２０１８年１１月２８日
東日本旅客鉄道株式会社
東

京

支

社

かに好き集まれ！北陸新幹線ツアー専用団体臨時列車を運行いたします！
ＪＲ東日本では、２０１８年１０月１日から２０１９年３月３１日まで、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。』キャンペーン」を実施しています。このキャンペーンに
あわせて、北陸新幹線ツアー専用団体臨時列車「かにを食べに北陸へ。」号を運転します。
車内では、伝統芸能の演舞や北陸の特産品が当たる抽選会など、北陸をお楽しみいただける各種イベ
ントをご用意しております。
「かにを食べに北陸へ。」号で魅力的なかにを食べに北陸へでかけてみませ
んか。なお、ツアーに関しては、各旅行会社が企画・実施いたします。

Ｅ７系

１

２

写真提供:石川県観光連盟

運転日・運転区間・運転時刻※下記時刻は１１月２８日現在の予定時刻で、変更となる場合があります。
○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

使用車両
Ｅ７系１２両編成（定員９２４名）
（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

車内でのお楽しみイベント（２月２日下り実施予定）
・富山県五箇山地区の伝統芸能「こきりこささら踊り」の演舞
・石川県金沢市の海の幸マスコットキャラクター「さかなざわさちこ」の練り歩き
・福井県公式恐竜ブランド Juratic「ラプト」の練り歩き

こきりこささら踊り

さかなざわさちこ

ラプト

・北陸の特産品が当たる抽選会（北陸三県のブランドがにを含む）の実施
・記念撮影スポットや観光案内コーナーのおもてなしスペースの設置

５

旅行商品のご案内・お問い合わせ先について
各旅行会社では、団体臨時列車を利用した「かに」を楽しめる旅行商品を販売します。
【旅行企画・実施会社】
㈱びゅうトラベルサービス、㈱日本旅行、㈱ＪＴＢ、㈱ＪＴＢメディアリテーリング、
㈱近畿日本ツーリスト首都圏、クラブツーリズム㈱、㈱阪急交通社、㈱読売旅行、㈱農協観光、
ビッグホリデー㈱、㈱タビックスジャパン

㈱びゅうﾄﾗﾍﾞﾙｻｰﾋﾞｽ

ｸﾗﾌﾞﾂｰﾘｽﾞﾑ㈱

㈱日本旅行

㈱JTB

㈱阪急交通社

㈱JTB ﾒﾃﾞｨｱﾘﾃｰﾘﾝｸﾞ

㈱読売旅行

ﾋﾞｯｸﾞﾎﾘﾃﾞｰ㈱

㈱近畿日本ﾂｰﾘｽﾄ首都圏

㈱ﾀﾋﾞｯｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ

◇かにを楽しめる旅行商品の一例
㈱びゅうトラベルサービス
【贅なるひととき】『和倉温泉「加賀屋別邸

松乃碧」と「花嫁のれん」』

・北陸発のインクルーシブの宿にご宿泊で大人の贅沢な時間をお過ごしいただき
夕食には、極上蟹会席をお楽しみいただけます。
・２日目は、人気の観光列車「花嫁のれん号」にご乗車いただきます。
募集人員：18 名 旅行代金：135,000～165,000 円（税込）最少催行人員 8 名
2/2

2/3

東京駅===(団体臨時列車グリーン車指定席)===新高岡駅=====
高岡御車山会館（見学）・・高岡市土蔵造りのまち資料館（見学）
=====和倉温泉(泊)
和倉温泉===花嫁のれん館（見学）・・一本杉通り（散策）===
能登食祭市場（お買物）===七尾駅===観光列車「花嫁のれん号」
（昼食）===金沢駅====懐華樓（休憩）・・ひがし茶屋街（散策）===
金沢駅===（団体臨時列車グリーン車指定席）===東京駅

加賀屋別邸松乃碧
「極上蟹会席」

㈱日本旅行
『団体臨時列車！往復北陸新幹線で行くかにを食べに北陸へ
「グランクラス」で行く和倉温泉加賀屋に泊まる北陸芸術紀行』
・おとなの時間を楽しめる名旅館「加賀屋 雪月花」にご宿泊いただきます。
（夕食は、石川産ブランド加能蟹極上会席をご用意いたします。）
・２日目は、北陸の伝統文化に触れる場をご用意し、昼食には四季の恵みを折り込んだフランス料
理をご用意いたします。
募集人員：18 名 旅行代金：149,000～169,000 円（税込）最少催行人員 10 名
2/2
2/3

