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ＧＥＭＢＡ プログラム 見学・体験

《五十吉深香陶窯》 【モノヅクリエキスポ 2021 体験プログラム】
九谷焼

体験

プログラム名 一華氏が直接指導！和絵具を使った伝説の浅蔵カラーで描く陶板体験

企画概要
(企画ポイント)

上絵付けの九谷」を和絵具で楽しもう！

置物制作の窯が集中する八幡に位置する五十吉深香陶窯。
初代は素地専門の窯元だったというルーツを持ち、現在も素地制作から絵付けまでを行っています。
GEMBAプログラムでは、この日のために用意した立体的な陶板に、和絵具で絵付けをしオリジナルの陶板をつくるワークショップを開催。
当日は 三代浅蔵五十吉氏の娘さんである浅蔵一華氏が直接絵付けの指導をします。

商品内容

五十吉深香陶窯の陶器づくり見学と絵付け体験

～当日の流れ～
１．受付
２．工房で器作りの工程見学をします。（25分）
３．絵付け体験（90分）
初心者の方でも安心！浮き彫りのついた陶板に塗り絵のように絵付けをします。

４．ギャラリー鑑賞・ティータイム（20分）
絵付のあとはギャラリーでゆっくりと作品をご覧いただきます。（20分）

販売価格 10,000 円/人(税込) 所要時間 135分

最少受付人員 1 名 最少催行人員 2 名 定員 5 名

実施場所 五十吉深香陶窯 〒923-0833 小松市八幡己50-1

アクセス 北陸自動車「小松IC」より約15分

駐車 場 あり（普通車 6 台分） 送 迎 無

料金に
含まれるもの

見学料、解説料、ワークショップ代、材料費、お茶・お菓子代
（完成品の送料が別途必要）

受付締切日 利用日の 7日前まで 取消料 利用日の前日 50 % 当日50 % 無断キャンセル 100 %

その他
（注意事項等）

・土を使った製品を製造しておりますので、衣服などに付着する場合がございます。汚れてもよい服装でご参加ください。
・未就学児童の方の参加はできません。

事業者

事業者名 五十吉深香陶窯 住所 〒923-0833 小松市八幡己50-1

URL - 営業時間 10:00～16:00 英語対応 対応不可

電話番号 0761-47-0051 定休日 無し 車イス対応 対応不可

今後の開催予定 個人向け 不定期開催 要問合せ 団体 不可

問合せ・予約
五十吉深香陶窯 電話番号 ：0761-47-0051

URL ： - FAX ：0761-47-2883
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《宇喜多窯》 【モノヅクリエキスポ 2021 体験プログラム】
九谷焼

体験

プログラム名 POP九谷の代名詞に教わる、裏庭スケッチと上絵付け

企画概要
(企画ポイント)

大自然の中での絵付け体験。宇喜多窯で「洒落」た九谷焼をつくろう

徳田八十吉工房での修行の後に東京のデザインスクールに通ったという経歴を持つ宇喜多窯の浮田健剛氏。
彼が居を移してまで手に入れた作陶環境は、実際に足を運んでみると遊び心あるインスピレーションの源であることがよくわかります。
工房周辺の自然豊かでのどかな環境、作業机の窓から目に飛び込む緑の眺望、そしてギャラリー内で時折行われる仲間とのセッション。
それらからインスパイアされて生まれる浮田氏の作品のポップな作風には、「九谷焼」という言葉から連想されるクラシックなモチーフとは
一味違うどこか親しみや温かさを感じます。
プログラムでは浮田氏の指導の元で絵付けの下絵を裏庭でスケッチするところから上絵付けを体験できます。
緑に囲まれた中でのスケッチから始まる上絵付けは他にはない貴重な体験です。

商品内容

自然の中で発想した絵柄で絵付け体験

～当日の流れ～
１．受付
２．デッサン（30分）

川沿いの自然あふれる裏庭で絵付けのデッサン
３．絵付け（90分）

デッサンしたモチーフを、職人が使う和絵具を使って古九谷を写した生地に絵付け

販売価格 6,000 円/人(税込) 所要時間 140分

最少受付人員 1 名 最少催行人員 3 名 定員 10 名

実施場所 宇喜多窯 〒923-0181 小松市長谷町オ8

アクセス
北陸自動車「小松IC」より約20分 北鉄加賀バス 大杉線「長谷」徒歩5
分

駐車 場 あり（普通車 5 台分） 送 迎 無し

料金に
含まれるもの

見学料・解説料・体験料・材料費（送料別)

受付締切日 利用日の 3日前まで 取消料 利用日の前日 50 % 当日50 %無断キャンセル 100 %

その他
（注意事項等）

・土を使った製品を製造しておりますので、汚れてもよい服装でご参加ください。
・古九谷を写した角皿に絵付けをします。
素地は台鉢又は丸皿に変更できます（追加代金1,000円）

事業者

事業者名 宇喜多窯 住所 〒923-0181 小松市長谷町オ8

URL 0 営業時間 10:00～16:00 英語対応 対応不可

電話番号 0761-46-1268 定休日 無し 車イス対応 対応不可

今後の開催予定 個人向け 不定期開催 要問合せ 団体 不可

問合せ・予約
宇喜多窯 電話番号 ：0761-46-1268

URL ：－ FAX ：0761-46-1268

ＧＥＭＢＡ 3



ＧＥＭＢＡ プログラム 見学・体験

ＧＥＭＢＡ 4

《とら屋陶器店 打田幸生》 【モノヅクリエキスポ 2021 体験プログラム】
九谷焼

体験

プログラム名 古九谷風絵付け体験とお抹茶で、町人文化の時代を満喫

企画概要
(企画ポイント)

レトロモダンな町家で九谷と粋な町人文化を味わおう

かつてこの地にあった小松城を中心に形成された小松の旧市街エリア。
歌舞伎や曳山をはじめ粋な町人文化が今もなお色濃く残るこの地で唯一、九谷焼の製作活動を行っていらっしゃるのが作家の打田幸
生氏です。
伝統的な建築様式の「こまつ町家」をリノベーションした建物に店舗を構える、「とら屋陶器店」のご主人でもあります。

本プログラムでは打田氏のご指導の元、レトロモダンなこまつ町家の中で「古九谷風」の九谷焼絵付けを行います。
体験後はお茶室にて打田氏自ら点ててくださるお抹茶を味わいながら、お茶室に保存されている数々の調度品や風情ある雰囲気を五
感でお楽しみください。

商品内容

～当日の流れ～
１．受付
２．古九谷風絵付け体験（120分）
小皿に自由な感性で絵付けをしていただきます。

３．呈茶体験（30分）
こまつ町屋のお座敷でゆったりとお茶をお楽しみください。

※茶道のお作法での呈茶ではありません。

販売価格 5,000 円/人(税込) 所要時間 180分

最少受付人員 1 名 最少催行人員 1 名 定員 4 名

実施場所 とら屋陶器店 打田幸生〒923-0923 小松市東町12

アクセス ＪＲ小松駅より徒歩約7分

駐車 場 無し 送 迎 無し

料金に
含まれるもの

体験料、材料費、お茶体験（お菓子付き）、用具レンタル代（エプロンな
ど）、消費税（送料別）

受付締切日 利用日の 3日前まで 取消料 利用日の前日 50 % 当日50 %無断キャンセル 100 %

その他
（注意事項等）

小松駅前立体駐車場（ 1 時間 100 円）または近隣のコインパーキングをご利用ください。
・絵具などが衣服に付着する場合がございます、汚れてもよい服装でご参加ください。
・絵付け体験の時間は 3 時間としておりますが、ご自身のペースで絵付けをしていただきますので、早く終了する場合
もございます。
絵付け体験・呈茶体験は町屋の 2 階で行います。
・2 階には急な階段を登っていただきます。
・送料は現地で別払いとなります。地域・サイズにより違いますので当日ご確認ください。

事業者

事業者名 とら屋陶器店 住所 〒923-0923 小松市東町12

URL － 営業時間 10:00～16:00 英語対応 対応不可

電話番号 0761-22-0423 定休日 無し 車イス対応 対応不可

今後の開催予定 個人向け 定期的に開催 団体 不可

問合せ・予約
とら屋陶器店 電話番号 ：0761-22-0423

URL ： https://activityjapan.com/publish/plan/38518 FAX ：0761-22-0692



ＧＥＭＢＡ プログラム 見学・体験

ＧＥＭＢＡ 5

《錦山窯》 【モノヅクリエキスポ 2021 体験プログラム】
九谷焼

体験

プログラム名 人間国宝が築いた美しき釉裏金彩の世界に浸る、ギャラリー見学と金襴手体験

企画概要
(企画ポイント)

