
本紙掲載の写真・記事の無断転載および複写を禁じます。
本紙で掲載した情報は、一部を除き、2022年7月11日現在のものです。

ほくてつニュースに関するご意見・ご感想をお待ちしています。
アンケートはこちら
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小学生
限定

Oneコインチケット

※本券は現金支払いの小学生のみ、
　ご利用いただけます。
※利用可能期間は、2022年7月23日（土）～
　8月31日（水）までとなります。
※本券は、小学生お一人1乗車ごとに1枚お使いくだ
さい（混雑時には、ご利用いただけない場合があり
ます）。
　団体（学校行事等）でのご利用はご遠慮ください。
※対象路線以外では、ご利用いただけません。詳しく
は、お問い合わせください。（TEL：076-237-5115）

北陸鉄道グループの
一般路線バス、および鉄道全線

1乗車

100円

こちらの面を運転士・
駅係員にご提示ください。

小学生
限定

Oneコインチケット

※本券は現金支払いの小学生のみ、
　ご利用いただけます。
※利用可能期間は、2022年7月23日（土）～
　8月31日（水）までとなります。
※本券は、小学生お一人1乗車ごとに1枚お使いくだ
さい（混雑時には、ご利用いただけない場合があり
ます）。
　団体（学校行事等）でのご利用はご遠慮ください。
※対象路線以外では、ご利用いただけません。詳しく
は、お問い合わせください。（TEL：076-237-5115）

北陸鉄道グループの
一般路線バス、および鉄道全線

1乗車

100円

こちらの面を運転士・
駅係員にご提示ください。

❶橋場町（交番前）バス停④内掲示板に掲出の二次元コードをお手持ちのスマホで読み取ります　
※受付係員はおりません。

❷スマホに表示された画面に必要事項を入力し送信します
❸登録アドレス宛に「ハイキングマップ」と「参加特典」が届きます
❹準備ができたらマップを確認してハイキングスタート！

ほくてつ

ハイキング
第2弾

サマーキャンペーンほくてつ  
 S

u m m e r  C a m p a i g n 2022

ツエーゲン金沢応援臨時バス
●運行日 7月31日（日） 19：00

8月  6日（土） 19：00～ 
8月20日（土） 19：00

7月31日（日） 19：00～ VS ブラウブリッツ秋田
8月  6日（土） 19：00～ VS ベガルタ仙台
8月20日（土） 19：00～ VS V・ファーレン長崎

※写真はイメージです。
　表記内容は予告なく変更される場合があります。

　あらかじめご了承ください。

夕涼みナイトハイキング 金沢ライトアップスポットめぐりコース

金沢市デジタル工芸展×北陸鉄道

バス停・駅をめぐるリアルビンゴゲームバス停・駅をめぐるリアルビンゴゲーム

夏の思い出づくり!!夏の思い出づくり!!

歩行距離目安 ： 約6.5km　
歩行時間目安 ： 約1時間40分

スタート・
ゴール地点ともに
バス停だから安心

写真提供：金沢市

写真提供：金沢市

詳細はこちら

詳細はこちら

詳しくは
こちら

Oneコインチケットバスや電車に
100円で乗れる 2022年7月23日（土）～

8月31日（水）
2022年7月23日（土）～
8月31日（水）

●利用可能期間

2022年7月23日（土）～8月31日（水）
●実施期間

参加には、二次元コードが読み取れるスマートフォン等が必要です。●参加方法

2022年7月23日（土）～
8月31日（水）
2022年7月23日（土）～
8月31日（水）

●実施期間

バスオリジナルデジタル
行先表示と洗車体験

3列シート高速バスの
乗車体験

ほくてつオリジナルグッズ

北鉄バス停
キーホルダー

浅野川線03系
運転室見学と
車掌体験

「北鉄金沢駅」
地下駅探検と電車見学
北鉄駅名キーホルダー

ほくてつオリジナルグッズ

●BINGO特典

参加には、二次元コードが読み取れるスマートフォン等が必要です。参加には、二次元コードが読み取れるスマートフォン等が必要です。●参加方法

無料無料●参加費用

バスコースは金沢市内1日フリー乗車券を購入
電車コースは鉄道線全線1日フリー乗車券を購入
バスコースは金沢市内1日フリー乗車券を購入
電車コースは鉄道線全線1日フリー乗車券を購入

●参加費用

●利用
　方法

北陸鉄道グループの一般路線バス、および鉄道線
を利用する際に、左記の「Oneコインチケット」を切
り取ってお持ちください。降りるときに、「Oneコイ
ンチケット」と一緒に100円をお支払いください。

北陸鉄道グループの一般路線バス、および鉄道線
を利用する際に、左記の「Oneコインチケット」を切
り取ってお持ちください。降りるときに、「Oneコイ
ンチケット」と一緒に100円をお支払いください。

北鉄グッズの当
日限定販売やガ
ラポン抽選会を
実施します。

金沢市内では19時から21時まで、多
くの観光スポットがライトアップされ
ています。夜の散策では、昼間とは異
なる金沢の表情をお楽しみいただけ
ます。

ナイトハイキングとは?

