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金沢の最新情報
LATEST INFORMATION
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金沢ー敦賀間
2024年春開業予定

2024年春に北陸新幹線金沢ー敦賀間が開業します。

延伸により、北陸主要部の富山・福井まで金沢か
ら20分で結ばれることとなり、北陸エリア内の移
動が飛躍的に向上します。

@Kanazawa City
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いしかわ百万石
文化祭2023

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。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」です。

いしかわ百万石文化祭2023

@Kanazawa City
5

https://ishikawa-bunkasai2023.jp/


国立工芸館開館
（2020年10月25日）
国内唯一の国立で工芸・デザインを専門と
する美術館。2020年、金沢に移転・開館し
ました。日本海側初の国立美術館であり、
陶磁、ガラス、漆工、木工、竹工、染織、
人形、金工、工業デザイン、グラフィッ
ク・デザインなどの各分野にわたって、総
数約4,000点を収蔵しています。建物は、明
治期に建てられた2つの施設、旧陸軍第九師
団司令部庁舎（1898 年建築）と旧陸軍金沢
偕行社（1909 年建築）を移築するとともに、
過去に撤去された部分や外観の色などを復
元しました。

このエリアには、兼六園を中心に歴史的建
物や文化施設が密集しており、文化的なま
ちあるきが楽しめます。

国立工芸館
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加賀百万石回遊ルートの
誕生

江戸時代に金沢城玉泉院丸と金谷御殿（現在の尾山
神社）を結んでいた鼠多門とその間に架かっていた
鼠多門橋が約140年ぶりに復元整備され、長町武家屋
敷跡界隈から金沢城公園、兼六園、そして美術館・
博物館が建ち並ぶ本多の森公園まで続くルートがで
きました。

この「加賀百万石回遊ルート」では、藩政期から現
代までの重層的な歴史や伝統を堪能することができ
ます。

加賀百万石回遊ルート

加賀百万石回遊ルート上の
文化施設をお得に回れる
SAMURAI PASSPORT

@Kanazawa City
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金沢港クルーズターミナ
ルオープン

2020年6月、金沢港に、金沢港クルーズターミナルが
オープンしました。クルーズ船の2隻同時接岸時及び
乗船客4,000人の出入国手続きを2時間以内で対応で
きる広い空間を確保したCIQ・待合エリアが確保され
ています。全面ガラス張りとなっており、屋根付き
の展望デッキからは日本海が一望できます。

金沢駅から車で約15分とアクセスが良い上、会議室
やレストランも備え、展望デッキ、CIQエリアや広場
もユニークベニューとして活用いただけます。

金沢港クルーズターミナル

日本海の白波の形をイメージした屋根

日本海を一望できる展望デッキ

CIQエリア
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現代アート美術館
「KAMU」

金沢市中心部に私設の現代アート美術館「KAMU」が
続々とオープンしています。

2020年6月21日の「KAMU kanazawa」オープン後、
続々と近隣に新たな展示スペースをオープンしてい
ます。美術館をめぐりながら、金沢のまちのおもし
ろさや魅力に気付いてもらうことも目的の一つと
なっています。現在は金沢のまちなかに複数の施設
が点在しており、今後はさらに増える予定となって
います。

金沢の代表的な現代美術館である金沢21世紀美術館
とともに、アートトリップを堪能できます。

KAMU KANAZAWA

Photo:Ichikawa Yasushi © Leandro_Erlich
Courtesy of KAMU kanazawa

© Daido Moriyama  Courtesy of KAMU kanazawa

Photo:Ichikawa Yasushi © Stephanie Quayle
Courtesy of KAMU kanazawa
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「兼六亭」リニュー
アルオープン

兼六園内の、日本最古の噴水の目の前にある
茶店「兼六亭」が2022年10月にリニューアル
オープン。

朝食（要予約）や昼食では、金沢の郷土料理
や地物を使った食事が提供されます。エスプ
レッソマシーンを導入し、早朝からカフェも
営業します。さらに、通常営業時間外の夜の
兼六園を眺めながら、夕食（要予約）も召し
上がっていただけます。兼六園のライトアッ
プ期間中はさらに贅沢な時間を堪能できます。
店舗内には能・芸妓の舞台として利用できる
茶室を備えており、小規模グループの特別な
ユニークベニューとしてもおすすめです。

兼六亭

営業
時間

朝食：7:00～（要予約）
昼食：11:00～14:00（L.O.）
カフェ：9:00～16:00
夕食：18:00～（要予約）

席数 最大40人（個室あり）

備考
茶室や能・芸妓の舞台としても利
用できる座敷あり

問合せ
TEL: 076-261-3783
（夕食TEL: 076-204-8833）

@Kanazawa City
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Official Website “VISIT KANAZAWA”
リニューアル

金沢市多言語観光公式サイト「VISIT 
KANAZAWA」を8言語（英・仏・西・
伊・繁体・簡体・韓・タイ語）すべ
てリニューアルしました。新たなサ
イトでは、様々な旅の提案特集やモ
デルプランなどを充実させ、多様な
ニーズに対応できるようになってい
ます。

また、旅行会社・メディア向けの
ページを新設し、富裕層向けの特別
なプログラムの情報なども掲載して
います。

VISIT KANAZAWA

✓ 体験プランページ“Hello kanazawa”
金沢ならではの体験、金沢発着ツアーなど多様な
プログラムを紹介

✓ 旅行会社・メディア向けページ
旅程紹介、ツアー造成用資料、フォトギャラリー
など

✓ ガイド検索サービス
金沢市の多様な通訳ガイド（全国通訳案内士、金
沢市地域通訳案内士）を検索し、問合せ・申込み
可能

@Kanazawa City
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金沢21世紀美術館《スイミ
ング・プール》事前予約制
導入

金沢21世紀美術館では、混雑緩和を目的として、恒久
展示作品の中で非常に人気の高い《スイミング・プー
ル》地下部への入場には、1週間前からウェブサイト
にて観覧希望日時を事前予約いただくか、当日受付専
用サイト上又は館内の受付発券機で順番待ち登録いた
だくことが必要となりました。

《スイミング・プール》地下部の観覧について

レアンドロ・エルリッヒ《スイミング・プール》地下部入場WEB受付方法
→YouTube

事前予約または当日順番待ち受付が必要

地上部は予約不要（有料ゾーン内）

@Kanazawa City
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宿泊施設最新情報
Accommodation Updates
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THE HOTEL 
SANRAKU 
KANAZAWA
Dec 21, 2022 opened

近江町市場から徒歩1分、金沢城公
園から徒歩3分の場所に、「THE 
HOTEL SANRAKU KANAZAWA」が開業。
金沢の工芸をふんだんにあしらっ
た客室は、全室32㎡以上のゆとり
ある造りとなっており、金沢なら
ではの趣に包まれて過ごすことが
出来ます。

また、金沢では珍しいクラブラウ
ンジがあり、専用チェックイン&ア
ウト、朝食・アフタヌーン
ティー・カクテルタイムなどをお
楽しみいただけます。VIPゲストに
適したクラブラウンジアクセス付
き客室が、スイートルーム13室含
め計41室あります。

THE HOTEL SANRAKU KANAZAWA

客室数 215（スイート13）

平米数 32～100

設備等
クラブラウンジ、レストラン、
ロビーラウンジ＆バー

住所 金沢市尾張町1-1

問合せ TEL: 076-222-8077

@Kanazawa City
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SOKI KANAZAWA
Nov 19, 2022 opened

近江町市場すぐ目の前という好立地に、
「SOKI KANAZAWA」がオープン。 SOKIと
は、「素の器」を意味し、「季節を感じ、
土地を味わい、素材を嗜む。あるがまま
の自分を取り戻す、無為自然に過ごす
旅。」をコンセプトとしています。

客室デザインは白木や鉄などを中心とし
た自然の素材感のある風合いで、旅の疲
れを癒すやわらかいイメージを演出。

SOKI KANAZAWA

客室数 130

平米数 18～37

設備等 大浴場、レストラン

住所 金沢市袋町2-1

問合せ info-kanazawa@so-ki.jp

Photo: DAISKE SHIMA@Kanazawa City
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OMO5金沢片町
by 星野リゾート

May 20, 2022 opened

北陸随一のグルメタウン片町に、星野リゾートの北
陸初進出となる「OMO」ブランドのホテル「OMO
５金沢片町 by 星野リゾート」がオープン。コンセ
プトは「あっぱれ！味のかたまち」。食にまつわる
歴史や文化など、“おいしい”はもちろんのこと、宿
泊者向けの知的好奇心をくすぐるような食体験やア
クティビティを複数用意しています。

客室は6タイプ用意され、キッチン付きの部屋もあ
ります。館内にはカフェを有し、金沢らしいメ
ニューも用意されています。さらに、片町の魅力に
触れる滞在を提案するブースを設けており、旅を
OMO（おも）しろくする都市ホテルの空間が広
がっています。

OMO5金沢片町

客室数 101

平米数 23～47

設備等 ランドリー、カフェ

住所 金沢市片町1-4-23

問合せ TEL: 0570-073-099（OMO予約センター）

予約
https://agtbooking.hoshinoresorts.com/login/
（訪日旅行会社専用予約サイト）

Photo: Hoshino Resorts

@Kanazawa City
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金沢彩の庭ホテル
Apr, 2022 reopened

