
【法人旅行・商品造成企画に関する問合せ】

一般社団法人金沢市観光協会 TEL.076-232-5555   (担当：児玉、田代）

【金沢市内観光および、補助金等に関する問合せ】

金沢市観光政策課誘客推進室 TEL.076-220-2759（担当：上村、杉本）

四季折々、ほんものの日本を五感で発見できるまち

か な ざ わ 旅 企 画
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金沢の新着情報01

北陸新幹線 金沢－敦賀間 延伸

平成27年3月に北陸新幹線長野金沢間が開業となりましたが、令和6年の春に金沢
敦賀間が開業となります。
敦賀延伸による交通時間の短縮効果に加え、キャンペーンなどにより北陸圏に再

度注目が集まることで、関西圏・中京圏、さらには首都圏など他地域からも観光入
込客数の増加が期待されます。

「ほんもの」をキーワードに、主に本市の文化施設などの金沢が誇る文
化的コンテンツを活かし、奥深い金沢の文化を堪能するツアーを造成してお
り、今後も庭園文化や建築文化に関するツアーも開催予定です。

076-220-2194 金沢市観光政策課TEL

文化観光

■茶道にふれる旅
定員：15名 合計金額：150,000円 ※人数にて一部料金変動あり
金沢の数寄者が集めた美術品を所蔵する金沢市立中村記念美術館

内の旧中村邸（金沢市指定保存建造物）にて、金沢が誇る茶道文化
に浸るプレミアム体験。名店和菓子職人の技を間近で触れるととも
に、所蔵品でしつらえた特別な茶の空間で呈茶の後、特別に展示し
た所蔵品を学芸員が解説付きでご案内します。
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いしかわ百万石文化祭

2023年10月～11月にかけて、金沢市を中心に、石川県内全域で開催されます。
国民文化祭とは、全国の文化団体が一堂に会し、活動を発表・交流するとともに、

地域の特色を活かした様々なイベントを開催する国内最大規模の「文化の祭典」で、
石川県では、平成４年に日本海側で初めて開催して以来、31年ぶり２回目の開催と
なります。さらに、障害のある方の芸術文化活動について知っていただく機会とな
る「全国障害者芸術・文化祭」も同時に開催され、こちらは県内初開催です。

ＵＲＬ https://ishikawa-bunkasai2023.jp/

https://ishikawa-bunkasai2023.jp/
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【金沢市の今後の取り組みについて】

●金沢市観光誘客推進として、金沢市、金沢市観光協会、地元の観光事業者
と官民一体となって連携して、このキャンペ－ンに向けて、観光素材の発堀
や磨き上げに取り組んでまいります。

●今後、各旅行会社の皆様との繋がりを大切にし、 金沢市の最新の観光情
報をタイムリーに提供し、魅力向上につながる観光素材の提供に取り組ん
でまいります。

ＪＲグループ 6 社と地元行政が協働実施する大型観光キャンペーン
実施時期： 2024 年10 月 1 日～12 月 31 日
開催地：北陸三県（富山県、石川県、福井県）に決定しました。

2024年秋、北陸三県
「デスティネーションキャンペーン」開催決定！

北陸ディスティネーションキャンペーン

１ 全国宣伝販売促進会議
開催日程：2023年秋
開催県 ：福井県

２ オープニングイベント
開催日程：2024年10月
開催県 ：石川県

３ ディスティネーション
キャンペーンイベント
開催日程：2024年秋
開催県 ：富山県

キャンペーン中の主な事業



北陸地域（石川県、富山県及び福井県）を超える規模のもので、県外参加者50人
以上、連続２日以上の会期の学会、大会、会議に対して助成。

助成対象 助成金額

国内コンベンション

基礎補助額 [県補助]4万円～(上限400万円）
＋[市補助]2万円～(上限200万円）

※県外参加者100人増加ごとに加算
※冬季(12～2月)開催加算、大規模（県外参加者1,000人超）加算あり

シャトルバス
[県補助]1/3（上限100万円）
+[市補助]1/6（上限50万円）

新型コロナウイルス感染
症対策にかかる経費

[県補助]1/3（上限30万円かつ基礎補助額を超えない範囲）
+[市補助]1/3（上限30万円かつ基礎補助額を超えない範囲）

下記いずれかを満たす団体に助成
・コンベンション誘致推進事業補助金の交付団体
・北陸3県以上の開催規模で参加人数50人以上の大会を開催する団体
・北陸3県以上の開催規模で参加人数50人以上の企業ミーティングを開催する団体
（ただし市内で連続2日以上の会期があり、レセプション等を開催の場合に限る）

助成内容 助成金

学会等のレセプション等における金沢の伝統芸能披露 2/3（上限30万円）

金沢版クラフト・ツーリズムの開催 2/3（上限20万円）

同時通訳に要する費用で下記に該当する部分
・同時通訳者の報酬、交通費
・設備の仮設・オペレーティング費用（ただし市有のホールで同
時通訳実施の場合は対象外）

1/2（上限各15万円）

金沢市観光政策課
076-220-2194

URL https://www.kanazawa-cb.com/

お問合せ
石川県誘客戦略課
076-225-1537
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※コンベンション誘致推進事業補助金は石川県誘客戦略課又は金沢市観光政策課に
金沢ＭＩＣＥ促進事業費補助金は金沢市観光政策課にお問い合わせください。

コンベンション誘致推進事業補助金

金沢市の支援制度02

金沢MICE促進事業費補助金制度

https://www.kanazawa-cb.com/
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金沢市では、金沢市内の宿泊施設で宿泊を伴う修学旅行の学校行事に対して
伝統文化等の体験費、宿泊費、交通費、金沢市内１日フリー乗車券購入費の助
成を行っております。

要件 金沢市内の宿泊施設で宿泊を伴う、修学旅行等の学校行事であること

対象 ①金箔貼り体験、和菓子づくり体験、水引体験、加賀友禅着色体験、

能楽鑑賞・体験など金沢市内で行う伝統文化等の体験費用

②金沢市内での宿泊費

③交通費

④金沢市内１日フリー乗車券

補助金額 ①１人500円（500円に満たない場合はその体験料金の額）

②宿泊費の１/３（１人あたり１泊上限3,000日）

③貸切バス、タクシー利用料の１/３（１人あたり１泊上限2,000日）

④金沢市内１日フリー乗車券購入費の１/３

問い合わせ
金沢市観光政策課誘客推進室
076-220-2759

URL
https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kankoseisakuka/gy
omuannai/1/2/1/9229.html