極彩色の裏側。錦山窯の「伝統」と「進化」

数多くある九谷工房の中でも、その作品の世界観や魅力にはファンも多く、独自に創り出す金箔を用いた（金襴手）作品を追求する錦山
窯。
2 代目当主 吉田美統氏は九谷焼の人間国宝として広く知られています。

本プログラムでは小松中心に古くから蔵や塀に使用される観音下石（かながそいし）でできたギャラリー「嘸旦（むたん）」にて、
自然光の陰影の中でこそ際立つ九谷焼本来の美しさを感じながら、錦山窯に伝わる探究心を覗くとともに、
その一端を体験できるワークショップとなっています。

商品内容

～当日の流れ～
１．受付
２．工房見学
極彩色の裏側。錦山窯の「伝統」と「進化」

数多くある九谷工房の中でも、その作品の世界観や魅力にはファンも多く、独自に創り出
す金箔を用いた「金襴手（きんらんで）」作品を追求する錦山窯。
2 代目当主吉田美統氏は九谷焼の人間国宝として広く知られています。
３．金襴手体験
展示された作品をゆっくりとご覧いただきながら作品作りができます。
カットされた金箔を好きな色や形の小箱に貼り付けてオリジナルの金襴手小箱をつくること
ができます。

販売価格 12,000 円/人(税込) 所要時間 120分

最少受付人員 1 名 最少催行人員 1 名 定員 4 名

実施場所 錦山窯 〒923-0031 小松市高堂町ト18

アクセス 北陸自動車「小松IC」より約10分

駐車 場 あり（普通車 4 台分） 送 迎 無し

料金に
含まれるもの

見学料・体験料、材料費、消費税

受付締切日 利用日の 7日前まで 取消料 利用日の前日 50 % 当日50 %無断キャンセル 100 %

その他
（注意事項等）

・許可された場所以外での撮影は禁止です。
・小学生以下の方のご参加はできません。
・完成品郵送料は当日現地払いとなります。発送地により異なります。詳しくは当日ご確認ください。

事業者

事業者名 錦山窯 住所 〒923-0031 小松市高堂町ト18

URL https://kinzangama.com/ 営業時間 10:00～16:00 英語対応 対応不可

電話番号 0761-22-5080 定休日 土日 祝 車イス対応 対応不可

今後の開催予定 個人向け 不定期開催 要問合せ 団体 不可

問合せ・予約
錦山窯 電話番号 ：0761-22-5080

URL ： － FAX ：0761-24-2120

https://kinzangama.com/
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《佐野製陶所》 【モノヅクリエキスポ 2021 体験プログラム】
九谷焼

体験

プログラム名 産地でも希少な現役の原型師に教わる、GEMBAオリジナルの陶芸体験！

企画概要
(企画ポイント)

親子で参加もオススメ。童心にかえって粘土をこねよう

かつて九谷焼の置物素地専門の窯元が何軒も軒を連ねた小松市八幡。
置物素地は多くが石膏型でつくられていますが、その石膏型をつくるためにも置物の原型を創作できる原型師が必要です。
創作性が必要な原型づくりは非常に難しく、今は現役の原型師の数もとても少なくなりました。
佐野ご兄弟が置物生産を営む隆光窯は、兄の信一郎氏で 3 代目。彫刻家でもある弟、光雄氏はこの地域にて、新作を出し続ける希少
な原型師のひとりとしても活躍。

GEMBAプログラムではその現役の原型師佐野光雄氏と、型起こしのベテランである佐野信一郎氏のもと、童心にかえって粘土で置物
づくりを楽しむワークショップを開催します。

商品内容

～当日の流れ～
１．受付
２．工房内見学（30分）
型を使った素地製造工程と完成した製品の見学。

３．陶芸体験（90分）
職人の指導のもと「たたら成型」による魚型豆皿作成と、
用意した型に沿って土をはめ込む「型おこし」を体験できます。

・後日絵付け体験も可能なのでご相談ください。

販売価格 3,500 円/人(税込) 所要時間 120分

最少受付人員 1 名 最少催行人員 1 名 定員 6 名

実施場所 佐野製陶所〒923-0833 小松市八幡甲245

アクセス 北陸自動車道「小松IC」より13分

駐車 場
あり

工房近くに 2 台分
送 迎 無し

料金に
含まれるもの

見学料、体験料、材料費、消費税（送料別）

受付締切日 利用日の 3日前まで 取消料 利用日の前日 50 % 当日50 %無断キャンセル 100 %

その他
（注意事項等）

・粘土で服が汚れる可能性があります。汚れてもよく、動きやすい服装でお越しください。
・10 歳未満の方はご参加いただけません。
・制作品の完成まで約 1 か月かかります。
・別途完成品送料が必要です（ひとりあたり1000 円程度が目安となります）

＊当面は型おこし体験のみ

事業者

事業者名 隆光窯 佐野製陶所 住所 〒923-0833 小松市八幡甲245

URL https://www.facebook.com/ryukogama/ 営業時間 10:00～16:00 英語対応 対応不可

電話番号 0761-47-0788 定休日 土日 車イス対応 対応不可

今後の開催予定 個人向け 不定期開催 要問合せ 団体 不可

問合せ・予約
隆光窯 佐野製陶所 電話番号 ：0761-47-0788

URL ： － FAX ：0761-47-4292
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《谷口製土所》 【モノヅクリエキスポ 2021 体験プログラム】
九谷焼

見学

プログラム名 産地の花坂で生まれ育った粘土王子が、工場で粘土愛を語る製土所ツアー

企画概要
(企画ポイント)

産地でも希少な粘土工場

九谷焼産地の中でも陶石の採掘から粘土をつくる製土所があるのは小松市内のみ。
もはや絶滅危惧種とも言える、希少な製土所のひとつ、谷口製土所で九谷焼に使われる花坂陶石から粘土を取り出す工程を解説付き
で見学します。

九谷焼のルーツともいえる陶石から粘土が生まれる瞬間、焼き物の原点を観たいひと、集合！

商品内容

～当日の流れ～
１．受付
２．見学①（20分）
普段は入れない、セラミックラボラトリー内にある機械(スタンパー)の側まで
入り、粘土を取り出す工程を見学

続いて谷口製土所まで移動（徒歩5分）
３．見学②（20分）
大きなミルで粘土をすりつぶしたり、不純物をとりだす工程を見学

４．ギャラリーHANASAKA（10分）
不要品であった廃土から作った釉を使ったオリジナルブランド
「HANASAKA」のギャラリー見学
製品の購入もできます

販売価格 1,500 円/人(税込) 所要時間 60分

最少受付人員 1 名 最少催行人員 5 名 定員 10 名

実施場所
集合場所:
九谷セラミック・ラボラトリー（セラボクタニ）
石川県小松市若杉町ア91 

アクセス 北陸自動車「小松IC」より約15分

駐車 場
セラボクタニの駐車場をご利

用下さい。
送 迎 無し

料金に
含まれるもの

見学料、体験料、材料費、消費税（送料別）

受付締切日 利用日の 2日前まで 取消料 利用日の前日 50 % 当日50 %無断キャンセル 100 %

その他
（注意事項等）

・当日は九谷セラミックラボラトリーにてご集合ください。（同施設内を見学後、谷口製土所まで徒歩で移動します。)
・運動靴等履きなれた靴、汚れてもよい服装でご参加ください。
・工場内は危険です。係員の指示に必ず従ってください。
・未就学児童のご参加はできません。

事業者

事業者名 谷口製土所 住所 〒923-0832 小松市若杉町ワ124

URL https://www.taniguchi-seido.com/ 営業時間 10:00～16:00 英語対応 対応不可

電話番号 0761-22-5977 定休日 土日 車イス対応 対応不可

今後の開催予定 個人向け 検討中 要問合せ 団体 不可

問合せ・予約
谷口製土所 電話番号 ：0761-22-5977

URL ： － FAX ：0761-22-5952



ＧＥＭＢＡ プログラム 見学・体験

ＧＥＭＢＡ 8

《田畑奈央人》 【モノヅクリエキスポ 2021 体験プログラム】
九谷焼

見学

プログラム名 大統領にカメレオン、九谷焼の概念を覆す異色作家のアートな現場へ、いざ

企画概要
(企画ポイント)

“超リアル”な田畑ワールドへようこそ

高い造形力と対象モチーフへの激しい研究心により、焼き物の常識を打ち砕くとことんリアルな造形にこだわる九谷焼置物作家 田畑奈
央人氏の工房をのぞける希少な機会。
そのクリエイティビティはどこから来るのか、気になりませんか？田畑氏のインスピレーションが詰まった工房を見学しながら所狭しと置か
れた作品を楽しく眺められます。

