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京都・若狭・琵琶湖周回高速道路の活用協議会として 
京都・若狭・琵琶湖周回ドライブキャンペーンを実施します 

～北近畿周遊エリアの魅力あふれるイベント・観光施設を「京都縦貫道全通記念周遊ドライブパス」でお得に！～ 

 

 

この夏から秋にかけ、京都・若狭・琵琶湖周辺（以下、「北近畿周遊エリア」）では「海の京都博」、「海湖と歴史の若

狭路キャンペーン」、「井伊直弼公生誕２００年祭り」等、魅力的な地域イベントが目白押しです。 

これを機に、観光振興を通じた更なる地域社会の活性化を目指し、京都・若狭・琵琶湖周回高速道路の活用協議

会 (会長：国土交通省近畿地方整備局長 森 昌文)において、平成２７年７月１８日から平成２７年１１月１５日まで

「京都・若狭・琵琶湖周回ドライブキャンペーン」を実施します。これは、７月１８日（土曜）１４時に京都縦貫自動車道

（京丹波わちＩＣ～丹波ＩＣ間）が開通することに伴い、琵琶湖周辺の周遊観光ルートが形成され、より一層の観光交流

及び地域経済の好循環に期待し、高速道路等を使ってよりおトクで快適に北近畿周遊エリアのドライブ旅行をお楽しみ

いただくための高速道路周遊割引「京都縦貫道全通記念周遊ドライブパス」を企画・販売するとともに、「道の駅モバイ

ルチャレンジラリー」、「ＳＡ・ＰＡで使えるおトクなクーポン」など各種キャンペーンを実施するものです。 

 

引き続き京都・若狭・琵琶湖周回高速道路の活用協議会として高速道路ネットワークを活用し、「京都・若狭・琵琶湖 

周回高速道路」の浸透・定着及び交流人口の拡大を目指す取組みに参画してまいります。 

 

