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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

                                                      04

  06

I N D E X

12	 庭園の趣を変える秋化粧 福井県
若狭   12
丹南   14
福井・勝山・大野   16
坂井・あわら   18

20	 錦秋の絨毯が広がる山岳公園をドライブ 石川県
加賀・白山   20
金沢   22
能登   24

26	 晩秋の風吹くふる里を訪ねて 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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!北陸道楽2021秋冬_p8_cc2017.indd   8 2021/08/26   14:41

1 美浜町健康楽膳拠点施設こるぱ
レストランは食による健康づくりをテーマと
し、旬の野菜や果物を使った料理などを楽し
んでいただけます。食と健康にまつわる楽しい
セミナーも開催するほか、直売所では地元の
野菜や特産品などをご用意しております。
連絡先  0770-32-2155

2 海遊バザール千鳥苑 若狭美浜海の駅
若狭湾を眺めながら楽しめる海鮮バイキング
が人気の海の駅です。店内ではへしこやお菓
子等、多数のお土産品を取り揃えています。
バーベキューが楽しめる「海鮮千鳥」や足湯
も併設しています。
連絡先  0770-38-1011

3 五湖の駅
地元の特産品や土産品を取り揃えたドライブ
インです。店内は、欅一枚のテーブルがあり木
のぬくもりが溢れる空間です。食事処では、名
物ソースカツ丼やおろしそばが人気です。
連絡先  0770-32-3339

レインボーライン
レインボーラインは三方五湖・若狭湾を見下ろせる有料道路です。登った先にある山頂公園
は「三方五湖に浮かぶ天空のテラス」としてリニューアルしました。天空の足湯や大きなソ
ファーテラスのほかに屋内施設も新設され全天候型の公園に生まれ変わりました。カフェの
テイクアウトランチBOXもおすすめです。

連 絡 先 0770-45-2678
営業時間　有料道路 8：00～18：00（季節により変動あり）
　　　　　山頂公園 9：00～17：00（季節、天候により変動あり）
料　　金　有料道路通行料 普通車　1,060円
　　 　山頂公園入園料 大人（中学生以上）900円、小人（小学生）500円、
　　 　　　　　　　　 未就学児無料

食事処・土産処

紅葉と三方五湖を一望！

秋の味覚を満喫！

三方五湖
美浜・若狭の両町にまたがる三方五湖は、若狭
湾国定公園を代表する景勝地です。それぞれ水
質や水深が異なることから湖面の色が異なって
見え、五色の湖とも呼ばれています。

1

2

3

お泊りキャンペーン
実施中!

う ま

美
浜

の

旅

秋
色
づ
く
景
色
に
、

　
　心
も
染
ま
る
。

若狭美浜観光協会
電 話 ： 0770-32-0222
住 所 ： 福井県三方郡美浜町松原35-7（JR美浜駅内） https://wakasa-mihama.jp/ 

若狭美浜観光協会

美浜町の魅力をたくさん紹介！美浜町の
観光に関する
お問い合わせ

1泊11,000円以上／人の場合

2,000円割引します。
（「ふくいdeお得キャンペーン」
との併用に限ります。）

キャンペーン期間
令和3年12月31日（金）までの
宿泊分が対象となります。
※定員5,000名となり次第終了

詳しくは
こちらから
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〒938-0293  富山県黒部市黒部峡谷口11番地

黒部峡谷トロッコ電車

紅葉の秋
黒部峡谷
kurobe gorge railway

60歳以上の方は期間中、お得な運賃でご乗車できます！！

シニアデー
期間 ）定限日平（ 

割引運賃

申込方法

予約方法2021年9月1日（水）～10月29日（金）

3,960円⇒2,780円

黒部峡谷鉄道・営業センター　 （受付時間 9：00～17：00）☎（０７６５）６２-１011ご予約
お問合せ

〈宇奈月⇔欅平 往復乗車券〉

www.kurotetu.co.jp

検 索黒部峡谷トロッコ電車
※宇奈月⇔欅平間の往復乗車券に限ります。※リラックス車両券、特別車両券は別途お買い求めください。
※当日は対象者全員の年齢が確認できる証明類（免許証・保険証など）を必ずお持ちください。お持ちでない
　場合は対象外となります。※詳しくはホームページまたは下記までお問い合わせください。

