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2福井県年
ねん

縞
こう

博物館
45mにも及ぶ水月湖の湖底堆積物の展示デザインや研究、
建築などが評価され、第2回日本博物館協会賞やBCS賞を
はじめ数々の受賞歴を持つ、今話題の博物館です。併設する
おしゃれなカフェには年縞にちなんだ面白いメニューもあります。

 三方上中郡若狭町鳥浜122-12-1　  舞鶴若狭自動車道 三方五湖スマートIC
より約5分  0770-45-0456　福井県年縞博物館　

レインボーライン山頂公園1 レインボーライン途中にある絶景の公園です。「三方五湖に浮かぶ
天空のテラス」をコンセプトにしたテイストの異なるテラスが５つあ
り、360度の展望が楽しめます。リニューアルされた展望レストラ
ンなども見所です。

 三方上中郡若狭町気山18-22-2　  舞鶴若狭自動車道 若狭三方ICより約20分
 0770-45-2678　（株）レインボーライン　  バラ園 春：5/20～6/20頃 秋：10/20

～11/20頃 2022年春：レストラン・ショップ、リニューアルオープン

三方五湖をぐるりと回れば、
湖の太古の歴史と
新しい魅力を知ることができる。

神秘の湖をめぐる絶景の道

E27舞鶴若狭道 通行止めのお知らせ 広域全体図

例
　
凡

高速道路および自動車専用道路

舞鶴若狭道 昼夜間通行止区間

舞鶴若狭道 夜間通行止区間

主要 回路（国道27号）

国道27号は平日朝・夕の時間帯に混雑が予想されます。
ご利用時間帯の変更などご検討をお願いいたします。

道路の点検・清掃・補修などをおこなうための工事により、通行止めを実施し
ます。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

夜 間 通 行 止 め：小浜IC⇔若狭美浜IC（上下線）
　　　　　　　　　4/18㊊➡4/27㊌　うち5夜間　各日20時→翌6時
　　　　　　　　　土・日の夜間通行止めはおこないません。
昼夜連続通行止め：若狭美浜IC⇔敦賀JCT（上下線）
　　　　　　　　　4/18㊊20時➡4/23㊏6時
　　　　　　　　　 工事の進捗により、夜間通行止めに移行する場合

があります。
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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　https://www.fuku-e.com/ 検索ふくいドットコム※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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花の彩りを愛で、森の静寂に触れる
福井有数の花の名所の賑わいと、苔生す神の聖域と。

西山公園3 「日本の歴史公園100選」に認定された、日本海側随一のつつじ
の名所です。園内には無料のミニ動物園や芝生広場、冒険の森、
日本庭園などがあり、大人も子供も楽しめます。毎年GWにはつ
つじ祭りも開催されます。

 鯖江市桜町3-7-20　  北陸自動車道 鯖江ICより約5分
 0778-51-1001　鯖江市公園管理事務所　  ５月上旬 つつじまつり

4岡太神社・大瀧神社
国の重要文化財に指定された日本で唯一、紙の神様「川上
御前」を祀った神社です。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、幾重にも波が寄せあうような複雑な
屋根や、至るところに施された彫刻を見るのもおすすめです。

 越前市大滝町13-1　  北陸自動車道 武生ICより約10分
 0778-42-0017　越前製紙工場（岡太講）　  ５月上旬 神と紙のまつり　※祭

りについてのお問い合わせは　  0778-43-0875　福井県和紙工業協同組合

3
（上）5月上旬のつつじまつり

（下）動物園内のレッサーパンダ

WEBサイトではバックナンバーや、みなさまからの思い出・エピソードを掲載する
「道楽ひろば」が閲覧できます。
～過去の特集～
2021秋冬号　「悠久の物語を訪ねて　北陸源平記」
2021夏　号　「涼をさそう周遊コースを走る　潮風ロード漫遊記」
2021春　号　「おいしい寄り道　花紀行」

https://www.c-nexco.co.jp/activity/hokurikudoraku/

北陸道楽WEBサイトへのアクセスも
お待ちしています!!

アクセスはこちらから
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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

HP http://www.maedaseika.co.jp　  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

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　https://www.fuku-e.com/ 検索ふくいドットコム※営業時間については各施設にお問い合わせください。

→ 位置情報は 
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Ⓒ福井県立恐竜博物館

16

6あわら温泉
関西の奥座敷として昔から広く親しまれている歴史ある温泉
街です。無料の足湯もあるので、旅の途中にふらりと立ち寄っ
てみるのもOK。三国港や東尋坊などにも近く、海の幸や観
光資源に恵まれています。

 あわら市温泉1-1-1　  北陸自動車道 金津ICより約15分
 0776-77-1877　あわら温泉情報処「おしえる座ぁ」

福井県立恐竜博物館5 「恐竜の世界」「地球の科学」「生命の歴史」の３ゾーンで恐竜や
地球史を学習できる国内最大級の博物館です。恐竜全身骨格や
大型復元ジオラマや映像など、子供から大人まで大迫力の世界を
楽しんで学習できます。