金沢彩の庭ホテルでは、家族単位での旅行の増
加など新たなニーズに対応するため、2022年4月
に館内を改装し、総客室数を64室から58室へ減
らし、全室32㎡以上の広さを確保、最大8人宿泊
できるファミリー向け客室も新設しました。ま
た、全室に新型の大型テレビを導入、男女とも
部屋着を統一しLGBTQなどへの配慮、客室内のボ
トルを缶タイプに変更しSDGsへの取組を強化す
るなどしています。

金沢彩の庭ホテル

客室数 58

平米数 32～75

設備等 大浴場、トレーニングルーム、ラウンジ

住所 金沢市長田2-4-8

問合せ TEL: 076-235-3128

@Kanazawa City
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香林居
Oct 1, 2021 opened

「新しい金沢時間を処方する」をコンセプ
トにした新進気鋭のブティックホテル「香
林居」。金沢21世紀美術館からほど近くに
立地し、世界の工芸品を扱うギャラリー・
眞美堂ビルをリノベーションし、元の建築
を生かした特徴的な空間が広がっています。

香林居では、館内に蒸留所を併設しており、
地元の水と森林素材を使用して精油の精製
を行っています。これらの製品はアメニ
ティとして各客室でも使用しているほか、
ショップでも販売しています。また、北陸
地方では初のアイソレーションタンクも導
入し、瞑想の世界を体験することも可能で
す。

香林居 korinkyo

客室数 18（スイート6）

平米数 23.7～44.1

設備等
蒸留所、ショップ、ア
イソレーションタンク、
サウナ＆バス

住所 金沢市片町1-1-31

問合せ
TEL: 076-209-7766
info@korinkyo.com@Kanazawa City
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HYATT CENTRIC 
KANAZAWA & 
HYATT HOUSE 
KANAZAWA
Aug 1, 2020 opened

金沢駅西広場の隣接地（JR金沢駅金沢
港口（西口）から徒歩約1分）に「ハ
イアット セントリック 金沢」及び
「ハイアット ハウス 金沢」が開業。

ハイアット セントリック 金沢は、
「その街の最もエキサイティングな魅
力発信源」をコンセプトに、金沢の伝
統工芸や歴史を反映しつつも、文化創
造都市にふさわしいコンテンポラリー
なテイストを取り入れ、利便性を追求
した機能的で使い勝手のよい客室の実
現により、金沢の新しい魅力を発信。
100 点以上のアート作品が館内に配さ
れ、その大半が金沢ゆかりのアーティ
ストの手によるもの。

ハイアットセントリック 金沢

客室数 253（スイート7）

平米数 32～96

設備等
レストラン、バー、会議室（4
室）、フィットネスジム

住所 金沢市広岡1-5-2

問合せ
セールス＆マーケティング
TEL: 076-256-1589
kanazawa.sales@hyatt.com

@Kanazawa City
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HYATT HOUSE 
KANAZAWA

ハイアット ハウス 金沢は、
ビジネスとレジャーの両
方に最適な長期滞在型ホ
テル。客室には、ミニ
キッチン、電子レンジ、
冷蔵庫、ダイニングテー
ブルなど快適な滞在に必
要なものがすべて揃って
おり、まるで自宅にいる
かのような雰囲気の中で
上質なサービスと設備を
満喫することができます。

ハイアットハウス 金沢

客室数 92

平米数 28～54

設備等
バー、マーケット、コイン
ランドリー、フィットネス
ジム

住所 金沢市広岡1-5-2

問合せ
セールス＆マーケティング
TEL: 076-256-1589
kanazawa.sales@hyatt.com

@Kanazawa City
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凜庵
LIAN_KANAZAWA
Jun, 2020 opened

「工芸とアートのまち」であ
る金沢の空気感を詰め込んだ
ホテル「凜庵
LIAN_KANAZAWA」。客室は3
タイプあり、いずれもキッチ
ン付きのコンドミニアムスタ
イルとなっており、また広々
としたリビングスペースを備
えているため、暮らすように
滞在できます。客室内だけで
なく、館内随所に工芸品や
アート作品が展示されており、
工芸とアートを存分に体感で
きます。

凜庵 LIAN_KANAZAWA

客室数 8

平米数 44～47

設備等
各室キッチン付き、館内コイン
ランドリー

住所 金沢市安江町15-58

問合せ TEL: 076-205-1223

@Kanazawa City
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ホテルオープン情報まとめ

ホテル名 客室数 場所 開業日 問合せ

① Minn 金沢
（リブランド）

49 上堤町2-28 2023.2.1
guest-
kanazawa@minn.asia

②
THE HOTEL SANRAKU 
KANAZAWA

215 尾張町1-1 2022.12.21 076-222-8077

③ SOKI  KANAZAWA 110 袋町2-1 2022.11.19
info-kanazawa@so-
ki.jp

④ ホテルアマネク金沢
（リブランド）

200 片町2-25-17 2022.8.15 076-224-0700

⑤
KOKO HOTEL Premier 
金沢香林坊
（リブランド）

207 香林坊1-2-16 2022.6.23 076-223-8805

⑥
OMO５金沢片町
by 星野リゾート

101 片町1-4-23 2022.5.20 0570-073-099

⑦
Ｔマークシティホテ
ル金沢

110 片町2-21-7 2022.3.1 076-210-9021

⑧
スマイルホテル金沢
西口駅前店

153 広岡3-2-37 2021.11.28 076-221-8311

⑨
ホテルマイステイズ
金沢片町
（リブランド）

202 片町1-10-18 2021.11.25 076-263-0011

③

④

⑤

⑧

⑦ ⑥

⑨
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広域プラン
Short Trips
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北陸・飛騨・信州
３つ星街道

金沢、五箇山、白川郷、高山、松本
には、世界遺産や国宝、ミシュラ
ン・グリーンガイド・ジャポンに３
つ星で紹介された観光地といった日
本屈指の観光資源を有し、ほんもの
の日本を存分に体感できます。

Three Star Road

✓ 高速バス情報
➢ 金沢－高山便 １日10往復（一部運休中）
➢ 高山－松本便 １日 ６往復
➢ 金沢－白川郷（－名古屋）便 １日２往復

✓ お得な３つ星ルートきっぷ
➢ ３つ星ルートきっぷ（金沢－松本間）
➢ ３つ星ルート新宿きっぷ（金沢－新宿間）

@Kanazawa City
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北陸・飛騨・信州３つ
星街道モデルルート

3つ星街道を結ぶベーシックなコースか
らこのエリアが有する自然や、伝統、季
節などの魅力を結ぶテーマ型のコースま
で、計6本のモデルルートを提案してい
ます。商品造成にお役立ていただける内
容となっています。

Sample Itineraries

３つ星街道プロモーション動
画
冬の３つ星街道の魅力をミニチュ
ア世界で表現したプロモーション
動画【「北陸・飛騨・信州3つ星街
道」ミニチュアの冬旅にようこ
そ！】
→YouTube

@Kanazawa City
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白川郷・高山・
五箇山バスツアー

金沢から、五箇山、白川郷、高山を
巡る日帰りの定期観光バスも運行し
ています。

概要

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。

設定日

2022年1月1日～2023年3月26日までの
土・日・祝日
（2022年12月24日～25日、12月31日～
2023年1月2日除く）

料金
片道コース：5,200円
往復コース：6,200円

詳細 西日本ジェイアールバス株式会社

概要

金沢駅から白山白川郷ホワイトロード
を経由して、白川郷、五箇山、高山ま
での世界遺産を巡る日帰りツアーです
（ホワイトロードは期間限定、白川郷
日帰りバスツアーはホワイトロード経
由しません）。

設定日
曜日により3ツアー設定
（2023年1月1日～3日除く）

料金 8,500円～12,000円

詳細 株式会社ホワイトリング

@Kanazawa City
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金沢・能登
アドベンチャー
ツーリズム
歴史的に繋がりの深い金沢と
能登を結ぶ上質なコンテンツ
です。里山里海の豊かさと
400年の歴史が息づくサムラ
イ文化がつなぐウェルビーイ
ングな旅を提供できます。

金沢・能登アドベンチャーItinerary

DAY1 金沢／武家文化にふれる旅 金沢泊

DAY2 金沢／武家文化にふれる旅
能登／里山里海、自然を感じる旅

能登泊

DAY3 能登／里山里海、自然を感じる旅 能登泊

DAY4 能登／里山里海、自然を感じる旅 金沢泊

@Kanazawa City
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金沢・能登アドベンチャーItinerary

DAY1（金沢）

庭園専門家による兼六園散策＋昼食
専門家のガイディングによる兼六園めぐりと近接す
る玉泉亭で本格懐石ランチ

大樋美術館と呈茶
350年の歴史を有する大樋焼の美術館＆ギャラリー見
学と大樋焼の歴代茶盌での呈茶体験

日本料理銭屋での夕食
日本料理の真髄と革新に触れる最上級を味わう夕食

宿泊：ハイアットセントリック 金沢

DAY2（金沢→能登）

加賀友禅毎田染画工芸工房見学
繊細で写実的な加賀友禅の自然美を知り、学ぶ体験

能登へ移動（千里浜なぎさドライブウェイ経
由）
日本で唯一自動車で走ることができる砂浜

能登島サイクリング
七尾湾に浮かぶ自然豊かな能登島を在住ガイドとと
もにめぐるツアー

宿泊：加賀屋別邸松乃碧

©石川県観光連盟

@Kanazawa City
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金沢・能登アドベンチャーItinerary

