北陸の自然と風土環境から産まれた伝統的工芸品は、およ
そ80業種、300年以上の年月を経て研ぎ澄まされた用の美と
造り手の心が、日常の暮らしに息づいています。

北陸は湯の国……山峡のいで湯、海辺の湯宿など趣深いも
てなしと、癒しのときをお過しください。また、土着の心意気が
燃える伝統の祭りや行事も各地で行われます。

C-6

数寄屋造りと雅趣豊かな庭園をしつらえた湯宿、
総ひのき造りの足湯
（芦湯）
や唎き酒師の女
将らによるきめ細かなもてなしが評判の温泉郷。
東尋坊、
越前海岸、
永平寺方面への地の利も
良く、
旅の拠点となっている。開湯から約130余年、
「関西の奥座敷」
として親しまれている。
■芦原温泉旅館協同組合 ☎ 0776−77−2040 http://www.awara-onsen.org/

C-6

俳人芭蕉が旅の疲れを癒し、名句をのこした名湯で、大聖寺川の渓流が四季折々の風情を
みせる。正調山中節の情緒と伝統工芸山中漆器の繊細な美を育んだ人情が溶け合った湯の
まち。 ■山中温泉旅館協同組合 ☎ 0761−78−0330 https://www.yamanaka-spa.or.jp/

あわら温泉
〔福井県〕

山 中 温 泉

〔石川県〕

C-6

かつて加賀藩の湯治場として栄えた。町中には五十音図の研究者、中興の祖、明覚の供養
塔がある薬王院温泉寺と散歩道（あいうえおの小径）がある。再興九谷吉田屋窯発祥の地
でもあり、老舗の窯元で色絵九谷の名品や魯山人の面影に触れるのもよい。
■山代温泉旅館協同組合 ☎ 0761−77−1144 https://www.yamashiro-spa.or.jp/

C-6

日に七度色を変えるという柴山潟に面し、秀峰白山を望む温泉郷。湖畔に竜神伝説の浮御
堂、当地ゆかりの雪博士、中谷宇吉郎「雪の科学館」
、篠原古戦場「実盛塚・首洗池」があ
る。 ■片山津温泉旅館協同組合 ☎ 0761−74−1123 http://www.katayamazu-spa.or.jp/

C-6

開湯千三百年、黄門杉の愛称で知られる老樹と伝統の湯の香を守り続ける北陸最古の温泉。
ほど近い那谷寺は泰澄大師が開山した古刹で、
「奥の細道」の記述や紅葉の名所で知られる。
■粟津温泉旅館協同組合 ☎ 0761−65−1834 http://www.awazuonsen.com/

山 代 温 泉
〔石川県〕

片山津温泉

〔石川県〕

あわづ温泉

〔石川県〕

D-6

開湯1400年の歴史を有し、金沢の奥座敷と自負している。明治の文豪・泉鏡花が愛した温泉
としても知られている。周辺には、いしかわ動物園や辰口丘陵公園などのレジャースポットが
充実しており、家族でゆっくりと楽しむことができる。
■辰口温泉観光協会 https://tatsunokuchionsen.com/

D-6

医王山のゆるやかな裾野にあって山里の旅情に浸ることができる。洗練された和風の良さと、金
沢の奥座敷をセールスポイントにして好評を呼ぶ。竹久夢二が滞在した温泉としても有名で金沢
湯涌夢二館がある。 ■湯涌温泉観光協会 ☎ 076−235−1040 https://www.yuwaku.gr.jp/

E-3

潮の香もやさしい七尾湾に望む温泉郷。能登観光の拠点として地の利が良く、能登島を望
む風光も旅情をそそる。豊富な湯量、新鮮な海の幸、ゆきとどいたもてなしが好評である。
■和倉温泉旅館協同組合 ☎ 0767−62−1555 http://www.wakura.or.jp/

辰 口 温 泉
〔石川県〕

湯 涌 温 泉

〔石川県〕

和 倉 温 泉

〔石川県〕

輪島温泉郷
〔石川県〕

E-1

白山温泉郷
〔石川県〕

D-8

〔富山県〕

E-4

能登半島国定公園・氷見温泉郷として親しまれている。効能は切り傷、火傷、慢性皮膚病、
慢性婦人病などで、ナトリウム−塩化物泉という泉質が「美人になる湯」として特に女性客
に人気。
■氷見市観光協会 ☎ 0766−74−5250 http://www.kitokitohimi.com/

氷見温泉郷

〔富山県〕

●高岡御車山祭（文化遺産
みくるまやま

ユネスコ無形

●若狭かれい・若狭ふぐ A-9

毎年皇室にも献上されるカレイの中でも絶品の若狭
かれいと、身がぎゅっと締まり肉質が良い若狭ふぐ。
若狭湾のお土産にぴったりです。

●輪島塗 E-1

まさに日本の漆器の代名詞。沈金・蒔絵といった
独自の技法による優美な装飾は、工芸美術品と
しての価値をも高めています。

●九谷焼 D-6

鮮やかな五彩の上絵が特徴で、国の伝統的工
芸品に指定されています。

●立山黒部アルペンルート F-7

北アルプスの山々を、
ケーブル・ロープウェイ・
トロリーバスなどを
乗り継いで横断する国際的山岳観光ルート。山々の雄大な眺
めはもとより、世界有数のアーチ式ダムの黒部ダム、称名滝など、
数多くの見どころがあります。

●大本山永平寺 C-7

曹洞宗大本山として有名な永平寺は、開祖道元が修行の場として創建。
現在も雲水と呼ばれる修行僧が厳しい修行を行っています。樹齢700
年といわれる老杉に囲まれた広大な敷地に、七堂伽藍などの建築物
が回廊で結ばれています。坐禅体験も可能です。

●国宝明通寺 A-9

小浜の山深くに立つ名刹。鎌倉時代の密教
建築の特徴を持つ本堂、壮麗な三重塔はい
ずれも国宝に指定され、重要文化財の仏像
もあります。

）

ISHIKAWA
越前そばの秘密は良質のそば粉と良質の水。手打ちの
そばを、大根おろしとダシでさっぱりといただくのが福井流。
県内には、
そば店もそば打ち体験施設も数多くあります。

●丸岡城 C-7

現存する天守は国の重要文化財に指定されており、別名霞ヶ城と呼ばれていま
す。霞ヶ城公園には約400本の桜が咲き、
日本のさくら名所百選になっています。

●加賀友禅 D-5

やつお

平家の落人伝説を秘めた五箇山。今も昔ながらの合掌造りの
家々が建ち並ぶ集落が残っています。

●雨晴海岸 E-5

岩礁と白砂青松の海岸から一望できる海越しの立山連峰の
絶景は世界的にも大変珍しい景観と言われています。

京の友禅職人、宮崎友禅斎が金沢に移住して発展させた手
描き模様染め。絵画調の図案やぼかしの技法が特長です。

●越中八尾おわら風の盆 E-6

●山中漆器 C-6

小説「風の盆恋歌」で一躍全国的に知ら
れるようになった八尾町のおわら風の盆。
（前夜祭8月20〜30日）9月1〜3日、哀
調をおびた「越中おわら」が坂の町に流
れると、揃いの衣装に身を包んだ老若
男女が三日三晩踊りに酔いしれます。

