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A

K

A

S

A

下り
上り

2.2km

三方五湖
PA

2.2km

木之本 IC

7.1km

若狭
三方IC

12.9km

賤ヶ岳 SA

6.7km

6.9km

刀根 PA

若狭

6.3km

若狭
美浜IC

敦賀南
スマート IC

1.2km

敦賀JCT

11.3km
10.4km

敦賀 IC

風に吹かれ

10.2km
11.1km

杉津 PA

今庄 IC

WAKASA

W

7km

若狭
上中 IC

下り
上り

若狭

9.7km
小浜 IC

いにしえの文化に触れて

木之本 IC 〜今庄 IC

かね が さき じょう せき

かねが さき ぐう

金 ヶ 崎 城 跡 ・金 崎 宮
たか なが

つね なが

金ヶ崎城に籠城し非業の死をとげた尊 良・恒 良 両親王を祀る神
社です。
また、織田信長の越前攻めの折、豊臣秀吉が殿を務め窮
地を救った戦いの地でもあります。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。春には約 400
本の桜が咲き誇り
「花換まつり」が行われます。
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
Tel 0770-22-0938

春麗らかな海岸線を走る
さいほう じ

三方五湖

SA PAのご案内
shizugatake

shizugatake

賤ヶ岳 サクッといける 近江牛！
SA
「近江牛コロッケ」

賤ヶ岳 滋賀の味覚たっぷり
SA
「琵琶湖産ひうお丼とミニ近江牛入りうどん」

サクサクとしたコロッケと近江牛のうまみが
一度に楽しめます。外売店コーナーでお買い
求めいただけますので、時間がないとき、小
腹がすいたときにおすすめしたい商品です。
お立ち寄りの際はぜひお買い求めください。 近江牛コロッケ／ 250円

琵琶湖産の氷魚（あゆの稚魚）の釜揚げを贅
沢にのせた丼です。自慢の近江牛が入ったう
どんもついており、大満足のメニューとなっ
ております。滋賀の味覚が楽しめる逸品をぜ
ひご堪能ください。

賤ヶ岳 はまる味です！
SA
「福井みたらしちーず羽二重」

shizugatake

賤ヶ岳 人気の甘酸っぱさ
SA
「濃姫ミルフィーユ」

チーズのほのかな塩味と甘じょっぱいみたら
しダレを羽二重餅で優しく包んだ贅沢な逸品
です。一度食べたらはまってしまう味となっ
ています。お土産としてぜひお買い求めくだ
さい。

岐阜県産の濃姫いちごを使用した甘酸っぱい
いちごクリームを、サクサクのパイではさん
だ人気の商品です。今年から賤ヶ岳 SA 下り
にて新しく販売しています。ぜひお買い求め
ください。

24H

suizu

☎ 0749-86-3347

24H

㈱ KR フード
サービス
☎ 0749-86-8136

24H

suizu

杉津
PA
「若狭塗箸」

7：00 〜 20：00

☎

0749-86-3348

琵琶湖産ひうお丼とミニ近江牛入りうどん／ 1,280円

若狭塗箸／ 550円〜 3,850円
ハイウェイロイヤル
（株）
☎ 0770-28-1631

レストラン

スナックコーナー

ショッピングコーナー

きのこの森

若狭から京都に至る街道で、盛んに利
用されていた道が熊川宿を通る
「若狭街
道」でした。熊川宿は、街道沿いに昔な

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 30 ｍのきのこタワー
から滑り降りる全長 460 ｍのビッグスラ

がらの用水路が流れていたり、異なる様
式の建物が建ち並び特徴ある造りをみ
ることができます。国の重要伝統的建造
物群保存地区にも選定されています。

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。

三方上中郡若狭町熊川

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

濃姫ミルフィーユ／ 1,134円
近江鉄道
（株）
☎ 0749-86-2111

うまみがある鯖ほぐしたっぷり

杉津名物

Tel

焼き鯖丼／ 850円

福井県内の生鮮食品店、飲食店
休 IC 各店舗により異なる

三ツ星若狭牛

焼き鯖寿司

30 年以上の歴史がある若狭牛の中でも、
さらに選び抜かれた極上のブランドで
ある
「三ツ星若狭牛」
。
身体に良い脂とい
われているオレイン酸含有量が牛脂中
55％以上という厳しい基準をクリアし
たお肉は、とろける食感とサラッとまろ
やかな後味が特長です。

水揚げ後すぐ鮮度が落ちるサバを京都
まで運ぶために生み出された「浜焼き
鯖」
。その焼いたサバをお寿司にした
「焼
き鯖寿司」は、福井県の名物として有名
です。肉厚でジューシーなサバとふっく
ら甘いシャリ、アクセントの生姜や大葉
の絶妙なハーモニーをお楽しみください。
Tel

福井県内のおみやげ店
休 IC 各店舗により異なる

中日本ハイウェイ・
リテール名古屋
（株）
☎ 0770-28-1231

7：30 〜 19：30
サービスエリア・コンシェルジュ

小浜市和久里

熊川 宿

Tel 0770-62-0330 若狭鯖街道熊川宿資料館
（宿場館）
IC 舞鶴若狭自動車道 若狭上中ICより約15分

24H

新鮮かつうまみを引き出すために、考え出さ
れた浜焼き鯖。その浜焼き鯖のうまみたっぷ
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。

Tel 0770-64-6021 小浜市商工観光課
IC 舞鶴若狭自動車道 小浜ICより約5分

くまがわじゅく

杉津
PA
「杉津名物 焼き鯖丼」

7：00 〜 21：00

美浜町・若狭町

小浜市和久里地区にある西方寺では、
境内に建つ
「市の塔」と呼ばれる石塔の
7 年供養祭として 6 年に一度、国選択無
形民俗文化財「和久里壬生狂言」が奉納
されます。4 月の 3 日間にわたって鰐口
と笛の伴奏にのせ、
仮面を付けた演技者
が滑稽な内容の芝居を無言で演じます。

※令和 2 年度の
「和久里壬生狂言」開催期間は4月10月〜 12日

shizugatake

小浜市は日本一の若狭塗産地

貝殻や卵殻を漆の中に埋め込み、美しい海底
の様子を描きだしたこの技法は、若狭塗箸の
独特のスタイルとなっています。幅広い価格
帯を揃えております。ゆっくりと店頭でご覧
ください。

