2021 年 10 月 1 日
東日本旅客鉄道株式会社

北陸新幹線に乗って「かにを食べに北陸へ。」
～“手前みそ”ですが「北陸のかに」の美味を“足をのばして”食べに来て！～
ＪＲ東日本では、冬に『旬』を迎える「北陸のかに」の魅力を伝えるために、今年で 5 回目と
なる「かにを食べに北陸へ。
」キャンペーンを展開します。
今年も新たな切り口で「北陸のかに」の魅力を伝えるとともに、旅行会社や地元の方々と連携
して「北陸のかに」を食べに行く旅をご提案します。さらに今年も「新幹線 e チケット」サービ
スをご利用のお客さまに北陸でおトクに楽しめる特典や、安心・おトクな列車旅として、
「お先
にトクだ値スペシャル（乗車券つき）
」（50％割引）・「お先にトクだ値（乗車券つき）」
（30％割
引）を発売するなど、キャンペーンならではの企画をご用意します。
これを機会に北陸新幹線で是非お出かけいただき、「北陸のかに」の美味をご堪能ください。

１

実施期間
2021 年 11 月 6 日～2022 年 3 月 31 日
※北陸では、ズワイガニ漁（富山県・石川県・福井県）と紅ズワイガニ漁（富山県）が
盛んです。かに漁の時期は決まっており、例年、ズワイガニの漁期は 11 月 6 日～
翌年 3 月 20 日（雌は 11 月 6 日～12 月末）
、紅ズワイガニの漁期は 9 月 1 日～
翌年 5 月 31 日となっています。
（イメージ）

２

主な宣伝展開
ＪＲ東日本の主な駅やびゅうプラザのほか、首都圏の主な列車内、特設 WEB サイト上におい
て、
「北陸のかに」を食べに行きたくなるインパクトのあるポスターの掲出や POP 装飾などの宣
伝を展開します。今年は、
「北陸のかに」の“手前みそ”な美味自慢メッセージを伝えることで、
そろそろ「北陸のかに」を楽しみたいとお考えのお客さまの背中を後押しします。
【特設 WEB サイト URL】https://www.jreast.co.jp/hokuriku-5star/kani/
（10 月 1 日にティザーサイトを公開し、11 月 5 日に本サイトを公開予定）

（ポスターイメージ）
※画像は全てイメージです。

３

安全・安心に配慮した旅行商品の発売
冬の北陸を代表する味覚といえば「かに」
。殻の中にぎっしりと身がつまっており、そのみず
みずしい美味しさと上品な甘味が魅力です。びゅうトラベルサービスほか、首都圏の主な旅行
会社と連携し、美味しい「北陸のかに」が堪能できる旅行商品を多数ご用意しています。なお、
宿は適切な感染防止対策を行っています。

（１）びゅう旅行商品のご案内
JR 東日本グループのびゅうトラベルサービスでも、「かにを食べに北陸へ。」
キャンペーンに合わせて「美味北陸」商品を 10 月 1 日より発売します。
ガイドラインに従った適切な感染防止対策を行っているお宿で
「かに会席」
「かにづくし会席」プランなど多数ご用意しています。
詳細は、
「美味北陸」のパンフレットをご覧ください。

【富山県】宇奈月温泉 ホテル黒部

【石川県】辰口温泉

まつさき

【福井県】あわら温泉

美松

※画像は全てイメージです。

（２）主な旅行会社の旅行商品
「北陸のかに」を堪能する旅行商品を発売します。また、一部旅行商品については、北陸
3 県のみなさまと連携し、対象の旅行商品をお買い上げの方に、「北陸への旅 プレゼント
キャンペーン」を実施します。

【主な旅行企画・実施会社】

※画像は全てイメージです。

(株)ＪＴＢ、(株)ＪＴＢメディアリテーリング、(株)ＪＴＢガイアレック、(株)日本旅行、
近畿日本ツーリスト(株)、クラブツーリズム(株)、東武トップツアーズ(株)、(株)読売旅行、
(株)阪急交通社、ビッグホリデー(株)、(株)タビックスジャパン
※発売時期・旅行商品内容は、各旅行会社へお問い合わせください。
※旅行商品のパンフレットは、各旅行会社の店頭や WEB などに順次掲出いたします。
※「北陸への旅 プレゼントキャンペーン」の詳細は、旅行商品のパンフレットをご確認ください。