D-7

●白山白川郷
ホワイトロード

山中町に伝わる伝統工芸で、木地の肌に極細の筋を入れる加飾挽
きが特長。使い込むほどに味わい深い色を醸しだしていきます。

●シロエビ E-5

●金沢箔 D-5

●じゃんとこい魚津まつり F-6

金を叩いてミクロの
単位まで薄く伸ばし
た金箔は、金沢が全
国生産の98％以上
を占めています。

●加賀水引加工 D-5

冠婚葬祭に欠かせない水引きは金沢の伝統工芸の
ひとつです。

●金沢能楽美術館 D-5

●大本山総持寺祖院 E-2

金沢能楽美術館には、能装束・能面などが展示されてい
る他、能楽や伝統芸術の研修施設があります。

能登・門前町にある曹洞宗祖院。1321年瑩山禅師に
より開かれ、全国に末寺を持つ大本山として栄えました。

●兼六園 D-5

高さ16ｍの大柱に90個余の提灯が下がった山車
を勇壮に引き回す魚津のタテモン行事（ユネスコ
無形文化遺産）。漁師の町の熱気がほとばしります。
海上花火大会等も行われます。

16世紀末、前田利
長 公が高 岡の繁
栄 のため鋳 物 工
場を創設したのが
始まり。現 在 では
質量ともに日本一
です。
近年では、高岡銅
器 の 鋳 造 技 術を
活かした、真鍮や
錫で作られたデザ
イン性の高い洗練
された製品も注目
を集めています。

童話の世界と菊人形がコラボレーション。
色とりどりの菊花で彩ったプリンセスたちを会場中に展
示します。10月上旬から11月上旬の間開催されます。

生きている間は水晶のように透き通った姿で、
「富山湾の宝石」
と呼ばれている。上品な甘みで、
トロトロの刺身も、サクサク
のかき揚げも美味しい。

白山の雄大な自然を
眺めながらドライブでき
る総 延 長 3 3．
3ｋｍの
白山白川郷ホワイトロー
ド。途中、白山の遠望、
蛇谷大橋、姥が滝、ふ
くべの大滝など見どこ
ろも多い。

●ます寿し E-6

富山の味としての知名度は全国区。笹の香りが漂う寿司飯に鱒
の旨みがマッチ。

●ホタルイカ E-6

ホタルイカ漁が始まると富山も春。世界的にも珍しい発光
する小さなイカで、獲れたての味はまた格別。

日本三名園のひとつ。金沢城外郭
の庭として、代々の加賀藩主が約
200年にわたって完成させていっ
た、広大な林泉回遊式庭園です。
徽軫灯篭、夕顔亭、時雨亭などの
名所をはじめ、春の桜、秋の紅葉、
冬の雪景色など四季折々の趣も見
所です。

●高岡銅器 E-5

●たけふ菊人形 B-8

北陸の旅 お問い合わせ先

●見附島 F-2

■バス・鉄道・遊覧船

弘法大師が佐渡から
能登へ渡って来たとき、
最初に目についたこと
から命名。別名「軍艦
島」
とも。

富山県
●あいの風とやま鉄道株式会社

〒９３０−０８５８ 富山県富山市牛島町２４−７
富山駅ＴＥＬ
（０７６）
４３１−３４０９ 本社ＴＥＬ
（０７６）
４４４−１３００

〒９３０−８６３６ 富山県富山市桜町１−１−３６
ＴＥＬ
（０７６）
４３２−３４５６

●立山黒部貫光株式会社
（立山黒部アルペンルート）
〒９３０−０８４９ 富山県富山市稲荷園町２−３４
ＴＥＬ
（０７６）
４３２−２８１９

●ブリ E-4

●加越能バス株式会社

北陸では縁起物として重宝されている出世魚のブリ。最もおいしい時
期は、寒さで身がしまり、適度に脂がのった厳寒期です。

木彫りの里、井波町。石畳
の古い町並みを歩けば、
職人が槌を打つ音があち
こちから聞こえてきます。
「井波彫刻総合会館」も
必見です。

●能登金剛 E-3

能登を代表する景勝地のひとつ。
厳門、
ヤセの断崖、関野鼻などの
奇岩が連なる様は、
まさに日本海
の荒波の芸術。

●三国祭 C-6

毎年5月19〜21日に行われる三国神社の祭礼で、高さ約6ｍにも
およぶ武者人形山車が笛・太鼓・三味線の音で町を練り歩く三国
祭。北陸三大祭のひとつに数えられています。

●越中瀬戸焼 E-6

故スティーブ・ジョブズ氏に愛用された
素朴でおおらかな発想と自然の趣豊
かな「やきもの」です。立山町瀬戸地区
は、平安時代の須恵器まで辿り着く千
年の歴史をもつ陶芸の里です。

●お旅まつり C-6

子供歌舞伎は、8基の曳山が
年に1度姿を現わし勢揃い。
曳山8基曳揃えは、350年の
伝統とあらたなイベントの融合
でまつりは最高潮に達します。

●ひがし茶屋街 D-5

キムスコ
（木中籠）
と呼ば
れる美しい出格子の街
並みが続くひがし茶 屋
街は、金沢らしい情緒を
楽しめる場所。通りを歩
けば、芸妓の三味の音も
聞こえてきます。

●那谷寺 C-6

●若狭塗箸 A-9

漆の塗箸は若狭の特
産品で国内生産の80
％を占めています。貝
殻や金銀箔を漆で何
度もていねいに重ね
塗りしたあと、研ぎ出し
てできた若狭塗箸は、
質感と重厚な味わい
が魅力です。

加賀初代藩主、前田利家の
入城を記念し、藩政期の歴
史と伝統をしのんで行われる
祭。6月第１土曜日を中心に
3日間、百万石行列をメイン
にさまざまなイベントが繰り広
げられます。

