
検索V I S I T富山県

■インターネットで。 ■お電話で。 （観光販売システムズ 10：00～18：00）

http://toyama.visit-town.com/

●クレジットカード ●指定コンビニ ●銀行振込 からお選びいただけます。
※申し込み日及びプランによっては一部ご利用いただけない場合がございます。

旅行代金
お支払方法

お問い合わせ・お申し込み方法

TEL.050-3775-4727

予約時基本必要事項 ①ツアー名  ②出発日  ③代表者名・緊急連絡先  ④参加人数

旅行代金お支払方法　 ●指定コンビニ ●銀行振込 からお選びいただけます。

※一部の他社企画プラン及び直前予約応相談プランについては、各プランに記載のあるお問い合わせ先へ
　ご連絡願います。（募集型企画旅行商品は、詳しい旅行条件をご確認の上お申し込みください。）

富山県観光公式サイト「とやま観光ナビ」
http://www.info-toyama.com/

最新イベント情報などは

※本紙内容の無断転記、記載、複写はご遠慮ください。※本紙掲載情報は、2022年２月1日現在のものです。内容が変更する場合がありますのでご利用・お出掛けの際には、お問い合わせのうえ詳細をご確認ください。

公益社団法人 とやま観光推進機構　〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁南別館2F TEL.076-441-7722

三重交通株式会社 観光販売システムズ着地型ツアー
制作

富山の最新の観光情報は

富 山 県 観 光 ア プ リ 産業観光
特設ページはこちら→

詳しい旅行条件を説明した書面を用意しておりますので、事前に確認の
上お申し込みください。
旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5
に定める契約書面の一部となります。
●募集型企画旅行　この旅行は三重交通株式会社（以下「当社」とい
う）が企画実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募
集型企画旅行契約（以下「契約」という）を締結することになります。また、
契約の内容・条件は各コースに記載されている条件のほか、下記条件、出
発前にお渡しする旅行条件書および当社旅行業約款募集型企画旅行
契約の部によります。
※他社企画プラン及びプラン内一部の行程について、現地に問い合わ
せの上ご予約に至ったプランについては、この限りではありません。

●お申込みおよび契約成立　電話、またはその他の通信手段によりお申
込みを承ります。その翌日より３日以内に旅行代金を納めていただき正式
契約といたします。ただし、旅行出発日３日前以降のお申込みの場合は、
当社がお申込みを承諾し、お客様が旅行代金をお支払いいただいた時に
契約は成立するものとします。
●旅行代金のお支払い　旅行代金は、電話によるお申込みの翌日より
３日以内にお支払いいただきます。旅行出発日の３日前以降のお申込み
の場合は、お申込みの翌日にお支払いいただきます。なお、前日のお申込
みの場合は、出発前までに所定のコンビニにてお支払いいただきます。
●旅行代金に含まれるもの　コースに示した運送機関の運賃・料金、食
事代、入場料・体験代等及び消費税等諸税を含んでいます。
●個人情報の取扱い　お申込み時にいただいた個人情報はお客様との

連絡や運送機関等の手配のために利用させていただくほか、必要な範囲
において当該機関に提供いたします。詳しくは当社ホームページのプライ
バシーポリシーをご覧ください。
●取消料　旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行契約を解除され
る場合に旅行代金・料金（以下料金という）に対してお一人様につき、各
プランに記載された料率で取消料をいただきます。
※料金の返金については、料金から各プランに記載の料率で計算した取
消料および振込手数料を差し引いた金額を指定口座にお振込をさせて
いただきます。
※この旅行条件及びサービスは2022年2月1日現在を基準としています。
※本パンフレットの写真、地図はすべてイメージです。

お申込みのご案内（必ずお読みください）

旅行企画・実施
観光庁長官登録旅行業第1934号　　 日本旅行業協会（JATA）正会員

TEL.050-3775-4727　＜営業時間＞10:00～18:00（無休）

総合旅行業務取扱管理者：小川 達哉
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-7-2楠本第15ビル2階

