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●広告掲載に関するお問い合わせは
Tel.076-240-4930北陸道楽編集部まで
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～健康的な緑のワンダーランド～

野坂いこいの森
豊かな緑に囲まれた保養施設で、関西百名山の一つ野坂山
豊かな緑に囲まれた保養施設
関西百名山
野坂山
山
の登山口でもあり、バンガロー・キャンプ場などの諸設備
備
もあります
と
もあります。市が管理しているため格安で利用できること
ど
もうれしいことの一つ。バードウォッチング・森林浴など

輪島市内に宿泊すると

ガソリン・軽油が1ℓにつき

〈場
〈
場 所〉福井県敦賀市野坂
井県敦賀市野坂
賀市野坂 80-15
80 15

30円引き!

北陸自動車道・敦賀
敦賀 IC より車で約
り車 約 20 分
（ 北陸自動車道
舞鶴若狭自動車道・敦賀南 SIC より車で約 10 分 ）

〈営業期間〉2022 年 4/1 ㊎～11/15 ㊋

。
を楽しみながら、森の自然と仲良しになれることでしょう。

令和4年7月19日～9月30日 宿泊分まで

わじまで 満タン!
ドライブキャンペーン
輪島市内の指定宿泊施設限定で「ガソリン・軽油が 1ℓにつき30 円
引き割引券」を配付！輪島市内の対象のガソリンスタンドに限って利用
できる
「ガソリン・軽油 1ℓにつき30 円割引券」を1台につき1枚、宿泊
施設にてお渡しいたします。
（2 連泊以上されても1枚です。）満タンまで
ご利用できます。
輪島市内指定宿泊施設と給油対象になるガソリンスタンドは右上の QR コードから
ご確認いただけます。

敦賀市

9

8

敦賀 JCT

IC

敦賀南
SIC
303

8

162
367

夏の期間のみ海水浴場として開放され、渡し船で渡る特別な

大山崎
JCT

名神高速道路

草津
JCT

ビーチは、透明度の高い水質と白砂が魅力的です。
地元住民からはその姿を「北陸のハワイ」と呼ばれており、
毎年大勢
方 が夏 思 出 くりに訪れて ます。
毎年大勢の方々が夏の思い出づくりに訪れています。

℡ 0768-22-1503

一宮 JCT

米原
JCT

161
1

吹田
JCT

≪お問い合わせ≫
輪島市観光協会

東海北陸自動車道

京都縦貫
自動車道

IC

北陸自動車道

神戸
JCT

IC

IC

中部縦貫
自動車道

琵琶湖

敦賀半島の先端に浮かぶ小さな無人島・水島。

吉川
JCT

小浜線

舞鶴若狭自動車道

福知山 IC
福

西紀 SA

IC

▷必ず給油前にガソリンスタンドの係員に必要事項を記入の上
「リッター 30 円割引券」をお渡しください。給油後にお申
し出いただいても、返金はいたしません。

金沢西 IC

福井 IC

若狭
美浜

IC

綾部
綾
J
JCT
綾部

「北陸のハワイ」 水島

27

小浜西

大飯高浜

【営業時
【営業時間】
8：30～17：15 【休 館 日】毎週月曜日、年末年始
TEL.0770-24-0052
TEL.07

敦賀 IC

若狭
三方
若狭
上中

〒914-0145 福井県敦賀市野坂80号15番地
〒914-0

小浜

お問合せ

敦賀市少年自然の家
敦賀

名古屋西
JCT

亀山 JCT

能登の里山里海輪島白米千枚田

ふるさと納税で輪島を楽しもう！

石川県輪島市ではこの他、新鮮な魚介類やお米、日本を代表する伝統工芸品「輪島塗」など
多数の返礼品をご用意しております。ぜひご検討下さい。

〈場 所〉福井県敦賀市色ヶ浜

（ 舞鶴若狭自動車道・敦賀南 SIC より車で約 30 分 ）
北陸自動車道・敦賀 IC より車で約 30 分

人気 No.1!!

