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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

information
inform atio n

断崖に轟く

SAKAI ／ AWARA

SAKAI / AWARA

坂井
あわら

6.8km

夏の波音

福井北 JCT・IC 〜加賀 IC

東尋坊
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。
Tel 0776-82-1555 ＤＭＯさかい観光局

坂井市三国町東尋坊

IC 北陸自動車道 金津ICから約25分

丸岡城

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。温泉街の北部に広
がる丘陵地では、メロンをはじめ果物の
生産が盛んでフルーツ王国としても知
られ、
ぶどう狩りや梨狩りも楽しめます。
Tel 0776-77-1877 あわら温泉情報処
「おしえる座ぁ」
IC 北陸自動車道 金津ICから約15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。

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

あわら市温泉1-1-1

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
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。
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から約5分

坂井市丸岡町霞町1-59

越前松島水族館

金津創作の森

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、

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

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。

展を開催する美術館アートコアやガラ
ス工房、陶芸・ろうけつ染めなどの創作
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。

坂井市三国町崎74-2-3

Tel 0776-73-7800 金津創作の森
IC 北陸自動車道 金津ICから約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。

三国バーガー

あわらむすび

手軽に地元グルメを楽しむなら「三国
バーガー」はいかが？福井県産ビーフと
国産豚肉のつなぎなしパテ、三国産の
シャキシャキらっきょう、新鮮な野菜、米
からできたバンズのハーモニーが美味し
い逸品です。テイクアウト可なので、近
くの海を眺めながら食べるのもおすすめ。

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。

福井県坂井市三国町北本町4丁目 6-48 三國湊座（http://mikuni-minato.jp/za/）
10:00 ～ 17:00 ※夜の営業はイベント開催時のみ 休 水曜日 IC 金津ICより約30分、丸岡ICより約35分

Tel 0776-81-3921

Tel

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

※ 6 月 24 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

information
inform atio n

KAGA / HAKUSAN

夏の風物詩、

KAGA ／ HAKUSAN

せせらぎに癒されて

加賀 IC 〜美川 IC

かく せん けい かわ どこ

鶴仙渓 川床

北陸随一の渓谷美を誇る鶴仙渓に、名物の
「川床」が今年もお目
見えしました。渓谷の清流と深い緑の中、
お座敷やペアシートでゆっ
たりと風情あるひとときをお過ごしください。山中出身の料理人道
場六三郎氏のレシピによる
「冷製抹茶しるこ」
と
「川床ロール」
も好
評です。
※ 6/15 〜 17、9/14 〜 16 メンテンス休業日。
山中温泉観光協会
加賀市山中温泉あやとりはし袂不動滝付近
IC 北陸自動車道 加賀ICから約20分
Tel 0761-78-0330

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

amagozen

尼御前 これぞ！納得のステーキ御膳
SA
「ステーキ御膳 300g」

尼御前 6種から選べるご当地カレー
SA
「カレー王国 石川」

アンガス牛のロースをボリュームたっぷり
300g も 味 わ え る ス テ ー キ 御 膳 は 当 店 の 人
気メニュー ! 女性やお子様にも食べやすい
150g の御膳や、ステーキのみの単品を皆で
シェアするのも大人気 !

当店では「チャンピオンカレー」「アルバカレー」等、石川県
のご当地カレー計 6 種を提供しております。トッピングも充
実しており、お客様好みのカレーを楽しめます。客席から日
本海を一望できるのも魅力の一つ。ぜひお立ち寄りください。
※提供時間につきましては、11:00 〜 19:00 となっております。 カレー各種／ 720円〜

ステーキ御膳 ３００ｇ／ 2,780円

amagozen

尼御前 当店限定のお勧めの土産品
SA
「くるみ羽二重餅」

自然の美味しさを引き立てる特別な卵を使用
し、さらにこだわりの技術で職人さんが作り
上げたカステラはしっとりときめ細かい食べ
ごたえ！卓越した職人技が魅せる絢爛豪華な
カステラは贈り物やお土産にぴったり！