商品内容

～当日の流れ～

自由見学

販売価格 無料 所要時間 -

最少受付人員 - 最少催行人員 - 定員 -

実施場所 田畑奈央人〒923-0031 小松市高堂町イ53

アクセス 0

駐車 場 あり（普通車 4 台分） 送 迎 無し

料金に
含まれるもの

・当日はギャラリー及び工房をスタッフが解説します。

受付締切日 - 取消料 -

その他
（注意事項等）

・開催期間内であれば見学は出入り自由です（所要時間は15分程度）

事業者

事業者名 田畑奈央人 住所 〒923-0031 小松市高堂町イ53

URL 0 営業時間 10:00～16:00 英語対応 対応不可

電話番号 0761-22-6767 定休日 無し 車イス対応 対応不可

今後の開催予定 個人向け 検討中 団体 不可

問合せ・予約
田畑奈央人 電話番号 ：0761-22-6767

URL ： － FAX ：-
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《竹隆窯》 【モノヅクリエキスポ 2021 体験プログラム】
九谷焼

体験

プログラム名 九谷焼のスニーカーから江戸時代の茶室まで、好奇心をそそる絵付け体験

企画概要
(企画ポイント)

九谷焼の新たな魅せ方を追い求める北村和義に会いに行く

九谷焼の伝統的な技術や綿密な絵柄、装飾を大切に器物全体に絵付けをするスタイルで、躍動的な筆使いには全国にファンも多い竹
隆窯。
2 代目の和義氏の作品は、革新的な作品やコラボレーションも多数ありファンも多い作家さんです。
蔵造りの竹隆窯の工房は九谷焼の歴史の髄に根付く茶道や信仰心、伝統建築など様々な文化が目白押しのまるで宝箱のような空間で
す。

本プログラムでは九谷焼とその背景にある文化を感じることができる工房内ツアーに加え、北村和義氏から教わる絵付け体験ワーク
ショップを行います。

商品内容

～当日の流れ～
１．受付
２．工房内ツアー
九谷焼とその背景にある文化を感じることができる工房ツアー
小松城の茶室を移築した「竹隆庵」や富山県から移築された念仏道場、作品が詰まっ

た倉庫、
動物や植物の文献に溢れた作業部屋など、躍動感あふれる作品づくりのインスピレー

ションの源が
工房の至る所に詰まっています。

３．絵付け体験
北村和義氏から教わる絵付け体験ワークショップ

販売価格 6,000 円/人(税込) 所要時間 60分

最少受付人員 1 名 最少催行人員 3 名 定員 10 名

実施場所 竹隆窯 〒923-0031 小松市高堂町ロ-156

アクセス 北陸自動車道「小松IC」より約10分

駐車 場 あり（普通車 10 台分） 送 迎 無し

料金に
含まれるもの

見学料、体験料、材料費（皿・絵の具等）、消費税

受付締切日 利用日の 3日前まで 取消料 利用日の前日 50 % 当日50 %無断キャンセル 100 %

その他
（注意事項等）

・汚れてもよい服装でご参加ください。
・工房内は急な階段や段差がありますので、足元にご注意ください。
・許可された場所以外での撮影は禁止です。
・未就学児の方はご参加いただけません。
・完成品の送料は当日現地払いとなります。発送地により金額が変わります。詳しくは当日ご確認ください。

事業者

事業者名 竹隆窯 住所 〒923-0031 小松市高堂町ロ-156

URL https://tikuryu.com/ 営業時間 10:00～16:00 英語対応 対応不可

電話番号 0761-22-1793 定休日 無し 車イス対応 対応不可

今後の開催予定 個人向け 3名以上で不定開催 要問い合わせ 団体 0

問合せ・予約
竹隆窯 電話番号 ：0761-22-1793

URL ： － FAX ：0761-24-4231
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《陶窯田村》 【モノヅクリエキスポ 2021 体験プログラム】
九谷焼

見学

プログラム名 神業！ミクロの世界で描かれる、超絶テクニックの九谷毛筆細字を見学

企画概要
(企画ポイント)

四代 田村星都の職人性

かつてはたくさんの職人によって書かれていた毛筆細字を、現在一子相伝で受け継ぐ田村星都氏の工房を見学します。
九谷焼という伝統工芸かつ地域の地場産業のなかでも毛筆細字という職人性の高い仕事を突き詰め、
繊細な独自の絵付けと融合させた星都氏ならではの作品と、 4代続く田村家代々の作品を同時に見ることができるまたとない機会です。

商品内容

～当日の流れ～
自由見学

販売価格 無料 所要時間 -

最少受付人員 - 最少催行人員 1 名 定員 5 名

実施場所 陶窯田村〒923-0031 小松市高堂町イ53

アクセス 北陸自動車道「小松IC」より17分

駐車 場
あり

普通車 2 台分
送 迎 無し

料金に
含まれるもの

-

受付締切日 - 取消料 -

その他
（注意事項等）

・開催期間内であれば見学は出入り自由です（所要時間は15分程度）
・当日はギャラリー及び工房をスタッフが解説します。

事業者

事業者名 陶窯田村 住所 〒923-0031 小松市高堂町イ53

URL http://tamuraseito.com/ 営業時間 - 英語対応 対応不可

電話番号 0761-22-6767 定休日 無し 車イス対応 対応不可

今後の開催予定 個人向け 当面開催予定なし ギャラリー見学は可 団体 不可

問合せ・予約
陶窯田村 電話番号 ：0761-22-6767

URL ： http://tamuraseito.com/ FAX ：0761-22-6767

http://tamuraseito.com/
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《徳田八十吉陶房》 【モノヅクリエキスポ 2021 体験プログラム】
九谷焼

見学

プログラム名 四代 八十吉氏のパッションを感じる創作を、間近で体感する工房ツアー！

企画概要
(企画ポイント)

数多くの九谷焼職人が修行する名家で、ものづくりへの深い愛とエネルギーを知る工房ツアー

これまで九谷に関わるたくさんの職人が、初代や 2代の徳田八十吉氏に師事し、往年の名工も数多くこの窯で修業してきました。
そんな九谷焼の名家で受け継がれるのは「燿彩（ようさい）」という美しい色彩技法。初代が作り出した色合いを、3代に渡り受け継ぎ続け
ています。
その美しさを支えるのは作品にかけるエネルギッシュさ。「わたしたちは土から生まれ、土に戻る。その母なる大地である土を素材に成形
をして、また土に戻っていく」という 4 代八十吉氏の言葉からも、作品一つひとつへの深い思いが伺いしれます。見学プログラムでは、普
段は見ることの出来ない神聖な工房の中で八十吉氏の解説をお聞きしながら、
そのエネルギーの一端に触れることが出来ます。

内容

～当日の流れ～
１．受付
２．ギャラリー見学（20分)
四代 八十吉氏の作品と先代の作品を鑑賞していただきます。

３．工房見学（30分）
八十吉の作品が住みだされる工房内を見学

見学の後は、裏手の川沿いにある気持ちの良いお庭で自然を堪能ください （10分）

販売価格 1,000 円/人(税込) 所要時間 60分

最少受付人員 1 名 最少催行人員 2 名 定員 6 名

実施場所 徳田八十吉陶房〒923-0153 小松市金平町新5番地

アクセス 北陸自動車「小松IC」より約25分

駐車 場 あり（普通車 5 台分） 送 迎 無し

料金に
含まれるもの

見学料、解説料

受付締切日 利用日の 3日前まで 取消料 利用日の前日 50 % 当日50 %無断キャンセル 100 %

その他
（注意事項等）

・工房内は割れ物がたくさんありますので、お気をつけください。
・未就学児の方はご参加いただけません。

事業者

事業者名 徳田八十吉陶房 住所 〒923-0153 小松市金平町新5番地

URL http://www.tokuda-yasokichi4th.jp/ 営業時間 10:00～16:00 英語対応 対応不可

電話番号 0761-41-1243 定休日 無し 車イス対応 対応不可

今後の開催予定 個人向け 検討中 団体 不可

問合せ・予約
徳田八十吉陶房 電話番号 ：0761-41-1243

URL ： － FAX ：0761-41-1243
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《宮創製陶所》 【モノヅクリエキスポ 2021 体験プログラム】
九谷焼

見学

プログラム名 九谷焼置き型屋 5 代目が、 100 年越しのアーカイブを世界初ご開帳！

企画概要
(企画ポイント)

