
1 首都圏･関西圏でのキャンペーン展開

(1) 専用旅行商品の発売 

首都圏･関西圏の主な旅行会社で｢北陸新幹線開業 1周年｣を記念した北陸・信越 5県が着地と

なる専用旅行商品を発売します。 

※発売時期は旅行会社により異なります。 

(2) 特別企画「北陸･信越の『美食』プレゼントキャンペーン」の実施 

北陸･信越の地元 5県(福井・石川・富山･新潟･長野)の皆様にご協力いただき、上記の専用旅

行商品等をご購入いただいた方の中から抽選で 100名様に、北陸･信越の｢食｣の特産品等をプレ

ゼントいたします。 

ア. 応募期間 

平成 28年 9月 30日(金)消印分まで 

イ. 応募方法 

専用旅行商品等をご購入いただき、旅行会社でお渡しする専用応募券に必要事項を記載し

て、キャンペーン事務局までお送りください。 

※応募の対象となる専用旅行商品や応募先等の詳細は、｢北陸新幹線スペシャルサイト｣にて

ご確認ください。 

ウ．プレゼント内容 

福井県：若狭ふぐお料理セット(20名様) 

石川県：あわび＆さざえセット(20名様) 

富山県：富山湾鮨｢響(もてなし)｣お食事券(10組 20名様) 

※次回の富山県へのご旅行でご利用いただけます。

新潟県：魚沼産コシヒカリ等｢うまさぎっしり新潟｣詰め合わせ(20名様) 

※魚沼産コシヒカリ 5kg・のどごしへぎそば・とび魚だしつゆ・かんずり・神楽南蛮ゆずこしょうの詰め合わせ 

長野県：信州サーモンスモークセット(20名様) 

 (3) 宣伝プロモーション 

首都圏･関西圏において、北陸新幹線ご利用に対する謝恩の気持ちをお伝えするとともに、

より一層多くのお客さまに北陸・信越へ訪れて頂けるよう、北陸・信越の｢食｣や｢観光地｣の魅

力を伝える共同のビジュアルを用いた宣伝展開を実施します。 

※展開時期はエリアにより異なります。 

<キャンペーンロゴ> 

北陸新幹線開業に携わった全ての皆様、北陸新幹線をご

利用いただいたお客さま、そしてこれまで応援してくださ

った地元の皆様等への感謝の気持ちを込めるとともに、こ

れからも変わらぬご愛顧への期待を込め、記念ロゴを作成

しました。 



2  北陸･信越エリアでのキャンペーン展開      

(1) ｢北陸新幹線開業 1周年記念ラリー」の実施 

北陸･信越エリアでの周遊観光をお楽しみいただくお客さまに向けて、9 駅(福井駅、金沢駅、

新高岡駅、富山駅、黒部宇奈月温泉駅、糸魚川駅、上越妙高駅、飯山駅、長野駅)でのスタンプ

ラリーを実施します。専用スタンプを集めて頂いた方の中から抽選で、北陸･信越エリアの伝統

工芸品等の特産品をプレゼントします。 

ア．スタンプ設置期間：平成 28年 3月 12日(土)～9月 30日(金) 

※設置時間は各日 9:00～19:00 

イ．参加方法 

・福井駅、金沢駅、新高岡駅、富山駅、黒部宇奈月温泉駅、糸魚

川駅、上越妙高駅、飯山駅、長野駅の駅構内または隣接の観光

案内所に設置の専用スタンプを各駅に設置している専用台紙

に押印してください。 

・スタンプの押印数により、｢2 駅コース｣｢5 駅コース｣｢9 駅コー

ス｣の 3コースのいずれかにご応募いただけます。 

・ご応募いただいた方の中から抽選で、160 名様に各県の伝統工

芸品等をプレゼントします。 

※各コースの賞品や、スタンプの設置位置等は｢北陸新幹線スペシャルサイト｣で 2月中旬に

お知らせします。 

(2) ｢花火プロジェクト｣の実施 

＜金沢エリア＞ 

金沢～白山総合車両所間で特別列車を運転し、

車内から犀川(石川県)河川敷で打ち上げる花火

をご覧いただけます。｢北陸新幹線スペシャルサ

イト｣からご応募いただいた方の中から抽選で65

組のお客さまを特別列車にご招待します。 

ア．日  時： 平成 28年 3月 12日(土) 

