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全国商工会議所
観光振興大会
2020年2月13日(木）〜15日(土）

13 木 分科会　　　　ホテル日航金沢など
  全体交流会　　ANAクラウンプラザホテル金沢
14 金 全体会議　　　石川県立音楽堂コンサートホール
  エクスカーション 日帰りコース
14 金

〜   エクスカーション 1泊2日コース
15 土
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守るチカラ。創るチカラ。〜伝統と革新〜
「伝統と革新」が織り成す個性を活かした地域の観光創生に向けて
　各地の観光地では、我が国全体の人口減少や観光ニーズの多様化から、大きな質的変化を
迫られています。
　現在、日本は世界的に注目度が高まっており、訪日旅行者が今後も増え続けると予測される
中、観光業をいかに持続可能な産業に育てていくかが課題となっております。
　そこで、日本特有の魅力や古き良きものの新たな可能性の検証、地域観光が持つ独自性の�
発見など、こうした観点を「守るチカラ。創るチカラ。〜伝統と革新〜」というテーマに集約し�
議論を重ねる場が今こそ必要ではないかと考えます。
　観光に求められる地域の食や風習、固有の歴史文化、�古くから作られてきた街並みや自然�
環境、それら地域の�個性は広く密接につながっていますが、各地に永く続いて�いる老舗やそこで
暮らす人々が、その個性をつなぎ、活かしていかなければなりません。

　今回、金沢を会場に多様な観光振興の
在り方を共に学び、各地の個性を活かした
広がりのある地域の観光創生につな�がる
よう準備を進めてまいります。

大会
趣旨



13日木

分科会
14:00〜16:00
ホテル日航金沢 など

全体交流会
17:30〜19:00
ANAクラウンプラザホテル金沢

14日金

全体会議
9:00〜12:30

（8:45〜オープニング）
石川県立音楽堂コンサートホール

エクスカーション
13:00〜 または 13:30〜
⃝日帰りコース　7コース

14日金〜15日土

エクスカーション
13:00〜 または 13:30〜
⃝1泊2日コース　4コース
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［概要・全体日程］
2020年2月

全国商工会議所
観光振興大会
in 金沢
主催 日本商工会議所
 金沢商工会議所
共催 石川県商工会議所連合会
※このプログラムの内容・詳細につきましては、今後変更になる場合が
　ございます。
※写真は全てイメージです。実際とは異なる場合があります。
※写真提供は、石川県、金沢市、高山市 他です。
※このパンフレットは2019年8月1日現在の情報を記載しています。



分科会
日 時  2020年2月13日木 14:00〜16:00（受付／13:00）

会 場  ホテル日航金沢 など（金沢駅周辺を予定しています）

分科会全体テーマ :

「伝統と革新 〜地域の個性を活かした観光創生〜」
地域が連綿と受け継いできた固有の魅力を活用し、新たな観光の可能性を創造します。

地域の特性を活かした
⾷⽂化の発信
地域には固有の食文化が豊かに醸成されていること 
から、世界に通じるグローバルで洗練された和食文化を
テーマに学びます。

コーディネーター

浅⽥ 久太 ⽒
㈱浅田屋 代表取締役社長
金沢市料理業組合 理事長

㈱浅田屋1995年入社、2012年より現職。
金沢市旅館ホテル協同組合 理事長、金沢市観光協
会 理事、石川県観光連盟 理事、金沢商工会議所 
議員、金沢経済同友会 常任幹事、石川県中小企業
団体中央会 理事などの公職を持つ。
金沢市料理業組合においては、2009年より金沢の
料亭とニューヨークの星つきトップレストランとの料理
人交換留学事業を実行委員長として現在も継続実
施している。

山本 晴一 ⽒
㈱ヤマト醤油味噌 社長
1957年生まれ。1976年4月埼玉大学入学。1979年6月
オレゴン大学留学(University of Oregon, Business 
Administration)。1980年3月帰国。1981年3月埼玉大学卒
業。1983年9月㈱ヤマト醤油味噌入社。2005年5月同 代表取
締役社長 就任。現在に至る。

ティナ・サユリ・グレースマン ⽒
メディアコーディネーター
カリフォルニア州立大卒業後、欧米の海外メディアが日本を取
材する際のフィクサー / コーディネーターを務める。テレビ、
YouTube、Netflixなど活動は多岐にわたる。CNN、BBS、
CBS、ABC、ナショナルジオグラフィック、トラベルチャンネルな
ど、多くの実績により海外メディアから絶大な信頼を得ている。

太下 義之 ⽒
文化政策研究者　（独）国立美術館 理事
博士（芸術学）。（公社）日展理事。政策分析ネットワーク共同副代表。 
文化経済学会〈日本〉理事。日本文化政策学会理事。東京芸術文化評
議会委員。2020年オリンピック・パラリンピック文化プログラム静岡県
推進委員会副理事長。アーツカウンシル新潟アドバイザー。鶴岡市食
文化創造都市推進協議会アドバイザー。著書『アーツカウンシル』等。

 分科会 1 パネリスト（五十音順）
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老舗企業の技と伝統
社会環境の変化に適応し魅力を発信し続ける老舗企業の
経営者等から、持続可能な観光振興のヒントを学びます。

広域連携による
観光資源の新たな活用
各キーマンを一堂に会し、「足を引っぱるより、手を引っ
ぱれ」を合い言葉に新たな観光資源の開発や広域連携の
方策を探ります。

コーディネーター

福光 太一郎 ⽒
㈱福光屋 専務取締役

1978年、㈱福光屋の14代目として金沢市に生まれ
る。大学卒業後、ニューヨークへ。帰国後は東京にて
不動産開発会社へ入社。ビジネスホテルを運営する
子会社の立ち上げに協力。その後アパレルメーカーに
入社し、WEB関連の企画に従事した後、2010年7月
に㈱福光屋へ入社。同年8月に取締役就任。2012年
8月より現職。2018年、（公社）金沢青年会議所理事長。
2019年にはNPO法人文化都市金沢構想を立ち上
げる。

コーディネーター

庄⽥ 正一 ⽒
㈱金沢ニューグランドホテル 取締役社長
金沢商工会議所 観光文化委員長 ・ 金沢ホテル懇話会 会長

1968年㈱大和入社。1972年㈱金沢ニューグランド
ホテル取締役社長。金沢ホテル懇話会会長として、
2013年に「足を引っぱるより、手を引っぱれ」を合い
言葉に誘客プロジェクト「金澤八家」を発足し、官民一
体となり「有るものを活かして無いものを創る」をキー
ワードに観光資源を開発するとともに、広域交通網を
活用し、北陸、中部、東北、関西で広域観光旅行商品
化プロモーションを展開している。また、海外誘客では、
東南アジア各国をはじめフランス、イタリア、オーストラ

リア、アメリカ等でトップセールスを実施している。更に、金沢市観光協会理事をは
じめ、石川県観光連盟副理事長、北陸経済連合会広域観光推進副委員長として、
地域経済の活性化と交流人口の拡大に取り組んでいる。

日根野 逸平 ⽒
加賀種食品工業㈱ 専務取締役
1978年生まれ。コンピュータ系専門学校卒業後、WEB関連の
仕事に携わり、2003年に入社、2011年より現職。もなか皮を製
造するメーカーとして、全国の和菓子店に製品を納める。15年ほ
ど前から他業種への販路を拡大し、もなか皮があらゆる食のシー
ンで使われる食材の一つとして認知されることを目指している。

堀　𣳾則 ⽒
㈱ひだホテルプラザ 取締役会長 ・ 高山商工会議所 副会頭 

（一社）飛騨・高山観光コンベンション協会 会長（代表理事）
1975年㈱ひだホテルプラザ入社　取締役支配人。2001年代表取締役、2014
年より現職。同社の経営に従事する中で、高山商工会議所の副会頭（2010年）や 

