
金沢商工会議所

全国商工会議所観光振興大会
in 金沢

日程 : 2020年2月13日㈭〜15日㈯

参加者へのご案内
（注意事項）



 1. 到着後のご案内 
列車・高速バス利用の皆様へ

●金沢駅到着後、金沢駅兼六園口（東口）前が分科会会場（ホテル日航金沢）、全体交流会会場（ANAクラウンプラザホ
テル金沢）、全体会議会場（石川県立音楽堂）となっています。

（※金沢駅コンコースにツアーデスクが設置されています。ご不明な点がございましたら、係員にご相談ください。）

●各会場への通路には屋根または地下道が整備されています。
（※各会場への導線については5ページ大会会場 案内図をご確認ください。）

小松空港ご利用の皆様へ （金沢駅行きのご案内）

■リムジンバス（のりば①②）のご案内　　小松空港〜金沢市内（片道1,150円）

●小松空港から金沢駅西口及び香林坊へのリムジンバス（定期便／乗り換え無し）が運行されています。発車時刻は、航
空便の到着に合わせ状況に応じて出発いたします。基本的に到着後、約15分後に出発いたします。

●乗車券を小松空港ターミナル内、券売機でお求めいただき、降車時に運賃箱へお入れください。
●リムジンバスは金沢駅西口に停車します。大会会場へは金沢駅コンコースを通り、兼六園口（東口）へお越しください。
（※5ページ、大会会場案内をご確認ください。）

●分科会に参加せず、全体交流会前にホテルにチェックインされる方は金沢駅西口で降車せず、武蔵ヶ辻・近江町市場バ
ス停で降車（ANAホリデイ・イン金沢スカイ、三井ガーデンホテル、金沢ニューグランドホテル プレミアに宿泊される
方）、香林坊バス停降車（金沢東急ホテルに宿泊される方）することも可能です。

（※大会提携ホテルの場所については6ページ、宿泊先マップをご確認ください。）
（※注／全てのバスが武蔵ヶ辻・近江町市場、香林坊 行きではございません。小松空港内設置のツアーデスクにお尋ねください。）

●宿泊先ホテルから大会会場（金沢駅）までは、市内運行バス、タクシーをご利用ください。

■小松バス（のりば③）＋JR北陸本線のご案内　　小松空港〜小松駅（片道280円）＋小松駅〜金沢駅（片道510円）

●小松空港から小松駅まで空港連絡線が20〜30分毎に運行されています。
●小松駅から金沢駅まではJR北陸本線の普通列車をご利用ください。（1時間に1〜3本運行） 

特急列車の利用もできますが、その場合、小松駅〜金沢駅の片道料金は1,270円になります。（自由席）
（※詳しくは、小松空港内設置のツアーデスクにお尋ねください。）

●金沢駅降車後は、金沢駅コンコースを通り、兼六園口（東口）へお越しください。
（※5ページ、大会会場案内をご確認ください。）

金沢駅

金沢駅西口

大会会場 （東口）

小松インター 金沢西インター松任海浜公園

JR北陸本線

北陸自動車道

北陸松任
駅西合同庁舎前

※降車が金沢駅西口、武蔵ヶ辻･近江町市場、
香林坊の場合も同一です。

※小松空港から小松バス、JR北陸本線乗り継ぎをご利用の場合、
小松駅での列車待ち時間は含まれておりません。

武蔵ヶ辻･近江町市場
（三井住友銀行前）

香林坊
（四高記念館前）

小松駅

小松空港

小松空港→金沢駅西口　約40分

小松駅→金沢駅　約17分 （特急列車利用）

小松駅→金沢駅　約31分 （普通列車利用）

小松空港リムジンバス
1,150円

小松バス
280円

1,270円 ※自由席

510円 約10分

約12分

約5分

貸切バス・自家用車 ご利用の皆様へ

●貸切バスで、お越しの際、降車場は貸切バス運行会社の指示に従ってください。
●自家用車でお越しの際は、各会場駐車場、宿泊先ホテル駐車場、会場周辺の駐車場（有料）などをご利用ください。 

駐車できる台数には限りがございます。 
満車の場合は郊外駐車場（有料）等をご利用の上、公共交通機関に乗り換えてのご来場をお勧めいたします。

（※お時間に余裕を持ってお越しください。）

ツアーデスク

●金沢駅コンコース（2/13㊍）、小松空港（2/13㊍）、全体会議会場（2/14㊎）にはJTBのツアーデスクを設置しています。
各会場へのアクセスや宿泊先ホテルへの移動、エクスカーション参加集合場所への案内を行っています。
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 2. 分科会について 
2月13日㈭
分科会　14:00〜16:00（開場／13:00）

