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キャンペーン観光素材のご案内



Japanese Beauty Hokurikuとは 1

「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。

この思いを込めた、「Japanese Beauty Hokuriku」という

テーマのもと、北陸の美を

「美食」「美観」「美技」「美湯」「美心」の

5つのキーワードで紹介しました。

豊かな自然にはぐくまれた「美食」、

多様な変化が楽しめる「美観」、

伝統工芸をはじめとした「美技」、

あちこちにある多彩な「美湯」、

住まう人々の気持ちが伝わる「美心」。

今年のJapanese Beauty Hokurikuキャンペーンでも

この5つのキーワードのもと、

特に「美食」「美観」にスポットをあてご紹介いたします。



2北陸の美食

北陸の美食

海から届けられる新鮮な魚介が、

北陸の冬の醍醐味といえます。

舌でも目でも楽しめる美食をご紹介します。



3北陸の美食 かにを味わう(1)

越前がにの釜揚げ見学
─福井県─

東尋坊商店街の「夕なぎ」で越前がにの釜揚げを開催。

真っ赤にゆで上がったカニは迫力満点！

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。

越前すいせん号（P2４参照）の到着と同時に実施。

【期間】 平成30年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



4北陸の美食 かにを味わう(2)

あつあつの

“高志の紅ガニ”釜揚げ見学
─富山県─

「高志の紅ガニ（こしのあかがに）」とは、

富山県産のベニズワイガニをブランド化した

ネーミングです。漁場から漁場が近く鮮度がよく、

また漁の解禁も9月1日と、ズワイガニより約2カ月早く

お召し上がりいただけます。

この高志の紅ガニの釜揚げの見学を、

「新湊きっときと市場」で開催！

さらにJR利用者限定で、ゆでたてのベニズワイガニを

割引価格でお買い求めいただくこともできます。

【期間】 平成29年12月～平成30年3月の毎週土曜日

※12/30を除く

【時間】 13:30（釜入れ）→14:00（茹で上がり）

【料金】 見学のみの場合は無料

【実施箇所】 新湊きっときと市場

JR利用者限定!

JRの帰りのきっぷ呈示で、
約2,000円相当（時価）のベニズワイガニを、
1杯1,500円でお買い求めいただけます。

NEW



5北陸の美食 かにを味わう(3)

石川県のブランドガニ「加能ガニ」の美味しさの秘密が分かる!?

カニ漁底曵網船船主の店で、カニガイド＆限定利き酒セット
─石川県─

加賀温泉郷にほど近い、加賀・橋立港で水揚げされる

「加能ガニ」は、美味しさ・こだわりともに一級品。

その美味しさの裏側にある漁や選別などのこだわりを、

底曵網船船主の店「マルヤ水産」で、大量の活ガニを目の前に

ガイドします。また、活ガニを触るほか記念撮影もできます。

さらに、このプラン参加者限定で、マルヤ水産直営の

「割鮮しんとく」で加賀の利き酒セット(橋立港で水揚げされた

海鮮を使用した小鉢４品と加賀の地酒４種類)を特別価格で

ご提供します。ルイヴィトンのニューイャーパーティーにも

使用されたことがある大吟醸「KISS of FIRE」をはじめとする、

加賀の地酒、自慢の４種を、それぞれのお酒に合うよう

用意された小鉢とともにどうぞ。

【期間】 平成30年12月～3月(休業日除く)

【時間】 15:30～ (50分程度※利き酒含む)

【料金】 カニガイドのみは、無料(予約不要)

利き酒セット：2,000円(税込)

【予約】 利き酒セットの希望者は、

当日午前中までに要予約

(予約先：マルヤ水産)

【実施箇所】マルヤ水産、割鮮 しんとく

※別料金でカニを召し上がっていただけます。

加賀・橋立港の
加能ガニの特徴

・恵まれた漁場/日帰り漁業
・水揚げから選別まで丁寧な
取り扱い

image

※ボランティアガイドによる橋立漁港ガイドツアーも可能！

(問い合わせは、加賀アイリスガイド事務局まで 要３日前予約)

当
プ
ラ
ン
限
定

利
き
酒
セ
ッ
ト

NEW



6北陸の美食 かにを味わう(4)