（一社）飛騨・高山観光コンベンション協会の会長（2012年）に就任し、各種団体との
連携を図り地域経済の発展のため観光振興や商業の活性化等に尽力している。

奈良 祐希 ⽒
陶芸家・建築家
1989年金沢市生まれ。十一代大樋長左衛門の長男。2017年 東
京藝術大学大学院美術研究科建築専攻首席卒業。建築と陶芸
の融合をテーマに創作活動を行っている。2018年に金沢21世紀
美術館、台南市美術館(台湾)にて「五行茶室」を発表したほか、パ
リ、ロンドン、バーゼルなど世界各地で個展やグループ展を行う。

大友 佐悟 ⽒
㈱大友楼 取締役
2012年㈱大友楼入社
2013年より現職
同社において現在は製造部を中心に従事している。
また企画開発などにも従事しており、地域振興や商業の活性化
にも取り組んでいる。

荻野 光貴 ⽒
（一社）中央日本総合観光機構 常務理事 兼 事務局長
1972年新潟県生まれ。ニュージーランドにて日本式温泉リゾート
開発運営。帰国後、旅館経営の傍ら観光関連団体と地域活性事
業を実施。その後、コンサルタント業を経て2017年4月（一社）ツーリ
ズムとよた初代専務理事兼事務局長として法人組織設立責任
者に。2019年4月現法人事務局長に着任、現在に至る。

前⽥ 洋明 ⽒
西日本旅客鉄道㈱ 執行役員金沢支社長
1988年西日本旅客鉄道㈱入社 
2012年監査部長、2015年執行役員福知山支社長、2017年執
行役員近畿統括本部副本部長・近畿統括本部神戸支社長を経
て、2018年6月より現職。2018年より金沢商工会議所の議員に
就任、運輸・車両業部会を中心に参画している。

諸江　豊 ⽒
㈱落雁諸江屋 専務取締役
2010年大学卒業後、㈱末富に入社。5年間の修業を経る。
2015年より㈱落雁諸江屋に入社、現在に至る。同社では、取引
先への営業、商品開発、個人様向けの商品提案を中心に従事す
る。2018年より（公社）金沢青年会議所に入会し、現在は金沢の
伝統工芸を生活に定着させる活動を行う。

東井 芳隆 ⽒
（一財）関西観光本部 専務理事
1983年4月運輸省入省。外務省在カナダ日本国大使館一等書
記官、国土交通省大臣官房審議官、国土交通省危機管理・運輸
安全政策審議官などを経て2017年7月退官。
2017年11月㈱ニトリホールディングス(上席執行役員）。
2019年6月（一財）関西観光本部専務理事就任、現職。
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これから訪れる
新しい観光の可能性
観光客の多様なニーズに応え、何度も足を運んでもらえる
新しい観光コンテンツの可能性を模索します。

外国人から見たクールジャパン
インバウンドの急激な増加に対応し地方に呼び込んでいく
ために、外国人の視点から地域が持つ魅力を探ります。

コーディネーター

⼋⽥　誠 ⽒
（一社）金沢市観光協会 副理事長

金沢市生まれ。立命館大学卒業。1979年に金沢市
役所に入庁。2009年企画調整課長、2012年市長公
室長、2013年経済局長。2017年3月退職。在庁中
は、北陸新幹線開業に向けた諸事業やユネスコ創造
都市ネットワークのクラフト分野における世界初認定、
さらには、金沢の「食と工芸」を東京で発信する拠点
「dining gallery銀座の金沢」の開設・運営に取り組
むなど、創造的なまちづくりとその魅力の世界に向けた
発信に従事した。2018年4月に（一社）金沢市観光協会

専務理事、同年6月から副理事長として、金沢市の観光振興に取り組んでいる。

コーディネーター

山下 真輝 ⽒
㈱JTB総合研究所 主席研究員
コンサルティング事業部 交流戦略部長

JTBグループが全社で推進する観光を基軸とした地
域活性化事業として立ち上げた「地域交流プロジェク
ト」をJTBグループ本社で推進するべく、全社戦略の
策定や人財育成に取組み、観光庁、経済産業省、文部
科学省等の中央省庁における観光立国に関する様々
な政策にも関わっている。また全国各地から講演会や
パネルディスカッションの出演依頼も多数あり、全国各
地の観光地域づくりや6次産業化に関するセミナーや
シンポジウムにおける講演活動や観光人材育成講座

の講師や（一社）日本スポーツツーリズム推進機構における観光地域づくり委員会委
員長など観光分野の各種委員を多数務めている。内閣官房地域活性化伝道師と
して全国各地の観光振興のアドバイスを行っている。2018年4月より現職。

吉⽥ 博詞 ⽒
㈱地域ブランディング研究所 代表取締役
広島県生まれ。筑波大学卒。㈱リクルート・㈱地域活性プランニ
ングを経て2013年㈱地域ブランディング研究所設立。地域の
アイデンティティをプログラム化するコンサルティングを浅草・広
島・せとうち等で展開。欧米豪アジアの旅行会社と地域を繋ぐ、
多言語日本文化体験予約サイト『Attractive JAPAN』も運営。

坪井 泰博 ⽒
㈱JTB 執行役員  訪日インバウンドビジネス推進部長
上海錦江国際 JTB会展有限公司 総経理、㈱ JTB執行役員・
㈱ JTB関東 代表取締役社長、JTBアジアパシフィック取締役
社長を経て、その経験を基にJTBグループインバウンド責任者で
ある現職に。講演実績多数。著書「超・インバウンド論」

葦名 理恵 ⽒
北陸学院大学短期大学部コミュニティ文化学科 助教
専門分野：観光・コミュニケーション、ホスピタリティ教育 
前職より各種地域団体と協力し、着地型観光商品の企画、販売・
催行に携わる。2018年現職に就任。次世代の観光人財育成に
努める。学生と共にインバウンド向けコンテンツを企画、モニター
ツアーなどを実施している。

アレクサンドル・ルロワ・コルト ⽒
（一社）加賀市観光交流機構インバウンドコーディネーター
フランス出身。2006年4月に妻の故郷石川県加賀市へ移住。日本語
を含め8ヵ国語を話す。2016年11月より、JR加賀温泉駅構内の「加賀
市観光情報センター KAGA旅・まちネット」において、インバウンドコー
ディネーターとして外国人旅行者に対する窓口案内のほか、旅館従業
員向けの英会話教室や外国人受け入れの各種事業の通訳も行う。

ジャーマン・ルース マリー ⽒
㈱ジャーマン・インターナショナル 代表取締役社長
米国ノースカロライナ州生まれハワイ州育ち。1988年に㈱リクルートに入
社。1998年に日本語能力試験（JLPT）1級合格、2006年に欧米系女性とし
て初の日本の宅地建物取引士となる。2012年に起業し各地のインバウンド
対策のコンサルティングを行う他、神奈川県地方創生推進員、復興庁の「新
しい東北」事業の有識者として日本のインバウンド対策の第一線を走る。

横川 雅喜 ⽒
ゲストハウス Pongyi（ポンギー）代表
1961年京都府生まれ。1985年に㈱東京銀行（現三菱UFJ銀行）に入
行。ブラジル駐在も含め、幼少時代から通算して15年を南米で過ごす。
2000年に同行を退職。その後、数ヶ月間ミャンマーで僧侶を務めた後、
アジアの子ども支援のNPOに所属し、同団体の理事に就任。2009年6
月に独立し、金沢初のゲストハウス「Pongyi」をオープンする。

パネリスト（五十音順）

パネリスト（五十音順）
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全体交流会
日 時  2020年2月13日木 17:30〜19:00（受付／16:30）

会 場  ANAクラウンプラザホテル金沢

石川・金沢の冬の味覚と地酒のおもてなし。
自然豊かな石川県にあって、吟味された自然の幸と共に、長い伝統の和⾷⽂化を支える 
料理人の技を堪能いただけます。伝統芸能の粋を集めた代表的な素囃子などのステージも
併せてお楽しみください。

