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平 成 ２ ８ 年 ５ 月 ２ ５ 日 

京 都 府 

福 井 県 

滋 賀 県 

国土交通省近畿地方整備局  

近 畿 運 輸 局  

中 部 運 輸 局  

京 都 府 道 路 公 社 

西 日 本 高 速 道路 株 式 会 社 

中 日 本 高 速 道路 株 式 会 社 

西日本高速道路サービス・ホールディングス株式会社 

中 日 本 エクシス株 式 会 社 

 

京都・若狭路・びわ湖ぐるっとドライブキャンペーン 2016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・観光施設をドライブパスでさらにお得に！～ 

 

京都・若狭・琵琶湖周辺（以下、「北近畿周遊エリア」）は、昨年の京都縦貫自動車道の全通により琵琶湖を周回する高

速道路ネットワークが完成し、ドライブ旅行がますます便利になっています。 

北近畿周遊エリアでは今夏から秋にかけて、「森の京都博」、「海湖と歴史の若狭路キャンペーン」、「MEET三成展」等、

魅力的な地域イベントが目白押しです。さらに、京都府、福井県及び滋賀県には、文化庁から認定を受けている「日本遺産」

も多数あり、地域独自の魅力に溢れています。 

これを機に、平成２８年７月１日から同年１１月３０日まで、高速道路を使って快適な北近畿周遊エリアのドライブ旅行を

お楽しみいただける「京都・若狭路・びわ湖ぐるっとドライブキャンペーン 2016」を関係自治体等が共同して実施します。この

キャンペーンと連携して、よりおトクにご利用いただけるよう高速道路周遊割引「京都・若狭路・びわ湖ぐるっとドライブパス

2016」を販売するとともに、特典として観光施設やサービスエリアで使える割引クーポンや地域特産品抽選プレゼントなどを

ご用意しております。 

この機会に、ぜひ魅力溢れる北近畿周遊エリアにおトクで快適なドライブ旅行にお出かけください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
★「京都・若狭路・びわ湖ぐるっとドライブキャンペーン 2016」のおトクポイント 
 

○「京都・若狭路・びわ湖ぐるっとドライブパス２０１６」のご利用で周遊エリア内が 
乗り放題でおトク！ 

対象の周遊エリア内が乗り降り自由！乗れば乗るほど大変おトクな料金でご利用いただけます。 

例えば、普通車・平日・ぐるっと乗り放題３日間プランご利用の場合、通常 11,430 円が 5,900 円となり、5,530 円おトク！ 

※モデルルートによるご走行の場合 

 

○観光施設の優待特典やサービスエリア等でご利用いただけるクーポン付き！ 
観光施設・宿泊施設での割引、対象サービスエリアで最大 400 円割引などのおトクなクーポンがご利用いただけます。 

 

○利用後アンケートにお答えいただくと地域の特産品が当たる！ 

利用後アンケートにお答えいただくと、抽選で６５名様に特産品が当たります。 

 

○「日本遺産」認定ストーリーも体感できます！ 

・日本茶 800年の歴史散歩 

・海と都をつなぐ若狭の往来文化遺産群 ～御食国（みけつくに）若狭と鯖街道～ 

・琵琶湖とその水辺景観－祈りと暮らしの水遺産 

・鎮守府 横須賀・呉・佐世保・舞鶴～日本近代化の躍動を体感できるまち～ 
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１．主な実施期間中の地域イベント 

 

２．京都府、福井県及び滋賀県における「日本遺産(Japan Heritage)」 

イベント名 開催期間 開催場所 イベント内容 

森の京都博 平成 28年 4 月 1日 

～平成 29年 3 月 31日 

京都府 

亀岡市 

南丹市 

京丹波町 

福知山市 

綾部市 

京都市右京区京北 

 

