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A

K

A

S

A

下り
上り

2.2km

木之本 IC

2.2km

三方五湖
PA

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

天高く爽風吹きわたる

10.2km
11.1km

杉津 PA

今庄 IC

景勝地を愛でる

木之本 IC 〜今庄 IC

WAKASA

W

7km

若狭
上中 IC

下り
上り

若狭

9.7km
小浜 IC

2019

2019

三方五湖
五つの湖は、
それぞれ塩分濃度が異なることから、水面は五色に
輝いて見えます。
水月湖の湖底には、約 7 万年分の縞模様の地層
ねん こう
「年 縞 」が堆積しており、世界的にも珍しい地質学的な年代目盛
りとして高く評価されています。
レインボーライン山頂公園では、
「足
湯」
でくつろぎながら三方五湖や若狭湾を一望できます。
Tel 0770-45-0113 （一社）
若狭三方五湖観光協会

三方上中郡若狭町鳥浜122-31-1

IC 舞鶴若狭自動車道 若狭三方ICより約15分

秋の歴史街道を辿る
みけつくに

SA PAのご案内
shizugatake

shizugatake

賤ヶ岳 あふれる肉汁ボリューム満点
SA
「近江牛入り生フランク」

賤ヶ岳 人気のご当地メニュー
SA
「近江牛入り山小屋うどん」

滋賀県の近江牛を燻製せずに調理した生フランク。
燻製しないからこそ肉汁たっぷりで肉本来の旨み・
甘みを味わえます。また、提供時に表面を焼き上
げるため、あつあつの状態でお召し上がりいただけ
ます。※提供方法によって税率が変わる商品です。 近江牛入り生フランク／ 600円

フードコート・山小屋食堂の特選メニューで
す。かつおと昆布のだし、そして甘辛く炊い
た近江牛の旨味が一体となった絶品うどん。
老若男女に愛される定番の逸品です。

賤ヶ岳 高級感のあるしっとりサブレ
SA
「ろくべえ賤ヶ岳生サブレ」

shizugatake

賤ヶ岳 質が高えしずがたけ
SA
「濃厚生スイートポテト」

地元木之本町で大正 15 年に創業された、菓
匠禄兵衛の賤ヶ岳ＳＡ限定商品。なめらかな
チョコを挟んだしっとり食感のサブレです。
味は珈琲、抹茶の 2 種類。お土産に最適な商
品です。
ろくべえ賤ヶ岳生サブレ／ 1,300円

賤ヶ岳ＳＡ（上下線）限定の新商品！！『し
ずがたけの質が高え』濃厚生スイートポテト。
しっとりとろ～りのなめらか食感。ほかでは
買えないオンリーワンのスイーツです。ぜひ
お召し上がりください。
濃厚生スイートポテト／ 1個270円 1箱4個入り1,296円

3

24H

suizu

3

3

3

☎ 0749-86-3347

近江牛入り山小屋うどん／ 950円

shizugatake

㈱ KR フード
サービス
☎ 0749-86-8136

24H

24H

杉津
PA
「焼きそば定食」

☎

レストラン

スナックコーナー

Tel 0770-47-6612 敦賀赤レンガ倉庫
IC 北陸自動車道 敦賀ICより約10分

サービスエリア・コンシェルジュ

Tel

越前極セット／ 930円

青戸ベイサイドヒルズ

807 年に平城天皇の勅願により、泰澄大
師が創建。青葉山の中腹にあり、山門か
らは美しい高浜和田海岸を一望できま
す。
鎌倉時代後期の建築である本堂、33

2018 年にオープンした青戸ベイサイド
ヒルズでは、バーベキューや地元素材を
使ったレストラン、ポニーの乗馬体験や
エサやり体験ができる動物ふれあい広

年ごとにしか開帳されない本尊・木造馬
頭観音坐象および金剛力士立像は国指
定の重要文化財に指定されています。

場、遊具があるキッズランドなどを楽し
めます。展望台からは、絶景の青戸の入
り江を一望することができます。
Tel 0770-77-3761 青戸ベイサイドヒルズ
大飯郡おおい町犬見1-48
IC 舞鶴若狭自動車道 小浜西ICより約10分

若狭ふぐ

若狭地域の直売所、生鮮食品店
休 IC 各店舗により異なる

トラフグの養殖地としては日本最北で
ある若狭湾。春先の冷たい雪どけ水はふ
ぐの身をキュッと引き締め、抜群の歯ご
たえを生み出します。福井県認定
「若狭
ふぐの宿」では、てっさ
（刺身）
、てっちり
（ふぐ鍋）
、唐揚げなど若狭ふぐを味わい
尽くせるメニューが揃っています。
Tel

福井県内の飲食店
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
ショッピングコーナー

敦賀市金ケ崎町4番1号

中山寺

若狭イチジクを育てる農家は全員がエコ
ファーマー認証を受けており、環境に優
しいハウス栽培に取り組んでいます。夏
から秋に出荷のピークを迎え、12 月頃ま
で出回ります。上品な甘さととろけるよ
うな食感は、
驚きの美味しさです。
ジュー
スやジャムなどの加工品もおすすめ！

福井の名物ご一緒に!

福井名物おろしそばと若狭名産焼鯖寿しのコラボ
メニュー。この一品で福井のおいしさを満喫でき
ます。使用している焼鯖寿しは、おぼろ昆布で旨
みを閉じ込めた特別な逸品です。売店にて販売も
しております。お土産にいかがでしょうか？
西洋フード・コンパス
グループ
（株）
☎ 0770-28-1631

7：00 〜 21：00

小浜市川崎3-4

Tel 0770-72-0753 青葉山 中山寺
福井県大飯郡高浜町中山27-2
IC 舞鶴若狭自動車道 大飯高浜ICより約20分

杉津
PA
「越前極セット」

杉津 PA といえば鉄板で作った定食メニュー。
その定番商品が「焼きそば定食」です。地元
製麺所から仕入れる中華麺と特製ソースの相性
は抜群で、一度食べたらやみつきになるかも。
あつあつの鉄板で召し上がれ！
焼きそば定食／ 770円

明治期に外国人技師の設計により建て
られ、当時は石油貯蔵庫として使用さ
れていました。2015 年に、古き良き国際
都市敦賀のまちなみを再現した『ジオラ
マ館』と赤レンガ空間を楽しみながら食
事ができる
『レストラン館』として生ま
れ変わりました。

