
もっと愉しもう！宿泊プラン《旅行会社》
令和4年2月10日 現在

施設名 住所 TEL ホームページ プラン名 プラン内容 金額

富山市

(株)エヌトラベル 富山市五福3601-13 076-433-0048 https://bso10184.bsj.jp/
地元で泊まって、もっと愉しも

う！！宿泊プラン
県内の宿泊施設＋食事または観光券・船車券 12,000円～

(株)ツアーパートナーズ 富山県富山市新庄町1番地10 076-482-4936
もっと富山の食材を満喫！富山県

割引キャンペーン

富山産の季節の食材（魚・肉・野菜など）を楽しんでいた

だく会席プラン【宿泊施設】ホテル森の風　立山・うみあ

かり　など／【食事会場】施設内

－

記憶を紡ぐ売薬宿「山キ」貸切で

味わうミシュラン２つ星「ふじ

居」の御料理

売薬一家の古民家をリノベーションしつつ、先人の思い出

や歴史を紡ぐ宿「山キ」を貸切で宿泊いただきます。夕食

はミシュランガイド北陸2021で２つ星を獲得した「ふじ

居」の仕出し料理を山キにて味わっていただきます。

29,000円～

ミシュラン掲載・宇奈月温泉「や

まのは」と名物釜めしをお供に！

黒部峡谷トロッコ旅　～富山を

もっと愉しもう～（4名１室)

ミシュランにも掲載された宇奈月温泉「やまのは」に宿泊

します。絶景を楽しめる温泉とライブキッチン形式の

ビュッフェで富山湾の恵を味わっていただきます。宿泊当

日または翌日に地元の人気飲食店「河鹿」にて昼食の釜め

しを受け取り、トロッコ列車に乗って宇奈月温泉駅～欅平

間の黒部峡谷をめぐるツアーです。

13,960円～

お部屋でゆったり富山の幸を満

喫・宇奈月温泉サン柳亭特選会席

プラン　～富山をもっと愉しもう

～（4名1室）

料理に定評のある宇奈月温泉・サン柳亭にて富山県の食材

を使用した特選会席を味わっていただきます。お部屋は川

側指定広めの特別室にて。食事はお部屋食での提供、感染

リスクを抑えるとともに、自分たちだけの空間でごゆっく

りお楽しみいただきます。弊社での予約で「鯛の兜煮」付

きになります。

20,900円～

身も心もリフレッシュ女子旅　庄

川三楽園エステプラン　～富山を

もっと愉しもう～（4名1室）

富山県内でもハイクラスなエステの施術を受けることので

きる旅館「三楽園」にて、じっくりと60分エステを受けて

いただきます。（エステは女性専用）。食事は富山で採れ

た食材をふんだんに使用した日本料理をお楽しみいただき

ます。お部屋は証明普及賞を受賞した「山吹亭」にて。満

月の明るさに設計されたオシャレな空間で女子旅を満喫い

ただきます。

23,100円～

(株)トマト旅行 富山市萩原２５０－１ 076-428-5110 https://tomato.tripjpn.com/

※掲載のプラン内容は一例です。

※こちらに掲載のプラン以外にも宿泊＋食事＋観光素材の合計金額が12,000円（税込）以上であれば、『もっと愉しもう！宿泊プラン』の対象となります。

https://bso10184.bsj.jp/


施設名 住所 TEL ホームページ プラン名 プラン内容 金額

※掲載のプラン内容は一例です。

※こちらに掲載のプラン以外にも宿泊＋食事＋観光素材の合計金額が12,000円（税込）以上であれば、『もっと愉しもう！宿泊プラン』の対象となります。

うまいもんは氷見にあり！地産の

お肉お魚たっぷり満喫の旅　～富

山をもっと愉しもう～（3名以上1

室）

氷見漁港から獲れる鮮魚とブランド牛「氷見牛」を存分に

満喫するプランです。利用者は民宿「磯波風」に宿泊、

「とやま食の匠」に選ばれた料理長が提供する富山県産食

材にこだわった会席料理を味わっていただきます。宿泊当

日または翌日の昼には、氷見牛生産直営店「たなか」にて

氷見牛焼肉をお召し上がりいただきます。

15,400円～

極上の羨望と料理を満喫！雨晴温

泉・磯はなび最上階「天の庭」宿

泊と特選会席「雅」プラン　～富

山をもっと愉しもう～（3～4名1

室）

磯はなびの最上階の特別室「天の庭」に宿泊、富山県産の

食材を使った特選会席「雅」をお楽しみいただくプランで

す。※土曜日宿泊の場合は上記各料金帯に2200円増しとな

ります

21,450円～

トマト旅行オーダーメードプラン

／契約宿泊施設と観光・食事施設

の組み合わせでもっと富山を愉し

もう！

トマト旅行の契約宿泊施設と観光・食事施設を組み合わせ

てフレキシブルに販売します。多様なお客様のニーズに応

え、旅行を通じてもっと富山を愉しめるようなプランニン

グをいたします。

－

富山でもっと愉しもう!名門 呉羽

カントリークラブでゴルフせんま

いけ!!

夕食会場では食欲そそるライブキッチンのお料理をはじ

め、がんど（出世魚「ブリ」の若魚）や甘海老などのお刺

身、ホテルメイドのデザート色々。富山の郷土食も盛り込

まれたバラエティー豊かなメニューからお好きなものをお

好きなだけお召し上がりいただけます。（販売：県内５店

舗　㈱ニュージャパントラベル本社、ファボーレ店、高岡

店、アルプラザ小杉店、南砺支店）

30,000円～

富山でもっと愉しもう!宇奈月温

泉延対寺荘で富山の幸チョイスし

て満喫しよう!!

基本料理に加え　１．氷見牛のローストビーフコース／

２．富山牛の鉄板焼きコース／３．地元産岩ガキと鮎の塩

焼きコース／４．旬のお造りグレードアップコース　の１

品チョイス（販売：県内５店舗　㈱ニュージャパントラベ

ル本社、ファボーレ店、高岡店、アルプラザ小杉店、南砺

支店）

16,000円～

(株)平和堂　

平和堂旅行センターＡＰ富山
富山市婦中町下轡田165-1 076-466-1826 http://travel.heiwado.jp/shop/toyama.html