東京駅＝＝（団体臨時列車グランクラス指定席）＝＝新高岡駅＝
＝＝海鮮問屋柿の匠（昼食）＝＝＝和倉温泉（泊）
和倉温泉＝＝＝北陸の伝統工芸作家訪問＝＝＝ひがし茶屋街（昼
食・散策）＝＝＝金沢駅＝＝（団体臨時列車グランクラス指定席）
＝＝＝東京駅
「石川産ブランド加能蟹
極上会席」

㈱JTB メディアリテーリング
『往復北陸新幹線団体臨時列車「かにを食べに北陸へ。」号で行く!!金沢・福井 2 日間』
・１日目は、金沢でたっぷり自由行動！北鉄バス 1 日フリー乗車券付きで自由気ままに金沢散策を
お楽しみください。
・２日目は、福井県の観光名所の東尋坊、永平寺にもご案内いたします。
募集人員：42 名 旅行代金：29,800～44,800 円（税込） 最少催行人員 30 名
2/2

2/3

東京駅==(団体臨時列車普通車指定席)==金沢駅…(各自ホテル
へ)…金沢市内（泊）
※金沢の街を自由にお楽しみください。
金沢市内==兼六園==九谷満月（炊きたてカニ釜飯御膳）==東尋坊
==永平寺==富山駅==(団体臨時列車普通車指定席)==東京駅
「２日目昼食
炊きたてカニ釜飯御膳」

クラブツーリズム㈱
『北陸新幹線「かにを食べに北陸へ。」号とハイグレード車両なごみで行く
本場越前海岸で食べる「タグ付き越前ガニ」と幻想的な兼六園ライトアップ

2 日間』

・ハイグレード車両なごみと北陸新幹線団体臨時列車をご利用いただきます。
・ご希望のお客さまを「兼六園ライトアップ 冬の段」へご案内いたします。
・２日目は、タグ付き越前ガニ１杯を含むズワイガニ２杯分を使った昼食をご用意
いたします。
募集人員：100 名 旅行代金：49,900 円（税込） 最少催行人員 25 名
2/2

2/3

新宿駅==(ハイグレード車両なごみ･グリーン席)==松本駅==
飛騨高山==金沢(泊)※ご希望のお客さまを「兼六園ライトアップ
冬の段」へご案内
金沢==ひがし茶屋街==箔座==越前海岸･料理旅館平成または宿か
り(昼食)==池田屋安兵衛商店==富山駅==(団体臨時列車普通車指
定席)==東京駅

「タグ付き越前ガニ」
（２人前）

㈱阪急交通社
『北陸さいはて感動の美食尽くし旅

奥能登 2 連泊 3 日間

さいはてのグルメを含むお食事 7 回付き』
・おいしいものは能登にある。お食事７回付きの美食旅をお楽しみください！
・富山では贅沢に高志の紅ガニをまるごと一杯食す！

市場で昼セリを見学後、茹でたてを贅沢に

お召し上がりください♪
募集人員：42 名 旅行代金：57,500 円（税込）最少催行人員 20 名
2/2

2/3

2/4

東京駅＝＝(団体臨時列車普通車指定席)＝＝金沢駅＝＝昼食＝
＝兼六園＝＝千里浜なぎさドライブウェイ＝＝妙成寺＝＝夕食
＝＝能登・羽咋（泊）
能登・羽咋＝総持寺祖院＝＝輪島朝市＝＝昼食＝＝すず塩田村＝
＝禄剛崎灯台＝＝道の駅すずなり＝＝白米千枚田あぜのきらめ
きイルミネーション＝＝能登・羽咋（泊）
能登・羽咋＝＝コスモアイル羽咋＝＝道の駅雨晴＝＝道の駅万葉
の里高岡＝＝高岡大仏＝＝新湊きときと市場＝＝新湊漁港＝＝
金岡邸＝新高岡駅＝＝(北陸新幹線普通車指定席)＝＝東京駅

富山県産
高志の紅ガニ
まるごと１杯

㈱読売旅行
『往復北陸新幹線で行く！たっぷり金沢ぶらぶらタイムと気ままに北陸 2 日間』
・近江町市場・ひがし茶屋街・兼六園・金沢城址公園・香林坊など各自フリータイムをお楽しみい
ただけます！
・ホテルでは冬のかに(足)、ステーキ食べ放題含む北陸の味覚 30 種バイキングの夕食をお召し上
がりください!
募集人員：80 名 旅行代金：34,980 円（税込）最少催行人員 25 名
2/2
2/3

