
情報提供 

 

  平成３０年８月２９日 

  のと鉄道株式会社 

  TEL：0768-52-4422 

 

のと鉄道観光列車運行３周年記念「辻口博啓氏トークイベント」参加者募集について 

 

のと鉄道では、観光列車「のと里山里海号」運行３周年を記念し、９月３０日（日）

に観光列車内にて辻口博啓氏によるトークイベントを実施します。 

つきましては、下記のとおり参加者を募集しますので、お知らせいたします。 

 

記 

 

 開  催  日  平成３０年９月３０日（日）  

 

 場所・時間  観光列車「のと里山里海４号」車内（２両編成） 

         穴水駅 14:30発 → 七尾駅 15:17着 

  

 募 集 人 数  ６４名 

 

 参 加 費  大人３，０００円（観光列車スイーツプラン代含む） 

         ※お帰り乗車サービス券付き（普通列車に１回乗車可） 

          

 予 約 方 法  電話・穴水駅窓口・インターネット予約 

         http://satoyama-satoumi-go.net/ 

         ※平成３０年８月３０日午前１０時から予約開始 

 

 予 約  のと鉄道観光列車予約センター ０７６８－５２－２３００ 

  

 お問い合わせ  の と 鉄 道 株 式 会 社 ０７６８－５２－４４２２ 

 
（参考）観光列車「のと里山里海号」の概要 

  平成２７年４月２９日運行開始 車両数：２両 運行本数：１日５本（水曜除く） 

  世界農業遺産に認定された能登の里山里海が織りなす風景を楽しみながら、地元の食を堪能できる 

  特徴 ・内装に能登の伝統工芸や天然素材を使用 

     ・専任アテンダントによる沿線案内や素朴で丁寧なおもてなし 

  ＜ゆったりコース＞ 

定員：７４名 

運行日：土・日・祝日および一部指定日 

   乗降駅：七尾駅、和倉温泉駅、穴水駅 

   料金：乗車プラン    大人 1,500円 小人 1,000円 

      スイーツプラン  大人 3,000円 小人 2,500円 

      寿司御膳プラン  大人 4,000円 小人 3,500円 

      ほろ酔いプラン  大人 3,500円 

   乗車方法：全席指定、予約制（当日空席があれば乗車可能） 

   ※スイーツプランでは、辻口博啓氏が監修する、能登の食材にこだわったスイーツを提供 

＜カジュアルコース＞ 

 定員：７６名 

運行日：平日（水曜除く） 

 乗降駅：七尾～穴水間の各駅 

 料金：乗車区間運賃＋整理券 300円 

 乗車方法：全席自由（予約不要） 

http://satoyama-satoumi-go.net/


のと鉄道観光列車運行3周年記念のと鉄道観光列車運行3周年記念のと鉄道観光列車運行3周年記念のと鉄道観光列車運行3周年記念

開  催  日開  催  日

参  加  費参  加  費

場所・時間場所・時間

募 集 人 数募 集 人 数

観光列車
のと里山里海4号車内（2両編成）

（穴水駅14：30発→七尾駅15：17着）

観光列車
のと里山里海4号車内（2両編成）

（穴水駅14：30発→七尾駅15：17着）

大人 3,000円
（観光列車スイーツプラン代含む）

※お帰り乗車サービス券付き
　（普通列車乗車）

大人 3,000円
（観光列車スイーツプラン代含む）

※お帰り乗車サービス券付き
　（普通列車乗車）

64名64名

平成30年9月30日（日）平成30年9月30日（日）

予  約  方  法
　

予　　　　約
　

お問い合わせ

予  約  方  法
　

予　　　　約
　

お問い合わせ

電話・穴水駅窓口・インターネット予約
平成30年8月30日午前10時から予約開始
のと鉄道観光列車予約センター　0768-52-2300
http://satoyama-satoumi-go.net/
のと鉄道株式会社　0768-52-4422

電話・穴水駅窓口・インターネット予約
平成30年8月30日午前10時から予約開始
のと鉄道観光列車予約センター　0768-52-2300
http://satoyama-satoumi-go.net/
のと鉄道株式会社　0768-52-4422

辻口博啓氏

トークイベント
辻口博啓氏

トークイベント
辻口博啓氏

トークイベント
辻口博啓氏

トークイベント
列車内で辻口氏が監修したスイーツや能登への思い、

のと鉄道の思い出等をお話しいただくトークイベントを開催。

辻口氏のトークを聞きながら、観光列車の

スイーツプラン（スイーツ、コーヒー、お土産付）を

お楽しみいただけます。

列車内で辻口氏が監修したスイーツや能登への思い、

のと鉄道の思い出等をお話しいただくトークイベントを開催。

辻口氏のトークを聞きながら、観光列車の

スイーツプラン（スイーツ、コーヒー、お土産付）を

お楽しみいただけます。

石川県七尾市生まれ。モンサンクレール（東京・自由が丘）をはじめ、コンセプトの
異なる13ブランドを展開。
クープ・ド・モンドなどの洋菓子の世界大会に日本代表として出場し、数々の優勝経
験を持つ。サロン・デュ・ショコラ・パリで発表されるショコラ品評会においては、 
2013年～2017年の5年連続で最高評価を獲得。
後進育成のための「スーパースイーツ製菓専門学校」「スーパースイーツ調理専門学
校」（石川県）の校長を務める。
一般社団法人日本スイーツ協会代表理事を務め、スイーツを日本の文化にすべく、
「スイーツコンシェルジュ検定」を実施。また、お菓子作りを通して人を育てる「ス
イーツ育」を提唱する。
2015年にはNHK朝の連続テレビ小説「まれ」の製菓指導を務める。
石川県観光大使。金沢大学非常勤講師。産業能率大学客員教授