会場のご案内  ホテル日航金沢 （金沢市本町2丁目15-1）金沢駅 兼六園口（東口）から徒歩 約3分 ※金沢駅より地下道あり

■分科会 1／4階　テーマ「地域の特性を活かした⾷⽂化の発信」
■分科会 2／4階　テーマ「広域連携による観光資源の新たな活用」
■分科会 3／3階　テーマ「老舗企業の技と伝統」
■分科会 4／3階　テーマ「外国人から見たクールジャパン」
■分科会 5／4階　テーマ「これから訪れる新しい観光の可能性」

●13日㈭の宿泊が🅑エリアの提携4ホテル（ANAホリデイ・イン金沢スカイ、三井ガーデンホテル金沢、
金沢ニューグランドホテル プレミア、金沢東急ホテル）の方には、宿泊ホテルへの「手荷物配送サービス」

（無料）がございます。
　ご利用を希望される方は分科会参加の前に、ホテル日航金沢1階の専用受付に宿泊確認証を提示の上、事前に送付

した専用タグを取り付けた手荷物（1人1個まで）をお預けください。
●開催各フロア、（3階および4階）に、クロークがございます。手荷物、コートなどをお預かりいたします。
●開催各フロア、（3階および4階）に、インフォメーションがございます。ご不明な点があればお尋ねください。
●14:00開始となりますので、10分前までにご着席ください。

 3. 全体交流会について 
2月13日㈭
全体交流会　17:30〜19:00（開場／16:45）

会場のご案内  ANAクラウンプラザホテル金沢 3階（金沢市昭和町16-3）金沢駅 兼六園口（東口）から徒歩 約1分

●会場に到着されましたら、1階 特設クロークに手荷物、コートなどをお預けください。
●会場1階に、インフォメーションがございます。ご不明な点があればお尋ねください。
●会場内では、着席にてご飲食いただきます。お席につきましては、1階インフォメーションにて配布する座席表をご確

認ください。
●16:45開場、17:30開始となりますので、10分前までにご着席ください。

●参加者専用シャトルバスの運行について（無料）
◆2月13日（木） 全体交流会終了後
全体交流会会場（ANAクラウンプラザホテル金沢）、ライトアップ主要観光地、中心市街地ホテルを結ぶ循環シャトル
バスを運行しますので、中心市街地ホテルの宿泊者以外の方も夜の観光にご利用ください。
ルートは6ページ、宿泊マップで確認ください。時刻は次ページ記載の通りとなります。 
ご不明点等ございましたら、インフォメーションスタッフにお尋ねください。
〇主な停車場所の情報
　❷橋場町 バス停⋯⋯⃝ひがし茶屋街、主計町茶屋街等に行かれる方はこちらで降車ください。
　❸兼六園下・金沢城 バス停⋯⋯⃝兼六園、金沢城に行かれる方はこちらで降車ください。
　❹広坂・21世紀美術館 バス停⋯⋯⃝金沢21世紀美術館等に行かれる方はこちらで降車ください。
　❺香林坊ふらっとバス停（あおぞら薬局前）⋯⋯⃝香林坊、片町等に行かれる方はこちらで降車ください。

バス停 第1便 第2便 第3便 第4便 第5便 第6便 第7便
始発 ANAクラウンプラザホテル 19:00 19:05 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00

最初のみ 武蔵ヶ辻・近江町市場（ANAホリデイ・イン金沢スカイ向い） 19:03 19:08 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