※石川・金沢の食文化をゆったりと堪能していただく着席形式の宴席です。お席には限りがございますのでお早めのお申し込みをお勧めいたします。
※上記の写真は、石川、金沢を代表する食材や料理のイメージです。実際に提供される料理とは異なる場合がございます。
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全体会議
日 時  2020年2月14日金 9:00〜12:30（オープニング／8:45〜）

会 場  石川県立音楽堂コンサートホール

8:45 〜 オープニング　　オーケストラ・アンサンブル金沢

9:00 〜 9:15 開会式
　開会挨拶　　日本商工会議所　　会頭　　三村 明夫
　歓迎挨拶　　金沢商工会議所　　会頭　　安宅 建樹
　来賓挨拶　　石川県　　　　　　知事　　谷本 正憲 氏

9:15 〜 9:25 商工会議所における観光振興の取り組みについて
　日本商工会議所 観光委員会 共同委員長

9:25 〜 9:45 2019年度 「全国商工会議所きらり輝き振興大賞」表彰式

9:45 〜 10:15 大賞受賞商工会議所による事例発表など

10:15 〜 10:30 休　　　憩

10:30 〜 11:10  基調講演
「観光振興に求められる、守るチカラと創るチカラ」

11:10 〜 12:00  パネルディスカッション
テーマ :「守るチカラ・創るチカラ」

12:00 〜 12:10 金沢アピール採択

12:10 〜 12:20 次回開催地挨拶　那覇商工会議所

12:20 〜 12:30 閉会挨拶
　日本商工会議所 観光委員会 委員長
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 基調講演 

 パネルディスカッション 

「観光振興に求められる、守るチカラと創るチカラ」
観光業が今後も賑わいをみせる持続可能な産業に育てていくために必要な

「守るチカラ、創るチカラ」についてお話しいただきます。

テーマ :「守るチカラ・創るチカラ」
前日に開催された分科会を踏まえ、今後の展望を議論します。

講　師

コーディネーター

パネリスト

⼩⽥ 禎彦 ⽒
㈱加賀屋 相談役
1940年生まれ。立教大学卒業後、1962年㈱加賀屋に入社し専務取締役、代表取締役社長、代表取締役会長を経て、2014年4月より現
職。石川県観光連盟理事長、能登半島広域観光協会理事長、七尾商工会議所特別顧問などの公職を務める。2003年5月28日、政府選
定の「観光カリスマ」に選ばれる。2004年4月28日にアメリカ・モントレー市より4月28日を『小田禎彦の日』として制定される。（※七尾市と
モントレー市は姉妹提携をしている。この年は姉妹提携10周年目。）2016年、加賀屋は旅行新聞新社主催 第41回「プロが選ぶ日本のホ
テル・旅館100選」で36年連続総合1位を獲得した。2018年、加賀屋は旅行新聞新社主催 第43回「プロが選ぶ日本のホテル・旅館100
選」で総合1位を獲得した。

大場 𠮷美 ⽒
金沢学院大学 名誉教授
石川地域を中心に、デザインとアートの表現分野で活動。広告デザインから空間演出及びイベント企画を49年間展開。石川県開催の全国
大会では、石川固有の文化表現による演出制作を行う。全国菓子大博覧会テーマ館、いしかわの芸術祭、スポレク石川2000、全国農業
青年交換大会、ねんりんピック2010、また金沢市独自の金沢冬まつり企画演出を10年間行う。伝統文化と現代性が自ずとテーマとなる。
他に、金沢市民芸術村総合ディレクターを20年間担当。近年は、北陸新幹線金沢駅伝統的工芸品設置の企画デザイン、金沢百万石まつ
り総合プロデューサー担当。現在、石川県景観審議会会長、石川県デザインセンター理事長、金沢21世紀美術館交流アドバイザーなど。

浅⽥ 久太 ⽒
㈱浅田屋 代表取締役社長
金沢市料理業組合 理事長

山下 真輝 ⽒
㈱JTB総合研究所 主席研究員
コンサルティング事業部 交流戦略部長

庄⽥ 正一 ⽒
㈱金沢ニューグランドホテル 取締役社長
金沢商工会議所 観光文化委員長
金沢ホテル懇話会 会長

⼋⽥　誠 ⽒
（一社）金沢市観光協会 副理事長

福光 太一郎 ⽒
㈱福光屋 専務取締役

8



エクスカーション
日 時  2020年2月14日金 13:00〜 または 13:30〜

 日帰りコース A〜Gの全7コース
 
 2020年2月14日金 13:00〜 または 13:30〜 15日土
 1泊2日コース H〜🅺の全4コース

※各コースの行程は、変更になる場合がございます。

日
帰
り
コ
ー
ス

加賀百万石の食・伝統文化・工芸体験ツアー

A 金沢の町家周遊と料亭会席に舌鼓コース
［⃝つば甚、○にし茶屋街、○長町武家屋敷跡、⃝金沢市老舗記念館 ］

B 新旧文化を巡る美術館と工芸体験コース 
［⃝鈴木大拙館、⃝金沢市立中村記念美術館、⃝金沢 21 世紀美術館、⃝金箔貼り体験（かなざわカタニ）］

C 商人の街の食文化に触れる旅コース
［⃝かなざわ石亭、○近江町市場、○ひがし茶屋街 ］

D 港町での伝統産業と日本海の幸コース
［⃝割烹宝生寿し、⃝醤油工場見学（直源醤油）、⃝石川県銭屋五兵衛記念館 ］

“観光ガイドと行く” 金沢さんぽ

E 金沢城下町定番コース 
［⃝兼六園・金沢城公園、○ひがし茶屋街 ］

F 金沢フレンチと前田家ゆかりの地コース
［⃝ジャルダン ポール・ボキューズ、○長町武家屋敷跡、⃝尾山神社 ］

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（SAKE SHOP 福光屋）、⃝石川県立歴史博物館、⃝谷口吉郎・吉生記念 金沢建築館 ］

1
泊
2
日
コ
ー
ス

能登・加賀の豊かな魅力を味わう まるごと・いしかわツアー

H おもてなしの宿“加賀屋”に泊まる世界農業遺産能登半島満喫コース
［⃝兼六園、⃝石川県能登島ガラス美術館、⃝輪島塗 しおやす漆器工房、○白米千枚田、⃝輪島キリコ会館 ］

I “冬の白山”自然の情景と歴史に触れる旅コース 
［○白峰雪だるままつり、○鶴仙渓、⃝那谷寺、⃝白山比咩神社、⃝兼六園・金沢城公園 ］

J 伝統工芸・名工の技と金沢芸妓・老舗料亭コース 
［○金沢三茶屋街、⃝つば甚、⃝石川県立伝統産業工芸館、⃝兼六園・金沢城公園、⃝大樋美術館、○近江町市場 ］

冬の三つ星街道周遊ツアー（金沢・五箇山・白川郷・高山）など

K 世界遺産と北陸、飛騨の３つ星をめぐる旅コース 
［⃝兼六園、○宮川朝市、○飛騨高山 古い町並、○白川郷、○五箇山 ］

※ ⃝ 入場　○ エリア散策　 ※  1日目の昼食に金沢老舗料亭のお弁当を準備
※昼食、夕食のメニューは変更になる場合がございます。　 ※料金は18Pをご参照ください。
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 日帰りコース　2月14日金 
加賀百万石の食・伝統文化・工芸体験ツアー

A 金沢の町家周遊と料亭会席に舌鼓コース

加賀百万石の食・伝統文化・工芸体験ツアー

B 新旧文化を巡る美術館と工芸体験コース

老舗料亭でのお食事後、藩政時代の雰囲気を残す長町武家 
屋敷跡、金沢市老舗記念館などのスポットを巡り、当時の暮らし
ぶりを感じられるツアーです。

金沢は古き日本の面影を残す歴史のまちとして知られていますが、
新たな文化が誕生する地でもあります。伝統工芸を体験しながら
新旧の鮮やかなコントラストを体感してください。

