（P11・12参照）

金沢市東山1-15-4
（ひがし茶屋街） TEL.076-253-0891

金沢市森山1丁目30番4号

要
体

17 九谷光仙窯

金沢市野町5-3-3

産

加賀・白山エリア

TEL.076-231-1566

体験プログラム有り

28 金沢伝統箔を伝承する 箔座本店

16 金箔貼り体験 かなざわカタニ

金沢市下新町6-33

体

金沢エリア

TEL.076-251-6777

伝統的工芸品

伝統的工芸品

15 金銀箔工芸さくだ（本店）

金沢市東山1-3-27

要予約

金沢市石引2丁目8-3 TEL（
. SHO P ）076-223-1117、
（ 本社 ）076-223-1161

純米造りのお酒の蔵元見学可能（要予約）

要

■受入人数：見学1〜10名（団体の場合は応相談）
見学内容の詳細はHPまたはお電話でご確認ください。
■見学料金：Ⓐ蔵内コース500円 Ⓑお気軽コース無料
■開館：10：00〜19：00 ■休館日：年末年始

38 ㈱四十萬谷本舗

要
体

金沢市弥生1-17-28 TEL（
. フリーダイヤル）
0120-41-4173

かぶら寿しの漬込み体験の後、持ち帰りができる

■受入人数：体験5〜20名まで（要予約）
（21名以上応相談）
■体験料金：3,500円（税別）
（11月、1〜3月） ■開館：9：00〜18：00
■休館日：第一日曜日
（月1回）、12月は無休

※料金は基本的に税込価格です。記載内容は予告なく変更することがございます。ご了承ください。

要
体

2

産業観光受入企業・施設一覧
TEL.076-240-0010

「柴舟」の製造工程の見学

要

■受入人数：10〜30名 ■料金：見学無料
■開館：9：00〜16：00
■製造部門休館日：日曜日、
月2回平日、年始（1/1・2）

車 両・機 械・電 子 等

地域特産品

39 ㈱柴舟小出

金沢市いなほ2-8

TEL.076-258-5545

佃煮の製造工程の見学、佃煮づくり体験

金沢市大豆田本町甲58番地

TEL.076-268-1113

要

金沢市野町5丁目18番18号

生産ラインの見学、旧醸造蔵でのテイスティングなど

■受入人数：見学10名まで（見学希望日の前週木曜日までに予約）
■見学料金：無料 ■開館：①9：30 ②10：00 ③10：30
■休館日：第2・4週水曜日以外

53 津田駒工業㈱

小・中学校を対象に和菓子作り体験をしている

■受入人数：見学要問合せ ■料金：見学無料、体験600円〜
■開館：7：30〜19：00
■休館日：水・土・日曜日、祝日

（所要時間約15分） ■見学料金：無料
■休館日：土・日曜日、祝日、弊社休日

54 戸上工業㈱

金沢市桂町イ36-3

要
体

TEL.076-248-0760

農作業場（ミニライスセンター）
を見学可能

44 ㈱ホクチン

TEL.076-237-6000

おつまみ珍味のパック作業や惣菜の一貫した製造工程を
見学可能
■受入人数：見学要問合せ
■休館日：日曜日、祝日

55 長野ポンプ㈱

金沢市高柳町12の47番地（高柳工場）TEL.本社076-253-3656

要

消防ポンプ自動車製造見学可能

56 ㈱ニシムラジグ

金沢市北安江4-11-32

要
要

■受入人数：5名以内（要予約） ■見学料金：無料
■開館：13：00〜17：00
■休館日：土・日曜日

■料金：入館・工場見学無料、手焼き煎餅体験270円
■開館：10：00〜18：00（手焼き煎餅体験受付17：30まで）
■休館日：年末年始

健 康・医 療・美 容

TEL.076-243-7155

貴重な菓子木型千数百点を展示
別スペースにて落雁手作り体験も可能

TEL.076-253-0887

木型を使って落雁の手作りを体験していただけます

■受入人数：体験2〜20名
■料金：税込1,296円（本体1,200円）
■時間：1回目10：00〜、2回目14：00〜、所要時間約40分（要予約）
■休館日：1月1日・2日

48 もろみ蔵

金沢市大野町2丁目39番地

TEL.076-267-6638

大正13年建築の工場見学と大野町の歴史等を解説

要
体

要

■受入人数：2〜30名（要予約） ■見学料金：無料
■開館：11：00〜18：00（土曜、
日曜は10：00より）
■休館日：水曜日、年末年始

要
糀に触れて楽しめる体験プログラム
（糀の手湯等）があります
体
■受入人数：ガイド付糀ツアー（土・日・祝1日4回、平日2回、20分）

定員20名、体験5〜15名（要確認）
■料金：糀蔵ツアー・無料、他体験は要予約・有料
■開館：10：00〜17：00 ■休館日：水曜日、年末年始（詳細はホームページ参照）

車両・機械・電子等

3

50 ㈱アイ・オー・データ機器

TEL.076-260-3377

当社が手がけたミニコン・マイコン・最初期のパソコン
周辺機器を展示
■受入人数：要問合せ ■見学料金：無料
■休館日：土・日曜、祝日

要
体

要

■受入人数：見学要問合せ
■見学料金：無料 ■休館日：土・日曜日、祝日

59 近江町市場

金沢市上近江町50

TEL.076-231-1462

約180余店舗、
あらゆるものが売り買いされる市場の見学可能
■見学料金：無料
■開館：9：00〜17：00（店舗により異なる）
■休館日：年始（店舗により水・日・祝日定休）

60 石川県観光物産館

金沢市兼六町2-20

TEL.076-222-7788

和菓子・ガラス・起上がり・金箔・太鼓・抹茶の6つの体験が
できます。WEBでも予約できます

要
体

61 金沢トラックターミナル

TEL.076-268-5289
（コージパーク）

金沢市桜田町三丁目10番地

TEL.076-237-3104

要
産

■受入人数：和菓子手づくり体験1〜144名（要問合せ）
■体験料金：1,230〜2,100円（要確認） ■開館：9：50〜17：50
■休館日：無休（12月中旬〜2月は火曜日）

49 ヤマト醤油味噌（糀パーク内）

金沢市大野町4-イ-170

■受入人数：見学15〜40名、体験要相談
■料金：見学無料、体験要問合せ
■開館：10：00〜12：00、14：00〜16：30
■休館日：土・日曜日、祝日
（要事前確認）

臨床検査や調剤薬局などのサービスを提供、会社見学可能
NPO法人日本海国際交流センターギャラリー見学可能

商 業・物 流・サ ー ビ ス 等

47 加賀藩御用御菓子司 森八 ひがし三番丁店

TEL.076-240-2222

化粧品などの製造工場見学、下着フィッティング体験など可能

金沢市近岡町309番地

要
体

■受入人数：見学要問合せ、体験（要予約） ■開館：9：00〜17：00
■料金：入館（大人200円、小・中学生100円）、体験1,200円（税別）
（お抹茶、
おみやげ用小箱、木型美術館入館料含む） ■休館日：年始（1/1・2）

金沢市東山1-13-9

57 ㈱ナウ

金沢市いなほ1丁目12番地

58 ㈱アルプ

46 森八 金沢菓子木型美術館

TEL.076-262-6251

TEL.076-223-2727

マシニングセンターによる部品の製作の見学ができる

■見学料金：無料

要
店舗よりガラス越しに工場見学可能、手焼き煎餅体験もある
体
■受入人数：見学1〜30名（要予約）

金沢市大手町10-15

要

■受入人数：見学10〜20名（※団体のみ、旅行代理店様経由による申込み
は不可）、1ヶ月前までに申込書にて要予約
■見学料金：無料 ■開館：9：00〜17：00
■休館日：原則として第2・4土曜日、
日曜日、祝日
（見学は随時受付）

45 北陸製菓㈱ 金沢 彩匠

金沢市押野2丁目290番地1

要
産

■受入人数：2〜3名（要予約） ■見学料金：無料
■休館日：土・日曜日、祝日
（TELにて問合せ）

■受入人数：見学要問合せ ■見学料金：一般無料
■開館：9：00〜18：00（土日は9：00〜17：00）
■休館日：月曜日

金沢市湊4-56

TEL.076-268-1167

「マルチブレードソーマシン」の機械構造や、設計当時の
マーケットの実情などを説明し、実機を見学いただきます

43 ㈱ぶった農産

野々市市上林2-162-1

TEL.076-242-1110

要
■受入人数：ショールーム見学のみ 団体（個人不可）10名まで（要予約）産

42 ㈱ひろよし菓舗

TEL.076-231-3509

要
産

ショールームでジェットルームの超高速稼働見学可能

■受入人数：1〜40名 ■見学料金：無料
■開館：8：30〜16：00
■休館日：日曜日、祝日、第2・4土曜日

金沢市瓢箪町13-2

TEL.076-262-1201

澁谷工業のヒストリカルルームが見学できる

41 直源醤油㈱

要
体

■受入人数：見学5〜12名、体験5〜12名 ■料金：無料
■休館日：土・日曜日、年末年始、夏季休暇（要事前確認）

要
体

■受入人数：見学10〜20名、体験8〜15名
■料金：見学無料、体験500円（材料費）
■開館：10：00〜16：00（要予約）8、12月を除く ■休館日：土・日曜日、祝日

金沢市大野町1-53

TEL.076-241-0001

国内初パソコン用建築CADの開発メーカーが誇る
3次元CGなどを体験

52 澁谷工業㈱

40 佃の佃煮（佃食品㈱大場本社工場）

金沢市大場町東828

51 ㈱シーピーユー

金沢市西泉4丁目60番地

金沢市神野町東202番地

要

■受入人数：見学100名まで ■見学料金：無料
■開館：13：00〜15：00（荷役集中時間は除く）
■休館日：土・日曜日、祝日、年末年始、お盆期間

62 八百萬本舗

要
産

TEL.076-249-9220

路線トラック用荷捌き場、大型冷蔵倉庫などを有する
物流センターを見学できる

金沢市尾張町2丁目14-20

TEL.076-213-5148

町家をリノベーションした複合ショップ
食品や雑貨など、北陸の名品が揃い、
カフェで休憩もできる
■開館：10：00〜19：00
■休館日：水曜日

要

要

要
体

触って遊べる『からくり体験ミュージアム』

■受入人数：1〜200名、親子体験教室（日限定・要予約）
■入館料金：大人300円、小・中・高生200円、団体（20名以上）50円引き、
障がい者割引100円引き ■開館：9：00〜17：00（入館は16：30まで）
■休館日：水曜日
（祝日の場合は翌日）、年末年始（12/29〜翌1/3）

