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Japanese Beauty ホクリク キャンペーン スタート
ＪＲ東日本とＪＲ西日本は、豊かな観光素材をもつ北陸に、より多くのお客さまにお出かけいただ
くために、
「Japanese Beauty ホクリク」をキャッチフレーズに、北陸の魅力をあますことなくお伝
えしていく観光キャンペーンを共同して実施いたします。
4 月 7 日（水）から 10 日（土）まで東京駅丸の内北口で開催する「Japanese Beauty ホクリクシ
ョウケース」を皮切りに、大型プロモーションを展開するほか、北陸へのおトクなきっぷや旅行商品
を発売いたします。今まで知らなかった日本の美しい自然や文化息づく北陸へ、ぜひお出かけくださ
い。
１ キャンペーンの目的
「北陸」には、歴史的な名所・旧跡、温泉、味覚と豊かな観光素材がありますが、まだま
だ首都圏のお客さまに旅行先として選んでいただけていないのが現状です。
3 月 13 日のダイヤ改正により首都圏から北陸へのアクセスが短縮されたことを契機に、
首都圏を営業エリアに持つ JR 東日本と、北陸を営業エリアに持つ JR 西日本が共同で、北
陸の魅力をより多くのお客さまにお伝えし、多くのお客さまにお出かけ頂くために、キャ
ンペーンを展開することに致しました。
２ キャンペーン名

Ｊａｐａｎｅｓｅ Ｂｅａｕｔｙ ホクリク

３ 開始時期

２００４年４月７日（水）〜６月３０日（水）
※上記期間を重点宣伝期間とし、各種プロモーションを実施

４ 主なキャンペーン展開
（１）宣伝展開
◎ＣＭをはじめ、駅･車内のポスター、パンフレット、新聞、雑誌を活用した宣伝展開
◎東京駅丸の内北口でのイベントの開催（別紙１）
（２）商品展開
◎おトクなきっぷ
期間限定「北陸フリーきっぷ」の発売（別紙２）
◎北陸向けの旅行商品ラインナップの充実（別紙３）
（３）その他
◎キャンペーン期間中に北陸エリアにおいて特別展示や体験メニューを多数実施いたしま
す。
（別紙４）
◎首都圏のお客さまを対象としたプレゼントキャンペーンを実施いたします（別紙５）
◎現在、4 月中旬からオンエア予定のＣＭを制作しており、近日中に発表する予定です。

（別紙１）
Japanese Beauty ホクリク キャンペーン
キックオフイベント

Japanese Beauty ホクリクショウケース 開催！
JR 東日本と JR 西日本は、Japanese Beauty ホクリク キャンペーンのキックオフとして、北陸の魅
力をあますことなくお伝えするイベント「Japanese Beauty ホクリクショウケース」を、４月７日（水）
から４月１０日（土）の４日間、東京駅丸の内北口ドームにて開催いたします。会場では、観る人の心に響く
伝統工芸品・グラフィック・映像 などで演出するブースを展開するほか、郷土芸能ステージや伝統工芸品
の実演・体験など、様々な趣向で北陸の魅力をアピールします。

「Japanese
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Beauty ホクリクショウケース」

２００４年４月７日（水）〜４月１０日（土） 計４日間

◎開 催 場 所

東京駅（丸の内北口ドーム） 入場無料

◎開 催 時 間

１０：００〜１９：００（初日のみ１１：００〜）

◎主

催

ＪＲ東日本 ＪＲ西日本

◎共

催

石川県 富山県 福井県
（社）石川県観光連盟
（社）富山県観光連盟
（社）福井県観光連盟

◎主なイベント内容
■Japanese Beauty
◆
◆
◆
◆
◆
◆

【イメージ図】
ホクリクショウケース
ホクリクハ、カワイイ。
（和菓子、伝統工芸小物などの展示）
ホクリクハ、スゴイ。
（伝統工芸の高級品・芸術性の高い作品の展示）
ホクリクハ、マタキタイ。（
「街並み」
「史跡」の紹介）
ホクリクハ、ウツクシイ。（
「自然」の紹介）
ホクリクハ、オイシイ。
（「食」の紹介）
ホクリクハ、キモチイイ。（
「温泉」の紹介）

■Japanese Beauty ホクリクライブラリー（観光情報コーナー）
北陸に関するポスターやパンフレットなどを豊富にご用意し、北陸の旅行情
報を発信します。
■ステージイベント
北陸各県の郷土芸能ステージや伝統工芸品の実演、体験などを行います。
【主なステージイベント】
御陣乗太鼓、山中節獅子踊り、おわら風の盆、あわら芸妓おどり
【主な実演・体験ステージ】
和菓子体験、和紙のすみながし、水引き体験、若狭塗り箸体験
※開催日によってステージイベント、実演・体験イベントの内容は異なります。

