
別 紙

主なキャンペーン企画

※詳しくは、首都圏・中京圏・近畿圏・中国地区・北陸地区のＪＲの主な駅にご用意するガイドブック「北陸冬物語」

をご覧ください。

１ 特別企画

(1) 北陸ならではの特別限定企画

①美と健康にマイ薬膳料理 新規企画

富山は薬が有名。薬の廣貫堂が創業以来培ってきた和漢の理念に基づいた薬膳料理で体の中から元気に！薬膳

カフェ「春々堂（ちゅんちゅんどう）」では、お客様の体調にあわせて薬膳メニューをスタッフがセレクトします。

・期 間 平成23年12月1日(木)～平成24年3月31日(土) ※1/1,17,2/21,22を除く。

・時 間 10:00～19:00（ラストオーダー 18:30）

・特 典 1,000円以上ご利用の方には、「ハーブ入浴剤」をつくる体験が無料または「廣貫堂キティの根付」

をプレゼント。

・アクセス 富山駅から徒歩約3分「CICビル５階」

②加賀温泉郷観光クーポン 新規企画

加賀温泉郷の観光施設にお得な価格で入場できるクーポンを発売します。各温泉の「総湯」や主要観光施設の

全１３施設から３施設が選択できます。

・期 間 平成23年12月1日(木)～平成24年3月31日(土)

・料 金 700円 （２日間有効）

・利用施設 ◆総湯

①山代温泉総湯②山代温泉「古総湯」③山中温泉総湯「菊の湯」④ゆけむり健康村ゆーゆー館

健康湯

⑤片山津温泉総湯

◆観光施設

⑥九谷焼美術館⑦深田久弥山の文化館⑧加賀市鴨池観察館⑨北前船の里資料館⑩中谷宇吉郎雪の

科学館⑪九谷焼窯跡展示館⑫魯山人寓居跡いろは草庵⑬加賀アートギャラリー ※芭蕉の館（無

料）

③「加賀毛針」でアクセサリー手づくり体験 新規企画

加賀毛針は、原材料に野鳥の羽毛を使い、その接合部分に漆や金箔を施すなど、美しさと気品にあふれています。

「石川県立伝統産業工芸館」では、加賀毛針の伝統技術を利用したアクセサリーづくりが体験できます。

・期 間 平成24年1月～3月の第2・4 土曜日（計６日）

・時 間 13:30～（約40分）

・料 金 1,500円（ブローチ）

・アクセス 金沢駅からバスで「出羽町」下車すぐ

④芦原芸妓とお座敷体験

北陸指折りの芸達者と言われる芦原芸妓。普段は入る機会のない芸妓の稽古場「検番」で、踊りの披露や太鼓・

お座敷遊びをお楽しみいただけます。

・期 間 平成24年1月13日(金)～3月31日(土)の毎週金・土曜日

・時 間 14:30～（約60分）

・料 金 2,500円（お茶とお菓子付）

・アクセス えちぜん鉄道「あわら湯のまち駅」から徒歩約2分

⑤「水羊羹」「ごま豆腐」手づくり体験 新規企画

曹洞宗の大本山永平寺の精進料理に欠かせない「ごま豆腐」。精進料理をはじめ、福井の食文化についてのウン

チクを聞きながら楽しく体験できます。また、福井の冬の風物詩「水羊羹」作りにも挑戦していただきます。

・期 間 平成24年1月の土曜日［水羊羹］ 平成24年2月の土曜日［ごま豆腐］

・時 間 13:15～（約90分）

・料 金 1,800円

・アクセス ＪＲ福井駅より路線バス約30分。「ユアーズホテルフクイ前⑪番のりば」より京福バス「大学病院

線」（福井県立大学経由）乗車。「兼定島（けんじょうじま）」バス停下車、すぐ目の前。

(2) 食を楽しむ

①和倉温泉スイーツめぐり 新規企画

和倉温泉街を散策しながら７店舗の洋菓子店から３店舗の商品を選択できるクーポンを発売します。能登の食

材を使用した特長のあるスイーツ1,000円相当のものが500円でお楽しみいただけます。

・期 間 平成23年12月1日(木)～平成24年3月31日(土)の毎日(店舗によっては定休日があります。)

