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金沢港 周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

加賀料理  
  

海の幸、山の幸に恵まれた石川の食材を使った郷土料理は九谷焼や金沢漆器などに美しく飾られることで日常的な食事を華

やかに演出されてきました。代表料理は治部煮、かぶら寿し、蓮蒸、ごりから揚げなどで、これらは庶民の間でも親しまれ、

また料亭でも味わうことができます。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 
五感にごちそうかなざわ 
http://gokan-gochisou-kanazawa.jp/ 
 

お問合せ 【（公社）石川県観光連盟】 

電話番号:076-201-8110 l メールアドレス:info@hot-ishikawa.jp 

ホームページ:http://www.hot-ishikawa.jp/index.html 

 

和菓子  
  

金沢は京都や松江と並び、全国的にも和菓子が有名です。前田利家の時代に茶の湯文化が繁栄し、和菓子も同時に発展しま

した。見た目も美しく、四季折々の場面でも欠かせないものとなり、銘菓も多く生まれました。お土産にはもちろん、和菓

子づくり体験も近年人気を集めています。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 
五感にごちそうかなざわ 
http://gokan-gochisou-kanazawa.jp/ 
 

お問合せ 【（公社）石川県観光連盟】 

電話番号:076-201-8110 l メールアドレス:info@hot-ishikawa.jp 

ホームページ:http://www.hot-ishikawa.jp/index.html 

 

伝統工芸  
  

金沢は加賀藩前田家により城下町として繁栄しました。その際に京都や江戸から招いた数多くの名工より、質の高い美術工

芸品が創作され、現代に受け継がれています。九谷焼、漆器、金箔、加賀友禅をご購入いただいたり、それらの製作工程を

見学、作品づくり体験に挑戦することもできます。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 

金沢を知る 
https://www.kanazawa-kankoukyoukai.or.jp/kanazawa/ 
 

お問合せ 【（公社）石川県観光連盟】 

電話番号:076-201-8110 l メールアドレス:info@hot-ishikawa.jp 

ホームページ:http://www.hot-ishikawa.jp/index.html 
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金沢港 周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

兼六園・金沢城公園 
   

兼六園は日本を代表する大名庭園の一つで、ミシュランガイドでも最高ランクの三ツ星に選ばれています。隣接する金沢城

は加賀藩前田利家の城を復元させました。この 2 つは金沢の主要観光地として知られ、周辺には伝統工芸館や美術館、繁華

街も徒歩範囲にあります。                             

  
 

 

所在地・開催地 〒920-0937 石川県金沢市丸の内 1-1  

アクセス 
ツアー：係留バースより車で約 20分(8ｋｍ) 
個人 ：バスで北陸鉄道バス 兼六園シャトル or金沢周遊バス「兼六園下」下車 

すぐ(港より 8ｋｍ) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

 

関連リンク 
金沢城と兼六園 
http://www.pref.ishikawa.jp/siro-niwa/japanese/top.html 

お問合せ 【石川県金沢城・兼六園管理事務所】 

電話番号:076-234-3800 l メールアドレス:jyousi01@pref.ishikawa.lg.jp 

ホームページ:http://www.pref.ishikawa.jp/siro-niwa 

 

ひがし茶屋街  
  

金沢にある三茶屋街のひとつで、規模はここが最大。石畳に紅殻格子と黒瓦の美しく古い町並みが残り、昔の面影をとどめ

ていま。今でも一見さんお断りの伝統を守りながら営業しているお茶屋もあれば、昼間は内部を見学できる施設もあり、喫

茶店やお土産屋が並ぶ近年注目の観光スポットです。  

  
 

 

所在地・開催地 〒920-0831 石川県金沢市東山  

アクセス 
ツアー：係留バースより車で約 20分(7ｋｍ) 
個人： バスで北陸鉄道バス 金沢周遊バス「橋場町」下車徒歩 10分(港より 7ｋｍ) 

季節 通年 

関連リンク 
ひがし茶屋街 
https://www.kanazawa-kankoukyoukai.or.jp/spot/detail_102
12.html 

お問合せ 【金沢市観光協会】 

電話番号:076-232-5555 

ホームページ: https://www.kanazawa-kankoukyoukai.or.jp/index.html 

  

近江町市場  
  

1721 年以来、「金沢の台所」として親しまれてきました。約 180 店の商店、飲食店が並び、新鮮な加賀野菜や海産物を購入

したり、その場で食すことができます。金沢駅や繁華街である香林坊からも近いため、年中地元の買い物客や観光客で賑わ

っています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒920-0905 石川県金沢市上近江町 50  

アクセス 
ツアー：係留バースより車で約 20分(約 7ｋｍ) 
個人： バスで北陸鉄道バス 兼六園シャトル or金沢周遊バス「武蔵ヶ辻」下車 

すぐ(港より約 7ｋｍ) 

