能美市
●まついひできべーすぼーるみゅーじあむ

みる

小松市
●にほんじどうしゃはくぶつかん

ヒーローの活躍の軌跡をつぶさに

展示台数日本一となる約500台の世
界各国の名車が並ぶ。ダイアナ妃が乗っ
たロールスロイスなど希少な車から各
時代を彩った人気車までのクラシック
カーを一堂に展示。

t 0761-22-2447

MAP P20A2

石川県出身の元大リーガー、松井秀
喜氏の記念館。数々のトロフィーやプ
ライベート写真などから、その歩みに
触れることができる。国民栄誉賞受賞
時の記念品も並ぶ。

各時代のユニ
フォームが並
ぶ

見ごたえ満点！自動車の殿堂

DATA K 小松市二ツ梨町一貫山40 kJR 加

賀温泉駅からキャンバス山まわり線、日本
自動車博物館下車すぐ G入館1000円 J9
〜17時
（入館は閉館の30分前まで ）i 無休
p200台

あそぶ

わくわく手づくりファーム川北
t 076-277-8989

MAP P20B2

自家製麦で造られた地ビールも！

地 ビ ー ル「 白 山 わ くわ くビ ー ル 」
（→ P13）のブルワリー。ビールやラン
チを提供するレストラン、地元の農産
物や特産品を扱う産直物産館がある。
DATA K 能美郡川北町字壱ツ屋183-3 kJR
美川駅から車で14分 J9〜18時（レストラ
ンは11時30分〜17時 ）i 火曜 p30台

MAP P20B2
団体予約:050-3333-2760（カナン）

t 090-7083-6969

里山に抱かれた希少な苔庭

杉木立ちや小川、それらを囲む古民
家など、全国農村景観百選に選ばれた
美しい里山集落を作る日用町は、苔の
名所として知られる。国内有数の苔庭
では散策が楽しめる。
DATA K 小松市日用町寅71 kJR 粟津駅か
ら車で約7分 G500円 J9〜16時 i 冬季 p
20台

サイエンスヒルズ
こまつ

2 階建ての建物より高い巨大ダンプ
あそぶ

小松市
●こまつのもり

こまつの杜
MAP P20A4

t 0761-24-2154

建設機械に触れて、学べる

世界的建機メーカー
「コマツ」の創業

90周年記念として2011年にオープン。
世界最大級のダンプトラック930Eの展
示、建機の仕組みを学べる
「わくわくコ

マツ館」などがある。建機の試乗もでき

DATA K 小松市こまつの杜1kJR 小松駅東
口から徒歩1分G入園無料 J9〜17時
（わく
わくコマツ館・2号館は〜16時30分 ）i 無
休
（わくわくコマツ館は日・月曜、第5土曜休
館、祝日はHP カレンダーで確認 ）p30台

多様な苔が緑のじゅうたんを作る
あそぶ

能美市
●てどりふぃっしゅらんど

手取フィッシュランド
t 0761-57-2211

MAP P20B2

ペットショップもある遊園地

北陸最大規模のレジャーランドで大
観覧車や絶叫マシーンなどが充実。土
･日曜、祝日にヒーローショーが行われ
るウルトラマンスタジアムも人気。
DATA K 能美市粟生町ツ58 kJR 美川駅か
ら車で12分 G入場無料
（各アトラクション
利用は別途料金 ）J10〜18時
（10・11・3月は
〜17時、12〜2月は土・日曜、祝日のみ営業
で10〜17時 ）i 水曜
（祝日の場合は営業 ）
p2000台

あそぶ

白山市
●ししくこうげん

獅子吼高原

みる

能美市
●いしかわどうぶつえん

（スカイ獅子吼）

t 0761-51-8500

MAP P20B2

動物たちのしぐさが笑みを誘う

空中遊覧もできる絶景スポット

ゴンドラで上る標高650mの高原は、
スカイスポーツのメッカ。パラグライ
ダー体験、
バーベキューなどが楽しめる。
レストランや高原のパンも人気。
DATA K白山市八幡町リ110 kゴンドラ乗
り場へは JR 金沢駅から車で50分 Gゴンド
ラ往復700円 J10〜17時 i 無休
（冬季 : 火・
金曜休み、ゴンドラは冬季運休 ）p250台

科学の楽しさを体験できるテーマ館。

宇宙の魅力に迫る
「3Dスタジオ」
、光や

電気の性質やてこなどの身近な科学の
原理を学べる
「ワンダーランド」などが

ある。毎週、体験教室も実施している。

DATA K 小松市こまつの杜2kJR 小松駅か
ら徒歩3分G3D スタジオ600円、ワンダー
ランド500円、セット券800円 J9時30分〜
18時 i 月曜
（祝日の場合は翌日）
、GWと夏
休み期間は開館 p 周辺有料駐車場利用