１．为な実施期間中の地域イベント 

イベント名 開催期間 開催場所 イベント内容 

海の京都博 オープニン

グイベント「新・羽衣伝説 

転生離合」 

平成 27年 7月 19日 

18:50～ 

京都府 

京丹後市 

（夕日ケ浦温

泉・浜詰海水

浴場） 

「天地山海にいきづく和の源流」をテーマ

に、水面に浮かび上がる水と光の「ウォータ

ープロジェクションショー」 

丹波福知山スイーツフェ

スティバル 

～「お城とスイーツのまち

福知山」にドッ恋セ～ 

平成 27年 9月中旬 

～10月中旬 

京都府 

福知山市 

市内外のスイーツ店が一同に集う販売イベ

ント。開催期間の前後の一定期間に市内の

スイーツ店巡りや「高校生カフェ」・「千人お

茶会」など、市内参加のイベントを実施いた

します。 

まいづるまち博 平成 27年 7月 18日 

～9月 27日 

京都府 

舞鶴市 

「舞鶴赤れんがパーク」を拠点に、まち歩き

やまち体験ツアーを実施します。 

綾のまちめぐりフェス 

～「綾部のまちなか」をま

るごと体験～ 

平成 27年 10月 17日

～11月 15日の土曜日

及び日曜日 

京都府 

綾部市 

情緒ある町屋やあやべグンゼスクエア周辺

の大正ロマンあふれる街並みなど、綾部の

歴史や文化も感じながらお楽しみいただけ

ます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

海のみやこの物語 平成 27年 7月 18日 

～10月 25日 

京都府 

宮津市 

宮津市街地（浜町）に、海の京都のゲートウ

ェイのひとつとして、観光交流センターをオ

ープン。観光交流センター周辺で、地元の

海・里・山の幸が味わえる賑わいイベント「満

腹祭」を実施いたします。 

―ＵＭＩ×ＭＡＣＨＩ― 京丹

後旅博 

平成 27年 7月 18日 

～10月 31日 

京都府 

京丹後市 

ロングビーチで行うビーチスポーツフェスティ

バルと神の箱庭を舞台にまち歩き、グルメ、

体験を織り交ぜた宝探しイベントを開催！ 

ウォーターフロント伊根博

覧会 

平成 27年 7月 11日 

～8月 9日 

平成 27年 10月 17日 

・10月 18日（予定） 

京都府 

伊根町 

舟屋の景観を楽しめるウォーターフロントカフ

ェや伊根祭りで使用される船屋台見送りの

特別展示会など各種体験がお楽しみいた

だけます。 

ちりめん街道 ゆるり artな

お宝探し 

平成 27年 7月 18日 

～11月 15日 

京都府 

与謝野町 

ちりめん街道を舞台にお題に応じた写真を

パチリ。見事正解すれば、難易度に応じた

ポイントを獲得できます。旅の思い出ととも

に、ポイントに応じた豪華賞品をお持ち帰りく

ださい。 

蘇洞門（そとも）めぐり 平成 27年 3月 1日 

～11月 30日 

福井県 

小浜市 

米 CNN のウェブサイトで「日本の最も美しい

場所31選」にも選ばれた蘇洞門は、荒波に

よって作り上げられた日本海有数の景勝地

で、国の名勝に指定されています。 

木簡パスポート・木簡朱印

巡り 

平成 27年 7月 18日 

～12月 13日 

福井県 

若狭路全域 

日本遺産に認定された「御食国（みけつく

に）若狭と鯖街道」を中心とした若狭路の寺

社仏閣等を、木簡パスポート（福井県立若

狭歴史博物館で配布）に朱印を集めながら

お得に巡れます。 

レインボーライン半額キャ

ンペーン 

平成 27年 9月 1日 

～11月 30日 

福井県 

美浜町・ 

若狭町 

若狭路を代表する観光地「三方五湖」を望

む全長 11.2kmのドライブコースの通行料が

半額になるキャンペーンを実施します。（全

車種対象） 

若狭の秘仏特別公開とラ

イトアップ 

平成 27年 9月 19日 

～11月 23日 

福井県 

若狭路全域 

古くから都との交流が深い若狭路に遺る奈

良・平安時代の仏像など、地元の人により

永く守られてきた秘仏を特別公開します。 

敦賀赤レンガ 

リニューアルオープン 

平成 27年 10月 14日 

～ 

福井県 

敦賀市 

明治 38 年にアメリカの石油会社によって建

てられた大型レンガ倉庫が、鉄道と港の「ジ

オラマ館」「レストラン館」としてリニューアル

オープンします。 

井伊直弼公生誕 200 年

祭 

平成 27年 7月 10日 

～12月 23日 

滋賀県 

彦根市 

江戸幕府の大老として日本を開国へと導

き、諸外国との交易・交流の門戸を開いた

彦根藩为 井伊直弼公。 

今年生誕 200 年を迎えるにあたり、色々な

イベントや記念行事を予定しています。 



 

２．「京都縦貫道全通記念周遊ドライブパス」について 

京都・若狭・琵琶湖周回高速道路の活用協議会及び各自治体が実施する「１．为な実施期間中の地域イベント」等

に、高速道路でよりおトクで快適にお越しいただけるよう、上記イベント等と連携して実施します。 

(1) 実施期間   平成 27年 7月 18日（土曜）から平成 27年 11月 15日（日曜） 

※ただし、平成 27年 8月 7日（金曜）から平成 27年 8月 16日（日曜）は除く 

(2) 実施内容   （１）実施期間中の連続する最大 3 日間（京都・福井・滋賀周遊３日間プラン）または連続する最

大 2 日間（京都周遊２日間プラン）において、周遊エリア内の走行が定額料金でご利用いただけ

ます。（実施内容の詳細は別紙 1-1～1-4をご覧ください。） 

京都・福井・滋賀周遊３日間プラン（普通車）をお申込みいただき、平日昼間のみご利用いただ

いた場合、別紙 2-1記載のモデルルートの走行で、通常 10,750円が 5,900円となり、4,850円

（約 45％）の割引となります。 

京都周遊２日間プラン（普通車）をお申込みいただき、平日昼間のみご利用いただいた場合、別

紙 2-2 記載のモデルルートの走行で、通常 6,070 円が 4,000 円となり、2,070 円（約 34％）の

割引となります。 

（モデルルートの詳細は別紙 2-1～2-2をご覧ください。） 

※周遊エリア外の区間の料金は別途請求させていただきます。 

（3） 対象車種   ＥＴＣ無線通信による走行が可能な普通車及び軽自動車等（二輪車含む） 

（4） 申込方法   平成 27年 7月 1日（水曜）10時 30分から、ＮＥＸＣＯ西日本のウェブサイト「みち旅」

（http://www.michitabi.com/）の周遊割引申込受付ページにおいて、氏名、電話番号、ＥＴＣカ

ード番号等を登録することで、お申込みいただけます。 

 

３．「道の駅モバイルチャレンジラリー」について 

「１．为な実施期間中の地域イベント」及び北近畿周遊エリアの観光施設等の誘客促進を図るべく、「京都縦貫道全

通記念周遊ドライブパス」をご利用のお客さまを対象に、道の駅モバイルチャレンジラリーを実施します。 

(1) 実施为体     京都・若狭・琵琶湖周回高速道路の活用協議会 

(2) 実施期間     平成 27年 7月 18日（土曜）から平成 27年 11月 15日（日曜） 

（応募締め切りは、平成 27年 11月 30日（月曜）17時） 

(3) 応募条件     「京都縦貫道全通記念周遊ドライブパス」をご利用のお客さまのうち、立ち寄った「道の駅」に

設けたＱＲコードからキーワードを３つ以上集めた方。 

(4) 応募方法     「京都縦貫道全通記念周遊ドライブパス」をご利用いただき、申込完了時に送信されるメール

記載のＵＲＬから応募ください。 

(5) プレゼント内容  応募いただいた方の中から抽選で京都府、福井県及び滋賀県の「素敵な賞品」をプレゼント。 

（道の駅モバイルチャレンジラリーの詳細については、別紙 3をご覧ください。） 

 