高速道路では、ここだけでしか買えない当店
の人気№ 1 商品です。もちもちとした羽二重
餅の中に、くるみの食感が楽しめるお菓子で
す。ぜひ一度ご賞味ください。

〜

11：00
21：00

24H

金かすてら 大／ 1,944円

☎

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

24H

☎

0761-75-2228

サービスエリア・コンシェルジュ

北陸道リニューアル工事ってどんな工事 ??
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！

苔の里

この春新しく、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。

美しい杉林に囲まれた苔むす庭を、地元
日用町の住民でつくる
「日用苔の里整
備推進協議会」のガイドを受けながら散
策が楽しめます。
多様な苔が見られると、
園芸愛好家たちに人気が高く、国内だ
けでなく海外からも評価を得ています。
※立ち入り許可エリアのみの鑑賞可。
Tel 090-7083-6969 日用苔の里整備推進協議会 利用料金 一般500、小中学生200（環境整備協力金）
小松市日用町寅71付近 IC 北陸自動車道 片山津ICから約25分

※ふれあい体験は当面不定期開催となります。

くるみ羽二重餅／小540円
（株）
近鉄
リテーリング
☎ 0761-75-2631

いしかわ動物園

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

amagozen

尼御前 金箔一枚貼りの贅沢な一品！
SA
「金かすてら 大」

Ⓒ山中温泉観光協会

24H
ハイウェイ情報ターミナル

大840円

Tel

ルビーロマン

加賀野菜

地元市場の競りで 1 房 111 万円の値を
付けた石川県最高峰のぶどう「ルビーロ
マン」。紅色に輝き、弾けそうに大きな実
は、まさに
“食べる宝石”
。口に入れると

1945 年以前から栽培され、現在も主と
して金沢市で生産されているブランド野
菜。郷土料理にも多く使われ、市内のあち
こちでお求めいただけます。夏は天ぷら

果汁が溢れ、さわやかな甘さが広がりま
す。県内では果物の他に、パフェやジェ
ラートなどでもお楽しみいただけます。

や酢の物が美味しい金時草、色鮮やかな
ヘタ紫なす、スイーツにもぴったりな打木
赤皮甘栗かぼちゃなどが旬を迎えます。

石川県内の飲食店、生鮮食品店
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

金沢市内の飲食店、生鮮食品店、おみやげ店
休 IC 各店舗により異なる

※ 6 月 24 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

日本自動車博物館

TEL.076-201-8110 https://www.hot-ishikawa.jp/

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 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
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金沢

金沢

information
inform atio n

KANAZAWA

温故知新、

K A N A Z A W A

アート鑑賞の旅

美川 IC 〜金沢東 IC

国立工芸館
日本で唯一の国立で工芸を専門とする美術館。金沢への移転によ
り、
日本海側初の国立美術館が誕生しました。
建物は、
国登録有
だい きゅう し だん し れい ぶ ちょう しゃ
かな ざわ かい こう しゃ
形文化財の旧陸軍第 九 師 団 司 令 部 庁 舎と旧陸軍金 沢 偕 行 社
を移築・復元し活用。
この夏には所蔵作品展「たんけん！こども工芸
館 ジャングル⇔パラダイス」
（ 7/17 〜 9/26）が開催予定です。
Tel 050-5541-8600 ハローダイヤル
金沢市出羽町3-2
IC 北陸自動車道 金沢西ICまたは金沢森本ICから約20 ～ 30分
※新型コロナウイルス感染症予防対策のため、オンラインによる事前予約
（日時指定・定員制）
を導入しています。各日若干数、当日券もご用意しています。

4.4km

上り

美川 IC

5.2km

徳光 PA

白山 IC

2.6km

下り

7.7km

金沢西 IC

金沢東 IC

SA PAのご案内
tokumitsu

tokumitsu

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」

徳光 はやくもリピーター続出!!
PA 「豚の生姜焼き定食」

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。

豚の生姜焼きをボリューム満点に仕上げまし
た。食べやすい味付けになっており女性の方
もペロリとお召し上がりいただけます。ご飯
大盛りも無料なので、ガッツリ食べたい方は
「ご飯大盛り」と言ってね !!

徳光うどんミニカレーセット／ 890円

tokumitsu

tokumitsu

ちょい買いに、冷たいワッフル！？

徳光
PA
「アイ・ワッフルアイス」

Tel 076-286-6710 内灘町都市建設課
IC のと里山海道 内灘ICから約2分

豚の生姜焼き定食／ 880円

いかの風味がたまらない!!