つば甚
加賀藩前田家のお抱え鍔師、鍔屋甚兵衛の料理好きが嵩じて営んだ「つば屋」が始ま
りです。料理は旬の要素を織り交ぜた加賀料理を基本としています。

金沢市立中村記念美術館
酒造家で茶道にも造詣が深かった実業家の中村栄俊氏が収集した茶道美術品
を中心に古九谷、加賀蒔絵、加賀象嵌などの工芸品 他を所蔵しています。

金沢21世紀美術館
金沢21世紀美術館は金沢市の中心部に位置し、誰でもいつでも立ち寄ることが
でき、様々な出会いや体験が可能となる公園のような美術館を目指しています。

金箔貼り体験（かなざわカタニ）
全国生産の99%を誇る金沢の金箔を使ってオリジナル小物が作れます。薄さ1
万分の1mmの世界を楽しんでください。

 到 着 出 発
石川県立音楽堂 13：00

〉
つば甚（昼食）13：20 14：30

〉 北陸の四季折々の料理（伝統の本格加賀料理）

にし茶屋街14：45 15：10

〉
長町武家屋敷跡15：25

金沢市老舗記念館 16：30

〉
金沢駅17：00

※ 〉 バス移動　︙徒歩移動

 到 着 出 発
石川県立音楽堂（昼食） 13：30

〉 金沢老舗料亭のお弁当を準備

鈴木大拙館
金沢市立中村記念美術館13：50 14：30

〉
金沢21世紀美術館14：40 15：30

〉
金箔貼り体験（かなざわカタニ）15：45 17：00

〉
金沢駅17：30

※ 〉 全行程バス移動

つば甚

長町武家屋敷跡 金沢市老舗記念館

金沢21世紀美術館

鈴木大拙館 金箔貼り体験

にし茶屋街
金沢三茶屋街の一つです。華やかな芸妓が多く活躍しています。作家 島田清次郎
が過ごしたお茶屋の跡地に建つ金沢市西茶屋資料館は見どころのひとつです。

長町武家屋敷跡
昔ながらの土塀や石畳の小路が残り、豪壮な武家屋敷が立ち並ぶ長町武家屋
敷跡。趣のある景観は伝統環境保存区域および景観地区に指定されています。

金沢市老舗記念館
藩政時代からの薬種商「中屋薬舗」の建物を保存し、当時の商家の面影を残す

「みせの間」などを復元しています。

鈴木大拙館
金沢が生んだ世界的な仏教哲学者、鈴木大拙の世界観に触れられる施設です。その
書や写真、著作を通し、大拙の思想や足跡を学び思索できます。
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 日帰りコース　2月14日金 
加賀百万石の食・伝統文化・工芸体験ツアー

C 商人の街の食文化に触れる旅コース

加賀百万石の食・伝統文化・工芸体験ツアー

D 港町での伝統産業と日本海の幸コース

海にも山にも近い金沢。新鮮で品質の高い食材が豊富に揃った
こと、藩政時代から約300年もの歴史を誇る近江町市場に数多く
新鮮な食材が集まってきたことから、食の宝庫とも言われるほど
豊かな食文化があります。近江町市場からひがし茶屋街までの
エリアは、商人の町として栄えたところ。今も風情の残る建物が
点在し、人情も昔そのままに、金沢弁が出迎えてくれます。

金沢港に近い金石・大野地区は、藩政期には金沢の外港として 
北前船が寄港し、銭屋五兵衛が活躍した地としても知られて 
います。藩政時代の歴史を色濃く残す歴史的な町並みが大切に
守られています。また、大野は野田・銚子や龍野と並ぶ醤油の 
産地で、今も幾つもの蔵元が醤油や味噌を醸造しています。 
レトロな雰囲気を醸し出している魅力的な港町を巡るツアーです。

かなざわ石亭
加賀百万石の風情が残る料亭です。藩家老、横山家邸跡の閑雅なたたずまいの
中で四季折 に々、山海の珍味を盛り込んだ家伝加賀料理をご堪能いただきます。

近江町市場
加賀藩前田家の御膳所として、また市民の台所としても賑わい、300年近くもの
間、金沢の人々の生活を支えてきました。日本海の新鮮な魚介や加賀野菜、果物
を中心にさまざまな商品が売り買いされ、いつも活気に満ち溢れています。

ひがし茶屋街
金沢を代表する観光地の一つ「ひがし茶屋街」。美しい出格子と石畳が続く古い
街並みは国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されています。風情ある街
並みの中でショッピングや食事を楽しむことができます。

割烹 宝生寿し
すぐそこが大野港です。毎日、仲買から直接ネタを仕入れ、獲れたての新鮮な魚
介を提供することができます。日本海の海の幸をまるごと味わっていただけます。

醤油工場見学（直源醤油）
金沢大野醤油の特徴、歴史や、お醤油の原料や製造方法についての説明を聞き
充填工程や、めんつゆなどの加工品を生産する工場を見学していただきます。

石川県銭屋五兵衛記念館
加賀藩を支えた豪商銭屋五兵衛の生涯をアニメで描いた銭五シアターや加賀
藩の御手船であった常豊丸の1/4模型に乗船して航海の疑似体験ができます。

 到 着 出 発
石川県立音楽堂 13：00

〉
かなざわ石亭（昼食）13：20 14：30

〉 百万石会席（老舗料亭の加賀料理）

近江町市場14：45 15：30

〉
ひがし茶屋街15：45 16：30

〉
金沢駅17：00

※ 〉 全行程バス移動

 到 着 出 発
石川県立音楽堂 13：00

〉
割烹 宝生寿し（昼食）13：30 14：25

〉 おまかせコース（12貫）

醤油工場見学（直源醤油）14：30 15：20

〉
石川県銭屋五兵衛記念館15：30 16：30

〉
金沢駅17：00

※ 〉 全行程バス移動

近江町市場

かなざわ石亭 ひがし茶屋街

石川県銭屋五兵衛記念館

割烹 宝生寿し 醤油工場見学
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“観光ガイドと行く” 金沢さんぽ

E 金沢城下町定番コース

“観光ガイドと行く” 金沢さんぽ

F 金沢フレンチと前田家ゆかりの地コース

“観光ガイドと行く” 金沢さんぽ

G 蔵元見学とアーキテクチャー・ツーリズムコース

金沢に初めて訪れる方のために、定番観光地である兼六園・ 
金沢城公園、ひがし茶屋街を詰め込んだ王道コースです。

雪囲いの長町武家屋敷跡から前田利家公とお松の方を祀る尾山
神社を巡る、金沢まちなか散策をお楽しみいただくコースです。

金沢は、江戸時代から現代まで、多様な様式の建築物が見られ、
そこから昔と今の感性や息吹が感じられます。酒造りの歴史を 
学びながら街の中にある魅力的な建物を巡るツアーです。

兼六園・金沢城公園
冬の雪吊りの美しさが訪れる人を魅了する兼六園は日本三名園の一つで、国の
特別名勝に指定されています。ミシュラン・グリーンガイド・ジャポンで最高ランク
の3つ星を獲得したことで、海外からの観光客にも人気のスポットです。百万石通
りを挟んで隣接する金沢城公園では重要文化財に指定されている「石川門」を
はじめ、復元整備が進められています。「菱櫓」「五十間長屋」「橋爪門続櫓」で
は、昔ながらの工法を忠実に再現した内部も必見です。

ジャルダン ポール・ボキューズ
フランスと日本を代表する美食の都、リヨンと金沢の食文化が融合しました。石川の大
地の恵みを活かした季節感あふれるフランス料理をお楽しみください。

蔵元見学（SAKE SHOP 福光屋）
創業1625年、金沢で最も長い歴史を持つ「福光屋」は
時代に合わせたお酒を提供し続ける蔵元です。酒造工
程を見学するコースでは日本酒の奥深さ、純米酒の美味
しさを体験していただけます。

