
●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
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能登
金沢東IC▶小矢部IC

丹南
今庄IC▶鯖江IC

金沢

坂井・あわら
福井北JCT・IC▶加賀IC

美川IC▶金沢東IC
20 21加賀・白山

加賀IC▶美川IC

福井・勝山・大野
鯖江IC▶福井北JCT・IC

16 17

若狭
木之本IC▶今庄IC

12 13

14 15

18 19

22 23

アクアリウム／石川編    04

福井編／富山編    06

I N D E X

12	 青葉映える風光、展望テラスで一休み 福井県
若狭   12
丹南   14
福井・勝山・大野   16
坂井・あわら   18

20	 夏の風物詩、せせらぎに癒されて 石川県
加賀・白山   20
金沢   22
能登   24

26	 風薫る里山で懐かしい風景に出逢う 富山県
南砺・高岡・氷見・砺波  26
富山・立山   28
黒部・朝日・滑川   30
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能登
金沢東IC▶小矢部IC

黒部・朝日・滑川
立山IC▶朝日IC

富山・立山
小杉IC▶立山IC

24 25

28 29

30 31

小矢部IC▶小杉IC 26 27

南砺・高岡
氷見・砺波
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人道の港 敦賀ムゼウム 〒914-0072 福井県敦賀市金ケ崎町23-1　TEL. 0770-37-1035
【営業時間】9：00～17：00 （入館は閉館30分前まで）
 ※金ヶ崎緑地周辺のイベント開催時には開館延長もしています（日程はホームページ参照）

【休 館 日】水曜日（祝日の場合その翌日）、年末年始

人道
【営業時

【休 館

お問合せ

8

8

27

1

9
161

162

367

303

金沢西IC福井IC

一宮JCT

琵
琶
湖

名古屋西
JCT

米原
JCT

敦賀JCT

舞鶴若狭自動車道

亀山JCT

草津
JCT

吹田
JCT 大山崎

JCT

神戸
JCT

綾部
JCT

西紀SA

福知山IC

綾部

京都縦貫
自動車道

吉川
JCT

中部縦貫
自動車道

名神高速道路

若
狭

美
浜
IC

大
飯
高
浜
IC

小
浜
西
IC

小
浜
IC

若
狭

三
方
IC

若
狭

上
中
IC

東
海
北
陸
自
動
車
道

北
陸
自
動
車
道

小浜線

敦賀IC

敦賀南
SIC

敦賀市

敦賀港は、1920年代にポーランド孤児、
1940年代に「命のビザ」を携えたユダヤ難民が上陸した日本で唯一の港。
当時の建物を復元した資料館「人道の港 敦賀ムゼウム」では、
孤児と難民が上陸した歴史、彼らに手を差し伸べた人々のこと、
そして敦賀のまちの人たちが迎え入れた様子を後世に伝えます。に伝

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ）

孤児と難民が上陸した歴史、彼らに手を差し伸べた人
敦賀 まち 人 ち 迎え入 様子を後世そして敦賀のまちの人たちが迎え入れた様子を後世に

（（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（（  ））））））））））））
〈場 所〉人道の港 敦賀ムゼウム
 北陸自動車道・敦賀ICより車で約10分
 舞鶴若狭自動車道・敦賀南SICより車で約15分

人道の港 敦賀ムゼウム
吉川
JCJC

人道の港 敦賀ムゼウム人道の港 敦賀ムゼウム人道の港 敦賀ムゼウム
敦賀港は、1920年代にポ ランド孤児、
1940年代に「命のビザ」を携えたユダヤ難民が上陸した日本で唯一の港。
当時の建物を復元した資料館「人道の港 敦賀ムゼウム」では

敦賀港は 1920年代にポーランド孤児

敦賀港だからこそ伝えられる「命」と「平和」

豊かな緑に囲まれた保養施設で、関西百名山の一つ野坂山
の登山口でもあり、バンガロー・キャンプ場などの諸設備
もあります。市が管理しているため格安で利用できること
もうれしいことの一つ。バードウォッチング・森林浴など
を楽しみながら、森の自然と仲良しになれることでしょう。 