64 石川県工業試験場

TEL.076-267-8081

要

モノづくり技術の紹介や各種試験計測機器の見学が可能

TEL.076-229-4477

体

■料金：無料
■開館：9：30〜17：00（入館は16：30まで）、体験時間は10：00〜17：00
■休館日：月曜日
（祝日の場合翌日）、年末年始

71 金沢蓄音器館

金沢市尾張町2-11-21

TEL.076-232-3066

蓄音器を展示公開するほか、蓄音器の実演も楽しめる

73 シンコール㈱

金沢市直江町イ12番地

TEL.076-237-7740

能登エリア

要

体

■受入人数：10〜50名（要相談により多くても可）
■見学料金：一般・大学生300円、65才以上200円、高校生以下無料
■開館：10：00〜18：00（入館は17：30まで）
■休館日：月曜日
（祝日の場合は翌平日）、年末年始、展示入替期間

その 他

TEL.076-227-7220

石川県立大学施設の見学（要事前予約）

要

見て、触れて、確かめられるインテリアの提案
■受入人数：見学1〜20名 ■見学料金：無料
■開館：10：00〜17：00
■休館日：毎週水曜日、年末年始・夏季休暇

■受入人数：見学50名まで ■見学料金：無料
■開館：9：00〜17：00
■休館日：土・日曜日、祝日、年末年始（12/29〜1/3）

74 千と世水引

67 いしかわ総合スポーツセンター

TEL.076-268-2222

金沢市尾張町1丁目9の26

要

いしかわ総合スポーツセンター施設内の見学可能

TEL.076-221-0278

店舗の中に工房があるので随時作業の様子が見学できます
■受入人数：1〜10名程度 ■見学料金：無料
■開館：9：30〜17：00（土曜日・祝日10：00〜16：00）
■休館日：日曜日、年末年始、祝日、連休は要問合せ

■料金：
［トレーニングルーム・プール］一般410円、高校生以下200円
［アリーナ・ランニング］一般200円、高校生以下100円
■開館：9：00〜22：00 ■休館日：年末年始

75 杜の中の工房 北陶

68 金沢くらしの博物館

金沢市飛梅町3-31

TEL.076-269-2451

金沢の縄文時代の世界を体感できる展示施設

加賀宝生ゆかりの能面・能装束を展示。体験コーナーが好評

■受入人数：体験1〜50名（団体は平日のみ要予約） ■体験料金：無料
■開館：9：00〜17：00（入館は16：30まで）
■休館日：年末年始（12/29〜翌1/3）

金沢市稚日野町北222番地

70 金沢縄文ワールド（金沢市埋蔵文化財センター）

金沢市上安原南60番地

金沢市広坂1丁目2番25号 TEL.076-220-2790

体

火おこし、
まが玉づくり等、約10種類の古代体験が無料

66 石川県立大学

産業遺産（P11・12参照）

72 金沢能楽美術館

65 石川県埋蔵文化財センター

野々市市末松1丁目308番地

産

■受入人数：蓄音器実演1〜20名
■入館料金：大人300円、団体（20名以上）250円、65歳以上200円、高校生以下無料
■開館：10：00〜17：30（入館は17：00まで）
■休館日：展示入替期間、年末年始（12/29〜翌1/3）

■受入人数：見学1〜20名 ■見学料金：無料
■開館：8：30〜17：15
■休館日：土・日曜日、祝日、年末年始

金沢市中戸町18番地1

体験プログラム有り

加賀・白山エリア

金沢市鞍月2丁目1番地

体

金沢エリア

TEL.076-266-1311

研 究・公 的 施 設・博 物 館 等

研 究・公 的 施 設・博 物 館 等

63 石川県金沢港大野からくり記念館

金沢市大野町4-甲2-29

要予約

TEL.076-222-5740

金沢市本多町3-2-1（北陸放送庭園内）TEL.076-222-0077

要

明治期の木造校舎（国重文）に金沢の風物詩や生活用品を展示

会員制の陶芸教室ですが見学可能。
ビジター体験要予約
■受入人数：見学1〜25名、体験要問合せ
■料金：見学無料、ビジター体験有料要問合せ
■開館：10：00〜20：00 ■休館日：日曜、祝日、年末年始

■受入人数：1〜50名（50名以上は要相談）
■入館料金：一般：300円、団体（20名以上）
：250円、65歳以上・障がい者手帳
をお持ちの方およびその介護人：200円（祝日無料）、高校生以下：無料
■開館：9：30〜17：00（入館は16：30まで）■休館日：展示入替期間、12/29〜1/3

要
体

69 金沢市埋蔵文化財収蔵庫

金沢市新保本5丁目48番地

TEL.076-240-2371

市内の遺跡から出土した土器や石器などを展示
■料金：無料
■開館：9：30〜16：30
■休館日：月曜日
（祝日の場合翌日）、年末年始

兼六園

加賀・白山 Kaga-Hakusan Area
TEL.0761-47-0051

要
作陶作業の流れのほか、大作などが並ぶ展示室の見学可能
体
■受入人数：見学1〜40名、体験要問合せ
■料金：体験有料（要問合せ）
■開館：10：00〜16：00 ■休館日：要問合せ

TEL.076-277-1721

要
体

6尺（口径180cm）の大太鼓が試し打ちできる

■受入人数：体験要問合せ
■料金：ショールーム見学無料、学習館見学350円、体験要問合せ
■開館：ショールーム9：00〜17：00（平日）、学習館10：00〜16：00
■休館日：お盆・年末年始・不定休あり

78 石川県九谷焼美術館

加賀市大聖寺地方町1-10-13

79 石川県立山中漆器産業技術センター

加賀市山中温泉塚谷町イ270番地

■受入人数：見学1〜40名、体験1〜10名 ■見学料金：無料
■開館：9：00〜17：00（体験10：00〜15：00）
■休館日：年末年始 ■体験予約〆切：平日1ヶ月前、他3日前

加賀市片山津温泉ク１-１０２番地１２ TEL.0761-74-0334

お子様から楽しめる！九谷焼の土でロクロ・手捻り体験

要
体

81 うるしの器 あさだ

■通常入場料：大人500円、高校生以下・障がい者無料、75歳以上250円
■開館：9：00〜17：00（入館は16：30まで）
■休館日：月曜日
（祝日の場合は開館）

要

体
■受入人数：1〜40名（1時間に6名ほど。予約優先。）
■体験料金：ロクロ体験2,600円〜、手捻り体験2,100円〜。別途送料1,000円〜
■開館：10：00〜17：00（体験は16：30まで受付）、
日曜は要予約
■休館日：不定休

加賀市山中温泉菅谷町ハ215

TEL.0761-72-7466

雰囲気の違った3つの常設展示室で九谷焼の魅力を体感できる

TEL.0761-78-1696

日本唯一の伝統的な木地挽物の研修所。案内体験要予約

80 うつわ工房すいか ‒水火‒

77 太鼓の里 体験学習館（一般財団法人浅野太鼓）

白山市福留町586

伝統的工芸品

伝統的工芸品

76 浅蔵五十吉深香陶窯

小松市八幡九谷ヶ丘己50-1

白山連峰

TEL.0761-78-4200

漆塗りの工房見学や、漆で絵を描く体験ができる

■受入人数：見学1〜20名、体験1〜15名
■料金：見学無料、体験2,000円〜（送料・消費税別）
■開館：9：00〜17：00（工房は平日のみ、体験受付は16：00まで）
■休館日：年末年始（12/31〜1/1）、
日曜日午後不定休

※料金は基本的に税込価格です。記載内容は予告なく変更することがございます。ご了承ください。

要
体

4

産業観光受入企業・施設一覧
TEL.076-259-2859

牛首紬の糸づくりから機織りまでの作業工程を見学可能

■受入人数：見学1〜35名/回程度、はた織り体験4〜5名/回
■料金：入館400円、はた織り体験500円 ■開館：9：00〜16：00
■休館日：
［4〜11月］木曜日、
［12〜3月
（冬季期間）］木曜日以外にも
休館日あり

要
体

TEL.076-272-1696

獅子頭製作工房の見学可能

要

84 加賀美川刺しゅうの里

TEL.076-278-5430

美川刺繍の作品を展示、刺繍工房の見学や手刺繍の
体験も可能

85 加賀美川仏壇 勝見

TEL.076-278-3338

お仏壇及び工房を見学できる

86 加藤和紙

■体験料金：手漉きハガキ押花入り 1枚500円、6枚1,620円
■開館：10：00〜16：00 ■休館日：無休

■見学料金：陶芸村無料、資料館・美術館共通（一般430円、75歳以上320円、
高校生以下無料）陶芸館は入館無料
■開館：資料館、美術館、陶芸館 9：00〜17：00
■休館日：3館は月曜日、陶芸村は無休

88 九谷なごみ館 九谷和（なごみ）窯

■受入人数：見学1〜10名、体験何人でも
■料金：見学無料、体験無料（お土産として持ち帰る場合は1,000円〜2,000円）
■開館：10：00〜17：00 ■休館日：土日祝、お盆、年末年始

人間国宝展開催中 ろくろ・絵付体験できます

90 九谷焼窯元 陶匠大雅

■体験料金：絵付け体験1,620円〜（送料別途）
■開館：8：30〜18：00 ■休館日：水曜日
（祝日は営業）

ロクロ体験・絵付け体験可能

■受入人数：体験1〜10名 ■体験料金：600円〜（要問合せ）
■開館：8：30〜19：00 ■休館日：不定休
http：//www.ryozando.com

TEL.0761-77-0020

要
吉田屋など再興九谷に関する年4回の企画展と、蹴ロクロ・絵付け体験可能
■受入人数：解説員付見学40名程度、蹴ロクロ体験2名、絵付け体験8名（要問合 体

せ） ■料金：入館（大人310円、75歳以上150円、高校生以下無料）、体験（別途
入館料金＋蹴ロクロ3,000円〜・絵付け2,000円〜） ■開館：9：00〜17：00
（入館は16：30まで） ■休館日：火曜日（祝日は営業）、年末年始（12/31〜翌1/1）

93 小松市立錦窯展示館

小松市大文字町95-1

TEL.0761-23-2668

初代から三代までの歴代徳田八十吉作品を見学できる

■受入人数：見学1〜30名 ■見学料金：大人300円、高校生以下は無料
■開館：9：00〜17：00（入館は16：30まで）
■休館日：月曜日（祝日の場合は翌日）、祝日の翌日、年末年始、展示入替期間

5

要
体

能美市泉台町南56

TEL.0761-58-6100

全時代の作品を展示し、製造工程や技法なども常設展示

■料金：能美市九谷焼美術館と共通入館券、一般430円（20名以上団体
370円）、高校生以下無料、75歳以上320円（要証明書提示）
■開館：9：00〜17：00（入館は16：30まで）
■休館日：月曜日
（祝日の場合は翌日）
、年末年始（12/29〜翌1/3）

