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JR東日本・JR東海・JR西日本連携による 

Japanese Beauty Hokuriku キャンペーンを開催します！ 
 
ＪＲ東日本・ＪＲ東海・ＪＲ西日本ではこの冬、北陸の魅力を存分にお楽しみいただける「Japanese Beauty 
Hokuriku」キャンペーンを共同で実施いたします。 
歴史的な名所・旧跡、温泉、味覚などの豊かな観光資源が多い北陸をより深く味わっていただくため、期間限定
特別企画や食を楽しんでいただくクーポン、あなただけのお誂え、ガイド付ハイキングなど北陸ならではの企
画をご用意するとともに、駅から観光地へのアクセス・駅から観タクンもさらに充実させました。 
また、キャンペーン期間中には北陸までのＪＲとお宿がセットになったおトクな旅行プランや特別企画乗車
券などのおトクな商品もご用意しています。 
この冬は、ご家族やお子様、またはご友人とご一緒に、ぜひ魅力あふれる北陸へおでかけください。 

１  キャンペーン名称      Japanese  Beauty Hokuriku キャンペーン 

２  キャンペーン期間      平成 24年 12月 1日(土)～平成 25年 3月 31日(日) 

３ 今冬のメインテーマ  「美しくなる、北陸の旅」 
  北陸の風景や工芸・文化、冬ならではの食、北陸の定番の温泉を通じ、訪れた人が 
  美しくなる北陸への旅です。 

  金箔の国内生産量日本一の金沢では「日本一！金沢金箔体験」、世界三大恐竜博物館の一つである福井県
恐竜博物館では「見どころダイノツアー」、漁場が漁港に近く、「天然の生け簀」とも呼ばれる富山湾の海
の幸を使用した「天然の生け簀 富山湾鮨」など、北陸の魅力を満喫いただける新しい企画もご用意して
います。 

４  主なキャンペーン企画（詳細は別紙） 
(1) 特別企画 
①「心」が美しくなる 
自然と共生する日本の原風景だけでなく、伝統工芸や文化など、地域の人とも触れ合う体験を通じて、   
心が洗われる旅をお楽しみください。 

②「食」で美しくなる 
北陸が誇る食の数々を味わっていただき、冬ならではの北陸の食をお楽しみください。 

③「体」を美しくする 
北陸には各地にそれぞれ違った魅力を持つ温泉地があり、効能も多様です。温泉で体を美しくする旅

をお楽しみください。 
(2) 駅から観光地へのアクセス 

平成 23年 6月に日本で初めて世界農業遺産に認定された能登の里山里海と和倉温泉を結ぶ「世界農
業遺産 能登の里山里海号」や、東尋坊へのアクセスバス、世界文化遺産の五箇山へのアクセスバスを
運行します。 
また予約不要で手軽に、そしておトクにご利用いただける定額制のタクシー観光プラン「駅から観タ
クン」も石川県や福井県などで設定しております。 

５  おトクな商品 
北陸までの往復ＪＲとお宿がセットになったおトクな旅行プランをご用意しています。また、各地から
北陸方面へのフリータイプ、往復タイプのおトクな特別企画乗車券もご用意しています。 

６  共同宣伝展開 
ＴＶＣＭや雑誌で活躍しているモデルの松島 花さんを、好評を博した昨年に引き続きイメージキャラ
クターに起用し、駅ポスターなどの交通広告を中心に、３社共通の宣伝を展開します。 

  

[キャンペーンロゴ] 



別  紙 
主なキャンペーン企画 

 
１「心」が美しくなる  
＜体験＞ 
 (1) 日本一！金沢金箔体験 新規企画 
   金箔の国内生産量が日本一の金沢で、１万分の１ミリの世界にふれる箔貼り体験を市内６店舗でお楽しみいただけ
ます。 

  ・期  間  平成24年12月～平成25年3月（店舗によっては定休日があります。） 
  ・時  間  各店舗により営業時間が異なります。 ※要予約 
  ・料  金  500円～ 
  ・アクセス  金沢市内の路線バス利用 
  ・問い合せ  今井金箔 本店（076-223-8989）かなざわカタニ（076-231-1566） 

金銀箔工芸さくだ（076-251-6777）金箔工芸 田じま（076-263-0220） 
美かざりかなざわ あさの（076-240-8911）箔座 稽古処（076-252-3641） 