❶ 尾張町 バス停 19:05 19:10 19:45 20:05 20:25 20:45 21:05

❷ 橋場町 バス停 19:07 19:12 19:47 20:07 20:27 20:47 21:07

❸ 兼六園下・金沢城 バス停 19:12 19:17 19:52 20:12 20:32 20:52 21:12

❹ 広坂21世紀美術館前 バス停 19:14 19:19 19:54 20:14 20:34 20:54 21:14

❺ 香林坊 ふらっと バス停（あおぞら薬局前） 19:15 19:20 19:55 20:15 20:35 20:55 21:15

❻ 香林坊 バス停（ラモーダ前）（金沢東急ホテル） 19:17 19:21 19:56 20:16 20:36 20:56 21:16

❼ 尾山神社前 バス停（金沢ニューグランドホテル裏） 19:19 19:23 19:58 20:18 20:38 20:58 21:18

❽ 南町・尾山神社 バス停（三井ガーデンホテル金沢向い） 19:20 20:24 19:59 20:19 20:39 20:59 21:19

❾ 武蔵が辻・近江町市場 バス停（ANAホリデイ・イン金沢スカイ前） 19:22 20:26 20:01 20:21 20:41 21:01 21:22

終点 ANAクラウンプラザホテル 19:28 20:32 20:07 20:27 20:47 21:07 21:27
●第3便以降は20分おきに運行いたします。　※時間は目安です。全体交流会終了時間によって前後する場合があります。

◆2月14日（金） 全体会議開始前（朝）
中心市街地ホテルと全体会議会場（石川県立音楽堂）を結ぶシャトルバスを運行します。
ルートは6ページ、宿泊先マップの❻❼❾を通りますが、❽には停車いたしません。
三井ガーデンホテル金沢に宿泊されている方は、❼または❾の停留所から乗車くださいますようお願いいたします。

バス停

始発 ❻ 香林坊 バス停（ラモーダ前）（金沢東急ホテル）

❼ 尾山神社前 バス停（金沢ニューグランドホテル裏））

❾ 武蔵が辻・近江町市場 バス停（ANAホリデイ・イン金沢スカイ前）

終点 全体会議会場（石川県立音楽堂） ※運行時刻は別紙にてご案内いたします。

 4. 全体会議について 
2月14日㈮
全体会議　9:00〜12:30（開場／8:00、オープニング／8:45）

会場のご案内  石川県立音楽堂コンサートホール 2階 （金沢市昭和町20-1）金沢駅 兼六園口（東口）から徒歩 約1分

●会場に到着されましたら、地下1階 クロークに手荷物、コートなどをお預けください。
●会場1階に、インフォメーションがございます。ご不明な点があればお尋ねください。
●会場での受付はございません。事前に送付させていただいております。参加証をご持参ください。
●8:45にオープニング開始となりますので、10分前までにご着席ください。
●全体会議終了後、エクスカーションに参加されない方への昼食（弁当）の提供はございません。
●「荷物配送カウンター（ゆうパック）」の設置について 

2月14日（金）8:00〜14:00、会場1階ロビーにおいて荷物配送カウンター（有料）を設置いたします。 
手荷物、お土産品などをご自宅等にお送りになられる方は是非ご利用ください。  
なお、当日は混雑が予想されることから、着払いでの発送にご協力をお願いいたします。 

3 4



N

50250 （m）

金沢駅

金沢駅前中央

金沢駅前東

金沢駅前南

本町二丁目

日吉町

広岡東

広岡

ホテル金沢

ガーデンホテル金沢

コンサートホール
入口 

邦楽ホール
入り口

ヴィサージュ

歩道または広場地下通路

ホテル日航金沢

石川県立音楽堂
コンサートホール

ANAクラウンプラザ
ホテル金沢

金沢港口
（西口）

兼六園口
（東口）

●もてなしドーム

小松空港リムジンバス
降車場
●

小松空港リムジンバスのりば③●

タクシー乗り場●
おみやげ・グルメ
金沢百番街
あんと

あんと西

●
金沢駅前交番

東口
バスターミナル

コンコース
（往来可能）

一般車両
進入禁止

一般車両
進入禁止

一般車両
進入禁止

一般車両
進入禁止

西口
バスターミナル

●鼓門

●
バス降車場

金沢フォーラス

分科会会場

全体交流会会場

全体会議会場 シャトルバス発着

A-1

A-3

A-9

B-4

A-11

A-7
A-8

A-10

A-5

B-1

B-2

A-6

A-4

野町広小路

別院通り口

広岡一丁目

北安江高架下

むさし西

兼六園下

西門口前

堀川町中

浅野本町

堀川町西

兼六坂上

上堤町

大手町

博労町

彦三町

森山北

上堤町

香林坊

白菊町

六枚
白銀

武蔵

広岡

三社

元車

橋場

東山

南町

尾山

長町

片町

広坂

　

