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GEMBAの要素

基本となる地域ストーリー

小松固有の９つの要素からなる５つの地域ストーリー、その要素を含んだモデルコース

2020年11月に開催された、日本遺産サミットでも①~③のコースをエクスカーションとし
て実施し、多くの方にお楽しみいただきました
【基本となる地域ストーリー】
（１）小松にしかない「石の文化」STORY
2300年の間、各時代のニーズに変化し、磨き繋いできた文化の歴史
（２）小松！もう一つの「石」文化STORY
加賀の経済を支えた「鉱山」、「JAPAN KUTANI」を生んだ「陶石」
（３）小松の「加賀絹」生産と近世小松の文化醸成STORY
（４）ものづくりのまちから乗りものの集う「小松」の新STORY

（５）「北前船」がもたらす食文化と発酵食文化STORY
【関連する地域ストーリー】
日本遺産 STORY #027
『珠玉と歩む物語』小松 ～時の流れの中で磨き上げた石の文化～

日本遺産 STORY #039
荒波を越えた男たちの夢が紡いだ
異空間～北前船寄港地・船主集落～
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GEMBAの要素

基本となる地域ストーリー

５つの地域ストーリー 観光モデルコース
① 「珠玉と歩む物語」 一日コース
古代から現在に続いている、小松市内息づく石文化巡る
【基本となる地域ストーリー】
（１）小松にしかない「石の文化」STORY
2300年の間、各時代のニーズに変化し、磨き繋いできた文化の歴史
（２）小松！もう一つの「石」文化STORY
加賀の経済を支えた「鉱山」、「JAPAN KUTANI」を生んだ「陶石」
【関連する地域ストーリー】
■日本遺産 STORY #027
『珠玉と歩む物語』小松 ～時の流れの中で磨き上げた石の文化～

行

程

小松市博物館
(40分）

滝ケ原 石橋群
(60分)

滝ヶ原町の里山食堂
（40分）

•「こまつの石」として、管玉に
使われた碧玉の他、石材や
九谷焼の原料となる陶石など
を展示。

•現在も採掘が行われる緑色
凝灰岩の石切り場と明治後
期か頃建造され今なお使わ
れている石橋を見学

•地元のお母さんたちが里山で
採れる旬の食材を使った郷土
料理を提供。
•不定期開催・要予約

•ボランティアガイドがご案内

花坂陶石山
（40分）
•九谷焼の原点。
伝統工芸・九谷焼。その原
石採石場を見学

東酒造
（60分）

那谷寺
(60分）

•地元「観音下石」を使った国
登録有形文化財の石蔵のあ
る酒蔵見学、購入も可

•石川屈指の紅葉の名刹 苔
生した参道の林のくぐると岩山
には碧玉の層もある奇岩迎え
てくれます。

•酒造りの時期は見学不可

•ボランティアガイドがご案内

セラボクタニ
（40分）
•陶石から粘土の製造過程と
九谷焼ギャラリー見学
製品の購入や陶芸体験も可
能

参考価格
（おひとり様）
料金に含まれるもの
所要時間
最少受付人員
その他
（注意事項等）
問い合わせ

おとな
３,３００円
こども（小学生） 大人と同額円
・昼食・入場料・入館料・拝観料・ガイド料・
手配手数料
約 7.5時間
最少催行人員
１０名
１０名
最大申込人員
３０名
移動用バスなどは別途ご用意ください
（ご依頼いただければ手配可能）
ＫＭＱツーリスト株式会社
担当： 小原
TEL： 0761-24-3334 FAX： 0762-21-1170
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GEMBAの要素

基本となる地域ストーリー

５つの地域ストーリー 観光モデルコース
② 「北前船寄港地 安宅」 半日コース
豪華昼食付! 北前船寄港地 安宅地区散策と北前船が運んだ発
酵食文化を巡る
【基本となる地域ストーリー】
（５）「北前船」がもたらす食文化と発酵食文化STORY
【関連する地域ストーリー】
■日本遺産 STORY #039
荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間～北前船寄港地・船主集落～

行

程

料亭 長沖
(60分)

安宅街並み歩き
(60分)

安宅住吉神社
・安宅の関跡(40分)