Tel 0770-45-0113（一社）
若狭三方五湖観光協会
IC 舞鶴若狭自動車 道若狭三方ICより約15分

ひ うお

福井みたらしちーず羽二重／ 12個入り702円 20個入り1,080円

西方寺

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。
ねん こう
また、水月湖の堆積物「年縞」は、約 7 万
年前の地質学的年代の世界標準として
注目を集めています。

ハイウェイ情報ターミナル

ぷらっとパーク

ドッグラン

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
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丹南

丹南
A

N

N

A

野山の若葉薫る

N

TANNAN

T

季節を楽しむ

今庄 IC 〜鯖江 IC

西山公園
「日本の歴史公園 100 選」
に認定されている西山公園。春には約
5 万株のつつじが咲き乱れる日本海側随一のつつじの名所です。
毎年５月３〜５日には、つつじまつりが開催されます。園内には広々
とした芝生広場、
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、大人も子どもも楽しめる公園です。
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
Tel 0778-51-1001

越前の歴史と文化に触れて

3.9km

上り
今庄 IC

8.6km

南条 SA

5.4km
武生 IC

下り

鯖江 IC

nanjyo

nanjyo

南条 大きな海老の贅沢天丼
SA
「海鮮天丼」

南条 南条に来たらこれ！
SA
「濃厚カニスープラーメン」

プリプリの大きな海老と野菜をサクッと揚げ
て天ぷらにし、丼に贅沢に盛り付けました。
南条 SA 上り線のレストラン「越前地磯亭」
で大人気の丼です。贅沢な海鮮天丼をぜひお
召し上がりください。
海鮮天丼／ 1,600円

かにみその風味香るスープに海藻、トロトロ
玉子をトッピングした南条 SA 下り線オリジナ
ルの味噌ラーメンです。越前の海岸風景を思
い起こさせる当店自慢のラーメンをぜひご賞
味くださいませ。

nanjyo

南条 定番の美味しさ！
SA
「手押し焼き鯖寿し」

福井を代表するグルメ「ソースカツ丼」を、
ご家庭で誰でも簡単に楽しめる、無添加のソ
ースカツ丼専用ソースです。生野菜と果実を
たっぷり使用した、まろやかなうまみとほど
よい酸味が特長です。
ソースカツ丼専用ソース／ 596円

贅沢なまでに脂がのった鯖を、1 本 1 本手押
しで仕上げた、福井県知事賞を受賞したこだ
わりの焼き鯖寿しです。鯖と酢飯の間に甘酢
生姜と煮椎茸を挟んでおり、これが絶妙なア
クセントとなっております。

☎

0778-47-3598

※スターバックスコーヒー 7：30 〜 21：00

24H
レストラン

三谷商事
（株）
☎ 0778-47-3596

スナックコーナー

11：00

24H

〜

〜

24H

Tel 0778-44-7474 ツリーピクニックアドベンチャー いけだ
IC 北陸自動車道 武生ICより約30分

21：00

ショッピングコーナー

濃厚カニスープラーメン／ 980円

※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）

う こん

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

史館」
には、
国宝に指定されている梵鐘を
はじめ、
戦国大名朝倉氏や織田信長が署
判した古文書、
劔神社に伝わる古絵図を
立体復元した模型等を展示しています。

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
IC 北陸自動車道 南条スマートICより約20分

南条郡南越前町河野2-15

手押し焼き鯖寿し／ 1,180円

0778-47-3599
ハイウェイ情報ターミナル

24H

ハイウェイロイヤ
ル
（株）
☎ 0778-47-3418

ぷらっとパーク

ドッグラン

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）

北前船主の館

織田信長が氏神として崇めた神社で約
1800年の歴史を有し、
本殿は県の指定文
化財に指定されています。
「 織田文化歴

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

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。
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。

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

Tel 0778-42-1151

劔 神社

☎

サービスエリア・コンシェルジュ

今立郡池田町志津原28-16

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、
かわかみ ご ぜん
が祀られています。
紙の神様
「川上御前」
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。

つるぎ

nanjyo

南条 生野菜と果実のうまみが凝縮
SA
「ソースカツ丼専用ソース」

21：00

岡太神社・大瀧神社

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」のほか、
「 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。

SA PAのご案内

11：00

おかもと

ツリーピクニックアドベンチャー いけだ

Tel

越前町内の直売所、飲食店
休 IC 各店舗により異なる

宮崎たけのこ

ヤリイカ

福井県有数のたけのこ産地である越前
町宮崎地区では、4 月中旬から収穫がは
じまります。宮崎たけのこは粘土質の赤
土で育つため
「赤子」
と呼ばれ、非常に柔
らかくアクが少ないと評判です。旬の時
期は直売所で購入できるほか、町内の農
家レストランでもご賞味いただけます。

越前海岸沿岸は年間を通じて多くの魚
介類が水揚げされますが、その中でも春
の目玉はヤリイカです。透きとおった身
はコリコリとした歯ごたえがあり、まさ
に絶品。定番の刺身や寿司はもちろん、
炒めものや煮物など、さまざまな調理法
で楽しむことができる旬の味です。
Tel

福井県内の生鮮食料品店、飲食店
休 IC 各店舗により異なる

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
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FUKUI ／ KATSUYAMA ／ ONO

鯖江 IC〜福井北 JCT・IC

緑きらめく里山で

FUKUI / KATSUYAMA / ONO

福井
勝山・大野

福井 勝山 大野
悠久の時に思いを馳せる
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ほ
か、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。4月23日からは、恐竜化石が発見された地層を間近で見ながら
化石の発掘体験ができます。
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
Tel 0779-88-0001

海と山の贅沢な味覚

3.1km

上り

鯖江 IC

8.1km

北鯖江 PA

下り

6.4km
福井 IC

福井北 JCT・IC

SA PAのご案内
kitasabae

kitasabae

北鯖江 昔ながらの"超"極太麺！
PA 「越前田舎おろしそば」

北鯖江 ソースが決め手のB級グルメ！
PA 「ソースカツ丼」

福井県産そば粉を 7 割以上使用している極
太麺を使用しています。他ではなかなか味わ
えない噛み応えのあるかなり太い麺です。よ
く噛みしめて越前そばの味をお楽しみくださ
い。