 勝山市村岡町寺尾51-11 かつやま恐竜の森内　  中部縦貫自動車道 勝山ICより約10分
 0779-88-0001　福井県立恐竜博物館　※事前予約制

迫力満点の化石やジオラマの世界！
一度は訪れたい、太古の世界へタイムスリップ。

いざ、恐竜のワールドへ

5
（上）道の駅恐竜渓谷かつやまのフクイラプトル

（下）博物館屋上の恐竜博士
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※現地にお越しの際は、営業時間・休館日等各施設へお問い合わせください。なお、新型コロナウイルス感染対策をおこない、お越しいただけるようお願いいたします。
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BUBBLES BURGER（バブルスバーガー）

植物由来の7色バンズに、自分で好きな具材を好きな組み合わ
せで挟み完成させる食の体験型ショップ。ハンバーガーショップと
いう枠にとらわれないスタイルと空間で非日常を味わうことができ
ます。自然豊かな足羽山というロケーションに無機質な店内との
対比をお楽しみください。テイクアウトも可能です。

 福井県福井市足羽上町111 ASUWAYAMA DECK内　  北陸自動車道 福井ICより約15分
 0776-36-3733　  10：00〜17：00　  定休日なし

（左）癒しのジャングルカフェ　（右）かわいいラテアート（左）池田町内にある店舗　（右）お取り寄せの塩だし蕎麦

green parlour ベルベール9 1980年のオープン以来、鯖江で根強い人気を博すパーラー。
南国の植物が自生するジャングルのような店内は、北陸では珍し
い癒しの異空間です。メニューはスイーツだけでなく、フードメ
ニューも充実しており、友達とでもファミリーでもオールタイムで
楽しめます。

 福井県鯖江市小黒町1-5-3　  北陸自動車道 鯖江ICより約10分
 0778-52-3888　  9:30〜23:00　  火曜定休

そば処 一福8 創業40年、おろし蕎麦の聖地 福井で「塩だし蕎麦」というジャ
ンルを確立した、こだわりの店。いくつかの海塩をブレンドして作
られた琥珀色の塩だしはシンプルですが、その分蕎麦の風味を
感じることができるこだわりの逸品です。Webサイトからネット注
文することも可能です。

 福井県今立郡池田町34-24-1　  北陸自動車道 武生ICより約30分
 0778-44-6121　  11:00〜17:00（そばがなくなり次第閉店）　  火曜定休（祝日の場合は翌日休業）

OTM ICECREAM（オーティーエム アイスクリーム）

7

自社栽培された栄養価の高いマイクログリーンを使用した"ギルトフ
リーアイスクリーム"を絶景ロケーションで楽しめます。20種類のフ
レッシュなマイクログリーンと好みのオリジナルアイス＆トッピングで
組み合わせの総数は13,680通り。その日の気分に合わせて自分
好みのアイスクリームをお楽しみください。テイクアウトも可能です。

オリジナリティー溢れる
福井の新旧ショップ
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2石川県農林総合研究センター
林業試験場　樹木公園

広大な敷地に芝生広場や花木園、針葉樹林などがあり、お
よそ800種、約15,000本の樹木が植えられています。中で
も桜や椿は全国的にも有数の規模で、森林浴にもってこいの
公園です。

 白山市三宮町ホ1　  北陸自動車道 白山ICより約25分、能美根上スマートICより約25分
 076-272-0673　林業試験場　  約130品種（約900本）の桜。

柴山潟湖畔公園1 一日に何度も湖面の色を変え、様々な表情を見せる柴山潟の湖畔
にある公園です。春には桜とともに霊峰白山を望むビューポイントと
しても有名。GW頃から屋形船も運航されます。

 加賀市潮津町イ106　  北陸自動車道 片山津ICより約5分
 0761-74-1123　片山津温泉観光協会　  2021年8月、柴山潟湖畔遊歩道も完成。

真っ白な白山を望みながら、湖畔の優しい風に背中を押されて歩く心地良さ。
春爛漫の風景とともに。

清 し々い春の公園ウォーキング

1
（上）湖畔の野鳥たち

（下）加賀片山津温泉総湯内のまちカフェ

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
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※営業時間については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　https://www.hot-ishikawa.jp/ 検索ほっと石川旅ねっと

石川県七尾市能登島向田町125部10番地 / Tel：0767-84-1175
能越自動車道 和倉ICから約20分　

link 
朝倉祐子 2021年
JGAA賞受賞作品

日本ガラス工芸協会会員による、個性豊かな現代ガラス作品が出品される展覧会。巡回先である当館では、
77名の新作を前期と後期に分けて展示します。また、創立記念50年を記念した「ガラスアートの先輩たち」
展を同時開催し、日本のガラスアートの発展に貢献した協会功労者15名の作品をあわせて紹介します。

休館日：毎月第３火曜日、5月30日（月）～6月3日（金）

前期
2022.
3.12sat.‒5.29sun. 後期

2022.
6.4sat.‒8.28sun.
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桃山⽂化に花を咲かせた 画聖の郷⾥を訪ねて
秀吉や利休にも寵愛された長谷川等伯の
力強く優美な絵図を、ぜひこの機会に。