地元で泊まろう！もっと愉しも

う！県民割引キャンペーン　旅館

チョイス！宇奈月温泉に泊まって　

魚津の美味しいお魚めしあがれ！

魚津の漁師のまかない飯「バイ飯」を食す　延対寺荘（菊

亭）
18,400円～

(株)トマト旅行 富山市萩原２５０－１ 076-428-5110 https://tomato.tripjpn.com/

(株)ニュージャパントラベル　

本社

富山市奥田新町8-1ボル

ファートとやま1階
076-441-2000 https://www.njt.jp/



施設名 住所 TEL ホームページ プラン名 プラン内容 金額

※掲載のプラン内容は一例です。

※こちらに掲載のプラン以外にも宿泊＋食事＋観光素材の合計金額が12,000円（税込）以上であれば、『もっと愉しもう！宿泊プラン』の対象となります。

地元で泊まろう！もっと愉しも

う！県民割引キャンペーン　旅館

チョイス！宇奈月温泉に泊まって　

魚津の美味しいお魚めしあがれ！

魚津の漁師のまかない飯「バイ飯」を食す　やまのは（本

館）
16,500円～

地元で泊まろう！もっと愉しも

う！県民割引キャンペーン　旅館

チョイス！宇奈月温泉に泊まって　

魚津の美味しいお魚めしあがれ！

魚津の漁師のまかない飯「バイ飯」を食す　ホテル黒部

（喜多館）
21,200円～

地元で泊まろう！もっと愉しも

う！県民割引キャンペーン　旅館

チョイス！宇奈月温泉に泊まって　

魚津の美味しいお魚めしあがれ！

魚津の漁師のまかない飯「バイ飯」を食す　延楽（対峰

閣）
43,000円～

地元で泊まろう！もっと愉しも

う！県民割引キャンペーン　旅館

チョイス！宇奈月温泉に泊まって　

魚津の美味しいお魚めしあがれ！

魚津の漁師のまかない飯「バイ飯」を食す　ホテル桃源 24,400円～

地元で泊まろう！もっと愉しも

う！県民割引キャンペーン　旅館

チョイス！宇奈月温泉に泊まって　

魚津の美味しいお魚めしあがれ！

魚津の漁師のまかない飯「バイ飯」を食す　喜泉 19,800円～

地元で泊まろう！もっと愉しも

う！県民割引キャンペーン　旅館

チョイス！宇奈月温泉に泊まって　

魚津の美味しいお魚めしあがれ！

魚津の漁師のまかない飯「バイ飯」を食す　サン柳亭 20,600円～

地元で泊まろう！もっと愉しも

う！県民割引キャンペーン　旅館

チョイス！宇奈月温泉に泊まって　

魚津の美味しいお魚めしあがれ！

魚津の漁師のまかない飯「バイ飯」を食す　宇奈月グラン

ドホテル
12,150円～

旅館チョイス！宇奈月温泉に泊

まって　魚津の美味しいお魚めし

あがれ！

魚津港で水揚げ！「特選海鮮丼」を食す 12,150円～

(有)タイセイツアーズ 富山市八尾町福島２５１ 076-455-8211 https://www.taiseico.net/
富山県内宿泊+観光オプション

セットプラン

1泊2食　+　オプション（観光券または食事券）のセット

販売
－

JA富山市旅行センター 富山市吉岡467-1 076-420-8111
7・8月限定！もっと地元で愉しも

う　宿泊観光プラン

お客様がご希望するお宿に合わせたプランニングを組み立

てます。（宿泊＋食事、宿泊＋観光、宿泊＋体験など）
－

(株)平和堂　

平和堂旅行センターＡＰ富山
富山市婦中町下轡田165-1 076-466-1826 http://travel.heiwado.jp/shop/toyama.html

https://www.taiseico.net/


施設名 住所 TEL ホームページ プラン名 プラン内容 金額

※掲載のプラン内容は一例です。

※こちらに掲載のプラン以外にも宿泊＋食事＋観光素材の合計金額が12,000円（税込）以上であれば、『もっと愉しもう！宿泊プラン』の対象となります。

JTB富山アピタ店 富山市上袋100-1 076-495-3377 https://stores.jtb.co.jp/t5584-0 JTBセットプラン
宿泊＋観光券・船車券　宿泊＋食事　宿泊＋オプショナル

ツアー
－

もっと愉しもう！立山をもっと知

りたい！！森の風立山と白えび煎

餅のお土産付きの旅

森の風立山の夕食では富山の豊かな食材を使用！富山県を

感じる白海老のお煎餅持ち帰り！金額条件：４名１室。宿

泊人数・場合により金額変動します。

15,928円～

もっと愉しもう！富山湾の幸に舌

鼓！！磯はなびと道の駅新湊白エ

ビバーガーを食す旅

磯はなびの温泉に寛ぎながら富山湾の絶景を楽しめる。富

山湾の宝石”白エビバーガー”金額条件：３～４名１室。宿

泊人数・場合により金額変動します。

15,820円～

もっと愉しもう！富山湾を知ろ

う！！民宿竹やと白エビバーガー

を食す旅

富山湾の幸を愉快なお父さんが調理！かもんパーク新湊に

て白海老バーガーを引き換え！
13,620円～

もっと愉しもう！富山湾を知ろ

う！！民宿竹やと勝興寺の旅

富山湾の幸を愉快なお父さんが調理！重要文化財”勝興寺”

に伝わる七不思議を知る
13,700円～

もっと愉しもう！やまのはと白エ

ビ煎餅引換券付きの旅

やまのはのバイキングでは富山湾の恵みをオープンキッチ

ンスタイルで！富山県を感じる白海老味のお煎餅を持ち帰

り♪宿泊人数・場合により金額変動します。

12,600円～

もっと愉しもう！富山湾の幸に舌

鼓！！磯はなびと白えび煎餅お土

産付きの旅

磯はなびの温泉に寛ぎながら富山湾の絶景を楽しめる。白

えび100％のお煎餅のお土産引換券付き。金額条件：３～

４名１室。宿泊人数・場合により金額変動します。

15,778円～

株式会社JTB富山店 富山市桜町1-1-36 076-441-1311 https://stores.jtb.co.jp/j5561-0
宿泊プラン＋オプショナルツアー