揚げたての「豚ロースカツ」と「ソース」の
相性が絶妙です。カツには厚みがあり、大満
足の逸品です。大野の名水を使用し作られた
オリジナルソースにもこだわっています。ぜ
ひご賞味ください。

越前田舎おろしそば／ 690円

kitasabae

ソースカツ丼／ 720円

kitasabae

北鯖江 新感覚の冷たいどら焼き!
PA
「阿んま屋の生どらやき」

里芋の伝統料理といえば「煮っ転がし」
。里芋
の名産地、福井県奥越の里芋のみ使用して作
った郷土料理です。福井県産ならではの、ほ
っくり、粘りのある食感、素朴で優しい味付
けをお楽しみください。

越前町のお菓子屋さん「阿んま屋」の生どら
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いるため、豆腐の豊か
な風味が楽しめます。

㈱大津屋
☎ 0778-42-6980

24H
レストラン

スナックコーナー

三角停止板・非常信号灯は
お持ちですか？
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！！（2020.3.1 時点）

●三角停止板：賤ヶ岳SA
（上・下）
、
杉津PA
（上・下）
、
南条SA
（上・下）
、
北鯖江PA
（上・下）
、
、
尼御前 SA（上・下）
、
徳光 PA（上・下）
、
不動寺 PA（上・
女形谷 PA（上り）
（上・下）
、
呉羽 PA
（上・下）
、
有磯海 SA
（上・下）
下）
、
小矢部川 SA
●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
（上り）
、有磯海 SA（下り）
り）、
小矢部川 SA

サービスエリア・コンシェルジュ

三角停止板を置かないと
１点減点の可能性も！
道路交通法 第75条11項
道路交通法施行令
第27条6項

Tel

阿んま屋の生どらやき／ 185円

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。

織田信長の武将金森長近が築城。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
きにみられる、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。

福井市城戸ノ内町28-37

Tel 0779-66-1111 大野市観光振興室
大野市城町3-109
IC 北陸自動車道 福井IC、福井北ICより約40分

パールマッシュ

ふくいサーモン

純白の見た目が美しい「パールマッシュ」
は、福井市美山地区名産のきのこです。
豊かな自然環境を取り入れた人工栽培
で、じっくりと生産されます。ビタミン

福井県では、近年トラウトサーモンの養
殖に力を入れています。名水のまち大野
市の淡水と、福井県の綺麗な海水とい
う豊かな環境で育てられたサーモンは、

B1、B2 が豊富に含まれており、健康や美
容にも効果的です。柔らかく繊細な味わ
いはどんな料理にもよく合います。

ほどよく上品な脂ののりともっちりと
した肉質が魅力です。刺身やムニエルな
ど、
幅広い料理でお楽しみいただけます。

福井県内の生鮮食料品店
休 IC 各店舗により異なる

Tel

福井県内の生鮮食料品店、飲食店
休 IC 各店舗により異なる

㈱大津屋
☎ 0778-52-1205

24H
ショッピングコーナー

越前大野城

Tel 0776-41-2330 （一社）
朝倉氏遺跡保存協会
IC 北陸自動車道 福井ICより約10分

北鯖江 とっておきのモチモチ食感！
PA 「里芋の煮っ転がし」

里芋の煮っ転がし／ 626円

一乗谷朝倉氏遺跡

ハイウェイ情報ターミナル

ぷらっとパーク

ドッグラン

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

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！
〒910-1121

予約
TEL

福井県吉田郡永平寺町松岡吉野35-21-1

0776-61-2100

AM8:00 〜 PM5:00

休 年中無休

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

福井北I.Cより2分、JR福井駅より20分
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坂井 あわら

坂井
あわら

SAKAI / AWARA

湯ったりのんびり

SAKAI ／ AWARA

花盛りを愛でる

福井北 JCT・IC ～加賀 IC

あわら温泉
関西の奥座敷として親しまれてきた福井屈指の温泉地です。74
本の源泉を有し、宿ごとに異なる泉質や湯ざわりを楽しめます。
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。
おしえる座ぁ
あわら市二面33-1‐5
IC 北陸自動車道 金津ICより約15分
Tel 0776-77-1877

風土が育んだ逸品

6.8km

上り

福井北 JCT・IC

3.0km

丸岡 IC

7.5km

女形谷 PA

下り

7.5km

金津 IC

加賀 IC

SA PAのご案内
onagatani

onagatani

女形谷 福井の代表メニューをご一緒に
PA
「名物セット」

女形谷 コンビニに福井名物が！？
PA
「越前おろしそば」

福井の 2 大名物
「ソースカツ丼」
と
「おろしそば」
を一緒に召し上がれるお得なセットです。昨
年変更しさらにおいしさがアップしたカツは、
当店秘伝のタレと相性バッチリ。地元越前そ
ばはコシがあり、当店自慢の逸品です。
名物セット／ 990円

福井名物の「おろしそば」。コシがあり風味
豊かなそばに大根おろし、かつお、ねぎをの
せた至極の 1 杯です。お急ぎのお客さまにも
喜ばれるクイックメニューです。ぜひお召し
上がりください。

onagatani

Tel 0776-82-5515 坂井市三国観光協会
IC 北陸自動車道 金津ICより約25分

女形谷 丸岡が誇る福井の銘菓 !
PA
「五月ヶ瀬」

当店のスナックコーナーでも提供している、
越前竹田生まれの厚揚げ。皮はパリパリ、中
はふんわり。煮ても、焼いても美味しくいた
だけます。ご家庭でも試してみてはいかがで
しょうか。
トーフ庵のあげ／ 470円

地元丸岡で作られている福井銘菓。福井のお
土産の定番として多くのお客さまから親しま
れております。ピーナッツのうまみが凝縮さ
れた香ばしい煎餅。喜ばれること間違いなし
の逸品です。

中日本ハイウェイ・
リテール名古屋
（株）
☎ 0776-66-8115

8：00 ～ 19：00
レストラン

スナックコーナー

越前おろしそば／ 509円

サービスエリア・コンシェルジュ

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

瀧谷寺

ゆりの里公園ユリーム春江

1375年に創建された三国で最古の寺院。
国宝や重要文化財を多く有しており、
宝
物殿には、
福井の地を治めた戦国武将の

毎年６月に１５万輪のゆりが咲き誇り、
ゆりフェスタが開催されます。
園内には、
ＢＢＱ施設、農産物直売所やレストラ

書状などが展示されています。築山式庭
園は日本名勝庭園の一つとして指定を
受けており、四季に彩られる美しさを楽
しむことができます。

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。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

