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上り

福井北 JCT・IC

3.0km

丸岡 IC

7.5km

女形谷 PA

金津 IC

坂井 あわら

下り

7.5km
加賀 IC

inform
information
atio n

湯けむりが誘う奥座敷、

SAKAI ／ AWARA

SAKAI / AWARA

坂井
あわら

6.8km

冬の味覚に舌鼓

福井北 JCT・IC 〜加賀 IC

あわら温泉
温泉街の中心にある、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」が人気の福井県随一
の温泉地です。
あわらの旅館で温泉と冬の味覚の王様「越前がに」
や日本酒「女将」
を満喫して、心も体も幸せを感じるひとときをお過
ごしください。
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

Tel 0776-82-1555 ＤＭＯさかい観光局
IC 北陸自動車道 金津ICより約25分

SA PAのご案内
onagatani

女形谷
PA

お知らせ

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
レストラン

スナックコーナー

女形谷 ファミリーマートのみの
PA
営業に変更となりました
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。

東尋坊

越前松島水族館

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 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。

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。

坂井市三国町東尋坊

Tel 0776-81-2700 越前松島水族館
IC 北陸自動車道 金津ICより約20分

坂井市三国町崎74-2-3

丸岡城

金津創作の森

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

自然とのハーモニーの中で、心を動かし
創る喜びを体感する人々のコミュニケー
ションの場です。多彩なジャンルの企画
展を開催する美術館アートコアやガラ

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。

ス工房、陶芸・竹細工などの創作工房が
あり、四季折々に変化させる自然の中で
アートを楽しめます。

Tel 0776-66-0303 公益財団法人丸岡文化財団
IC 北陸自動車道 丸岡ICより約5分

坂井市丸岡町霞町1-59

Tel 0776-73-7800 金津創作の森
IC 北陸自動車道 金津ICより約5分

あわら市宮谷57-2-19

ファミリーマート
ファミリーマート
☎ 0776-68-5677

7：00 〜 20：00
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

お出かけ前に「アイハイウェイ中日本」で確認を！
WEBサイト
「アイハイウェイ中日本」では、リアルタイムな交通情報をお届けしていま
す。お出かけ前に交通規制や渋滞・事故の情報などを確認し、安全に注意してお出かけ
ください。お勧め情報からは、渋滞予測マップやサービスエリア・パーキングエリアの
混雑状況も確認できます。アカウントを登録すると、頻繁に利用する路線・区間をマイ
ルートとして１クリックで確認できます。また、マイルート上の通行止めや事故・渋滞
iHighway中日本
［ https://www.c-ihighway.jp/ ］
の情報をメールで受信することも可能です。

Tel

越のルビー

いちほまれ

真っ赤な果実が目に鮮やかな、手のひら
サイズのミディトマト。出荷される越の
ルビーのうち、6 割から 7 割が福井県内
向けで、福井県外の方には少しなじみが
薄いかも。
大玉トマトと比べて、
ビタミン
C が約 3 倍、糖度が 2 度から 3 度ほど高
いなど、
美味しくて栄養のある宝石です。

コシヒカリのふるさと福井県が新たなブランド米
を作りました。
「日本一（いち）美味しい、誉れ（ほ
まれ）高きお米」という思いをコメて開発された
このお米、もっちりした食感と甘さ、そして艶やか
さが特徴で、穀物検定協会の食味ランキングで
は2年連続で最高の特 A 評価を得ました。まず
は手を加えず、お米本来の味を堪能してみては。

福井県内の飲食店、直売所、生鮮食品店
休 IC 各店舗により異なる

Tel

福井県内の飲食店、直売所、生鮮食品店
休 IC 各店舗により異なる

※ 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。
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/

ふくいドットコム

検索
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加賀 白山

加賀
白山

inform
information
atio n

KAGA / HAKUSAN

錦秋の絨毯が広がる

KAGA ／ HAKUSAN

山岳公園をドライブ

加賀 IC 〜美川 IC

白山白 川郷ホワイトロード
石川県白山市と世界遺産白川郷合掌造り集落のある岐阜県白
川村を結ぶ全長 33.3km の観光有料道路です。秋、
『日本紅葉の
名所 100 選』
にも選ばれている優美かつ壮大な紅葉は、道路内の
標高差が大きいため、
どこより早い10月から冬季閉鎖直前の 11月
までの間、沿線のどこかが見頃を迎えており楽しむことが出来ます。
Tel 076-256-7341 白山林道石川管理事務所
IC 北陸自動車道 白山IC、美川ICから約1時間