と
ど
。

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ）
〈場 所〉福井県敦賀市野坂80-15
 北陸自動車道・敦賀ICより車で約20分
 舞鶴若狭自動車道・敦賀南SICより車で約15分

ど
。 

（（（ ）））））））））））
場 所〉福井県敦賀市野坂80-15〈
北陸自動車道 敦賀 り車 約 分（（（（ 舞鶴若狭自動車道・敦賀南SICより車で約15分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（（（（（　  

〈営業期間〉2021年4/1㊍～11/14㊐

豊かな緑に囲まれた保養施設で、関西百名山の一つ野坂山豊かな緑に囲まれた保養施設 関西百名山 野坂山
の登山口でもあり、バンガロー・キャンプ場などの諸設備
もあります 市が管理しているため格安で利用できること

山山
備
と

山山山
備

野坂いこいの森
～健康的な緑のワンダーランド～

綾綾
JJJ

福福

敦賀市少年自然の家
〒914-0145 福井県敦賀市野坂80号15番地

【営業時間】8：30～17：15　【休 館 日】毎週月曜日、年末年始
TEL.0770-24-0052

敦賀
〒914-0

【営業時
TEL.07

お問合せ

井県敦賀市野坂80 15福井県敦賀市野坂賀市野坂80-15
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information

SA PAのご案内

近江牛入り山小屋うどん／970円

当店自満の逸品。コシがありつるつるとした
讃岐うどんを関西風うどんだしで味付けし、
その上に日本三大和牛の一つである近江牛と
国産牛をトッピング。肉の旨みを存分に味わ
えます。

こだわりの近江牛入り
「近江牛入り山小屋うどん」

賤ヶ岳
SA

shizugatake

ムーン豆乳アイス／340円

滋賀県北部で愛情とこだわりを持って育てら
れた大豆を使用した超濃厚な豆乳がべースの
アイスクリームです。乳製品や卵、白砂糖は
一切使用していません。濃厚でなめらかな食
感をお楽しみください。

からだに優しい純粋豆乳
「ムーン豆乳アイス」

賤ヶ岳
SA

shizugatake

24H ☎
0749-86-3348 24H 近江鉄道（株）

☎0749-86-2111

    

福井のブランドさつまいも“とみつ金時”を
使用。薄くスライスし香ばしく揚げ、蜜をか
け仕上げました。パリッとした食感とほんの
りとした甘さをお楽しみください。賤ヶ岳
SA上り線限定商品です。

一度食べたら止まらない
「さつまいもチップス」

賤ヶ岳
SA

shizugatake

    

賤ヶ岳 SA上り線新登場 !! 台湾の定番スイー
ツ !! トロッとした食感に、豆乳の優しい風
味と黒蜜の上品な甘さが癖になります。ほん
のり甘い“ゆるふわスイーツ”をぜひご賞味
ください。 豆花（トウファ）／216円

さつまいもチップス／380円

本場にも負けない美味しさ
「豆花（トウファ）」

賤ヶ岳
SA

shizugatake

杉津名物 焼き鯖丼／850円

新鮮かつ旨味を引き出すために、考え出され
た浜焼き鯖。その浜焼き鯖の旨味たっぷりの
ほぐし身が入り、鯖のへしこと甘酢生姜の刻
みがアクセントとなった、まさに絶品のメ
ニューです。

旨味がある鯖ほぐしたっぷり
「杉津名物 焼き鯖丼」

杉津
PA

suizu

中日本ハイウェイ・
リテール（株）
☎0770-28-1231

 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

ハイウェイロイヤル（株）
☎0770-28-1631

    

７年連続で当店人気No.1を誇る安くておいしい
定食です。醤油味の唐揚げは、和風ダシに漬け
込んだ鶏肉をカラっと揚げており、多くの方から
好評いただいております。唐揚げの単品販売も
しています。ぜひお買い求めください。 手作り唐揚定食／720円