・時 間 ※各店舗により営業時間が異なります。



・料 金 500円（旅館組合に加盟の旅館フロントで発売）

・アクセス 和倉温泉街

②金沢和菓子めぐり 新規企画

金沢市内を観光をしながら和菓子店７店舗の中から４店舗の商品を選択できるクーポンを発売します。老舗和

菓子店の代表的な和菓子1,000円相当のものが500円でお楽しみいただけます。

・期 間 平成23年12月1日(木)～平成24年3月31日(土)の毎日(店舗によっては定休日があります。)

・時 間 ※各店舗により営業時間が異なります。

・料 金 500円（参加７店舗で発売）

・特 典 「中島めんや」の八幡起上り絵付け体験の割引、「箔座ひかり蔵」で粗品進呈

・アクセス 金沢市内の路線バス利用

③東尋坊で食べ歩き 新規企画

福井県の名勝で国指定天然記念物の東尋坊の商店街でおトクな食べ歩きクーポンを発売。さざえのつぼ焼き、

ホタテ・ツブ貝などの浜焼きセットや三国港甘えび塩焼きなど7店舗の中から5店舗の商品をお選びいただけ、

1,200円相当のものが500円でお楽しみいただけます。

・期 間 平成23年12月1日(木)～平成24年3月31日(土)の毎日(店舗によっては定休日があります。)

・時 間 10:00～15:00

・料 金 500円(参加7店舗で発売)

・特 典 東尋坊タワー展望台や東尋坊遊覧船の料金が割引

・アクセス 芦原温泉駅から「駅から観タクン」または京福バスで約40分

(3) お誂え

各地に根付き、時代を超えて人々に愛され続ける伝統工芸品。この技術で、お客様のご要望をプロの職人が直

接お伺いし、「あなただけ」の世界に一つのこだわりの逸品を「お誂え」します。料金もあらかじめ決まっている

ので、安心してご注文いただけます。いずれも事前予約が必要です。

①井波彫刻（家紋、表札、置物など）

神社仏閣彫刻、住宅用の欄間で約 230 年の伝統のある井波彫刻の技術を生かし、表札や置物など、自分の好み

をオーダーメイドで作ることができます。

・場 所 富山県南砺市 井波彫刻総合会館

・商品例 家紋15,000円～、表札25,000円～

・アクセス 高岡駅からバスで「今町」下車、徒歩約10分

②加賀友禅（名刺入れ、扇子、札入れなど）

国の指定伝統工芸品で、草・花・鳥などの絵画調の柄を特徴とする加賀友禅の作家と相談しながら、自分だけ

のためのデザインを描いてもらい、自分だけの名刺入れ、扇子などを作ることができます。

・場 所 石川県金沢市 加賀友禅伝統産業会館

・商品例 名刺入れ3,500円～、扇子35,000円～

・アクセス 金沢駅からバスで「兼六園下」下車、徒歩約2分

③加賀毛針（フェザーアクセサリー）新規企画

加賀毛針を作成する伝統技術を生かし約６００種類の鳥の天然羽根の美しい風合いを利用し「フェザーアクセ

サリー」（ブローチ・イヤリング･チョーカー等）を作ることができます。

・場 所 石川県金沢市 目細八郎兵衛商店

・商品例 ブローチ3,000円～、イヤリング・チョーカー4,000円～

・アクセス 金沢駅からバスで「武蔵ヶ辻」下車、徒歩すぐ

④鯖江のめがね（めがね）

メガネフレームの生産国内シェア9割以上、世界シェア2割を占めている鯖江の産業「メガネフレーム」を、

プロの職人と相談しながらデザインを決め、世界でひとつだけのこだわりのメガネを作ることができます。

・場 所 福井県鯖江市 田中眼鏡

・商品例 30,000円～（メガネフレームのみ）

・アクセス 鯖江駅からバスで「神明駅」下車、徒歩約5分

(4) ガイド付ツアー

ただ見るだけでは気づかない歴史や裏話まで、現地のボランティアガイドが詳しく解説します。通常は予約が

必要な現地ガイドが予約不要で、ガイド料も無料なので、気軽に「歩く観光」を楽しめます。

(施設入場料や飲食費などはお客様負担です。)

①「ＤＩＳＣＯＶＥＲ ＷＥＳＴハイキング」

・期 間 平成24年3月31日(土)までの毎週土・日曜日 ※年末年始等を除く。

・時 間 13:30～（約２時間）

・コース



「土塀の続く長町武家屋敷を訪ねるコース」13:30 長町武家屋敷休憩館(金沢駅からバス約15分)集合

長町武家屋敷跡界わい→足軽資料館→老舗記念館→野村家

「鏡花のみちとひがし茶屋街を訪ねるコース」13:30 ひがし茶屋休憩館(金沢駅からバス約15分)集合

主計町茶屋街→並木町通り→梅ノ橋→観音町通り→ひがし茶屋街→志摩

・問い合せ 金沢市観光協会 (076-232-5555)