白山市中宮

※開通期間 ～ 11月10日頃
（天候により変更することがあります）

那谷寺

いしかわ動物園
8.5km

上り
加賀 IC

4.0km

尼御前 SA

4.0km

片山津 IC

4.6km

安宅 PA

6.1km

小松 IC

下り

4.9km

能美根上スマート IC

2021 年春に新しく、ウサギやインコ、モ
ルモットなどのかわいい動物たちとふれ
あう事ができる
「ふれあい体験館」がオー
プンしました。冷暖房完備の全天候型
屋内施設で、雨天時や夏場、冬場でも快
適なスペースとなっておりご家族みなさ
んで安心してお楽しみいただけます。

美川 IC

SA PAのご案内
amagozen

amagozen

尼御前 辛さの中に甘みを感じるスープ
SA
「担々辛ラーメンセット」

尼御前 プレミアム海鮮丼
SA 「〜極〜海鮮丼」

尼御前 SA（上り）特製のスープで仕上げた
担々辛ラーメンとミニチャーハンのセット。
きっとお腹を満たしてくれます。それぞれ単
品でも販売しています。

季節の魚介類をふんだんに石川県産コシヒカ
リの銀シャリに彩り良く盛り込んだプレミア
ムな海鮮丼です。（仕入れ状況によりネタは
変わります。）販売時間：11 時～ 22 時
担々辛ラーメンセット／ 1,020円

amagozen

北陸名産羽二重餅に金沢金箔を散りばめた、黒
白二色の羽二重餅詰合せです。滑らかな食感と
上品な甘さの白と、香ばしい黒ゴマを練り込ん
だ黒、二色の餅にきらり耀く金箔が高級感を感
じさせます。お土産、贈り物に是非どうぞ。

秘伝の合わせ酢で〆た肉厚で脂が乗った鯖を
香ばしく炙り、棒寿司に仕上げた一品です。
7 切れにカット済みなので、すぐに食べられ
ます。

〜

21：00

24H

☎

0761-75-2238

加賀陣屋金箔羽二重餅詰合せ／ 1,296円

24H
レストラン

（株）
近鉄
リテーリング
☎ 0761-75-2631

スナックコーナー

ショッピングコーナー

Tel

炙り〆鯖寿司／ 1,296円

24H

☎

0761-75-2228

サービスエリア・コンシェルジュ

24H
ハイウェイ情報ターミナル

坂網鴨

河豚の卵巣の糠漬け

年間で 200 匹～ 300 匹しか獲ることの

白山市美川地区で作られている
「ふぐの卵

できない貴重な鴨。江戸時代から伝わる
竹製の道具
「坂網」を用いて猟は行われ
ます。坂網はみな、猟師の方の手作り。
そのこだわりが臭みのない格別の味を
生み出します。
加賀市外には殆ど流通し

巣の糠漬け」は、先人が編み出した
「奇跡の
発酵食品」です。河豚の卵巣漬けて約 3 年、
熟成する発酵の過程で毒が抜け、ほどよい
塩加減と奥深い味わいが生まれます。酒の
肴にぴったりですが、おにぎりやお茶漬け、

ない
「幻の鴨」、
ぜひご賞味あれ。

スライスしてバター焼きにするのもおすすめ。

加賀地域の飲食店
休 IC 各店舗により異なる

Tel

（株）
北前船の
カワモト
☎ 0761-75-2611

ぷらっとパーク

冬道を安全にご利用いただくために

石川県内の飲食店、おみやげ店
休 IC 各店舗により異なる

※ 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。

ドッグラン

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/

日本自動車博物館

冬用タイヤの装着とタイヤチェーンの携行を！
冬の高速道路を走行するときは、スタッドレスタイヤなどの冬用タイヤ
を必ず全車輪に装着してください。また、冬用タイヤを装着している場
合も、突然の大雪に備えて、より大きな制動力を得ることができるタイ
ヤチェーンを用意してください。

Tel 0761-65-2111
小松市那谷町ユ122
IC 北陸自動車道 片山津ICから約20分

※ふれあい体験は新型コロナ感染拡大の状況により変更となる場合がございます。

amagozen

尼御前 自社工場製造
SA 「炙り〆鯖寿司」

11：00

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

〜極〜海鮮丼／ 1,500円

尼御前 煌びやかな二色の羽二重餅
SA
「加賀陣屋金箔羽二重餅詰合せ」

「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン」で 1 つ
星の認定を受けた那谷寺。境内には国の指定名
勝で山水画のような
「奇岩遊仙境」をはじめ、
「本堂」
「 三重塔」
、
、
「 護摩堂」
「 鐘楼」
、
「 書院お
、
よび庫裡」といった重要文化財があり、見応え
があります。