 到 着 出 発
石川県立音楽堂（昼食） 13：30

〉 金沢老舗料亭のお弁当を準備

兼六園・金沢城公園13：50 15：45

〉
ひがし茶屋街16：00 16：45

〉
金沢駅17：15

※ 〉 全行程バス移動

 到 着 出 発
石川県立音楽堂 13：00

〉
ジャルダン ポール・ボキューズ（昼食）13：30 15：00

〉 『デジュネ』（フレンチ3コース）

長町武家屋敷跡15：15 16：00

〉
尾山神社16：15 17：00

〉
金沢駅17：30

※ 〉 全行程バス移動

 到 着 出 発
石川県立音楽堂（昼食） 13：30

〉 金沢老舗料亭のお弁当を準備

蔵元見学（SAKE SHOP 福光屋）14：00 14：45

〉
石川県立歴史博物館14：50 15：50

〉
谷口吉郎・吉生記念 金沢建築館16：00 16：45

〉
金沢駅17：15

※ 〉 全行程バス移動

兼六園

ジャルダン ポール・ボキューズ 尾山神社

蔵元見学 谷口吉郎・吉生記念 金沢建築館

石川県立歴史博物館
石川の古代から近代までの歴史と文化を紹介す
る博物館です。重厚な存在感のある、赤レンガの
建物は、明治42年〜大正3年に旧陸軍兵器庫と
して建てられたものです。

谷口吉郎・吉生記念 金沢建築館
2019年7月、金沢市出身の建築家谷口吉郎氏に関する
建築模型などを展示する建築博物館「谷口吉郎・吉生記
念金沢建築館」が開館しました。都市や建築に関する展
示、講演スペースなどが設けられています。

尾山神社
加賀藩初代藩主・前田利家公と正室お松の方を祀る神社です。ステンドグラスが
印象的で国の重要文化財にも指定されている「神門」が見どころです。
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 1泊2日コース　2月14日金〜15日土 
能登・加賀の豊かな魅力を味わう まるごと・いしかわツアー

H おもてなしの宿“加賀屋”に泊まる世界農業遺産能登半島満喫コース
金沢と能登の代表的なスポットをひと巡りするツアーです。日本を代表する宿、和倉温泉 加賀屋に泊まり、伝統工芸品の輪島塗の
風土や製作の様子を本場 輪島でうかがいます。2011年に世界農業遺産に認定された能登半島にも足を踏み入れましょう。

料亭 金城樓
創業明治23年。加賀藩主前田利家公の姫君に婿入りした前田対馬守の末
裔の屋敷跡に店を構えて128年。伝統的な加賀料理を守りながら新たな金
沢の食文化を発信しています。

石川県能登島ガラス美術館
七尾湾を見渡す高台にある美術館は、まるで宇宙船のようです。ピカソ、シャ
ガールといった芸術家のデザインをもとに制作されたガラス作品などの収蔵
品の展示を含め、年に4回の企画展を行っています。

輪島塗 しおやす漆器工房
工房では、下地から上塗りまでの作業を10人の職人が手がけています。 
工房の見学は自由。質問に気さくに答えてくれる職人ばかりです。輪島塗の
販売のほか、修理も受け付けています。

2日目／2月15日土
 到 着 出 発

和倉温泉 加賀屋 8：30

〉
石川県能登島ガラス美術館9：00 10：00

〉
輪島塗 しおやす漆器工房（昼食）11：15 12：45

〉 海鮮釜めし「松」（甘エビ入釜めし+お刺身付）

白米千枚田13：15 13：45

〉
輪島キリコ会館14：00 14：45

〉
金沢駅17：15

※ 〉 全行程バス移動

1日目／2月14日金
 到 着 出 発

石川県立音楽堂 13：00

〉
料亭 金城樓（昼食）13：20 14：20

〉 加賀会席料理（加賀百万石伝統料理）

兼六園14：30 15：30

〉
和倉温泉 加賀屋（泊）17：00

白米千枚田 輪島塗 しおやす漆器工房

和倉温泉 加賀屋

輪島キリコ会館

石川県能登島ガラス美術館

白
しら

米
よね

千
せん

枚
まい

田
だ

世界農業遺産に登録された「能登の里山里海」を代表する景観です。日本
の棚田百選に認定され、国の名勝にも指定されています。急斜面に、幾重に
も段になり海へと広がる田んぼ、その数は全部で1,004枚あります。

輪島キリコ会館
能登地方の夏秋の祭礼では、各町内から「キリコ」と呼ばれる巨大な御神灯
が担ぎ出される習わしがあります。当館では、大きいものでは高さが15mに
もなるキリコが、大小それぞれ30数本展示されています。
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 1泊2日コース　2月14日金〜15日土 
能登・加賀の豊かな魅力を味わう まるごと・いしかわツアー

I “冬の白山”自然の情景と歴史に触れる旅コース
加賀地区では冬の代表的催事である白峰雪だるままつりと景勝地 鶴仙渓や那谷寺、白山比咩神社を巡ります。金沢では定番 
スポットである兼六園・金沢城公園を満喫する旅です。この季節ならではのしっとりとした情景をお楽しみください。

白
しら

峰
みね

雪だるままつり
白山ろく白峰・桑島地区の住民が大小さまざまな雪だるまを作り、地区内が
雪だるまでいっぱいになります。白峰の名物を中心とした飲食物の出店コー
ナーも各所に設けられ、食べ歩きも楽しめます。

鶴
かく

仙
せん

渓
けい

山中の温泉街に沿って流れる大聖寺川の渓谷で、上流の「こおろぎ橋」から
「黒谷橋」までの約1キロの区間を指します。斬新なデザインの「あやとりは
し」、総ヒノキ造りの「こおろぎ橋」など、見どころの多い散策スポットです。

那
な

谷
た

寺
でら

本堂拝殿、唐門、本殿、三重塔、護摩堂、鐘楼、書院は、寛永年間建立、重要
文化財指定。庭園は三代藩主前田利常公の築造といわれ名勝指定を受け
ています。特に奇岩遊仙境を中心とした岩山は自然美の山水画のようです。

2日目／2月15日土
 到 着 出 発

山代温泉 瑠璃光 8：30

〉
鶴仙渓8：50 9：20

〉
那谷寺9：45 10：30

〉
白山比咩神社11：15 12：00

和田屋（昼食）12：05 13：00

〉 山家会席のお食事（白山の自然の恵みなど）

兼六園・金沢城公園13：45 15：40

〉
金沢駅16：00

※ 〉 バス移動　︙徒歩移動

1日目／2月14日金
 到 着 出 発

石川県立音楽堂（昼食） 13：30

〉 金沢老舗料亭のお弁当を準備

白峰雪だるままつり15：30 16：30

〉
山代温泉 瑠璃光（泊）18：00

白峰雪だるままつり 白山比咩神社

鶴仙渓

金沢城公園

那谷寺

白
しら

山
やま

比
ひ

咩
め

神
じん

社
じゃ

日本三名山の一つに数えられる白
はくさん

山は、「白き神々の座」として古くから都人
たちのあこがれの山でした。その白山を神体山とする白山比咩神社は、全国
に約3千社もある白山神社の総本宮です。樹齢1000年以上の杉やあすな
ろがそびえる表参道や境内には荘厳な雰囲気がただよいます。

和田屋
山と川に囲まれ白山比咩神社の境内にあり、閑静なところです。自然の 
山菜、川魚の捕れたてを調理提供いたします。
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 1泊2日コース　2月14日金〜15日土 
能登・加賀の豊かな魅力を味わう まるごと・いしかわツアー

J 伝統工芸・名工の技と金沢芸妓・老舗料亭コース
藩政期から受け継がれる伝統文化が数多く息づく金沢には、にし・ひがし・主計町の3つの茶屋街があり、約40名の芸妓が伝統の
おもてなしの文化を継承しています。芸妓のおもてなしを体験し、石川県の伝統工芸に触れるツアーです。

主
か ず え

計町
まち

茶屋街
にし茶屋街、ひがし茶屋街と並び金沢三茶屋街とされる主計町茶屋街。 
細い路地と出格子が続く街並みは金沢らしい情緒を残し、国の重要伝統的
建造物群保存地区に選定されています。

