
平成28年7月 
 

北陸三県誘客促進連携協議会  
北陸観光協会 

 

平成28年12月～平成29年3月開催 

キャンペーンのご案内 



1 Japanese Beauty Hokuriku 

「北陸の持つ美」とは、「世界に誇れる、日本を代表する美」である。 

この思いを込めて、「Japanese Beauty Hokuriku」というテーマのもと 

冬の北陸の魅力をアピールし、北陸デスティネーションキャンペーンのテーマともなりました。 

 

北陸デスティネーションキャンペーン後も、北陸の魅力を効果的にPRするため 

今再び「Japanese Beauty Hokuriku」のテーマのもと 

北陸の多彩な見どころをご紹介いたします。 

アフター北陸 

デスティネーション 

キャンペーン 

日本の美は、北陸にあり。 
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Japanese Beauty Hokuriku 

キャンペーン 

「北陸DC」の効果を継続できる取り組みに 



日本の原風景とも言える北陸の美しい景観。 

山海にはぐくまれた北陸ならではの食の魅力。 

伝統的なものの中から現代へと進化をとげる職人やデザイナーの技。 

北陸の文化をはぐくむ温泉。 

そして北陸人のおもてなしの心。 

北陸の魅力を５つの美で表現しました。 

 

山海にはぐくまれた「美食」、 

自然をはじめ、変化に富んだ「美観」、 

高い技術に魅せられる「美技」、 

人々を癒す「美湯」、 

観光客も温かくもてなす「美心」。 

 

これら5つの「美」のうち、Japanese Beauty Hokuriku冬の期間については 

特に「美食」を中心に北陸の旅を提案します。 

5つの「美」 

2 Japanese Beauty Hokuriku 



3 北陸の美食 

北陸の美食 

豊かな自然がはぐくんだ食材。 

そしてそれを大切に慈しむ心が生んだ料理の数々。 

北陸には、ここにしかない食が多彩にそろいます。 

名の通り甘さが濃厚な甘えび 焼きがにはうまみが凝縮 富山湾の宝石・シロエビ 丸々と太った寒ぶり 

越前がにのフルコース 



4 北陸の美食 かにを味わう 

冬は「かに」を味わおう 

北陸の冬を代表する食材、かに。 

三県で味わえる、この季節とっておきの味覚です。 

今回のJapanese Beauty Hokurikuキャンペーンでは 

このかにを満喫できるプランを多数ご用意しました。 



5 北陸の美食 かにを味わう 

越前がにの釜揚げ見学 
─福井県─ 

「越前すいせん号」（下記参照）の到着に合わせて、 

東尋坊商店街の「夕なぎ」で越前がにの釜揚げを開催。 

豪快な釜揚げを間近で見学できます。 

予約すれば釜揚げしたカニをいただくことも可能。 

福井の冬の王者を、目と舌で楽しめます。 

DATA 
【期間】 1月の土日祝（調整中）※越前すいせん号運行日 

【時間】 12:30～13:00 

【料金】 見学のみの場合は無料 

【実施箇所】 夕なぎ（東尋坊） 

＜団体＞ 

 平日対応可(食事もお申込の場合に限る) 

 最大40名、時間は応相談 

越前すいせん号 
「越前水仙」とは、越前海岸に咲く日本水仙の総称。 

越前海岸は日本三大群生地にも数えられるほど、一面に 

水仙の花が咲きます。 

日本海側で水仙が群生するのはここだけで、1～3月が最盛期。 

そんな日本一の越前水仙と日本海大パノラマを満喫できるバスが 

「越前すいせん号」です。 

水仙群生地はもちろん、東尋坊などの観光名所が 

バス1本でめぐれます。 

 DATA(予定) 

【期間】1月の土日祝  【料金】おとな1,900円 こども950円 

＜要予約＞  

芦原温泉駅 
あわら湯のまち駅 

東尋坊 

越前岬水仙ランド 
呼鳥門 

※昨年は1日2便運行 



6 北陸の美食 かにを味わう 

香箱カニ面寿し作り体験 
─石川県─ 

雌のズワイガニ「香箱ガニ」をまるごと 

一杯使った押し寿しの体験が 

金沢でできます。金沢は祭りのときに押し寿しをつくる 

風習があり、それが体験できるのが 

ひがし茶屋街にある「金澤寿し」です。 

スタッフ指導のもと押し寿司作りが体験できます。 

DATA 

【期間】 平成28年11月7日～平成29年3月末まで 

【体験時間】 10:00･11:00･13:00 

【所要時間】 約40分 

【料金】 2,160円 

【定員】   ～40名 

【実施箇所】 金澤寿し（ひがし茶屋街） 

金沢の郷土料理「治部煮」 
セットは＋1,080円  

  

NEW 

作った押し寿しは、店内
で召し上がることもお土
産にすることもOK 

加賀カニごはん 
─石川県─ 

加賀市橋立港で水揚げされた香箱ガニを一杯使った 

新ご当地グルメ「加賀カニごはん」が2015年に誕生。 

地場の名産である山中漆器や九谷焼の器に盛られます。 

旬の野菜や魚を使った小鉢5品、味噌汁、献上加賀棒茶、 

デザート&コーヒーがついています。 

DATA 

【期間】 通年 

【料金】 1,950円 

【実施箇所】 加賀市内 

              5店舗 

 



7 北陸の美食 食体験 

新湊きっときと市場 寒ぶり解体 
─富山県─ 

富山の冬の味覚、寒ぶり。「富山湾の王者」の異名も持つ 

ぶりの解体が見学できます。 

新湊きっときと市場では大きなぶりをその場でさばき、 

にぎり寿司でいただくこともできます(有料)。 

脂がたっぷりのった極上のぶりを、ぜひお楽しみください。 

DATA 

【期 間】平成28年12月～平成29年3月の毎週土･日 

【時 間】11:30～ 

【料 金】見学無料（ぶりの握り3貫 500円） 

 

併設のレストラン「きっときと亭」で 
お食事をお申込の場合、店内にて食べられます! 

