
撫山窯で焼かれた茶碗で飲む抹茶や抹茶アイスクリームなどおすすめ。
0761-77-5710　休/日曜　P×　カード×
OPEN/9:30～18:00
席数：18（カウンター4・テーブル14）

喫茶 レモンタイム ［MAP/C-2］喫茶28

ランチ700円～Wi-Fiあり。充電可。ドリンクALL300円。
0761-75-7996　休/月・火（その他不定休）
P3　カード○　OPEN/水～土11:00～17:00（日～15：00）
席数：12（テーブル4）

KuKuLu(ククル) ～五彩の小径店～ ［MAP/C-3］ランチ
喫茶31

蕎麦の実を鬼皮ごと自家製粉にした田舎風の蕎麦が楽しめます。
0761-76-0357　休/月・火曜　P×　カード×
OPEN/11:30～14:00
席/18（カウンター6・小上がり12）

そば 山背 ［MAP/C-2］そば29

モーニング500円です。ほっとひと息、是非立ち寄ってください。
090-2837-0403　休/木曜　P3　
OPEN/7:00～17:00
席/16（カウンター5・テーブル11）

喫茶 燦燦（さんさん） ［MAP/D-2］喫茶44

加賀の旬を味わうなら当店へ。地酒も多数ご用意しております。
0761-76-0469  休/火曜・不定休  P10  カード○（ランチは除く）
OPEN/11:00～13:30LO ・ 17:00～21:00LO
席/40（カウンター8・テーブル6・小上がり4・座敷6部屋）

割烹 加賀 ［MAP/D-3］割烹47

山代で30年に渡って愛されてきた食堂。名物はカレーラーメン・オムライスなど。
0761-77-0568　休/火曜　P5　カード×
OPEN/11:00～19:30（14:00～16:00 休憩）
席/20

大衆食堂支店 ［MAP/D-3］食堂48

純和風の平屋造り。お庭を眺めながら素敵なひと時をお過ごし下さい。
0761-77-0015　休/月曜（祝日は営業・翌日振替）　P10
カード○（コース料理のみ）　OPEN/11:30～14:00（LO13:00） ・ 
17:30～22:00（LO20:00）　席/46（カウンター8・テーブル14・小上がり4・座敷20）

懐石 なか尾 ［MAP/F-3］懐石52

ロック好きもアニヲタもベイベーもみんなまとめてかかってこい！
0761-76-4114　休/月曜　P10　カード×
OPEN/11:30～14:30 ・ 18:00～L.O22:30
席/20（カウンター10・テーブル10）

ROCK DINER かどや喰堂 ［MAP/F-3］食堂53

是非、庵で旅の思い出を素敵にお過ごしください。
0761-76-2102　休/木曜　P6　カード×
OPEN/10:00～21:00
席/18（カウンター5・テーブル13）

甘味処 庵 ［MAP/F-3］甘味54
山代の古民家で味わえる白くてのど越しの良い上品なそばです。
0761-77-5026　休/火・水曜（祝日は営業）　P2　カード○
OPEN/11:30～14：30
席数：カウンター1・テーブル2・座敷9

手打ちそば 加賀上杉 ［MAP/B-2］そば04

旬の野菜、鮮魚を使い毎朝多数のおかずをご用意しております。
0761-76-1412　休/日曜　P×　カード○
OPEN/8:30～20:00
席数：カウンター6・テーブル2

げんき屋 ［MAP/B-2］食堂06

新鮮な魚介類を販売。併設のお食事処では、新鮮なお魚料理を提供。
0761-76-0021　休/不定休　P15　カード×
OPEN/鮮魚10：00～夕方、飲食11:30～14:00L.O・17:00～21:00L.O
席/28（カウンター4・小上がり24）

上田鮮魚店・お食事処 漁火 ［MAP/B-2］鮮魚
食事処09

加賀パフェ、おひつ膳が人気を集めているギャラリー＆ビストロ。
0761-76-4393　休/水曜（祝水は営業、翌木曜が休）
P10　カード○　OPEN/10:00～17:30
席/20（テーブル20）