石川県立伝統産業工芸館
石川県内の伝統的工芸品全36品目を一堂に展示する県内唯一の施設 
です。36品目の魅力を紹介する常設展示のほか、伝統工芸の「いま」を紹介
する様々な企画展を開催しています。

2日目／2月15日土
 到 着 出 発

金沢ニューグランドホテル プレミア 9：00

〉
石川県立伝統産業工芸館9：20 10：00

兼六園10：05 11：00

金沢城公園11：10 11：50

〉
かなざわ石亭（昼食）12：00 13：00

〉 百万石会席（老舗料亭の加賀料理）

大樋美術館13：15 13：45

〉
近江町市場14：00 14：45

〉
金沢駅15：00

※ 〉 バス移動　︙徒歩移動

1日目／2月14日金
 到 着 出 発

石川県立音楽堂（昼食） 13：30

〉 金沢老舗料亭のお弁当を準備

ひがし茶屋街・主計町茶屋街14：00 15：45

〉
にし茶屋街16：00 17：00

〉
つば甚（芸妓）（夕食）17：15 19：30

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）

金沢ニューグランドホテル プレミア19：45

つば甚 石川県立伝統産業工芸館

主計町茶屋街

大樋美術館

にし茶屋街

大樋美術館
約350年の歴史を有する大樋焼の歴代作品と茶道文化にふれる美術館
です。隈研吾氏の設計による大樋ギャラリーは、大樋陶冶斎氏と十一代長
左衛門氏の作品販売もしています。
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 1泊2日コース　2月14日金〜15日土 
冬の三つ星街道周遊ツアー（金沢・五箇山・白川郷・高山）など

K 世界遺産と北陸、飛騨の３つ星をめぐる旅コース
金沢から一足延ばして五箇山そして白川郷へ。同じ加賀藩の領地でありながら、山深い五箇山の地は独特の文化を継承し、白川郷
とともに合掌造り集落としてユネスコの世界遺産となっています。城下町金沢と日本の原風景が残された山里を巡る旅です。

宮川朝市
岐阜県飛騨高山の宮川朝市は江戸時代から続いている市で、毎日開催され
ています。地元の野菜・果物・きのこ類・山菜・花などの農作物に加えて、漬
物・餅・味噌などの加工食品や手作りの民芸品などが並びます。

飛
ひ

騨
だ

高山 古い町並
岐阜県飛騨地方に位置する高山市の中心市街地は、江戸時代より城下町、
商家町として発展を遂げました。江戸末期から明治中期に建てられた屋敷な
どが建ち並ぶこの「古い町並」の景観は、国の重要伝統的建造物群保存地
区として保護されています。

お食事処 忠兵衛
忠兵衛のお料理は、先祖伝来の手法を大切に守った本物の自然食です。老
舗ならではの「白川郷の本物の味」で、心をこめておもてなしいたします。

2日目／2月15日土
 到 着 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 10：00

〉
飛騨高山 古い町並10：10 11：00

〉
お食事処 忠兵衛（昼食）12：00 13：00

 飛騨牛朴葉焼のお食事（郷土料理）

白川郷13：10 14：00

〉
五箇山14：40 15：45

〉
金沢駅17：15

※ 〉 バス移動　︙徒歩移動

1日目／2月14日金
 到 着 出 発

石川県立音楽堂（昼食） 13：30

〉 金沢老舗料亭のお弁当を準備

兼六園14：00 15：00

〉
飛騨高山温泉 高山グリーンホテル（泊）17：00

白川郷 飛騨高山 古い町並

兼六園

五箇山

宮川朝市

白
しら

川
かわ

郷
ごう

岐阜県最北端の険しい山中にある、日本古来の合掌造り民家の残る村「白
川郷」。のどかな風景が広がり、一歩足を踏み入れれば非日常感がたっぷり
です。昔ながらの風習や先人の知恵を受け継いだ文化が残っています。

五
ご

箇
か

山
やま

岐阜県の白川郷とともにユネスコの世界遺産に登録された富山県の「五箇
山」は、険しい山々に囲まれ、冬には雪が2m近くも積もる豪雪地帯です。ここ
には、「

あいのくら
相倉」と、「菅

すがぬま
沼」の2つの合掌造り集落が存在しています。
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 大会のご案内 
◆参加費

■■■ 分科会・全体交流会・全体会議の全てに参加される方 ········22,000円
■■ 分科会・全体会議に参加される方 ········································· 9,000円

■ 分科会 ■ 全体交流会 ■ 全体会議

期日：
会場：
受付：
開会：
閉会：

2020年2月13日木
ホテル日航金沢 など
13時00分
14時00分
16時00分

期日：
会場：
受付：
開会：
閉会：

2020年2月13日木
ANAクラウンプラザホテル金沢
16時30分
17時30分
19時00分

期日：
会場：

受付：
開会：

閉会：

2020年2月14日金
石川県立音楽堂
コンサートホール
08時00分
09時00分
（オープニング 8時45分〜）
12時30分

■分科会
分科会会場については、参加人数により会場を決定いたします。2020年1月中旬に送付する関係書類にてご確認ください。

申込記号 分科会名 テーマ 会場

1 第1分科会 地域の特性を活かした食文化の発信

ホテル日航金沢 など

2 第2分科会 広域連携による観光資源の新たな活用

3 第3分科会 老舗企業の技と伝統

4 第4分科会 外国人から見たクールジャパン

5 第5分科会 これから訪れる新しい観光の可能性

お申込時の記号等については
分科会······················
エクスカーション·····
宿泊プラン···············

17ページをご覧ください
18ページをご覧ください
19ページをご覧ください
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 エクスカーション旅行代金 
区 分 申込

記号 コース名 最少催行
人員 宿泊ホテル 旅行代金（大人お一人様）

加賀百万石の
食・伝統文化・
工芸体験ツアー

日帰りコース 
2/14金

A 金沢の町家周遊と料亭会席に舌鼓コース 20 24,800円

B 新旧文化を巡る美術館と工芸体験コース 20 10,300円

C 商人の街の食文化に触れる旅コース 20 12,000円

D 港町での伝統産業と日本海の幸コース 20 11,000円

“観光ガイドと
行く”金沢さんぽ

日帰りコース 
2/14金

E 金沢城下町定番コース 20 8,800円

F 金沢フレンチと前田家ゆかりの地コース 20 11,000円

G 蔵元見学と
アーキテクチャー・ツーリズムコース 20 8,900円

能登・加賀の
豊かな魅力を

味わう 
まるごと・

いしかわツアー
1泊2日コース 
2/14金〜15土

H おもてなしの宿“加賀屋”に泊まる
世界農業遺産能登半島満喫コース 20 和倉温泉

加賀屋（能登渚亭）

・2名1室利用 74,400円

・3名1室利用 67,600円
※4名1室以上の場合はご相談ください。

I “冬の白山”自然の情景と
歴史に触れる旅コース 20 山代温泉

瑠璃光（月の棟）

・2名1室利用 43,600円

・3名1室利用 40,200円
※4名1室以上の場合はご相談ください。

J 伝統工芸・名工の技と
金沢芸妓・老舗料亭コース 20 金沢ニューグランド

ホテル プレミア
・1名1室利用 70,000円

・2名1室利用 68,000円

冬の三つ星街道
周遊ツアー
1泊2日コース 
2/14金〜15土

K 世界遺産と
北陸、飛騨の３つ星をめぐる旅コース 20

飛騨高山温泉
高山グリーン
ホテル（本館）

・2名1室利用 37,700円

・3名1室利用 34,300円
※4名1室以上の場合はご相談ください。

係員 : 全行程同行　　利用バス : 北鉄鉄道　　食事条件 : 1泊2日コース／朝1回、昼2回、夕1回　日帰りコース／朝0回、昼1回、夕0回
※最少催行人員に達しない場合、ツアー催行中止になる場合があります。

