
コンテンツ申込みフローチャート

①コンテンツの
問い合わせ

②可否のご連絡

④催行確定/キャンセル

⑤ツアー実施

各コンテンツの問い合わせ（メール、電話等）
※コンテンツのカスタマイズが必要かどうかの確認

お問合せ内容において、コンテンツの催行可否をご連絡いたします。
※カスタマイズの問い合わせがあった場合の可否併せてご回答致します

ご希望内容に基づいて、予約を致します。
※予約期限の設定、詳細の問い合わせ/打合せ
※支払い関係の確認

催行確定またはキャンセルのご連絡をお願いします。
※キャンセル料はタリフにて記載あり。
※媒体用の画像・テキスト素材が必要であればご相談ください。

最終確認、ツアー実施
※最終人数、タイムスケジュール等をお知らせください。

【お問い合わせ先】一般社団法人金沢市観光協会

③予約



申込みにあたっての留意点

◆申込みの条件
申込の際は、下記の条件にご注意ください。
・各コンテンツは少人数制の内容となっておりますので、大人数での団体ツアーには不向きです。
・作家によっては連絡に時間を要するため、回答にお時間をいただく場合がございます。
・作家の日程を確保するので、確実にツアー催行ができることを前提としてお申込みください。

◆コーディネート手数料
・作家や関係施設との調整のほか、謝礼や要する経費（茶菓代、消耗品代、貸館代など）
の支払いを代行します。コーディネート手数料として係る経費の15%相当を頂きます。
（コーディネート手数料はコンテンツのカスタマイズ内容により変動する場合がございます）
・ツアー催行後、正式な見積書と請求書を発行いたします。
（ツアーの参加人数によって、価格が変動するため）

◆注意事項
・旅行会社から作家や関係施設への直接のご連絡はご遠慮願います。
・作家の病気や事故等のやむをえない理由で本人が対応できない場合があります。

★ご連絡先
一般社団法人 金沢市観光協会 （月～金曜 9:00～17:45）（土日祝日及び年末年始は休み）
住所：石川県金沢市木ノ新保町1番1号 金沢駅構内
TEL：０７６－２３２－５５５５ FAX：０７６－２３２－１１７０



“ZEN文化“体験
設定日

問い合わせベースにて、確認後、ご回答させて頂きます
※鈴木大拙館につきましては、設定日の6ヵ月前～お問合せ願います。

開催場所
集合場所：鈴木大拙館
内 容：鈴木大拙館/つば甚（ZEN文化講話開催）
解散場所：料亭「つば甚」

体験時間
集合時間：17:50目安
開始時間：18:00～
終了時間：21:30 (所要時間：約3.5時間)

貸切・個室対応 可 貸切可能人数 2～８名

予約方法 電話・メール

決済方法 振込対応

料金
大人：32,000円～／人（税込）
※コーディネート手数料が別途必要となります

取消日
（利用日の前日
から起算）

31日前～21日前・・・タリフ価格の30％
20日前～7日前・・・タリフ価格の50％
6日前～当日・・・タリフ価格の100％

最少催行人数 2名 最大受付人数 ８名

対応言語 日本語・英語

含まれるもの 鈴木大拙館特別見学料・石川地酒・講話費用・夕食

含まれないもの
・移動のためのバスやタクシーなどの専用車はお客様にてご準備下さい
・夕食時の飲み物代

備考

◆インバウンドの受け入れ・・・可
◆食事のリクエスト・・・不可（アレルギー等は希望をご提出下さい）
◆募集型ツアーの受け入れ・・・可
◆インバウンド時の日本語ガイドの同行必要有無・・・必要

実施事業者 一般社団法人 金沢市観光協会 担当者

問合せTEL
（対応時間）

076-232-5555
月～金曜 9:00～17:45

（土日祝日及び年末年始は休み）
問合せ

sikankou@
kanazawa-
kankoukyoukai.or.jp

詳細URL https://www.kanazawa-kankoukyoukai.or.jp/index.html

閉館後の特別空間を創出ツアー
～ZEN文化に触れる「夜・思索への誘い」～

【体験内容】

【プログラム】18:00～21:30

閉館後、ライトアップされた夜の鈴木大拙館で、思索のひとときを。自身とおだやか
に向き合う、お連れの方とひそやかに語り合うなど、旅先での特別な夜を体験でき
る。季節・土地柄にちなんだ地酒もご用意。ご夕食は創業260余年の料亭にて。
「～ZENが日本文化に与えた影響～」というテーマでの講話をお聞きした後、金
沢ならではの料亭懐石に舌鼓。
１、鈴木大拙館、閉館後の特別見学
２、鈴木大拙館にて「思索の時間」 ～石川県地酒の“TASTING”付き～
３、料亭「つば甚」にてZEN文化に関する講話と夕食