加賀カニごはん
─石川県─

年間1万食以上を売り上げる大人気ご当地グルメ

「加賀カニごはん」。九谷焼や山中塗の豪華な器に、

加賀市橋立港で水揚げされた「香箱ガニ」を一杯使った

特別なメニューが盛りつけられます。平成29年も

新メニューが誕生。洋食・和食、多彩なメニューが

5店舗で楽しめます。

【期間】 通年

【料金】 1,950円

【実施箇所】 加賀市内5店舗

金沢美味クーポン
─石川県─

雌のズワイガニ「香箱ガニ」を一杯使った

「カニ面寿し御膳」で人気の「金澤寿し」や、

「カニ面おでん」が有名な金沢おでんの名店「赤玉」など

人気店のメニューをお得に食べられるクーポンです。

新たにスイーツメニューが追加され、魅力が拡大しました。

【期間】 通年(カニ面メニューは期間限定)

【料金】 1,000円 / 2,000円 / 3,000円 / 5,000円

【実施箇所】 金沢市内68店舗

魅力UP!



7北陸の美食 体験(1)

ひみ番屋街・新湊きっときと市場

寒ぶり解体見学
─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、富山の2カ所の市場で見学できます。

「ひみ寒ぶり」で知られる氷見にあるひみ番屋街は

今年度から初開催！

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)。

■ひみ番屋街

【場所】 ひみ番屋街 東の番屋②内「ひみ水産」

【期間】 平成29年12月～平成30年2月の毎週日曜

※12/31は除く

【時間】 12:00開始

【料金】 見学無料

■新湊きっときと市場

【期間】 平成29年12月～平成30年2月の

毎週土曜・日曜 ※12/30、12/31を除く

【時間】 11:30開始

【料金】 見学無料

JR利用者限定!
新湊きっときと市場で、
あまり市場に出回らない
「カマとろ握り」を

先着6貫でご提供します。
(1貫500円）

ひみ番屋街での寒ぶり解体の様子

新湊きっときと市場での寒ぶり解体の様子

魅力UP!



8北陸の美食 体験(2)

新湊漁港・新湊きっときと市場

昼セリ観光と旬の海鮮ランチ
─富山県─

新湊漁港では、一般的な朝セリに加えて、

全国的にも珍しく13:00から行われる

「昼セリ」が見学できます。

専門の案内人による昼セリ見学と

新鮮な海鮮ランチをお楽しみいただけます。

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、地物の鮮魚が勢揃いし、

さらには飲食も楽しめる「ひみ番屋街」。

氷見漁港であがったイワシなどを使った

「つみれ汁」と、地場のとれたて野菜を使用した

「豚汁」を週替りでお楽しみいただけます。

【期間】 平成29年12～平成30年2月の毎週日曜

※12/31は除く

【料金】 1杯300円（200杯限定）

【時間】 11:00～（限定200杯がなくなり次第終了）

さらに! JR利用者限定!
JRの帰りのきっぷ呈示で、1杯150円に割引！

【期間】 毎週月・火・木・金・土曜（臨時休あり）

【料金】 2,300円

【時間】 Aコース（先にお食事コース）

…11:45新湊きっときと市場発

Bコース（先に見学コース）

…12:30新湊きっときと市場発

約2時間

9～5月のランチは
ベニズワイガニと
白えびが楽しめる
「新湊紅白丼」



9北陸の美食 体験(3)

金沢大野のまちあるき×糀ツアー！
─石川県─

金沢港にほど近い大野は、醤油の産地として知られています。

歴史ある醤油蔵やクラフト工房などが集まり、

趣ある町並みがいまも残っています。

そんな大野をガイド付きで散策できるプログラム。

散策後は、醤油や味噌の製造元・ヤマト醤油味噌（糀パーク）で

「糀ツアー」に参加でき、盛りだくさんの内容で

他にはないまちあるきです。

【期間】 平成30年2月3日～3月31日の毎週土・日曜

【料金】 無料

【時間】 10:10大野バス停 または

10:20もろみ蔵集合

約1時間

大野の醤油蔵

大野の醤油

大野のまち並み

NEW

糀の働きなどについても教えてもらえます



10北陸の美食 体験(4)