●波の花

●白米千枚田 E-2

荒波が強風で泡となって舞う現象は、
冬の日本海の風物詩です。曽々木・
真浦・仁江海岸・越前海岸で多く
見られます。

泰澄大師によって開かれた真言宗
の名刹。巌窟に紅葉が映える秋は
特に見事で、松尾芭蕉が名句を残
しています。

海を見おろす傾斜地に、二千枚以上
のたんぼがびっしりと重なり、美しい
モザイク模様を描きだしています。

●和菓子 D-5

●能登キリコ祭り「あばれ祭り」 F-2

神霊が悪疫病者を救ったことから発祥した能都町宇出津の夏祭り。40基以上
の奉灯が大松明の周囲を練り歩き、神輿を火の中へ投げ入れて暴れる勇壮な
祭りです。

富山県
●日本海高岡なべ祭り E-5

厳冬の1月、銅器の町高岡で開催されるグルメフェ
スティバル。2ｍを超えるジャンボ鍋で、獲れたての
日本海の味覚を存分に味わえます。

●利賀そば祭り D-7

そば粉100％の手打ちそばや岩魚の塩焼などの郷土
料理を味わいながら大小様々な雪像、ステージショー、
特殊効果の花火などが楽しめるにぎやかな冬の祭り。

●全日本チンドンコンクール E-6

●いしかわ・金沢 風と緑の楽都音楽祭 D-5

平家の落人伝説を起源とする祭。富山県の代表的
な民謡、むぎや節にあわせ、黒の紋付、きびきびとし
た動作に、かつての武士の風格が漂います。

●こきりこ祭り（五箇山）D-7

烏帽子に狩衣を身にまとい、
「ささら」と呼ばれる独
特の楽器を打ち鳴らしながら踊って、豊穣を祈念す
る祭です。

●勝山左義長まつり C-8

富山県
●高岡漆器 E-5

石川県
●牛首紬 D-7

福井県
●若狭めのう細工 A-9

古くから太鼓の盛んだった越前町に、5尺の大太鼓「明
神」をメインに全国の太鼓集団やプロの演奏家が集
合。迫力ある太鼓の響きを堪能できます。

ケヤキ、
トチ、杉などを使い、ろくろで丹念に磨きあ
げて完成させます。木目の木地を活かした美しさが
特長です。

崇神天皇の時代に伝えられたといわれる真麻の上布。
十文字絣を正確に細かく織りだす技は、上布の中で
も最高級品といわれています。

塗箸同様、漆を使った若狭の特産品のひとつ。素朴
な味わいの中にも漆ならではの光沢、重厚感が感じ
られる逸品です。

●さばえつつじまつり C-8

●とやま土人形 E-5

●能登島ガラス美術館 E-3

●越前箪笥 B-8

白山麓・白峰村の冬の祭り。期間中は村中が雪だる
ま公園と化します。クライマックスの日には雪だる
まの中にろうそくの火が灯り幻想的。
白装束の若者が数百本の青竹をたたき割る加賀市
大聖寺の勇壮な祭。別名「竹割り祭」ともいわれて
います。
白山麓の尾口村に300年以上前から伝わる「文弥
人形浄瑠璃」。国指定重要無形文化財にも指定され
ています。

●九谷茶碗まつり D-6

陶祖九谷床三、斉田道開の遺徳をしのび行われる年
に一度の感謝祭。約100店の特設店が軒を連ね、九
谷焼を超破格値で提供します。

●能登キリコ祭り「石崎奉燈祭」E-3

お涼みまつりとして数ある能登の奉灯祭りの中で、
高さ15ｍ、かつぎ手100人、6基の大奉灯の豪快さ、
迫力は随一を誇る。

●金沢城・兼六園四季物語 D-5

ライトアップされた「金沢城公園」と特別名勝「兼六
園」の幻想的な風景を季節に応じてお楽しみいただ
けます。

●O・TA・I・KO 響 B-7

工芸の町、高岡で銅器と並んで盛んなのが高岡漆
器。木地に色漆をかけた “高岡彫” と独特の技で中
国風の模様を描いた “青貝漆器” が代表的です。

白山麓、白峰村に伝わる手織物で、その丈夫さから
“釘抜紬” とも賛えられます。昔ながらの製糸、手織
りの手法による素朴な美しさを秘めています。

伝統的工芸品の若狭めのう細工。めのう独特の半透
明の色合いを活かしたアクセサリーや香炉などがつ
くられます。

●庄川挽物木地 E-6

●能登上布 E-4

●若狭うるしダルマ A-9

西山公園は、約5万株のつつじが植えられた日本海
側一のつつじ公園です。5月3日〜5日に多彩なイ
ベントを開催します。

十代藩主前田利保のお庭焼の副産物として生まれ
たのが土人形。富山では “でくさま” と呼ばれて親し
まれています。

国内外から収集したガラス工芸品を展示する、全国
でも珍しい美術館。隣接のガラス工房では、ガラス
工芸の実技体験、実技見学も楽しめます。

●ふくい桜まつり C-7

●木象嵌 E-6

●和太鼓 D-3

足羽川の堤防と足羽山の桜を中心に、期間中、多彩
な催しが行われます。
「さくらの名所100選」にも選
ばれ日本一のスケールといわれる約600本のべ
2.2㎞もの足羽川桜並木もライトアップされ、見事な
桜のトンネルを楽しめます。