金沢市修学旅行等誘致推進補助金（令和５年度実施内容）

https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kankoseisakuka/gyomuannai/1/2/1/9229.html
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市中心部から車で約30分の金沢の奥座敷、湯涌温泉で楽しめるオリジナル修学旅行

コンテンツです。

世界的な「おやつ」の代表「ポテトチップス」を見た目にも「映える」カラフルな

出来栄えに創作する体験です。

中山間地域の農業を題材に日本の農業の現状と課題を考察し、６次産業化の取組を

学ぶことで、収益性のある農業の可能性を探る学習要素を含んでいます。

名称 「カラフルポテトチップス」づくり 【SDGS対応企画】

設定 ①ターゲット 教育旅行（中学生）向け体験素材

②期間 ３月～１１月

③所要時間 ９０～１２０分（推奨120分）

④実施場所 湯涌みどりの里

⑤受入人数 １０～４０人（１クラス）

２クラスの場合、「謎解きウォークと組み合わせれば、約３時間で２つ

の体験が可能です。（約９０分でクラスを入れ替えて両方を体験いた

だけます。）

その他 涌温泉めぐり「謎解きウオーク」子ギツネ編、
金沢湯涌ホタルの里「ホタル観賞プログラム」も新たに造成

問い合わせ
湯涌温泉観光協会
076-235-1040

URL https://yuwaku.gr.jp/

湯涌温泉のオリジナル修学旅行コンテンツ

You tube動画公開中！

https://yuwaku.gr.jp/


金沢市内の観光地の基本情報はもちろん、特集ページでは、様々な切り口
から金沢の新たな見どころを紹介していきます。さらに、今話題の旬な情報
はアクセスランキングから一目でわかりますので、チェックしてみてください
。

https://www.kanazawa-kankoukyoukai.or.jp/

金沢市観光協会ウェブサイト「金沢旅物語」

金沢の最新情報を公式サイトでチェック！03

ＵＲＬ

金沢旅物語

法人様向けページ

2022年7月に、金沢旅物語内で法人様向けのニュースリリースや最新の金沢情報、
着地型ツアー、補助金情報などの掲載を始めました！

これまでは、主に修学旅行の情報を発信してきましたが、メディアの方や旅行

商品造成にも役立つ情報を今後も更新していきます！

この資料も法人様向けページから最新版がダウンロードできます。

金沢旅物語TOPページ
（一般向けページ）

金沢旅物語 法人サイト

ＵＲＬ https://www.kanazawa-kankoukyoukai.or.jp/everyone/index.html
金沢旅物語 法人サイト
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https://www.kanazawa-kankoukyoukai.or.jp/
https://www.kanazawa-kankoukyoukai.or.jp/everyone/index.html


体験プラン・現地ツアーページ「かなざわ自由時間」

金沢旅物語内の約80事業者がCMSで直接プランを掲載する仕組みのページです。
手軽な体験から日帰りバスツアー、期日限定特別ツアーなど、常時100以上の
プランの最新情報をご覧いただけます。

URL https://www.kanazawa-kankoukyoukai.or.jp/plan/index.html
金沢旅物語 体験・ツアーページ

工芸・アート

金箔貼り体験

水引工芸体験

グルメ

金沢発着
ツアー

歴史・文化

特別名勝 兼六園ガイドツアー

レンタル着物

四季折々の和菓子づくり

白川郷方面ツアー・観光タクシープラン

金沢百万石まつり有料観覧席

能登半島方面バスツアー

鮮度抜群の寿司

新鮮な海産物や青果が並ぶ近江町市場見学ツアー
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https://www.kanazawa-kankoukyoukai.or.jp/plan/index.html


ホテル名 住所 アクセス

１ ANAクラウンプラザホテル金沢
（249室/542名）
＊宴会場(ディナー/着席最大600名）

金沢市昭和町16-3
TEL.076-224-6111

JR金沢駅兼六園口（東口）より
徒歩1分

２ ホテル日航金沢
（253室/509名）
＊宴会場（ディナー/着席最大600名）

金沢市本町2-15-1
TEL.076-234-1111

JR金沢駅兼六園口（東口）より
徒歩3分

３ ホテル金沢
（159室/242名）
＊宴会場（ディナー/着席最大620名）

金沢市堀川新町1-1
TEL.076-223-1111

JR金沢駅兼六園口（東口）より徒
歩1分

４ ハイアットセントリック金沢
（253室）
＊宴会場（ディナー/着席最大99名）

金沢市広岡1-5-2
TEL.076-256-1234

金沢駅金沢港口（西口）より
徒歩２分

５ ANAホリデイ･イン金沢スカイ
（101室/162名）
＊宴会場（ディナー/着席最大250名）

金沢市武蔵町15-1
TEL.076-233-2233

JR金沢駅兼六園口（東口）より徒
歩10分

６ 金沢東急ホテル
（227室/432名）
＊宴会場（ディナー/着席最大450名）

金沢市香林坊2-1-1
TEL.076-231-3912

JR金沢駅よりバス10分（香林坊下
車/徒歩1分）

７ 金沢ニューグランドホテル
（208室/326名）
＊宴会場（ディナー/着席最大200名）

金沢市南町4-1
TEL.076-233-1311

ＪＲ金沢駅よりバス10分（南町下車
/徒歩2分）

8 金沢白鳥路 ホテル山楽
（85室/200名）
＊宴会場（ディナー/着席最大100名）

金沢市丸の内6-3
TEL.076-222-1212

JR金沢駅よりバス15分（兼六園下
車/徒歩5分）

9 金沢国際ホテル
（100室/216名）
＊宴会場（ディナー/着席最大320名）

金沢市大額町ル8
TEL.076-296-0111

JR金沢駅よりバス30分（金沢国際
ホテル前下車）

金沢の体験コンテンツのご紹介団体向けホテル情報04

【詳しくは金沢コンベンションビューロ－公式サイトへ】
「金沢地区」→「ホテル名」ホテル情報がダウンロードできます。

団体向け宿泊施設/宴会場一覧
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URL https://www.kanazawa-cb.com/2search.html