さらに 
JR利用者限定! 

 
市場に出にくい
「カマとろ握り」

先着6貫で 
ご提供します。 

(1貫500円） 



8 北陸の美食 食体験 

ひみ番屋街 

氷見つみれ汁・氷見野菜豚汁 
─富山県─ 

氷見漁港すぐそばにあり、地物の鮮魚が一堂にそろい 

さらには飲食も楽しめる「ひみ番屋街」。 

そんな観光名所で、新鮮なイワシなどを使った 

つみれ汁や、地場のとれたて野菜を使用した 

温かい豚汁でお出迎えします。 

DATA 

【期 間】平成29年1月～2月の毎週日曜 

         （つみれ汁と豚汁を週替りでご用意） 

【時 間】10:00～ 

【料 金】300円（限定200杯/日） 

NEW 

新鮮な魚介が並ぶ 
ひみ番屋街 

足湯もすぐそばに
あります 



甘エビ 

9 北陸の美食 食体験 

富山湾鮨セットクーポン 
─富山県─ 

天然の生け簀と称される富山湾の幸が味わえる「富山湾鮨」。 

握り10貫・汁物付きがセットになっています。 

新たにJR券とセットになったクーポンが登場。 

3,500円で、富山県内21店舗で利用できます。 

富山湾鮨会席 饗クーポン 
富山湾鮨をはじめ、富山の幸を 

ふんだんに使ったさまざまな料理が 

一堂に味わえる商品にも 

クーポンが登場。 

極上の富山グルメを 

ぜひご堪能ください。 

【料金】       7,000円・9,000円・12,000円  

【内容】        富山湾鮨＋旬の地魚料理 

【実施箇所】 7,000円 3店舗、9,000円 2店舗 12,000円 1店舗 

ぶりとろ 

ベニズワイガニ 

香箱がに 

もてなし 



10 北陸の美食 食体験 

さかな街の 

はしごめしクーポン(予定) 

─福井県─ 

70店舗が揃う日本海側最大級の海鮮市場 

「日本海さかな街」。海鮮丼や寿司など3種類の 

海の幸をお楽しみいただけるクーポンが新登場！ 

NEW 

DATA 

【期間】 平成29年1月中旬～3月31日（予定）  

【料金】 1,500円（3枚綴り・予定） 

【実施箇所】日本海さかな街14店舗（予定） 

※写真はイメージです 



11 北陸の美食 食体験 

うららの極味膳 
─福井県─ 

三国港で水揚げされた新鮮な海の幸が一度に味わえる膳です。 

三国エリアのさまざまな店舗が、地物の幸を使って 

さまざまな料理を提供しています。 

「うらら」とは福井の言葉で「私たち」の意味です。  

<団体は前日まで要予約> 

夕なぎ 海鮮御膳 2,600円 

やし楼 豪華おどろき 
かに玉御膳1,850円 

正太楼 東尋坊 
うらら膳1,836円 



12 北陸の美食 食体験 

金沢和菓子めぐりクーポン 
─石川県─ 

日本3大和菓子処の一つ、金沢。金沢の街を散策しながら、 

和菓子の食べ歩きができる便利でオトクなクーポンです。 

 

DATA 

【期間】 平成28年12月～平成29年2月（予定）  

【料金】 500円（3枚綴り）  

【実施箇所】7店舗 
（茶庵、落雁諸江屋、越山甘清堂、柴舟小出、見城亭、兼六亭、寄観亭） 

※写真は過去の 
   商品例です 

百万石の鮨 
─石川県─ 

豊かな食材と高い技術力が自慢の石川の鮨。 
旬のネタを使った特選10貫セットが統一価格で味わえます。 
お得なお食事券もあります。 

DATA 
【料金】 3,800円  
【内容】 百万石の鮨 特選10貫セット 
【実施箇所】32店舗 
【お食事券販売場所】金沢駅観光案内所 ※特典付き 



13 北陸の美観 

北陸の美観 

豊かな自然が手つかずで残る北陸には、 

ここにしかない美しい風景が多々あります。 

そんな景色を楽しめる観光列車もご用意しています。 



食のおもてなし 

「べるもんた」車内では、新鮮な富山湾の 

海の幸や、沿線市の酒蔵で作られる 

地酒などを楽しむことができます。 

14 

城端線・氷見線観光列車 

ベル・モンターニュ・エ・メール 
─富山県─ 

「べるもんた」という愛称を持つ観光列車。 

「走るギャラリー」をコンセプトに、車窓を額縁に 

見立て外の美しい風景が絵画のように目に映るよう演出。 

四季や時間により移り変わる、山海の変化に富んだ 

車窓をお楽しみいただけます。 

お客様に城端線・氷見線を満喫していただけるような 

「おもてなし」を地元の皆様と連携し、実施しています。 

北陸の美観 観光列車 

富山湾の新鮮な海の幸を使った鮨５貫 
「ぷち富山湾鮨セット」(2,000円) 
 