石川県七尾美術館3 桃山美術の画聖と讃えられた能登七尾出身の絵師、長谷川等伯 
（1539〜1610）の作品や、能登にゆかりのある作品などを展示してい 
ます。毎年春には「長谷川等伯展」を開催し、今年は《水墨・濃淡の妙》 
《着色・彩りの美》《長谷川派の着色・金碧画》の３テーマによる、七
尾初公開作品や「複製松林図屏風」などで等伯の魅力を紹介します。

4猿山岬（雪割草群生地）
奥能登の最後の秘境ともいわれる猿山岬灯台近くにある、日
本有数の雪割草の群生地です。3月中旬から4月上旬にかけ
て色とりどりの雪割草が見頃を迎え、毎年「能登雪割草まつ
り」も開催されます。

 輪島市門前町吉浦　  のと里山海道 穴水ICより約45分　  0768-42-1111
輪島市門前総合支所　  「能登雪割草まつり」2022年3月19日（土）、20日（日）開催

令和４年度春季特別展

長谷川等伯展 ～水墨・濃淡の妙VS着色・彩りの美～
【会期：令和４年４月23日（土）～５月22日（日）】

 七尾市小丸山台1-1　  のと里山海道 徳田大津ICより約10分　  0767-53-1500　石川県七尾美術館
※掲載内容は、状況により変更や中止となる場合もあります。お出掛け前にご確認ください。

「四季花鳥図屏風」（左隻） 長谷川等伯筆　個人蔵
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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　https://www.hot-ishikawa.jp/ 検索ほっと石川旅ねっと※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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花見の王道を満喫
一度は訪れてみたい街、古都金沢。
その歴史が感じられる場所で、
花見の醍醐味を味わう。

6喜多家しだれ桜
樹齢およそ120年のしだれ桜で、見頃になる4月上旬から中
旬には、夜間ライトアップされた幻想的な夜桜を楽しむことが
できます。個人宅のため、早朝や夜10:00以降の鑑賞はご
遠慮ください。

 かほく市上山田ハ15　  のと里山海道 白尾ICより約10分　
 076-283-7105　かほく市産業振興課

金沢城公園5 加賀百万石の栄華を今に伝える公園です。隣接する兼六園ととも
に桜の名所としても知られ、観桜期のライトアップには大勢の人が
訪れます。2020年に復元整備された鼠多門・鼠多門橋も新たな
見所となっています。

 金沢市丸の内1-1　  北陸自動車道 金沢西ICより約30分、金沢森本ICから約20分
 076-234-3800　石川県金沢城・兼六園管理事務所　  例年兼六園と合わせて観桜期のライトアップ
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※現地にお越しの際は、営業時間・休館日等各施設へお問い合わせください。なお、新型コロナウイルス感染対策をおこない、お越しいただけるようお願いいたします。
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（左）焼きたてのマフィン　（右）森の中にあるお店

（左）親子で楽しくピザづくり　（右）自然豊かな遊び場（左）JAあぐりの向かいにある工場兼店舗　（右）天ざるうどん

MAGNOLI9
加賀の山深くにある重要伝統的建造物群保存地区、加賀東谷。その一
角の小さな蔵を改装し、週末になると香ばしい匂いを漂わせているのがこ
の店。看板メニューのマフィンは、素朴で優しい味わい。週末限定の山
奥のカフェに遠くから足を運ぶ常連客が多いのも頷けます。

 石川県加賀市山中温泉杉水町ハ103番地1　  北陸自動車道 片山津ICより約５0分
 090-8097-0487　  11:00-16:00　  土日祝日営業（金曜営業の日もあり、12～３月は休業）

ケロンの小さな村8 自然遊びやワークショップなど、様々な自然体験ができるこの
「村」。奥能登の⾥山で地産地消を心がけるこの村のおすすめ
は、村内でとれた農作物を使ったピザづくり体験。自家製粉した
米粉やオリジナルソースを使った体験に、大人も子供も大満足
です。

 石川県鳳珠郡能登町斉和た部26　  のと里山街道 のと里山空港ICより約15分
 090-4322-1380・0768-62-1471　  10:00~17:00　  土日曜のみ営業（GWは営業）

味の中石 名代めん塾7 奥の細道の旅の途中で、芭蕉が唯一後戻りした地、小松。そ
れは小松のうどんを食べたくなったから、という逸話がある程。
松尾芭蕉をも虜にし、「全国ご当地うどんサミット」でグランプリ
を受賞した小松うどんは、工場直営のこの店で。出来立て麵の
つるっとしたうまさを味わえます。

 石川県小松市日末町い78　  北陸自動車道 小松ICより約10分
 0761-44-8338　  平日11:00～14:00、土日祝日11:00～15:00　  火曜定休

　

春の加賀能登、心躍るFOOD
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→ 位置情報は 
30ページ地図へ

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 
P24 下段に

お出かけ情報を発信している 
公式アカウントの紹介があるよ！

フォローしてね !

