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SA PAのご案内

女形谷 PA福井北JCT・IC 丸岡 IC 金津 IC 加賀 IC

6.8km上り 7.5km 7.5km3.0km 下り

 レストラン　  スナックコーナー　  ショッピングコーナー　  サービスエリア・コンシェルジュ　  ハイウェイ情報ターミナル　 ぷらっとパーク　 ドッグラン

坂井
あわら
福井北JCT・IC～加賀 IC

SAKAI ／ AWARA

ファミリーマート
☎0776-68-56777：00～20：00

ファミリーマートは7:00〜20:00まで営業し
ております。(下りのみ)ご休憩にどうぞお
立ち寄りください。（店舗内改修工事により
営業を一時休止いたします）2021年3月29日
（月）20:00〜4月1日（木）7:00
※改装工事期間中も、トイレ・自動販売機はご利用いただけます ファミリーマート

ファミリーマートのみの

営業に変更となりました
女形谷
PA

onagataniお知らせ女形谷
PA

onagatani

新規店舗改装工事のため
休業中
 2021年3月11日（木）〜2022年4月下旬

※休止期間は変動する可能性があります
※�改装工事期間中も、トイレ・自動販売機は�
ご利用いただけます

坂井 あわら
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高速道路上での異常（故障車・落下物、道路の損傷など）を
発見された際にご連絡いただくための専用ダイヤルです。

道路の異常を発見したら 高速道路のお問い合わせは 
NEXCO中日本お客さまセンター　 24時間受付 通話料無料

0120-922-229
※上記電話をご利用になれない場合は、052-223-0333（通話料有料）

道路緊急
ダイヤル ＃9910

24時間受付 通話料無料

最新の交通情報や通行料金などのお問い合わせにお応えします。
また、高速道路に関するご意見・ご要望をお聴きします。
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福井県内の観光に関するお問い合わせ　（公社）福井県観光連盟　TEL.0776-23-3677　https://www.fuku-e.com/ 検索ふくいドットコム

※ 3月18日時点での情報です。営業時間については各施設にお問い合わせください。

あわら温泉
関西の奥座敷として親しまれる温泉地
です。温泉街の中心には、総ひのき造り
で北陸一上質な「芦湯」や屋台が軒を連
ねる「湯けむり横丁」があり、温泉情緒が
漂います。福井の味覚と温泉を満喫し、
心も体も幸せを感じるひとときをどう
ぞ。6月は北潟湖畔の花菖蒲が見頃です。

Tel 0776-77-1877　あわら温泉情報処「おしえる座ぁ」　  あわら市温泉1-1-1
IC 北陸自動車道 金津ICから約15分

丸岡城
日本全国の「現存十二天守」と呼ばれる
貴重な天守のうち、北陸地方に唯一残
るのが丸岡城で、国の重要文化財にも
指定されています。織田信長の命により
柴田勝家が甥の勝豊に築かせた城は、
「霞ヶ城」の別名で親しまれており、四季
折々の風景を楽しむことが可能です。

Tel 0776-66-0303　公益財団法人丸岡文化財団　  坂井市丸岡町霞町1-59
IC 北陸自動車道 丸岡ICから約5分

越前松島水族館
みて･ふれて･楽しく学べる、体験･体
感型の水族館。イルカショーやペンギン
の散歩などの楽しいアトラクションの他、
サメや巨大なタコ･ドクターフィッシュ
などに触れたり、ウミガメや海の魚に餌
をやったりもできます。海面浮遊体験が
できるさんごの海水槽も大人気です。

Tel 0776-81-2700　越前松島水族館　  坂井市三国町崎74-2-3
IC 北陸自動車道 金津ICから約20分

ゆりの里公園ユリーム春江
園内には、BBQ施設、農産物直売所やレ
ストランなどがあり、新鮮で美味しい農
産物等を味わうことができます。芝生広
場では、「デイキャンプ」もお楽しみいた
だけます。また、夜間にはライトアップ
やプロジェクションマッピングも1年を
通じて実施されています。

Tel 0776-58-0100　ゆりの里公園　  坂井市春江町石塚21-2-3
IC 北陸自動車道 丸岡ICから約20分

荒 し々い岩肌の柱状節理が1kmに渡って続き、国の名勝･天然
記念物に指定されています。なかでも岩壁の高さが20m以上に
及ぶ大池の断崖は絶景で、荒波が打ち寄せる姿は迫力満点です。
東尋坊観光遊覧船ではライオン岩など自然の造形が目を楽しませ
てくれます。

東尋坊

Tel 0776-82-1555　ＤＭＯさかい観光局
 坂井市三国町東尋坊

IC 北陸自動車道 金津ICから約25分

日本海を眼下に望み
英気を養う

花らっきょ
シャキシャキと歯切れ良い美味しさが
特長の「花らっきょ」は、坂井市三里浜
の砂地で育ちます。植え付けから収穫ま
で“足かけ三年”という全国でも稀にみ
る長い年月をかけて作られたらっきょう
は、小粒で身が締まった「名脇役」として
多くのファンを魅了し続けています。

 福井県内のおみやげ店、生鮮食品店
Tel  休  IC 各店舗により異なる

甘えび天丼
三国港産の甘えびをだしの効いたふわ
ふわの卵でとじた甘えび丼は、県内だけ
でなく県外にもファンがいるほどの人気。
ごはんにもこだわっており、福井県産の
コシヒカリ有機米を使用。カラッと揚げ
られているので、味噌のつまった頭から
尾まで香ばしく、ペロリといただけます。

Tel 0776-82-0141　料理茶屋 魚志楼　  坂井市三国町神明3-7-23
 11：30～14：00、18：00～22：00　休  不定休（団体の方は要予約）　IC 北陸自動車道 丸岡ICから約30分

SAKAI/AW
AR

A
坂井 あわら
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加賀
白山
加賀 IC～美川 IC

K A G A ／ H A K U S A N 

小松 IC 能美根上スマート IC

4.6km 6.1km

尼御前SA 安宅PA加賀 IC 片山津 IC

8.5km上り 4.0km 4.0km 下り

SA PAのご案内

 レストラン　  スナックコーナー　  ショッピングコーナー　  サービスエリア・コンシェルジュ　  ハイウェイ情報ターミナル　 ぷらっとパーク　 ドッグラン

（株）北前船の
カワモト
☎0761-75-2611

24H24H ☎
0761-75-2228

（株）近鉄
リテーリング
☎0761-75-2631

11：00

～

21：00
24H24H ☎

0761-75-2238

美川 IC

4.9km

北陸の銘菓とコラボした、当店オリジナル羽
二重餅です。加賀野菜の一つである五郎島金
時芋の餡を使用し、金箔をあしらうことで上
品さと金沢らしさを表現しております。

金時芋羽二重餅／8個入972円　12個入1,404円

五郎島金時を使っています!