TEL
076-224-8400

公益財団法人金沢コンベンションビューロー

http://www.kanazawa-cb.com/search/pdf/23ana-crown2020.pdf
https://www.kanazawa-cb.com/search/pdf/25hotel-nikko2020.pdf
http://www.kanazawa-cb.com/search/pdf/28hotel-kanazawa.pdf
http://www.kanazawa-cb.com/search/pdf/47-2021.pdf
http://www.kanazawa-cb.com/search/pdf/22ana-sky2020.pdf
http://www.kanazawa-cb.com/search/pdf/08tokyuhotel2020.pdf
http://www.kanazawa-cb.com/search/pdf/09newgrand2020.pdf
http://www.kanazawa-cb.com/search/pdf/16hakucyou.pdf
http://www.kanazawa-cb.com/search/pdf/31ki-hotel.pdf
https://www.kanazawa-cb.com/2search.html
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THE HOTEL SANRAKU KANAZAWA 開業！

近江町市場から徒歩1分、金沢城公園から徒歩3分の場所という好立地に2022年12月
21日に開業しました。
場所は歴史ある金沢郵便発祥の地であり、日本郵政グループ金沢ビル跡地に建てら

れており、郵政建築の特徴である「ひさし」のイメージを建物全体に施したほか、外
観のアクセントに金沢近代建築の流れを組む、れんが様式を採用。この土地にふさわ
しい歴史と品格を受け継ぐ設計になっております。

▲内観

ホテル情報

▲客室

URL https://thehotelsanraku.premierhotel-group.com/kanazawa/

ホテル開業情報

②

③

④

⑦

⑧

⑨

⑩

⑥

⑬

⑫

住所 920-0902 石川県金沢市尾張町1丁目1番1号

TEL 076-222-0288

⑤

ホテル名称 客室数 場所 開業日
（予定含む）

お問い合わせ

①
THE HOTEL SANRAKU 
KANAZAWA

215室 尾張町1-1 2022.12.21 076-222-8077

② SOKI  KANAZAWA 110室 袋町2-1 2022.11.19 076-210-0270

③ホテルアマネク金沢 200室 片町2-25-17 2022.8.15 076-224-0700

④
KOKO HOTEL 
Premier 金沢香林坊

207室 香林坊1-2-16 2022.6.23 076-223-8805

⑤
OMO５金沢片町
by 星野リゾート

101室 片町1-4-23 2022.5.20 0570-073-099

⑥
Ｔマークシティホテル
金沢

110室 片町2-21-7 2022.3.1 076-210-9021

⑦
スマイルホテル金沢
西口駅前店

153室 広岡3丁目 2021.11.28 076-221-8311

⑧
ホテルマイステイズ
金沢片町

202室 片町1丁目 2021.11.25 076-263-0011

⑨エスノグラフィー金沢 30室 安江町12-3 2021.10.26 076-222-3711

⑩
町家ホテル 町の踊
場

2室 瓢箪町7-6 2021.10.10 076-208-3676

⑪
チサンバジェット金
沢駅前

392室 堀川新町 2021.10.1 076-222-6711

⑫香林居 18室 片町1-1-31 2021.10.1 076-209-7766

https://thehotelsanraku.premierhotel-group.com/kanazawa/
https://www.uds-hotels.com/soki/kanazawa/
https://amanekhotels.jp/kanazawa/
https://koko-hotels.com/kanazawa_korinbo
https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/omo5kanazawakatamachi/
https://tmarkcity.com/kanazawa/
https://smile-hotels.com/hotels/show/kanazawanishiguchiekimae
https://www.mystays.com/location-hotel-mystays-kanazawa-katamachi-ishikawa/
https://www.hotel-ethnography.com/
https://odoriba.net/
https://www.solarehotels.com/hotel/ishikawa/cb-kz/
https://www.chillnn.com/17a33622a636d


歴史的建造物、文化施設や公的空間等で、会議・レセプションを特別感のある会場で開催
することが出来ます。ＭＩＣＥ、インセンティブツアー等にご利用ください。

金沢市のユニークベニュー
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住所 金沢港クルーズターミナル

問合せ先 金沢市無量寺町リ-65

利用可能な会場

・2F：セミナールーム（シアター120名）、会議室、展望デッキ、レストラン
「海の食堂」BAYARCE
・1F：CIQエリア、待合エリア
・ターミナル前広場

交通・アクセス
・JR金沢駅より 車 約15分（約5km）
・JR金沢駅西口発の路線バスにて約30分「金沢港クルーズターミナル」
下車

基本利用時間
・9：00～21：00
・海の食堂 BAY ARCE 10:00～21:00(L.O.20:00)

受付開始日 使用日の6か月前

施設名 石川県立図書館 （愛称：百万石ビブリオバウム）

住所 小立野2丁目43番1号

利用可能な会場
・だんだん広場（140席）
・研修室（140席）
・食文化体験スペース（24席）

交通・アクセス
・JR金沢駅発の路線バスにて「石川県立図書館」または
「崎浦・県立図書館口」下車
・JR金沢駅よりタクシー20分

基本利用時間
※貸スペースの利用時間

平日 9：00～21：00
土日祝日 9：00～17：00

受付開始日 使用日の6か月前の月の初日

URL https;//ww.kanazawa-cb.com/

TEL 076-224-8400

公益財団法人金沢コンベンションビューロー

https://www.kanazawa-cb.com/
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団体向け食事施設情報

