
33 箇所

神林 新潟県 村上市

能生 新潟県 糸魚川市

越後出雲崎　天領の里 新潟県 出雲崎町

胎内 新潟県 胎内市

良寬の里　わしま 新潟県 長岡市

クロス１０十日町 新潟県 十日町市

漢学の里しただ 新潟県 三条市

いりひろせ 新潟県 魚沼市

あらい 新潟県 妙高市

親不知ピアパーク 新潟県 糸魚川市

雪のふるさと　やすづか 新潟県 上越市

じょんのびの里高柳 新潟県 柏崎市

よしかわ杜氏の郷 新潟県 上越市

うみてらす名立 新潟県 上越市

みつまた 新潟県 湯沢町

井波 富山県 南砺市

ウェーブパークなめりかわ 富山県 滑川市

氷見 富山県 氷見市

メルヘンおやべ 富山県 小矢部市

千枚田ポケットパーク 石川県 輪島市

桜峠 石川県 能登町

しらやまさん 石川県 能美市

とぎ海街道 石川県 志賀町

輪島 石川県 輪島市

ころ柿の里しか 石川県 志賀町

瀬女 石川県 白山市

のと里山空港 石川県 輪島市

山中温泉　ゆけむり健康村 石川県 加賀市 追加

すず塩田村 石川県 珠洲市

狼煙 石川県 珠洲市

すずなり 石川県 珠洲市

織姫の里　なかのと 石川県 中能登町

あなみず 石川県 穴水町

駅名 市町村名県名

北陸「道の駅」サイクルステーションリスト
（平成２８年１１月１日現在）



                                   

 

サイクルステーション 
 

道の駅「神林」（新潟県村上市） 
 

【設置場所】駐車場 中央部 

 

 

サイクルスタンド  （有 ・ 無）  ５台駐輪可   

空気入れ（英米仏） （有 ・ 無）   

工具        （有 ・ 無）  工具セット 

  軽食・食事     （有 ・ 無）  

  シャワー・温泉   （有 ・ 無）   

 

【利用について】 

 ・空気入れ、工具は情報ステーションにて貸し出しします。（8:30～16:00） 

   

【お知らせ】 

 ・とれたて野菜市では新鮮な野菜と笹団子が人気、食堂「穂波亭」の一番人

気は地場産豚肉を使用した「たれカツどん」です。 

 



サイクルステーション 
 

道の駅「能生」（新潟県糸魚川市） 
 

【設置場所】 マリンドリーム能生 本館前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サイクルスタンド  （有 ・ 無）  ３０台駐輪可   

空気入れ（英米仏） （有 ・ 無）   

工具        （有 ・ 無）   

  軽食・食事     （有 ・ 無）  

  シャワー・温泉   （有 ・ 無）   

 

【利用について】 

・サイクルラックの利用は 24 時間可（カギ等の管理は自己責任） 

・空気入れや工具貸出等はインフォメーションコーナーで対応 

・提携のサイクルショップあり（修理や不具合対応） 

 

【お知らせ】 

・糸魚川を周遊するサイクリングイベント「グランフォンド糸魚川」を毎年 10

月に開催（毎年の参加者：約 1,000 人、マリンドリーム能生 出発・ゴール） 



                                   

サイクルステーション 
 

道の駅「越後出雲崎 天領の里」（新潟県出雲崎町） 

【設置場所】 天領の里 第 1駐車場内（公衆トイレ脇） 

 

 

 

 

 

 

 

 

サイクルスタンド  （有 ・ 無）  ５台駐輪可   

空気入れ（英米仏） （有 ・ 無）   

工具        （有 ・ 無）  工具セット 応急工具程度 

  軽食・食事     （有 ・ 無）  

シャワー・温泉   （有 ・ 無）   

 

【利用について】 

 ・サイクルスタンドの利用は 24 時間利用可能です。 

            （午後 5時以降は職員はいません） 

 ・空気入れ、工具は「物産館」にて貸し出しします。 

          （毎月 第一水曜日 休館 ・5月と 8月は無休） 

 ・自転車の管理は各自の責任でお願いします。 

 

【お知らせ】 

 ・レストランでは「サザエの炊き込み御膳｣や、 

  ご当地ラーメン「出雲崎ラーメン」が人気です。 

 ・物産館はみやげ品を中心に、おにぎり、パン 

などを販売しております。 

サザエの炊き込み御膳 

出雲崎ラーメン 



                                   

サイクルステーション 

道の駅「胎内」（新潟県胎内市） 
 

【設置場所】 観光交流センター「たるが橋」前 

      