金時芋羽二重餅
尼御前
SA

amagozen

まずはその豆箱。全てが手描きで、九谷の職人
がひとつひとつ絵付けしています。手描きなら
ではの個々の表情の違いをお楽しみ下さい。一
口サイズでカリッと軽い黒豆おかき×よく染み
た黄な粉チョコレートもイチオシポイントです。 しみみ　黄な粉チョコ／864円

ショコラ染み込む黒豆おかき

しみみ 黄な粉チョコ
尼御前
SA

amagozen

ステーキカレー／1,980円

肉好きにはたまらない！
ステーキカレー

尼御前
SA

amagozen

レストラン料理長特製カレーに、アンガス牛
のステーキを 150g トッピングしました。レ
ストランで人気の商品が 1 度に 2 度楽しめ
るステーキカレーがこの春のイチオシです。

能登豚を使用 !

能登豚ステーキ金沢カレー
尼御前
SA

amagozen

石川のブランド豚「能登豚」がトッピングさ
れた金沢カレー。噛んだ瞬間、口の中に甘い
肉汁があふれます。お立ち寄りの際は、フー
ドコートの人気ナンバーワンメニューを是非
ご賞味ください。 能登豚ステーキ金沢カレー／1,250円

information加賀 白山
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高速道路料金（ETC割引）のご案内 詳しくは、NEXCO中日本WEBサイトをご覧ください。

https://www.c-nexco.co.jp/

割引率は最大30％になります。
・�全日：０時～４時までの間に�
対象となる道路を走行

深夜割引
頻度に応じた後日還元型サービスです。
ETCマイレージサービスへの事前登録が
必要です。

平日朝夕割引
（後日還元型）

割引率は最大30％になります。
・休日：地方部限定
・軽自動車等または普通車限定

休日割引
10円１ポイント付与。
割引率は最大9.1％になります。
ETCマイレージサービスへの事前登録が
必要です。

ETCマイレージ
サービス
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石川県内の観光に関するお問い合わせ　（公社）石川県観光連盟　TEL.076-201-8110　https://www.hot-ishikawa.jp/ 検索ほっと石川旅ねっと

春霞たなびく景色に
こころ洗われる

木場潟公園は、白山山系を源とした加賀平野の中心部に位置し、
白山や田園の風景と調和した木場潟を自然のまま残した水郷公
園です。４つの園地を結ぶ周遊園路は「美しい日本の歩きたくなる
道」500選のひとつで約1,700本の桜並木が続き、開花の時期は
「木場潟」「桜」「白山」が織りなす絶景に出会う事ができます。

木場潟公園

Tel 0761-43-3106　木場潟公園センター
 小松市三谷町ら之部58

IC 北陸自動車道 加賀ICから約30分

九谷焼窯跡展示館
「古九谷」廃絶後百数十年、大聖寺の豪
商「吉田屋伝右衛門」によって、文政6
年（1823年）山中町九谷で再興された九
谷焼。その後2年で山代に移されました。
展示館ではその際に築かれた登り窯の
遺跡（国指定史跡九谷磁器窯跡）や制作
工程の見学、絵付体験もできます。

Tel 0761-77-0020　  加賀市山代温泉19-101-9
IC 北陸自動車道 加賀ICから約20分

いしかわ動物園
いしかわ動物園は「楽しく、遊べ、学べる
動物園」がコンセプト。自然の地形を生
かした空間の中で動物たちをより身近
に感じることができます。アジアゾウ、コ
ビトカバ、レッサーパンダ、カピバラなど
かわいい動物たちがいっぱい！空中回
廊を歩くホワイトタイガーは必見です。

Tel 0761-51-8500　  能美市徳山町600
IC 北陸自動車道 小松IC、美川ICから約20分

かがの湯ぷりん
新しい加賀温泉郷のおみやげとして話
題の「かがの湯ぷりん」。特に店頭限定の
「泡泡泡ぷりん」は、繊細な泡がすぐ消え
てしまうので賞味期限はわずか5分！
かわいらしい温泉モチーフに加えて、地
元の素材をふんだんに使用した新感覚
のスイーツを是非お試しあれ！

 石川県加賀市小菅波町1-55（https://kaganoyupudding.com/）　Tel 0761-76-5001
 10：00～17：00（17：00以降はふるさと店内にて販売）　休  不定休　IC 加賀IC、片山津ICから約15分

つるぎTKGY
名前の由来は「T…たまご、K…かけ、G
…ごはん、Y…やき」その由来の通り、地
元醤油ベースのだしとお米を使った卵か
けご飯を、焼きおにぎり風に香ばしく焼
き上げた新ご当地グルメです。各店舗で
天津飯風、オムレツ風、ピザ風、お好み焼
き風など、様々なアレンジで味わえます。

 白山市内の飲食店
Tel  休  IC 各店舗により異なる

日本自動車博物館

実際に使用できる
「世界のトイレ」も必見です

 9：00～17：00　休  水曜日・年末（12/26～31）
 石川県小松市二ツ梨町一貫山40番地

Tel 0761-43-4343　http://www.mmj-car.com

展示台数
日本一!!

