西なびグリーンパス特典一覧ー北陸・信越エリアー
新型コロナウイルス感染拡大防止などのため、施設などの定休日や営業時間、特典の内容が一部変更になる場合があります。ご利用の前に施設のホームページなどでご確認ください。
2021年9月現在の情報です。
県

施設名

特典内容

公式HP

アクセス

特記事項

新潟

小木家

売店にて2,000円以上お買い上げで5%引き

小木港ターミナル直結
両津港より車で約60分

http://ogiya.sakura.ne.jp

新潟

めおと岩観光

お買い上げ･お食事3,300円以上で
おむすび用佐渡の塩「縁塩(エニシオ)」
50ｇ入り１袋プレゼント

両津港から車で約60分

http://sado.meoto.net/

新潟

力屋観光汽船

たらい舟乗船料
大人500円→450円
小人300円→270円

小木港より徒歩約3分または両津港より車で
約60分

http://park19.wakwak.com/~rikiyakankou/

新潟

佐渡汽船(直江津港)

直江津港の乗船券売り場にて
①マスキングテープ、②記念ハガキ、③ボールペンの3点
セットをプレゼント

JR直江津駅からタクシー・バスで約20分 また
https://www.sadokisen.co.jp/
は JR上越妙高駅からタクシー・バスで約30分

新潟

佐渡金銀山ガイダンス施設
きらりうむ佐渡

入館料無料
ペーパークラフトなど粗品プレゼント

両津港から車で約50分

https://www.sado-goldmine.jp/kirarium/

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により営業時間変更中です。

新潟

佐渡歴史伝説館

入館料10％OFF

両津港、小木港ともに車で約30分

http://sado-rekishi.jp/

臨時休業する場合もありますので営業日は施設のHPでご確認ください。

新潟

佐渡西三川ゴールドパーク

入館料10％OFF

小木港より車で約20分または 両津港より車で
http://www.e-sadonet.tv/goldpark/
約50分

新潟

史跡 佐渡金山

金箔ソフトクリーム50円引

小木港より車で約80分または 両津港より車で
http://www.sado-kinzan.com/
約50分

新潟

「真野鶴」醸造元

新潟

2021年12月1日～2022年2月28日は休業いたします。

小人料金は、４歳以上～小学生が対象です。

・直江津総合案内所のオープン時間は8:30～16:30です。
・年末年始は休業いたします。

臨時休業する場合もありますので営業日は施設にお問い合わせください。

【お車の場合】佐渡汽船 両津港・小木港より
お一人様 3,000円以上お買い上げで、真野鶴 180ml 1本プ
約30分
https://www.obata-shuzo.com
レセント！
【路線バスの場合】新潟交通 「真野新町」停留
所より徒歩約10分

・20歳以上のお客様のみ対象です。
・酒類・漬物のみ対象です。

糸魚川フォッサマグナミュージアム

入館料100円引き（1人につき）

JR糸魚川駅からタクシー・バスで約10分

https://fmm.geo-itoigawa.com/

2021年12月1日～2022年1月31日までは全日休館いたします。

新潟

翡翠園、玉翠園・谷村美術館

入館料100円引き（1人につき）

JR糸魚川駅からタクシー・バスで約10分

http://gyokusuien.jp/

新潟

糸魚川ジオステーションジオパル
（糸魚川アルプス口総合観光案内所）

先着100名に入浴剤プレゼント

糸魚川駅アルプス口１階

https://www.itoigawa-kanko.net/

新潟

柵口温泉権現荘

宿泊の方宿泊料から500円引き
日帰り入浴の方入浴料100円引き

JR糸魚川駅から車で約35分

http://www.gongenso.com/

新潟

カネタみやげ店

お土産品購入価格より5％ＯＦＦ

えちごトキめき鉄道「妙高高原駅」より徒歩約1
http://www.kaneta-omiyage.com/
分

新潟

道の駅あらい「四季彩館ひだなん」

レストランご利用の方10％引き

えちごトキめき鉄道「新井駅」よりタクシーで約
http://park10.wakwak.com/~hidanan/
10分

新潟

妙高杉ノ原ゴンドラ（紅葉営業）

オリジナル缶バッチプレゼント

えちごトキめき鉄道「妙高高原駅」よりタクシー
https://www.princehotels.co.jp/ski/myoko/informations/kouyouprice/
で約10分

