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㈱N旅ジャパン 

歴史と芸術にあふれる街、 
古都・金沢に滞在！ 

旅のスタイルは自由。 
宿泊先や散策に役立つ情報を掲載しています。 

夜のひがし茶屋街/イメージ 

上生菓子/イメージ 

兼六園/イメージ 

.蒔絵体験/イメージ 



今回は古都 金沢 
をご紹介します。 
旅のスタイルは貴方次第。自由に思いのままに、 
「心なごむ街まち」をお楽しみください。 
今回は加賀百万石の栄華を感じる城下町・金沢に 
注目。歴史ある街並や、現代アート、また独特の 
食文化など、貴方の見識がきっと広がります。 

金沢街あるきマップ 

新潟からのアクセス方法 

 新潟西IC　　　　長岡JCT　　　　　　金沢東IC 約3時間30分
片道6,350円

（通常料金）

①新潟駅　　　　　　　　　　　　　　 金沢駅 約３時間42分 片道8,080円

②新潟駅　　　　 越後湯沢駅　　　　　金沢駅 約4時間 片道11,370円

 新潟駅　新潟市内　長岡IC　　　　　駅西合庁前　金沢駅 約４時間半 片道4,580円
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特急北越 ※１日3～5本運行
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新潟からのアクセスは意外と 
便利なんですよ！ 
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⑨ひがし茶屋街 
キムスコとよばれる美しい出格子と石畳が 
続く街並は歩くだけでも風情がありますよ。
また、お茶屋を改装したカフェや雑貨店が 
立ち並ぶスポットでもあります。 

①金沢駅 
金沢の玄関口はまるで空港のよう。
駅構内にはお土産が買えるスポット
や、麩の老舗プロデュースのカフェ
などもあります。 

②近江町市場 ※写真は海道物産さん 

金沢の食文化を支える市民の台所。 
新鮮な海産物など、金沢の「食」を 
感じることができます。 

③長町武家屋敷 
江戸時代の面影が色濃く残る 
エリア。着物を着る体験など、 
伝統工芸にも触れることが 
できます。 

④尾山神社 
大河ドラマでおなじみ前田利家
とその妻まつのゆかりの土地。 
昔には珍しいステンドグラスを
利用した窓が印象的です。 

      ⑦金沢21世紀美術館 
オープン当時から人気の美術館。国内外で有名な 
アーティストの作品を気軽に観賞することができます。 
 
 

⑥金沢城公園 
加賀藩前田家の居城を整備し
た公園。特に石川門は国の重
要文化財にも認定されていま
す。外壁周辺には自然がたく
さんあふれています。 

↑⑧兼六園 
日本三大名園のひとつであり、多くの観光者
が訪れる金沢のでもっとも有名な観光地。 
四季折々の表情も魅力的です。また、幻想的
なライトアップも限定期間に行っています。 

←⑤にし茶屋街 
金沢三茶屋街のひとつ。近くには別名「忍者
寺」と呼ばれる妙立寺があり、見学もできる
観光スポットとなっています。 

地図を片手にぶらりと散策できるよう、主要スポットを掲載。お気に入りのスポットが見つかるかもしれません。 
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※上記金額は参考料金となりますので、詳しくは各会社へお問合せください。 



Ｎ旅のおすすめモデルコース 自分でスケジュールを組みたい！という人でも、効率よく観光するには 
どうしようかなと悩んでいる人もN旅おすすめモデルプランを参考にして 
みてはいかがですか？ 
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のおすそわけ 

引 換 券 
有効期限：2011年12月31日迄 
こちらのチケットを切り取って、 
該当店舗にお渡しください。 
                 ㈱N旅ジャパン 

N旅の心なごむ特典 

こちらの店舗に立ち寄った皆さまにちょっと 
した香のプレゼントをご用意！左の引換券を 
切り取って店舗スタッフさんにお渡しください。 
住所：金沢市長町1-2-23 TEL:076-255-6337 

せっかくの旅行、自分のスタイルに合わせたお宿も探したい
ですよね。金沢滞在に便利なお宿をご紹介します。 

  金沢エクセルホテル東急 

＜参考金額＞ 
平休日 1泊朝食付（サ込税込） 
おひとり様金額となります。 

加賀料理の 
有名料亭 
「金華楼」も 
ホテルに併設 
しております。 

まずは金沢駅からSTART。 
そびえたつ鼓の門にびっくり！ 

21世紀美術館に到着！ 
気軽に楽しめるアートに魅了。 

兼六園ははずせませんね。 
さすが、風格があります。 
園内の甘味処で一休み。 

 