あの憧れた名車や
愛用した懐かしい車達に

また逢える博物館
国内最大級  500台の
クラシックカーを展示

KAG
A
/H
AKUSAN

加賀 白山

※ 3月18日時点での情報です。営業時間については各施設にお問い合わせください。
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金沢
美川 IC～金沢東 IC

K A N A Z A W A

 レストラン　  スナックコーナー　  ショッピングコーナー　  サービスエリア・コンシェルジュ　  ハイウェイ情報ターミナル　 ぷらっとパーク　 ドッグラン

白山 IC美川 IC 金沢西 IC 金沢東 IC

2.6km 7.7km5.2km4.4km上り
下り

徳光PA 白山 IC美川 IC 金沢西 IC 金沢東 IC

2.6km 7.7km5.2km4.4km上り
下り

徳光PA

SA PAのご案内

7：00～19：30 7：00～20：30（株）ハチバン
☎076-275-6411

（株）ハチバン
☎076-275-64129：00～19：30 24H

能登の和菓子屋さんが作った“冷たい”ワッ
フルです。定番のチョコバナナに加え、能登
産ブルーベリーとレアチーズ味は徳光だけの
限定販売です。若い方からドライバーの方々
と幅広い層のお客さまに人気のスイーツです。 iWAFFLE（アイ・ワッフル）／395円

ちょい買いに、冷たいワッフル!?

iWAFFLE（アイ・ワッフル）
徳光
PA

tokumitsu

能登半島・小木いかをふんだんに使用した
手作り煎餅です。生いかと干したするめの 2
種類の素材を使用し、二度焼きする事で豊か
な風味と食べごたえのある食感を生み出しま
す。 能登いか煎餅／540円

いかの風味がたまらない!!

能登いか煎餅
徳光
PA

tokumitsu

徳光の人気商品、甘えびのかき揚げがのった
徳光うどんと徳光オリジナルカレーの 2品が
味わえます。別々で注文するより 40 円お得
なのも人気の秘密。お立ち寄りの際は是非ご
賞味ください。

1度に両方味わえる
徳光うどんミニカレーセット

徳光
PA

tokumitsu

徳光うどんミニカレーセット／890円豚の生姜焼き定食／880円

はやくもリピーター続出 !!

豚の生姜焼き定食
徳光
PA

tokumitsu

豚の生姜焼きをボリューム満点に仕上げまし
た。食べやすい味付けになっており、女性の
方もペロリとお召し上がりいただけます。ご
飯大盛りも無料なので、ガッツリ食べたい方
は「ご飯大盛り」と言ってね !!

information金沢

22 23

高速道路における緊急時の３原則
厳守！！故障・事故等で停止した場合は、発炎筒や三角表示板を車の後方に設置してください。

原則1 路上に立たない！
路上で電話などしていると後続車に
はねられる危険性があります。

原則3 安全な場所に避難する！
後続車に注意し、速やかにガードレールの外
側に避難してください。

車内は、安全地帯ではありません。後続
車に衝突される危険性があります。

原則2 車内に残らない！
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石川県内の観光に関するお問い合わせ　（公社）石川県観光連盟　TEL.076-201-8110　https://www.hot-ishikawa.jp/ 検索ほっと石川旅ねっと

春爛漫の古都で、
華やぐ百万石の名所を巡る

1583年に前田利家が入城し1869年まで加賀藩前田家14代の居
城として金沢城が置かれました。2001年に、菱

ひし

櫓
やぐら

・五
ご

十
じっ

間
けん

長
なが

屋
や

・橋
はし

爪
づめ

門
もん

続
つづき

櫓
やぐら

が、2010年には河北門、2015年には橋爪門が史実を尊重
した伝統工法で復元され、藩政期から残る石川門などとともに、城郭の
威容を現しています。昨年、鼠

ねずみ

多
た

門
もん

・鼠
ねずみ

多
た

門
もん

橋
ばし

が復元整備されました。

金沢城公園

Tel 076-234-3800　石川県金沢城・兼六園管理事務所
 金沢市丸の内1-1

IC 北陸自動車道 金沢西IC、金沢東ICから約30分、金沢森本ICから約20分

重要文化財喜多家住宅
江戸時代に油屋、明治時代から酒造業を
営んだ旧家です。主屋は室内に広い「お
え」、外観は細い縦

たて

格
ごう

子
し

や庇
ひさし

の「さがり」
を有しています。加賀の典型的な町家建
築として1971年に重要文化財に指定さ
れました。また、2019年に主屋奥の酒造
施設が追加指定となりました。

Tel 076-248-1160　  野々市市本町3-8-11
IC 北陸自動車道 金沢西ICから約10分

石川県西田幾多郎記念哲学館
哲学館では、西田博士の業績などを紹介
しながら、哲学を身近に分かりやすく解
説しています。また「思索体験」も楽しめ
る“心のオアシス”となっており、建築家
安藤忠雄氏が設計したガラス張りの建
物や階段庭園などは、思索体験の場にふ
さわしい雰囲気となっています。

Tel 076-283-6600　  かほく市内日角井１
IC 北陸自動車道 金沢東ICから約20分、のと里山海道 白尾ICから約5分

金沢の会席料理
金沢に訪れたら、ちょっと贅沢な会席料
理はいかが？浅野川や犀川沿いには、格
式高い料亭が多く立ち並びます。加賀地
域独自の豊かな食文化と季節感を取り
入れた料理はもちろん、庭園、調度品から
食器のひとつひとつに至るまで、日本の
伝統美を愉しむ上質な時間が流れます。

 金沢市内の飲食店
Tel  休  IC 各店舗により異なる

はす蒸し
加賀野菜の一つ「加賀れんこん」は、は
す蒸しで味わうのがおすすめ！「餅れん
こん」の異名を持つほど粘りが強いれん
こんをすりおろし、魚介などの具材を入
れて蒸し上げ、最後に温かくとろみのあ
る餡をかければ完成。もっちりした食感
と優しい味で、心も体も温まります。