営業期間：2021年10月9日（土）～11月7日（日）

新潟

株式会社 岩の原葡萄園

ワイン1,500円(税込)以上ご購入の方にオリジナルワイング
ラスプレゼント

上越妙高駅より車で約25分 または 上越I.Cよ
り車で約15分 または 上越高田I.Cより車で約 https://www.iwanohara.sgn.ne.jp
30分

新型コロナウイルス感染症拡大の影響によりご対応できかねる内容もあります。事前にお
電話、またはHPにてご確認ください。

尾畑酒造

一部商品を除きます（酒類等）。

新潟

上越市立歴史博物館

入館料100円引（一般410円で入館いただけます）

・北陸新幹線上越妙高駅下車「上越妙高駅
前」から「中央病院行」バスで「西城町1丁目」
降車、徒歩約5分
・えちごトキめき鉄道高田駅下車「高田駅前案
内書」から「中央病院行」バスで「西城町1丁
https://www.city.joetsu.niigata.jp/site/museum/
目」降車、徒歩約5分
・えちごトキめき鉄道直江津下車「直江津駅
前」から「中央病院行」バスで「高田城址公園」
降車、徒歩約5分

新潟

高田城三重櫓

入館料割引（一般160円で入館いただけます）

・北陸新幹線上越妙高駅下車「上越妙高駅
前」から「中央病院行」バスで「西城町1丁目」
降車、徒歩約5分
・えちごトキめき鉄道高田駅下車「高田駅前案
内書」から「中央病院行」バスで「西城町1丁
https://www.city.joetsu.niigata.jp/site/museum/takada-castle.html
目」降車、徒歩約5分
・えちごトキめき鉄道直江津下車「直江津駅
前」から「中央病院行」バスで「高田城址公園」
降車、徒歩約5分

新潟

雪の香テラス
（フルサット内）

雪の香テラスソフトクリーム50円引き

北陸新幹線上越妙高駅西口出てすぐ

https://www.yukinoka.com

・店頭売り場にて商品購入の際に、パス券をご提示ください。
・水曜は定休日となります。

新潟

エンジョイプラザ

きき酒1杯無料

北陸新幹線上越妙高駅西口出てすぐ

http://hidakk.co.jp/enjoyplaza/

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により営業時間変更中。詳しくはお電話にてお問
合せください。