22

2ほたるいかミュージアム
富山湾の神秘と言われるほたるいかの生態や、棲息する富
山湾について楽しく学べる体験型のミュージアムです。3月下
旬～5月下旬の期間限定で、ほたるいかの発光ライブショー
を見ることができます。

 滑川市中川原410　  北陸自動車道 滑川ICより約10分
 076-476-9300　ほたるいかミュージアム

松川遊覧船1 富山城を守った神通川の名残り、松川を約30分かけてゆったりと
運航します。春には「日本さくら名所100選」に選ばれた桜のトン
ネルをくぐり、風流なクルーズを楽しむことができます。発着は富山
城址公園の松川茶屋です。

 富山市本丸1-34　  北陸自動車道 富山ICから約15分
 076-425-8440　富山観光遊覧船株式会社

1
（上）湖畔の野鳥たち

（下）加賀片山津温泉総湯内のまちカフェ

時の流れを忘れ、桜吹雪の中へ
富山の歴史を感じながら、川の流れにゆらり揺られる。
見上げれば桜、水面にも桜。
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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　https://www.info-toyama.com/ 検索とやま観光ナビ※営業時間については各施設にお問い合わせください。

YKKセンターパーク®
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。

入場
無料

Tel 0765-54-8181　黒部ツーリズム㈱　  黒部市吉田200
休館日  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

丸屋根展示館1号館

※「YKKセンターパーク」は
　YKK株式会社の登録商標です。

23

（上）5月上旬のつつじまつり

（下）動物園内のレッサーパンダ
3

4黒部峡谷トロッコ電車
宇奈月から欅平まで約20kmを片道約80分で運行していま
す。春には山頂付近や谷の残雪、新緑などの美しい風景が
楽しめます。黒薙駅には黒薙温泉があり、黒部峡谷トロッコ
電車でしか辿り着けない秘湯が楽しめます。

 黒部市黒部峡谷口　  北陸自動車道 黒部ICより約20分
 0765-62-1011　黒部峡谷鉄道（株）お客さまセンター

あさひ舟川「春の四重奏」3 4月初旬から中旬にかけて、残雪の北アルプスに約280本の桜並
木、菜の花、チューリップが織りなす、ここでしか見ることのできな
い美しい四重奏を楽しめます。開花時期には臨時駐車場の設置や
シャトルバスも運行されます。※期間中、土日は周辺の駐車場の
ご利用はできません。シャトルバスをご利用下さい。

 下新川郡朝日町舟川新　  北陸自動車道 朝日ICより約5分
 0765-83-1100　朝日町役場商工観光課

花と雪山が織りなす春のカルテット
カラフルな花 と々雪を頂いた北アルプス。
重なり合う豊かな景⾊に、心が解き放たれる。

3
（上）七尾駅 長谷川等伯像

（下）美術館外観
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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　https://www.info-toyama.com/ 検索とやま観光ナビ※ 3 月 24 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。 ※営業時間については各施設にお問い合わせください。

→ 位置情報は 
30ページ地図へ

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!

※�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、P22の金沢支社アカウントをご確認
ください。

公式アカウント 「みちのつぶやき～NEXCO中日本～」
みなさまのフォローおまちしております！

フォローは
こちらから！

24

（上）雨晴海岸そばを走るJR氷見線

（下）義経岩
5

6砺波チューリップ公園・
チューリップ四季彩館

チューリップをテーマとした四季折々の花を楽しめる公園です。
春のチューリップフェアでは⾊とりどりのチューリップが咲き誇
り、多くの人で賑わいます。隣接するチューリップ四季彩館
では、その秘密を学ぶこともできます。

 砺波市花園町1-32　  北陸自動車道 砺波ICより約5分
 0763-33-7716　チューリップ四季彩館

雨晴海岸5 万葉歌人の大伴家持がこよなく愛し、多くの歌を詠んだ美しい海岸
です。浜から眺める岩礁や女岩と、富山湾越しに見える3,000m
級の立山連峰の眺めは格別で、息を呑む景⾊を見ることができます。

 高岡市太田雨晴　  能越自動車道 高岡北ICより約15分
 0766-20-1547　高岡市観光協会

海抜0ｍから3000ｍまで、同じフレームに納めることができる
富山ならではの絶景スポット。

富山湾から劔岳まで⼀望できる感動
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※現地にお越しの際は、営業時間・休館日等各施設へお問い合わせください。なお、新型コロナウイルス感染対策をおこない、お越しいただけるようお願いいたします。

25

魚市場食堂7
氷見と言えば魚の宝庫！ そんな氷見の釣屋魚問屋が経営し、競
り場から数メートルにあるこの店は、「きときと（鮮度がいい）」の
魚を食べることができることで有名です。魚市場の雰囲気を味わ
いながら食べる、市場ならではの食堂ラーメンも人気です。

 富山県氷見市比美町435 氷見漁港魚市場2階　  能越自動車道 氷見ICより約10分
 0766-72-2018　  平日6：30〜15：00・土日6：30〜15：30　  1／1〜3定休・

臨時休業有

（左）大岩山日石寺の参道沿いにある大岩店　（右）六本滝（左）テラス席でおいしいスイーツを　（右）きれいに並べられたケーキたち

金龍9 創業以来、看板メニューはそうめん。立山の湧き水をベースに
作られた黄金⾊のつゆの中に、たおやかな麺が美しく並べられて
いる唯⼀無二のそうめんをお目当てに、全国から多くの人が訪
れます。大岩山日石寺や千巌渓なども近くにあるので、古刹巡
りの散策も楽しめます。