日本海さかな街

はしごめしクーポン
─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」。施設内にあるいろんなお店を

はしごできるクーポンです。

3枚綴りのクーポンを購入いただくと、イベント参加店舗の

はしごめし専用メニューのなかからお好きなものを

選んでお召し上がりいただけます。1人で3品

食べるのも、カップルやお友達同士でのシェアもおすすめ。

【期間】 通年（年末年始除く）

【料金】 3枚つづり1,500円

旬菜食祭 花月楼で勝山左義長

─福井県─

明治30年（1897）建造の国登録有形文化財

「旧料亭花月楼」が今年4月にリニューアルオープン。

1階では名産の里芋やおろしそばなどの郷土料理が味わえる

ランチビュッフェ。2階は特選御膳と伝統文化を楽しむ

大人のお座敷体験。ゆっくり楽しめます。

ここで見学・体験できるのが300年以上の歴史を持つ郷土芸能

「勝山左義長」です。短いバチに赤い長襦袢の衣装、

独特の浮かれ太鼓を間近で見て体験してください。

左義長プラン

【期間】 通年、土曜・日曜・祝日の夜（18:00～21:00）
※10人以上のみ受付、1カ月以上前に予約必要

【料金】 1ステージ30分50,000円（ステージ・体験各15分）

※料理代は別途必要

NEW



11北陸の美食 その他の食

富山湾鮨
─富山県─

富山湾は天然の生け簀と称されるように、

約500種の魚介類が生息。そんな富山の幸を使った

「富山湾鮨」は握り10貫・汁物付きのセットで、

県内のさまざまな鮨店で味わえます。

【期間】通年

【料金】2,000～3,500円(税別) 

【実施箇所】

富山県内約60の参加店

輪島ふぐ
─石川県─

輪島は天然ふぐの漁獲量が

非常に多く、なんと5年連続

日本一。そんなふぐ漁が盛んな

輪島で、統一料金、そして

お手頃価格でふぐが楽しめる

キャンペーンがスタートしました。

【期間】 通年

【料金】 3,240円

NEW 氷見三昧御膳
─富山県─

NEW

「ひみ寒ぶり」で知られる氷見は

鮮魚が自慢の港町。

民宿や飲食店で、氷見の幸を

思い切り満喫できる御膳をご用意

しております。

【期間】 通年

【料金】 3,000円～が中心
（店舗によって異なる）

百万石の鮨
─石川県─

金沢市は鮨の消費額がトップクラスと、

県を挙げて鮨が好きといえます。

そんな鮨を統一価格で味わえるのが百万石の鮨。

28の参加店で、特選10貫セットを味わえます。

【期間】 通年

【料金】 3,800円

【実施箇所】 石川県内28の参加店

※お食事券は金沢駅観光案内所で販売



12北陸の美食 食のクーポン(1)

東尋坊食べ歩きクーポン
─福井県─

福井を代表する景勝地・東尋坊。

そのすぐそばにある東尋坊商店街の12店舗の中から、

500円で3つのグルメを楽しめるのが

東尋坊食べ歩きクーポンです。

浜焼きセットや甘えび塩焼きといった海鮮のほか、

福井名物の越前そば、さらにはいかすみソフトなどの

変わり種もあります。

【期間】 通年

【料金】 3枚500円

越前おおの食べ歩き・見て歩き
─福井県─

北陸の小京都とよばれる越前大野で、駅近くのお食事処や

酒店など約30店舗で商品・サービスと交換できるクーポンMAP。

3枚の引換券付きマップは500円、

5枚の引換券付きマップなら600円。

さらにコミュニティバスや越前大野城、博物館などの

施設等利用パスポートもついたセットは1,000円で販売。

JR利用者限定!
JR越美北線利用者は越前大野駅で下車した際、
マップに、施設等利用パスポートを付けた

1,000円分を無料プレゼント！

【期間】 通年

【料金】 3枚引換券付き500円
5枚引換券付き600円
5枚引換券＋施設利用パスポート1,000円



13北陸の美食 食のクーポン(2)

事前にチケットを購入すれば、福井のグルメ、スイーツ、

おみやげなどお好みの商品をセレクトできる

お得なチケットです。

3枚のクーポン付で、1～3枚利用すれば約30店舗の中から

お好みの商品をセレクトできます。

また、まちなかレンタルサイクル「ふくチャリ」が

100円割引で利用できます。

【期間】 平成29年10月1日～平成30年2月28日（予定）

【料金】 1,000円

【販売箇所】 福井市内宿泊施設など

丸岡城下町周辺の商店や飲食店27店舗で使えるクーポンで、

地元で長年親しまれているスイーツや

丸岡ならではの雑貨と交換できます。

5枚の「割符」クーポンがついており、地酒の試飲や

おろしそば、若狭牛コロッケなどが楽しめます。

【期間】 通年

【料金】 600円

【販売箇所】 一筆啓上茶屋

幸-FULLチケット
─福井県─

NEW

ゆき
丸岡城下町

食べ・見て歩き得札
─福井県─

クーポン



14北陸の美食 食のクーポン(3)

