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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25年12月1日(日)～平成26年3月31日(月) 

３ 今冬のメインテーマ  「美」のおもてなし、北陸の旅 
         ― 温泉と食の宝庫へ ―   
４  おすすめのキャンペーン企画 ※詳しい素材の内容は別紙に記載 
(1) 特別企画 
①「温泉」のおもてなし 
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。これらの温泉地でより楽しんでい
ただける「おもてなし」をご用意しました。 

（富山県）宇奈月温泉の朝ごはん こだわりの逸品、宇奈月食べ歩きクーポン  
（石川県）九谷焼名品特別鑑賞会、加賀温泉郷おやつきっぷ  
（福井県）利き酒師女将が選ぶ地酒飲みくらべ、あわら和菓子食べ歩きクーポン  
 

②「食」のおもてなし 
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。 

（富山県）寒ぶり解体見学 （石川県）発酵食美人食堂 （福井県）若狭路ご膳 
 
③「伝統」のおもてなし 
北陸の原風景に浸り、このキャンペーンでしか体験できない「おもてなし」をご提供します。 

（富山県）ます寿し作り体験と富山薬膳  
（石川県）蒔絵体験 
（福井県）福井県恐竜博物館「見どころダイノツアー」 

 
 (2) 駅から観光地へのアクセス 

（富山県）「五箇山ライトアップバスと富山湾鮨」 
（石川県）世界農業遺産「能登の里山里海号」 
（福井県）「越前すいせん号」 

 
 (3) 駅から観タクン 
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。 
 駅から観タクン富山  高岡駅発 
 駅から観タクン石川  和倉温泉駅発、七尾駅発、羽咋駅発 
 駅から観タクン福井  芦原温泉駅発、福井駅発、鯖江駅発、武生駅発、敦賀駅発 

 
※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。 
  

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  キャンペーンの取組み概要 
  9 月19日～20日、10月10日～11日：旅行会社招聘ツアーの実施（キャンペーン素材の紹介） 
  11月24日：大阪駅観光キャラバンの実施（郷土芸能披露、観光宣伝隊によるＰＲ、プレゼント抽選会） 
  12月1 日：上野駅観光キャラバンの実施（郷土芸能披露、観光宣伝隊によるＰＲ、プレゼント抽選会） 
  12月1 日：富山駅・金沢駅・福井駅おもてなしイベントの実施（郷土芸能披露、旅館女将のお出迎え） 
  3 月4 日：伝統芸能のつどい（特別企画） 
 