(2)「加賀毛針」でアクセサリー手づくり体験 
加賀毛針は、原材料に野鳥の羽毛を使い、その接合部分に漆や金箔を施すなど、美しさと気品にあふれています。「石

川県立伝統産業工芸館」では、加賀毛針の伝統技術を利用したアクセサリーづくりが体験できます。 
・期    間    平成24年12月～平成25年3月の第2・4 土曜日 
・時    間    13:30～（約40分） ※要予約 
・料    金    1,500円（ブローチ） 
・アクセス    ＪＲ金沢駅からバスで「出羽町」下車すぐ 

  ・問い合せ  石川県立伝統産業工芸館（076-262-2020） 
(3) 金沢和菓子手づくり体験 
   兼六園近くにある石川県観光物産館で、老舗の和菓子職人が手ほどきし、巾着やふるいを使って上生菓子をつくる
体験ができます。 

  ・期  間  平成24年12月～平成25年3月（12月の平日及び1/1～1/4を除く。） 
  ・時  間  13:30～の１回のみ ※１月～３月の土休日は10:00～11:30・13:00～14:30で30分ごとに開催 
  ・料  金  1,200円（館内で利用できる買物券[500円]付。） 
  ・アクセス  ＪＲ金沢駅からバスで「兼六園下」下車すぐ 
  ・問い合せ  石川県観光物産館（076-222-7788） 
(4) 越前おろしそば手打ち体験 新規企画 
   あわら温泉の「セントピアあわら」で福井県産の新そばを使用して、そば打ちが体験できます。市内のおそば屋さ
んが指導し、出来上がったそばは「越前おろしそば」としてお召し上がりいただけます。 

  ・期  間  平成24年12月～平成25年3月の毎週水曜日（12/19・26を除く。） 
  ・時  間  10:00～15:00（約60分）※要予約 
  ・料  金  3,000円（２名～５名の１組） 
  ・アクセス  えちぜん鉄道「あわら湯のまち」下車徒歩５分 
・問い合せ  あわら市観光協会（0776-78-6767） 

  
＜ガイドツアー＞ 
(1) 福井県恐竜博物館「見どころダイノツアー」新規企画 
  世界三大恐竜博物館の一つである福井県恐竜博物館では、恐竜全身骨格を展示している「恐竜の世界ゾーン」と、
生命の歴史を紹介している「生命の歴史ゾーン」で、を解説パネルでは伝わりにくい情報を展示解説員がわかりやす

く解説します。 
・期    間  平成24年12月～平成25年3月までの平日 ※博物館の休館日を除く。 
・時    間  [恐竜の世界ゾーン]10:30～・14:00～（約30分） 
       [生命の歴史ゾーン]11:30～・15:00～（約30分） 
・料  金  無料（別途入館料が必要） 
・問い合せ   福井県恐竜博物館 (0779-88-0001) 
(2) 夜の金沢を満喫!！「まいどさん」がご案内 新規企画  

    金沢市内のライトアップされた観光施設を満喫する「ライトアップバス」にご乗車された方限定で、観光ボランテ
ィアガイド「まいどさん」が夜の長町武家屋敷周辺をご案内します。 
・期    間  平成24年12月～平成25年3月までの毎週土曜日 ※年末年始等を除く。 
・時    間  ライトアップバス金沢駅東口19:00～20:00発の7便限定 
・料  金  無料（※ライトアップバス乗車料金は別途必要。） 
・コ ー ス  香林坊（日銀前） → 長町武家屋敷周辺 → 尾山神社 

   ・問い合せ  金沢市観光協会 (076-232-5555) 



   
  
(3) 五箇山くらし散歩（ガイドツアー）新規企画  

    世界文化遺産に登録されている五箇山で山村のくらしや歴史などを案内するガイドツアー。 
・期    間  平成24年12月～平成25年3月の毎週日曜日 ※団体は事前申し込みにより随時催行 
・時    間  11:00～（約60分）※要予約 
・料  金  1,000円（60分コース）※団体は１グループ（20名）につき2,000円 
・コ ー ス  五箇山総合案内所 → 村上家 → 流刑小屋 → 白山宮 → 五箇山豆腐店（試食） → 総合案内所 
・問い合せ  五箇山総合案内所（0763-66-2468） 