ファミリーマート
☎ 0776-68-5677

ハイウェイ情報ターミナル

ぷらっとパーク

ドッグラン

交通安全セミナーの様子

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。

坂井市三国町東尋坊

五月ヶ瀬／ 4個入り432円 16個入り1,728円

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

現存の天守閣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。
「 日本さくら名所 100
選」にも選ばれており、春には満開の桜
に浮かぶ天守閣をご覧いただけます。

Tel 0776-82-0216 瀧谷寺
坂井市三国町滝谷1-7-15
IC 北陸自動車道 金津ICより約25分

7：00 ～ 20：00
ショッピングコーナー

丸岡城

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。

たきだんじ

onagatani

女形谷 ご自宅でもお店の味を再現
PA
「トーフ庵のあげ」

東尋坊

Tel

あわらむすびプロジェクト

花らっきょ

豊かな自然とゆったりとした時間の流
れを感じられる
「ちょっと贅沢」なまち、
あわら市。そんなふるさとの味をおむす
びで表現するのが
「あわらむすびプロ
ジェクト」です。素材の味勝負な塩むす
びから一風変わったおつまみのようなお
むすびまで、
多様なメニューが揃います。

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。

あわら市内の飲食店（http://220.213.188.140/musubi/index.html）
休 IC 各店舗により異なる

Tel

福井県内のおみやげ店、生鮮食品店
休 IC 各店舗により異なる

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。

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

KAGA / HAKUSAN

春風そよぐ原風景に

KAGA ／ HAKUSAN

先人の営みを知る

加賀 IC 〜美川 IC

小松の石文化（滝ヶ原地区）
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
Tel 0761-24-8076

※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

地元の新鮮素材を堪能

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

美川 IC

SA PAのご案内
amagozen

尼御前 季節の厳選素材をのっけました
SA
「日本海荒波海鮮丼」

炭火焼 鶏かば丼／ 850円

まめや金澤萬久が、素材と製法にこだわった
「か
すてら」に、金沢の誇る伝統工芸・金箔を贅沢に
一枚貼り付けたお菓子です。
この大人気の
「金か
すてら」をお試しサイズで販売しております。自
分用のお土産として、
ぜひ一度お試しください。 金かすてらワンカット／ 540円

北陸の銘菓とコラボし、当店オリジナル羽二重
餅を製作しました。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。

〜

☎

24H

0761-75-2238

レストラン

スナックコーナー

ショッピングコーナー

動物にご注意ください！
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。

24H

☎

0761-75-2228

サービスエリア・コンシェルジュ

片山津バーガー

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

名物の温泉卵を活用したご当地グルメ
「片山津バーガー」
“
。片山津温泉の高濃
度の塩泉で作った温泉卵を使用する”
と
いうルールに基づき、各店舗で個性豊か

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！
金時芋羽二重餅／ 8個入り972円 12個入り1,404円

（株）
近鉄
リテーリング
☎ 0761-75-2631

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

※予約制につき、
事前にお問い合わせください

amagozen

尼御前 五郎島金時使用 !!
SA
「金時芋羽二重餅」

24H

NPO法人歴町センター大聖寺
加賀市大聖寺八間道87 八間道船乗り場 IC 北陸自動車道 加賀ICより約5分

Tel 0761-72-6662

日本海荒波海鮮丼／ 1,380円

amagozen

21：00

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。

その時々の旬の素材を取り入れ、
日本海やその
他の海の幸をたっぷりと堪能できる逸品です。
定番のネタも盛り込んでおり、幅広い年代の方
が楽しめる海鮮丼となっております。

尼御前 プレみやがお試しサイズで
SA
「金かすてら ワンカット」

11：00

加賀フルーツランド

城下町の面影を残す加賀市大聖寺を流
れる、旧大聖寺川。その川を手漕ぎの屋
形船でゆっくり川下り。川沿いは桜やア
ジサイなどの花が咲き、季節の移ろいを
お楽しみいただけます。営業 4 月 1 日～
11 月末
（要予約）

amagozen

尼御前 自家製かば焼タレ使用！
SA 「炭火焼 鶏かば丼」
自家製の蒲焼タレに炭火焼きした鶏ハラミ肉
（100g）を絡ませ、味もボリュームも大満足な丼
に仕上げました！トッピングの温玉や加賀蓮根
のフライドチップとも相性が良く、
食欲をそそる
料理長渾身の逸品です！

城下町大聖寺 流し舟

24H
ハイウェイ情報ターミナル

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より約15分

なハンバーガーを提供しています。バン
ズからあふれ出るとろとろの温泉卵に、
Ⓒ片山津温泉総湯 まちカフェ やみつきになること間違いなし！
Tel

片山津温泉内の飲食店
休 IC 各店舗により異なる

（株）
北前船の
カワモト
☎ 0761-75-2611

ぷらっとパーク

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

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
国内最大級 500 台の
クラシックカーを展示

9：00 ～ 17：00 休 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

24 25
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金沢

金沢

KANAZAWA

百花繚乱、

K A N A Z A W A

城下町の風情を彩る

美川 IC ～金沢東 IC

金沢城公園
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
ひし やぐら
ご じっ けん なが や
はし づめ もん
として金沢城が置かれました。
2001年に、
菱 櫓・五十間長屋・橋爪 門
つづきやぐら
続 櫓 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
ねずみ た もん ねずみ た もんばし
を誇っています。
2020年には、鼠 多門・鼠 多門橋が復元予定です。
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より約30分
Tel 076-234-3800

新名所が続々とお披露目

4.4km

上り

美川 IC

5.2km

徳光 PA

2.6km

白山 IC

金沢西 IC

谷口吉郎・吉生記念金沢建築館

下り

7.7km
金沢東 IC

SA PAのご案内
tokumitsu

tokumitsu

徳光 徳光と言えばコレ!!
PA 「徳光うどん」

徳光 北陸のソウルフード
PA 「野菜らーめん」

“徳光といえばうどん、うどんといえば徳光”と
いわれるほど、
根強いファンが多い徳光うどん。
カラッと揚がった甘えびのかき揚げが、風味豊
かな自家製だしと絶妙なハーモニーを醸し出す
逸品です。
徳光うどん／ 630円

