
１ テーマ別のキャンペーン企画 

 

(1)「美食」 

（富山県）新湊紅白丼 

富山の 2 大食材が贅沢なコラボ。とろけるような甘みが特徴の白えびと新鮮な紅ズワイガニを使った、
紅白の彩りも美しいオンリーワングルメです。 
・期  間  平成 28年 5月まで 
・時  間  店舗により異なる 
・施  設  新湊寿司組合加盟店 8店、割烹かわぐち、レストランきっときと亭、新湊鮮魚センター 

潮騒、割烹松山 
    ・予  約  不要 

・お問合せ  射水市観光協会（0766-84-4649） 

（富山県）天然の生け簀 富山湾鮨 

天然の生け簀とも呼ばれる「富山湾」から水揚げされたキトキト（新鮮）な地魚と県産米を使った富山なら 
ではの鮨が楽しめます。1セット 10貫と汁物がついて 2,000円〜3,500円（税別）です。 
・期  間  通年（毎週日曜日及び 12月 31日～1月 3日を除く）※店舗により休業日が異なる 
・時  間  店舗により異なる 
・施  設  富山県内約 60店舗 

    ・予  約  不要（前日までに予約すれば、特典付） 
・お問合せ  富山県観光・地域振興局観光課（076-444-3200） 

（富山県）「寒ブリ」解体見学 

富山湾の冬の味覚「寒ブリ」。新湊きっときと市場では毎週土曜日と日曜日に解体ショーを見学でき
ます。※解体したブリは、その場でにぎり（3貫 500円(税込)）としてお召し上がりいただきます。 
・期  間  平成 27年 12月～平成 28年 3月の毎週土日曜日（年末年始 1月 2日・3日を除く。） 
・時  間  11:30～12:00 
・施  設  新湊きっときと市場 
・予  約  不要 
・お問合せ  新湊きっときと市場（0766-84-1233） 
・アクセス  ＪＲ新高岡駅から城端線で約 3分、高岡駅から万葉線「東新湊駅」下車 徒歩約 5分 

（富山県）ぐるっとグルメぐりクーポン 

富山市内の「ます寿し」8店舗＆「富山名物甘味処」の 5店舗から 3店を選べるクーポン。通常は一段単位
でしか売っていないます寿しを 8分の 1カットと引換えできます。 
（※富山市中心部を走るセントラム等の路面電車の一日乗り放題券がセット） 
・期  間  通年（年末年始は除外、各店舗により、営業時間・定休日が異なります。） 
・料  金  1,000円(税込) 
・お問合せ  富山地鉄テレホンセンター（076-432-3456） 

（石川県）加賀カニごはん(初登場） 

地元橋立港で揚がったメスのズワイガニ「香箱ガニ」を使ったご当地グルメ。山中塗りや九谷焼の器
を使い、各店こだわりのカニごはんをお楽しみいただけます。 
・期  間  通年 
・時  間  店舗により異なる 
・施  設  加賀料理ばん亭、くいもん家ふるさと、カーサフォルトゥーナ、けんさん亭、割烹加賀、 

ホテルアローレ竹翠、加賀片山津温泉総湯まちカフェ 
・予  約  不要 
・お問合せ  加賀カニごはん推進協議会（0761-72-7900） 

（石川県）百万石の鮨 

旬のネタをつかった「百万石の鮨セット」（10 貫：3,800 円(税込)）を参加店ごとに用意する合同キ
ャンペーン。セットを提供する際にはネタの説明を行い、10 貫のうち１貫を「おやじの一貫」と名付
け参加店の個性ある１貫を提供します。 
・期  間  通年 
・時  間  店舗により異なる 
・施  設  石川県内 32店舗 
・予  約  不要 
・お問合せ  石川県鮨商生活衛生同業組合（076-262-8610） 
 

  （石川県）冬の味覚！能登かきを味わう 
能登半島七尾湾の冬を代表する味覚。新鮮な殻つき貝を炭火で豪快に焼いた焼き牡蠣や牡蠣御飯など

をのと鉄道「穴水駅」構内のホーム『あつあつ亭』にて期間限定でお召し上がりいただけます。 



・期  間  平成 28年 1月 9日～3月 21 日の土・日・祝日 
・時  間  10：00～15：00 
・施  設  あつあつ亭 
・予  約  不要（混み合うため事前予約をお勧め） 
・お問合せ  のと鉄道（0768－52－0900） 
・アクセス  ＪＲ和倉温泉駅からのと鉄道で「穴水駅」下車すぐ 