TEL.0761-58-6789

浅蔵五十吉の作品を広く一般に公開

■料金：能美市九谷焼資料館と共通入館券、一般430円（20名以上団体
370円）、18歳未満無料、75歳以上320円（要証明書提示）
■開館：9：00〜17：00（入館は16：30まで）
■休館日：月曜日
（祝日の場合は翌日）、年末年始（12/29〜翌1/3）

加賀市吸坂町4-3

TEL.0761-72-0872

硲伊之助の作品を見学することができる

■見学料金：500円、高校生以下無料
■開館：10：00〜17：00（入館は16：30まで）
■休館日：火・水・木曜日、年末年始（ただし予約あれば開館可）

小松市土居原町400 TEL（
. 宮本泰山堂 ）0761-22-0446

オリジナルの九谷焼と雑貨の販売。絵付け体験可能
■受入人数：1〜3名
■体験料金：2,500円（税別）〜（3日前までに要予約）
■開館：10：30〜17：00 ■休館日：第2・4日曜日、
月曜日

要
体

加賀市山中温泉塚谷町イ268-2

TEL.0761-78-0305

山中漆器の名品の展示、販売、木地轆轤（きじろくろ）挽きの
実演など
■見学料金：無料

■開館：9：00〜17：30

103 山中節と温泉の館 山中座

要
体

92 国指定史跡 九谷焼窯跡展示館

加賀市山代温泉19の101番地9

TEL.0761-58-6300

絵付体験や作陶体験が楽しめ、登り窯の見学もできます

■受入人数：1〜50名
■休館日：年末年始

91 九谷焼体験工房 良山（粟津温泉）
TEL.0761-65-1108

能美市泉台町南9

102 山中うるし座（山中漆器伝統産業会館）

TEL.0761-77-5599

要
手描きの器を多数展示、絵付け体験も随時受付いたします
体
■受入人数：1〜8名

小松市粟津町カ-13

■受入人数：見学2〜10名、体験2〜6名（要予約）
■料金：見学無料、体験3,000円〜5,000円（送料別）
■開館：9：00〜17：00（体験は9：00〜15：00）
■休館日：水曜日

要
体

101 Pirika（ピリカ）

要
体

■受入人数：見学1〜300名、体験1〜100名 ■開館：8：00〜17：00
（体験受付16：00まで）■休館日：年中無休、年末（12/27〜31 お問い合わせ下さい）
■料金：入場無料、絵付け体験1,620円〜、
ろくろ体験2,700円〜
詳しくは 九谷満月 検 索
加賀市中代町ホ1-1

TEL.0761-22-0423

小松町家の見学や九谷焼絵付体験が行えます

100 硲伊之助美術館

体

ろくろ・手びねり体験ができます。後日、完成品をお届けします

0120-47-2121（携帯からも通話可能）

小松市東町12

能美市泉台町南1

TEL.0761-58-6102

業界唯一の九谷焼専門ショッピングモール

89 九谷満月

要
体

99 能美市立九谷焼美術館（浅蔵五十吉美術館）

87 九谷陶芸村（九谷焼団地）

加賀市中代町ル95番地2

TEL.0761-47-2077

歌舞伎をはじめ手描き作品を多数展示と絵付・ロクロ体験可能

98 能美市九谷焼資料館

TEL.076-277-5800

能美市寺井町や１０番地
（ショールーム）TEL.0761-57-8777
能美市末信町イ61番地
（工房）TEL.0761-57-0121

小松市小野町丙14

■受入人数：絵付1〜80名、作陶1〜50名（10名以上は要予約）
■料金：入館無料、絵付体験640円〜、作陶体験2,000円〜
■開館：9：00〜17：00（体験受付15：00まで）
■休館日：月曜日
（祝日の場合は翌日）
、年末年始（12/29〜翌1/3）

要
和紙の中でも紙王と云われている雁皮和紙の製造見学可能
体
■受入人数：体験1〜30名（要予約）

能美市泉台町南22

■受入人数：見学20名、体験10名 ■料金：見学無料、体験有料
■開館：11：00〜15：00（団体見学は9：00〜17：00、要事前申込（入館は
16：30まで））、近隣工房の見学は平日のみ（要予約）
■休館日：月曜日（祝日の場合は翌日）、祝日の翌日、年末年始（12/29〜翌1/3）

97 能美市九谷焼陶芸館

要

■受入人数：見学1〜15名（要予約） ■見学料金：無料
■開館：10：00〜16：00 ■休館日：基本的に無休

能美郡川北町中島ヲ152-1

要

96 とら屋陶器店（ことらや）

要
体

■受入人数：見学1〜80名、体験1〜10名 ■料金：見学無料、体験要問合せ
■開館：9：00〜17：00 ■休館日：日曜日、年末年始

白山市美川新町ル78

TEL.0761-47-2898

連房式登窯や近隣工房の見学や型おこし体験もできる

■受入人数：ロクロ体験1〜5名、絵付け体験30〜40名程度（大型バス
2台、自動車10台駐車可） ■料金：ロクロ体験1,000円〜、絵付体験
300円〜、小野窯展示室200円（児童・学生・65歳以上無料）
■開館：9：00〜17：00 ■休館日：5/1〜6（茶碗まつり出店のため）

■受入人数：見学1〜15名まで ■見学料金：無料
■開館：9：00〜17：00
■休館日：不定休

白山市蓮池町ア36-1

94 小松市立登窯展示館

小松市八幡己20番地2

95 小野窯発祥の地 西 盛友堂

83 加賀獅子頭 知田工房

白山市八幡町98

伝統的工芸品

伝統的工芸品

82 織りの資料館 白山工房

白山市白峰ヌ17

加賀市山中温泉薬師町ム1

TEL.0761-78-5523

柱や欄間などで山中漆器の塗りやロクロの技術が見られる

要

■受入人数：見学180名、体験180名（要予約）■料金：施設見学無料 体
月〜金「山中節とお座敷体験」大人1,000円、小人500円、体験（要予約）
土日祝「山中節四季の舞」大人700円、小人350円
■開館：8：30〜22：00 ■休館日：無休

104 加賀 伝統工芸村 ゆのくにの森

小松市粟津温泉ナ-3-3

TEL.0761-65-3456

各種伝統工芸の見学や体験を楽しむことができる

体

■入村料：大人540円、中・高校生440円、小人（4歳以上）330円
■開村：9：00〜16：30（GW・夏季期間は〜17：00）
■休村日：無休（臨時休業有）

105 吉野工芸の里

白山市吉野春29

TEL.076-255-5319

地元作家の作品を展示販売する
「ふるさと工房」などの見学可能
■受入人数：見学1〜50名、体験要問合せ
■料金：見学無料、体験要問合せ ■開館：10：00〜17：00
■休館日：火曜日
（祝日の場合は翌日）、年末年始

要
体

要

体

漆器の見学と体験ができます

■受入人数：見学1〜20名、体験1〜8名
■料金：3,000円〜5,000円
■開館：9：00〜17：00 ■休館日：毎週水曜日

要
体

鶴来地区の秋まつりの味、笹寿司づくりの体験ができる

109 圓八 本店

TEL.076-275-0018

要

松任名物、
あんころ製造工場見学可能
■受入人数：1〜20名見学要問合せ
■見学料金：無料
■開館：8：00〜18：00 ■休館日：無休

要

TEL.076-273-1190

要

河内地区の特産品を販売

要

要

小松市こまつの杜1

TEL.0761-24-2154

世界最大級「930E」
ダンプ、
ミニショベル試乗体験

要
体
産

小松市串町工業団地30番地

TEL.0761-44-8610

オーダーメイドバスの組立工程見学可能

要

125 JR西日本 白山総合車両所

113 大日盛酒蔵資料館

TEL.0761-74-0602

要

創業258年老舗蔵元 。無料で試飲体験、古酒道具見学

白山市宮保町2791

TEL.076-275-1861

白山総合車両所では、車両見学ツアーを実施しています

要

■受入人数：10〜40名（説明員付・要予約）
■見学料金：無料 ■開館：午前の部10：00〜、午後の部14：00〜
（見学時間は約100分）
■開催日：毎週火曜日及び金曜日
（休日、祝日、年末年始などを除く）

■受入人数：1〜60名 ■見学料金：無料（試飲有）
■開館：9：00〜17：00（入館は16：30まで）
■休館日：12月31日、1月1日

114 月うさぎの里

126 大同工業㈱

TEL.0761-73-8116

要
体

まんじゅう・パイ・香木体験が可能です

■受入人数：体験3〜40名 ■体験料金：各1,620円（要予約）
■開館：9：00〜17：00（うどん処 加賀兎郷 11：00〜15：00）
■休館日：無休

加賀市熊坂町イ197番地

TEL.0761-72-1234

展示ルームの見学、
チェーン製造工程の見学を実施しています

要
産

■受入人数：10名程度（要問合せ） ■見学料金：無料
■休館日：土・日曜日、祝日、お盆、年末年始

127 高松機械工業㈱

TEL.0120-47-2302

要

創業は万延元年。
とても小さな酒造場ですが、
国有形文化財の酒蔵で高級酒を得意としたこだわりの酒場です
■受入人数：見学4〜30名（要予約） ■見学料金：500円
■開館：9：00〜17：00 ■休館日：日曜日、祝日、12〜3月は休み

116 ㈲福田殖産

白山市旭丘1-8

TEL.076-274-0123

製品パーツが加工され、組付け完成するまでの工程が
見学できる

食味にすぐれ、免疫力向上の研究報告もある舞茸栽培を見学

要

■受入人数：見学1〜20名
■見学料金：300円（お土産付）
■開館：10：00〜17：00 ■休館日：土曜日

要
産

■受入人数：見学10〜40名（要予約、工業系学生のみ）
■見学料金：無料 ■開館：9：00〜16：00 ■休館日：土・日曜日、祝日

128 東和㈱

TEL.076-273-5665

■受入人数：見学1〜40名（要予約）
■見学料金：無料、試飲の際はおちょこ代100円かかります
■開館：9：00〜16：00■休館日：木曜日

TEL.076-276-1155

「ブシュ捲機械」を中心に、ピン、ローラの製造機械も含め、
担当者より概略説明を行い、実機の見学をしていただきます 産

■受入人数：見学10〜30名（小学4年生以上の団体のみ、要予約）
■見学料金：無料
■休館日：土・日曜日、祝日、GW、お盆、年末年始

■開館：9：00〜17：00
■休館日：水曜日

酒蔵の設備・酒造工程の紹介や商品説明・試飲販売を行う

121 オリエンタルチエン工業㈱

白山市宮永市町485番地

124 ジェイ・バス㈱

112 河内地場産業センター

TEL.0761-44-8188

■受入人数：20名まで（要予約） ■見学料金：無料
■休館日：月・土・日曜日、祝日、お盆、年末年始

■受入人数：60名まで（10名以上は要予約） ■見学料金：無料
■開館：わくわくコマツ館・2号館 9：00〜16：30（入館は16：00）、げんき里山
9：00〜17：00、無料駐車場31台（大型バス不可） ■休館日：日・月曜日、
第5土曜日（祝日はコマツ館カレンダーもしくはウェブサイトでご確認ください）