※記載している人数は、店舗で受け入れ可能な最大の数のため、複数の部屋に分かれる場合があります。

大口団体食事施設一覧

メニュー内容 店 名 エリア 電話番号 受け入れ人数

お寿司 割烹 小林 金沢市郊外 076-241-9054 最大 80名程度

和 食 堤亭 兼六園周辺 076-221-2387 最大 100名程度

和 食 奇観亭 兼六園周辺 076-263-4710 最大 120名程度

和 食 金澤桜亭 兼六園周辺 076-264-8739 最大 120名程度

和 食 辻家庭園（旧横山家迎賓館） 金沢市郊外 076-201-1124 最大 120名程度

和 食 加賀料理秋月 金沢市郊外 076-251-5533 最大 70名程度

和 食 松魚亭 金沢市郊外 076-252-2273 最大 100名程度

洋 食
ラグナヴェール金沢
（株式会社エスクリ） 兼六園周辺 06-6442-3207 最大 160名程度

エリア 店名 受入可能人数 エリア 店名 受入可能人数

金沢駅
周辺

加賀屋 22名×1

兼六園
周辺

石亭
14名×2 ・30名×1 ・40名
×1

はちまる 30名×1

醍 庵 10名×1 ・24名×1 ・48名×1

あかめ寿し 20名×1

片町・
香林坊

フレンチ
レストランロ

ワ

12名×1、・16名×1
（※フロア貸切で68名）

寿し若 12名×1 ・30名×1

マレドール 40名×1雲 海 10名×1 ・12名×1 ・18名×1

加賀彌助 20名×1
魚 半 30名×2

大名茶家 30名×1 ・60名×1

LA 
BETTOLA 
da Ochiai

20名×1

近江町
・東山

とどろき亭 18名×1
あまつぼ 60名×1

赤玉 本店 25名×1 ・30名×1

鮮彩えにし 24名×1
玉寿司本店 20名×1 ・40名×1

たけし 24名×1 ・50名×1

壺屋壷亭 14名×1
葡萄酒街道

16名×1
（※最大24名まで可)

口福 10名×1 ・18名×1

その他

中国料理
麟

20名×1

いしや 42名×1
小 林 40名×1 ・80名×1

兼六園
周辺

ポールボ
キューズ

40名×１
左衛門 24名×1

小・中規模団体食事施設一覧 『金沢美味チケット』が使用できます。



北陸・飛騨・信州３つ星街道の旅

広域連携

レインボールートへ進化！東京～長野～北陸～京都・大阪周遊がオススメです！

https://www.mitsuboshi-kaidou.jp/

３つ星街道を初めて訪れる方が中心の団体旅行向
け王道モデルルートです。世界遺産や３つ星の主要
観光地を訪問するとともに、文化体験を交えたメリ
ハリのある行程となっています。

05

15

URL

プロモーションビデオ公開中！

https://www.mitsuboshi-kaidou.jp/


３つ星街道バス

３つ星街道をめぐる

世界遺産の五箇山と白川郷を巡る

運行ルート 金沢駅→五箇山→白川郷→高山→金沢駅

料金
片道コース：おとな5,200円、こども2,600円
往復コース：おとな6,200円、こども3,100円
※金額には五箇山の村上家入館料が含まれます。

販売
西日本ジェイアールバス株式会社
https://www.nishinihonjrbus.co.jp/sightseeing/mitsuboshi/

概要

金沢駅から人気の観光地を日帰りでめぐる定期観光バスです。
合掌造り集落が印象的な世界遺産「五箇山」と「白川郷」、「飛騨高山」を
一日で楽しめます。五箇山では村上家当主による民謡「こきりこ踊り」鑑賞、
白川郷と飛騨高山では自由に散策いただけます。

運行日 土・日・祝日

王道のルートではありきたりでつまらないという
旅行会社様向けの団体向けモデルルートです。過去
に訪問したことのある方にも満足して頂けるように、
定番の観光地以外もルートに含めています。
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https://www.nishinihonjrbus.co.jp/sightseeing/mitsuboshi/


概要
金沢から白川郷への移動は、高速バスが便利です。
乗り換えすることなく、世界遺産白川郷まで約75分で到着します。
乗車の際は事前に乗車券の購入が必要ですのでご注意ください。

運行日

毎日
※一部運休あり
※事前予約制（予約は1か月前の同日から受付）

主な停留所 金沢駅→五箇山→白川郷→高山

料金
片道：五箇山 1,600円 白川郷 2,000円 高山 3,600円
※子ども料金は半額

販売
北陸鉄道株式会社
http://www.hokutetsu.co.jp/highway-bus/takayama

概要

金沢から南砺市への移動は、南砺－金沢線の利用が便利です。南砺
市の福光・城端までは約60分、井波までも乗り換えなしで約75分、世界
遺産・五箇山までは、城端から「世界遺産バス」に乗り換えて、約20分で
訪れることができます。

運行日
毎日
※平日、土日祝同一ダイヤで1日6往復

主な停留所 金沢駅→福光駅前、城端駅前、井波

料金
片道：金沢から井波まで 870円

販売
加越能バス株式会社
http://www.kaetsunou.co.jp/regular/nanto-kanazawa/

概要

金沢駅から能登方面へ向かう特急バスです。
輪島駅までは約2時間半で到着します。

名勝・曽々木海岸までは輪島駅前で乗り換えが必要です。

運行日 毎日

主な停留所
金沢駅→輪島駅
※のと里山海道の志雄パーキングエリアでトイレ休憩あり

料金 片道：金沢から輪島まで おとな2,300円、こども1,200円

販売
北陸鉄道株式会社
http://www.hokutetsu.co.jp/highway-bus/express-wajima

・金沢から五箇山・白川郷・高山へ

・金沢から南砺へ

・金沢から能登へ

広域交通情報
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http://www.hokutetsu.co.jp/highway-bus/takayama
http://www.kaetsunou.co.jp/regular/nanto-kanazawa/
http://www.hokutetsu.co.jp/highway-bus/express-wajima
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加賀藩祖・前田利家公が天正11(1583）年６月14日、金沢城に入城し、金沢の礎を
築いた偉業を偲んで開催。豪華絢爛な百万石行列をはじめ、400年以上にわたり受け
継がれてきた金沢ならではの伝統ある行事が賑やかに繰り広げられます。
昨年に引き続き、今年も盛大に開催する予定ですので、ご注目ください！