近江鉄道
（株）
☎ 0749-86-2111

24H

0749-86-3348

敦賀赤レンガ倉庫

若狭おばまの歴史から伝統工芸体験ま
で、若狭の魅力いっぱいの体験型ミュー
ジアム。温浴施設「濱の湯」には、薬湯風
呂や展望風呂があり心身共に癒やされ
ます。また、地元の食材を用いたレスト
ラン
「濱の四季」が隣接し、夕日を眺め
ながら食事が楽しめます。

若狭イチジク
suizu

また食べたくなるこの旨さ

7：00 〜 20：00

Tel 0770-53-1000 御食国若狭おばま食文化館
IC 舞鶴若狭自動車道 小浜ICより約10分

御食国若狭おばま食文化館

ハイウェイ情報ターミナル

ぷらっとパーク

ドッグラン

※価格は2019年10月1日現在のものとなります。

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
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丹南

丹南
A

N

N

A

喧噪を忘れさせる

N

TANNAN

T

大自然の造形

今庄 IC 〜鯖江 IC

越前海岸
越前加賀海岸国定公園に位置し、福井県を代表する景勝地で
す。越前岬を中心に、風と波の浸食作用が作り上げた自然の大ト
ンネル「呼鳥門」
など奇岩怪石が続く海岸美は、訪れる人々を魅了
します。
また、
日本水仙の三大群生地で、冬には山の斜面いっぱい
に咲き乱れます。
Tel 0778-37-1234 （一社）
越前町観光連盟

越前町

IC 北陸自動車道 福井県内の各ICより約50分

情趣あふれる文化をたずねて

3.9km

上り
今庄 IC

8.6km

南条 SA

武生 IC

ツリーピクニックアドベンチャー いけだ

下り

5.4km
鯖江 IC

SA PAのご案内
nanjyo

nanjyo

南条 福井グルメの定番をセットで！
SA
「おろしそばとミニソースカツ丼のセット」

南条 福井の味を欲張りたいあなたへ
SA
「花はす御前」

福井名物の「おろしそば」と「ソースカツ丼」
が一度に味わえるお得なセット。
「おろしそば」
は、そば粉 100％打ちたて茹でたてで提供し
ており、揚げたてのカツにソースをたっぷり
絡めたミニソースカツ丼との相性も抜群です。 おろしそばとミニソースカツ丼のセット／ 950円

特徴ある福井の名物「小鯛の笹漬け」、
「ソース
かつ」、
「越前そば」が一度に楽しめる欲張りメ
ニュー。福井の思い出を振り返りたい方、また福
井に寄らずとも雰囲気を味わいたい方にもおす
すめです。この機会にぜひお召し上がりください。 花はす御前／ 1,480円

nanjyo

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

南条 職人の技がキラリと光る
SA
「越前和紙」

地元福井の水産卸業者が自信をもっておすす
めする逸品です。脂ののった新鮮な鯖を使用
し、防腐剤は使わず、身が崩れないよう丁寧に
手詰めで仕上げました。独自の製法でじっくり
煮付けた、最高品質の味をお楽しみください。

日本三大和紙生産地の一つ、福井県越前市。
1500 年の長い歴史を持ち、その伝統技術は今
も継承されています。南条ＳＡ（下り線）では、
かわいらしいメモやシールなど、お土産に最
適な越前和紙の商品を取り揃えております。
越前和紙／ 216円〜

21：00

24H

☎

24H

0778-47-3598

※スターバックスコーヒー 7：30 〜 21：00

レストラン

三谷商事
（株）
☎ 0778-47-3596

スナックコーナー

11：00

24H

〜

〜

11：00

21：00

ショッピングコーナー

☎

24H

0778-47-3599

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

あじ ま

西洋フード・コン
パスグループ
（株）
☎ 0778-47-3418

ぷらっとパーク

ドッグラン

梯団除雪状況

雪氷出陣式の様子

冬の北陸路を守る主な作業は、
除雪と凍結防止剤散布です。
雪が路面に積もるときには、
除雪トラック 2 〜 3 台で梯団を編成して除雪しています。
気温が下がり、
路面が凍結する
と予想されるときは、
凍結を防止するために塩化ナトリウム
（凍結防止剤）
を散布します。

Tel 0778-42-8311 めがねミュージアム
IC 北陸自動車道 鯖江ICより約2分

Tel

福井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

鯖江市新横江2-3-4

今庄宿

の

味 真 野 地区は、新元号
「令和」で注目を
浴びる”万葉集”とも関わりが深い地域
です。苑内では、万葉集にある歌の歌碑
や万葉集について学べ、四季折々に咲く

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旧北陸道の宿
場として江戸時代に栄えました。町並は
今も、昔の面影を残し素朴な雰囲気を漂

花とともに万葉集に歌われた植物を鑑
賞するなど、年間を通じて万葉ロマンに
ひたることができます。

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ます。

Tel 0778-27-7800 万葉菊花園
越前市余川町55-1
IC 北陸自動車道 武生ICより約10分

※価格は2019年10月1日現在のものとなります。

冬の北陸路を守るため、11 ／ 10 〜翌年
4 ／ 15 まで雪氷対策作業を行います。

今立郡池田町志津原28-16

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。

万葉の里味真野苑

nanjyo

南条 今、大注目！人気の鯖缶
SA
「越前田村屋 鯖缶（醤油・味噌・生姜）」

越前田村屋 鯖缶（醤油・味噌・生姜）／ 680円

めがねミュージアム

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 0778-45-0074 （一社）
南越前町今庄観光協会
IC 北陸自動車道 今庄ICより約5分

南越前町今庄

水ようかん

浜の活丼

福井の冬スイーツといえば水ようかん！
夏のイメージが強いですが、寒い冬にこ
たつで一枚板状の水ようかんをへらで
すくって食べるのが福井流です。あんこ
と黒糖をはじめとするシンプルな材料
から生まれる素朴な甘みとなめらかな
舌触りに、思わず虜になってしまいます。

日本海の新鮮な魚介を楽しむなら、
越前
海岸がイチオシ！今日一番の活きのい
い魚をランチ限定でお得にお召し上が
りいただけます。冬には名物越前がにを
使ったメニューも登場し、
ご当地感満点。
1 店目から割引が受けられるクーポンス
タイルのスタンプラリーも開催中です。
Tel