４．「観光施設の優待割引」について 

「京都縦貫道全通記念周遊ドライブパス」をご利用のお客さまを対象に、おトクな観光施設の優待割引を実施しま

す。 

(1) 実施为体 京都・若狭・琵琶湖周回高速道路の活用協議会 

(2) 内容 指定の観光施設や体験イベント等の優待割引を受けることができます。 

（平成 27年 7月 1日現在、４０施設を指定） 

(3) 利用期間   お客さまの周遊割引の利用期間 

(4) 利用方法   「京都縦貫道全通記念周遊ドライブパス」をご利用いただき、申込完了時に送信されるメール

記載のＵＲＬよりクーポンを印刷して対象施設までお持ちください。 

なお、利用できる施設等によっては、クーポン利用の事前連絡が必要な場合がございますの

で、利用条件を北近畿周遊ドライブサイト（https://www.kkr.mlit.go.jp/road/syukaikosoku/）で

ご確認ください。 

 

 

 

http://www.michitabi.com/
https://www.kkr.mlit.go.jp/road/syukaikosoku/


 

５．「イラストマップ」について 

「京都縦貫道全通記念周遊ドライブパス」をご利用のお客さまを対象に、素敵なイラストマップを進呈します。 

(1) 実施为体     京都・若狭・琵琶湖周回高速道路の活用協議会 

(2) 内容        もれなく「イラストマップ（観光地図）」をプレゼントします。 

(3) 進呈期間     お客さまの周遊割引の利用期間 

(4) 受取方法     「京都縦貫道全通記念周遊ドライブパス」をご利用いただき、申込完了時に送信されるメール 

を印刷して対象ＳＡのインフォメーション（コンシェルジュ）までお持ちください。 

(5) 対象ＳＡ      名神高速道路    大津ＳＡ㊤㊦、多賀ＳＡ㊤㊦ 

北陸自動車道    南条ＳＡ㊤㊦、賤ヶ岳ＳＡ㊤㊦ 

舞鶴若狭自動車道 西紀ＳＡ㊤㊦ 

中国自動車道    西宮名塩ＳＡ㊤㊦、加西ＳＡ㊤㊦ 

 

6．「京都縦貫自動車道周遊ドライブパス連携クーポン」について 

「京都縦貫道全通記念周遊ドライブパス」をご利用のお客さまを対象にＳＡ・ＰＡで使えるおトクなクーポンを進呈しま

す。 

(1) 内容及び実施为体 

・特典① 大津ＳＡ㊤㊦でのお買い物又はお食事等をされた場合、1,080円（税込）毎に100円の割引となる

クーポンを 5枚進呈します。 

※ただし、下り線のマクドナルド並びに上下線の券売機にて販売しているメニュー、自動販売機の 

商品、宝くじ、テレフォンカード等の金券類、はがき及び切手類ではご利用いただけません。 

（実施为体）ＮＥＸＣＯ西日本サービス・ホールディングス(株) 

・特典② 対象ＰＡのスナックコーナーにてお食事いただいたお客さまに、モテナスコーヒーが無料となるクー

ポンを 1枚進呈します。（クーポン１枚につき、最大４名までご利用いただけます。） 

※対象ＰＡは、桂川ＰＡ㊤㊦、草津ＰＡ㊤㊦、菩提寺ＰＡ㊤㊦、黒丸ＰＡ㊤㊦の計８箇所 

（実施为体）ＮＥＸＣＯ西日本リテール(株) 

 (2) 利用期間  お客さまの周遊割引の利用期間 

(3) 利用方法  「京都縦貫道全通記念周遊ドライブパス」をご利用いただき、申込完了時に送信されるメール記 

載のＵＲＬよりクーポンを印刷して対象のＳＡ・ＰＡまでお持ちください。 

 

 

【京都・若狭・琵琶湖周回高速道路の活用協議会】 

平成２６年度に舞鶴若狭自動車道及び平成２７年度に京都縦貫自動車道が全線開通することにより、名神高速道

路及び北陸自動車道と一体となった広域的に周回する約３００ｋｍの高速道路の活用を推進する協議会です。 

新たに周回する高速道路により、阪神圏、中京圏、北陸圏及び中四国圏からの観光誘致のため、３府県に跨る広

域観光ルートの府県及び関係機関が連携した企画や広報などに向けて、観光関係者と道路関係者が一体となり、必

要な方策などについて検討を進めています。 

構成員は、京都府、福井県、滋賀県、近畿地方整備局、近畿運輸局、中部運輸局、京都府道路公社、ＮＥＸＣＯ

西日本及びＮＥＸＣＯ中日本の９機関です。 

（詳細） http://www.kkr.mlit.go.jp/road/syukaikosoku/ 

 

 

 


