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 西日本旅客鉄道株式会社 

 
 

北陸・せとうち観光ナビ「tabiwa by WESTER」 

北陸エリアの「tabiwa チケット」新規発売商品について 
 

 
ＪＲ西日本では北陸新幹線敦賀延伸を迎えるにあたり、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」を展開しています。 

「tabiwa by WESTER」内で福井県、石川県、富山県の観光施設・体験・グルメが楽しめる
「tabiwa チケット」のラインナップを充実し、指定交通機関が乗り放題の「tabiwa 周遊パス」を含め、
全部で約 110 商品、お求めいただけます。北陸へのご旅行の際には、是非ご利用ください。 

 
 
 
 

tabiwa チケット：交通チケット、地元おすすめの観光施設や体験・グルメの入館券・利用券 
 
１．新規発売商品（詳細別紙） 
 
 

 

  

 
【交通チケット】 
■ 京福バス※（福井県） 

   永平寺・丸岡城・東尋坊２日フリーきっぷ/東尋坊２日フリーきっぷ 
   朝倉・永平寺１日フリーきっぷ/朝倉氏遺跡フリーきっぷ 
   鷹巣・国見・越前海岸２日フリーきっぷ/休日フリーきっぷ 

■ わくライナー（石川県・富山県） 
   高岡駅前・新高岡駅前⇔ひみ番屋街・ひみ阿尾の浦温泉・岩井戸温泉 
   ひみ番屋街・ひみ阿尾の浦温泉・岩井戸温泉⇔和倉温泉 
   高岡駅前・新高岡駅前⇔和倉温泉 

■ 世界遺産バス（富山県） 
   五箇山・白川郷フリーきっぷ/五箇山フリーきっぷ 

 
【観光・体験・グルメチケット】 
■ ちくちくぼんぼん 冒険ダムカヤック（福井県） 
■ 芝政ワールド スーパーパスポート（福井県） 
■ 兼六園めぐりガイドツアー（石川県） 
■ 石川県観光物産館（石川県） 

   和菓子手づくり体験/加賀八幡起上り手描き体験/金箔貼り体験 
■ 庄川峡遊覧船（富山県） 

   大牧温泉コース/長崎橋周遊コース 
■ なんチャリ 南砺市レンタサイクル（富山県） 
■ 高岡市 藤子・F・不二雄ふるさとギャラリー（富山県） 
■ 富山湾鮨セットクーポン※（富山県） 
 



２．発売開始日・利用開始日 
発売開始 2023 年 3 月 27 日（月）10 時（予定） 
利用開始 2023 年 4 月  1 日（土）（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。 
 
※京福バス各種デジタルチケット、富山湾鮨セットクーポンについては、 

４月以降順次発売いたします。 
 
３．チケット購入・利用方法 

・WEB またはアプリ「tabiwa by WESTER」からクレジットカードでチケットを購入 
・スマートフォンでチケット利用画面をスタッフに提示するだけでご利用可能 
 

４．チケット購入でポイントが貯まる！WESTER ポイントサービスの開始 
「tabiwa by WESTER」でチケットを購入し、利用すると、購入金額の約 1%の WESTER ポ 
イントがたまります。ポイントサービスについての詳細は、WESTER ポイントの WEB ページ、 
（https://www.jr-odekake.net/westerpoint/）をご確認ください。 

（１）ポイントサービス開始日 
2023 年 4 月 1 日（土） 
※2023 年 4 月 1 日（土）購入分からポイントがたまり、つかえます。 

（２）ポイントのたまり方  
      ・チケット購入金額税込 110 円につき、1 ポイントたまります。 
      ・ポイントの付与日は、チケット利用日の翌月 10 日頃です。 
 
 [参考] 

 

１．「tabiwa by WESTER」のその他の機能 
（１）観光地情報の検索 

「話題のスポット」、「エリアガイド」、「モデルコース」では、北陸エリアでおすすめの観光スポットを
紹介しています。また、観光スポットを動画で紹介する「tabiwa チャンネル」のコンテンツも定期
的に追加していますので、是非ご覧ください。 

 
（２）便利な予約機能 

現在地から目的地までの経路検索結果からエリア内の鉄道、タクシー、レンタカー、レンタサイクル、
カーシェア、シェアサイクルの各社サービスに連携し、予約や購入を行うことができます。また、経路
検索結果から旅のスケジュールの作成や tabiwa 周遊パス、tabiwa チケットの購入ができます。 

