
別紙１－１ 旅行商品詳細

Ⅰ 北陸乗り放題きっぷ

北陸ＪＲフリーエリアまでの往復特急「サンダーバード号」と、北陸ＪＲフリーエリア内（福井～直
江津など）の特急・普通列車普通車自由席３日間乗り放題がセットになったおトクなきっぷを発売して
います。
往復特急列車普通車指定席利用の「普通車用」と、往復特急列車グリーン車指定席利用の「グリーン

車用」があり、お子さまやジパング倶楽部会員様・Club DISCOVER WEST 会員様は、さらにおトクな価格
でご利用いただけます。
また、北陸ＤＣプレキャンペーンの特別企画として、10～11月にジパング倶楽部会員様・Club DISCOVER 

WEST 会員様限定の特別体験プランもご用意いたしました。（別紙１－２参照）

１．発売期間 平成 26年 11 月 27日（木）まで ご利用開始日の１ヶ月前から前日まで発売
※平成 26年 11月 28日（金）ご利用開始分まで発売します

２．ご利用期間 平成 26年 11 月 30日（日）までの連続する３日間

３．おねだん（お一人様あたり）

発地
右記以外のおとな

ジパング倶楽部会員様
Club DISCOVER WEST 会員様用

こども

普通車用 グリーン車用 普通車用 グリーン車用 普通車用 グリーン車用
京都市内 13,400 円 15,400 円 8,400 円 11,400 円

2,000 円 6,000 円大阪市内 14,400 円 16,400 円 9,400 円 12,400 円
神戸市内 15,400 円 17,400 円 10,400 円 13,400 円

４．自由周遊区間（北陸ＪＲフリーエリア）

５．発売条件・きっぷの主な効力
・ ２名様以上が同一行程でご旅行される場合に限りご利用になれます（こどものみのご利用はでき

ません）。
※お申し込み時に２名様以上でご旅行されると判断できる場合、近くの出発駅を組み合わせてご購入になれます。

※一般用とジパング倶楽部会員・Club DISCOVER WEST会員様用を組み合わせてご購入になれます。

・ 北陸ＪＲフリーエリア以外での途中下車はできません。
・ 北陸ＪＲフリーエリア内まで、普通車用は往復特急列車普通車指定席、グリーン車用は往復特急

列車グリーン車指定席がご利用になれます。
・ 特急列車のご利用は、「京都市内発」は京都駅、「大阪市内発」「神戸市内発」は大阪または新大

阪駅からとなります。出発駅から特急列車乗車駅までは、普通列車（新快速・快速含む）の普通
車自由席がご利用になれます。

・ 北陸ＪＲフリーエリア区間（特急・普通列車の普通車自由席が３日間乗り放題）は上記のとおり
です。北陸ＪＲフリーエリア以外の交通手段、施設をご利用の際は別途運賃や施設利用料金が必
要となります。

６.駅レンタカーご利用キャンペーン（11/30 レンタカーご利用分まで）
「北陸乗り放題きっぷ」をご利用の方は、駅レンタカーをキャンペーン価格でご利用になれます。

※免責補償料、乗り捨て費用等は別途必要です。
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７．発売箇所
電話予約・ＪＲ西日本の京阪神地区の主な駅または主な旅行会社

※ただし、Club DISCOVER WEST 会員様は専用ダイヤル（会員ホームページでご案内）からお申込ください。

８．ジパング倶楽部会員様・Club DISCOVER WEST 会員様用のきっぷについて
ジパング倶楽部会員様用
・ご購入時（電話予約の場合はお受け取り時）にジパング倶楽部会員証をご呈示ください。

※割引証は使用しません

・ご旅行時には、ジパング倶楽部会員証を携帯してください。
Club DISCOVER WEST 会員様用
・会員専用のホームページでご案内する専用ダイヤルのみで発売します。※事前にWEBにて会員登録が必要

・ご旅行時には、年齢が確認できる公的証明書を携帯してください。

「ジパング倶楽部」は男性65歳以上、女性60歳以上の方が入会できる会員組織です（ご夫婦の場合はどちらか

が満65歳以上ならご一緒に入会できます）。全国のＪＲきっぷが最大30％割引など各種特典をご用意しています。

「Club DISCOVER WEST」は50歳以上の方が入会できるWEB上の会員組織です。

Ⅱ 金沢・加賀ぐるりんパス

金沢・加賀自由周遊区間までの往復特急「サンダーバード号」の普通車指定席と、兼六園や成巽閣な
どの主要観光施設（全 22 施設）の入場券、伝統工芸体験（２施設）、金沢・加賀自由周遊区間内のＪＲ
（特急・普通列車普通車自由席）と周遊バスの３日間乗り放題がセットになったおトクなきっぷです。