ついにご開帳！世間から閉ざされてきた、門外不出の置き型の世界

九谷焼の素地をつくる窯元のお仕事の中でも置物だけを 100 年以上に渡りつくりつづけてきた宮創製陶所。
複雑な形の置物を精巧につくり続けるためには、型の存在も欠かせません。
宮創製陶所には、置物づくりの技術とともに 100 年のあいだ、蔵に蓄積された置き型のアーカイブがあります。
本プログラムでは、そんな置き型の世界を本邦初公開。実際に型を使った製造工程“成型”もデモンストレーションします。

内容

～当日の流れ～
１．受付
２．スタート・宮創の歴史（10分）
宮創製陶所の製品を展示したギャラリーで製品や会社についてご案内します

３．工房見学①（15分）
実際に使用している、型や製品の展示を見学
何十年も前に作られた置き型のアーカイブも見学できます。

４．工房見学②（10分）
型に土を流し込む工程や釉薬をかける工程などを見学

販売価格 3,000 円/人(税込) 所要時間 60分

最少受付人員 1 名 最少催行人員 1 名 定員 10 名

実施場所 宮創製陶所〒923-0833 小松市八幡己82番地

アクセス 北陸自動車「小松IC」より15分

駐車 場 あり（普通車 10 台分） 送 迎 無し

料金に
含まれるもの

見学料、解説料、置物のお土産（「招く猫」1 体）付き

受付締切日 利用日の 7日前まで 取消料 利用日の前日 50 % 当日50 %無断キャンセル 100 %

その他
（注意事項等）

・工場内は急な階段や段差がありますので、足元にご注意ください。
・土を使った製品を製造しておりますので、衣服などに付着する場合がございます。動きやすい靴、汚れてもよい服装
でお越しください。
・未就学児の方はご参加いただけません。
・ アーカイブのある2 階へは急な階段があります。足腰の弱い方はご覧いただけない可能性があります。

事業者

事業者名 宮創製陶所 住所 〒923-0833 小松市八幡己82番地

URL https://miyasou2020.com/ 営業時間 10:00～16:00 英語対応 対応不可

電話番号 0761-47-0026 定休日 無し 車イス対応 対応不可

今後の開催予定 個人向け 定期開催中 団体 人数により可 要問合せ

問合せ・予約
宮創製陶所 電話番号 ：0761-47-0026

URL ： https://activityjapan.com/publish/plan/38581 FAX ：0761-47-4211
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《宮吉製陶》 【モノヅクリエキスポ 2021 体験プログラム】
九谷焼

体験

プログラム名 多様な九谷焼の成形方法を見学しながら、職人キブンでろくろ体験

企画概要
(企画ポイント)

自分の手でカタチを生み出す！ろくろ体験ができる

九谷焼において“カタチ”をつくって素地をつくるプロの窯元。宮吉製陶はこの九谷焼産地においても有数の規模を誇り、
小さいものは箸置きから、大きいものでは骨壷や直径 50 cm 以上のお皿まで、実に多様なカタチを創り出しています。
それもそのはず、宮吉製陶の工場は産地内でも随一の成形種類を誇り、様々なタイプの道具や機械、ひとの手をつかって焼き物をカタ
チづくることができるのです。
本プログラムでは、そんな宮吉製陶でも基本中の基本、ろくろによるうつわ作り体験と、工場見学を行います。

内容

～当日の流れ～
１．受付
２．宮吉製陶の説明（5分）
３．工場内見学（15分）
ろくろの他鋳込み等多種多様な素地の製造現場の見学。

４．ろくろ体験（40分）
ろくろを使ってご自身で湯飲みなどを実際に作ってみましょう。

販売価格 4,000 円/人(税込) 所要時間 90分

最少受付人員 1 名 最少催行人員 1 名 定員 3 名

実施場所 宮吉製陶〒923-0835 小松市吉竹ツ3-62

アクセス 北陸自動車「小松IC」より15分

駐車 場 あり（普通車 3 台分） 送 迎 無し

料金に
含まれるもの

見学料､体験料、材料費、用具レンタル料（ヘラ等）、消費税（送料別）

受付締切日 利用日の 4日前まで 取消料 利用日の前日 50 % 当日50 %無断キャンセル 100 %

その他
（注意事項等）

・工場内は急な階段や段差がありますので、足元にご注意ください。
・土を使った製品を製造しておりますので、衣服などに付着する場合がございます。動きやすく汚れてもよい服装でお
越しください。
・ろくろ体験は「そばちょこ」「ぐい飲み」「湯飲み（小）」から当日お選びいただけます。追加料金で粘土を追加して違う形
のものや大きさを変えることも可能です。
・体験でおつくりいただいた作品は、焼成し後日郵送いたします。（送料別途）
・製造工程の都合上送付まで 1 ～ 2 か月程度のお時間がかかります。
・未就学児の方はご参加いただけません。

事業者

事業者名 宮吉製陶 住所 〒923-0835 小松市吉竹ツ3-62

URL http://miyayoshi-seitou.sakura.ne.jp/ 営業時間 10:00～16:00 英語対応 対応不可

電話番号 0761-21-5435 定休日 無し 車イス対応 対応不可

今後の開催予定 個人向け 定期 開催中 団体 可 要問合せ

問合せ・予約
宮吉製陶 電話番号 ：0761-21-5435

URL ： https://activityjapan.com/publish/plan/38586 FAX ：0761-21-5425
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《山中國盛》 【モノヅクリエキスポ 2021 体験プログラム】
九谷焼

体験

プログラム名 古九谷風図案を用いた絵付け体験で、九谷焼作家の先生に弟子入り！

企画概要
(企画ポイント)

職人の研修所講師から古九谷の超絶技巧を習う

作家であり、現在、多くの作家や職人を輩出する石川県立九谷焼技術研修所の講師でもある山中國盛氏から、
自身の担当科目でもある古九谷の技法や模写について教えてもらうことができる、超プライベートな絵付け体験。
普段、山中氏が絵付けを行っているご自宅で、山中氏の作品や古九谷の超絶技巧について解説を受けながら、
いくつかの古九谷風図案のなかから選び、実際に絵付けをしていただきます。

内容

～当日の流れ～

ご自身が納得いくまで時間をかけて絵付けをしていただけます（最大１７時まで）
絵柄は自由に書いていただくこともできますが、型紙も準備されていますので自信のない
方でもお楽しみいただけます

山中氏の工房兼ご自宅のお座敷には、かつて手がけた作品性の高い貴重な品から手に
取りやすい小皿までズラッと作品が並んでいます。お店や美術館とも異なる、おうちの中で
ゆっくりと作品をご覧いただき、気に入ったものがあれば実際にご購入いただくこともできま
す。

販売価格 10,000 円/人(税込) 所要時間 150分

最少受付人員 0 名 最少催行人員 1 名 定員 6 名

実施場所 山中國盛〒923-0053 小松市河田町ヨ121

アクセス 小松ICより車で約15分 北鉄加賀バス上河田停留所より徒歩1分

駐車 場
あり

工房前に 1 台分、他に5 台
分

送 迎 無し

料金に
含まれるもの

見学料、体験料、材料費、用具レンタル料（絵筆等）、消費税

受付締切日 利用日の 7日前まで 取消料 利用日の前日 50 % 当日50 %無断キャンセル 100 %

その他
（注意事項等）

・工房は一般家屋の 2 階にあり、急な階段の昇り降りが必要です。
・絵具が衣服などに付着する場合がございます、汚れてもよい服装でご参加ください。
・小学生未満の方はご参加いただけません。
・ご自身が納得いくまで時間をかけて絵付けをしていただけます（最大 17 時まで）。

事業者

事業者名 山中國盛 住所 〒923-0053 小松市河田町ヨ121

URL 0 営業時間 10:00～16:00 英語対応 対応不可

電話番号 0761-47-2143 定休日 無し 車イス対応 対応不可

今後の開催予定 個人向け 可 要問合せ 団体 不可

問合せ・予約
山中國盛 電話番号 ：0761-47-2143

URL ： － FAX ：0761-47-2143
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《小倉織物㈱》 【モノヅクリエキスポ 2021 体験プログラム】
繊維

見学

プログラム名 平均年齢オーバー 70 ！世界のメゾンからオファーが来る、絶滅寸前の職人技

企画概要
(企画ポイント)

世界ブランドから依頼が舞い込む理由とは

小倉織物はジャカード織の絹織物を強みとしてきました。
工業用のジャカード織機は 1 万 4200 本もの経（タテ）糸がかかっていてそのあいだを緯（ヨコ）糸が行ったり来たりしていますが、
絹は天然繊維なので同じ1本の中でも微妙に太さにムラがあります。
職人はそれらを調整しながら糸をかけ、織機が滞りなく動くことができるよう目を光らせながら運転します。
小倉織物に世界的ブランドからも依頼が舞い込む理由ともなっている専門性の高い職人は今や産地内でもほとんどいません。
そんな希少性の高い精鋭とも言える熟練工の職人さんたちに会いに、小倉織物を訪ねてみませんか。