４

新幹線 e チケットで安心・おトクな列車旅

（１） 新幹線 e チケットご利用のお客さまへの特典
昨年に続き、新幹線 e チケットご利用のお客さまが、富山県・石川県・
福井県の各施設においてご利用いただける特典を期間限定でご用意します。

この画面
を提示

各施設で北陸新幹線ご利用の新幹線 e チケット予約詳細画面をご提示
いただくと、美術館の入館料割引などの対象施設の割引やオリジナルの
プレゼントなどの特典をご利用いただけます。
■特典利用期間：2021 年 11 月 6 日～2022 年 3 月 31 日
特典詳細については、別紙および特設 WEB サイトをご覧ください。
（https://www.jreast.co.jp/hokuriku-5star/kani/）
※特設 WEB サイトには 11 月 5 日掲載予定です。

※画像はイメージです。

（２） えきねっと会員限定のおトクなきっぷを北陸新幹線にもご用意しております！
お早めにご予約いただくことで運賃と料金が割引になる「お先にトクだ値スペシャル」
（乗
車券つき）と「お先にトクだ値」
（乗車券つき）でおトクにご旅行ください。
①「お先にトクだ値スペシャル」
（乗車券つき）
・利用期間：2021 年 11 月 1 日から 11 月 30 日までの期間限定
・発売期間：乗車日の 1 ヶ月前の午前 10 時 00 分から 20 日前の午前 1 時 50 分まで
・割 引 率：運賃と料金が 50％割引
・座

席：普通車指定席

・対象列車：北陸新幹線「かがやき」「はくたか」
【主な設定区間・発売額の例：大人 1 名・片道利用】

列車名

かがやき
はくたか

新幹線 e チケット

お先にトクだ値

乗車券＋指定席特急券

スペシャル

の価格（通常期）

【50％割引】

東京⇔金沢

14,180 円

7,090 円

7,090 円

東京⇔新高岡

13,630 円

6,810 円

6,820 円

東京⇔富山

12,760 円

6,380 円

6,380 円

設定区間

おトク額

②「お先にトクだ値」
（乗車券つき）
・利用期間：2022 年 3 月 31 日まで
・発売期間：乗車日の 1 ヶ月前の午前 10 時 00 分から 13 日前の午前 1 時 50 分まで
・割 引 率：運賃と料金が 30％割引
・座

席：普通車指定席

・対象列車：北陸新幹線「かがやき」「はくたか」

【主な設定区間・発売額の例：大人 1 名・片道利用】
新幹線 e チケット
列車名

設定区間

乗車券＋指定席特急券
の価格（通常期）

かがやき
はくたか

お先にトクだ値

おトク額

【30％割引】

東京⇔金沢

14,180 円

9,920 円

4,260 円

東京⇔新高岡

13,630 円

9,540 円

4,090 円

東京⇔富山

12,760 円

8,930 円

3,830 円

※列車・席数・区間限定、インターネット予約限定の商品です。
※発売額は「新幹線 e チケットサービス（基本）
」（通常期）の運賃・料金より割引した金額となり
ます。
※新幹線の「お先にトクだ値スペシャル」
（乗車券つき）および「お先にトクだ値」
（乗車券つき）は、
「特定都区市内制度」が適用されません。
※こども価格の設定もあります。
※上記以外の区間の設定もあります。
新幹線の「お先にトクだ値スペシャル」（乗車券つき）および「お先にトクだ値」（乗車券つき）は、「新幹線 e チケッ
トサービス」限定商品です。ご利用にはあらかじめ Suica などの IC カードの登録が必要です。なお、通常のきっぷと
比べて、変更や払戻しなどのご利用条件が異なります。詳細は、以下のサイトでご確認ください。
えきねっとホームページ：https://www.eki-net.com/top/tokudane/