2日目は香林坊 
からスタート。 

まずは武家屋敷を散策。 
江戸時代にタイムスリップ！ 

新鮮な魚介を使ったランチに舌鼓。 
さすが金沢の台所！ 

駅構内にある金沢百番街でお土産さがし。 
たくさんあって悩みます。 

金沢のトレンドスポット109の上階に
位置するホテル。 
香林坊の中心地にあるので、 
兼六園や美術館、繁華街への 
アクセスがとっても便利！ 

部屋  
タイプ 

料金 

シングル ￥11,300～ 

ツイン ￥9,300～ 

トリプル ￥7,700～ 

エリア 施設名 

中心地 金沢ニューグランドホテル 

中心地 金沢ニューグランドホテルアネックス 

兼六園 金沢白鳥路ホテル 

金沢駅 ホテル日航金沢 

金沢駅 ANAクラウンプラザホテル金沢 

金沢駅 金沢都ホテル 

金沢駅 ホテル金沢 

武蔵 金沢スカイホテル 

金沢市内のアクセス便利なホテルをご紹介します。用途に応じて
お好みのホテルをお選びください。 

①金沢駅 

1日目 

⑦金沢21世紀 
   美術館 

⑧兼六園 

片町 

夜は金沢最大の繁華街で 
美味しい店を散策！ 

香林坊 

③長町武家屋敷 

②近江町市場 

⑨ひがし茶屋街 

①金沢駅 

武家屋敷の近く
のお香ショップ 
でお買い物。 
心なごみます。 

2日目 

金沢散策するなら 
周遊バスが便利です。 
観光地ならでは、金沢市内をぐるっと周遊！周遊バスを
をうまく利用して、楽しく観光することができます。 
1日フリーパスもあるので、利用しやすいです！ 

城下まち金沢周遊
バス（毎日昼間） 

兼六園シャトル   
（土日祝100円） 

金沢ふらっとバス     
（毎日昼間） 

金沢中心部を走るコミュニ
ティバス。 
（おとな100円、こども50円） 

金沢・武蔵が辻・香林坊
タテマチ・広坂を結んでい
ます。（こどもは50円） 

市内の多くの観光地
へ利用できる観光客
用のバス。（おとな
200円、こども100円） 

※詳細については観光協会や 
各運行会社へお問合せください。 

滞在中のご宿泊先に関しては当社でご予約可能です。 
予約や料金に関する詳細はＮ旅ジャパンまでお気軽に 
お問い合わせください。 TEL：025-240-7525 

※写真はすべてイメージです。 

⑥金沢城公園 

⑤にし茶屋街 

 

 

金沢三大茶屋街のひとつ。 
ふらっと芸妓さんに会えるかも。 

④尾山神社 

1日フリー乗車券を買って
お得にバスを利用しよう！ 
＜城下町金沢周遊＞ 

おとな500円 
こども250円 

外観イメージ 

部屋イメージ 



◆お申込みのご案内◆ 
1）申込金と契約の成立 
①ご旅行をお申し込みの際は、当社指定のお申込み書に必要事項をご記入頂くととも 
に、旅行代金の20％相当額の申込金を申し受けます。申込金は、旅行代金、取消料等、 
お客様が当社にお支払いいただく金銭の一部としてお取扱いいたします。 
②お申込みいただくご旅行の契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領した 
際に成立いたします。ただし、宿泊のみの手配については、口頭によるお申し込みを 
お引き受けすることがございます。この場合の旅行契約は、当社が契約の締結を承諾 
した時に成立します。 

2）取消料 
〈取消〉お申し込みを取消された場合は、宿泊施設所定の取消料、または違約料、当社所定の取消手数料金及び当社が得るはずであった旅行業務取扱料金を申し受けます。 

3）個人情報の取扱について 
〈個人情報の取扱について〉当社及び販売店は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客
様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及び販売店では、①当社及び当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内②
旅行参加後のご意見やご感想のご提供のお願い③アンケートのお願い④特典サービスの提供⑤統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。 

契　約　解　除　の　日 取　消　料（お一人様）

　①6日目にあたる日以前の解除 　無料

　取消人員14名以下の場合無料

　取消人員15名以上の場合旅行代金の20％

　③3日目にあたる日以降の解除（④～⑤を除く） 　旅行代金の20％

　④当日の解除（⑤を除く） 　旅行代金の50％

　⑤旅行開始後の解除または無連絡不参加 　旅行代金の100％

　②5日目にあたる日以降の解除（③～⑤を除く）
旅行開始日の前日から
起算してさかのぼって

025-240-7525 025-240-7526 

〒950-0911 新潟市中央区笹口2-12-1まるよし第5ビル302号 

info@ntabi-j.com 

営業時間：月～金 9：00～18：00 
（土・日・祝日は休業） 

エヌ たび 

E-mail 

ご旅行に関するお問合せはこちらまで！ 

金沢への旅のご相談はＮ旅（えぬたび）ジャパンまで 
               お気軽にお問合せください。 

金沢おすすめ情報などはブログでも掲載中！詳しくは「こころくんの気ままな旅日記」で検索！！ 