インターネット・電話予約（前売券分）・当日宇奈月駅窓口にて

・インターネット・電話にて受付
・ご乗車日の３か月前～前日の15:00まで

10 11
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IP電話など一部の電話からはご利用になれない場合があります。
その場合は052（223）0333 （通話料有料）におかけください。
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information

SA PAのご案内

近江牛メンチカツ／350円（税込）　近江牛コロッケ／250円（税込）

滋賀が誇るブランド和牛
近江牛商品はどれも大人気です！
肉汁溢れる近江牛メンチカツとホクホクの近
江牛コロッケ！
あなたのお好みはどちらですか？

大人気の近江牛商品！お好みはどちらですか？
「近江牛メンチカツ/近江牛コロッケ」

賤ヶ岳
SA

shizugatake

各種／186円（税込）

地元農業高校とのタイアップ企画！
売店、フードと様々な商品を販売しておりま
す。その中でも人気ナンバー１の長農クッキ
ー！生徒の皆さんが愛情込めてつくってくれ
ました♪

長浜農高×賤ヶ岳SA下り線
「長農クッキー」（プレーン・ココア・アイスボックス）

賤ヶ岳
SA

shizugatake

24H ☎
0749-86-3348 24H 近江鉄道（株）

☎0749-86-2111

    

朝宮抹茶や加賀棒茶などご当地名物もおりま
ぜ、丹精込めてこしらえました。五種類の味
からお選びいただけます。おはぎに合うお飲
み物もご用意いたしております。ぜひ、ご賞
味くださいませ。

５種のおはぎでお出迎え
「おはぎ」

賤ヶ岳
SA

shizugatake

    

「みたらし」と「ちーず」奇跡のコラボ。ち
ーずのほのかな塩味と甘じょっぱいみたらし
を羽二重餅で優しく包みました。じわじわと
人気急上昇中です！！一度食べれば心も舌も
奪われます！ みたらしちーず羽二重餅／6個378円／12個702円／20個1,080円

おはぎ／250円

賤ヶ岳発！進化系羽二重餅
「みたらしちーず羽二重餅」

賤ヶ岳
SA

shizugatake

ウニ・いくら丼／1,180円

アツアツのごはんに新鮮なウニといくらをト
ッピングした人気の海鮮丼です。敦賀湾の雄
大な景色を一望できる杉津 PA（下り線）の
テラス席で、絶景をご覧になりながら日本海
の海の幸をこころゆくまでご賞味ください。

冬の日本海を眺めながら
「ウニ・いくら丼」

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

    

程よい酸味と甘さのバランスが良く、コクの
ある味が特徴の「東浦みかん」と福井銘菓「羽
二重餅」のコラボ商品です。

みかん羽二重餅／620円

ここでしか買えない逸品
「みかん羽二重餅」

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

12 13
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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

※ 9月 30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。

若狭

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

福井県年縞（ねんこう）博物館
水月湖の湖底にある、縞模様の地層「年
縞」を展示。優れた展示や長年の年縞研
究、地域貢献などが高く評価されたた
め、全国で唯一「第2回日本博物館協会
賞」を受賞しました。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より約5分

若洲一滴文庫
郷土の作家水上勉氏が主宰した竹人形
文楽の劇場と、蔵書や絵画、文学関連資
料などを収蔵しています。瓦ぶきの和風
建築や庭園の落ち着いた風情の中で幻
想的な竹人形や水上勉氏の文学に触れ
ると、竹が生みだす独特の世界に思わず
ひきこまれます。

Tel 0770-77-2445　若洲一滴文庫　  大飯郡おおい町岡田33号2番地1
IC 舞鶴若狭自動車道 小浜西ICまたは大飯高浜ICより約10分

UMIKARA
若狭湾の新鮮な魚介が並ぶマーケット
やオリジナル特産品が並ぶショップ、
魚介や地元野菜をふんだんに使ったメ
ニューが楽しめる食堂、絶好のロケー
ションを楽しめる屋上オープンテラスな
ど、海のごちそうに特化した、魚と食の
複合型マーケットです。