ホテル金沢
ヴィアイン金沢

金沢マンテンホテル駅前

金沢セントラルホテル

A-2 ユニゾインエクスプレス金沢駅前

ガーデンホテル金沢

ANAクラウンプラザ
ホテル金沢

ホテルマイステイズ金沢キャッスル

シャトルバスルート
（2/13㈭夜 運行）

シャトルバスルート

駅東口バスターミナル

北陸新幹線

金沢
フォーラス

武蔵ヶ辻・近江町市場（三井住友銀行前）

武蔵ヶ辻・近江町市場 バス停
（ANAホリデイ・イン金沢スカイ前）

武蔵が辻・近江町市場 バス停
（ANAホリデイ・イン金沢スカイ向い）
※第1便、第2便 のみ停車

尾張町
バス停

橋場町 バス停

兼六園下・金沢城
バス停

広坂21世紀美術館 バス停

石川県立
音楽堂

香林坊
（四高記念館前）

香林坊 バス停
（ラモーダ前）

（金沢東急ホテル）

香林坊 ふらっと バス停
（あおぞら薬局前）

尾山神社前 バス停
（金沢ニューグランドホテル裏）

南町・尾山神社 バス停
（三井ガーデンホテル金沢向い）

いしかわ四高
記念公園

玉川公園

石川県政記念
しいのき迎賓館

石川門

菱櫓・五十間長屋・橋爪門続櫓

三十間長屋
長町武家屋敷跡

にし茶屋街

玉泉院丸庭園

金沢商工会議所

尾山神社

金沢市役所

ANAホリデイ・イン金沢スカイ

B-3金沢ニューグランドホテル プレミア

三井ガーデンホテル金沢

金沢東急ホテル

金沢駅

金沢城公園

金沢21世紀美術館

兼六園

ホテル日航金沢

東横イン金沢駅東口

ホテルルートイン
金沢駅前

寺島蔵人邸跡

大樋美術館
料亭 金城樓

室生犀星記念館

金沢市老舗記念館
前田土佐守家
資料館

石川県立歴史博物館金沢市立中村記念美術館

かなざわ石亭
金沢ふるさと偉人館

※●❼の場所はホテルの裏側が停車場となりますのでご注意ください。
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● JR利用の場合
［北陸新幹線］

東京駅 ······ 金沢駅 （約2時間30分）

［東海道新幹線／特急しらさぎ］
名古屋駅 ··· 金沢駅 （約2時間30分）

［特急サンダーバード］
大阪駅 ······ 金沢駅 （約2時間40分）

● 飛行機利用の場合
東京（羽田） ···· 小松空港 （約1時間）
東京（成田） ···· 小松空港 （約1時間15分）
東京（羽田） ···· のと里山空港 （約1時間）
札幌 ··············· 小松空港 （約1時間40分）
仙台 ··············· 小松空港 （約1時間10分）
福岡 ··············· 小松空港 （約1時間10分）
那覇 ··············· 小松空港 （約2時間）
※小松空港から金沢駅まではP2を参照ください。

● 車利用の場合
［関越自動車道］-［上信越自動車道］-［北陸自動車道］

東京（練馬IC） ·············· 金沢東IC （約5時間20分）

［名神高速道路］-［北陸自動車道］
愛知（一宮IC） ·············· 金沢西IC （約2時間30分）

［名神高速道路］-［北陸自動車道］
大阪（吹田IC） ·············· 金沢西IC （約3時間10分）
※金沢西IC・金沢東ICより金沢駅まで約15分

アクセス

 大会会場案内 

◆金沢駅から全体会議会場である石川県立音楽堂コンサートホールまでは屋根が整備されています。
　また、荒天時にはもてなしドーム地下広場からの地下通路（⃝⃝⃝⃝⃝）をご利用ください。
◆金沢駅から交流会会場であるANAクラウンプラザホテルまでは屋根が整備されています。
◆分科会会場であるホテル日航金沢へお越しの際、荒天時にはもてなしドーム地下広場からの地下通路（⃝⃝⃝⃝⃝）をご利用ください。

 宿泊先マップ 
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 5. エクスカーションについて 
●2月の金沢市の平均気温は4度前後です。朝夕は特に肌寒く感じますので、厚手のコート、ジャンパー等、防寒対策を

十分にしてご参加ください。

●日帰りコースのB E G、1泊2日コースのI J K に参加される方は、全体会議終了後、会場である 
石川県立音楽堂 地下1階 交流ホールにて昼食（弁当）をとっていただいた後の出発になります。

