
 

 

  

 

２０２２年１１月１４日 
 西日本旅客鉄道株式会社 

 
 

北陸・せとうち観光ナビ「tabiwa by WESTER」北陸エリアでの 

「tabiwa 周遊パス」・「tabiwa チケット」の発売について 
 
 
 
 
JR 西日本では、北陸新幹線敦賀延伸の効果を最大限に高め、北陸エリアへの観光誘客の拡大を図る

ため、出発地から目的地までの鉄道に加え、現地でのバス・タクシー・レンタカー・レンタサイクル等の交通機
関及び観光素材をスマートフォンでシームレスに検索・予約・決済・利用することができる北陸・せとうち観光
ナビ「tabiwa by WESTER」の対象エリアを 11 月 1 日より北陸エリアに拡大いたしました。 

新たに、福井県、石川県、富山県、新潟県（一部）をおトクに周遊できる「tabiwa 周遊パス」や観
光施設・体験・グルメが楽しめる「tabiwa チケット」を「tabiwa by WESTER」内で発売いたします。 
北陸へのご旅行の際には、是非ご利用ください。 

 
 

１．便利なデジタルチケットの新規発売（別紙１） 
 

（１）種類 

① tabiwa 周遊パス（tabiwa 限定） 
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
② tabiwa チケット 

   
    
 

 
 
 
 

（２）特徴 
・WEB またはスマートフォン用アプリからキャッシュレスで購入可能 
・スマートフォンの画面をスタッフに提示するだけでご利用可能 

 
 

（３）発売開始日・利用開始日 
発売開始 2022 年 11 月 18 日（金）10 時より（予定） 
利用開始 2022 年 12 月  1 日（木）（予定） 
※商品により、発売開始日・利用開始日が遅れることがあります。 

 

・自由周遊区間内の JR、バスなど指定の交通機関が乗り放題の周遊パス：6 商品 
※一部の周遊パスは観光施設の入館券等がセットになっています。 
■ 北陸おでかけ tabiwa パス （福井県・石川県・富山県・新潟県） 
■ 小浜線 tabiwa パス      （福井県） 
■ 越前 tabiwa パス        （福井県） 
■ 金沢加賀 tabiwa パス    （石川県） 
■ 金沢能登 tabiwa パス    （石川県） 
■ とやま周遊２day パス     （富山県） 

・地元おすすめの観光施設や体験・グルメの入館券・利用券、交通チケット：約 100 商品 
（商品一例） 
■ 高岡市内観光施設共通クーポン （富山県） 
■ SAMURAI PASSPORT    （石川県） 
■ 福井県産「そば食べ歩きクーポン」（福井県） 
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２. 「tabiwa by WESTER」北陸エリア導入連動企画 

 
（１）tabiwa 周遊パス・チケット購入でセブン‐イレブン店舗で引換えられる無料のデジタル 

ギフトクーポンが当たる！旅せよ tabiwa キャンペーンを実施（別紙２） 

① 応募条件 
応募期間中に「tabiwa by WESTER」で北陸エリアまたはせとうちエリアの tabiwa 周遊
パスまたは tabiwa チケット（800 円(税込)以上の商品）をアプリ上で購入。 

 
② 賞品 

抽選で 1,000 名様に、セブン‐イレブン店舗で引換えられる無料のデジタルギフトクーポンを 
プレゼント。引換え商品は別紙または web ページでお知らせいたします。 

 
③ キャンペーン期間 

2022 年 11 月 18 日(金)～2022 年 12 月 31 日(土) 
 
（２）デジタルスタンプラリー「北陸周遊物語」を開催！   

① 概要 
移動生活ナビアプリ「WESTER」にて、福井県、石川県、富山県の北陸３県の計 300 箇
所が対象のデジタルスタンプラリー「北陸周遊物語」を開催いたします。 

 
② 実施期間 

2022 年 12 月 1 日(木)～2023 年 3 月 31 日(金) 
 

※ スタンプラリーの詳細は「『デジタルスタンプラリー 北陸周遊物語』 を開催！」（2022 年 11 月 14 日プレス発表）

をご確認ください。 

 
３．「tabiwa by WESTER」ご利用方法 

「tabiwa by WESTER」は、スマートフォン用アプリに加え、WEB サイトでも利用可能です。 

（１）アプリ 
Android をご利用の場合は「Google Play」、iPhone をご利用の場合は「App Store」  
で「tabiwa by WESTER」を検索し、ダウンロードしてください。 
※動作推奨環境：Android 6.0 以上、iOS 11.0 以上 

（２）WEB サイト URL 
        https://app.tabi‐wester.westjr.co.jp/ 

         ※以下 QR コードから、アプリのダウンロードストア、WEB サイトへアクセスいただけます。 
 
 
 