越前町、南越前町内の飲食店
休 IC 各店舗により異なる

これらの作業は、
お客さまに安全・安心に北陸路を利用していただくためのものですので、
ご理解とご協力をお願いいたします。
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
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FUKUI ／ KATSUYAMA ／ ONO

鯖江 IC〜福井北 JCT・IC

悠久の時を想う

FUKUI / KATSUYAMA / ONO

福井
勝山・大野

福井 勝山 大野
歴史ロマン
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。化石に触れる展示などもあり、五感を使って楽しめるのが人気の
秘密です。
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10分
Tel 0779-88-0001

秋深まる山里で、食べて、遊んで

3.1km

上り

鯖江 IC

8.1km

北鯖江 PA

6.4km
福井 IC

下り

福井北 JCT・IC

SA PAのご案内
kitasabae

kitasabae

北鯖江 若狭牛の贅沢なうどん
PA 「若狭牛肉うどん」

北鯖江 塩味の絶品唐揚げ定食
PA
「唐揚げ定食」

福井のブランド黒毛和牛「若狭牛」を贅沢に
使用した肉うどん。若狭牛はきめ細かく柔ら
かな肉質が特徴。スープには肉の旨味と香り
がしみており、飲み干してしまうほどの美味
しさです！

福井の中華料理店「桜蘭」のこだわり調味料
「私塩なんです」で味付けした唐揚げ。モン
ゴル産岩塩に福井の水・生姜・ニンニクを使
用した調味料で、あっさり塩味とジューシー
なお肉のハーモニーが食欲をそそる！

若狭牛肉うどん／ 780円

kitasabae

唐揚げ定食／ 780円

里芋料理の定番といえば「煮っころがし」
。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。
里芋の煮っころがし／ 552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。ほかにもさまざまな味を取り揃えています。 阿んま屋の生どらやき／ 140円

スナックコーナー

サービスエリア・コンシェルジュ

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！！（2019.9.1 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
● LED 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

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 0779-67-1066 六呂師高原スキーパーク
IC 中部縦貫自動車道 大野ICより約20分

大野市南六呂師

醤油カツ丼
「ソースカツ丼はちょっと重い…」そん

た
「九頭竜まいたけ」
。大野市の専用施設で大切に
生産されたまいたけは、芳醇な香りとシャキシャキ
とした歯ごたえがたまらない！天ぷらやバター炒め、
炊き込みごはんなど、丸ごと楽しめる料理で秋を感
じてみてはいかが？

な方におすすめなのが、
醤油カツ丼です。
大野市の老舗醤油屋が専用醤油を開発
したことから、県内に広がっていきまし
た。カツに負けないくらい野菜もたっぷ
り入ってとってもヘルシー！さっぱりと
した醤油味が食欲をそそります。

Tel

大野市の直売所、生鮮食料品店
休 IC 各店舗により異なる

ハイウェイ情報ターミナル

ぷらっとパーク

ドッグラン

Tel

大野市内の飲食店
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

※価格は2019年10月1日現在のものとなります。

三角停止板・LED 信号灯は
お持ちですか？

福井市城戸ノ内町28-37

㈱大津屋
☎ 0778-52-1205

24H
ショッピングコーナー

全長300mの傾斜の緩やかなコースで、
初 心 者の方もお子さん連れのファミ
リーも安全安心に楽しむことができる
スキー場です。2018 年 4 月には、北陸
三県唯一となる人工ゲレンデが整備
され、年間を通してスキーを楽しめる
ようになりました。

九頭竜川が生み出す大地の恵みをたっぷりと蓄え

kitasabae

レストラン

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
町並がほぼ完全な姿で発掘され、国の特
別史跡・特別名勝・重要文化財の三重指
定を受けています。
2019年5月には、
「石」
をテーマとした日本遺産を構成する文
化財として認定されました。

九頭竜まいたけ

北鯖江 新感覚の冷たいどらやき！
PA
「阿んま屋の生どらやき」

㈱大津屋
☎ 0778-42-6980

六呂師高原スキーパーク

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」

24H

一乗谷朝倉氏遺跡

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

旅情さそう

SAKAI ／ AWARA

日本海の夕べ

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

潮風薫る出で湯を愉しむ

6.8km

上り

福井北 JCT・IC

丸岡 IC

3.0km

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 福井のおいしさをこの一品で
PA
福井極御膳

女形谷 福井のそばと言ったらコレ！
PA
「越前おろしそば」

お客さまからの熱い要望にお応えし、越前おろし
そばと厚揚げステーキのセットが誕生しました。
あつあつの鉄板に厚揚げをのせ、そこにお醤油を
かけたら、香ばしいにおいが広がり食欲増進！そ
ばも厚揚げも福井県産なこだわりの逸品です。
福井極御膳／ 810円

福井県の名物！冷たい水でしめたおそばに大
根おろし、かつお、ねぎをのせた至極の一杯！
健康長寿福井を代表する食文化で、「郷土料
理百選」にも選ばれているソウルフードです。
ぜひお召し上がりください。
越前おろしそば／ 500円

onagatani

女形谷 だしがジュワ〜っとしみこむ
PA
「竹田の油揚げ」

「パンの中には大きな幸せがありますように」
と願いを込めて誕生した、甘さ控えめのあん
ぱんです。ふわふわブリオッシュ生地の中に北
海道産小豆、北陸産もち米といったこだわりの
素材で作られた羽二重大福餅が入っています。 大福あんぱん／ 250円

創業当時と変わらない製法で、真心を込めて
一枚一枚丁寧に揚げています。表面はカラッ
と揚がって香ばしく、中はフカフカでやみつ
きになる美味しさです。厳選・天然素材で作
り上げた自慢の油揚げをぜひご家庭でも。

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

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

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

高速道路の交通安全セミナーを行っています。
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。

Tel 0776-82-8392 （一社）
三國會所
IC 北陸自動車道 金津ICより約25分

坂井市三国町北本町・南本町・神明

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ほか、
サメや巨大なタコ ･ドクターフィッシュ

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。創作活動の展示・発表
を目的としたメイン施設のアートコア