17:50 出発セレモニー(金沢駅)  ※終了後、金沢駅出発 

<犀川付近で列車内より花火鑑賞(10分間程度)> 

19:00頃 金沢駅到着 

イ．観覧定員： 65組最大 200名(予定) 

ウ．応募期間： 平成 28年 2月 1日(月)～2月 21日(日) 

エ．応募方法 

｢北陸新幹線スペシャルサイト｣から、｢あなたの 1周年｣にまつわるエピソードを添えて、

2名様または 3名様 1組にてご応募ください。 

※応募専用ページは平成 28年 2月 1日(月)10:00に開設いたします。 

※｢新北陸マガジン｣にご登録の方は、当選確率が高くなります。 

オ．その他 

・天候により花火を実施できない場合があります(特別列車へのご乗車のみとなります)。振

替実施はございません。 

・犀川河川敷への桟敷席設置はございません。 

・特別列車出発時にあわせ、金沢駅ホームで出発セレモニーを実施します。 

・特別列車ご乗車のお客さまには金沢駅に設置する受付に集合いただきます。金沢駅までの

交通費等については、お客さま負担となります。 

＜富山エリア＞ 

富岩運河環水公園において、花火をご覧いただけます。 

ア．日  時：平成 28年 3月 12日（土） 18:45頃(15分間程度) 

イ．場 所：富山県 富岩運河環水公園内 

ウ．観覧方法：どなたでもご覧いただけます。 

エ．そ の 他：天候により花火を実施できない場合があります。振替実施はございません。 

＜スタンプイメージ＞



(3) ｢北陸新幹線フォトプロジェクト｣の実施 

3 部門のテーマに沿った写真を募集し、｢北陸新幹

線スペシャルサイト｣や主要駅に設置する絵はがきパ

ネル(ピールオフパネル)展示を通じて皆様の想い出

写真をシェアします。また、部門別で特別審査員によ

るコンテストを実施し、副賞をプレゼントします。 

※ピールオフパネルとは、皆様からご応募いただいた写真で作成

した絵はがきで埋め尽くされた大きなデザインパネルです。お

気に入りの絵はがきを自由にお持ち帰りいただけます。絵はが

きはなくなり次第終了となります。 

ア．募集期間：平成 28年 2月 1日(月)～3月 27日(日) 