 

サイクルスタンド  （有 ・ 無）  ５台駐輪可 

空気入れ（英米仏） （有 ・ 無）   

工具        （有 ・ 無）  工具セット 応急工具程度 

  軽食・食事     （有 ・ 無）  但し、土日祝限定 

  シャワー・温泉   （有 ・ 無）  新樽ケ橋温泉「クアハウスたいない」 

【利用について】 

 ・サイクルスタンドは 24 時間利用可能です。（午後６時以降は職員はいません） 

  自転車の管理は各自お願いします。道の駅では責任は一切負いません。 

 ・空気入れ、工具は案内所にて貸し出しします。 

【お知らせ】 

・売店では、胎内産の「ジャージーアイスクリーム」が有名です。 

・疲れた体は道の駅併設の新樽ケ橋温泉「クアハウスたいない」をご利用下さい。 

 ・土・日・祝日限定で胎内産豚肉・米粉を使った「カレー」「ぶた丼」などございます。 

     

胎内産豚肉を使った「ぶた丼」     米粉を使った「たるが橋カレー」 

センター 出入口 



                                   

サイクルステーション 
 

道の駅「良寛の里わしま」（新潟県県長岡市和島地域） 
 

【設置場所】 「道路情報ターミナル」脇 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サイクルスタンド  （有 ・ 無）  １０～１５台駐輪可   

空気入れ（英米仏） （有 ・ 無）   

工具        （有 ・ 無）  工具セット 応急工具程度 

  軽食・食事     （有 ・ 無）  

  シャワー・温泉   （有 ・ 無）   

 

【利用について】 

 ・常時設置しておりますので、いつでもご利用可能です。ただし、冬期間中

（12 月～2月）は、降雪・積雪状況により撤去する場合があります。 

・空気入れ、工具は「もてなし家」販売カウンターにて貸し出しします。 

 

【お知らせ】 

・地域交流センター“もてなし家”では、エネルギー補給に持ってこいの「良

寛むすび」をぜひご賞味下さい。 

・もてなし家前のスイーツコーナーには、当駅限定の超有名「ガンジーソフト」

が疲れた体を癒してくれます。 

 ＜ガンジーソフト＞ 

 国内でも貴重な「ガ

ンジー牛」のミルクを

使った当店人気ナン

バーワンスイーツの

ソフトクリームです。

濃厚なのに後味スッ

キリ！ぜひ旅の疲れ

におひとついかがで

すか～。 

＜良寛むすび＞ 

わしま産のコシヒカリ

で作ったおむすび。しゃ

け・おかか・梅干しと 3

種類の具が入ったひと

まわり大きいおむすび

です。 

次の目的地までのエネ

ルギー補給に、ぜひおひ

とつ！！ 

もてなし家 道路情報ターミナル 



                                   

サイクルステーション 
 

道の駅「クロス10十日町」（新潟県十日町市） 
 

【設置場所】 クロス 10 と越後妻有交流館「キナーレ」の連絡通路 

 

 

 

 

 

 

 

 

サイクルスタンド  （有 ・ 無）  ５台駐輪可   

空気入れ（英米仏） （有 ・ 無）   

工具        （有 ・ 無）  工具セット 

  軽食・食事     （有 ・ 無）  

  シャワー・温泉   （有 ・ 無）  日帰り温泉が隣接 

 

【利用について】 

 ・サイクルラックの利用は 24 時間使用可能（冬季は撤収します） 

 ・空気入れ、工具は受付・案内所にて貸し出しします。 

 

【お知らせ】 

 ・喫茶コーナーでは、当駅限定の「地元 

  野菜のジェラート」が有名です。季節 

のフレーバーが各種あります 

 ・疲れた体は道の駅隣接の「明石の湯」 

（日帰り温泉）をご利用下さい。 

 ・お食事コーナーで、へぎそばをスー 

プで食べる新感覚の「つけへぎ」を 

ご賞味下さい。 
春限定「ふきのとう味」 新たなグルメ「つけへぎ」 



                                   

サイクルステーション 
 

道の駅「漢学の里しただ」（新潟県県三条市） 
 

【設置場所】 施設前面駐車場脇 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サイクルスタンド  （有 ・ 無）  １５台駐輪可   

 

空気入れ（英米仏） （有 ・ 無）   

 

工具        （有 ・ 無）   

 

  軽食・食事     （有 ・ 無）  

 

  シャワー・温泉   （有 ・ 無）   

 

【利用について】 

 ・サイクルスタンドは２４時間利用できます。 

 