 石川県内の飲食店
Tel  休  IC 各店舗により異なる

KAN
AZAW

A
金沢

※ 3月18日時点での情報です。営業時間については各施設にお問い合わせください。
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SA PAのご案内

中日本ハイウェイ・
リテール名古屋（株）
☎076-257-5100

 レストラン　  スナックコーナー　  ショッピングコーナー　  サービスエリア・コンシェルジュ　  ハイウェイ情報ターミナル　 ぷらっとパーク　 ドッグラン

中日本ハイウェイ・
リテール名古屋（株）
☎076-257-3421

7：00～20：00 7：00～20：00

能登
金沢東 IC～小矢部IC

N O T O

不動寺PA金沢森本 IC金沢東 IC 小矢部 IC

1.3km3.2km上り 13.1km 下り

地元の菓子メーカー ｢ぶどうの木｣ の姉妹
店、｢萬久｣ が提供する金かすてらは金箔を
贅沢に使用した豪華絢爛な和菓子です。しっ
とりとした甘みの後に濃厚な味わいが広がり
ます。 萬久　金かすてら／1,944円

金沢のお土産品はコレ!

萬久　金かすてら
不動寺
PA

fudoji

からっと揚げたこだわりのカツを卵とじにし
たカツ丼に、味噌汁が付いたセットです。が
っつり召し上がりたい方には、特製ロースか
つ丼にミニそばが付いた 930 円のセットも
ございます。（ミニうどんにもできます） 特製ロースカツ丼（味噌汁付）／850円

当店人気ナンバー1　自慢のカツ
特製ロースカツ丼（味噌汁付）

不動寺
PA

fudoji

当社オリジナル濃厚カレールーに、特製カツ、
キャベツの千切りをトッピングした当店人気
イチオシメニューです！キャベツとカレーを
混ぜて食べるのが金沢流！お立ち寄りの際は
是非お試しを！ 金沢カツカレー／890円

自慢の特製カツとオリジナルカレー
金沢カツカレー

不動寺
PA

fudoji

能登生まれ金沢育ちのネコ「トラ」をモチー
フにしたバターサブレ。トラのしょっぱい思
い出を、能登塩とビターチョコ、そして香ば
しさで表現しております。「プレみや」にも
認定されている当店イチオシ商品です。 にゃんこのサブレ in KANAZAWA／3枚648円

トラのしょっぱい思い出
にゃんこのサブレ in KANAZAWA

不動寺
PA

fudoji

information能登

24 25

NEXCO中日本では、無料出張講座「NEXCO中日本高速道路交通安全セミ
ナー」を行っています。企業・各種団体・学校などに当社社員がお伺いし、
高速道路上での交通事故の発生状況や交通安全のポイントなど、高速道
路をより安全に走行いただくためのお話をさせていただいております。
お申し込みはこちらから（https://www.c-nexco.co.jp/activity/seminar/）
※ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、長距離移動を自粛しており、群馬県・埼玉県・千葉県・
新潟県・京都府・大阪府・奈良県につきましては、開催を中止させていただいております。

交通安全セミナーの様子

無料出張講座 ! NEXCO中日本“高速道路交通安全”セミナー

北陸道楽_21春_石川_cc2017.indd   24 2021/03/05   11:52

information

石川県内の観光に関するお問い合わせ　（公社）石川県観光連盟　TEL.076-201-8110　https://www.hot-ishikawa.jp/ 検索ほっと石川旅ねっと

栄達の画聖に逢う、
桃山アートの世界

能登さくら駅（能登鹿島駅）
能登鹿島駅は、通称「能登さくら駅」と
呼ばれています。春になると、上下線路
を挟んで数十本のソメイヨシノが両ホー
ムから構内を覆うように咲き、見事なサ
クラの花のトンネルができます。
4月中旬には「花見だよ！ in能登さくら
駅」イベントが開催予定です。

Tel 0768-52-3790　穴水町観光交流課　  鳳珠郡穴水町曽福イ-1
IC のと里山海道 横田ICから約10分

阿
あ

岸
ぎし

本
ほん

誓
せい

寺
じ

能登最大級で最古といわれる、浄土真
宗の寺院です。全国でも珍しい芽葺屋根
の大本堂（県指定文化財）は昨年、屋根
の修復工事が完了し荘厳な佇まいが甦
りました。また春には、小さな花に約130
枚もの花びらをつける県指定天然記念
物の「アギシコギクザクラ」が見事です。

Tel 0768-23-1146　輪島市観光課　  輪島市門前町南カ26
IC のと里山海道 穴水ICから約30分

ドーム型の七つの屋根が特徴的な能登唯一の総合美術館。能登に
ゆかりのある作品を中心に美術工芸品を展示。七尾出身の画家・長

は

谷
せ

川
がわ

等
とう

伯
はく

（1539～1610）の特別展「長谷川等伯展～動物表現と
北陸初公開作品を中心に～」（4/24～5/23）を開催予定。等伯の
魅力を存分にご堪能ください。（他期間の等伯作品展示は要確認）

石川県七尾美術館

Tel 0767-53-1500
 七尾市小丸山台1-1

IC 能越自動車道 七尾城山IC、七尾ICから約10分

宝達志水オムライス
能登半島の付け根に位置する宝達志水
町は、オムライスの生みの親こと北橋茂
男さんの故郷という縁から、オムライス
による町おこしが盛んです。能登の魚介
を使った贅沢オムライスから、おかずの
ような変わり種まで、個性豊かな各店の
「おむてなし」を楽しみましょう。

 宝達志水町内の飲食店（https://www.houdatsushimizu.info/omurice_town）
Tel  休  IC 各店舗により異なる

能登ミルク
能登の大自然でのびのびと育った牛から
の生乳だけを使用した「能登ミルク」は、
なんといってもその新鮮さが魅力。毎日
搾ってから6時間以内には工場に届けら
れ、牛乳やジェラートに加工されます。コ
クがありながらもさっぱりとしているた
め、幅広い世代で愛される味です。