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、醤油の 3 種をご用意しております。皆さま
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

tokumitsu

飾り気のない素朴な風味で、さっぱりとした味
噌味の生地は一度食べたら、また食べたくなる
飽きのこない美味しさです。白あんの絶妙な味
わいもあわせてお楽しみ下さい。
能登いか煎餅／ 5枚入り540円

※一般駐車場はございません

※同日から周辺の岸壁などで
「加賀五彩」
の五色の夜間ライトアップも始まります。

レストラン

スナックコーナー

道路の異常を発見したら

＃9910
24時間受付 通話料無料

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。

Tel

竹内のみそまんじゅう／ 130円～

（株）
ハチバン
☎ 076-275-6411

7：00 ～ 19：30

道路緊急
ダイヤル

Tel 076-225-1516 石川県産業立地課港湾活用推進室
IC 北陸自動車道 金沢西ICより約20分

徳光 白あんの絶妙な味わい
PA
「竹内のみそまんじゅう」

能登小木港で採れたするめいかを贅沢に使用
し、風味と食感にこだわり、二度焼きで仕上げ
ました。いか加工専門店が自信を持っておすす
めする商品です。
ぜひ、お召し上がりください。

7：00 ～ 20：30

ショッピングコーナー

9：00 ～ 18：00

サービスエリア・コンシェルジュ

メギス（ニギス）

金沢の会席料理

地元石川では「メギス」と呼ばれ親しま
れる深海魚ニギスは、実は石川県が漁獲
量日本一！漁場が近いからこそ味わえ
る刺身や煮付け、フライなどがおすすめ

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

です。大衆魚でありながら、クセのない
あっさりとした白身はとても上品で、特
に旬の春には脂がのって大変美味です。

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。

石川県内の飲食店、生鮮食料品店
休 IC 各店舗により異なる

Tel

ぷらっとパーク

ドッグラン

金沢市内の飲食店
休 IC 各店舗により異なる

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

高速道路のお問い合わせは
NEXCO中日本お客さまセンター

金沢市無量寺町リ65

（株）
ハチバン
☎ 076-275-6412

24H

ハイウェイ情報ターミナル

金沢港開港 50 周年を迎える本年、乗客
を出迎える拠点として 4 月 4 日にオープ
ンします。建物の海側は全面ガラス張り
で港の眺望をご堪能いただけます。館内
にはレストランやセミナールーム、屋根
付き展望デッキなども整備され、新たな
賑わいの拠点として期待されます。

Tel 076-247-3031
金沢市寺町5丁目1番18号
IC 北陸自動車道 金沢西ICより約20分

tokumitsu

徳光 日本三大イカ漁港から
PA
「能登いか煎餅」

金沢港クルーズターミナル

建築家谷口吉郎氏の住まい跡地に、金
沢の建築文化を国内外に発信する拠点
としてオープン。子息の吉生氏が設計
し、建築やまちづくりに関する企画展示
と、吉郎氏の設計である迎賓館赤坂離
宮和風別館「游心亭」の広間と茶室を再
写真：北嶋俊治 現した常設展示をご覧いただけます。

ほっと石川旅ねっと

検索

北 陸 発

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）
10本入
1,000円（税別）

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。

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。
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能登

能登
O

T

未だ知らぬ景色に

O

NOTO

N

出逢う旅

金沢東 IC～小矢部 IC

和倉温泉 お祭り会館

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

七尾市の祭り文化と歴史を紹介する観光拠点施設が4月25日にオー
せいはくさい
プンします。
ユネスコ無形文化遺産に登録された青柏祭の曳山行事
いっ さき ほう とう まつり
くま かぶと まつり
「でか山」
、石 崎 奉 燈 祭「奉燈」
、
お熊 甲 祭「枠旗」の実物展示
の と じまこう だ
ひ まつり
や、能登島向田の火 祭「大松明」
の再現展示、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。
七尾市商工観光課
七尾市和倉町2-13-1 和倉温泉観光会館
IC 能越自動車道 和倉ICより約15分
Tel 0767-53-8424

春和景明の能登を歩く

fudoji

不動寺 さらに美味しさアップ !!
PA
「カツ丼セット」
更に美味しさを追求し、昨年ロースカツを新し
く変更しました。からっと揚げ、卵でとじたか
つ丼は絶品。さらにミニうどんが付いてボリュー
ム満点。不動寺にお立ち寄りの際は、ぜひお召
し上がりいただきたい逸品です。

石川県能登島ガラス美術館

カツ丼セット／ 900円

fudoji

不動寺 金沢のB 級グルメ
PA
「不動寺ハントンライス」
金沢で愛されているソウルフードです。濃厚な
ケチャップ味のチキンライスを半熟薄焼き卵で
覆い、エビフライをのせました。サラダ・スープ
もついているので、女性やお子様にもオススメ
です。

fudoji

不動寺 能登大納言を使用
PA
「かなざわ濃茶大納言クリームサンド」

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 in KANAZAWA（1個）／ 486円

金沢の老舗である野田屋茶舗の上質な抹茶を
ふんだんに使用した濃茶仕立てのバタークリー
ムを使用。能登大納言とあわせ、丁寧に焼かれ
たサブレではさんだ逸品です。ぜひお召し上が
りください。

中日本ハイウェイ・
リテール名古屋
（株）
☎ 076-257-3421

7：00 ～ 20：00
レストラン

高速道路料金のご案内
深夜割引
休日割引

Tel 0767-84-1175
七尾市能登島向田町125-10
IC 能越自動車道 和倉ICより約20分

割引率は最大 30％になります。
・全日：０時～４時
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

スナックコーナー

不動寺ハントンライス／ 890円

詳しくは、NEXCO中日本WEBサイトをご覧ください。

平日朝夕割引
（後日還元型）
ETCマイレージ
サービス

Tel 0768-82-7776 珠洲市観光交流課
珠洲市清水町
IC のと里山海道 のと里山空港ICより約60分

ぷらっとパーク

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。毎年 4
月中旬に
「花見だよ！ in 能登さくら駅」
イベントが開催されます。
Tel 0768-52-3790 穴水町政策調整課観光交流推進室
IC のと里山海道 横田ICより約10分