 富山県中新川郡上市町大岩11　  北陸自動車道 立山ICより約15分
 076-472-2311　  11:０0〜14:30　  天候により休みあり

パティスリー・シュン8 定番から世界にひとつだけのオーダーメイドケーキや卵を使用し
ないアレルギー対応のケーキまで取り揃えた、赤い屋根のケー
キ屋さん。地物いちごを贅沢に使用したスイーツも人気です。カ
フェスペースも併設されており、晴れた日には果物が実るテラス
で、気持ちのいいカフェタイムを過ごすこともできます。

 富山県氷見市大野新 169-1　  北陸自動車道 氷見ICより約２分
 0766-74-5288　  10:30〜18:30（カフェ11:00〜16:30）　  火曜定休 

（左）土鍋の漁師汁　（右）魚市場の中にある食堂

富山の風土が育んだ
豊かな恵み
を召し上がれ
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こんにちは！
今回からぼく、みちまるくんが、
北陸道のサービスエリア、
パーキングエリアを
ナビゲートするよ！

越前塩使用 塩のり　648円
日本の食文化として海苔本来の「磯の香」を大切に受け継ぐ、地元の老舗「彌右衛門」
こだわりの逸品！越前の塩職人手作りのご飯に合う塩を、口どけ良い有明海産の
初摘み海苔にまぶしておりますので、自然の旨味が楽しめます♪

ｉ ＷＡＦＦＬＥ（アイ ワッフル）　395円
能登町の和菓子の老舗が製造した冷たいワッフル！能登のブルーベリー、輪島の
塩を使用した“徳光限定”の商品です！これからの温かくなる季節に、ドライブの
お供や、お土産品にいかがですか？

有磯せんべい12枚入り　972円
富山湾の宝石と言われる白えびと、ほたるいかを焼き付け、富山湾の海洋深層水で
味付けをしたせんべいです♪海の幸を味わえる富山らしいお土産で、実は「日本ギフ
ト大賞都道府県賞（富山賞）」を受賞している由緒もの。誰からも喜ばれる商品です！

TEL.
0765-22-9772

（株）ホテルニューオータニ高岡　TEL.0765-22-3356

11：00
   〜
21：00

24H有磯海
SA（下）

Arisoumi

TEL.
076-471-2901

（株）ジェック経営コンサルタント　TEL.076-471-2601

11：00
   〜
21：00

24H有磯海
SA（上）

Arisoumi

黒部銘菓 『おもかげ』 1ヶ入130円　6ヶ入850円　12ヶ入1,600円
おもかげは、こしあんを

ぎゅうひ

求肥で包み、紅白の薄皮で挟んだ和菓子です！黒部峡谷に楚々と
香るしゃくなげを表している、黒部宇奈月温泉で大人気のお土産品です♪高速道路では、
「当サービスエリア限定」で販売しております。富山・黒部のお土産としていかがですか？

～ファミリーマート女形谷パーキングエリア上り店
4月下旬オープン予定！～
女形谷パーキングエリアにあった売店を改装し、新たにファミリーマートとし
て新装オープンします。店内では、おむすびやサンドイッチ、ファミチキなど
人気の中食商品やカー用品、地元のおみやげも用意。ドライバーや観光で来
られたお客さまのニーズにお応えします。

～ NEXCO中日本 サービスエリアSNSサイトのご案内～
NEXCO中日本では、サービスエリア向けのアカウントを各種運
営しています。食べ物やおみやげ、各種イベントにYouTube
「みちまるくんチャンネル」など、お得な情報がいっぱい！ぜひ
お出かけ前にご確認ください。

Instagram YouTubeTwitterTwitterFacebook

エリアのスタッフさん達
にも手伝ってもらって、

「隠れた」（ひょっとしたら、
もうすぐブレイクするかも？？）
おみやげを見つけてみたよ。

各サービスエリア・
パーキングエリアの情報は

NEXCO 中日本
「サービスエリアガイド」でも 、

紹介しています。

第1弾は、
各エリアの「隠れた」
おみやげの特集だよ。

北陸といえば・・ます寿司、きんつば、
へしこなどが浮かんでくるけど、
他にもユニークな商品が
いっぱいあるよ！

（株）ハチバン　TEL.076-275-6412

7：00～20：30徳　光
PA（下）
Tokumitsu

9：00～19：30

24H

（株）ハチバン　TEL.076-275-6411

7：00～19：30徳　光
PA（上）
Tokumitsu

８番らーめん（味噌、塩、醤油）　435円
北陸のソウルフード「８番らーめん」をお土産としてご用意しました！お味は、加賀
産の100％熟成した味噌、しょうが・にんにく風味がいっぱいの塩、うまみを豊かに
した醤油の3種類です！ご自宅用としても、大切な人へのお土産としても人気です！

福井がとーしょこら 福井がとーふろまーじゅ （各）1,350円
チョコレートの程よい苦みと甘味と酸味が調和した、くちどけまろやかなガトー
ショコラ…！しっとりとした口当たりで、口に入れた瞬間に広がるチーズ独特の奥
深い味わいのガトーフロマージュ…！家族やご友人とご一緒にどうぞ！
南条サービスアリア（上り線）限定商品です！

