
 
 

２ ０ １ ８ 年 ９ 月 １ ２ 日 

東日本旅客鉄道株式会社 

 北陸新幹線に乗って「かにを⾷べに北陸へ。」 

 
 
 
 
 

１ 「かにを⾷べに北陸へ。」キャンペーン 

（１） 内容 

北陸エリアの自治体や各旅行会社等と連携し、「かにを食べに 
北陸へ。」と題して、旅行商品の発売や団体臨時列車の運行、 
JR 東日本の主な駅やびゅうプラザでの宣伝展開等を実施します。 

（２） 実施期間 

2018 年 10 月１日（月）～2019 年３月 31 日（日） 

 

２ 旅⾏商品の発売 

   秋から冬の北陸の味覚の代表といえば「かに」。殻の中にぎっしりと身がつまっており、その

みずみずしい美味しさと上品な甘味が魅力です。美味しい北陸を求め、「かに」が堪能できる北

陸新幹線の旅を発売します。 
 

◇主な旅行会社パンフレット 
   キャンペーンに連動して北陸の「かに」を堪能する旅行商品を発売します。 

 
 

 

 

 

 

【主な旅行企画・実施会社】 

㈱ＪＴＢ、㈱ＪＴＢメディアリテーリング、㈱日本旅行、㈱近畿日本ツーリスト首都圏、 

クラブツーリズム㈱、東武トップツアーズ㈱、㈱びゅうトラベルサービス、㈱農協観光、 

㈱読売旅行、㈱阪急交通社、ビッグホリデー㈱、㈱タビックスジャパン 

※発売時期および旅行商品内容は、各旅行会社へお問い合わせください。 

※旅行商品のパンフレットは、各旅行会社の店頭やＷＥＢ等に順次掲出いたします。 

ＪＲ東日本では、秋から冬にかけて、「かに」の旬を迎える北陸エリアの魅力を発信するた

めに、昨年に引き続き、「かにを食べに北陸へ。」キャンペーンを展開し、北陸へ「かに」を

食べに行く旅を旅行会社と連携してご提案します。この機会に是非、北陸新幹線でお出かけ

ください。 

（画像はすべてイメージ） 

（イメージ） 



【北陸ならではのブランド蟹を楽しめる旅行商品の一例】（びゅう「美味北陸」旅行パンフレットに掲載） 

♢華麗な伝統工芸と旬の美味。雅な和の空間を加賀屋のおもてなしでお楽しみいただけます。 

   ■石川県 和倉温泉 「加賀屋 能登渚亭」 

   ■旅行期間：2018 年 11 月 7日（水）～2019 年 3月 31 日（日）出発分 

     （11 月 7日～9日、12月 11 日～12日、25日～2019 年 1月 9日、2月 28日～3月 31 日を除く） 

  ■旅行代金：東京駅発着【往復の JR（東京駅～和倉温泉駅間）＋宿泊（1泊夕・朝食付）】 

           おとな 1名様／73,400 円～92,700 円（普通車指定席利用、タグ付かに会席） 

   ■宿泊先写真 

   

 

 

 

 

 

 

 

      

      

 

♢創業明治元年の曲輪の宿。桐の床の温もりとやさしさ。素足でおくつろぎいただけます。 

■石川県 山代温泉 「たちばな四季亭」 

   ■旅行期間：2018 年 11 月 7日（水）～2019 年 3月 31 日（日）出発分 

           （2018 年 12 月 31日～2019 年 1月 4日、3月 11日～15日、17日～31日を除く） 

   ■旅行代金：東京駅発着【往復の JR（東京駅～加賀温泉駅間）＋宿泊（1泊夕・朝食付）】 

おとな 1名様／75,200 円～104,900 円（普通車指定席利用、タグ付かに会席） 

   ■宿泊先写真 

  

 

 

 

 

 

 

          

  

 

 

 

 

 

●タグ付かに会席 

タグ付活蟹を 1 杯使用し、かに刺、焼き蟹、蟹鍋等をご用意いたします。（※） 

1 月中旬までは、ズワニガニのメス「香箱がに」もご用意します。（※） 

 

●タグ付かに会席 

 タグ付活蟹を 1 杯使用し、茹で蟹、焼き蟹、かに刺をご用意いたします。（※） 



♢四季の移ろいが楽しめる日本庭園と自家源泉の湯に身を委ね、珠玉の時間をお過ごしいただけます。 

■福井県 あわら温泉 「グランディア芳
ほう

泉
せん

 煌
こう

粋
すい

殿
でん

」 

■旅行期間：2018 年 11 月 7日（水）～2019 年 3月 31 日（日）出発分 

      （2019 年 1月 8日～2019 年 1月 10日を除く） 

■旅行代金：東京駅発着【往復の JR（東京駅～芦原温泉駅間）＋宿泊（1泊夕・朝食付）】 

      おとな 1名様／51,300 円～78,900円（普通車指定席利用、かにづくし会席） 

■宿泊先写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

【気軽に満足かに食べ放題が楽しめる旅行商品の一例】（びゅう「美味北陸」旅行パンフレットに掲載） 

♢富山市中心部に立地し、富山城址公園を望むランドマーク的なホテルでお過ごしいただけます。 

■富山県 富山市 「ANA クラウンプラザホテル富山」 

■旅行期間：2018 年 11 月 7日（水）～2019 年 3月 31 日（日）出発分 

       （2018 年 11 月 22 日、2019 年 3月 20 日を除く） 

■旅行代金：東京駅発着【往復の JR（東京駅～富山駅間）＋宿泊（1泊夕・朝食付）】 

       おとな1名様／34,400円～46,400円（普通車指定席利用、かに食べ放題バイキング） 

■宿泊先写真 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

※画像はすべてイメージです。料理内容は、変更になる場合があります。 

 【旅行企画・実施】（株）びゅうトラベルサービス 

 

