
information

SA PAのご案内

近江牛カレーパン／400円

長さが 27ｃｍもある賤ヶ岳 SA 限定のカレー
パンです！口いっぱいに広がる近江牛の旨味
と、カリッと食感が楽しいパン生地がベスト
マッチ！ぜひアツアツをお召し上がりくださ
い。

日本一長い！？カレーパン
「近江牛カレーパン」

賤ヶ岳
SA

shizugatake

濃厚生スイートポテト（1個）／270円 1箱4個入り1,296円

賤ヶ岳 SA（上下線）限定の新商品 !!『しず
がたけの質が高え』濃厚生スイートポテト。
しっとりとろ～りのなめらか食感。他では買
えないオンリーワンのスイーツです。ぜひお
召し上がりください。

質が高えしずがたけ
「濃厚生スイートポテト」

賤ヶ岳
SA

shizugatake

24H ☎
0749-86-3348 24H 近江鉄道（株）

☎0749-86-2111

    

地元で親しまれている本家とりやさいみそを
使用した、賤ヶ岳 SA 上り線のオリジナル商
品。身も心もあたたまる自信作です。コクの
あるしっかりとしたみそ味が特徴の商品をぜ
ひご賞味あれ！ とりやさいみそラーメン／900円

地元で愛された味
「とりやさいみそラーメン」

賤ヶ岳
SA

shizugatake

    

羽二重餅粉を使った生地であっさりとお召し
上がり頂けます。つぶあんとマーガリンをサ
ンドしてあり、甘さのバランスが絶妙です。
当店人気 No.1 です。4 個入り、6 個入りも
ご用意しております。 福井羽二重ぱんけーき（1個）／162円 1箱4個入り702円 1箱6個入り1,080円

累計20万個突破！人気商品
「福井羽二重ぱんけーき」

賤ヶ岳
SA

shizugatake

北陸海鮮丼／980円

人気メニューの「夕日の海鮮丼」が、昨年「北
陸海鮮丼」に生まれ変わりました！鯖のほぐ
し身をプラスして、中身もリニューアル。敦
賀湾を一望できる PA で絶品の海鮮丼をお楽
しみください。

鯖のほぐし身をトッピング
「北陸海鮮丼」

杉津
PA

suizu

中日本ハイウェイ・
リテール名古屋（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）
☎0770-28-16317：00～21：007：00～20：00

    

杉津 PA 上り線といえば鉄板焼き定食でしょ
う！その定番メニューが「焼きそば定食」です。
地元製麺所から仕入れる中華麺と特製ソース
の相性はバツグンで一度食べたらやみつきに
なるかも。アツアツの鉄板で召し上がれ！ 焼きそば定食／770円

また食べたくなるこの旨さ
「焼きそば定食」

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

若狭
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Tel 0770-78-1713　きのこの森　  大飯郡おおい町鹿野42-27
IC 舞鶴若狭自動車道 大飯高浜ICより約3分

秋めく色彩のコントラストを楽しむ

W
AKASA

若狭

戦国史上有名な織田信長・豊臣秀吉・徳川家康が揃った退却
戦である「金ヶ崎の退 (の)き口」の舞台です。退却戦では、明智
光秀や豊臣秀吉らが殿 (しんがり)を務め、退却を成功させたとも
いわれています。また、中腹にある金崎宮からは敦賀湾が一望でき、
恋愛祈願の恋の宮としても有名です。

金
かね

ヶ
が

崎
さき

城
じょう

跡
せき

・金
かねが

崎
さき

宮
ぐう

Tel 0770-22-0938　金崎宮社務所
 敦賀市金ケ崎町1-4

IC 北陸自動車道 敦賀ICから車で約10分 

萬
まん

徳
とく

寺
じ

小浜市の旧国宝・国重文を所蔵する
“八ヶ寺”の一つで、江戸時代初期に作
庭された枯山水庭園が国指定名勝と
なっています。秋には国天然記念物の大
山もみじが庭園を彩り、樹齢500年と言
われるそのもみじは日本の紅葉 100 選
にも選定されています。

Tel 0770-56-2308　萬徳寺　  小浜市金屋74-23
IC 舞鶴若狭自動車道 小浜ICより約15分

三方五湖
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。

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より約15分

きのこの森
特産品のきのこをモチーフにしたミニ
テーマパーク。高さ30ｍのきのこタワー
から滑り降りる全長460ｍのビッグスラ
イダーが人気。他にもチームラボによる
映像体験施設、珍しいきのこの展示やし
いたけ栽培の様子が見学できるきのこも
のしり館など大人も子どもも楽しめます。

谷田部ねぎ
小浜市谷田部集落の河川沿いにねぎ畑
が広がり、春と夏に2度の植え替えをす
る伝統栽培によって育まれています。2度
目の定植時には溝を掘って寝かせるよう
に植えるため、株元が曲がった形になる
のが特徴です。やわらかな肉質とねばり
を持つ谷田部ねぎをぜひご賞味ください。

 小浜市内の直売所、飲食店
Tel  休  IC 各店舗により異なる

東浦みかん
敦賀湾の東岸に位置する敦賀市東浦地
区は、温州みかん栽培の北限の地とされ
ています。その歴史は古く、江戸時代末
期から栽培が始まり、明治時代には敦賀
港からロシア・ウラジオストックへ輸出
される特産品でした。酸味とコクのバラ
ンスが整った味わいが特徴です。

 敦賀市内の直売所、飲食店
Tel  休  IC 各店舗により異なる

喧噪を忘れ
秋晴れの景勝地へ

熊
くま

川
がわ

宿
じゅく

海と都、若狭と畿内を結んだ鯖街道の宿
場町として栄え、昔ながらの町並みが残
る街道沿いにはお洒落なカフェや忍者
道場、小売店などが軒を連ねます。戦国
時代、明智光秀や織田信長らが訪れてお
り、国の重要伝統的建造物群保存地区
に選定、日本遺産にも認定されています。

Tel 0770-62-0330　若狭鯖街道熊川宿資料館（宿場館）　  三方上中郡若狭町熊川
IC 舞鶴若狭自動車道 若狭上中ICより約10分

※ 10月 1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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information