朝市名物★

輪島市 ふるさと納税

食卓に彩りを

〈海水浴期間〉7 月上旬～8 月末まで

解凍して揚げるだけ！天然
輪島ふぐの唐揚げ（750g）
お問合せ

敦賀観光協会 【営業時間】平 日
敦賀観光案内所
敦賀
【営業時間】土日祝日
一般社団法人
一般社
社団法人

8：30 ～ 17：00

TEL.0770-22-8167

8：00 ～ 19：00

TEL.0770-21-8686

寄附金額：9,000 円

石川県輪島市は日本有数の天然ふぐの水揚げ量を誇る街。
そんな輪島ふぐを簡単・手軽に味わえる一品です。輪島市
返礼品申込数２年連続 No.1！

12

えがらまんじゅう（20 個）

iro 椀（赤）

輪島朝市の名物スイーツ☆
くちなしの黄色で染めたお餅でこしあんを包み、もち米
をまぶして蒸しあげた見た目も珍しいお饅頭です。レン
ジで温めるだけでお召し上がりいただけます。

英語で「Japan」と呼ばれる漆器は、日本が世界に誇る
工芸品。中でも輪島塗は堅牢と華やかさで知られていま
す。iro 椀は全16 色ございます。

寄附金額：11,000 円

寄附金額：59,000 円
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絶景の海の風景、若狭にあり

イルカのジャンプ、夏の思い出
福井 エリ ア

絵日記のテーマになりそうな
生き物たちとの出会いがある

若狭のきれいな海を
海辺から、そして山の上から、眺めてみよう

summer

1

若狭和田ビーチ

3

抜群の透明度と遠浅の海、白く広い砂浜が特徴の人気のビーチ。
若狭富士を背景にした夕景が美しく、日本の夕日百選にも選定
されています。また、
アジアで初の国際環境認証「BLUE FLAG」
も取得。キャンプ場やバーベキュー施設などもあります。
大飯郡高浜町和田
舞鶴若狭自動車道 大飯高浜 ICより約 10 分
0770-72-0338 若狭高浜観光協会
アジアで初の国際環境認証「BLUE FLAG」
を取得したビーチ

レインボーライン山頂公園

越前松島水族館
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に、サメ
や巨大なタコ、ドクターフィッシュに触れたり、ウミガメや海の魚に
餌を与えたりできる、見て・触れて・楽しく学べる、体験・体感型
の水族館です。

（下）
特産品「越前がに」の展示も

坂井市三国町崎 74-2-3
北陸自動車道 金津 ICより約 20 分
0776-81-2700 越前松島水族館
夏期シーズンはナイター営業有り

2

福井県立恐竜博物館

4

巨大な卵のような銀色のドームが目を引く国内最大級の恐竜
博物館です。ドーム内部は恐竜の世界、地球の科学、生命
の歴史の３ゾーンで構成され、44 体の恐竜全身骨格や大型
復元ジオラマや映像など、リアルな恐竜の世界を楽しめます。

神秘の湖と呼ばれる三方五湖や日本海を一望できるなど、
360度の大パノラマが楽しめる公園です。
「三方五湖に浮かぶ
天空のテラス」と呼ばれるおしゃれな５カ所のテラスがあり、
ゆったりと絶景を楽しむことができます。
→位置情報は
34 ページ地図へ

（上）
ペンギンたちのお散歩
3 （中）
名勝「東尋坊」
に近い水族館

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
0779-88-0001 福井県立恐竜博物館
事前予約制 リ
ICより約 10 分
ニューアル工事のため2022 年 12月頃から当面の間臨時休館予定

三方上中郡若狭町気山 18-2-2
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
展望レストラン＆カフェが 2022 年 4
月1日オープン致しました。