【お知らせ】 

 ・農家レストラン「庭月庵 悟空」では、当駅限定の「大谷ダムカレー」を提

供中です(平日限定)。カレーを注文すると非公認のオリジナルダムカードが

貰えます。 

 ・農産物直売所「彩遊記」では期間限定の「ブルーベリーソフトクリーム」

の販売を始めます。下田地区産のブルーベリーを使用しています。ぜひご賞

味下さい。 



サイクルステーション 
 

道の駅「いりひろせ」（新潟県魚沼市） 
 

【設置場所】 道の駅「いりひろせ」 

 
 

サイクルスタンド  （有 ・ 無）  10 台駐輪可   

 

空気入れ（英米仏） （有 ・ 無）   

 

工具        （有 ・ 無）  工具セット 応急工具程度 

 

  軽食・食事     （有 ・ 無）  

 

  シャワー・温泉   （有 ・ 無）   

 

【利用について】 

 ・サイクルラックの利用は自由、空気入れ、工具は店内にて貸し出しします。 

・道の駅の営業時間は 9：00～17：00 です。空気入れ、工具の貸し出しは営業

時間内のみです。 

【お知らせ】 

・店内では手焼せんべい「魚沼惣五郎」が、オンリーワン商品として一押しで

す。サービステーブルには、地場野菜の惣菜や漬物など、スタッフからのほ

んの気持ち、無料のプレゼントを用意しています。 

・隣接の湖上レストラン「鏡ヶ池」（4 月下旬～11 月下旬営業）の人気メニュ

ーは、手打ちごっぽうそば、ぬか釜炊きおにぎり、山ごっつぉ鍋など。山奥

の雪国ならではのオンリーワンメニューがお勧めです。 

ごっぽうそばセット 



                                   

サイクルステーション 

道の駅「あらい」（新潟県妙高市） 
 

【設置場所】 くびき野情報館前  

 

  サイクルスタンド  （有 ・ 無）  

空気入れ      （有 ・ 無）   

工具        （有 ・ 無）   

  軽食・食事     （有 ・ 無）  

  シャワー・温泉   （有 ・ 無）  宿泊施設有 

 

【利用について】 

・空気入れ、工具は案内所にて貸し出しします。 

 

【お知らせ】 

 ・「くびき野情報館」は休憩室と喫茶コーナーを備えた観光案内所です。 
・「四季彩館ひだなん」は新鮮野菜等の直売所で、おいしい手打ちそば処もあ

ります。 
・物産館には妙高・新潟のお土産が揃い、鮮魚センター、コンビニ、ホテル、

コインランドリーのほか、ラーメン、寿司、パスタ、ベーカリー、海鮮丼、

定食、牛丼など多彩な飲食店が軒を連ねます。 
 

 

 



                                   

サイクルステーション 
 

道の駅「親不知ピアパーク」（新潟県糸魚川市） 
 

【設置場所】 レストピア 前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サイクルスタンド等 （有 ・ 無） 立てかけタイプ ４台駐輪可   

空気入れ（英米仏） （有 ・ 無）   

工具        （有 ・ 無）  工具セット 応急工具程度 

  軽食・食事     （有 ・ 無）  

  シャワー・温泉   （有 ・ 無）  施設内にはありませんが、 

                     すぐ近くにあります。 

                     「交流センター まるたんぼう」 

                       お風呂・宿泊施設 
 

【利用について】 

 ・自転車はバーに立てかけてお使いください。 

 ・空気入れ、工具はレストピアにて貸し出しします。 

 

【お知らせ】 

 ・レストピアでは、「ひすいアイス」や「かまぼこメンチ」がおすすめです。 
 ・疲れた体は道の駅近くの「まるたんぼう（お風呂）」をご利用下さい。 
 ・お食事コーナーで、ご当地ラーメン「ひすいラーメン」をご賞味下さい。 
 
 



                                   

サイクルステーション 
   

道の駅「雪のふるさとやすづか」（新潟県上越市） 

【設置場所】 雪だるま物産館前 国道側 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  サイクルスタンド  （有 ・ 無）   3 台程度  

 

  空気入れ（英米仏） （有 ・ 無）    

  

  工具        （有 ・ 無）   工具セット 応急工具程度 

 

  軽食・食事     （有 ・ 無）  

 

  シャワー・温泉   （有 ・ 無）   

 

【利用について】 

 ・空気入れ、工具は案内所にて貸し出しします。 

 