Japanese

Beauty

ホクリク キャンペーン

キックオフセレモニー

○開催日：４月７日（水）１１時〜11 時 30 分
○式次第
①オープニング
②主催者挨拶
③来賓挨拶
④テープカット
⑤北陸の１０温泉の女将さん、ミスチューリップ（富山県）
、ミス百万石（石川県）、
福井県観光宣伝隊による各県観光情報ＰＲ、インタビューなど
※セレモニーの内容は変更となる場合がございますのでご了承下さい。

（別紙２）

「北陸フリーきっぷ」の発売について
「北陸キャンペーン」実施に伴い、首都圏から北陸エリアへ格安でご旅行いただけるキャンペ
ーン商品として、特別企画乗車券「北陸フリーきっぷ（２人用・３人用）」及び「こども北陸フ
リーきっぷ」を発売します。「北陸フリー区間」内では特急列車の普通車自由席が乗り降り自由
の大変便利でおとくなきっぷです。この春は「北陸フリーきっぷ」で北陸の旅にぜひお出かけく
ださい。
【商品概要】
１．発売期間

2004 年 4 月 8 日（木）〜2004 年 6 月 27 日（日）
（有効開始の前日までの発売）

２．利用期間

2004 年 4 月 10 日（土）〜2004 年 6 月 30 日（水）

３．設定区間・発売額
設定区間
東京都区内 → 北陸フリー区間
大宮〜川口・戸田公園→北陸フリー区間

４．発売箇所

北陸フリーきっぷ
2 人用
3 人用
34,000 円
51,000 円
33,000 円
49,500 円

こども北陸
フリーきっぷ
3,000 円

ＪＲ東日本の首都圏の主な駅の「みどりの窓口」
、びゅうプラザ、提携販売セ
ンター、営業販売センター及び主な旅行会社

５．主な効力
(1) 有効期間は３日間。
(2) 2 人もしくは 3 人の組み合わせで、同一行程でご旅行する場合に限りご利用できます。
1 人でのご利用はできません。
（性別や年齢は不問）
(3) 「こども北陸フリーきっぷ」は、
「こども」が「北陸フリーきっぷ」をご利用の大人同
一行程でご旅行の場合に限り発売し、単独での発売はいたしません。
(4) 利用経路は上越新幹線（越後湯沢乗換）、北越急行線、北陸線経由もしくは上越新幹線（長
岡乗換）
、信越線、北陸線経由とし、往復に上越新幹線と「はくたか」号または「北越」
号の普通車指定席が利用できます。
(5) 「北陸フリー区間」内では特急・急行・普通列車の普通車自由席が乗り降り自由です。
(6) 駅レンタカー（「北陸フリー区間」内）が「レール＆レンタカー割引」でご利用可能です。

（別紙３）

「特別企画 宇奈月温泉」 発売中！
「富山県の美味（あじ）、黒部峡谷の大自然、湯量豊富な天然温泉」と三拍子揃った「うなづきプラン」をコ
ンセプトに全９施設でラインナップしました。
●富山県の美味（あじ）
「富山湾の白い宝石と呼ばれる、珍しい白エビ」「黒部名水ポーク」「名物のマス寿司」「ほたる
いかのたまり漬け」等、夕食共通料理としてお召し上がりいただけます。
●黒部峡谷の大自然
四季折々の色に染まる黒部峡谷、野生のカモシカ・サルも姿を見せる自然環境が自慢の静かな温
泉街です。
●湯量豊富な温泉
毎分２,１００リットルもの湯量を誇る宇奈月温泉。温泉街のそれぞれの施設が徒歩圏内にあり、
相互の湯めぐりが無料で楽しめます。
限定列車をご利用いただければ大変お手頃な価格でご利用いただけます。
「特別企画 宇奈月温泉」
で新緑の黒部峡谷へどうぞお出かけください。

「特別企画 宇奈月温泉」はこんな旅！
◆出 発 日

2004 年 4 月 1 日（木）〜9 月 30 日（木）

◆旅行代金

２１，５００円〜４８，８００円
※東京駅発着 限定列車普通車指定席利用 １泊２食付大人お一人様

◆宿

泊

延対寺荘など全９施設 A・B・C 料金帯よりお選びいただけます。

◆お得なポイント
１、参画施設９施設の湯めぐりＯＫ
２、アーリーチェックイン（14 時）・レイトチェックアウト（11 時）
３、夕食時にお酒またはソフトドリンク１本付
４、セレネ美術館入場料大人９００円を５００円に割引
５、ジパング倶楽部の会員の方は１,０００円引き

etc……

☆お申し込み「びゅう予約センター」
：ＴＥＬ０３−３８４３−２００１
営業時間１０：００〜２０：００ （平日） １０：００〜１８：００（土曜・日曜・祝日）

（別紙４）

北陸エリアでの特別公開、体験メニューについて

期間中、普段は見られない観光施設の特別公開や北陸ならではの体験等を実施いたします！
【特別公開】
（1） 尾山神社の「前田家のお宝特別公開」・・・（石川県金沢市）
加賀百万石の礎を築いた初代藩主前田利家とその夫人まつを祀る神社。普段は見ることができ
ない利家の愛用品や前田家伝来の貴重な宝物を特別に公開します。
特別公開期間：4 月１日〜8 月 31 日（9:00〜16:00）