 
２「食」で美しくなる  
(1) 天然の生け簀 富山湾鮨  新規企画  
  富山湾で水揚げされた海の幸・富山県産米を使用した富山湾鮨。朝獲れの新鮮なさかなを富山県内６２店舗で堪能
できます。 
 ・期  間  平成24年12月～平成25年3月 (店舗によっては定休日があります。) 
 ・時  間  ※各店舗により営業時間が異なります。 
 ・料  金  2,000円～3,500円 
 ・問い合せ  富山県観光･地域振興局（076-444-3200） 
(2) からだにやさしい薬膳スイーツ  新規企画  
家庭配置薬の老舗「広貫堂」が経営する富山駅前ビル「春々堂」では、創業以来培ってきた薬膳素材を使用したスイ

ーツをおトクにあじわえます。「焼き菓子」「冷やし菓子」「アイスクリーム」を各３種類から１種づつお選びください。 
・期    間    平成24年12月～平成25年3月  ※1/1・15・2/19・20を除く。 
・時    間    10:00～19:00（ラストオーダー 18:30） 
・料  金  700円（ワンプレート３種＋飲物） 
・問い合せ  春々堂<ちゅんちゅんどう>（076-444-7198） 
(3) 豪快！越前がにの釜揚げ見学 新規企画 
  福井の冬の味覚の代名詞「越前がに」。東尋坊商店街「夕なぎ」で、普段はめったに見ることができない越前がにの
釜揚げを実演します。見学後には、有料でお召し上がりいただけます。 
 ・期  間  平成25年1月5日～29日の月・土・休日、2月2日～17の土休日（1/17～29は毎日実施。） 
 ・時  間  12:30～ 
 ・料  金  見学無料 （茹で蟹料理5,000円）※要予約 
 ・問い合せ  夕なぎ （0776-81-3323） 
(4) 冬の味覚 能登かきフルコース 新規企画 
  能登半島七尾湾の冬の味覚。炭火で豪快に焼いた新鮮な殻つきカキ、カキフライ、カキ御飯などのフルコースを、
のと鉄道「穴水駅」構内の「あつあつ亭」にてお召し上がりいただけます。 
 ・期  間  平成25年1月12日～3月24日の土休日 （※3/20を除く。） 
 ・時  間  11:00～15:00 ※要予約 
 ・料  金  1,500円 
 ・問い合せ  のと鉄道旅行センター（0768-52-0900） 
 
＜お得なクーポン＞ 
(1) 富山ぐるっとグルメぐりクーポン 新規企画 
富山市内を散策しながら富山名産の「ます寿司」８店舗、スイーツ店５店舗から４商品を選択できるクーポンを発売。

通常は１段売りの「ます寿司」を1/8切れで提供しますのでこのクーポンで食べ比べてお楽しみいただけます。 
・期    間    平成24年12月～平成25年3月(店舗によっては定休日があります。) 
・時    間  ※各店舗により営業時間が異なります。 
・料    金    1,000円【市電・環状線セントラム乗り放題券付】（電鉄富山駅で販売） 
・問い合せ    富山地方鉄道（076-432-5540） 
(2) 金沢和菓子めぐりクーポン  
金沢市内を観光しながら和菓子店８店舗・兼六園の茶店４店舗から４商品を選択できるクーポンを発売。 
老舗和菓子店の代表的な和菓子1,000円相当のものが500円でお楽しみいただけます。 
・期    間    平成24年12月～平成25年3月(店舗によっては定休日があります。) 
・時    間  ※各店舗により営業時間が異なります。 
・料    金    500円（参加12店舗で発売） 
・問い合せ    ＪＲ西日本金沢支社営業課（076-253-5222） 
 
 
 



 
 
(3) 東尋坊食べ歩きクーポン 
福井県の名勝で国指定天然記念物の東尋坊の商店街でおトクな食べ歩きクーポンを発売。さざえのつぼ焼き、ホタ

テ・ツブ貝などの浜焼きセットや三国港甘えび塩焼きなど８店舗の中から５店舗の商品をお選びいただけ、1,200円相
当のものが500円でお楽しみいただけます。 
・期    間    平成24年12月～平成25年3月(店舗によっては定休日があります。) 
・時    間    10:00～15:00 
・料    金    500円(参加8店舗で発売) 
・問い合せ    東尋坊観光遊覧船 （0776-81-3808） 

 
３「体」を美しくする 
  北陸の個性あふれる温泉。新しくなった総湯・湯めぐり手形でお楽しみいただけます。 
  ＜総湯＞ 
(1) 和倉温泉  … 源泉１００％の和倉の湯と温泉街の雰囲気を手軽にお楽しみいただくための協同浴場です。 