【お知らせ】 

 ・お食事は、「雪むろそば家小さな空」で、そば・うどんをご賞味ください。 

（11 時から 15 時） 

 ・雪だるま物産館「喫茶コーナー」では、おやき、飲み物などがあります。 

  （9 時から 18 時（月曜定休日。月曜日が祝祭日の場合は火曜日休み。）） 

 
 

サイクルラック設置予定 



                                   

サイクルステーション 
 

道の駅「じょんのびの里高柳」新潟県柏崎市） 
【設置場所】 じょんのび村 「萬歳楽」入口付近 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サイクルスタンド  （有 ・ 無）  ５台駐輪可   

空気入れ（英米仏） （有 ・ 無）   

工具        （有 ・ 無）  工具セット 応急工具程度 

  軽食・食事     （有 ・ 無）  

   シャワー・温泉   （有 ・ 無）  萬歳楽 「楽寿の湯」 

 

【利用について】 

 ・サイクルラックの利用は８時～５時までです。 

 ・空気入れ、工具は萬歳楽入口フロントにて貸し出しします。 

【お知らせ】 

・「道の駅 じょんのびの里高柳」はお食事･休憩もでき一日中じょんのびできる日帰り温

泉施設（じょんのび温泉・楽寿の湯）もあります。 

・売店で販売、当駅内豆腐工房で作られた手作り豆腐・がんもどきは格別です 

・お食事コーナー（萬歳楽内・食堂「やまどり」「じょんのび弁当」は好評です、ご賞味

下さい。 

修理工具貸出受付場所 

萬歳楽入口ﾌﾛﾝﾄまで 

 

スタンド設置場

食堂「やまどり」 

楽寿の湯 

手作り豆腐 

がんもどき 



サイクルステーション 
 

道の駅「よしかわ杜氏の郷」（新潟県上越市） 
 

【設置場所】 道の駅よしかわ杜氏の郷 情報案内所前 

 

 

 

サイクルスタンド  （有 ・ 無）  約１０台駐輪可能  

空気入れ（英米仏） （有 ・ 無）   

工具        （有 ・ 無）   

  軽食・食事     （有 ・ 無）   

  シャワー・温泉   （有 ・ 無）  長峰温泉ゆったりの郷（併設） 

 

【利用について】 

 ・冬期間（道路に降雪がある期間）はサイクルラックを利用できません。 

 ・空気入れ、工具は観光酒蔵よしかわ杜氏の郷のカウンターにて貸し出し。 

【お知らせ】 

 ・道の駅よしかわ杜氏の郷３つのおすすめ！ 

酒蔵直売！自慢の地酒に無添加ジェラート－観光酒蔵 よしかわ杜氏の郷－ 

鮮度抜群！吉川が誇るとれたて野菜－農産物直売所 四季菜の郷－ 

名人の味！そばに押し寿し、田舎のおいしさ－軽食コーナー－ 

 ・長峰温泉ゆったりの郷も併設！ 

   源泉かけ流し露天風呂など多彩なお風呂で心もからだも芯までゆったり。 

レストラン味彩ではＮＨＫ大河ドラマシリーズと銘打った期間限定の 

和食御膳や、オリジナルラーメンをご用意してお待ちしています。 



                                   

サイクルステーション 
 

道の駅「うみてらす名立」（新潟県上越市） 
 

【設置場所】 道の駅うみてらす名立 正面入口（休憩棟）前 

  

 

 

サイクルスタンド  （有 ・ 無）  約５台駐輪可   

空気入れ（英米仏） （有 ・ 無）   

工具        （有 ・ 無）   

  軽食・食事     （有 ・ 無）  レストラン・食事コーナー 

  シャワー・温泉   （有 ・ 無）  温浴施設 

 

【利用について】 

・空気入れ、工具は併設のホテルフロントで貸し出しします。 

【お知らせ】 

・疲れた体は、道の駅併設の温浴施設ゆらら（強力ジェットバス、サウナ、   

展望露天風呂等）をご利用下さい。 

・鮮魚市場では、名立漁港直送の地魚や地酒・特産品コーナーが人気です。 

・レストラン・食事コーナーでは、うみてらす名立ならではの魚介や地野菜を 

活かしたメニューをご賞味下さい。 

 

 

 

イメージ 



                                   

サイクルステーション 
 

道の駅「みつまた」（新潟県湯沢町） 
 

【設置場所】 情報コーナー・トイレ棟前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サイクルスタンド  （有 ・ 無）  ５台駐輪可   

 

空気入れ（英米仏） （有 ・ 無）  英、米、仏式に対応、空気圧ゲージ付 

 

工具        （有 ・ 無）  工具セット 応急工具程度 

 