無料

（2） 成巽閣『書院・茶室・国指定名勝庭園「飛鶴庭」』特別公開・・・（石川県金沢市）
加賀藩 13 代藩主前田斉泰が母・真龍院の隠居御殿として建てたのが成巽閣。国の重要文化財
に指定されている貴重な建築物である。今回は、非公開の国指定名勝庭園「飛鶴庭」と同じく
非公開施設である「清香書院」、茶室「清香軒」を特別に公開します。
特別公開期間：4 月 1 日〜11 月 30 日（9:00〜17:00） 入館料 1000 円
（3） 西養寺の掛け軸特別公開・・・（石川県金沢市）
西養寺は府中（武生）で創建され、加越能天台宗寺院触頭を拝命した古刹。住職の案内で、目
や口が動くと言われている「釈迦出山図」をはじめ寺の七秘宝が披露される。
特別公開期間：4 月 1 日〜11 月 30 日（9:00〜17:00）

無料

（4） 那谷寺の寺宝特別公開・・・（石川県小松市）
名刹那谷寺は前田家にゆかりが深く、今回公開する寺宝も加賀藩にまつわる品々である。また
重要文化財の書院と名勝指定庭園は３代藩主利常によるものと言われており、見どころも多い。
特別公開期間：4 月１日〜6 月 30 日（8:30〜16:45） 拝観料 700 円
【北陸ならではの体験等】
（1） 和菓子づくり体験・・・（石川県金沢市）
石川県観光物産館では、期間中の土・日・祝日に手づくり和菓子体験を開催します。金沢の老
舗和菓子店の職人さんが、四季折々の上生菓子の作り方を親切・丁寧に指導します。
体験期間：4 月〜６月末までの土・日・祝日

体験料 1050 円

（2） 立山黒部アルペンルート「立山・雪の大谷ウォーク」・・・（富山県立山町）
毎年春のアルペンルート開通時には雪の壁ができることで知られている。この雪の壁は高さ２
０m に達し、通常はバスでの通行しかできないが「立山・雪の大谷ウォーク」の開通イベント
では、その雪の回廊を歩くことができるとともに、ロータリー除雪車の実演が見学できます。
開催期間：4 月 17 日〜30 日（5/6〜31 の間も、雪の壁の間を散策可能）
（3） 芦原温泉開湯１２０周年キャンペーン・・・（福井県あわら市）
①期間中宿泊されたお客様の中から抽選で、１２０円にて１２０組を一泊ご招待
②ミニ周遊バスの創設・運行（キャンペーン期間中の土・日・祝日、料金１２０円）
（芦原温泉旅館会館→金津創作の森→吉崎御坊→北潟湖畔→ＪＲ芦原温泉駅）
③芦原温泉にある旅館１９軒の温泉を巡れる「七福湯めぐりパスポート」の配布
④飲食店・土産物店・観光施設の割引が受けられる「わくわくパスポート」の配布
⑤期間中宿泊されたお客様への福井県恐竜博物館の割引特典（入館料＜大人５００円＞の半額）
⑥一日女将体験（5 月 22 日＜募集：3/1〜4/20＞、9 月 25 日＜募集：7/1〜8/20＞）
キャンペーン期間：4 月１日〜11 月 30 日

（別紙５）

北陸の温泉ペア宿泊券や特産品が、
合計３００名の方に当たる！！

北陸春物語プレゼントキャンペーン
キャンペーン期間中に首都圏の主な駅、びゅうプラザで配布される「北陸春物語」に添付されて
いるアンケートハガキに必要事項をご記入の上、ご応募いただくと、抽選で合計３００名様に北陸
の温泉ペア宿泊券や特産品があたります。是非ご応募下さい。

◆実施期間

２００４年４月７日（水）〜２００４年６月３０日（水）

◆応募方法
キャンペーン期間中、首都圏の主な駅、びゅうプラザで配布される「北陸春物語」に添付されてい
るアンケートハガキに必要事項をご記入の上、ご応募下さい。
◆応募締切

平成１６年６月３０日（水）当日消印有効

※ キャンペーン終了後７月中旬に事務局にて厳正なる抽選を行います。
※ 当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。
◆賞品
★北陸１０温泉（※下記参照）のペア宿泊券

５０組１００名様

※（山中、山代、片山津、粟津、辰口、湯涌、和倉、輪島、宇奈月、芦原）
★北陸３県（石川県、富山県、福井県）の特産品

２００点

【主な特産品】
石川県（輪島塗、九谷焼、山中漆器、金箔製品等）

１００点

富山県（高岡銅器、チューリップ商品、海洋深層水、井波木彫商品等）

５０点

福井県（越前竹人形、若狭塗箸、越前焼、若狭めのう細工等）

５０点