②夜の金沢を「まいどさん」がご案内 新規企画

金沢市内のライトアップされた観光施設を満喫する「ライトアップバス」にご乗車された方限定で、観光ボラ

ンティアガイド「まいどさん」が夜の金沢城公園周辺をご案内します。

・期 間 平成23年12月～平成24年3月までの毎週土曜日 ※年末年始等を除く。

・時 間 ライトアップバス金沢駅東口19:00～20:00発の7便限定

・コース 兼六園下バス停→金沢城公園→金沢21世紀美術館→しいのき迎賓館周辺

・問い合せ 金沢市観光協会 (076-232-5555)

③新湊漁港「昼セリ」見学と内川散策 新規企画

個性溢れるデザインの橋がある、港町独特の風情を楽しめる内川周辺散策と新湊漁港市場の昼セリをボランテ

ィアガイドがご案内します。

・期 間 平成23年12月～平成24年3月までの毎週土曜日 ※年末年始等を除く。

・時 間 11:40～（約90分）「川の駅新湊」（高岡駅から万葉線「新町口」下車徒歩約10分）集合

・コース 川の駅→神楽橋→曼茶羅寺→山王橋→東橋→放生津橋→放生津八幡宮→新湊漁港

・特 典 万葉線の復路無料券・きっときと市場での買い物割引券

・問い合せ 射水市観光協会 (0766-84-4649)

２ 駅からのアクセスの充実

(1) 駅から観光地へのアクセス

①匠の里「井波の街めぐり」と棟方志功記念館 新規企画

棟方志功が疎開中に暮らした住居「愛染苑」と瑞泉寺の門前町として栄えた八日町通りや井波彫刻の匠の技を

見学するバスを運行します。

・期 間 平成23年12月～平成24月3月までの土・休日 ※年末年始を除く。

・コース 富山駅（北口）→棟方志功記念館「愛染苑」→いなみ木彫りの里･井波彫刻総合会館→井波八日町

通り（散策）→瑞泉寺→御菓蔵→富山駅（北口）

・料 金 おとな3,800円、こども3,000円 （各施設の入館料込み・昼食は含まれておりません。）

・申し込み 富山地鉄ベストツアーセンター 076-431-3113 ※2日前までに要予約(最少催行人員4人)

②富山市内定期観光バス 新規企画

お手軽に富山市内を周遊していただける定期観光バスを、昨年のキャンペーンに引き続き特別運行します。

・期 間 平成24年1月7日(土)～2月26日(日)までの土・休日

・コース JR富山駅北口→富山市民俗民芸村→源ますのすしﾐｭーｼ゙ｱﾑ→八尾曳山展示館→八尾おわら資料館→

池田屋安兵衛商店→JR富山駅北口

・料 金 おとな2,500円、こども1,000円［親子セット3,000円］

（各施設の入館料込み・昼食は含まれておりません。）

・特 典 池田屋安兵衛商店で途中下車される方に富山駅までの電車乗車券を進呈。

・申し込み 富山地鉄ベストツアーセンター 076-431-3113

※前日まで予約が必要。ただし空席があれば予約なしでも乗車いただけます。

③世界遺産「五箇山合掌造り集落」バス

富山駅から世界遺産「五箇山合掌造り集落」を往復するバスを、昨年のキャンペーンに引き続き特別運行しま

す。

・期 間 平成23年12月～平成24年3月までの土・休日（※12/31～1/2を除く。）

・コース 富山駅北口(10:30) →村上家→五箇山［相倉合掌集落］→富山駅北口(16:00)

・料 金 おとな4,800円、こども3,500円

・申し込み 富山地鉄ベストツアーセンター 076-431-3113 ※2日前までに要予約(最少催行人数4人)