 
 
 

※Android、Google Playおよび Google Playロゴは Google LLCの商標です。※Apple、Appleのロゴは、米国及びその他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。App Storeは米国及びその他の

国々で登録された Apple Inc.のサービスマークです。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。iOS商標は、米国 Ciscoのライセンスに基づき使用されています。

※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回ご案内の取り組みは、SDGs の 17 のゴールのうち、特に 9 番、11 番、17 番に貢献するものと考えています。 

JR西日本

JR西日本クルヲ

■

‘

1

　
　
　
　
W
■

■
　
　
‘



West Japan Railway Company    北陸エリア「tabiwa周遊パス」 1 

自由周遊区間内のＪＲ（普通列車普通車自由席）、各指定の私鉄、 
路線バスなどの乗り放題に加え、一部のパスでは現地の観光施設入館券が 
セットになった、tabiwa限定のおトクな周遊パスです。 
  

①北陸おでかけtabiwaパス 

②小浜線tabiwaパス 

③越前tabiwaパス  

④金沢加賀tabiwaパス 

⑤金沢能登tabiwaパス 

⑥とやま周遊2dayパス 

【別紙1】 



West Japan Railway Company 北陸おでかけtabiwaパス 

発売額 おとな2,450円、こども980円 

有効期間 1日間 

利用期間 
2022年12月1日～2023年3月26日（土日祝限定） 
※利用日1か月前10時から有効開始日3日前まで発売 

変更・ 
払いもどし 

未使用で、かつ有効期間内に限り可能（払いもどしは１人あたり220円の手数料が必要） 

効力 

以下の鉄道の普通列車普通車自由席 

鉄道 

JR 
※新幹線は利用不可 

北陸線  金沢～敦賀 
小浜線  敦賀～青郷 
越美北線 越前花堂～九頭竜湖 
七尾線  津幡～七尾 
氷見線  高岡～氷見 
城端線  高岡～城端 
高山線  富山～猪谷 
大糸線  糸魚川～中土 

IRいしかわ鉄道 金沢～倶利伽羅 

あいの風とやま鉄道 倶利伽羅～市振 

のと鉄道 七尾～和倉温泉 

えちごトキめき鉄道 日本海ひすいライン 市振～直江津 
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※画面は開発中のイメージです。 
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発売額 おとな2,200円、こども1,500円 

有効期間 2日間 

利用期間 
2022年12月1日～2023年4月1日（3月31日利用開始分まで発売） 
※利用日1か月前10時から有効開始日当日まで発売 

変更・ 
払いもどし 

未使用で、かつ有効期間内に限り可能（払いもどしは１人あたり220円の手数料が必要） 

効力 

鉄道 JR（普通列車普通車自由席） 小浜線  敦賀～東舞鶴 

観光施設 

日本海さかな街 鮮宴丼ひろし 季節の真鯛茶漬け 

若狭国吉城歴史資料館 

BRIDAL LAND WAKASA 

若狭工房 箸研ぎ体験 

SEE SEA PARK THREE TIMES COFFEE WAKASA 自家製酵素ジュース 

UMIKARA うみから食堂 青葉山の杜仲茶ソフト（カップ） 

小浜線tabiwaパス 3 

※画面は開発中のイメージです。 
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発売額 おとな2,500円、こども1,200円 

有効期間 2日間 

利用期間 
2022年12月1日～2023年4月1日（3月31日利用開始分まで発売） 
※利用日1か月前10時から有効開始日当日まで発売 

変更・ 
払いもどし 

未使用で、かつ有効期間内に限り可能（払いもどしは１人あたり220円の手数料が必要） 

効力 

鉄道 JR（普通列車普通車自由席） 
北陸線  南今庄～牛ノ谷 
越美北線  越前花堂～九頭竜湖 

バス 京福バス 
大野線  全線 
一乗谷東郷線  全線  

観光施設 
一乗谷朝倉氏遺跡博物館 

朝倉氏遺跡（復原町並） 

※画面は開発中のイメージです。 
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発売額 おとな2,500円、こども1,330円 

有効期間 2日間 

利用期間 
2022年12月1日～2023年4月1日（3月31日ご利用分まで発売） 
※利用日1か月前10時から有効開始日当日まで発売 

変更・ 
払いもどし 

未使用で、かつ有効期間内に限り可能（払いもどしは１人あたり220円の手数料が必要） 

効力 

鉄道 JR（普通列車普通車自由席） 北陸線  金沢～大聖寺 

バス 

北陸鉄道 城下まち金沢周遊バス 

西日本ジェイアールバス 金沢駅兼六園口（東口）～山の上 

加賀周遊バス「キャン・バス」 全線 

観光施設 

成巽閣（せいそんかく） 

武家屋敷跡 野村家 

懐華樓 

兼六園 

金沢城公園 菱櫓・五十間長屋・橋爪門続櫓・橋爪門 

金沢加賀tabiwaパス 5 

※画面は開発中のイメージです。 
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発売額 おとな3,260円、こども1,630円 