徳光
PA
「能登いか煎餅」

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。 アイ・ワッフルアイス／ 395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。

（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

Tel

能登いか煎餅／ 540円

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

ハイウェイ情報ターミナル

ぷらっとパーク

石川県森林公園

各種スポーツ施設の他、内灘町を一望で
きる大展望台や大型遊具
「海族船サン
セット号」など、小さなお子様も安心し
て遊べる公園です。内灘町の歴史や文
化がわかる資料館
「風と砂の館」や展望
温泉「ほのぼの湯」などもあり、ご家族づ
れで楽しめるスポットとなっています。

本州有数の広さを誇る石川県森林公園
は、
フィールドアスレチックコース、三国
山キャンプ場などの体験型施設のほか
に、森林浴に適した林道、遊歩道も整備
され、様々な角度で自然を楽しめる場で
す。各種イベント、森林セラピー、
自然体
験プログラムも楽しめます。

河北郡内灘町宮坂に3

他

ドッグラン

石川県森林公園インフォメーションセンター
河北郡津幡町字津幡エ-14 IC 北陸自動車道 金沢東ICから約30分

Tel 076-288-6449

ミルク王国ウチナダ

金沢カレー

石川県の牛乳生産量の約 50％を誇る内
灘町では、
「ミルク王国」
として牛乳を使
用したオリジナルグルメを提供していま
す。
ソフトクリーム、ケーキなどの定番ス

近年全国区になりつつある金沢を代表
するＢ級グルメ。銀色の器いっぱいに盛
られた濃厚なルーとキャベツをフォーク
で食べれば、おなかも心も満たされるこ

イーツから、
オムレツ、
グラタン、
ラーメン
など種類も豊富！河北潟の美しい景色と
牛乳グルメのコラボは格別です。

と間違いなし。市内ではチェーン店はも
ちろん、老舗の洋食屋でも食べられるの
で、
ぜひ好みのカレーを探してみては？

内灘町内の飲食店、おみやげ店
（http://www.milkuchinada.com/）
休 IC 各店舗により異なる

（株）
ハチバン
☎ 076-275-6412

24H

内灘町総合公園

Tel

石川県内の飲食店
休 IC 各店舗により異なる

※ 6 月 24 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

今も守り伝わる

O

NOTO

N

information
inform atio n

祈りの道場

金沢東 IC〜小矢部 IC

そう とう しゅう だい ほん ざん そう じ

じ

そ いん

曹洞 宗 大本山總持寺祖院
けい ざん じょう きん ぜん じ

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

1321 年に瑩山 紹 瑾 禅師により總持寺は創建されました。
1898 年
の大火によって境内が焼失し、
その後、
横浜市鶴見に本山を移転し
ましたが、
祖院として再建されました。
2007 年の能登半島地震により
国登録有形文化財をはじめ多くの建造物が被害を受けましたが修
復工事も完了し、
本年開創 700 年を迎え、
大法要が営まれます。
Tel 0768-42-0005

輪島市門前町門前1-18甲

IC のと里山海道 穴水ICから約20分

fudoji

不動寺 切り抜いて食べる
PA
「にゃんこのバウム」
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／ 486円

fudoji

不動寺 金沢のB 級グルメ
PA
「不動寺ハントンライス」
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、エビフライをのせた金沢で
愛されているソウルフードです。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

甘味がありもちもちした食感の能登牛ステー
キを自社オリジナルの金沢カレーにトッピン
グしました。能登牛はシンプルな味付けで口
に入れると肉の旨みがじわっと広がります。
当店自慢の逸品です。
能登豚ステーキカレー／ 980円

たっぷりの卵、良質なバター、国産小麦と香
ばしいアーモンドを使って、伝統菓子バウム
にしました。焦がしたカラメルのほろ苦と、
コクのある甘さを閉じこめてしっかりと焼き
重ねた、大人のための焼菓子です。
ぶどうの木バウム
（焦がしカラメル）
／ 1,188円