要事前購入（3日前まで） 
※車内でも数量限定で販売 

おつまみと地酒がついた 
「ほろ酔いセット」(1,500円) 

城端の地ビールもあります 
(950円) 

要事前購入（3日前まで） 
※車内でも数量限定で販売 

井波彫刻の装飾が 
施されています 

窓越しに望む 
雨晴海岸は格別 

平日の貸切も 
設定予定！ 



15 

七尾線観光列車 

花嫁のれん 
─石川県─ 

JR七尾線を走る観光列車で、金沢駅～和倉温泉間を 

特急として1日2往復運行します。 

北陸の「和と美」を表現する列車で、 

輪島塗の図柄を用いた外装や、 

友禅のオールドコレクションをあしらった半個室、 

金箔を用いたエントランス壁面など 

見どころたっぷりの豪華列車です。 

食のおもてなし 

季節毎のメニューで四季を楽しむ 

加賀屋総料理長監修「和軽食セット」が 

車内で味わえます。 

(写真は夏メニューです) 

平日の貸切も 
設定予定！ 

2号車はイベントスペースを 
中心としたにぎやかな空間 

1号車には8つの半個室と 
物販スペースがあります 

北陸の美観 観光列車 

和軽食セット(2,500円、2号) 

すべて要事前購入 
（4日前まで） ほろよいセット(2,000円、4号) 

スイーツセット(2,000円、1・3号) 



16 

花嫁のれん館 
─石川県─ 

観光列車の名前の由来にもなり、 

旧加賀藩に残る婚礼時に花嫁がのれんをくぐる風習 

「花嫁のれん」。そんな貴重な一品を一堂に 

見ることができる施設が4月、七尾・一本杉通りにオープン。 

NEW 

DATA 

【料金】大人550円 

のと鉄道 観光列車 のと里山里海号 
─石川県─ 

世界農業遺産・能登を走る、観光列車。 

「日本海ブルー」を基調とした車体の内部は輪島塗など 

能登の伝統工芸を取り入れた仕様に。 

土休日は予約制、平日は予約不要です。 

旬のスイーツや地酒などを 
味わうプランも 

北陸の美観 観光列車 

白無垢または打掛を着て 

花嫁のれんをくぐれます。 

男性には紋付袴もご用意。 

【時間】10:00～16:00 

    (所要20～30分) 

【料金】3,000円/人 ※要予約 

花嫁のれんくぐり体験 



17 

白米千枚田 あぜのきらめき 
─石川県─ 

白米千枚田は、世界農業遺産に認定された能登を 

代表する景観です。日本の棚田百選、国指定文化財名勝に 

指定されており、1,004枚の棚田からなります。 

そんな白米千枚田のあぜ道を、21,000個のLEDで彩る 

圧巻のライトアップが「あぜのきらめき」。 

幻想的な風景をお楽しみいただけます。 

北陸の美観 ライトアップ 

冬の積雪時は 
まるで別世界！ 

あぜのきらめき 
見学バス 

「あぜのきらめき」へ、 

和倉温泉宿泊者限定の 

便利なアクセスバスが 

登場！直通で、駐車場 

の心配もいりません。 

NEW 

【期間】 10月15日～ 
           1月28日の金・土                   

 
【料金】 大人2,000円  
           小人1,000円 
 

和倉温泉 15:40発 

17:00着 
17:30発 

和倉温泉 19:00着 

千枚田 

輪島－和倉温泉 
特急バス 

和倉温泉と輪島を結ぶ 

特急バスです。 

和倉温泉の宿泊時に 

便利に利用できます。 

1日2往復運行。 

① 8:50発 
②12:30発 

①10:05着 
②13:45着 

輪島エリア 

和倉温泉 

①12:15着 
②15:15着 

和倉温泉 

【期間】 10月～3月の 
            土・日・祝日 
           ※1/1～2は運休 

【料金】 大人1,500円 
           小人750円 

NEW 



18 

兼六園・金沢城ライトアップ 
─石川県─ 

金沢を代表する景観の兼六園と金沢城公園で 

ライトアップが実施されます。 

兼六園では、冬の風物詩「雪吊り」が光に照らされ 

幻想的な雰囲気に。金沢城公園は荘厳な雰囲気が 

毎週末楽しめます。 

DATA 

■兼六園ライトアップ冬の段 

【期間】平成29年1月27日 
        ～2月4日 

【料金】無料 

DATA 

■金沢城公園ライトアップ 

【期間】毎週金・土曜および 
        祝前日（日没～21:00） 

【料金】無料 2015年３月、橋爪門が復元 

玉泉院丸庭園ライトアップ 
─石川県─ 

2015年3月、かつて藩主の庭園だった「玉泉院丸庭園」が、 

古文書等をもとに復元。毎週末ライトアップされます。 

金沢城の石垣を借景として、尺八や筝など 

和楽器の演奏に合わせた四季折々の灯りがともされます。 

 