（石川県）輪かじりグルめぐり 

輪島名物 3品が食べられるパスポート。パスポート券の赤･青･黄色に応じて、各色のグループから 1店舗 1
商品と引換えできます。 
・期  間  平成 28年 3月 31日まで（※各店舗により、営業時間・定休日が異なります。） 
・料  金  500円(2日間有効)(税込) 
・お問合せ  輪島市観光協会(0768-22-1503) 

（福井県）豪快！越前がに釜揚げ見学 

福井県で水揚げされた雄のずわいがには、「越前がに」と呼ばれています。越前がにが美味しいのは、海底
の地形や海水の水温がかにの成育に適しており、福井県沖の漁場は漁港に近く、生きたまま水揚げされるか
らです。獲れたての越前がにを大釜で茹であげるところの見学と、試食ができる企画です。 
・期  間  平成 28年 1月 3日～1月 31日の土休日 
・時  間  12：30～13：00 
・施  設  夕なぎ 
・予  約  不要 
・お問合せ  夕なぎ（0776-81-3323） 
・アクセス  ＪＲ芦原温泉駅から京福バスに乗車、「東尋坊」バス停で下車 徒歩約 3分 

（福井県）若狭路ご膳 

御食国若狭の新鮮な海の幸や豊かな里・山の幸など、地元の食材を気軽に食べられる若狭路エリア
限定の昼食メニュー。エリア内の約９０店舗の飲食店が各店オリジナルのご膳を提供します。 
・期  間  通年 
・時  間  店舗により異なる 
・施  設  福井県内約 90 店舗 
・予  約  不要 
・お問合せ  若狭湾観光連盟（0770-52-7701） 

（福井県）東尋坊食べ歩きクーポン 

東尋坊商店街の 8店舗のうちから 3店舗の商品が選べるクーポン。 
・期  間  平成 28年 3月 31日まで（※各店舗により、営業時間・定休日が異なります。） 
・料  金  500円(税込) 
・お問合せ  東尋坊観光遊覧船（0776-81-3808） 

（福井県）越前大野食べ歩き見て歩きマップ 

越前そばや和菓子など大野市内 31店舗の商品やサービスとの引換券が付いたマップ。 
・期  間  平成 28年 3月 31日まで（※各店舗により、営業時間・定休日が異なります。） 
・料  金  引換券３枚付きマップ 500円(税込)、５枚付きマップ 600円(税込) 
・お問合せ  結のまち越前おおの(0779-64-5519) 
 
 

(2)「美湯」 

（富山県）宇奈月・くろべ食べ歩きクーポン (魅力拡大) 

宇奈月温泉街と黒部市内の 25店舗から 3店舗を選んで食べ歩きできるお得なクーポンです。 
※北陸新幹線開業にあわせ、対象エリアを黒部市内にも拡大 

    ・期  間  平成 28年 3月 31日まで  ※店舗により定休日あり 
    ・料  金  500円(税込) 
    ・お問合せ  宇奈月温泉観光案内所 (0765-62-1515)  

（石川県）和倉温泉スイーツめぐり 

和倉温泉の 10店舗のスイーツの中からお好みのスイーツを 3つ選べるお得なクーポンです。 
・期  間  平成 28年 3月 31日まで  ※店舗により定休日あり 
・料  金  500円(税込) 
・お問合せ  和倉温泉観光協会(0767-62-1555) 

（石川県）やましろ スイーツ食べ歩きクーポン 

山代温泉の８店舗のお菓子屋さんが提供するスイーツの中から、お好きなスイーツを 4点選んで食べ歩き 



が出来るクーポンです。 
・期  間  平成 28年 3月 31日まで  ※店舗により定休日あり 
・料  金  600円（3日間有効）(税込) 
・お問合せ  山代温泉観光協会（0761-77-1144） 

（福井県）あわら温泉めぐりクーポン (初登場) 