圧倒的な臨場感！

日本最大級の
3D シアター

加賀市
●なかやうきちろう ゆきのかがくかん

中谷宇吉郎 雪の科学館

いしかわ動物園
MAP P20B2

t 076-272-0600

丘陵の地形を生かし、本来の生息環
境を模した飼育舎で動物約180種4000
点を展示。動物の夜の生態が見られる
ナイトズーや冬のカピバラの入浴など
話題のイベントも満載。
DATA K 能美市徳山町600 kJR 能美根上
駅から車で26分 G入園830円 J9〜17時
（11
〜3月は〜16時30分 ）i 火曜（祝日の場合
は翌日。夏休み期間は無休 ）p1300台

t 0761-75-3323

MAP P20A4

t 0761-22-8610

科学による交流が生まれる

る
（日時は要確認）
。

レンガ造り
のクラシッ
クな建物

川北町
●わくわくてづくりふぁーむかわきた

日用苔の里

丘と建築が一体となった
流線型の外観は必見！

3D スタジオのドーム型 3D シア
ターは直径 16m で国内トップクラス
の大きさ。宇宙旅行などの臨場感あ
ふれるプログラムを迫力満点の立体
映像で楽
しんだり、
プラネタリ
ウムを美
しい映像
で観覧で
きる。

MAP P20A2

雪の結晶を学べる

片山津出身の中谷は
「雪は天から
送られた手紙」のフレーズで知られ、
世界で初めて人工雪を作った科学者。
館内では博士の研究について学べ、
氷のペンダント作り実験もできる。
DATA K 加賀市潮津町イ106kJR 加賀温

泉駅からキャンバス海まわ
り線、中谷宇吉郎雪の科学
館下車すぐG入館500円 J
9〜17時（入館は〜16時30
分 ）i 水曜（祝日の場合は
開館 ）p30台

リストランテ ジン
●りすとらんて じん

t 0761-24-0761

ランチは
ココで

MAP P20A4

サイエンスヒルズこまつ内の展望
カフェレストラン。前菜、パスタまた
はピッツァなどのランチセット1000円。
DATA J11〜17時、18〜21時
（LO ）i 月
曜
（祝日の場合は翌日）
、GWと夏休み期
間は営業

建物は磯崎新による設計

ティールーム 冬の華
●てぃーるーむ ふゆのはな

3 種類の地ビールが楽しめる

知れば知るほど
面白い！
加賀市

丸八製茶場 茶房実生

●まるはちせいちゃじょう さぼうみしょう

t 0761-74-2425

MAP P20A2

加賀自慢の日本茶を再発見

白山市

白山市

金谷酒造店

●かなやしゅぞうてん

t 076-276-1177

白山市

あら与本店

太鼓の里体験学習館

●あらよほんてん
MAP P20B1

明治から続く酒造りを学ぶ

銘酒「高砂 」の酒蔵内を、蔵
元自ら案内
（1カ月前までに5名
以上で要予約、見学料金要問
合せ、冬期不可 ）。隣接するレ
ストラン「 高 砂 茶 寮」
（t076274-1177、要予約）
もおすすめ。

動 橋 駅 か ら 徒 歩15分G見 学 無 料
J10〜18時 i 水曜（祝日の場合は
営業 ）p5台

任駅から徒歩11分G見学有料 J9
〜17時 i 土・日曜、祝日p20台

DATA K 白山市安田町3-2kJR 松

t 076-278-3370

●たいこのさとたいけんがくしゅうかん
MAP P20B1

伝統の発酵食を知る

塩漬け一年、糠漬け一年と
いう伝統の製法を継ぐ、ふぐや
ふぐの子の糠漬けの製造元。月・
火・木・金曜の午前に製造工程
の見学ができる
（要予約）
。
DATA K白山市美川北町ル61
kJR 美川駅から徒歩5分G見学無
料 J9〜18時 i 水曜 p5台

t 076-277-1721

MAP P20B1

ミニ太鼓作りが楽しめる

太鼓の製造元、浅野太鼓楽
器店が運営する太鼓の体験施
設。世界各国の打楽器を展示
し、大太鼓の試し打ちや太鼓作
り(ミニちび太鼓515円、要予約)
などの体験ができる。
DATA K白山市福留町586 kJR 加

賀笠間駅から車で5分G入館350
円 J10〜16時 i 火曜、不定休あ
りp20台

小松市

石川県立航空プラザ

科学館へ入館しなく
ても利用できる

t 0761-23-4811

MAP P20A2

小型飛行機や戦闘機などの
実機を展示し、飛行機の歴史や
飛行原理について紹介する。飛
行機を操縦体験できる運転シ
ミュレーター
（1回500円）
が人気。
DATA K 小松市安宅新町丙92 kJR
小松駅から小松バス空港線で12分、
終点下車、徒歩3分 G入館無料（シ
ミュレーター100〜500円）J9〜17
時 i 無休 p100台