１．発売期間 平成 27 年３月 31 日（火）まで ご利用開始日の１ヶ月前から前日まで発売
※平成 27年４月１日（水）ご利用開始分まで発売

２．ご利用期間 平成 27 年４月３日（金）までの連続する３日間

３．おねだん（お一人様あたり）
発地 おとな こども

京都市内 14,400 円 7,200 円
大阪市内 15,940 円 7,970 円
神戸市内 16,970 円 8,480 円

４．金沢・加賀自由周遊区間

５．発売条件・きっぷの主な効力
・ ２名様以上が同一行程でご旅行される場合に限りご利用になれます（こどものみのご利用はでき

ません）。
※お申し込み時に２名様以上でご旅行されると判断できる場合、近くの出発駅を組み合わせてご購入になれます。

・ 金沢・加賀自由周遊区間以外での途中下車はできません。

６．発売箇所
電話予約・出発地周辺のＪＲ西日本の主な駅のみどりの窓口ま

たは主な旅行会社

７．その他
「金沢・加賀ぐるりんパス」には、「名探偵コナン 金沢・加賀

ミステリーツアー（11/24まで開催）」のツアーキット引換券がつ
いており、名探偵コナン 金沢・加賀ミステリーツアーに参加する
こともできます。

ＪＲ線

周遊バス

キャン・バス

城下まち金沢
周遊バス

加賀温泉 金沢大聖寺

参考



Ⅲ その他の商品

１．ＪＲと宿泊がセットになったプラン

主な旅行会社では、ＪＲと宿泊がセットになった北陸エリアへの旅行プランを発売します。

また、ＪＲと宿泊がセットになった旅行プラン限定のオプションとして、キャンペーンエリアの周

遊に便利な「アクセスバス」も設定します。（設定のない旅行会社もあります。）JR西日本エリア発の

みならず、首都圏、中京圏からも設定を予定しています。

詳しくは主な旅行会社へお問い合わせください。

【商品パンフレット例】 ※掲載パンフレットは関西発のパンフレットです。

○ＪＴＢ ○日本旅行 ○近畿日本ツーリスト

２．駅長おすすめ駅プラン

往復のＪＲと北陸のグルメがセットになった、ＪＲで行く日帰りプラン「駅長おすすめ 駅プラン」

を京阪神エリアで発売します。北陸ＤＣプレキャンペーン期間中、２方面４施設の駅プラン（日帰り

商品）の設定を予定しています。

設定期間：平成 26 年 10 月 1 日（水）から 12 月 13 日（土）

※パンフレットイメージ

※詳細な商品内容については、主な駅に設置しているパンフレットやＪＲおでかけネットをご覧くださ

い。



北陸 DC プレキャンペーン特別企画『北陸乗り放題きっぷ』
ジパング倶楽部会員様・Club DISCOVER WEST 会員様限定

特別プランについて

北陸 DC プレキャンペーンの特別企画として、ジパング倶楽部会員様・Club DISCOVER WEST 会員様用の「北

陸乗り放題きっぷ」をご購入のお客様には、帰り券の提示で下記の特別プランを体験いただけます。

実施期間：平成 26年 10 月 1日（水）～11 月 30 日（日）

条 件：ジパング倶楽部会員様・Club DISCOVER WEST 会員様用の「北陸乗り放題きっぷ」の帰り券の提

示が必要。

【北陸の「美食」を楽しむ特別プラン】

○＜富山県＞富山湾鮨 特別プラン

「天然の生け簀」と称される富山湾の新鮮な海の幸を堪能する

なら「富山湾鮨」。旬の地魚の握り 10貫・汁物付きで、美味しい

海の幸を満喫できます。

富山湾鮨とドリンク１杯（生ビール）がセットになった特別プランです。

・実施場所：美喜鮨本店（富山駅から徒歩約５分）

・営業時間：11:30～13:00 17:00～22:30（定休日：水曜日）

・内 容：富山湾鮨とドリンク 1杯セット 3,780 円（税込）

・お問合せ：076-432-7201

○＜石川県＞百万石の鮨 特別プラン

季節ごとの旬のネタをつかった「百万石の鮨」の 12 貫特別プラン

です。「おやじの一貫」と名付けられた店舗ごとの個性ある一貫と、

店舗ごとに異なる２貫を含む 12 貫をお楽しみいただけます。

・実施場所：「百万石の鮨」提供全店舗

・内 容：百万石の鮨特別 12 貫セット 3,800 円（税込）

・お問合せ：店舗ごとの情報は http://ishikawa-sushi.com/で