「森の京都」エリアである京都府中部の 6 市

町において、さまざまな交流型イベントを、

春夏秋冬１年にわたり開催いたします。「第

４０回全国育樹祭」、「全国キッズダンスフェ

スティバルｉｎ 森の京都博」等のイベントを通

じて、多くの方に森の魅力を体験いただき、

地域振興につなげる「森の京都博」に、是非

ご参加ください。 

海湖と歴史の若狭路キャ

ンペーン 

平成 28年 7 月 1日 

～11月 30日 

福井県 

若狭路全域 

若狭さとうみハイウェイ（舞鶴若狭自動車

道）および京都縦貫自動車道の全線開通

により完成した周回高速道路の活用促進の

ため、若狭路全域でキャンペーンを実施し

ます。 

若狭路の夏の海湖や秋の祭りをお楽しみく

ださい。 

石田三成に逢える近江路

「MEET三成展」 

平成 28年 5 月 14日 

～11月 30日 

滋賀県 

長浜市 

米原市 

彦根市 

衣装・小道具を展示するほか、秀吉との出

会いとされる逸話「三献の茶」の体験ができ

るコーナーや、「真田丸」に登場する長浜市

にゆかりのある武将をパネルで紹介するなど

の企画が予定されています。また、「石田三

成」をテーマとした物産もご用意し、ご来訪

いただいた皆様をおもてなしいたします。 

ストーリーのタイトル 自治体 内容 

日本茶 800年の歴史散歩 

【平成 27年 4月認定】 

◎京都府 

（宇治市・城陽市・八幡市・

京田辺市・木津川市・久御

山町・井手町・宇治田原

町・笠置町・和束町・精華

町・南山城村） 

お茶が中国から日本に伝えられて以降、京都・南山城

は、お茶の生産技術を向上させ、茶の湯に使用される

「抹茶」、今日広く飲まれている「煎茶」、高級茶として

世界的に広く知られる「玉露」を生み出した。 

この地域は、約８００年間にわたり最高級の多種多様な

お茶を作り続け、日本の特徴的文化である茶道など、

我が国の喫茶文化の展開を生産、製茶面からリードし、

発展をとげてきた歴史と、その発展段階毎の景観を残

しつつ今に伝える独特で美しい茶畑、茶問屋、茶まつり

などの代表例が優良な状態で揃って残っている唯一の

場所である。 

鎮守府 横須賀・呉・佐世保・

舞鶴～日本近代化の躍動を

体感できるまち～ 

【平成 28年 4月認定】 

◎京都府 

（舞鶴市） 

＊横須賀市、呉市、佐世

保市との共同認定 

明治期の日本は、近代国家として西欧列強に渡り合う

ための海防力を備えることが急務であった。このため、

国家プロジェクトにより天然の良港を四つ選び軍港を築

いた。静かな農漁村に人と先端技術を集積し、海軍諸

機関と共に水道、鉄道などのインフラが急速に整備さ

れ、日本の近代化を推し進めた四つの軍港都市が誕

生した。百年を超えた今もなお現役で稼働する施設も

多く、躍動した往時の姿を残す旧軍港四市は、どこか懐

かしくも逞しく、今も訪れる人々を惹きつけてやまない。 
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３．その他実施期間中の地域イベント 