 石川県七尾市和倉町ワ部13-6 （http://www.notomilk.com/）
Tel 0767-62-2077　  9:00～18:00　休  木曜日IC 能越自動車道 和倉ICから約5分

NO
TO

能登

※ 3月18日時点での情報です。営業時間については各施設にお問い合わせください。

「烏梟図屏風」長谷川等伯　大阪市立美術館蔵※新型コロナウイルス感染症拡大状況等によっては、変更や中止の可能性がございます。
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information南砺 高岡 氷見 砺波

26 27

南砺・高岡
氷見・砺波
小矢部 IC～小杉IC

NANTO／TAKAOKA／HIMI／TONAMI

SA PAのご案内

富山の「ますの寿し」といえば円形が定番ですが、
平ら寿し本舗の「ますの寿し」はシンプルに食
べやすさを追求した四角形です。もちろん味や
素材への拘りも徹底しており無添加。富山県産
米使用で厚切りのますとの塩梅も絶妙です！ 厚切り特選ますの寿し／2,200円

新定番！四角い「ますの寿司」
厚切り特選ますの寿し

小矢部川
SA

oyabegawa

☎
0766-61-4203

（株）ホテルニュー
オータニ高岡
☎0766-54-0839

漁師のまかない飯をイメージしたお刺身等が
たっぷり入った海鮮丼です。新鮮な魚介類の
味わいに加えて、ブツ切りの具材の食感も楽
しめる食べ応え満点のおすすめメニューで
す！ 漁師飯風海鮮丼／1,000円

ゴロゴロどっさり海鮮丼
漁師飯風海鮮丼

小矢部川
SA

oyabegawa

 レストラン　  スナックコーナー　  ショッピングコーナー　  サービスエリア・コンシェルジュ　  ハイウェイ情報ターミナル　 ぷらっとパーク　 ドッグラン

24H 24H
平日
7：00

～

22：00

白えび亭
10：00

～

21：00

休日
6：00

～

22：00

Chef's table
24H

8：00

～

21：00
24H ☎

0766-61-4204
（株）ジェック経営
コンサルタント
☎0766-50-9277

24H

“富山湾の宝石”と呼ばれている「白えび」
の天ぷら入りのラーメンです。スープはさっ
ぱりとした塩味で白えびの風味をより引き立
てます。富山ならではの食材を使用した当店
おすすめの逸品です。 白海老塩ラーメン／880円

白えびで心温まる北陸路
白海老塩ラーメン

小矢部川
SA

oyabegawa

金沢を代表する銘菓、柴舟。柴舟は生姜と砂
糖を塗った上品な煎餅です。金箔をあしらっ
た“箔のかおり”はより金沢らしい華やかさ
を演出しており、贈り物としておすすめです。

加賀煎餅今屋　柴舟箔のかおり／かご 8枚入り648円

加賀百万石の銘菓　柴舟
加賀煎餅今屋　柴舟箔のかおり

小矢部川
SA

oyabegawa

24H

小矢部川SA

小矢部砺波JCT

高岡PA

城端SA

小矢部IC 砺波 IC 高岡砺波
SIC

五箇山 IC

福光 IC

南砺スマート IC
小杉 IC

2.2km上り

上
り

下
り

4.1km 5.4km3.2km

12.9km

3.4km

7.7km

3.4km

3km 5.4km 下り

電気自動車で高速道路をご利用されるお客
さまに向けて、サービスエリアなどに急速
充電設備を設置しています。EVと書かれた
駐車マスは、充電される方のための駐車マ
スです。充電が完了しましたら車の移動を
お願いします。

北陸エリアのSAに、EV（電気自動車）用充電設備を設置しています。
北陸地域でEV用充電設備のあるＳＡ・ＰＡ
・北陸自動車道
賤ヶ岳ＳＡ（上・下）、南条ＳＡ（上・下）、尼御前ＳＡ（上・下）、
小矢部川ＳＡ（上・下）、有磯海ＳＡ（上・下）
・東海北陸自動車道
城端ＳＡ（上・下）、飛騨白川ＰＡ（上・下）
・舞鶴若狭自動車道
三方五湖ＰＡ（上・下）※１回あたりの最大充電時間は 30分です。（15分～ 30分 

　のご利用で概ね 80％まで充電可能となっています）
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information

富山県内の観光に関するお問い合わせ　（公社）とやま観光推進機構　TEL.076-441-7722　https://www.info-toyama.com/ 検索とやま観光ナビ

※ 3月18日時点での情報です。営業時間については各施設にお問い合わせください。

雲龍山　勝興寺
真宗王国越中における代表的寺院であ
り、本願寺を支える連枝寺院の一つ。本
堂をはじめ大広間や書院など、12棟す
べてが重要文化財に指定されています。
このたび、20年余りをかけた平成の大
修理によって、江戸後期の壮麗な大伽
藍が今に蘇りました。

Tel 0766-44-0037　 雲龍山　勝興寺　  高岡市伏木古国府17-1
 参拝 9：00～16：00（入場は15:30まで）　IC 能越自動車道 高岡北ICから約15分

砺
と

波
なみ

チューリップ公園・チューリップ四季彩館
4月22日（木）から5月5日（水・祝）まで
開催される「となみチューリップフェア」
は、今年で第70回を迎え、国内最大級
300万本のチューリップが色鮮やかに咲
き誇ります。公園に隣接する「チューリッ
プ四季彩館」では、1年中満開のチュー
リップがお出迎えしてくれます。

Tel 0763-33-7716　チューリップ四季彩館　  砺波市中村100-1
IC 北陸自動車道 砺波ICから約5分、高岡砺波スマートICから約7分

白えび漁観光船
実際に漁に使用する漁船に乗って「富山
県のさかな」にも選定されているシロエ
ビの漁を間近で見学することができま
す。富山湾から望む立山連峰、昇りゆく
朝日、目の前で水揚げされるシロエビの
透明感と輝きは唯一無二の光景です。（4
月下旬運航開始予定10月まで、要予約）