着地型ツアー三重交通株式会社

ご旅行前の観光情報はコチラ
トヤマスタイル

TOYAMA STYLE
オンラインで
簡単申し込み

TOYAMA

ます寿し（2名分のイメージ）ます寿し（2名分のイメージ）

02 E-bikeで走る！世界遺産・五箇山でサイクリング（イメージ）02 E-bikeで走る！世界遺産・五箇山でサイクリング（イメージ）

※WEB予約締切後も受付可能な場合があります。
　上記まで、お気軽にお問い合わせください。

※乗合のため車種はご利用人数によって異なります。※タクシーでのご案内は岩瀬到着までです。

三重交通株式会社 

観光販売システムズ着地型ツアー
TEL.050-3775-4727

行　程
【設定期間】2022年4月1日～9月30日　【除外日】なし　【最少催行人員】2名

【集合場所】富山駅
　　　　　新幹線中央改札前
【集合時間】9：20
【所要時間】約3時間

富山名物と言えば、「ます寿し」､「富山の薬」。そんな名物にまつわる場所と
北前廻船の歴史が残る岩瀬を巡ります。岩瀬からはご自身で富山港線（市
内電車）に乗って富山駅へ戻っていただくので、ゆっくりとまち歩きをお楽
しみいただけます。富山を初めて旅行される方におすすめのコースです。

〈運行会社〉大和交通（北日本モーター株式会社）

企画
・
実施

※【貸切】1台 3,800円の追加
　（車種に関わらず）
〈料金に含まれるもの〉乗車代（タクシー、
電車）、試食代（ます寿し1/8カットサイズ）

おとな
（中学生以上） 4,400円
こども（小学生）2,200円

旅行代金（おひとりさま）

はじめての富山市内半日コース

直前予約

応相談
WEB予約

日前5

毎日 こどもタクシー路面電車

取
消
料

3日前～前日
20％

当日
50% 100%

旅行開始後
無連絡不参加

http://toyama.visit-town.com/

検索V I S I T富山県

24時間オンライン予約OK!!

人気のおすすめ体験・観光予約サイト

9：30 富山駅
丸の内・ます寿し店街
富山市役所展望塔
池田屋安兵衛商店
石倉町延命地蔵尊の湧水
岩瀬エリア（自由散策）※
【乗車】東岩瀬駅
（路面電車/約30分）
富山駅12:45頃
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人気のおすすめ体験・観光予約サイト

富山市内の名所をタクシーで効率的に
巡る

路面電車（イメージ）路面電車（イメージ）

富山を旅するならVIS IT富山県

富山の旅をさらに  充 実



一般社団法人黒部・宇奈月温泉観光局
（富山県知事登録2種278号）
〒938-0802 富山県黒部市若栗 3212-1
TEL：0765-57-2850

企画・実施

直前予約

応相談
WEB予約

日前7食事付

こども

ガイドあり
取
消
料

前日まで
40％

7日前～2日前
30％

10日～8日前
20％

当日
50% 100%

旅行開始後
無連絡不参加

取
消
料

前日まで
40％

7日前～2日前
30％

10日～8日前
20％

当日
50% 100%

旅行開始後
無連絡不参加

【設定期間】2022年4月1日～9月30日の月・木・金・土・日曜日
【除外日】火・水曜日　【最少催行人員】2名

千本格子の家並みと石畳が美しい「金屋町」を地元ガイドがご案内。“高岡鋳物“
の歴史や文化についてご説明します。まち歩きの後は、長きに渡り高岡鋳物に
携わってきた由緒ある「大寺幸八郎商店」で錫のアクセサリー作り体験を。作
品完成後は情緒溢れる店内で、ゆったりとおくつろぎください。

【設定期間】2022年5月7日～9月24日の第1・3土曜日　【最少催行人員】2名

E-bikeのアシスト機能で上り坂も楽々サイクリングが可能
です。サイクリングガイドによる、走り方の基本レクチャー
（走行ルールなどの基礎知識、自転車の乗り方）もあるので
サイクリング初心者も安心！心地よい風に癒され、美しい景
色や、世界遺産の暮らしに触れる五箇山ならではのサイク
リングをお楽しみ下さい。　※走行距離は約18km

【設定期間】2022年4月1日～9月30日　【除外日】毎週日曜日、各店舗定休日　【最少受付・催行人員】1名

富山を訪れた人だけが味わうことのできる
極上の地魚鮨「富山湾鮨」。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。