内容

～当日の流れ～
１．受付
２．工場内見学(30分)
見えないぐらい細い絹糸からジャガード織ができる工程を見学

３．小倉織物の過去アーカイブを閲覧
明治28年創業の小倉織物が積み上げてきた大切なテキスタイルアーカイブ（サンプル）

をご覧いただきます。
４．蔵出しのデットストックの買い物(30分)
蔵に眠る高品質の織物を１m単位・処分価格で提供

販売価格 500 円/人(税込) 所要時間 60分

最少受付人員 1 名 最少催行人員 1 名 定員 10 名

実施場所 小倉織物㈱〒923-0912 小松市新町86

アクセス 北陸自動車「小松IC」より約７分 北鉄加賀バス横町停留所より徒歩3分

駐車 場 あり（普通車 6 台分） 送 迎 無し

料金に
含まれるもの

見学料

受付締切日 利用日の 5日前まで 取消料 利用日の前日 50 % 当日50 %無断キャンセル 100 %

その他
（注意事項等）

0

事業者

事業者名 小倉織物㈱ 住所 〒923-0912 小松市新町86

URL 営業時間 10:00～16:00 英語対応 対応不可

電話番号 0761-22-3283 定休日 無し 車イス対応 対応不可

今後の開催予定 個人向け 不定期開催 要問合せ 団体 可 10名程度まで

問合せ・予約
団体：ＫＭＱツーリスト 0761-24-3334 担当:小原 電話番号 ：0761-24-3334

個人の方 ：開催時のみ https://activityjapan.com/publish/plan/38592
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《㈱オリジナークロスジャカード》 【モノヅクリエキスポ 2021 体験プログラム】
繊維

見学

プログラム名 モナリザからジャカード王子の宝物まで、最新鋭の織物工場を見学

企画概要
(企画ポイント)

お子さんの絵や写真も布になる！？超高精度マシンを見に行こう

小松は古くからジャカード織物の産地。
かつては分業制、委託生産が主流だったこの産地で 30 年も前に自らデザイン部門を立ち上げ新しい織物の可能性を追求し続けてい
るオリジナークロスジャカード。
そのスピリットで現在、工場ではお子さんが描いた絵や写真を、デザイン技術とジャカード織機で織物にできる最新鋭のマシンが動いて
います。
GEMBAプログラムでの見学では、写真そのものや美術品とも見間違えてしまう、“プリントではない”精度の高い織物がどんな工程で実
現できるのか、
実際にジャカード織を見て知って体感することができます。

内容

～当日の流れ～
１．受付
２．ギャラリー見学(60分)
機織り機や模型を使って織物について、楽しく説明します

３．工場内見学(30分)
写真を織物にするためのデータ化作業や最新の織機の見学

４．見学終了後、オリジナル商品のご購入もできます

販売価格 1,000 円/人(税込) 所要時間 120分

最少受付人員 1 名 最少催行人員 1 名 定員 5 名

実施場所 ㈱オリジナークロスジャカード〒923-0841 小松市本江町へ5-1

アクセス 北陸自動車「小松IC」より約20分

駐車 場 あり（普通車 5 台分） 送 迎 無し

料金に
含まれるもの

見学料・ガイド料、ソフトドリンク付き

受付締切日 利用日の 2日前まで 取消料 利用日の前日 50 % 当日50 %無断キャンセル 100 %

その他
（注意事項等）

・運動靴など履き慣れた靴と動きやすい服装でご参加ください。
・工場内は危険な場所もございますので係員の指示には必ず従ってください。
・工場内で生産している商品の撮影は禁止です。
・未就学児の方はご参加いただけません。

事業者

事業者名 ㈱オリジナークロスジャカード 住所 〒923-0841 小松市本江町へ5-1

URL https://www.origina.co.jp/ 営業時間 10:00～16:00 英語対応 対応不可

電話番号 0761-22-5373 定休日 土日 祝 車イス対応 対応不可

今後の開催予定 個人向け 団体 0

問合せ・予約
団体：ＫＭＱツーリスト 0761-24-3334 担当:小原 電話番号 ：0761-24-3334

個人の方 ：開催時のみ https://activityjapan.com/publish/plan/38593
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《㈲小松縫製》 【モノヅクリエキスポ 2021 体験プログラム】
繊維

見学・体験

プログラム名 ダッダッダッと軽快な音が響く、レトロミシンを使ったMyマスクづくり！

企画概要
(企画ポイント)

国内でも希少な小物縫製工場も見学できる

小松縫製では完全受注で様々な布製品を制作する工場です。
といっても、工場の中には多くの布地はありますが作業をする人やミシンが所狭しと並んでいる……というわけではありません。
製品づくりは南加賀エリアを中心に100名ほどいる内職の方によって行われているのです。
工場では内職の方に渡す前段階の作業のみを行っているため、必要最小限の設備となっています。
今回のプログラムでは、そんな小松縫製の業務用ミシンを使って、マスクをつくるワークショップを行います。
“縫製職人”になったような気持ちで、ものづくりの一端に触れてみてはいかがでしょう。

内容

～当日の流れ～
１．受付
２．工場内見学（15分）
反物から生地をまっすぐに伸ばしながら重ねていく「自動延反機」、
重ねた生地を自動で裁断する「裁断機」などの施設を見学。

３．縫製体験（45分）
業務用ミシンを使って"マスク”作り体験。
熟練の職人が丁寧に指導しますので、ミシン初心者でも安心です。

販売価格 2,000 円/人(税込) 所要時間 60分

最少受付人員 1 名 最少催行人員 1 名 定員 8 名

実施場所 ㈲小松縫製〒923-0844 小松市三谷町あ25

アクセス 北陸自動車「小松IC」より約１８分

駐 車 場 あり（普通車 10 台分） 送 迎 無し

料金に
含まれるもの

見学料、体験料、材料費、消費税

受付締切日 利用日の 3日前まで 取消料 利用日の前日 50 % 当日50 %無断キャンセル 100 %

その他
（注意事項等）

・工場内は危険な場所もございますので係員の指示には必ず従ってください。
・未就学児の方は見学のみご参加いただけます（無料、保護者同伴必須）

事業者

事業者名 ㈲小松縫製 住所 〒923-0844 小松市三谷町あ25

URL http://komatsuhousei.jp/ 営業時間 10:00～16:00 英語対応 対応不可

電話番号 0761-21-6155 定休日 無し 車イス対応 対応不可

今後の開催予定 個人向け 検討中 団体 検討中

問合せ・予約
－ 電話番号 ：－

URL ： － FAX ：－
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《中川産業㈱》 【モノヅクリエキスポ 2021 体験プログラム】
繊維

見学・体験

プログラム名 全国シェア 2 位を誇る織りネーム産地の工場でオリジナルグッズを制作

企画概要
(企画ポイント)

織りネームからはじまった、オリジナルデザインの世界

｢織りネーム？｣と聞いてもなかなかピンと来ない方もいるかもしれませんが、
織りネームはわたしたちが普段着たり使ったりする布製品のあらゆるところでメーカー名やブランド名を表示させるためについている“ア
レ”。
小松市の織りネーム生産は福井県丸岡市に次いで日本製の全国シェア 2 位。現在では日本製織りネームの 100 %がこの 2 都市でつく
られています。
ジャカード織機で織る織りネームは、今やプリントやシルクスクリーンなど様々な方法で作られています。
本プログラムでは、そんな多角化した機械を利用し、Tシャツやトートバックなどの、オリジナルデザインを制作していただけます。

内容

～当日の流れ～
１．受付
２．オリジナルトートバック作り体験(30分)
その場で描いた絵をトートバックに印刷 *1

３．工場を見学(20分)
小松市と福井県丸岡市で国内生産のほぼ100％が作成される「織ネーム」の工場を見

学

＊１ トートバックの他に、Tシャツも選択可
その場で書かれた絵以外に、写真データなど対応できるものもございますので、当日ご相
談ください。

販売価格 1,500 円/人(税込) 所要時間 60分

最少受付人員 1 名 最少催行人員 1 名 定員 4 名

実施場所 中川産業㈱〒923-0824 小松市軽海町62

アクセス 北陸自動車「小松IC」より約16分

駐車 場 あり 送 迎 無し

料金に
含まれるもの

見学料、体験料、材料費、消費税

受付締切日 利用日の 4日前まで 取消料 利用日の前日 50 % 当日50 %無断キャンセル 100 %

その他
（注意事項等）

・工場内は危険な場所もございますので係員の指示には必ず従ってください。
・工場内の撮影は禁止です。
・トートバックの他に、Tシャツも選択可能です。
・その場で書かれた絵以外に、写真データなど対応できるものもございますので、当日ご相談ください。
・未就学児童の方のご参加はできません。

