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山代温泉
だからできる、
充実MICE

金沢駅から
加賀温泉駅まで

最速 24分

産業観光・社会見学

ゴルフ場

スポーツ施設

山代温泉観光協会/山代温泉旅館協同組合
〒922-0243 石川県加賀市山代温泉北部3丁目70番地　TEL0761-77-1144・FAX 0761-77-2109

加賀市に残る古九谷窯跡や北前船で栄えた文化をめぐる産
業遺産を訪ねます。
九谷焼窯跡展示館（山代温泉）／北前船の里資料館（橋立町）
など

産業遺産めぐりモデル
［古九谷窯跡・北前船関連等］

加賀市にある九谷焼や漆器工房、農園、体験工房、
フィールド体験を訪ねます。
九谷焼体験・漆器体験・染色体験各種工房・伝統工
芸村など／ぶどう園・フルーツランドなど／加賀
市鴨池観察館・やましろレンタサイクル・大聖寺
川流し舟など

体験モデル
［工房体験・農業体験・フィールド体験等］

加賀セントラルゴルフ倶楽部
加賀市熊坂町辰19-5　TEL 0761-72-2525

山代ゴルフ倶楽部
加賀市小坂町ト甲7-2　TEL 0761-77-7200

片山津ゴルフ倶楽部 片山津ゴルフ場
加賀市新保町ト1-1　TEL 0761-74-0810

加賀カントリークラブ
加賀市日谷町日ノ谷1-1　TEL 0761-72-3315

山代山中ゴルフ場
加賀市永井町79の1　TEL 0761-73-8321

那谷寺カントリー倶楽部
小松市那谷町5-30　TEL 0761-65-2020

小松パブリック
小松市菩提町井1　TEL 0761-65-2277

ゴルフクラブ ツインフィールズ
小松市里川町1番地　TEL 0761-47-4500

越前カントリークラブ
福井県あわら市指中75-1　TEL 0776-75-2100

小松カントリークラブ
小松市木場町セ1　TEL 0761-43-3030

加賀体育館
TEL 0761-73-2664

加賀市片山津野球場
TEL 0761-73-3939

加賀市ソフトボール場
TEL 0761-73-3939

加賀市スポーツセンター
TEL 0761-73-3939

加賀市中央公園野球場
TEL 0761-72-6886

加賀市相撲場
TEL 0761-73-1220

加賀市屋内・屋外水泳プール
飛込プール TEL 0761-73-2259

こまつドーム
小松市林町ほ5番　TEL 0761-43-1677

加賀市陸上競技場
TEL 0761-73-3267

加賀市中央公園テニスコート
TEL 0761-73-1220

加賀市武道館
TEL 0761-73-2664

加賀市大聖寺テニスコート
TEL 0761-73-2664

ゆけむり健康村テニスコート・
ゲートボール TEL 0761-78-5546

山中武道館
TEL 0761-78-5510

山中弓道場
TEL 0761-78-5510

いきいきランドかがaim BS
ゲートボール場他 TEL 0761-72-8011

加賀市にある企業・公的施設・美術館・博物館・
テーマパークなどを訪ねます。
酒造会社・製茶会社・森林組合・ホテル旅館など／
九谷焼工房・漆器工房・染色工房など／魯山人寓
居跡いろは草庵・九谷焼窯跡展示館／石川県九谷
焼美術館など

見学モデル
［企業・公的施設・工房・美術館・博物館
テーマパーク等］

対象となるコンベンションは、宿泊を伴う大会・
総会・会議・学会・研修会・講演会・セミナー・シン
ポジウム・見本市・イベント（文化・スポーツ）な
どです。

［主な条件］
延べ宿泊者数が加賀市内で30人以上

［助成額］
500円（1名1泊）※学会は別途
合宿修学旅行の場合は1,000円（1名1泊）
高校生・中学生は別途

［お問い合せ］
加賀市観光交流課 TEL0761-72-7905
加賀市大聖寺南町ニ41番地

|加賀市コンベンション開催助成

［各種助成金制度］
シャトルバス経費助成・貸付金制度・視察調査旅費
補助制度

支援サービス

［お問い合せ］
（公財）金沢コンベンションビューロー
 TEL076-224-8400
金沢市尾山町9-13　金沢商工会議所会館3階

|（公財）金沢コンベンションビューロー

http://www.yamashiro-spa.or.jp/mice/

日本列島のまん中に位置しているので日本
各地からのアクセスにも優れています。
北陸新幹線も開業し東京から最短2時間半で
金沢駅に到着。
ますます便利に、ぐっと近くなりました。