７  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 

 おすすめのキャンペーン企画 内容紹介 

(1) 特別企画 

①「温泉」のおもてなし 

  （富山県）宇奈月温泉の朝ごはん こだわりの逸品  

    各温泉旅館で富山県産食材を使ったとっておきの逸品を朝ごはんに提供します。 

・期  間  平成25年12月～平成26年3月 

    ・参加旅館  ①宇奈月グランドホテル②宇奈月国際ホテル③延対寺荘④延楽 

⑤グリーンホテル喜泉⑥ホテル黒部⑦ホテル桃源⑧サン柳亭 

・問い合せ  宇奈月温泉旅館共同組合（0765-62-1021） 

（富山県）宇奈月食べ歩きクーポン  

    宇奈月温泉街を散策しながら9店舗の中から3つの商品を選択できるクーポン。 

・期  間  平成25年12月～平成26年3月（※各店舗により、営業時間・定休日が異なる。） 

・料  金  500円 

・問い合せ  （社）黒部・宇奈月温泉観光局（0765-65-0022） 

  （石川県）九谷焼名品特別鑑賞会  

    色絵磁器の至宝・九谷焼のふるさと加賀温泉郷。石川県九谷焼美術館の茶室で、普段はガラス越しにしか

見られない「古九谷」などの名品を手にとり、学芸員の解説で鑑賞します。 

・期  間  平成25年12月～平成26年3月の第4日曜日（4日間）※予約制 

    ・料  金  1,500円 

    ・問い合せ  KAGA旅・まちネット（0761-72-6678） 

  （石川県）加賀温泉郷おやつきっぷ  

    山代、山中、片山津温泉など、27店舗のおやつから必要なきっぷ枚数に応じて選択できるクーポン。 

・期  間  平成25年12月～平成26年3月（※各店舗により、営業時間・定休日が異なる。） 

・料  金  500円（※加賀市内に宿泊された方限定で発売。） 

・問い合せ  KAGA旅・まちネット（0761-72-6678） 

  （福井県）利き酒師女将が選ぶ地酒飲みくらべ  

    あわら温泉に13軒ある旅館の女将全員が利き酒師の資格を持っており、女将が選んだ福井の地酒を飲みく

らべできるセットを提供します。 

・期  間  平成25年12月～平成26年3月 

    ・参加旅館  ①灰屋②白和荘③長谷川④べにや⑤つるや⑥グランディア芳泉⑦あわらの宿八木 

           ⑧まつや千千⑨花の宿福寿⑩あわらグランドホテル⑪美松⑫みのや泰平閣⑬清風荘 

    ・料  金  1,000円～（各施設により異なる。） 

    ・問い合せ  あわら市観光協会（0776-78-6767） 

（福井県）あわら和菓子食べ歩きクーポン  

    あわら市内の協賛店10店舗の中から、4店舗でスイーツと引き換えることができるクーポンです。 

・期  間  平成25年12月～平成26年3月（※各店舗により、営業時間・定休日が異なる。） 

  ・料  金  500円 

    ・問い合せ  あわら市商工会（0776-73-0248） 

②「食」のおもてなし 

  （富山県）寒ぶり解体見学 

    天然の生け簀と称される富山湾の冬の味覚「寒ぶり」。新湊きっときと市場では毎週土曜日に解体ショーを

見学できます。※解体したぶりは、その場でにぎりとしてお召し上がりいただけます。 

    ・期  間  平成25年12月～平成26年3月の毎週土曜日（12/28,1/4を除く。） 

    ・料  金  見学無料（※ぶり寿司5貫で500円） 

    ・問い合せ  新湊きっときと市場（0766-84-1233） 

  （石川県）発酵食美人食堂 

     米糀を使用した食職人の知恵をあつめたおもてなし料理をお楽しみいただけます。 

・期  間  通年（火、水曜日定休）※12/30.31.1/1.2.3を除く。※予約制 

    ・料  金  発酵食美人食堂ランチ1,500円（ポケットサイズ醤油セット付）※1日36食限定 

    ・問い合せ  ㈱ヤマト醤油味噌（076-266-8500） 

  （福井県）若狭路ご膳 

    福井県嶺南地方の若狭路をイメージできる地物食材を使用し、小浜線沿線の食事処で多彩なメニューを提

供します。 

    ・期  間  平成25年12月～平成26年3月（※各店舗により、営業時間・定休日が異なる。） 

    ・料  金  750円～5,000円（施設により異なります。） 

    ・問い合せ  若狭湾観光連盟（0770-52-7701） 



 

③「伝統」のおもてなし 

  （富山県）ます寿し作り体験と富山薬膳 

    ます寿しの名店「味の笹義」で職人さんの指導の下、こだわりの味にかかわる話を聞きながらます寿し作

りが体験できます。 

    ・期  間  平成25年12月～平成26年3月（12/29～1/3を除く。）※予約制 

    ・料  金  2,000円 

    ・問い合せ  味の笹義（076-482-6759） 

  （石川県）蒔絵体験 

    金沢漆器をはじめ加賀蒔絵・輪島塗・山中塗りを扱う、安永 9 年創業の漆器の老舗「能作」で金沢の伝統

工芸である蒔絵を体験できます。 

    ・期  間  平成25年12月～平成26年3月（※水曜日と12/30,31,1/1,2を除く。）※予約制 

    ・料  金  3,150円 

    ・問い合せ  能作（076-263-8121） 

  （福井県）福井県恐竜博物館「見どころダイノツアー」 

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、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25年12月～平成26年3月20日までの土休日 （12/29、1/1を除く。） 

・時    間  [恐竜の世界ゾーン]10:30～・13:30～（約30分） 

[生命の歴史ゾーン]12:00～・15:00～（約30分） 

・料  金  無料（別途入館料700円が必要） 

・問い合せ   福井県恐竜博物館 (0779-88-0001) 

 

(2) 駅から観光地へのアクセス   

 （富山県）「五箇山ライトアップバスと富山湾鮨」 

   ライトアップされた萱葺き屋根の住居が集まる世界遺産「五箇山」の菅沼合掌造り集落に富山駅から特別

運行。夕食には天然の生簀と称される富山湾から揚がる旬のネタを使った「富山湾鮨」を堪能いただけま

す。 

・期    間    平成26年3月の金・土曜日 ※予約制 

・コ ー ス    富山駅（16:30）→新湊地区（富山湾鮨）→五箇山（菅沼）→富山駅（22:00頃） 

・料    金    おとな6,000円、こども5,000円 

 ・問い合せ    富山地鉄ベストツアー（076-431-3113） 

  （石川県）世界農業遺産「能登の里山里海号」 

    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25年12月～平成26月3月までの土・休日（1/1を除く。）※予約制 