SA PAのご案内

2016 年「コロッケグランプリ」メンチカツ
部門で金賞受賞した、福井の食肉店の「メン
チカツ」が乗った丼です。野菜と果物の旨み
が凝縮したカツソースでお召し上がりくださ
い。 ボルガ食堂のパリ丼／980円

ジューシーな名物メンチカツの丼
「ボルガ食堂のパリ丼」

南条
SA

nanjyo

福井のブランド米「いちほまれ」の米粉を使
用したチョコクランチです。サクサクカリッ
とした食感と、ホワイトチョコの甘さが広が
ります。ドライブのおやつにいかがでしょう
か。 いちほまれのクランチ／702円

「いちほまれ」を使った新定番
「いちほまれのクランチ」

南条
SA

nanjyo

ライスは衝撃の 600g ！通常の 1.5 倍サイズ
のロースカツ２枚に加え、さらにコロッケ・
メンチカツ・唐揚げを盛り付けた迫力満点、
ボリューム満点の食べ応えバツグンなメニュ
ーです。 大人様ランチ／2,480円

でか盛りの逸品
「大人様ランチ」

南条
SA

nanjyo

福井県産牛乳と羽二重粉を使用し、しっとり
と焼き上げたバウムクーヘンです。焦がしカ
ラメルのアクセントが絶妙な逸品。子供も大
人も満足できる当店オリジナルのイチオシ商
品をぜひご堪能ください。 南条プディングバウムクーヘン／1,380円

当店限定の逸品
「南条プディングバウムクーヘン」

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

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）

丹南

1514 15
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由緒ある古社をたずねて

TANN
AN

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
彩なプログラム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より約30分

丹南

岡太神社・大瀧神社
紙祖神 岡太神社・大瀧神社は越前和紙
の産地である越前市五箇地区にあり、
日本で唯一の紙の神様「川

かわ

上
かみ

御
ご

前
ぜん

」が祀
られています。里宮の本殿と拝殿は江戸
時代後期の社殿建築の粋を集めて建て
られたもので、昭和59年に、国の重要文
化財に指定されました。

Tel 0778-42-1151　社務所　　0778-43-0875　福井県和紙工業協同組合
 越前市大滝町13-1　IC 北陸自動車道 武生ICより約10分

北前船主の館　右近家
江戸後期～明治中期にかけて、日本海・
瀬戸内海・上方の諸地域間の物資の流
通や文化の交流に重要な役割を果たし
た“北前船”をテーマとした資料館です。
両側に邸宅や蔵が立ち並ぶ旧道は、「河
野北前船主通り」と呼ばれ、北前船が栄
えた時代を感じさせる通りです。

Tel 0778-48-2196　北前船主の館　右近家　  南条郡南越前町河野2-15
IC 北陸自動車道 南条スマートICより約20分

「日本の歴史公園100選」に認定されている西山公園。秋には約
1,600本のもみじが公園全体を彩ります。園内には広 と々した芝
生広場、レッサーパンダが人気の西山動物園、美しい日本庭園な
どもあり、大人も子供も楽しめる公園です。

西山公園

Tel 0778-51-1001　鯖江市公園管理事務所
 鯖江市桜町3丁目7-20

IC 北陸自動車道 鯖江ICより約10分

照紅葉に彩られた
遊歩道をそぞろ歩く

水ようかん
福井のスイーツといえば水ようかん！
夏のイメージが強いですが、寒い季節に
暖房に当たって一枚板状の水ようかん
をへらですくって食べるのが福井流で
す。あんこと黒糖のシンプルな材料から
生まれる素朴な甘みとなめらかな舌触
りに、思わず虜になってしまいます。

 福井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

つるし柿
北国街道の宿場町・今庄宿がある南越
前町の名物で、「一つ食えば一里、三つ
食えば三里歩ける」と峠を越える旅人の
保存食として重宝されていました。渋柿
の長良柿を、薪を焚いたいろりの上で夜
通し燻します。独特の舌ざわりとまろや
かな甘さを備えた絶品です。

 南越前町内の直売所、飲食店
Tel  休  IC 各店舗により異なる

劔神社
約1800年の歴史を有し、織田信長が氏
神として崇めたという由緒ある神社。初
詣などの神事には、毎年多くの観光客が
訪れます。国宝指定の梵鐘、戦国大名が
署判した古文書などの文化財は、織田文
化歴史館に展示され、神社に係る悠久の
歴史、御神徳の広大さを物語ります。

Tel 0778-36-0404　劔神社　  越前町織田113-1
IC 北陸自動車道 武生IC、鯖江ICより約30分

※ 10月 1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
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

福井の中華料理店「櫻蘭」のこだわり調味料
「私、塩なんです」で味付けした唐揚げがリ
ニューアル！福井の水・生姜・ニンニクを使
用したあっさり塩味とジューシーなお肉のハ
ーモニーをお楽しみください！

北鯖江 PA上りで定番人気の商品です。九頭
竜まいたけの天ぷらは味・香り・歯ごたえが
とてもよく、一杯で大満足できます。九頭竜
まいたけとおそばは相性バツグン。上品な味
わいをぜひご賞味ください。 塩唐揚げ定食／820円九頭竜まいたけそば／590円

唐揚げ定食がリニューアル！

「塩唐揚げ定食」
定番の美味しさ
「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の鯖
江のメガネ工場でメガネの素材を使用して作
られたアクセサリー。色鮮やかで福井らしい
恐竜などのモチーフのデザインは旅のお土産
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／281円

ふくいイチゴ、あわらブルーベリー、若狭い
ちじく、小浜獅子ゆず、若狭うめの 5種類。
チーズ風味のしっとり生地にカスタードクリ
ームと福井県産の果物コンフィチュールをサ
ンドした、新食感のブッセです。