また食べたくなる旨さ
「手作り唐揚定食」

杉津
PA

suizu

7：30～19：30

24H☎0749-86-334724H
㈱KRフード
サービス
☎0749-86-8136

賤ヶ岳SA 杉津PA刀根PA木之本 IC 敦賀 IC敦賀JCT 今庄 IC
上り
下り 2.2km 6.9km 10.2km11.3km

11.1km10.4km12.9km 1.2km

三方五湖
PA

小浜 IC 若狭
上中 IC

若狭
三方IC

若狭
美浜IC

敦賀南
スマート IC

9.7km 2.2km 7.1km7km

若狭
木之本 IC～今庄 IC

W A K A S A

6.3km

6.7km
下
り

上
り

7：30～20：00

若狭
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information

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

※ 6月 24日時点での情報です。現地にお越しの際は、最新の営業時間等について、各施設にお問い合わせください。

人道の港 敦賀ムゼウム
敦賀港は、1920年代にポーランド孤児、
1940年代に「命のビザ」を携えたユダヤ
難民が上陸した日本で唯一の港で、その
歴史を紹介する資料館が令和2年11月
にリニューアルオープン。外観は当時の
建物を復元しており、館内にはシアター
やアニメーション展示を設けています。

Tel 0770-37-1035　人道の港 敦賀ムゼウム　  敦賀市金ケ崎町23-1
IC 北陸自動車道 敦賀ICから車で約10分

福井県年縞（ねんこう）博物館
年代測定の世界標準のものさし「年縞」
を展示する年縞博物館は、デザイン性に
優れた展示などが高く評価されたため、
全国の博物館で「第2回日本博物館協
会賞」を唯一受賞しました。45ｍ・7万
年分の水月湖年縞の実物展示のほか、
人類や環境の歴史も紹介しています。

Tel 0770-45-0456　福井県年縞博物館　  三方上中郡若狭町鳥浜122-12-1
IC 舞鶴若狭自動車道 三方五湖スマートICから約5分

福井県こども家族館
ものづくりやクッキングが体験できる工
房ゾーン、乳幼児連れの親子がくつろげ
る交流ゾーン、子どもたちを家族館の世
界へと導くエントランスゾーンなど、遊
び・学び・体験が盛りだくさんの大型児
童館です。

Tel 0770-77-3211　福井県こども家族館　  大飯郡おおい町成海1-1-1
IC 舞鶴若狭自動車道 小浜西ICから約6分

若狭たかはまエルどらんど
2020年11月にリニューアルオープン！
いくつものテーマゾーンを通じて体験し
ながら楽しく学べるサイエンスパークで
す。熱帯雨林を再現した全天候型のジャ
ングルの中でスリル満点の「空中アスレ
チック」など、子どもから大人まで様々な
アクティビティをお楽しみいただけます。

Tel 0770-72-5890　若狭たかはまエルどらんど　  大飯郡高浜町青戸4-1
IC 舞鶴若狭自動車道 大飯高浜ICから約10分

若狭湾国定公園を代表する景勝地の一つ。久々子、水月、菅、三
方、日向の五つの湖は、それぞれ水質、水深が異なり、水の色が四
季折々変化をみせてくれます。リニューアルオープンした山頂公園
では、足湯やカウンターテラスでくつろぎながら三方五湖や若狭湾
を一望できます。

三方五湖

Tel 0770-45-0113　（一社）若狭三方五湖観光協会
　 0770-32-0222　（一社）若狭美浜観光協会

 美浜町・若狭町　IC 舞鶴若狭自動車道 若狭三方ICから約15分

青葉映える風光、
展望テラスで一休み

天然岩ガキ
冬が旬の「マガキ」に対して、若狭では夏
になると天然の「岩ガキ」漁が解禁しま
す。素潜り漁で丁寧に獲った岩ガキは、
大きさがマガキの数倍にもなり、栄養も
たっぷり。殺菌冷海水で洗浄処理してい
るため、安心して生食できるのも魅力。
レモンやポン酢でつるっとどうぞ！