／観光券

黒部峡谷トロッコ、食事プラン、観光券などとのセット販

売
－

ロイヤルホテル富山砺波宿泊と

『となみチューリップ四季彩館』

家族で楽しめる『ロイヤルホテル富山砺波』自慢のバイキ

ング　多種多様なチューリップが見学できるチューリップ

四季彩館見学

12,000円～

宇奈月温泉やまのはに泊まる絶景

の黒部トロッコ列車２日間

四季折々の景観が楽しめる黒部峡谷トロッコ列車と宇奈月

温泉やまのはに宿泊
15,000円～

秘湯の一軒宿大牧温泉観光旅館と

庄川遊覧船２日間

四季折々の景観が楽しめる庄川遊覧船に乗船し秘湯の一軒

宿　大牧温泉観光旅館に宿泊
27,000円～

黒部川明日温泉バーデン明日・黒

部峡谷鉄道2日間

四季折々の景観が楽しめる黒部峡谷トロッコ列車と黒部川

明日温泉に宿泊
13,000円～

自分にご褒美旅！ANAクラウンプ

ラザ富山に泊まる夕食付きプラン

2日間

ANAクラウンプラザ富山に宿泊し豪華な夕食をお楽しみい

ただく
12,000円～

富山市大手町３－９ 076-461-6030

タビックスジャパン

富山支店

富山市安住町7-14第一生命ビ

ル3F
076-433-1010

朝日ツーリスト

朝日人材サービス株式会社 富山市大手町３－９ 076-461-6030

https://www.tabix.co.jp/branch/toyama/



施設名 住所 TEL ホームページ プラン名 プラン内容 金額

※掲載のプラン内容は一例です。

※こちらに掲載のプラン以外にも宿泊＋食事＋観光素材の合計金額が12,000円（税込）以上であれば、『もっと愉しもう！宿泊プラン』の対象となります。

地元で泊まろう！県民割引キャン

ペーン　～もっと愉しもう！宿泊

プラン！

秘湯の一軒宿大牧温泉観光旅館と

庄川遊覧船２日間

四季折々の景観が楽しめる庄川遊覧船に乗船し秘湯の一軒

宿

大牧温泉観光旅館に宿泊

27,000円～

地元で泊まろう！県民割引キャン

ペーン　～もっと愉しもう！宿泊

プラン！

宇奈月温泉やまのはに泊まる絶景

の黒部トロッコ列車２日間

四季折々の景観が楽しめる黒部峡谷トロッコ列車と宇奈月

温泉やまのはに宿泊
15,000円～

地元で泊まろう！県民割引キャン

ペーン　～もっと愉しもう！宿泊

プラン！

ロイヤルホテル富山砺波宿泊と

『となみチューリップ四季彩館』

家族で楽しめる『ロイヤルホテル富山砺波』自慢のバイキ

ング

多種多様なチューリップが見学できるチューリップ四季彩

館見学

12,000円～

地元で泊まろう！県民割引キャン

ペーン　～もっと愉しもう！宿泊

プラン！

自分にご褒美旅！ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ

富山に泊まる夕食付きプラン２日

間

ANAクラウンプラザ富山に宿泊し豪華な夕食をお楽しいい

ただく
12,000円～

地元で泊まろう！県民割引キャン

ペーン　～もっと愉しもう！宿泊

プラン！

黒部川明日温泉バーデン明日・黒

部峡谷鉄道2日間

四季折々の景観が楽しめる黒部峡谷トロッコ列車と黒部川

明日温泉に宿泊
13,000円～

なのはな農業協同組合 富山市豊田本町3-18-21 076-438-2214
もっと愉しもう！国宝・瑞龍寺と

雨晴温泉　磯はなびの旅

富山で唯一の国宝「瑞龍寺」の拝観と海越しに見える立山

連峰が見える人気のお宿「磯はなび」で海の幸に舌鼓！
15,900円～

日本海ツーリスト(株)

富山グリーンモール店

富山市山室226-2グリーン

モール山室内
076-422-5777 http://www.tabizanmai.com/

もっと愉しもう！人気のリバーリ

トリート雅楽倶宿泊プラン

富山県美術館　アート＆デザイン／※旅行代金は本館スタ

ンダード2名1室料金です。3名以上での料金は異なりま

す。また、日程やお部屋のタイプ、眺望によっても異なり

ます。

31,100円～

タビックスジャパン

富山支店

富山市安住町7-14第一生命ビ

ル3F
076-433-1010 https://www.tabix.co.jp/branch/toyama/



施設名 住所 TEL ホームページ プラン名 プラン内容 金額

※掲載のプラン内容は一例です。

※こちらに掲載のプラン以外にも宿泊＋食事＋観光素材の合計金額が12,000円（税込）以上であれば、『もっと愉しもう！宿泊プラン』の対象となります。

日本海ツーリスト(株) 富山市山室226-2 076-422-5777 http://www.tabizanmai.com/
老舗割烹　五万石本店の越中料理

とグランテラスホテル富山

【越中料理 五万石本店】富山湾の海の幸 山の幸を“いただ

く” 老舗割烹店。JR富山駅から徒歩8分のところに店を構

える名水が育む農産物、里山の幸。富山ならではのご馳走

様たちに敬意を込め、余すところなく生かし、ご提供いた

します。（夕食会場：個室／朝食希望の場合：別途1,000

円）

16,000円～

日本旅行Ｔｉｓ富山支店 富山市明輪町1-230 076-441-8353 http://www.nta.co.jp/shop/shoplist/6810/

赤い風船　旅コレクション北陸　

、　地元で泊まろう　富山県のお

宿　、

宿泊＋オプション/観光券/船車券

セット

べるもんた・一万三千尺物語・富山～室堂直行バス・黒部

峡谷トロッコ電車・薬都富山ミステリーツアー・ます寿し

手作り体験・和菓子作り体験・五箇山２Daysフリーきっ

ぷ・富山湾鮨クーポン・高岡彩食クーポン等の赤い風船オ

プショナルツアーと宿泊がセットになった商品。

宿泊＋観光券・船車券のセット

－

ニュージャパントラベル　

ファボーレ店

富山市婦中町下轡田165-1

ファボーレ1階
076-465-1820 https://www.njt.jp/

富山でもっと愉しもう!宇奈月温

泉延対寺荘で富山の幸チョイスし

て満喫しよう!!

基本料理に加え　１．氷見牛のローストビーフコース／

２．富山牛の鉄板焼きコース／３．地元産岩ガキと鮎の塩

焼きコース／４．旬のお造りグレードアップコース　の１

品チョイス

－

ニュージャパントラベル　

本社

富山市奥田新町8-1ボル

ファートとやま1階
076-441-2000 https://www.njt.jp/

富山でもっと愉しもう!宇奈月温

泉延対寺荘で富山の幸チョイスし

て満喫しよう!!

基本料理に加え　１．氷見牛のローストビーフコース／

２．富山牛の鉄板焼きコース／３．地元産岩ガキと鮎の塩

焼きコース／４．旬のお造りグレードアップコース　の１

品チョイス（販売：県内５店舗　㈱ニュージャパントラベ

ル本社、ファボーレ店、高岡店、アルプラザ小杉店、南砺

支店）

－

ニュー飛騨観光バス(株)