TEL.
0778-47-3598

三谷商事（株）　TEL.0778-47-3596

11：00
   〜
21：00

24H南　条
SA（上）

Nanjo
24H スターバックスコーヒー

7：30～21：00

大津屋（株）　TEL.0778-52-1205

24H北鯖江
PA（下）
KitaSabae

みんなもお出かけの際は、
ぜひ北陸道の各エリアに寄って、
おいしいおみやげ買ってみてね！

松井さん

國下さん

佐藤さん

丹羽さん

石坂さん

山本さん（右）
赤穂さん（左）

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

24H

24H

※商品の掲戟価格は、対象別にそれぞれ標準税率 10%、軽減税率 8％を込みで記載しています。また、価格は予告なく変動する場合があります。※万ー商品が売り切れの場合は、ご容赦ください。
※各エリアのスタッフは、 撮影時のみマスクを外しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

※新型コロナウイルスの影響により、営業時間の短縮をおこなっている場合もございます。現地にお越しの際は WEB サイト等で最新の情報をご確認ください。

や　え　も　ん

北陸道サービスエリア・
パーキングエリアの

「隠れた」おみやげ特集！！

SA·PA
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こんにちは！
今回からぼく、みちまるくんが、
北陸道のサービスエリア、
パーキングエリアを
ナビゲートするよ！

越前塩使用 塩のり　648円
日本の食文化として海苔本来の「磯の香」を大切に受け継ぐ、地元の老舗「彌右衛門」
こだわりの逸品！越前の塩職人手作りのご飯に合う塩を、口どけ良い有明海産の
初摘み海苔にまぶしておりますので、自然の旨味が楽しめます♪

ｉ ＷＡＦＦＬＥ（アイ ワッフル）　395円
能登町の和菓子の老舗が製造した冷たいワッフル！能登のブルーベリー、輪島の
塩を使用した“徳光限定”の商品です！これからの温かくなる季節に、ドライブの
お供や、お土産品にいかがですか？

有磯せんべい12枚入り　972円
富山湾の宝石と言われる白えびと、ほたるいかを焼き付け、富山湾の海洋深層水で
味付けをしたせんべいです♪海の幸を味わえる富山らしいお土産で、実は「日本ギフ
ト大賞都道府県賞（富山賞）」を受賞している由緒もの。誰からも喜ばれる商品です！

TEL.
0765-22-9772

（株）ホテルニューオータニ高岡　TEL.0765-22-3356

11：00
   〜
21：00

24H有磯海
SA（下）

Arisoumi

TEL.
076-471-2901

（株）ジェック経営コンサルタント　TEL.076-471-2601

11：00
   〜
21：00

24H有磯海
SA（上）

Arisoumi

黒部銘菓 『おもかげ』 1ヶ入130円　6ヶ入850円　12ヶ入1,600円
おもかげは、こしあんを

ぎゅうひ

求肥で包み、紅白の薄皮で挟んだ和菓子です！黒部峡谷に楚々と
香るしゃくなげを表している、黒部宇奈月温泉で大人気のお土産品です♪高速道路では、
「当サービスエリア限定」で販売しております。富山・黒部のお土産としていかがですか？

～ファミリーマート女形谷パーキングエリア上り店
4月下旬オープン予定！～
女形谷パーキングエリアにあった売店を改装し、新たにファミリーマートとし
て新装オープンします。店内では、おむすびやサンドイッチ、ファミチキなど
人気の中食商品やカー用品、地元のおみやげも用意。ドライバーや観光で来
られたお客さまのニーズにお応えします。

～ NEXCO中日本 サービスエリアSNSサイトのご案内～
NEXCO中日本では、サービスエリア向けのアカウントを各種運
営しています。食べ物やおみやげ、各種イベントにYouTube
「みちまるくんチャンネル」など、お得な情報がいっぱい！ぜひ
お出かけ前にご確認ください。

Instagram YouTubeTwitterTwitterFacebook

エリアのスタッフさん達
にも手伝ってもらって、

「隠れた」（ひょっとしたら、
もうすぐブレイクするかも？？）
おみやげを見つけてみたよ。

各サービスエリア・
パーキングエリアの情報は

NEXCO 中日本
「サービスエリアガイド」でも 、

紹介しています。

第1弾は、
各エリアの「隠れた」
おみやげの特集だよ。

北陸といえば・・ます寿司、きんつば、
へしこなどが浮かんでくるけど、
他にもユニークな商品が
いっぱいあるよ！

（株）ハチバン　TEL.076-275-6412

7：00～20：30徳　光
PA（下）
Tokumitsu

9：00～19：30

24H

（株）ハチバン　TEL.076-275-6411

7：00～19：30徳　光
PA（上）
Tokumitsu

８番らーめん（味噌、塩、醤油）　435円
北陸のソウルフード「８番らーめん」をお土産としてご用意しました！お味は、加賀
産の100％熟成した味噌、しょうが・にんにく風味がいっぱいの塩、うまみを豊かに
した醤油の3種類です！ご自宅用としても、大切な人へのお土産としても人気です！

福井がとーしょこら 福井がとーふろまーじゅ （各）1,350円
チョコレートの程よい苦みと甘味と酸味が調和した、くちどけまろやかなガトー
ショコラ…！しっとりとした口当たりで、口に入れた瞬間に広がるチーズ独特の奥
深い味わいのガトーフロマージュ…！家族やご友人とご一緒にどうぞ！
南条サービスアリア（上り線）限定商品です！