大浴槽・小浴槽・立ち浴槽・露天風呂・サウナ・水風呂・足湯（屋外）を備えています。 
            問い合せ 和倉温泉観光協会（0767-62-1555） 
(2) 片山津温泉 … 浴室には、それぞれ特徴が異なる「潟の湯」と「森の湯」があり、毎日、男女が入れ替わります。

「潟の湯」の窓からは、前面に広がる柴山潟の水面と浴槽の水が連続し、あたかも潟に浸っている

ような幻想的な感覚を楽しめます。一方、「森の湯」の窓からは、樹木に囲まれた緑豊かな景色に

よる季節の移ろいの中、安らぎと癒しを感じることができます。 
                     問い合せ 片山津温泉観光協会（0761-74-1123） 

  (3) 山代温泉  … 明治時代の総湯を復元。外観はもちろん、内装の床や壁の九谷焼タイルも当時のまま。入浴方法
も当時そのままの雰囲気を味わうことができる古総湯は、温泉の歴史や文化が楽しめる「体験型温

泉博物館」です。 
                         問い合せ 山代温泉観光協会（0761-77-1144） 
  ＜湯めぐり手形＞ 
  (1) あわら温泉「湯めぐり手形」     1,500円で17施設のうち3施設に入浴できます。 
    問い合せ おしえる座ぁ（0776-77-1877） 
(2) 宇奈月温泉「あいらぶ湯パスポート」 1,500円（入浴券3枚つづり）で9施設のうち2～3施設に入浴できます。 

    問い合せ あいらぶ湯実行委員会（0765-62-1021） 
 
４ 駅から観光地へのアクセス 
  ＜アクセスバス＞ 
(1) 世界農業遺産「能登の里山里海号」 新規企画  
日本ではじめて世界農業遺産に認定された能登地区の里山景観「千枚田」などをめぐるバスを特別運行します。 
・期    間    平成24年12月～平成25月3月までの土・休日 ※年末年始を除く。 
・コ ー ス    和倉温泉駅 → すず揚げ浜式塩田 → 千米田 → 輪島朝市 → 和倉温泉駅   
・料    金    4,800円[おとな・こども同額]（入館料・昼食代は含まれておりません。） 
・問い合せ    丸一観光（0767-53-6161）   
(2) 世界文化遺産「五箇山・白川郷めぐり号」新規企画 
 金沢駅から高山駅まで、五箇山合掌造り集落・白川郷合掌造り集落をめぐるバスを運行します。 
・期  間  平成24年12月～平成25月3月までの土・日曜日  
・コ ー ス  金沢駅(8:15) → 五箇山菅沼集落 → 白川郷集落 → 高山駅(12:40) ※折り返し運行 
・料  金  おとな4,500円 こども3,200円（入館料・昼食代は含まれておりません。） 
 ・問い合せ  北鉄航空旅行部（076-242-3337）  
(3) 越前すいせん号  
日本海の荒波が断崖絶壁の岩場に打ち寄せる「東尋坊」や、日本海に臨む高さ約１３０メートルにも及ぶ断崖の上に

越前水仙が一面に広がる「越前岬水仙ランド」をめぐるバスを運行します。東尋坊では越前がにの釜揚げが見学でき

ます。 
・期    間    平成25年1月5日～29日の月・土・休日、2月2日～17日の土休日（1/17～29は毎日） 
・コ ー ス    芦原温泉駅(9:10) → あわら湯のまち(9:20) → 東尋坊 → 呼鳥門 → 越前岬水仙ランド → 

東尋坊 → あわら湯のまち(①便13:20、②便14:20) → 芦原温泉駅(①便13:30頃、②便14:30頃) 
・料    金    おとな1,800円、こども900円（昼食代は含まれておりません） 
       ※前日18:30まで予約が必要。ただし空席があれば予約なしでも乗車いただけます。 
・問い合せ    京福バス（0776-54-3733） 
 
 



(4) 永平寺・東尋坊号 新規企画 
   福井県の代表的な観光地、約 750 年の歴史を誇る曹洞宗大本山「永平寺」と日本海の荒波が打ち寄せる断崖絶壁の
「東尋坊」をめぐるバスを運行します。 