日程

場所

2023年６月２日（金）～６月４日（日）

※百万石行列は、６月３日（土）

【2023年】第72回金沢百万石まつり

TEL

同時開催予定の関連イベント

●百万石茶会（兼六園及びその周辺）

●加賀百万石「盆正月」（金沢城公園）

●百万石薪能（金沢城公園）

●子ども提灯太鼓行列（しいのき迎賓館発）など

前田利家公役
市川 右團次さん

お松の方役
紺野 まひる さん

←金沢駅鼓門前
出発セレモニーの様子

百万石行列 加賀百万石「盆正月」 加賀百万石「盆正月」
フィールドイベント

毎年大人気！有料観覧席に関するお問い合わせは

金沢市観光協会まで （076-232-5555）

WEB

076-220-2194
金沢百万石まつり実行委員会
（金沢市観光政策課）

市内中心部、金沢城公園・兼六園ほか

http://100mangoku.net/

06 注目のイベント・特別公開

http://100mangoku.net/


金沢芸妓のほんものの芸にふれる旅

藩政時代から歴史が息づく金沢には、ひがし・にし・主計町の３つの茶屋街があり
金沢芸妓の磨き抜かれた技が継承されています。一見さんお断りのお茶屋で、お茶屋
遊びを体験できる人気の企画です。

５月～３月の指定土曜日（予定）

※７月８月は除く

開催日

定員

料金

内容

TEL

詳細 https://www.kanazawa-
kankoukyoukai.or.jp/spot/detail_50315.html

芸妓の舞、お座敷太鼓の体験、お茶・和菓子付

076-232-5555 金沢市観光協会

一般5,000円、大学生以下2,500円

8～16名 ※開催日によって異なる

時間
13：00～14：00
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金沢芸妓夏のお稽古風景特別体験会

日頃公開されていない金沢芸妓がお稽古に励む様子を、夏の時期限定で特
別に公開します。伝統芸能の伝承に日々精進している様子が見られる貴重な
機会で、参加者からご好評いただいています。団体受入もご相談に応じます。

期間

場所

定員

料金

TEL

詳細

7月～8月の指定土曜日

13:00～14:00（約60分程度）

各回20名（未就学児不可）

お一人様 1,000円

076-220-2194 金沢市観光政策課

https://www.kanazawakankoukyoukai.or.jp/event/detail_5034
1.html

https://www.kanazawa-kankoukyoukai.or.jp/spot/detail_50315.html
https://www.kanazawa-kankoukyoukai.or.jp/event/detail_50341.html
https://www.kanazawakankoukyoukai.or.jp/event/detail_50341.html


07 金沢の体験コンテンツのご紹介
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金沢・富山連携ガストロノミ－ツーリズム

プライベートジェットにて富山空港を利用する超富裕層等を誘客するため、
富山市と連携し、金沢・富山を結ぶルート及び周辺地域が有する魅力である
食を通じその土地の歴史や文化を体感する「食文化ツーリズム」をキーとし
た広域周遊観光を推進のために作成しましたコンテンツです。

■世界でオンリーワンのオリジナル器を製作・工房所属の一流作家によるプラ
イベート指導・即興作品・オリジナル器でいただくクリエイティブな創作和食の
ディナー
主催：Bespoke  Japan Travel 株式会社 Mail：info@bespokejapantravel.com
定員：1～5名 合計金額：36,200円 ※ドリンク代は含まれません。
富山で活躍するガラス作家から直接手ほどきを受けながら、世界でオン

リーワンのオリジナル器を制作し、出来上がった器で創作和食「La
BOMBANCE」の富山の食材をふんだんに使ったお料理を楽しんで頂きます。

■金沢の老舗酒蔵と有名寿司店のプライベート空間で味わうガストロノ
ミーツアー
主催：株式会社 福光屋 電話：076-223-1173
定員：3～10名 合計金額：77,000円～※コースによって金額が異なります。

1625年創業の金沢最古の酒蔵「福光屋」と有名寿司店「河原町
一」のプライベート空間で、日本酒の醸造から金沢の食文化、寿司
と日本酒のペアリングまで体験いただくガストロノミーツアーです。
福光屋14代、酒造りを統率する杜氏、そして寿司店大将・女将がご
案内、おもてなしいたします。

■ミシュラン星つきレストランを飾る木彫刻工房見学
主催：Bespoke  Japan Travel 株式会社 Mail：info@bespokejapantravel.com
定員：1～10名 合計金額：15,000円 ※人数によって金額が異なります。
欄間（らんま）、仏間彫刻（ぶつまちょうこく）で知られる富山伝統

の井波彫刻師（いなみちょうこくし）を父にもつ岩崎勉氏の一般には公
開されていないアトリエを特別に見学し、アートギャラリーに展示され
た印象的な作品の数々を岩崎氏からの実際の言葉により、その芸術を理
解することができるプランです。



■SAMURAI文化のまち「かなざわ」で体験する～「弓道」～
主催：株式会社丸一観光 電話：076-266-4401
実施日：土、日、祝日を除く平日 参加費：20,000円～
※参加人数によって異なります

弓道着に着替え、石川県弓道連盟会員が礼儀作法、姿勢から実際
に的むかって矢を射るまでの一連の動作である射法八節を指導しま
す。初心者が実際に弓を引くには数か月の鍛錬が必要ですが、この
プログラムでは90分で、有段者たちの指導のもと的に向かって矢を
放つまでを安全に体験できます。
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ＢUDOツーリズム

サムライのまちとして栄え発展してきた金沢に、今も色濃く残る工芸・芸能・芸道な
どの武家文化を体験できるコンテンツをご紹介します。

■SAMURAI文化のまち「かなざわ」で体験する～「剣道」～
主催：株式会社丸一観光 電話：076-266-4401
実施日：お問い合わせください 参加費：13,000円～
※参加人数によって異なります。
礼の仕方から竹刀の握り方や構え方、打ち込みなど、実践までを剣
道7段の剣道場（彩士館）の館長がていねいに指導します。
初心者でも楽しめながら体験できるプログラムとなっております。

URL https://greentours.maruichi-gp.co.jp

サスティナブルツーリズム

■里山まるごとウォーク
主催：能登DMC合同会社 電話：050-6874-5522
実施日：3月～11月 定員：2～8名 参加費：22,000円/グループ＋2,200円/人
ガイドとウォーキングしながら、一緒に集落の中の散策に出かけたり、

地元の人々と一緒に農作業をすることで、里山の文化を存分に味わうこ
とができます。茅葺き（かやぶき）の大きな民家で地元のおかあさんに
お話を聞いた後は、季節の山の恵みや野菜を一緒に収穫し、その後収穫
したものを含むランチをいただきます。