ほっと石川旅ねっと

検索

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

スタッドレスタイヤの例

国内最大級 500 台の

タイヤチェーンの例

クラシックカーを展示

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

実際に使用できる
「世界のトイレ」
も必見です

20 21

248427̲hokuriku21akifuyu(193435) 11 折 2021/09/28 21:14:08
北陸道楽_21秋冬_石川_cc17.indd 20

2021/09/15 10:41 北陸道楽_21秋冬_石川_cc17.indd 21

2021/09/17 12:25

22

23

金沢

金沢

inform
information
atio n

KANAZAWA

冬の風物詩と夜景、

K A N A Z A W A

大名庭園が誇る様式美

美川 IC 〜金沢東 IC

兼六園（国指定特別名勝）
江戸時代の林泉回遊式庭園の特徴を今日に残す代表的庭園で、
日本三名園の一つです。築庭は 1676 年（延宝 4 年）加賀 5 代当
主綱紀に始まり、約 180 年を費やしました。宏 大 、幽 邃 、人 力、蒼
古 、水 泉 、眺 望の六勝を兼ね備えるという意味から命名されました。
桜やカキツバタ、紅葉、雪吊りと四季折々の美しさが楽しめます。
こう

こ

すい

せん

だい

ゆう

すい

じん りょく

そう

ちょう ぼう

Tel 076-234-3800 石川県金沢城・兼六園管理事務所
金沢市兼六町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

4.4km

上り

美川 IC

5.2km

徳光 PA

2.6km

白山 IC

下り

7.7km

金沢西 IC

金沢東 IC

SA PAのご案内
tokumitsu

tokumitsu

徳光 北陸のソウルフード
PA 「野菜らーめん」

徳光 1 度に両方味わえる
PA
「徳光うどんミニカレーセット」

北陸のソウルフードである 8 番らーめんが味
わえます。定番メニューの野菜らーめんは、
味噌、塩の 2 種をご用意しております。皆様
に大変ご好評いただいている当メニューをぜ
ひお召し上がり下さい。
野菜らーめん／ 640円

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。

徳光 ちょい買いに、冷たいワッフル！？
PA
「アイ・ワッフルアイス」
能登の和菓子屋さんが作った“冷たい”ワッフ
ルです。能登産ブルーベリーとレアチーズ、輪
島産の塩を使用した塩レモンは徳光だけの限定
の味。若い方からドライバーの方々とあらゆる
お客さまにご購入いただいております。

能登いか煎餅／ 540円
（株）
ハチバン
☎ 076-275-6411

7：00 〜 19：30
レストラン

スナックコーナー

ショッピングコーナー

無くそう！逆走

7：00 〜 20：30

9：00 〜 19：30

サービスエリア・コンシェルジュ

山間にある湯涌温泉は加賀藩御用達の
湯であったとされています。竹久夢二が
笠井彦乃と過ごしたロマンの湯町とし
ても知られ、九軒の情緒あふれる湯宿が
集まったこの湯涌は、
「金沢の奥座敷」
と
して重宝がられ、
総湯
「白鷺の湯」
ととも
に旅人の心と身体を癒し続けています。
Tel 076-235-1040 湯涌温泉観光協会
IC 北陸自動車道 金沢東ICから約30分

金沢市湯涌町

※5 ～ 10月末の間 木曜休館

tokumitsu

徳光 いかの風味がたまらない!!
PA
「能登いか煎餅」

市の名前がつけられた品種
「野々市」を
はじめ、国内外の約 300 品種の中から厳
選したものを展示。育ててみたい、咲か
せてみたいといったどれも親しみやすい
観賞価値のあるツバキをお楽しみいた
だけます。公園の一角の
「椿山」では約
800本ものツバキが一度に鑑賞できます。
野々市市都市計画課街路公園係
野々市市下林3丁目
（野々市中央公園）
IC 北陸自動車道 白山IC、金沢西ICから約10分

徳光うどんミニカレーセット／ 890円

tokumitsu

湯涌温泉

Tel 076-227-6092

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。

ゆ わく

愛と和 花のギャラリー ののいち椿館

Tel

アイ・ワッフルアイス／ 395円
（株）
ハチバン
☎ 076-275-6412

24H

ハイウェイ情報ターミナル

金沢市内の飲食店、おみやげ店
休 IC 各店舗により異なる

ぷらっとパーク

ドッグラン

金沢おでん

生姜せんべい

石川県は人口ひとり当たりのおでん屋

おじいさんは山へ柴刈りに…とあるように、

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、金沢に伝わる車麩は、だしを含みや
すく、適度な弾力も魅力。地元っ子垂涎
の、うまくちだしがしみ込む旬の味をお

昔から柴は燃料として重宝されていました。
ここ金沢でも、犀川や浅野川では柴を運ぶ
舟が運航していました。
それに着想を得たの
が
「柴舟」
。反らせたせんべいを生姜と砂糖
に漬け込むことで甘くもあり、サッパリとも