車で約10分～20分圏内にゴルフ場が多数あり、プロゴルフ選手権が行わ
れる名門コースでのプレーも可能。また、山代温泉は北陸の有名観光地
にもほど近く、金沢・福井にも車で40分程度で到着。エクスカーションプ
ログラムにも困りません。北陸観光の拠点として多くの方々がご利用さ
れています。

※JR特急利用

抜
群
の
ア
ク
セ
ス

充実の
アフター
コンベンション

九谷焼窯跡展示館

北前船の里資料館

魯山人寓居跡いろは草庵

18.2.0001②

主催者対象

［主な条件］
対象：学会、大会、会議
　　（イベント、スポーツ等は対象外）
人数：県外参加者100人以上
会期：連続する2日以上であること
その他：国際コンベンションや
 大規模コンベンションに助成あり
［助成額］
100人～199人に対して   　80,000円
200人～299人に対して　 160,000円
　　　　
5,000人～　　に対して 4,000,000円

［お問い合せ］
石川県誘客戦略課 TEL076-225-1537
金沢市鞍月1丁目1番地

|石川県コンベンション
  誘致推進事業補助金

… …

北前船の里資料館などの文化財施設や、重要伝統的建造物群
保存地区の町並みなど貴重な歴史遺産を見学することができ
ます。

加賀市ほか全国10市町の連携による日本遺産認定ストーリー

「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～

2017年4月 北前船 日本遺産認定！

石川県・加賀市助成制度

助成額…………1人1泊300円
助成限度額……1回あたり150,000円
助成条件………20人以上が加賀市内宿泊施設
 で宿泊、目的がMICE開催等に
 よるもの（イベント等も対象、
 修学旅行・合宿は除く）
事業対象時期…平成30年4月1日～
 平成31年3月31日
お問い合せ……加賀市観光交流課
 TEL 0761-72-7905
申請時期………実施の2週間前までに手続き
　　　　　　　が必要です。
定数……………先着10000名に達し
 次第締め切ります。

団体送客助成制度（加賀市）

♨♨

上越新幹線上越新幹線

東北新幹線東北新幹線

越後湯沢越後湯沢

軽井沢

大阪大阪

高崎

東海北陸
自動車道
白山白川郷
ホワイトロード

上信越自動車道

長野自動車道

関越自動車道

中央自動車道

名神高速道路

東名高速道路東名高速道路

北陸自動車道北陸本線

日本海日本海

高山本線

小松空港

羽田空港

成田
国際空港

関西
国際空港

中部
国際空港

片山津IC
加賀IC

東京東京

山代温泉山代温泉

金沢金沢

石川県石川県

福井福井

加賀温泉加賀温泉

長野

富山富山

敦賀敦賀

東海道新幹線東海道新幹線

北陸新幹線北陸新幹線

新大阪新大阪

名古屋名古屋

京都京都

米原米原
特急しらさぎ
名古屋-加賀温泉
2時間32分

特急サンダーバード
大阪-加賀温泉
2時間13分

特急サンダーバード
京都-加賀温泉
1時間45分

北陸新幹線
東京-金沢間
2時間28分

福岡

那覇
Taipei

Shanghai

Seoul

羽田
成田

仙台

札幌

小松空港

東京̶片山津I.C ［約5時間40分／約494km］
関越自動車道→藤岡JCT→上越JCT→北陸自動車道

東京̶加賀I.C ［約5時間35分／約522km］
東名・新東名高速道路→小牧JCT→名神高速道路
→米原JCT→北陸自動車道

大阪̶加賀I.C ［約2時間50分／約250km］
名神高速道路→米原JCT→北陸自動車道

名古屋̶加賀I.C ［約2時間20分／約210km］
名神高速道路→米原JCT→北陸自動車道

米原̶加賀I.C ［約1時間25分／約130km］
米原JCT→北陸自動車道

新潟̶片山津I.C ［約3時間40分／約335km］
北陸自動車道

長野̶片山津I.C ［約3時間30分／約290km］
上信越自動車道→上越JCT→北陸自動車道

金沢̶片山津I.C ［約20分／約32km］
北陸自動車道

自動車で 片山津I.C・加賀I.Cまで

●加賀I.Cから山代温泉まで車で約10分
●片山津I.Cから山代温泉まで車で約15分 羽　田 ̶  小　松 約1時間00分 1日10往復

成　田 ̶  小　松 約1時間15分 1日1往復

札　幌 ̶  小　松 約1時間35分 1日1往復

仙　台 ̶  小　松 約1時間05分 1日2往復

福　岡 ̶  小　松 約1時間20分 1日4往復

那　覇 ̶  小　松 約2時間10分 1日1往復

ソウル ̶  小　松 約1時間45分 3往復／週

上　海 ̶  小　松 約2時間05分 4往復／週

台　北 ̶  小　松 約2時間50分 5往復／週

飛行機で 小松空港まで

●小松空港から山代温泉まで車で約25分
●小松空港からJR加賀温泉駅までバスで（5往復）約25分
　※キャン・バス小松空港線利用 ●加賀温泉駅から山代温泉まで車で約10分

