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「みちのえきFavo」では、石川県を5つのエリアに分けてご紹介。南加賀、金沢周辺、
白山、能登、奥能登……どのエリアもそれぞれに個性があり、おいしいものもいっぱ
い。南加賀エリアで言えば、加賀市には「加賀温泉郷」（山代、山中、片山津、粟津
の4温泉地をまとめた総称）があり、各温泉郷にある中心的銭湯（湯質は本物の温
泉！）を地元住民は「総湯」と呼んで親しんでいます。小松市は国内外発着の空港があ
り、ビジネス面も強く、能美市は動物園があり、柚子や丸いもなどの特産品も。高感
度なカフェや宿泊施設も増え、日帰り温泉＆グルメエリアとしても人気上昇中です。

道の駅 山中温泉 ゆけむり健康村

眺めのいい、道の駅。

山中温泉を代表する絶景スポット「鶴仙渓（かくせ
んけい）」の近くにある、懐かしい雰囲気が漂う数寄
屋風造りの道の駅。駐車場には、昭和46年まで大
聖寺～山中間を走っていた電車「しらさぎ号」の車
両が展示されています。隣接の温浴施設「ゆーゆー
館」で、日本庭園のような風景に囲まれながら、温泉
に入って旅の疲れをリフレッシュするのもおすすめ。

Feel so   good ! 南加賀エリア
もうひとあし伸ばせば福井県という、文字通り「南」に位置する
南加賀エリア。温泉あり空港あり、動物園があったりと見どころ充実！

MINAMIKAGA AREA01
map- ❶

道の駅 こまつ木場潟
農家直送のフレッシュな食材が勢ぞろい。開店と同時に地元の
人々でにぎわう直売所 「旬菜市場 じのもんや」では、採れたての
野菜はもちろん、JA 小松市のブランド米のコシヒカリ「蛍米」もスタ
ンバイ。農家レストラン「味処 四季彩」で味わえる野菜の水分だけ
で仕上げた「トマトカレー」は、小松産トマトのほどよい酸味がたまり
ません。入口付近で周辺地域のお店が出店を行う風景もこちらな
らでは。九谷焼や練り物、たい焼きなどを日替わりで販売中です。

map- ❷

ソフトクリームは加賀市にある「平松牧場」
の牛乳を使用しているから本格的な味わい

q道の駅データp14、15へ

「しらさぎ号」は引退後、大井川鉄道で利用されていたものを平成 17年
に引き取り展示。乗車も自由にできるから、昔の雰囲気を体感できるはず

温浴施設に加えて、スライダー付きの温水プールや
フィットネスジム、テニスコートといった施設も完備
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霊峰・白山、そこから流れる手取川も
含む、とにかく広いエリア。それだけに
ダイナミックなアクティビティも豊富。

HAKUSAN AREA02
道の駅 めぐみ白山

道の駅 一向一揆の里

道の駅 高松

道の駅 倶利伽羅源平の郷

道の駅 内灘サンセットパーク

道の駅 瀬女

アクセス抜群な国道8号線沿いから、里・山・
海の魅力をとことん発信するスポット。「レスト
ラン風土ぴあ」では、白山市の剣崎なんばを
使用した｢麻辣まぜ麺｣などの限定メニューも
季節に合わせて提供中。3月にオープンした
「喜色食堂」の「もつみそ鉄板焼き定食」も
要チェック。ドッグランも併設しているから、愛
犬を連れてきて、寄り道するのにもぴったり。

一向一揆の歴史を紹介する「一向一揆歴史館」
と、昔の農村の様子を展示した「農村文化伝承館」
を併設。地元の特産品がそろう「食彩館せせらぎ」
には、鮮度抜群の野菜や山菜をはじめ、白山市の
老舗和菓子店「志んさ本舗」の白山栃餅（とちもち）
などがラインナップ。そば畑が広がる鳥越ならでは
の、自家製粉による手打ちそばもぜひ味わって。

のと里山海道高松SA内の上下線で異なる施設をもつ
道の駅。海に面する下り線の「里海館」には、シャワー付
きのドッグランや遊歩道もあるので、愛犬を連れてのドラ
イブにもおすすめ。夕方には店内からもサンセットを楽し
めるから、かほく市特産品ブランド認証のさつまいも「か
ほっくり」を使ったオリジナルグルメ「かほくコロッケ」など
を堪能しながら、ゆったりと過ごすことができます。