試しあれ。

している奥行きのある味わいになっています。
Tel

石川県内のおみやげ店
休 IC 各店舗により異なる

※ 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。
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/

ほっと石川旅ねっと

検索

道路標識

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）
で通報をお願いします。
逆走は高速道路の出入口部や料金所付近で多く発生します。高速道路への入口には、一般
道と区別するためカラーラインを入れ誤進入対策などをおこなっています。高速道路の出口
では、
進入禁止の看板がありますので走行する経路の確認をおこなってください。

カラーライン
道路標識や路面標示を確認しましょう

一般道からの誤進入も気を付けましょう
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能登

能登
O

T

夜の帳が下りる

O

NOTO

N

inform
information
atio n

息を飲む光の幻想

金沢東 IC〜小矢部 IC

しろ よね せん まい だ

白米千枚田

3.2km

上り

金沢東 IC

1.3km

金沢森本 IC

下り

13.1km

不動寺 PA

小矢部 IC

SA PAのご案内

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23日より実施するイルミネーションイベント
「輪島・白米千枚
田 あぜのきらめき」
では、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：2021 年 10 月23日
（土）
〜 2022 年 3 月13日
（日）点灯時間：日没から約 4 時間
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 のと里山空港ICから約35分
Tel 0768-23-1146

fudoji

不動寺 地元ぶどう畑からの贈り物
PA
「緑のぶどうのクリームサンド」
地元菓子メーカー ｢ぶどうの木｣ の人気商品
みずみずしいレーズンと口どけの良いバター
クリーム、香ばしいサブレが絶妙のバランス
です。
緑のぶどうのクリームサンド／ 1,080円

fudoji

不動寺 当店人気NO.1 自慢のカツ
PA
「特製ロースカツ丼(ミニそばorミニうどん付)」
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、がっつり召し上がりたい方向け
に、ミニそば（ミニうどん ) が付いたセット
です。女性や、少量を好む方用に味噌汁付の
セット (850 円 ) もご用意しております。

fudoji

不動寺 トラのしょっぱい思い出
PA
「にゃんこのサブレ」

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。

能登生まれ金沢育ちのネコ「トラ」をモチー
フにした能登塩バターサブレ。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
香ばしい香りで表現しております。今回プレ
みやに認定された、当店イチオシ商品です。

甘えび明太とろろ丼／ 820円
中日本ハイウェイ・
リテール
（株）
☎ 076-257-3421

7：00 〜 20：00
レストラン

スナックコーナー

除雪作業にご協力をお願いします！
「凍結防止剤散布作業」の時は…

サービスエリア・コンシェルジュ

能登のシンボルでもある「見附島」は、弘法大師
が布教のために、佐渡から能登へと渡る際に発
見したといわれている島で、別名
「軍艦島」とも
呼ばれ親しまれています。9/4 ～ 10/24、珠洲市
全域で「奥能登国際芸術祭 2020 ＋」を開催。市
内各地のアート作品をお楽しみください。

和倉温泉街のほど近くに建つ青林寺は
明治 25 年に開創された曹洞宗の寺院で
す。明治 42 年東宮殿下
（後の大正天皇）
が和倉行啓の際に休憩所として建てら
ご べんでん
れた御便殿が昭和 51 年に移築し保存さ
れており、平成 29 年には国登録有形文
化財に登録されました。

珠洲市観光交流課
珠洲市宝立町鵜飼
IC のと里山海道 のと里山空港ICから約40分

Tel 0767‐62-2836
七尾市和倉町レ部61
IC 能越自動車道 和倉ICから約7分

特製ロースカツ丼(ミニそばorうどん付) ／ 930円

のとてまり

西能登おもてなし丼

1 個 4000 円を超える値がついたことも

能登半島に位置する志賀町では、
地元の

ある超高級ブランドシイタケ
「のとてま
り」。奥能登の気候風土を活かし、一つ
ずつ丁寧に生産されています。傘 8cm 以
上という片手からはみ出る大きさと厚
さ、豊かな香りと弾力のある歯ごたえは、

食材をたっぷり使った丼で皆さまをおも
てなしします。能登牛や新鮮な地魚など
の豪華な具材から、
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

©志賀町 ご当地グルメを味わい尽くしましょう。

一度は味わってみたい美味しさです。
Tel

にゃんこのサブレ／ 648円

石川県内の飲食店、生鮮食品店、おみやげ店
休 IC 各店舗により異なる

中日本ハイウェイ・
リテール
（株）
☎ 076-257-5100

7：00 〜 20：00

ショッピングコーナー

和倉温泉 青林寺

Tel 0768-82-7776

fudoji

不動寺 冬の日本海 上越漁港からの直送
PA
「甘えび明太とろろ丼」

せいりん じ

見附島

ハイウェイ情報ターミナル

ぷらっとパーク

ドッグラン

Tel

志賀町内の飲食店
休 IC 各店舗により異なる

※ 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。
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/