●水海の田楽能舞 C-8

農民の豊作祈願を起源とする田楽と民俗芸能の能
が同じ舞台で演じられる全国でもまれな神事。池田
町の水海鵜甘神社で2月15日に奉納されます。

●若狭おおいのスーパー大火勢 A-9

約300年の伝統の火祭り「大火勢」の炎を表現した
スーパー大火勢。6,000発以上の花火とシンセサイ
ザーによる光と音の一大ページェントが見ものです。

●敦賀まつり B-9

エンヤサーエの掛け声とともに、豪華絢爛な山車が
市内を練り歩きます。カーニバル大行進、民謡踊り
の夕べも行われます。

富山市の木工芸のひとつで、天然の木理、木肌を利
用し、一幅の絵を描きだしたもの。額やついたて、す
ずり箱などに使われる技法です。

●菅製品 E-5

古くは福岡町のシンボル的な特産品だったのが菅
笠。菅草を雪上に並べて乾燥させる質の高さ、素朴
な味わいの民芸品として人気を集めています。

●砡盃 D-6

福光町に古くから伝わる砡盃は、正珪石を加工した
もの。光の具合によって変わる微妙な色合いが美し
い、
この地ならではの珍しい特産品です。

●越中和紙 D-7

起源は8世紀後半ごろ。現在は古典的な障子紙、半
紙、提灯紙、染紙、版画用紙など多品種が生産されて
いる。

● IR いしかわ鉄道株式会社

〒９２０−０００５ 石川県金沢市高柳町９−１−１
（０７６）
２５６−０５６１
ＴＥＬ
（０７６）
２５６−０５６０ＦＡＸ

●北陸鉄道株式会社

〒９２０−８５０８ 石川県金沢市割出町５５６
（０７６）
２３７−８１２３
ＴＥＬ
（０７６）
２３７−５１１５ＦＡＸ
◆定期観光：金沢めぐり／能登めぐり

●のと鉄道株式会社

〒９２０−０８０７ 石川県金沢市乙丸町丙４３−３
ＴＥＬ
（０７６）
２２５−８００４ＦＡＸ
（０７６）
２２５−８５３１
◆３つ星街道バス／越前めぐりバス

福井県
●京福バス株式会社本社

〒９１０−０８５９ 福井県福井市日之出５−３−３０
（０７７６）
５７−７７００ＦＡＸ
（０７７６）
５７−７７０２
ＴＥＬ

●三方五湖 B-9

水質・水深が異なる五つの湖がかもしだす微妙
な色あいは神秘的。
レインボーラインからはその
違いがよく分かります。

●海王丸パークと新湊大橋 E-5

●えちぜん鉄道株式会社

〒９１８−００００ 福井県福井市松本上町１
５−３−１
（０７７６）
５２−８８５５
ＴＥＬ
（０７７６）
５２−８８８８ＦＡＸ

●福井鉄道株式会社

〒９１５−０８０２ 福井県越前市北府２−５−２０
（０７７８）
２１−０７００ＦＡＸ
（０７７８）
２１−０７２２
ＴＥＬ

一向一揆の拠点として、370もの寺を
支配した歴史をもつ寺。山門の木彫り
の竜や宝物殿の寺宝は、見る人を圧
倒します。

江戸時代後期に技法が確立した越前箪笥。ケヤキや
キリなどの無垢材を独自の指物技術によって組手加
工し、鉄製の飾り金具や漆塗りで装飾した重厚なつく
りが特徴です。

富山県
●大岩山日石寺 E-6

藩政時代から茶屋街として栄えた街で、その格式は
京の祇園と並び称されるほど。今も紅唐格子の古い
家並みが残され、往時の面影を伝えています。

●平泉寺白山神社 C-8

真冬の冷たい水でこねあげ、一本一本丹念に細く長
くのばして乾燥させる素麺。こだわってつくる逸品
だけに、全国に多くのファンを持っています。

ナマコの卵巣を干したもの。能登の特産で、ウニ、カ
ラスミと並び、日本三大珍味のひとつに数えられて
います。左党へのお土産にぴったり。

●クチコ E-3

●灰付ワカメ F-5

●固豆腐 D-7

大野市、勝山市を中心とした奥越地方の特産品。身
が引き締まり、煮くずれしません。独特の甘みが絶
品です。

●富山の売薬 E-6

「先用後利」という独特な販売方法で発展した富山
の売薬。その長い歴史は、
「富山市民俗民芸村」に
ある売薬資料館で知ることができます。

石川が誇る伝統工芸輪島塗、加賀友禅、金箔、和紙、
九谷焼、山中漆器及びガラス工芸の展示販売のほか、
それぞれの工芸体験設備が整っています。

●めがね C-8

福井県は、国内生産フレームの9割以上のシェアを
持つ産地で伝統の技を受け継いだ職人によって作
られています。オリジナルめがねも作れます。

●二上山万葉ライン E-5

万葉の歌人、大伴家持ゆかりの山。高岡市街や富山湾、
立山連峰が一望できます。漁火がゆらめく夜景も格別で
す。近くに万葉集をテーマにした万葉歴史館があります。
霊峰立山の自然や文化、信仰の歴史などを紹介。環
境にマッチした磯崎新氏設計の建物も見もの。
400年の歴史を語る合掌造りの基本的な形式。1重
4層の家屋の内部を見学することができます。

●富山県美術館 E-6

「アートとデザインをつなぐ」美術館。ピカソなどの
世界的名画やコレクションが充実。ロートレック、
ミロ、
ピカソなど、20世紀初頭から現在の近代美術の歴
史を知ることもできます。オノマトペの屋上では、ア
ートとデザインを体感できます。

●富山県水墨美術館 E-6

茶室や日本庭園をもつ和風美術館。水墨画などの日
本文化の美をゆったりと鑑賞することができます。

●武家屋敷跡 D-5

●ひがし茶屋街 D-5

●尾山神社 D-5

前田利家を祀る神社。明治初期建立の神門はステン
ドグラス窓で、文明開花の風潮を今に伝えます。

●安宅の関跡 C-6

歌舞伎十八番「勧進帳」で知られる安宅の関。日本
海を望む松林に、弁慶と富樫の銅像があります。

●気多大社 E-4

「能登一の宮」として古い歴史をもつ神社。万葉歌
人の大伴家持も参詣したといわれています。社叢
「入らずの森」は天然記念物に指定されています。

●白山比咩神社 D-6

加賀一の宮、別称「しらやまさん」と親しまれ、白山信
仰の総本山となっている。白山山頂に奥宮をまつる。

●銭屋五兵衛記念館 D-5

海の百万石の異名を持つ豪商銭五の波乱に満ちた
生涯を、
ドラマチックに追体験できる。別棟に銭屋家
本宅を移築した「銭五の館」がある。

●金沢21世紀美術館 D-5

誰もがいつでも立ち寄れ、様々な出会いの「場」と
なることを目指した現代アートの美術館。公園のよ
うな「まるびぃ」です。

●北前船主の館・右近家 B-8

泰澄大師開山による由緒ある神社で、苔の名所とし
ても知られています。霊水とされる御手洗池や名勝
の旧玄成院庭園など見どころもたくさん。

●氣比神宮 B-9

仲哀天皇ほか六座を祀る北陸の総鎮守。
「日本三大
木造大鳥居」のひとつ、朱塗りの大鳥居は国の重要
文化財です。

●蓮如の里・吉崎御坊跡 C-6

蓮如上人が北陸地方の布教の拠点として開基。現
在は高村光雲作の蓮如上人銅像を中心に公園にな
っています。

金沢市内の清流でとれるゴリは、秋から冬にかけて
が旬。ゴリの佃煮、刺身、唐揚げ、ゴリ汁などに料理
されます。

●シロエビ E-5

●ふぐの糠漬け・粕漬け D-5

●花らっきょ C-6

実がとても厚く、種の小さな福井梅。梅干しや梅ワ
インなどの加工品も人気です。

●五箇山・村上家 D-7

●伝統工芸村ゆのくにの森 C-6

●ゴリ料理 D-5

直径約50cm・重さ20kg以上もあるラグビーボール
のような形のスイカは入善町の名物。果肉は薄紅色、
淡泊で上品な甘さが特徴の夏の味覚の王者です。

●大門素麺 E-6

加賀一円に古くから伝わる名産品のひとつで、金沢
近郊の海の町、美川町産のものが知られています。
昔ながらのしょっぱさに、お酒もごはんも進むはず。

朝日町のヒスイ海岸一帯で獲れるワカメを、ワラ灰
にまぶして風味光沢性を高めたもの。栄養価が高く、
特にミネラルが多く含まれています。

白山麓の白峰村でつくられる豆腐。シコシコとした
歯ざわりと舌ざわりでコシがあり、田楽や汁物などに
して味わいます。

●富山干柿 D-6

●能登のカキ E-3

福光町周辺で生産され、
「富山干柿」・「越乃白柿」
と呼ばれる品質良好の干柿です。独特の風味は、
「ふ
るさとの味」
「お正月の味」として喜ばれています。

七尾西湾一帯ではカキの養殖が盛ん。10月頃から出
荷され、生や炭火焼にして食べられます。外浦では夏が
旬の天然の岩ガキが獲れ、そのまま生で味わえます。

●福井県立恐竜博物館 C-8

国際的な視野に立った恐竜化石研究の拠点です。
40体以上の恐竜の全身骨格や、実物大の動く恐竜
ジオラマが並び、古代ロマンを感じることができます。
化石発掘体験ができる野外恐竜博物館もあります。