DAY3（能登）

能登仁行和紙づくり体験
自然の草花をアクセントに紙漉きの伝統技法で和紙
を作り上げる体験

里山丸ごとホテルでの昼食
能登の暮らしを体感できる古民家で昼食

禄剛崎と岬遊歩道ハイキング
能登半島の最北端から約10㎞続く自然ルートを散策

宿泊：百楽荘

DAY４（能登）

九十九湾遊歩道ウォーキング
能登の美しい海を眼前に眺める散歩コース

大野製炭工場見学
炭焼きと植林による里山の再生の取組を学ぶ体験

農村宿大坊にて昼食
築100年を超える古民家で奥能登の旬を味わう創作イ
タリアン懐石

アトリエ桃花林での書の体験
海を望むアトリエで感じるままに自由に描く書道

【能登エリアのコンテンツの問合せ】能登DMC合同会社 担当：小山
電話番号: 050-6874-5522 E-mail: koyama@noto-dmc.com

@Kanazawa City
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金沢・能登
サステナブル
ツーリズム

サステナブルで伝統的なライフ
スタイルが今も変わらずに続い
ている金沢と能登半島。自然と
の密接な関わりや自然の一部で
あることを体感させてくれる旅
を感じることができます。

NOTO - KANAZAWA Sustainable 
Nature & Life

金沢・能登サステナブルItinerary

DAY1 金沢／武家文化の精神性と持続
可能性を探る旅

金沢泊

DAY2 金沢／武家文化の精神性と持続
可能性を探る旅

金沢泊

DAY3 能登／自然とともに暮らす旅 能登泊

DAY4 能登／自然とともに暮らす旅 金沢泊

@Kanazawa City
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金沢・能登サステナブルItinerary

DAY1（金沢）

サステナブルの視点からめぐる兼六園
兼六園がどのように維持されてきたのかガイド付き
で散策

長町武家屋敷跡界隈散策
サムライ時代のまちなみ散策、野村家訪問

夜セリ見学とおさかなマイスター講話
全国でも珍しい、近海で獲れた魚の夜セリを目の前
で見学

宿泊：ハイアットセントリック 金沢

DAY2（金沢）

料理研究家と巡る近江町市場
300年にわたり市民の台所となっている近江町市場に
精通した料理研究家とともに探索

ひがし茶屋街
200年の歴史を現代に残すGeishaエリア

若手工芸作家工房訪問
次代に繋がる作家を学ぶ工房見学

宿泊：ハイアットセントリック 金沢

@Kanazawa City
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金沢・能登サステナブルItinerary

DAY3（金沢→能登）

能登へ移動（千里浜なぎさドライブウェイ経
由）
日本で唯一自動車で走ることができる砂浜

里山丸ごとウオーキング＆昼食
能登の自然を歩きながら季節の野菜や山菜を収穫し、
採れたての素材で昼食を堪能

曽々木海岸ウォーキングツアー
自然が作り出した断崖の海岸と山道を歩き、展望台
から能登の大自然を一望するトレッキング

宿泊：輪島市内

DAY4（能登）

白米千枚田
四季折々に変化する日本海に面した棚田の絶景

大野製炭工場訪問
茶道用の特別な炭作りと植林による里山の再生の取
組に挑む工場の見学

農村宿大坊にて昼食
築100年を超える古民家で奥能登の旬を味わう創作イ
タリアン懐石

©石川県観光連盟

【能登エリアのコンテンツの問合せ】能登DMC合同会社 担当：小山
電話番号: 050-6874-5522 E-mail: koyama@noto-dmc.com@Kanazawa City
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金沢・富山
ガストロノミー
ツーリズム

日本海に面し、上質な食文化を
有する金沢と富山。新幹線で約
20分、車でも1時間の距離にあり、
間には鋳物などの伝統工芸で有
名な高岡、世界遺産である五箇
山があります。

食を通じた土地の歴史や文化を
体感できます。

Kanazawa and Toyama Gastronomy 
tour

@Kanazawa City
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金沢・富山gastronomyプログラム

ガストロノミーコンテンツ（富山）

KOBO Brewery
伝統的なチェコスタイルで醸造するクラフトビール

Gejo（げじょう）
地元の新鮮な魚介を使った寿司と最高の地酒／ワインを堪能

桝田酒造店
富山の雄大な自然を生かして醸造された日本酒のテイスティング

IWA
「職人の技、最高の素材、自然、建築、デザインの結集」である日本酒の酒
蔵見学

Healthian-wood（ヘルジアン・ウッド）
22世紀に向けた新しい村創り人創りをテーマとした先進的なツアー

La BOMBANCE 環水公園
環水公園を見下ろすレストランで、富山の食材をふんだんに使った創作和食

カーヴ・ユノキ
海に面した築100年の廻船問屋の蔵を改装したレストランで味わうフレンチ

L’evo（南砺市）
星、 空、 雪、 山、 水、 土すべてが食に繋がる特別な空間（宿泊可能）

@Kanazawa City
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金沢・富山gastronomyプログラム

観光＆体験コンテンツ（富山）

富山ガラス工房

三味線演奏体験

木彫アトリエ見学

宿泊：つりや

富山ガラス美術館

タニハタ組子

光岡自動車

宿泊（富山）

つりや

リバーリトリート雅樂倶

@Kanazawa City
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金沢・富山gastronomyプログラム

ガストロノミーコンテンツ（金沢）

日本料理銭屋
日本料理の真髄と革新に触れる最上級を味わう料理

レスピラシオン
築140年の町家と金沢スタイルのモダンスパニッシュ

ヴァンドラボッチ
金沢産ぶどう100％のワインづくりと雇用機会創出に取り組むワイナリー

近江町市場ツアー＆プレミアム料理体験
近江町市場の人と交流しながら金沢の食を学び、和食を作る体験

老舗酒蔵と有名寿司店で味わう食ツアー
金沢最古の酒蔵見学と寿司店貸切で日本酒ペアリングランチ

@Kanazawa City
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ラグジュアリー
バス＆ハイヤー

Bus & Hire

@Kanazawa City
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ラグジュアリー
バス／ハイヤー
「LUXNODO」

移動手段としての車両ではなく、
移動時間も旅の一部として、旅を
より豊かにすることを目的として
考え抜かれた車両。

バスの座席には、飛行機のファー
ストクラスの座席を手掛ける会社
のシートを使用。マイクロバスへ
の搭載は国内初の試みです。一つ
一つの座席間隔が広いので、ゆっ
たりとくつろげます。

ハイヤーは3タイプ用意しており、
人数やお好みによって選択可能。

ハイヤー「LUXNODO」

車種 GRANACE, ALPHARD, MERCEDES BENZ S350

定員 GRANACE: 5 / ALPHARD: 6 / MERCEDES: 4

台数 4（GRANACE: 2 / ALPHARD: 1 / MERCEDES: 1）

詳細 金沢ハイヤー

ラグジュアリーバス

定員 8（最大10）

台数 5

仕様
肘掛部に収納テーブル、充電コンセント、Wi-Fi環境、
冷蔵庫、フットレスト

詳細 丸一観光

@Kanazawa City
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ラグジュアリーバス
「彩の風」／ラグ
ジュアリーワゴン

車内はグランクラス並みのゆとり
を持たせたシート間隔で、通常27
人乗りの中型バスにわずか15席の
快適空間。3列シート座席が特徴
です。

ラグジュアリーバスでめぐる金沢
市内や近郊の定期観光バスツアー
を運行しておりどのツアーにもコ
ンシェルジュが同行します。事前
予約でチャーター対応も可能です。

ラグジュアリーバス

定員 15

台数 2

仕様
各席にタブレット配置、加賀友禅作家による車
体デザイン、抗ウイルス・抗菌効果のある車内
コーティング、約3分45秒に1回の換気システム

ツアー 金沢市内、能登、加賀、五箇山ツアーなど複数

詳細 金沢アドベンチャーズ

ラグジュアリーワゴン

定員 9（うち補助椅子2）

台数 1

仕様 抗菌・抗ウイルス・防臭加工

詳細 金沢アドベンチャーズ

@Kanazawa City
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ラグジュアリーバス
「花嫁のれん第二章」

特別仕様の貸切バス。「石川の華
やかな四季」を加賀友禅の技法を
用い、能登や加賀での婚礼の風習
の一つである「花嫁のれん」をモ
チーフとしたデザインが車両に施
されています。また、シートや
カーテンなどの内装も外装とイ
メージを合わせるなど車内随所に
工夫を凝らしています。また、ご
希望の方には、乗車時にのれん
（「花嫁のれん」）をくぐって入
室していただきます。

花嫁のれん第二章

定員 28（高速道路：特大車）

台数 1

仕様
各座席に100Vコンセント、フリーWi-Fi、空気清
浄機付きエアコン、冷蔵庫

詳細 西日本JRバス

@Kanazawa City
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体験プログラム
Programmes

@Kanazawa City
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プレミアムプラン
Exclusive Programmes

@Kanazawa City
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金沢一期一会
ほんものの工
芸にふれる
名匠や地元工芸界で活躍す
る作家を訪ねる特別な旅を、
旅行会社等のご要望に応じ
て、金沢市観光協会がコー
ディネートします。

金沢の伝統工芸の匠に出会
う旅「金沢一期一会」

KANAZAWA ICHIGO ICHIE

@Kanazawa City
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金沢一期一会
大樋焼
ギャラリートーク・呈
茶体験

350年続く大樋焼の歴史や金沢の茶の湯
の世界を、十一代 大樋長左衛門 氏の
トークを聞きながら、大樋美術館をめぐ
ります。その後、敷地内の茶室にて、大
樋焼歴代の茶盌での呈茶を体験します。