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！！（2021.6.24 時点）

●三角停止板：賤ヶ岳 SA（上・下）
、杉津 PA（上り）
、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・下）
、
（上・下）
、呉羽 PA
（上・下）
、有磯海 SA
（上・下）
小矢部川 SA
（上・下）
、杉津 PA
（上り）
、南条 SA
（下り）
、尼御前 SA
（上
●非常信号灯：賤ヶ岳 SA
（下り）
り）、
有磯海 SA

ショッピングコーナー

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

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

ハイウェイ情報ターミナル

ぷらっとパーク

スルメイカ

輪島天然ふぐ

夏の夜、日本海沖合で幻想的に輝く漁火
はスルメイカ漁によるものです。黒潮に
のってやってきたイカは、ちょうど石川
県付近に留まります。海と街が近く、獲っ

天然ふぐ水揚げ量日本一の輪島市では、
旬を迎えるふぐ料理がお手軽に楽しめ
ます。
3000 円のふぐづくしコース料理か
ら食べ歩きできるスナックまで、目移り

てすぐ市場に出回るため鮮度抜群！能
登では、イカをふんだんに使用した地域
独自の調味料「いしる」も味わえます。

するほどメニューも豊富！高たんぱく低
カロリーのさっぱりした身は、いくらで
も食べられる美味しさです。

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
サービスエリア・コンシェルジュ

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。

不動寺ハントンライス／ 900円

fudoji

レストラン

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 ＋」が開催予
定。
市内常設のアート作品もお楽しみください。
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

不動寺 金沢のおしゃれな洋菓子
PA
「ぶどうの木バウム（焦がしカラメル）」

中日本ハイウェイ・
リテール
（株）
☎ 076-257-3421

和倉温泉 青林寺

Tel 0768-82-7776

不動寺 夏こそステーキカレー
PA
「能登豚ステーキカレー」

7：00 〜 20：00

せいりん じ

見附島

ドッグラン

Tel

輪島市内の飲食店、生鮮食品店、おみやげ店
休 IC 各店舗により異なる

※ 6 月 24 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

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！
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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

風薫る里山で
懐かしい風景に出逢う

福光 IC

3.4km

城端SA

小矢部 IC 〜小杉 IC

下り

information
inform atio n

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
「限定」
！
小矢部川 小矢部川SA上り
SA
「フロマージュケーキ」

©五箇山総合案内所

NANTO / TAKAOKA / HIMI / TONAMI

南砺・高岡
氷見・砺波

南砺 高岡 氷見 砺波

oyabegawa

あまはらし

道の駅 雨 晴

小矢部の豊かな緑と稲葉山牧場をイメージした
小矢部川 SA 上り線オリジナル濃厚フロマージ
ュケーキです。新鮮なチーズをたっぷり使用し、
保存料不使用。濃厚なチーズの深いコクと味わ
いをお楽しみください。買えるのはココだけ！
フロマージュケーキ／ 1,188円

oyabegawa

小矢部川 富山湾の宝石たっぷり
SA
「白えび天丼」

Tel 0766-53-5661 道の駅 雨晴
高岡市太田24番地74
IC 能越自動車道 高岡北ICから約15分

富山湾の宝石と言われる貴重な白えびの天ぷ
らを贅沢に使った丼です。白えび本来の味が
出せるよう、衣や味付けにこだわっています。
ほんのりと広がる甘さとさわやかな潮の風味
をぜひご堪能ください。
白えび天丼／ 1,280円

oyabegawa

oyabegawa

小矢部川 ラーメン一心監修の本格派！
SA 「富山ブラックラーメン」

小矢部川 幼い頃への郷愁を誘う干菓子
SA
「かいちん」

富山県人気店「らーめん一心」が小矢部川 SA
上り線オリジナルの富山ブラックを監修！富山ブ
ラックの象徴である黒醤油スープは、その特徴
をしっかり残しながら見た目からは想像できない
すっきりとした飲みやすさと深いコクを実現。

金沢では「おはじき」の地方名として言い伝
えられてきたかいちん。寒天と砂糖が織りな
すガラス細工のような芸術的で繊細な干菓
子。遊びごころを忘れない可愛らしい形の金
沢の伝統的な銘菓。