有効期間 2日間 

利用期間 
2022年12月1日～2023年4月1日（3月31日利用開始分まで発売） 
※利用日1か月前10時から有効開始日当日まで発売 

変更・ 
払いもどし 

未使用で、かつ有効期間内に限り可能（払いもどしは１人あたり220円の手数料が必要） 

効力 

以下の鉄道の普通列車普通車自由席 

鉄道 

JR 七尾線  津幡～七尾 

IRいしかわ鉄道 金沢～津幡 

のと鉄道 七尾～穴水 

バス 北鉄奥能登バス 

全路線 
※ただし、以下の区間は利用不可 
・輪島特急線（金沢駅西口～穴水此の木） 
・珠洲特急線（金沢駅西口～穴水駅前） 
・珠洲宇出津特急線（金沢駅西口～穴水駅前） 

観光施設 
和倉温泉お祭り会館 

花嫁のれん館 

金沢能登tabiwaパス 6 

※画面は開発中のイメージです。 
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発売額 おとな1,520円、こども760円 

有効期間 2日間 

利用期間 
2022年12月1日～2023年4月1日（3月31日利用開始分まで発売） 
※利用日1か月前10時から有効開始日当日まで発売 

変更・ 
払いもどし 

未使用で、かつ有効期間内に限り可能（払いもどしは１人あたり220円の手数料が必要） 

効力 

以下の鉄道の普通列車普通車自由席 

鉄道 

JR 

氷見線  高岡～氷見 
城端線  高岡～城端 
高山線  富山～越中八尾 

あいの風とやま鉄道 富山～高岡 

富山地方鉄道 
富山港線 全線 
市内軌道線 全線 

万葉線 全線 

※「とやま周遊2dayパス」は富山おでかけ＆乗換案内アプリ「my route」でも発売いたします。 

▲ tabiwa 

▲my route 

※画面は開発中のイメージです。 
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③ 高岡市内観光施設共通クーポン 
     高岡市内の有料観光施設を巡るのに便利なクーポンです。国宝の瑞龍寺や 
     国宝指定が決まった勝興寺、高岡市 藤子・F・不二雄ふるさと ギャラリーなどを 
     通常入場料よりお得に利用できます。 
 
    ・販売額       700円（1冊5枚つづり※高校生以上が購入可） 
    ・ご利用方法 高岡駅観光案内所、新高岡駅観光交流センターでチケットを提示しクーポン 
                    とお引換えください。       

北陸の旅を彩る、地元おすすめの観光や体験、グルメのチケットを約100商品発売します。 
 

② 勝興寺 
  12棟の重要文化財を有する浄土真宗の大寺院。23年間に及ぶ大修理事業を経て、 
  江戸時代の大伽藍が蘇りました。今年10月には国宝に指定されました。 
    来場者には、勝興寺の絵はがきを進呈いたします。 

 
  ・販売額    おとな500円 中高生200円 小学生100円 幼児無料         

① 氷見つまみ食いクーポン 
  氷見市内商店街の約15店舗の中から食べ歩きを楽しめます。水産加工店、麩、和菓子やレストランなどの  
  店舗で各店イチオシ商品と交換できます。JR氷見線でお越しの際や、ひみ番屋街で楽しんだ後は、「氷見 
  つまみ食いクーポン」でお得にまち歩きを楽しみましょう！ 
    
  ・販売額     500円（1セット3枚つづり） 
  ※JR氷見線ご利用の方には市街地周遊バス1日フリー乗車券付        
    ・ご利用方法 氷見市観光協会（JR氷見駅内）でチケットを提示し、クーポンとお引き換えください。 

〇富山県 
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〇石川県 
 ① SAMURAI PASSPORT(サムライパスポート) 
 
  藩政期からの金沢の文化を満喫するためのお得で便利なフリーパスです。金沢市内・加賀百万石回遊 
   ルート上にある対象の観光・文化施設12施設（兼六園や金沢城など）に2日間1,000円で何度でも   
   入場できます。人気のパスポートが「tabiwa by WESTER」で初めてのデジタル化！ 
    
 ・販売額 1,000円 
  

② 着物レンタルVASARA 
 
  兼六園や21世紀美術館、ひがし茶屋街等、着物が似合う観光スポットがたくさんございます！ 
  VASARAが厳選した色合い豊かな着物からお好みの一着をお楽しみください。 
 ・販売額 スタンダードプラン 通常価格 4,378円→tabiwa価格 3,278円 

