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今年度の会員証は、加越能
鉄道で活躍していたデ 5022

■会員期間 2018年10月１日～2019年９月30日（１年間）
■年 会 費 個人 １口 1,000円、法人 １口 10,000円
◆会員特典◆
個

人 会員証１枚、万葉線回数券770円分

法

人 会員証５枚、万葉線回数券5,500円分
★会員証ご提示で、愛する会協力店（高岡、射水市内
約50店）にて食事代の割引、ドリンク、記念品サービスなど

■申込書設置場所、申込・問合せ
万葉線株式会社☎25-4139、射水市生活安全課☎51-6623、高岡市総合交通課☎20-1139

■期間 2018年10月２日～2019年２月28日

■対象 期間中に万葉線の定期券又は回数券を購入した方（全種類対象）

■応募方法 応募用紙に必要事項を記入の上、下記販売所の窓口の係員に渡してください。
《定期券・回数券販売所、応募用紙設置場所》
種類

最寄り
高

岡

駅 加越能バス乗車券センター（高岡駅１Ｆ待合室内）

広

小

路 （株）竹部研装社（高岡商工ビル１Ｆ）

米

島

口 万葉線本社

中

伏

木 （有）北日本新聞加藤販売店

西

新

湊 山崎売札所

新

町

口 タキカワカメラ

中

新

湊 （有）富山呉西トラベル

末

広

町 高岡大和４Ｆサービスカウンター

志貴野中学校前

回数券のみ

江
西

高岡市役所Ｂ１Ｆ高岡市職員消費生活協同組合

尻 イオン高岡店１Ｆサービスカウンター
新

品◆

販売所

市 民 病 院 前 加越能バス本社カウンター
定期券、回数券

◆賞

抽選で豪華賞品
をプレゼント

湊 京叉酒店

定期券購入者 １等賞 テーマパークペアチケット
２等賞
３等賞
４等賞
５等賞

商品券１万円分
陽だまりの湯入浴回数券
ドラえもんトラムグッズ
万葉線オリジナルトートバッグ

回数券購入者 １等賞 万葉線回数券１万円分
２等賞 陽だまりの湯入浴回数券
３等賞 万葉線オリジナルトートバッグ

万葉線車内（運転士）

◆記念乗車券（１日フリーきっぷ）の販売
販売価格 1,000円（税込）
販売枚数 限定1,000枚
販売場所 万葉線車内、万葉線本社
有効期限 2019年８月31日

◆同映画出演の声優による車内アナウンス放送
車両 7073形（レトロ電車）
越ノ潟行き 「僕」役の高杉真宙さん
高岡駅行き 「山内咲良」役のLynnさん

期間 ～2019年５月31日まで
時間 9：00～19：00
※運行時刻は万葉線ＨＰをご覧ください。
※予告なく変更、終了することがあります。

◆普通運賃[右表]（小児運賃：半額、10円未満の端数は切上げ）
高岡駅行き 「山内咲良」役のLynnさん
※０～２ｋｍ区間のうち、現行200円区間は運賃据え置き

現行

改 定 10月 2日 （ 火 ） ～

150円

◆定期運賃

10月１日（月）まで発売分の定期乗車券は現行運賃
10月２日（火）以降発売分は新運賃となります。

200円
200円※

200円
250円

なお、現行運賃で購入した定期乗車券は、10月２日（火）以降も
通用期間中有効です。
※０～２ｋｍ区間のうち、現行200円区間は運賃据え置き
◆運賃改定後、以下の取り組みを実施します。
※詳しくは、万葉線ホームページでご確認ください。
◆定期運賃

250円

300円

300円

350円

350円

400円

10月１日（月）まで
発売分の定期乗車券は
現行運賃
65 歳以上の方を対象
に、終日ご利用できる回数券。10
回分の料金で 13 枚つづり
10月２日（火）以降発売分は新運賃となります。

週末金曜日に、以下の便を試験運行
なお、現行運賃で購入した定期乗車券は、10月２日（火）以降も
高岡駅発 24 時 00 分 越ノ潟発 22 時 52 分 （米島口止めを、高岡駅行きに延長運行）
通用期間中有効です。
デザインのリニューアル、スマートフォン、多言語対応など
◆運賃改定後、以下の取り組みを実施します。
〇シニアお出かけ回数券[10月２日（火）～]
イベントで、万葉線をご利用の方に、帰りの乗車券をプレゼント

◆高岡市
月

日
5（金）～7（日）

10

11

イベント名
第 28 回高岡万葉まつり・第 29 回「万葉集全 20 巻朗唱の会」

場所(問合せ)

最寄駅

高岡古城公園(☎20-1301)

広小路

13（土）

鉄道の日 万葉線電車まつり

万葉線㈱本社（☎25-4139)

米島口

20（土）、21（日）

第 20 回さまのこアート in よっさ

高岡市吉久地内（実行委員会☎54-5562）

新吉久
吉 久

28（日）

富山マラソン 2018
※フル、車いす（9km）の部スタート地点

3（土・祝）～6（火）

ねんりんピック富山 2018

高岡古城公園周辺
(☎076-444-4102[富山マラソン実行委員会])
ウィングウィング高岡 他
（☎076-444-2176[ねんりんピック富 2018 実行委員会]）

広小路
高岡駅

◆射水市
月

日（曜日）

イベント名

１（月）

10

新湊曳山まつり

最寄駅
西新湊
～中新湊

8（月・祝）

親子展帆体験

海王丸パーク（☎82-5181［海王丸財団］）

海王丸

11（木）

沢田研二 70YEARS LIVE

高周波文化ホール(☎82-8400)

新町口

14（日）、28（日）

海王丸の総帆展帆

海王丸パーク（☎82-5181［海王丸財団］）

海王丸

新湊漁港(☎84-4649[射水市観光協会])

東新湊

新湊カニかに海鮮白えびまつり

14（日）
12

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

9（日）

HY STORY TOUR

高周波文化ホール(☎82-8400)

新町口

23（日・祝）

海王丸の非公開エリア特別公開

海王丸パーク（☎82-5181［海王丸財団］）

海王丸

新湊信用金庫 新町支店跡地
（☎82-2668[NPO 法人水辺のまち新湊]）

新町口

週末（土、日）定期開催 うちかわホリデイマーケット

運行日 11 月中旬頃予定
※詳細は万葉線ＨＰで後日
記載予定

販売価格 3,000 円（税込）
販売枚数 限定 500 セット
有効期間 平成30年10月５日（金）、６日（土）、７日（日）
※上記3日間に限り、万葉線のどの車両、どの駅でも乗降自由
販売場所 万葉線㈱本社
申込・問合せ 万葉線㈱ ＴＥＬ0766-25-4139

各コンテンツの詳細は、万葉線ＨＰ（http://www.manyosen.co.jp/）からもご確認いただけます➡
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

高岡市総合交通課ＴＥＬ２０－１１３９