５

JRE MALL でのお取り扱い

（１）JRE MALL で福井県の「越前がに」をお買い求めいただけます！
(株)JR 東日本商事では、ご自宅でも「北陸のかに」をお楽しみいただけるよう、福井県の
「越前がに」を通信販売にて販売しております。
詳しくは、JRE MALL「お取り寄せきっぷ」をご覧ください。
（https://www.jreastmall.com/otoriyose-ticket）

（２）JRE MALL「ふるさと納税」で「北陸のかに」をご用意いたしました！
JRE MALL「ふるさと納税」においても「北陸のかに」の返礼品を
ご用意いたしました。北陸を応援できるだけでなく、旬の「北陸のかに」
も堪能いただけるふるさと納税を是非ご利用ください。10 月以降には
「本ズワイガニ」も登録されますのでお楽しみに！
詳しくは、JRE MALL「ふるさと納税」をご覧ください。
（https://www.jreastmall.com/shop/furusato/top.aspx）

【返礼品の一例】
富山県射水市（いみずし）
紅ズワイガニ約 600g
寄付額：16,000 円
※画像はイメージです。

【参考】ＪＲ東日本の安全・安心の取組み
お客さまに安心してご旅行いただくために「JR 東日本の新型コロナウイルス感染症に対する
取組み」について、特設ページで情報発信しています。
（https://www.jreast.co.jp/stylingthenew/actions/）

「新幹線eチケット」ご利用のお客さまへの特典
富山県 店舗・施設特典一覧
施設名

別紙

特典内容

富山県水墨美術館

入館料を団体料金に割引
※実行委員会が主催する展覧会は対象外

高志の国文学館

入館料を団体料金に割引
※実行委員会が主催する展覧会は対象外

秋水美術館

一般入館料800円を団体料金600円に割引

八尾曳山展示館

ご入館の方に曳山はがき（6枚セット）の贈呈

ほたるいかミュージアム

入館料50円引き

富山県[立山博物館]

入館料を団体料金に割引

高岡御車山会館

観覧料 450円→団体料金に割引

藤子・F・不二雄ふるさとギャラリー

入館料を団体料金に割引

新湊きっときと市場

ほたるいか素干し（4匹入り）プレゼント

氷見温泉郷 総湯

おとな650円→550円
こども300円→200円
幼児100円→50円

チューリップ四季彩館

常設展入館料を団体料金に割引
※特別企画展は対象外

城端曳山会館

入館料 大人520円→420円
高校生・大学生310円→260円

富山県美術館

入館料を団体料金に割引
※実行委員会が主催する展覧会は対象外

大寺幸八郎商店

アクセサリー体験200円引き

新高岡駅観光交流センター

絵はがき2枚プレゼント

黒部峡谷鉄道トロッコ電車

宇奈月～欅平往復きっぷをご購入されたお客さまに（当日販売限定）、黒部市宇
奈月国際会議場「セレネ美術館」の入館券を進呈
※利用期間は11月30日（火）まで

※対象の施設または特典内容が変更となる場合がございます。
※新型コロナウイルス感染症対策のため、予約時間・営業日・営業時間等に変更が生じている場合がございます。ご利用の際は、
事前に店舗・施設のホームページをご確認ください。

「新幹線eチケット」ご利用のお客さまへの特典
石川県 店舗・施設特典一覧
施設名

別紙

特典内容

のとじま水族館

入場料 一般料金1,890円を1,690円に割引

花嫁のれん館

入館料100円引

石川県西田幾多郎記念哲学館

一般入館料50円引（300円→250円）

うみっこらんど七塚 海と渚の博物館

一般入館料50円引（200円→150円）

金沢湯涌江戸村

入園料金一般310円を260円に割引

金沢湯涌夢二館

観覧料金一般310円を260円に割引

千代女の里俳句館

3館共通券購入者にオリジナルグッズプレゼント
（3館:千代女の里俳句館・松任中川一政記念美術館・白山市立博物館）

松任中川一政記念美術館

3館共通券購入者にオリジナルグッズプレゼント
（3館:千代女の里俳句館・松任中川一政記念美術館・白山市立博物館）

白山市立博物館

3館共通券購入者にオリジナルグッズプレゼント
（3館:千代女の里俳句館・松任中川一政記念美術館・白山市立博物館）

能美市九谷焼美術館｜五彩館｜
能美市九谷焼美術館｜浅蔵五十吉記
念館｜

入館料を団体料金に割引
※能美市九谷焼美術館｜五彩館｜と能美市九谷焼美術館｜浅蔵五十吉記念館
｜は共通の入場券です。
入館料を団体料金に割引
※能美市九谷焼美術館｜五彩館｜と能美市九谷焼美術館｜浅蔵五十吉記念館
｜は共通の入場券です。