〜

〜

22：00 22：00

24H

☎

24H

0766-61-4204

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

8：00
〜

休日

〜

平日

7：00 6：00

富山ブラックラーメン／ 800円

21：00

サービスエリア・コンシェルジュ

☎

0766-61-4203

富山湾の海の幸、氷見うどんなど、氷見
でしか味わえない特産物が盛りだくさ
ん。氷見漁港直送のお魚を使った回転
寿司も魅力的。併設する総湯は、癒しと
健康の両面でリフレッシュできる源泉
掛け流しの天然温泉です。
Tel 0766-72-3400 氷見漁港場外市場 ひみ番屋街
IC 能越自動車道 氷見ICから約10分

氷見市北大町25-5

道の駅 庄川

海王丸パーク

温泉水を肥料として与えて育てられた
庄川おんせん野菜や庄川ゆずを使用し
た加工品など、
庄川周辺の特産品が揃っ

商船学校の練習船として 1930 年に建
造された帆船海王丸が保存・係留され
ており、船内を見学できます。パーク北

ています。レストランでは、郷土料理よ
ごしをアレンジしたよごし丼ランチや庄
川あゆを使ったピザなど、庄川・となみ
野の恵を楽しめます。

側に整備された展望広場からは、立山
連峰、富山湾、新湊大橋、海王丸を一望
できます。7 月下旬の海王丸パークフェ
スティバルなどイベントも開催予定。

Tel 0763-82-7779 道の駅 庄川
砺波市庄川町示野437
IC 東海北陸自動車道 砺波ICから約15分

Tel 0766-82-5181 （公財）
伏木富山港・海王丸財団
IC 北陸自動車道 小杉ICから約20分

射水市海王丸8

かいちん／ 1,080円

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

ドッグラン

動物にご注意ください
高速道路にシカやタヌキ・クマ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、立入り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。

氷見漁港場外市場 ひみ番屋街・
氷見温泉郷 総湯

「世界で最も美しい湾クラブ」
に加盟して
いる富山湾越しに 3,000m 級の立山連峰
を望むことができる景勝地 雨晴海岸。
地元産の食材を盛り込んだランチやス
イーツが楽しめるカフェのほか、高岡銅
器・漆器を使ったクラフト製品、地酒・地
元銘菓等が揃う物販スペースもあります。

Tel

氷見の夏マグロ

バイ貝

太平洋側で獲れるイメージが強いマグ
ロですが、回遊魚のため夏には氷見漁港
でも水揚げされます。獲れたてが冷凍さ
れずに地元で流通するため、近海ならで
はの貴重な生マグロをご賞味いただけ
ます。きゅっと引き締まった赤味の美味
しさに、思わず唸ってしまうかも。

富山湾の深海の泥底に生息しているバ
イ貝は、香りと食感が絶妙！かご網漁
で獲られていて、刺身、うま煮、バター焼
きなど色々なアレンジが楽しめます。ま
た、
「めでたいことが倍になる」という語
呂合わせから、富山のおめでたい席や祭
事には欠かせない食材です。

氷見市内の飲食店、宿泊施設
（天然もののため各店要問合せ）
休 IC 各店舗により異なる

Tel

富山市内の生鮮食品店、直売所
休 IC 各店舗により異なる

※ 6 月 24 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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富山 立山

TOYAMA ／ TATEYAMA

驚きの風景

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

下り

5.7km

流杉 PA

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

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、幅広い客層からご好評をいただいてい
ます。

陽光に煌めく

TOYAMA / TATEYAMA

富山
立山

立山黒部アルペンルート・黒部ダム
3,000m 級の北アルプスを貫き、雄大なパノラマが目前に迫るこの
地は、
自然豊かな散策スポットが盛りだくさん。特に、
日本一の堤高
を誇る黒部ダムからの観光放水は圧巻です。観光放水は、6/26
から10/15 に行われます。
Tel 0261-22-0804 くろよん総合予約センター
IC 北陸自動車道 立山ICから立山駅まで約40分

なめらかシュークリーム／ 240円

ふ がんうん が かんすい

SA PAのご案内
呉羽 呉羽に来たらやっぱりこれ!
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のメニューです。

富岩運河環水公園

富山県美術館

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。

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、ユニークな遊
具が人気の屋上庭園
「オノマトペの屋
上」やワークショップなど子どもから大
人まで幅広くお楽しみいただけます。館
内や屋上から望む立山連峰も絶景です。