 
（３）おすすめクーポン 

      観光施設、お土産、宿泊施設等ご利用時に現地で特典を受けられるクーポンを取得できます。 
 
２．「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 サイトへアクセス頂けます。 
 
 
 
 
  
※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。 

WEB サイト 

https://www.jr-odekake.net/westerpoint/


West Japan Railway Company旅を彩るtabiwaチケット 1

① 京福バス（福井県）
福井県の観光地を巡ることのできるフリーきっぷです。目的の観光地に合わせてご利用ください。
・商品
永平寺・丸岡城・東尋坊２日フリーきっぷ
東尋坊２日フリーきっぷ
朝倉・永平寺１日フリーきっぷ
朝倉氏遺跡フリーきっぷ
鷹巣・国見・越前海岸２日フリーきっぷ
休日フリーきっぷ

・京福バス各種チケットは、2023年4月以降順次発売開始いたします。（詳細はtabiwa by WESTERにてお知らせいたします。）

② わくライナー（石川県・富山県）
高岡駅・新高岡駅と和倉温泉とを氷見経由で結ぶ観光路線バス。
途中の「ひみ番屋街」や七尾・和倉温泉にて、海の幸や温泉を堪能してみてはいかがでしょうか。
・商品
高岡駅前・新高岡駅前⇔ひみ番屋街・ひみ阿尾の浦温泉・岩井戸温泉
販売額 大人500円、小人250円
ひみ番屋街・ひみ阿尾の浦温泉・岩井戸温泉⇔和倉温泉
販売額 大人800円、小人400円
高岡駅前・新高岡駅前⇔和倉温泉
販売額 大人1,300円、小人650円

・ご利用開始 2023年4月1日~

③ 世界遺産バス（富山県）
高岡から世界遺産五箇山（相倉・菅沼）・白川郷までを結ぶ「世界遺産バス」。高岡から五箇山を

約１時間、白川郷を約２時間で結び、３つの世界遺産合掌造り集落を楽しめる唯一のバスです。
・商品
五箇山・白川郷フリーきっぷ
通常価格 大人3,500円、小人1,750円→tabiwa価格 大人3,200円、小人1,600円

五箇山フリーきっぷ
通常価格 大人2,500円、小人1,250円→tabiwa価格 大人2,300円、小人1,200円

・ご利用開始 2023年4月1日~

販売額 おとな 2,500円、こども 1,250円
販売額 おとな 1,500円、こども 750円
販売額 おとな 1,800円、こども 900円
販売額 おとな 900円、こども 450円
販売額 おとな 1,600円、こども 800円
販売額 おとな 1,600円、こども 800円
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④ ちくちくぼんぼん 冒険ダムカヤック（福井県）
のどかな里山に立地する体験型宿泊施設「ちくちくぼんぼん」。

近くの龍ヶ鼻ダム湖で、カヤックでしか行けない穴場スポットの滝をご案内するツアーです。
・体験時間 3時間 9:00～12:00、13:00～16:00
・販売額 6,000円（1名あたり）
・ご利用開始 2023年4月22日~ ※ご利用日の１カ月前から７日前まで発売。

⑤ 芝政ワールド スーパーパスポート（福井県）
日本海と広大な芝生のテーマパーク。ジェットコースターやアーチェリーなどの様々な
アトラクションが楽しめます。夏季（7月～9月）は国内最大級のプールエリアがオープン！
大小50本ものスライダーやロケーション抜群の波の出るプールが人気です。
・販売額
おとな（中学生以上）3,900円、こども（３歳～小学生）2,800円、
シニア（65歳以上）2,800円
※7/1～9/24は、おとな（中学生以上）4,200円、こども（３歳～小学生）3,000円、
シニア（65歳以上）3,000円

・ご利用開始 2023年4月1日~

⑥ 兼六園めぐりガイドツアー（石川県）
江戸時代の代表的な林泉廻遊式庭園で「日本三名園」の一つ、兼六園。ガイドと一緒に散策し、
歴史やいわれ、季節に応じた見どころ等を聞くことで、もっと兼六園を知ることができます。
・出発時刻 毎日10時/11時/12時/14時/15時 所要時間約50分
※tabiwaでは、土日祝のチケットをご用意しております。