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お得なクーポンです。

500円で3枚つづりで、金沢の有名和菓子店の逸品と

交換可能。金沢の多彩な和菓子を食べ歩いてみては？

※写真は過去の商品例です

【期間】 平成29年12月～平成30年2月（予定）

【料金】 500円（3枚綴り）

【販売箇所】実施店舗

【実施箇所】7店舗（予定）

氷見つまみ食いクーポン
─富山県─

「ひみ寒ぶり」で知られるまち・氷見で、地元に愛される

グルメをお得に楽しめるクーポンです。

400円3枚つづりで、市内15店舗のグルメを楽しめます。

白えび天ぷらなど富山ならではの逸品も。

【期間】 平成29年4月1日～平成30年3月31日

【料金】 400円（3枚綴り）

【販売箇所】氷見市観光協会（JR氷見駅直結）・ひみ番屋街

【実施箇所】15店舗



15北陸の美湯(1)

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。
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女将の利き酒セット
─福井県─

水がきれいな北陸は地酒の精算が盛んで、

土地それぞれに合った多彩な酒があります。

あわら温泉13旅館のうち11旅館では、

利酒師の資格を持った女将が選んだ地酒を

解説付（お品書き）で呑み比べができます。

800～1,800円が中心で、6,000円のプランもあります。

【期間】 平成29年10月～平成30年3月

【料金】 800円～1,800円が中心

【販売箇所】 あわら温泉11旅館

あわら温泉

ランチ・スイーツめぐり
─福井県─

1,000円で、ランチ・カフェ・おみやげの

いずれか１品と、和菓子・スイーツの

いずれか１品を選べるクーポン。

あわらのグルメをお得な価格でいただけます。

あわら温泉の共同浴場「セントピアあわら」の割引券も

ついており、あわらのまちめぐりを楽しめます。

【期間】 平成29年10月～平成30年3月（予定）

【料金】 1枚1,000円（予定）

※写真は過去の商品例です
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おもしろやましろまち歩き
─石川県─

山代温泉をガイドとともにめぐる人気ツアー。

昨年、好評だった「魯山人の足跡めぐり」コースに、

新たに「九谷焼のルーツを訪ねて」

「やましろ湯の曲輪散歩」 の2コースが追加。

料金もさらにお得になりました。

【期間】 平成29年10月1日～平成30年3月31日

※設定除外日あり、要予約

【料金】 800円

（山代温泉旅館協同組合加盟旅館宿泊者は500円）
【コース】

①「魯山人の足跡めぐり」

②「九谷焼のルーツを訪ねて」

③「やましろ湯の曲輪散歩」

※集合場所はすべて山代温泉総湯休憩所

NEW

加賀温泉郷の三温泉（片山津・山代・山中）宿泊者限定で

購入できる、乗り物・施設入場券・スイーツ券が

セットになったお得なクーポン。

温モビ（公道を走行できる2人乗り超小型電気自動車）を

レンタルして、自由に加賀温泉郷をめぐれます。

【期間】 通年

【料金】 温モビ3時間と施設入場券2枚、

スイーツ券2枚…2,000円 など

【販売箇所】 加賀市内旅館など

温モビ 娘娘饅頭

加賀棒茶アイス

片山津温泉総湯

加賀温泉郷ECO乗りクーポン
─石川県─
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わくらむすび
─石川県─