  軽食・食事     （有 ・ 無）  レストラン・カフェコーナー有 

 

  シャワー・温泉   （有 ・ 無）  街道の湯（温泉）隣接 

 

【利用について】 

 ・サイクルラックの利用は９時～１７時までです。 

 ・空気入れ、工具は店舗内レジにて貸し出しします。 

 

【お知らせ】 

 ・カフェコーナーでは、三俣産はちみつ使用の当駅限定「濃厚はちみつソフトクリ

ーム」が有名です。温泉足湯に浸かりながらお召し上がりいただけます。 

 ・疲れた体は道の駅内外２か所の温泉足湯、又は隣接の街道の湯をご利用下さい。 

 ・お食事コーナーでは「和豚もちぶたの手作りモツ煮」をぜひご賞味ください 



                                   

サイクルステーション 

道の駅「井波」（富山県南砺市） 
【設置場所】 井波木彫りの里創遊館前、レストランきつつき倶楽部前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サイクルスタンド  （有 ・ 無）  ８台駐輪可   

空気入れ      （有 ・ 無）   

工具        （有 ・ 無）  工具セット 応急工具程度 

 軽食・食事     （有 ・ 無）  

 シャワー・温泉   （有 ・ 無）  

 

【利用について】 

 ・サイクルラックの利用は基本的に時間制限はありません。 

  （強風・積雪時などは安全上のため片付けます。午後１８時以降職員はおりません） 

 ・空気入れ、工具は案内所にて貸し出しします。 

【お知らせ】 

 ・レストランきつつき倶楽部ではご当地コロッケ（白海老・かぼちゃ・里芋） 

  が人気です。(テイクアウト可能)  

 ・伝統工芸の「井波彫刻」を見学できます。「匠工房」では７件ある彫刻士の

工房で作業を見学。 

 

井波木彫りの里創遊館 レストランきつつき倶楽部 

里芋コロッケ 

井波彫刻総合会館 

匠工房（彫刻士工房） 



                                   

サイクルステーション 
 

道の駅「ウェーブパーク滑川」（富山県滑川市） 
 

【設置場所】 ほたるいかミュージアム中央広場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サイクルスタンド  （有 ・ 無）  ３台駐輪可   

空気入れ（英米仏） （有 ・ 無）   

工具        （有 ・ 無）  工具セット 応急工具程度 

  軽食・食事     （有 ・ 無）  

  シャワー・温泉   （有 ・ 無）   

 

【利用について】 

 ・空気入れ及び工具は、ほたるいかミュージアムインフォメーションにて 

貸し出しします。 

＊６月１日～３月１９日の毎週火曜日は休館となります。 

 

【お知らせ】 

 ・売店コーナーでは、当駅限定の 

「深層水ソフトクリーム」が人気です。 

 

 ・疲れた体は道の駅２階テラスにある 

「深層水足湯」をご利用下さい。 

  深層水ソフトクリーム 深層水足湯 



                                   

サイクルステーション 
 

道の駅「氷見」（富山県氷見市） 
 

【設置場所】 公衆トイレ前、西の番屋③南側 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サイクルスタンド  （有 ・ 無）  １６台駐輪可   

 

空気入れ（英米仏） （有 ・ 無）   

 

工具        （有 ・ 無）  工具セット 応急工具程度 

 

  軽食・食事     （有 ・ 無）  

 

  シャワー・温泉   （有 ・ 無）  氷見温泉郷総湯 

 

【利用について】 

 ・サイクルラックは２４時間利用できます。 

 ・空気入れ、工具は管理事務所にて貸し出しします。8：30～18：00 

 

【お知らせ】 

 ・疲れた体は道の駅併設の総湯または足湯をご利用下さい。 

 ・３３の専門店があり、魚の和定食、回転寿司、氷見うどん、氷見牛、氷見

カレーなど氷見のグルメが勢ぞろい。鮮魚や干物、かまぼこ、氷見銘菓などの

お土産も充実しています。 



                                   

サイクルステーション 
 

道の駅「メルヘンおやべ」（富山県小矢部市） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【設置場所】 道の駅メルヘンおやべ 本館前 

 

サイクルスタンド  （有 ・ 無）   

 

空気入れ（英米仏） （有 ・ 無）   

 

工具        （有 ・ 無） 工具セット 応急処置程度  

 

  軽食・食事     （有 ・ 無）  

 

  シャワー・温泉   （有 ・ 無） 足湯 コインシャワー 

 

【利用について】 

 ・サイクルラックは２４時間利用できます。 

 ・空気入れ、工具は案内所にて貸し出しします。（9：00～20：00） 

 