富山営業所
富山市西塩野１５２－２ 076-461-3061 https://q-epage.com/newhidakbtoyama/

もっと愉しもう！平成の大修理竣

工「勝興寺」拝観と伏木街歩き人

気の雨晴温泉　磯はなびの旅

「勝興寺」拝観と旧伏木測候所庁舎など、ノスタルジー溢

れる高岡・伏木の街を散策いただきます。お泊りは「磯は

なび」で新鮮な海の幸をご堪能いただきます。

16,200円～

ブライトトラベル 富山市婦中町下坂倉８２－４ 076-466-5585

富山県民限定割引「もっと愉しも

う・もっと元気になろう」富山市

内近場を見直そう

富山市内から時間がかからず富山の食材を使用した夕食と

密にならない園内で自由な時間を過ごせるプランです
14,500円～

もっと愉しもう！宿泊プラン「鳥

越の宿三楽園宿泊+井波彫刻総合

会館拝観引換券セットプラン」

井波彫刻総合会館で250年余の伝統を誇る井波彫刻の粋を

集めた作品をご覧いただきます。（記載料金：4名1室）　

※別途入湯税

14,800円～

もっと愉しもう！宿泊プラン「秘

境の一軒宿　大牧温泉と庄川峡遊

覧船乗船引換券セットプラン」

庄川峡遊覧船の「大牧温泉往復コース」をセット。大自然

のクルージングも楽しめますし大牧温泉への交通手段を兼

ねており便利です。（記載料金：4名1室）　※別途入湯税

27,000円～

ホクタテ旅行 富山市中野新町１－２－１０ 076-421-7210 http://www.hokutate.co.jp/trading/

https://www.njt.jp/
https://www.njt.jp/


施設名 住所 TEL ホームページ プラン名 プラン内容 金額

※掲載のプラン内容は一例です。

※こちらに掲載のプラン以外にも宿泊＋食事＋観光素材の合計金額が12,000円（税込）以上であれば、『もっと愉しもう！宿泊プラン』の対象となります。

もっと愉しもう！宿泊プラン「庄

川温泉 ゆめつづり宿泊+井波彫刻

総合会館拝観引換券セットプラ

ン」

井波彫刻総合会館で250年余の伝統を誇る井波彫刻の粋を

集めた作品をご覧いただきます。（記載料金：4名1室）　

※別途入湯税

23,600円～

もっと愉しもう！宿泊プラン「人

肌の宿　川金　宿泊+井波彫刻総

合会館拝観引換券セットプラン」

井波彫刻総合会館で250年余の伝統を誇る井波彫刻の粋を

集めた作品をご覧いただきます。（記載料金：4名1室）　

※別途入湯税

21,400円～

もっと愉しもう！宿泊プラン「世

界遺産の町に泊まる+５階建て合

掌造の岩瀬家拝観引換券セットプ

ラン」

日本一大きな5階建ての合掌造りである岩瀬家は、国の重

要文化財として長く保存されてきました。歴史の趣を感じ

る空間でのひと時をお過ごし下さい。（記載料金：4名1

室）　※別途入湯税

12,400円～

もっと愉しもう！宿泊プラン「氷

見 なだうら温泉元湯　磯波風　宿

泊+氷見あいやまガーデン拝観引

換券セットプラン」

立山連峰と富山湾を一望できる小高い丘の森の中に息づく

西洋風庭園。山と海と花と空のコンビネーションをお楽し

みいただけます。（記載料金：4名1室）　※別途入湯税

14,000円～

もっと愉しもう！宿泊プラン「氷

見温泉郷　くつろぎの宿　うみあ

かり　宿泊+氷見あいやまガーデ

ン拝観引換券セットプラン」

立山連峰と富山湾を一望できる小高い丘の森の中に息づく

西洋風庭園。山と海と花と空のコンビネーションをお楽し

みいただけます。（記載料金：4名1室）　※別途入湯税

14,550円～

もっと愉しもう！宿泊プラン「氷

見の民宿　城山　宿泊+氷見あい

やまガーデン拝観引換券セットプ

ラン」

立山連峰と富山湾を一望できる小高い丘の森の中に息づく

西洋風庭園。山と海と花と空のコンビネーションをお楽し

みいただけます。（記載料金：4名1室）

12,900円～

もっと愉しもう！宿泊プラン「氷

見温泉郷　魚巡りの宿　永芳閣+

氷見あいやまガーデン拝観引換券

セットプラン」

立山連峰と富山湾を一望できる小高い丘の森の中に息づく

西洋風庭園。山と海と花と空のコンビネーションをお楽し

みいただけます。（記載料金：4名1室）　※別途入湯税

18,300円～

もっと愉しもう！宿泊プラン「宇

奈月温泉　延楽　宿泊+黒部峡谷

鉄道欅平往復乗車引換券」

黒部峡谷鉄道の宇奈月温泉～欅平間往復乗車引換券をセッ

ト。深緑の黒部峡谷めぐりをお楽しみいただけます（リ

ラックス客車・特別車はセットされておりません）。（記

載料金：4名1室）　※別途入湯税

32,560円～

もっと愉しもう！宿泊プラン「宇

奈月温泉　やまのは　宿泊+黒部

峡谷鉄道欅平往復乗車引換券」

黒部峡谷鉄道の宇奈月温泉～欅平間往復乗車引換券をセッ

ト。深緑の黒部峡谷めぐりをお楽しみいただけます（リ

ラックス客車・特別車はセットされておりません）。（記

載料金：4名1室）　※別途入湯税

16,610円～

ホクタテ旅行 富山市中野新町１－２－１０ 076-421-7210 http://www.hokutate.co.jp/trading/



施設名 住所 TEL ホームページ プラン名 プラン内容 金額

※掲載のプラン内容は一例です。

※こちらに掲載のプラン以外にも宿泊＋食事＋観光素材の合計金額が12,000円（税込）以上であれば、『もっと愉しもう！宿泊プラン』の対象となります。

もっと愉しもう！宿泊プラン「ホ

テル森の風立山　宿泊+立山黒部

アルペンルート室堂往復乗車引換

券」

立山黒部アルペンルートの立山駅～室堂駅の往復乗車引換

券をセット。夏山のベストシーズンをお楽しみいただけま

す。（記載料金：4名1室）　※別途入湯税

23,920円～

もっと愉しもう！宿泊プラン「ホ

テル立山　宿泊+立山黒部アルペ

ンルート室堂往復乗車引換券」

立山黒部アルペンルートの立山駅～室堂駅の往復乗車引換

券をセット。夏山のベストシーズンをお楽しみいただけま

す。（記載料金：4名1室）

31,620円～

マイカーで旅する宿泊プラン　黒

部峡谷トロッコ電車と５つ星の宿　

宇奈月温泉延楽2日間

宿泊：宇奈月温泉　延楽１泊（夕食・朝食の２回付）／観

光素材Ａ：宇奈月温泉から釣鐘間の黒部峡谷トロッコ列車

往復乗車券付

37,070円～