能登ミルク

ドッグラン

鳳珠郡穴水町曽福イ-1

マダイ

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。

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

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。

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

かなざわ濃茶大納言クリームサンド／ 594円

ハイウェイ情報ターミナル

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。

鳳珠郡能登町越坂18字18-1

能登さくら駅（能登鹿島駅）

田に撒いてかん水を作り、窯で煮詰めて
ミネラル豊富な天然塩が作られています。
また今秋珠洲市全域にて
「奥能登国際芸
術祭2020」
（9/5～10/25）
が開催されます。

中日本ハイウェイ・
リテール名古屋
（株）
☎ 076-257-5100

サービスエリア・コンシェルジュ

Tel 0768-74-1399
（※オープン日より問合せ可）
IC のと里山海道 のと里山空港ICより約40分

珠洲 揚げ浜式塩田

7：00 ～ 20：00

ショッピングコーナー

「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す。小木の漁業
文化・祭りを紹介するコーナーも設置予
定です。
（2020年4月22日オープン予定）

「揚げ浜式」の塩づくりは約 500 年前から
日本で唯一、珠洲市でのみ受け継がれた
製塩法です。人力で汲み上げた海水を塩

fudoji

不動寺 切り抜いて食べる金沢のにゃんこ
PA
「にゃんこのバウム」

イカの駅つくモール（のと九十九湾観光交流センター）

豊かな自然に囲まれ、ひときわ目立つ建
物がガラス美術館です。
世界各国の現代
ガラス作家の造形作品を中心に 400 点
近くの作品を収蔵しています。テーマ展
「色とりどりの」が 5 月 10 日
（日）まで開
催中です。美しい色と輝きを放つガラス
百彩鉢／2007年／神田正之
の世界をみなさんでお楽しみください。
石川県能登島ガラス美術館蔵 撮影：岡村喜知郎

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

Tel 0767-62-2077

魚の王様として名高いタイは、産卵を控
え栄養をたっぷりと蓄えた春が旬です。
石川県の海域で漁獲されるマダイは鮮
度抜群の状態で流通するため、獲れたて
の美味しさをお楽しみいただけます。淡
い桜色が美しい身はほんのりと甘さが
Ｃプライドフィッシュ 感じられ、
思わず唸る味わいです。
Tel

石川県内の飲食店、生鮮食料品店
休 IC 各店舗により異なる

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
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南砺 高岡 氷見 砺波

下り

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

5.4km

高岡砺波
SIC

南砺スマート IC

5.4km

高岡PA

小杉 IC

7.7km

春の日差しのなか、
癒やしのふる里へ

福光 IC

3.4km

城端SA

小矢部 IC 〜小杉 IC

下り

12.9km
上り

五箇山 IC

五箇山
四方を山に囲まれた五箇山には、古いもので築 400 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。世界文化遺産に登録されている相倉と菅沼の合掌造り集落
では今も人々の生活が営まれており、古くからの歴史と伝統を体感
することができます。
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
Tel 0763-66-2468

SA PAのご案内

撮りたいシーンに心躍る

oyabegawa

小矢部川 トロトロ自家製豚角煮のせ
SA
「白えび入り豚角煮ラーメン」
じっくり時間をかけて煮込んだ黒部名水ポー
クのトロトロ角煮をトッピング。麺に絡む角煮
の甘辛だしと海老エキス入りスープが相性抜
群 !! 香ばしく揚げた白えびのから揚げも加わり
満足な食べごたえです。

み くるまやま

白えび入り豚角煮ラーメン／ 900円

kitasabae

小矢部川 一つの丼で最高の贅沢を
SA
「富山スペシャル天丼」
白えび、ホタルイカ、ぶりの 3 種の天ぷらが味わ
える、文字通りのスペシャルな天丼です。ごは
んは富山県産のコシヒカリを使用し、専用のタ
レで味わう逸品となっております。お味噌汁と
香の物がセットになっています。

24H

富山スペシャル天丼／ 1,680円

☎

レストラン

スナックコーナー

原則2

9:00 ～ 17:00
（入館は16:30まで）
IC 能越自動車道 高岡ICより約10分

ら

ふ どう じ

羅不動寺などの史跡があり、
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より約25分

ひ み

砺波チューリップ公園・チューリップ四季彩館

氷見市漁業文化交流センター

4月22日から5月5日まで開催される
「と
なみチューリップフェア」では、国内最
大級 300 万本のチューリップが色鮮や

3 月 20 日リニューアルオープン。４面大
型スクリーンで
「富山湾」
や
「氷見の漁師
体験」の大迫力映像が楽しめる VR シア

Tel 0763-33-7716 チューリップ四季彩館
砺波市花園町1-32
IC 北陸自動車道 砺波ICより約5分、高岡砺波スマートICより約7分

8：00

24H

ショッピングコーナー

21：00

☎

0766-61-4203

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

24H

（株）
ホテルニュー
オータニ高岡
☎ 0766-54-0839

ぷらっとパーク

ターや、大型定置網の中の魚のプレート
にスマホをかざすと情報が出てくる AR
ストリームなどが登場。伝統ある氷見の
※イメージ 漁業文化を楽しく学ぶことができます。
Tel 0766-74-8018

氷見市中央町７-１

9:00 ～ 17:00
（入館は16:30まで）
IC 能越自動車道 氷見ICより約８分

休 毎週水曜日
（祝日除く）
、祝日の翌日・年末年始

春鰯

ドッグラン

車内に 残らない！

原則3

安全な場所に 避難する！

路上で電話などしていると後続車に

車内は、安全地帯ではありません。後続

後続車に注意し、速やかにガードレールの外

はねられる危険性があります。

車に衝突される危険性があります。

側に避難してください。

五箇山豆腐

氷見の魚といえば
「寒ブリ」が有名です
が、実はイワシも名物です。通常夏～秋
が旬のイワシは、日本海側では春が盛漁
期となるため、
「春鰯」という季語も存在
します。海に近いからこそ楽しめる刺身
やしゃぶしゃぶはもちろん、干物などの
加工品はおみやげにもぴったりです。