E-bikeで走る！世界遺産・五箇山でサイクリング〈ガイド付き〉

クーポン

こども 食事付

ひとり参加OK WEB予約

日前７
取
消
料

3日前～前日
20％

当日
50% 100%

旅行開始後
無連絡不参加

WEB予約

日前７

企画・実施

・対象は、中学生以上で、安全上のため身長150センチ以
上の方（未成年の場合は保護者同伴）。

・レンタル用のE-bike（電動アシスト付きスポーツバイク）を
利用します。個人の自転車では参加できません。

・ヘルメット以外のサイクリング装備（グローブ、サングラ
ス等）は各自でご準備下さい。

・練習走行にて、安全な走行が難しいと判断した場合は、
参加をお断りする場合があります。

・五箇山総合案内所で、着替えや荷物を預けることが可
能です（更衣室、荷物預かり無料）。

・雨天が予想される場合は、前日17：00までにお電話に
てご連絡させて頂きます。

【集合場所】金屋緑地公園
　（高岡駅北口より徒歩約18分）　
【集合時間】①10：00　②13：30
【所要時間】約1時間45分

【集合場所】五箇山総合案内所
【集合時間】10：00
【所要時間】4時間30分

〈料金に含まれるもの〉
ガイド代、入館料（高岡市鋳物資料館）、
体験代、抹茶・菓子代

〈料金に含まれるもの〉
レンタサイクル代（E-bike・ヘルメット）、昼食代、
ガイド料、保険料、合掌造りの景観保全に関わる協力金

企画・実施

公益社団法人とやま観光推進機構
（富山県知事登録旅行業 第2-292号
全国旅行業協会（ANTA）正会員）
〒930-8501 富山市新総曲輪1-7県庁南別館2F
TEL.076-441-7722

一般社団法人 南砺市観光協会 なん旅
（富山県知事登録旅行業 地域-1号）　
〒939-1852 富山県南砺市是安 206-22
TEL 0763-62-1201

※錫クラフト体験のみ、WEB予約締切後も
　受付可能な場合があります。
　大寺幸八郎商店（TEL.0766-25-1911）まで
　直接お問い合わせください。

直前予約

応相談
WEB予約

日前5
他社募集型企画旅行

他社募集型企画旅行

他社募集型企画旅行

飲物付 体験
ガイドあり こども

高岡鋳物発祥の地「金屋町」＆錫クラフト体験〈お抹茶・お菓子付〉
かな 　   や　    まちい　　もの すず

体験（イメージ）体験（イメージ）大寺幸八郎商店大寺幸八郎商店

2 3

※食物アレルギーなど特別に対応が必要な場
合は、（同行者含む）事前にお知らせください。

・ガイドはまち歩きのみ同行します。昼食にはガイド
は付きません。魚の駅生地に到着後各自でお済ま
せください。

・歩きやすい靴でご参加ください。
・こどもは、お子様メニューになります。

世界
遺産の

暮らしに触れる

五箇山ならではのサイクリングを楽し
もう！

黒部
の旬の

「んまいもん」!!を

食べる・歩く・黒部を感じる! 

地元
ガイドと歩く

行　程

【設定期間】2022年4月1日～9月30日の月・火・金・土・日曜日
【除外日】水・木曜日　【最少催行人員】2名

【集合場所】魚の駅生地
【集合時間】9：55
【所要時間】約2時間30分
（まち歩きは約90分・1km）

黒部川扇状地湧水群は全国名水百選。名水の里「黒部」を地元を知り尽くし
たガイドがまち歩きのご案内をします。昼食には、新鮮なネタを活かした当
プラン限定の旬魚の海鮮丼をご用意しました。 黒部の新たな魅力を発見し
てみませんか!?

水の国 黒部名水めぐり みなと散策コース

10：00 魚の駅生地
生地まち歩き（海底地下道・
弘法の清水・生地中橋・
清水庵の清水・
昆布屋の清水）※ガイド同行

魚の駅生地（昼食）
「旬魚の海鮮丼」
昼食後、解散

11：30～

行　程

五箇山総合案内所・集合
E-bikeの操作説明や走行練習後、
菅沼合掌造り集落へ！
（民謡の里⇒小原ダム⇒
菅沼合掌造り集落）
西赤尾（季節の味覚を楽しむ昼食）
（五箇山合掌の里⇒民謡の橋⇒
上梨集落）
五箇山総合案内所（到着・解散）