ギャラリー＆ビストロ べんがらや ［MAP/C-2］ビストロ13

ランチや麺を中心とした豊富なメニューをお楽しみいただけます。
0761-76-1212　休/木曜　P3　カード○
OPEN/11:00～15:00 ・ 17:00～21:00（LO20:30）
席/29（カウンター5・テーブル12・座敷12）

めん房 まるみ座 ［MAP/C-2］食事処16

お昼は日替り御膳、のどぐろ定食など。夜はコース料理。
0761-77-1178　休/日曜　P8　カード○
OPEN/11:30～13:30 ・ 17:00～23:00
席/50（カウンター10・テーブルor座敷40）

割烹 河口 ［MAP/C-3］割烹21

山代のお昼はここで決り。12種類のメニューでお待ちしてます。
0761-76-1014　休/日曜夜から月曜全日　P2　カード×
OPEN/11:30～13:30 L.O・ 17:30～22:00L.O 
席/14（カウンター10・小上がり4）

寿司処 平八 ［MAP/C-2］寿司24

ランチタイムのサービスセットは2,000円～。お気軽にどうぞ。
0761-75-7686　休/水曜　P10　カード×
OPEN/11：00～14：00・17：00～21：30LO
席/20（カウンター7・テーブル9・座敷4）

ステーキダイニング つまがり ［MAP/B-3］ビストロ01

温泉たまご温玉ソフト

手づくりのあたたかさを感じながら暮らしを楽しむ器を提案します。
0761-76-0261　休/木曜（他不定休有り）　P×　カード○
OPEN/10：00～18：00

くらしの器 南出陶苑 ［MAP/C-2］九谷焼15

…日中営業 …夕食営業 …深夜営業

食べ処・呑み処・買い処 Shop List

※定休日・営業時間等が変更にされている場合もございます。
　予めご確認の上ご利用ください。

明治時代の総湯を復元し、外観や内装だけ
でなく入浴方法も当時の雰囲気のまま味わ
うことができます。ステンドグラスや壁・床
の九谷焼のタイルなども忠実に再現してい
ます。

OPEN/6：00～22：00
定休日/毎月の第4水曜日
の6:00～正午まで
（正午から通常営業）
料金/500円（大人）
TEL 0761-76-0144

「魯山人寓居跡いろは草庵」は当時
福田大観と名乗っていた北大路魯
山人が、大正４年の秋から約半年間
生活した場所です。仕事部屋、書斎、
囲炉裏の間、茶室・展示室(土蔵）など
を公開しています。
　　
OPEN/9:00～17:00
定休日/水曜（ただし祝日・振替休日の
場合は開館） 
入館料/500円（一般）
TEL 0761-77-7111

吹き抜けの天井には、大きな天窓、壁
面には地元九谷焼作家による手描き
タイルが貼られ、多彩な絵柄が楽し
めます。また、売店の温泉玉子ソフト
クリームが人気です。
　　
OPEN/6:00～22:00
定休日/毎月の第4水曜日の6:00～
正午まで（正午から通常営業）
料金/440円（大人）
TEL 0761-76-0144

山代温泉と五十音「あいうえお」には深い関係がある
んです。
薬王院温泉寺の初代住職（第三世住職とする説もあ
る）、明覚上人は古代インドの言葉を研究する学問、悉
曇学の第一人者で五十音（アイウエオ・・・）の創始者だ
と言われています。寛治7年（1093）に明覚が書いた
『反音作法』の中に現存する最古の五十音図が表され
ています。
そんな当時の最高レベルの知職人である明覚上人を
慕う多くの学僧が、この山代の地、温泉寺に集まり
日々修行をしながら学んでいました。
薬王院温泉寺の境内から背後の山、萬松園（通称・薬師
山）へ登る石の階段は「あいうえおの小径」と呼ばれ、
石段には、五十音が記された九谷焼の陶板が一枚ずつ
はめ込まれています。その陶板をたどりながら石段
を登ると、常緑樹の巨木が立ち並ぶ緑色濃い萬松園
の中腹に、明覚上人を供養した五輪塔（国の重要文化
財）があります。