東京駅==(団体臨時列車普通車指定席)==金沢駅…<徒歩>…
【ホテル到着後、各自フリータイム】アパホテル金沢駅前（泊）
ホテル==東尋坊==安田蒲鉾==永平寺==羽二重餅の古里==金沢駅
==(団体臨時列車普通車指定席)==東京駅
夕食バイキング「カニ」
画像提供:アパホテル金沢駅前

ビッグホリデー㈱
『団体臨時列車「かにを食べに北陸へ。」号で行く北陸味覚の旅』
・往復の団体臨時列車「かにを食べに北陸へ。」号と特急列車、宿泊が
セットになった個人型フリープランとなります！
・夕食は、清風荘渾身のかに尽くし会席をご賞味いただけます。
旅行代金：43,800 円～47,800 円（税込）
2/2
2/3

最少催行人員 2 名

東京駅==（団体臨時列車普通車指定席)===金沢駅==（特急列車普
通車指定席）=====芦原温泉駅…（各自）…芦原温泉(泊)
芦原温泉…（各自）…芦原温泉駅==（特急列車普通車指定席）==
金沢駅===(団体臨時列車普通車指定席)===東京駅

清風荘
「かに尽くし会席(夕食)」
「清風荘」提供

㈱タビックスジャパン
【高崎発着商品】『団体臨時列車「かにを食べに北陸へ」号で行く、冬の古都金沢・輪島・ローカ
ル列車「のと鉄道」2 日間』
・冬の２大グルメ「ずわい蟹と能登牡蠣」をご賞味いただけます！！
・参加者全員(小学生以上)に、「ずわい蟹１杯」のお土産付きとなります！！
募集人員：39 名 旅行代金：39,990 円～42,990 円（税込）最少催行人員 25 名
2/2
2/3

高崎駅===(団体臨時列車普通車指定席)===金沢駅===兼六園
(幻想的な雪吊り庭園見学)==輪島温泉(泊)
輪島温泉===輪島朝市===輪島塗工房===穴水(能登牡蠣の昼食)
…穴水駅===<のと鉄道>===七尾駅==のと里山里海ミュージア
ム===金沢駅===(団体臨時列車普通車指定席)===高崎駅

ホテルこうしゅうえん
※旅行代金は、おとなおひとり様の代金です。
ずわい蟹付き夕食
※旅行商品によっては、売り切れの場合がございます。あらかじめご了承ください。
※旅行商品の行程等は、２０１８年１１月２８日現在の予定で、変更となる場合もあります。
※各旅行商品の内容は、各旅行会社のホームページをご確認いただくか、又は各旅行会社へお問い合わせください。
※写真はすべてイメージです。

◇お客さまからのお問い合わせ・お申し込み先
取扱箇所

電話番号

㈱びゅうトラベルサービス
大人の休日予約センター
㈱日本旅行
東京予約センター
㈱JTB
JTB 旅の予約センター（首都圏発）
㈱JTB メディアリテーリング
JTB 旅物語販売センター
(株)近畿日本ツーリスト首都圏
東京コールセンター
クラブツーリズム㈱
国内予約センター
㈱阪急交通社
トラピックス
東京国内
㈱読売旅行
首都圏予約センター
ビッグホリデー㈱
予約センター
㈱タビックスジャパン

高崎支店

03-3841-0121
0570-200-001

受付時間
月～金 9：30～18：00/
土・日・祝 9：30～17：30
月～金 9：30～18：30
/土・日・祝 9：30～18：00

0570-023-489

年中無休 9：00～20：30

0570-06-1113

月～土 9:30～17:30
/日・祝休み

03-6857-1002

月～日 10：00～18：00

03-5998-2000
03-6745-1300
0570-004-355
03-3818-5111
027-325-2271

月～土 9：15～17：30
/日・祝 9：15～13：00
月～金 9：30～17：30
/土・日・祝 9：30～13：30
月～土 9：30～17：30
/日・祝 9：30～15：00
年中無休 月～金 10：00～19：00
土・日・祝 10：00～18：00
月～金 9：00～17：45/
土 9：00～13：00/日・祝休み

※㈱びゅうトラベルサービス 大人の休日予約センター、㈱JTB メディアリテーリング JTB 旅物語販売センター
クラブツーリズム㈱ 国内予約センター・・・12/30～1/3 休み
※㈱読売旅行 首都圏予約センター・・・12/30～1/2 休み
※㈱日本旅行 東京予約センター、㈱近畿日本ツーリスト首都圏 東京コールセンター、
㈱阪急交通社 トラピックス 東京国内、㈱タビックスジャパン高崎支店・・・12/29～1/3 休み

【参考】「かにを食べに北陸へ。」キャンペーンサイト
https://www.jreast.co.jp/hokuriku-5star/kani/