新潟

上越妙高駅ＳＡＫＵＲＡプラザ内
駅弁 山崎屋

お買い物価格から5％引き

北陸新幹線上越妙高駅２Ｆ
ＳＡＫＵＲＡプラザ内

https://joetsukankonavi.jp/spot/detail.php?id=113

新潟

上越妙高駅ＳＡＫＵＲＡプラザ内
七つのおもてなし

お買い物価格から5％引き

北陸新幹線上越妙高駅１Ｆ
ＳＡＫＵＲＡプラザ内

https://joetsukankonavi.jp/spot.php?id=113

新潟

上越妙高駅ＳＡＫＵＲＡプラザ内
さくら百嘉店 上越妙高駅店

お買い物価格から5％引き

北陸新幹線上越妙高駅２Ｆ
ＳＡＫＵＲＡプラザ内

https://joetsukankonavi.jp/spot.php?id=113

新潟

上越観光物産センター内
さくら百嘉店 上越物産センター店

お買い物価格から5％引き

北陸新幹線上越妙高駅から車で約20分

https://joetsukankonavi.jp/spot.php?id=107

新潟

高田世界館

映画鑑賞料もしくは見学料から100円引き

えちごトキめき鉄道・高田駅から徒歩約10分

http://takadasekaikan.com/

富山

立山黒部アルペンルート

立山～黒部湖往復運賃1割引
大人11,880円 小児5,960円

宇奈月～欅平間の往復乗車券をご利用当日の購入（当日
券）で運賃10％割引 宇奈月～欅平間（往復） おとな3,960
円→3,580円

上映時間、見学可能時間はHPをご参照ください。

JR富山駅から徒歩にて富山地鉄 電鉄富山駅
へ｡ 電鉄富山駅から富山地鉄で約1時間｡(立 https://www.alpen-route.com/index.php
山駅)

・案内券を所持するお客様のみ対象といたします
・他の割引券等と重複はいたしません。
・ご利用除外日なし。
・運行ダイヤをご確認の上お越しください。
・各乗り物の乗車人員を制限して運行しているため、繁忙日等は乗車券を購入いただけな
い場合がござます。なお、乗車制限のため当日の乗車券販売を中止する場合は、立山黒
部アルペンルートの公式ＷＥＢサイトにてお知らせいたしますのでお越しになる前にご確認
いただきますようお願いいたします。
・立山駅～黒部湖往復所要時間8～9時間。繁忙日は＋1～2時間。
・11月4日より冬期ダイヤとなり始発が遅く、終発が早まります。運行ダイヤをよくご確認の
うえ、ご利用ください。
・11月は美女平～室堂を運行する高原バスが積雪により運休・遅延する可能性がござい
ます。

JR北陸新幹線｢黒部宇奈月温泉駅｣で下車 ｡
徒歩3分の富山地方鉄道 ｢新黒部駅｣より約25
http://www.kurotetu.co.jp
分の｢宇奈月温泉駅｣下車 ｡ 徒歩5分で黒部
峡谷鉄道｢宇奈月駅｣｡

利用期間2021年8月1日～2021年11月30日
その他（利用方法等）
・宇奈月駅当日販売窓口（3～5番）にてご購入いただけます。
・支払いは、現金・クレジットカード・電子マネー（一部）の利用可能です。
・リラックス客車および特別客車をご利用の際は別途料金が必要です。
・途中下車は前途無効となります。
夏ダイヤ（2021年9月30日まで）
冬ダイヤ（2021年10月1日より）

富山

黒部峡谷鉄道

富山

富山ぶりかにバス

・1乗車につき、半額
（富山駅前～氷見市内 大人520円、小人260円）
（富山駅前～射水市内 大人260円、小人130円）

JR富山駅から徒歩約2分

https://www.chitetsu.co.jp/?p=19029

富山

世界遺産バス

「世界遺産バス」の五箇山・白川郷ルートきっぷ・五箇山フ
リーきっぷを、2,000円で販売。

JR高岡駅から徒歩すぐ(ｸﾙﾝ高岡1F待合室)

