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Japanese Beauty ホクリク キャンペーン スタート
ＪＲ東日本・ＪＲ東海・ＪＲ西日本は、豊かな観光資源をもつ北陸に、より多くのお客さまにお出かけ
いただくために、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。
東京駅丸の内北口で開催するイベント「Japanese Beauty ホクリクコレクション」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 主
旨
「北陸」には、歴史的な名所・旧跡、温泉、味覚といった豊かな観光資源があります。首都圏を営業
エリアに持つ JR 東日本と、名古屋・静岡地区を営業エリアに持つＪＲ東海、京阪神・北陸地区を営業
エリアに持つ JR 西日本の３社が、それぞれのネットワークを活かして皆さまを「北陸」にご案内しま
す。３社合同で北陸の宣伝を行い、北陸の魅力をお客さまにお伝えすることで、より多くのお客さまに
お出かけ頂くようなキャンペーンをめざします。
２ キャンペーン名
３ キャンペーン期間

「Ｊａｐａｎｅｓｅ Ｂｅａｕｔｙ ホクリク」
２００６年４月１日（土）〜６月３０日（金）
※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）宣伝およびイベント展開
◎３月下旬からオンエア予定のＣＭをはじめ、駅･車内のポスター、パンフレット、新聞、雑誌を
活用した宣伝を、キャンペーン期間前から展開します。
◎駅イベント「Japanese Beauty ホクリクコレクション」を実施します。
２００６年４月３日（月）から７日（金）まで東京駅丸の内北口でのイベントを開催。
・石川、富山、福井の３県のみどころをご紹介します。
・イベント初日には、団体臨時列車「Ｊａｐａｎｅｓｅ Ｂｅａｕｔｙ ホクリク」号を運転。
地元の富山駅・高岡駅・金沢駅ではお出迎えの歓迎イベントを実施。
（２）商品展開
◎ＪＲ東日本における期間限定のおトクなきっぷ「北陸観光フリーきっぷ」の発売（別紙１）
◎北陸向けの旅行商品ラインナップの充実
旅行会社において、ＪＲ３社初の共同企画となる「ラウンド型旅行商品」
（往路は上越新幹線経由、
復路は米原経由で東海道新幹線（またはその逆）を利用する商品）
」を展開するなど、商品行程のバリエー
ションを増やし、北陸 3 県の魅力を十分に堪能できる内容充実の商品をご用意しております。
（３）その他
◎鉄道利用のお客さまを対象としたプレゼントや温泉地ごとの特典がございます。（別紙２）
◎キャンペーン期間中に北陸エリアにおいて体験メニューを多数ご用意しております。
（別紙３）

（別紙１）

ＪＲ東日本では、「Ｊａｐａｎｅｓｅ Ｂｅａｕｔｙホクリクキャンペーン」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「北陸観光フリーきっぷ（２人
用・３人用）」及び「こども北陸観光フリーきっぷ」を発売します。「北陸観光フリーエリア」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トクなきっぷです。この春は「北陸観光フリーきっ
ぷ」で北陸の旅にぜひお出かけください。
《商品概要》
１
２
３
４

商 品 名
「北陸観光フリーきっぷ」（2 人用）（3 人用）・「こども北陸観光フリーきっぷ」
利用期間 平成 18 年 4 月 1 日（土）〜平成 18 年 6 月 30 日（金）
発売期間 平成 18 年 3 月 1 日（水）〜平成 18 年 6 月 27 日（火） （有効開始の前日までの発売）
設定区間及び発売額
こども北陸観光
北陸観光フリーきっぷ
設定区間
フリーきっぷ
2 人用
3 人用
北陸観光
東京（都区内）
34,000 円
51,000 円
→
3,000 円
フリーエリア
大宮〜川口・戸田公園
33,000 円
49,500 円
５ 有効期間
3 日間
６ フリーエリア

７ 発売箇所

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

８ 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）「こども北陸観光フリーきっぷ」は、「こども」が「北陸観光フリーきっぷ」をご利用の大人と同一行程
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）「北陸観光フリーエリア」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）「北陸観光フリーきっぷ」をご利用のお客さまがフリーエリア内の駅レンタカー関西の営業所で、Ｓ
またはＡクラスを利用する場合に、特別料金で利用できます。

（別紙２）

「Japanese Beauty ホクリク」キャンペーン期間中の特典
プレゼントキャンペーンの実施
「Japanese Beauty ホクリク」キャンペーン期間中、魚津駅、富山駅、金沢駅、加賀温泉駅、芦原
温泉駅、福井駅の構内にある市観光案内所や和倉温泉駅改札口で、対象商品の「かえり」のきっぷ（Ｊ
Ｒ券）をご提示いただくと、素敵なプレゼントがもらえます！（プレゼントは十分にご用意しておりますが、なくなり次
第終了となりますので、あらかじめご了承ください。）
※対象商品：キャンペーン期間中に設定される、主な旅行会社で発売する北陸エリアを目的地とするＪＲ利用の旅行商品や「北陸観光フリーきっ
ぷ」等一部の割引きっぷ