●いずれのコースも、石川県立音楽堂1階、ツアーデスク前に集合してから出発いたします。 
出発時刻の10分前には、必ず集合場所にお集まりください。

（※集合場所で点呼の上、バス乗り場に向かいます。直接バス乗り場には向かわないでください。）

2月14日㈮
日帰りコースのご案内　出発／13:00 ACDFACDFコース、 出発／13:30 BEGBEGコース

2月14日㈮〜15日㈯
1泊2日コースのご案内　出発／13:30 IJKIJKコース

A 金沢の町家周遊と料亭会席に舌鼓コース
●屋外での視察・散策がございますので、足元は歩きやすい

靴をおすすめいたします。

到着 出発

石川県立音楽堂 13：00

13:20 つば甚（昼食）
北陸の四季折々の料理（伝統の本格加賀料理） 14:30

14：45 にし茶屋街 15:10

15：25 長町武家屋敷跡 徒歩→

→徒歩 金沢市老舗記念館 16：30

17：00 金沢駅
→徒歩→ 表記以外はバス移動

F 金沢フレンチと前田家ゆかりの地コース
●屋外での視察・散策が大半となりますので、足元は歩きやす

い靴をおすすめいたします。

到着 出発

石川県立音楽堂 13：00

13:30 ジャルダン ポール・ボキューズ（昼食）
『デジュネ』（フレンチ3コース） 15:00

15：15 長町武家屋敷跡 16:00

16：15 尾山神社 17：00

17：30 金沢駅
全行程バス移動

C 商人の街の食文化に触れる旅コース
●屋外での視察・散策がございますので、足元は歩きやすい

靴をおすすめいたします。

到着 出発

石川県立音楽堂 13：00

13:20 かなざわ石亭（昼食）
百万石会席（老舗料亭の加賀料理） 14:30

14：45 近江町市場 15:30

15：45 ひがし茶屋街 16:30

17：00 金沢駅
全行程バス移動

E 金沢城下町定番コース
●屋外での視察・散策が大半となりますので、足元は歩きやす

い靴をおすすめいたします。

到着 出発

石川県立音楽堂（昼食）
金沢老舗料亭のお弁当を準備 13：30

13:50 兼六園・金沢城公園 15:45

16：00 ひがし茶屋街 16:45

17：15 金沢駅
全行程バス移動

B 新旧文化を巡る美術館と工芸体験コース
●金箔貼り体験では銘々皿での金箔貼り体験を予定しており

ます。

到着 出発

石川県立音楽堂（昼食）
金沢老舗料亭のお弁当を準備 13：30

13:50 鈴木大拙館
金沢市立中村記念美術館 14:30

14：40 金沢21世紀美術館 15:30

15：45 金箔貼り体験（かなざわカタニ） 17：00

17：30 金沢駅
全行程バス移動

G 蔵元見学とアーキテクチャー・ツーリズムコース
●蔵元見学では「酒蔵物語」映像鑑賞、仕込み水「百年水」の 

ご案内、試飲が主な内容となります。

到着 出発

石川県立音楽堂（昼食）
金沢老舗料亭のお弁当を準備 13：30

14:00 蔵元見学（SAKE SHOP 福光屋） 14:45

14：50 石川県立歴史博物館 15:50

16：00 谷口吉郎・吉生記念 金沢建築館 16：45

17：15 金沢駅
全行程バス移動

D 港町での伝統産業と日本海の幸コース
●直源醤油では工場見学のほかに、お買い物の時間もござ

います。

到着 出発

石川県立音楽堂 13：00

13:30 割烹 宝生寿し（昼食）
おまかせコース（12貫） 14:25

14：30 醤油工場見学（直源醤油） 15:20

15：30 石川県銭屋五兵衛記念館 16:30

17：00 金沢駅
全行程バス移動

到着 1日目／2月14日㈮ 出発

石川県立音楽堂（昼食）
金沢老舗料亭のお弁当を準備 13：30

15：30 白峰雪だるままつり 16:30

18：00 山代温泉 瑠璃光（泊）

到着 2日目／2月15日㈯ 出発

山代温泉 瑠璃光 8:30

8:50 鶴仙渓 9:20

9:45 那谷寺 10:30

11:15 白山比咩神社 12:00
徒歩→

→徒歩
12:05

和田屋（昼食）
山家会席のお食事（白山の自然の恵みなど） 13:00

13:45 兼六園・金沢城公園 15：40

16:00 金沢駅
→徒歩→ 表記以外はバス移動

I “冬の白山”自然の情景と歴史に触れる旅コース
●屋外での視察・散策が大半となりますので、足元は歩きやす

い靴をおすすめいたします。
●初日の白峰雪だるままつりについては、積雪状況により 

中止となる場合がございます。中止の場合は代案として、
石川県九谷焼美術館にご案内いたします。
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 6. 金沢百番街チケットのご案内 
お土産購入にご利用ください　（物産展は開催しません）