湯めぐりクーポン 1枚、スイーツクーポン 1枚、女将の利き酒セット、飲食店での飲み物＆小料理、地酒持
ち帰りから選べるクーポン 1枚の計 3枚がセットになったお得なクーポンです。 
・期  間  平成 28年 3月 31日まで  
・料  金  1,600円(税込) 
・お問合せ  あわら市観光協会 (0776-78-6767) 
 

  (3)「美技」 

（富山県）HANBUNKO鋳造アートクラフト 

富山県西部の高岡市は 400 年続く鋳物の街。アートファクトリー「HANBUNKO（はんぶんこ）」では、錫を使
った鋳造を手軽に体験できます。 

    ・期  間  通年（火･水曜休み） 
    ・時  間  11:00～18:00 
    ・料  金  3,240円(税込) 
    ・予  約  前日 17時までに要予約 
    ・お問合せ  HANBUNKO (0766-91-8380) 
    ・アクセス  ＪＲ新高岡駅から城端線で約 3分、高岡駅下車徒歩約 15分 

（石川県）日本一 金沢金箔体験 

金沢は、全国の金箔生産の 99％を占めています。金沢市内では、さまざまな小物に箔貼り体験をお楽しみ
いただける施設が多くあります。 
・期  間  通年（施設によって休館日が異なります。） 
・施  設   

①今井金箔本店   体験時間:60分 体験料:650円(税込)～ 休館日：水曜日・年末年始(076-223-8989) 
②かなざわカタニ  体験時間:60分 体験料:950円(税込)～ 休館日:年末年始(076-231-1566) 
③金銀箔工芸さくだ 体験時間:60分 体験料:600円(税込)～ (076-251-6777) 

・予  約  要予約 

（福井県）越前和紙紙漉き体験 

越前和紙は 1500年を超える歴史を持つ福井県を代表する伝統工芸。越前和紙の里では職人の紙漉き技の見
学や押し花や染料を使った自分好みの和紙漉き体験がお楽しみいただけます。 
・期    間  通年（年末年始を除く） 
・時    間  9:00～16:00 ※所要約 30分 
・料  金  色紙判 500円(税込) はがき判 800円(税込)  

コースター判 800円(税込) 
・お問合せ   越前和紙の里 パピルス館 (0778-42-1363) 
・予  約  要予約 
・アクセス  ＪＲ武生駅からバスで「和紙の里」下車すぐ 
 

(4)「美観」 

（富山県）五箇山合掌造り集落 

昔ながらの合掌造りや独特の生活様式が受け継がれる五箇山は、今でも住民の暮らしの場でもあり、
日本の原風景を感じられる世界遺産です。 

・期  間  通年 
・お問合せ  五箇山総合案内所（0763-66-2468） 
・アクセス  ［相倉］ＪＲ新高岡駅から世界遺産バスで約 1時間、「五箇山相倉口」下車 

           [菅沼] ＪＲ新高岡駅から世界遺産バスで約 1 時間 15分、「菅沼」下車 

（石川県）白米千枚田の「あぜのきらめき」 

白米千枚田を舞台に行われるイルミネーションイベント。夜の千枚田に光が並び、あぜが織りなす幾何学模
様が浮かび上がって、幻想的な雰囲気に浸ることができます。 
・期  間  平成 28年 3月 13日までの毎日 
・時  間  日の入り後点灯 
・お問合せ  輪島市観光課（0768-23-1146） 
・アクセス  ＪＲ金沢駅から奥能登特急バスで「輪島駅前」（道の駅輪島）下車。期間中の千枚田行き 

シャトルバス利用で「千枚田」下車すぐ 



（福井県）福井県立恐竜博物館 

世界三大恐竜博物館のひとつ、福井県立恐竜博物館。広大な展示室には、40 体以上もの恐竜骨格を

はじめとして千数百もの標本の数々、大型復元ジオラマや映像などがあります。 

・期  間  通年（第 2･4水曜、12月 29日～1月 2日を除く） 

・時  間  9:00～17:00（入館は 16:30まで） 

・お問合せ  福井県立恐竜博物館 (0779-88-0001) 

・アクセス  ＪＲ福井駅からえちぜん鉄道で「勝山駅」、コミュニティバスで「恐竜博物館前」下車すぐ 

 