津幡ふるさと歴史館 れきしる

観覧料 通常100円→無料

星の観察館「満天星」

プラネタリウム料金を団体料金に割引

真脇遺跡縄文館

入館料を団体料金に割引

いしかわ動物園

入園料840円を740円に割引

和倉温泉お祭り会館

入館料10％引

能美ふるさとミュージアム

展示観覧料を一般300円のところ、団体料金200円に割引

※対象の施設または特典内容が変更となる場合がございます。
※新型コロナウイルス感染症対策のため、予約時間・営業日・営業時間等に変更が生じている場合がございます。ご利用の際は、
事前に店舗・施設のホームページをご確認ください。

「新幹線eチケット」ご利用のお客さまへの特典
福井県 店舗・施設特典一覧
施設名

別紙

特典内容

福井県立恐竜博物館

常設展が団体割引適用料金となります。
一般730円のところ630円

東尋坊観光遊覧船

おとな200円引き、こども100円引き
※利用条件は本人のみですが、同行のお子様も対象となります。

東尋坊タワー

通常の展望入場料 おとな料金500円から10％割引

越前竹人形の里

工房見学された方に 竹箸のプレゼント

福井県立歴史博物館

常設展 一般・大学生 通常100円のところ2割引
（高校生以下、70歳以上、障害者手帳等をお持ちの方とその介護者1名は無料）

福井県立美術館

常設展（所蔵品によるテーマ展）一般・大学生 通常100円のところ2割引（高校
生以下、70歳以上、障害者手帳等をお持ちの方とその介護者1名は無料）

一乗谷朝倉氏遺跡

ご入館の方に唐門ポストカードをプレゼント
（2人目様より別のポストカードご用意しております）

名勝 養浩館庭園

入園料の団体割引適用

JR越美北線ご利用者には、大野ならではのデザインを施したてぬぐいをスタンプカードに
越前おおのまち歩き（大野市観光協会） 見立てて市内の文化施設及び市内店舗を周遊、スタンプを押してオリジナルのてぬぐい
を完成させる「大野まちつむぎ～てぬぐい散歩～」（通常1,000円）を進呈。
越前和紙の里 パピルス館

ノベルティ（越前和紙の１袋、複数種あり）プレゼント

越前がにミュージアム

入場料金100円引き

福井総合植物園プラントピア

通常310円のところ280円

敦賀赤レンガ倉庫

オリジナルノベルティプレゼント
※入館料（一般400円、小学生以下200円）が必要

福井県立若狭歴史博物館

常設展 一般・大学生 通常310円のところ2割引（高校生以下、70歳以上、障害
者手帳等をお持ちの方とその介護者1名は無料）

福井県年縞博物館

常設展
一般
通常500円のところ2割引
小中高生 通常200円のところ2割引
（小学生未満、70歳以上、障害者手帳等をお持ちの方は無料）
共通観覧券（年縞博物館&縄文博物館）
一般
通常700円のところ2割引
小中高生 通常280円のところ2割引

若狭三方縄文博物館

常設展
一般
通常500円のところ2割引
小中高生 通常200円のところ2割引
（小学生未満、70歳以上、障害者手帳等をお持ちの方は無料）
共通観覧券（年縞博物館＆縄文博物館）
一般
通常700円のところ2割引
小中高生 通常280円のところ2割引

福井県陶芸館

当館のポストカードを進呈

※対象の施設または特典内容が変更となる場合がございます。
※新型コロナウイルス感染症対策のため、予約時間・営業日・営業時間等に変更が生じている場合がございます。ご利用の際は、
事前に店舗・施設のホームページをご確認ください。