■受入人数：見学1〜10名 ■見学料金：無料
■開館：10：00〜16：00
■休館日：原則として土・日曜日、祝日

117 （同）西出酒造

要

123 こまつの杜 わくわくコマツ館

TEL.0761-22-5321

小松市下粟津町ろ24番地

TEL.076-277-1851

「給湯給茶装置付寿司コンベア機」や「イシノ式麻袋開口器」
産
などの機械の見学が可能です

■受入人数：見学30名まで（要予約） ■見学料金：無料
■見学可能日：第一・第二・第三水曜日 9：30〜11：00

日本酒の製造工程の見学可能

白山市七原町イ21

120 ㈱石野製作所

白山市八束穂3丁目5番地

粟津工場の概要紹介、ホイールローダ・モータグレーダ
組立ライン見学が可能

111 ㈱加越 酒造本部

115 東酒造㈱

要

122 コマツ粟津工場

■受入人数：見学要問合せ ■見学料金：無料
■開館：8：15〜17：00
■休館日：年末（12/30・31）

小松市野田町丁35

TEL.0761-51-3333

小松市符津町ツ23 TEL（
. 小松商工会議所 ）0761-21-3121

TEL.0761-77-0100

製造販売するお菓子の生産ライン見学可能

加賀市永井町43-41

■受入人数：見学10名程度（要問合せ） ■見学料金：無料
■開館：10：00〜18：00
■休館日：水曜日
（祝日の場合は翌日休館）

■受入人数：5〜20名（団体のみ、要予約） ■見学料金：無料
■開館：9：00〜12：00、13：00〜16：00 ■休館日：土・日曜日、祝日

110 御菓子城加賀藩

加賀市動橋町イ163

要

能登エリア

■受入人数：3〜20名要問合せ ■体験料金：1,080円（お土産付）
■開館：9：00〜16：00（土・日曜日、祝日は17：00まで）
■休館日：基本無休、2月ごろ不定休有り

白山市河内町福岡124

加賀棒茶製造の様子を見学可能。工程の説明もします

「日本酒」
「丸いも焼酎」の酒蔵見学・試飲販売

車 両・機 械・電 子 等

TEL.076-272-5510

小松市今江町9丁目605

118 丸八製茶場 茶房実生（さぼうみしょう）

■受入人数：見学1〜20名（要予約） ■見学料金：無料
■開館：9：00〜17：00
■休館日：日曜日、祝日、お盆、年末年始、指定の土曜日

108 いっぷく処 おはぎ屋

加賀市加茂町ハ90-1

産業遺産（P11・12参照）

加賀市動橋町タ1-8 TEL（
. フリーダイヤル ）0120-42-4251

能美市宮竹町イ74

要

■受入人数：見学20名まで（要予約） ■見学料金：無料
■開館：月・火・木・金・土曜日の午前中
■休館日：水・日曜日、祝日

白山市成町107

産

119 ㈱宮本酒造店

TEL.076-278-2765

糠漬を漬けているところと、倉庫の中を見学できる

白山市白山町レ122-1

体験プログラム有り

加賀・白山エリア

地域特産品

107 ㈱あら与

白山市美川永代町甲89-1

体

金沢エリア

TEL.0761-78-2278

地域特産品

伝統的工芸品

106 ろくろの里 工芸の館

加賀市山中温泉菅谷町へ１-１

要予約

能美市吉原釜屋町ワ48-8

TEL.0761-55-5000

日本でも最先端の自動溶接ロボットや機械加工機の
見学が可能です

要

■受入人数：見学3〜10名 ■見学料金：無料
■開館：8：00〜16：45 ■休館日：土・日曜日、祝日

129 中村留精密工業㈱

要

白山市熱野町ロ15番地

TEL.076-273-1111

ショールームや工作機械の製造工程が見学できます
■受入人数：10〜30名（団体のみ、要予約） ■見学料金：無料
■開館：10：00〜16：00
■休館日：月曜日の午前中、土・日曜日、当社の特別休日など

※料金は基本的に税込価格です。記載内容は予告なく変更することがございます。ご了承ください。

要
産

6

産業観光受入企業・施設一覧
TEL.0761-44-8061

細巾織ネームの製造工程全般を見学可能

要

■見学料金：無料（所要時間約20〜30分、説明員付き）
■休館日：祝日、年末年始、旧盆

131 小松精練㈱

能美市浜町ヌ167

TEL.0761-55-8072

国内外の有名ブランドが採用している製品（布地）が
つくられる製造工程を見学

要

研 究・公 的 施 設・博 物 館 等

繊 維・衣 料

130 ㈱江端織ネーム

小松市日末町い85

132 小松ニット㈱

TEL.0761-21-2033

企画、裁断、縫製、仕上げなど生産工程全般を見学可能

133 山木絹織

TEL.0761-22-2424

絹織物製造の工程を見学できる

134 ゆめ工房 織仁

TEL.076-272-3966

ジャガード織のさまざまな技法を駆使した製品を展示

環 境・エネ ル ギ ー

135 ㈱アクトリー

TEL.076-277-3325

産業廃棄物処理用の焼却炉などの製造過程を見学

天然ガスを都市ガスとして製造する工程を紹介

リサイクルセンターにて、
ごみ処理工程を紹介

146 小松市民防災センター

小松市園町ホ110-1

要

研 究・公 的 施 設・博 物 館 等

大ホール・小ホールがあり、施設内見学可能

147 サイエンスヒルズこまつ ひととものづくり科学館

小松市こまつの杜2番地

要

旧尾小屋鉱山の坑道（マインロード）
を歩こう

148 手取川総合開発記念館

白山市桑島９-24-30

要

■受入人数：見学1〜50名程度 ※体験型施設ではありません。
■見学料金：無料 ■開館：9：00〜16：30
■休館日：毎週木曜日、祝日の翌日
（木曜日が祝日の場合はその翌日）、
12月1日から翌年4月まで

149 日本自動車博物館

小松市二ツ梨町一貫山40

要

150 能美市防災センター

能美市寺井町ク9番地1

要

■受入人数：見学自由 ■見学料金：無料
■開館：8：30〜17：00（展示館は9：30〜16：30）
■休館日：無休（展示館は冬期閉鎖）

7

要

■受入人数：1〜60名まで（要問合せ）
■料金：見学無料、体験無料 ■開館：9：00〜17：00
■休館日：毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）、年末年始（12/29〜1/3）

151 白山砂防科学館

白山市白峰ツ40番地1

TEL.076-259-2990

白山砂防・防災について楽しく学べる施設

体

■受入人数：団体見学は50名まで
※団体見学（3D映画、土石流模型実験の体験）は要予約
■見学料金：無料 ■開館：9：00〜17：00
■休館日：木曜日
（祝日の場合は翌日）、年末年始（12/29〜1/3）

152 山中温泉 芭蕉の館

加賀市山中温泉本町二丁目ニ86-1

体

TEL.0761-78-1720

芭蕉ゆかりの資料や「山中漆器」の秀品の数々を見学可能
■入館料金：大人200円、高校生以下・障がい者無料
■開館：9：00〜17：00（入館は16：30まで）
■休館日：水曜日
（祝日を除く）

その 他

約130品種の桜があり、5月上旬まで花を楽しめます

TEL.0761-58-6600

地震、煙避難、初期消火、強風、通報等の体験施設や
3Dシアターを設置

要

141 石川県農林総合研究センター 林業試験場（樹木公園）
TEL.076-272-0673

体

■受入人数：見学1〜1,000名、体験20〜100名（要問合せ）
■入館料金：小・中学生500円、大人（高校生以上）1,000円、シニア・障がい者割引あり
■開館：9：00〜17：00（入館は16：30まで）
■休館日：年末（12/26〜31）

■料金：入館無料、
シミュレーター体験100〜500円
■開館：9：00〜17：00
■休館日：年末年始（12/29〜翌1/3）

白山市三宮町ホ1

TEL.0761-43-4343

日本最大級となる500台のクラシックカーを常時展示

140 石川県立航空プラザ

航空機18機の展示や疑似パイロット体験可能

TEL.076-259-2701
（FAX兼用）

手取川総合開発の概要と白山麓の豊かな自然などを紹介

■受入人数：10〜50名（要予約・職員による説明付き）
■入館料金：大人500円（20名以上400円）
、中学生以下無料
■開館：9：00〜17：00（入館は16：30まで）
■休館日：水曜日（祝日の場合は翌日）、祝日・振替休日の翌日、冬期（12/1〜翌3/24）

小松市安宅新町丙92
（小松空港前）TEL.0761-23-4811

要
体

■受入人数：見学120名（目安）
（前月の10日までに要予約）
■料金：一日共通券（幼児、小・中学生300円、高校生500円、大人800円）
■開館：9：30〜18：00（通常営業の場合）※詳細は専用HPをご覧ください
■休館日：月曜日
（祝日の場合は翌日、GW・夏休みは開館）、年末年始

139 石川県立尾小屋鉱山資料館

TEL.0761-67-1122

TEL.0761-22-8610

体験型展示でものづくりに使われる科学技術を体感

■受入人数：見学1〜50名 ■見学料金：無料 ■開館：9：00〜22：00
（催物がない場合19：00に閉館）、見学9：30〜16：30
■休館日：水曜日
（祝日の場合は翌日）、年末年始（12/29〜翌1/3）

小松市尾小屋町カ1-1

要
体

■受入人数：見学1〜80名（要予約）、体験1〜80名（シアター座席43席）
（要予約） ■見学料金：無料 ■開館：9：00〜17：00（入館は16：00まで）
■休館日：年末年始（12/27〜翌1/5）

138 石川県こまつ芸術劇場うらら

TEL.0761-20-5500

TEL.0761-20-2706

地震の立体映像（3D）や煙・消火器の体験ができる

■受入人数：見学1〜70名（70名以上は要相談）
■見学料金：無料
■開館：8：30〜16：30、見学9：00〜16：00（要予約）
■休館日：日曜日、年末年始（12/28〜翌1/3）、8/15・16

小松市土居原町710番地

体

■受入人数：見学1〜40名、体験1〜20名（団体10名以上の場合、要予約）
■料金：展示観覧料100円（団体20名以上80円）、高校生以下無料体験無料
■開館：9：00〜17：00（入館は16：30まで）
■休館日：水曜日
（祝日を除く）、祝日の翌日、年末年始