・コ ー ス    和倉温泉駅（8:30）→ すず塩田村 → 曽々木海岸･窓岩 → 白米千枚田 → 輪島朝市･工房

長屋【昼食フリー】→根木･ボラ待ちやぐら→和倉温泉駅（14:45頃）   

・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） 

  （福井県）「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。 

・期    間    平成26年1月4日～31日の月・土・日・祝日（※1/18～31は毎日運行）と 

2月1日～16日の土・日・祝日 ※予約制 

・コ ー ス  芦原温泉駅（9:10）→呼鳥門→越前岬水仙ランド→東尋坊（①12:50 頃）（②13:50 頃）→

あわら湯のまち→芦原温泉駅（①13:20頃）（②14:20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） 

・問い合せ    京福バス（0776-54-3733） 

 

(3)駅から観タクン 

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。 

 駅から観タクン富山  高岡駅発 

 駅から観タクン石川  和倉温泉駅発、七尾駅発、羽咋駅発 

 駅から観タクン福井  芦原温泉駅発、福井駅発、鯖江駅発、武生駅発、敦賀駅発 
 
※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  北陸フリー乗車券 

フリーエリア内までの往復と、乗り降り自由のフリーエリアをセットに

した乗車券タイプのおトクなきっぷです。普通・快速列車の普通車自由席

が利用でき、別に特急券等をお買い求めいただくと、新幹線・特急列車等

もご利用いただけます。 

 

○ご利用期間   平成26年4月4日まで 

○発売期間     平成26年3月31日まで（ご利用開始日の前日までの発売です。） 

○おねだん（１名様） 

発駅 おとな こども 有効期間 

東京都区内 10,500円 5,250円 
4日間 

大宮～川口・戸田公園 10,100円 5,050円 

○きっぷの効力 

・フリーエリア内までの往復には、普通・快速列車の普通車自由席がご利用になれます。なお、別に、特急券等

をお買い求めいただくと、新幹線・特急列車等がご利用になれます。 

・経路は、「上越線（上越新幹線）・北越急行線経由」または「上越線（上越新幹線）・信越本線経由」となり

ます。 

・フリーエリア内は、普通・快速列車の普通車自由席が乗り降り自由です。別に、特急券等をお買い求めいただ

くと、新幹線・特急列車等がご利用になれます。 

○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＞ 

○駅レンタカー特典 

 ・フリーエリア内の駅レンタカー営業所（魚津、富山、高岡、金沢、加賀温泉、芦原温泉、福井、和倉温泉）に

て駅レンタカーをご利用いただく場合、特別料金をご用意しております。詳細は「駅レンタカー西日本予約セ

ンター」（TEL：0088-24-4190）へお問い合わせください。 
 
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。 

  『冬こそ北陸』商品概要 

○設定期間   平成25年12月1日（日）～平成26年3月31日(月)  

（出発除外日 12月26日～1月5日） 

   ・金沢エリア：1泊2日コース、2連泊コース 

・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25年11月上旬以降、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。 

料金の一例：キャッスル・イン金沢、金沢スカイホテル、金沢国際ホテル 

 往復のＪＲ＋１泊朝食付の場合（おとなお１人様／東京駅発着）21,000円～23,200円 

○発売予定日  平成25年11月中旬発売予定 

○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、乗り継ぎの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、鰤づくし膳など 

    ・追加料理の一例・・・鰤しゃぶ、鮑踊り焼き、かに源泉蒸しなど 

  ③ 金沢市内の８ホテルでは「金沢芸妓の舞」鑑賞付きコース(開催日限定)を設定（一部コースを除く） 

金沢の３つの茶屋街の芸妓による踊りや太鼓、お座敷遊び特別公演「金沢芸妓の舞」コースを設定いたしま

す。（基本コースと料金同額。開催日限定）金沢の伝統芸能を気軽にお楽しみいただけます。（先着６名様

限り） 

  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・金太郎温泉（新規設定）・小川温泉元湯・宇奈月温泉 

  ⑤ 昨年より7施設増の充実のラインナップ！ 

昨年の掲載施設数38施設から今年は45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 

(イメージ) 

(イメージ) 

(イメージ) 
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