海と都をつなぐ若狭の往来文

化遺産群 ～御食国（みけつ

くに）若狭と鯖街道～ 

【平成 27年 4月認定】 

◎福井県 

（小浜市・若狭町） 

若狭は、古代から「御食国」として塩や海産物など豊富

な食材を都に運び、都の食文化を支えてきた地であ

る。 

また、大陸からつながる海の道と都へとつながる陸の道

が結節する最大の拠点となった地であり、古代から続く

往来の歴史の中で、街道沿いには港、城下町、宿場町

が栄え、また往来によりもたらされた祭礼、芸能、仏教

文化が街道沿いから農漁村にまで広く伝播し、独自の

発展を遂げた。 

近年「鯖街道」と呼ばれるこの街道群沿いには、往時の

賑わいを伝える町並みとともに、豊かな自然や、受け継

がれてきた食や祭礼など様々な文化が今も息づいてい

る。 

琵琶湖とその水辺景観－祈り

と暮らしの水遺産 

【平成 27年 4月認定】 

◎滋賀県 

（大津市・彦根市・近江八

幡市・高島市・東近江市・

米原市、長浜市） 

古来より穢れを除き、病を癒すものとして祀られてきた

水。仏教の普及とともに東方にあっては、瑠璃色に輝く

「水の浄土」の教主・薬師如来が広く信仰されてきた。

琵琶湖では、「水の浄土」を臨んで多くの寺社が建立さ

れ、今日も多くの人々を惹きつけている。また、くらしに

は、山から水を引いた古式水道や湧き水を使いながら

汚さないルールが伝わっている。湖辺の集落や湖中の

島では、米と魚を活用した鮒ずしなどの独自の食文化

やエリなどの漁法が育まれた。多くの生き物を育む水郷

や水辺の景観は、芸術や庭園に取り上げられてきた

が、近年では、水と人の営みが調和した文化的景観とし

て、多くの現代人をひきつけている。ここには、日本人の

高度な「水の文化」の歴史が集積されている。 

イベント名 開催期間 開催場所 イベント内容 

お茶の京都 

UJI-CHA Fair 2016 

平成 28年 4 月 1日 

～平成 29年 2 月末頃 

京都府 

宇治市 

城陽市 

八幡市 

京田辺市 

木津川市 

久御山町 

井手町 

宇治田原町 

笠置町 

和束町 

精華町 

南山城村 

日本遺産「日本茶８００年の歴史散歩」

として登録され、美味しい宇治茶の産地

として有名な京都府山城地域。やましろ

のたからものである宇治茶にあやかって

UJI-CHA Fair と名付け、楽しいイベントを

各地で開催しています。 

海の京都 ウォータープロジェ

クションショー 

「新･羽衣伝説 転生離合」 

平成 28年 7 月 8日 

～7月 9日 

（予備日：7月 10日） 

京都府 

京丹後市 

世界ジオパークにも認定された丹後の

海において、日本でもまだ数少ないウォ

ータープロジェクションを開催。小天橋に

より外海と隔てられた静謐な久美浜湾に

おいて、日本最大級３０m のウォーター

スクリーンに映像を浮かべ、壮大な噴水
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４．「京都・若狭路・びわ湖ぐるっとドライブパス２０１６」について 

関係自治体等が実施する「１．主な実施期間中の地域イベント」等に高速道路を使ってよりおトクで快適にお越しいた

だけるよう「京都・若狭路・びわ湖ぐるっとドライブパス２０１６」を販売します。 

(１) 実施主体   西日本高速道路（株）、中日本高速道路（株）、京都府道路公社 

(２) 実施期間   平成 28年 7月 1日（金曜）から平成 28年 11月 30日（水曜） 

※ただし、平成 28 年 8月 10日（水曜）から平成 28年 8 月 16日（火曜）は除く 

(３) 実施内容   （１）実施期間中の連続する全日最大 3 日間（ぐるっと乗り放題 3 日間プラン）、連続する休日最

大 2 日間（ぐるっと乗り放題休日２日間プラン）、または連続する全日最大 2 日間（京都・福井限

定乗り放題プラン、京都・福井限定乗り放題プラン）において、周遊エリア内の走行が定額料金で

と光と音で演出した一大スペクタクルショ

ーを開催します。 

「竹の里･乙訓」と「もう一つの

京都」をつなぐ大物産展 

平成 28年 9 月 22日 京都府 

向日市 

 

高速道路網の整備により「もうひとつの

京都」の表玄関となる乙訓地域におい

て、地元乙訓地域をはじめ府内各地か

ら多数出展する大物産展を、地域ブラ

ンドに成長した「激辛商店街」とのコラボ

により開催します。 

まいづる赤れんがパークサマ

ーイルミネーション 2016 

平成 28年 7 月 16日 

～7月 31日 

京都府 

舞鶴市 

旧海軍の赤れんが倉庫の壁面を利用し

てプロジェクションマッピングを開催！！

日本遺産に登録された「舞鶴赤れんが

パーク」の魅力を体感できるナイトイベン

ト。 

木簡パスポート・木簡朱印巡り 平成 28年 7 月 16日 

～12月 11日 

福井県 

若狭路全域 

福井県立若狭歴史博物館に入館し、ア

ンケートに答えると、木簡パスポートをプ

レゼントします（数量限定）。寺社等で、

木簡パスポートにオリジナルの朱印を集

めると、抽選で若狭路の特産品をプレゼ

ントします。 

若狭ベイ・クルーズキャンペー

ン 

平成 28年 7 月 1日 

～11月 30日 

福井県 

若狭路全域 

若狭路の雄大な海と美しい湖をめぐるク

ルーズまたは、レンタサイクルを利用した

方に抽選で飲食店の割引券や若狭路

の特産品をプレゼントします。 

レインボーライン半額キャンペ

ーン 

平成 28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）。標高３９５ｍの梅丈

岳を駆け抜けるドライブコースとしても人

気で、山頂公園の展望台からは絶景で

す。 

大本山 石山寺 

本尊如意輪観世音菩薩 御

開扉 

平成 28年 3 月 18日 

～12月 4日 

滋賀県 

大津市 

石山寺では、33 年に 1 度の本尊『如意

輪観世音菩薩』の御開扉を行います。

本尊『如意輪観世音菩薩』は日本で唯

一の勅封秘仏です。 

今回、初公開となる本堂内々陣での本

尊特別拝観に加え、下記、初代本尊の

塑像断片、胎内佛像も特別公開されて

います。 
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ご利用いただけます。（実施内容の詳細は別紙 1-1～1-5 をご覧ください。） 