TEL.
0778-47-3598

三谷商事（株）　TEL.0778-47-3596

11：00
   〜
21：00

24H南　条
SA（上）

Nanjo
24H スターバックスコーヒー

7：30～21：00

大津屋（株）　TEL.0778-52-1205

24H北鯖江
PA（下）
KitaSabae

みんなもお出かけの際は、
ぜひ北陸道の各エリアに寄って、
おいしいおみやげ買ってみてね！

松井さん

國下さん

佐藤さん

丹羽さん

石坂さん

山本さん（右）
赤穂さん（左）

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

24H

24H

※商品の掲戟価格は、対象別にそれぞれ標準税率 10%、軽減税率 8％を込みで記載しています。また、価格は予告なく変動する場合があります。※万ー商品が売り切れの場合は、ご容赦ください。
※各エリアのスタッフは、 撮影時のみマスクを外しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

※新型コロナウイルスの影響により、営業時間の短縮をおこなっている場合もございます。現地にお越しの際は WEB サイト等で最新の情報をご確認ください。

や　え　も　ん

北陸道サービスエリア・
パーキングエリアの

「隠れた」おみやげ特集！！

SA·PA
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石  川 富  山福  井

撮れたてワンシーン
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おすすめスポット

ああああ神社ああああ神社

石川県金沢市

読 者アンケート・ご 感 想・お 便りはこちらまでQR アンケートの呼びかけや、回答者への
プレゼント等の記載が入ります。

体 験 レ ポ ート

こ の 文 章 は
ダ ミ ー で す

2022.4月～6月

北陸の
イベントカレンダー

4月
4月上旬［朝日町］ あさひ舟川「春の四重奏」

4月上旬［富山市］ 全日本チンドンコンクール

4月上旬～下旬［入善町］ にゅうぜんフラワーロード

4月上旬～下旬5月上旬［滑川市］ 滑川ほたるいか海上観光

4月17日［氷見市］
まるまげ祭り

4月中旬［富山市］ ふちゅう曲水の宴

4月中旬～6月中旬［立山町］ 立山黒部アルペンルート・
雪の大谷ウォーク

4月下旬～5月上旬［砺波市］ となみチューリップフェア

4月下旬［黒部市］ 黒部峡谷オープニング
フェスティバル

5月
5月1日［高岡市］ 高岡御車山祭

5月1日～3日［南砺市］ 福野夜高祭

5月3日［富山市］
越中八尾曳山祭

5月4日［射水市］ 加茂神社「やんさんま」

5月4日～5日［南砺市］ 城端曳山祭

5月15日［高岡市］ 伏木曳山祭「けんか山」

5月17日～18日［富山市］ 岩瀬曳山車祭

5月第3日曜日［射水市］ 越中だいもん凧まつり

5月31日～6月2日［富山市］ 山王まつり

6月
6月第1金・土曜日［小矢部市］ 津沢夜高あんどん祭

6月第1土・日曜日［砺波市］ 庄川観光祭

6月第2金・土曜日［砺波市］ となみ夜高まつり

6月第2日曜日［上市町］ 大岩山日石寺滝開き

6月中旬［射水市］ 太閤山ランドあじさい祭り

6月中旬～下旬［砺波市］ 頼成の森花しょうぶ祭り

6月下旬［黒部市］ じんじん祭り

4月
4月1日～翌3月末［能登一円］ 能登ふるさと博

4月4日～6日［輪島市］ 曳山祭

4月上旬［金沢市］ 兼六園観桜期の無料開放
&ライトアップ

4月第2土・日曜日［加賀市］ 大聖寺桜まつり

4月中旬［中能登町］ 三番叟

4月中旬［七尾市］ 小丸山さくらまつり

4月第4金・土曜日［七尾市］ 住吉大祭

4月下旬～5月上旬［津幡町］ 倶利伽羅さん八重桜まつり

4月下旬～5月上旬［七尾市］ 花嫁のれん展

4月下旬～5月上旬［金沢市中心］ いしかわ・金沢�
風と緑の楽都音楽祭

4月下旬～5月上旬
［珠洲市］
大谷川鯉のぼり
川渡し

4月下旬～5月中旬［輪島市・
珠洲市・穴水町・能都町］

のとキリシマツツジ
オープンガーデン

5月
5月2日～4日［能登町］ とも旗祭

5月3日～4日［加賀市］ 山中漆器まつり

5月3日～5日［能美市］ 久谷茶碗まつり

5月3日～5日［七尾市］ 青粕祭

5月上旬［小松市］ 日本こども歌舞伎まつりin小松

5月中旬
　　金・土・日曜日
［小松市］
お旅まつり

5月中旬［内灘町］ 世界の凧の祭典

5月第4土・日曜日［白山市］ 美川おかえり祭り

6月
6月第1金・土・日曜日［金沢市］ 金沢百万石まつり

6月4日［加賀市・小松市］ 加賀温泉郷菖蒲湯まつり山中・
山代・片山津・粟津温泉（※山代
温泉のみ4日・5日の2日間開催）

6月上旬［輪島市］ 輪島市民まつり

6月上旬［金沢市］ 金沢城・兼六園ライトアップ
～初夏の段～

6月30日［金沢市］ 氷室開き

4月