◆鈴木大拙館 集合（17:50頃が目安です）

18:00-18:20
鈴木大拙館 館内見学
18:20-18:50
鈴木大拙館にて「思索の時間」

↓ 移動
19:00-21:30
料亭「つば甚」にて鈴木大拙館学芸員よる
講話 ～ZENが日本文化に与えた影響～

【ハイライト】

★鈴木大拙館閉館後にZEN文化に触れることができる館内を
ゆっくりとご覧いただきます。

★館内閉館後の特別な空間にて“思索のひととき”を体感頂きます。

★歴史ある金沢の料亭「つば甚」にて鈴木大拙館学芸員による
ZEN文化の講話をいたします。

令和３年２月1日現在



“工芸“体験（加賀繍）
設定日 問い合わせベースにて、確認後、ご回答させて頂きます

開催場所
集合場所：金沢卯辰山工芸工房
内 容：金沢卯辰山工芸工房、加賀繍
解散場所：加賀繍体験施設

体験時間
集合時間：12:50目安
開始時間：13:00～
終了時間：16:30 (所要時間：約3時間30分)

貸切・個室対応 可 貸切可能人数 2～６名

予約方法 電話・メール

決済方法 振込対応

料金
大人：33,000円～／人（税込）＋100,000円～/グループ（税込）
※コーディネート手数料が別途必要となります

取消日
（利用日の前日
から起算）

31日前～21日前・・・タリフ価格の30％
20日前～7日前・・・タリフ価格の50％
6日前～当日・・・タリフ価格の100％

最少催行人数 2名 最大受付人数 ６名

対応言語 日本語

含まれるもの 金沢卯辰山特別見学料・講話・加賀繍体験費用・プレオーダー作品制作

含まれないもの ・移動のためのバスやタクシーなどの専用車はお客様にてご準備下さい

備考

◆インバウンドの受け入れ・・・可（通訳はお客様にてご準備下さい）
◆食事のリクエスト・・・不可（アレルギー等は希望をご提出下さい）
◆募集型ツアーの受け入れ・・・可
◆インバウンド時の日本語ガイドの同行必要有無・・・必要

実施事業者 一般社団法人 金沢市観光協会 担当者

問合せTEL
（対応時間）

076-232-5555
月～金曜 9:00～17:45

（土日祝日及び年末年始は休み）
問合せ

sikankou@
kanazawa-
kankoukyoukai.or.jp

詳細URL https://www.kanazawa-kankoukyoukai.or.jp/index.html

「“巧の技術に触れる“金沢工芸の旅」
～かけがえの無い経験を金沢で～

【体験内容】

【プログラム】13:00～16:30

歴史ある伝統工芸を金沢の地で経験ができるツアー。昔から引き継がれた伝統
工芸は、職人直伝の技術があります。加賀繍の工芸工房にて、加賀繍体験を
実施。金沢卯辰山工芸工房では、金沢の工芸を間近で感じてもらうための特別
ツアーを組んでおります。ここでは過去と現代の工芸品が展示されており、講話を
通じて工芸の過去から現代への繋がりを感じる事が出来ます。

１、金沢卯辰山工芸工房にて、特別工芸見学ツアー
２、宮越仁美氏の加賀繍工房にて、講話・作品紹介・加賀縫体験・

プレオーダー作品制作

◆金沢卯辰山工芸工房 集合（12:50頃が目安）

13:00-14:00
金沢卯辰山工芸工房 特別工芸見学ツアー

↓ 移動
14:30-16:30
加賀繍「宮越仁美氏」の工房にて、宮越仁美氏の講話・作
品紹介・加賀繍体験・加賀繍プレオーダー作品制作

【ハイライト】

★金沢卯辰山工芸工房にて、特別工芸見学ツアーをご体験

★加賀繍「宮越仁美氏」の工房にて、宮越仁美氏の講話・
作品紹介・加賀繍体験・プレオーダー作品制作をご堪能

令和３年２月1日現在



“工芸“体験（加賀友禅）
設定日 問い合わせベースにて、確認後、ご回答させて頂きます

開催場所
集合場所：金沢卯辰山工芸工房
内 容：金沢卯辰山工芸工房、加賀友禅 毎田染画工芸
解散場所：加賀友禅 毎田染画工芸

体験時間
集合時間：12:50目安
開始時間：13:00～
終了時間：17:30 (所要時間：約4時間30分)