●熊川宿 A-0

江戸時代、若狭小浜と京都を結ぶ若狭街道（鯖街道）
沿いに宿場町として栄えた熊川。この「熊川宿」は
国の重要伝統的建造物群保存地区および歴史国道
に選定され、またその水路は水の郷の認定を受けて
います。

全国で唯一「三年堀り」のらっきょう。坂井市三国町
の砂丘地一帯でつくられている特産品です。

●へしこ B-9

魚（おもに鯖）の糠漬けのことで、長期保存するため
の保存食として作られました。

●福井梅 C-7

●さといも C-8

●小鯛のささ漬 A-9

若狭で獲れた新鮮な小鯛を三枚におろし、さっぱり
と酢に漬けたもの。酒のつまみにピッタリ。

●手すきおぼろ昆布 B-9

包丁で削り出される薄絹のような昆布。健康にもよ
く、食べ方もいろいろ。全国の「手作りおぼろ昆布」
生産量の約85％を占めています。

北陸三県共通
●甘エビ

●イワナ

●地酒

●ウニ

赤い殻の下には、
とろけるような甘い身。甘エビは日
本海の宝石。青い色をした卵も珍重されています。
豊かな水に恵まれ、良質な米が穫れる北陸は、全国
有数の酒処でもあります。

白山麓や立山山麓を流れる清流の町では、いわな料
理が堪能できます。珍味の骨酒を味わってみては。
ウニは日本海の高級珍味。舌でとろけるような味わ
いが最高です。

●海藻

能登の岩ノリをはじめ、海藻も豊富。刺身のツマとし
て、乾燥し保存食として、各地で使われています。

●蘇洞門 A-9
日本海の荒波に削られてできた奇岩や
洞門・洞窟が約6ｋｍに渡って続く日本海
側有数の蘇洞門。小浜港からの遊覧船
で自然の景観が楽しめます。

●越前海岸水仙畑 B-7

冬、越前海岸一帯の海岸段丘の斜面に、一斉に咲き
競う可憐な越前水仙の花は福井県の県花です。

富山県

石川県

落差350ｍ、日本一を誇る称名滝は、立山観光の目
玉のひとつ。夏場、水煙に虹がかかる姿は圧巻。滝
見台から間近に見る迫力も、また格別です。

日本三名山のひとつ。高山植物や野生動物の宝庫
でもあり、古来より信仰登山の山として知られてい
ます。また、山麓には温泉やスキー場なども整備さ
れ一大レクリエーション地域を形成しています。

●称名滝 F-7

●庄川峡 E-6

山と川がつくり出す庄川峡の峡谷美は、小牧ダムか
ら上流の大牧温泉へと続いています。小牧ダムから
は庄川峡めぐりの遊覧船が運航されています。

●散居村 E-6

広々とした砺波平野には「カイニヨ」と呼ばれる屋
敷林に囲まれた農家が点在する独特の風景がありま
す。人々の暮らしの知恵が生んだ芸術品です。

●蜃気楼 E-5

主に春から夏にかけての晴天の日、魚津港沖の海面
に現われる不思議な現象。海上に浮かび上がる幻想
的な光景に、思わずうっとりしてしまいます。

●神通峡 E-7

春は桜、秋は紅葉が美しい神通第二ダム周辺から、
男性的な峡谷美が続く片路峡へ。神通峡一帯は、県
の指定公園になっています。

●宮崎（ヒスイ）海岸 F-5

夏には海水浴やウインドサーフィンで賑わい、シー
ズン以外でも海岸沿いを散歩しながらヒスイの原石
ひろいで楽しめます。

〒５５０−０００４ 大阪市西区靭本町１−９−１
５ 近畿富山会館３階
（０６）
６４４５−２６１１
ＴＥＬ
（０６）
６４４５−２８１１ＦＡＸ
〒４６０−０００８ 名古屋市中区栄４−１６−３６久屋中日ビル３階
（０５２）
２６３−７３０８
ＴＥＬ
（０５２）
２６１−４２３７ＦＡＸ

●
◎一般社団法人
北海道富山会館

〒０６０−０００３ 北海道札幌市中央区北三条西２−６ 札幌MＴビル１階
ＴＥＬ
（０１１）
２５１−４２９１ＦＡＸ
（０１１）
２２１−４４１９

石川県
●
◎観光案内所
（金沢駅構内）

〒９２０−０８５８ 石川県金沢市木ノ新保町１番１号 金沢駅構内
（０７６）
２３２−６２１０
ＴＥＬ
（０７６）
２３２−６２００ＦＡＸ

●
◎金沢中央観光案内所

〒９２０−０９１９ 石川県金沢市南町４−１
２５４−５０２０ＦＡＸ
（０７６）
２５４−５０２８
ＴＥＬ
（０７６）

●
◎能登の旅
情報センター

〒９２９−２３９２ 石川県輪島市三井町洲衛１０部１１番１
能登空港ターミナルビル１階
（０７６８）
２６−２５５７
ＴＥＬ
（０７６８）
２６−２５５５ ＦＡＸ

●
◎公益社団法人
石川県観光連盟

〒９２０−８５８０ 石川県金沢市鞍月１丁目１番地 観光戦略推進部内
ＴＥＬ
（０７６）
２０１−８１１０ＦＡＸ
（０７６）
２０１−８２８０

●
◎石川県観光戦略推進部
観光企画課

〒９２０−８５８０ 石川県金沢市鞍月１−１
（県庁１２階）
（０７６）
２２５−１１２９
ＴＥＬ
（０７６）
２２５−１５４２ＦＡＸ

●
◎石川県東日本誘客推進室
（石川県東京事務所）

〒１０２−００９３ 東京都千代田区平河町２−６−３
都道府県会館１４階
（０３）
５２１２−９０１８
ＴＥＬ
（０３）
５２１２−９１６８ＦＡＸ
● 石川県アンテナショップ
◎