 若狭地域の飲食店
Tel  休  IC 各店舗により異なる

福井梅
肉厚でもっちりした食感と、さわやかな
香りが特徴の「福井梅」。発祥は古く、江
戸時代に若狭地方で植えられた梅の木か
ら始まりました。太陽に当たる面が美し
い紅色になる代表的な品種「紅

べに

映
さし

」は、他
の品種に比べてミネラル分が豊富で、夏
バテ対策にも効果的です。

 福井県内の飲食店、おみやげ店
Tel  休  IC 各店舗により異なる

W
AKASA

若狭

13
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information

SA PAのご案内

「福井へようこそ」と「福が来ますように」
の 2 つの理由から名付けられました。北陸道
の海鮮専門レストラン「越前地磯亭」の看板
メニュー「海鮮地磯丼」にそば又はうどんが
選べるお得なセットです。 来福セット／2,250円

福が来ますように
「来福セット（越前地磯亭）」

南条
SA

nanjyo

福井県のブランド米「いちほまれ」の米粉を
ケーキ生地に使用しナッツをトッピングした
濃厚なロールケーキです。※「カオッサ」と
は、福井弁で「買おうよ」という意味です。

ふくい結び カオッサ ミルクチーズクリームロールケーキ／972円

ふくい結び カオッサ
「ミルクチーズクリームロールケーキ」

南条
SA

nanjyo

福井県で平飼いされた軍鶏の卵と奥越牛乳を
使用した、現代風の濃厚カスタードプリンで
す。バニラビーンズをたっぷり使い、少しビ
ターなカラメルソースに絡めて食べると絶妙
な美味しさで、リピート必須です。 21世紀プリン／480円

福井の恵みに感謝！
「21世紀プリン」

南条
SA

nanjyo

越前名物おろしそばセットはいかがでしょう
か？小鉢とミニ鮭ご飯付きのセットメニュー
です。福井へお越しの際は是非お召し上がり
くださいませ。

おろしそばセット／1,080円

越前名物のセットです。
「おろしそばセット」

南条
SA

nanjyo

ハイウェイロイヤ
ル（株）
☎0778-47-3418

※スターバックスコーヒー　7：30～21：00

三谷商事（株）
☎0778-47-3596

 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 ☎

0778-47-3598
11：00

～

21：00
24H24H ☎

0778-47-3599

丹南
今庄 IC～鯖江 IC

T A N N A N

南条SA 武生 IC 鯖江 IC

8.6km 5.4km

今庄 IC

3.9km上り
下り

北陸道では、2021年5月10日（月）からお盆期間を除く12月17日（金）まで米
原IC～立山ICのうち最大7区間で老朽化したコンクリート床版を取り替え
るリニューアル工事を実施しています。工事期間中は昼夜連続・対面通行規
制および車線規制をおこなっています。工事専用サイトからは、渋滞予測・
リアルタイム所要時間・工事の概要などをご案内しております。
ご利用前に、工事専用サイトをご確認ください。

北陸道リニューアル工事のお知らせ

工事専用サイトはこちら→

ご迷惑をおかけしますが、
ご理解とご協力を
お願いいたします。

丹南
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ツリーピクニックアドベンチャー いけだ
谷を越えて滑走する「メガジップライ
ン」、樹上に広がる森のジャングルジム

「アドベンチャーパーク」の他、「アドベ
ンチャーボート」や「アウトドアエリア」
など木にふれ、森をとび、川とあそぶ、多
彩なアクティビティがエリアいっぱいに
広がります。

Tel 0778-44-7474　ツリーピクニックアドベンチャー いけだ　  今立郡池田町志津原28-16
IC 北陸自動車道 武生ICから約30分

めがねミュージアム
福井県産のフレーム約 3000 本を販売。
最新モデルが購入できる「めがねショッ
プ」、自分で色や形を選んでめがねフレー
ムやキーホルダーづくりを体験できる「体
験工房」、めがねの歴史を深く知ること
ができる「めがね博物館」など、見て、触
れて、体験ができます。