④輪島和倉特急バス

和倉温泉バスターミナルから輪島への特急バスを昨年のキャンペーンに引き続き特別運行します。また、和倉

温泉の旅館に宿泊されたお客様への特典として、片道700円になる特急バス割引券をお渡しします。

・期 間 平成23年12月20日(火)～平成24年3月31日(土)の毎日

・時 刻 ゆ き：和倉温泉バスターミナル9:00発→輪島漆器会館10:22着

かえり：輪島ふらっと訪夢13:40発→和倉温泉駅14:45着

・料 金 大人片道1,200円

※和倉温泉に宿泊の方は、和倉温泉の各旅館のフロントでお渡しする割引券で片道700円に割引。

・問合せ 和倉温泉旅館協同組合 0767-62-1555



⑤越前すいせん号

日本海の荒波が断崖絶壁の岩場に打ち寄せる迫力満点の「東尋坊」や、日本海に望む高さ約１３０メートルにも

及ぶ断崖の上にある「越前岬水仙ランド」では、越前水仙が一面に広がる風景を心ゆくまで楽しむことができる

バス「越前すいせん号」を昨年に引き続き特別運行します。（※東尋坊商店街での買物特典付）。

・期 間 平成24年1月7日(土)～9日(月)・12日（木）～24日（火）と1月28日（土）～2月19日（日）

の土・日曜日

・コース 芦原温泉駅（9:10）→あわら湯のまち（9:30）→東尋坊→呼鳥門→越前岬水仙ランド→

東尋坊（①12:50）（②13:50）→あわら湯のまち→芦原温泉駅（①13:20）（②14:20）

・料 金 おとな1,800円、こども900円

※前日18:30まで予約が必要。ただし空席があれば予約なしでも乗車いただけます。

・問合せ 京福バス 0776-54-3733

(2) 手軽で、おトクなタクシー観光「駅から観タクン」

駅から小型タクシーを利用して有名な観光地を巡る 2 時間コースの観光プランです。通常の観光タクシーに比

べておトクな価格を設定し、また予約不要なので当日のご利用も可能です。旅行会社ならびに北陸エリアの主な

駅のみどりの窓口でタクシー券を発売しています。

・期 間 平成23年3月31日(土)まで

・利用時間 9:00～15:00

・コースと料金

[駅から観タクン 石川］2時間 6,200円 3時間 9,300円

和倉温泉駅発

①前田利家ゆかりの地めぐりコース …山の寺寺院群、小丸山公園、能登食祭市場

②戦国の名城「七尾城」探訪コース …七尾城史資料館、懐古館飯田家、能登食祭市場

③「すし王国」と「花嫁のれんの街」コース …市内寿し店舗、一本杉通り

④ひょっこり能登島コース 3時間 …のとじま水族館、能登島ガラス美術館、能登島ガラス工房

七尾駅発

①前田利家ゆかりの地めぐりコース …山の寺寺院群、小丸山公園、能登食祭市場

②戦国の名城「七尾城」探訪コース …七尾城史資料館、懐古館飯田家、能登食祭市場

③「すし王国」と「花嫁のれんの街」コース …市内寿し店舗、一本杉通り

羽咋駅発

①不思議＆ロマン！

縁結びパワースポット巡りコース …気多大社、妙成寺、千里浜ﾚｽﾄﾊｳｽ（なぎさﾄ゙ﾗｲﾌ゙ｳｴｲ経由）

②禅の道＆宇宙の神秘！ミステリーコース …豊財院、永光寺、コスモアイル羽咋

[駅から観タクン 福井］2時間 5,700円 3時間 8,550円

福井駅発

①永平寺コース …永平寺、マエダセイカ

②朝倉氏遺跡コース …福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館、復原町並、

一乗谷朝倉氏遺跡

③丸岡城と越前竹人形の里コース …越前竹人形の里、丸岡城

④｢江～姫たちの戦国～｣ゆかりの地を巡るコース … 柴田神社、西光寺、大安禅寺

芦原温泉駅発

①絶景東尋坊と三国湊散策コース …東尋坊、三国湊きたまえ通り

②越前三国の名勝をめぐるコース … 瀧谷寺又はみくに龍翔館、東尋坊

③永平寺と竹人形コース 3時間 …永平寺、越前竹人形の里

武生駅発

①越前和紙の里をめぐるコース …越前和紙の里、大瀧神社、越前そばの里

②万葉の里味真野コース …越前の里味真野苑、ﾀｹﾌﾅｲﾌﾋ゙ﾚｯｼ゙、越前そばの里

③刃物の里と越前府中まちなかコース …越前打刃物会館、紫式部公園、宝円寺、蔵の辻あかり庵

鯖江駅発

①伝統工芸越前漆器とめがねのまち鯖江コース …うるしの里会館、めがねミュージアム、萬慶寺