事業者

事業者名 中川産業㈱ 住所 〒923-0824 小松市軽海町62

URL http://nakagawa-textiles.com/ 営業時間 10:00～16:00 英語対応 対応不可

電話番号 0761-47-2020 定休日 無し 車イス対応 対応不可

今後の開催予定 個人向け 不定期開催 お問い合わせください 団体 不可

問合せ・予約
中川産業㈱ 電話番号 ：0761-47-2020

URL ： － FAX ：0761-47-3479
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《荒谷商店》 【モノヅクリエキスポ 2021 体験プログラム】
石材

見学・体験

プログラム名 人々を惹きつける小松の秘境で、巨石に立ち向かう若き職人に出逢う

企画概要
(企画ポイント)

小松の丁場を守る、最後の番人

ブルーグレーが美しい滝ヶ原石の産地である小松市滝ヶ原町。
100 年以上の歴史を持つ数々の石切り場（丁場）や石だけでできたアーチ橋は小松市が石文化で日本遺産に認定されている大きな理
由です。
石材荒谷商店は、かつてはたくさんの石切り場のあった滝ヶ原で現在唯一現役の石切り場を管理する石材屋。洞窟型の採掘現場は夏
はヒンヤリ、
冬は暖かく、 1 年を通して一定の気温を保っています。
本プログラムは滝ヶ原石によるアーチ橋や石切り場を滝ヶ原石を使って創作活動を行う彫刻家であり、ジオガイドも担う舟津秀一郎氏の
ご案内のもと
見学しながら小松の石文化や石の歴史を見て知って、体感できる唯一無二の体験です。

内容

～当日の流れ～
１．受付
２．石造りのアーチ橋見学(20分)
日本遺産にも認定されている滝ケ原石で作られたアーチ橋を見学します

３．石材加工作業風景見学(20分)
切り出した石を加工する作業の見学

４．石切り場内部見学(20分)
今も実際に使ってする地下坑道の奥までご案内します

５．石材加工体験(60分)
ノミや鎚を使ってオリジナルの石のアートを作ってみましょう

販売価格 6,000 円/人(税込) 所要時間 140分

最少受付人員 1 名 最少催行人員 2 名 定員 10 名

実施場所
集合場所
石の里水と緑のふれあい公園駐車場
〒923-0335 石川県小松市滝ケ原町

アクセス 北陸自動車「小松IC」より約30分

駐車 場 あり（普通車 6 台分） 送 迎 無し

料金に
含まれるもの

見学料・ガイド料・体験料・材料費・用具（鎚・ノミ）・消費税

受付締切日 利用日の 7日前まで 取消料 利用日の前日 50 % 当日50 %無断キャンセル 100 %

その他
（注意事項等）

・荒天時は中止になる場合があります。
・丁場内は足元が悪く、汚れることもあるため運動靴、歩きやすい服装でお越しください。
・駐車場は石の里水と緑のふれあい公園をご利用ください。
・申込は小学生以上、単独参加は中学生以上となります。
・小学生ご参加の場合は必ず大人の方がご同伴ください。（有料参加のお子様おひとりにつき同伴者 1 名は無料でご
参加いただけます）
・石のアートは「お香立て」「ペーパーウェイト」からお選びいただけます。（当日選択）

事業者

事業者名 荒谷商店 住所 〒923-0335 小松市滝ヶ原町

URL https://arayasyouten.jimdofree.com/ 営業時間 10:00～16:00 英語対応 対応不可

電話番号 090-1310-9259 定休日 無し 車イス対応 対応不可

今後の開催予定 個人向け 可 要問合せ 団体 可

問合せ・予約
A-Gaia project 担当:舟津 電話番号 ：090-1310-9259

URL ： － FAX ：076-287-6521
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《大西石材》 【モノヅクリエキスポ 2021 体験プログラム】
石材

見学

プログラム名 ミリ単位の調整が肝な石切作業を見学！社長の熱いストーントーク付き

企画概要
(企画ポイント)

石のことなら俺に任せろ！加工から石使いまで

地元石材を中心に、さまざまな石材加工を行なってきた大西石材。
石は重たいものだからこそ、その地域の石材を加工する技術が地域で特異的に開発されて発展してきました。
本プログラムでは、石のことならずっと話していられるというまさに石オタクの大西社長自ら工場をご案内。
大西石材がこれまでにつくったお墓や石の作品を解説しながら地域の石文化に触れていただきます。

内容

～当日の流れ～
１．受付
２．工場見学(25分)
大きな機械で石を切断する工程や手作業で形を整える作業を見学していただきます。
企画ではなく”楔”を使って石を割る作業も少しだけ体験

３．石のコレクション見学(20分)
用途に合わせた、産地や石の種類の違いと特徴を説明します

４．見学後、石皿等のオリジナル商品のお買い物もできます。

販売価格 500 円/人(税込) 所要時間 60分

最少受付人員 1 名 最少催行人員 2 名 定員 10 名

実施場所 大西石材〒923-0301 小松市矢崎町甲46

アクセス 北陸自動車「小松IC」より約15分

駐車 場 あり（普通車 10 台分） 送 迎 無し

料金に
含まれるもの

見学料、保険料、消費税

受付締切日 利用日の 3日前まで 取消料 利用日の前日 50 % 当日50 %無断キャンセル 100 %

その他
（注意事項等）

・運動靴等履きなれた靴、汚れてもよい動きやすい服装でご参加ください。
・工場内は危険な場所もございますので係員の指示には必ず従ってください。
・未就学児童の方のご参加は可能（無料）ですが、必ず保護者の方はお手を離さないようにお願いします。

事業者

事業者名 大西石材 住所 〒923-0301 小松市矢崎町甲46

URL https://www.ohnishi-sekizai.jp/ 営業時間 10:00～16:00 英語対応 対応不可

電話番号 0761-44-4500 定休日 無し 車イス対応 対応不可

今後の開催予定 個人向け 団体 不可

問合せ・予約
大西石材 電話番号 ：0761-44-4500

URL ： － FAX ：-
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《JA小松市野菜総合集出荷場》 【モノヅクリエキスポ 2021 体験プログラム】
農業

見学

プログラム名 大量のトマトを瞬時に選別！最新鋭の選果システム見学

企画概要
(企画ポイント)

巨大なトマトロボットが、ハイテク選果を支える

北陸でも随一の生産量を誇る小松のトマト。
農家さんから市場に直接出回るということは少なく、間で選果場を挟んで大きさや色、形などがチェックされて出荷されていきます。
選果を行うのは 2021 年の 5 月にオープンしたばかりの大規模な選果場。
本プログラムでは最新鋭の機械を使ってスムーズに選果されていく様子を見学できます。
お土産には小松トマトつき！
本田農園と連続してのご参加もおすすめです。生産現場から流通までの流れを覗いてみるのも面白い体験になるはず！

内容

～当日の流れ～
１．受付
２．選果から箱詰めまでの工程見学 60分
移転前の選果場では 100 %人の手で行われていた作業工程を 9割機械化した圧倒さ

れる巨大システムで
たくさんのトマトが色、形ですごい勢いで選果され、箱詰される様子を見学

・トマトのお土産つき。（ＧＥＭＢＡモノヅクリエキスポ開催時のみ)

販売価格 600 円/人(税込) 所要時間 60分

最少受付人員 1 名 最少催行人員 1 名 定員 20 名

実施場所 JA小松市野菜総合集出荷場〒923-0961 小松市向本折町れ260

アクセス 北陸自動車「小松IC」より約１０分

駐 車 場 あり（普通車 20 台分） 送 迎 無し

料金に
含まれるもの

見学料、お土産代金、消費税

受付締切日 利用日の 7日前まで 取消料 利用日の前日 50 % 当日50 %無断キャンセル 100 %

その他
（注意事項等）

・トマトの生産の現場である「本田農園」も併せて見学されるとおすすめです。
・選果場内は急な階段や段差がありますので、足元にご注意ください。
・運動靴等履きなれた靴、動きやすい服装でご参加ください。
・危険な場所もございますので係員の指示には必ず従ってください。
・野菜・商品には触れないで見学ください。
・未就学児の方はご参加いただけません。