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

1716 17

三角停止板を置かないと
１点減点の可能性も！

煙が出ないから
トンネル内でも安心！

雪道でも利用できる！

道路交通法　第75条11項
道路交通法施行令
第27条6項

後続車による追突事故が急増中！
事故の際は、後続車に知らせることが大変重要です。
北陸道の各SA・PA店舗にて販売中！！（2020.9.1時点）
●三角停止板： 賤ヶ岳SA（上・下）、杉津PA（上）、南条SA（上・下）、北鯖江PA（上・

下）、女形谷PA（上り）、尼御前SA（上・下）、不動寺PA（上・下）、小
矢部川SA（上・下）、呉羽PA（上・下）、有磯海SA（上・下）

●非常信号灯： 賤ヶ岳SA（上・下）、杉津PA（上り）、南条SA（下り）、尼御前SA（上
り）、小矢部川SA（上り）、有磯海SA（下り）

三角停止板・非常信号灯は
お持ちですか？
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〒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

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

悠久の時代へタイムトリップ

栄華が残る街並みで
歴史浪漫を追体験

FUKUI/KATSU
YAM

A
/O

NO

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。

一乗谷朝倉氏遺跡

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より約10分

福井 勝山 大野

越前大野城
織田信長の部将金森長近が築城。現在
の天守は昭和43年に再建。石垣は自然
石を積み上げた「野面積み」と呼ばれ、
当時のまま残る貴重な史跡です。秋から
春にかけての早朝、気象条件が整ったと
きに城が雲海に浮かんで見える「天空の
城」が話題となっています。

Tel 0779-66-1111　大野市観光振興室　  大野市城町3-109
IC 中部縦貫自動車道 大野ICから車で約10分、麓から山頂まで徒歩約20分

福井県立恐竜博物館
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。
9月現在、予約・入替制を導入中。お出か
けの際には、事前にＨＰをご確認下さい。

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より約15分

九頭竜まいたけ
千メートル級の山々に囲まれた大野市の
専用施設で、九頭竜川が運ぶ自然の恵
みをたっぷりと蓄えた九頭竜まいたけは、
芳醇な香りとシャキシャキとした歯ごた
えがたまらない逸品！天ぷらやバター炒
め、炊き込みごはんなど、丸ごと楽しめ
る料理で秋を感じてみてはいかが？

 大野市の直売所、生鮮食料品店
Tel  休  IC 各店舗により異なる

永平寺けんけら
大本山永平寺の第二道場である宝慶寺
の僧・健径羅(けんけいら)が大豆を煎り、
水あめで固めた手製のお菓子を禅師に供
したところ大変喜ばれたという逸話が「け
んけら」の発祥とされています。素材の味
をしっかりと生かし、コーヒーやキャラメ
ル、紫芋などの新たな風味も楽しめます。

 福井県吉田郡永平寺町門前　Tel 0776-63-3333
 8：30～17：00（11～3月は16：30）　IC 中部縦貫自動車道 永平寺参道ICから約10分

※ 10月 1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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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

SA PAのご案内

お客さまからの熱い要望で、越前おろしそば
と厚揚げステーキのセットが誕生しました。
そばも厚揚げも福井県産、お米も福井県産コ
シヒカリと、福井愛が詰まっている食材を使
用した逸品です。 福井極御膳／810円

福井のおいしいとこどり!

「福井極御膳」
女形谷
PA

onagatani

福井県の名物！冷たい水でしめたおそばに大
根おろし、かつお、ねぎを乗せた至極の一杯！
健康長寿県の福井を代表する食文化で、「郷
土料理百選」にも選ばれているソウルフード
です。ぜひお召し上がりください。 越前おろしそば／509円

福井のそばと言ったらコレ！
「越前おろしそば」

女形谷
PA

onagatani

創業当時と変わらない製法で、真心を込めて
一枚一枚丁寧に揚げています。表面はカラッ
と揚がって香ばしく、中はフカフカでやみつ
きになる美味しさです。厳選・天然素材で作
り上げた自慢の油揚げをぜひご家庭でも。 谷口屋のおあげ／550円

だしがジュワ～っとしみこむ

「谷口屋のおあげ」
女形谷
PA

onagatani

「パンの中には大きな幸せがありますように」
と願いを込めて誕生した、甘さ控えめのあん
ぱんです。ふわふわブリオッシュ生地の中に
北海道産小豆、北陸産もち米といったこだわり
の素材で作った羽二重大福餅が入っています。 大福あんぱん／250円

当エリア限定 プレみや認定商品
「大福あんぱん」

女形谷
PA

onagatani

 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）
☎0776-66-8115

8：00～19：00

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

交通安全セミナーの様子

高速道路の交通安全セミナーを行っています。
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。

　今までに、約39万人の方々に受講いただきました。セミナーのお問い合わせ

は、NEXCO中日本 金沢支社（TEL：076-240-4930）で受け付けています。

坂井 あわら
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越前で歴史の見聞を広める

涼風が誘う
海の味覚

SAKAI/AW
AR

A

東尋坊
荒々し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 20
ｍ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。

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より約25分

関西の奥座敷として親しまれ続ける福井県随一の温泉地です。温
泉街の中心に位置するあわら温泉湯のまち広場には、総ひのき造
りで北陸一上質な「芦湯」（足湯）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。11月解禁の冬の味覚の王様
といわれる「越前ガニ」はあわらの旅館でどうぞ。

あわら温泉

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より約15分

坂井 あわら

丸岡城
現存の天守では最古の建築様式をもつ
平山城で、国指定の重要文化財です。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
まれています。秋には紅葉もお楽しみい
ただけます。

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より約5分

称念寺
鎌倉時代に一遍上人が開いた時宗の寺
院で、養老5年（721年）から続く歴史が
あります。明智光秀が齊藤義龍の大軍
に敗れ、明智城が滅ぼされた後にその門
前に約10年間身を寄せていたことでも
知られています。南北朝時代の武士、新
田義貞の墓石も建てられています。

Tel 0776-66-3675　称念寺　  坂井市丸岡町長崎19-17
IC 北陸自動車道 丸岡ICより約10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、日帰りの「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より約20分

とみつ金時
日本海沿いの丘陵地に位置し、北陸地
方でも夏の日照時間が長いあわら市富
津地区では太陽をたっぷりと浴びた甘
いサツマイモが育ちます。糖度をぐっと
引き上げる貯蔵方法が施され、ほくほく
とした上品な味わいが楽しめます。お菓
子作りにもぴったりな一品です。