http://www.kaetsunou.co.jp/

富山

南砺市立 福光美術館

団体割引適用
・常設展/一般 250 円、高大生 160 円、中学生以下無料
・企画展/展覧会ごとに設定（常設含む）

JR福光駅よりﾊﾞｽで約10分 ※最寄りのﾊﾞｽ
停｢川合田温泉｣下車､徒歩約5分

https://nanto-museum.com/

富山

棟方志功記念館愛染苑 鯉雨画斉

団体割引適用 ・常設展/一般 250 円、高大生 160円、中学
JR城端線福光駅 から徒歩約15分
生以下無料

https://nanto-museum.com/aizen-en/

富山

南砺バットミュージアム

大人子供とも 100円割引

JR城端線福光駅 から徒歩約5分

富山

城端曳山会館

団体割引適用 大人420円、高・大学生260円

JR城端線城端駅から徒歩約15分

富山

田村萬盛堂

和菓子作り体験を体験された方にお店で使用できる500円分
JR城端線城端駅から徒歩約10分
のお買物券を進呈

https://www.tamuramanseido.jp/tenpo

富山

井波彫刻総合会館

入館料を団体割引に割引
大人：500円→400円 小人：250円→200円

JR高岡駅から加越能鉄道ﾊﾞｽ｢閑乗寺口｣下
車､徒歩約5分

https://inamichoukoku.jp

富山

五箇山民俗館/塩硝の館

パスの提示で割引適用 共通券/高校生以上 大人240円
小中学生120円

JR城端駅から加越能鉄道ﾊﾞｽ白川郷行き｢管
沼｣下車 民俗館:徒歩約1分 塩硝の館:徒歩 http://gokayama-info.jp/archives/1664
約3分

富山

相倉民俗館/相倉伝統産業館

パスの提示で割引適用 共通券/高校生以上 大人300円
小中学生200円

JR城端駅から加越能鉄道ﾊﾞｽ白川郷行き｢相
http://gokayama-info.jp/archives/1723
倉口｣下車､徒歩約 3分

富山

相倉和紙体験館

体験された方に粗品プレゼント

世界遺産ﾊﾞｽ｢相倉口｣ﾊﾞｽ停下車､徒歩約6分

富山

勇助

団体料金を適用 300円→250円

JR城端駅から加越能鉄道ﾊﾞｽ白川郷行き｢相
https://yusuke-gokayama.com/
倉口｣下車､徒歩約7分

富山

マリエとやま5Fサービスカウンターもしくは、きときと市場とや
マルシェ内ヤマト運輸にて
マリエとやま/きときと市場とやマルシェ
きっぷご提示で、マリエ＆とやマルシェお楽しみショッピング
/とやマルシェのれん横丁/とやマル
JR富山駅徒歩約1分
クーポン
シェEATSdeMeets
マリエ＆とやマルシェ各店にて、税込み1,000円以上のお買
上で200円クーポンプレゼント。(一部対象外店舗あり)

https://nantobat.jimdofree.com/

営業時間 9:00～17:00 定休日 年末年始
※割引対象となるのはきっぷをご提示頂いた方のみとなります。

営業時間 9:00～16:00 定休日 火曜日・不定休・冬期休館

https://www.marier-toyama.co.jp/

富山

ホテル黒部

・1グループにつきおみくじ1回チャレンジ券付き
・大吉：館内利用券1,000円
・中吉：館内利用券500円
・小吉：当館スタッフ手作りマスク1枚
※いずれも1グループにつき1枚
※利用可能場所：売店
≪提供条件≫チェックイン時きっぷをご提示→おみくじ券を
お渡しします

富山

大牧温泉観光旅館

夕食時ドリンク1本付（ソフトドリンク・日本酒1合・グラス焼酎）
新高岡駅より路線バス小牧行約80分、遊覧船
≪提供条件≫フロントで特典希望を申告の上、きっぷをご提
http://www.oomaki.jp/
で約30分
示

富山

天竺温泉の郷

日帰り入浴料を大人100円引き（600円→500円）※子供の割
ＪＲ高山線越中八尾駅より路線バスで約55分 http://www.tenjiku-onsen.com/
引は無し。