Tel 0766-82-7707　  射水市八幡町1-1100　JF新湊 内 富山湾しろえび倶楽部事務局
休  毎週月・水曜日、土曜日不定休　IC 北陸自動車道 小杉ICから約25分

雪解けの里山に訪れる
春の知らせ

昨年12月に世界遺産登録25周年を迎えた相倉と菅沼の合掌
造り集落には、古いもので築400年近くにもなる合掌造りの家 が々
建ち、日本の原風景ともいえる景色が広がります。四方を山に囲ま
れた五箇山では、今も人 の々暮らしがあり、悠久の歴史と伝統に培
われた文化を体感することができます。

五箇山

Tel 0763-66-2468　五箇山総合案内所
 南砺市菅沼、南砺市相倉

IC 東海北陸自動車道 五箇山ICから菅沼約１分、五箇山ICから相倉約16分

五箇山とうふ
“縄でしばっても崩れない”ほどぎゅっと
締まった「五箇山豆腐」は、大豆本来の
素朴で濃厚な風味が楽しめます。一説で
は、遣唐使が日本に豆腐を伝えたときの
原形が今も受け継がれているともいわ
れています。ステーキや田楽といった食
感を活かした料理がおすすめです。

 南砺市内の飲食店、直売所
Tel  休  IC 各店舗により異なる

西
さい

田
だ

のたけのこ
高岡市の西田地区は、良質なたけのこが
育つことで有名です。粘土質の土壌のお
かげで、やわらかくアクの少ないたけの
こが採れ、近くのお店で朝掘りをいただ
くことができます。4月中旬から1ヶ月
ほどしか営業しないお店が多いので、最
新情報のチェックをお忘れなく。

 高岡市内の飲食店
Tel  休  IC 各店舗により異なる

南砺 高岡 氷見 砺波
NANTO

/TAKAOKA
/HIMI/TONAMIⒸ五箇山総合案内所

倶
く

利
り

伽
か

羅
ら

県定公園
約840年前、源氏の武将木曾義仲が牛の
角に松明を付け敵陣に攻め入った奇襲作
戦「火牛の計」で勝利をおさめた古戦場
です。春には約6,000本の八重桜が咲き
誇る桜の名所です。付近には倶

く

利
り

迦
か

羅
ら

不
ふ

動
どう

寺
じ

や数多くの史跡があり、歴史探訪や
行楽シーズンのおでかけにおすすめです。

Tel 0766-30-2266　小矢部市観光協会　  小矢部市埴生
IC 北陸自動車道 小矢部ICより約10分、能越自動車道 小矢部東ICから約25分

27

北陸道楽_21春_富山_cc2017.indd   27 2021/02/27   16:07
243231_hokuriku21haru(173883) 

 

14 

 

折 

 

2021/03/16 11:53:04

 

26 27



information富山 立山

28 29

富山の老舗メーカー「月世界本舗」の銘菓「月
世界」。和三盆と新鮮な卵で作られた上品な
和菓子で、コーヒーとお茶のどちらにもよく
合うおすすめ商品です。富山のお土産に是非
いかがでしょうか？ 月世界／2本入1,080円　3本入1,620円

富山のお土産に迷ったら

月世界

SA PAのご案内

昔から全国に知られている越中富山の売薬「反
魂丹」。その名にあやかって「反魂旦」と名付け
られました。小麦粉、砂糖、バター、卵、ココ
ア、蜂蜜、白小豆等に滋養原料を配合しており、
薬玉を模した形もユニークなおすすめ商品です。 反魂旦／20個入1,350円

越中富山の売薬さん

反魂旦
呉羽
PA

kureha

ふっくらと香ばしいシュー生地の皮に、カス
タードクリームと生クリームを絶妙な配合で
混ぜ合わせた自家製シュークリームです。上
品な甘さが人気の当店イチオシ商品です。是
非一度ご賞味ください。 なめらかシュークリーム／240円

呉羽といえば
なめらかシュークリーム

呉羽
PA

kureha

うわさのオムライス／950円

オープン以来不動の人気ナンバー 1メニュ
ーです。特製デミグラスソースは「キッチン
norio」から直送で、一つずつ丁寧にケチャ
ップライスを薄焼き卵で巻いたものに、デミ
グラスソースをかけた絶品オムライスです。

これがうわさの

オムライス
呉羽
PA

kureha

呉羽
PA

kureha

7：00～20：00
中日本ハイウェイ・
リテール名古屋（株）
☎0766-56-0581

7：00～20：00
中日本ハイウェイ・
リテール名古屋（株）
☎0766-56-0583

 レストラン　  スナックコーナー　  ショッピングコーナー　  サービスエリア・コンシェルジュ　  ハイウェイ情報ターミナル　 ぷらっとパーク　 ドッグラン

呉羽PA 流杉PA富山西 IC 立山 IC

7.4km 5.7km2.3km 6.6km 下り2.9km上り
富山 IC小杉 IC

富山
立山
小杉 IC～立山 IC

T O Y A M A ／ T A T E Y A M A

SA・PAに接続するスマートIC 本線直結スマートIC
スマートICでは、走行しながらETC車の無線通信ができません。必ず一台ずつ、ETCバーの手前で一旦停止をしてください。

道路名 IC～IC 箇所名 営業時間
舞鶴若狭道 若狭上中IC～若狭三方IC 三方五湖スマート 24時間

北陸道

今庄IC～武生IC 南条スマート 24時間
片山津IC～小松IC 安宅スマート 24時間
美川IC～白山IC 徳光スマート 24時間
富山IC～立山IC 流杉スマート 24時間
黒部IC～朝日IC 入善スマート 24時間