Tel 0770-72-3528　ＵＭＩＫＡＲＡ　  大飯郡高浜町塩土5-1
IC 舞鶴若狭自動車道 大飯・高浜ICより約30分

若狭かれい
若狭湾の冬のごちそう「若狭かれい」。一夜
干しした淡いピンク色の身は柔らかく上
品な甘さで、江戸時代には「雲上の珍美」
と称されたほど。そんなかれい、菅原道真
公の好物だったといわれ、福井では天神講
（1月25日）の日に食べることが定番です。
福井の冬の味覚、ぜひ味わってください。

 福井県内の飲食店
Tel  休  IC 各店舗により異なる

へしこ
青魚を塩漬けにしたうえで更に糠漬けに
し、1～2年もの間熟成させて作られる郷
土料理、へしこ。特に若狭地方では鯖のへ
しこが有名です。旨味たっぷりのへしこを
お米に乗せれば、ご飯が進むどころかいつ
の間にかなくなってしまうほど相性バツ
グン。お茶漬けにしても美味しいですよ。

 福井県内のおみやげ店
Tel  休  IC 各店舗により異なる

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。

萬徳寺

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

庭園の趣を変える
秋化粧

W
AKASA

13
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information

SA PAのご案内

福井名物の「おろしそば」と「ソースカツ丼」
が一度に味わえるお得なセット。「おろしそ
ば」は、そば粉 100％、打ちたて茹でたての
そばを提供。冷たいそばと温かいそばをお選
びいただけます。 おろしそばとミニソースカツ丼のセット／950円

福井グルメの定番をセットで！
「おろしそばとミニソースカツ丼のセット」

南条
SA

nanjyo

直営農場で育てたそばを自家製粉した、風味
豊かな越前そばです。コシが強く、のどごし
が良い半生そばで、インパクトのある手提げ
箱がおみやげに最適です。

越前そば　手提げ箱（4食入り）／1,296円

そばどころ福井のおみやげ
「越前そば　手提げ箱（4食入り）」

南条
SA

nanjyo

福井の名物「越前おろしそば」は如何でしょ
うか。福井に来たら一度は食べてもらいたい
当店人気の一品です。さっぱり何杯でも食べ
られるおろしそばを是非ご賞味くださいま
せ。 おろしそば／700円

越前名物おろしそば
「おろしそば」

南条
SA

nanjyo

濃厚なカスタードの層と焦がしカラメルの層
がしっとりと合わさって溶け合う「ふわふわ
甘い」「ほろ苦い」プリン味のバウムクーヘ
ンです。

南条プディングバウムクーヘン／1,380円

南条SA下り線オリジナル商品
「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

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。リニューアル工事や夜間通行止め、
大雨や大雪時の情報など、交通安全にかかわる
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 !

P28 下段に
Twitter 新アカウントの
お知らせがあるよ！

丹南

1514 15
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information
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丹南

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より約30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

タケフナイフビレッジ
13社の刃物会社が集まる越前打刃物の
共同工房で、鍛冶や研ぎ職人の作業風
景を無料で見学できる産業観光総合施
設です。越前打刃物の歴史紹介パネル
や道具の展示のほか、ナイフや包丁、鎌
などの刃物を現地価格で購入可能。予
約制で体験教室も開催しています。

Tel 0778-27-7120　タケフナイフビレッジ協同組合　  越前市余川町22-91
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

越前ガニ「極」
冬の味覚の王様といえばカニ。その中で
も、選び抜かれた存在が「極」ブランド。1.5
キロ以上などの基準をクリアできるのは
0.05％以下と、まさに王の中の王。競りで
は46万円の値が付いたことも。ちなみに
カニの数詞は杯。選び抜かれた一杯を、目
いっぱい堪能してみてはいかがでしょうか。

 福井県内の飲食店
Tel  休  IC 各店舗により異なる

たくあんの煮たの
少し変わっていますが、これが正式な名
前です。ふにゃっとした柔らかい食べ心
地が特徴。作り方はとっても簡単で、古た
くあんを水に漬けて塩抜きした後に醤油
や出汁で煮込むだけ。（色々なアレンジが
あります。）実は「贅沢漬」なんて呼ばれ
方もする郷土料理、一度お試しください。

 福井県内のおみやげ店
Tel  休  IC 各店舗により異なる

「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
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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