DATA 

【期間】毎週金・土曜および 
        祝前日（日没～21:00） 

【料金】無料 

休憩所「玉泉庵」は 
貸切可能！ 
 
【料金】 
17:30～21:00…19,770円 
【施設】和室3室 
※要予約 

北陸の美観 ライトアップ 



19 北陸の美観 ライトアップ 

五箇山合掌造り集落 
─富山県─ 

世界遺産登録から20周年を迎えた五箇山合掌造り集落。 

特に相倉・菅沼の2つの集落が著名です。 

山間にあり、冬はかなりの積雪量を誇りますが、 

それこそ冬しか見られない景観。 

まるで昔話に出てきそうな里の風景と雪景色を楽しめます。 

そんな両集落ではライトアップも実施され、 

光の中浮かび上がる合掌造りの家々は幻想的です。 

DATA 
■五箇山のライトアップ 

【相倉合掌造り集落 期間】 平成29年3月上旬予定 

【菅沼合掌造り集落 期間】 平成29年3月の毎週金・土予定 

相倉合掌造り集落ライトアップ 

菅沼合掌造り集落ライトアップ 

環水公園スイートイルミネーション 
─富山県─ 

富山駅北口より徒歩約9分の距離にある 

富岩運河環水公園では、天門橋の特別装飾やツリーの 

設置といった特別イルミネーションが実施されます。 

環水公園内には、世界一美しいといわれる 

スターバックスコーヒーもあり、家族連れやカップルを 

はじめ、世代を問わず多くの方で賑わいます。 

DATA 

【期間】平成28年10月8日～平成29年2月26日 
       （期間中毎日、日没～22：00まで） 

【料金】無料 



20 北陸の美観 博物館 

福井は国内随一の恐竜化石の発掘量を誇る、「恐竜王国」。 

その象徴ともいえるのが、福井県立恐竜博物館です。 

1000点以上の展示が並び、特に40体以上の恐竜の全身骨格は圧巻。 

大人も子どもも楽しめる施設です。 

 

大迫力の骨格展示は必見 

福井県立恐竜博物館 
─福井県─ 

福井駅前恐竜モニュメント・広場 

福井駅前には、福井で生息していたフクイラプトル、 

フクイサウルス、フクイティタンの3体の実物大 

モニュメントがあり、しかも動くので迫力満点。 

また足跡化石（実物大・複製）も展示しています。 

【稼働時間】9:00～21:00 
            うち30分ごとに1日25回の特別演出を実施 

   恐竜の全身骨格からロボット、貴重な資料まで多彩な展示 

生き生きとした姿の展示が特徴 
動く恐竜ロボットも 
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「能作」工場見学 
─富山県─ 

老舗の鋳物製造会社で、「曲がる器」を生み出し話題を 

呼んでいる「能作」。その作業現場が、 

解説付きで見学できます。 

北陸の美技 産業観光 

DATA 

【期間】通年（定休日を除く） 

【所要時間】1時間程度※要予約 

【料金】無料 

【内容】製造方法紹介 ⇒ 鋳造
工程見学 ⇒ 木型倉庫見学 ⇒ 
研磨工程見学 

2017年、見学設備が充実した
新工場オープン予定 

「YKKセンターパーク」見学 
─富山県─ 

豊かな自然の中でYKKのものづくりに触れられる 

「YKKセンターパーク」。2015年リニューアルされた建物は 

見どころ満載。ファスナー手作り体験もできます。 

 

DATA 

【期間】通年 
  （月曜［祝日の場合は翌平日、 
    年末年始、特定日を除く） 

【所要時間】1時間程度 
  （個人:予約不要 団体:要予約） 

【料金】無料 

ファスナー手作り体験 

ファスナーのしくみを学びながら 

昔の方法でファスナーが作れます。 

【時間】10:00・13:30 

【料金】800円 ※要予約 

【定員】6名   



22 

HANBUNKO クラフト体験 
─富山県─ 

高岡は江戸時代からの歴史を持つものづくりの街。 

土蔵造りの町家で錫のぐい呑み作り体験ができるのが、 

山町筋にある「HANBUNKO」(はんぶんこ)です。 

世界にひとつだけの錫のぐい呑みを手作りしませんか。 

北陸の美技 産業観光 

DATA 

【期間】 通年（土・日のみ）   

【所要時間】2時間程度 

【料金】 4,500円  

錫は飲み物の味をまろやかにするとか 

職人が指導してくれるので安心 

伝統工芸品のセレクトショップでもあります 

重要伝統的建造物群保存地区の 
山町筋にあります 

現代の生活にも溶け込みそうな 

工芸品を販売しています 

すず 



23 北陸の美技 産業観光 

1500年以上の歴史を持つ越前和紙は、かつて公的文書の紙と 

して使われたほど高い品質を誇ります。また、日本画の 

大家らにも愛され横山大観が愛用していたほか、 

サントリーウイスキー「響」のラベルにも活用されています。 

そんな歴史と定評ある和紙の紙すき体験が 

「越前和紙の里」でできます。 

越前和紙 紙すき体験 
─福井県─ 

DATA 
【料金】 500円～(税込・制作物により異なります) 

【期間】 通年 

【予約】 必要 

越前和紙の里 

丈夫で強い越前和紙 

自分だけの和紙のできあがり！ 職人に指導してもらえるので安心 

色紙サイズの和紙のほか、うちわなども制作可能 
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塗めぐりパス 
─石川県─ 