事業者

事業者名 JA小松市野菜総合集出荷場 住所 〒923-0961 小松市向本折町れ260

URL
https://www.ja-
komatsushi.or.jp/store/detail.php?id=offi
ce_vegetable

営業時間 10:00～16:00 英語対応 対応不可

電話番号 0761-23-1404 定休日 無し 車イス対応 対応不可

今後の開催予定 個人向け 不可 団体 可

問合せ・予約
JA小松市野菜総合集出荷場 電話番号 ：0761-23-1404

URL ： － FAX ：0761-22-5116

https://www.ja-komatsushi.or.jp/store/detail.php?id=office_vegetable
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《本田農園》 【モノヅクリエキスポ 2021 体験プログラム】
農業

見学

プログラム名 温度、湿度、CO2をiPadで操る、次世代農業の魔術師に会いに行く！

企画概要
(企画ポイント)

ビニールハウス内環境を可視化することでおいしいトマトを育てる

小松市役所や JA 小松市、地元企業応援のもと ICT を活用した農業を実践する本田農園。
温度、湿度、CO2、照度の見える化を行うことで自社だけでなく地域の生産者とも情報共有を行なっています。
本プログラムではトマトを中心に栽培する本田農園のテクノロジー派農業を見学します。

内容

～当日の流れ～
１．受付
２．トマトハウス内見学
ＩＣＴを活用したトマト栽培の現場を見学いただきます

新しいテクノロジーを取り入れて、次世代の農業のあり方を追求している本田農園ですが、
一方で、地域の学校給食から出る生ゴミを活用し堆肥として活用するという地道な活動も
行っています。
肥料を買うことよりも実際は手間がかかるといいますが、テクノロジーを活かして生産効率を
高めつつも地域内で出たゴミを循環させて土に戻す、まさしく次代に繋ぐべき循環型農業
を本田農園の本田雅弘氏からお話しいただきます。

販売価格 500 円/人(税込) 所要時間 30分

最少受付人員 1 名 最少催行人員 1 名 定員 20 名

実施場所
本田農園 トマトハウス
〒923-0983 石川県小松市日末町121

アクセス 北陸自動車「小松IC」より約10分

駐車 場 あり（普通車 5台分） 送 迎 無し

料金に
含まれるもの

見学料

受付締切日 利用日の 7日前まで 取消料 利用日の前日 50 % 当日50 %無断キャンセル 100 %

その他
（注意事項等）

・収穫したトマトを全国に出荷する「 JA 小松市野菜総合集出荷場」も併せて見学されるとおすすめです。
・運動靴等履きなれた靴、汚れてもよい動きやすい服装でご参加ください。
・ハウス内は段差などがありますので、足元にご注意ください。
・機械や作物にはお手を触れず、係員の指示には必ず従ってください。
・受粉のために蜂がいる可能性があります。
・未就学児の方はご参加いただけません。

事業者

事業者名 本田農園 住所 〒923-0055 石川県小松市古府町ヌ150-1

URL https://hondanouen.net/ 営業時間 10:00～16:00 英語対応 対応不可

電話番号 0761-27-5024 定休日 無し 車イス対応 対応不可

今後の開催予定 個人向け GEMBAモノヅクリエキスポのみ 団体 可

問合せ・予約
本田農園 電話番号 ：0761-27-5024

URL ： － FAX ：0761-47-2498
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《合同会社西出酒造》 【モノヅクリエキスポ 2021 体験プログラム】
酒

見学

プログラム名 木桶で醸す酒造りに挑んでいく若き蔵元杜氏の想いと、こだわりの酒造りに触れる

企画概要
(企画ポイント)

究極の地酒造りを追求中！

うちにしかできない地酒を造りたいと、原料となるお米や酵母、水にこだわり、
さらにはお米を蒸す甑（こしき）や仕込みのための木桶をつくる職人がいないとなればやる気に溢れる若手大工職人を他地域に派遣し
て育てるなど、
西出酒造が造る酒は並々ならぬ努力の賜物でもあります。
本プログラムでは仕込みの様子や原料へのこだわりなどを見学して伺いながら、その結晶とも言えるお酒の飲み比べも体験していただ
けます（有料）。

内容

～当日の流れ～
１．受付
２．（10分）
蔵の歴史などを説明します。

３．酒蔵内部の見学（15分）
今では珍しい木枠の甑（こしき、蒸し器）など、実際に使う道具を見ていただきなから酒

造りの工程を説明します。
４．見学ツアーの後は、仕込み水で丁寧に淹れられたコーヒーまたはソフトドリンクをお楽し
みください。

日本酒飲み比べ（別途有料）
ご希望の方は、日本酒飲み比べセットで試飲もできます。
※未成年、ドライバーの方は、お酒の試飲はできません。

販売価格 1,000 円/人(税込) 所要時間 40分

最少受付人員 1 名 最少催行人員 1 名 定員 8 名

実施場所 合同会社西出酒造〒923-0304 小松市下粟津町ろ24番地

アクセス 北陸自動車道「小松IC」より約18分

駐車 場 あり（普通車 6 台分） 送 迎 無し

料金に
含まれるもの

見学料、消費税

受付締切日 利用日の 1日前まで 取消料 利用日の前日 50 % 当日50 %無断キャンセル 100 %

その他
（注意事項等）

・日本酒の仕込み水で丁寧に淹れられたコーヒーまたはソフトドリンク付き。
・ご希望の方は試飲も可能（別料金2種 200円～ 酒の種類など）。
・未成年・ドライバーの方は試飲はできません。
・酒蔵内滑りやすい場所等ありますので、指示に従ってください。

事業者

事業者名 合同会社西出酒造 住所 〒923-0304 小松市下粟津町ろ24番地

URL https://nishidesake.com/ 営業時間 10:00～16:00 英語対応 対応不可

電話番号 0761-44-8188 定休日 木日 車イス対応 対応不可

今後の開催予定 個人向け 可 団体 可

問合せ・予約
合同会社西出酒造 電話番号 ：0761-44-8188

URL ： － FAX ：0761-44-4521
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《東酒造㈱》 【モノヅクリエキスポ 2021 体験プログラム】
酒

見学

プログラム名 日本遺産の石蔵で仕込む、小松の老舗酒造「神泉」で見学 & 飲み比べ

企画概要
(企画ポイント)

小松で 150 年以上つづく老舗の酒蔵で飲み比べ

日本酒造りにとって大切な温度管理に適している石造の蔵をこの辺りではじめて酒造りに用いたといわれる東酒造。
小松で掘り出される観音下石（かながそいし）でつくられた蔵は、それぞれに異なる模様を掘り込むほどのこだわりよう。
本プログラムでは日本遺産にも認定された小松の石蔵での酒造りの秘密を見学し、最後にはお酒の飲み比べもしていただけます。

内容

～当日の流れ～
１．受付
２．酒蔵見学（30分）
国登録有形文化財の中での、酒造りの行程を見学。

３．試飲とショッピング（20分）
東酒造で造られた酒の試飲と神泉石蔵本店でのショッピングをお楽しみください。

販売価格 1,000 円/人(税込) 所要時間 60分

最少受付人員 1 名 最少催行人員 4 名 定員 30 名

実施場所 東酒造㈱〒923-0033 小松市野田町35

アクセス 北陸自動車道「小松IC」より約10分 JR北陸本線「名峰駅」より徒歩25分

駐車 場 あり（普通車 10 台分） 送 迎 無し

料金に
含まれるもの

見学料、試飲料（試飲されない場合は「利き猪口」代）、消費税

受付締切日 利用日の 1日前まで 取消料 利用日の前日 50 % 当日50 %無断キャンセル 100 %

その他
（注意事項等）

・酒蔵内は滑りやすくなっておりますので、足元にご注意ください。
・酒の仕込みに影響を及ぼす可能性がありますので、当日は納豆を食べてこないようにお願いいたします。
・運転をされる方や未成年の方は試飲はできません。試飲無しの方は利き猪口をプレゼントいたします。
・未就学児の方はご参加いただけません。

事業者

事業者名 東酒造㈱ 住所 〒923-0033 小松市野田町35

URL http://www.sake-sinsen.co.jp/ 営業時間 10:00～16:00 英語対応 対応不可

電話番号 0120-47-2302 定休日 不定休 車イス対応 対応不可

今後の開催予定 個人向け 不定期開催 要問合せ 団体 可

問合せ・予約
東酒造㈱ 電話番号 ：0120-47-2302

URL ： － FAX ：0761-22-2300
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《北村木箱㈱》 【モノヅクリエキスポ 2021 体験プログラム】
木材

見学・体験

プログラム名 あらゆる木箱を制作してきたマイスター達に教わる「9 角形のペン立て作り」

企画概要
(企画ポイント)