「いしかわ百万石物語・江戸本店」

〒１０４−００６１ 東京都中央区銀座２−２−１８
TH銀座ビル２F
（０３）
６２２８−７１７５
ＴＥＬ
（０３）
６２２８−７１７２ＦＡＸ

〒９１７−００８１ 福井県小浜市川崎１−３−２
（０７７０）
５３−２１４８
ＴＥＬ
（０７７０）
５２−３１１１ＦＡＸ

●
◎石川県名古屋観光物産案内所

〒５３０−００４７ 大阪市北区西天満４−１４−３
リゾートトラスト御堂筋ビル２階
（０６）
６３６３−３１３０
ＴＥＬ
（０６）
６３６３−３１３６ＦＡＸ

〒４６０−０００８ 名古屋市中区栄４−１６−３６久屋中日ビル３階
（０５２）
２６１−６０６７
ＴＥＬ
（０５２）
２６１−６０６７ＦＡＸ

福井県

富山県

東尋坊の断崖絶壁は国の天然記念物。海面25ｍから
の眺めは圧巻。観光遊覧船で海上からも楽しめます。

福井県

富山湾で獲れる世界的にも珍しい白い小エビで、殻
をとらず、そのままかき揚げなどの料理にして食べ
られます。淡泊な味わいが最高。

●三国箪笥 C-6

北陸随一の港町として栄えた坂井市三国町で生ま
れた「三国箪笥」。歴史と文化を持つ本物の和家具
には、精巧精緻な匠の技が今も生きています。

●入善ジャンボ西瓜 F-5

石川県

江戸中期から明治初期にかけて大阪と北海道を結
ぶ日本海航路を行き来していた北前船。その船主
である右近家では、豪華な屋敷の内部や贅を極め
た生活ぶりが伺えます。

●富山県［立山博物館］E-7

浄土真宗の布教と、加賀藩おかかえの職人たちの技
術に支えられ発達した。金箔をふんだんに用い、蒔
絵、木彫、彫金の荘厳な美しさに特色がある。

養浩館は福井藩主松平家の別邸で、アメリカの専門
誌にも上位にランクインする美しい庭園です。
「お
泉水」の呼び名で市民にも親しまれています。

地元の女性たちが通りに売り台を並べ、
輪島港で獲れたての魚介類や野菜、
民芸品などを売ります。開始は朝8時頃、
10時には最高潮に。

武家文化の町、金沢を代表する顔のひとつ。長い土
塀と用水に囲まれた古い家並みが残されており、
「野
村家」では武家庭園を見ることができます。

呉羽山の東側に古い農家などの歴史的な建造物が
集められ、民俗資料などを公開しています。水墨画
家の篁牛人記念美術館や陶芸館などもあります。

仏教伝来と共に大陸より伝えられたという和蠟燭。
信仰心の強い福井の土地柄に支えられ、今も職人の
手作業で造られています。

●金沢仏壇 D-5・七尾仏壇 E-3・美川仏壇 D-5

●養浩館庭園 C-7

富山県

●輪島朝市 E-1

●富山市民俗民芸村 E-6

●加賀繍 D-5

藩政期から装身着の加飾に用いられ、その繊細、華
麗な手刺繍の伝統を受け継ぐ。帶、半襟、ふくさ、打
ち敷きなどの製品がある。

福井県

加賀の郷土料理のひとつで、輪切
りにしたカブラにブリの切り身をはさみ、
麹で漬けたもの。
さくさくしたカブラ
にブリの味がマッチ。

金沢市と石川県が中心となって運営する国内初のプ
ロの室内オーケストラ。国内外から優秀な演奏家が
集まっています。

●越前漆器（河和田塗） C-8
●越前和蠟燭 C-7

●オーケストラアンサンブル金沢 D-5

「金沢市民の台所」。
威勢のいい掛け声が飛び交う中、旬の
新鮮な魚がズラリと並ぶ姿は圧巻。

●かぶら寿司 D-5

行基が開いたとされる真言密宗の本山で、巨大な岩
壁に刻まれた不動明王像は、全国的に有名な磨崖仏
の最高傑作とされています。夏は、多くの信者が六
本滝に身を清めに訪れます。

江戸時代初期に播磨より加賀藩に伝わった太鼓づく
りは、今日でもその伝統的技術を用いて、製作され
ており、生産量は全国一を誇っている。皮が丈夫で
音が良いことでも有名。

約1500年の歴史がある越前漆器。漆を何層にも
塗り重ねた美しい光沢と堅牢さに定評があります。

石川県

●近江町市場 D-5

〒１０３−００２２ 東京都中央区日本橋室町１−２−６ 日本橋大栄ビル１階
ＴＥＬ
（０３）
６２６２−２７２３

● 石川県西日本誘客推進室
◎
（石川県大阪事務所）

■駅レンタカー

●東尋坊 C-6
●瑞泉寺 E-6

●
◎日本橋とやま館

〒９１３−００６４ 福井県坂井市三国町安島６４−１
（０７７６）
８２−５０８８
ＴＥＬ
（０７７６）
８１−３８０８ＦＡＸ

●若狭湾観光株式会社、
株式会社そともめぐり
（若狭フィッシャーマンズ・ワーフ）

射水市には、
「 海の貴婦人」と呼ばれ
る帆船、海王丸が係留されている海王
丸パークがあり、船の内部が一般公開
されています。

越前焼は日本六古窯の1つとして、
日本遺産に認定されて
います。てらいのない造り、温かみのある土と灰釉の味わ
いの美しさは今日まで引き継がれています。

●雪だるままつり D-7

●東二口文弥まつり D-7

●城端むぎや祭 D-6

福井県

●越前焼 B-7

五穀豊穣と無病息災を祈願し、毎年2月の最終土・
日曜に開かれます。最終日は「どんど焼き」で盛大
なフィナーレを迎えます。

●福野夜高祭 E-6

世界各国、日本全国から凧あげ名人を招いて5月の
第3日曜日に開かれる凧あげ大会。澄みきった青空
のもと、色とりどりの凧が意匠と技を競い合います。

約700年の伝統を誇る
越前打刃物。
手作りの丈夫さ、切れ
味の良さで定評があり
ます。

GWに金沢を中心に開催されるイベント。世界で活
躍する出演者によるコンサートや伝統芸能とのコラ
ボレーション、市民参加の大型コンサートなどが開催
される、ユニークな音楽祭です。

●御願神事 C-6

●越中大門凧まつり E-6

七尾の山王神社の春祭りで、高さ12ｍ、重さ20ｔ
という日本一のデカ山が約300人により市内を
引き回されます。

石川県

富山市で毎年4月上旬に開催される全国で唯一の
チンドンマンの集結するコンクール。全国各地のチ
ンドンマンが集い、市内を練りながら自慢の芸を披
露する楽しい祭りです。
5月1〜2日にかけて福野町で行われます。燃えあ
がるように赤い高さ7ｍのあんどんを引き回し、男
たちの汗が飛び散り、勇壮な掛け声が響きます。