貸切・個室対応 可 貸切可能人数 2～６名

予約方法 電話・メール

決済方法 振込対応

料金
大人：27,000円～／人（税込）
※コーディネート手数料が別途必要となります

取消日
（利用日の前日
から起算）

31日前～21日前・・・タリフ価格の30％
20日前～7日前・・・タリフ価格の50％
6日前～当日・・・タリフ価格の100％

最少催行人数 2名 最大受付人数 ６名

対応言語 日本語

含まれるもの 金沢卯辰山特別見学料・講話費用・加賀友禅体験費用

含まれないもの ・移動のためのバスやタクシーなどの専用車はお客様にてご準備下さい

備考

◆インバウンドの受け入れ・・・可（通訳はお客様にてご準備下さい）
◆食事のリクエスト・・・不可（アレルギー等は希望をご提出下さい）
◆募集型ツアーの受け入れ・・・可
◆インバウンド時の日本語ガイドの同行必要有無・・・必要

実施事業者 一般社団法人 金沢市観光協会 担当者

問合せTEL
（対応時間）

076-232-5555
月～金曜 9:00～17:45
（土日祝日及び年末年始は休

み）

問合せ
sikankou@
kanazawa-
kankoukyoukai.or.jp

詳細URL https://www.kanazawa-kankoukyoukai.or.jp/index.html

「“巧の技術に触れる“金沢工芸の旅」
～かけがえの無い経験を金沢で～

【体験内容】

【プログラム】13:00～17:30

歴史ある伝統工芸を金沢の地で経験ができるツアー。昔から引き継がれた伝統
工芸は、職人直伝の技術があります。加賀友禅の工芸工房にて、加賀友禅体
験を実施。金沢卯辰山工芸工房では、金沢の工芸を間近で感じてもらうための
特別ツアーを組んでおります。ここでは過去と現代の工芸品が展示されており、講
話を通じて工芸の過去から現代への繋がりを感じる事が出来ます。

１、金沢卯辰山工芸工房にて、特別工芸見学ツアー
２、毎田仁嗣氏の加賀友禅工房にて、講話・工房見学・加賀友禅体験

◆金沢卯辰山工芸工房 集合（12:50頃が目安）

13:00-14:00
金沢卯辰山工芸工房 特別工芸見学ツアー

↓ 移動
14:30-17:30
加賀友禅「毎田仁嗣氏」の工房にて、毎田仁嗣氏の講話・
工房見学・加賀友禅体験

【ハイライト】

★金沢卯辰山工芸工房にて、特別工芸見学ツアーをご体験

★加賀友禅「毎田仁嗣氏」の工房にて、毎田仁嗣氏の講話・
工房見学・加賀友禅体験をご堪能

令和３年２月1日現在



“工芸“体験（大樋焼）
設定日 問い合わせベースにて、確認後、ご回答させて頂きます

開催場所
集合場所：金沢卯辰山工芸工房
内 容：金沢卯辰山工芸工房、大樋焼工房、大樋美術館
解散場所：大樋美術館

体験時間
集合時間：12:50目安
開始時間：13:00～
終了時間：17:30 (所要時間：約4時間30分)

貸切・個室対応 可 貸切可能人数 2～６名

予約方法 電話・メール

決済方法 振込対応

料金
330,000円～/1グループ（税込）
※コーディネート手数料が別途必要となります

取消日
（利用日の前日
から起算）

31日前～21日前・・・タリフ価格の30％
20日前～7日前・・・タリフ価格の50％
6日前～当日・・・タリフ価格の100％

最少催行人数 2名 最大受付人数 ６名

対応言語 日本語

含まれるもの 金沢卯辰山特別見学料・講話費用・体験費用・美術館入館料・呈茶

含まれないもの ・移動のためのバスやタクシーなどの専用車はお客様にてご準備下さい

備考

◆インバウンドの受け入れ・・・可（通訳はお客様にてご準備下さい）
◆食事のリクエスト・・・不可（アレルギー等は希望をご提出下さい）
◆募集型ツアーの受け入れ・・・可
◆インバウンド時の日本語ガイドの同行必要有無・・・必要

実施事業者 一般社団法人 金沢市観光協会 担当者

問合せTEL
（対応時間）

076-232-5555
月～金曜 9:00～17:45
（土日祝日及び年末年始は休

み）

問合せ
sikankou@
kanazawa-
kankoukyoukai.or.jp

詳細URL https://www.kanazawa-kankoukyoukai.or.jp/index.html

「“巧の技術に触れる“金沢工芸の旅」
～かけがえの無い経験を金沢で～

【体験内容】

【プログラム】13:00～17:30

歴史ある伝統工芸を金沢の地で経験ができるツアー。昔から引き継がれた伝統
工芸は、職人直伝の技術があります。大樋焼の工芸工房にて、大樋焼絵付け
体験を実施。金沢卯辰山工芸工房では、金沢の工芸を間近で感じてもらうため
の特別ツアーを組んでおります。ここでは過去と現代の工芸品が展示されており、
講話を通じて工芸の過去から現代への繋がりを感じる事が出来ます。