 お申し込み手続きのご案内 
■お申込方法　お申込はメールでの受付のみとなります。

① 各会議所

金沢商工会議所 「全国商工会議所観光振興大会2020 in 金沢」のホームページより、所定の申込書をダウンロードして 
ください。 申込書に必要事項を入力の上、各会議所毎に取りまとめ、
P22に記載の〈お申し込み先〉にメールにて2019年11月29日㈮までにお申し込みください。
トラブル防止の為、電話、FAXによるお申し込みや変更はお受けできませんのでご了承ください。なお、所定の期日以降の
変更・取り消しは、お申込項目ごとに取消料を申し受けます。取り消し規定は21ページの取消料をご確認ください。

﹀ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

② JTB ビジﾈｽﾈｯﾄﾜｰｸ
中部MICEセンター

申込書には必ず連絡用のメールアドレスをご記入ください。
万が一、メールが送信できない場合は恐れ入りますが弊社まで、ご連絡いただきますようお願い申し上げます。
ご変更・お取り消しの場合は変更箇所をメールにてお知らせください。

﹀ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

③ JTB ビジﾈｽﾈｯﾄﾜｰｸ
中部MICEセンター

2020年1月中旬頃までに「請求書」・「大会・分科会参加証」・「エクスカーション参加証」・「宿泊確認証」を各会議所に送付 
いたします。1月中旬になっても届かない場合は恐れ入りますが弊社まで、ご連絡いただきますようお願い申し上げます。

「エクスカーション参加証」・「宿泊確認証」はお申込いただいた方だけに送付いたします。

﹀ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

④ 各会議所
「請求書」が届き次第、記載の銀行口座へ指定の期日までにお振込ください。なお、振込手数料はご参加者様の負担と 
させていただきますので予めご了承ください。
領収書は金融機関の受領印のある振込伝票をもってかえさせていただきます。

完了
＊お送りする「大会・分科会参加証」・「エクスカーション参加証」・「宿泊確認証」は等は当日必ずご持参ください。

お申し込み締切 : 2019年11月29日（金）必着
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 宿泊プランのご案内　宿泊設定期間 : 2020年2月13日木・14日金 
●部屋数には限りがございますので、ご希望に添えない場合もございます。

地区 宿泊施設名 地図
記号

申込
番号 部屋タイプ 2/13㊍宿泊 2/14㊎宿泊 朝食 アクセス 住所

JR
金
沢
駅
周
辺

金沢マンテンホテル駅前 A-1
① シングル 11,000円 11,000円 ○

金沢駅 金沢港口（西口）から徒歩 約5分 北安江
1-6-1② ツイン 9,600円 9,600円 ○

ユニゾインエクスプレス金沢駅前 A-2 ③ シングル 7,900円 7,900円 ○ 金沢駅 兼六園口（東口）から徒歩 約5分 堀川新町
8-16

ヴィアイン金沢 A-3 ④ シングル 11,000円 11,000円 × 金沢駅構内 木ノ新保町
1-1

ホテル金沢 A-4

⑤ シングル 12,200円 12,200円 ○

金沢駅 兼六園口（東口）から徒歩 約1分 堀川新町
1-1

⑥ シングル 12,200円 12,200円 ○
⑦ ツイン 11,100円 11,100円 ○
⑧ ツイン 1名利用 18,800円 18,800円 ○

金沢セントラルホテル A-5 ⑨ シングル 9,200円 9,200円 ○ 金沢駅 兼六園口（東口）から徒歩 約3分 堀川町
４−４

ホテルマイステイズ金沢キャッスル A-6
⑩ シングル 11,700円 11,700円 ○

金沢駅 兼六園口（東口）から徒歩 約5分 此花町
10-17⑪ ツイン 9,000円 9,000円 ○

ガーデンホテル金沢 A-7

⑫ シングル 9,800円 9,800円 ○

金沢駅 兼六園口（東口）から徒歩 約2分 本町
2-16-16

⑬ シングル 9,800円 ○
⑭ ツイン 9,300円 ○
⑮ ツイン 9,300円 ○

ANAクラウンプラザホテル金沢 A-8

⑯ シングル 23,200円 23,200円 ○
金沢駅 兼六園口（東口）から徒歩 約1分 昭和町

16-3⑰ ツイン 19,300円 19,300円 ○
⑱ ツイン 1名利用 30,600円 30,600円 ○

ホテル日航金沢 A-9

⑲ シングル 19,800円 19,800円 ○
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

本町
2-15-1

⑳ シングル 19,800円 19,800円 ○
㉑ ツイン 17,000円 17,000円 ○
㉒ ツイン 1名利用 26,900円 26,900円 ○

ホテルルートイン金沢駅前 A-10

㉓ シングル 8,700円 8,700円 ○

金沢駅 兼六園口（東口）から徒歩 約5分 昭和町
22-5

㉔ シングル 8,700円 ○
㉕ ツイン 8,900円 8,900円 ○
㉖ ツイン 8,900円 ○

東横イン金沢駅東口 A-11
㉗ シングル 7,500円 7,500円 ○

金沢駅 兼六園口（東口）から徒歩 約6分 昭和町
13-23㉘ シングル 7,500円 7,500円 ○

武
蔵
ヶ
辻
〜
香
林
坊

ANAホリデイ・イン金沢スカイ B-1

㉙ シングル 12,700円 12,700円 ○ 金沢駅 兼六園口（東口）から徒歩 約10分
金沢駅東口バスターミナルより 
兼六園・香林坊方面行バス乗車 約5分 

「武蔵ヶ辻・近江町市場」下車徒歩 約4分

武蔵町
15-1㉚ ツイン 9,400円 9,400円 ○

㉛ ツイン 1名利用 17,100円 17,100円 ○

三井ガーデンホテル B-2

㉜ ツイン 11,400円 11,400円 ○ 金沢駅 兼六園口（東口）から徒歩 約17分
金沢駅東口バスターミナルより 
兼六園・香林坊方面行バス乗車 約8分 

「南町・尾山神社前バス停」下車徒歩 約2分

上堤町
1-22㉝ ダブル 11,400円 11,400円 ○

㉞ ツイン 1名利用 19,600円 19,600円 ○

金沢ニューグランドホテル プレミア B-3

㉟ シングル 11,000円 11,000円 ○
金沢駅東口バスターミナルより 
兼六園・香林坊方面行バス乗車 約8分 

「南町・尾山神社前バス停」下車徒歩 約3分
南町
4-1㊱ ツイン 10,500円 10,500円 ○

㊲ ツイン 1名利用 17,000円 17,000円 ○

金沢東急ホテル B-4

㊳ シングル 18,800円 18,800円 ○
金沢駅東口バスターミナルより 
兼六園・香林坊方面行バス乗車 約10分

「香林坊・アトリオ前」下車徒歩 約2分
香林坊
2-1-1㊴ ツイン 13,500円 13,500円 ○

㊵ ツイン 1名利用 24,800円 24,800円 ○
【宿泊プランのご案内事項】 ⃝旅行代金は、1泊（サービス料・税込）のお一人様あたりの宿泊代金です。⃝シングルの宿泊料金は、シングルルームを1名様でご利用いただいた場合の1名様
あたりの料金です。⃝ツイン・ダブルの宿泊料金は、ツインルームまたはダブルルームを2名様でご利用いただいた場合の1名様あたりの料金です。⃝個人的性質の諸費用及びこれらに 
伴う諸税・サービス料は、各自ご精算願います。

⃝宿泊日 : 2020年2月13日㈭・14日㈮  ※2泊分　⃝宿泊条件 : 1泊朝食付、サービス料・税金込、お1人様1泊あたりの金額　⃝添乗員 : 同行いたしません。　⃝最少催行人員 : 1名様
※受付は先着順となります。 満室の場合は他のホテルでご案内させていただきますので予めご了承ください。
※禁煙、喫煙室をご希望の際は、備考欄へご記入ください。 ただし、ご希望に添えない場合もございますので予めご了承ください。