  ・期  間  平成24年12月～平成25年3月までの毎日 （※年末年始を除く。） 
  ・コ ー ス  金沢駅(9:00) → 加賀温泉駅 → 東尋坊 → 越前竹人形の里 → 永平寺 → 福井駅(15:00頃) 
  ・料  金  金沢駅発おとな7,000円 こども5,000円  加賀温泉駅発おとな6,000円 こども4,000円 
         （いずれも拝観料・昼食代は含まれておりません。） 
・問い合せ  額交通（076-298-0150） 

  
＜駅から観タクン＞ 
駅から小型タクシーを利用して有名な観光地を巡る2時間コースの観光プランです。通常の観光タクシーに比べてお
トクな価格を設定し、また予約不要なので当日のご利用も可能です。旅行会社ならびに北陸エリアの主な駅のみどりの

窓口でタクシー券を発売しています。詳しくは駅の専用パンフレットまたは「ＪＲおでかけネット」をご覧ください。 
・期    間    平成25年3月31日(土)まで（コースによっては運休日があります。） 
・利用時間    9:00～15:00 
・コースと料金 
[駅から観タクン  石川］2時間 6,200円    3時間 9,300円 
(1) 和倉温泉駅発 
①前田利家ゆかりの地めぐりコース       … 山の寺寺院群、小丸山公園、能登食祭市場  
②「すし王国」と「花嫁のれんの街」コース   … 市内寿し店舗、一本杉通り 
③ひょっこり能登島コース 3時間       … のとじま水族館、能登島ガラス美術館など  
(2) 七尾駅発 
①前田利家ゆかりの地めぐりコース       … 山の寺寺院群、小丸山公園、能登食祭市場  
②「すし王国」と「花嫁のれんの街」コース   … 市内寿し店舗、一本杉通り 
(3) 羽咋駅発 
①不思議＆ロマン！ 
縁結びパワースポット巡りコース      … 気多大社、妙成寺、なぎさﾄﾞﾗｲﾌ ｳ゙ｴｲ経由 

②禅の道＆宇宙の神秘！ミステリーコース    … 豊財院、永光寺、コスモアイル羽咋 
 

[駅から観タクン  福井］2時間 5,700円     3時間 8,550円（※福井駅出発⑤コース 8,330円）  
(1) 福井駅発 
①永平寺コース                                  … 永平寺、マエダセイカ 
②朝倉氏遺跡コース                              … 福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館、一乗谷朝倉氏遺跡 
③丸岡城と越前竹人形の里コース                 … 越前竹人形の里、丸岡城 
④福偉神御祭神＆パワースポット巡りコース    … 佐佳枝廼社、足羽神社、柴田神社 
⑤一乗谷朝倉氏遺跡＆曹洞宗大本山永平寺コース 

3時間    … 一乗谷朝倉氏遺跡、永平寺 
(2) 芦原温泉駅発 
①絶景東尋坊と三國湊散策コース                 … 東尋坊、三國湊きたまえ通り 
②越前三国の名勝をめぐるコース         … 瀧谷寺又はみくに龍翔館、東尋坊 
③永平寺と竹人形コース 3時間         … 永平寺、越前竹人形の里 
(3) 武生駅発 
①越前和紙の里をめぐるコース                   … 越前和紙の里、大瀧神社、越前そばの里 
②万葉の里味真野コース                          … 越前の里、ﾀｹﾌﾅｲﾌﾋ゙ ﾚｯｼﾞ、越前そばの里又は毫攝寺・城福寺 
③刃物の里と越前府中まちなかコース             … 打刃の里、紫式部公園、藤波亭、宝円寺、龍門寺、 

蔵の辻、ちひろの生まれた家記念館 
(4) 鯖江駅発 
①伝統工芸越前漆器とめがねのまち鯖江コース    … うるしの里会館、めがねミュージアム、萬慶寺 
②匠の技越前焼と織田信長公氏神の社コース      … 越前陶芸村、劔神社、越前町織田文化歴史館 

 
◎ 北陸の温泉ペア宿泊券プレゼント 

北陸の11温泉(宇奈月・氷見・輪島・和倉・湯涌・辰口・粟津・片山津・山代・山中・あわら温泉)のいずれかに宿
泊し、ガイドブック「北陸冬物語」応募用紙のアンケートにお答えいただき、はがきに貼ってご投函いただいた方の