ぐるっと乗り放題 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 11,430 円が 5,900 円となり、5,530 円（約

48％）の割引となります。 

ぐるっと乗り放題休日 2 日間プラン（普通車）をお申込みいただき、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 8,050円が 4,600円となり、3,450円（約 43％）の割引

となります。 

京都・福井限定乗り放題プラン（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 10,620円が 4,800円となり、5,820円（約

55％）の割引となります。 

京都・滋賀限定乗り放題プラン（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 11,240円が 4,800円となり、6,440円（約

57％）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。 

（４） 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） 

（５） 申込方法   平成 28年 6 月 1 日（水曜）13時 00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。 

 

５．「観光施設のご優待割引クーポン」について 

「京都・若狭路・びわ湖ぐるっとドライブパス２０１６」をご利用のお客さまを対象に、特典としておトクな観光施設のご優

待割引クーポンを進呈します。 

(１) 実施主体 京都府、福井県、滋賀県 

(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 28年 5月 25日現在、29施設を指定） 

(３) 利用期間   お客さまのドライブパスの利用期間 

(４) 利用方法   「京都・若狭路・びわ湖ぐるっとドライブパス２０１６」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。 

 

６．「サービスエリア等で使えるおトクなクーポン」について 

「京都・若狭路・びわ湖ぐるっとドライブパス２０１６」をご利用のお客さまを対象に、特典としてＳＡ・ＰＡで使えるおトクな

クーポンを進呈します。 

(１) 内容及び実施主体 

対象施設 特典内容 実施主体 

大津ＳＡ㊤㊦ 

ショッピングコーナー、レストランコーナー及びカフェでお買い物又はお

食事をされた場合、2,160円（税込）毎に 200円の割引 

※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。 

ＮＥＸＣＯ西日本サービ

ス・ホールディングス

(株) 

多賀ＳＡ㊤ 
レストランコーナー（近江路）をご利用のお客さまは、コーヒーを 300

円から 150円に半額割引【クーポン 1 枚につき、最大 4名様まで】 

中日本エクシス(株) 

多賀ＳＡ㊦ ・ショッピングコーナー（多賀小路）でお買い上げのお客さまに、カーグ

ッズ（油膜取り）をプレゼント【クーポン 1 枚につき、最大 4名様まで】 

・フードコートコーナー（多賀麺宿）で「うどん」をご注文のお客さまに大

http://www.michitabi.com/
https://www.kkr.mlit.go.jp/road/syukaikosoku/
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盛りをサービス【クーポン 1枚につき、最大 4名様まで】 

・レストランコーナー（近江多賀亭）でお食事をご注文のお客様にドリン

ク１杯をサービス【クーポン 1枚につき、最大 4名様まで】 

賤ヶ岳ＳＡ㊤ 
カフェ（あずき茶屋）のコーヒーＳ（300円）をプレゼント【クーポン1枚に

つき、最大 4 名様まで】 

賤ヶ岳ＳＡ㊦ 

テイクアウトコーナーの「伊吹そばソフトクリーム」または「北海道ソフトク

リーム」を 350円から 250円に 100円の割引【クーポン 1枚につき、

最大 4名様まで】 

桂川ＰＡ㊤㊦ 

草津ＰＡ㊤㊦ 

菩提寺ＰＡ㊤㊦ 

黒丸ＰＡ㊤㊦ 

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

（150円）をプレゼント【クーポン 1枚につき、最大 4名様まで】 

ＮＥＸＣＯ西日本リテー

ル(株) 

(２) 利用期間  お客さまのドライブパスの利用期間 

(３) 利用方法  「京都・若狭路・びわ湖ぐるっとドライブパス２０１６」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。 

 

７．「地域特産品抽選プレゼント」について 

 「京都・若狭路・びわ湖ぐるっとドライブパス２０１６」のご利用後アンケートにお答えいただいたお客さまの中から抽選

で、京都府、福井県及び滋賀県の「素敵な賞品」をプレゼントします。 

 

 

 

 

 

 

 

※特産品は変更となる場合があります。 

 