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。

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より約5分

あわら市宮谷57-2-19

ファミリーマート
☎ 0776-68-5677

※価格は2019年10月1日現在のものとなります。

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

江戸時代から明治期にかけて、
「北前船」
の寄港地として栄えた三国湊には、今
も、格子戸が連なる町家、豪商の面影が
残る歴史的建造物など、情緒ある町並
みが残っています。2018 年 5 月に、北前
船寄港地として日本遺産に認定されま
した。

竹田の油揚げ／ 550円

7：00 〜 20：00
ショッピングコーナー

三國湊レトロ

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 本の泉源を有
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、
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。
Tel 0776-77-1877 おしえる座ぁ
あわら市温泉1-1-1
IC 北陸自動車道 金津ICより約15分

onagatani

女形谷 ふわふわ！もちもち！新食感
PA
大福あんぱん

あわら温泉

Tel

越前坂井 うららの極味膳

油揚げ料理

坂井市自慢の食材を使い、各店のオリ
ジナリティあふれる料理が楽しめる
「う
ららの極味膳」
。福井名物のおろしそば
や三国港で水揚げされた新鮮な甘えび
など、選ぶのを迷ってしまうほど多彩な
メニューが魅力です。11 ～ 3 月の期間限
定で提供される「カニ膳」も要チェック！

油揚げ消費量日本一の福井県では、各
地で油揚げ料理をお楽しみいただけま
す。
仏教信仰があつく報恩講料理では油
揚げが必須なため、広く定着したといわ
れています。外はサクッと、中はふわふ
わジューシーで、
まさに絶品。
揚げたては
さらに美味しいので、
ぜひご賞味あれ！

坂井市内の飲食店 （http://www.kiwamizen.jp/）
休 IC 各店舗により異なる

Tel

福井県内の飲食店、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

湯煙やさしく

KAGA ／ HAKUSAN

彩りを変える温泉街

加賀 IC 〜美川 IC

山中温泉 こおろぎ橋
かく せん けい

鶴仙渓に架かる総ヒノキ造りの風雅な橋です。山中温泉を代表する
名勝で、橋から眺める鶴仙渓は絶景です。
かつては行路が極めて危
こう ろ ぎ
なかったので
「行路危」
と呼ばれたとされ、
また一説には秋の夜に鳴く
コオロギに由来するともいわれています。
あやとりはし・桜公園では降雪
時期まで、
「Kakusenkei Light」
も開催中です。
山中温泉観光協会
加賀市山中温泉こおろぎ町
IC 北陸自動車道 加賀ICより約20分
Tel 0761-78-0330

「Kakusenkei Light」

Ⓒ山中温泉観光協会

※こおろぎ橋架け替え工事は、
10月11日完了予定。

山岳ドライブで秋を満喫

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 料理長自慢のカレールー
SA 「ステーキカレー」

尼御前 豪華絢爛！極みの一膳！
SA
「〜極〜ぜいたく海鮮丼」

マンゴーチャツネとココナッツミルクを使用した
料理長自慢のルー。
フルーティな味わいののちに
ちょっぴりスパイシーな風味が広がります。
その
上にアンガス牛ステーキをどーんと150ｇもトッ
ピング。
当店限定のスペシャルなカレーです！

当店人気の
「日本海荒波海鮮丼」をパワーアッ
プ。日本海で獲れた旬の海鮮を中心に 11 種の
具材をふんだんに盛り付けました。橋立港を一
望できる広々としたテラスで優雅にお召し上が
りください。

ステーキカレー／ 1,980円

amagozen

〜

11：00
21：00

24H

☎

0761-75-2238

小松市若杉町ア91

〜極〜ぜいたく海鮮丼／ 1,700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
レストラン

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

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

24H
ハイウェイ情報ターミナル

Tel

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。

Tel 076-256-7341 白山林道石川管理事務所
IC 北陸自動車道 白山IC、美川ICより約1時間

白山市中宮

〜 11月10日頃
（天候により変更することがあります）

坂網猟の鴨

国造ゆず

江戸時代から 300 年以上も続く
「坂網

能美市特産
「国造ゆず」
は、11 月上旬か

猟」
で捕らえられた野生の鴨は、
冬の 3 か
月間、
しかも加賀地域でしか味わうこと
ができません。猟銃を使わず、猟師熟練
の技によって鴨を無傷で捕獲するため、
ジビエ特有の臭みがなく、その味と希少

ら収穫のピークを迎えます。
農薬不使用・
有機肥料栽培にこだわっており、上品で
香り高い果実は食用に限らず化粧品な
どでも楽しめます。11 月 9 ～ 10 日には、
能美市こくぞう里山公園交流館で直売

性から
「幻の鴨肉」
とも呼ばれています。

イベントも開催されます。
お見逃しなく！

加賀市内の飲食店
休 IC 各店舗により異なる

Tel

石川県内の直売所、生鮮食品店、おみやげ店
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

※価格は2019年10月1日現在のものとなります。

動物にご注意ください！

石川県白山市と岐阜県白川村を結ぶ全
長 33.3km、6 月から 11 月の期間限定で
しか通行出来ない有料道路です。特に
秋、手つかずの原生林を彩る紅葉は優美
かつ壮大、標高差が大きいため 10 月か
ら 11 月の間、沿線のどこかが常に見頃
を迎えており楽しむことができます。

※開通期間

尼御前 五郎島金時使用 !!
SA
「金時芋羽二重餅」

金箔羽二重詰合せ／ 1,296円

白山白川郷ホワイトロード

明治期に欧米でジャパンクタニと称賛
された色絵陶磁器の最高峰
「九谷焼」
。
全国でも希少な伝統的陶土づくりを行
う製土工場をはじめ、若手作家工房や
体験コーナー、展示販売所も含まれる九
谷焼創作工房です。設計は、新国立競技
くまけん ご
場を手掛けた建築家・隈研吾氏。

IC 北陸自動車道 小松ICより約20分

amagozen

際立つ!!
尼御前 金箔、
SA
「金箔羽二重詰合せ」
“白”と
“黒”2 色の羽二重餅の上に金箔をあし
らった、優雅な風合いと柔らかな食感が魅力の
豪華な和菓子です。個包装になっていることも
おすすめポイント。金沢といえば金箔。お土産
にピッタリの一品です。

Tel 0761-48-4235

九谷セラミック・ラボラトリー

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
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金沢