クリーム白玉ぜんざい

あいうえおの小径

石段にはめ込まれた九谷焼の陶板

はづちをカレー 丹塗り屋

山代温泉を発見した行基が温泉守護の
ため、薬師如来などを彫ってお堂を建立
したのが薬王院温泉寺の創建。地元では
「お薬師」さんとして信仰を集めていま
す。秋は境内の紅葉が見どころです。

石段を上り幹周りが6メートルの巨樹
が、百段を数える石段の両脇にそそりた
つ。冬は白く雪化粧した景色も神秘的で
美しい。正面鳥居のそばにある「一言地
蔵」はお願いを一言だけ聞いてくれるお
地蔵さまです。

薬王院温泉寺
Yakuoin Onsenji Temple

し 服部神社
Hatori Shrine

す

みどころは江戸時代に造られた九谷焼窯跡や、現存最古
の登り窯など。九谷焼の蔵元が実際に代々住居兼工房と
して使っていた古民家で、九谷絵付け体験やロクロ体験
をしてみては。
　
OPEN/9：00～17：00
定休日/火曜（祝日・振替休日の場合は開館） 12/31・1/1
入館料/ 310円 （一般）　TEL 0761-77-0020

あ 九谷焼窯跡展示館
Ancient Kutani Kiln Exhibition Center

温泉街の中心部に位置する、九谷焼&観光
案内アンテナショップ。地元若手工芸作家
の作品の展示販売や、九谷焼プロに教わり
ながらの上絵付け体験ができます。
OPEN/9：30～17：30
定休日/毎週木曜日・不定休あり　TEL 0761-75-7116

はづちを楽堂
Hadutiwo Gakudo

き

地元食材を使ったスイーツなど
が味わえる「はづちを茶店」や、
地元工芸作家の作品などが購入
出来る「丹塗り屋」などございま
す。ぜひお立ち寄り下さいませ。
OPEN/9：30～18：00
定休日/毎週水曜日
TEL 0761-77-8270

九谷焼体験ギャラリー CoCo
CoCo Hands-on Kutaniyaki Gallery

お

温モビ Nuku-Mobi

源泉足湯
Source Spring & Foot Bath

明覚上人五輪塔

く

湯の曲輪 Yunogawa

山代散策のひと休みに是
非お立ち寄りください。
岩の上に立つのは山代開
湯伝説に登場する三本足
の霊鳥「ヤタガラス」。

江戸時代の温泉場は、共同浴場を中心として、まちがつくら
れていました。共同浴場の周りに温泉宿が立ち並び、湯治客
は共同浴場に通ったり、ときには自然の中を散策しながら
長逗留していました。この共同浴場が「総湯」です。そして、
総湯を中心とした周囲の街並みを「湯の曲輪（ゆのがわ）」と
いい、北陸特有の呼び方となっています。

さないサイクル ［MAP/B-2］
OPEN/9：00～19：00
休/不定休  TEL0761-76-0303

ご利用のお申し込みはお泊まりの旅
館フロントまで。返却は営業時間内
に借りたお店まで。
料金/500円（税込・傷害保険込み）

呉藤モータース ［MAP/D-3］
OPEN/9：00～18：00
休/日曜  TEL0761-76-0280

すだに酒店 ［MAP/B-2］
利用時間/9：00～18：00（受付17:00）
料金/1時間1,600円～
TEL0761-76-1312

加賀結衣 ［MAP/C-2］
OPEN/10：00～17：00
休/火曜、第3日曜 
※、完全予約制、前日までにお申込ください。
TEL 080-5973-2919(予約専用）