１、金沢卯辰山工芸工房にて、特別工芸見学ツアー
２、第11代大樋長左衛門氏の工房にて、講話・工房見学・大樋焼絵付体験
３、大樋美術館・ギャラリーにて、美術館特別案内と呈茶

◆金沢卯辰山工芸工房 集合（12:50頃が目安）
13:00-14:00
金沢卯辰山工芸工房 特別工芸見学ツアー

↓ 移動
14:30-16:00
大樋焼「第11代大樋長左衛門氏」の工房にて、第11代大樋
長左衛門氏の講話・工房見学・大樋焼絵付体験

↓ 移動
16:30ｰ17:30
大樋美術館・ギャラリーにて、美術館特別案内と呈茶

【ハイライト】

★金沢卯辰山工芸工房にて、特別工芸見学ツアーをご体験
★大樋焼「第11代大樋長左衛門氏」の工房にて、第11代大樋長左
衛門氏の講話・工房見学・大樋焼絵付体験

令和３年２月1日現在



“茶“体験
設定日 問い合わせベースにて、確認後、ご回答させて頂きます

開催場所
集合場所：ハイアットセントリック金沢
内 容：ハイアットセントリック金沢、好古庵、金城楼
解散場所：料亭「金城楼」

体験時間
集合時間：13:50目安
開始時間：14:00～
終了時間：21:00 (所要時間：約7時間（途中休憩あり）)

貸切・個室対応 可 貸切可能人数 2～８名

予約方法 電話・メール

決済方法 振込対応

料金

大人：25,000円～／人（税込）＋330,000円/1グループ（税込）

【例】4名の場合 25,000円～×4名＋330,000円 合計430,000円～
※上記代金にコーディネート手数料が別途必要となります。

取消日
（利用日の前日
から起算）

31日前～21日前・・・タリフ価格の30％
20日前～7日前・・・タリフ価格の50％
6日前～当日・・・タリフ価格の100％

最少催行人数 2名 最大受付人数 ８名

対応言語 日本語

含まれるもの 奈良宗久氏講話費用・お点前費用・夕食

含まれないもの
・移動のためのバスやタクシーなどの専用車はお客様にてご準備下さい
・夕食時の飲み物代

備考

◆インバウンドの受け入れ・・・可（通訳はお客様にてご準備下さい）
◆食事のリクエスト・・・不可（アレルギー等は希望をご提出下さい）
◆募集型ツアーの受け入れ・・・可
◆インバウンド時の日本語ガイドの同行必要有無・・・必要

実施事業者 一般社団法人 金沢市観光協会 担当者

問合せTEL
（対応時間）

076-232-5555
月～金曜 9:00～17:45
（土日祝日及び年末年始は休

み）

問合せ
sikankou@
kanazawa-
kankoukyoukai.or.jp

詳細URL https://www.kanazawa-kankoukyoukai.or.jp/index.html

「茶室“好古庵”にて“わび・さび”の美を知る」
～茶×工芸が織りなす美しさ～

【体験内容】

【プログラム】14:00～21:00

金沢の工芸と茶を組み合わせた特別な体験ツアーです。工芸は、ハイアットセント
リック金沢（館内には100数点ほど工芸品が展示されています）での特別工芸
見学ツアーを実施。茶は、裏千家四代千仙叟宗室の屋敷跡地である茶室「好
古庵」にて奈良宗久氏の講話と茶のお点前を体験頂きます。その後、ご夕食は、
料亭「金城楼」奈良氏監修の金沢の茶懐石をご堪能頂きます。

１、ハイアットセントリック金沢にて、館内特別工芸見学ツアー
２、好古庵（茶室）にて、奈良宗久氏の講話・お点前 体験
３、料亭「金城楼」にて奈良氏監修の金沢 茶懐石

◆ハイアットセントリック金沢 集合（13:50頃が目安）

14:00-15:00
ハイアットセントリック金沢 館内特別工芸見学ツアー

↓ 移動
15:30-16:30
茶室「好古庵」にて、奈良宗久氏の講話・お点前

↓ 移動・休憩（チェックインなどの時間にご利用下さい）
18:30-21:00
料亭「金城楼」にて、奈良宗久氏監修の金沢 茶懐石

【ハイライト】

★ハイアットセントリック金沢にて、特別な工芸ツアーをご体験
★裏千家 奈良宗久氏の講話・お点前をご堪能
★奈良宗久氏監修の金沢 茶懐石を料亭「金城楼」にて舌鼓

令和３年２月1日現在