能登の夏の風物詩で、日本遺産にも認定された、 

巨大灯篭が練り歩く「キリコ祭り」の雰囲気がいつでも 

味わえる「輪島キリコ会館」。 

そして能登を代表する伝統工芸「輪島塗」、 

この2つの伝統に触れられるおトクなパスが誕生しました。 

北陸の美技 伝統工芸・芸能 

NEW 

マイ箸づくり体験 

2015年春リニューアルオープン
した輪島キリコ会館 

DATA 

【料金】 大人1,800円 小人1,500円  

【概要】 「輪島キリコ会館」「輪島塗会館」入場券 

     「輪島工房長屋」マイ箸づくり体験  がセットに 

大人なら 
620円分おトクに 

日本一！ 金沢金箔体験 
─石川県─ 

初心者でも安心して体験可能 

DATA 
■今井金箔 本店 650円～ 

■かなざわカタニ 900円～ 

■金銀箔工芸さくだ 600円～ 

※すべて要予約 

【期間】通年(年末年始および定休日除く) 

金沢は金箔の生産量シェアが99%を誇ります。 

北陸新幹線のホームの柱にも金箔パネルが 

あしらわれるように、石川を代表する伝統工芸です。 

加賀藩が金箔生産を庇護し、幕府から禁じられても 

「裏打ち」と呼ばれる生産を続けていたと言われています。 

そんな金箔をつかってさまざまなものをつくる 

体験が、市内の金箔製造店でできます。 



25 北陸の美技 お誂え 

花鳥風月など美しい模様を写実的に描く 

加賀友禅。そんな加賀友禅の「一点もの」が 

お誂えできます。特に、カードケースや 

小銭入れなどコンパクトなものが人気です。 

■お誂えできる場所 

  加賀友禅会館 

江戸時代から脈々と井波の地に伝わる 

彫刻の技術。近年はちょっとした 

インテリア等も生産しています。 

表札や小物のお誂えが可能です。 

■お誂えできる場所 

  井波彫刻総合会館 

鮎釣りの疑似餌として活用される加賀毛針。 

その精緻な技と鮮やかな色づかいを生かした、 

独創的なアクセサリーがつくられています。 

ピアスやブレスレット、 

ネックレスなどがお誂えできます。 

「めがねの聖地」鯖江では、 

メガネのオーダーメイドが可能。 

300種以上のセル生地からフレームが選べます。 

職人が一点一点手づくりする逸品です。 

加賀友禅 -石川県- 

井波彫刻 –富山県- 

加賀毛針 -石川県- 

鯖江のめがね –福井県- ■お誂えできる場所 

  田中眼鏡 

■お誂えできる場所 

  目細八郎兵衛商店 



26 北陸の美湯 

北陸の温泉地は、それぞれが違った魅力にあふれています。 

宿泊はもちろん、立ち寄り湯も楽しく、しかも近年は足湯なども整備されています。 

 

北陸の温泉が持つ、「多彩な魅力」。 

あわら温泉(福井県) 
明治の開湯以来愛されてきた温泉地。お湯の共同管理を行って
おらず、各施設が何本かの温泉の井戸を持っているのが特徴で、
各施設により温泉の成分が微妙に異なっており、それぞれ違っ
た感触のお湯をお楽しみいただけます。中性～微アルカリ性の
含塩化土類食塩泉は浴用すればリウマチ・慢性皮膚炎・神経痛、
アトピー性皮膚炎に、飲用すれば慢性胃カタル・慢性胃酸減少
症等に効果が期待できます。 

宇奈月温泉(富山県) 
黒部峡谷にある温泉地で「つべつべ 
(すべすべ)の美肌湯」が自慢。無色 
透明の弱アルカリ性単純泉で、近年 
の研究により美肌の湯としての条件 
がそろう優れた泉質であることが科 
学的に証明されました。黒部川の電 
源開発が始まった大正時代にその歴 
史をスタートさせました。山間にあ 
り都会の喧騒を離れた癒しが体感で 
きます。足湯も整備され、2016年4月には共同浴場「総湯」が完成しました。 

輪島温泉郷(石川県) 
輪島温泉・湯元能登輪島温泉・ねぶた温泉などの
源泉があることから「輪島温泉郷」と称され、そ
れぞれに違った個性があります。日本海を臨める
宿も多く、また観光地にもほど近いので便利です。 

氷見温泉郷(富山県) 
漁場として著名な氷見にあり、魚介料理が味わえます。
湯量も豊富なのが魅力。また氷見の風光明媚な風景も合
わせて楽しめます。温泉地としての歴史は比較的浅いも
のの、食事や風景などの多彩な楽しみがある温泉地です。
朝とれの鮮魚が並ぶ「ひみ番屋街」ではグルメや買い物
も楽しめます。 

辰口温泉 (石川県) 
金沢市中心部からほど近く、3軒ある宿すべてが庭
園や露天風呂をそなえ情緒たっぷり。すぐ近くに
動物園があり家族連れにもおすすめ。その歴史は
古く一度は埋没したものの江戸時代に再び掘り起
こされたという言い伝えがあります。 

湯涌温泉 (石川県) 
「金沢の奥座敷」とも称される温泉地で、金沢の
山間部にあります。かつては加賀藩主の湯治場と
いう歴史ある温泉地。近年はアニメ『花咲くいろ
は』の舞台としても人気を集めており、秋の「ぼ
んぼり祭り」には多くの人が集います。 