「“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～ (YouTube)

@Kanazawa City
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金沢一期一会
加賀友禅
工房見学・解説

通常分業にて行われる加賀友禅の制作を、
図案から仕上げまでを一貫して行ってい
る毎田染画工芸にて、加賀友禅の歴史や
技法などの解説を聞き、工房内で実際に
職人が作業している様子を間近で見学し
ます。

希望があれば、加賀友禅染色体験も可能。

KAGA YUZEN (YouTube)

@Kanazawa City
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金沢一期一会
金沢漆器／加賀蒔絵
漆や工芸文化の解説

漆絵の名品を鑑賞しながら、漆や加賀蒔
絵をはじめとして、金沢の生活に息づく
工芸の意義の解説を聞きます。

また、漆塗りの工程や技法、今では貴重
な道具箱を間近で見学しながらお話しを
伺います。

@Kanazawa City
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金沢一期一会
漆工
工程・技法の解説

輪島塗の技法を受け継ぎながら、現代の
生活に取り入れやすい造形と丁寧な工程
が特徴の杉田明彦氏の漆工作品を、江戸
時代後期に建築された武家屋敷にて、解
説を聞きながら鑑賞します。

また、併設されている工房内にて、職人
の作業の様子間近で見学します。

@Kanazawa City
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金沢一期一会
加賀繍
工程・技法の解説

草稿から仕上げまでの約8工程をすべて
手作業で行う加賀繍。作品を鑑賞しなが
ら、加賀繍作家の熟練した技術の実演解
説を聞きます。

オプションとして、加賀繍のグリーディ
ングカード制作体験も可能。

@Kanazawa City
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金沢一期一会
老舗漆器店店主自宅で
の作品鑑賞と作業見学

200年以上にわたって、漆・漆器の製造
販売を行っている老舗漆器店店主の自宅
にて、江戸時代以降の貴重で珍しい漆器
の調度品を鑑賞し、自宅内の工房兼ギャ
ラリーにて蒔絵職人の作業風景を見学し
ます。

オプションとして、敷地内にたたずむ茶
室にてお抹茶をいただくことができます。

KAGA MAKIE (YouTube)

@Kanazawa City
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金沢一期一会
茶道×工芸アート体験

金沢の工芸の伝統と革新を体感するツ
アーです。

まず、由緒ある茶室「好古庵」にて、茶
道家（業躰）による講話とお点前の後、
茶道家とともに料亭で茶懐石を堪能。そ
の後、ハイアット セントリック金沢に
展示されているアート作品を鑑賞します。

「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～
(YouTube)

@Kanazawa City
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体感！金沢の旅

食文化、工芸・アート、歴
史、自然など、金沢の魅力
あるテーマをストーリー性
をもって体験できるツアー
を企画実施しました。

企画造成にお役立ていただ
ける内容が満載です。

テーマ性のある体験ツアー
「体感！金沢の旅」企画一
覧
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「体感！金沢の旅」実施例
注目の三酒をめぐるガ
ストロノミーツアー

クラフトジン、クラフトビール、ワインとい
う金沢産の新たなクラフト酒をとことん満喫
する最新ツアー。港町・大野のクラフトジン
蒸留所「アレンビック･ディスティラリー」に
て見学・試飲、クラフトビール醸造所「オリ
エンタルブルーイング」でのクラフトビール4
種飲み比べ、生産から醸造まで100％金沢産の
ワインを造るワイナリー「ヴァン・ド・ラ・
ボッチ」で見学と試飲を楽しんだ後、「ア・
ラ・フェルム・ドゥ・シンジロウ」で自社農
園の野菜と新鮮な魚など地元食材をふんだん
に使ったフレンチディナーを堪能します。金
沢の豊かな風土を感じられるガストロノミー
ツアーです。
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「体感！金沢の旅」実施例
伝説の杜氏の酒蔵見学と
日本酒×寿司の極上ペア
リング

能登杜氏四天王の一人であり、酒造りの神
とも称される農口尚彦氏の技術・精神・生
き様を次世代へ継承することをコンセプト
とした「農口尚彦研究所」の見学と日本酒
のテイスティングを体験します。夕食は、
近江町市場近くの寿司の名店「鮨治（すし
はる）」でこだわりの寿司×近江町市場に
ある「酒の大沢」女将厳選の日本酒のペア
リングディナー。地酒と地元食材、寿司の
マリアージュを心ゆくまで堪能します。
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文化体験
Cultural Programmes
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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。
この「武士道」精神を根底とする
武道と芸道を堪能できるプランで
す。

茶道体験やZENの精神を知り、サ
ムライ文化を学ぶプログラムのほ
か、兼六園内弓道場での弓道体験、
剣道場での剣道体験といった武道
体験など、これまでにはない金沢
の新たな魅力を発見できるプログ
ラムとなっています。

設定日 平日など（要問合せ）

人数 6

事業者 （株）丸一観光

モデルコース Experience Samurai Martial Arts in Kanazawa!

詳細
別紙あり
※問い合わせフォームからお申込ください

個別プログラ
ム

弓道 / Experience Kyudo in Kanazawa
剣道 / Experience Kendo in Kanazawa

NEW!
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和菓子作り体験+茶
室での本格茶道体験

日本三大和菓子処の一つとして知
られる金沢で、茶道と工芸の美術
館である金沢中村記念美術館に付
属する旧中村邸にて、その季節に
合った生菓子を職人の手ほどきを
受けながら作ります。その後、同
じ敷地内にある茶室「耕雲庵」に
て、茶道の先生から作法を教わり
ながら、抹茶とともに本格的な茶
道を体験します。

プライベートの貸切プランのため、
要望に応じてアレンジ可能です。

内容

• 茶道に欠かせない和菓子を、職人の指導の下
製作

• 茶道の先生から作法を教わりながら、自身で
作ったお菓子とともに先生が点てたお茶をい
ただく

設定日 通年

人数 6～12

事業者 （株）丸一観光

詳細
別紙あり
※問い合わせフォームからお申込ください
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Geishaプラン

通常一見さんお断りのお茶屋を体験で
きるプログラムです。

Geisha Evenings in Kanazawa

内容

金沢最大のお茶屋建築・懐華樓でのGeishaプ
ログラム
• 女将による英語での挨拶
• 芸者による踊り、お座敷太鼓の披露
• お茶屋文化や芸者の秘密を英語で解説

（踊りの合間に）
• お座敷太鼓体験

詳細

Geisha Evenings
Private planは別紙あり
※問い合わせフォームからお申込ください
GEISHA EVENINGS IN KANAZAWA (YouTube)

©artex inc.

金沢芸妓のほんものの芸にふれる旅

内容

3茶屋街のお茶屋で開催される、昼のお座
敷体験プログラム
• お茶屋にて、芸妓の舞・お座敷太鼓の

鑑賞
• お座敷遊び（お茶・和菓子付）

詳細 金沢芸妓のほんものの芸にふれる旅
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Geishaプラン

有名老舗寿司店のプライベート空間でのお寿司とにし
茶屋でのお座敷体験で夜の金沢満喫

内容

老舗寿司店の個室で寿司職人と会話しなが
らの食事と一見さんお断りのお茶屋でのお
座敷体験
• 寿司店での食事
• にし茶屋街のお茶屋にてお座敷体験

詳細
別紙あり
※問い合わせフォームからお申込ください

芸妓さんと遊べるお座敷体験（夕食付）

内容

築100年近い金沢町家で、金沢芸妓による
お座敷を堪能
• 唄と踊りを鑑賞
• 食事を食べながら金沢芸妓との歓談
• お座敷遊びや写真撮影

詳細
別紙あり
※問い合わせフォームからお申込ください
GEISHA（GEIGI） Performance (YouTube)
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茶道体験

お茶文化が盛んな金沢で、茶道の作法
を学んだり、お点前を見たり、自分で
お茶点てたりする体験ができます。

加賀藩ゆかりの庭園で茶道体験

内容
玉泉園内の金沢最古の茶室での茶道体験
• お点前付抹茶体験（生菓子付き）
• 茶筅振り体験（干菓子付き）

詳細
別紙あり
※問い合わせフォームからお申込ください

Let's Enjoy Tea Ceremony!

内容

築90年を超す金澤町家で茶道の精神に触
れる体験
• 茶室について、出入りや挨拶などのレ

クチャー
• 和菓子を味わい抹茶を飲む
• 自分で抹茶を点てて飲む

詳細
別紙あり
※問い合わせフォームからお申込ください

茶の湯と和しぐさ体験 ／ 着物で茶道体験

内容

茶道の作法を学ぶ本格的な体験
• ふすまの開け方、畳の歩き方、床の

間・道具拝見など立ち居振る舞いの和
しぐさ体験

• お茶を点てる作法を見て味わう、お茶
の飲み方、お菓子の頂き方の作法など
を学ぶ茶の湯体験

• ※茶会用の着物を着用も可能

詳細
別紙あり
※問い合わせフォームからお申込ください
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呈茶体験

庭園を眺めながら呈茶を受け
ることができます。和菓子と
一緒にお楽しみください。

時雨亭や玉泉庵では、団体の
場合等、貸切対応もしていま
す。

会場 エリア 利用時間 呈茶料

兼六園
「時雨亭」

兼六園
9:00～16:30
（最終受付16:00）

730円

金沢城公園
「玉泉庵」

長町付近
9:00～16:30
（最終受付16:00）

730円

寺島蔵人邸
ひがし茶
屋街付近

9:30～17:00
（入館16:30まで）

350円

武家屋敷跡
野村家

長町
8:30～17:30
（入館は閉館30分前まで）
※10～3月は 8:30～16:30

300円

志摩
ひがし茶
屋街

9:00～18:00
※12～2月は9:00～17:00

700円

大樋美術館
ひがし茶
屋街付近

9:00～17:00 1,000円
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日本ならではの文化体験

江戸時代から様々な文化が花開いた金
沢では、様々な文化体験ができます。

サムライ文化・刀体験

内容

本物の日本刀を間近で見て、手にとって
感じる体験
• 日本刀の分解と解説
• 実物鑑賞
• 写真撮影とデモンストレーション

詳細
別紙あり
※問い合わせフォームからお申込ください
Kanazawa JAPAN: Samurai and Merchant (YouTube)

Let’s Enjoy Calligraphy !