(5)「美心」 

（富山県）五箇山観光ガイドと歩こう！ 

世界遺産に登録された五箇山の相倉と菅沼合掌集落をガイド付きで散策できます。 

・期  間  通年   ※所要約 30 分 

・料  金  ガイド一人 2,000 円(税込) 

・予  約  1週間前までに要予約 

・お問合せ  五箇山総合案内所 0763-66-2468 

・アクセス ［相倉］ＪＲ新高岡駅から世界遺産バスで約 1時間、「五箇山相倉口」下車 

           [菅沼] ＪＲ新高岡駅から世界遺産バスで約 1 時間 15分、「菅沼」下車 

   （石川県）夜の金沢を満喫！「まいどさん」がご案内 

毎週土曜、ＪＲ金沢駅を基点に金沢市内のライトアップされた 16 スポットをめぐる金沢ライトアッ

プバス。観光ボランティアガイド「まいどさん」が夜のひがし茶屋街をご案内します。 

・期  間  平成 28年 3 月までの毎週土曜日と 3月 20 日(日)（平成 28 年 1月 2 日は運休） 

・運行時間  金沢駅東口⑦のりば 19:00～20:10の間、10分～20分ごとに運行 

・案内時間  金沢駅東口を 19:00～20:00 の間、発車する 7 便に乗車し、「橋場町」で下車してい

ただくと、「まいどさん」がひがし茶屋街をご案内します。（約 30分） 

・料  金  金沢ライトアップバスは 1 回乗車おとな 300円、こども 150 円。 

・予  約  不要 

（石川県）兼六園めぐりガイドツアー (初登場) 

兼六園の歴史と見所を、専門ガイドがご案内します。10 時～15時までの定時開催、現地受付（定員 

制）なので気軽に参加できます。 

・期  間  平成 28年 3 月 31日までの毎日開催 

・案内時間  10:00、11:00、12:00、14:00、15:00 

・料  金  500 円(税込)（別途入園料がかかります） 

・予  約  不要 

・お問合せ  協同組合兼六園観光協会（076-221-6453） 

（福井県）永平寺の醍醐味！参籠体験 

曹洞宗大本山永平寺の雲水が普段されている修行生活を体験していただく企画です。 

・期  間  通年（本山の行事等で対応不可日あり） 

・料  金  おとな 8,000 円（1泊 2 日） 

・予  約  2週間前までの要予約 

・お問合せ  大本山永平寺総受処（0776-63-3102） 

・アクセス  ＪＲ福井駅からえちぜん鉄道「永平寺口駅」下車、京福バス「永平寺門前行」また 

は「永平寺行」に乗り換え終点下車 徒歩約 5分 

 

 

 

 

 



２ その他のおすすめ素材 

(1) 駅から観光地へのアクセス   

（富山県）「富山ぶりかにバス」 

富山駅から海の幸豊富な新湊・氷見を結ぶ観光路線バス。 

・期    間    通年 平日 1便・土休日 3便 

・料    金    富山駅～きっときと市場 500円 富山駅～ひみ番屋街 1,000円  ※こども半額 

・予   約  不要 

 ・お問合せ    富山地鉄テレホンセンター（076-432-3456） 

（富山県）「世界遺産バス」 
世界遺産の相倉、菅沼、白川郷の３つの合掌造り集落を巡る定期観光路線バス。 
・期    間    通年 毎日 高岡⇔白川郷 5往復、城端⇔白川郷 6往復 
・料    金    新高岡駅→相倉口 1,000円 新高岡駅→白川郷 1,800円  など     ※こども半額 
・予  約  不要 

 ・お問合せ    加越能バス株式会社（0766-22-4886） 

（石川県）「のと恋路号」 (初登場) 

    見附島や恋路海岸、白米千枚田など能登の里山里海を代表する観光地をめぐるのに便利なガイド付きバス。 
※今秋運行開始の観光列車｢花嫁のれん｣に合わせて運行開始 
・期    間    平成 28月 3月 27日までの土・日・祝日 （1月 1日～1月 3日を除く） 
・コ ー ス  和倉温泉駅（11:55）※→恋路海岸・見附島→白米千枚田→輪島キリコ会館 