【宿泊プランの日程】 日次 行程 食事
1 ご自宅または宿泊地または各地→（各自移動・お客様負担）→宿泊地 朝 : ×　昼 : ×　夕 : ×

2〜3 宿泊地→（各自移動・お客様負担）→ご自宅または宿泊地または各地 朝 : ○　昼 : ×　夕 : ×
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A-1

A-3

A-9

B-1

B-2

B-4

A-11

A-7
A-8

A-10

A-5

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
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大手町

博労町

彦三町

森山北
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香林坊

白菊町

六枚
白銀

武蔵

広岡

三社

元車

橋場

東山

南町

南町

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

駅東口バスターミナル

北陸新幹線

金沢
フォーラス

武蔵ヶ辻バス停

石川県立
音楽堂

南町・尾山神社バス停

香林坊・アトリオ前バス停

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至

金
沢
西
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至
金
沢
森
本
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→

→
至
卯
辰
山

金沢中警察署

石川県立美術館

成巽閣

鈴木大拙館
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伝統産業工芸館

ことじ灯籠

ジャルダン ポール・ボキューズ

加賀友禅会館

ひがし茶屋街
主計町茶屋街

金箔貼り体験 かなざわカタニ

近江町市場 泉鏡花記念館

徳田秋聲記念館
金沢蓄音器館

金沢市立安江金箔工芸館

至富山

IRいしかわ鉄道線 北陸鉄道浅野川線

至金沢東IC↑

至
福
井
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浅野川

犀川

JR北陸本線

金沢中央郵便局

金沢市立
玉川図書館
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 変更・取り消しのご案内 
①お申込後の変更・取り消しは必ずメールにて株式会社JTBビジネスネットワーク 中部MICEセンターまでご連絡ください。
　お電話による受付は承れませんのでご了承ください。
　取り消し基準日は、メールの【送信日】と致します。
②所定の期日を過ぎたお申込の取り消しは、各取消料を申し受けます。
　ご入金後の返金は、変更・取り消しに生じた取消料を差し引いた金額を大会終了後、銀行振込にて返金させて頂きます。

※分科会・全体交流会・全体会議参加費については、ご入金後の返金は致しかねますのでご了承ください。

取消料

●エクスカーション（㈱JTBとの募集型企画旅行契約となります。）
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除するときは、下記の通り取消料を申し受けます。

取消日   取消料（お一人様）

旅行開始日の
前日から

起算してさかのぼって

1）  21日目にあたる日以前の解除（日帰り旅行にあたっては11日目） 無料

2）  20日目にあたる日以前の解除
（日帰り旅行にあたっては10日目にあたる日から8日前までの解除） 旅行代金の20%

3）  7日目にあたる日以前の解除 旅行代金の30%

4）  旅行開始日前日のの解除 旅行代金の40%

5）  当日の解除　※6）を除く 旅行代金の50%

6）  旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の100%

●宿泊プラン（㈱JTBとの募集型企画旅行契約となります。）
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除するときは、下記の通り取消料を申し受けます。

取消日   取消料（お一人様）

旅行開始日の
前日から

起算してさかのぼって

1）  6日目にあたる日以前の解除 無料

2）  5日目にあたる日以前の解除 旅行代金の20%

3）  3日目にあたる日以前の解除 旅行代金の30%

4）  旅行開始日前日のの解除 旅行代金の40%

5）  当日の解除　※6）を除く 旅行代金の50%

6）  旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の100%

承認番号「E1906035」

 旅行条件書（要約） 
募集型企画旅行契約
この旅行は株式会社JTB（観光庁長官登録旅行業第64号 日本旅行業協会正会員 〒140-8602 東京都品川区東品川2-3-11。以下「当社」が企画・実施す
る旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」という）を締結することになります。また、旅行条件は、下記によ
るほか、別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。

旅行のお申込及び契約成立時期
申込書に所定の事項を入力し、メールにてお申し込みください。旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、旅行代金全額を受領したときに成立するものと
します。
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旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって13日にあたる日より前（お申込が間際の場合は当社が指定する期日まで）にお支払いください。また、お
客様が当社提携カード会社のカード会員である場合、お客様の署名なくして旅行代金、取消料、追加諸費用などをお支払いいただく事があります。この場
合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。

旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金（注釈のない限りエコノミークラス）、宿泊費、食事代、及び消費税等諸税
これらの費用は、お客様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻し致しません。（コースに含まれない交通費等の諸費用及び個人的費用は
含みません。）

特別補償
当社は当社または当社が手配を代行させた者の故意または過失の有無にかかわらず、当社約款特別保証規定に基づき、お客様が募集型企画旅行参加中
に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命または手荷物上に被った一定の損害について以下の金額の範囲において保証金または見舞金を支
払います。（死亡保証金 : 1,500万円、入院見舞金 : 2〜20万円、通院見舞金 : 1〜5万円、携行品損害保証金 : お客様1名様につき〜15万円、ただし保
証対象品1個あた10万円を限度とします。）宿泊プランと視察観光プランの両方をお申込の場合は、1つの募集型企画旅行としてお支払いいたします。

個人情報の取り扱いについて
（1）当社及び販売店は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様
がお申込みいただいた旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を
担保する保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の土産品店でのお客様のお買い物等の便宜のために必要な範囲内でお申込みいただいたパンフ
レット及び最終旅程表に記載された運送・宿泊機関等及び保険会社、土産品店に対し、お申込み時にいただいた個人情報及び搭乗される航空便名に係る
個人データを、予め電磁的方法等で送付することにより提供いたします。

（2）当社及び販売店は、旅行中に疾病・事故等があった場合に備え、お客様の旅行中の連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客
様に疾病等があった場合で連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、連絡先の方の個人情報を当社及
び販売店に提供することについて連絡先の方の同意を得るものとします。

（3）その他、個人情報の取扱いについては、ご旅行条件書（全文）の「個人情報の取扱い」をご参照ください。なお、当社の個人情報に関するお問い合せ窓
口は次の部署となります。
株式会社JTB お客様相談室　〒140-8602 東京都品川区東品川2-3-11　https://www.jtb.co.jp/form/inquiry/wmform.asp

旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は、2019年7月1日を基準としています。又、旅行代金は2019年7月1日現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。

 申込書 ダウンロード先 
〈申込書 ダウンロード先〉

全国商工会議所観光振興大会2020 in 金沢 検索

http://www.kanazawa-cci.or.jp/event/jcci2020/index.html
ダウンロードした申込書（Excel）に必要事項を入力の上、各会議所毎に取りまとめ、下記までメールにてお申し込みください。

 お申し込み先  旅行企画·実施 
〈お申し込み先〉
株式会社 JTB ビジネスネットワーク 中部MICEセンター
メール  cub_mice@jbn.jtb.jp　［お申込締切 : 2019年11月29日（金）必着］
お問い合わせ／TEL.052-446-5099　【受付時間】月〜金 10:00〜17:00（土·日·祝日は休業） ※お申し込みはメールのみとなっています。
〒453-6108　愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12  グローバルゲート８階 （東京都知事登録旅行業第3-7539号） 総合旅行業務取扱管理者　田中 正史

総合（国内）旅行業管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所の取引に関する責任者です。この旅行契約に関してご不明な点がありましたら、ご遠慮なく営業所の取扱管理者にお訊ねください。

〈旅行企画・実施〉
株式会社 JTB 〒140-8602 東京都品川区東品川2-3-11 （観光庁長官登録旅行業第64号（一社）日本旅行業協会正会員）
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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

ホテル日航金沢

全体会議会場

エクスカーション
観光バス乗り場

交流会会場

分科会会場

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
タクシー乗り場●

●
金沢駅前交番

東口バスターミナル

金沢駅西広場団体バス乗降場

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

金沢フォーラス

〒920-8639 石川県金沢市尾山町9番13号
TEL. 076-263-1151  FAX. 076-261-6500
http://www.kanazawa-cci.or.jp

お問合せ

● 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）
※小松空港よりリムジンバスにて金沢駅西口まで約40分 
※のと里山空港より特急バスにて金沢駅西口まで約2時間

● 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。