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。

路上に 立たない！

約 800 年前、源氏の木曾義仲が平家の
10 万の軍勢に
「火牛の計」で勝利をおさ
めた古戦場です。
現在は県定公園として
整備され、春には約 6,000 本の八重桜が
く り か
咲き誇る桜の名所です。
付近には倶利迦

かに咲き誇ります。公園隣接の
「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。

高速道路における緊急時の３原則
原則1

国の重要有形・無形民俗文化財
「御車
山」
を通年展示する施設で
“ものづくりの
まち高岡”の工芸技術や、御車山を守り
伝えてきた地域の文化を紹介しています。
高岡御車山祭は、2016 年に全国
「山・鉾・
屋台行事」33 件のうちの 1 件としてユネ
スコ無形文化遺産に登録されました。

Ｔ五／ 756円
小矢部サービス
ステーション
（株）
☎ 0766-61-4352

24H

0766-61-4203

り か ら

倶利伽羅県定公園

と なみ

富山県産のもち米の煎餅に高級和三盆を丁寧
に塗り重ねた逸品で、塩味、苦味、酸味、甘味、
滋味を桜、抹茶、ゆず、和三盆、胡麻の 5 つの風
味に重ねたデザインコンシャスな和菓子です。

〜

〜

21：00

高岡市守山町47-1

く

高岡御 車 山会館

休 毎週火曜日
（祝日の場合は翌平日）
・年末年始

小矢部川 5つの風味が楽しめる
SA
「T 五」

笹の葉に包んだ手持ちサイズの鱒の寿司です。
小腹の空いた時、車の中でもお手軽に富山名産
を味わっていただけます。もちろんお土産にも
最適です。隣接の自社工場で一つひとつ真心こ
めて製造している自慢の鱒の寿司です。
笹の葉寿司／ 1,300円
11：00

Tel 0766-30-2497

kitasabae

oyabegawa

小矢部川 自社工場で製造している自慢の味
SA
「笹の葉寿司」

Ⓒ五箇山総合案内所

NANTO / TAKAOKA / HIMI / TONAMI

南砺・高岡
氷見・砺波

小矢部砺波JCT

Tel

富山県内の飲食店、生鮮食品店、おみやげ店
休 IC 各店舗により異なる

“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
Ⓒ南砺市交流観光まちづくり課 感を活かした料理がおすすめです。
Tel

南砺市内の飲食店、直売所
休 IC 各店舗により異なる

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
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富山 立山

TOYAMA ／ TATEYAMA

春の恵み

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

立山黒部アルペンルート

下り

5.7km

流杉 PA

雪解け水が運ぶ

TOYAMA / TATEYAMA

富山
立山

立山 IC

呉羽 当店自慢の絶品スイーツ
PA
「なめらかシュークリーム」
kureha

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）
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

ふっくらと香ばしい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
製のシュークリームです。上品な甘さが特徴で、
幅広い年代のお客さまから好評いただいてい
ます。
なめらかシュークリーム／ 240円

Ⓒ立山黒部アルペンルート

きらめく水面が調和する街並み
富山県美術館

松川遊覧船

ふ がんうん が かんすいこうえん

富岩 運河環 水 公 園内の「アートとデザイン
をつなぐ」美術館。企画展やコレクション展
示の充実はもちろん、アトリエでのワーク
ショップ、ユニークな遊具が人気の屋上庭
園「オノマトペの屋上」など、子どもから大
人まで幅広くお楽しみいただけます。館内、
屋上から望む立山連峰の絶景も必見です。

SA PAのご案内
呉羽 手作りオムライスが絶品
PA
「うわさのオムライス」
kureha

一食ずつ丁寧に心を込めて作ったケチャップラ
イスを薄焼き卵で包み、特製デミグラスソース
をかけました。
20 時間以上煮込んだデミグラス
ソースは、オムライスとの相性が抜群！当店一
番人気のこだわりメニューです。

Tel 076-431-2711
富山市木場町3-20
9:30 ～ 18:00
（入館は17:30まで）
（※屋上庭園
オノマトペの屋上 8:00 ～ 22:00
（入館は21：30まで）
） 休 水曜日
（祝日除く）
、祝日の翌日、年末年始
（※屋上庭園 オノマトペの屋上 12/1 ～ 3/15） IC 北陸自動車道 富山ICより約15分

うわさのオムライス／ 950円

呉羽 脂のノリが違います
PA
「特撰 ますの寿し」

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
にもコーヒーにもよく合います。

富山のお土産といえば「ますの寿し」。そのなか
でも厚切りにした鱒の腹身を使用したボリュー
ミーな商品です。脂がのった鱒のうまみを存分
に味わえます。ぜひお立ち寄りください。

kureha

月世界／ 2本入り 1,080円 3本入り 1,620円

レストラン

スナックコーナー

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。

載されたフレンチレストランが人気です。
運河クルーズも楽しめるほか、夜は季節
をイメージしたライトアップで園内全体
が美しく彩られます。

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。

富山市湊入船町

Tel 076-462-1001 立山町観光協会
立山町芦峅寺
IC 北陸自動車道 立山ICより約50分後、徒歩約30分

中日本ハイウェイ・
リテール名古屋
（株）
☎ 0766-56-0583

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

※スマート IC は ETC 専用 です。

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。
SA・PAに接続するスマートIC

称名滝

水辺を活かした美しい景観と芝生が広
がる親水公園。
世界一美しいと評判のス
ターバックスやミシュランガイドにも掲

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より約20分

7：00 〜 20：00

スマートICでは、必ず一旦停止をお願いします。

北陸道

しょうみょうだき

特撰 ますの寿し／ 2,100円

中日本ハイウェイ・
リテール名古屋
（株）
☎ 0766-56-0581

7：00 〜 20：00

本線直結スマートIC
箇所名

営業時間

道路名

IC 〜 IC

箇所名

営業時間

三方五湖スマート

24 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

今庄 IC 〜武生 IC

南条スマート

24 時間

北陸道

小松 IC 〜美川 IC

能美根上スマート 24 時間

片山津 IC 〜小松 IC

安宅スマート※

24 時間

北陸道

砺波 IC 〜小杉 IC

高岡砺波スマート 24 時間

美川 IC 〜白山 IC

徳光スマート

24 時間

東海北陸道

福光 IC 〜小矢部砺波 JCT

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

舞鶴若狭道 若狭上中 IC 〜若狭三方 IC

富山市本丸1-34

ふ がんうん が かんすいこうえん

kureha

IC 〜 IC

Tel 076-425-8440 富山観光遊覧船
（株）
IC 北陸自動車道 富山ICより約15分

富岩運河環水公園

呉羽 富山のお土産の王道といえば
PA
「月世界」

道路名

まちなか観光に便利な富山城址公園の
松川茶屋を発着地とし、松川を 30 分か
けて遊覧します。川沿いにはソメイヨシ
ノが約 460 本植えられ、日本さくら名所
100 選に選ばれています。
３月 30 日から
４月20日には
「松川スプリングクルーズ」
が運航され、
桜のトンネルをくぐります。