行　程

金屋緑地公園
金屋町まち歩き・
高岡市鋳物資料館入館
大寺幸八郎商店
錫クラフト体験
店内茶房ギャラリー・休憩
（お抹茶・お菓子付）
解散

行　程

kurobe city

黒部市

im
izu city

射水市

nanto city

南砺市

ta
kaoka city

高岡市

〈料金に含まれるもの〉ガイド代、昼食代

おとな
（中学生以上）3,500円
こども
（3歳～小学生）2,500円

旅行代金（おひとりさま）

おとな・こども
（小学生）共通 3,600円

旅行代金（おひとりさま）

＜料金に含まれるもの＞
下記の◆～◆及び プラスメニュー（一部店舗）1 5

おとな・こども共通 3,500円
旅行代金（おひとりさま）

おとな（中学生以上） 7,500円
旅行代金（おひとりさま）

清水（イメージ）清水（イメージ） 昼食（イメージ）昼食（イメージ）

①10：00
②13：30

①11：45頃
②15：15頃

【設定期間】2022年4月1日～9月30日　【除外日】火曜日・水曜日　【最少催行人員】2 名

to
ya

ma prefectu
re

富山県全域

昭和の雰囲気漂う内川・着物で散策プラン

富山
を訪れ

た人だけが
味わうことのできる極上の地魚鮨

富山湾鮨セットクーポン

※ツアー行程中はサイクリングガイドが同行します。
※参加者のサポート、トラブル対応に備え、サポートカーが 

　同行いたします。

10：00

14：30頃

食事付 体験 ひとり参加OKガイドあり

取
消
料

前日まで
40％

7日前～2日前
30％

10日～8日前
20％

当日
50% 100%

旅行開始後
無連絡不参加

06

昼食（イメージ）昼食（イメージ） サイクリング風景サイクリング風景

サイクリング風景サイクリング風景

富山湾鮨（イメージ）富山湾鮨（イメージ）

イーバイク ご　　　か　　　やま

ノスタルジックな雰囲気があり日本のベニスと称される内川で、
着物に着替えて町並みを散策。散策後は「人生の約束」の舞台
となった“番屋カフェ”でゆっくりとスイーツをお楽しみください。

【集合場所】おきがえ処・内川 KIPPO
【集合時間】①10：00　②11：30
　　　　　③13：30
【所要時間】着物返却 17：00 まで

〈料金に含まれるもの〉着物又は浴衣（夏季のみ）、
レンタル代（着付け代・草履・巾着等を含む）、 
特製ワッフルセット代 （1ドリンク+特製ワッフル）

食事付

こども 体験

飲物付 WEB予約

日前5
取
消
料

3日前～前日
20％

当日
50% 100%

旅行開始後
無連絡不参加

直前予約

応相談フォト
ジェニックな着物体験

おきがえ処・内川 KIPPO 受付
着物選び・着付け
（着付け時間／着物・浴衣等の
選択時間なども含み約30分）
内川周辺（自由散策）
映画の舞台となった
番屋カフェで休憩（スイーツタイム）
おきがえ処・内川 KIPPO（着物返却）

着物1日コース 3,800円
浴衣1日コース（6～9月のみ）2,800円

旅行代金（おひとりさま）

・着物は約100種類、浴衣（6～9月のみ）は約50種類の中からお選びいただけます。
・着付は以下の物が含まれております。特に持ち物は不要です。 
【女性】着物・帯・襦袢・着付け小物一式・巾着・草履・足袋
【男性】着物・帯・襦袢・着付け小物一式・羽織・草履・信玄袋
・5名以上で参加希望の場合は、お電話にてお問い合わせください。

着物散策（イメージ）着物散策（イメージ）

スイーツ（イメージ）スイーツ（イメージ）

おとな・こども（小学生）共通

おとな・こども（小学生）共通

〈ご案内〉
・お客様ご自身で前日までに店舗へご予約いただくことをお勧めします。
・店舗により定休日が異なります。予めご確認の上ご利用ください。
 定休日の場合は他の店舗にてご利用ください。
・当クーポンはとやま観光案内所（富山駅構内）でも販売しています。

三重交通株式会社 観光販売システムズ着地型ツアー
TEL.050-3775-4727（営業時間10：00～18：00）

企画・実施

【高岡市内】
・栄寿し
・味喜寿し
・桜寿し

※対応店舗は予告なく変更になる場合があります。
　店舗へご確認の上、ご利用ください。

【富山市内】
・歩寿司本家
・歩寿司分家
・一平寿し本店
・写楽
・寿司正
・美乃鮨
・栄寿司
・寿司居酒屋　こざる

クーポン利用可能な対象店舗

【射水市内】
・笹寿司
・石松寿司
・明香井
・寿司竹
・江戸一

◆ 富山湾で獲れた
　 新鮮な海の幸だけを使った寿司10貫 
◆ シャリは米どころ富山県が誇る
　 おいしい県産米
◆ 富山らしい汁物付き
◆ 当企画利用者限定特典！ 
　 （寿司1貫または1ドリンク等）
◆ 予約特典（前日までのご予約で1品サービス）

1

2

3

4

5

※天候等の都合でやむを得ず地魚を十分に仕入れることができない
　場合は事情を説明の上、一部のネタを富山湾産以外のものなどで
　代用する場合がありますのでご了承ください。

富山湾鮨セットクーポンとは

2022年2月1日現在

三重交通株式会社 観光販売システムズ着地型ツアー
TEL.050-3775-4727（営業時間10：00～18：00）

企画・実施
おきがえ処・内川 KIPPOおきがえ処・内川 KIPPO

内川内川
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