北村木箱の木箱愛と技術を見学 & 体験

九谷焼用の桐箱屋として創業した北村木箱。
一つひとつ焼物のサイズを測って木箱をつくる技術が現在に引き継がれ、九谷焼以外にも多種多様な木箱を制作するようになった今も、
1個から数十万個レベルでのオーダーまで対応しています。
そこには、九谷焼の木箱づくりで培った技術と、オーダーメードの木箱づくりでの出会いや木箱研究への情熱があります。
本プログラムではそんな北村木箱も初挑戦の GEMBA ロゴともなっている 9 角形の木箱づくりにチャレンジできます。

内容

～当日の流れ～
１．受付
２．北村木箱の説明(10分)
製品や木箱の製造方法などを説明します

３．木箱組み立て体験①(10分)
ベテラン作業員でも難しいと言った「９角形のペン立て」作りに挑戦

４．工場内見学(20分)
工場内で実際に木材から木箱ができるまでの工程を見学します

５．木箱組み立て体験②(10分)
接着剤の乾いた「ペン立て」をサンドペーパーを使って仕上げます

販売価格 1,000 円/人(税込) 所要時間 60分

最少受付人員 1 名 最少催行人員 1 名 定員 6 名

実施場所 北村木箱㈱〒923-0031 小松市高堂町ロ25

アクセス 北陸自動車道「小松IC」より約１０分

駐 車 場 あり（普通車 6 台分） 送 迎 無し

料金に
含まれるもの

見学料、体験料、材料費、消費税

受付締切日 利用日の 7日前まで 取消料 利用日の前日 50 % 当日50 %無断キャンセル 100 %

その他
（注意事項等）

・工場内を見学します、汚れてもよい動きやすい服装でご参加ください。
・工場内は危険な場所もございますので係員の指示には必ず従ってください。
・工場内での撮影は禁止です
・同業者・木工関係の業者の方は参加をご遠慮ください。
・未就学児の方はご参加いただけません。

事業者

事業者名 北村木箱㈱ 住所 〒923-0031 小松市高堂町ロ25

URL https://wp-kitamura.jp/ 営業時間 10:00～16:00 英語対応 対応不可

電話番号 0761-21-1253 定休日 土日 祝 車イス対応 対応不可

今後の開催予定 個人向け ＧＥＭＢＡモノヅクリエキスポのみ 団体 教育関係のみ可

問合せ・予約
北村木箱㈱ 電話番号 ：0761-21-1253

URL ： － FAX ：0761-21-1252

団体
教育関係
訪日団体

0 電話番号 ：

URL ： FAX ：
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《小松製瓦㈱》 【モノヅクリエキスポ 2021 体験プログラム】
瓦

見学

プログラム名 瓦産地だった小松で唯一生き残った、レジェンドな瓦屋さんを見に行こう！

企画概要
(企画ポイント)

小松瓦の “いらかの波” は、北陸の気候風土が育んだ建築文化だった

GEMBAプログラム有数の規模を誇る工場見学。土づくりの現場や全長 70 m にもなる窯はインパクト大。
ドミノを並べたような何千枚もの瓦が焼けていく姿は圧巻です。本プログラムでは、九谷焼をはじめ、もともと窯業が盛んだったこの地域
に唯一残る最後の瓦屋さんを見学します。
北陸ならではの気候風土が育んだ瓦文化を知りに行きませんか？

内容

～当日の流れ～
１．受付
２．工場内見学（45分）
土づくり・成形・乾燥・焼成の全工程を見学。
全長70mのトンネル窯は必見の価値あり。

３．手作り瓦（鬼瓦）見学（30分）
手作業で瓦を成形する工程を見学していただきます。

※見学終了後、オリジナル商品のご購入も可。

販売価格 500 円/人(税込) 所要時間 90分

最少受付人員 1 名 最少催行人員 3 名 定員 10 名

実施場所 小松製瓦㈱〒923-0061 小松市国府台5丁目29-1

アクセス 北陸自動車道「小松IC」より約20分

駐車 場 あり（普通車 10 台分） 送 迎 無し

料金に
含まれるもの

見学料、消費税

受付締切日 利用日の 3日前まで 取消料 利用日の前日 50 % 当日50 %無断キャンセル 100 %

その他
（注意事項等）

事業者

事業者名 小松製瓦㈱ 住所 〒923-0061 小松市国府台5丁目29-1

URL http://komatsu-kawara.or.jp/ 営業時間 10:00～16:00 英語対応 対応不可

電話番号 0761-47-2219 定休日 無し 車イス対応 対応不可

今後の開催予定 個人向け ＧＥＭＢＡモノヅクリエキスポのみ 団体 教育関係のみ可

問合せ・予約
小松製瓦㈱ 電話番号 ：0761-47-2219

URL ： http://komatsu-kawara.or.jp/ FAX ：0761-47-0004

http://komatsu-kawara.or.jp/
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《小松マテーレ株式会社》 【モノヅクリエキスポ 2021 体験プログラム】
繊維

見学・体験

プログラム名 新たな発見！小松マテーレで繊維の世界を体験しよう

企画概要
(企画ポイント)

石川の繊維産業発展の歴史において大きな役割を担ってきた小松マテーレ。
現在は小松市に隣接する能美市にありますが創業時は現在の小松市役所のあたりに位置し、前身は小松織物工業共同組合の一部と
して設立された歴史を持ちます。
さまざまな生地をニーズに合わせて染色・加工する技術を高めてきた小松マテーレには、世界のファッション・テキスタイル業界からも熱
い視線が注がれてきました。
ファッションに限らずインテリアや車両内装、医療福祉、建材等の分野へも最先端素材を供給しています。
本プログラムでは、そんな小松マテーレが 2021 年にリニューアルしたファブリック・ラボラトリー「fa-bo（ファーボ）」をご紹介。
2015 年に世界的建築家・隈研吾氏が設計した「fa-bo」では、最先端ファブリックのアーカイブや小松マテーレの素材が採用された製品
の展示など、ファブリックの魅力や歴史を体感いただける施設となっています。また、小松マテーレの技術を使った染色体験などをして
いただけます。

内容

1. ～当日の流れ～
2. 集合・受付（10分） ファクトリーショップ「モノーボ（mono-bo）」にて受付
3. 見学ツアー（30分）小松マテーレ ファブリック・ラボラトリー「fa-bo （ファーボ）」見学
4. 染色体験60分）

３つのアイテム (マスク、巾着袋、コースター、眼鏡クリーナー)、
５つの.オニべジカラー(オニオン、オリーブ、ワイン、インディゴ、バンブー)から
お好みのものを選んで、おオリジナルアイテムを作ろう

5. オリジナルクッション作り（15分）
カラフルなカラーのハギレボール(製造工程で出る端材をボール状にしたもの)をお好
みの形のクッション袋に詰めて完成。
簡易的な機能加工の付与も可能(抗ウィルス加工など)。

6. 編み物体験（15分）
お好きなカラーの紐を 3 本選択しミサンガ作ができます。

販売価格 500 円/人(税込) 所要時間 120分

最少受付人員 1 名 最少催行人員 1 名 定員 10 名

実施場所 「小松マテーレ株式会社 ファーボ」〒929-0124 能美市浜町ヌ167

アクセス 北陸自動車道「能美根上スマートIC」より約5分、「小松IC」より約7分

駐車 場
あり

本社横「mono-bo」に32台
送 迎 無し

料金に
含まれるもの

見学案内料・体験料、材料費、用具レンタル料（エプロン）、保険料、消
費税

受付締切日 利用日の 7日前まで 取消料 利用日の前日 50 % 当日50 %無断キャンセル 100 %

その他
（注意事項等）

• [ fa-bo (ファーボ) ]館内の許可された場所以外での撮影は禁止です。
• 未就学児童の方の体験も可能ですが、必ず保護者の方の付き添いが必要です。
• 集合はファクトリーショップ「mono-bo（モノーボ）」です。能美市浜町ヌ168-8
• 見学のみ60分のコースもごさいます。

• ★ＧＥＭＢＡモノヅクリエキスポでは見学60分体験90分の特別コースでご案内しました。

事業者

事業者名 小松マテーレ株式会社 ファーボ 住所 〒929-0124 能美市浜町ヌ167

URL
https://www.komatsumatere.co.jp/cabko
ma/fabo.html

営業時間 10:00～17:00 英語対応 要相談

電話番号 0761-58-0374 定休日
火年末年始 G.W. お
盆期間

車イス対応 要相談

今後の開催予定 個人向け 可 団体 可

問合せ・予約
小松マテーレ株式会社 電話番号 ：0761-58-0374

URL ： URL ：https://www.komatsumatere.co.jp/cabkoma/fabo.html FAX ：0761-55-8101