■金沢港夜セリ見学
主催：株式会社丸一観光 電話：076-266-4401
実施日：底引き網解禁期間（9月～翌5月頃）までの毎週水・金曜日
定員：4～10名 参加費：7,500円 ※参加人数によって異なります。
金沢港の水産ふ頭にある「かなざわ総合市場」は、底引き網漁、

まき網漁、いか釣り漁の水揚げ港であると同時に、石川県内の各港
で水揚げされた魚が集められる拠点市場の機能を持ってます。
このプランでは全国でも珍しい「夜セリ」と「冷凍施設」を見学し
ます。

金沢能登広域の文化と自然をつなぐサスティナブルーツーリズム造成事業から新たに
誕生したコンテンツをご紹介いたします。

https://greentours.maruichi-gp.co.jp/


2023年度 春夏実施プログラム

体感！金沢の旅

URL https://www.kanazawa-kankoukyoukai.or.jp/taikan/

TEL 076-232-5555 金沢市観光協会 担当：田代

体感！金沢の旅は、金沢の奥深い魅力を体感できる特別感のあるツアーです。金沢市
観光協会が地域の事業者と協力して企画実施し、金沢観光のショーケースとして、旅行
者、旅行会社、メディアに向け広く発信してます。
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1 北金沢のグルメな休日
ぶどう畑のサマーナイトバイキングと美食祈願の旅

2 老舗漆器店10代目が案内する 本格輪島塗で味わう至福の食体験

3 地元作家の工芸アートを愉しむ
THE HOTEL SANRAKU KANAZAWA極上ステイ

4 お殿様が愛した蓄音器鑑賞と老舗和菓子店のアフタヌーンティー

5 由緒ある茶室「一井庵」薄茶席つき
老舗料亭「大友楼」の“茶懐石風”加賀料理

6 百万石まつりを満喫！百万石行列観覧と老舗料亭加賀料理

7 春の城下町金沢周遊 豪華レストランバスツアー

8 ラグジュアリーバスで行く春爛漫ツアー

金沢の奥深い魅力をたっぷり体験できる
プレミアムなツアー

https://www.kanazawa-kankoukyoukai.or.jp/taikan/


定員
2～12名程度
＊少人数ツアーは作家との距離が近く、特別感、満足感が期待できます。

料金 工房等への謝礼等内容による

内容
通常非公開の工房見学、作品・名宝鑑賞、作家による制作工程や秘話の解説

特別感の

演出

プラスαとして
・テーマに応じて、最適なロケーションを手配（茶室・自邸ほか）
・作家が直々に手ほどきする制作体験
・テーマに関連する器や盃の使用・もてなし
・関係先では最適な案内人を特別に調整手配
・作品が購入できる店舗やギャラリーのご案内

想定する
お客様

・伝統工芸や伝統文化に興味関心の高い方
・知的好奇心が旺盛な方

対象とする
ツアー

・旅行会社が扱うプレミアムな旅行商品
・インセンティブツアー
・富裕層 個人・グループ など

金沢一期一会 とは

金沢市観光協会のプレミアム企画

「金沢一期一会」

23

TEL 076-232-5555金沢市観光協会 担当：遠藤、田代

URL https://www.kanazawa-kankoukyoukai.or.jp/everyone/article/detail_291.html

https://www.kanazawa-kankoukyoukai.or.jp/everyone/article/detail_291.html


金沢の食を楽しみたい！でも、お店があり過ぎて．．．

Red(1,000円相当)、Yellow(2,000円相当）、Green（3,000円相当）、

Blue（5,000円相当）、Purple（10,000円相当） ※消費税込み

グルメチケット
『金沢美味』

メニュー

金沢美味 （お食事チケット）

URL 日本語版
https://coupon.kanazawa-
kankoukyoukai.or.jp/bimi/

英語版
https://coupon.kanazawa-
kankoukyoukai.or.jp/bimi_en/

グルメチケット『金沢美味』

08

伝統ある料亭から金沢の定番グルメの寿司やおでん、 約130店舗／253メニュー から

好みに合わせてお選びいただけます。

Red(1,000円相当)一例 Yellow(2,000円相当)一例 Green(3,000円相当)一例 Blue(5,000円相当)一例 Purple(10,000円相当)一例

チケットのリニューアルに合わせ、『金沢美味』Webサイトもリニューアルし、エリア・チケット・

ジャンルの絞込検索や団体OK・個室あり・完全禁煙などのこだわり検索が可能になりました。

240メニューから自分の好みのメニューが簡単に探せます！

旅行会社（13社）のＪＲ・航空＋宿泊＋美味チケットをセットしたプランで利用いただいております。

24

グルメチケット「金沢美味」にお任せください！！

https://coupon.kanazawa-kankoukyoukai.or.jp/bimi/
https://coupon.kanazawa-kankoukyoukai.or.jp/bimi_en/


• 7,000円～44,000円の特別料亭プラン。

• 消費税・サービス料込みで安心。

• 加賀百万石の伝統的な食文化、風情や情緒ある佇まいを守り続けているのが金澤料亭

金沢をより深く知ることができるひとときをお過ごしいただけます。

• ※チケットを金額に応じた枚数購入してご利用いただきます。

完 全
予約制

つば甚 浅田屋

金城樓 山乃尾 金沢茶屋

大友楼穂濤

全7店舗／11メニュー！（2023年４月時点）

https://coupon.kanazawa-kankoukyoukai.or.jp/genre.php?g=90URL

『料亭プラン』
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※参画施設、メニュー等は変更となる場合がございます。
詳細は上記HPよりご確認ください。

