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
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