和倉温泉 (石川県) 
約960年前、地元の漁師夫婦が湯気立つ海で白
鷺が身を癒しているのを見て、“湯の湧き出づ
る浦”涌浦（わくら） が発見されました。塩
気を含む温泉は、高温で豊富な湯量を誇ります。
リウマチ・痛風・神経痛・虚弱児童や慢性婦人
疾患・アトピーなどにも効果があるとされてい
ます。 

加賀温泉郷 (石川県) 
加賀・小松の4つの温泉地は「加賀温泉郷」と呼ばれています。 

■山中温泉 ■山代温泉 

■片山津温泉 ■あわづ温泉 

開湯1300年の歴史を持つ温泉地。
名勝鶴仙渓の渓谷沿いに宿が立ち
並びます。 

柴山潟のほとりに宿が立ち並ぶ温
泉地。「総湯」の設計は世界的建
築家の谷口吉生氏が手がけました。 

北大路魯山人が滞在 
したことでも知られる温泉地。ま
ちなか散策も楽しめます。 

加賀温泉郷で最も歴史がある温泉
地で、近年は「恋人の聖地」とし
ても注目を集めています。 



27 北陸の美湯 総湯 

北陸の温泉地には「総湯」と呼ばれる日帰り入浴施設があります。 

各温泉地の協同組合が運営し、リーズナブルな料金で 

温泉地の湯を楽しめます。代表的なものをご紹介します。 

総湯でオトクに湯めぐりを！ 

今年4月にオープンした、宇奈月温泉の総湯。 

観光案内所や足湯も併設しています。 

2・3階の浴室は男女入れ代わりで、いずれも 

浴槽には地元黒部川の御影石を使用しています。 

宇奈月温泉総湯 

湯めどころ宇奈月 –富山県- 

NEW 

山代温泉には「総湯」(右)に加えて、明治時代の温泉施設を 

再現した「古総湯」(左)があります。洗い場がなく純粋に 

湯を楽しむ体験ができます。 

山代温泉 

総湯・古総湯  –石川県- 

あわら温泉の中心地にある総湯で、近代的なデザインが魅力。 

「天の湯」「地の湯」という2種類の内湯があり、 

男女が入れ代わり。温泉卵づくり体験もできます。 

 

あわら温泉総湯 

セントピアあわら –福井県- 



28 北陸の美湯 温泉地のグルメ 

加賀パフェ 
─石川県─ 

今年新たに誕生したご当地グルメ。 

ブロッコリー・味平かぼちゃアイスという 

珍しいアイスをベースに、加賀九谷野菜を 

トッピングしたパフェを、 

山中漆器・九谷焼の器で堪能できます。 

NEW 

DATA 

【料金】 780円 

【実施箇所】 加賀市内5店舗 

加賀温泉郷 

加賀おやつきっぷ 
─石川県─ 

片山津、山代、山中の温泉郷でスイーツなどを 

オトクに食べ歩きできるきっぷです。 

3枚つづり500円で、加賀市内21店舗で利用できます。 

DATA 

【期間】 4月1日～3月31日  

【料金】 600円（3枚綴り） 

【実施箇所】加賀市内21店舗 

      ※品物により必要枚数が異なる 

※写真は2015年の
メニュー 
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わくらむすび 
─石川県─ 

昨年始まったばかりのご当地グルメ。 

能登の食材を用いて、料理人たちが趣向を凝らした 

「おむすび」を提供します。 

北陸の美湯 温泉地のグルメとおもてなし 

DATA 

【料金】食事代金に組み込み 
        または追加料金 
        ※旅館により朝食で提供 

【実施箇所】和倉温泉15施設（予定） 

NEW ECO乗りクーポン 
─石川県─ 

加賀温泉郷（片山津、山代、山中）でのアクセスと、 

総湯など施設入場券、スイーツがセットになった 

お得なパスです。  

NEW 

DATA 

■ECO乗りクーポン 

【料金】600円 

【セット内容】①アクセス利用券(周遊バス利用券など) 

              ②施設入場券1枚 

              ③スイーツ券 

※「ECO乗りクーポン温モビ」(2000円)なら温モビ3時間 

  乗車可能。また施設・スイーツ券が2枚ずつに。 

二人乗り電気
自動車 

「温モビ」にも 
乗れます！ 



30 北陸の美心 便利なおもてなし   

魯山人足跡めぐり 
─石川県─ 

陶芸や書、絵画などでマルチな才能を発揮した 

北大路魯山人。山代温泉に残る足跡をガイドとともに 

めぐります。普段見られない「魯山人の書・掛け軸・ 

看板」を寓居跡で見学するほか、魯山人が陶芸に 

開眼した窯元「須田菁華」の見学や、江戸時代から 

続く老舗の山代スイーツも味わえます。 

NEW 

DATA 

【期間】 平成29年1月13日～3月26日の金・土・日曜 

【料金】 1,000円   

【定員】  20名 要予約 

【時間】 9:50集合 約1時間30分  

高岡周遊観光バス まわるん 
─富山県─ 

歴史都市高岡をバスガイドの案内で巡れ、 

ぷち旅行気分が味わえます。 

  