•安宅港の廻船問屋であった
建物を移築した料亭

•北前船の寄港地と栄えた安
宅。当時の栄華を感じられる
豪商の邸宅などが残ります。

•歌舞伎「勧進帳」の舞台、
安宅の関に建つ神社。全国
唯一”難関突破”の神様

•ボランティアガイドがご案内

•安宅の関跡は勧進帳三像
もあり

•小松名物「かに甲羅揚げ」の
元祖

•ボランティアガイドがご案内

ふる里の味 すみげん
（30分)

酒蔵 加越
(40分)

•“ふぐの子”に代表される、石
川県の発酵食品や珍味を取
り扱いお店でお買い物

•ノーベル賞晩餐会でも出され
た「加賀の月 満月」酒蔵見
学

•店長はだしソムリエ

•購入も可

参考価格
（おひとり様）

おとな
６，６００円
こども（小学生） 大人と同額円

料金に含まれるもの

昼食・手配手数料

所要時間

約 ４時間

最少受付人員
その他
（注意事項等）

１０名
最大申込人員
３０名
移動用バスなどは別途ご用意ください
（ご依頼いただければ手配可能）
ＫＭＱツーリスト株式会社
担当： 小原
TEL： 0761-24-3334 FAX： 0762-21-1170

問い合わせ

GEMBA

最少催行人員

１０名
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GEMBAの要素

基本となる地域ストーリー

５つの地域ストーリー 観光モデルコース
③

「こまつの文化」

半日コース

小松に根付く「茶」と「歌舞伎」文化を巡る
【基本となる地域ストーリー】
（３）小松の「加賀絹」生産と近世小松の文化醸成STORY
（５）「北前船」がもたらす食文化と発酵食文化STORY
【関連する地域ストーリー】
■日本遺産 STORY #039
荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間～北前船寄港地・船主集落～

行

程

仙叟屋敷・玄庵
(60分)

安宅住吉神
(40分)

勧進帳のものがたり館
(30分)

•茶道裏千家十五代鵬雲斎
汎叟千玄室氏より寄贈され
た茶室

•歌舞伎「勧進帳」の舞台、
安宅の関に建つ神社。全国
唯一”難関突破”の神様

•歌舞伎「勧進帳」のを感じる
ことができる体験型施設

•抹茶体験も可(お菓子付き・
要予約)

•安宅の関跡は勧進帳三像
もあり
•ボランティアガイドがご案内

こまつ芸術劇場 うらら
(20分)

こまつ曳山交流館
みよっさ (20分)

•歌舞伎から現代劇や音楽ま
で、多彩な芸能や芸術舞台
を堪能できる劇場

•「お旅まつり・こども歌舞伎」
で使用する絢爛豪華な2基
の曳山を常設展示する、こま
つの町衆文化の「技」と「匠」
の拠点施設

•ホールには「歌舞伎のまち
ギャラリー 成田屋と小松の
絆」があります
参考価格
（おひとり様）
料金に含まれるもの
所要時間
最少受付人員
その他（注意事項等）
問い合わせ

•渡り廊下には、安宅まつりに
使用された「曳船」が展示さ
れており、北前船や安宅の
伝統文化を知ることもできま
す。

•歌舞伎風メイクなどの体験も
可

おとな ３，０００円～ こども（小学生）大人と同料金
参加人数により変動 お問い合わせください
呈茶体験・手配手数料
約 3時間
最少催行人員
１０名
１０名
最大申込人員
３０名
移動用バスなどは別途ご用意ください（ご依頼いただければ手配可能）
ＫＭＱツーリスト株式会社
担当： 小原
TEL： 0761-24-3334 FAX： 0762-21-1170
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GEMBAの要素

基本となる地域ストーリー

５つの地域ストーリー 観光モデルコース
④ 「加賀絹」と歌舞伎文化 一日コース
弥生時代から現在に続き織物産業と
「加賀絹」の財が運んだ歌舞伎文化もめぐる
【基本となる地域ストーリー】
（３）小松の「加賀絹」生産と近世小松の文化醸成STORY
（５）「北前船」がもたらす食文化と発酵食文化STORY
【関連する地域ストーリー】
■日本遺産 STORY #039
荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間～北前船寄港地・船主集落～

