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発行・編集
万葉線対策協議会

■会員期間 平成 29 年 10 月 1 日から平成 30 年 9 月 30 日まで
今年度の会員証は
■年会費
個人 1 口 1,000 円
映画「ナラタージュ」
（770 円分の万葉線回数券、愛する会協力店リストを進呈）
法人 1 口 10,000 円
に登場する
（５枚の会員証、5,500 円分の万葉線回数券、愛する会協力店リストを進呈）
レトロ電車です！
■会員特典 愛する会協力店（50 店以上）の店舗・施設等にてドリンク・記念品サービス、
お食事代の割引など、特典が盛り沢山です。会主催ツアーの参加費割引もあります。
（特典内容等詳細は万葉線ホームページ及びＱＲコード先↓を参照）
お申し込み・お問い合わせは下記までお気軽にどうぞ！
○万葉線㈱ ☎25-4139
○射水市生活安全課 ☎51-6623
○高岡市総合交通課 ☎20-1139
※申込書は、上記場所に設置してあるほか、万葉線㈱ホームページからもダウンロードできます。

石川屋（射水市大門新）

ポイント２倍

パンとケーキの工房サンミッシェル
スタンプポイント３倍（店頭販売のみ）
（射水市太閤山）

このマークが
カレーのチャンピオン e タウン店
食後にコーヒーをサービス

番屋カフェ（射水市放生津町）

800 円以上のお買いもので

引網香月堂小杉一条店

100 円引き

（射水市一条）

ポイント２倍

ＭＥＳＯ（射水市三ケ）

コーヒー1 杯 50 円引き

目印だよ！！

（射水市本開発代管免）
シエル ブルー（高岡市荻布四つ葉町）

斗々庵 二俣屋 本店（射水市三ケ）

ポイント２倍
1,000 円以上の飲食で
オリジナルブレンド茶葉進呈

とべーぐる 小杉店（射水市戸破）

ポイント２倍

リブラン アルプラザ小杉店
リブランカードのポイント 2 倍
（射水市三ケ）

トントンハウス（射水市中太閤山パスコ）

会計より 5％割引

リリー・ベリー（射水市三ケ）

食後に、コーヒー又はソフトドリンクを
サービス

中川大福堂（射水市中央町）

会計より 5％割引

る・ふっくらん（射水市八塚）

スタンプポイント３倍（店頭販売のみ）

ニューモンブラン（射水市戸破）

ポイント２倍

ルチャナ（射水市戸破字後宝）

会計時にドリップコーヒーバッグ進呈

バスネット アジアン ダイニング

1,000 円以上の飲食で

ロケットパスタ

（高岡市あわら町）

100 円引き

（射水市中太閤山パスコ）

パティスリー ル クール

2,000 円以上のお買上げで

（射水市戸破）

黄金マドレーヌ１個進呈

会計より 5％割引

（追加分のみ掲載。五十音順）

帰りの乗車券

■開催日 10 月 14 日（土）
■時 間 10:00～15:00

プレゼント！

■場 所 万葉線（株）本社（米島口電停下車）
■内 容 NEW！15 周年記念フレーム切手販売！
ミニドラえもんトラム運行、万葉線運転ｼｭﾐﾚｰﾀｰ等

月

10

■ル ー ト 高岡駅 ⇒ 中新湊 ⇒ 高岡駅
(18:40)
(19:25)
(20:15)
■申込先 万葉線㈱ ☎25-4139

日

曜

イベント名

6～8

金～日

第 37 回高岡万葉まつり 第 27 回「万葉集全 20 巻朗唱の会」

15

日

場所（問合わせ）

最寄駅

高岡古城公園(☎20-1301)

広小路

瑞龍寺八丁道参道

第 52 回八丁道おもしろ市

高岡駅

(☎25-2342[八丁道おもしろ市実行委員会])

29

日

11

26

日

12

23、24

土、日

8 月 8 日（火）

富山マラソン 2017

高岡古城公園周辺

※フル、車いす（9km）の部スタート地点

(☎076-444-4102[富山マラソン実行委員会])

大伴家持生誕 1300 年記念演劇「大伴家持」

高岡市民会館(☎20-1452)

バドミントン日本リーグ高岡大会

高岡市民体育館(☎20-1458)

広小路

高岡市 藤子・F・不二雄ふるさとギャラリー

志貴野

―

原画展 「キテレツ大百科とものづくり」（第３期）

日

曜

イベント名

1

日

新湊曳山まつり

6

金

放生津ヒストリア絵巻

～11 月末まで

月

■運行日 11 月 16 日（木）～18 日（土）(予定)
■料 金 1 人 3,500 円（料理、ワイン代含む）

10
15、19

22

日、木

日

（☎20-1170）

場所（問合わせ）
放生津・新湊山町内一円
（☎84-4649［射水市観光協会］）

広小路
急患医療センター前

中学校前

最寄駅
西新湊
～中新湊

旧新湊信金新町支店の内川沿い

西新湊

(☎82-2668[NPO 法人水辺のまち新湊])

新町口

海王丸の総帆展帆

海王丸パーク（☎82-5181［海王丸財団］）

海王丸

新湊カニかに海鮮白えびまつり

新湊漁港(☎84-4649[射水市観光協会])

東新湊

番屋カフェ

放生津内川番屋ジャズライブ

新町口
（☎82-2668［NPO 法人水辺のまち新湊］）

11

25

土

ザ・グレン・ミラーオーケストラ JAPAN TOUR 2017

高周波文化ホール（☎82-8400）

新町口

12

23

祝

海王丸の非公開エリア特別公開①

海王丸パーク（☎82-5181［海王丸財団］）

海王丸

10 月 1 日は、万葉線全区間が 1 回の乗車につき終日 100 円で

ドラえもんトラム運行５周年を記念し、９月３日に藤子・Ｆ・不二雄

ご利用いただけます。(子ども 80 円区間は 80 円)

ふるさとギャラリー最寄りの志貴野中学校前電停がドラえもんブルー

新湊曳山祭りのお出かけには、ぜひ万葉線をご利用ください。

にラッピングされました！ギャラリーのご来館の際は是非、ドラえもん
トラムに乗り、本電停をご利用ください。

高岡・射水を中心に映画のロケが行われた映画「ナラタージュ」（監督：
行定勲 キャスト：松本潤、有村架純）が 10 月７日から全国で公開されま
す。重要なシーンでレトロ電車が使用されるなど、注目の映画です！！！

事務局（問合わせ先）万葉線株式会社ＴＥＬ２５－４１３９ 射水市生活安全課ＴＥＬ５１－６６２３

ⓒFujiko-Pro
高岡市総合交通課ＴＥＬ２０－１１３９