道路名 IC～IC 箇所名 営業時間
舞鶴若狭道 若狭美浜IC～敦賀JCT 敦賀南スマート 24時間
北陸道 小松IC～美川IC 能美根上スマート 24時間
北陸道 砺波IC～小杉IC 高岡砺波スマート 24時間
東海北陸道 福光IC～小矢部砺波JCT 南砺スマート 24時間
北陸道 立山IC～滑川IC 上市スマート 24時間

スマートICでは、必ず一旦停止をお願いします。 ※スマートICは ETC専用 です。

※安宅スマートICは、福井方面への入口、福井方面からの出口がご利用いただけます。
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富山県内の観光に関するお問い合わせ　（公社）とやま観光推進機構　TEL.076-441-7722　https://www.info-toyama.com/ 検索とやま観光ナビ

※ 3月18日時点での情報です。営業時間については各施設にお問い合わせください。

旧馬場家住宅
北前船交易で栄えた岩瀬地区では、
2021年１月から、新たに国の登録有形
文化財「旧馬場家住宅」の一般公開が始
まりました。東岩瀬の中でも最大規模の
住宅で、30メートルにも及ぶ土間通路
や33畳の大広間など、廻船業が盛んで
あった当時の面影を残しています。

Tel 076-456-7815　旧馬場家住宅　  富山市東岩瀬町107-2
休  年末年始　IC 北陸自動車道 富山ICから約30分

富山県中央植物園
日本国内のみならず、熱帯や高山、雲南
といった世界各地の植物約4,900種類
を24.5haの園内に展示しており、様々
な植物を学ぶことができます。ユキツバ
キなどの日本海側特有の植物や、富山
県固有のエッチュウミセバヤも観察す
ることができます。

Tel 076-466-4187　  富山市婦中町上轡田42　  9：00～17：00（入園は16:30まで）
休  毎週木曜日（祝日および4月第1・2、GW、お盆除く）、年末年始
IC 北陸自動車道 富山ICから約15分

富山県［立山博物館］
立山の自然と人間のかかわりがテーマ
の博物館。立山の自然、歴史・文化が学
べる「展示館」、立山の自然と立山曼荼
羅の世界を上映する「遙望館」、立山曼
荼羅の世界を五感で体験できる「まんだ
ら遊苑」があります。人気の立山の霊獣
「クタベ」の模型やグッズもあります。

Tel 076-481-1216　  立山町芦峅寺93-1　  9:30～17：00 （入館は16:30まで）
休  毎週月曜日（祝日除く）、祝日の翌日、年末年始
IC 北陸自動車道 富山ICから約35分、立山ICから約30分

称
しょうみょうだき

名滝
迫力満点！落差日本一を誇る名瀑布で
す。水煙を上げながら一気に流れ落ちる
その落差は350mにもなります。立山連
峰の雪解け水が流れ込む春には、称名滝
の右側に、落差500mのさらに大きいハ
ンノキ滝が現れ、巨大なＶ字を描く珍し
い光景に出会えます。

Tel 076-462-1001　（一社）立山町観光協会　  立山町芦峅寺
IC 北陸自動車道 立山ICから約50分後、徒歩約30分

青と白のコントラスト、
白銀の回廊を歩く

乗り物を乗り継ぎながら大自然を満喫する山岳観光ルート。標高
2,450mの立山室堂では高さ20mに迫るダイナミックな雪の壁「雪
の大谷」の間を6月下旬まで歩くことができます。3,000m級の山々
に囲まれた絶景ハイキングや立山黒部アルペンルートならではのユ
ニークな乗り物をお楽しみいただけます。（4月15日全線開通予定）

立山黒部アルペンルート

Tel 076-431-3331　立山黒部貫光㈱
IC 北陸自動車道 立山ICから立山駅まで約40分

富山のかまぼこ
かまぼこは「板」にのっているものと思
いきや、富山では昆布で巻いた「巻きか
まぼこ」が常識というユニークな一面が
あります。なると巻のような見た目のか
まぼこは、昆布の風味豊かでふんわり食
感が魅力です。豪華で華やかな細工かま
ぼこは、おみやげとしても喜ばれます。

 富山県内の生鮮食料品店、おみやげ店
Tel  休  IC 各店舗により異なる

富山 立山
TO

YAM
A
/TATEYAM

A

Ⓒ立山黒部アルペンルート

白えび
ブリやホタルイカと並んで富山湾の幸と
して広く知られる白えび。4月から漁が
解禁され、地元では大いに盛り上がりま
す。むき身はとろりとした舌触りと上品
な甘さで、格別の味わいです。お刺身や
お寿司以外にも、昆布じめやかき揚げ、
せんべいなどアレンジメニューも豊富！

 富山県内の飲食店、生鮮食品店、おみやげ店
Tel  休  IC 各店舗により異なる
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information黒部 朝日 滑川

30 31

有磯海SA 入善PA立山 IC

滑川 IC上市スマート IC 魚津 IC 黒部 IC 朝日 IC

3.9km4.2km 4.5km 4.2km7.1km
3.7km

2.2km
5.6km 9.6km

SA PAのご案内

極上×銘菓×スイーツ
甘金丹

富山の美味しい水で蒸し上げたふわふわスポ
ンジで、なめらかなカスタードクリームをふ
んわりと包みました。素材と味と蒸し加減を
追求した人気の逸品を是非ご賞味ください。

有磯海
SA

arisoumi

甘金丹／162円

白えび×和×富山米
白えび和風あんかけ丼

有磯海
SA

arisoumi

白えび和風あんかけ丼／900円

“富山湾の白い宝石”と呼ばれている貴重な
「白えび」をサクッと揚げ、上品な和風のあ
んをかけたイチオシ商品です。白えびの食感
と上品な風味を是非心ゆくまでお楽しみくだ
さい。

上り

下り

富山代表ご当地ラーメン
麺屋いろは　富山ブラックラーメン＆白エビ塩ラーメン

東京ラーメンショーで 5 度、売上数 1 位を
達成した「麺屋いろは」の富山ご当地ラーメ
ンセット。濃厚な黒醤油スープが特徴的なブ
ラックラーメン、香り高い白エビ塩ラーメン
の 2種類がお楽しみいただけます。