③ mokume「森の小箱づくり体験」 
 
  あらかじめ中を仕上げた材料で制作していただきます。外側はお客様のご自身でデザインしていただきます。  
  アクセサリー入れや調味料入れなど、 いろいろなものに使えます。  
  亜麻仁油、エゴマ油等の乾性油で定期的にお手入れされますと、より美しく素敵なものになります。  
  ・販売額 通常価格 5,500円→ tabiwa価格 4,950円（送料込み） 
 
 
 

  
④超小型EV車「モビリングin和倉」 
  和倉温泉に新たな乗り物が登場！排気ガスを出さない電気で動く超小型EV車で和倉温泉街  
   や少し足を延ばして能登島など周辺観光地に足を運んでみてはいかがでしょうか。 
 ・販売額 通常価格 4時間未満2,000円→tabiwa価格 1,500円 
                            4時間以上3,000円→tabiwa価格 2,500円 
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③ 福井県産「そば食べ歩きクーポン」 
    福井県の名物『越前そば』をお得にお召し上がりいただけるクーポンです。 
     福井駅前徒歩圏内の５店舗でご利用いただけます。（店舗によって使用できるクーポンの 
    利用枚数が異なります。） 
 
  ・販売額       通常価格 1,200円→tabiwa価格 800円（300円分引換券×4枚） 
  ・ご利用方法 ハピリン1Ｆカウンターでチケットを提示し、クーポンとお引換えください。            

② 東尋坊観光遊覧船 
  福井県三国にある国指定天然記念物「東尋坊」を観光遊覧船で巡ります。 
   大池、ライオン岩、ロウソク岩など、自然が長い年月をかけて作り出した荒々しい景色をプロのガイドが 
   丁寧にご説明、ご案内いたします。 

 
  ・販売額   通常価格 おとな1,500円 小学生750円→tabiwa価格 おとな1,400円 こども700円         
      

① 福井鉄道・えちぜん鉄道共通1日フリーきっぷ 
    福井鉄道・えちぜん鉄道全鉄道線で土日祝日にてご利用いただける１日乗車券です。鉄道を 
  利用した福井の観光に便利です。フリーきっぷ割引キャンペーン実施中！おトクに電車の旅を楽しむ大  
  チャンスです！(2023年2月28日まで。終了日が変更になる場合があります。) 
 
  ・販売額   通常価格 おとな1,400円 こども700円→期間限定価格 おとな700円 こども350円      

〇福井県 

※詳細やその他クーポンは、「tabiwa by WESTER」でご確認ください。  
※店舗の休業等によりクーポン提供期間が変更になる場合があります。 
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１．キャンペーン期間 

 2022年11月18日(金)～12月31日(土) 

 

２．キャンペーン概要 

 上記期間中に「tabiwa by WESTER」で周遊パスまたはチケット(800円(税込)以上の商品)を 

    アプリ経由で購入した方に、抽選で1,000名様に、セブン‐イレブン店舗で引換えられる無料のデジタル 

    ギフトクーポンをプレゼントします。     

    ※当選者には、1月中にプッシュ通知を配信予定 

 

３．キャンペーン賞品 

 セブン‐イレブン店舗で引換えられる無料のデジタルギフトクーポン 

    ※引換え対象商品は次のページをご確認ください。 
 

4．キャンペーン賞品の受け取り方法 

 ご当選された方には「tabiwa by WESTER」アプリのプッシュ通知でキャンペーン賞品の引換えページ  

   のリンクを含む当選通知をお送りします。 

    ※当選通知は1月中旬ごろから順次お送りを予定しております。 
      ※当選通知内のリンクをタップすると、賞品選択画面が表示されます。 
       賞品ご選択後に表示される引換え画面と対象商品をレジでご提示して、引換えていただけます。 

【別紙２】tabiwa周遊パス・チケット購入で当たる！ 
     旅せよtabiwaキャンペーン について 
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※画像はすべてイメージです。 

※キャンペーン期間中に商品内容や商品パッケージ等が変更となる場合がございます。 

「セブン‐イレブン店舗で引換えられる無料のデジタルギフトクーポン」の引換え対象商品は、 

以下から１つご選択いただけます。 

①7プレミアム カフェラテ 240ML 3種類から1つ（カフェラテ・砂糖不使用・ミルクたっぷり） 

②キリン 午後の紅茶 500ML 3種類から1つ（レモンティー・ストレートティー・ミルクティー） 

③7プレミアム お茶 600ML 4種類から1つ（烏龍茶・むぎ茶・ジャスミン茶・ほうじ茶） 

④7カフェ 焦がしバター香るしっとり食感 フィナンシェ 

【別紙２】引換え対象商品について 
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