南砺スマート

Tel

ホタルイカ

富山のかまぼこ

富山湾の恵みの代表格ともいえるホタル
イカ。春の深夜から早朝にかけて、富山
湾沿岸では青白く光る美しいホタルイカ
の姿を見ることができます。全国でも漁
として成り立つのは富山だけといわれて
おり、定番の酢味噌あえをはじめ、沖漬
けや天ぷらなど極上の味は必食です。

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。

富山県内の飲食店、生鮮食品店、おみやげ店
休 IC 各店舗により異なる

Tel

富山県内の生鮮食料品店、おみやげ店
休 IC 各店舗により異なる

24 時間

※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。
※2020年3月29日
（日）
午前6時以降、終日ご利用いただけます。
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
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黒部 朝日 滑川

黒部
朝日・滑川

KUROBE / ASAHI / NAMERIKAWA

春爛漫、

KUROBE ／ ASAHI ／ NAMERIKAWA

映える大自然

立山 IC 〜朝日 IC

黒部峡谷トロッコ電車
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ザル、春の
花々がお出迎え。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
Tel 0765-62-1011

SA PAのご案内

医食同源、名品を味わう

arisoumi

有磯海 こしと粘りもちもちの食感
SA
「氷見うどん」

あさひ舟川「春の四重奏」

全国的に有名な氷見うどんに、
「富山湾の宝石」
と呼ばれる白えびの天ぷらが付いております。
富山の味覚を一度に楽しめる逸品です。有磯海
SA にお立ち寄りの際はぜひお召し上がりくだ
さい。
氷見うどん／ 900円

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。

arisoumi

春の香り…
有磯海 富山湾、
SA
「白えび塩ら〜めん」
4月に解禁となる、
富山湾の宝石「白えび」。スー
プに味と香りを加え、仕上げに白えびの天ぷら
をトッピングした、シンプルかつ味わい深い人
気の塩らーめんです。ぜひ、お召し上がりくだ
さい。

Tel 0765-83-1100 朝日町役場 商工観光課
IC 北陸自動車道 朝日ICより約5分

白えび塩ら〜めん／ 900円

上り

滑川 IC

9.6km

魚津 IC

☎

24H

076-471-2901

レストラン

「ホテルニューオータニ高岡」直営の工場で作
るオリジナルます寿し。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
が調和した逸品です。お土産に喜ばれること間
違いなし。
11：00

（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

21：00
ショッピングコーナー

逆走車にご注意ください！

指定された方
向へ進行する
ための標識

24H

☎

0765-22-9772

サービスエリア・コンシェルジュ

黒部 IC

朝日 IC

Tel

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。

ンターチェンジまで走行してください。

9:00 ～ 17:00
（入館は16:30まで）
IC 北陸自動車道 滑川ICより約10分

白えび

バタバタ茶

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

朝日町では、
「バタバタ茶」というお茶の
風習が今も地域に根付いています。煮た
てた黒茶
（中国茶）を茶筅で泡立てたも
ので、
バタバタ茶伝承館では実際に地元

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！

の方と会話を楽しみながらお茶会に参
加することもできます。ゆったりと心温
まるひとときをお過ごしください。
朝日町蛭谷484（バタバタ茶伝承館） Tel 0765-84-8870
10:00 ～ 15:00 休 火・木・日曜日 ※12月中旬～ 2月までの冬期間は閉館 IC 朝日ICより約13分

（株）
ホテル
ニューオータニ高岡
☎ 0765-22-3356

24H

ぷらっとパーク

行き先はしっかり確認！

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。

道路標識

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

滑川市中川原410

休 ６月１日～３月１９日の毎週火曜日
（祝日の場合は翌水曜日）
・年末年始

富山県内の飲食店、生鮮食品店、おみやげ店
休 IC 各店舗により異なる

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

Tel 076-476-9300

下り

ますの寿し一段／ 1,500円

ハイウェイ情報ターミナル

朝日町舟川新

生きたホタルイカの発光ショー（春期限
定）や深層水のタッチプール
「深海不思
議の泉」をはじめ、ホタルイカの生態や
生息する富山湾の神秘について楽しく
学べます。
レストランも併設されており、
海を見ながら食事もお楽しみいただけ
ます。

4.2km

4.5km

有磯海 当店売れ筋 No.1
SA
「ますの寿し一段」

〜

〜

入善 PA

2.2km
5.6km

arisoumi

富山県のブランド米である
「富富富」
を使用して
いる素材にこだわったクランチチョコレートです。
「富富富」
特有の甘味とサクッとした食感をお楽
しみいただけます。
富山のお土産にいかがでしょ
うか。
富富富お米しょこら
（24個入）
／ 1,620円
24H

7.1km
3.7km

8.1km

有磯海 富山のめぐみのチョコレート
SA
「富富富お米しょこら（24個入）」

21：00

有磯海 SA

立山 IC

arisoumi

11：00

ほたるいかミュージアム

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より約15分

Tel 0765-54-8181

道路標識や路
面標示を確認
しましょう

休館日

YKKセンターパーク
（外観）

34 35
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城下町大聖寺流し舟
（加賀市） 黒部ダム観光放水
（立山町）
photo:石川県観光連盟 photo:とやま観光推進機構
刈込池
（大野市） 田尻池
（富山市）
photo:福井県観光連盟 photo:とやま観光推進機構
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●広告掲載に関するお問合せは
Tel.076-240-4930広報・CS課まで