マイカーで旅する宿泊プラン　ホ

テル森の風立山・密を避けて貸切

風呂利用 2日間

宿泊：ホテル森の風立山１泊（２食付）／観光素材Ａ：ホ

テル森の風貸切風呂
23,150円～

マイカーで旅する宿泊プラン　夏

の味覚庄川鮎と庄川遊覧・木彫り

の里井波八日町散策2日間

宿泊：庄川温泉郷　鳥越の宿三楽園１泊（夕食・朝食の２

回付）／観光素材Ａ：庄川遊覧船乗船／観光素材Ｂ：井波　

八日町まち歩き体験

20,000円～

マイカーで旅する宿泊プラン　立

山黒部アルペンルートと黒部峡谷

トロッコ電車　宇奈月温泉2日間

宿泊：宇奈月温泉　宇奈月グランドホテル１泊（夕食・朝

食の２回付）／観光素材Ａ：立山駅から黒部湖までのアル

ペンルート往復乗車券付／観光素材Ｂ：宇奈月温泉から釣

鐘間の黒部峡谷トロッコ列車往復乗車券付

29,900円～

マイカーで旅する宿泊プラン　リ

バーリトリート雅樂倶の休日と越

中八尾の文化に触れる2日間

宿泊：リバーリトリート雅樂倶１泊（朝食付）／　観光素

材Ａ：和食又はフレンチの選べる夕食付／　観光素材B：

八尾曳山展示館、おわら資料館、八尾化石資料館入場見学

35,070円～

マイカーで旅する宿泊プラン　リ

バーリトリート雅樂倶 2日間

宿泊：リバーリトリート雅樂倶１泊（朝食付）／観光素材

Ａ：和食又はフレンチの選べる夕食付
30,950円～

新富観光サービス（株） 富山市上野３２２ 076-428-5544 https://www.enjoy-sks.co.jp/page1
富山で愉しもう、遊ぼう！宿泊プ

ラン
宿泊+食事、宿泊+観光、宿泊+体験 －

黒部でゆっくり　宇奈月温泉たっ

ぷり満喫の旅　～宇奈月・くろべ

食べ歩きクーポン付き～

宇奈月温泉に泊まり　翌日はクーポン片手に食べ歩き！　

セレネ美術館の入館割引等使い　帰りは魚の駅生地での立

寄り・食事

16,600円～

富山地鉄電車でゆっくり行こう！

宇奈月温泉への旅

地鉄電車にゆられ　景色を見ながらゆっくり宇奈月温泉へ　

翌日、宇奈月で散策をし、宇奈月温泉内で昼食。
19,860円～

富山市向川原町２－２３ダイ

ヤパレス雪見橋1F
新富旅行（株） 076-491-3223

阪急交通社富山営業所
富山市桜橋通り6-11富山フコ

ク生命第二ビル7階
076-431-8952 https://www.hankyu-travel.com/shiten/toyama.php

ホクタテ旅行 富山市中野新町１－２－１０ 076-421-7210 http://www.hokutate.co.jp/trading/



施設名 住所 TEL ホームページ プラン名 プラン内容 金額

※掲載のプラン内容は一例です。

※こちらに掲載のプラン以外にも宿泊＋食事＋観光素材の合計金額が12,000円（税込）以上であれば、『もっと愉しもう！宿泊プラン』の対象となります。

新富旅行（株）
富山市向川原町２－２３ダイ

ヤパレス雪見橋1F
076-491-3223

絶景を探しに行こう！立山・室堂

への旅

立山駅より、立山ケーブルカー高原バスに乗り標高差のあ

る大自然の変化を楽しみながら大自然の中で1泊し、みく

りが池や室堂展望台など室堂を遊びつくします！（立山黒

部アルペンルート（立山駅⇔室堂間）往復付）　※利用施

設や部屋タイプにより週末割り増し等あり

16,370円～

富山地鉄サービス（株）
富山市千歳町1-1　

富山地鉄ゴールデンボウル内
076-442-8181 www.chitetsu-s.com/travel/

ちてつ電車で行く宇奈月温泉宿泊

パック　延對寺荘

富山県を代表する海の幸や特選品を利用したお料理と地鉄

電車の車窓に広がる立山連峰のパノラマを体感いただきま

す。

23,000円～

手配旅行契約において、弊社の契

約宿泊施設の宿泊プランと契約箇

所の観光素材の組み合わせで販売

県内全域の弊社契約宿泊施設と観光素材を組み合わせて、

お客様の要望にお応え出来るよう、柔軟な対応で販売を行

います

－

ランチもディナーもお宿も温泉も

オール氷見ブランド　氷見阿尾の

浦温泉元湯　民宿美岬

粋な民宿 美岬. 

阿尾海岸にある温泉と新鮮な魚料理が自慢の粋な民宿。動

く大きなぶりの看板が目印です。

 5階の展望パノラマ浴場と露天風呂からは、富山湾と立山

連峰の美しい景色が望めます。

氷見牛専門店　たなか

愛情を注いで育てあげた、安全で安心、厳しい品質規格を

クリアした肉質の氷見牛を思う存分

目で楽しみ、舌で味わってください。　生産直営店ならで

はの味わい！

16,000円～

ランチもディナーも宿泊もオール

氷見ブランド　民宿美岬

粋な民宿 美岬. 

阿尾海岸にある温泉と新鮮な魚料理が自慢の粋な民宿。動

く大きなぶりの看板が目印です。

 5階の展望パノラマ浴場と露天風呂からは、富山湾と立山

連峰の美しい景色が望めます。

氷見牛専門店　たなか

愛情を注いで育てあげた、安全で安心、厳しい品質規格を

クリアした肉質の氷見牛を思う存分

目で楽しみ、舌で味わってください。　生産直営店ならで

はの味わい！

16,000円～

日本海ツーリスト(株) 

富山グリーンモール店

富山市山室226-2グリーン

モール山室内
076-422-5777 http://www.tabizanmai.com/

http://www.chitetsu-s.com/travel/


施設名 住所 TEL ホームページ プラン名 プラン内容 金額

※掲載のプラン内容は一例です。

※こちらに掲載のプラン以外にも宿泊＋食事＋観光素材の合計金額が12,000円（税込）以上であれば、『もっと愉しもう！宿泊プラン』の対象となります。

ランチもディナーもお宿も温泉も

オール氷見ブランド　九殿浜温泉

ひみのはな

九殿浜温泉ひみのはな

客室から美しい富山湾を一望し、晴れた日には立山連峰が

浮かんで見える景勝の地･･･。氷見のお魚を堪能し、美人

の湯でおくつろぎ下さい

氷見牛専門店　たなか

愛情を注いで育てあげた、安全で安心、厳しい品質規格を

クリアした肉質の氷見牛を思う存分

目で楽しみ、舌で味わってください。　生産直営店ならで

はの味わい！

18,000円～

ランチもディナーもお宿も温泉も

オール氷見ブランド　氷見阿尾の

浦温泉元湯　民宿美岬

粋な民宿 美岬. 