●2月12日㈬〜16日㈰に、金沢駅構内のショッピングモール、 
金沢百番街「あんと」・「あんと西」で利用できる500円チケット
を同封いたしました。金沢、加賀、能登の名産品を是非お買い 
求めください。

●チケットはお1人様1枚の使用とさせていただきます。
●対象外店舗もありますので、詳しくはチケット裏面をご覧くだ

さい。

（※金沢百番街「あんと」の場所は5ページ、大会会場案内をご確認ください。）

 7. 金沢バル開催のご案内 
北陸最大級 まちなかの飲み歩き・⾷べ歩きイベント
市内84の飲食店が参加、全体交流会後の二次会会場などにご活用ください

チケット1冊（バルチケット5枚綴り）　前売り券 : 3,500円（税込）　当日券 : 4,000円（税込）

●大会期間中を含む、2月11日㈫〜2月13日㈭に、市内中心部に位置する84の飲食店が参加するイベント 
「金沢バル」が開催されます。

●チケットを購入して参加店に行くと、チケット1枚または2枚で「1ドリンク+1フード以上」のバル限定のメニューが 
味わえます。最大で5店舗までご利用いただけます。

●また、指定されたタクシー会社でも600円の金券としてお使いいただけます。
●チケット購入はWEBからの前売り購入がお買い得です。詳細は、同封したパンフレットや下記URLをご覧ください。

　https://kanazawa-bar.com/
　※大会参加者に限り、WEBからの前売り購入申込を、1月31日㈮ 

　までとさせていただきます。
●大会参加者限定で、全体交流会会場（ANAクラウンプラザホテル

金沢）でのチケット受取が可能となりますので、WEB申込の際に
該当箇所の入力をお願いします。

　受け渡し時間と場所は2月13日㈭16:30頃からANAクラウンプ
ラザホテル金沢1階 観光振興大会インフォメーションを予定して
います。チケット代金のご用意をお願いいたします。

到着 1日目／2月14日㈮ 出発

石川県立音楽堂（昼食）
金沢老舗料亭のお弁当を準備 13：30

14:00 ひがし茶屋街・主計町茶屋街 15:45

16：00 にし茶屋街 17:00

17:15
つば甚（芸妓）（夕食）

芸妓のおもてなし、演舞を鑑賞
北陸の四季折々の料理（伝統の本格加賀料理）

19:30

19:45 金沢ニューグランドホテル プレミア（泊）

到着 1日目／2月14日㈮ 出発

石川県立音楽堂（昼食）
金沢老舗料亭のお弁当を準備 13：30

14：00 兼六園 15:00

17：00 飛騨高山温泉 高山グリーンホテル
または　ひだホテルプラザ（泊）

到着 2日目／2月15日㈯ 出発

金沢ニューグランドホテル プレミア 9：00

9:20 石川県立伝統産業工芸館 10:00
徒歩→

→徒歩
10:05 兼六園 11:00

徒歩→

→徒歩
11:10 金沢城公園 11:50

12:00 かなざわ石亭（昼食）
百万石会席（老舗料亭の加賀料理） 13:00

13:15 大樋美術館 13:45

14：00 近江町市場 14：45

15：00 金沢駅
→徒歩→ 表記以外はバス移動

到着 2日目／2月15日㈯ 出発

宮川朝市 ※出発前自由散策

飛騨高山温泉 高山グリーンホテル
または　ひだホテルプラザ 10：00

10:10 飛騨高山 古い町並 11:00

12:00 お食事処 忠兵衛（昼食）
飛騨牛朴葉焼のお食事（郷土料理）

13:00
徒歩→

→徒歩
13:10 白川郷 14:00

14：40 五箇山 15：45

17：15 金沢駅
→徒歩→ 表記以外はバス移動

J 伝統工芸・名工の技と金沢芸妓・老舗料亭コース

K 世界遺産と北陸、飛騨の３つ星をめぐる旅コース

●屋外での視察・散策が大半となりますので、足元は歩きやす
い靴をおすすめいたします。

●屋外での視察・散策が大半となりますので、足元は歩きやす
い靴をおすすめいたします。

●2日目の宮川朝市は各自での自由散策となります。
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