古くから北国街道の宿場町として栄え、源平の
戦では「火牛の計」の舞台となった有名な場所。
俱利迦羅不動寺の近くに位置しているから観光
の立ち寄りにぴったりです。宿泊や日帰り入浴を
楽しめる「俱利伽羅塾」には、宴会場や研修室ま
で整備。資料館では歴史を学ぶことだってできま
す。館内から望める緑豊かな風景や、あったかい
湯に癒されながら、昔に思いを馳せてみませんか？

7月7日リニューアルオープン。日本海と河北潟にはさまれ、白山から
立山まで見渡せる絶好のロケーションが特徴。屋外に設置された展
望ブランコからは「サンセットブリッジ」を間近で見ることができます。
県内の特産品や、地元農家が作った野菜などを取り揃えたショップ

「OTAKARA MARKET」には、「バス屋のカ
レー」などのオリジナル商品
もラインナップ。

白峰地区・鳥越地区・河内地区の中央に位置した
白山麓観光のキーステーション。地元の手づくりの
味やクラフト商品を扱う館内には「山のパン屋さん
瀬女」も入っています。同じ敷地内にスパイスカレー
とコーヒーも楽しめる「キジトラコーヒー研究所」、自
家製豆腐の「伝好」、もつ煮込みうどんの「白山峠
茶屋（瀬女 道の駅店）」が並んでいるのも特徴。

map- ❸

map- ❺

map- ❾

map- ❽

map- ❼

map- ❻

晴れた日には外にあるテラス席で食べるのも気持ち良さそう！

あっさりテイストの人
気メニュー「あぶり
豚のと塩麺」は里
海館限定で提供中

食事処「源平茶屋」で味わえるのど越しの良い「俱利迦羅そば」は、
山ごぼうの葉を練りこんだ津幡町の名物。おみやげ購入も◎

どこか懐かしい香りが漂う新商品
「当帰の葉ソフト」は要チェック

四季折々の
風景を感じら
れる広 と々し
たドッグラン
も人気です

津幡町の名
産品「まこも
たけ」も販売

金沢周辺エリア 金沢市内に道の駅は無いため、周辺エリアへ。夕日を眺められる
海岸、富山県との境にある峠など、自然・文化の奥が深い！

AROUND  KANAZAWA AREA03
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q道の駅データp14、15へ
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道の駅 すず塩田村
日本で唯一、500年以上前から珠洲の仁
江海岸で受け継がれてきた「揚げ浜式」に
よる塩づくりの歴史が学べる塩の総合資
料館「揚浜館」がある道の駅。予約すれ
ば、自分だけのオリジナル塩づくりに挑戦す
ることも可能。揚げ浜塩を使ったアメやラ
ムネなどの人気商品もラインナップ。

map- ㉓

道の駅 狼煙

道の駅 すずなり

「禄剛埼（ろっこうさき）灯台」があることで有名
な能登半島のさいはて狼煙。岬からは、海から
昇る朝日と海に沈む夕日を同じ場所で眺めるこ
とができます。幻と呼ばれる大浜大豆と珠洲産
天然にがりを使用した凝固剤一切不使用の地
豆腐の製造・販売をはじめ、できたてが味わえる
「おぼろ豆腐づくり体験」も要予約で開催中。

食べ物と人の交流拠点として、のと鉄道の旧
珠洲駅を活用した施設。揚げ浜塩を使ったソフ
トクリームや地元の新鮮野菜から、珠洲焼や
珪藻土コンロ、いも菓子などのおやつまで、珠
洲産にこだわり抜いた商品を地域1番の品揃
えでスタンバイ。観光案内所では、能登の素材
を使った自分だけの珠洲焼・オカリナ・石けんづ
くりといった体験メニューも紹介してくれます。

map- ㉒

map- ㉑

能登エリア 砂浜をドライブできる千里浜、内浦を望む温泉地、水族館がある
能登島など、巡るほどに五感を揺さぶる体験がスタンバイ。

NOTO AREA04
道の駅 能登食祭市場
日本海の新鮮な魚介類がそろう「能登生鮮市場」、
能登の海の幸や山の幸を堪能できる「能登グルメ
館」、能登の銘産品や工芸品などを販売する「里山
里海百貨店・里乃蔵」などなど、気になる内容盛りだ
くさんの人気観光地。館内で購入したフード類は、
七尾湾のパノラマが目の前に広がるオープンデッキ
で、海を眺めながら味わうなんていうのも最高です。