→和倉温泉駅（17:25）   ※花嫁のれん１号からのご利用が便利です 
・料   金    おとな 5,500円、こども 3,300円 
・予  約  乗車日の前日 12時までに要予約 
・お問合せ    北陸鉄道予約センター（076-234-0123） 

（福井県）「越前すいせん号」 

 絶壁の岩場に荒波が打ち寄せる「東尋坊」、断崖の上に越前水仙が一面に広がる「越前岬水仙ランド」をめ
ぐるガイド付きバス。 
・期    間    平成 28年 1月 9日～1月 31日の土・日・祝日         
・コ ー ス  芦原温泉駅（9:10）→あわら湯のまち駅（9:20）→東尋坊→呼鳥門→越前岬水仙ランド→ 

東尋坊（①13:00）（②14:00）→あわら湯のまち駅→芦原温泉駅（①13:30）（②14:30） 
・料  金    おとな 1,900円、こども 950円（昼食代は含まれておりません） 
・予  約  乗車日の前日 18時までに要予約（当日は、空席がある場合乗車できます。） 
・お問合せ    京福バス（0776-54-3733） 
 

(2)観光列車 

（富山県）城端線・氷見線観光列車「ベル・モンターニュ・エ・メール」 (初登場) 

山と海の変化に富んだ自然が広がる城端線・氷見線の美しい車窓を楽しんで頂ける、「走るギ 

ャラリー」をコンセプトとした観光列車です。 

※今秋運行開始、冬の絶景を車窓からお楽しみいただけます。 

  ・運 転 日 平成 28年 2月 28日までの土・日曜日に運転 ※3月以降のダイヤは、別途ご案内 

  ・運転区間 土曜日：新高岡駅･高岡駅～氷見駅、日曜日：高岡駅～城端駅 1日 2往復 

        ※一部列車は氷見駅～高岡駅間の運転です。 

 （石川県）七尾線観光列車「花嫁のれん」 (初登場) 

石川県の伝道工芸である輪島塗の図柄や金沢金箔、友禅のオールドコレクションをあしらった装飾 

など、「和と美」を表現した観光列車です。 

※今秋運行開始、車内で石川ならではの｢食｣をお楽しみいただけます。(要事前予約) 

・運 転 日 平成 28年 2月 28 日までの土･日･祝日を中心に運転 

 ※3 月以降のダイヤは、別途ご案内 

  ・運転区間 金沢駅～和倉温泉駅 1日 2 往復 

 

(3)駅から観タクン 
 
予約不要で手軽に、そしておトクにご利用いただける定額制のタクシー観光プラン。 
 駅から観タクン富山  新高岡駅発 
 駅から観タクン石川  和倉温泉駅発、七尾駅発、羽咋駅発 
 駅から観タクン福井  芦原温泉駅発、福井駅発、鯖江駅発、武生駅発、敦賀駅発 
 



 

(4)手ぶら観光 

（富山県）手ぶら観光サービス 

  富山県の２ヶ所の窓口から、ご宿泊の富山県内のホテル・旅館へ荷物を配送して身軽に観光いただ

けるサービスです。 

  ・受付場所 ①富山駅とやマルシェインフォメーション  

②黒部宇奈月温泉駅地域観光ギャラリー内 

  ・料  金 荷物１個につき約 700円～ 

  ・受付時間 ①県内全域受付は当日 11時まで 

        ②県内全域受付は当日 10時まで 

 （石川県）金沢手ぶら観光 

  金沢駅構内の「観光案内所」から、石川県内全域と福井・あわら温泉の宿泊施設へ荷物を配送し、

身軽に観光いただけるサービスです。 

・受付場所 金沢駅観光案内所 

  ・料  金 荷物１個につき 600円～ 

  ・受付時間 15 時まで 

 

 （福井県）あわら『らくらくサービス』 

    芦原温泉駅構内観光案内所から、JRをご利用のお客様限定で、宿泊のあわら温泉の旅館まで手荷物

を無料配送し、身軽に観光いただけるサービスです。 

・受付場所 JR 芦原温泉駅観光案内所 

  ・料  金 無料 ※旅行会社の宿泊券の提示が必要 

  ・受付時間 14 時まで 

 
 
 
※その他様々な企画をご用意しております。キャンペーンについて詳しくは、12月下旬に発行いたしますガイドブ

ック「北陸冬物語」をご参照ください。 