季節 通年 

関連リンク 
金沢近江町市場 
http://ohmicho-ichiba.com/ 

お問合せ 【近江町市場商店街振興組合】 

電話番号:076-231-1462 l メールアドレス:info@ohmicho-ichiba.com 

ホームページ:http://ohmicho-ichiba.com 
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長町武家屋敷跡  
  

長町界隈は、かつて加賀藩の上・中級武士が住んでいた屋敷跡であり、土塀の続く町並みの中で今も市民生活が営まれてい

ます。屋敷跡として唯一、一般公開されている野村家では当時の生活様式を見学できます  

 

  
 

 

所在地・開催地 〒920-0865 石川県金沢市長町  

アクセス 
ツアー：係留バースより車で約 20分(7ｋｍ) 
個人： バスで北陸鉄道バス 兼六園シャトル or金沢周遊バス「香林坊」下車徒歩 

5分(港より 7ｋｍ) 

季節 通年 

関連リンク 
長町武家屋敷跡界隈
https://www.kanazawa-kankoukyoukai.or.jp/spot/detail_101
95.html 

お問合せ 【金沢市観光協会】 

電話番号:076-232-5555 

ホームページ https://www.kanazawa-kankoukyoukai.or.jp/index.html 

  

金沢 21 世紀美術館  
  

2004 年 10 月にオープンした、新しいスタイルの美術館は毎年 200 万人を超える人々が訪れる人気の観光地です。市の中

心に位置し、美術館内には触れる、乗れるなどの五感を使った体験型の現代美術品が多く、大人も子供も楽しめる憩いの場

となっています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒920-8509 石川県金沢市広坂 1-2-1  

アクセス 
ツアー：係留バースより車で約 20分(8ｋｍ) 
個人： バスで北陸鉄道バス 兼六園シャトル or金沢周遊バス 「広坂」下車徒歩 

5分(港より 8ｋｍ) 

季節 通年 

関連リンク 
金沢 21 世紀美術館 
http://www.kanazawa21.jp/ 

お問合せ 【金沢 21 世紀美術館】 

電話番号:076-220-2800 

ホームページ:http://www.kanazawa21.jp/ 

 

金石・大野地区  
  

藩政時代に北前船の往来で海の玄関口として栄えた港町。醤油蔵や寺社などが残る哀愁が漂うエリアです。ギャラリーやカ

フェ、「金沢港いきいき魚市」、「からくり記念館」など見どころは多く、「しょうゆソフト」は新名物となっています。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス 港より徒歩で約 15 分(約 1ｋｍ) 

季節 通年 

関連リンク 

金石・大野地区 
https://www.kanazawa-kankoukyoukai.or.jp/article/detail_6
1.html 
 

お問合せ 【金沢市観光協会】 

電話番号:076-232-5555 

ホームページ: https://www.kanazawa-kankoukyoukai.or.jp/index.html 
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金沢港 周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

アピタタウン金沢ベイ  
  

金沢港近くに設立されたアピタタウン金沢ベイは、飲食店・衣料品店・生活用品・アミューズメント施設などの専門店が揃

うショッピングセンターです。金沢港から徒歩約 15 分で、乗客やクルーの皆様によくご利用いただいている便利なスポッ

トです。  

  
 

 

所在地・開催地 〒920-0333 石川県金沢市無量寺４－５６  

アクセス 港より徒歩で 15 分(約 1ｋｍ) 

季節 通年 

関連リンク 
アピタタウン金沢ベイ 
http://www.uny.co.jp/store/pickup-shop/kanazawabay/ 

お問合せ 【アピタタウン金沢ベイ ピアゴ事務所】 

電話番号:076-225-2525 l メールアドレス:u9275mail1@uny.unyg.jp 

ホームページ:http://www.uny.co.jp/store/pickup-shop/kanazawabay/index.html 

 

加賀温泉郷  
  

粟津温泉、片山津温泉、山代温泉、山中温泉は加賀四湯と呼ばれ、質の高い温泉、旅館、食事処が揃っています。金沢市か

らのアクセスが約 1 時間と日帰りにも便利で寄港時間内に体と心を癒しに出掛けてはいかがでしょう。 

 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス ツアー: 係留バースより車で約 1 時間(48ｋｍ) 

季節 通年 

関連リンク 
加賀四湯どっとこむ 
http://www.kaga410.com/ 

お問合せ 【加賀市観光情報センター KAGA 旅･まちネット】 

電話番号:0761-72-6678  

ホームページ:http://tabimati.net/ 

 

世界農業遺産「能登の里山里海」  
  

人々の営みによって形作られてきた景観は、日本の原風景とも表現され、農林漁業と深く結びついた文化や祭礼が残ってい

ます。また、豊かな里海からは新鮮な海産物が豊富に獲れ、四季を通して人々を魅了しています。このように、景観、祭り、

食材などの七尾の魅力と「能登の里山里海」は深く繋がっています。 

  
  