みる

白山市
●はくさんしりつちよじょのさとはいくかん

白山市立
千代女の里俳句館
t 076-276-0819

白山市
●いしかわけんふれあいこんちゅうかん

石川県
ふれあい昆虫館
t 076-272-3417

みる

MAP P20B1

俳句を通した交流施設

●いしかわけんりつこうくうぷらざ

パイロット気分を味わえる

有機野菜や地元食材を使用

ちょっと
ひと休み

科学館敷地内に併設され
た、柴山潟を一望するカフェ。
ケーキ数種からチョイスできるケー
キセット930円。

トキに出会える動物園

加賀の國のものづくり見学

文久3年
（1863）創業、昭和天
皇に献上されたことで有名な
「献
上加賀棒茶 」の製造元の店舗。
毎週、月・火・木曜の午前中に焙
煎作業を見学できる。本社・工
場に併設。
DATA K 加賀市動橋町タ1-8 kJR

パラグライダー体験は要予約

釣堀やペットショップも併設

MAP P20B2

日本海側初の本格的なテーマ館

日本海側最大規模の昆虫テーマ館。
南国のチョウ約1000頭が舞う温室、熱
帯や寒帯などにおける昆虫の生息環境
を表したジオラマ、生きた昆虫の展示な
ど、昆虫の知恵や不思議を楽しみなが
ら学べる。虫に触る体験展示も人気。

注目はバラエティ豊かなサイエンス系施設︒
レトロなものからモダンなものまで︑
特徴的な建物や建築を巡るのも楽しい︒

食べる

MAP P20A2

小松市
●さいえんすひるずこまつ

加賀の

DATA K 能美市山口町タ58 kJR 能美根上
駅から循環バス山口方面で17分、松井秀喜
ミュージアム下車すぐ G入館400円 J9〜
17時（入館は
〜16時50分）
i 火曜
（GW、
お盆は開館 ）
p161台

t 0761-43-4343

あそぶ

好奇心
くすぐる！

日本自動車博物館

まだまだ
ある！

小松市
●ひようこけのさと

ミュージアム

松井秀喜ベースボール
ミュージアム

みる

おすすめ
スポット

加賀のミュージアム／おすすめスポット

みる

「朝顔や つるべとられて もらい水」
で知られる江戸時代の女流俳人、加賀
の千代女は現在の白山市出身。館内では、
千代女をはじめ数々の俳人について作
品や映像を通して紹介。俳句をテーマと
する多様な企画展を開催。
DATA K白山市殿町310kJR 松任駅南口から
徒歩1分G入館200円 J9〜17時（入館は〜16
時30分 ）i 月曜（祝日の場合は翌日）p 駅南
立体駐車場518台利用
（3時間まで無料 ）

みる

白山市
●はくさんしりつ
まっとうなかがわかずまさきねんびじゅつかん

白山市立
松任中川一政記念美術館
t 076-275-7532

MAP P20B1

手掛けた様々なジャンルの作品を収蔵

日本洋画壇の巨匠、中川一政の母の
出身地という縁により、作品の寄贈を受
けて開館。油彩、岩彩、書、陶器など約
300点の作品を収蔵し、テーマを設けて
常時、約70〜80点を展示している。

みる

小松市
●こまつしりつみやもとさぶろうびじゅつかん

小松市立宮本三郎美術館
t 0761-20-3600

MAP P20A2

初期から晩年の作品が揃う

「写実の奇才」とよばれた洋画家、宮
本三郎は小松市出身、二紀会の設立者
でもある。館内には、代表作
『婦女三容』
、
『日本の四季』をはじめ油彩、素描など
約160点を収蔵。

DATA K 白山市旭町61-1kJR 松任駅南口か
ら徒歩1分G入館200円 J9〜17時（入館は〜
16時30分 ）i 月曜（祝日の場合は翌日）p 専
用駐車場8台
（無料 ）ほか

DATA K 小松市小馬出町5kJR 小松駅から
徒歩12分G入館400円 J9〜17時（入館は
〜16時30分 ）i 展示替え期間 p 共用駐車
場100台利用

力強い作品を鑑賞できる

明治時代の蔵を利用した美術館

DATA K白山市八幡町戌3kJR 金沢駅から
車で約45分G入館410円 J9時30分〜17時
（11〜3月は〜16時30分 ）i 火曜
（祝日の場
合は翌日）
、夏休み期間は無休 p64台

工場からの焙煎の香りも楽しめる
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加賀の國

明治初期創業の趣ある酒蔵

「奇跡の毒抜き」といわれる製法

様々な和太鼓も展示

小型曲技飛行専用機

「俳句の街」白山市のシンボル
約10種類の南国のチョウが集う
「チョウの園 」
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