DATA 

【運行日】平成28年12月25日までの土日祝日 

【料金】 1,000円 

【本数】 1日6便  

【ルート】新高岡駅⇒瑞龍寺口⇒高岡駅前⇒金屋町⇒横
田町⇒山町筋⇒古城公園⇒高岡大仏⇒高岡駅前⇒瑞龍寺
口⇒新高岡駅 

今年から 
新高岡駅まで 
延伸して 

より便利に！ 

松尾芭蕉の足跡を巡るガイドツアー 

─石川県─ 

約320年前、「奥の細道」の旅で山中温泉を訪れた松尾芭蕉は、 

この地で9日間に渡る長逗留をしました。温泉街に数多く残る 

芭蕉の足跡を、楽しいガイド付きツアーでお楽しみください。 

NEW 

DATA 

【期間】 平成28年10・11月、29年3月の月・金曜(祝日除く) 

【料金】 1,000円（ガイド料、入館料、温泉たまご、俳句用紙付）

【定員】  2～20名  要予約 
【時間】 12:50山中座集合 約2時間 
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北陸の酒蔵めぐり 
─北陸三県─ 

白山・立山連峰からの雪解け水、豊かな大地で育まれた酒米、 

それらを熟練の杜氏・蔵人が醸し、極上の酒が生まれます。 

酒蔵をめぐりながら北陸の多彩な地酒を楽しもう！ 

北陸の美心 心洗われるおもてなし   

DATA 

【富山県】 

若鶴酒造・大正蔵、 
三笑楽酒造 

【石川県】 

福光屋、やちや酒造、
松浪酒造、宗玄酒造、
西出酒造 

【福井県】 

久保田酒造、越の磯、
宇野酒造場 

永平寺座禅体験 
─福井県─ 

「曹洞宗第一道場」の名を下賜された大本山永平寺。 

今も200余名が修行に励むこの寺で、 

座禅の解説と体験が受けられます。 

DATA 

【料金】1,000円 
（拝観料500円含む） 
【定員】最大150名       
【時間】10:00～16:30 

【所要】30～40分 
（座禅に関する説明15～
20分、座禅15～20分） 

※写真はイメージです 



32 北陸の美心 便利なおもてなし  

一乗谷朝倉氏遺跡ガイド 
─福井県─ 

指定特別史跡・特別名勝・重要文化財の指定を受ける 

一乗谷朝倉氏遺跡。 

遺構から往時の姿を「復原」した遺跡です。 

ガイドの案内で戦国大名朝倉氏の栄華を体感できます。 

戦国時代にタイムスリップした気分を味わえる 

バーチャルガイド付タブレット端末を貸し出しています。 

DATA 

■有料ガイド（要予約） 

【料金】4,000円～【所要】1時間20分 

■定点ガイド（無料） 

【期間】10:00～15:00(4～11月・土日祝) 

■タブレット貸し出し 

【料金】1台500円(全40台) 

 

 

一乗谷朝倉特急バス 
福井駅から一乗谷朝倉氏遺跡・永平寺に直行する 

便利なアクセスバス。 

大幅に増便し、便利になりました。 

 

3往復/日※4月～11月の土日祝は6往復/日 

 

■福井駅～一乗谷朝倉氏遺跡(復原町並)  

約20分 650円 

■一乗谷朝倉氏遺跡(復原町並)～永平寺門前 

約17分 430円 
貸出タブレットをかざせば 
往時の姿が映ります 

昨年の土日祝の3往復から 
大幅増便！ 



33 便利なサービス 荷物配達サービス  

荷物配達サービス 

主要駅では、駅から宿泊施設まで 

荷物を配達してくれるサービスをご用意(宿泊者限定です)。 

手ぶらで街中観光できます。 

今年4月に福井駅前にオープンした「ハピリン」に 

あるウェルカムセンター(福井市観光案内所)では 

手荷物をお預かりし、宿泊先まで配達します。 

 

福井駅 

福井 

NEW 

駅構内の観光案内所で、JR利用客の手荷物を 

お預かりし、あわら温泉の旅館まで無料で 

配達します。 

ただし旅行会社の宿泊券の提示が必要で、 

芦原温泉旅館協同組合加盟施設に限ります。 

芦原温泉駅 

DATA 
【お預かり時間】  8:30～15:00 
【お届け時間】    16:00～  
※北部・南部エリアは受付時間が～12:00 

DATA 
【お預かり時間】  9:00～14:00 
【お届け時間】    16:00～17:00 
 ※無料でご利用いただけます  

石川 

駅構内の観光案内所で荷物を受付。 

専用カウンターがあり、石川県内とあわら温泉に配達可。 

金沢駅 

DATA 

【お預かり時間】  15:00まで 

                  ※場所により12:00まで 

和倉温泉の旅館やホテルに配達します。 

七尾駅 

DATA 

【お預かり時間】  9:30～12:30 

富山 

どちらの窓口も県内全エリアへ配達OK！ 

富山駅 黒部宇奈月温泉駅 

DATA 

【お預かり時間】  富山駅 11:00まで 
                  黒部宇奈月温泉駅 10:00まで 
                  ※宇奈月温泉への配達は14:00まで受付 