ご確認ください。

○＜福井県＞うららの極味膳 特別プラン

越前坂井の伝統食文化として、店舗ごとに個性のある

「うららの極み膳」とソフトドリンクがセットになった

特別プランです。

①「夕なぎ」（芦原温泉駅からバス約 40 分「東尋坊」下車すぐ）

・営業時間：9:00～17:30（定休日：無休）

・内 容：海鮮御膳とソフトドリンクセット 2,600 円（税込）

・お問合せ：0776-81-3323

②「正太楼」（芦原温泉駅からバス約 40 分「東尋坊」下車すぐ）

・営業時間：9:00～16:00（定休日：不定休）

・金 額：東尋坊うらら膳ソフトドリンクセット 1,836 円（税込）

・お問合せ：0776-82-1199

③「やし楼」

・営業時間：8:30～17:00（定休日：無休）

・金 額：豪華おどろきかに玉御膳ソフトドリンクセット 1,850円（税込）

・お問合せ：0776-82-5100

別紙１－２



【北陸の「美技」を楽しむ特別体験プラン】

○＜富山県＞ますのすし手づくり体験 特別くつろぎプラン

職人の手ほどきで「ますのすし（小丸）」の手づくり体験をした後に、

「お食事処さくら亭」にてソフトドリンクを飲んでおくつろぎいただけます。

・実施場所：源ますのすしミュージアム

（富山駅からマイクロバスで送迎あり※要予約）

・営業時間：9：00～17：00（定休日：年中無休）

・金 額：ますのすし手づくり体験とソフトドリンクセット 1,000 円（税込）

・お問合せ：076－429-7400

○＜石川県＞金箔貼り体験 特別プラン

金箔貼り体験と金沢あぶらとり紙がセットになった特別プランです。

・実施場所：かなざわカタニ（金沢駅からバス約 10 分「尾張町」下車徒歩３分

・営業時間：9:00～16:00（定休日：無休）

・金 額：金箔貼り体験と金箔打紙製法のあぶらとり紙セット

「銘々皿」900 円（税込）～ 等

・お問合せ：076-231-1566

○＜石川県＞加賀伝統工芸 特別体験プラン

石川県の伝統工芸体験ができる「ゆのくにの森」で、特別体験プランをご用意しております。

・実施場所：加賀 伝統工芸村「ゆのくにの森」（加賀温泉駅からキャンバス＜山まわり＞で約 35 分「ゆ

のくにの森」下車すぐ）

・営業時間：9:00～16:30（定休日：無休）

・入村料金：540 円

・内 容：①輪島塗の館 「沈金体験」本うるし塗 小鉢（赤 or 黒） 4,300円（税込）

②金箔の館 「純金箔はり体験」香炉 2,500円（税込）

※体験時間はいずれも 1時間程度です。

※体験の最終受付は 15 時までにお願いいたします。

※ご利用状況により、お待ちいただく場合がございます。

・お問合せ：0761-65-3456

○＜福井県＞写経体験 特別プラン

浄土宗 松龍寺での写経を体験いただき、記念品とご利用いただいた筆をお持ち

帰りいただける特別プランです。

・実施場所：浄土宗 松龍寺（芦原温泉駅からバス約 8分）「中川」下車徒歩３分）

・営業時間：9:00～16:00（無休）

・拝 観 料：無料

・内 容：写経体験（記念品［メモ帳］＋ご利用いただいた筆付）1,000 円（税込）

・お問合せ：0776-74-1221

【北陸の「美湯」で地酒飲みくらべを楽しむ特別プラン】

北陸内の３温泉の旅館にて 1,000円～1,500 円で地酒飲みくらべと

地酒に合う一品料理が楽しめる『地酒特別飲みくらべセット』を設定しました。

・実施場所：富山県 宇奈月温泉（5施設）…「延楽」「延對寺荘」「グリーンホテル喜泉」

「宇奈月グランドホテル」「サン柳亭」

石川県 和倉温泉（3施設） …「ホテル海望」「ゆけむりの宿 美湾荘」「お宿 すず花」

福井県 あわら温泉（12 施設）…「灰屋」「白和荘」「長谷川」「べにや」「グランディア芳泉」

「あわらの宿 八木」「まつや千千」「みのや泰平閣」

「美松」「あわらグランドホテル」「花の宿 福寿」「清風荘」

・実施時間：各旅館により異なる

・内 容：地酒飲みくらべセットと地酒に合う一品料理 1,000～1,500 円（税込）

※各旅館により異なる

・お問合せ：各旅館にお問合せください。