※夜は足元や周囲が暗くなるため、反射板
や懐中電灯等を各自で準備してご参加く
ださい。

※夜は足元や周囲が暗くなるため、反射板
や懐中電灯等を各自で準備してご参加く
ださい。

※県内特急・急行バス、高速乗合バス、定期観光バス、臨時輸送バス、コミュニティバスは除きます。※県内特急・急行バス、高速乗合バス、定期観光バス、臨時輸送バス、コミュニティバスは除きます。

※バスや電車などの移動費用については、
参加者の負担になります。

※バスや電車などの移動費用については、
参加者の負担になります。

※日曜は21：30まで（LO 閉店30分前）※日曜は21：30まで（LO 閉店30分前）

※電車コースは石川線～浅野川線間の移動費が別途必要となります。※電車コースは石川線～浅野川線間の移動費が別途必要となります。

※金沢駅東口6番のりばから橋場町行きのバスが出ています。橋場町（交番前）バス停
④以外に停車する場合もありますので、あらかじめご注意ください。

●くじ引き方法
・1列ビンゴで1回、2列ビンゴで2回、
  3列ビンゴで3回くじ引きができます。
・全てビンゴになると「フルコンプリート賞」として、
  最新の鉄カードをプレゼントします。

・1列ビンゴで1回、2列ビンゴで2回、
  3列ビンゴで3回くじ引きができます。
・全てビンゴになると「フルコンプリート賞」として、
  最新の鉄カードをプレゼントします。
※4列以上ビンゴの場合でも、くじ引きは最大3回までとなります。
※複数回くじ引きをした場合は、当たった特典の中から一つお選びいただきます。
※4列以上ビンゴの場合でも、くじ引きは最大3回までとなります。
※複数回くじ引きをした場合は、当たった特典の中から一つお選びいただきます。

※Ａ賞・B賞は感染症対策にご協力をお願いします。なお、1組最大3名様までとさせていただきます。※Ａ賞・B賞は感染症対策にご協力をお願いします。なお、1組最大3名様までとさせていただきます。
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北陸鉄道グループの一般路線バスおよび鉄道全線●対象
　路線

テレホンサービスセンター TEL.076-237-5115（8：00～19：00）【お問い合わせ】

西部緑地公園
陸上競技場

●試合会場おとな 片道 400円　
こども 片道 200円

金沢駅
西口から

●運賃

※詳しい運行時刻は、北陸鉄道の
　ホームページでご確認ください。 ※ICaはご利用になれません。

北陸鉄道はツエーゲン金沢の
オフィシャルパートナーです。

●運行期間 2022年7月23日（土）
～8月31日（水）
2022年7月23日（土）
～8月31日（水）

アイカちゃんバスと石川線（1編成）の車
内で、金沢市デジタル工芸展の一部の
作品をポスターにして展示します。

ギャラリーバス・電車運行

橋場町（交番前）バス停④※→ひがし茶屋街→浅野川大橋
→主計町茶屋街・あかり坂→尾﨑神社→鼠多門・鼠多門橋→玉泉院
丸庭園（トイレ有）→しいのき迎賓館→金沢城の石垣（いもり堀）・金
沢21世紀美術館→国立工芸館・石川県立歴史博物館→石伐坂・新
桜坂緑地→犀川大橋→　　  　片町（金劇パシオン前）バス停（金沢
駅方面のバスは片町きらら前バス停からご利用ください）

コ
ー
ス

●参加賞 サントリーやさしい麦茶と
北鉄オリジナル丸型うちわ
サントリーやさしい麦茶と
北鉄オリジナル丸型うちわ
協賛：

10組様 10組様

5名様

5名様

10組様
10組様

※小児運賃 110円以上の際にご利用ください。 
※団体（学校行事等）でのご利用はご遠慮くださ
い。

※混雑時はご利用いただけない場合があります。
※「Oneコインチケット」と記載されている面を
運転士・駅係員にご提示ください。

※小児運賃 110円以上の際にご利用ください。 
※団体（学校行事等）でのご利用はご遠慮くださ
い。

※混雑時はご利用いただけない場合があります。
※「Oneコインチケット」と記載されている面を
運転士・駅係員にご提示ください。

ほくてつ

サマー
BINGO バスコース

電車コース

Oneコインチケット利用可Oneコインチケット利用可 小学生
限定

小学生
限定

7月31日（日）には試合会場
の西部緑地公園にて

北鉄ブースを
出店します！

ほくてつサマー
BINGO

❶参加当日に北鉄駅前センター（金沢駅東口1番のりば近く）で1日フリー乗車券を購入、また
はデジタル乗車券を提示して、BINGO台紙と参加賞を受け取ります。
❷バスコースまたは電車コースのどちらかを選んでいただき、バスや電車に乗車してチェック
ポイントに掲げた二次元コードを読み取り、BINGOに挑戦。
❸表示された記号をBINGO台紙に記入し、1列以上そろえば特典が当たるくじ引きに参加す
ることができます。BINGOになった台紙を北鉄駅前センター係員に提示すると、くじ引きに
挑戦できます。

B賞A賞

C賞

D賞

B賞A賞

C賞

D賞

必ずどれかの
特典が当たるよ！

おとな 600円 こども 300円
おとな 1,100円 こども 550円

参加費
無料

お好きな時間に
お好きなペースで

お得な
参加特典あり

予約
不要

●参加特典 ハイキングコースエリアにある、下記の店舗で割引などの特典が受けられます。ハイキングコースエリアにある、下記の店舗で割引などの特典が受けられます。
※指定店舗でスマホ画面をご提示ください。　※指定店舗でスマホ画面をご提示ください。　※定休日は各店舗のHP・SNSからご確認ください。

住所：金沢市香林坊2-12-39
営業時間：17：30～22：00（夜の部）

ピザ1枚の
ご注文につき

デザート1品サービス

住所：金沢市広坂1-2-1（金沢21世紀美術館内）
営業時間：10：00～20：00（LO 19：00）

住所：金沢市茨木町68-5
営業時間：18：00～24：00

ドリンク1杯の
ご注文で
お会計

50円引き

1,000円（税抜）以上の
店内飲食で
お会計

10％OFF

詳細はこちら

鉄カード(割出駅）

幻想的な
夜景スポットを巡り
夜の散策を楽しもう！

幻想的な
夜景スポットを巡り
夜の散策を楽しもう！

道標｜陶芸｜遠藤絢子