所在地・開催地  

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 
世界農業遺産「能登の里山里海」 
http://www.pref.ishikawa.jp/satoyama/noto-giahs/ 

お問合せ 【七尾市産業部里山里海振興課】 

電話番号:076-225-1648 l メールアドレス: satoyama@pref.ishikawa.lg.jp 

ホームページ：http://www.pref.ishikawa.jp/satoyama/noto-giahs/giahs_logo.html 

  

http://www.uny.co.jp/store/pickup-shop/kanazawabay/
mailto:u9275mail1@uny.unyg.jp
http://www.uny.co.jp/store/pickup-shop/kanazawabay/index.html
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http://www.pref.ishikawa.jp/satoyama/noto-giahs/giahs_logo.html
http://www.google.co.jp/maps/@36.6001017,136.6121569,17z
http://www.google.co.jp/maps/@36.3204215,136.3479113,17z
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世界遺産白川郷合掌造り集落  
  

富山県の五箇山と一緒に 1995 年に世界文化遺産に登録されました。現在も 100 軒以上の合掌造り建築が残っており、田園

に調和した美しい風景は、国内外の観光客を魅了しています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒501-5627 岐阜県大野郡白川村荻町  

アクセス 
ツアー：係留バースより車で 1時間 20分(約 84km ) 
個人： 金沢駅より北陸鉄道バス又は濃飛バス、白川郷・金沢線にて「白川郷」 

バス停下車 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

約 40 台 

関連リンク 

白川郷観光協会ホームページ 
http://www.shirakawa-go.gr.jp/ 
白川村役場ホームページ 
http://shirakawa-go.org/ 

お問合せ【白川郷観光協会】 

電話番号: 05769-6-1013 

ホームページ: http://www.shirakawa-go.gr.jp/ 

 

高山  
  

日本のまんなかに位置する岐阜県の高山市には、歴史ある町並や建物、四季折々の変化を見せる豊かな自然、温泉、地元の

人との会話も楽しめる朝市など、日本の文化を体験できる観光資源がたくさんあります。こうした観光資源や家具や漆器、

彫り物などのものづくり文化に触れたり、飛騨牛や日本酒など豊かな食材を味わうことができます。 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

所在地・開催地 〒506-0844 岐阜県高山市上一之町ほか  

アクセス 
ツアー：係留バースより車で 1時間 50分(約 125km ) 
個人： 金沢駅より、北陸鉄道バス又は濃飛バス、高山行きで 

「高山バスセンター」下車 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

約 100 台 

関連リンク 
高山市公式観光サイト 
https://www.hidatakayama.or.jp/ 

お問合せ【高山市役所 観光課】 

電話番号: 0577-32-3333 

ホームページ: https://www.hidatakayama.or.jp/  

 

飛騨古川  
  

2016 年に公開され世界中でヒットしたアニメ映画の舞台として一躍有名に。高山の奥座敷として発展した城下町で、1,000

匹余りの鯉が泳ぐ瀬戸川沿いに、土蔵などが並びます。造り酒屋や、和ろうそくを造る老舗を見学することができます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒509-4292 岐阜県飛騨市古川町  

アクセス ツアー：係留バースより車で 1 時間 50 分（約 125km） 

約 10 台 約 10 台 約 10 台 約 10 台 

関連リンク 

 
飛騨市公式観光サイト 
https://www.hida-kankou.jp/ 

 
 

お問合せ【飛騨市役所 観光課】 

電話番号: 0577-73-2111 

ホームページ: https://www.hida-kankou.jp 

  

http://www.shirakawa-go.gr.jp/
http://shirakawa-go.org/
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http://www.google.co.jp/maps/@36.2565568,136.900592,17z
http://www.google.co.jp/maps/@36.1415938,137.2610805,17z
http://www.google.co.jp/maps/@36.2565452,136.9026128,17z
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金沢港クルーズ・ウェルカム・クラブ  
  

金沢港入出港するクルーズ船を石川らしい「おもてなしの心」でお出迎えやお見送りをし、石川のファンを増やしたいと考

え、２０１３年春に設立したクラブです。現在会員数は７，０００人を超え、寄港いただいたクルーズ船の乗客やクルーの

皆様に大変好評をいただきました。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 
金沢港振興協会「金沢港クルーズ・ウェルカム・クラブ」
事務局 
https://www.k-port.jp/cruise/welcomeclub.html 

お問合せ 【（一社）金沢港振興協会 「金沢港クルーズ・ウェルカム・クラブ」事務局】 

電話番号:076-254-0711  メールアドレス:kport@angel.ocn.ne.jp 

ホームページ:http://www.k-port.jp 

 

https://www.k-port.jp/cruise/welcomeclub.html
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