和倉温泉の15の旅館で、石川県産米と能登の食材を使った

おむすびを冬限定で提供。

能登の具材をのせて、能登の調味料でつくった出汁を

かけていただきます。和倉の料理人が心を込めた、

この地でしか味わえないグルメです。

【期間】 平成29年11月中旬～平成30年2月末日

【料金】 旅館により異なる（事前予約必要）

【販売箇所】 和倉温泉15旅館

わくーぽん
─石川県─

世界的なパティシエ辻口博啓氏の出身地で、

ハイレベルなスイーツ店がある和倉温泉。

そんなスイーツの数々を、お得に楽しめるスイーツ

めぐり券500円とお食事お土産券1,000円分、

レンタサイクル500円券をセット(合計2,000円相当)にして

特別価格で販売します。

【期間】 平成30年3月末日まで

【料金】 1,500円

【販売箇所】 和倉温泉旅館フロント、

和倉温泉観光会館、和倉じばん館

NEW

レンタサイクル
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宇奈月・くろべ

食べ歩きクーポン
─富山県─

1枚500円で、宇奈月温泉街11店舗、

黒部市内14店舗の計25店舗の中から

お好きな3軒を選んで食べ歩きができます。

おいしいスイーツや黒部のご当地グルメを、

お得に食べ歩きしてみませんか。

【期間】 平成29年4月1日～平成30年3月31日

【料金】 500円

【販売箇所】 宇奈月温泉観光案内所、黒部市地域観光
ギャラリー、セレネ美術館、および参加店舗
※セレネ美術館入館料割引券・電動アシスト自転車割引券が付いています

宇奈月

あいらぶ湯パスポート
─富山県─

宇奈月温泉の各旅館・ホテルの大浴場と

露天風呂を満喫するのに便利な

パスポートです。1,500円で、

入浴券3枚綴り。湯めぐりが楽しめます。

【期間】 平成29年12月～平成30年3月

※12/31～1/3を除く

【料金】 1,500円

【時間】 利用は12:00～16:00（退館）

【販売箇所】 参加旅館・ホテル、セレネ美術館（宇
奈月国際会館）、宇奈月麦酒館、魚の駅「生地」、黒
部・宇奈月温泉観光局

クーポン・パスポートの
セットを販売！
「宇奈月あいらぶ湯パスポート」と

「宇奈月・くろべ食べ歩きクーポン」を

JBH期間限定でセット販売いたします。

通常個別に購入すると2,000円必要なところ、

特別に1,500円で販売します。

【料金】セット販売価格…1,500円
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北陸の美観

冬の北陸には、美しい景色があります。

ライトアップや雪化粧された山々など、

北陸ならではの景色をお楽しみいただけます。
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金沢城・兼六園四季物語
─石川県─

金沢を代表する景観の兼六園と金沢城公園、

玉泉院丸庭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。

【期間】平成29年11月17日～12月9日、
平成30年2月2日～2月20日の毎日

【期間】毎週金・土曜および祝前日（日没～21:00）

兼六園

玉泉院丸庭園 金沢城公園

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。

【期間】平成29年10月中旬～平成30年3月中旬（予定）

あぜのきらめき専用往復割引乗車券

あぜのきらめきの開催に合わせて、道の駅輪島ふらっと訪夢から

白米千枚田まで往復できるバスの割引乗車券を販売します。

【料金】 500円
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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。

【期間】 平成29年10月7日～平成30年2月25日

【時間】 日没～22:00頃まで（期間中毎日）

【料金】 無料

環水公園に「富山県美術館」オープン！

平成29年8月26日、富山県美術館が富岩運河環水公園内に

オープン。「アートとデザインをつなぐ」をコンセプトに、

ピカソやミロなど著名なアーティストの作品を

多数そろえるほか、屋上庭園「オノマトぺの屋上」には

さまざまな遊具があり、晴れた日は立山連峰が一望できます。

カフェやレストランも併設されます。

【時間】 9:30～18:00

【定休】 水曜（祝日除く）、祝日の翌日、年末年始

【料金】 大人300円（コレクション展）、高校生以下無料

NEW

富岩運河環水公園スイートイルミネーション
─富山県─

ふがん うんが かんすいこうえん

3階からの立山連峰の眺望

アートのまちめぐりパスポート（仮称）

富山県内の約20施設のアートスポットをお得にめぐれる

パスポートを販売予定です。（現在詳細検討中。8月26日発売予定）
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五箇山合掌造り集落ライトアップ

─富山県─

世界遺産「五箇山合掌造り集落」は、冬には

かなりの積雪量を誇り、雪の中に佇む合掌造り集落という、

冬だからこその景観を作り上げます。

昔話に出てきそうな里の風景と雪景色を、合掌造りの

ライトアップとともにお楽しみいただけます。

【期間】

■菅沼集落（予定）

平成30年2月3日(土)～4日(日)、3月の毎週末（詳細調整中）

■相倉集落（予定）

平成30年3月2日(金)～4日(日)