金沢

KANAZAWA

冬支度の名園を

K A N A Z A W A

そぞろ歩く

美川 IC 〜金沢東 IC

兼六園（国指定特別名勝）
江戸時代の林泉回遊式庭園の特徴を今日に残す代表的庭園で、
日
本三名園の一つです。築庭は1676 年（延宝
4
年）
加賀
5
代藩主綱
こう だい ゆう すい じん りょく そう こ
すい
紀に始ま
り、約 180 年を費やしました。宏大、幽邃、人 力 、蒼古、水
せん ちょうぼう
泉、眺 望の六勝を兼ね備えるという意味から命名されました。桜やカ
キツバタ、
紅葉、
雪吊りと四季折々の美しさが楽しめます。
石川県金沢城・兼六園管理事務所
金沢市兼六町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

城下街の風情を味わう

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

徳光 徳光でこれ食べずに何食べる!?
PA 「徳光うどん」

いまや地名度は
“全国区”!? 濃厚なカレールー
に千切りキャベツとトンカツがトッピングされ
たご当地カレー、それが
「金沢カレー」
。リピー
ター続出の当店人気メニューです。

地元・白山市の製麺所直送のうどん、毎日作る
自家製だしに“甘えびのかき揚げ”をトッピン
グ。昔ながらの味は他県からもリピーターが来
るほど。ほかでは味わえない逸品をご堪能あ
れ！

金沢カレー／ 890円

tokumitsu

tokumitsu

一度は食べたい金沢のおでん

徳光
PA
「加賀おでん」

昆布とかつおの合わせだしに大根、車麩 ( くる
まぶ )、赤巻など 6 種の具材が入った金沢なら
ではのおでんです。常温商品なのでお土産に最
適です。だしがしみこんだ美味しいおでんを召
し上がれ！

写真：北嶋俊治

tokumitsu

徳光 ここならではのルーが魅力
PA 「金沢カレー」

徳光うどん／ 620円

能登大納言小豆、柳田産ブルーベリーなど 6 種
類の能登の食材をデコレーションに使用した
ワッフルです。奥能登を代表する和菓子店が
作った“洋菓子”をお召し上がりください。

レストラン

スナックコーナー

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

Tel

道路緊急
ダイヤル

＃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。

はす蒸し

がすえび

加賀野菜の一つ
「加賀れんこん」は、は

北陸といえば甘えびが有名ですが、地元

す蒸しで味わうのがおすすめ！「餅れん
こん」の異名を持つほど粘りが強いれん
こんをすりおろし、魚介などの具材を入
れて蒸し上げ、最後に温かくとろみのあ
る餡をかければ完成。もっちりした食感

では濃厚な甘みとぷりぷり食感の
「がす
えび」も人気！鮮度が落ちるのが早く見
栄えが良くないという理由で、なかなか
外の地域に流通しない食材です。
飲食店
での提供は不定期なことが多いので、見

Tel

ぷらっとパーク

ドッグラン

つけたらラッキーな逸品です。

石川県内の飲食店
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

Ⓒ金沢まいもん寿司

（株）
ハチバン
☎ 076-275-6412

24H

ハイウェイ情報ターミナル

石川県内の飲食店
休 IC 各店舗により異なる

※価格は2019年10月1日現在のものとなります。

道路の異常を発見したら

Tel 076-283-6600
かほく市内日角井1
IC 北陸自動車道 金沢東ICより約20分、のと里山海道白尾ICより約5分

と優しい味で、
心も体も温まります。
能登わっふる／ 290円〜 330円

（株）
ハチバン
☎ 076-275-6411

記念哲学館では、西田博士の業績など
を紹介しながら、哲学を身近に分かりや
すく解説しています。
また
「思索体験」
も
楽しめる
“心のオアシス”となっており、
建築家安藤忠雄氏が設計したガラス張
りの建物や階段庭園などは、
思索体験の
場にふさわしい雰囲気となっています。

※一般駐車場はございません

徳光
PA
「能登わっふる」

7：00 〜 19：30

石川県西田幾多郎記念哲学館

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
現した常設展示をご覧いただけます。

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

どれを買おうかきっと迷う!!

加賀おでん／ 650円

谷口吉郎・吉生記念金沢建築館

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

景勝と光りが融合する

O

NOTO

N

鮮やかな光景

金沢東 IC〜小矢部 IC

しろ よね

白 米 千枚田

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

日本海に面した広大な急斜面に田んぼが続く名所、
白米千枚田。10
月19日より実施するイルミネーションイベント
「あぜのきらめき」
では、約
２万５千個のLEDの輝きが稲刈りを終えた畦道を美しく彩ります。
開催期間：2019 年 10月19日
（土）
〜 2020 年 3月15日
（日）
点灯時間：日没から約４時間
千枚田ポケットパーク
輪島市白米町ハ部99-5
（千枚田ポケットパーク）
IC のと里山海道 のと里山空港ICより約35分
Tel 0768-34-1004

能登の食材を堪能する

fudoji

不動寺 不動寺に来たなら能登豚
PA
「能登豚ステーキ丼」
生産環境や衛生に万全を期した安心・安全な石
川県産のブランド豚“能登豚”のロース肉を使
用したステーキ丼です。もちもちとした肉質と
口の中にあふれるジューシーな旨みをご堪能く
ださい。

石川県七尾美術館

能登豚ステーキ丼／ 990円

fudoji

不動寺 カツ丼を食べるなら不動寺で!!
PA
「カツ丼セット」
肉厚な三元豚ロースカツをからっと揚げ、卵で
とじました。ミニうどんのセットメニューはボ
リューム満点。不動寺のカツ丼を食べるとどこ
か懐かしさを感じます。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。

fudoji

Tel 0767-53-1500
七尾市小丸山台1-1
IC 能越自動車道 七尾城山IC、七尾ICより約10分

fudoji

能登生まれ金沢育ちのネコ「トラ」をモチーフ
にしたバターサブレ。トラのしょっぱい思い出
を、能登塩 < わじまの海塩 > とビターチョコ、
そして香ばしさで表現しております。今回「プ
レみや」
に認定された、当店イチオシ商品です。 にゃんこのサブレ in KANAZAWA（3枚）／ 648円