map- ⓫

現在、レストラン「のと
ののど」ではパスタや丼
ものをメインに販売。グ
ランドメニューは数日前
の予約で対応できます

2Fにある「能登
の味処 漁師屋」
では、新鮮な魚
介類をふんだんに
使った海鮮丼をい
ただけます

珠洲に暮らす人々が、日常の中で
口にする味を楽しめる商品「スズ弁」
シリーズはおみやげにもぴったり

直売所で販売するカレーパンやジャーキーは、イノシシ肉を使った
メニュー開発「のとしし大作戦」で生まれた人気商品

道の駅 のと千里浜
波打ち際を自動車で走れる砂浜「千里浜なぎさドライブウェ
イ」のそば。地元産の玄米粉を使っているベーカリーや、旬
の食材をふんだん楽しみたいレストラン、能登の生乳と素
材を活かしたジェラート店が入っています。地域の農家が手
間暇かけて育てる自然栽培の農産品を活かした、キュートな
パッケージのオリジナル商品も幅広く展開。地元愛があふ
れる空間は、ドライブの立ち寄りスポットとして外せません。

map- ❿

大浜大豆は素材
そのものもパック
で購入可能

100 以上の工程を経て
仕上げる輪島塗

奥能登エリア
能登半島の奥、外浦も内浦も巡ることができて大パノラマが広がる
エリア。白米千枚田や揚げ浜式塩田など記憶に残る景色が満載。

OKU-NOTO AREA05

道の駅 輪島
「ふらっと訪夢（ほーむ）」という愛称で親しまれている旧輪島駅
の跡地にある建物。わじま観光案内センターでは電動レンタサ
イクルを貸し出しています。輪島塗や海産物などの販売を行う
「アストアワジマ」のほか、テナントには飲食店なども併設。周
辺の朝市とともに輪島で暮らす方々の人情に触れてみては。

map- ㉕
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q道の駅データp14、15へ
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T A B I  n o  S H I O R I

気になっていたけどなかなか足を運べていない場所。

こんな場所にこんな素敵なお店があったんだ！

あの商品は、 こんなところで作られていたんだね。

実際に現地を訪れて感じる空気、 景色、 人のあたたかさ…

そんな “ 旅する気持ち ” をぎゅっとまとめて Favo がお届けします。

まずは、 どこへ行ってみようか。

つぎは
、

　どこへ行こうか

旅で見つける大切なものは、
心の中できらめきを放っているはず。
わたしだけの宝石を見つけに。

風情あふれる景色を眺めながら、
ゆったりと物語のあるまちを歩く。

place :金沢市  中の橋

いつもと違う道、新しい出会い。

8   MICHI-NO-EKI Favo  2022 Autumn MICHI-NO-EKI Favo  2022 Autumn  9



旅のしおりショートムービー

「旅のしおり
      　/ 金沢市・東山篇」
YouTube で配信中

旅のしおり BOX 「東山エリア」
旅のしおり公式サイト

購入はこちら
から

はこちら
からz

金沢の観光地として賑わいをみせる「東山エリア」。
そんな地域も、 脇道に一歩足を踏み入れると、 人々
の生活が息づくのんびりとした時間が流れています。

“ 旅する気持ち”をお届けします。

旅に出て、その場所で感じる「楽しい！」「すてき！」「おいしい！」。

そんな気持ちをおうちの中で体感してみませんか？

今回の BOX テーマは『金沢市・東山エリア』。

古くから伝わるものと、新しさが交わる、歩いているだけでワクワクしてくるまち。

そんな東山の魅力をこの BOX にぎゅっと詰め込みました。

WEB ShopWEB Shop j i n o m o n . c o mj i n o m o n . c o m
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みちのえきFavoから おもてなし
みちのえきFavoから おもてなし