1752年 金沢で最も歴史ある料亭 歴史と伝統を守りながらも進化し続ける味

ミシュランガイド５つ星旅館で食す 「一客一亭」の精神でおもてなし 金沢で加賀屋の味とおもてなし

加賀藩の御膳処を勤めた老舗美しい庭園を愛でながら楽しむ食事

https://coupon.kanazawa-kankoukyoukai.or.jp/genre.php?g=90


金沢おとなの夜散歩のススメ09

金沢城・兼六園ライトアップ

「金沢城・兼六園四季物語」と題して、季節ごとに期間限定でライトアップイベ

ントが開催されます。昼の景色とは一味違う幻想的な夜の風景を堪能できます。

金沢ライトアップバス

金沢市内の主なライトアップスポットを巡る運行日限
定のバスです。車窓からはもちろん、バス停で下車しな
がらライトアップスポットを散策するのがおすすめ。

運行日

運行時間

料金

URL

毎週土曜日、ほか指定運行日

※１周の所要時間約45分

19：00～22：30（15分毎に運行）

おとな300円、こども150円

http://www.hokutetsu.co.jp/tourism-bus/lightup

※２回以上乗るなら、フリー券がお得です
金沢ライトアップバス専用フリー券：おとな500円、こども250円）

夜のまち歩きおすすめコース（所要時間各コース約１時間）

【主計町・ひがし茶屋街コース】
～夜が似合う町並みをそぞろ歩きするコース～
尾張町→暗がり坂→主計町茶屋街→中の橋→
浅野川大橋→ひがし茶屋街→梅ノ橋→橋場町

★主計町茶屋街

【金沢城・兼六園コース】
～昼間とは違ったお城の表情が堪能できるコース～
兼六園下・金沢城→金沢城公園石川門→
五十間長屋→玉泉院丸庭園→鼠多門・鼠多門橋→
尾山神社→南町・尾山神社

★鼠多門・鼠多門橋
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■金沢城・兼六園四季物語 ～春の段～
2023年 5月3日（水・祝）～5月6日（土）

■金沢城・兼六園四季物語 ～初夏の段～
2023年 6月3日（土）

■金沢城・兼六園四季物語 ～ホタル観賞会～
2023年 6月30日（金）～7月1日（土）、7月7日（金）～7月8日（土）

■金沢城・兼六園四季物語 ～秋の段～
2023年 9月30日（土）、 10月7日（土）、～10月8日（日）

10月14日（土）、 10月21日（土）、 10月28日（土）
11月3日（金・祝）～11月4日（土）、11月11日（土）
11月18日（土）、11月23日（木・祝）～11月25日（土）

■北陸新幹線県内全線開業特別ライトアップツアー
2024年 2月3日(土)、10日(土)、11日(日)、17日(土)

076-225-1542 石川県観光企画課
https://www.kanazawa-kankoukyoukai.or.jp/article/detail_158.html

期間

期間

期間

期間

TEL

URL

期間

http://www.hokutetsu.co.jp/tourism-bus/lightup
https://www.kanazawa-kankoukyoukai.or.jp/article/detail_158.html


観光案内所

石川県・金沢市の観光情報発信拠点として、総合的な観光案内から各種チケットの販売ま
で、幅広く観光客の皆様のお手伝いを致します。

観光案内所

金沢市南町４番１号 金沢ニューグランドビル1階

外国人を中心とした個人旅行者向けに、夜観光などの観光案内機能を強化するため
尾山神社の向かいに「金沢中央観光案内所」がオープンしました。
伝統文化等の体験・実演などのサービスを実施しています。

観光案内11

金沢駅観光案内所

金沢駅構内にある観光案内所では、英語スタッフによ
る観光案内のほか、バス乗車券の販売、傘・長靴・車い
すの無料貸出、手ぶら観光を推進するため、駅から宿泊
施設までの当日手荷物配送を実施しています。

ＴＥＬ

営業時間 午前８時30分から午後８時まで

076-232-6200

【金沢駅観光案内所のみ】手荷物配送サービス

お届け先宿泊施設 受付時間 到着時間 料金（税込）

金沢市内 8:30～15:00 17:00

700円／個金沢市内（湯涌温泉、
深谷温泉）

8:30～12:00 17:00

12:00～15:00 18:00

石川県内
（金沢市外）

8:30～12:00 17:00
900円／個

12:00～15:00 20:00

福井県あわら温泉 8:30～12:00 18:00 1,200円／個

金沢中央観光案内所

ＴＥＬ

営業時間 午前10時から午後９時まで

076-232-6200

住所

総合的な観光案内（外国語対応可）・当日宿泊予約の受付・手荷物預かり・宅配

便受付・金沢市内１日フリー乗車券や定期観光バスなどのチケットを

販売・SIMカードの販売・雨傘や長靴、車椅子の無料貸し出し、無料Wi-Fi・スマート

フォン無料充電

主な機能
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イベント
体験

「芸術文化ナイトシアター」県内の芸術文化を1時間のダイジェストでお届け

「伝統工芸体験」加賀毛針ブローチ製作体験、加賀友禅手描き彩色体験

※土日祝日を中心に開催しています。



https://www.kanazawa-kankoukyoukai.or.jp/volunteer/

ガイド無料（但し、案内に関する経費は負担願います）料金

時間

予約

※団体人数が多い場合は20名程度の
グループに分けてご案内できます。

金沢を知り尽くした観光ボランティアガイドがご案内します。
まいどさんは全部で300名近く在籍していますので、修学旅行の班別研修等で班に1人
まいどさんがついて案内することもできます。

申込み用紙、申込みフォームはウェブサイトからご確認いただけます。
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観光ボランティアガイド「まいどさん」

10:00～16：00

ご希望の10日前までに要予約

TEL：076-232-5555 金沢市観光協会

ＵＲＬ

兼六園周辺文化の森「レトロ建築ボランティアガイド」

兼六園を中心とした半径約1㎞の「兼六園周辺文化の森」は、明治・大正時代の建物
が並ぶ、街歩きに絶好のエリアです。このエリアを代表する５つのレトロ建築の見どこ
ろを、レトロ建築ボランティアガイドがそれぞれ個別に解説する「レトロ建築見学会」
を毎週土曜日・日曜日に開催しています。

料金 ガイド無料 (但し、いしかわ赤レンガミュージアムのみ入館料500円が参加費としてかかります。 ）

開催日 毎週土曜日・日曜日10：00～16：00

予約 少人数であれば事前申し込み不要。
※１０名を超える団体でのご利用や、特別なご要望がある場合は、１か月前まで
に下記にご連絡願います。
兼六園周辺文化の森等活性化推進実行委員会 TEL：076-225-1371

ＵＲＬ http://kenrokuen-bunkanomori.com/retro/

所要時間 １施設30分程度

ガイド
待機場所

いしかわ赤レンガミュージアム、石川四高記
念文化交流館、石川県政記念しいのき迎賓
館

https://www.kanazawa-kankoukyoukai.or.jp/volunteer/
http://kenrokuen-bunkanomori.com/retro/