Tel 0778-42-8311　めがねミュージアム　  鯖江市新横江2-3-4 めがね会館
IC 北陸自動車道 鯖江ICから約2分

福井県陶芸館
日本六古窯の一つ「越前焼」を見て・触
れて・体験できるミュージアムです。陶芸
教室では電動ろくろ・手ひねり・絵付け
の陶芸体験が人気で、気軽に伝統工芸
体験に挑戦できます。越前焼窯元の作品
が揃う越前焼セレクトショップClaysで
お気に入りの器を探すのもおすすめです。

Tel 0778-32-2174　福井県陶芸館　  丹生郡越前町小曽原120-61
IC 北陸自動車道 武生ICから約30分、鯖江ICから約30分

今庄宿
かつて旅籠屋が55軒も並んでいた今庄
宿。京や江戸と北陸を結ぶ宿場として江
戸時代に栄えました。町並は今もなお、
昔の面影を残し素朴な雰囲気を漂わせ
ています。角を曲がって路地裏に足を踏
み入れると、そこはもう時代劇の宿場町、
タイムスリップ気分が味わえるはずです。

Tel 0778-45-0074　（一社）南越前町今庄観光協会　  南越前町今庄
IC 北陸自動車道 今庄ICから約10分

かつて国府が置かれた越前市の歴史と紫式部とのかかわりを発信
する「紫ゆかりの館」が2021年4月にリニューアルオープン！紫式
部が源氏物語を著すまでを絵巻物風に紹介するアニメーション映
像や越前との関係を紹介する几帳風グラフィックなどを展示してい
ます。

紫ゆかりの館（紫式部と国府資料館）

Tel 0778-43-5013　紫ゆかりの館
 越前市東千福町21-12

IC 北陸自動車道 武生ICから約15分

時代絵巻に
歴史を学ぶ夏休み

さばえ夢てまり
 目にも鮮やかなオレンジ色の果肉で、
香りが高く肉質が粘質のマルセイユメ
ロン。その中でも糖度 14 度以上で、形
が整ったものだけが「さばえ夢てまり」
といいます。鮮やかなオレンジ色の果肉
と、口どけの良い甘さは「まるで夢のよ
うな味わい」です。

 鯖江市内のおみやげ店
Tel  休  IC 各店舗により異なる

サバエドッグ
ソースかつ丼愛溢れる福井県民が生み
出した「歩くソースかつ丼」とも呼ばれ
るサバエドッグ。割り箸にごはんと豚肉
を巻きつけ、衣をつけてカラッと揚げた
食べごたえのあるスナックです。ジュー
シーな肉汁と自家製ソースの相性は抜
群！人気急上昇中のご当地グルメです。

Tel 0778-52-4129　  ミート＆デリカ ささき（福井県鯖江市本町3-1-5）
 10：00～19：00 ※お弁当のラストオーダーは18：30　休  毎週日曜日　IC 鯖江ICから車で約7分

TANN
AN

丹南
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information

SA PAのご案内
福井 IC 福井北JCT・IC

6.4km

北鯖江PA鯖江 IC

3.1km上り 8.1km 下り

ボルガライスとは、オムライスにトンカツを
のせてソースをかけた、福井Ｂ級グルメの代
表です。ほんのり甘い濃厚ソースにこだわり
あり。お子様から大人の方まで、大人気の逸
品です。

福井県大野の名産、九頭竜まいたけ。標高
1000 ｍ余の自然豊かな環境で育ったまいた
けは、味・香り・歯ごたえと 3拍子揃った、
まさに絶品の味わいです。福井の美味しいお
蕎麦と一緒に召し上がれ♪ ボルガライス／820円九頭竜まいたけそば／590円

福井のB級グルメのエース！
「ボルガライス」

福井の舞茸と蕎麦が楽しめる
「九頭竜まいたけそば」

北鯖江
PA

kitasabae

北鯖江
PA

kitasabae

 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

＋CO（プラスコ）／842円～

メガネフレームの国内生産シェア日本一を誇
る鯖江のメガネ工場で、眼鏡素材を使用して
作られたアクセサリー。色鮮やかで福井らし
い恐竜などがモチーフのデザインは、おみや
げにもぴったりです。