【時間】 いずれも日没から

五箇山へは「世界遺産バス」で！
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ます。

新たなフリーきっぷも設定され、魅力UP！

五箇山のこきりこ

雪の相倉合掌造り集落

新高岡・
高岡駅

白川郷

ルート（主要スポットのみ掲載）

城端駅 相倉口 菅沼

【期間】 通年 ※予約不要

（高岡⇔白川郷：1日5往復、城端⇔白川郷：1日6往復

なお土・日・祝日は城端⇔白川郷：1日9往復）

【料金】※一例のみ記載 ※いずれも2日間有効

■高岡⇒白川郷片道フリーきっぷ（高岡⇒白川郷間一方向のみ乗り降り自由）

大人2,000円、こども1,000円

■NEW白川郷⇒高岡片道フリーきっぷ（白川郷⇒高岡間一方向のみ乗り降り自由）

大人2,000円、こども1,000円

■五箇山フリーきっぷ（高岡～ささら館前間乗り降り自由）

大人2,500円、こども1,250円

■五箇山・白川郷フリーきっぷ（高岡～白川郷間乗り降り自由）

大人3,500円、こども1,750円

魅力UP!
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ふくミューパス
─福井県─

福井市内観光・文化施設11施設で利用できる共通観覧券が

今年から新登場。養浩館庭園やセーレンプラネット、

一乗谷朝倉氏遺跡復原町並などの観光名所が

1日フリーパス400円、3日間フリーパス800円で自由に

入れ、市内施設をお得に楽しむことができます。

【期間】 通年

【料金】 1日パス400円・3日間パス800円

【販売箇所】 ウェルカムセンター(福井市観光案内所：
福井駅前ハピリン１Ｆ)、および利用可能施設11施設

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。

【期間】平成29年
1月の土日祝(予定)

【料金】おとな1,900円
こども950円

※要予約

※詳細は夏ごろ確定予定
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

NEW

セーレンプラネット

福井市美術館
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城端でちょっと寄り道まち歩き
─富山県─

越中の小京都と称される城端は、古い町並みが残る門前町。

五箇山で養蚕された生糸で絹織物が盛んとなり、

江戸時代には「絹のまち」として繁栄しました。

先人から受け継いだ文化・歴史を感じながら小路をぶらり、

身も心も癒される城端のまち歩きを楽しみましょう。

【期間】 平成29年4月～12月の毎週土曜

※べるもんた51号の到着に合わせて実施
【料金】 1,500円（要予約）

【集合・解散場所】

10:30JR城端駅～11:30城端曳山会館

ガイドと歩く世界遺産五箇山
─富山県─

世界遺産「五箇山 菅沼合掌造り集落」を良く知る

個性豊かな地元ガイドと共に歩きます。

地元食材を使った「五箇山御膳」の昼食が

セットになっています。

【料金】 5,500円（要予約）

【時間】 10:20菅沼集落 展望広場駐車場集合

→12:30解散
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しらやまさんでお神楽を
─石川県─

日本三名山のひとつで今年開山1300年を迎えた白山。

「白山比咩神社」は、その白山を御神体とする

全国三千有余の白山神社の総本宮です。

表参道から、地元の観光ガイドと一緒に境内へ。

拝殿に昇って神々にお神楽を奉納（昇殿参拝）します。

【期間】 通年
（毎月1日、年末年始、祭礼日等は除く）

【料金】 2,000円（要予約）

みょうじょうじ

妙成寺ガイド付書院特別内覧
─石川県─

400年もの間、加賀藩前田家と妙成寺貫首しか立ち入りが

許されなかった書院内部を、僧侶の案内で特別内覧。

加賀藩主前田家が何代にもわたって築いた藩屈指の

文化遺産で、五重塔をはじめ10棟が国の重要文化財に

指定されている妙成寺をこの機会にぜひ、ご覧ください。

お帰りの際には、貴重な能登仁行和紙で作った

内覧者限定の御朱印をプレゼントします。

【期間】 12月～3月（年末年始除く）

【料金】 1,500円（要予約）

【時間】 10:00～、12:30～、14:10～の3回

NEW

内覧者
限定御朱印
プレゼント



27北陸の美心(3)

永平寺の醍醐味参籠体験
─福井県─

「曹洞宗第一道場」の名を下賜された大本山永平寺。

雲水さんが普段されている「修行生活」を体験できます。

坐禅体験、諸堂案内、朝課などを通して心を清めてみては。

【期間】 通年

【料金】 8,000円（1泊、要予約）

ネコ寺で座禅体験
─福井県─

SNS等を通じて、全国で話題のお寺。

境内で数十匹の猫達が気ままに過ごしている様子が大人気。

そのため「ネコ寺」の名で親しまれる曹洞宗の寺院、

御誕生寺（ごたんじょうじ）で、座禅を体験できます。

【期間】 通年

【時間】 坐禅：毎日13:30～、法話会：日曜15:00～

ネコの餌の時間：7:00、15:30

【料金】 無料

NEW

さんろう



28北陸の美技(1) 産業観光

能作工場見学
─富山県─

曲がる器などを制作し、人気の高い「能作」。

今年4月、本社工場が移転オープンしました。

職人の制作現場の見学ができるだけでなく、

体験工房、カフェ、ショップを併設しており、

新たな産業観光の拠点となります。

【期間】 通年、工場見学は日曜休

【料金】 工場見学は無料（要予約）

NEW 若鶴酒造蒸留所見学
─富山県─

北陸唯一のウイスキー造りが見学できる施設が

7月にオープン。昭和初期の建物「三郎丸蒸留所」を改修し、

当時の雰囲気を残したままの内部を見学いただけます。

また大正蔵では、若鶴酒造のお酒の試飲も

お楽しみいただけます。

NEW

【期間】 通年

※毎週日曜、年末年始を除く、臨時休場日あり

【料金】 工場見学は無料（要予約）

【時間】 10:00～、13:30～、15:15～（約1時間半）



29北陸の美技(2)