行

程

こまつ曳山交流館
みよっさ （30分）

安宅住吉神社
(40分)

勧進帳のものがたり館
(30分)

•「お旅まつり・こども歌舞伎」
で使用する絢爛豪華な2基
の曳山を常設展示する、こま
つの町衆文化の「技」と「匠」
の拠点施設

•歌舞伎「勧進帳」の舞台、
安宅歌舞伎「勧進帳」の舞
台、安宅の関に建つ神社。
全国唯一”難関突破”の神

•歌舞伎「勧進帳」のを感じる
ことができる体験型施設

•歌舞伎風メイクなどの体験も
可

•安宅の関跡は勧進帳三像
もあり
•ボランティアガイドがご案内

•渡り廊下には、安宅まつりに
使用された「曳船」が展示さ
れており、北前船や安宅の
伝統文化を知ることもできま
す。

オリジナークロス
ジャカード(90分)

参考価格
（おひとり様）
料金に含まれるもの

小倉織物
(60分)

•現役で活躍する昔ながら機
•世界的ブランドからも依頼が
械と写真そのものや美術品と
舞い込む、専門性の高い職
も見間違えてしまう“プリント
人がいる、ジャカード織の絹
ではない”精度の高い最新の
織物を強みとしてきた織物工
織物機が共存する工場の見
場
おとな
３，３００円
こども（小学生）大人と同料金
学とシャカード織の仕組みを
学校団体の場合は別途ご確認ください
学べるワークショップが可
拝観料・見学料・手配手数料

所要時間

約 6時間

最少受付人員

１０名
最大申込人員
２０名
移動用バスなどは別途ご用意ください
（ご依頼いただければ手配可能）
ＫＭＱツーリスト株式会社
担当： 小原
TEL： 0761-24-3334 FAX： 0762-21-1170

その他（注意事項等）
問い合わせ

最少催行人員

GEMBA

１０名
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GEMBAの要素

基本となる地域ストーリー

５つの地域ストーリー 観光モデルコース
➄「鉱山」から生まれた「乗りもののまち」小松 一日コース
【基本となる地域ストーリー】
（２）小松！もう一つの「石」文化STORY
加賀の経済を支えた「鉱山」、「JAPAN KUTANI」を生んだ「陶石」
（４）ものづくりのまちから乗りものの集う「小松」の新STORY
【関連する地域ストーリー】
■日本遺産 STORY #027
『珠玉と歩む物語』小松 ～時の流れの中で磨き上げた石の文化～
■日本遺産 STORY #039
荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間～北前船寄港地・船主集落～

行

程

尾小屋鉱山資料
（60分）

セラボクタニ
（40分）

日本自動車博物館
(90分)

•かつて繁栄した鉱山にまつわ
る資料館。

•陶石から粘土の製造過程と
九谷焼ギャラリー見学

•展示総数 約500台!日本
初の自動車博物館

•坑道跡を利用では、江戸時
代の作業の様子を見ることが
できます

•製品の購入や陶芸体験も
可能

•ここにしかない貴重な自動車
や、懐かしい大衆車など、世
界各国の自動車が多数展
示されています

石川県立航空プラザ
(60分)
•ブルーインパルス機のなど、実
物20機を展示する、日本海
側唯一の航空機博物館。
実際にパイロットが使っていた
フライトシミュレーター体験も

こまつの杜
(30分)
•世界的建設機械「コマツ」の
工場跡地にある「こまつの杜」。

•世界最大級ダンプトラックと
ショベルカーは圧巻の大きさ
です。

参考価格
（おひとり様）

できる。
おとな
３，０００円
こども（小学生）１，６５０円

料金に含まれるもの

入場料・手配手数料

所要時間

約 6.5時間

最少受付人員

１０名
最大申込人員
３０名
移動用バスなどは別途ご用意ください
（ご依頼いただければ手配可能）
こまつの杜の体験施設は募集型企画旅行での利用はできません。
ＫＭＱツーリスト株式会社
担当： 小原
TEL： 0761-24-3334 FAX： 0762-21-1170

その他（注意事項等）
問い合わせ

最少催行人員

GEMBA

１０名
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