137 小松市環境美化センター

TEL.0761-41-1600

TEL.0761-47-5713

小松市内遺跡の出土品見学や各種古代技術体験ができる

■受入人数：見学1〜10名 ■見学料金：無料
■開館：平日8：30〜17：00
■休館日：要問合せ

小松市大野町信三郎谷1

TEL.0761-23-6111

145 小松市埋蔵文化財センター

小松市原町ト77-8

要

136 小松ガス園工場

TEL.0761-24-0525

要

■見学料金：無料
■開館：6：40〜20：00

■受入人数：見学5〜15名程度（基本は団体のみ）
■見学料金：無料 ■開館：10：00〜16：00
■休館日：土・日曜日、祝日、年末年始、夏季（8月15日を中心とした5日程度）

小松市園町へ30

TEL.0761-22-2101

展示機、広報資料館、航空機離発着状況など見学可能

航空機の離発着を見学することができます

■受入人数：見学1〜30名まで ■見学料金：無料
■開館：10：00〜16：00（前日までに要予約）
■休館日：土・日曜日、祝日

白山市水澄町375番地

143 航空自衛隊小松基地

小松市向本折町戊267

144 小松空港 展望デッキ（北陸エアターミナルビル㈱）

■受入人数：5名（所要時間約30分） ■見学料金：無料
■開館：10：00〜17：00
■休館日：土・日曜日、祝日

白山市鶴来本町4丁目チ25

■受入人数：見学1〜50名
■入館料金：大人310円、高校生以下・障がい者無料、75歳以上150円
■開館：9：00〜17：00（入館は16：30まで） ■休館日：無休

小松市浮柳町ヨ50番地先

要

■受入人数：見学1〜6名程度（所要時間約30分〜60分、説明付き）
■見学料金：無料
■休館日：日曜日、祝日、年末年始、旧盆、土曜は要問合せ

小松市安宅町ヨ-60番地

TEL.0761-75-1250

船主の邸、航海用具など、北前船に関する様々な資料を展示

■受入人数：1〜40名（要予約） ■見学料金：無料
■開館：10：00〜11：30、13：10〜14：40
■休館日：金・土・日曜日、祝日、年末年始

■受入人数：見学要相談 ■見学料金：無料
■開館：平日 ■休館日：弊社休業日

小松市長田町ヲ117-1

142 北前船の里資料館

加賀市橋立町イ乙1-1

153 小松市の鉄工機械工業発展の礎 遊泉寺銅山跡

小 松 市 鵜 川町 地 内

TEL（
. 小松市観光交流課 ）0761-24-8076

遊泉寺銅山遊歩道では真吹炉や大煙突などが見学できる
■受入人数：2名以上（ガイド必要な場合は要予約）
■見学料金：無料
■休館日：無休

要
TEL.0761-47-2219

体

体験プログラム有り

産

産業遺産（P11・12参照）

金沢エリア

その 他

154 小松製瓦㈱

小松市国府台5丁目29番地1

要予約

要

配合土製造から粘土瓦製造までの
一環生産自動ラインの見学可能
■受入人数：見学1〜20名 ■見学料金：無料
■開館：9：00〜16：00（15：00開始予約まで）
■休館日：生産休止の場合があります（要確認）

155 土居原ボンネット広場「クハ489-501」

加賀・白山エリア

小松市土居原町772番地「土居原ボンネット広場」TEL.090-7087-5011 体
（保存会事務局）
北陸3県唯一の特急電車保存施設

■受入人数：見学1名〜、体験1名〜 ■料金：車内見学／客室：無料、運転室：
300円（小学生以下のお子様連れ同伴の場合は1家族当たり300円）
■開館：土・日曜日、祝日の10：00〜16：00 ※冬期間（12月中旬〜4月中旬除く）
■休館日：平日、冬期間（12月中旬〜4月中旬）

156 もくもく工房

小松市長谷町岡22-1

TEL.0761-46-8100

要
体

各種木工機械が設置されていて、木工の体験ができる

能登エリア

■受入人数：見学1〜20名、体験1〜20名
■料金：見学無料、木工キット700〜2,000円＋入館料200円
■開館：9：00〜16：00
■休館日：月曜日、年末年始（12/29〜1/3）、お盆（8/14〜8/16）

157 らくやき体験工房 翠雲窯

加賀市大聖寺下屋敷町17

TEL.0761-72-1175

要
体

楽焼き作品の見学、手びねりによる作陶や絵付体験可能

■受入人数：見学要問合せ、体験1〜30名
■開館：平日13：00〜17：00（予約は除く）、土・日曜日、祝日10：00〜17：00
■体験料金：作陶体験2,000円／粘土1キロ（1,200円／追加粘土1キロ）、
絵付け500円〜（焼成費込） ■休館日：月曜日
（予約の場合は営業可）

能 登

Noto Area

恋路海岸

TEL.0768-22-9788

要
体

日本が世界に誇る漆文化の魅力を発信しています

■受入人数：見学何名でも・体験1〜40名（7日前までに要予約）
■入館料金：一般620円、高・大学生310円、小・中学生150円
（20名以上は団体割引あり） ■開館：9：00〜17：00（入館は16：30まで）
■休館日：年末（12/29〜31）、展示入替期間

159 漆アミューズメント塗太郎

輪島市河井町朝市通田谷小路

要
体

■受入人数：見学10名以上、体験1〜30名（5名以上は要予約）
■料金：体験1,300円〜10,000円相当（アイテム50種）
■開館：8：00〜17：00（体験受付15：30まで） ■休館日：無休

160 漆陶舗 あらき

要
体

石川の伝統工芸品の展示・販売と輪島塗の沈金体験が
できます
■受入人数：体験1〜14名（要予約） ■体験料金：1,000〜2,000円
■開館：9：00〜18：00 ■休館日：火曜日

161 上塗屋中門漆器店「職人ギャラリー中門」

TEL.0768-82-5073

珠洲焼の陶工の作品を一堂に展示・販売しています
■受入人数：見学何名でも ■見学料金：無料
■開館：9：00〜17：00
■休館日：年末年始（12/31〜翌1/4）

TEL.0767-53-0406

TEL.0768-22-0961

伝統工芸の技法を守りつつ、天然素材にこだわり、
環境にやさしい製品を作ります

要
体

■受入人数：見学10名 ■見学料金：無料 ■開館：8：00〜17：00
■休館日：土・日曜日
（但し、要予約で対応可）

163 坂本漆器店 工房長屋店

170 藤八屋

TEL.0768-23-1755

輪島市山本町脇田34-5
（山本工房） TEL.0768-22-5577

オリジナルアクセサリーから高級漆器まで見学可能

下地から上塗に至るまでの製造工程やショールームの見学可能

要

体
■受入人数：見学10名、体験10名
■料金：見学無料、体験実費（体験内容により異なります。）
■開館：9：00〜17：00
■休館日：本店（無休）、山本工房（土・日曜日、祝日）、工房長屋店（水曜日）

■見学料金：無料
■開館：9：00〜17：00
■休館日：水曜日
（祝日の場合は営業）

164 しおやす漆器工房

■見学料金：無料

珠洲市蛸島町1部2番地480

169 ㈱田谷漆器店

■受入人数：1〜30名 ■見学料金：無料
■開館：9：30〜16：30
■休館日：年末年始（12/29〜翌1/5）

■受入人数：1〜200名
■開館：8：30〜17：30
■休館日：無休

■入館料金：一般310円（団体20名以上210円）、小・中・高生150円、
（団体20名以上100円） ■開館：9：00〜17：00
■休館日：年末年始（12/29〜翌1/3）、展示入替・整理期間

輪島市杉平町蝦夷穴55-6

輪島最大の展示場で、ゆったりと輪島塗をご覧いただけます

10人の職人が仕事をしています。ゆっくり見てください

TEL.0768-82-6200

灰黒色で力強い造形美を誇る珠洲古陶や資料の見学可能

■見学料金：無料
■開館：9：00〜19：00
■休館日：第3火曜日

TEL.0768-22-5051

TEL.0768-22-1166

珠洲市蛸島町1-2-563

県内で唯一和ろうそく作りを今に伝える

162 輪島塗 ㈱五島屋

輪島市小伊勢町日隅20

※珠洲市内の児童、生徒は1,500円（所要時間約2時間）
■開館：9：00〜17：00
■休館日：月曜日、祝日の翌日、年末年始（12/29〜翌1/3）

七尾市一本杉町11

■受入人数：15名程度 ■見学料金：無料
■開館：9：00〜18：00
■休館日：ギャラリー（無休）、工房（土・日曜日）

輪島市河井町4-66-1

要
■受入人数：体験1〜24名 ■体験料金：3,000円（粘土代・焼成代込み） 体

168 高澤ろうそく店

TEL.0768-22-2721

ギャラリーでは色漆のグラデーション商品が楽しめます

輪島市河井町2-161-2

TEL.0768-82-3221

手回しロクロを使った珠洲焼の陶芸体験ができます

167 珠洲焼館

TEL.0767-52-4141

輪島市二ッ屋町5-16-5

165 珠洲市陶芸センター

珠洲市蛸島町ミ部1番地1

166 珠洲市立珠洲焼資料館

TEL.0768-22-6040

②漆の上塗り見学ができます

七尾市一本杉町4

伝統的工芸品

伝統的工芸品

158 石川県輪島漆芸美術館

輪島市水守町四十苅11

①絵付体験

白山比咩神社

171 能登上布織元・山崎麻織物工房

要

羽咋市下曽祢町ヲ部84

TEL.0767-26-0240

能登上布製造工程の見学・体験織り可能

■受入人数：見学1〜40名、体験同時に2〜4名
■料金：見学無料、体験3,000円〜
■開館：9：00〜17：00（見学可能時間）
■休館日：日曜日、お盆、年末年始、創設記念日
（7/7）

※料金は基本的に税込価格です。記載内容は予告なく変更することがございます。ご了承ください。

要
体

8

産業観光受入企業・施設一覧
TEL.0767-72-2233

製造工程の見学、機織りの体験可能

■受入人数：体験要問合せ
■料金：見学無料、体験1,500円〜3,200円（要確認）
■開館：9：30〜16：00、
（10〜3月は15：00まで）
■休館日：月曜日
（祝日の場合は翌日）、年末年始

要
体

TEL.0767-53-8743

要
のれんの展示と花嫁衣装で、のれんくぐり体験ができます
■受入人数：見学・体験1名〜要問合せ ■料金：大人（高校生以上） 体
550円、小中学生250円、小学生未満無料、団体（20名以上）450円
体験（入館料込み）3,000円 ■開館：9：00〜17：00（入館は16：30まで）
■休館日：毎月第4火曜日及び展示替え期間、年末年始（12/29〜1/3）