有磯海
SA

arisoumi

麺屋いろは　富山ブラックラーメン＆白エビ塩ラーメン／1,580円

（株）ジェック経営
コンサルタント
☎076-471-2601

 レストラン　  スナックコーナー　  ショッピングコーナー　  サービスエリア・コンシェルジュ　  ハイウェイ情報ターミナル　 ぷらっとパーク　 ドッグラン

11：00

～

21：00
24H24H ☎

076-471-2901

ジャンボサイズの揚げたてのカツに、ホテル
ニューオータニ高岡謹製のカレーソースを合
わせた当フードコートの人気メニュー。アツ
アツのジューシーなカツと濃厚なカレーソー
スはボリューム満点です。

ボリューム満点
プレミアムカツカレー

プレミアムカツカレー／1,100円

有磯海
SA

arisoumi

（株）ホテル
ニューオータニ高岡
☎0765-22-3356

11：00

～

21：00
24H 24H ☎

0765-22-9772 24H

黒部
朝日・滑川

立山 IC～朝日 IC

KUROBE ／ ASAHI ／ NAMERIKAWA

富山・石川・福井県（北陸道　東海北陸道　舞鶴若狭道など）を中心と
した高速道路情報を発信しています。高速道路での工事予定や雪に
よる通行止めの情報など、交通安全に関連する情報をドライバーの
皆さまにお届けします。

NEXCO中日本金沢支社
公式Twitterアカウントのお知らせ

https://twitter.com/c_nexco_kana

フォローしてね !
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※ 3月18日時点での情報です。営業時間については各施設にお問い合わせください。

にゅうぜんフラワーロード
黒部川扇状地に、約300万本のチューリッ
プなどが咲き誇ります。残雪の北アルプ
スを背景に、広大な花畑が広がる光景は
圧巻の一言。ことしは、4月10日（土）か
ら下旬頃までが見頃で、会場は海に近い
絶好のロケーションです。雄大な自然を
眺めながら、ゆっくりと散歩を楽しめます。

Tel 0765-72-3802 　入善町役場　キラキラ商工観光課　
 入善町下飯野400（園家山キャンプ場東側）　IC 北陸自動車道 入善スマートICから約15分

※ 4月17日、18日はイベント開催予定。当日は臨時駐車場（西入善駅、入善海洋深層水活用施設ほか）か
ら無料シャトルバスを運行します。

あさひ舟川「春の四重奏」
富山県東端の朝日町を流れる舟川。堤
防の両岸1,200mに約280本の桜並木
が続いています。地元農家が桜の時期に
咲く極早生のチューリップと菜の花の
栽培を行い、残雪の北アルプスを背景に
桜並木、チューリップ、菜の花が競演す
る「春の四重奏」が楽しめます。

Tel 0765-83-1100　朝日町役場　商工観光課　  朝日町舟川新
IC 北陸自動車道 朝日ICから約5分
※ 期間中、隣接駐車場は平日のみ開放。土日は周辺に駐車場はありませんので臨時駐車場（文化体育セ
ンター サンリーナ、あさひ総合病院）より無料シャトルバスを運行します。

若葉そよぐ季節、
大自然を訪ねて

春の訪れとともに走り出す「黒部峡谷トロッコ電車」。日本有数のV
字峡に沿って20.1kmを走ります。新緑と山頂の残雪、清流のコ
ントラストの中を走り、沿線ではニホンカモシカやニホンサル、春の
花 が々お出迎え。小さなトロッコで雄大な旅をお楽しみください。（4
月20日運転開始予定）

黒部峡谷トロッコ電車

Tel 0765-62-1011　黒部峡谷鉄道㈱　営業センター
 黒部市黒部峡谷口11

IC 北陸自動車道 黒部ICから約20分

魚津の朝市ごはん
海の駅「蜃気楼」では、毎月第2・第4日
曜日に朝市が開催されます。魚津港と隣
接しているため、とれたての魚介類や新
鮮な野菜・果物がたくさん並びます。そ
こで味わえる朝市定食は、安くて美味し
いと大好評！焼きたての魚と美味しい
ごはんで至福のひとときをどうぞ。

 海の駅「蜃気楼」 富山県魚津市村木定坊割2500-2　Tel 0765-24-4301
 休  各店舗により異なる（朝市は毎月第２・第４日曜日開催）　IC 魚津ICから車で約7分

ホタルイカ
富山湾に春を告げる、深海からやってくる
ホタルイカ。産卵期の身の張っている4月前
後が旬で、県内のスーパーには新鮮なホタル
イカが並びます。柔らかくプリプリとした食
感と独特の甘みが特徴で、地元で定番なの
は酢味噌和え。有磯海SAではお土産に最適
な沖漬け、黒作りなど各種販売しています。

 富山県内各店舗
Tel  休  IC 店舗により異なる

黒部 朝日 滑川
KUROBE

/ASAHI/NAM
ERIKAW

A

YKKセンターパーク
ファスナーや窓の仕組み、創業者・吉田忠雄の思想や
YKKグループの歴史についてわかりやすく紹介。
YKKブラジル農園直輸入のコーヒーやファスナーをモチーフにしたオリ
ジナルグッズも販売している。「ファスナー手作り体験（有料・要予約）」
も人気。※運営を変更する場合がありますので、都度ホームページをご確認ください。

入場
無料

Tel 0765-54-8181　黒部ツーリズム㈱　  黒部市吉田200
休館日  月曜日（祝日の場合は翌平日）、年末年始、特定日
開館時間  9：00～16：30　IC 北陸自動車道 黒部ICから約15分

YKKセンターパーク（1号館）

31
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●広告掲載に関するお問い合わせは
Tel.076-240-4930広報・CS課まで

足羽川の桜並木
Photo:福井県観光連盟

兼六園の紅葉
Photo:石川県観光連盟

三国サンセットビーチ
Photo:福井県観光連盟
庄川峡
Photo:とやま観光推進機構
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