富山

瞑想の郷

入館料を大人100円引き（600円→500円）
※子供の割引は無し。

ＪＲ高山本線 越中八尾駅より路線バスで約
50分

https://toga-meisou.com/

石川

ヴィアイン金沢

宿泊人員分のウエルカムドリンク提供

ＪＲ金沢駅直結

https://www.viainn.com/kanazawa/

石川

のとじま水族館

入場料（一般） 1,890円→1,690円に割引

JR和倉温泉駅から能登島交通ﾊﾞｽのとじま臨
海公園行き｢のとじま臨海公園｣下車､徒歩す https://www.notoaqua.jp/
ぐ

１枚につき１名のみ有効

石川

いしかわ動物園

入場料（一般） 840円→740円に割引

金沢駅から路線ﾊﾞｽで約60分

１枚につき１名のみ有効

石川

金沢湯涌夢二館

入館料を割引 一般 310円→260円

金沢駅から北陸鉄道路線ﾊﾞｽ(湯涌温泉行き･
https://www.kanazawa-museum.jp/yumeji/
所要約50分)終点下車､徒歩約5分

開館時間9：00-17：30（入館は17：00まで）
休館日:火曜日（祝日の場合は翌平日休館）、展示替期間、年末年始（12月29日～1月3
日）

石川

金沢湯涌江戸村

入園料を割引 一般310円→260円

金沢駅から北陸鉄道路線ﾊﾞｽ(湯涌温泉行き･
https://www.kanazawa-museum.jp/edomura/
所要約50分)終点下車､徒歩約5分

開館時間9：00-17：30（入館は17：00まで）
休館日:火曜日（祝日の場合は翌平日休館）、展示替期間、年末年始（12月29日～1月3
日）

石川

石川ルーツ交流館

入館料を団体料金に割引 一般 310円→200円

JR美川駅から徒歩約5分

北陸新幹線JR黒部宇奈月温泉駅下車後、富
山地方鉄道「新黒部駅」で乗り換え→最終駅 http://www.hotelkurobe.co.jp/
「宇奈月温泉駅」下車後、無料送迎バス有

http://www.ishikawazoo.jp

http://www.hakusan-museum.jp/roots/

≪提供条件≫フロントで特典希望を申告の上、きっぷをご提示ください

石川

松任中川一政記念美術館

入館料を団体料金に割引 一般 200円→100円 /高校生
100円→50円

JR松任駅から徒歩約1分

石川

鳥越一向一揆歴史館

入館料を団体料金に割引 一般 310円→260円

JR小松駅からﾊﾞｽ 麦口線(西軽海･原･別宮方
http://www.hakusan-museum.jp/ikkouikki/
面)出合ﾊﾞｽ停から徒歩約1分

石川

呉竹文庫

入館料を団体料金に割引 一般 310円→200円

JR小舞子駅から徒歩約8分

http://www.hakusan-museum.jp/kuretake/

石川

千代女の里俳句館

入館料を団体料金に割引 一般 200円→100円/高校生
100円→50円

JR松任駅から徒歩約1分

http://www.hakusan-museum.jp/chiyojohaiku/

石川

白山市立博物館

入館料を団体料金に割引
生 100円→50 円

JR松任駅から徒歩約5分

http://www.hakusan-museum.jp/hakubutukan

石川

白山市観光連盟

観光連盟事務所へ来訪時にノベルティグッズをプレゼント

JR西金沢駅から北陸鉄道に乗換､新西金沢
駅から電車で約25分､終点鶴来駅へ｡鶴来駅
から徒歩約2分｡

http://www.urara-hakusanbito.com/

石川

能美市九谷焼美術館｜五彩館｜、能 入館料を団体料金に割引 大人：430円→370円 ※能美市
JR｢能美根上駅｣から、のみﾊﾞｽで約30分､｢九
美市九谷焼美術館｜浅蔵五十吉記念 九谷焼資料館と能美市九谷焼美術館（浅蔵五十吉美術館）
http://www.kutaniyaki.or.jp/
谷陶芸村｣で下車
館｜
は共通の入場券です