　※送迎サービスあり（一部旅館除く）

東京̶金沢̶加賀温泉駅 ［約3時間10分］
北陸新幹線→（金沢乗換）　
→北陸本線特急（サンダーバード・しらさぎ）

東京̶米原̶加賀温泉駅 ［約3時間50分］
東海道新幹線→（米原乗換）→北陸本線特急（しらさぎ）

大阪̶加賀温泉駅 ［約2時間11分］
北陸本線特急（サンダーバード）

京都̶加賀温泉駅 ［約1時間45分］
北陸本線特急（サンダーバード）

名古屋̶加賀温泉駅 ［約2時間30分］
北陸本線特急（しらさぎ）

JRで JR加賀温泉駅まで

MICE
山代温泉

de
団体旅行のご提案

マイス

Meeting Incentive tour Conference Exhibition

旅行会社対象



加賀市文化会館（カモナホール）

アビオシティホール（JR加賀温泉駅前） 山中座

ホール……… 1426人

101会議室… 108人

102会議室…… 36人

特別会議室…… 14人

201会議室…… 90人

202会議室…… 90人

203会議室…… 42人

204会議室…… 24人

205会議室…… 36人

こまつドーム
（小松市）

野球１面（センター106.2ｍ、両翼87.7ｍ）

サッカー1面（105ｍ×68ｍ）

テニス8面（10.97ｍ×23.77ｍ）

ハンドボール4面（20ｍ×40ｍ、フットサル共通）

ゲートボール24面（15ｍ×20ｍ）

運動会用トラック250ｍ×6コース

2階ランニングトラック（１周約400ｍ）

スポーツ・展示会・博覧会・見本市・

コンサート等多目的に利用可能　

ホール……… 330人
研修室3部屋 各55人

ホール……… 180人

コンベンション施設

開催スケジュール一例

報奨旅行・招待旅行 スポーツ大会
展示会・イベント開催

旅館名 客室数 会議室席数 宴会場（和） 宴会場（洋）

※会議室席数はスクール形式 ※最大の宴会場の席数のみを記載

山代温泉の旅館内にはコンベンション施設が充実しています。
宿泊を兼ねた研修会や公演行事など開催規模に応じてご利用いただけます。
旅館以外にも1426人収容のホールを備えた「加賀市文化会館」がございます。

温泉宿で、いつもと違った浴衣での会議…

社員に贈るご褒美旅行やアニバーサリーの旅…

スポーツで疲れた身体を癒すやすらぎの湯…

そんな特別で素敵な一日を山代温泉で過ごしませんか。

やましろだから出来る

「M」「I」「C」「E」があります。

報奨旅行のお客様にはホテルにはないデラックスな
露天風呂付客室や、料理人が腕をふるった季節の特別プラ
ンなどをご提案いたします。
50人～100人規模の招待旅行や社内旅行では海の幸をふ
んだんに使った舟盛りや、アトラクションなどで宴会を華
やぐ演出も。旅館内外の二次会もおまかせください。

山代温泉近隣には各種スポーツ競技に使用できる体育施設や陸上競技場
も揃っています。天候に左右されない「こまつドーム」では大きなスポー
ツ大会やイベントも行えます。また、毎年行われている「加賀温泉郷マラ
ソン」の際には山代温泉に多くのランナーが宿泊されています。
大会前夜祭や各種展示会・イベントも旅館にて開催いただけます。

優れたアクセス
 JRでも航空機でも車でも便利
［車での所要時間］
・JR加賀温泉駅から約10分
 （JR金沢駅から特急電車で最速24分）
・小松空港から約30分
・加賀IC・片山津ICから約15分

充実した施設・旅館
1426席の大ホールや各種会議室のある加賀市文化会館をはじめ、
各旅館のコンベンション施設も充実しています。
ご宿泊はそれぞれ個性豊かな温泉旅館でごゆっくりおくつろぎ
ください。

温泉旅館ならではの魅力
親睦を深める事ができるのも温泉旅館の魅力です。落ち着きある和室
に複数メンバーで過ごす一夜が個々のコミニュケーション能力や結
束力の向上に最適といわれています。