阿尾海岸にある温泉と新鮮な魚料理が自慢の粋な民宿。動

く大きなぶりの看板が目印です。

 5階の展望パノラマ浴場と露天風呂からは、富山湾と立山

連峰の美しい景色が望めます。

氷見牛専門店　たなか

愛情を注いで育てあげた、安全で安心、厳しい品質規格を

クリアした肉質の氷見牛を思う存分

目で楽しみ、舌で味わってください。　生産直営店ならで

はの味わい！

16,000円～

老舗割烹　五万石本店の越中料理

とグランテラスホテル富山

【越中料理 五万石本店】富山湾の海の幸 山の幸を“いただ

く” 老舗割烹店。JR富山駅から徒歩8分のところに店を構

える名水が育む農産物、里山の幸。富山ならではのご馳走

様たちに敬意を込め、余すところなく生かし、ご提供いた

します。（夕食会場：個室／朝食希望の場合：別途1,000

円）　※2名からの申し込みになります

16,000円～

越中膳処　海の神山の神とグラン

テラスホテル富山

富山の海の幸・山の幸をもっと愉しめるハイセンスな和食

居酒屋

素材本来の旨みを引き出した逸品を富山の地酒と共にご堪

能いただけます

富山の地酒orオリジナルカクテルor富山のクラフトビール

１杯付

14,000円～

北電産業㈱　

ほくでんツアーズ

富山市牛島町１８-７アーバ

ンプレイス5F
076-431-0301 https://www.hs-k.co.jp/service/tours/index.html

富山でもっと愉しもう！宿泊プラ

ン

募集型企画旅行・受注型企画旅行・手配旅行問わず

宿泊と観光/食事等を組み合わせで販売

お客様のご要望に柔軟に対応いたします

－

http://www.tabizanmai.com/
日本海ツーリスト(株) 

富山グリーンモール店

富山市山室226-2グリーン

モール山室内
076-422-5777

https://www.hs-k.co.jp/service/tours/index.html


施設名 住所 TEL ホームページ プラン名 プラン内容 金額

※掲載のプラン内容は一例です。

※こちらに掲載のプラン以外にも宿泊＋食事＋観光素材の合計金額が12,000円（税込）以上であれば、『もっと愉しもう！宿泊プラン』の対象となります。

北日本新聞開発センター 富山市安住町2-14 076-445-3587 http://www.kc1.co.jp/
北日本新聞旅行会　もっと愉しも

う！宿泊プラン
富山県内の宿泊施設＋観光施設のセット販売 －

名鉄観光サービス(株)

富山支店

富山市桜橋通り1-18北日本桜

橋ビル５階
076-431-8056 https://www.mwt.co.jp/profile/siten/4731_toyama.shtml?_ga=2.60891493.87666650.1625631818-907501869.1625631818 初夏の宇奈月温泉と黒部峡谷鉄道

富山を代表する温泉地　宇奈月温泉に宿泊。今年50周年を

迎えた黒部峡谷鉄道に乗車し、大自然を満喫いただきま

す。

21,710円～

有限会社西部トラベル
富山市太郎丸西町２－７－１

１ビューラーFM1F
076-422-6333 https://www.seibu-travel.co.jp/

旅マイスターがご案内する♪富山

がもっと好きになる宿泊観光セッ

トプラン

地元でもっと愉しんで頂くために、お客様の想いを叶えま

す。

お客様へのヒアリングのもと、弊社パートナーシップであ

る宿泊先＋観光素材(食

事・拝観・体験・交通など)をセットにしてご案内致しま

す。

－

高岡市

(有)高岡トラベルサービス 高岡市問屋町25番地 0766-25-5455 https://www.plustabi.com/
滝乃荘+食事（テイクアウト含

む）または瑞龍寺拝観
フェルベールの食事または瑞龍寺拝観 18,300円～

(株)富山県福祉旅行センター 高岡市関本町６１ 0766-21-4700 http://www.yado-club.com/individual/toyama_tourism_campaign.html

船でしか行けない秘境の一軒宿

「大牧温泉」への旅　遊覧船から

見る庄川峡の絶景を満喫！（２名

様用）

大牧温泉の宿泊と庄川遊覧船から見る庄川峡の素晴らしい

景色を体験していただくプラン
24,800円～

鳥越の宿三楽園で癒しの宿泊エス

テセット

三楽園でのエステ６０分コース（記載料金：本館利用２名

様１室　金曜日・日曜日は平日料金に１，1００円追加と

なります）※発生手配となりますのでご予約頂くタイミン

グによっては手配できない場合や提示した金額よりも高い

タイプのお部屋をご案内する場合があります。また、追加

料金によりエステの延長も可能です

25,450円～

船でしか行けない秘境の宿大牧温

泉

庄川遊覧船　※和室利用の料金です。和洋室の場合、お1

人様３０，３００円となります。休前日の場合はお１人様

２，２００円追加となります。

27,000円～

宇奈月温泉・延対寺荘と新緑のト

ロッコ電車

黒部峡谷トロッコ電車　（記載料金：2名１室利用）※8月

宿泊の料金です。7月宿泊だとお一人様2,000円引きになり

ます。トロッコは普通客車（オープン型）になります。

20,610円～

アイトラベル達信株式会社 高岡市羽広１３０－３ 090-3293-3038

地元で泊まろう！県民割引キャン

ペーン　～もっと愉しもう！宿泊

プラン～　鳥越の宿三楽園に泊

まって庄川峡のクルーズ船に乗っ

てみよう！

庄川温泉峡にある三楽園のお料理は富山で採れた四季折々

の新鮮な素材をふんだんに利用した日本料理です。夏の食

材としては流れが速い清流で育つ庄川鮎・夏に日本海を回

遊し、富山湾内に入ってくる良質の脂がのったクロマグロ

です。

17,500円～

FKKツアーズ株式会社 高岡市伏木湊町５－５ 0766-44-0106 https://ftsc.jp/

http://www.kc1.co.jp/
https://www.seibu-travel.co.jp/


施設名 住所 TEL ホームページ プラン名 プラン内容 金額

※掲載のプラン内容は一例です。
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おむすび旅行 高岡市定塚町１２００番地 0766-54-6678 旬の地元食材を堪能する旅

旬の海の幸と山の幸の地のものをふんだんにおりまぜたお

料理がいただける小さな料理旅館「はしもと屋」に宿泊。

／昼食は、稲泉農園さんが経営するオーチャードカフェ

で、自家栽培の旬の野菜を一番美味しい食べ方で召し上

がっていただきます。

20,625円～

(株)JTBイオンモール高岡店 高岡市下伏間江383 0766-27-2415 https://stores.jtb.co.jp/j5844-0?utm_source=Yext&utm_medium=Yext&utm_campaign=Listings 「もっと愉しもう！宿泊プラン」 宿泊＋観光券等 －

ニュージャパントラベル　

高岡営業所

高岡市御旅屋町101御旅屋セ

リオ7階
0766-27-2777 https://www.njt.jp/

富山でもっと愉しもう!宇奈月温

泉延対寺荘で富山の幸チョイスし

て満喫しよう!!

