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
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