●青柏祭 E-3

石川県

●西日本ジェイアールバス株式会社 北陸支店・金沢営業所

日本海の新鮮な素材を豪華に使
い、九谷焼や輪島塗などの特産
の器に、色彩鮮やかに盛りつけ
る加賀料理。京懐石にも並び賞
される日本の伝統料理のひとつ
です。

〒１００−０００６ 東京都千代田区有楽町２−１
０−１
東京交通会館地下１階
（０３）
３２８７−１７２２
ＴＥＬ
（０３）
３２１３−１２４４ＦＡＸ

●
◎富山県名古屋事務所

●東尋坊観光遊覧船株式会社

●越前打刃物 C-8

〒９３０−８５０１ 富山県富山市新総曲輪１−７
（０７６）
４４４−４４０４
ＴＥＬ
（０７６）
４４４−３５００ＦＡＸ

〒９３８−０２９３ 富山県黒部市黒部峡谷ロ１
１番
ＴＥＬ
（０７６５）
６２−１０１１

●黒部峡谷鉄道株式会社

〒９２０−００３１ 石川県金沢市広岡３−３−７７JR金沢駅西第−NKビル
ＴＥＬ
（０７６）
２５４−３０１７ＦＡＸ
（０７６）
２５4−３０１８

●加賀料理 D-5

高岡の開祖前田利長
の菩提寺。曹洞宗の名
刹。壮大な伽藍配置様
式の豪壮にして典雅な
美しさに圧倒されます。
なお、山門、仏殿、法堂
は国宝に指定されてい
ます。

●
◎富山県観光振興室
観光戦略課

●
◎富山県大阪事務所

●西日本旅客鉄道株式会社金沢支社 営業課

武家文化の町・金沢は茶道が盛ん。和菓子
の歴史も古く、老舗や銘菓が数多くあります。

●国宝 瑞龍寺 E-5

〒９３０−８５０１ 富山県富山市新総曲輪１−７
（０７６）
４３１−４１９３
ＴＥＬ
（０７６）
４４１−７７２２ＦＡＸ

〒９３３−００６２ 富山県高岡市江尻１２４３−１
ＴＥＬ
（０７６６）
２２−４８８６

〒９２７−０４３３ 石川県鳳珠郡穴水町字大町チ２４−２
ＴＥＬ
（０７６８）
５２−４４２２ＦＡＸ
（０７６８）
５２−４４５５

●越前和紙 C-8

越前和紙の歴史は古く、紙が日本に渡来した4世紀ごろ
から。柔らかな風合いと光沢を持ち、手漉き和紙の体験も
楽しめます。

富山県
●
◎公益社団法人
とやま観光推進機構

●
●富山地方鉄道株式会社
（富山地鉄テレホンセンター） ◎いきいき富山館

●井波彫刻 E-6

●お水送り A-9

●百万石まつり D-5

●五箇山合掌集落（世界文化遺産） D-7

●越前おろしそば B-9

渓谷の深い緑、清らかな水の流れの中、
川床での風雅なひとときをお楽しみ下
さい。山中出身の道場六三郎氏考案
の「冷製抹茶しるこ」
「川床ロール」も
お召し上がりいただけます。

奈良東大寺の「お水
取り」に先駆け、毎年
3月2日に小 浜の神
宮寺と鵜の瀬で行わ
れるお水送りの神事。
お香水と呼ばれる水
は地中を通って10日
間で奈良に届くとい
われています。

立山連峰と後立山
連峰の間を流れる
黒部川が刻みこん
だ峡 谷は、日本 最
大の規模。断崖絶
壁を縫うように走る
トロッコ電車からの
眺めは、春の残雪・
夏の新 緑・秋の紅
葉と季節によって楽
しむことができます。

戦前から、雪国福井のふるさとの
味として、特に冬場に親しまれてき
たのが福井独特の水ようかんで、
黒砂糖の風味がほんのりと香ばし
いことが特徴です。夏の冷菓と思
われがちですが、冬に暖かい部
屋でこたつに入って、冷やした水
ようかんを食べるのが福井のスタ
イルです。

●山中温泉 鶴仙渓川床 C-6

チューリップの産地、砺波市で毎年
ゴールデンウィークを中心に開催。
700種・300万本のチューリップが
咲き誇ります。

●黒部峡谷 F-6

●水ようかん C-7

E-5
毎年5月1日に行われる関野神社の祭礼。
花傘を乗せた7基の御車山が高岡市
内を練り歩きます。高岡工芸の粋を集
めた絢爛豪華な鉾山は、京の祗園祭
にならったもので、一見の価値あり。

●となみチューリップフェア E-6

国立公園…立山・黒部・白山の山岳景観、国定公園…若狭・
越前・加賀・能登の海岸景観など、四季折々の風情が心に響き
ます。

●越前がに（ずわいがに） B-7
日本海の冬の味覚、ずわいがには、福井
県では越前がにとも呼ばれ、黄色いタグ
が目印で国の「地理的表示（GI）保護制
度」に登録されています。漁は11月から始
まりますが、最もおいしいのは12〜2月の
厳冬期です。甲羅の幅や重さ、爪幅が一
定以上の要件を満たす越前がにを最上
級ブランド「極」として認定しています。

戦国時代に朝倉氏五代が103年間にわたり越前を支配
した城下町跡。ほぼ完全な姿で発掘され、国の特別史
跡や特別名勝、重要文化財の三重指定を受けています。

日本三名山の一つ白山は、古くから、その優美な山容をして「神の鎮座する山」と崇めら
れてきた。豊かな原生のブナ林は植物、動物の楽園であり、山麓へはさまざまな自然の恵
みをもたらしている。白山麓一帯には、こじんまりとした名湯が点在。湯治客も多く、病
完治の祈願やお礼参りに訪れる人もみられる。
■
（一社）白山市観光連盟 ☎ 076−259−5893 https://www.urara-hakusanbito.com/

F-6

日本海の幸、山々の幸は、四季を通じ新鮮さと種類の豊富
さを誇りにしています。食材にもっとも適した庖丁さばきも冴
えています。

●一乗谷朝倉氏遺跡 C-8

輪島温泉はお肌がツルツルになると地元の女性に大評判。その秘密は泉質にあります。弱
アルカリ塩泉だからお湯に入れば少しヌルッとした感じ。その後は湯冷めしにくくお肌が
しっとりツルツルに…。一度お試しあれ。
■輪島温泉宿泊業協同組合 ☎ 0768−22−1503 https://wajimanavi.jp/

黒部峡谷の自然に抱かれた温泉郷で、ここを起点に、欅平まで約20キロ、トンネル41ヵ所、
橋21ヵ所、新緑や紅葉の中をひた走るトロッコ電車（季節運行）は、渓谷探勝の足として
人気がある。 ■宇奈月温泉旅館協同組合 ☎ 0765−62−1021 http://www.unazuki-onsen.com/
■黒部・宇奈月温泉観光局 ☎ 0765−57−2850 http://www.kurobe-unazuki.jp/