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

レストラン

スナックコーナー

ショッピングコーナー

Tel 0767-32-9341 志賀町商工観光課
IC のと里山海道 西山ICより車で約30分

カツ丼セット／ 900円

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」

中日本ハイウェイ・
リテール名古屋
（株）
☎ 076-257-3421

増穂浦海岸にある、全長 460.9 メートル
のベンチで、1989 年、
世界一長いベンチ
としてギネスブックに掲載されました。
ベンチ付近は全国屈指の夕日スポット
で、日没後には、LED 照明
「ペットボタ
ル」が揺らめく
『西能登里浜イルミネー
が開催中※です。
Ⓒ志賀町 ション ときめき桜貝廊』
羽咋郡志賀町富来領家町

※開催期間：8/10 〜 11/30、
点灯時間：日没から4 時間程

不動寺 トラのしょっぱい思い出
PA
「にゃんこのサブレ」

7：00 〜 20：00

世界一長いベンチ

ドーム型の七つの屋根が特徴的な能登
唯一の総合美術館。
能登にゆかりのある
作品を中心に美術工芸品を展示。
今年も
「イタリア・ボローニャ国際絵本原画展」
が 11 月 1 日 ( 金 ) ～ 12 月 8 日 ( 日 ) に開
催されます。お子さまから大人まで楽し
むことができる、
毎年好評の展覧会です。
「イソップものがたり」
平佐実香
（ミカオ）

Tel

のとてまり

西能登おもてなし丼

マツタケを超える価格がつくこともあ

能登半島に位置する志賀町では、地元

る超高級ブランドシイタケ「のとてま
り」。奥能登の気候風土を活かし、一つ
ずつ丁寧に生産されています。傘 8cm 以
上という片手からはみ出る大きさと厚
さ、豊かな香りと弾力のある歯ごたえは、

の食材をたっぷり使った丼で皆さまをお
もてなしします。能登牛や新鮮な地魚な
どの豪華な具材から、
カツ丼や中華丼な
どカジュアルなメニューまでラインナッ
プ豊富に取り揃えています。
志賀町自慢

一度は味わってみたい美味しさです。

のご当地グルメを味わい尽くしましょう。

石川県内の飲食店、直売所、生鮮食品店
休 IC 各店舗により異なる

Tel

志賀町内の飲食店
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）
☎ 076-257-5100

7：00 〜 20：00
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

※価格は2019年10月1日現在のものとなります。

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

お出かけ前に「アイハイウェイ」、冬用装備は万全に！
NEXCO中日本公式WEBサイト「アイハイウェイ中日本」では、
「冬用タイヤ規制」
「通行止」などの交通情報に加え、12時間先までの「大雪」
「雪」が予測される高速道
路区間を色分けして表示しています。他にも高速道路に設置したライブカメラ画

http://c-ihighway.jp/

像で降雪状況をチェックできます。
また、冬の北陸は気象が急変する場合がありますので、冬用タイヤを装着してい
る場合でも、タイヤチェーンを携行しましょう。
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南砺 高岡 氷見

下り

上り

2.2km

小矢部IC

N A N TO ／ TA K AO K A ／ H I M I

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

黄金色の萩すすきが迎える
ふるさとの風景

福光 IC

3.4km

城端SA

小矢部 IC 〜小杉 IC

下り

NANTO / TAKAOKA / HIMI

南砺
高岡・氷見

小矢部砺波JCT

12.9km
上り

五箇山 IC

ご

か やま

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から菅沼約１分、五箇山ICより相倉約16分
Tel 0763-66-2468

SA PAのご案内

歴史と伝統と旬の味

oyabegawa

小矢部川 国産するめいか使用 !!
SA
「いかそうめん丼みそ汁セット」
富山や新潟、青森県の日本海で獲れた新鮮なす
るめいかを細切りにしてのせました。だし醤油
をかけても明太子とからめても美味しい、一品
で二度楽しめる当店№ 1 メニューです。
いかそうめん丼みそ汁セット／ 860円

高岡大仏

となみ散居村ミュージアム

高岡伝統の銅器鋳造技術の粋を集め、
約 30 年の歳月をかけて完成しました。
高さ 15.85m、重量 65t の阿弥陀如来坐
像で、日本三大仏に数えられることもあ
ります。高岡の象徴として市民に愛され
ています。

富山県西部の砺波平野は、散居村と呼
ぶ特異な集落景観が広がり、
豊かな屋敷
林に囲まれた約 7,000 戸を超える民家
が散在する景観は見応えがあります。そ
の歴史や伝統文化の魅力を発信するた
め、情報館、伝統館、交流館と国指定重
要文化財を展示する民具館があります。

kitasabae

小矢部川 富山をまとめてご堪能
SA
「富山スペシャル天丼」
富山の味『白えび・ほたるいか・ブリ』をまとめ
て味わえる贅沢な天丼です。タラの芽、赤かぶ
の天ぷらも一緒に盛り付け、それぞれの本来の
味を引き出しています。これはもう食べるしか
ない！

小矢部川 五つの味の和風メレンゲ
SA
「木 . 林 きりん」

厳選された鱒の下に醤油漬けいくらを挟み込
んだ贅沢極上
“鱒の寿し”です。お土産にも、自
分へのご褒美にもおすすめな逸品。隣接の自社
工場で毎日製造しており、ここだけの限定販売
です。

サクッとした食感と、口の中ですっと溶けてい
くメレンゲのやわらかな甘み。
『 塩味、苦味、酸
味、甘味、滋味』の 5 種が楽しめます。カラフル
でお洒落なパッケージは、思わず手に取りたく
なります。手土産にもピッタリです。

24H

鱒いくら寿し／ 2,200円

☎

小矢部サービス
ステーション
（株）
☎ 0766-61-4352

24H

0766-61-4203

レストラン

スナックコーナー

8：00

24H

ショッピングコーナー

〜

〜

21：00

富山県高岡市大手町11-29

富山スペシャル天丼／ 1,680円

kitasabae

oyabegawa

小矢部川 小矢部川SAオリジナル!!
SA
「鱒いくら寿し」

11：00

Tel 0766-20-1301 高岡市観光交流課
IC 能越自動車道 高岡ICから約10分

21：00

☎

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

車内に 残らない！

り散策するほか、内川に架かる個性豊か
な橋を遊覧船で巡るなど楽しみ方は様々
です。

入浴することができます。
「 魚のまち氷
見」の豪快な魚料理とともに、くつろぎ
のひとときをお過ごしください。

射水市港町～八幡町

Tel 0766-74-5250 （一社）
氷見市観光協会
IC 能越自動車道 氷見ICから約10分

原則3

氷見市氷見温泉郷

氷見三昧御膳
“食都”氷見を味わい尽くすための御膳
を平日昼限定の特別メニューとして提
供中！海・里・山と素晴らしい食材が揃
う環境で、市内の各店が腕を競います。
特に朝獲れの新鮮な海の幸や、
極上の黒
毛和牛
「氷見牛」は絶品です。お値段以
上のボリュームで、
大満足間違いなし。