※営業時間については各施設にお問い合わせください。

Ⓒ福井県立恐竜博物館

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/

ふくいドットコム

検索

みちラジ（スマートフォンアプリ）のご紹介
高速道路を走行中のお客さまの
位置情報をもとに、渋滞・事故・

Android の方は

iPhone の方は※

通行止めや所要時間情報などを、
音声によるプッシュ通知でお知ら

〒910-1121

せする情報通信アプリです。

予約
TEL
※ iPad では
ご利用になれません

HP

福井県吉田郡永平寺町松岡吉野35-21-1

0776-61-2100
http://www.maedaseika.co.jp
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心震える桃色のグラデーション
福井 エリ ア

味わい豊かな

しっとりと、ひっそりと、桃色の花開く
それでいて、圧倒的な存在感

地産地消メニュー

summer

7

平泉寺のソフトクリーム屋さん

ジャージー牛 乳 100％、 濃 厚なミルクの 味が楽しめるソフト
クリームで、トッピング素材はすべて手づくりです。どれも甘さ
控えめで、１番 人 気はやさしい味わいのプリンが上にのった
「プリンちゃん」。 白山ワイナリーの山ぶどうソースがかかった
「山ぶどうさん」も夏にぴったり。
勝山市平泉寺町平泉寺 67-20-2 白山神社市営第一駐車場横
中部縦貫自動車
0779-88-0255
10：00 〜 17：30
3月中旬～
道 勝山 ICより約 15 分
11月末まで無休

5

花はす公園

5

世界の花はす約 130 種が見られる鑑賞蓮園です。美しい蓮の花を
間近で見るもよし、蓮見台から園内全体を眺めるもよし。6月下旬
～8月上旬にかけてはすまつりが開催され、蓮をテーマにしたイベン
トが繰り広げられます。

（上）
世界中の花はすが鑑賞できる蓮園
（下）
花はす温泉 そまやま

南条郡南越前町中小屋 64-41
北陸自動車道 南条スマートICより約５分
0778-47-3368 花はす温泉そまやま

ツリーピクニックアドベンチャーいけだ

6

「森とあそぶ 木にまなぶ いけだにふれる」をコンセプトに、
ジップラインや巨大ジャングルジムなどでアドベンチャー体験が
できる施設です。樹上テントやツリーハウスなどの宿泊施設や
カフェも併設されており、森を存分に楽しめます。

8

今立郡池田町志津原 28-16
北陸自動車道 武生 ICより約 30 分
0778-44-7474 ツリーピクニックアドベンチャーいけだ

→位置情報は
34 ページ地図へ

※営業時間については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

https://www.fuku-e.com/

ふくいドットコム

検索

北陸道楽 WEB サイトへのアクセスも
お待ちしています !!
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夏
号 「涼をさそう周遊コースを走る 潮風ロード漫遊記」
2021秋・冬号 「悠久の物語を訪ねて 北陸源平記」
2022春
号 「さぁ出かけよう！ 爽やか北陸路」

越前そばの里
製麵所直営の、越前そばに特化した施設です。日本一の生蕎麦
工場見学やそば打ち体験ができる他、土産品店や資料館、手
作り菓子工房も併設されています。そば処では、福井ならで
はのおろしそばをはじめ、福井名物とのセットメニューが人気。
香ばしいそばの実をトッピングしたそばソフトもおすすめです。
越前市真柄町 7-37
北陸自動車道 武生 ICより約 2 分
0778-21-0272
9：30 〜 16：00
年中無休
（1/1 ～ 3は休み）

9

そば処 梅林
名水の町、大野市のそば処でありながら、「醤油カツ丼」も
人気の店です。そのカツ丼は、特製醤油ダレを自慢のヒレカツ
にかけて食しますが、玉ねぎやカイワレ、大根おろしなどの辛味
野菜、そして冷たい温玉がトッピングされているから、さっぱりと
ヘルシー。暑い夏でもガツガツいけるカツ丼です。
大野市月美町 2-6
0779-66-3098

中部縦貫自動車道 大野 ICより約 5 分
11：00 〜 21：00
火曜定休

アクセスはこちらから

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

※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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