ほっと石川旅ねっと

検索

その１

冬期は、路面の凍結防止のため「凍結防止剤」の散布をおこないま
す。作業車に接近しすぎたり、追い越しをすると凍結防止剤がお車
にあたることがあります。作業車との車間距離を十分にとり走行し
てください。また、凍結防止剤は「塩」を含んでいますので、ご利用
後は洗車をお願いします。
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27

下り

小矢部砺波JCT
上り

2.2km

小矢部IC

NANTO ／ TAKAOKA ／ HIMI ／ TONAMI

3.2km

小矢部川SA

4.1km
3.4km

3km

砺波 IC
南砺スマート IC

5.4km

高岡砺波
SIC

5.4km

高岡PA

小杉 IC

7.7km

晩秋の風吹く
ふる里を訪ねて

福光 IC

3.4km

城端SA

小矢部 IC 〜小杉 IC

下り

inform
information
atio n

NANTO / TAKAOKA / HIMI / TONAMI

南砺・高岡
氷見・砺波

南砺 高岡 氷見 砺波

12.9km
上り

五箇山 IC

五箇山
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 350 年近くにもなる合掌造りの家々が
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。
五箇山総合案内所
（上梨集落）
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
Tel 0763-66-2468

SA PAのご案内
oyabegawa

小矢部川 富山湾３大特産品を１箱で
SA
「TOYAMA」
日本海で獲れた脂の乗った「天然ぶりのジャーキ
ー」、別名富山湾の宝石、「白えびの香ばし醤油焼
き」、同じく富山湾の神秘、「ほたるいかの姿干し」
の 3 点セットです。これ 1 箱で富山湾が誇る素材
本来の深い味わいを楽しめます！お酒の肴にも◎。 TOYAMA ／ 1,080円

oyabegawa

小矢部川 特製牛ぎゅうカレーです！
SA
「プレミアムビーフ（牛ぎゅう）カレー」
ホテルニューオータニ高岡 監修のプレミア
ムなカレーソースを使用。ビーフたっぷり “ 牛
ぎゅう „ に入ってる特製カレーです。ドライ
バーのお客さまが多い当 SA ではご飯メニュー
のご飯お代わりを無料でサービス。

小矢部川 名誉総裁賞受賞の銘菓
SA
「金城巻（黒糖・伊予柑）」

富山湾の貴婦人とも呼ばれる白えびと脂の乗っ
たブリを贅沢に 1 つの天丼に仕立てました。淡
白で上品な白えびの風味を甘めのタレで一層引
き立て、ブリは素材の濃い旨味がタレと絡みご
飯が進みます！是非ご賞味ください。

金沢城と城下町の佇まいを彩る三つの用水か
ら創作しました。天守閣や兜をイメージした
独特の形で二種類の創作餡・黒糖と伊予柑は
やわらかな生地との相性ぴったりです。

〜

〜

22：00 22：00

24H

☎

0766-61-4203

24H
レストラン

24H

（株）
ジェック経営
コンサルタント
☎ 0766-50-9277

スナックコーナー

白えび亭

10：00 Chef's table
24H
21：00

ショッピングコーナー

除雪作業にご協力をお願いします！
「低速走行除雪作業」の時は…

Tel 0766-84-1233 新湊きっときと市場
IC 北陸自動車道 小杉ICから約25分

庄川峡

富山湾沿いに広がる氷見市は海の幸が
豊富にとれる港町。
「 世界で最も美しい
湾クラブ」加盟の富山湾越しの立山連
峰を望む宿が立ち並び、美しい景色と温
泉を楽しむことができます。
「 魚のまち
氷見」の豪快な魚料理とともに、くつろ
ぎのひとときをお過ごしください。

豊かな自然が美しい景色を育む庄川峡。
秋にはやまぶき、なら等が鮮やかに色づ
き、冬にはまるで水墨画のような神秘的
な雪景色を楽しむことができます。小牧
ダム近くからは遊覧船が発着しており、
湖上から眺める感動的な絶景には心癒
されます。