開館時間9：00-17：00（入館は16：30まで）
休館日月曜日（祝日の場合は翌日休館）

石川

石川県九谷焼美術館

入館料半額

http://www.kutani-mus.jp/ja/

営業時間 9:00～17:00 定休日 月曜日（祝日は開館） 問合せ先 0761-72-7466

石川

加賀 伝統工芸村 ゆのくにの森

入村料特別優待価格で提供 大人550円→500円 中学
JR加賀温泉駅からタクシーにて約16分
生・高校生 440円→400円 小人（4歳以上）330円→300円

https://www.yunokuni.jp/mori/

定休日：木曜日、臨時休業あり

石川

津幡ふるさと歴史館 れきしる

きっぷのご提示で 観覧料：通常100円→無料

JR｢本津幡駅｣から徒歩約6分

http://www.town.tsubata.ishikawa.jp/shisetsu/rekishiru/

石川

和倉温泉お祭り会館

入館料を団体料金に割引
一般：800円→720円
小中学生：400円→360円

和倉温泉駅から車で約5分

https://wakura-omatsuri.com

石川

花嫁のれん館

入館料を 100円 引き

七尾駅から徒歩約8分

http://hanayomenorenkan.jp

石川

能美ふるさとミュージアム

展示観覧料を一般300円のところ、団体料金200円に割引

JR「能美根上駅」から、のみバスで約15分、
「能美ふるさとミュージアム」で下車

https://www.city.nomi.ishikawa.jp/nomifuru/

石川

金沢発3つ星街道バス

乗車券運賃を5％割引（10円未満は四捨五入）

JR金沢駅から徒歩すぐ(金沢駅東口ﾊﾞｽ乗り
場)

https://www.nishinihonjrbus.co.jp/lp/mitsuboshi/

2022年3月27日（日）までの土・日曜日及び祝日に提供

石川

金沢発 越前めぐりバス

乗車券運賃を5％割引（10円未満は四捨五入）

JR金沢駅から徒歩すぐ(金沢駅東口ﾊﾞｽ乗り
場)

https://www.nishinihonjrbus.co.jp/sightseeing/echizen/

2021年12月19日（日）までの土・日曜日及び祝日に提供

石川

金沢発 能登路

乗車券運賃を5％割引（10円未満は四捨五入）

JR金沢駅から徒歩すぐ(金沢駅東口ﾊﾞｽ乗り
場)

https://www.nishinihonjrbus.co.jp/sightseeing/noto

2021年12月19日（日）までの土・日曜日及び祝日に提供

石川

ホテルこうしゅうえん

・宿泊人数分のウエルカムドリンク提供
・宿泊人数分の記念グッズ進呈（輪島箸プレゼント）
JR金沢駅から特急バス約2時間
≪提供条件≫フロントで特典希望を申告の上、きっぷをご提 らっと訪夢（送迎）
示ください

石川

加賀屋

宿泊人員分、飛天（ロビー）でのお飲み物券提供
≪提供条件≫フロントで特典希望を申告の上、きっぷをご提 和倉温泉駅より送迎バス約5分 徒歩約20分
示ください

https://www.kagaya.co.jp/

石川

金沢茶屋

宿泊人員分のウエルカムドリンク提供
≪提供条件≫フロントで特典希望を申告の上、きっぷをご提 金沢駅から徒歩約3分
示ください

https://www.chayaryokan.co.jp/

石川

一里野高原ホテルろあん

温泉入浴剤（大人１名につき１個）
≪提供条件≫フロントで特典希望を申告の上、きっぷをご提 小松駅から車で約50分
示ください

https://ichirino.jp/

石川

湖畔の宿 森本

きっぷの券面提示により、個装マスクを一つプレゼント
≪提供条件≫ご宿泊のお客様ひとりにつき一つ

http://www.oyado-morimoto.com/

石川

かのや光楽苑

・ご到着時に源泉を使ったウェルカムドリンクサービス（18:00
まで）
JR加賀温泉駅より送迎バスで約10分（但し、
・売店10％割引券進呈(1室に1枚）
14:30～18:00要予約）
≪提供条件≫1泊2食付きにてご宿泊の方