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

富山市湊入船町

Tel 076-431-2711 富山県美術館
IC 北陸自動車道 富山ICから約15分

さっか

「ガラスの街とやま」におけるガラス造
形作家の活動拠点。吹きガラスやペー
パーウェイト作り等のガラス体験ができ

うわさのオムライス／ 950円

呉羽 脂のノリが違います
PA
「特選 ますの寿し」

富山の夏の定番と言えば「海津屋の氷見うど
ん」。手作業で作られているからこそ、細麺
でもコシがあり、のど越しツルッと食べられ
ます。当店イチオシのお土産品です。

富山のお土産といえば「ますの寿し」。本商
品は、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。脂ののっ
た鱒の旨みを存分に味わえます。是非お立ち
寄りください。

kureha

氷見うどん3本入り／ 1,425円
中日本ハイウェイ・
リテール名古屋
（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

NEXCO 中日本金沢支社
公式 Twitter アカウントのお知らせ
富山・石川・福井県（北陸道 東海北陸道 舞鶴若狭道）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大雨・大雪時の
通行止め情報など、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。

Tel 076-436-2600 富山ガラス工房
（体験受付076-436-3322）
IC 北陸自動車道 富山西ICから約5分

富山市古沢152

（モミの俗称）
の巨木の並木があり、県の
天然記念物に指定されています。
ここで
は森林セラピーや坐禅体験のほか禅宗の
結婚式
「禅婚」
を挙げることもできます。
Tel 076-472-0699 眼目山立山寺
中新川郡上市町眼目15
IC 北陸自動車道 上市スマートICから約10分、立山ICから約15分、滑川ICから約13分

特選 ますの寿し／ 2,100円
中日本ハイウェイ・
リテール名古屋
（株）
☎ 0766-56-0583

7：00 〜 20：00
サービスエリア・コンシェルジュ

りゅうせん じ

曹洞宗の名刹眼目山 ( がんもくざん ) 立
山寺(りゅうせんじ)の参道には樹齢 400
年、
幹回り約３ｍ、
高さ約20ｍもの
「トガ」

るほか、県内外の作家のオリジナル作品
を展示・販売しているショップギャラリー
やカフェが併設されており、富山のガラ
スを見て触れて楽しむことができます。

kureha

富山市木場町3-20

「眼目の寺」立 山 寺参道のとが並木

富山ガラス工房

呉羽 夏の富山のお土産といえば
PA
「氷見うどん3本入り」

information
inform atio n

ハイウェイ情報ターミナル

ぷらっとパーク

ドッグラン

フォローしてね !

Tel

富山県内のおみやげ店、直売所
休 IC 各店舗により異なる

みょうが寿司

呉羽梨

富山市南部の小佐波地区では、みょう
がの栽培が盛んで、シャキシャキとした
食感と鮮やかな色合いが特徴です。
この
みょうがをじっくりと酢漬けにし、地元
産の米・サクラマスと一緒に笹の葉に包
みました。富山の魅力がたっぷり詰まっ
た逸品です。

富山県を南北に貫く呉羽丘陵では、お盆
の時期から秋口にかけて幸水、豊水、新
高の三種による梨収穫リレーが続きま
す。地区内の生産農家全員が農薬等の
低減に努めるエコファーマー認定を受け
ており、安全管理もばっちり。みずみず
しく甘い梨を心ゆくまで味わいましょう。
Tel

富山県内の生鮮食品店、直売所
休 IC 各店舗により異なる

https://twitter.com/c_nexco_kana
※ 6 月 24 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
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黒部 朝日 滑川

黒部
朝日・滑川

information
inform atio n

KUROBE / ASAHI / NAMERIKAWA

のんびり揺られ

KUROBE ／ ASAHI ／ NAMERIKAWA

涼風吹き渡る秘境へ

立山 IC 〜朝日 IC

黒部峡谷トロッコ電車
日本有数の V 字峡谷を縫うように走る
トロッコ電車。今年、創立
けやきだいら
50 周年を迎えました。宇奈月から欅 平まで、全長 20.1kmを片道
約１時間 20 分で結びます。青々とした木々の彩り、色鮮やかなエメ
ラルドグリーンの水面を眺めながら、小さなトロッコで大きな旅をお
楽しみください。11 月30日まで営業しています。
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 富山湾の宝石 えび 丼物
SA
「白海老和風あんかけ丼」
「富山湾の白い宝石」と呼ばれる、貴重な白
海老をサクッとかき揚げにし、当店特製の和
風あんをかけました。お米は富山県産コシヒ
カリ。こだわりぬいた富山の幸を心ゆくまで
お楽しみ下さい。