LINELINE 友だち追加 友だち追加 ×  みちのえきFavoみちのえきFavo 読者プレゼント読者プレゼント

プレゼントに関してのお問合せ　（株）ストアインク  M info@favo-net.jp

みちのえきFavo 公式
LINEを友だちに追加

簡単なアンケートに答え
て気になる商品に応募

商品の当選通知が来たら
必要事項を入力して完了

読者プレゼント応募について読者プレゼント応募について
友だち追加時にアンケートに答えると抽選で魅力あふれる商品が当たります。

Step 1 Step 2 Step 3OMO5金沢片町 
　　 by 星野リゾート 宿泊券

Present

0 1

「あっぱれ！味のかたまち」をコンセプトに、北陸随一のグルメタウン・金沢片町で、
食と伝統文化や歴史などの趣を味わう旅を提案する都市ホテルの宿泊券。ツイン
ルーム朝食付プランで、2022年12月1日～2023年5月30日の期間利用可能。

OMO5金沢片町 by 星野リゾート
https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/omo5kanazawakatamachi

抽選で1組 2名様に当たる!

Present  02
JA 小松市の

とまとケチャップ
国内 では 珍し
い加工用トマト
100％で仕上げ
ているケチャップ。
水を一切加えず、
国産の塩、タマネ
ギのみを使って加
工した濃厚な味わ
いがたまりません。

道の駅 こまつ木場潟
http://michinoeki-kibagata.com

抽選で3 名様に当たる!

Present  04
道の駅 瀬女

オリジナルバッグ
イワナや堅豆腐、
ソバの花、トチの
実、ワサビなど、
白山麓地域の特
産品をキュートに
描いたデザイン。
ふだん使いはもち
ろんお土産にも。

道の駅 瀬女
https://city-hakusan.com/
shopping/road_station_sena

抽選で3 名様に当たる!

Present  06
輪 島 塩

冷泉がしみでていると言い伝えがある「三ッ
子浜海岸」の海水をくみあげて作る特別な
塩。料理の味をグンと引き立ててくれます。

道の駅 輪島
https://wajimanavi.jp

抽選で3 名様に当たる!

Present  03
ゆーゆー館

健康湯入浴券
日本三大名湯のひとつ山中温泉を気軽に堪
能。日本庭園のような風景に囲まれながら、
大きなお風呂で旅の疲れをリフレッシュして。

道の駅 山中温泉 ゆけむり健康村
https://yukemuri.kagashi-ss.com

抽選で5 名様に当たる!

Present  07
やわらかほっくり

かほく市特産のさつまいも「かほっくり」を使
用したもっちり食感のスイーツ。風味豊かで
小腹がすいたときのおやつにぴったり。

道の駅 高松
https://tak-rest.com

抽選で5 名様に当たる!

Present  05
スズ弁シリーズ

４点セット
珠洲に暮らす人々が日常の中で口にする味
を楽しめるオリジナル商品「スズ弁」シリーズ。
人気の調味料と食材を合わせた特別セット。

道の駅 すずなり
https://notohantou.jp

抽選で3 名様に当たる!

アンケート

当選！！

締切は2022年9月30日（金）まで

※除外日あり

LINELINE 友だち
追加はこちら
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道の駅 山中温泉 ゆけむり健康村
山中温泉を代表する絶景スポット
「鶴仙渓」の近くにある、懐かしい雰
囲気が漂う数寄屋風造りの道の駅。
TEL.0761-78-5620
加賀市山中温泉こおろぎ町イ19
営／9:00～18:00（ゆーゆー館は10:00
～22:00） 休／無休（ゆーゆー館は火曜）

道の駅 なかじまロマン峠
「すしべん中島店」が運営。国指定
無形民俗文化財「お熊甲祭り」の深
紅の枠旗をかたどった照明が目印。
TEL.0767-66-0155
七尾市中島町中島ニ部1-19
営／7:00～19:30（19:00L.O.）
休／1月1日

道の駅 織姫の里なかのと
「おにぎりの里」にちなんで、たくさん
のおにぎり商品がラインナップ。中能
登町特産のどぶろくも要チェック。
TEL.0767-76-8000
鹿島郡中能登町井田ぬ部10-1
営／8:45～18:30
休／1月1・2日（1～3月は第1・3木曜）