内容

築90年を超す金澤町家での書道体験
• 文字の成り立ち、書道の歴史、書道用

具などのレクチャー
• 文字を選んで練習、清書と仕上げ

詳細
別紙あり
※問い合わせフォームからお申込ください

日本三大芸道の一つ「香道」を体験

内容

築90年を超す金澤町家での書道体験
• 文字の成り立ち、書道の歴史、書道用

具などのレクチャー
• 文字を選んで練習、清書と仕上げ

詳細
別紙あり
※問い合わせフォームからお申込ください

金沢香誂(あつらえ）香のオーダーメイド体験

内容

感情や体調に合わせたお香製作
• 漢方香材料と香木を聞き、専門家によ

るカウンセリング
• .天然の香木を香炭で焚き香体験
• オーダーメイドの調香、創香

詳細
別紙あり
※問い合わせフォームからお申込ください
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ZEN文化

鈴木大拙館をはじめとし、 ZENの世界
に入り込み、また体験できる箇所が複
数あります。

✓ 鈴木大拙館

D.T. Suzukiとして知られる、金沢が生んだ仏教哲学者の
施設。鈴木大拙の生涯を学ぶ場であるとともに、来館
者自らが思索する空間を提供しています。

しんせんのマインドフルネス
書のアートワークショップしんせんあーと

内容

兼六園付近の法句寺での瞑想と書道アー
トのマインドフルネス体験
• 自己を見つめ直すワークショップ準備

セッション
• 北方心泉の説明、生き方・テーマに

合った書の選択、ワークショップの書
のセッション

• 仏教ミニ講座、お勤め、数珠の持ち
方・焼香の仕方、瞑想のセッション

• お抹茶とお菓子を頂きながら振り返り
セッション

詳細
別紙あり
※問い合わせフォームからお申込ください
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能

金沢では、「加賀宝生」と呼ばれる能
楽が盛んです。能楽の世界に親しんで
もらうイベントが定期的に開催されて
います。

✓ 金沢能楽美術館

加賀宝生に伝わる貴重な能面や能装束を収蔵展示して
います。能の舞台で使われる能面や能装束を着ける体
験ができます。

観能の夕べ

内容
毎年夏の時期に開催され、能と狂言を鑑
賞できます。

詳細 石川県立能楽堂
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金沢ならではの伝統を体験

鷹匠体験ツアー

内容

江戸時代(1603-1868)に、大名が行っていた
伝統的な狩猟方法である鷹狩りの様子を体
験
• 鷹匠体験

詳細

別紙あり
※問い合わせフォームからお申込ください
Re-live the Feudal-era Pleasures and Pastimes of a 
Kanazawa Samurai-Kanazawa Adventures Special Tour
(YouTube)

Kanazawa Matsuri Night

内容

金沢の伝統的な民俗芸能である加賀獅子
舞を特別に鑑賞できるプログラム
• 加賀獅子・祭りの歴史、演目、演技の

役割やメンバーの説明・紹介
• 加賀獅子演舞の鑑賞
• 祭りの衣装を着用し、獅子舞の演舞を

体験、交流
• 祭り寿司、べろべろなど郷土料理を堪

能

詳細
別紙あり
※問い合わせフォームからお申込ください
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サムライのまちならで
はのカップル向けプロ
グラム
伝統的な婚礼衣装である打掛・袴を着
用して金沢らしいウェディング体験が
できるプログラムです。

フォトウェディングツアー

内容

日本の伝統的な婚礼衣装を着て、金沢の有
名スポットで記念写真を撮影
• 婚礼専門店にて着物選択・ヘアメイク・

着付け
• 写真撮影2箇所（兼六園と金沢21世紀美

術館）

詳細
別紙あり
※問い合わせフォームからお申込ください

金沢で行う武家祝言体験

内容

かつて武家が行っていた本物のウェディ
ングを体験
• 神社にて着替え
• お祓い・祝言についての説明等
• ひがし茶屋街で花嫁行列（悪天候の場

合茶婚式風の茶会）
• 料理人による説明を聞きながら伝統の

婚礼料理の食事
• 食事後、写真のアルバム・電子データ

と婚礼菓子の提供

詳細 別紙あり
※問い合わせフォームからお申込ください
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工芸
Craft Programmes
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金箔

日本の金箔の99％以上が金沢で作られ
ています。2020年12月には、金箔の製
造方法である「縁付け（えんつけ）金
箔」がユネスコ無形文化遺産へ登録さ
れました。

GOLD LEAF -A tiny world contained within 
1/10,000 millimeters- (YouTube)

✓ 金沢市立安江金箔工芸館

金箔製造道具等を所蔵している全国
で唯一の金箔博物館。英語・フラン
ス語での解説案内を依頼することも
できます。

金箔貼り体験

内容

金沢市内には金箔貼りを体験できる専門店がい
くつかあり、短時間でリーズナブルに体験でき
るプランも充実しています。小皿や小物入れ、
手鏡、箸などのアイテムに金箔を貼ることがで
きます。

詳細
別紙あり
※問い合わせフォームからお申込ください
Kanazawa JAPAN: “City with a Heart of Gold“ (YouTube)
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加賀友禅

着物の染色技法の一つである友禅の中
でも、リアルな自然の美しさを表現し
た絵画的なデザインが特徴の加賀友禅
に触れる体験です。

KAGA YUZEN (YouTube)

加賀友禅工房での本友禅の彩色体験

内容
加賀友禅工房・長町友禅館にて行う彩色体
験
• ミニ額彩色体験

詳細
別紙あり
※問い合わせフォームからお申込ください

本格手描き加賀友禅体験

内容

加賀友禅工房・ギャラリーの茜やで作る
小風呂敷
• 四季の花柄から好きな花を選び、50cm

角の小風呂敷を製作

詳細 別紙あり
※問い合わせフォームからお申込ください

✓ 加賀友禅会館

加賀友禅職人の作品を展示、加賀友
禅小物の販売を行っているほか、加
賀友禅染め体験もできます。
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加賀友禅

手描き加賀友禅製作と茶道体験

内容

加賀友禅工房・長町友禅館にて行う彩色体
験とお茶会体験
• 糊置き、地染めを終えた絹のストールへ

の彩色体験
• 加賀料理の昼食
• 彩色後のストールを着装し、作品発表を

兼ねたお茶会体験

詳細
別紙あり
※問い合わせフォームからお申込ください

加賀友禅と自然

内容

金沢の自然を散策し、野の草花をモチー
フに加賀友禅染体験
• 自然案人とともに東山山麓をまち歩き

し、加賀友禅染のデザインになる自然
素材を見つける

• 加賀友禅ゆかりのお寺「龍國寺」にて
加賀友禅、染の技法、道具について質
疑応答、デッサン・下絵・糊置き・彩
色体験

詳細
別紙あり
※問い合わせフォームからお申込ください
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陶芸

九谷五彩と呼ばれる赤・黄・緑・紫・
紺青の5色が特徴的な九谷焼の体験や陶
芸の体験。

陶芸体験コース

内容
築400年の刀蔵を改装した土蔵での陶芸体験
• 手びねりの粘土の成形又は電動ろくろを

使った粘土の成形のいずれかの陶芸体験

詳細
別紙あり
※問い合わせフォームからお申込ください

九谷焼窯元で絵付け体験／工房見学／ろくろ体験

内容

金沢で唯一、ロクロ成形から上絵付まで
一貫した手作業での制作をしている創業
約150年の九谷焼窯元での体験
【絵付け体験】
• 工房の一部と伝統様式の展示見学
• 上絵付け体験
【工房見学】
• 工房の歴史、九谷焼の歴史の展示解説
• ろくろ成形実演
• 素焼きと施釉の説明
• 本窯訪問
• 全体の工程説明
【ろくろ体験】
• 工房見学
• ろくろ成形実演
• ろくろ成形の体験
• 釉薬（色）の選択

詳細 別紙あり
※問い合わせフォームからお申込ください
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金沢ならではの伝統工芸の
体験

その他にも26種類ある金沢の伝統工芸
を体験できる施設が複数あります。

華やかで繊細な加賀繍で小物作り／ミニ額作り体験

内容

手刺繍の技法である加賀繍を施してオリジ
ナルの小物を製作
• 作る小物、生地、刺繍するデザイン、糸

の色などのセレクト
• 刺繍体験

詳細
別紙あり
※問い合わせフォームからお申込ください

蒔絵体験

内容
漆器を華やかに飾り付ける蒔絵の体験
• 漆の丸盆に彩色、装飾

詳細
別紙あり
※問い合わせフォームからお申込ください
KAGA MAKIE -Sparkling gold lacquerware- (YouTube)
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水引体験