塗めぐりパス
─石川県─

輪島キリコ会館、輪島塗会館、オリジナル

My箸づくり体験がセットになったお得なクーポンです。

2,400円相当の貴重な体験を、1,800円というお得な値段で

楽しむことができます。伝統工芸「輪島塗」の名品鑑賞や

体験を通じて、伝統や文化に触れることができます。

【期間】 通年

【料金】 大人1,800円、小人1,400円

小松の石文化石彫り体験
─石川県─

平成28年、日本遺産に認定された小松の石文化。

その代表的なエリア滝ヶ原町は、アーチ型石橋が珍しく

5つも残る地として知られます。

御年80歳超の中谷名人とその弟子が石彫を指導します。

また、唯一稼働中の滝ヶ原石の石切り場をはじめ、

アーチ型石橋の見学もできます。

【期間】 通年

【料金】 4,000円

NEW



30北陸の美技(3)

越前和紙紙すき体験
─福井県─

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ました。

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。

【期間】 通年（年末年始除く）

【料金】 500円～（予約が望ましい）

越前陶芸村
─福井県─

越前陶芸村の魅力がアップ！越前焼研究者の第一人者、

水野九右衛門が収集した国登録有形文化財

「水野コレクション」を展示する「資料館」、

天保6年（1835年）の住宅を移築した

「水野九右衛門家住宅」、岡倉天心を顕彰する

本格的な「茶室」から構成される「越前古窯博物館（え
ちぜんこようはくぶつかん）」を

整備し、平成29年10月28日にオープンします。

【期間】 通年

【料金】 未定（有料予定）

NEW



31北陸の美技(4) お誂え

加賀友禅 -石川県-

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

加賀毛針 -石川県-

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。

■お誂えできる場所

目細八郎兵衛商店

井波彫刻 –富山県-

いなみ

鯖江のめがね –福井県-

「めがねの聖地」鯖江で、

希望のデザイン、機能、カラーなど要望に

合わせて、世界で一つしかない眼鏡を

オーダーメイドできます。

依頼主のライフスタイルやファッションの

傾向をうかがい、最適な眼鏡をデザインします。

■お誂えできる場所

めがねミュージアム
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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。

七尾線観光列車

花嫁のれん
─石川県─

食のおもてなし
加賀屋総料理長監修「和軽食セット」が車内で味わえます。

(写真は昨年の冬メニューです)