プロフィールプロフィール

Hironobu
   Tujiguchi
Hironobu   TujiguchiHironobu   Tujiguchi

© SUPER SWEET INC.© SUPER SWEET INC.
辻口氏が監修したスイーツ辻口氏が監修したスイーツ



     のと鉄道 観光列車

のと里山里海号
世界農業遺産「能登の里山里海の風景」をたっぷり満喫。

JR
七
尾
線

宇出津
穴水

珠洲

七尾

輪島

和倉温泉
のと鉄道

金沢
高岡

氷見

運転区間：七尾－穴水間

営業キロ：33.1 キロ

鉄道 バス

金沢・高岡方面からは「北陸

トライアングルルートきっぷ」、

奥能登方面へは「奥能登まる

ごとフリーきっぷ」がお得です

kamekiti0122 様cherrymitsuko 様 kaji4123 様

のと鉄道フォトコンテスト
受賞作品　NT1112 様



車内には能登の匠の技がいっぱい！

土日祝日運行の「ゆったりコース飲食付きプラン（事前予約制）」がおすすめ！

のと鉄道観光列車予約センター  Tel.0768-52-2300　石川県鳳珠郡穴水町字大町ト33番地

海の幸も山の幸も豊富な能登は食材の宝庫。3 種類あるこだわりのプランを、車窓からの風景と一緒にぜひお楽しみください。

なんといっても風景が自慢！
私たちアテンダントが沿線をご案内。日本の原風景とも
呼べるのどかな里山と里海の風景を、存分にご堪能下さい。

ご予約／お問合せ

コース

運行日

乗降駅

料金

乗車方法

ゆったりコース

土・日・祝

七尾、和倉温泉、穴水

全席指定・予約制　（当日空席がある場合は乗車可能） 全席自由　（事前予約は受付けておりません）

【電話・穴水駅窓口での予約】 
▼乗車プラン：乗車日 1 か月前 10 時～前日正午
▼飲食付きプラン：乗車日 1 か月前 10 時～ 3 日前正午

【インターネット予約】
▼乗車日 1 か月前 10 時～ 5 日前

※整理券代は車内にてアテンダントにお支払ください
※当日、満席になり次第ご乗車をお断りさせて頂きます
※団体貸切により、乗車できない場合がございます
　乗車不可日はホームページにてご確認いただけます
※飲食付きプランはございません

乗車プラン

スイーツプラン（1,2,4 号）

寿司御膳プラン（3 号）

ほろ酔いプラン（土曜 5 号）

大人 1,500円／小人 1,000円

大人 3,000円／小人 2,500円

大人 4,000円／小人 3,500円

大人 3,500円

普通運賃 + 整理券 300 円

※例えば、大人の方で七尾－穴水間乗車の場合

1,130 円（普通運賃 830 円 + 整理券 300 円）

カジュアルコース

平日（水曜除く）

各駅（のと鉄道全駅）

（カジュアルコースの場合は各駅停車）

列車名

のと里山里海 1 号

のと里山里海 3 号

のと里山里海 5 号

8:58

12:26

15:33

9:04

12:32

15:45

9:58

13:27

16:35

七尾発 和倉温泉発 穴水着（カジュアルコースの場合は各駅停車）

列車名

のと里山里海 2 号

のと里山里海 4 号

11:02

14:30

11:58

15:11

12:04

15:17

穴水発 （カジュアルコースの場合は各駅停車） 和倉温泉着 七尾着

時
刻
表

コ
ー
ス

※「北陸トライアングルルートきっぷ」ご利用の方は、追加料金をお支払いいただくことでご乗車いただけます。（ゆったりコース 700 円、カジュアルコース 300 円 小人同額） ※のと里山里海 4 号、5 号には普通車両
が増結されています。こちらの車両へは普通列車運賃、もしくはお帰り乗車サービス券でご乗車いただけます。 ※のと里山里海4号は能登中島駅での停車はございません。 ※記載内容は次回ダイヤ改正までとなります。

2018.3.17 ダイヤ改正
ご乗車について

のと里山里海号 検索

沿線出身の世界的なパティシエ「辻口博啓氏」が監修する、

能登の素材にこだわった限定スイーツ。

【内容：ケーキ・マカロン・お土産箱・コーヒー】

のどぐろ・アワビ・ふぐなどの能登の新鮮な海の幸をふんだんに

使用した、寿司の名店「信寿し」がつくる豪華寿司御膳。

【内容：特製寿司御膳弁当・デザート・お茶】

日本四大杜氏に数えられる「能登杜氏」が造る地酒を、厳選

して 3 種類ご用意。

【内容：地酒3種・肴3種・能登ワイン又は地ビール】

スイーツプラン（のと里山里海 1・2・4号） 寿司御膳プラン（のと里山里海 3号） ほろ酔いプラン（のと里山里海 5号 /土曜）

写真はイメージ 写真はイメージ 写真はイメージ

輪島塗や田鶴浜建具など、能登を代表する伝統工芸品を車
内の至る所に展示。能登に息づく技をぜひご覧ください。

魅力たっぷりの「のと里山里海号」

〈 ゆったりコース特典 〉
飲食付きプランはもちろん、乗車のみのご利用でも！

1. お帰り乗車サービス券
のと里山里海号ご利用後、1 回のみ普通列車

乗車が可能（翌 日々まで有効）

2. お土産品プレゼント
能登の銘菓と海洋深層水をプレゼント！

車両は 2 車両（2 車両共に座席配置は同じで、海向き席とボックス席があります）

【里山車両】NT301

車内シートオレンジ色

販売カウンターあり

【里海車両】 NT302

車内シート青色

トイレあり
ボックス席
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トイレ又は
販売カウンター

海向き席
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