基本料理に加え　１．氷見牛のローストビーフコース／

２．富山牛の鉄板焼きコース／３．地元産岩ガキと鮎の塩

焼きコース／４．旬のお造りグレードアップコース　の１

品チョイス

－

のむら旅行 高岡市放生津2 0766-84-8341
地元で泊まろう！地元の魅力再発

見！グルメ富山を満喫しよう！

宿泊お食事など　お客様の趣味、嗜好に合った旅プランを

ご一緒にお作りしてまいります。
ー

五箇山荘と歴史の利賀・井波木彫

りの里を訪ねて
庄川の鮎と井波木彫 17,500円～

宇奈月温泉と黒部（生地・清水め

ぐりと食めぐり）

魚の駅生地　レストラン航海灯と清水めぐり・ワーク

ショップ体験(オリジナルエコバッグ製作）
20,400円～

加越能バス株式会社 高岡市江尻１２４３－１ 0766-21-6980 http://www.kaetsunou.co.jp/
地元で泊まろう！『　もっと愉し

もう！宿泊プラン　』
富山県内での食事やトロッコ等観光素材を利用 －

トロッコ電車で初夏の宇奈月温泉

を楽しむ旅

宇奈月温泉の和風旅館「サン柳亭」に宿泊し、翌日は黒部

峡谷をトロッコ電車で巡る　※４名１室利用（3名1室：

27,430円～／2名1室：28,530円～）

26,330円～

「ゆめつづり」に泊まる初夏の庄

川渓流を楽しむ旅

庄川温泉和風の宿「ゆめつづり」に宿泊し、１日目は砺波

市のチューリップ四季彩館を見学し、２日目はおかき処御

菓蔵で見学とショッピングを楽しむ　※記載代金：４名１

室利用（3名1室:25,760円～／2名1室：26,860円）

24,660円～

海と立山連峰を望む景観と食を満

喫する氷見スペシャル

海と立山連峰を望む景観を眺めながら氷見漁港でとれた新

鮮な魚貝類を中心とした夕食を楽しみ、２日目は氷見番屋

街で買い物と昼食をとる。　※記載代金：４名１室利用(3

名1室：16,100円～／2名1室17,200円～）

15,500円～

庄川遊覧船で行く　大牧温泉観光

旅館

庄川峡遊覧船を利用し、秘境の一軒宿「大牧温泉観光旅

館」に宿泊
23,800円～

宇奈月の老舗旅館　延対寺荘でご

ゆっくり　夕食時「白海老」お造

り付き

延対寺荘にて、夕食時にはランクアップの食事と、さらに

富山湾の宝石とされる「白海老」をお造りにてお召し上が

りいただきます

20,000円～

0766-23-5800高岡市下関町４－５読売旅行　高岡

福岡観光旅行社
高岡市福岡町福岡１０７８－

７
0766-64-2176

有限会社

高陵ニュートラベル
高岡市丸の内７－３５ 0766-24-0678

https://www.njt.jp/
http://www.kaetsunou.co.jp/
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射水市

(有)富山呉西トラベル 射水市三ヶ４０４４－１ 0766-55-2711
地元を愉しむ県民の旅　宇奈月温

泉で泊まろうキャンペーン
魚津水族館　入場券付 15,300円～

ＪＡいみず野旅行センター 射水市北野１５５５－１ 0766-52-0218 https://www.ja-imizuno.or.jp/travel/

もっと氷見を楽しもう！ くつろぎ

の宿うみあかり宿泊に氷見番屋街

きときと丼とあいやまガーデン入

場券付

「氷見きときと丼」：「きときと」 富山弁で新鮮の意味で 

8種類のきときと鮮魚にイクラをのせた丼」米は氷見産コ

シヒカリに大漁汁(魚介みそ汁)がついています。

18,930円～

美肌の湯宇奈月温泉と黒部峡谷満

喫

つべつべ美肌の湯宇奈月温泉に宿泊し、山海の幸を食べ放

題。翌日はトロッコに乗って、富山が誇る黒部峡谷の自然

を満喫。

20,460円～

富山県内の温泉旅館とカモンパー

ク新湊での白エビメニューのお食

事券

新湊特産の白エビを使ったメニュー【宿泊施設】富山県内

の温泉旅館
－

ニュージャパントラベル　

ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ小杉店

射水市三ケ2602アル・プラザ

小杉1階
0766-95-5557 https://www.njt.jp/

富山でもっと愉しもう!宇奈月温

泉延対寺荘で富山の幸チョイスし

て満喫しよう!!

基本料理に加え　１．氷見牛のローストビーフコース／

２．富山牛の鉄板焼きコース／３．地元産岩ガキと鮎の塩

焼きコース／４．旬のお造りグレードアップコース　の１

品チョイス

－

砺波市

(株)杓子屋福光観光 南砺市福光（東町）7385 0763-52-0301

もっと愉しもう！宿泊プラン「桜

が池クアガーデン」＋福光バット

ミュージアム

フレンチフルコースまたは和会席と福光バットミュージア

ム入館
20,500円～

越中料理「五万石」夏の会席料理　

と　天然温泉御宿野乃　もっと愉

しもう県民割引宿泊プラン

富山湾活魚のお造り、地鮎、大内素麺など会席料理 20,000円～

「八兆屋　富山店」10月富山牛、

11月12月ぶりしゃぶ　と　アパホ

テル富山2日間

もっと愉しもう県民割引宿泊プラ

ン

10月　富山牛と白えびメインのコース料理(指定ドリンク

飲み放題付)

11月以降　ぶりしゃぶと白えびメインのコース料理(指定

ドリンク飲み放題付)

1名1室利用の場合、お一人様2,000円増。休前日は2000円

増。

20,000円～

となみ観光交通(株) 砺波市表町1-44 0763-33-0039 http://tonami-kanko.jp/
夏休みをたのしむ宇奈月温泉とト

ロッコ列車

【宿泊施設】ホテル黒部／【食事会場】ホテル黒部　ホテ

ル内レストラン（掲載料金2名1室、＊8/7～8、13～14除

く）

21,560円～

となみ野

セントラルツアー(株)
砺波市宮沢町３－１１ 0763-32-8625 https://www.ja-tonamino.jp/life/tour

”もっと愉しもう！宿泊プラン利

用”で満足な旅【磯はなび企画】

富山湾の景色を眺め、きときと富山の海の幸を味わう1泊2

日の個人宿泊プランです。
20,400円～

ツアーシステム(株) 砺波市中神1丁目174 0763-33-0755 http://toursystem.co.jp/index.html

株式会社トラベル新湊 射水市中新湊１０－２７ 0766-84-2055 http://www.hotswap.jp/travelsh/index.html

http://www.hotswap.jp/travelsh/index.html
https://www.njt.jp/
http://toursystem.co.jp/index.html
http://tonami-kanko.jp/
http://toursystem.co.jp/index.html
http://www.hotswap.jp/travelsh/index.html
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株式会社K．トラベル 砺波市永福町6-48 0763-33-2858
地元で泊まろう！もっと愉しも