白海老和風あんかけ丼／ 900円

arisoumi

有磯海 富山尽くしの贅沢お造り
SA
「お造り ありそうみ海の幸めぐり」
富山県を模った器を彩る海の幸。県産食材と
共に富山の味めぐりをお楽しみください。白
えび、ホタルイカ、サクラマス、ブリといっ
た富山を代表する海の幸をはじめ、新鮮な魚
介をふんだんに盛り付けました。

有磯海 SA

立山 IC
お造りありそうみ海の幸めぐり／ 3,000円

arisoumi

4.2km
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

「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。おみやげにピッ
タリです！

24H

076-471-2901

レストラン

（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

11：00

24H

〜

〜

おもかげ／ 130円

☎

21：00
ショッピングコーナー

24H

☎

0765-22-9772

サービスエリア・コンシェルジュ

北陸エリアの SA に EV 用充電駐車マスを設置しています
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ご移動
をお願いします。
※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）

4.5km

滑川漁港から出航する観光遊覧船キラ
リンに乗り、
標高 3,000 メートル級の立山
連峰が眺望できるクルージングです。富
山湾から望む立山連峰の大パノラマは圧
巻。
近くにはほたるいかミュージアムや富
山湾を一望できるレストラン、海洋深層
水商品等が揃うお土産売り場もあります。

日本に現存する水族館の中で最も歴史
が古く、
「 北アルプスの渓流から日本海
の深海まで」
「日本海を科学する」
をテー
マに、富山にこだわった展示をする県内
唯一の水族館です。富山湾大水槽の日
本初全面アクリル製トンネルなど見所
満載です。

黒部 IC

下り

朝日 IC

北陸地域でEV用充電設備のあるＳＡ・ＰＡ

Tel

ますの寿し 一段／ 1,500円

24H

ハイウェイ情報ターミナル

水だんご

新川きゅうり

黒部の夏の定番おやつといえば水だん
ご。米粉と片栗粉で練っただんごを黒部
の名水で冷やし、若竹色の青きな粉をま
ぶしていただきます。水が美味しい黒部

黒部川扇状地の清らかな水をたっぷり吸
い上げて育った「新川きゅうり」は、イボ
がしっかりしていて鮮度抜群！その新鮮
さは市場関係者も認める品質です。きゅ

だからこそ、だんごのつるっとした口当
たりともちもちとした食感、素朴な味わ
いが際立ちます。

うりに含まれるカリウムには老廃物排出
や体の熱を逃がす作用があるので、夏場
は積極的に摂りたい野菜の一つです。

黒部市内の各店舗
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

Tel 0765-24-4100 魚津水族館
魚津市三ケ1390
IC 北陸自動車道 魚津ICから約15分、滑川ICから約15分

4.2km

arisoumi

こし餡を求肥で包み、紅白の薄種で挟みまし
た。黒部峡谷に咲くしゃくなげを表現した地
元銘菓です。上品な色彩とサクッとモチモチ
の食感はお茶菓子にもピッタリ。高速道路で
は当店のみの販売です。
24H

9.6km

魚津 IC

有磯海 当店売れ筋№ 1
SA
「ますの寿し 一段」

21：00

魚津水族館

Tel 076-476-9307 ㈱WAVE滑川
滑川市中川原410
IC 北陸自動車道 滑川ICから約10分

有磯海 黒部宇奈月 銘菓 紅白
SA
「おもかげ」

11：00

富山湾岸クルージング

富山県内の生鮮食品店
休 IC 各店舗により異なる

※ 6 月 24 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）

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
（1号館）
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金沢城石川門 九十九湾
Photo:石川県観光連盟 Photo:石川県観光連盟
黒部峡谷トロッコ電車新山彦橋 九頭竜川
Photo:とやま観光推進機構 Photo:福井県観光連盟
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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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