●かに食べ放題バイキング 

 18：00～21：00 でお時間の制限はありません。かにと一緒にローストビーフも食べ放題です。（※） 

●かにづくし会席 

 蟹を約 2.5 杯使用し、姿茹で蟹、かに酢の物、かに刺、蟹天ぷら、かに鍋等ご用意いたします。（※） 



３ 団体臨時列⾞「かにを⾷べに北陸へ。」号の運転 

北陸の「かに」を現地でお召し上がりいただけるよう、団体専用の 
新幹線を運転します。車内では、「かにが当たる抽選会」などの各種 
イベントを予定しております。 

 
（１）運転日・運転区間・運転時刻 

○下り 2019 年２月２日（土） 東京  10：08発 金沢 13：04 着 

○上り 2019 年２月３日（日） 金沢  16：33発 東京 19：32 着 

※上記時刻は 9月現在の予定時刻で、変更となる場合があります。 

（２）使用車両 

Ｅ7系 12 両編成（予定） 

（３）途中停車駅 

上野、大宮、高崎、黒部宇奈月温泉、富山、新高岡 

（４）発売方法 

各旅行会社が、「かに」をテーマに企画を練り、旅行商品として発売します。 

【旅行企画・実施会社（予定）】 

㈱ＪＴＢ、㈱ＪＴＢメディアリテーリング、㈱日本旅行、㈱近畿日本ツーリスト首都圏、 

クラブツーリズム㈱、㈱びゅうトラベルサービス、㈱農協観光、㈱読売旅行、㈱阪急交通社、

ビッグホリデー㈱、㈱タビックスジャパン      

 ※発売時期および旅行商品内容は、各旅行会社へお問い合わせください。 

４ 主な宣伝展開  

   キャンペーン期間中は、JR 東日本の主な駅やびゅうプラザ、各旅行会社店舗のほか、列車内、

WEB 上で、北陸の「かに」を食べにいきたくなるようなインパクトのある宣伝を展開します。 
 
（１）主な宣伝展開 
  ① 駅貼りポスター 

 北陸３県が誇るブランドガニ（富山県「高志の紅ガニ」・ 
 石川県「加能ガニ」・福井県「越前がに」）をビジュアル 
 にした駅貼りポスターを掲出します。 
② かにガイドブック 

北陸の「かに」にかかわる豆知識や北陸ならではの「かに」料理を 
紹介するなど、専用のガイドブックを配布します。 

  ③ 山手線 AD（アド）トレインの運行 
北陸の「かに」が山手線をジャック。車内を「かに」の宣伝で埋め尽くします。 

   ・ 運転期間 2018 年 11 月３日（土）～11 月 17 日（土）（予定） 
   ・ 運転区間 山手線 
   ・ 使用車両 E235 系・１編成 
 

駅貼りポスター（イメージ） 

※昨年度の車内イベントの様子 

Ｅ７系（イメージ） 

山手 AD トレイン（イメージ） 



  ④ オレンジページへの出稿 
   「オレンジページ」12/2 号（11/17 発売）にて、タイアップ記事を掲載します。 
 
（２）通信販売でのお取り扱い 
  （株）ジェイアール東日本商事では、ご自宅でも北陸の「かに」を 

お楽しみいただけるよう、9 月 20 日（木）より、福井県の「越前がに」 
を通信販売にて販売いたします。詳しくは、JRE MALL「お取り寄せ 
きっぷ」（https://www.jreastmall.com/otoriyose-ticket）または新幹線・ 
特急列車車内誌「トレインショップ 10・11 月号」等をご覧ください。 

 

５ 大人の休日倶楽部テレビ CM・ポスター 

   北陸エリアには、魅力ある観光スポットがたくさんあります。秋の行楽シーズンに向けて、Ｊ

Ｒ東日本「大人の休日倶楽部」のメインキャラクターをつとめる吉永小百合さんが富山県高岡

市で撮影したＴＶＣＭやポスターを掲出します。 
 ・ＴＶＣＭ放映期間：９月 14日（金）～９月 20日（木） 

東日本・北海道・北陸エリアにて放映 

・ポスター掲出期間：９月 14日（金）～12月 31 日（月） 

   ＪＲ東日本・ＪＲ北海道エリアにて掲出 

 

 

 

「鋳物師の町」篇ポスター 

（イメージ） 

（イメージ） 

https://www.jreastmall.com/otoriyose-ticket