地元のガイドが皆さんと
楽しく触れ合いながら山
代温泉の魅力を紹介して
くれます。
※一回1,000円をいただ
いております。
※お申し込みは山代温泉
観光協会まで（申込は２
週間ほど前までに）

観光ガイド
ヤタガラス

道番屋
このサインのあるお店は山代温
泉の様々な案内をしております。
雨傘の無料貸出サービスを行っ
ております。雨が降って来たら、
近くの道番屋までお越しくださ
い。ご返却は、道番屋のお店まで。

公道を走行できる２人乗りの小型電気自動車です。
徒歩や自転車よりも遠くへ、よりアクティブに山代
をめぐろう！

MAP内の
このマークが
目印です。

い

レンタサイクル
Bicycle Rental

う

素敵な、きもの姿で温泉街を
散策しませんか？着物フル
セット＋プロの着付けで
5,400円（税込）。お得なカッ
プルプランも登場！ヘア
セットもおまかせください。

レンタルきもの
Kimono Rental

え

か

さ 魯山人寓居跡
いろは草庵
Iroha Soan Hut

け 古総湯 Kosoyu こ 総湯 Soyu

せ

密教の呪文、種字が刻み込
まれた五輪塔。覆屋の中に
安置されている。

萬松園の山頂に位置す
る高さ12.3mの展望
台。山代の街並を一望
し、天気の良い日は遠
く白山まで見渡せる。

そ 栄螺堂
 Sazae-do

街の散策途中に気軽に立ち寄りいつもと違う時間を過ごして下さい。
0761-77-8270　休/水曜（祝日は営業）　P3　カード×
OPEN/9:30～18:00（冬11月～2月は17：00まで）
席/29（テーブル6）

はづちを茶店 ［MAP/C-2］軽食甘味25

創業40年余り、旬の海の幸、山の幸をまごころこめて調理しております。
0761-77-2335　休/第2・第4月曜　P10　カード○
OPEN/17:00～24:00　※お昼は予約制（要問合せ）
席/60（カウンター6・テーブル22・小上り12・座敷2階20～30）

割烹 もりもと ［MAP/B-2］割烹11

うまい餃子と名物アサリラーメンを。
0761-77-5157　休/月曜　P3　カード×
OPEN/18:00～深夜2:00（LO1:30）
席/37（カウンター7・小上がり14・座敷16）

中華料理 爾来軒（にいらいけん） ［MAP/B-2］中華07

和食と中華を堪能できる居酒屋かこみ。食酒話をかこんで下さい。
0761-77-5007　休/日曜　P4　カード×
OPEN/17:30～24:00
席/17（カウンター5・小上がり12）

創味酒樂 かこみ ［MAP/C-2］居酒屋18

ブランド豚、茶美豚を使用したお好み焼き、出汁の効いた、たこ焼きも！
0761-76-5014　休/火曜　P×　カード×
OPEN/18:00～深夜2:00（金・土 深夜3:00）
席/15（カウンター5・テーブル10）

鉄板焼き メリケンマヨネーズ ［MAP/D-3］鉄板焼き40

名物魚介醤油ラーメン。テレビや雑誌にも掲載。地酒もあります。
0761-77-6125　休/水曜　P15　カード×
OPEN/18:00～深夜2:00（金・土 5：00）
席/40（カウンター5・テーブル16・座敷18）

いざかやラーメン 若 ［MAP/F-3］居酒屋
ラーメン51

隠れ家風のお店で、地元・旬の食材を使った料理とお酒をどうぞ。
0761-77-6722　休/日曜　P3　カード×
OPEN/月～金18:00～23:30（土 深夜1:00）
席/カウンター7・座敷3

酒楽菜魚 芯 ［MAP/C-2］居酒屋20

飲んで食べて歌える小さな居酒屋です。自慢は橋立港から直送の魚です。
0761-77-6239　休/日曜　P2　カード×
OPEN/17:00～深夜3:00
席：15（カウンター7・小上がり8）