②匠の技越前焼と織田信長公氏神の社コース … 越前陶芸村、剣神社、越前町織田文化歴史館

３ キャンペーン期間中のプレゼント

◎北陸の温泉ペア宿泊券プレゼント

北陸の10温泉(宇奈月・輪島・和倉・湯涌・辰口・粟津・片山津・山代・山中・あわら温泉)のいずれかに宿泊

し、ガイドブック「北陸冬物語」応募用紙のアンケートにお答えいただき、はがきに貼ってご投函いただいた方



の中から抽選で、北陸の温泉旅館の宿泊券(10組20名様)をプレゼント。

◎ ｢北陸冬の思い出｣フォトコンテスト

私だけが知っている冬の北陸をテーマ（風景・温泉地・イベント・伝統芸能・食など）に写真を募集します。

入賞作品には抽選で北陸の特産品（30,000円相当×3名・10,000円相当×9名・5,000円相当×30名）をプレゼ

ント。



おトクな商品

１ 旅行プラン

北陸までの往復ＪＲ券とお宿がセットになったおトクな旅行プランをご用意しています。またオプションとして、

主要観光施設の入場券、自由周遊区間内のＪＲ・周遊バス乗り放題がセットになった「金沢・加賀ミニぐるりんパス」

をセットすることもできます。詳しくは、旅行会社におたずねください。

［金沢・加賀ミニぐるりんパス］

○ご利用期間 平成24年3月31日(土)まで

※平成24年3月29日(木)出発分まで

○発売期間 平成24年3月29日(木)まで

○おねだん おとな3,900円、こども2,400円

○有効期間 3日間

○きっぷの効力

・兼六園や成巽閣などの観光施設(全23施設)入場券、伝統工芸体験(2施設)、金沢・加賀地区の周遊バスおよびＪＲ

自由周遊区間がセットになっています。

・ＪＲ自由周遊区間内は、特急・急行・普通列車の普通車自由席が乗り降り自由です。

２ 特別企画乗車券

(1) 首都圏方面から

北陸フリーきっぷ

フリーエリア内までの往復として上越新幹線・特急列車の指定席

(※)と、フリーエリア内のＪＲ特急・急行・普通列車の普通車自由席

の乗り放題がセットになったきっぷです。

○ご利用期間 平成24年3月31日(土)まで ※平成24年3月28日(水)出発分まで

○発売期間 平成24年3月28日(水)

○おねだん（おとな１名様、普通車用こども半額・グリーン車用はこどもの設定はありません）

発駅 普通車用 グリーン車用 有効期間

東京都区内 21,500円 24,100円
4日間

大宮～川口・戸田公園 21,100円 23,700円

○きっぷの効力

・越後湯沢または長岡経由で、上越新幹線・特急列車のご利用となります。

・往復行程において金沢で列車を乗り継ぐ場合、金沢～福井・和倉温泉間は特急・急行列車の普通車自由席の

ご利用となります。

・北陸フリーエリア内は、ＪＲ特急・急行・普通列車の普通車自由席が乗り降り自由です。

○発売箇所・お問い合わせ ＜ＪＲ東日本の首都圏の主な駅または主な旅行会社＞

(2) 中京圏方面から

①世界遺産きっぷ（白川郷・五箇山）

名古屋地区から富山地区（フリー区間）間を、特急「ワイドビューひだ」号と

特急「しらさぎ」号の普通車指定席を利用し、フリー区間内では、ＪＲの普通列車

の普通車自由席が乗り降り自由になるきっぷです。

○ご利用期間 平成23年12月1日(木)～平成24年3月31日（土）

※平成23年12月28日（水）～平成24年1月6日（金）はご利用になれません。

○発売期間 平成23年11月1日（火）～平成24年3月29日(木)まで

○おねだん（おとな１名様） ※こども用の設定はございません

設定区間 利用できる特急列車 おねだん 有効期間

名古屋市内

～

高山・フリー区間

往路：北陸線（しらさぎ号）・復路：高山線（ひだ号）

14,500円 3日間往路：高山線（ひだ号）・復路：北陸線（しらさぎ号）

往復：高山線（ひだ号）

（上記のご利用になれない期間にかかる場合でも、有効期間の延長はいたしません。）

○きっぷの効力

・往路・復路で特急「ワイドビューひだ」号・特急「しらさぎ」号をご利用になる場合、指定席をご利用にな

れるのは、片道あたり１回限りです。

・特急「ワイドビューひだ」号をご利用になり、富山地区（フリー区間）以外をご乗車される場合、下呂駅、

高山駅、飛 古川駅に限り途中下車できます。この場合も指定席をご利用になれるのは、片道あたり１回限

りです。

[自由周遊区間]

