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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