34 便利なサービス 駅から観タクン  

石川 

駅からタクシーで観光地をめぐれる、「駅から観タクン」。 
北陸三県で、19コースをご用意しております。 

敦賀駅 

①日本三大松原と三大木造鳥居を巡るコース 

②三方五湖レインボーラインを巡るコース 

新高岡駅 

①高岡の魅力を巡るコース 

②万葉ゆかりの地コース 

③北陸随一の大伽藍と 

 井波彫刻の真髄をめぐるコース 

④氷見の魅力満喫コース 

⑤海王丸と新湊大橋ドライブコース 

福井駅 

①永平寺コース 

②朝倉氏遺跡コース 

③恐竜博物館コース 

④一乗谷朝倉氏遺跡 & 曹洞宗大本山永平寺コース 

武生駅 

○和紙と越前おろしそばコース 

芦原温泉駅 

①絶景東尋坊と越前三国の名勝をめぐるコース 

②風のおりなす癒し空間北潟湖と 

  中興の祖蓮如上人の里をめぐるコース 

③永平寺と竹人形コース 

羽咋駅 

○不思議&ロマン縁結び 

  パワースポット巡りコース 

七尾駅・和倉温泉駅 

①前田利家ゆかりの地めぐりコース 

②戦国の名城「七尾城」探訪コース 

和倉温泉駅 

○ひょっこり能登島コース 

気多大社 

気比神宮 

一乗谷朝倉氏遺跡 

高岡大仏 

東尋坊 

石川 

福井 富山 

能登島大橋 

越前おろしそば 



35 便利なサービス 二次アクセスバス 

駅から便利なバスを利用しよう 

北陸三県の主要駅から出発する多彩なバス。 

車でないと行きづらい場所にもアクセスできます。 

JR新高岡・高岡駅から、世界遺産・五箇山 

(相倉・菅沼)、さらには白川郷へ。 

3つの集落をバス1本でめぐれます。 

まるで昔話に出てきそうな日本の原風景に 

出合えるバスです。 

 

世界遺産バス  ─富山県─ 

富山ぶりかにバス ─富山県─ 

JR富山駅から、海の幸が自慢で、 

「ベニズワイガニ」の産地として知られる 

新湊、さらには「ひみ寒ぶり」の本場氷見へ。 

海越しの立山連峰なども楽しめます。 

福井駅から永平寺までバス1本で 

行ける直通バス。 

永平寺をおよそ60分ほど見学してから 

復路のバスに乗車でき、便利です。 

永平寺ライナー ─福井県─ 

片山津・山代・山中温泉へ、金沢駅から 

バス1本でアクセスできます。 

「山側」「海側」の2ルートあり 

金沢市内中心部も通ります。 

加賀ゆのさと特急 ─石川県─ 

DATA 
【運行】 1日6往復(うち1往復は城端駅発着) 
【料金】 五箇山フリーきっぷ2,500円など 
【予約】 不要 

DATA 
【運行】 土日祝 1日3往復(平日は2往復) 

【料金】 買い物券付きふりーきっぷ1,500円など 
【予約】 不要 

DATA 
【運行】 土日祝 8往復(平日は1便減) 
【料金】 片道720円 
【予約】 不要 

DATA 
【運行】 1日2往復 

【料金】 片道1,350円(金沢駅～山中温泉) 
【予約】 不要 

雪の相倉合掌造り集落 

立山連峰(雨晴海岸) 

永平寺 

山代温泉 



36 北陸のおみやげ  

食のおみやげ 工芸のおみやげ 

■かまぼこ–富山県- 

お祝いごとにも重宝される 

富山のかまぼこ。 

細工を施した「細工蒲鉾」は 

見た目もかわいい逸品。 

■羽二重餅 –福井県- 

福井で盛んな絹織物 

「羽二重」の優雅さをそのまま 

お菓子にしたのが羽二重餅。 

きめ細かでなめらかな 

舌ざわりが持ち味です。 

■鯖江めがね –福井県- 

日本一のめがね産地、 

鯖江ではその技を 

生かしたグッズも登場。 

フレーム用セルを 

使ったカラフルなアクセサリーが人気です。 

■九谷焼 –石川県- 

石川県を代表する伝統工芸で、 

九谷五彩と呼ばれる 

艶やかな色が特徴。 

■金箔–石川県- 

金沢は金箔の生産量が 

99%を誇る、日本一の生産地。 

グッズも多種多様で、 

携帯しやすいものもあります。 

■越前焼 –福井県- 

質実剛健な焼き物で 

シンプルな中にも 

あたたかみを感じさせ 

使い勝手に 

富んでいます。 

■富山のガラス –富山県- 

富山はガラス工芸も盛んで、 

中心市街地には大型のガラス美術館も 

オープンしました。作家の手による 

ガラス細工が購入できます。 

■金工 –富山県- 

富山の高岡は銅器を 

はじめとした金工が盛ん。 

錫の工芸品も多々あり 

その特性を生かした 

雑貨が人気です。 

■和菓子 –石川県- 

お茶文化がしっかり息づく 

金沢は、日本三大 

和菓子処のひとつ。 

おいしい和菓子が 

手に入ります。 

■へしこ–福井県- 

若狭は鯖を好んで食し、 

鯖をぬか漬けにした 

保存食「へしこ」は 

辛党にたまらない 

一品です。 

■ますのすし –富山県- 

富山の駅弁でおなじみの 

ますのすしはお土産にもぴったり。 

お店ごとに味が違うので 

食べ比べも楽しめます。 

■棒茶 –石川県- 

石川県ではほうじ茶が 

好んで飲まれます。 

とりわけお茶の茎を煎じた 

棒茶が一般的です。 