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

[フリーエリア]
●和倉温泉

● 氷見

富山 黒部
● ● ● ● ● ●
福井 金沢 津幡 高岡

● ●猪谷
城端

[自由周遊区間]
越ノ潟 氷見

高岡 富山

岩瀬浜

JR線

その他会社線

バス



・高山濃飛バスセンター(高山駅横）～白川郷間の濃飛乗合自動車（濃飛バス）が片道１回限りご利用になれま

す。

・荻町神社前～高岡駅前間の加越能鉄道バスが乗り降り自由です。（荻町神社前は白川郷内にあります。）

・有効期間内で「かえり」の列車のご利用前に限り富山地区（フリー区間）のＪＲ（北陸線の高岡駅～富山駅

間、氷見線の高岡駅～氷見駅間）及び富山ライトレール（富山駅北駅～岩瀬浜駅間）、万葉線（高岡駅前駅～

越ノ潟駅間）が乗り降り自由です。

・フリー区間以外では、きっぷに表示された方向・経路にしたがって利用する場合に限り有効です。（逆方向

の利用、異なる経路の利用はできません。）

○発売箇所・お問い合わせ 出発地及び周辺の＜ＪＲ東海の主な駅または主な旅行会社＞

②北陸観光フリーきっぷ

名古屋地区から北陸地区（フリー区間）間を、特急「ワイドビューひだ」号と特急「しらさぎ」号の普通車指

定席を利用し、フリー区間内では、特急・急行・普通列車の普通車自由席が乗り降り自由になるお得なきっぷで

す。

○ご利用期間 通年

※4月27日～5月6日、8月11日～8月20日、

12月28日～1月6日の間はご利用になれません。

○発売期間 通年

○おねだん（おとな１名様、こども半額）

コース名 発駅 おねだん 有効期間

しらさぎ＆ひだコース
名古屋（市内） 15,000円 4日間

ひだ＆しらさぎコース

（上記のご利用になれない期間にかかる場合でも、有効期間の延長はいたしません。）

○きっぷの効力

・往路・復路で特急「ワイドビューひだ」号・特急「しらさぎ」号をそれぞれ1回ずつご利用下さい。特急「ワ

イドビューひだ」号または特急「しらさぎ」号のみの往復利用はできません。また、指定席をご利用になれ

るのは、片道あたり1回限りです。

・特急「しらさぎ」号ご利用時に限り、名古屋～米原間でひかり・こだまの普通車自由席が利用になれます。

・フリー区間以外では、下呂・高山・飛 古川に限り途中下車できます。

○発売箇所・お問い合わせ 出発地及び周辺の＜ＪＲ東海の主な駅または主な旅行会社＞

(3) 関西圏方面から

金沢・加賀ぐるりんパス

自由周遊区間内までの特急列車の普通車指定席での往復(※)と主要観光施設の入場券、自由周遊区間内のＪ

Ｒ・周遊バス乗り放題がセットになったきっぷです。

(※)往路復路において自由周遊区間内で列車を乗り継ぐ場合は、自由周

遊区間内の列車は普通車自由席になります。

○ご利用期間 平成24年3月31日(土)まで

※平成24年3月29日(木)出発分まで

○発売期間 平成24年3月28日(水)まで

※ご利用開始日前日までの発売

※2名様以上、同一行程に限り発売

(こどものみのご利用はできません)

○おねだん（おとな１名様あたり、こども半額）

発駅 おねだん 有効期間

米原 11,500円

3日間

京都市内 14,000円

大阪市内 15,500円

神戸市内 16,500円

姫路 17,500円

○きっぷの効力

・特急「サンダーバード」の普通車指定席のご利用となります。

・姫路発は、新大阪まで新幹線普通車自由席がご利用になれます。

[自由周遊区間]

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

[自由周遊区間]

福井 高岡 富山

和倉温泉

黒部

金沢

猪谷九頭竜湖 城端

敦賀

氷見



・兼六園や成巽閣などの主要観光施設(全23施設)の入場券、伝統工芸体験(2施設)、金沢・加賀地区の周遊バ

スおよびＪＲ自由周遊区間がセットになっています。

・ＪＲ自由周遊区間内は、特急・急行・普通列車の普通車自由席が乗り降り自由です。

○発売箇所・お問い合わせ 出発地周辺の＜ＪＲ西日本の主な駅または主な旅行会社＞