縁起物である水引を使ったアクセサ
リーなどの水引作品を作る体験です。

金沢水引ワークショップ

内容
築100年以上の老舗の結納品店にて、メッ
セージカードやアクセサリーを製作
• 金沢水引の制作

詳細
別紙あり
※問い合わせフォームからお申込ください
Kanazawa JAPAN: "You know? Yui-noh?“ (YouTube)

加賀水引

内容
金沢の伝統工芸「加賀水引」の工芸品を
販売
水引体験も可能

詳細 津田水引折型

水引アクセサリー体験教室

内容

50色以上の水引から好きな色を組み合わ
せて、ピアスや髪飾りなどのオリジナル
アクセサリーを製作
• 水引アクセサリーの制作

詳細
別紙あり
※問い合わせフォームからお申込ください
Kanazawa JAPAN: "Why kNot? in Kanazawa“(YouTube)

水引ワークショップ

内容 キットを使って水引作品を製作

詳細 自由花人
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食文化
Cuisine Programmes
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金沢港夜セリ見学

全国的にも珍しい、夜のセリ
を眼前で見学できるプログラ
ム。魚の荷揚げ場の隣がセリ
場になっているため、漁船か
らの荷揚げの様子からセリの
様子までの流れを見ることが
できます。

また、荷揚げされた魚を一旦
保管しておく-30℃の冷凍庫の
中に入る体験もできます。

内容

• 金沢周辺の魚や漁の説明
• 金沢港近海で捕れた魚介類を、漁船から荷揚

げする場面や夜セリの様子などを見学
• 魚を保管する-30℃の冷凍庫の中を体験

設定日
1～5月、9～12月の水曜、金曜
（12月30日～1月3日除く）

人数 10人程度

事業者 （株）丸一観光

詳細
別紙あり
※問い合わせフォームからお申込ください

備考
• 天候により漁船の出漁がない場合は中止
• 水曜・金曜以外の希望は要相談

NEW!
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金沢老舗酒蔵＆
有名寿司店の
ガストロノミーツアー

金沢最古の酒蔵「福光屋」と
有名寿司店「河原町 ー（かわ
らまち はじめ）」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
ただく特別プラン。「福光
屋」で、酒造りを統率する杜
氏による解説・案内を受けた
後、通常は夜のみ営業してい
る「河原町 一」に移動し、お
寿司と日本酒のペアリングラ
ンチを堪能します。

内容
金沢最古の酒蔵「福光屋」14代の杜氏による酒
蔵の解説案内と金沢の有名寿司店「河原町 一」
での寿司＆ペアリング日本酒のランチ

設定日
10月初旬～4月中旬の火曜～金曜
（リクエストベース）

人数 3～10

事業者 （株）福光屋

詳細
別紙あり
※問い合わせフォームからお申込ください
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郷土料理

海にも山にも近く、質の高い食材が豊
富に揃う金沢ならではの食文化を実際
に自分で作って体感できるプログラム
です。

地元の旬の素材を使った金沢家庭料理体験

内容

築100年近い金沢町家にて、金沢の食文化を
学ぶ地元の家庭・郷土料理体験
• プログラム説明と町家案内
• ハンズオンでの調理体験

詳細
別紙あり
※問い合わせフォームからお申込ください
Kanazawa Family Cuisine Cooking Class (YouTube)

手毬寿司づくり体験

内容

金沢の新鮮な海鮮、肉、季節の野菜やフルー
ツで作るカラフルで可愛らしい手毬寿司の体
験
• 概要説明
• 手毬寿司づくり体験

詳細
別紙あり
※問い合わせフォームからお申込ください

近江町市場ツアー＆クッキング体験

内容

金沢市民の台所・近江町市場をめぐって
そこで働く地元の人と交流し、地元の旬
な食材で調理し、金沢の食文化に触れる
体験
• 概要説明・近江町市場ツアー
• クッキング体験

詳細

別紙あり
※問い合わせフォームからお申込ください
THE KANAZAWA WAY - Omicho Market & Cooking 
Class (YouTube)

じぶ煮づくり

内容
金沢の郷土料理であるじぶ煮を調理
• じぶ煮の歴史や金沢の食文化の学習
• じぶ煮の調理

詳細
別紙あり
※問い合わせフォームからお申込ください
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発酵食体験

日本有数の醤油の産地であり、糀を
使った食材が数多く作られているため、
発酵食文化を学んで味わうプログラム
が豊富です。

日本の発酵文化を学びながらの料理体験

内容

日本食の根底を支える糀文化や金沢の魅
力、さらに日本文化・歴史を、料理体験
を通して学ぶクラス
• 食文化・糀に関するプレゼン
• 調理

詳細
別紙あり
※問い合わせフォームからお申込ください

ヤマト糀パーク

内容

醤油・味噌の産地として知られている港
町大野地区で百年の歴史を持つ老舗ヤマ
ト醤油味噌にて、糀蔵ガイド付きツアー
や糀手湯（ハンドバス）体験、みそぼー
る作り体験ができます。また、併設する
食堂では、発酵食を使ったランチも楽し
めます。

詳細 ヤマト糀パーク

伝統発酵食のお話／糀のお漬物づくり体験

内容

140年以上続く老舗の発酵食品製造店舗での、
発酵食や糀文化の体験
【お話】
• 発酵食文化の解説・建物内見学・試食等
【漬物づくり】
• 発酵や糀に関する基本を学ぶ
• 3～4種類の野菜を使用した糀の漬物づく

り

詳細
別紙あり
※問い合わせフォームからお申込ください

©Cooking Studio KANAZAWA Salon
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酒蔵見学

約400年前より、金沢で作られた米と伏
流水の冷たい水を使って日本酒が造ら
れてきました。金沢市内には酒蔵見学
ができる酒造メーカーが複数あります。

酒蔵見学（福光屋）

内容

1625年創業の金沢で最も長い歴史をもつ
酒蔵見学（3コースあり）
• 映像鑑賞
• 仕込み水の案内
• 唎き酒と解説

詳細
別紙あり
※問い合わせフォームからお申込ください

酒蔵見学（やちや酒造）

内容

金沢伝統の地酒造りを行っている酒蔵と
約250年の歴史がある建物の見学
• 酒蔵見学
• 試飲

詳細
別紙あり
※問い合わせフォームからお申込ください
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和菓子づくり

菓子処として知られる金沢にて、和菓
子づくりの体験ができます。

落雁手作り体験

内容

木型に押し固めて作る干菓子、落雁（ら
くがん）を手作りします。作った落雁は
抹茶とともにその場で食べることができ
ます。

詳細 森八

和菓子手作り体験

内容
老舗和菓子店にて、2種類の上生菓子を2
個ずつ作る体験ができます。

詳細 越山甘清堂

和菓子作り体験

内容
兼六園のすぐ隣にある石川県観光物産館
にて、四季折々の上生菓子を作る体験が
できます。100人以上の団体も受入可能。

詳細 石川県観光物産館
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夜の金沢を楽しむ

城下町金沢 ナイトウォーキング

内容

昼間とはうってかわった顔を見せる金沢の
街を、地元英語観光ガイドが案内
• 尾張町、武蔵ヶ辻、ひがし茶屋街付近で

夕軽食
• 金沢城公園・玉泉院丸庭園ウォーキング
• 広坂、尾山神社などを散策

詳細
別紙あり
※問い合わせフォームからお申込ください

金沢フードナイトツアー・バーホッピング

内容

地元食材をふんだんに使った居酒屋と昭
和自在の雰囲気を残す飲み屋街をめぐる
ツアー
• 片町周辺の居酒屋での夕食
• 中央味食街内2店舗をバーホッピング

詳細
別紙あり
※問い合わせフォームからお申込ください
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アクティビティ
Activity Programmes
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庭園

金沢には、日本三名園の一つである、
兼六園をはじめとして、優れた日本庭
園が多数あります。

Japanese Garden (YouTube)

✓ 成巽閣

1863年に建築された兼六園に隣接する建物。武家書院
造と数寄屋風書院造を一つの棟の中に組み入れた巧み
な様式と2種の庭園が特徴的。

✓ 西田家庭園玉泉園

400年の歴史を持つ庭園で、上下2段式の地泉回遊式庭
園。上部には、金沢に現存する最古の茶室「灑雪亭」。

✓ 寺島蔵人邸

江戸時代の中級武士の邸宅で、地泉回遊式庭園が広
がっています。特に樹齢300年を超えるドウダンツツジ
は圧巻。

金沢の庭園めぐり

内容

日本有数の庭園が残る金沢で、一般非公
開の庭園も含めた3園を解説付きめぐるツ
アー
• 心蓮社
• 寺島蔵人邸
• 玉泉院丸庭園及び玉泉庵での呈茶
• 兼六園（徒歩）
• 玉泉邸又は石亭にて食事

詳細
別紙あり
※問い合わせフォームからお申込ください
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兼六園散策と昼食
プラン

2024年5月に一般開放から150年の
節目を迎える兼六園。

兼六園を専属の庭師（もしくは専
門家）の案内で散策します。その
後、兼六園より古い400年の歴史
を持つ加賀藩ゆかりの庭園玉泉園
へ移動、兼六園の樹木を借景にし
た優美な池泉回遊式庭園をお楽し
みいただきます。

