かに・冬 ・北陸

企画
出 発 日限定
2021年

かにの種類
北陸で獲れるズワイガ
ニは、上品な甘さと凝
縮された旨味のある味
わいが特徴です。食通
の間では、
「カニならズ
加能ガニ（提供：JR東日本）
ワイ」と言われている
ほど。ズワイガニはオ
スとメスでサイズが大きく異なり、オスの方が大きく、メスは小さいのが
特徴です。しかし、オスとメスどちらも濃厚な味わいで、どちらも美味し
く味わえます。

11月6日午前0時 ズワイガニ漁解禁
ズワイガニは漁の期間に制限があり、11月6日午前0時に解禁されま
す。漁は翌年3月20日まで行われ、再び禁漁期間となります。
解禁日に獲ったズワイガニは、港に戻ると直ぐにサイズや重さでランク
分けされ、11月6日中に初
セリに掛けられます。そして
その後、市場や料亭などで提
供されます。

越前漁港（提供：JR東日本）

越前漁港（提供：JR東日本）
ゆのくに天祥／蟹づくし会席一例（H）

かにのブランド

ズワイガニは地域によってブランド化されているものが多く、北陸
では福井と石川で水揚げされるものが、全国的に有名です。
福井では「越前ガニ」、石川では「加能ガニ」と呼ばれています。越前ガニには「黄色」、加能ガニには
「青色」のタグが付けられ、ブランドの証明になっています。

越前ガニ
（提供：JR東日本）

かにのお祭り
今年のズワイガニ漁解禁を
祝い、金沢・近江町市場にて
「近江町市場かにまつり」、
金 沢 港 い きいき魚 市 で は
「いきいき魚市カニカニま
つり」を開催。山代温泉では
「食と器の祭典〜食い初め
カニまつり」などが開催され
る予定です。

加能ガニ
（提供：JR東日本）

近江町市場（提供：JR東日本）

※日程や詳細は主催者へお問い合わせください。また、主催者の都合により急遽
中止や変更の可能性もございます。

Go To トラベル キャンペーンとは？
ウィズコロナ時代における「新しい生活様式」に基づく旅のあり方を普及、定着させるための事業です。
キャンペーン対象期間中に国内旅行を予約すると旅行代金の割引と
旅行先で使える地域共通クーポン付与で旅行代金の最大50%相当が支援されます！
★キャンペーン期間の国内旅行を対象に 旅行代金の１/２相当額が支援 されます。

※ただし、ひとり一泊あたり２万円が上限となります。

★給付額の内、①７割は旅行代金の割引 に、②３割は旅行先で使える地域共通クーポン として付与されます。
表紙写真 ズワイガニイメージ・北陸新幹線︵写真提供

‥

JR東日本︶

❶

★連泊制限や利用回数の制限はありませんので、期間中何度でもご利用が可能です。

※中面の金額は、給付前の代金の表示となります。 ※給付額予算が上限に達した場合、予告なく終了する場合がございます。

ひとりで
1泊4万円の場合

旅行代金

給付額

40,000円

給付額の内訳

旅行代金の1/2相当額
旅行代金割引

14,000円

20,000円
地域共通クーポン

6,000円

お支払い実額

26,000円

（給付額上限はひとり1泊20,000円）

ご案内

代金の最大50%相当が支援されます。
※お申し込み前に必ずお読みください。 ●旅行代金からGoToトラベル事業による給付金を引いた金額がお客様のお支払い実額となります。
●給付金の受領について国からの給付金はお客様に対して支給されますが、当社およびGoToトラベル事
務局は、給付金をお客様に代わって受領（代理受領)致しますので、お客様は旅行代金に対する給付金を
●この旅行商品はGoToトラベル事業の支援対象です。
●キャンペーン期間は2021年1月31日宿泊分（2月１日チェックアウト分）までとなります。ただし、 差し引いた「お支払い実額」をお支払いいただくこととなります。お客様は、当社およびGoToトラベル
事務局による代理受領にご了承のうえお申込みください。
予告なく変更となる場合がございます。
を基準とし所定の取消料を申し受けいたします。
●掲載のホテルは新型コロナウイルス感染症対策取組宣言をしGo Toトラベルキャンペーンの参加事 ●お取消しの際は、旅行代金（給付前の金額）
●本キャンペーンは、今後の新型コロナウイルスの感染状況や感染症の専門家のご意見、政府の全体方針を踏ま
業者と指定された宿泊施設となります。
えて予告なく変更することがあります。お客様におかれましては、今後の感染状況次第で事業の運用方針に変
●Go Toトラベルキャンペーン適用には条件がございますので、お申し込みの前にご確認ください。キャ
更が生じるリスクを充分に理解した上で、ご旅行のお申し込みを行っていただきますようお願いいたします。
ンペーン対象外のお客様は通常の旅行代金のコースにお申し込みいただけます。
※ご予約時およびご宿泊ホテルチェックイン時に本人確認を行います。公的機関が発行する顔写真付の本人 ●給付金が上限に達した場合、本キャンペーンは予告なく終了する場合があります。
●当コースの給付金は新規でお申し込みのお客様のみの適用となります。既に別コースにてご予約のお
確認書類（運転免許証等）
をご提示ください。また、ホテルチェックイン時に検温させていただきます。
客様による変更での予約はできません。
●ひとり１泊最大２万円を上限とし、旅行代金の割引と旅行先で使える地域共通クーポン付与で旅行