【お知らせ】 

・施設内フードコートでは当駅限定のお食事が楽しめます。 

・地域農産物直売所では地元の新鮮なお野菜、多種多様なお土産を用意

して おります 



                                   

 

サイクルステーション 
 

道の駅「千枚田ﾎﾟｹｯﾄﾊﾟｰｸ」（石川県輪島市） 
 

【設置場所】 レストハウス前 

 

 

 

 

 

 

 

 

サイクルスタンド  （有 ・ 無）  ５台駐輪可   

空気入れ（英米仏） （有 ・ 無）   

工具        （有 ・ 無）  工具セット 作業スタンド 

  軽食・食事     （有 ・ 無）  

  シャワー・温泉   （有 ・ 無）    

 

【利用について】 

 ・サイクルラックは一日中利用可能です。 

 ・空気入れ・工具は、道の駅レストハウスにて貸し出しします。 

 

【お知らせ】 

・輪島市街地から道の駅までの道のりは、適度な起伏と美しい海岸線が望めサ

イクリストに好評です。 

・世界農業遺産「能登の里山里海」のシンボルである「白米千枚田」を一望で

きます。 

・レストハウスではアイスや鯛焼きなどの軽食、棚田米のおにぎりも食べられ

ます。 



                                   

 

サイクルステーション 

道の駅「桜峠」（石川県能登町） 
 

【設置場所】 農産物直売所前 

  

 

サイクルスタンド  （有 ・ 無）  約３台駐車可 

空気入れ（英米仏） （有 ・ 無）   

工具        （有 ・ 無）  工具セット 応急工具程度 

  軽食・食事     （有 ・ 無）  

  シャワー・温泉   （有 ・ 無）   

 

【利用について】 

 ・サイクルラックの利用は９時～１７時までです。（売店営業時間） 

 ・空気入れ、工具は売店にて貸し出しします。 

 

【お知らせ】 

 ・売店では、ブルーベリーソフトが大人気です。 

ぜひ１度、食べてみませんか？ 

  

・おなかが空いた時には、２７㎝もある 

『 究極のかれいぱん 』がおすすめです。 

揚げたてをご賞味ください。 



                                   

サイクルステーション 
 

道の駅「しらやまさん」（石川県能美市） 
 

【設置場所】 道の駅しらやまさんトイレの横２箇所 

併設のレストラン・おみやげ処の前１箇所  

 

 

 

 

 

サイクルスタンド  （有 ・ 無）  スタンド１０台・ラック２０台程度駐輪可   

 

空気入れ（英米仏） （有 ・ 無）  仏部品欠損 

 

工具        （有 ・ 無）  応急工具程度 

 

  軽食・食事     （有 ・ 無）  

 

  シャワー・温泉   （有 ・ 無）   

 

【利用について】 

 ・サイクルラック・サイクルスタンドの利用は２４時間です 

 ・空気入れ、工具は案内所にて貸し出しします。 

【お知らせ】 

 ・お食事・おみやげ処の「ちゃーしゅう一番」では、 

じっくり蒸し上げた手作りちゃーしゅうを使ったラーメンが人気です。 

  おみやげ処では、白山麓の特産品や白峰のとち餅が人気です。  

サイクルスタンド設置予定 



                             
       

サイクルステーション 
 

道の駅「とぎ海街道」（石川県志賀町） 
 

【設置場所】 道の駅とぎ海街道 玄関前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サイクルスタンド  （有 ・ 無）  6 台駐輪可   

空気入れ（英米仏） （有 ・ 無）   

工具        （有 ・ 無）  工具セット 応急工具程度 

  軽食・食事     （有 ・ 無）  

  シャワー・温泉   （有 ・ 無）  隣接シーサイドヴィラ渤海温泉 

 

【利用について】 

 ・サイクルラックの利用は 9時～５時までです。（安全上片付ける場合） 

 ・空気入れ、工具は案内所にて貸し出しします。 

 

【お知らせ】 

 ・食堂コーナーでは、当駅限定の 

「男爵ソフトクリーム」が有名です。 

 ・疲れた体は道の駅隣設の渤海温泉を 

ご利用下さい。 

 ・お食事コーナーで、ご当地おもてなし丼 

「能登豚のｽﾀﾐﾅ丼」をご賞味下さい。 

  

※能登豚のスタミナ丼 



                                   

 

サイクルステーション 
 

道の駅「輪島」（石川県輪島市） 
 

【設置場所】 ふらっと訪夢 わじま観光案内センター横 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サイクルスタンド  （有 ・ 無）  １０台駐輪可   