 あわら市内の直売所、飲食店
Tel  休  IC 各店舗により異なる

焼き鯖寿し
サバは水揚げするとすぐ傷んでしまうた
め、古来より焼いてから各地へ届けられ
ていました。そこからヒントを得た焼き
鯖寿司は、今では福井のおみやげとして
有名です。サバの上質な脂とやわらかな
シャリ、煮椎茸や生姜などのアクセント
が美味しいハーモニーを生み出します。

 福井県内のおみやげ店
Tel  休  IC 各店舗により異なる

※ 10月 1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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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

高速道路にシカやタヌキなどの動物が入り込み、車との衝突事故
が発生しています。
NEXCO中日本では立入防止柵のかさ上げなどの対策をすすめて
いますが、もし高速道路上で動物を見かけたときは非常電話や道
路緊急ダイヤル（＃9910）でご通報をお願いします。

動物にご注意ください！

美川 IC

4.9km

北陸の銘菓とコラボし、当店オリジナル羽二
重餅を制作しました。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個入り972円 12個入り1,404円

五郎島金時使っています!

「金時芋羽二重餅」
尼御前
SA

amagozen

艶やかでふっくらとした大納言小豆、うっす
ら薄焼きの皮としっとり一体化する餡の炊き
具合、さらりとした甘さを引き立てる塩加減。
「きんつば」は中田屋の技のすべてを語ります。
中田屋の「きんつば」をどうぞご賞味ください。 きんつば／6個入1,144円

中田屋といえば「きんつば」
「きんつば　6個入」

尼御前
SA

amagozen

金沢カツカレー／900円

金沢のB級グルメといえば！
「金沢カツカレー」

尼御前
SA

amagozen

濃厚なカレールーにトンカツ、キャベツの千切
りをトッピングしたフードコートの人気ナンバー
１メニュー！ご飯は地元でも粒が大きく美味しい
と人気のひゃくまん穀を使用。キャベツとカレー
を混ぜて食べるのが金沢流！ぜひお試しを！

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、口の中に能登
豚の甘い肉汁があふれ出します。フードコー
ト人気ナンバー 1メニューです。ぜひご賞味
ください。（提供時間 10：00 〜 17：00 まで） 能登豚ステーキ金沢カレー／1,250円

information加賀 白山
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森閑たる風景に癒され
秋の幸をいただく

KAG
A

/H
AKUSAN

加賀 白山

ご当地グルメと楽しいスポットがいっぱい

2016年、「日本遺産」に認定された小松の石文化。小松は古くから
続く石の名産地で、滝ヶ原地区では良質な緑色凝灰岩が今でも採
掘されており、日本遺産の石として全国で利用されています。また、滝ヶ
原地区にはアーチ型石橋が5橋現存しており、「石の里」の風景を今
に残しています。

小松の石文化（滝ヶ原地区）

Tel 0761-24-8076　小松市観光文化課
 小松市滝ヶ原地区

IC 北陸自動車道 片山津ICより約25分

加賀フルーツランド
25万坪の広々とした果樹園で、一年中
フルーツ狩りとバーベキューが楽しめま
す。イチゴやブドウ、リンゴなど旬のフ
ルーツが、その場でもぎとり放題、食べ
放題です※。ショップでは、自家製ジャ
ム、オリジナルワインなどのお土産品の
ショッピングもお楽しみいただけます。

Tel 0761-72-1800　  加賀市豊町イ59-1
IC 北陸自動車道 加賀ICより約10分

能
の

美
み

ふるさとミュージアム
和田山古墳群（国史跡）の麓に新しく、
能美市の総合博物館として10月17日
にオープン。市所蔵の貴重な展示品、自
然や歴史紹介はもちろんのこと、「こど
もミュージアム」には自然や歴史をテー
マとした遊具も設置され、小さなお子様
でも楽しく能美市のことが学べます。

Tel 0761-58-5250　  能美市寺井町を1-1　
IC 北陸自動車道 能美根上スマートICより約15分

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

小松うどん
「奥の細道」の旅路で、松尾芭蕉も食べ
たといわれる小松うどん。そんな長い歴
史をもつ小松うどんの最大の特徴は、地
粉を使った手打ちのたおやかな細麺と、
白山伏流水・近海の魚節を使ったあっさ
りだし。“じのもん”をふんだんに使った
滋味あふれる美味しさです。

 小松市内の飲食店
Tel  休  IC 各店舗により異なる

加賀丸いも
大人の男性の握りこぶしほどの大きさ
があり、すりおろすと驚くほどの強い粘
りがあります。手取川扇状地が広がる能
美市と小松市の中でも、ふかふかとやわ
らかい特別な土壌でしか作れません。ご
当地グルメのお好み焼き「のみまる」や
磯辺焼きでもおいしくいただけます。

 能美市内の直売所、生鮮食品店
Tel  休  IC 各店舗により異なる

※見学はお問い合わせください
里山自然学校こまつ滝ヶ原　TEL：080-1962-9399

※予約制につき、事前にお問い合わせください

※ 10月 1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

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。

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

（株）ハチバン
☎076-275-64129：00～18：00 24H

飾り気のない素朴な風味で、さっぱりとした
味噌の生地と自家製の白餡の絶妙なバランス
が絶品な逸品です。5個入り箱（750 円）も
ございます。お土産に喜ばれること間違いな
し。 竹内のみそまんじゅう／1個130円

いまや徳光PAの看板商品!!

「竹内のみそまんじゅう」
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。うどんとカレーを別々で、注文
するより 40 円お得なのも人気の秘密。ぜひ
ご賞味あれ！

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円徳光うどん／630円

徳光でこれ食べずに何食べる!?