昼食は、玉泉園に隣接する築200
年を越す武家屋敷を現代風にアレ
ンジした「玉泉邸」で。金沢の旬
の食材をふんだんに使った本格会
席料理を、名勝・玉泉園の景観美
を眺めながらご堪能いただきます。

内容

• 専門家の案内の元、兼六園を特別散策
• 兼六園より古い、400年の歴史を誇る庭園

「玉泉園」を眺めながら、旬の食材をふんだ
んに使った昼食

設定日 通年

人数 2～6

事業者 （株）丸一観光

詳細
別紙あり
※問い合わせフォームからお申込ください
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金沢やその周辺の自然
を味わう

白山サイクリングツアー

内容

日本三霊山のひとつ白山の麓の自然や食
文化に触れるツアー
• 手取川沿い・獅子吼高原をサイクリン

グ
• 獅子吼高原でのランチ

詳細
別紙あり
※問い合わせフォームからお申込ください

医王山トレッキング／霊峰・医王山の森林浴

内容

山岳信仰の霊山、医王山（いおうぜん）
を自然案内人とともに歩き、自然を体感
するプログラム
• 医王山をトレッキング・森林浴など

詳細 別紙あり
※問い合わせフォームからお申込ください

金沢の水をめぐる、森林浴体験

内容

金沢の中心部、兼六園周辺で、文化や歴
史にも触れながら、自然を堪能するネイ
チャーツアー
• 金沢神社、本多の森など兼六園周辺を

散策
• 利き水体験

詳細
別紙あり
※問い合わせフォームからお申込ください

サイクリング体験

内容
公共シェアサイクルまちのりをつかって
金沢のまちなかをめぐるプログラム

詳細 UIGI KANAZAWA
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団体＆MICE
GROUP & MICE
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石川県立図書館
愛称：百万石ビブリオバウム

2022年7月オープン。館内中央は4階まで吹
き抜けた開放的な空間が広がっており、石
川県を代表とする名匠の伝統工芸品などが
館内の至る所に散りばめられています。

館内には、約140人を収容できる研修室や
階段状の広場「だんだん広場」のほか、
オープンキッチンを備えたキッチンスペー
スなどが貸スペースとして利用可能です。

その他のユニークベニュー
・金沢港クルーズターミナル
・しいのき迎賓館
・石川県立音楽堂
・石川県立能楽堂 など
ユニークベニュー（金沢コンベンションビューロー）
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辻家庭園

犀川を見下ろす高台に6600㎡
の敷地を有し、文化財である
庭園の中に、歴史を紡ぐ美し
い建築とモダンなデザインが
融合した空間が広がります。

会食に利用できる個室の他、
最大40人・120人収容可能な会
場も併設されています。

住所 金沢市寺町1-8-48

収容人数
会食：4～12人
宴会：～120人

料金目安

会食：21,780円～

宴会：昼／6,000円～、夜／8,000円～

（いずれも税込、飲み物別途）

貸切 可能（金額は要問合せ）

問合せ
TEL: 076-201-1124

r-tkt@novarese.co.jp

詳細 辻家庭園
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つば甚

1752年創業の金沢で最も歴史
がある料亭。180人収容できる
200畳の大広間のほか、会議室
として利用できる洋室もあり
ます。老舗料亭ならではの、
新鮮な海の幸、豊かな山の幸、
この土地でしか味わえない恵
みと、百万石の文化によって
つくられた加賀料理をお楽し
みいただけます。

住所 金沢市寺町5-1-8

収容人数
最大200人（大広間最大180人、個室9室、会議室
2室）

料金目安
昼食：20,000円（税込）

夕食：27,500円、38,500円（いずれも税込）

貸切 可能

問合せ TEL: 076-241-2181 info@tsubajin.co.jp

詳細 つば甚
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レストラン
ぶどうの森
「レ・トネル」

食の宝庫である金沢で、広大なぶ
どうの木の農地を保有し、そこで
収穫する野菜を主役にした、お客
様との距離をゼロにしたいという
コンセプトの新しいフレンチ・レ
ストラン。

日本を代表する建築家 坂 茂 氏設
計のドーム型紙管建築と、室内に
設置された本物のぶどう棚がとて
もユニーク。レストランが取り組
む地産地消やSDGsについての説明
を受けながら、農園を散策し、採
れたてのフレッシュな野菜を中心
としたフレッシュなお料理を堪能
できます。

住所 金沢市岩出町ハ50-1

収容人数
貸切：16人
（グループ規模次第で、よりスペースの広い
施設（最大50人）対応可能。）

料金目安 27,830円／人（ペアリング付き、税・サ込）

貸切 可能

問合せ 076-258-0204

詳細 レ・トネル
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大規模団体向け宴会場（ホテル）／食事施設

ホテル 客室数 宴会場

ANAクラウンプラ
ザホテル金沢

249室/542人 ディナー/着席最
大600人

ホテル日航金沢 253室/509人 ディナー/着席最
大600人

ホテル金沢 159室/242人 ディナー/着席最
大620人

ハイアットセント
リック金沢

253室 ディナー/着席最
大99人

ANAホリデイ･イ
ン金沢スカイ

101室/162人 ディナー/着席最
大250人

金沢東急ホテル 227室/432人 ディナー/着席最
大450人

金沢ニューグラン
ドホテル

208室/326人 ディナー/着席最
大200人

金沢白鳥路 ホテ
ル山楽

85室/200人 ディナー/着席最
大100人

金沢国際ホテル 100室/216人 ディナー/着席最
大320人

ジャンル 店名 エリア 受入人数

お寿司 割烹 小林 金沢市郊外
最大 80人
程度

和食 堤亭 兼六園周辺
最大 100
人程度

和食 奇観亭 兼六園周辺
最大 120
人程度

和食 金澤桜亭 兼六園周辺
最大 120
人程度

和食 加賀料理秋月 金沢市郊外
最大 70
人程度

和食 松魚亭 金沢市郊外
最大 100
人程度

洋食
ラグナヴェー
ル金沢

兼六園周辺
最大 160
人程度

会場検索（金沢コンベンションビューロー）
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観光バス駐車場

エリア 名称 駐車台数 駐車可能時間 宿泊 宿泊時間

金沢駅

金沢駅西口時計駐車場 2台 24時間 可 17:00～10:00

金沢駅西広場団体バス乗降場 11台 24時間 設定なし －

東別院駐車場 2～5台 9:00～21:00 可 19:00～9:00

近江町市場 近江町観光バス駐車場 4台 7:30～21:00 可 20:00～8:00

兼六園
石川県兼六駐車場 17台 7:00～22:00 可 20:00～8:00

石川県石引駐車場 マイクロ3台 8:00～19:00 不可 －

にし茶屋街 にし茶屋観光駐車場 2台 7:30～22:00 可 20:00～8:00

長町
長町観光駐車場 5台 7:30～21:00 可 20:00～8:00

広坂観光バス暫定駐車場 20台 7:00～21:00 可 20:00～8:00

ひがし茶屋街
東山観光バス駐車場 5台 9:00～18:00 不可 －

東山北観光駐車場 4台 9:00～18:00 不可 －

金沢市内の観光バス駐車場一覧
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コンベンション誘致推進事業補助金

金沢市内で開催されるコンベン
ションに対して助成制度がありま
す。

支援内容・補助金制度（金沢コン
ベンションビューロー）

助成対象 支給要件

国内コンベンション

・北陸地域（石川県、富山県及び福井
県）を超える規模
・県外参加者50人以上※

・連続２日以上

国際コンベンション

上記に加え、
・国外参加者20人以上
・国外に対して参加者募集を実施
・開催地が複数国間で交代
の３要件すべてを満たすもの

シャトルバス 県外参加者1,000人以上のコンベンション

感染症予防対策追加
補助※

消毒液の購入やハイブリッド開催におけ
るオンライン配信費用など感染予防対策
をするもの

問合せ
石川県誘客戦略課 076-225-1543
金沢市観光政策課 076-220-2194

備考
※新型コロナウイルス感染症が収束する

までの期間限定措置
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金沢MICE促進事業費補助金制度

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県を超える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県を超える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）

支援内容・補助金制度（金沢コンベンションビューロー）

＜問合せ＞金沢市観光政策課 076-220-2194

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）
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開催準備資金貸付金制度／金沢市同時通訳会議
等開催費補助制度

・開催準備資金貸付金制度

石川県内でコンベンションを開催する団体への開催準備金を貸し付け

・金沢市同時通訳会議等開催費補助制度

金沢歌劇座、金沢市文化ホール又は金沢市アートホールにおいて、同時通訳を行う会議等の開催
に要する費用を補助

その他支援メニュー・ユニークベニュー情報など（金沢コンベンションビューロー）

貸付内容 貸付額

開催準備に
かかる経費

開催予算額の20％以内（上限300万
円）、無利息、貸付期間２年以内

問合せ
金沢コンベンションビューロー
076-224-8400

助成内容 助成金

同時通訳者の報酬及び交通
費その他同時通訳を行うた
めに必要な費用

1/2（限度額15万
円）

問合せ
金沢市文化政策課
076-220-2442
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観光情報
Tourist Information
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グルメチケット「金沢美味」

2022年4月にリニューアルした、金沢の美味しいをおトクに満喫できるグルメチ
ケット。金沢で愛されている地元グルメをお得に味わえるチケットで、カジュア
ルフード、スイーツ、コース料理、伝統ある料亭、お酒まで、バラエティに溢れ
たメニューを取り揃えています。ウェブサイトでは、ジャンル、金額、エリア、
こだわり条件から検索が可能です。

