アトラクション一覧
【伝統芸能・補助金交付対象】

※費用は大よその目安です。

種類

費用、内容等

能

仕舞

15 万円～（出演者 3 名～）

特別依頼の場合
特別依頼の場合

30 万円～（出演者 8 名）

25～90 万円（出演者 7～25 名程度）

東、西、主計町の芸妓衆による

演技時間 1 曲 15 分程度

東料亭組合

℡：０７６－２５２－０５８８

15 万円～（出演者 5 名～・踊り、謡、三味線）

西料亭組合

℡：０７６－２４１－０２５７

演技時間 10 分程度（懇親会会場で 90 分の料金）

主計料亭組合 ℡：０７６－２２１－１０３１

15～20 万円（交通費別途）
（出演者 30～40 名程度）

加賀獅子保存協会（金沢市文化財保護課内）

演技時間 1 曲 15～20 分程度

℡：０７６－２２０－２４６９

7 万円～（出演者 3 名）

加賀万歳保存会

演技時間 15～20 分程度

℡：０９０－８０９５－７３０５

※郊外は別途料金

【補助金交付対象外】

友禅華太鼓
炎太鼓
加賀豊年太鼓
琴
クラシック
音楽
民謡
民謡プロ歌手
加賀山 昭
ショー
民謡舞

日本酒鏡割り
篠笛
プロチア
リーダー、
マスコットに
よるショー

℡：０７６－２５５－００７５

15 万円～（出演者 4 名）

演技時間 20 分程度

加賀獅子舞

御陣乗太鼓

（石川県立能楽堂内）

演技時間 10 分程度

長唄(舞踊)

種類

公益社団法人 金沢能楽会

15 万円～（出演者 4 名）

演技時間 5～10 分程度

素囃子

加賀万歳

2,500 円（1 人当たり）

特別依頼の場合

舞囃子

そ
の
他

定例鑑賞の場合

演技時間 20 分程度

居囃子

金
沢
芸
妓

80 万円～

特別依頼の場合

狂言

金
沢
能
楽
会

特別依頼の場合

連絡先・申込み先

田中会長

※費用は大よその目安です。
費用、内容等

18 万 5 千円（出演者 6 名）
演技時間 1 曲 20 分程度
8 万円～（出演者 4～5 名程度）
演技時間 1 曲 15 分程度
20 万円～（太鼓運送費、交通費等別）
出演者 3 名 演技時間 1 曲 15～20 分程度
5 万円（打ち手 10～17 名）
10 万円（打ち手 17～26 名） 演技時間 25 分程度
7 万円前後（出演者 2～3 名）
演技時間 20～30 分程度
20 万円～（出演者 4 名～）演奏者 1 人当たり 5 万円
プロ（オーケストラ・アンサンブル金沢）による室内楽

演奏時間 30 分程度（曲目は協議要）
15 万円～（出演者 20 名～）
演技時間 20 分程度 ＊人数により料金異なる
カラオケ 15 万円前後（ホテル、施設等は音響設備有）
生演奏 6 人で 35 万円前後
演技時間 10 分～
兼六園まつづくしなどの郷土民謡
3 万円～（出演者 1 名）演奏時間 10 分～
20 万円～（出演者 20 名程度）演奏時間 10 分～
25 万円～（出演者 10 名とプロの加賀山氏による）
4 斗樽飾り（レンタル）3 万円～
酒 2 万円～
升 単価 250 円程度
3 万円～（出演者 1 名）
演技時間 1 曲 5 分程度
15 万円～
（出演人数、開催地などにより変動いたします。
）
（出演者 3～4 名程度）
演目 15 分～20 分程度

連絡先・申込み先
御陣乗太鼓保存会（輪島）北岡 修次氏
℡：０７６８－３４－８２８２
友禅華太鼓保存会（金沢）
℡：０７６－２６１－０１３３ 斉田会長
浅野太鼓店（松任）
℡：０７６－２７７－１７１７ 関沢氏
加賀豊年太鼓保存会 高田会長
℡：０９０－４６８５－１１４０
正派邦楽会北陸支部
℡：０７６－２２１－２７６０
（公財）石川県音楽文化振興事業団
℡：０７６－２３２－０１７１
金沢市民謡協会
℡：０７６－２４９－５５８０ 茶谷氏
金沢市福増町北９１１
茨山 昭二氏
℡：０７６－２４９－５５３９
舞踊団 孝藤（たかふじ）まりこ
社中℡：０７６－２５７－０１５０ 孝藤会主
ご予算に応じて相談致します。
石川県酒造組合連合会 山 専務
℡：０７６－２５１－２１１５
藤舎（とうしゃ）秀代
℡：０９０－２０３９－０４０９
北陸スポーツ振興協議会株式会社
（金沢武士団）
℡：０７６－２５６―０７４４