「徳光うどん」
徳光
PA

tokumitsu

変わらない“やわらかなうどん”、毎日作る
自家製出汁に“甘えびのかき揚げ”をトッピ
ング。昔ながらの味は他県からもリピーター
が来るほど。他では味わえない逸品をご堪能
あれ！

information金沢
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文化の秋に
加賀百万石の礎をたどる

KAN
AZAW

A
金沢

黒い海
な ま こ

鼠漆
じっ

喰
くい

が特徴の「鼠多門」と、城内最大規模の木橋であった
「鼠多門橋」が復元整備され、約140年ぶりに往時の姿が甦りまし
た。門と橋の完成により、長町武家屋敷跡から尾山神社を経て金沢
城、兼六園、本多の森を結ぶ、石川の歴史や文化を堪能できる新た
なルートが誕生しました。夜間のライトアップも魅力です。

鼠
ねずみ

多
た

門
もん

・鼠
ねずみ

多
た

門
もん

橋
ばし

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・東ICより約30分

金沢港クルーズターミナル
金沢港開港50周年を迎える本年、ク
ルーズ船の乗客の乗下船の拠点として
オープンしました。館内には、まなび体
験ルームやセミナールーム、レストラン
なども整備され、建物の海側は全面ガラ
ス張りとなっており、金沢港の眺望をご
堪能いただけます。

Tel 076-225-7030　金沢港クルーズターミナル　  金沢市無量寺町リ65
IC 北陸自動車道 金沢西ICより約20分

国立工芸館（10月25日開館予定）
日本で唯一の国立で工芸を専門とする
美術館。金沢への移転により、日本海側
初の国立美術館が誕生します。建物は、
国の登録有形文化財の旧陸軍の第

だい

九
きゅう

師
し

団
だん

司
し

令
れい

部
ぶ

庁
ちょう

舎
しゃ

と金
かな

沢
ざわ

偕
かい

行
こう

社
しゃ

を移築・
活用。開館を記念して、「素材・わざ・風
土」をテーマとした特別展を開催します。

Tel 050-5541-8600　（ハローダイヤル）　  金沢市出羽町3-2　  9時30分～17時30分（最終入館17時）
休  月曜日（祝日の場合は翌平日）　IC 北陸自動車道 金沢西ICまたは森本ICから20～30分

兼六園の冬の風物詩雪吊りの縄をイメージし、能登の梅をはじめ、能登の卵・塩・米をふんだんに使い
フランスの伝統菓子サクリスタンをヒントに焼き上げました。ほのかに香る梅の味をお楽しみ下さい。

北 陸 発

10本入
1,000円（税別）

歴史と文化が息づく交流都市

のどぐろ（アカムツ）
「白身のトロ」と称されるほどの味わい
をもつ高級魚のどぐろ。日本海に多く生
息し、秋から冬にかけて旬を迎えます。
とろけるような口どけと上品な身の甘み
に、思わず唸ってしまうはず。煮ても焼
いても美味しいですが、まずは皮を炙っ
たお寿司で味わうのがおすすめです。

 石川県内の飲食店、生鮮食料品店
Tel  休  IC 各店舗により異なる

金沢おでん
石川県は人口ひとり当たりのおでん屋数
が日本一といわれており、観光客の間で
は金沢おでんが話題沸騰中。なかでも、金
沢市安原地区で生産される源助だいこん
は肉質がやわらかく、煮くずれしにくいた
めおでんの主役として欠かせません。うま
くちだしがしみ込む旬の味をお試しあれ。

 金沢市内の飲食店
Tel  休  IC 各店舗により異なる

※開館に先立ち、建物のライトアップを実施中（毎日、日没～22時） ※日没から21時まで、港全体を「加賀五彩」の五色の光で彩るライトアップも行っています。

※ 10月 1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

高速道路料金のご案内 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

能登塩キャラメル味のバウム生地をこの商品の
モデルとなった「トラ」の年齢に合わせて9枚
重ねました。ゆっくりと切抜きを外していけば
トラのシルエットが現れます。美味しさととも
にキュートなシルエットもお楽しみください。 にゃんこのバウム／486円

切り抜いて食べるKANAZAWAのにゃんこ

「にゃんこのバウム」
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になりま
す。がっつり召し上がりたい方向けに特製ロ
ースかつ丼にミニそば（ミニうどんにもでき
ます）が付いた930円のセットもございます。 特製ロースカツ丼（味噌汁付）／850円

カツにこだわりました

「特製ロースカツ丼（味噌汁付）」
不動寺
PA

fudoji

お客さまのご要望にお応えし、素材にこだわ
り復活した「甘えび明太とろろ丼」です。上
越漁港からの直送の甘えびは絶品。また、国
産のとろろ芋はさいころ型で歯ごたえがシャ
キシャキ。明太子との相性も抜群です。 甘えび明太とろろ丼／820円

上越漁港からの直送
「甘えび明太とろろ丼」

不動寺
PA

fudoji

金澤おでんの赤玉本店より取寄せた商品で
す。おいしさの秘密は伝統のだし。透き通る
ような黄金色で、昆布のうまみがしっかり感
じられる味わいです。温めるだけで金澤おで
んを堪能できます。 牛すじ煮込み／870円

金沢おでんといえば
「牛すじ煮込み」

不動寺
PA

fudoji

information能登
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能登牛
能登牛のルーツは加賀藩三代藩主前田
利常が、能登半島の外浦一帯から製塩
や薪炭を搬出する際に活躍した役牛を
繁殖したのが始まりとされています。和
牛のオリンピックと呼ばれる「全国和牛
能力共進会」で特別賞を受賞した、とろ
けるような食感をぜひご賞味あれ。

 石川県内の飲食店、精肉店
Tel  休  IC 各店舗により異なる

西能登おもてなし丼
能登半島に位置する志賀町では、地元
の食材をたっぷり使った丼で皆さまを
おもてなしします。近海で獲れた新鮮な
魚や地物野菜から、カツ丼や中華丼など
カジュアルなメニューまでラインナップ
豊富に取り揃えています。志賀町自慢の
ご当地グルメを味わい尽くしましょう。

 志賀町内の飲食店
Tel  休  IC 各店舗により異なる

郷土色豊かな祭りを知る

日本海に面した広大な急斜面に田んぼが続く名所、白米千枚田。10
月17日より実施するイルミネーションイベント「あぜのきらめき」では、約
2万5千個のLEDの輝きが稲刈りを終えた畦道を美しく彩ります。
開催期間：2020年10月17日（土）～2021年3月14日（日）
点灯時間：日没から約4時間