氷見市

Tel 0763-33-7666 （一社）
砺波市観光協会
IC 北陸自動車道 砺波ICから約20分

砺波市庄川町

新湊きっときと市場

高岡山

ベニズワイガニやブリなど、新鮮な富山
湾の海の幸を扱うフィッシャーマンズ
ワーフ。館内のレストランでは朝獲れの
魚介類を使った魚料理を楽しめます。周

1663 年に加賀前田家 2 代当主前田利長
の菩提寺として建立された、
曹洞宗の名
刹。国宝に指定された山門、仏殿、法堂
など江戸初期の禅宗寺院建築が高く評

辺には、全国でも珍しい昼セリ見学がで
きる新湊漁港や、獲れたてのカニを味わ
える新湊かに小屋もあります。

価されています。職人の街・高岡のシン
ボルともいえる瑞龍寺の建築美をご堪
能ください。

射水市海王町１

Tel 0766-22-0179 高岡山瑞龍寺
IC 能越自動車道 高岡ICから約10分

瑞龍寺

高岡市関本町35

金城巻
（黒糖・伊予柑）
／ 172円

8：00
〜

休日

白えびブリ天丼／ 1,000円

〜

平日

プレミアムビーフ
（牛ぎゅう）
カレー／ 880円

oyabegawa

oyabegawa

小矢部川 海の幸の贅沢な共演
SA
「白えびブリ天丼」

7：00 6：00

Tel 0766-74-5250 （一社）
氷見市観光協会
IC 能越自動車道 氷見ICから約5 ～ 20分

氷見温泉郷

21：00

サービスエリア・コンシェルジュ

☎

0766-61-4204

24H

ハイウェイ情報ターミナル

24H

（株）
ホテルニュー
オータニ高岡
☎ 0766-54-0839

ぷらっとパーク

高岡コロッケ

ドッグラン

その２

雪が降ると除雪作業車
（5台程度）が除雪作業を低速走行でおこない、安全で走りやすい路
面を保ちます。作業中は、除雪作業車との車間距離を十分にとり、安全に走行してくださ

ブリ

「夢はあげたて味な町」高岡市はコロッケで町
おこしをしています。平成16 年に当時の市職
員がホームページを開設したことを皮切りに、
今では全国コロッケフェスティバルを竜ヶ崎
市、三島市と持ち回りで開催しているほど。お
すすめはなんと直径14 センチの巨大コロッ
ケ「高岡大仏コロッケ」。満足間違いなしです。
Tel

高岡市内の飲食店、宿泊施設
休 IC 各店舗により異なる

氷見に行ったら必ず食べたいのが寒ブ
リ。毎年秋から冬にかけて「鰤おこし」と
呼ばれる激しい雷鳴が轟く日を迎えた
あと、ブリの旬が始まるといわれていま
す。しっかりと脂がのりながらも締まっ
た身はまさに
「一生に一度は食べたい
味」
。
この冬、
是非味わってみませんか？
Tel

富山市内の飲食店、新鮮食品店、直売所
休 IC 各店舗により異なる

い。
※ 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。
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/

とやま観光ナビ

検索
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29

富山 立山

TOYAMA ／ TATEYAMA

天空の世界を散策

小杉 IC 〜立山 IC

2.9km

上り

小杉 IC

2.3km

呉羽 PA

7.4km

富山西 IC

6.6km
富山 IC

立山 IC

呉羽 食べなきゃ損！絶品オムライス
PA
「うわさのオムライス」
kureha

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様にご好評を頂
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。

立山黒部アルペンルート

下り

5.7km

流杉 PA

鮮やかな彩りを魅せる

TOYAMA / TATEYAMA

富山
立山

inform
information
atio n

富山県と長野県にまたがる3,000m 級の峰々が連なる山岳観光
ルート。
ケーブルカーやロープウェイを乗り継いで横断することができ
ます。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の絶景をお楽しみ
ください。
（ 営業期間：11 月30日まで）
Tel 076-431-3331 立山黒部貫光
（株）
IC 北陸自動車道 立山ICから立山駅まで約40分

うわさのオムライス／ 950円

富山県［立山博物館］

富山県水墨美術館

立山の自然と人間のかかわりがテーマの
博物館。約 13 ヘクタールの広い敷地内
に、立山の自然、歴史・文化が学べる
「展
示館」や、立山信仰の世界を臨場感ある
大型スクリーンで体感できる
「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」
等の施設があります。

SA PAのご案内
呉羽 富山のB 級グルメ！
PA
「ブラックラーメン」
kureha

Tel 076-481-1216 富山県
［立山博物館］
立山町芦峅寺93-1
IC 北陸自動車道 富山ICから約35分、立山ICから約30分

富山のＢ級グルメといえば「富山ブラック」
と呼ばれるラーメンです。真っ黒な濃厚スー
プと、とろとろのチャーシューがマッチン
グ！まさに黒極（くろのきわみ）と言ってい
いほどの味わいが癖になります。
ブラックラーメン／ 680円

