
●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

　　　　　   04

　　　　　　　　    06

I N D E X

12	 陽春にきらめく景勝を見晴らす 福井県
若狭   12
丹南   14
福井・勝山・大野   16
坂井・あわら   18

20	 春霞たなびく景色にこころ洗われる 石川県
加賀・白山   20
金沢   22
能登   24

26	 雪解けの里山に訪れる春の知らせ 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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敦賀市

金崎宮へ桜見物に訪れた男女が「花換えましょう」と声
をかけあい、桜の小枝を交換することで想いを伝え合っ
たといわれるロマンチックなお祭りです。

「花換え」をしたカップルは将来幸せに恵まれるといわれ
毎年大勢の若者が訪れています。

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。

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16：30まで）　【休館日】水曜日（祝日の場合その翌日）、年末年始

お問合せ

15木～1木4/

今
、
あ
な
た
の

　
　恋
物
語
が
花
開
く
…

し
あ
わ
せ

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ）
〈場 所〉金崎宮
 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

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ）
〈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

敦賀観光案内所
〒914-0055 福井県敦賀市鉄輪町1丁目1-19

【営業時間】8：00～20：00（年中無休）
TEL.0770-21-8686

お問合せ
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敦賀市

敦賀港だからこそ伝えられる「命」と「平和」

2021年
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information

SA PAのご案内

近江牛入り山小屋うどん／970円

コシがありつるつるとした讃岐うどんを関西
風うどんダシで味付けし、日本三大和牛の一
つで霜降り度合いが高く、肉質が繊細で脂に
甘みがあり最高級の肉と言われる近江牛と国
産牛をブレンドした当店自慢の逸品です。

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

手作り豆乳アイス／340円

滋賀県湖北町産の無農薬大豆 100％の濃厚豆
乳をベースにし、乳製品、卵、白砂糖を一切
使用していない乳・卵アレルギー対応の手作
りアイス。豆乳から作られたとは思えないほ
ど濃厚でなめらかな食感をお楽しみ下さい。

からだに優しい純粋豆乳
手作り豆乳アイス

賤ヶ岳
SA

shizugatake

24H ☎
0749-86-3348 24H 近江鉄道（株）

☎0749-86-2111

    

サクサクのコロッケに、日本三大和牛の一つ
近江牛の旨みをギュッと詰め込んだ人気商品
です。外売店コーナーでお買い求めいただけ
ますので、小腹が空いた時やドライブのお供
に是非おひとついかがでしょうか。

近江牛をお手軽に!!

近江牛コロッケ
賤ヶ岳
SA

shizugatake

    

羽二重餅粉を使った生地につぶあんとマーガ
リンをサンドした和風スイーツです。甘さの
バランスが絶妙なリピーター続出の人気スイ
ーツですので、お立ち寄りの際は是非お試し
あれ !! 羽二重ぱんけーき／1個162円　4個入702円　6個入1,080円

近江牛コロッケ／1個250円

あっさりとした甘さで大人気 !!

羽二重ぱんけーき
賤ヶ岳
SA

shizugatake

かたパン／324円

ひと口目はその固さに驚きますが、カリカリ
とした歯ごたえと、噛みしめるほどに広がる
深ーい味わいに「また食べたい !!」と思わせ
る敦賀名物かたパンを是非お試しあれ。

敦賀名物
かたパン

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）
☎0770-28-1631

    

杉津 PA 上り線といえば鉄板焼き定食でしょ！
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性ソースの相
性は抜群で、一度食べたらやみつきになるうま
さとおいしさ。あつあつの鉄板で召し上がれ！ ソース焼きそば定食／770円

また食べたくなるこの旨さ
ソース焼きそば定食

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

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

※ 3月18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。

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2020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

鯖街道ミュージアム
日本遺産に認定された鯖街道をはじめ
とする小浜市の文化財や伝統芸能、祭礼
などを展示や映像で紹介するミュージア
ムが2020年3月にオープンしました。屋
外広場は、鯖街道の起点から京都・出町
までを道標と針畑峠を模した築山、琵琶
湖を模した砂利敷等で表現しています。

Tel 0770-64-6034　小浜市教育委員会文化課　  小浜市小浜広峰17-1
IC 舞鶴若狭自動車道 小浜ICから約10分

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から約10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。

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から約3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。2020年4月にリニューアルオープン
したレインボーライン山頂公園では、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
み

方
かた

五
ご

湖
こ

Tel 0770-45-2678　（株）レインボーライン
 若狭町・美浜町

IC 舞鶴若狭自動車道 若狭三方ICから約20分

陽春にきらめく
景勝を見晴らす

若狭たかはま鮨
奈良の平城宮跡から出土した荷礼木簡
（荷物を送るときにつけた荷札）の中に、
若狭国遠敷群青の里（現在の高浜町青
郷地区）より、すしを献上した記録が発
見されました。高浜町では「すしゆかり
の地」として、地元産の食材を使った色
鮮やかなお寿司をご賞味いただけます。