中から抽選で、北陸の温泉旅館の宿泊券(11組22名様)をプレゼント。 
問い合せ 西日本旅客鉄道株式会社 金沢支社 営業課（076-253-5222） 
 

※詳しくは、首都圏・中京圏・近畿圏・中国地区・北陸地区のＪＲの主な駅にご用意するガイドブック「北陸冬物語」をご
覧ください。 



首都圏から北陸へのおトクな商品 
 
 
１  北陸フリーきっぷ 

フリーエリア内までの往復として上越新幹線・特急列車の指定席と、

フリーエリア内のＪＲ特急・急行・普通列車の普通車自由席の乗り放題

がセットになったきっぷです。 
 
○ご利用期間   通年 
○発売期間     通年 
○おねだん（おとな１名様、こども半額。ただし、グリーン車用はこどもの設定はありません） 

発駅 普通車用 グリーン車用 有効期間 
東京都区内 21,500円 24,100円 
大宮～川口・戸田公園 21,100円 23,700円 

4日間 

○きっぷの効力 
・上越新幹線と越後湯沢駅または長岡駅で乗り継ぐ特急列車の指定席がご利用になれます。 
・往復の行程で指定席をご利用になれる特急列車は、越後湯沢駅または長岡駅が発着となる列車に限ります。

例えば、往路において越後湯沢駅から「はくたか」の指定席をご利用になり、金沢駅で「サンダーバード」

に乗り継ぎ福井駅までご利用になる場合、「サンダーバード」は普通車自由席のご利用となります。 
・北陸フリーエリア内は、特急・急行・普通列車の普通車自由席が乗り降り自由です。 
○発売箇所・お問い合わせ   ＜ＪＲ東日本の首都圏の主な駅または主な旅行会社＞ 

 
２  旅行プラン 

冬の北陸の魅力である「食」と「温泉」をテーマに、首都圏エリアから北陸までの往復ＪＲ券とお宿がセットに

なったおトクな旅行プラン「冬こそ北陸」を設定予定です。 
    毎年大人気のびゅう商品「冬こそ金沢」が、好評の2泊3日コースをさらに充実させるため商品ラインナップを

拡大し「冬こそ北陸」として生まれかわります！ 
  『冬こそ北陸』商品概要 

○設定期間   平成24年12月1日（土）～平成25年3月31日(日) （出発除外日 12月27日～1月6日） 
   ・金沢エリア：1泊2日コース、2泊3日コース 

・温泉地エリア：1泊2日コース、金沢1泊＋温泉地1泊の2泊3日コース 
○旅行代金   平成24年11月中旬以降、首都圏の主な駅のびゅうプラザで配布予定のパンフレットでご確認く       

ださい。 
○発売予定日  平成24年11月下旬発売予定 
○おすすめポイント 
① 限定列車でお得！  
上越新幹線は列車限定、特急列車は自由に選べるコースです。 
越後湯沢経由ではくたか号、または長岡経由で北越号が利用できます。 

  ② 冬の北陸ならではの味覚をご紹介！  
追加料金にて食事グレードアップや、北陸の海の幸を中心とした 
追加料理をご用意。 

    ・お食事グレードアップの一例・・・蟹づくし会席、鰤づくし膳、 
しろえび会席膳など 

    ・追加料理の一例・・・鰤しゃぶ、鮑踊り焼き、かに足洗い、 
かに味噌しゃぶしゃぶ 

  ③ 金沢市内のホテルでは「グルメ系クーポン付コース」(2,000円分付)を設定（一部コースを除く） 
地元でも評判のお店をラインナップしたご利用店舗一覧とマップをチェックイン時にお渡しします。1,000
円券×2枚のクーポンを使って指定店でランチやディナーをご利用いただけます。（不足分は現地払いとな
ります。） 

  ④ 魅力ある北陸の温泉ラインナップ！ 
和倉温泉・わじま温泉・あわら温泉・加賀温泉郷 
・氷見温泉・小川温泉元湯（ 新規設定 ）・宇奈月温泉 

  ⑤ 昨年より11施設増の充実のラインナップ！ 
昨年の掲載施設数27施設から今年は38施設に増えました。 

○発売箇所・お問い合わせ  
＜ＪＲ東日本の首都圏の主な駅のびゅうプラザ（旅行ｶｳﾝﾀｰ）または主な旅行会社＞ 

[フリーエリア] 
●和倉温泉

● 氷見

富山 黒部
● ● ● ● ● ●
福井 金沢 津幡 高岡

● ●猪谷
城端

ＪＲ東日本商品紹介 
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