厚揚げ消費量日本一の福井県で不動の人気を
誇る越前竹田の老舗豆腐店谷口屋。地元の名
店がお届けする「竹田の油あげ」がのったお
ろしそばは、外はパリッと、中はジューシー
な大豆の味が特長です。

福井県民の 2大ソウルフード「おろしそば」と「ソ
ースカツ丼」。キリリと冷たい蕎麦に大根おろし
をのせた「おろしそば」。食欲をそそるこだわり
ソースがたっぷりのソースカツ丼はミニサイズ。
丁度いい量で 2つの福井グルメが楽しめます♪ 竹田の油あげおろしそば／860円おろしそば＆ミニソースカツ丼／880円

地元で人気の厚揚げ入り
「竹田の油あげおろしそば」

福井2大名物グルメセット！
「おろしそば＆ミニソースカツ丼」

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

阿んま屋の生どらやき／185円

越前町のお菓子屋さん「阿んま屋」のどらや
き。人気のおたとうふ味は地元織田産の有名
豆腐をクリームに混ぜ込み、隠し味に自家製
の粒あんを使用しておりますので、豆腐の豊
かな風味が楽しめます。

新感覚の冷たいどら焼き！
「阿んま屋の生どらやき」

北鯖江
PA

kitasabae

㈱大津屋
☎0778-52-120524H

冷凍夢助だんご　四季のおまかせ／854円

大野・地元のお菓子として大人気のおだんごが、
お土産に便利な5種セットの冷凍に♪お米の風味
を大切に 1本 1 本丁寧に焼き上げ味付けし、出
来たてを急速冷凍したこだわりの一品。自然解凍
でも、温めてもお手軽においしく味わえます。

大野の名物手作りだんご
「冷凍夢助だんご　四季のおまかせ」

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

北陸道は1972年の開通から半世紀近くが経過し、交通量の増加や凍結防止剤の散布に
より、道路構造物の劣化が進んでいます。橋梁の床版を取り換えるなどの大掛かりな
工事が必要となっており、2015年から（当面）15年間をかけてリニューアル工事を全面
展開しています。リニューアル工事についての内容はWEBサイトの動画やYouTubeを
通してご覧いただけます。ぜひアクセスし、ご覧ください！

北陸道リニューアル工事ってどんな工事??
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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

静かな湖面に流れる
逆さ紅葉

九頭竜湖は、岩を積み上げたロックフィル式ダムによってできた福
井県最大の人造湖です。そして、瀬戸大橋のプロトタイプとして掛
けられた「夢のかけはし」は、山 の々稜線と広大なダム湖に優雅に
溶け込んでいます。豊かな自然に恵まれ、四季折 の々美しさを見せ
てくれます。

九頭竜湖

Tel 0779-66-1111　大野市観光交流課
 大野市箱ケ瀬（九頭竜川上流）

IC 中部縦貫自動車道 大野ICから約60分

水ようかん
こたつのお供といえばミカン…ではな
く、福井では水ようかんです。一般的な
水ようかんよりも水分が多く、甘さは控
えめです。一度食べればこのつるりとし
た食感の虜になること間違いなし。様々
なお店が工夫を凝らしているので、食べ
比べもおすすめです。

 福井県内のおみやげ店
Tel  休  IC 各店舗により異なる

越前そば
おろした大根をあらかじめどっさり入
れた独特のつゆと、色が黒くコシのしっ
かりとした麺が特徴の越前おろしそば。
麺の香ばしい甘みと大根おろしの辛み
が織りなす妙味は得もいわれぬ味です。
今年の年越しそばを越前そばにしてみ
てはいかがでしょうか。

 福井県内の飲食店
Tel  休  IC 各店舗により異なる

名勝　養浩館庭園
福井藩主松平家別邸として、江戸初期か
ら中期に造られた名園で、池の周りを散
策しながら景色の変化を楽しめます。中
島がない池、池面に近接する数寄屋造り
建物、砂利汀の流れや景石配置などの空
間芸術が見られます。※11月中旬～3月
中旬は工事のため、建物入館不可予定。

Tel 0776-20-5367　福井市文化振興課　  福井市宝永3丁目11-36
IC 北陸自動車道 福井ICより約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。10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。

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10分
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