さんじゃ

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後方に設置してください。
原則2

富山湾沿いに広がる氷見は海の幸が豊
富にとれる港町。
「 世界で最も美しい湾
クラブ」加盟の富山湾と立山連峰を望
む宿が立ち並び、美しい景色を見ながら

富山干柿の歴史は古く、江戸時代に加
賀藩 3 代前田利常公が干柿づくりを奨
励したことから始まります。地元原産の
「三社柿」
という渋柿を用いて、
一個ずつ
手もみで水分や甘みを均等に行きわた
らせます。栄養満点、天然の甘みが引き
出された干柿は、
冬の贅沢なおやつです。

高速道路における緊急時の３原則
路上に 立たない！

氷見温泉郷

内川周辺は、多数の漁船が係留され、昔
ながらの家並みが続く景観から「日本の
ベニス」と呼ばれています。近年映画の
ロケ地としても注目されており、ゆっく

富山干柿

ドッグラン

※価格は2019年10月1日現在のものとなります。

原則1

内川

木.林 きりん／ 648円

24H

0766-61-4203

サービスエリア・コンシェルジュ

Tel 0766-84-4649 （一社）
射水市観光協会
IC 北陸自動車道 小杉ICより約25分

富山県砺波市太郎丸80
9:00 ～ 18:00 休 毎週水曜日、第3木曜日
（祝日除く）
、年末年始
IC 北陸自動車道 砺波ICから約3分
Tel 0763-34-7180

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。

Tel

富山県内の生鮮食品店、おみやげ店
休 IC 各店舗により異なる

Tel

氷見市内の飲食店、宿泊施設
（事前予約必須）
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

燃ゆる北アルプスの絶景

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

立山 IC

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
番人気のこだわりのメニューです。

立山黒部アルペンルート

下り

5.7km

流杉 PA

空中から展望する

TOYAMA / TATEYAMA

富山
立山

3,000m 級の山々が連なり、
雄大なパノラマが目前に迫るこの地は、貴
重な景観や動植物と出会える大自然の宝庫。鮮やかに色づく紅葉を
愛でながら、
ゆっくりと散策やトレッキングで、大自然の息吹を感じてく
ださい。
（営業期間：11月30日まで）
Tel 076-432-2819 立山黒部観光㈱営業推進部国内営業センター
IC 北陸自動車道 立山ICより立山駅まで約40分

うわさのオムライス／ 930円

悠悠閑閑、芸術の秋を巡る
くれ は やまこうえんてんぼうだい

富山県水墨美術館

呉羽山公園展望台

水墨画を中心に、長い伝統の中で育まれ
てきた日本文化の美を紹介するとともに、
それらを鑑賞するにふさわしい庭園や茶
室を配した落ち着いた雰囲気の和風の美
術館です。常設展示では近代日本美術を
か ほ
代表する画家や富山県出身の画家、下保

SA PAのご案内

東に立山連峰、北に富山湾を望むことが
できる展望スポット。富山市の
「立山あ
おぐ特等席」に指定されています。特に
晴れた日には、大きく広がる立山連峰の
景観を満喫できます。また、夜景を望め
る絶景スポットとしても人気がありま
す。

あきら

kureha

昭などの作品を見ることができます。

富山のB級グルメといえば

呉羽
PA
「ブラックラーメン」

富山市五福777番地
9:30 ～ 18:00
（入室は17:30まで） 休 毎週月曜日
（休日除く）
、休日の翌日、年末年始
IC 北陸自動車道 富山ICより約20分
Tel 076-431-3719

富山のＢ級グルメといえば
「富山ブラック」と
呼ばれるラーメンです。真っ黒な濃厚スープと、
とろとろのチャーシューがマッチング！まさに
黒極
（くろのきわみ）と言っていいほどの味わ
いが癖になります。
ブラックラーメン／ 680円

ふ がん

呉羽 昆布王国富山の幸せ小箱
PA
「室 谷の昆布小箱（富山の幸）」

呉羽 富山のお土産の王道といえば
PA
「月世界」

kureha

kureha

むろ や

「昆布王国富山」は昔、北前船の中継地でした。
北海道よりもたらされた昆布が独自の食文化
に発展しました。北前船の荷をそのままに、白
えび、
ほたるいか、
氷見特産の稲積梅 ( いなづみ
うめ)で味付けした昆布が入った幸せ小箱です。 室谷の昆布小箱（富山の幸）／ 1,200円

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。

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

月世界／ 2本入り 1,080円

ショッピングコーナー

サービスエリア・コンシェルジュ

スマートICでは、必ず一旦停止をお願いします。

ハイウェイ情報ターミナル

ぷらっとパーク

IC ～ IC

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※

6:00 ～ 22:00

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

北陸道

本線直結スマートIC
営業時間

南砺スマート

富岩運河環水公園

大型スクリーンでご覧いただける
「遙望
館」
、立山曼荼羅の世界を五感で体験で
きる
「まんだら遊苑」
があります。
立山町芦峅寺93-1
9:30 ～ 17：00（入館は16:30まで） 休 毎週月曜日
（祝日除く）
、祝日の翌日、年末年始
IC 北陸自動車道 富山ICより約35分、立山ICより約30分
Tel 076-481-1216

フクラギ

冷たい海洋深層水と温かい対馬海流が
ぶつかる富山湾は、
「天然のいけす」と呼
ばれるほど魚の種類が豊富。そんな富山
湾の恵みを味わい尽くせるのが
「富山湾
鮨」です。鮮度抜群な地魚をリーズナブ
ルにお楽しみいただけます。季節によっ
てさまざまに変わるネタも魅力です。