TEL.0768-22-0842

漆器木地の加工、下地や拭き漆等の漆塗り工程の見学

要

輪島塗の作業を間近で見学でき、模様付け体験もある
■受入人数：見学・体験各1〜40名
■料金：見学無料、体験1,500円〜2,500円（要確認）
■営業時間：9：00〜17：00（5〜8月は18：00まで）
■休館日：水曜日
（祝日は営業）

176 輪島塗会館

輪島市河井町24部55

要
体

職人と語らいながらの工房めぐりと製品展示場の見学ができます
■受入人数：見学1〜15名程度 ■見学料金：無料
■開館：8：30〜17：00、工房見学9：00〜12：00、13：00〜16：00
■休館日：土・日曜日、年末年始

地域特産品

178 イソライト珪藻土記念館

179 ㈱西海水産

TEL.0767-45-1057

水産加工品（丸干しいか等）の製造工場の見学等ができる
■受入人数：見学10〜15名（要予約）※詳細はお問合せください
■見学料金：無料 ■開館：8：00〜17：00
■休館日：土・日曜日、祝日

TEL.0768-22-5858

酒蔵をご案内して酒造工程や設備の説明をし、試飲も可能

181 ㈲新海塩産業

体

ちくわや揚げ蒲鉾の製造工程を見学いただけます

TEL.0120-33-7058

このわた、
くちこの製造工程を体験。食事又は、おみやげ付

要
体

■受入人数：見学2〜15名、体験2〜15名（5日前までに要予約）
■料金：見学・体験（食事付）1,500円（税別）
■開館：見学可能日時/月曜〜土曜11：00〜14：00（11月下旬〜3月中旬限定）
■休館日：毎月第1木曜日
（1・2月は毎週木曜日）

鳳珠郡穴水町旭ヶ丘リ5番1

TEL.0768-58-1577

ワイン醸造所の見学ができる

羽咋市寺家町テ41-1

TEL.0767-22-0622

縁結びの神「気多大社」すぐそば。手びねり、絵付け体験可能

要

要

体
■受入人数：見学1〜20名、体験1〜40名（要予約）
■料金：見学無料、体験（手びねり500g 1,600円〜、絵付け1個 900円）

鳳珠郡能登町松波30-114

TEL.0768-72-0005

歴史ある酒道具の説明と旬のお酒の試飲ができます

TEL.0768-87-2040

■受入人数：体験1〜100名（100名以上は要相談）
（要予約）
■料金：資料館入館（大人100円、小・中学生50円）、
塩づくり体験（浜士体験2時間コース）大人2,000円、小人1,000円
■開館：8：30〜17：30（12〜2月は9：00〜16：00） ■休館日：無休

要

要
体

194 のとのファクトリー

要

要

■受入人数：10〜40名、予約制レストランです。個人予約の方はHPの
ご予約カレンダーをご確認ください。■料金：大人2,000円、小学生1,000円、
小学生未満500円、3歳未満無料 ■開館：11：30〜14：30 ■休館日：不定休

9

要

■受入人数：見学1〜30名（要予約） ■見学料金：無料
■開館：10：00〜16：00
■休館日：無休

世界の塩の文化を紹介、
「揚げ浜式」塩づくりの体験や見学可能

183 ㈱スギヨファーム「ファーマーズレストラン香能の丘」

能登産食材中心のビュッフェスタイルレストランです

TEL.0768-22-0018

酒蔵見学や日本酒造りの工程説明あり、試飲もできる

193 道の駅すず塩田村

■受入人数：見学要問合せ
■見学料金：無料
■開館：9：00〜17：00、見学9：30〜、13：30〜、15：00 計3回
■休館日：土、
日、祝、
月曜日の午前

羽咋郡志賀町香能ろ64
TEL.0767-42-2617
（予約受付時間9：00〜17：00
（土日祝除く）
）

■受入人数：見学1〜15名、体験1〜15名
■料金：見学無料、体験320円（お土産付）
■開館：9：00〜18：00 ■休館日：木曜日不定休

珠洲市清水町1-58-1

TEL.0768-87-8140

TEL.0767-53-0180

要

■受入人数：1〜30名 ■見学料金：無料（酒蔵見学は要予約）
■開館：8：00〜17：00
■休館日：年末年始

■受入人数：見学1〜30名（10名以上は要予約） ■見学料金：無料
■開館：8：00〜17：00
■休館日：年末年始

182 ㈱スギヨ

TEL.0767-52-0368

原材料（大豆、小麦）はすべて能登産。手作業で２夏熟成

192 松波酒造㈱

要

流下式塩田による製造工程を見学できる

七尾市西三階町10号4-1

七尾市一本杉町29

191 能登大社焼窯元

要

■受入人数：15名程度（要予約） ■見学料金：無料
■開館：9：00〜17：00
■休館日：日曜日、年始

珠洲市長橋町15-18-11

要

■受入人数：見学1〜100名
■見学料金：無料（試飲有）
■開館：9：00〜17：00 ■休館日：無休

180 ㈱清水酒造店

輪島市河井町1-18-1

TEL.0767-26-0261

味噌蔵の見学可能

190 能登ワイン㈱

要

■受入人数：見学1〜50名 ■見学料金：無料
■開館：9：00〜15：00 ■休館日：火曜日、年末年始、1〜2月

羽咋郡志賀町西海千ノ浦ヲ11番地

羽咋市下曽祢町ノの部50番地

七尾市石崎町香島1-22

TEL.0768-22-0521

珪藻土に関する説明パネル、珪藻土製品の展示など

要

■受入人数：要相談 ■見学料金：無料
■開館：8：00〜17：00
■休館日：日曜日、年始（1/1〜3）

189 なまこや

177 ㈱輪島屋善仁

TEL.0767-62-2313

TEL.0768-84-1314

奥能登最古の酒蔵、
トロッコと北陸初のトンネル貯蔵あり

188 ㈴中島酒造店

■受入人数：見学50名まで ■入場料金：2階資料展示室のみ有料（大人
300円、高校生200円、中学生100円、小学生以下無料）
■開館：8：30〜17：00 ■休館日：無休

七尾市石崎町ヨ部1番地

珠洲市宝立町宗玄24-22

輪島市鳳至町稲荷町8番地

TEL.0768-22-2155

輪島塗の販売及び製造工程の説明展示と企画展示

輪島市平成町63番地

■受入人数：見学1〜80名、体験1〜40名（要予約）
■料金：見学無料、
ミニ仕上げ釜体験1,000円
■開館：8：00〜17：00 ■休館日：年末年始（12/29〜1/4）

187 鳥居醤油店

175 輪島工房長屋

TEL.0768-23-0011

要

■受入人数：見学10名まで（要予約）
■料金：見学無料
■開館：10：00〜15：00 ■休館日：日曜日、祝日

■受入人数：見学1〜15名（1週間〜3日前までに要予約）
対応時間：午前10時〜午後3時まで
■見学料金：無料 ■開館：8：00〜17：30（月〜金曜日）
■休館日：土・日曜日、祝日、お正月、お盆、輪島市内の祭日等

輪島市河井町4-66-1

TEL.0768-87-8080

揚げ浜式、流下式による塩づくりの工程を見学できます

186 高澤醸造

174 輪島キリモト

輪島市杉平町成坪32

184 ㈱珠洲製塩

珠洲市長橋町13字17番地2

185 宗玄酒造㈱

173 花嫁のれん館

七尾市馬出町ツ部49

地域特産品

伝統的工芸品

172 能登上布会館

鹿島郡中能登町能登部下134-1

鳳珠郡能登町字上町イ部46-6

TEL.0768-76-8100
要
■受入人数：1〜20名
■料金：ブルーベリー摘み取り体験（夏季のみ）有料、カフェ有料 体
■開館：9：00〜17：00 ■休館日：日曜日、祝日、第2・4土曜日、7・8月は無休
※カフェ・マルシェの営業時間：9時〜17時、定休日：日祝日、年末年始
（冬季1〜3月は、カフェ：休業、マルシェ：上記定休日と第2第4土曜日もお休みです。）

notono素材を感じるデイリーフード

195 ㈱柚餅子総本家中浦屋

輪島市河井町2部70番地（本町店） TEL.0768-22-0131

季節によって異なる菓子を、菓子工場の外から見学できる
■受入人数：見学要問合せ ■見学料金：無料
■開館：8：00〜17：00（店舗）
■休館日：元旦

要

要

モノづくり産業遺産に認定された「新星万能木工機」の
見学が可能です

要
産

■受入人数：見学1〜10名（要問合せ） ■見学料金：無料
■休館日：土・日曜日

197 ㈱地域みらい

TEL.0767-74-2121

計測分野で注目されている3次元計測の紹介・説明

198 ㈱トパテック

TEL.0768-26-1888

見学者案内通路よりアルミチューブ製造ラインを見学可能

208 石川県農林総合研究センター 畜産試験場

羽咋郡宝達志水町坪山ナ93-2

TEL.0767-28-2284

クローン牛を見学できる

要

■受入人数：見学要問合せ
■見学料金：無料
■開館：9：00〜17：00

七尾市能登島向田町125部10番地

TEL.0767-84-1175

美術館の見学、
ガラス工芸体験などイベントも開催（要確認）

体

■受入人数：見学1〜100名、体験10〜50名（団体は20名から）
■見学料金：一般800円、中学生以下無料
■開館：9：00〜17：00（12〜3月は16：30まで）※入館は閉館の30分前まで
■休館日：第3火曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始（12/29〜翌1/1）、展示入替期間

210 須須神社

要

■見学料金：無料

珠洲市三崎町寺家4-2

TEL.0768-88-2772

宝物殿では「木造男神像5躯」
（重文）や「蝉折の笛」など、
キリコ館ではキリコ高さ16.5m4基を見学可能

要

繊 維・衣 料

■受入人数：見学（宝物殿30名、キリコ館50名）■料金：自由参拝無料、
宝物殿拝観料（要予約）300円、キリコ館200円 ■開館：9：00〜16：00
（参拝は通年、宝物殿拝観 4〜10月）■休館日：宝物殿11月〜翌3月末

199 中能登町織物デザインセンター

鹿島郡中能登町能登部下134-1

TEL.0767-72-2121

20万点の織物デザインサンプルを展示。
熱転写プリント体験が可能

211 セミナーハウス「山びこ」

要
体

■受入人数：1〜50名
■料金：入館無料、体験無料（素材により有料）
（要予約）
■開館：10：00〜16：00 ■休館日：月曜日
（祝日の場合は翌日）、年末年始