「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。

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─

食のおもてなし
新鮮な富山湾の海の幸や、地酒などを楽しむことができます。

便利なサービス(1) 二次アクセス（観光列車）



33便利なサービス(2) 二次アクセス

城端～井波アクセスバス（仮称・検討中）

─富山県─

「べるもんた」の終着駅の1つ、城端駅周辺と

木彫りのまちである「井波」を結ぶアクセスバスです。

乗車1回200円で、井波のまちの名所を結びます。

NEW

【期間】 平成29年10月1日（土）～
平成30年3月25日（日）の毎週土日祝日
※12/30・31、1/1除く ※予約不要

【料金】

●1回乗車 大人200円、こども100円

●1日乗り放題券 大人410円、こども200円

井波観光交流拠点
「彌右衛門屋」で着物レンタル
平成29年にオープンした「彌右衛門屋（やえもんや）」は、

南砺市井波地区にある国登録有形文化財

「齋賀家（さいがけ）住宅」をリニューアルした観光拠点。

中に、着物お着付処・和小物のお店「月や」が

同時オープンしました。

NEW

【時間】 10:00～17:00

【定休】 月曜

【料金】 着物レンタル＋着付 3,780円（要予約）

木彫りのまち「井波」で
木のぐい呑み作り体験

松尾芭蕉にゆかりのある「浄蓮寺（じょうれんじ）」境内に

ひっそりと佇む「黒髪庵（くろかみあん）」で

新しい体験プランがスタート。

木製のMyぐい呑みを作ったあとは、

若駒酒造で地酒の試飲がお楽しみいただけます。

NEW

【期間】 平成29年4月1日～12月8日
※12月9日～平成30年3月31日までは冬期休業

【時間】 10:00～16:00

【料金】 2,200円（要予約）

井波に新しい魅力が誕生！

井波彫刻総合会館

城端庁舎
じょうはな座

木彫りの
里

ルート

善徳寺前 JR城端駅
瑞泉寺前
交通広場

瑞泉寺

井波彫刻

（美技）



34便利なサービス(3) 二次アクセス

あわら温泉・永平寺・丸岡城直行バス

─福井県─

あわら温泉から、永平寺・丸岡城へ乗り換えなしで行ける

バスが誕生！1日3往復運行し、「永平寺ライナー」

「一乗谷朝倉遺跡バス」と組み合わせれば、

福井の名所をより効率的にめぐることができます。

NEW

【期間】 平成29年4月29日～
平成30年3月31日までの土日祝
年末年始（12/30、31、1/1）は運休

【料金】

①あわら湯のまち駅・芦原温泉駅～永平寺 800円

②あわら湯のまち駅・芦原温泉駅～丸岡城 400円

③丸岡城～永平寺 400円

※こども・障がい者半額

あわら
湯のまち駅

ルート
JR
芦原
温泉駅

丸岡城 永平寺

永平寺唐門

丸岡城

あわら湯のまち駅前の「おしえる座ぁ」 あわら温泉



35便利なサービス(4) 二次アクセス

JR新高岡駅～高岡駅間のバスと、万葉線（まんようせん）の

1日乗り放題券、お買い物券がセットになったクーポンで、

高岡や射水をお得に観光できます。

【期間】 平成29年3月～平成30年2月

【料金】 大人1,000円、こども750円

新湊きっときと市場

わくライナー ─富山県・石川県─

JR高岡・新高岡駅から和倉温泉までを結ぶ特急バスです。

富山湾の新鮮な海産物が買える「ひみ番屋街」を経由し、

JR七尾線の特急列車と組み合わせれば、富山⇔能登⇔

金沢間のトライアングルルートが周遊できます。

【期間】 通年（1日4往復） ※予約不要

【料金】 ※一例のみ記載

●新高岡駅→ひみ番屋街…大人500円

●新高岡駅→和倉温泉…大人1,300円 ※こども半額

●わくライナーフリーきっぷ…大人2,000円
※こども半額 ※2日間有効

高岡駅前
新高岡駅

和倉温泉

ルート （主要スポットのみ掲載）

ひみ
番屋街

岩井戸
温泉

七尾駅前

富山ぶりかにバス ─富山県─

JR富山駅から新湊～氷見のシーサイドラインを走る

便利な観光路線バス。富山湾の王者「ブリ」や

「ベニズワイガニ」など旬の海の幸はもちろん、

海越しの立山連峰や新湊大橋などの絶景も楽しめます。

【期間】 通年 ※予約不要

【料金】 ※一例のみ記載

●富山ぶりかにバスふりーきっぷ

大人2,500円、こども1,500円 など

※片道運賃の設定もあります ※2日間有効

加越能バス
（新高岡～高岡駅間）

万葉線
全線乗り放題

セット内容

新湊きっときと市場
クルン高岡の
お買い物券
500円分

新湊きっときと市場の
白エビから揚げ
引き換え券

+ +

高岡・射水ぐるっと巡っておとクーポン
─富山県─ NEW

いみず

高岡御車山会館



36便利なサービス(5) 二次アクセス

丹南エリア春夏秋冬周遊バス【冬季】
─福井県─

福井県丹南エリアの観光スポットを周遊する

バスを新規に運行開始。

冬季は、福井の冬を代表する「越前がに」や

「水仙」、日本遺産に認定された

「北前船寄港地」、「日本六古窯」のスポットへ

１日２便（日祝日）を運行します。

NEW

【期間】 平成29年11月12日～
平成30年3月までの日祝日
年末年始（12/29～31、1/1～2）は運休

【料金】 休日バス・フリーきっぷ（路線バスも乗り放題）
おとな1000円・こども500円

越前水仙 越前陶芸村

道の駅越前

北前船船主の館・右近家

呼鳥門（こちょうもん）

越前
武生駅

ルート

JR
武生駅前

北前船主
の館

道の駅
越前

呼鳥門
水仙
ランド

陶芸村前

越前がにミュージアム



37便利なサービス(6)二次アクセス（駅から観タクン）

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、17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氷見の魅力満喫コース

④北陸随一の大伽藍と

井波彫刻の真髄をめぐるコース

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

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

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

気比神宮

東尋坊

石川

福井 富山

能登島大橋

福井県立恐竜博物館

瑞龍寺

山の寺寺院群