※スマート IC は ETC 専用 です。

箇所名

立山の自然と人間のかかわりがテーマ
の博物館。立山の自然、信仰・文化が学
べる
「展示館」、立山の自然と立山信仰
の世界に関する映像を臨場感ある３面

富山湾鮨

ドッグラン

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。
道路名

富山県［立山博物館］

都心のオアシス
「富岩運河環水公園」か
ら港町「岩瀬」までの運河クルーズ。中島
こう もん
閘門での水位差約 2.5m の迫力ある「水
のエレベーター体験」が人気！ 2019 年
春から、エアコンとトイレを完備した新
艇
「kansui（かんすい）
」
が就航中。

3本入り 1,620円

中日本ハイウェイ・
リテール名古屋
（株）
☎ 0766-56-0583

7：00 〜 20：00

富山市安養坊

富岩水上ライン

Tel 076-482-4116 富岩船舶㈱
富山市湊入船町
IC 北陸自動車道 富山ICより約25分

※価格は2019年10月1日現在のものとなります。

SA・PAに接続するスマートIC

Tel 076-443-2111 富山市公園緑地課
IC 北陸自動車道 富山ICより約20分

Tel

富山県内の飲食店 （http://www.toyamawan-sushi.jp/）
休 IC 各店舗により異なる

富山県では、出世魚であるブリの幼魚
（体長 30 ～ 40cm）を
「フクラギ」と呼び
ます。漢字で
「福来魚」と書くため、縁起
が良いと親しまれている魚です。ブリよ
り一足早い秋に旬を迎え、適度な脂のの
りでさっぱりとした癖のない味は、あら
ゆる料理でお楽しみいただけます。
Tel

富山県内の飲食店、生鮮食品店
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。
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

魚津
黒部
／

移りゆく渓谷の光景を

K U R O B E

KUROBE / ASAHI

U O Z U

体験する旅

立山 IC 〜朝日 IC

黒部峡谷トロッコ電車
日本一深い V 字峡谷を縫うように走る全長 20.1km のトロッコ電
車。宇奈月温泉を出発し、
いくつもの橋やトンネルを走り抜けながら、
紅葉の季節には赤や黄に染まった木々の彩りと、鮮やかなブルーの
川面を眺めることができます。
（ 営業期間： 11 月30日まで）
黒部峡谷鉄道㈱
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

晩秋の夕凪を散策する

arisoumi

有磯海 富山湾水揚げ! 海の幸
SA
「アオリイカ丼」
イカの中でも高級食材とされる
「富山湾産アオ
リイカ」を使用した唐揚げ丼です。身が厚く、柔
らかいのが特徴のアオリイカを、
から揚げにして
盛り付けた贅沢な逸品です。
こだわりの甘だれと
の相性も抜群です。
ぜひお召し上がりください。

アオリイカ丼／ 900円

arisoumi

有磯海 海の幸、山の幸を鮮やかに･･･
SA
「白えびとキノコの和風スパゲッティセット」
有磯海 SA

立山 IC
白えびとキノコの和風スパゲッティセット／ 1,200円

arisoumi

7.1km
3.7km

8.1km
上り

入善 PA

2.2km
5.6km

滑川 IC

9.6km

魚津 IC

富山県を代表するりんごの産地・魚津市加積地
区の農家で丹念に育てられたりんごを、1 個 1 個
スタッフが手作業で切って加工。ゼリーのような
寒天で、
りんごの風味・食感をギュッと閉じ込め
た、
まるでりんごを食べているようなジュレです♪

「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！

ごろっとじゅれ／ 345円

☎

24H

076-471-2901

レストラン

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

〜

〜

日本でも珍しい砂利浜の海岸。美しいエ
メラルドグリーンの海岸で、日本の渚百
選にも選ばれています。ヒスイの原石が
打ちあげられヒスイ探しも楽しめます。
晩秋からフクラギ
（ブリの子ども）が海
岸に回遊し始めるため、フクラギ釣りの
聖地としても有名です。

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

朝日 IC

Tel

ますの寿し 一段／ 1,500円

逆走車にご注意ください！

ぷらっとパーク

ドッグラン

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。

行き先はしっかり確認！

ンターチェンジまで走行してください。

富山ブラック
ご当地ラーメンとして名高い
「富山ブ

置しており、実の凍結を恐れて早く収穫
する必要がないため、限界まで完熟を待
つことで糖度が高くおいしいりんごを作
ることができます。農家の方とのコミュ
ニケーションも楽しめるりんご園めぐり

ラック」
。富山大空襲からの復興に向け
汗を流す労働者のために、真っ黒な濃厚
醤油スープが生まれました。味が濃いの
で、白ごはんと一緒に味わうのが定番で
す。奥行きのあるコクと旨みに、やみつ

は、
ほかではできないおすすめ体験です。

きになってしまうこと請け合いです。
Tel

富山県内の飲食店、おみやげ店
休 IC 各店舗により異なる

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

加積りんご

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

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

朝日町宮崎及び境

魚津市はりんごの産地としては南に位

魚津市内の直売所、生鮮食品店
休 IC 各店舗により異なる

※価格は2019年10月1日現在のものとなります。

指定された方
向へ進行する
ための標識

Tel 0765-83-1100 朝日町商工観光課
IC 北陸自動車道 朝日ICより約15分

（株）
ホテル
ニューオータニ高岡
☎ 0765-22-3356

24H

ハイウェイ情報ターミナル

黒部市宇奈月温泉

下り

arisoumi

有磯海 当店売れ筋№１
SA
「ますの寿し 一段」

24H

黒部峡谷の玄関口にあり、富山県随一
の規模を誇る温泉郷。無色透明の湯は
弱アルカリ性単純泉で、肌にやさしいこ
とから「つべつべ美肌の湯」として親し
まれています。山峡にありながら富山湾
に近いため、新鮮な海の幸を堪能できる
のも大きな魅力です。

4.2km

4.5km

黒部 IC

有磯海 加積りんごをごろっと使用
SA
「ごろっとじゅれ」

21：00

宮崎・境海岸（ヒスイ海岸）

Tel 0765-62-1021 宇奈月温泉旅館協同組合
IC 北陸自動車道 黒部ICより約20分

白えびと香草野菜を使用したソースと、秋の味
覚キノコのハーモニー。富山湾の宝石
“白えび”
のフリッターをのせた当サービスエリアオリジ
ナルの逸品です。
ぜひお召し上がりください。

11：00

宇奈月温泉

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
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）
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