一般 200 円→ 100 円 /高校

http://www.hakusan-museum.jp/nakagawakinen

JR大聖寺駅から約 550m

輪島ふ

北陸本線：加賀温泉駅

https://www.hmi-ryokan.jp/koshuen/

https://www.kanoyaryokan.co.jp

石川

吉田屋山王閣

ウエルカムドリンク付
≪提供条件≫17時までにチェックインのお客様に限る

JR加賀温泉駅より無料送迎あり（迎え14:00～
https://www.sannoukaku.com/
18:00、送り8:00～11:00）

石川

白鷺湯たわらや

お土産コーナーでお土産10％割引
JR加賀温泉駅から無料送迎あり（事前予約
≪提供条件≫フロントで特典希望を申告の上、きっぷをご提
用）
示ください

http://www.tawaraya.co.jp/

石川

湯畑の宿 花つばき

宿泊人数分のウエルカムドリンク提供
≪提供条件≫ウエルカムドリンクは18:00までご提供します

JR北陸本線 加賀温泉駅より車で約25分

http://hanatsubaki-kaga.co.jp/japanese/index.html

石川

内灘町観光案内所

レンタサイクル 100円割引

北陸鉄道浅野川線内灘駅下車、徒歩すぐ

https://uchinadakankou.com/guide

福井

敦賀赤レンガ倉庫 ジオラマ館

ジオラマ館入館の方にオリジナルノベルティを進呈(パス１枚 敦賀駅よりﾀｸｼｰで約9分､ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽで約10
で１名様)
分､ 徒歩で約28分

福井

名勝 養浩館庭園

●団体割引適用
・養浩館庭園 入園料 220 円 → 160 円
・養浩館庭園＋福井市立郷土歴史博物館 共通入館料
350 円 → 260 円
●グッズプレゼント・養浩館庭園の絵葉書1枚プレゼント

･福井駅から徒歩約 15分･福井駅西口ﾊﾞｽﾀｰﾐ
ﾅﾙ①番乗り場 京福ﾊﾞｽ 57系統 心臓ｾﾝﾀｰ町
屋線などで｢養浩館口江戸上町｣下車 徒歩約 http://fukuisan.jp/ja/yokokan/index.html
3分･すまいるﾊﾞｽ 北ﾙｰﾄ 田原町･文京方面｢
江戸上町｣下車 徒歩約 3分

福井

福井市立郷土歴史博物館

●団体割引適用
・福井市立郷土歴史博物館 観覧料 220 円→160 円
・養浩館庭園＋福井市立郷土歴史博物館 共通入館料
350 円→260 円
●グッズプレゼント・養浩館庭園の絵葉書1枚プレゼント

･福井駅から徒歩約 15分･福井駅西口ﾊﾞｽﾀｰﾐ
ﾅﾙ①番乗り場 京福ﾊﾞｽ 36系統 県立病院丸
岡線などで｢郷土歴史博物館｣下車 徒歩約 3 http://www.history.museum.city.fukui.fukui.jp/
分･すまいるﾊﾞｽ 北ﾙｰﾄ 田原町･文京方面｢江
戸上町｣下車 徒歩約 5分

福井

あわら市観光協会発行 ランチ・スイー ランチ・スイーツクーポン1,200円→600円で販売（限定100
ツクーポン
枚）

福井

あわら温泉情報処おしえる座ぁ

ノベルティグッズ進呈[ 消しゴム・クリアファイル・入浴剤のい
JR芦原温泉駅1階
ずれか１つ ]

福井

御清水庵

おそばご注文の方、お会計金額から100円引き

福井

道の駅「恐竜渓谷かつやま」

お買い物、表示価格の 5％オフ
※ただし、野菜・酒類対象外あり。詳しくは店舗スタッフにお えちぜん鉄道｢勝山駅｣からﾀｸｼｰで約10分
尋ねください。

福井

福井県立恐竜博物館に隣接する観光案内所「ジオターミナ
ジオターミナル「スーベニアショップラプ
ル」内のお土産物店「スーベニアショップラプトル」でのお買
トル」
い物、表示価格の 5％オフ