白
しろ

米
よね

千
せん

枚
まい

田
だ

Tel 0768-23-1146　輪島市産業部観光課
 輪島市白米町ハ部99-5（道の駅千枚田ポケットパーク）

IC のと里山海道・能越自動車道 のと里山空港ICより約35分

和倉温泉 お祭り会館
七尾市が誇る４つのお祭りを中心に祭
り文化と歴史を紹介。ユネスコ無形文
化遺産に登録された青

せい

柏
はく

祭
さい

の「でか山」、
石
いっ

崎
さき

奉
ほう

燈
とう

祭
まつり

「奉燈」、お熊
くま

甲
かぶと

祭
まつり

「枠旗」、
能
の

登
と

島
じま

向
こう

田
だ

の火
ひ

祭
まつり

「大松明（バナー）」な
どの実物展示や迫力ある音と映像によ
る演出で、祭りの疑似体験ができます。

Tel 0767-62-4332　和倉温泉お祭り会館　  七尾市和倉町2-13-1
IC 能越自動車道 和倉ICより約5分

イカの駅つくモール（のと九十九湾観光交流センター）

「イカのまち小木」特産のイカをはじめ
地元特産品の直売や、イカ料理にこだ
わったレストラン、そして九十九湾観光・
マリンレジャーの拠点として九十九湾
の入り江にオープンしました。小木の漁
業文化・祭りを紹介するコーナーもお楽
しみいただけます。

Tel 0768-74-1399　  鳳珠郡能登町越坂18字18-1
IC のと里山海道・能越自動車道 のと里山空港ICより約40分

秋風吹く海岸に
浮かぶ光の海

NO
TO

能登

※ 10月 1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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informationinformation南砺 高岡 氷見 砺波

26 27

SA PAのご案内

24H 24H24H ☎
0766-61-4203

（株）ホテルニュー
オータニ高岡
☎0766-54-0839

 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

南砺・高岡
氷見・砺波
小矢部 IC～小杉IC

NANTO／TAKAOKA／HIMI／TONAMI

8：00

～

21：00

総重量 600g 相当のボリューム満点メニュー。
オーダーが入ってから炒める出来たてチキンラ
イスの上に、スクランブルエッグ、ロースカツ
などのトッピングをこれでもかと盛りました。
お一人様でもご家族ご友人でシェアでもOK！ 小矢部漢気カツハントン／980円

満腹感の至福！
「小矢部漢気カツハントン」

小矢部川
SA

oyabegawa

かいちんとは、金沢の方言で「おはじき」と
いう意味です。砂糖と寒天を使い色鮮やかに
仕上げられた干菓子は、外はカリッと、中は
ほどけるような柔らかさ。包装も小矢部川
SA下り線限定仕様でご用意しております。 かいちん／1,080円

色とりどりのキュートな和菓子
「かいちん」

小矢部川
SA

oyabegawa店舗改装のお知らせ

２０２０年１２月下旬
リニューアルオープン予定

小矢部川
SA

oyabegawa

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

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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秋景を心に映して

南砺 高岡 氷見 砺波
NANTO

/TAKAOKA
/HIMI/TONAMI

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

茅野煌めく
原風景に魅せられる

今年12月に世界遺産登録25周年を迎える相倉と菅沼の合掌
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、今も人々の生活が営まれており、悠久の歴史と
伝統に培われた生活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より菅沼約１分、五箇山ICより相倉約16分

庄川峡
四季折々の風景が魅力の庄川峡は富山
県の県定公園に指定されており、秋には
やまぶき、ナラ等の鮮やかな紅葉を楽し
めます。小牧ダム近くからは遊覧船が発
着しており、船上からの両岸に迫る大迫
力の紅葉は庄川峡ならではの絶景です。

Tel 0763-33-7666　（一社）砺波市観光協会　  砺波市庄川町
IC 北陸自動車道 砺波ICより20分

内川
内川には多数の漁船が係留され、周辺
には昔ながらの家並みが続く景観から
「日本のベニス」と呼ばれています。近年
映画のロケ地としても注目されており、
ゆっくり散策するほか内川に架かる個
性豊かな橋を遊覧船で巡るなど楽しみ
方は様々です。

Tel 0766-56-6676　射水市港湾・観光課　  射水市港町～八幡町
IC 北陸自動車道 小杉ICより約25分

氷見漁港場外市場「ひみ番屋街」・
氷見温泉郷「総湯」
富山湾の海の幸、氷見うどんなど、氷見
でしか味わえない特産物が盛りだくさ
ん。氷見漁港直送のお魚を使った回転
寿司も魅力的。併設する総湯は、癒しと
健康の両面でリフレッシュできる源泉
掛け流しの天然温泉です。

Tel 0766-72-3400　  氷見市北大町25-5
IC 能越自動車道 氷見ICより約10分

五箇山ぼべら
南砺市五箇山地域の山あいで、世界遺
産・五箇山合掌造りの屋根に使われて
いた古茅を畑に敷く昔ながらの農法で
作ったカボチャです。口当たりがやわら
かく、熱を加えると甘みが一層引き立つ
のが特徴。旬の味はプリンやカレーでお
楽しみいただけます。

 富山県南砺市新屋546-１
Tel 0763-77-3645　  10時～15時　休  不定休　IC 東海北陸自動車道 五箇山IC

高志の紅ガニ
お腹まで鮮やかな紅色のカニが出始め
たら秋の合図です。“富山湾の朝陽”と
呼ばれる極上なベニズワイガニである
「高志の紅ガニ」は、この季節から楽しむ
ことができます。水揚げまでの時間が短
いため鮮度が良く、甘み・旨み成分はズ
ワイガニを上回るともいわれています。