団体臨時列車

往路

東京駅

上野駅

大宮駅

金沢駅

2021.1.30（土） 10：08発 10：14発 10：34発 13：04着

金沢駅

復路

大宮駅

上野駅

東京駅

2021.1.31（日） 16：59発 19：18着 19：38着 19：44着

※上記の時刻は、2020年9月現在の予定時刻です。事前予告なく変更となる場合があります。最終的な時刻は、出発案内に同封するJR券面上にてご確認ください。

金沢美味クーポン
￥2,000分付！

かに料理も
ご用意！

ホテルリソルトリニティ金沢

金沢市

■旅行代金（おひとり様）

外観（H）

コースコード

（GoToトラベル対象）

（土）

1/31
（日）

10：14発

10：34発

16：59発

普通車指定席

28,800

32,800

17,800

コースコード

（GoToトラベル対象外）

D 5−2 3 0 3−R 2 9 0 1 1

単位：円

2名1室

1名1室

30,800

31,800

外観（H） ※記載の代金はGoToトラベル事業の給付前の金額です。
お支払い実額はご予約時にご確認ください。

コースコード

G T−2 3 0 3−G 2 9 0 2 1

コースコード

（GoToトラベル対象外）

D 5−2 3 0 3−R 2 9 0 2 1

ゆのくに天祥

山代温泉

■白雲本館（和室）、バス・
トイレ付（2〜6名） 夕・朝食付
■IN／15：00 ■OUT／10：00
（全客室）
■JR加賀温泉駅より車で約10分
※JR加賀温泉駅より送迎有（定刻運行・事前予約制）
■駐車場／無料 ■夕食／蟹づくし会席 朝食／和定食
■旅行代金（おひとり様）
単位：円

夕食イメージ
（H）

コースコード

（GoToトラベル対象）

5〜6名1室

4名1室

3名1室

2名1室

こども（6〜11歳）

43,800

44,800

48,800

50,800

22,800

※記載の代金はGoToトラベル事業の給付前の金額です。
お支払い実額はご予約時にご確認ください。

G T−2 3 0 3−G 2 9 0 3 1

コースコード

（GoToトラベル対象外）

D 5−2 3 0 3−R 2 9 0 3 1

清風荘

あわら温泉

■清風客殿（和室）、バス・
トイレ付（2〜5名） 夕・朝食付
■IN／15：00 ■OUT／10：00
（全客室）
■JR芦原温泉駅より車で約15分
※JR芦原温泉駅より送迎有（定刻運行・事前予約制）
■駐車場／無料 ■夕食／かに1杯付会席 朝食／バイキング

■旅行代金（おひとり様）

夕食イメージ
（H）

コースコード

単位：円

5名1室

4名1室

3名1室

2名1室

こども（6〜11歳）

43,800

44,800

45,800

47,800

19,800

※記載の代金はGoToトラベル事業の給付前の金額です。
お支払い実額はご予約時にご確認ください。

G T−2 3 0 3−G 2 9 0 4 1

コースコード

（GoToトラベル対象外）

D 5−2 3 0 3−R 2 9 0 4 1

宿泊地／食事

「かにを食べに北陸へ。」号

金沢

普通車指定席

13：04着
各宿泊地（泊）／ × × ※

★出発までフリータイム

「かにを食べに北陸へ。」号

27,800

■旅行代金（おひとり様・大人・こども同額）

（GoToトラベル対象）

★到着後フリータイム

金沢

こども（6〜11歳）

朝食付
■洋室、バス・
トイレ付（1〜2名）
■IN／14：00
（全客室）
■OUT／12：00（通常11：00）
■JR金沢駅兼六園口（東口）
より徒歩約1分
■駐車場／有料（1泊￥1,000） ■朝食／バイキング