道の駅 能登食祭市場
魚介類が堪能できる「能登生鮮市
場」や「能登グルメ館」などがそろう内
容盛りだくさんの人気観光地。
TEL.0767-52-7071
七尾市府中町員外13-1　営／9:00
～18:00（グルメ館は店舗により異なる）　
休／火曜（祝日の場合は営業）、1月1日

道の駅 ころ柿の里しか
温泉施設「アクアパーク シ・オン」や、
農家直送の農産物を販売する「みち
のえき 旬菜館」でほっと一息。
TEL.0767-32-4831
羽咋郡志賀町末吉新保向10
営／9:00～17:30（４～12月の土日祝は
18:30まで）　休／火曜、年末年始

道の駅 こまつ木場潟
開店と同時ににぎわう直売所 「旬
菜市場 じのもんや」や農家レストラン
「味処 四季彩」で食の魅力を体感。
TEL.0761-25-1188
小松市蓮代寺町ケ2-2 営／8:30～
18:00（レストランは10:00～16:00L.O.）　
休／1月1～3日（1・2月は水曜）

道の駅 あなみず
のと鉄道の終着駅「穴水駅」と一体
になった駅舎併設型。穴水出身「遠
藤関」のグッズコーナーも注目。
TEL.0768-52-3333
鳳珠郡穴水町字大町チ41-6
営／9:00～17:30
休／無休

道の駅 いおり
能登立山シーサイドライン沿いにある
ので、富山湾を挟んで立山連峰を見
渡せる最高の眺めが魅力的。
TEL.0767-59-1415
七尾市庵町笹ヶ谷内3-1
営／10:00～16:00
休／木曜

道の駅 のとじま
山海の幸を味わえるレストラン、能登
島の特産がそろった売店、新設され
た浜焼コーナーと魅力いっぱい。
TEL.0767-84-0225
七尾市能登島向田町122-14
営／9:00～17:00　休／12月29日～1
月1日（12～3月中旬は木曜）

道の駅 とぎ海街道
海岸線をなぞるように延びる国道249
号線沿いに立地。「世界一長いベン
チ」や「増穂浦海岸」まで徒歩1分。
TEL.0767-42-0975
羽咋郡志賀町富来領家町タ2-11
営／9:00～17:30
休／無休

道の駅 一向一揆の里
一向一揆の歴史を紹介する「一向一
揆歴史館」と、昔の農村の様子を展
示した「農村文化伝承館」を用意。
TEL.076-254-2888　白山市出合町甲
36　営／9:00～16:00（11月中旬～3月
は10:00～16:00）　休／第1・3月曜（11
月中旬～GWは月曜、祝日の場合は翌日）

道の駅 すずなり
食べ物と人の交流拠点として、のと
鉄道の旧珠洲駅を活用。揚げ浜塩
を使ったソフトクリームがおすすめ。
TEL.0768-82-4688
珠洲市野々江町シの部15
営／8:30～18:00（12～2月は9:00～
17:00）　休／無休

道の駅 めぐみ白山
アクセス抜群な国道8号線沿いか
ら、白山による里・山・海のめぐみの
魅力をとことん発信するスポット。
TEL.076-276-8931
白山市宮丸町2183
営／9:30～18:00（レストランは10:00～
16:00）　休／12月31日～1月2日

道の駅 のと里山空港
巨大な空港の施設全部が道の駅。
4階建てのターミナルに各種行政機
関も入っている珍しいタイプです。
TEL.0768-26-2100
輪島市三井町洲衛10-11-1
営／9:00～17:00（レストランは16:00ま
で）　休／無休

道の駅 瀬女
白峰地区・鳥越地区・河内地区の中
央に位置した白山麓観光のキース
テーション。館内ではパン屋も営業。
TEL.076-256-7172
白山市瀬戸寅163-1
営／9:00～17:00　休／年末年始（11
月中旬～3月中旬は水曜）

道の駅 狼煙
「禄剛埼灯台」があることで有名な能
登半島のさいはて狼煙。幻と呼ばれ
る大浜大豆の地豆腐を製造・販売。
TEL.0768-86-2525
珠洲市狼煙町テ部11
営／ 8:30～17:00（季節により変更有）　
休／無休

道の駅 しらやまさん
パワースポット「白山比咩神社」の
近く。手取川を一望できる展望室や、
「白山市観光情報センター」を併設。
TEL.076-273-4851
能美市和佐谷町200
営／9:00～17:30
休／年末年始