居酒屋 へんてこりぃん ［MAP/D-3］居酒屋39

一つ一つ丹精込めて作った手作り和菓子を、どうぞご賞味ください。
0761-76-1351　休/不定休　P×　カード○
OPEN/7：30～19：30

御菓子司 丸福 ［MAP/B-2］和菓子10

創業文政二年（1820年）れんの羊羹は山代を代表する銘菓です。
0761-76-1480　休/正月元日・2日のみ　P×　カード×
OPEN/8：00～19：30

瑓永昌堂 ［MAP/C-2］和菓子27

四季折々の生菓子揃っております。
0761-77-1218　休/日曜・年末12/31～年始1/4
P1　カード×
OPEN/9：00～18：30

御菓子司 横谷 ［MAP/C-3］和菓子30

丹波大納言を錦玉で包んだ、皇太子殿下献上銘菓「加賀紫雲石」がおすすめ。
0761-76-1330　休/日曜　P6　カード×
OPEN/8：00～18：00

御菓子司 音羽堂 ［MAP/C-4］和菓子22

本格的なカクテルと豊富なウイスキーを愉しめるバーならここ！
0761-77-5772　休/火曜・水曜　P10　カード○
OPEN/月・木・金 19：00～25：00（展覧会期中のみ13：00～）、
土日祝13：00～25：00　席/25（カウンター8・テーブル17）

Gallery PANNONICA・COCKTAIL Bar SWING ［MAP/B-2］BAR05

昭和をコンセプトにしたお店。宴会後の二次会、三次会、女子会に！
0761-75-7039　休/火曜　Pあけぼの広場をご利用ください
カード○　OPEN/20:30～深夜5:00
席/14（カウンター6・ボックス8）

カラオケバー 東京クラブ ［MAP/D-3］BAR38

BAR
ビートルズなどの’60～’80年代の“ロック”を本格オーディオで聴ける店。
0761-75-7220　休/月曜　P4　カード○
OPEN/20:00～深夜3:00
席/17（カウンター7・テーブル10）

Rock Bar REVOLVER ［MAP/B-2］03

スナック
静かに飲むも良し！騒ぐも良し！世遊びしましょ♪飲み放題有！
0761-77-6377　休/不定休　P4　カード○
OPEN/20:00～深夜
席/22（カウンター8・ボックス10・4）

スナック 更紗 ［MAP/C-2］17

あたたかい雰囲気のカフェバーです。アイスのテイクアウトも。
080-3047-8046　休/月曜日　Pあり　カード×
OPEN/20：00～深夜2：00
席/20（カウンター5・テーブル15）

Café and bar Cucuri ［MAP/B-2］Café
BAR08

ようこそ山代へ。唄好きマスターと一緒に唄いませんか。明朗会計。
0761-77-7226　休/日曜・12/31・1/1　P3　カード○
OPEN/20:00～ラスト
席/18（カウンター8・テーブル8）

カラオケハウス ナイト☆クルージング ［MAP/D-2］カラオケ42

浴衣で飲めるイタリアンバール。ドリンク600円～・料理500円～
090-2376-5099　休/日曜（祝日の場合は翌月曜）　P×
カード○　各種電子マネー○　QR決済○
OPEN/19:00～深夜2:00　席/10（カウンターのみ）

kitchen bar lamp ［MAP/D-2］BAR43

毎朝つきたての大福と炊きたてのおはぎをどうぞ！1個108円
0761-76-1176　休/火曜（注文は常時承ります） 
P×　カード○
OPEN/8：00～19：00

御菓子処 しもつね ［MAP/C-2］和菓子14

長年地元の方に愛された味です。
0761-76-1254　休/火曜（午後）・水曜　P1　カード×
OPEN/8：00～18：00

六方焼 惣八
そう  はち

［MAP/D-2］和菓子36

日本海の海の幸をたっぷりと。お席に限りがございます。是非ご予約を。
0761-76-0556　休/月曜　P4　カード×
OPEN/17:00～22:00ネタ切れ終了（お昼は前日迄の予約があれば営業。）
席/18（カウンター8・座敷10）