200 能登テキスタイル・ラボ

鹿島郡中能登町良川17部17番地1

TEL.0767-74-2271

織物・ニットの精練染色試験、
インクジェットプリント試験の見学、体験

環 境・エネ ル ギ ー

RDF（ごみ固形化燃料）流動床ガス化溶融施設を見学

要

七尾市中島町横田1部148

原子力、放射線、電気などを楽しく学べる情報科学館

■受入人数：見学要問合せ ■見学料金：無料
■開館：9：30〜16：30
■休館日：月曜日
（休日の場合は翌日）及び年末年始（12/29〜1/3）

203 アリス館志賀

羽咋郡志賀町赤住ヌ部21番地

TEL.0767-32-4321

原子力発電のしくみや、エネルギー・電気について
アリスたちが紹介

商業・物流・サービス等

204 能登島ガラス工房

TEL.0767-84-1180

吹きガラスの製作工程見学ができ、
各種ガラス製作体験も可能

■受入人数：見学150名、体験50名
■料金：見学（200円、中学生以下無料）、体験要問合せ
■開館：9：00〜17：00（入館受付けは16：30まで）
■休館日：月曜日
（祝日と繁忙期は除く）、年末年始（12/29〜1/3）

要
体

TEL.0767-66-2200

勇壮な「枠旗祭り」
を祭り当日の熱気そのままに再現

■受入人数：見学1〜50名 ■入館料金：小・中学生300円、高校生400円、大人500円
■開館：9：00〜17：00（入館は16：30まで）
（祝日の場合は翌日）、冬季期間（12/11〜翌3/10・団体のみ
■休館日：月曜日
見学可。☎0767-53-8437まで要予約）

214 花のミュージアムフローリィ

要

体

羽咋郡志賀町赤住14-54-1

TEL.0767-32-8787

南欧風の建物を基調に500種類を超える草花が植栽されている

要

体
■受入人数：見学80名、体験要問合せ
■料金：入館無料、体験要問合せ
■開館：9：30〜17：00
■休館日：月曜日
（祝日の場合は翌日）、冬季期間（12月25日〜3月19日）

215 輪島市ふるさと体験実習館

体

輪島市町野町曽々木サの45の1番地

TEL.0768-32-1331

わたふじ染、豆腐づくり等の地域文化の体験

■受入人数：要問合せ
■体験料金：700円〜要問合せ
■開館：9：00〜17：00 ■休館日：火曜日、年末年始

■受入人数：要問合せ ■入館料金：無料
■開館：9：00〜16：30 ■休館日：年末年始（12/28〜翌1/3）

七尾市能登島向田町122-53

TEL.0768-74-1919

九十九湾などの海がよく分かる展示室や3Dシアター見学

213 中島お祭り資料館・お祭り伝承館

202 公益財団法人能登原子力センター
TEL.0767-32-3511

要
体

212 のと海洋ふれあいセンター

■受入人数：見学1〜80名
■見学料金：無料
■休館日：土・日曜日、祝日、年末年始

羽咋郡志賀町安部屋亥34-1

■受入人数：そば打ち体験54名まで（他要問合せ）
■体験料金：大人540円、小人320円（別途材料費2,160円）
■開館：10：00〜16：00 ■休館日：年末年始

鳳珠郡能登町字越坂3-47

201 石川北部RDFセンター

TEL.0767-36-8888

TEL.0768-76-1611

そば打ち体験、押し花づくり等の体験プログラムに参加可能

要
体

■受入人数：見学1〜20名、体験2〜5名
■料金：見学無料、体験300円〜（少人数が望ましい）
■開館：9：00〜16：00 ■休館日：土・日曜日、祝日、年末年始
羽咋郡志賀町矢駄11字103番地

鳳珠郡能登町黒川33-61

能登エリア

■受入人数：見学25名
■開館：8：00〜17：00
■休館日：法定休日

産業遺産（P11・12参照）

209 石川県能登島ガラス美術館（公益財団法人七尾美術財団）

要

■受入人数：1〜10名（要問合せ） ■見学料金：無料
■開館：9：00〜17：00
■休館日：土・日曜日、祝日、年末年始

輪島市三井町臨空産業団地3号

産

体験プログラム有り

加賀・白山エリア

鹿島郡中能登町良川へ部32番地

体

金沢エリア

TEL.0767-32-3663

その 他

車 両・機 械・電 子 等

196 ㈱田辺鉄工所

羽咋郡志賀町堀松5-1

要予約

要
体

要
体

■受入人数：要問合せ ■料金：見学無料、体験有料（要予約）
■開館：9：00〜17：00 ■休館日：年末年始（12/25〜翌1/5）

205 能登食祭市場

七尾市府中町員外13-1

TEL.0767-52-7071

館内で商品販売の現場を見学、試食できる

■見学料金：無料
■開館：1F物販8：30〜18：00、2F飲食11：00〜（閉店時間は店舗により異なる）
■休館日：12月〜6月の火曜日
（祝日は営業）

その 他

206 石川県海洋漁業科学館

鳳珠郡能登町字宇出津新港3-7

TEL.0768-62-4655

海と魚について体感などしながら楽しく学べます
■受入人数：見学100名、体験30名 ■料金：入館無料
■開館：9：30〜16：30（入館は16：00まで）
■休館日：月曜日
（祝日を除く）、年末年始

要
体

207 石川県水産総合センター 生産部志賀事業所

羽咋郡志賀町赤住20

TEL.0767-32-3497

ヒラメ、
アワビ、サザエの展示・見学

■受入人数：見学1〜40名要問合せ ■見学料金：無料
■開館：9：00〜16：30
■休館日：土・日曜日、祝日、年末年始

要

白米千枚田より夕日を望む

※料金は基本的に税込価格です。記載内容は予告なく変更することがございます。ご了承ください。
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平成23年度に制定された「いしかわモノづくり産業遺産認定制度」は、
石川県内の企業により製造され、国内の基幹産業発展に大きく貢献した機械を、

いしかわモノづくり

「モノづくり産業遺産」として認定する制度です。

産業遺産
I n d u s t r i a l

石川県民の理解を深め、次代を担う若者のモノづくりへの関心を高めること、
県内外への情報発信等を通じて、いしかわのモノづくり産業の
更なる振興・発展を図ることを目的とします。