◎特選紀行本「有情、余情、風情の旅へ」
有名作家が北陸を舞台に書いたエッセイなどを集めた特選紀行本「有情、余情、風情の旅へ」をプレ
ゼントします。
◎「あぶらとり紙」
金沢の特産品の１つとして知られる「あぶらとり紙」をプレゼントします。
また、プレゼントと同時にお渡しする｢応募はがき」に必要事項をご記入のうえご応募いただくと、
「温泉ペア宿泊券」
「北陸の特産・工芸品」が抽選で当たります！
・北陸の温泉ペア宿泊券 10 組 20 名様
・１,000 円相当の特産・工芸品（30 種類をご用意） 300 名様
●その他、福井駅「プリズム福井」
、金沢駅「金沢百番街」
、富山駅「マリエとやま」「とやま駅特選館」の
ショッピング館および福井駅、金沢駅、富山駅の構内にあるキヨスク、弁当店でも対象商品の「かえり」の
きっぷ（ＪＲ券）をご提示いただくと、お買物割引特典（5%〜10％割引）又は粗品を進呈します。

【温泉地ごとの特典】
さらに、北陸の各温泉地でも対象商品の「かえり」のきっぷ（ＪＲ券）をご提示いただくと、下記の特
典がございます。
・芦原温泉：
「湯めぐり体験」
お客さまが宿泊された旅館以外の旅館の入浴が、わずか 250 円でお楽しみいただけます。
お問合せ
芦原温泉旅館協同組合 0776-77-2040
・山中温泉：
「こおろぎ箸（二膳）
」プレゼント
ご宿泊の旅館でお箸をプレゼントします。
お問合せ
山中温泉観光協会
0761-78-0330
・山代温泉： 『やましろ芸能曼陀羅 春の章』
（スタンプラリー）
専用スタンプ台紙（
「ふふふマップ」
）で九谷焼ミニギャラリーを巡りスタンプを集めると九谷焼窯跡展示
館などの入場券割引券をプレゼント。
お問合せ
山代温泉観光協会
0761-77-1144
・片山津温泉：特製「肩病ずオリジナルグッズ」プレゼント（親指で肩を押すグッズ）
ご宿泊の旅館で指圧グッズをプレゼントします。
お問合せ
片山津温泉観光協会
0761-74-1123
・和倉温泉：開湯 1200 周年を記念して「1200 年特典パスポート」プレゼント
ご宿泊の旅館で和倉温泉街と七尾市内のお店で素敵な特典のもらえるパスポートをプレゼントします。
お問合せ
和倉温泉観光協会
0767-62-1555
・宇奈月温泉：夕食時にお酒又はソフトドリンク１本をサービスします。
ご宿泊の旅館でワンドリンクサービスします。
お問合せ
宇奈月温泉観光協会
0765-62-1515

（別紙３）

「Japanese Beauty ホクリク」キャンペーン期間中の体験メニュー等
【石川県】
☆手づくり和菓子体験
通常は土休日しかお楽しみいただけない「金沢の和菓子」手作り体験を、キャンペーンに合わせ、
４月〜６月は毎日（火曜日を除く）お楽しみいただけます。
・期
間：平成１８年４月１日〜６月３０日の間、毎日実施（但し、火曜日除く）
平 日(１日１回) 13:00〜15:00
土休日(１日２回) 10:00〜12:00、13:00〜15:00
・場
所：石川県観光物産館 076-222-7788
・アクセス：ＪＲ金沢駅から周遊バスで約 25 分（兼六園下下車）
・体 験 料：1,050 円（500 円のお買物券付）※予約不要

【富山県】
☆立山雪の大谷ウォーク
・期
間：平成１８年 4 月 17 日〜30 日、5 月８日〜31 日 ９:３0〜1５:00
・場
所：立山黒部アルペンルート 「室堂」
（雪の大谷散策実行委員会 076-431-3331）
・アクセス：ＪＲ富山駅から富山地方鉄道立山駅〜ロープウエー〜高原バスで室堂まで約２時間
・体 験 料：無料
☆実際の漁を観光船から見学
・期
間：平成１８年４月８日〜５月７日 3:00 出航
・場
所：ほたるいかミュージアム集合（滑川市観光協会 076-475-0100）
・アクセス：ＪＲ滑川駅から徒歩約８分
・体 験 料：3,000 円 ※要予約
☆越中売薬の富山で丸薬づくり体験
・期
間：通年
・場
所：池田屋安兵衛商店
076-425-1871
・アクセス：ＪＲ富山駅からバス約１０分
・体 験 料：無料
その他、食いしん坊富山を代表する旬の食もご用意
・富山湾の宝石「白えび」をご提供するお店／ＪＲ富山駅周辺：
「白えび亭」「五万石本店」
・富山湾の神秘「ほたるいか」をご提供するお店／ＪＲ滑川駅周辺：
「海遊亭」
「パノラマレストラン光彩」

【福井県】
☆「永平寺」で精進料理・座禅体験
・期
間：通年
・場
所：永平寺 076-63-3102
・アクセス：ＪＲ福井駅から京福バスで約 50 分
・体 験 料：座禅（1 名〜3 名の場合）1 名あたり 1,000 円
精進料理 3,000 円
（※要予約 別途、拝観料 500 円が必要です。
）