※2月 29日(月)までにご応募いただいた作品は絵はがきとして加工し、パネル展

示を実施します。 

イ．募集部門 

・「ありがとう！北陸新幹線部門」 …北陸新幹線や駅舎、車内でのひととき 等 

・「心が洗われる自由気まま部門」 …美しい風景やうっとりする伝統工芸とのふれあい 等 

・「おなかが鳴る部門」 …北陸の美酒美食や、それを楽しむ皆様 等

※コンテストの対象外として、ＪＲ西日本グループ社員が写真を投稿する「ＪＲ西日本グルー

プ とっておき部門」を設定します。他部門と同様｢北陸新幹線スペシャルサイト｣からご覧

いただけます。 

ウ．コンテスト 

｢最優秀賞｣｢優秀賞｣｢サンクス賞｣を設定し、応募期間終了後に特別審査員による各賞の選考

を行います。受賞作品を応募いただいた方に以下の副賞をプレゼントいたします。 

・最優秀賞 ：各部門 1作品（計 3作品） 副賞：グランクラスで行く旅 

・優秀賞 ：各部門 5作品（計 15作品） 副賞：北陸の名入れ伝統工芸品 

・サンクス賞 ：全部門のうち 100作品    副賞：オリジナル記念フォトフレーム 

エ．応募方法：｢北陸新幹線スペシャルサイト｣よりご応募ください。 

オ．その他 

・応募作品は 3月 12日(土)以降｢北陸新幹線スペシャルサイト｣に掲載しますが、事務局が不

適切と判断した写真は掲載できない場合がございます。 

・3月 12日(土)～4月 10日(日)の間、福井駅、金沢駅、新高岡駅、富山駅、黒部宇奈月温泉

駅、糸魚川駅に絵はがきパネルを展示します。初日に各駅で除幕式を実施します。絵ハガ

キのピールオフ終了後も、期間中はパネル展示を行います。 

・作品のご応募が多数の場合等は、期限内(2月 29日(月))までにご応募いただいた作品でも、

ピールオフパネル展示の対象とならない場合がございます。 

・金沢駅で 2月 13日(土)～14日(日)、福井駅で 2月 20日(土)、富山駅で 2月 21日(日)に作

品の募集に関するイベント(絵はがき無料プリントサービス)を実施します。 

・特別審査員は、決まり次第｢北陸新幹線スペシャルサイト｣にてお知らせいたします。 

(4) ｢もてなしドームコンサート｣の実施 

北陸の地域の皆様の合唱や、年間を通して駅コンコースで開催している｢エキコン金沢｣と連

携した演奏等、石川県立音楽堂監修による本格的な演奏も楽しめるコンサートを実施します。 

ア．日  時：平成 28年 3月 12日(土) 13:00～(3時間程度) 

イ．場  所：金沢駅 もてなしドーム(地上) 

ウ．特別ゲスト(トークショー)：谷村新司氏 

エ．内  容(予定) 

・地元高校生等による合唱 

・「エキコン金沢」との連携(｢オーケストラ・アンサンブル金沢｣メンバーによる演奏) 

・石川県立音楽堂監修の｢チーム金沢(ＪＲ西日本グループ社員)｣による｢北陸ロマン｣合唱等 



(5) ｢国際ご当地グルメグランプリ選抜特別大会 in 上越｣の開催 

北陸新幹線開業 1 周年を記念し、新潟県内外から多数のご当地グルメが参加し、その味を競

い合うグルメイベントを、上越妙高駅東口イベント広場等で開催します。 

ア．日  時：平成 28年 3月 12日(土)～3月 13日(日) 10:00～16:00 

イ．場  所：上越妙高駅 東口イベント広場、もてなしドーム 

ウ．そ の 他：上越市内の特産品を集めた「越後上越うまいもん市」等を同時開催

（場所：上越妙高駅 自由通路） 

(6) 飯山駅開業 1周年記念事業の実施 

飯山駅や飯山市文化交流館｢なちゅら｣などで開業 1 周年記念イベントを実施します。当日は

観光物産展や、｢信越自然郷アウトドアフェア｣等を実施(予定)します。 

ア．日  程：平成 28年 3月 13日(日) 

イ．場  所：飯山駅、飯山市文化交流館｢なちゅら｣ 

(7) 長野駅での｢開業 1周年感謝装飾｣の実施 

北陸新幹線ご利用に対する謝恩の気持ちをお伝えするために、長野駅にて｢開業 1周年感謝装

飾｣を実施します。 

ア．掲出期間：平成 28年 3月上旬から 

イ．場  所：長野駅 

(8) ｢開業 1周年記念式典｣の実施 

平成 28年 3月 12日(土)～13日(日)に北陸新幹線金沢駅～糸魚川駅間の各駅と福井駅にて記

念式典を実施します。詳細は｢北陸新幹線スペシャルサイト｣や、沿線各県・市のプレスリリー

ス等で 3月上旬までにお知らせいたします。 

(9) 北陸新幹線開業１周年記念企画商品の発売(株式会社ジェイアールサービスネット金沢） 

芦原温泉駅、加賀温泉駅、金沢駅、新高岡駅、富山駅、黒部宇奈月温泉駅の「おみやげ処」、

「ハート・イン」にて対象商品（雑貨、菓子、食品、お弁当など）をご購入のお客さまに記念

ノベルティを進呈いたします。 

(10) 期間限定で特典ガイドや景品の当たる応募券をプレゼント(金沢ターミナル開発株式会社) 

平成 28年 3月 12日(土)～13日(日)に北陸新幹線をご利用いただいたお客さまへ金沢百番街

各店舗で割引サービス等が受けられる｢特典ガイド｣を進呈します。また、同日に金沢百番街で

お買物いただいたお客さまには日本旅行の旅行券総額 100万円(1万円×100名様)が当たる応募

券をプレゼントします。 

3  団体型旅行商品の設定  

開業から 1周年となる平成 28年 3月 14日にあわせ、以下の通り団体型旅行商品を設定します。 

(1) 北陸発首都圏向け北陸新幹線開業 1周年記念商品の設定(株式会社日本旅行) 

(2) 首都圏発「大人の休日倶楽部」会員様向け記念商品の設定(株式会社びゅうトラベルサービス) 

各キャンペーン展開の詳細は北陸新幹線スペシャルサイト(http://hokuriku-w7.com/)にて順次お

知らせいたします。 