空気入れ（英米仏） （有 ・ 無）   

工具        （有 ・ 無）  工具セット 作業スタンド  

  軽食・食事     （有 ・ 無）  

  シャワー・温泉   （有 ・ 無）   

 

【利用について】 

 ・サイクルラックは一日中利用可能です。 

 ・空気入れ、工具はわじま観光案内センターにて貸し出しします。 

 

【お知らせ】 

・廃止されたのと鉄道の駅を活用した道の駅。旧駅の 

ホームをモニュメントとして残し鉄道記念館として 

の要素も併せ持っています。使用されなくなった駅名 

標には日本海側を指す方向に「シベリア」と書いてあ 

り名物となっています。 

・輪島市の観光玄関口であり、案内センターや地元 

特産品の販売所、飲食店、レンタサイクルもござい 

ます。 



                                   

サイクルステーション 
 

道の駅「ころ柿の里しか」（石川県志賀町） 
 

【設置場所】 アクアパーク シ・オン 横 

 

 

        
 

サイクルスタンド  （有 ・ 無）  １台駐輪可 

 

空気入れ（英米仏） （有 ・ 無）   

 

工具        （有 ・ 無）  工具セット 応急工具程度 

                      

  軽食・食事     （有 ・ 無）  レストランあり 

 

  シャワー・温泉   （有 ・ 無）  温泉・プール施設あり 

 

【利用について】 

 ・サイクルスタンドの利用は８時～５時までです。 

 ・サイクルスタンド、空気入れ、工具は受付にて貸し出しします。 

【お知らせ】 

 ・当道の駅では、「ころ柿アイス」が有名です。 

 ・足湯「白鷺の湯」もございますのでご利用下さい。 

 ・レストランで、能登の魚が味わえる海鮮丼をご賞味下さい。       

 



サイクルステーション 

道の駅「瀬女」（石川県白山市） 
 
【設置場所】店舗前とその横 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サイクルスタンド（有・無） 各４台駐車可 

空気入れ    （有・無） 

工具      （有・無） 工具セット 応急工具程度 

軽食・食事   （有・無） 

シャワー・温泉 （有・無） 

 

【利用について】 

・空気入れの利用は９時～５時までです。 

・工具は店内の事務所にて貸し出しします。 

 

【お知らせ】 

・店舗内の喫茶コーナーで当駅限定の 

「とちの実ソフト」「とちパフェ」をご賞味ください。 

・白山ろく名物の「とちもち」がおすすめです。 

・白山ろくのジビエ商品がそろっています。 



                                   

サイクルステーション 

道の駅「のと里山空港」（石川県輪島市） 
 

【設置場所】 レンタカー返却入り口そば 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サイクルスタンド  （有 ・ 無）  ５台駐輪可   

 

空気入れ      （有 ・ 無）   

 

工具        （有 ・ 無）  工具セット 

 

  軽食・食事     （有 ・ 無）  

 

  シャワー・温泉   （有 ・ 無）   

 

【利用について】 

 ・空気入れは、能登の旅情報センターにて 

貸し出しします。（１Ｆ） 

 ・工具は、能登空港管理事務所にて 

貸し出しします。（２Ｆ） 

【お知らせ】 

 ・１Ｆ売店のソフトクリームが評判です。 

 ・３Ｆ見学者デッキから空港を一望できます。   飛行機の離発着が見学できます 

 ・いしかわ里山里海サイクリングルートチェックポイントとなっています。 



                                   

サイクルステーション 
 

道の駅「山中温泉 ゆけむり健康村」 

（石川県加賀市） 
【設置場所】 駅舎右側「ゆーゆー館」横 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サイクルスタンド  （有 ・ 無）  ５台駐輪可   

 

空気入れ（英米仏） （有 ・ 無）   

 

工具        （有 ・ 無）  

 

  軽食・食事     （有 ・ 無）  

 

  シャワー・温泉   （有 ・ 無）  ゆけむり健康ゆーゆー館 

 

【利用について】 

 ・サイクルラックの利用は８時～５時までです。 

 ・空気入れ、工具は、駅舎（売店）にて貸し出しします。 

 

【お知らせ】 

 ・山中温泉の天然湯「ゆーゆー館」で疲れをほぐしてはいかがでしょうか。 

 ・また、温水プールやマッサージもご利用できます。 

 

 



                                   

 

サイクルステーション 
 

道の駅「すず塩田村」（石川県珠洲市） 
 

【設置場所】 揚浜館（売店）向かい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サイクルスタンド  （有 ・ 無） １０台駐輪可 