呉羽 富山といえば「ますの寿し」
PA
「味の笹義 特選ますの寿し」

呉羽 月影を思わせる美しい銘菓
PA
「月世界」

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。ますの寿しは当
店人気 No.1 商品です。

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。

kureha

kureha

味の笹義

特選ますの寿し／ 2,200円
中日本ハイウェイ・
リテール
（株）
☎ 0766-56-0581

7：00 〜 20：00
レストラン

スナックコーナー

ショッピングコーナー

豪農の館

水辺を活かした美しい景観と芝生が広
がる親水公園。公園のシンボル
「天門橋」
からは立山連峰を眺めることができま
す。10 月 9 日～ 2 月 28 日は環水公園ス

内山邸は幕末に建てられた越中の一千
石地主といわれた豪農の館。藩政時代
の伝統的な豪農屋敷の構えと生活様式
を残しており、立派で重厚な造りに当時

イートイルミネーションが実施され、園
内が幻想的な空間に変身します。美しい
景色の中でゆっくりお過ごしください。

の繁栄をうかがうことができます。広大
な庭園の東側には梅園が広がり、1 月末
から3月下旬まで楽しむことができます。

富山市湊入船町

内山邸

Tel 076-432-4567 内山邸
富山市宮尾903
IC 北陸自動車道 富山ICから約30分

月世界／ 2本入1,080円 3本入1,620円
中日本ハイウェイ・
リテール
（株）
☎ 0766-56-0583

ハイウェイ情報ターミナル

ぷらっとパーク

ドッグラン

Twitter 新アカウント開設のお知らせ
『みちのつぶやき〜 NEXCO 中日本〜』
高速道路に乗って「お出かけ」したくなる情報や、そのほかの高速道路に関するいろ
いろな話題を、NEXCO中日本の広報担者が発信する公式アカウントです。
関東甲信・東海・北陸など、さまざまな地域の幅広い話題を発信していきます。
フォローよろしくお願いします!

Tel 076-431-3719 富山県水墨美術館
富山市五福777
IC 北陸自動車道 富山ICから約20分、富山西ICから約20分

富岩運河環水公園

Tel 076-444-6041 富岩運河環水公園パークセンター
IC 北陸自動車道 富山ICから約20分

7：00 〜 20：00
サービスエリア・コンシェルジュ

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
下保昭などの作品をみることができます。

Tel

富山市内の飲食店
休 IC 各店舗により異なる

富山やくぜん

かんもち

江戸時代より続く伝統、
「 越中の薬売
り」
。全国にその名を馳せる
「くすりのま
ち富山」では、薬膳料理も楽しむことが
できます。
「富山市薬膳普及会議」によっ
て認定された料理は和・洋・中・スイーツ
も合わせてなんと 50 種類以上！美味し
く食べて、
体をねぎらいましょう。

寒餅と書いてかんもち。その名の通り、一年
で最も寒いとされる「寒中」に餅をつき、一
か月ほど吊るして固められます。色とりどり
に干されるかんもちは見ているだけで楽し
くなります。囲炉裏を前提とした作りからレ
ンジで食べやすい加工にするなど、時代とと
もに進化しながら、富山の冬を彩っています。
Tel

富山県内のおみやげ店
休 IC 各店舗により異なる

※北陸道・東海北陸道・舞鶴若狭道に関する工事や通行止め情報などは、P14の金沢支社アカウントをご確認ください。
※ 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。
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/

とやま観光ナビ

検索
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黒部 朝日 滑川

黒部
朝日・滑川

inform
information
atio n

KUROBE / ASAHI / NAMERIKAWA

秋の森林浴、

KUROBE ／ ASAHI ／ NAMERIKAWA

色づく峡谷を行く

立山 IC 〜朝日 IC

黒部峡谷トロッコ電車
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
ます。紅葉の季節には、赤や黄に染まった木々の彩りと眼下を流れ
る黒部川のエメラルドグリーンのコントラストを車窓から眺めること
ができます。
（ 営業期間：11 月30日まで）
黒部峡谷鉄道
（株）
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
Tel 0765-62-1011

SA PAのご案内
arisoumi

有磯海 富山名産╳うどん╳伝統の技
SA
「氷見うどん」
手延べの技を随所に生かした『氷見うどん』。独
特の強いこしと粘り、餅のような食感と風味、
のどごしの良さと歯ごたえはまさにうどんの醍
醐味です。そんな氷見うどんを富山湾の宝石と
呼ばれる白えびの天ぷらとともにご堪能下さい。 氷見うどん／ 900円