・販売額 500円
・ご利用開始 2023年4月1日~

「金沢加賀tabiwaパス」と組み合わせて、さらに便利に！



West Japan Railway Company旅を彩るtabiwaチケット

⑦ 石川県観光物産館（石川県）
兼六園すぐそば、石川の工芸・和菓子・地酒など老舗70店が出店する「石川県観光物産館」。
石川・金沢ならではの体験をお楽しみください。
・商品
和菓子手づくり体験 平日 13:00、土日祝 10:00/11:30/13:00/14:30（所要時間40分）
体験料 1,700円 特典：観光物産館1Fフロアでご利用いただけるお買い物券をプレゼント

加賀八幡起上り手描き体験 11:00/14:00（所要時間30分～）
体験料 1,200円

金箔貼り体験 10:00/15:00（所要時間30分～）
体験料 銘々皿または姫手鏡 1,250円、菓子器またはコンパクトミラー 1,550円、姫小箱 1,850円

・ご利用開始 2023年4月1日～（ご利用日は各体験のチケット詳細でご確認ください。）※ご利用日の１ヵ月前から前日まで発売。
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⑧ 庄川峡遊覧船（富山県）
新緑や紅葉、雪景色など四季折々の季節が織りなす庄川峡の大自然を、

滑るように水面を運航する船上からお楽しみください。
・商品
大牧温泉コース（往復遊覧）8:30/10:30/14:30/16:00（所要時間 約60分〈往復〉）
通常価格 大人2,800円、小人1,400円→tabiwa価格 大人2,520円、小人1,260円

長崎橋周遊コース（短時間遊覧）9:50/13:20（所要時間 約25分）
通常価格 大人1,200円、小人600円→tabiwa価格 大人1,080円、小人540円

・ご利用開始 2023年4月1日~

⑨ なんチャリ 南砺市レンタサイクル（富山県）
なんチャリ（レンタサイクル）は、南砺市内のなんチャリステーション間（五箇山エリアを除く）で
乗り捨てが自由なので、旅の愉しみが広がります。福光駅や城端駅など、電車旅にも便利です。
見どころが多い南砺の里山、車に乗るだけでは気づかない景色をのんびり楽しむことができます。
・商品
Eバイク 通常価格 2,500円→tabiwa価格 2,000円

・利用時間 8:30～17:30（返却は17:00まで）
・貸出場所：城端観光案内所、返却場所：各ステーション（五箇山エリアを除く）
・ご利用開始 2023年4月1日~ ※ご利用日の１カ月前から２日前の17時まで発売
※身長150cm以上、原則中学生以上への貸し出しとなります。
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⑪ 富山湾鮨セットクーポン（富山県）
富山を訪れた人だけが味わうことのできる新鮮な地魚鮨「富山湾鮨」。
豊かな自然環境、四季を通して多彩な海の幸に恵まれ｢天然の生け簀｣と称される富山湾は、
暖かい対馬暖流と冷たい日本海固有水（深層水）により、多種多様な魚がとれる水産資源の宝庫。
漁場と漁港が極めて近いので、鮮度抜群の美味しいお寿司が食べられます。
是非、富山ならではの旬の鮨をご堪能ください！

・販売額 3,500円 ※本プラン限定の特典付き（特典はお店ごとに異なります）
・2023年4月以降順次発売開始（詳細はtabiwa by WESTERにてお知らせいたします。）
・ご利用方法 とやま観光案内所（富山駅構内クラルテ1Ｆ）でチケット利用画面を提示し、クーポン（原券）とお引換えください。

前日までにお客様自身でご希望の店舗にご予約いただくことをお勧めいたします。

⑩ 高岡市 藤子・F・不二雄ふるさとギャラリー（富山県）
藤子・F・不二雄先生の足跡をたどりながら、先生のまんがの原点や作品の楽しさ、
面白さに触れることができるギャラリーです。

・入館料 一般・大学生 500円、高校生・中学生 300円、小学生・幼児（４歳以上）200円、
4歳未満 無料

・ご利用開始 2023年4月1日～
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※商品の発売期間、利用日、利用条件など詳細は「tabiwa by WESTER」内、各商品の「チケット詳細」ページをご覧ください。