福井

千束そば

福井

JR芦原温泉駅1階

JR武生駅より徒歩約3分

その他の券と併用不可

https://tsuruga-akarenga.jp/

2021年11月15日（月）から2022年3月上旬まで養浩館庭園は屋根工事のため、建物内の
入館ができません。工事期間中は、庭園のみの周遊となり、入園料は無料となります。

https://awara.info/catsightseeing/%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%82%A4
JR芦原温泉駅1階おしえる座ぁで引き換え
%E3%83%BC%E3%83%84%E3%82%81%E3%81%90%E3%82%8A%E3%82%AF%E3%83%BC%
E3%83%9D%E3%83%B3
問合せ先 0776-73-2290

https://www.oshow-zan.com/

https://katsuyama-navi.jp/michieki/

営業時間 9:00〜17:00 定休日 毎週火曜日 問合せ先 0779-87-1245（勝山市観光まちづく
り株式会社 受付時間10:00〜16:00）

えちぜん鉄道｢勝山駅｣からﾊﾞｽで約12分

https://katsuyama-navi.jp/geoterminal/

営業時間 10:00〜16:00 定休日 第2・第4水曜日 問合せ先 0779-87-1245（勝山市観光ま
ちづくり株式会社 受付時間10:00〜16:00）

おろしそばをご注文の方にそばぼうろを1個サービス

JR敦賀駅より徒歩約11分

https://chigusasoba.com/

越前松島水族館

施設入館料 2割引

JR芦原温泉駅から京福ﾊﾞｽ東尋坊方面行で
約30分 越前松島水族館下車すぐ

https://www.echizen-aquarium.com/

福井

レインボーライン

山頂公園への大人入園料900円を700円に

舞鶴若狭道若狭三方ICから ﾚｲﾝﾎﾞｰﾗｲﾝ第一
http://www.mikatagoko.com/
駐車場まで 10Km(約 20分)

福井

くずし割烹ぼんた福井駅前店

地酒一杯（90cc）無料提供

JR福井駅から徒歩約1分

越前蕎麦倶楽部

飲食のお客様には、全メニューにそばの実入りおにぎりを
サービス。そば打ち体験のお客様は、1組の試食について1
名様分サービス。（例：そば粉250gを2名でそば打ち体験した
JR福井駅から徒歩約3分
場合、体験で2,000円、試食は1人あたり500円なので2名様
合計3,000円のところ、1名様分の試食をサービスして2,500
円）

福井

あわら温泉 清風荘

・宿泊のお客様は貸切風呂割引、通常45分間2,500円→
1,500円
・日帰り入浴のお客様は1,100円→900円、小人550円→400 JR芦原温泉駅から京福バスで約15分、あわら
https://www.seifuso.com/
円に割引
湯のまち駅より徒歩約3分
≪提供条件≫フロントで特典希望を申告の上、きっぷをご提
示ください。

福井

北陸・あわら温泉美松

茶楽かぐやにて、日本茶セットを200円引き
≪提供条件≫ご到着時に、フロントにてきっぷをご提示くだ
さい。

福井

JR芦原温泉駅より車で約10分

http://bonta.co.jp/kuzushi-cyuuou/shopinfo/

https://echizensoba.club/home/

https://www.mimatu.net/

福井

板甚旅館

お抹茶とお菓子を進呈
≪提供条件≫フロントで特典希望を申告の上、きっぷをご提 えちぜん鉄道勝山駅より徒歩約7分
示ください。

https://itajin.com/

長野

白馬ライオンアドベンチャー

アクティビティー 10％OFF

https://hakuba.lion-adventure.com/

長野

白馬岩岳マウンテンリゾート
白馬岩岳スノーフィールド

割引料金で乗車可能（大人：2,100円→2,000円、小児：1,150 白馬駅より公共交通機関ご利用 または シャト
https://iwatake-mountain-resort.com/
円→1,100円）
ルバスをご利用ください

JR白馬駅から車で約5分

お問合せ先 0779-88-0020

11月8日まで
12月18日～2022年3月27日（予定）