魅力的な温泉街と周辺エリア
約2kmのコンパクトなエリアの山代温泉。「加賀市文化会館」から
1.5kmにすべての旅館があります。街の中心部には温泉の外湯施
設や歴史・文化施設をはじめ、九谷焼体験や明治時代の湯治体験が
できる古総湯など魅力的な施設が沢山ございます。また様々な
ジャンルの飲食店も充実しています。
周辺にはイベントやスポーツ大会、アフターコンベンションにふ
さわしい施設が多数あります。

万全なサポート体制
（観光協会にご相談ください）

［開催地をご検討の場合］
情報や資料提供、ご相談やご提案などのお手伝いをいたします。
　　　　
［山代温泉（加賀市）での開催が決定した場合］
分宿や送迎などの手配についてのご協力、料理メニューや飲物料金の統一、
アトラクションや歓迎あいさつ、アフターコンベンションなどもサポート
します。また、観光資料やマップのご用意など山代温泉全体でおもてなしを
致します。
1000人規模の組織団体や全国大会の受入実績も多数あります。

山
代
の
、い
い
と
こ
ど
り
。

加賀市陸上競技場
トラックは全天候舗装、

400m・8コース3,000m障

害コース・フィールド。サッ

カーも利用可能。観覧席あり。

加賀市屋内・屋外水泳プール
屋内プールは25m、7コース

屋外プールは50m、8コース

飛び込みプールもあり。日本

水泳連盟公認プール。

加賀市スポーツセンター
バスケットボール・バレー

ボール・バドミントン・ハンド

ボールが利用可能。

加賀市中央公園野球場
両翼98m・中堅122m

内野黒土、外野芝生。メインス

タンドの他、会議室、屋内練習

場があります。

山代温泉旅館協同組合加盟旅館　コンベンション施設 （2018.1.25） その他のコンベンション施設

加賀市山代温泉北部2丁目 68番地
TEL 0761-77-2811

加賀市作見町ル25-1
TEL 0761-72-5545

加賀市山中温泉薬師町ム1番地
TEL 0761-78-5523

※会議室席数はスクール形式

あらや滔々庵 18  20/12/10 18 18

温泉めい想倶楽部 富士屋旅館 35  30 30 30

加賀の宿 宝生亭 23  80 90 60

木漏れ日の宿 大のや 21  ― 35 ―

彩華の宿 多々見 35  30 60 40 

たちばな四季亭 23  60/25 120 60

葉渡莉 67  70 120 100

べにや無何有 16  　 ―  （46）  

星野リゾート 界 加賀 48  ― ― ―

ホテルききょう 23  50 80 50

みどりの宿 萬松閣 50  280 80 80

森の栖　リゾート＆スパ 57  60 120 60

山下家 108  100 100 25

雄山閣 120  80/20 160 160

湯快リゾート 彩朝楽 69  ― ― ― 

ゆのくに天祥 156   400 250 

ゆ湯の宿 白山菖蒲亭 49  100/80/54 135 100

吉田屋 山王閣 45  120/60/30 170 100

リブマックスリゾート加賀山代 45  ― 70 ―

瑠璃光 117  270/70 250 200

340/120/120
70/20

貸切の場合
会議・宴席可能（46）

　　
主催者様には石川県や加賀市
の助成制度がご利用できます。
※コンベンションを手配いただく
旅行会社様にも加賀市から嬉
しい助成制度があります。

充実した旅館のコンベンショ
ン施設を利用した会議。

分科会
充実した旅館のコンベンショ
ン施設を利用した会議。

会議
加賀市文化会館（大ホールや
各種会議室）で開催。

本会議
会議の後は温泉に浸かりゆっ
くりとお寛ぎ。

温泉
旅館ならではの浴衣で宴会。
親睦も深まります。

夕食（宴会）
ゴルフプレーや観光地めぐり、各種体
験、産業観光など。

アフターコンベンション
普段朝食を食べない方も温泉
旅館の美味しい朝食をどうぞ。

朝食
客室で時を忘れて語らいのひ
ととき。

ご宿泊
館内施設、又は温泉街（居酒
屋、バー、クラブ）での2次会。

2次会

2次会

M・I・C・E
Meeting Incentive tour Conference Exhibition

Exhibition /Event

Meeting / Conference /Convention

Incentive tour

やましろ流

コンベンション
開催助成

2022年北陸新幹線 加賀温泉駅開業（敦賀延伸）

湯の曲輪（ゆのがわ）