宇奈月温泉

歴史のドラマと精神的文化遺産が各地にあります。これらの
一つ一つを、登場人物に思いを馳せながら、通り過ぎた歴史の
道を訪ね歩いてみてください。

●白山国立公園 D-7

●千里浜海岸 E-4

北陸を代表する海水浴場のひとつ。約8ｋｍに渡っ
て波うちぎわを走行できる天然のドライブウェイで
もあります。

●片野の鴨池 C-6

シーズンには4〜5万羽の鴨が集まり、バードウオッ
チャーを楽しませています。平成5年に「ラムサー
ル条約」の登録湿地に指定されています。

●加賀海岸 C-6

尼御前岬、加佐岬、片野海岸などの海蝕崖景勝地と
これに続く砂丘、天然記念物指定の原生林「鹿島の
森」など、変化に富んだ光景を楽しめます。

●鶴仙渓 C-6

大聖寺川の流れが緑と岩の調和を見せる約1ｋｍの
渓谷。山中温泉とともに古くから文人墨客に愛され
てきました。紅葉シーズンの美しさは格別です。

●手取峡谷 D-6

手取川の中流、約7ｋｍに渡って続く峡谷。急流で深
くえぐられた高さ30ｍの絶壁や不老峡、黄門橋など
の景勝が続き、自然が織りなすダイナミックな造形
美を楽しめます。

福井県

●富山駅営業所

●
◎公益社団法人
福井県観光連盟

●新高岡駅営業所

●
◎福井県交流文化部観光誘客課

●黒部宇奈月温泉駅営業所

●
◎一般社団法人
若狭湾観光連盟

〒９３０−０００１ 富山県富山市明輪町１−２３７
ＴＥＬ
（０７６）
４４４−７５４４

〒９３３−０８５２ 富山県高岡市下黒田１８６３−１
ＴＥＬ
（０７６６）
２４−４２００

〒９３８−０８０２ 富山県黒部市若栗３２１２−１
ＴＥＬ
（０７６５）
５２−５０７５

石川県

●瓜割の滝 A-0

若狭・天徳寺境内にある瓜割の滝は、1年中水温が
変わらず全国名水百選に選ばれた名水が流れる滝。
付近は名水公園になっています。

●水島 B-9

敦賀湾にぽっかりと浮かぶ白砂の孤島、水島は、マリ
ンスポーツのメッカでもあります。夏には色ヶ浜か
ら渡し舟も出ています。

●刈込池 C-8

その昔白山千蛇ヶ池に棲む大蛇を刈り込んだ（追い
込んだ）ことから名付けられた打波川上流の池。水
面に紅葉が映える秋は神秘的な空間です。

●六呂師高原 C-8

キャンプ場などを備え、アイスクリームやチーズの
手作り体験もでき、白山麓の四季折々の自然が満喫
できます。プラネタリウムや天体観測室がある自然
保護センターも大人気。

●気比の松原 B-9

一夜にして浜に数千の松が出現したという伝説が残
り、日本三大松原のひとつに数えられています。約1
万7千本の松が茂り、眼前に詩情あふれる光景が広
がります。

●音海大断崖 A-8

音海大断崖は、福井の最南端に広がる海食海岸。中
には260ｍもの高さの断崖もあります。岬の突端
へと続く遊歩道の散策も楽しめます。

●金沢営業所

〒９１０−０００４ 福井県福井市宝永２−４−１０ 福井県宝永分庁舎２階
（０７７６）
２３−３７１５
ＴＥＬ
（０７７６）
２３−３６７７ＦＡＸ
〒９１０−０００４ 福井県福井市宝永２−４−１０ 福井県宝永分庁舎２階
（０７７６）
２０−０３８１
ＴＥＬ
（０７７６）
２０−０３８０ＦＡＸ
〒９１７−０２９７ 福井県小浜市遠敷１丁目１０１ 福井県若狭合同庁舎３階
ＴＥＬ
（０７７０）
６４−５６４０ＦＡＸ
（０７７０）
６４−５６４１

●
◎福井県東京事務所

〒１０２−００９３ 東京都千代田区平河町２丁目６−３ 都道府県会館１０階
ＴＥＬ
（０３）
５２１２−９０７４ＦＡＸ
（０３）
５２１２−９０７６

〒９２０−０８５８ 石川県金沢市木ノ新保町１−１
ＴＥＬ
（０７６）
２６５−６６３９

●
◎
「ふくい南青山291」

〒９２２−０４２４ 石川県加賀市小菅波町１−５５
ＴＥＬ
（０７６１）
２４−４１２３

●「食の國 福井館」
◎

●加賀温泉営業所
●和倉温泉営業所

〒９２６−０１７１ 石川県七尾市石崎町タ部２２
ＴＥＬ
（０７６７）
６２−１３７３

●小松営業所

〒９２３−０９２１ 石川県小松市土居原町１
３−１
８
ＴＥＬ
（０７６１）
２４−４８３３

福井県
●福井営業所

〒９１０−０００６ 福井県福井市中央１丁目１−２７
ＴＥＬ
（０７７６）
２５−３１５０

●芦原温泉営業所

〒９１９−０６３２ 福井県あわら市春宮１丁目１１−５４
ＴＥＬ
（０７７６）
７３−３５６６

●武生営業所

〒１０７−００６２ 東京都港区南青山５丁目４−４１ グラッセリア青山内
（０３）
５７７８−０３０５
ＴＥＬ
（０３）
５７７８−０２９１ＦＡＸ
〒１０４−００６１ 東京都中央区銀座１丁目３−３
銀座西ビル１階
（０３）
５５２４−０２９９
ＴＥＬ
（０３）
５５２４−０２９１ＦＡＸ

●
◎福井県大阪事務所

〒５４１−００４８ 大阪市中央区瓦町２−２−１４
（０６）
６２３１−１０２９
ＴＥＬ
（０６）
６２３１−１０２３ＦＡＸ

●
◎福井県京都事務所

〒６０４−８１５２ 京都市中京区烏丸通蛸薬師下ル手洗水町６７８
四谷学院京都ビル2階 福井銀行京都支店内
（０７５）
３５４−５４５８
ＴＥＬ
（０７５）
３５４−５４０８ＦＡＸ

北陸三県ＵＲＬ
https://www.info-toyama.com/（とやま観光ナビ）
https://www.hot-ishikawa.jp/（ほっと石川旅ねっと）
https://www.fuku-e.com（ふくいドットコム）

〒９１５−００７１ 福井県越前市府中１丁目１２−３０
ＴＥＬ
（０７７８）
２２−７９３３

●敦賀営業所

〒９１４−００５４ 福井県敦賀市白銀町１−９
ＴＥＬ
（０７７０）
２４−３７０２

発 行

とやま観光ナビ

北陸広域観光推進協議会

E-mail : hwac01@navy.plala.or.jp

ほっと石川旅ねっと

ふくいドットコム

〒920−0981 石川県金沢市片町2−2−15
北国ビル内 ＴＥＬ
（076）
232−0931
ＦＡＸ
（076）
262−8127

◎記事の内容に関し変更の場合もありますので、各お問い合わせ先にご確認下さい。
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納