道の駅 桜峠
ファンに愛されるアットホームな空間。
風味豊かなブルーベリーソフトと揚げ
たてカレーパンがお店のイチオシ。　
TEL.0768-76-1518
鳳珠郡能登町字当目2-24-24
営／ 9:00～17:00（1～3月は10:00～
16:00）　休／月曜

道の駅 のと千里浜
自動車で走れる砂浜「千里浜なぎさ
ドライブウェイ」のそばに佇むスポッ
ト。地元食材の加工品も充実。
TEL.0767-22-3891
羽咋市千里浜町タ1- 62
営／9:00～18:00（12～3月は9:00～
17:00）　休／水曜（月1回不定休）

道の駅 輪島
「ふらっと訪夢（ほーむ）」という愛称で
親しまれている旧輪島駅の跡地にわ
じま観光案内センターが入った建物。
TEL.0768-22-1503
輪島市河井町20-1-131
営／ 8:30～ 17:00
休／無休

道の駅 倶利伽羅源平の郷
北国街道の宿場町として栄え、源平
の戦では「火牛の計」の舞台となっ
た場所。観光の立ち寄りにぴったり。
TEL.076-288-8668
河北郡津幡町竹橋西270
営／7:30～21:00
休／無休

道の駅 すず塩田村
珠洲の仁江海岸で受け継がれてきた
「揚げ浜式」による塩づくりの歴史
が学べる塩の総合資料館を設置。
TEL.0768-87-2040
珠洲市清水町1-58-1
営／ 9:00～17:00（3～11月）、9:00～
16:00（12～2月）　休／無休

道の駅 赤神
「大本山總持寺祖院」や「泣き砂の
浜」などの観光名所のそばに立地。
猿山岬灯台のランプは必見です。
TEL.0768-45-1001
輪島市門前町赤神1-110
営／ 9:00～17:00（冬季変更有）
休／火曜、12月29日～1月3日

道の駅 高松
のと里山海道高松SA内の上下線
で異なる施設をもつ道の駅。下り線の
「里海館」では夕日を楽しめます。
TEL.076-281-2221　
かほく市二ツ屋フ16-3
営／9:00～18:00
休／無休

道の駅 千枚田ポケットパーク
能登を代表する景勝地「白米千枚
田」が一望できます。「あぜのきらめき」
などのイベントも期間限定で開催。
TEL.0768-34-1004
輪島市白米町ハ部99-5
営／ 9:00～18:00
休／無休
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q道の駅データは2022年8月時点のものです。詳しくはWebサイト、SNSなどをご覧ください。

道の駅 内灘サンセットパーク
7月7日リニューアルオープン。日本海
と河北潟にはさまれ、白山から立山ま
で見渡せる絶好のロケーション。
TEL.076-255-0007
河北郡内灘町字大学1-4-1　営／9:00
～18:00（ケーキの販売と引き渡しは
19:00まで）　休／12月31日～1月3日

map- ❼

石川県の『道の駅』全26件
ワアッと驚く大きなものからホッと安らぐ素朴なものまで、

石川県内の道の駅はどれも個性的。生活の場に近い
道の駅もあるので、マナーに気を付けて巡って。

　 道の駅 瀬女6

　 道の駅 赤神26

　 道の駅 桜峠20

　 道の駅 とぎ海街道13

　 道の駅 一向一揆の里5

　 道の駅 山中温泉ゆけむり健康村1

　 道の駅 しらやまさん4

　 道の駅 めぐみ白山3

　 道の駅 のと千里浜10

　 道の駅 こまつ木場潟2

　 道の駅 輪島25

　 道の駅 内灘サンセットパーク7

　 道の駅 倶利伽羅源平の郷8

　 道の駅 織姫の里なかのと14

　 道の駅 ころ柿の里しか12 　 道の駅 能登食祭市場11

　 道の駅 のと里山空港19

　 道の駅 なかじまロマン峠17

　 道の駅 高松9

　 道の駅 いおり15

　 道の駅 のとじま16

　 道の駅 あなみず18

　 道の駅 狼煙22

　 道の駅 すずなり21

　 道の駅 すず塩田村23　 道の駅 千枚田ポケットパーク24
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