う！　宿泊＆観光セットプラン

宿泊と観光（食事・拝観・体験等）を、お客様のご要望に

応じ組み合わせてご案内します
－

もっと高岡の歴史を知ろう！雨晴

温泉「磯はなび」宿泊プラン

瑞龍寺／※旅行代金は基本客室5名様以上1室料金です。2

～4名での料金は異なります。また、日程やお部屋のタイ

プ、眺望によっても異なります。

18,250円～

もっと秘境を愉しもう！　大牧温

泉観光旅館宿泊プラン

庄川遊覧船（小牧～大牧）／※旅行代金は基本客室の2名1

室料金です。3名以上での料金は異なります。また、日程

やお部屋のタイプ、眺望によっても異なります。

27,000円～

手配旅行契約として、弊社契約の

宿泊施設と観光/食事施設の組み

合わせで販売

県内全域の弊社契約宿泊施設と観光素材を組み合わせで、

お客様の要望のお応え出来るよう、柔軟な対応で販売を行

います　観光素材の一例　・食事施設、・有料入場施設・

体験施設・貸切りタクシー・遊覧船・レンタカー・トロッ

コ電車等の船車券販売など多種多様に素材提供致します

－

有限会社マリー旅行社 砺波市千代１４６－５ 0763-33-0395 https://www.marry-t.com/

もっとお得に富山を愉しもう！富

山に強いこだわりをもつ料理旅館

「サン柳亭」と夏の黒部峡谷ト

ロッコ電車に乗って大自然を満喫

しよう

・「サン柳亭」では、食材をはじめ、食器、酒器、ガラ

ス、和紙、木材等にも富山産を用い富山の良さを五感で感

じることができます。　・日本有数のV字谷の渓谷に沿っ

て、山肌を縫うように進むトロッコ電車。 終点、欅平駅で

は真夏でも冷んやり爽やかな風を感じることができます。

（記載料金：スタンダード客室 定員利用　8月は＋2,000

円　7/22～24、8/10～16は、特別日のため除外日で

す。）

21,960円～

小矢部市

いなば農業協同組合

（JAいなば旅行センター）
小矢部市石動町１０－２８ 0766-68-1211 http://www.ja-inaba.or.jp/store/detail.php?id=13

全旅クーポンを利用して、富山の

魅力を再発見！!

全旅クーポン対応の宿泊・観光施設で富山の魅力を再発

見！!
－

南砺市

Ｋｅｎ　Ｔｒｉｐｓ

（ケントリップス）
富山県南砺市北野３３５番地 0763-62-1653

「地元で泊まろう！県民割引キャ

ンペーン」もっと愉しもう！里山

のオーベルジュ「薪の音」宿泊と

小京都「城端」を巡る旅

里山満喫プラン。小京都「城端」を観光ガイドが親切にご

案内。富山県産和牛や地元「城端麦やポーク」、新鮮魚介

など、地元食材をつかった「スペシャルディナーコース」

をお楽しみください。宿泊日の当日(13時～15時)又は、翌

日(10時～12時)の2時間程度、城端を観光ガイドがご案内

します。

39,000円～

(株)第一ツアーズ 南砺市福光７０６１番地２ 0763-52-6381

『地元でもっと愉しもう』宇奈月

温泉“延対寺荘”と夏の黒部峡谷鉄

道

延対寺荘1泊2食+黒部峡谷鉄道 18,000円～

http://www.tabizanmai.com/
日本海ツーリスト(株)

砺波本店

砺波市太郎丸１－９－２４日

本海ビル１Ｆ
0763-33-5577



施設名 住所 TEL ホームページ プラン名 プラン内容 金額

※掲載のプラン内容は一例です。

※こちらに掲載のプラン以外にも宿泊＋食事＋観光素材の合計金額が12,000円（税込）以上であれば、『もっと愉しもう！宿泊プラン』の対象となります。

もっととなみ野を愉しもう！とな

み野庄川荘+ステーキランチ

宿泊日、もしくは翌日に柿里本店花御堂ステーキランチ付

き（記載料金：4名１室利用）※休前日は+￥1,200
18,598円～

もっととなみ野を愉しもう！とな

み野庄川荘+ステーキランチ

宿泊日、もしくは翌日に柿里本店花御堂ステーキランチ付

き（記載料金：4名１室利用）※休前日は+￥1,200
18,598円～

ニュージャパントラベル　

南砺支店
南砺市やかた147 0763-22-2848 https://www.njt.jp/

富山でもっと愉しもう!宇奈月温

泉延対寺荘で富山の幸チョイスし

て満喫しよう!!

基本料理に加え　１．氷見牛のローストビーフコース／

２．富山牛の鉄板焼きコース／３．地元産岩ガキと鮎の塩

焼きコース／４．旬のお造りグレードアップコース　の１

品チョイス

－

(有)ハスヌマ観光旅行社 南砺市本町１－４９ 0763-82-1170 もっと愉しもう！県民宿泊プラン
富山県での食を楽しみ、伝統工芸・文化体験などを利用し

ていただく
－

黒部市

(株)ＹＫＫツーリスト 黒部市飯沢6120-5 0765-54-8686 https://www.ykktourist.jp/

もっと愉しもう！『涼風の黒部渓

谷“トロッコ電車”と美肌の湯“宇奈

月温泉　延對寺荘”』

黒部峡谷鉄道　トロッコ電車 19,470円～

魚津市

魚津交通株式会社 魚津市本江２８６０－２ 0765-22-0640
富山でもっと愉しもう！宿泊プラ

ン
富山県内での宿泊＋観光券や食事などのセット販売 －

株式会社旅行企画 魚津市釈迦堂１－１６－１２ 0765-24-3900
宿泊と黒部峡谷鉄道や埋没林博物

館などの入場券をセットで販売
－

滑川市

富山県内宿泊+観光オプション

セットプラン

1泊2食　+　オプション（観光券又は食事券）のセット販

売
－

富山県内宿泊+観光オプション

セットプラン

1泊2食　+　オプション（観光券又は食事券）のセット販

売
－

(株)ツアーズジャパン
滑川市上小泉2948-1S.Cパス

タ内
076-476-0161

なんと農業協同組合 南砺市野田１３６９ 0763-62-3013

http://www.tours-j.co.jp/

https://www.ja-nanto.or.jp/life/travel.html

https://www.ja-nanto.or.jp/life/travel.html
https://www.njt.jp/
https://www.ja-nanto.or.jp/life/travel.html