「丼」
有磯海 レストランメイドの
SA
「牛サーロインステーキボウル」
arisoumi

牛サーロインステーキボウル／ 2,000円

〜

24H

☎

24H

076-471-2901

レストラン

北陸道楽

上り

3.9km

上市スマート IC

7.1km
3.7km

入善 PA

2.2km
5.6km

滑川 IC

9.6km

魚津 IC

4.5km

（株）
ジェック経営
コンサルタント
☎ 076-471-2601

スナックコーナー

「白い宝石」と称される白エビの風味を活か
した、食べ易いスティック蒲鉾です。白エビ
漁獲量世界一といわれる富山湾ならでは。当
店では白エビを含めて「棒 S シリーズ」４
品を揃えております。是非ご賞味ください。
11：00
21：00
ショッピングコーナー

24H

24H

☎

0765-22-9772

サービスエリア・コンシェルジュ

誌面をリニューアルします！！

海の駅

黒部峡谷の玄関口にある、富山県随一
の規模を誇る温泉郷。
無色透明で肌にや
さしい弱アルカリ性の単純温泉は
“つべ
つべ美肌の湯”として人気です。旅館や
ホテルからは黒部川や峡谷の山々を望
むことができるほか、富山湾の新鮮な海
の幸を堪能できるのも大きな魅力です。

魚津漁港で水揚げされた旬の魚はもち
ろん、農産物や富山の銘菓等を販売。魚
津漁商直営のレストランでは、
刺身定食
など新鮮な海の幸を味わえます。週末に
は浜焼き、毎月第 2・第 4 日曜には朝市
が開かれ、多くの人でにぎわいます。運
がよければ蜃気楼に出会えるかも。

黒部市宇奈月温泉

Tel 0765-24-4301 海の駅蜃気楼
IC 北陸自動車道 魚津ICから約７分

朝日 IC

ゲンゲ

たら汁

ゲンゲは甘エビを獲るときに混獲される
げ
げ
やっかいものとして嫌厭され「下の下」とも
言われるほどでした。しかし、流通技術が
向上し、またコラーゲンたっぷりなことが知

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さ
がかえってタラの旨みを際立たせます。特に
冬場は肝が成長して、いっそう濃厚な味わい
に。提供店が軒を連ねる通称「たら汁ストリー

られるようになり、需要が増加。今では「幻
魚」
と書かれるほどに。お吸い物にすると舌
の上で溶けていくような「幻の味」です。
棒S
（ボウズ）
富山湾しろえび／ 756円

ハイウェイ情報ターミナル

魚津市村木定坊割2500-2

下り

黒部 IC

24H

蜃気楼

4.2km

arisoumi

富山の魚問屋として明治初期から魚を扱い続
け、目利きのプロが厳選したますの身を使用
し、こだわりの釜炊き手法にシャリとの相性
抜群のオリジナルブレンド酢、これら三位一
体となった『竹勘』の鱒のすしをご賞味下さい。 竹勘 鱒のすし 1段／ 1,600円

21：00

4.2km

有磯海 『大人気』スティック蒲鉾！
SA
「棒S（ボウズ）富山湾しろえび」

arisoumi

有磯海 富山名産 お寿し 伝統の味
SA
「竹勘 鱒のすし
（1段）」

11：00

有磯海 SA

立山 IC

〜

ワンプレートに牛サーロインステーキ、ライ
ス、サラダ、ポテトフライを盛り付けた、レ
ストランメイドの「丼」メニュー。一皿でボ
リューム満点の当店人気メニュー、是非一度
ご賞味ください。

Tel 0765-62-1515 宇奈月温泉観光案内所
IC 北陸自動車道 黒部ICから約20分

宇奈月温泉

Tel

富山県内の飲食店
休 IC 各店舗により異なる

Tel

（株）
ホテル
ニューオータニ高岡
☎ 0765-22-3356

ぷらっとパーク

ト」をドライブしながら食べ比べましょう。
朝日町内の飲食店
休 IC 各店舗により異なる

※ 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。

ドッグラン

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/

YK Kセンターパーク

とやま観光ナビ

検索

入場

無料
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。

北陸道楽は 2011 年の創刊から今年で 10 年を迎えました。北陸全域を網羅したイラストレーション
マップをはじめ、歴史・文化・自然・SAPAのグルメ情報など、ドライブに便利な情報を発信しています。
これから更に皆さまに親しまれる情報誌へとなるため紙面リニューアルをおこないます！
次号 2022 春号（第 33 版）からの新しい北陸道楽では、北陸旬のグルメやイベント情報、読者投稿な
どを取り入れ、これまで以上に北陸の魅力を発信していきます。どうぞお楽しみに！

黒部ツーリズム㈱
黒部市吉田200
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

Tel 0765-54-8181
休館日

※
「YKKセンターパーク」
はYKK株式会社の商標登録です。

丸屋根展示館1号館
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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
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