 富山県内の飲食店、生鮮食品店
Tel  休  IC 各店舗により異なる

二
ふた

上
がみ

山
やま

万葉ライン
全長8.4km、立山連峰から能登半島までの
景観が楽しめるドライブコース。秋には紅
葉も楽しめるほか、道中には守山城跡、平
和観音像、大伴家持像、仏舎利塔、平和の
鐘、郷土資料館、万葉植物園、二上山キャ
ンプ場などもあります。（例年12月～3月
積雪及び凍結の恐れがある場合は閉鎖）

Tel 0766-20-1301　高岡市観光交流課　  高岡市二上
IC 能越自動車道 高岡北ICより約15分

※ 10月 1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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information富山 立山

28 29

富山の銘菓といえば「月世界」。暁の空に浮
かぶ月をイメージした和三盆と新鮮な卵で作
られたお菓子です。サクッとした歯ごたえと
口の中で淡く溶けるような上品な甘さが特徴
で、お茶にもコーヒーにも良く合います。 月世界／2本入1,080円 3本入1,620円

富山のお土産といえば
「月世界」

SA PAのご案内

吟味された天然の鱒の腹身を贅沢に厚切りに
し、色鮮やかな笹の葉で包んだこだわりの商
品です。熟練の職人がひとつひとつ心を込め
て手作りで仕上げています。当店ますの寿し
は人気No.1 商品です。 味の笹義　特選ますの寿し／2,100円

富山といえば「ますの寿し」
「味の笹義  特選ますの寿し」

呉羽
PA

kureha

ケチャップライスの上に、食感が楽しい揚げ
たてサクサクの小海老を乗せました。ケチャ
ップと海老とマヨネーズが絶妙に絡み合うオ
ムライスです。当店人気のイチオシメニュー
をぜひご賞味ください。 サクサク海老のオムライス／1,000円

揚げたて海老がサクサク

「サクサク海老のオムライス」
呉羽
PA

kureha

うわさのオムライス／950円

20 時間以上煮込んだ特製デミグラスソース
がかかったオムライスはお客さまにご好評を
頂いています。キッチン norio が自信をもっ
てご提供する、リピーター率NO.1 の自慢の
逸品をぜひご堪能ください。

オープン以来人気NO.1

「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

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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伝統と意匠を賞美する

富山 立山

3,000m級の山 が々連なり、雄大なパノラマが目前に迫るこの地は、
貴重な景観や動植物と出会える大自然の宝庫。鮮やかに色づく紅葉
を愛でながら、ゆっくりと散策やトレッキングで、大自然の息吹を感じ
てください。（営業予定期間：11月30日まで）

立山黒部アルペンルート

Tel 076-432-2819　立山黒部貫光㈱
IC 北陸自動車道 立山ICより立山駅まで約40分

美しく広がる
錦秋の絨毯を歩く

TO
YAM

A
/TATEYAM

A

富山県水墨美術館
水墨画を中心に、長い伝統の中で育まれ
てきた日本文化の美を紹介するとともに、
それらを鑑賞するにふさわしい庭園や茶
室を配した落ち着いた雰囲気の和風の美
術館です。常設展示では近代日本美術を
代表する画家や富山県出身の画家、下

か

保
ほ

昭
あきら

などの作品を見ることができます。

Tel 076-431-3719　  富山市五福777　  9:30～18:00（入室は17:30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より約20分、富山西ICより約20分

大岩山日石寺
神亀2年（725年）に行基が開いたのが
始まりと伝えられている真言密宗大本
山。本尊である大岩日石寺磨崖仏は国
の「重要文化財」の指定を受けています。
また、富山県最古の三重の塔、眼病に効
果があるといわれている霊水「藤水」は
とやまの名水にも選ばれています。

Tel 076-472-4950　（事務所）　  上市町大岩163
IC 北陸自動車道 立山ICより約15分

神通峡
神通川の流れと幾重にも重なる山並み
が作り上げた渓谷で、国道41号に沿っ
て豊かな自然を楽しみながらドライブ
することができます。特に寺津橋から吉
野橋の間を片

かた

路
じ

峡
きょう

と呼び、紅葉が美しい
ことでも有名です。

Tel 076-443-2072　富山市観光政策課　  富山市牛ヶ増～岐阜県境
IC 北陸自動車道 富山ICより約30分

越中陶
すえ

の里　陶
とう

農
のう

館
かん

430年以上の歴史をもつ越中瀬戸焼。館
内ではその歴史に触れながら、現在も受
け継がれている窯元の作品の展示、販売
を行っています。地元の粘土で作る陶芸
体験も行っており、自分だけの作品を作
ることができます。（要予約）

Tel 076-462-3929　  立山町瀬戸新31　  9:00～16：00　
休  毎週火曜日、祝日の翌日、年末年始　IC 北陸自動車道 富山ICより約35分、立山ICより約15分

ラ・フランス
「バター・ペア」の異名を持ち、なめらか
な舌触りと芳醇な香りが特徴です。立山
町の作り手の愛情をたっぷりと受けた
少数生産のため、一流百貨店のフルーツ
店でも取り扱われる極上の果実です。と
ろけるような濃厚な果汁はジュースで
もお楽しみいただけます。

Tel 076-462-8555　  立山自然ふれあい館　立山町四谷尾177番地
 午前10時～午後4時　休  火曜日　IC 北陸自動車道 立山ICから10分

富山湾鮨
冷たい海洋深層水と温かい対馬海流が
ぶつかる富山湾は、「天然のいけす」と呼
ばれるほど魚の種類が豊富。そんな富山
湾の恵みを味わい尽くせるのが「富山湾
鮨」です。鮮度抜群な地魚をリーズナブ
ルにお楽しみいただけます。季節によっ
てさまざまに変わるネタも魅力です。

 富山県内の飲食店（http://www.toyamawan-sushi.jp/）
Tel  休  IC 各店舗により異なる

※ 10月 1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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information黒部 朝日 滑川

3130 31

有磯海SA 入善PA立山 IC

滑川 IC 魚津 IC 黒部 IC 朝日 IC

8.1km 4.5km 4.2km7.1km 2.2km
3.7km 5.6km 9.6km

SA PAのご案内

ふわふわの逸品
「甘金丹」

なめらかなカスタードクリームを、富山の美
味しい水で蒸し上げたふわふわスポンジでふ
んわりと包みました。一口食べれば思わず頬
がゆるむ、素材と味と蒸し加減を追求した人
気の逸品です。