3月下旬～4月中旬［福井市］ ふくい桜まつり

4月1日～20日［坂井市］ 丸岡城桜まつり

4月8日［若狭町］
宇波西神社の
神事芸能�

4月上旬～中旬［鯖江市］ 花換まつり

4月上旬～中旬［大野市］ 結の花まつり

4月上旬～5月中旬［鯖江市］ さばえ菜花まつり

4月中旬～下旬［坂井市］ 竹田の里しだれ桜まつり

4月29日［あわら市］ あわら温泉春まつり

5月
5月3日［越前市］ 式部とふじまつり

5月3日～4日［鯖江市］ 越前漆器まつり

5月3日～5日［鯖江市］ さばえつつじまつり

5月5日［福井市］ 越前朝倉曲水の宴

5月3日［美浜町］ 早瀬子供歌舞伎

5月上旬［大野市］ シバザクラまつり

5月中旬［美浜町］ 美浜・五木ひろしふるさとマラソン

5月中旬［大野市］ 九頭竜新緑まつり

5月19日～21日
［坂井市］
三国祭

5月第4土・日・月曜日［越前町］ 越前陶芸まつり

5月第4日曜日［南越前町］ 今庄そばまつり

6月
6月上旬～下旬［坂井市］ ゆりフェスタ

6月下旬～8月中旬［南越前町］ はすまつり

6月初旬～中旬
［あわら市］
あわら北潟湖畔
花菖蒲まつり�

※現地にお越しの際は、 最新の情報をご確認ください。
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2022春号の道楽ポスト
は2022年6月20日 ま で
受付中！

＼ 受付期間 ／

千里浜なぎさドライブウェイ

★2022春号の投稿テーマは  『#北陸の夏の思い出』
　北陸の夏といったら、福井県の水晶浜・石川県の千里浜なぎさ
ドライブウェイ・富山県の黒部ダムなど、魅力的な観光スポットが
いっぱいですね。皆さまの素敵なエピソードお待ちしています！
☆アンケートのみも受付中！

【個人情報の取り扱いについて】
お預かりした個人情報は、プレゼントを発送する目的に限り使用し、第三者および他社への流用や公開はおこないません。
なお、投稿いただいた方の中から、誌面とWEBサイトに投稿内容を匿名で掲載させていただくことがあります。

【プレゼントの締め切りと発送について】～2022春号の募集～
道楽賞は、2022年6月20日（月）までの間にアンケートを回答していただいた方を対象に抽選しプレゼントを発送します。誌面
掲載賞およびWEB掲載賞は、2022年5月20日（金）までに#北陸の夏の思い出 を投稿いただいた方の中から、投稿内容を掲載させ
ていただく方にプレゼントを発送します。すべてのプレゼント発送は7月中旬予定です。皆さまの投稿をお待ちしております！

■お問い合わせ先
中日本高速道路株式会社金沢支社（北陸道楽編集部）
TEL 076-240-4930    hokuriku-dou-raku@c-nexco.co.jp

北陸道楽に対するアンケートを募
集しています！アンケートの中で
は、みなさまからの旅の思い出や
エピソードなども募集しています！

⬅道楽ポストWEBサイトは
　こちらから！
　�北陸道楽のバックナンバー
もご覧いただけます。

道楽ポスト
Douraku-Post

アンケートへのご回答は道楽ポストのWEBサイトからお願いいたします。
ご回答していただいた方には抽選で、うれしいプレゼントをお届けします！
また、#北陸の夏の思い出 を投稿いただいた方の中から次号の誌面とWEB
サイトに『道楽ひろば』としてエピソードを匿名で掲載させていただきます。

～アンケート回答方法のご案内～

アンケートサイト

＼ うれしいプレゼント紹介♪ ／

※誌面掲載賞またはWEB掲載賞にご当選された方は、道楽賞の重複当選はございません。
※ 2022年5月20日（金）以降に、#北陸の夏の思い出 を投稿いただいた方は紙面掲載賞

またはWEB掲載賞の対象となりませんのでご了承ください。

抽選で30名さまにNEXCO中日本の
キャラクター「みちまるくんグッズ」
をプレゼント！
〇締め切りは2022年6月20日（月）まで

 ◎道楽賞

次号（2022夏号）の誌面『道楽ひろば』に投稿内
容を掲載させていただく方（5名程度）に富山
県産品ギフトカード1万円分をプレゼント！
〇締め切りは2022年５月20日（金）まで

 ◎誌面掲載賞

北陸道楽WEBサイト『道楽ひろば』に投稿内容
を掲載させていただく方（15名程度）に福井県
のお土産「福井がとーしょこら・福井がとーふ
ろまーじゅ」をプレゼント！
〇締め切りは2022年５月20日（金）まで

 ◎WEB掲載賞
25種類から選べるギフト

南条SA（上り線）限定商品！

貯金箱や
マスクケースなど
みちまるくんの
かわいいグッズ

プレゼント

アンケートに回答いただいた方が対象 #北陸の夏の思い出 を投稿していただいた方が対象
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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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