城下まち金沢周遊バス

対象バス

３つのメリット

観光に便利な城下まち金沢周遊バスや指定エリア内の路線バスが乗り放題
の「金沢市内1日フリー乗車券」と北陸鉄道の電車が1日乗り放題となる「鉄
道線全線1日フリー乗車券」がデジタル化され、さらに利用しやすくなりまし
た。

城下まち金沢周遊バス
※車両都合等により、路線バスタイプの車両
で運行する場合は、全国共通交通系ICカード
は利用できません

「スイカ」や「パスモ」など、全国で普及している交通系ＩＣカードの利用が、
令和４年10月17日から金沢市を走る北陸鉄道の「城下まち金沢周遊バス」でも利用
できるようになりました。使用可能なカードは、「スイカ」や「パスモ」、「イコ
カ」など、１０種類の交通系ICカードです。対象となるのは、金沢駅から近江町市
場や、兼六園などの観光地を経由し、再び金沢駅に戻ってくる「城下まち金沢周遊
バス」で乗り降りの際にカードリーダーにタッチするだけでスムーズに運賃をお支
払いいただけます。

URL http://www.hokutetsu.co.jp/tourism-
bus/ten-card
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のりまっし金沢（デジタル交通サービス）

URL http://www.hokutetsu.co.jp/tourism-bus/norimasshi

TOPICS

マル得乗継きっぷ、リムジンバスデジタル化！

石川線の各駅から結節点の野町駅（金沢市）を経由して香林
坊バス停まで、乗り降りが自由となるお得な「マル得乗継きっ
ぷ」の販売が2022年７月４日からスタートしました。
また、2022年12月7日から小松空港リムジンバスのデジタル

乗車券の販売も開始され更に便利にご利用頂けるようになりま
した。詳細は下記URLからHPを確認してください。

１．Web アプリ「のりまっし金沢」でバス・鉄道の乗車

券を購入し、スマートフォンを提示することでチケットレ
ス乗降が可能

２．これまで窓口でのみ購入出来た乗車券が、いつで
も（時間）・どこでも（場所）キャッシュレスで購入可能
３．人数分の乗車券を一括購入し、利用が可能



「tabiwa by WESTER」北陸エリア

主な機能

１．
を購入し、スマートフォンを提示してのチケットレス乗降
が可能！
２．これまで窓口でのみ購入出来た乗車券が、いつでも
（時間）・どこでも（場所）キャッシュレスで購入可能！
３．人数分の乗車券を一括購入し、利用が可能！

①観光情報の発信
エリアの話題のスポットやモデルコースを多数ご紹介
お気に入り登録で便利に検索

2022年11月より、出発地から目的地までの鉄道に加え、現地でのバス・タク
シー・レンタカー・レンタサイクル等の交通機関及び観光素材をスマートフォンで
シームレスに検索・予約・決済・利用することができる「tabiwa」が北陸・せとう
ち観光ナビ「tabiwa by WESTER」の対象エリアを北陸エリアに拡大しました。

URL https://app.tabi-wester.westjr.co.jp/?region_id=20
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②鉄道やホテル、タクシー、レンタカー、レンタサイクル各社
のサービスへ連携「tabiwa by WESTER」から旅に必要な
様々な予約が可能

③安心・おトクな「 tabiwa 周遊パス」「 tabiwa チケット」
の発売

tabiwa周遊パス
（６商品）

①北陸おでかけtabiwaパス
②小浜線tabiwaパス
③越前tabiwaパス
④金沢加賀tabiwaパス
⑤金沢能登tabiwaパス
⑥とやま周遊２dayパス

tabiwaチケット
（約100商品）

種 類

TOPICS

美味チケットもtabiwa上で購入可能に！

金沢美味チケットも「tabiwa」上での販売開始しました。
WEBまたはスマートフォン用アプリからキャッシュレスで購入
可能で、金沢駅・中央案内所のスタッフに画面を提示いただ
くと、美味チケットと引換えができ、美味参画店舗にてご利用
可能です。

内 容 購入できるチケット

福井・石川・富山の
北陸三県および新潟
県の一部のJRを含
む、バス、船舶など
指定の交通機関の
乗り放題パス

・JRを含まない、各交通

機関独自のフリーきっ
ぷ

・地元おすすめの観光
施設の入館券・体験チ
ケット

①SAMURAI PASSPORT
②着物レンタルVASARA
③mokume「森の小箱づくり体験」
④超小型EV車モビリングin和倉」
など

出典：西日本旅客鉄道プレスリリース

https://app.tabi-wester.westjr.co.jp/?region_id=20


金沢ガイドブック

金沢観光のモデルコースや観光スポット
情報、お役立ち情報などを掲載した総合版
パンフレットです。外して持ち歩ける「金
沢市観光マップ」付きで便利！
総重量1kg以内でしたら無料でお届けし

ます！

金沢市内で食物アレルギーやベジタリアン、
ヴィーガンについての対応・事前相談が可能な
お店を掲載したウェブサイトを制作しました。
食事処の検索にぜひご活用ください。

https://kanazawa-food.jp/URL

金沢市食のバリアフリーMAP

https://platinumaps.jp/d/kanazawa-cityURL

その他、観光に便利なパンフレットは、ＷＥＢサイトにまとめています。
https://www.kanazawa-kankoukyoukai.or.jp/pamphlet/index.html

金沢市観光デジタルマップ

金沢市・金沢市観光協会では、観光に便利な情報の
掲載に特化した「金沢市観光デジタルマップ」を作成
しました！
スマートフォンのGPS機能を用いて現在地周辺の観

光スポットを表示でき、「観光・体験」「グルメ・お
土産」などカテゴリーやワード入力による情報検索が
可能です。日本語のほか、スマートフォンの設定言語
に合わせて英語・簡体字・繁体字・韓国語にも自動翻
訳されます。

URL
https://www.kanazawa-
kankoukyoukai.or.jp/pamphlet/in
dex.html
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https://kanazawa-food.jp/
https://platinumaps.jp/d/kanazawa-city
https://www.kanazawa-kankoukyoukai.or.jp/pamphlet/index.html
https://www.kanazawa-kankoukyoukai.or.jp/pamphlet/index.html