有磯海
SA

arisoumi

甘金丹／162円

富山湾の白い宝石
「白えびの和風あんかけ丼」

有磯海
SA

arisoumi

白えびの和風あんかけ丼／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
んをかけて仕上げました。白えびの軽い食感
とふんわり香る風味を心ゆくまでお楽しみく
ださい。

上り

下り

当店売れ筋・人気No.1

「ますの寿し（一段）」
「ホテルニューオータニ高岡」直営工場で作
るオリジナルのますの寿し。身に厚みがあり
食べ応えたっぷりの鱒と上質な越中米、くま
笹の香りが調和した逸品。お土産にぜひどう
ぞ。

有磯海
SA

arisoumi

ますの寿し（一段）／1,500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

富山のラーメンといえば「富山ブラック」。
フードコートの一番人気メニューです。スパ
イシーさに加えて、半熟玉子と、富山県産の
豚を使用したチャーシューがトッピングに乗
ることでいっそう味をひきたてます。

富山のB級グルメの代表格
「富山ブラックら～めん」

富山ブラックら～めん／900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
24H24H ☎

0765-22-9772

黒部
朝日・滑川

立山 IC～朝日 IC

KUROBE ／ ASAHI ／ NAMERIKAWA

高速道路で逆走車両が関係する重大事故が発生しています。逆走してしまっ
たら、安全な場所に車を停車させてください。逆走車を見かけたら、最寄の
SA・PAの非常電話、道路緊急ダイヤル（＃9910）などで通報をお願いします。

インターチェンジなどでは、道路標識などで走行する経路の確認をお願いしま
す。もし行き先を間違えたり、行き過ぎてしまっても、Uターンしないで次のイ
ンターチェンジまで走行してください。

指定された方
向へ進行する
ための標識

道路標識

行き先はしっかり確認！

道路標識や路
面標示を確認
しましょう

逆走車にご注意ください！
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たら汁
美しい小石がキラキラと光るヒスイ海
岸の定番グルメといえば、たら汁。ぶつ
切りのタラとネギやゴボウを味噌で煮
ただけのシンプルな料理ですが、かえっ
てタラの旨みが際立ちます。特に冬場は
肝が成長して、いっそう濃厚な味わいを
楽しめます。凍える体も温まる逸品です。

 朝日町宮崎地区の飲食店
Tel  休  IC 各店舗により異なる

加積りんご
魚津市はりんごの産地としては南に位
置しており、実の凍結を恐れて早く収穫
する必要がないため、限界まで完熟を待
つことで糖度が高くおいしいりんごを作
ることができます。農家の方とのコミュ
ニケーションも楽しめるりんご園めぐり
は、ほかではできないおすすめ体験です。

 魚津市内の直売所、生鮮食品店
Tel  休  IC 各店舗により異なる

東福寺野自然公園
標高300mの台地に広がる自然豊かな
公園。晴れた日には園内から富山湾を一
望できます。敷地内には時計台・芝生広
場・大型複合遊具・パークゴルフ場・バー
ベキュー広場やSL（蒸気機関車）ハウス
などがあり、SLハウスの客車には宿泊
することができます。（要予約）

Tel 076-474-1141　  滑川市東福寺野41　  9:00～17：00　休  12月16日～3月14日
IC 北陸自動車道 滑川ICより約10分

宮崎・境海岸（ヒスイ海岸）
日本でも珍しい砂利浜の海岸。美しいエ
メラルドグリーンの海岸で、日本の渚百
選にも選ばれています。ヒスイの原石が
打ちあげられることからヒスイ探しも
楽しめます。晩秋からフクラギ（ブリの
子ども）が海岸に回遊しはじめるため、
フクラギ釣りの聖地としても有名です。

Tel 0765-83-1100　朝日町商工観光課　  朝日町宮崎及び境
IC 北陸自動車道 朝日ICより約15分

自然が織りなす造形を見る

KUROBE
/ASAHI/NAM

ERIKAW
A

魚津埋没林博物館
国の特別天然記念物の「埋没林」と富山
湾の「蜃気楼」をテーマにした博物館。今
から約2,000年前に埋没した樹齢約500
年の杉の樹根の保存、展示や蜃気楼の仕
組みの解説や歴史の展示を行っています。
また、屋上展望台からは北アルプスや富
山湾、そして能登半島を一望できます。

Tel 0765-22-1049　  魚津市釈迦堂814　  9:00～17：00（入館は16:30まで）
休  12月1日～3月15日までの木曜日（祝日の場合は開館）、年末年始　IC 北陸自動車道 魚津ICより約10分

宇奈月温泉
黒部峡谷の玄関口にあり、富山県随一
の規模を誇る温泉郷。無色透明の湯は
弱アルカリ性単純泉で、肌にやさしいこ
とから「つべつべ美肌の湯」として親し
まれています。山峡にありながら富山湾
に近いため、新鮮な海の幸を堪能できる
のも大きな魅力です。

Tel 0765-62-1515　宇奈月温泉観光案内所　  黒部市宇奈月温泉
IC 北陸自動車道 黒部ICより約20分

日本有数のV字峡谷に沿って全長20.1kmの距離を走るトロッコ
電車。宇奈月温泉を起点とし、いくつもの橋やトンネルを走り抜け、
紅葉の季節には赤や黄に染まった木 の々彩りと、眼下を流れる黒部
川のエメラルドグリーンと黒部峡谷ならではのコントラストを車窓か
ら眺められます。（営業期間：11月30日まで）

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より約20分

深まりゆく秋の
絶景に出逢う

黒部 朝日 滑川

※ 10月 1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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●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

あさひ舟川「春の四重奏」（朝日町）
Photo:とやま観光推進機構
たけふ菊人形（越前市）
Photo:福井県観光連盟

東尋坊（坂井市）
Photo:福井県観光連盟
長町武家屋敷跡（金沢市）
Photo:石川県観光連盟
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