（GoToトラベル対象）

●新幹線車内の練り歩き（往路のみ）
北陸各県のキャラクターなどによる
車内の練り歩き
・富山県：伝統芸能こきりこささら踊り
・石川県：さかなざわさちこ
※金沢の海の幸マスコットキャラクター
福井県公式恐竜ブランド
Juratic キャラクター「ラプト」
（R）
・福井県：ラプト
※福井県公式恐竜ブランド「Juratic」キャラクター
●おもてなしスペースの設置（往路のみ）
記念撮影スポットや観光案内所コーナーを設置し、北陸の魅力を発信
●北陸の特産品が当たる抽選会を実施（往路のみ）
新幹線車内にて、北陸三県のブランドがにや北陸三県の特産品を
抽選でプレゼント
●往路到着各駅でのお出迎え＆復路出発時のお見送り
地元関係者による、往路到着時のお出迎えと、
復路出発時にお見送りを実施

大宮

1名1室

ガーデンホテル金沢

金沢市

【2019年2月運行時実施例】

上野

2名1室

G T−2 3 0 3−G 2 9 0 1 1

※下記は2019年2月に運行された際の実施内容です。
本年度の実施内容については2020年9月現在調整中です。

東京

単位：円

3名1室

※記載の代金はGoToトラベル事業の給付前の金額です。お支払い実額はご予約時にご確認ください。

団体臨時列車だけの
イベントを予定！

行程表

2日間

ご宿泊ホテル

イメージ
（H）

※以下の観光案内所にて弊社バウチャー券と原券を引換の上、
ご利用ください。
①金沢駅観光案内所 年中無休 8:30〜20:00
〒920-0858 石川県金沢市木ノ新保町1-1 JR金沢駅構内
②金沢中央観光案内所 年中無休 10:00〜21:00
〒920-0919 石川県金沢市南町4-1 金沢ニューグランドビル1階
※引換券の有効期間はご旅行期間中のみとなります。
※現金との引換および他券との併用はできません。
※ご利用にならなかった場合の返金はできません。
※各店舗、事前のご予約を強くおすすめ致します。金沢美味クーポンのホームページを
ご確認の上、
ご自身でご予約をお願い致します。
※ご入店時（またはご注文時）
に必ず本クーポン券利用の旨、係員にお伝えください。

2日間

フリープラン

■洋室、バス・
トイレ付（1〜3名）
朝食付
■IN／14:00 ■OUT／11:00
（全客室）
■ＪＲ金沢駅兼六園口（東口）より徒歩約12分、または車で約2分
■駐車場／有料（チェックイン〜翌11：00 ￥1,000／6台 先着順）
※提携駐車場あり 入庫〜最大24時間まで￥1,000（車高制限あり）
■朝食／バイキング

金沢美味クーポンとは、
藩政期より受け継がれる伝統のお料理や
地元で愛され続けるカジュアルフードや、
和菓子・洋菓子の甘味を
ちょっとお得に味わえる
お食事＆Ｂａｒクーポンです。
本クーポンで、
金澤寿しやカニ面寿しなどの
かに料理も堪能できます！
カニ面寿し／イメージ
（H）

1/30 10：08発

※定員1名のあるホテルに限る

「かにを食べに北陸へ。」号で行く！

1/30（土）
出発限定

1名様より受付！

大宮

上野

東京

19：18着

19：38着

19：44着
朝 × ×

※食事条件はホテルにより異なります。詳しくは各ホテル欄をご覧ください。
※上記の時刻は2020年9月現在の予定時刻です。事前予告なく変更となる場合があります。

団体臨時列車「かにを食べに北陸へ。」号で行く！フリープラン 2日間 〜ご案内〜
●旅行代金に含まれるもの 往復のＪＲ代金（東京・上野・大宮駅〜金沢駅の往復/運賃・普通車指定席特急料金）、宿泊代、
ホテル欄に記載の食事代、金沢美味クーポン￥2,000分（※）、消費税等諸税
※ご利用にならなかった場合でも返金等はございません。
●旅行代金に含まれないもの ホテル欄に記載されていない食事代、現地交通費、その他個人的費用
●最少催行人数 2名（但し、定員1名のあるホテルをご利用の場合は1名となります）※大人1名・こども1名の場合は大
人2名の代金となります。
●受付最少人数 大人1名（定員1名のあるホテルに限る）
または大人1名以上を含む2名
●添乗員 同行いたしません。現地での手続等はお客様ご自身で行っていただきます
●上部に記載されている金沢美味クーポンのご案内も併せてご確認ください。
●団体臨時列車という特性上、号車や座席番号・座席位置の指定は一切できません。グループでお申し込みの際は座席が
離れないように配慮致しますが、最終的な回答は出発案内に同封するJR券面上となります。
●号車によっては他の旅行会社のお客様と混在になる場合がございます。

❷