 

空気入れ（英米仏） （有 ・ 無） エアゲージ付 

 

工具        （有 ・ 無） 自転車用工具セット 

（BIKE HAND_YC-735A_ツールボックス） 

 

 軽食        （有 ・ 無） 塩ワッフル、塩ソフト 

 

 シャワー・温泉   （有 ・ 無）  

 

【利用について】 

 ・空気入れ、工具は案内所にて貸し出しします。 

 

【お知らせ】 

 ・昔ながらの揚げ浜式の塩づくりを体験することができます。 

海水から塩ができるまで、ひとつひとつの工程を実際に 

確かめながら自分だけのオリジナルの塩づくりに挑戦 

できます。 



                                   

サイクルステーション 

          のろし 

道の駅「狼煙」（石川県珠洲市） 
 

【設置場所】 売店横 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サイクルスタンド  （有 ・ 無） ５台駐輪可   

 

空気入れ（英米仏） （有 ・ 無） エアゲージ付 

 

工具        （有 ・ 無） 自転車用工具セット 

（BIKE HAND_YC-735A_ツールボックス） 

 

 軽食・食事     （有 ・ 無） おからドーナツ、おからコロッケ 

 

 シャワー・温泉   （有 ・ 無）  

 

【利用について】 

 ・空気入れ、工具は案内所にて貸し出しします。 

 

【お知らせ】 

 ・売店では、当駅限定の「大浜大豆の豆乳ソフト」が有名です。 

 ・ソフトの他に、豆乳餅・おからクッキー・豆乳バームクーヘン 

など「幻の大浜大豆」を使った商品を取り揃えております。 



                                   

サイクルステーション 
 

道の駅「すずなり」（石川県珠洲市） 
 

【設置場所】 すずなり館前 駐輪場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サイクルスタンド  （有 ・ 無） １０台駐輪可   

 

空気入れ（英米仏） （有 ・ 無） エアゲージ付 

 

工具        （有 ・ 無） 自転車用工具セット 

（BIKE HAND_YC-735A_ツールボックス） 

 

 軽食        （有 ・ 無） 太鼓饅頭、ごはんばーが 

 

 シャワー・温泉   （有 ・ 無）  

 

【利用について】 

 ・空気入れ、工具は案内所にて貸し出しします。 

【お知らせ】 

 ・当道の駅は、地元産にこだわった約８００種類の特産品 

（海産物・農産物・清酒・珪藻土コンロ等）を取り扱って 

おります。 

 ・手軽に食べられる珠洲の伝統祝菓子「太鼓饅頭」が  

人気です。 



サイクルステーション 

道の駅「織姫の里」なかのと（石川県中能登町） 

 

【設置場所】 「道の駅」織姫の里なかのと地域振興施設横 

 
 

サイクルスタンド  （ 有 ・ 無 ） 

 

空気入れ（英米仏） （ 有 ・ 無 ） 

 

工 具       （ 有 ・ 無 ） 

 

軽食・食事     （ 有 ・ 無 ） 

 

シャワー・温泉   （ 有 ・ 無 ） 

 

 

【利用について】 

 ・サイクルラックの利用は９時～17 時までです。 

 ・空気入れ、工具は案内所（施設内）にて貸し出します。 

 

【お知らせ】 

 ・施設内フードコートでは、当駅限定の食事などが楽しめます。 

 ・織姫市場（直売所）では、地元のお土産などもたくさんご用意しています。 



                                   

サイクルステーション 
 

道の駅「あなみず」（石川県穴水町） 
 

【設置場所】 地域振興施設 四季彩々前 

                       

サイクルスタンド  （有 ・ 無）  １台駐輪可   

                    （12 月 16 台駐車可能駐輪場完成予定） 

空気入れ（英米仏） （有 ・ 無）   

 

工具        （有 ・ 無）  工具セット 応急工具程度 

 

  軽食・食事     （有 ・ 無）  

 

  シャワー・温泉   （有 ・ 無）   

 

【利用について】 

 ・サイクルラックの利用は８時～５時までです。（安全上片付ける場合） 

 ・空気入れ、工具は案内所にて貸し出しします。 

 

【お知らせ】 

 ・地域振興施設「四季彩々」では、疲れた体にピッタリのアイスやオリジナ

ルスイーツなどがあります。また、穴水産を中心とした県内の農作物や海

産物をはじめ、町内出身力士遠藤関や「花咲くいろは」のグッズ販売もお

こなっていますので是非お立ち寄りください。 