 高浜町内の飲食店、おみやげ店
Tel  休  IC 各店舗により異なる

三ツ星若狭牛
明治時代から食されている歴史ある若
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。

 福井県内の生鮮食品店、飲食店
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

ふわふわのオムライスの上に豚カツを乗せ
て、デミグラスソースをかけていただく、地
元で愛されるソウルフードです。お子様から
大人まで楽しめる洋食の王道を是非ご賞味く
ださい。 あとがけデミグラ　ボルガライス／1,000円

地元で愛される洋食の王道
あとがけデミグラ　ボルガライス

南条
SA

nanjyo

福井は全国有数のそば処。挽きたてのそば粉
を麺打ちした、風味豊かな越前そばをおみや
げでもどうぞ。取っ手を持つと、まるで大根
をおろしているような箱デザインも特長で
す。（商品に大根は含まれておりません） 越前そば手提げ箱（4食入）／1,296円

そば処「福井」のお土産といえば
越前そば手提げ箱（4食入）

南条
SA

nanjyo

北陸 B 級グルメの代表格の福井名物ソース
かつ丼です！細かいパン粉で揚げた薄目のカ
ツを、当店のオリジナルソースで仕上げた自
慢の逸品です。お立ち寄りの際は是非ご賞味
ください。 ソースかつ丼／1,100円

福井と言ったらこれ！福井の定番商品
ソースかつ丼

南条
SA

nanjyo

しっかりとした食感が特徴の和風スイーツで
す。6 種類から選べる昔懐かしい手作り団子
をお好きな本数で選べます。ちょっと一息つ
きたい時やドライブのお供に是非いかがでし
ょうか。 温故心（まごころ）団子／1本160円

一本から選べる！お手軽ワンハンドスナック
温故心（まごころ）団子

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

丹南

1514 15

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！

E8 北陸道リニューアル工事のお知らせ
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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

※ 3月18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。

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。

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

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から約10分

越前古窯博物館
越前焼は日本遺産に認定されている日本
六古窯の一つで、国指定伝統的工芸品で
す。資料館では越前古窯研究の第一人者
である水野九右衛門氏が収集した貴重
な越前焼資料（国登録有形文化財）を展
示しています。移築された旧水野家住宅
では、越前焼茶碗でお抹茶を楽しめます。

Tel 0778-32-2174　福井県陶芸館　  丹生郡越前町小曽原107-1-169
IC 北陸自動車道 武生IC、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

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ストラッ
プ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。

めがねミュージアム

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

郷土が培う
クラフトテクノロジーにふれる

ヤリイカ
越前海岸沿岸は年間をとおして多くの
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
理法で味わうことができる旬の味です。

 福井県内の生鮮食料品店、飲食店
Tel  休  IC 各店舗により異なる

越前おろしそば
福井に来たら食べずには帰れないのが
越前おろしそばです。その特徴は、なん
といっても蕎麦の強い風味が楽しめる
麺と、たっぷりの大根おろし。蕎麦殻を
挽いて混ぜこんだ麺は、歯ごたえも香り
も一級品！ピリリと辛い大根おろしの
アクセントがクセになる美味しさです。

 福井県内の飲食店
Tel  休  IC 各店舗により異なる

TANN
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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、福井の B級グルメ
代表の料理です。ほんのり甘いこだわり濃厚
ソースでお楽しみください。お子様から大人
の方まで、大人気の商品です。

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の「竹田
の油揚げ」がのったおろしそばです。外はパ
リッとした食感！内はジューシーな大豆の味
が特徴の逸品です。 ボルガライス／820円竹田の油あげおろしそば／860円

福井のB級グルメのエース！
ボルガライス

地元で人気の厚揚げ入り
竹田の油あげおろしそば

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

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いるため、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

里芋の煮っ転がし／627円

里芋の伝統料理といえば「煮っ転がし」。里
芋の名産地、福井県奥越産の里芋のみ使用し
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。

とっておきのモチモチ食感！
里芋の煮っ転がし

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

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
の情報をメールで受信することも可能です。［ https://www.c-ihighway.jp/ ］

お出かけ前に「アイハイウェイ中日本」で確認を！

iHighway中日本
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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

※ 3月18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。

風和らぐ
歴史街道に思いを馳せる

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から約10分

越前大野城
織田信長に仕えた金森長近が築城。現
在の天守は1968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　大野市観光交流課　  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。3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から約10分

ふくいサーモン
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、
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、飲食店
Tel  休  IC 各店舗により異なる

ごまどうふ
古くから仏教が盛んな福井県では、精進
料理の定番であるごまどうふが名物で
す。永平寺の参道にはごまどうふを提供
するお店が多くあり、観光客でにぎわっ
ています。白山の美味しい水、香り高い
胡麻、良質な葛を使用したもっちり食感
はやみつきになること間違いなし！

 永平寺町内の飲食店、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
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