H e r i t a g e

平成23年度、24年度合わせて16社31件の機械を認定しました。

P.3 52

澁谷工業（株）

01

02

03

中村留精密工業（株） P.6 129

04

たてがた

にれんしきびんせんき

二連式壜洗機（昭和28年）

二本の一升瓶を同時に洗浄でき、当時は
手洗いであった壜の洗浄作業の効率化に
大きく貢献しました。

竪型セライト
ろ

か

連続洗米機

き

濾過機（昭和30年）
瓶詰め前の清酒をろ過します。従来の綿濾
過よりも目詰まりしにくく、長時間の使用が
可能でした。

手作業による重労働だった酒造米を洗う行程
を軽作業化し、全国の酒造メーカーに導入さ
れました。

高松機械工業（株）

05

めんとりせんばん

大型旋盤が主流の中、小さな加工品は小さな
旋盤でとの発想から開発された省スペース・
ローコスト旋盤。

油圧と電気制御の組み合わせ により、多
くの行程を自動化。簡単かつ多種の加工
を可能にしました。

津田駒工業（株）

P.6 127

06

面取旋盤 T-650（昭和39年）

油圧自動タレット旋盤 NT5 型 （昭和38年）

（昭和30年）

07

CRT付対話型 CNC旋盤 TCC-8（昭和51年）

機 械と人 がコミュニケーションできる、
国
内初のマイクロコンピュータ搭載のC N C
（コンピュータ数値制御）旋盤。

大同工業（株）

P.6 126

P.3 53

08

精密油圧自動旋盤メリター（昭和49年）

K 型織機

機械と電気制御の一体化により、正 確 か
つ迅速な量 産加工と最大240種類の多様
な加工が可能です。

昭和6年から50年間で9万台を製造しまし
た。軽目羽二重から重目織物まで幅広い対
応が可能です。

P.6 120

（株）石野製作所

11

（昭和35年）

09

10

12

木製リム

DK415T チェーン（昭和38年）

麻袋開口器（昭和39年）

給湯給茶装置付寿司コンベア機（昭和63年）

昭和38年に開催されたオートバイ世 界 G P
日本大会
（50ccの部）
で優勝したホンダ社
製バイクが使用しました。

米俵から麻袋への転換期。本器により、従
来二人作業であった米の袋詰が一人で行
なえるようになりました。

給 茶 装 置をコンベアレ ーン上 部 に 設 置
し、上部から給湯。省力化に貢献しました。

イシノ式
（明治36年）

木地のろくろ引きの技術を活用して製造さ
れた、国内初の自転車用木製リムです。

11

またいかいこうき

金沢エリア

加賀・白山エリア

能登エリア

（こまつの杜 わくわくコマツ館）P.6 123

（株）小松製作所

13

14

T25 トラクタ（昭和11年）

15

G40 トラクタ（昭和15年）

旧小松工場で製造された現存する世界最
古のトラクター。昭和7年から18年までに
238台生産されました。

粟津工場で製造された自社製ガソリンエ
ンジン搭 載 のトラクター。国 産ブ ルドー
ザーの元祖となりました。

17

18

16

D50 ブルドーザー（昭和24年）

現 存 する 最 古 のD50ブ ルドーザー。作業
員200人分の働きで戦後の復興に貢献し
ました。

19

D50-S8 ドーザーショベル1号機（昭和33年）

当時制作された試作機。パケットローダー
の掘削力不足の問題点を解消するために
開発されました。

20

すいあつたんぞう

水圧鍛造プレス

（昭和5年）

D50A

ブルドーザ実験車（昭和36年）

海外資本の自由化対策に対応するため、
性 能・耐 久 性の画期的向上を追求した実
験車です。

（株）高井製作所

JH30B

ペイローダ（昭和40年）

国内ホイルローダの草分け的存在。建設
現 場で の 土 砂運搬や冬季の除雪作業に
大きく貢献しました。

（株）ニシムラジグ

21

旧 小 松 工 場で 製 造
され、同工場にて平
成6年まで稼働しま
した。主に建設機械
の足回り部品の鍛造
を行っていました。

P.3 56

戸上工業（株）

長尺旋盤（昭和10年）

8尺までの長尺物の切削加工が可能な万
能旋盤。小松市を鉄工産業の町に変貌さ
せる原動力となりました。
P.3 54

22

23

面取研削機（昭和38年）

マルチブレードソーマシン （昭和60年）

オリエンタルチエン工業（株）P.6 121

24

大豆粉砕装置

（大正6年）

二 つ のギア状 の
石棒を組合せ、回
転させることによ
り大豆を粉砕。重
労 働で あった 作
業の省力化に貢
献しました。

（株）田辺鉄工所

全国初の砥石を利用した面取研削機。刃
物で は 削 れ ない 焼 入 れしたものも加 工
可能です。
P.10 196

25

（株）アイ・オー・データ機器

P.3 50

26

県内初の人工水晶やセラミック等、電子部
品の半導体を切断するマルチブレードソ
ーです。

ブシュ捲機械

（昭和22年）

創業時に製造した伝動用ローラーチェーン
部品のブッシュを製造する機械です。現在
も稼働中。

松本機械工業（株）

27

山中木地挽物技術保存会

28

新星万能木工機（昭和34年）

PC9800 シリーズ用増設メモリボード（昭和63年）

強力型スクロールチャック（昭和36年）

山中式轆轤（昭和40年）

自動カンナ機、昇降丸鋸盤など5つの機能
を有する万能木工機です。昭和28年、昭和
天皇に天覧されました。

独自の I・O バンク方式により、大容量アプ
リケーションの素早い処理が可能となり
ました。

従来、鋳物製であった加工物固定のスク
ロールチャックを焼 入 れ・研 磨を施した
鋼鉄製にて製造しました。

主 軸 が 二 方 向 に 回 転。多 様な 木 地 加 工
が 可 能 に なり、山中漆器の工法の多様化
に貢献しました。

（株）P F U

29

USAC3100

（昭和42年）

当時、概念として確立していなかったオフィ
スコンピュータを指向した低価格の小型コ
ンピュータです。

30

31

いしかわモノづくり

USAC720（昭和48年）

オフコン分野初のマイクロプログラミング
方式を採用。入出力チャネル方式により入
出力同時動作が可能です。

多目的プリンタU5201（昭和61年）

多機能ドットインパクト式プリンタ。スプ
ロケット付連帳に加え、カット紙にも印字
可能です。

産業遺産
I n d u s t r i a l

H e r i t a g e

［平成23・24年度認定］
12

石川県の「日本一」。
その一部をここにご紹介いたします。
石川には多くの日本一があります。
伝統工芸王国・石川ならでは「日本一」。
豊かな自然風土、食文化をあらわす「日本一」。
I S H I K A W A

K E N B U N G A K U

いしかわの
「日本一」を
紹介します

そんな石川県をもっともっと
見て、聞いて、学んでください。

沈金

1
いしかわの

人間国宝
（芸能及び工芸技術保持者・人口百万人当り）

6.93人

（全国平均：0.9人）
現在、石川県内の「重要無形文化財保持者」

すなわち人 間 国 宝は8 名 。人口百万 人当り

「6.93人」であり、全国平均の0.9人と比べ、
いかに多いかがお分かりいただけるかと思いま

す。藩政時代から受け継がれる工芸王国石川

ならではの日本一です。

13

金箔

2
いしかわの

金属箔
（打箔・出荷額）

41億3,000万円

（全国合計：48億9千9百万円）

金属箔全体では約88％。金箔に至っては99

％のシェアを誇ります。伝統 工芸が盛んで

あることや、湿度など気候が適していたこと
などもその理由ですが、江戸時代に禁じら

れた箔打ちを加 賀 藩が 密かに行い続けた
ことが大きな要因といえるでしょう。

ひがし茶屋街

3
いしかわの

重要伝統的建造物群
保存地区数
8地区（全国合計：117地区）

石川県内の重要伝統的建造物群保存地区は、
金沢市の東山ひがし・主計町・卯辰山麓・寺町台、
輪島市の黒島地区、加賀市の加賀橋立・加賀

東谷、
白山市の白峰の「8地区」で全国最多です。

選定された地区は文化財保護法等に基づき、
将来にわたって景観や町並みが保護されます。
重要伝統的建造物群保存地区とは

城下町や宿場町、門前町など、全国に残る歴史的な集落や町並みの保存
を図るため、昭和50年に創設され、国の審議を経たうえで選定される。

4
いしかわの

漆器製家具
（出荷額）

13億3,400万円

（全国合計：60億6千万円）

石川県には、輪島塗、山中漆器、金沢漆器

など有名な漆器の産地が数多くあります。
これ

らの産地で漆塗りにより装飾された家具は、
艶やかで美しい見た目はもちろん、堅 牢で

防 水・防腐性・抗菌性に優れています。また、
使い続けた劣化部分も漆を塗り直すことで
半永久的に使用できるので、環境保全の面

からも優れています。目的や用途によっては、

漆の表面に、金銀、貝、色漆などを材料に、
蒔絵、象嵌、螺鈿等の高度な加飾技術を施

すことができる点も大きな魅力です。

■焼き肉屋店舗数（人口10万人当たり）
：27.3店（全国平均：14.8店）
（
全国合計
：
4,885t）
■ふぐ類漁獲量：691t
《１世帯当たり家計の年間消費金額・金沢市》
■もち：2,809円（全国平均：1,858円）
■れんこん：1,965円（全国平均：1,098円）
■生しいたけ：2,512円（全国平均：2,017円）
■和服：7,604円（全国平均：1,770円）
■教科書・学習参考教材：6,755円（全国平均：2,539円）
※参考資料：石川100の指標（平成29年度版）
※写真はイメージです。

※写真はイメージです。
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産 業観光
エリアマップ

珠洲市

能登町

輪島市

穴水町

Industrial Tourism Area Map

志賀町

七尾市

■ 伝統的工芸品

中能登町

■ 地域特産品

能登エリア

羽咋市

■ 車両・機械・電子等
■ 繊維・衣料

宝達志水町

■ 環境・エネルギー

かほく市

■ 健康・医療・美容
■ 商業・物流・サービス等

津幡町

内灘町

■ 研究・公的施設・博物館等

金沢エリア

■ その他

金沢市
野々市市
川北町
能美市

加賀・白山
エリア

小松市
白山市

加賀市

石川県交通アクセス

穴水
のと里山海道

のと里山空港
JR北陸本線
七尾
能越自動車道

金沢

福井
敦賀

舞鶴若狭
自動車道

長野

上信越
自動車道

15

新大阪

東京ICから金沢西ICまで約６時間20分
練馬ICから金沢東ICまで約５時間20分

関越自動車道

大阪から

高崎

サンダーバード

岡谷
中央自動車道

東京
羽田空港

名古屋
名神自動車道

北陸新幹線（かがやき）約２時間30分
北陸新幹線（はくたか）約２時間50分

上越新幹線

米原

京都

羽田から約1時間（全日空・日本航空）
成田から約1時間15分（全日空）

上越

北陸新幹線

北陸自動車道
東海北陸自動車道

小松空港

富山

東京から

長岡

東名自動車道
東海道新幹線

約２時間30分

吹田ICから金沢西ICまで約３時間20分

名古屋から
東海道新幹線（米原のりかえ）
ひかり・しらさぎ 約２時間20分
しらさぎ 約２時間50分
名古屋ICから金沢西ICまで約２時間50分

●金沢エリア
中心部拡大図
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大野川
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北陸新幹線

52

22
24
56
55
35
36

金沢市
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●加賀・白山エリア

No.76〜157
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木場潟

柴山潟

141

123
147
137
156

145

139

小松市

加賀市
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湖

148
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82
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能登エリア
●能登エリア No.158〜215
I

J

161
177
188

1

K

210

181
184
193

176
195
162

215

159
180
163
175
169

158
164
170

日本 海

L

珠洲市

174

166
167
185
192
212

輪島市

2

165

能登町
のと里山空港I.C

194

穴水町

206
211
198
190

213

3

182
189
178

別所岳S.A

志賀町

183
179
203
214

209
204

173
205
187
168
160

七尾湾

4

207

七尾市

202
196

七尾城山I.C

中能登町
201
191

5

200
197
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172
186
171

羽咋市

七尾大泊I.C

富山湾

氷見市

宝達志水町
208
6

かほく市

津幡町

高岡市
しんたかおか
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巻末企画『いしかわの日本一』
はいかがでしたか？
ここではおまけとして、
いしかわの「日本二」
と
「日本三」
をご紹介します。
いしかわの「日本二」
■重要有形民俗文化財数：14件（全国合計：217件）
民俗文化財として特に重要と認められたものが指定されます。

石川県では「能登の揚浜製塩用具」
「金沢の金箔製作用具」
「加賀象嵌製作用具」など14件が指定を受けています。

■映画館スクリーン数（人口10万人当たり）：4.7施設（全国平均：2.7施設）
■すし屋店舗数（人口10万人当たり）：29.9店（全国平均：18.9店）
■けいそう土、同製品出荷額：6,420万円（全国合計：7億1,420万円）
■国産・ハイブリッド車普及率（保有世帯率）
：14.7％（全国平均：9.8％）
■グローバルニッチトップ企業数（企業1万社当たり）
：3.43社（全国平均：0.59社）
■高等学校進学率：99.4％（全国平均：98.7％）
■ぶり類漁獲量：13,859t（全国合計：123,188t）
《１世帯当たり家計の年間消費金額・金沢市》
■オレンジ：1,065円（全国平均：698円）
■子供用シャツ：3,694円（全国平均：2,042円）
■スポーツクラブ使用料：9,527円（全国平均：4,722円）
■口紅：1,650円（全国平均：972円）など

いしかわの「日本三」
（人口10万人当たり）7.0施設（全国平均：1.9施設）
■政府登録ホテル・旅館数：
県内各地に多くの温泉地や観光名所を抱える石川県は、
観光産業も盛んです。
毎年二千万人以上の観光客が訪れ、
政府登録ホテル・旅館数も当然のように多くなっています。

■茶道をたしなむ人の割合（行動者率）
：2.2％（全国平均：1.5％）
■法政大学大学院「全国幸福度ランキング」
：6.90点（全国平均：5.15点）
■岡山大学「全国学都ランキング」
：67点（全国平均：54.4点）
■IHクッキングヒーター普及率（保有世帯率）
：44.9％（全国平均：23.9％）
■高校卒業者就職内定率：99.8％（全国平均：97.7％）
■平均身長（中学2年・女）
：155.6㎝（全国平均：154.8㎝）
■ほっけ漁獲量：33t（全国合計：17,183t）
《１世帯当たり家計の年間消費金額・金沢市》
■ぶり：6,004円（全国平均：3,158円）
■いか：2,971円（全国平均：2,075円）
■かに：1,334円（全国平均：488円）
■すし
（外食）
：21,900円（全国平均：14,855円）
■婦人服：10,408円（全国平均：6,291円）など
参考資料：石川100の指標（平成29年度版）

石川県観光戦略推進部観光企画課
〒920-8580 石川県金沢市鞍月1-1 TEL.076-225-1539

■本県の産業観光に関する情報はこちら

いしかわの産業観光

検索