鯖江の眼鏡素材アクセサリー
「＋CO（プラスコ）」

北鯖江
PA

kitasabae

㈱大津屋
☎0778-52-120524H

ふわとろブッセ カスタード／1個281円

福井県産の果物を使用した、ふわっととろける
新食感のブッセ。チーズ風味のしっとりとした生
地に、カスタードクリームと果物コンフィチュー
ルをサンドしました。味は、ふくいイチゴ・若狭
いちじく・小浜獅子ゆず・若狭うめの4種類♪

まるで魔法のようにとろける
「ふわとろブッセ カスタード」

北鯖江
PA

kitasabae

㈱大津屋
☎0778-42-698024H

福井
勝山・大野
鯖江IC～福井北JCT・IC

FUKUI ／ KATSUYAMA ／ ONO

福井 勝山 大野

16 17

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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冒険心が踊る　　
ジオストーリー

世界三大恐竜博物館の一つとして知られる「福井県立恐竜博物
館」。4,500㎡の広大な展示室には、44体もの恐竜の全身骨格
の他、化石やジオラマ、大迫力の復元模型などが数多く展示され
ています。6月現在、予約制を導入中。お出かけの際には、事前に
HPをご確認下さい。

福井県立恐竜博物館

Tel 0779-88-0001　福井県立恐竜博物館
 勝山市村岡町寺尾51-11

IC 中部縦貫自動車道 勝山ICから約10分

六呂師高原
牧歌的風景の広がる高原一帯では、温
浴やバーベキュー、乳製品づくり体験な
どを家族で楽しむことができます。近く
の福井県自然保護センターでは、プラネ
タリウムや天体観測が体験できます。夜
には日本一きれいな星空に選ばれた澄
んだ星空をご堪能ください。

Tel 0779-65-5521　（一社）大野市観光協会　  大野市南六呂師
IC 中部縦貫自動車道 大野ICから約30分

一乗谷朝倉氏遺跡
103年間にわたって朝倉氏が越前を支
配した城下町跡。武家屋敷・町屋などの
町並みがほぼ完全な姿で復原され、全国
で６か所しかない国の三重指定を受け
ています。2019年5月には日本遺産に
認定され、明智光秀ゆかりの地としても
知られています。

Tel 0776-41-2330　（一社）朝倉氏遺跡保存協会　  福井市城戸ノ内町28-37
IC 北陸自動車道 福井ICから約10分

九頭竜川の天然鮎
福井県を代表する清流・九頭竜川。ここ
では初夏から秋にかけて鮎釣りが解禁
されます。周辺の山々から勢いよく流れ
下る豊富な雪解け水は身を締め、新鮮な
苔は鮎に素晴らしい香りを授けます。川
沿いには鮎料理を出すお店もあるので、
夏ならではの味覚を楽しみましょう。

  九頭竜川沿い（主に勝山市、永平寺町、福井市）の飲食店
Tel  休  IC 各店舗により異なる

金福すいか
縁起の良い名前の「金福すいか」。福井市の景気回復と福井市
民の健康と幸福を願ったことがその由来です。鮮やかな黄色い
皮は薄く、中にはまろやかに甘い真っ赤な果実がギュッ!と詰まっ
ています。また、種の少なさも特徴の一つ。一玉丸かぶりだって
できちゃうので小ぶりな見た目に反して満足度は抜群。そんな
金福すいか、ハンモックに吊るして栽培する農家さんもあるほ
ど手間と愛情のかかった特産品です。ぜひお試しください。

 福井県内のおみやげ店
Tel  休  IC 各店舗により異なる

FUKUI/KATSU
YAM

A
/O

NO
福井 勝山 大野

〒910-1121 福井県吉田郡永平寺町松岡吉野35-21-1
予約
TEL0776-61-2100

 AM8:00〜PM5:00　休 年中無休　  福井北I.Cより2分、JR福井駅より20分

HP http://www.maedaseika.co.jp
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