団体ツアーなどで食事がフリーの場合などにも活用可能です。

グルメチケット 金沢美味

チケットは、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）の5種あります。

約150店舗／260メニュー掲載

発行日から6か月間有効

観光案内所・市内主要ホテルで購入可能

団体ツアーなどでまとめての購入を希望される場合、金沢市

観光協会にお問い合わせください。
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金澤料亭特別プラン

海にも山にもほど近く、新鮮な食材が豊富に手に入る金沢。食材にも調理にも手
間を惜しまず、「加賀料理」と呼ばれる和食をはじめとして、洗練された食文化
を味わうことができます。

その中でも金沢の伝統的な食文化、風情、情緒、佇まいを守り続けている金澤料
亭を堪能できる特別料亭プランがあります。

グルメチケット金沢美味で味わう 金澤料亭特別プラン

RYOTEI -Peak Hospitality- (YouTube)

完全予約制

事前にご予約の上、金額に

応じた「金沢美味」チケッ

トを購入しご利用ください。

7店舗／11メニュー

（7,000円～44,000円）

消費税・サービス料込
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金沢アーキテク
チャーツーリズム

大きな自然災害や戦禍に遭わなかった
金沢は、江戸時代の茶屋街や武家屋敷
などの歴史建築が多数現存しています。
他方、金沢21世紀美術館といった新た
な開発も行うなど、歴史的なまちなみ
を保存しながら現代建築との調和を
図っており、昔と今の感性や息吹が感
じられます。

2019年7月には、ニューヨーク近代美術
館(MOMA)などの設計を手がけた、世界
的建築家である谷口吉生氏の設計の元、
建築とまちづくりをテーマとした「谷
口吉郎・吉生記念 金沢建築館」がオー
プンしました。

迎賓館赤坂離宮和風別館「游心亭」の主和室と茶室
現存する施設を忠実に再現し常設展示する施設は日本初

撮影：北嶋俊治
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夜の金沢散策―ライ
トアップイベント

夜景の美しい城下町金沢。まちの雰囲
気と調和のとれた照明があちこちで施
されており、幻想的な夜の世界が広
がっています。兼六園では、季節毎に
期間限定でライトアップが施されます。
四季折々に違う表情を楽しむことがで
きます。また、金沢城公園・玉泉院丸
庭園では、毎夜ライトアップが行われ
ています。

兼六園ライトアップ開催時期
（毎年度変動あり）

観桜期 4月上旬頃（桜の開花に合わせて決
定）

春の段 GW期間

初夏の段 金沢百万石まつりに合わせて開催

夏の段 7月頃

秋の段 10～11月頃

冬の段 2月頃
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夜の金沢散策
金沢ライトアップバ
ス

主なライトアップスポットを
巡るバスもあるので、夜の金
沢散策に便利です。

夜の金沢散策には！金沢ライト
アップバス

料金
おとな300円、こども150円
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

運行日・
時間

毎週土曜・特定日 19:00～21:45(金沢駅発)
※この間15分間隔で運行
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早朝散策

金沢城公園と兼六園では早朝から開
園15分前まで無料開放されます。朝
の清々しい空気の中、人影まばらな
園内を散策するのがおすすめです。

早朝開園時は、蓮池門口と随身坂口
のみ入園可能です。

◆早朝開園時間

4/1～8/31 4:00～6:45

9/1～10/15 5:00～6:45

10/16～10/31 5:00～7:45

11/1～2/末 6:00～7:45

3/1～3/31             5:00～6:45
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金沢のイベント
金沢最大のまつり「金沢百万石まつり」は、
毎年６月第一土曜を中心とする3日間、加
賀藩祖・前田利家公の偉業を偲んで開催さ
れる伝統ある行事です。金沢城への入城を
再現する百万石行列（土曜）をはじめとし、
様々な催しが金沢市内各地で開催されます。

８月下旬には市内中心部でアカペラスト
リートライブを行う「金沢アカペラ・タウ
ン」、９月中旬に開催される「金沢JAZZ
STREET」、10月最終日曜には金沢の魅力を
満喫できるフルマラソン「金沢マラソン」
など、市内全域で大規模なイベントがいく
つも開催されます。

なお、百万石行列実施日には金沢市中心部
が大変混雑し、金沢マラソン実施日は市内
全域で大規模な交通規制がかかり、ホテル
の予約が取りづらくなります。

イベント情報
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金沢市内1日フリー乗車券

【デジタル乗車券のメリット】

➢ スマートフォンの提示のみで
乗降できチケット不要

➢ いつでもどこでもキャッシュ
レスで購入可能

➢ 人数分の乗車券を一括購入し、
利用可能

金沢市内主要観光エリア内を走るバ
スを1日何度でも定額で自由に乗降で
きるチケットです。金沢市内の兼六
園やひがし茶屋街、金沢21世紀美術
館などを15分間隔で運行する城下ま
ち金沢周遊バスや、路線バス、JRバス、
コミュニティバス（金沢ふらっとバ
ス）のいずれでも利用可能です。

これまでは現地で紙でのみ販売でし
たが、現在、Webアプリで購入できる
デジタル乗車券を販売しています。

1日フリー乗車券はおとな600円、こ
ども300円で購入できます。

北陸鉄道

のりまっし金沢
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公共シェアサイクル「まちのり」
まちなかを中心にサイクルポートが70箇所以上設置されており、どこのポートで
も自転車の貸出・返却が可能です。主要観光スポット付近の他、ベイエリアであ
る大野地区にも設置されています。まちのりには全てに電動アシスト機能搭載さ
れています。

また、日中の1日利用に便利なまちのり事務局限定のレンタサイクル「Carippa」
もおすすめ。

まちのり

まちのり

台数 500台（電動アシスト機能、GPS機能搭載）

料金

最初の30分165円、以後30分110円加算（上限
2,200円／日）
※会員登録必要
※1日パスの場合は会員登録不要

Carippa（まちのり事務局限定）

利用時間
9:00～18:00
（まちのり事務局での貸出・返却）

料金
4時間以内：700円、4時間超え：1,000円
（電動アシストモデルの場合）
500円／日（スタンダードモデルの場合）

@Kanazawa City
104

https://www.machi-nori.jp/


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、様々な
サービスを提供しています。

営業時間

8:30～20:00（無休）※12/31,1/1は
19:00まで
外国語案内カウンターは9:00～
19:00
（6月,12～2月は9:30～18:30）

主な機能

主に英語での観光案内、観光パン
フレット設置、雨傘・長靴・車い
すの無料貸出、金沢市近郊宿泊施
設への手荷物配送サービス、バス
乗車券や旅行商品の販売、当日宿
泊予約受付、無料Wi-Fi、SIMカード
販売

手荷物配送サービス

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
@Kanazawa City
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金沢中央観光案内所
2020年6月、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。

また、県内の芸術文化を1時間のダイジェストでお届けする芸術文化ナイトシア
ターや県内の伝統工芸・伝統文化を体験できるワークショップを実施しています。

営業時間 10:00～21:00

主な機能

主に英語での観光案内、観光パンフレット設置、雨傘・長
靴・車いすの無料貸出、手荷物預かり、宅配便受付、バス
乗車券や旅行商品の販売、当日宿泊予約受付、スマート
フォン無料充電、無料Wi-Fi、SIMカード販売

芸術文化ナイトシアター

実施日 隔週金・土

実施時間 18:30～19:30

内容
舞踊、いけ花、太鼓など8

種目中4種目

ワークショップ

実施日 土・日・祝日

実施時間
11:00～12:00、

13:30～14:30

内容
加賀友禅など県内の伝統工芸

（日によって変動）
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金沢の魅力を発信

✓ 金沢市観光協会YouTube
Visit Kanazawa, JAPAN【金沢市観光協会公式】
➢ KANAZAWA

-A Heritage of Cultural Excellence-
400年前から続くサムライが築きあげて きた、
城下町ならではの日本本来の文化が残っている
理由を探る10本の動画

➢ DANZA IN KANAZAWA
説明を一切省き、映像そのもので金沢 の洗練さ
れた美しさを感じられる欧州向けの金沢PR動画

➢ Kanazawa SDGs Tourism
受け継がれる金沢の歴史をSDGsの視点を織り交
ぜながら紹介

➢ 金沢 雪吊りと薦掛け
金沢の冬の風物詩である「雪吊り」と「薦（こ
も）掛け」。冬仕度から春の到来までを一編の
映像作品として凝縮。

※一部の動画は提供可能です。お問い合わせいただくか、
申込フォームよりお申し込みください。

✓ 金沢市観光協会Facebook（英語）
＠visitkanazawaofficial

✓ 金沢市観光協会Instagram
＠kanazawa_kankou

食のバリアフリーマップ
食物アレルギー・ベジタリアン・ビーガンに
ついての対応・事前相談が可能なお店とマッ
プを紹介しています。日本語サイトと英語サ
イトがあります。
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https://www.youtube.com/c/VisitKanazawaOfficial/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhH10dECaMo1DpKwEw_JDPBsg_qLBEubF
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhH10dECaMo1DpKwEw_JDPBsg_qLBEubF
http://www.youtube.com/watch?v=njBxDRh70s8
https://youtu.be/Ks_AQ5M2-Zc
https://youtu.be/UmipBuqIgZU
https://business.form-mailer.jp/fms/5cefab75147374
https://www.facebook.com/visitkanazawaofficial/
https://www.instagram.com/kanazawa_kankou/
https://kanazawa-food.jp/