亀寿司 ［MAP/C-2］寿司23

焼肉セットメニューや飲み食べ放題もご用意しております！
0761-76-3302　休/不定休　P10
OPEN/17:00～深夜2:00
席/20（カウンター7・テーブル9・座敷4）

コリヤンハウス ［MAP/C-3］焼肉32

地元産の鮮魚、野菜を基本に地産地消の一品料理とおばんざい。
0761-76-2212　休/月曜・町の祭り日　P7　カード○
OPEN/17:30～22:30（延長あり23：30）
席/31（カウンター9・テーブル12・座敷10）

一力 ［MAP/D-3］居酒屋37

能登鶏・加賀豚・能登牛等各ブランド肉、特製鶏白湯ラーメンも人気！
0761-75-7297　休/水曜　P5
OPEN/18:00～深夜2:00（金・土は深夜3:00）
席/13（カウンター6・テーブル7）

炭焼 チキン堂 ［MAP/D-3］炭火焼
ラーメン41

他府県よりの来店多数。一品も魚貝や肉など豊富。地酒も多数あり。
0761-76-0151　休/木曜　P10　カード○　電子マネーも可
OPEN/18:00～24:00
席/32（カウンター8・テーブル24）

ブルースの聴けるおでん屋 Kaze ［MAP/D-3］食事処45

朝はモーニング昼は日替わりランチ夜はスコッチタイムとなります。
0761-77-3352（プ） 0761-76-1390（松）　休/火曜　P3　カード×
OPEN/9:00～17:00、20:00～24:00（プ） 11:30～19:30（松）
席/22（カウンター8・テーブル14）

［MAP/D-2］食事処 コーヒー＆
スコッチ プレリュード・松や食堂46

手描きでオリジナルの楽しい九谷焼を300種類程販売しています。
0761-76-0227　休/年末年始　P4　カード○
OPEN/9：00～17：00

窯元・九谷美陶園 ［MAP/C-3］九谷焼35

山代温泉お越しの節は是非一度お尋ね下さいませ。白い暖簾が目印です。
0761-76-1314　休/水曜　P1　カード×
OPEN/8：30～17：00

九谷焼の店 朝日屋 ［MAP/C-2］九谷焼26

美味しいケーキとコーヒーでHave a good time
0761-76-0888　休/水曜・不定休あり　P6　カード×
OPEN/9：00～19：00
席/21（カウンター5・テーブル16）

洋菓子・喫茶 ponyポニー ［MAP/B-4］洋菓子02

ハーレーが目印のお店！！ダーツ・ビリヤードで盛り上がろう
0761-76-3211　休/年中無休　P7　カード×
OPEN/21:00～深夜4:00
席/BAR25（カウンター10・テーブル15）、BOX2室（10・20）

TRANSAM BAR & カラオケBOX ［MAP/E-3］BAR
カラオケ50

郷

あいうえ
お
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ま

毎日とびきり新鮮な魚介類入荷しています。地方発送承ります。
0761-76-0080　休/日曜　P10　カード×
OPEN/9:00～19:00

フードショップ 桑原 ［MAP/E-2］鮮魚49

アンティーク雑貨、天然素材の衣類等を販売しています。
0761-76-5720　休/木曜　P3　カード○
OPEN/10：30～18：30

noenth ［MAP/B-2］雑貨12

イ草や畳縁を使った雑貨販売。ミニ畳作りのワークショップも体験。
0761-76-0360　休/不定休　P3　カード×
OPEN/8：30～18：00
体験は事前要予約（体験時間30分）

やまや畳店 ［MAP/C-4］雑貨19

Bus 観光の“足”いろいろ
加賀周遊バス キャン・バス

大人／1日券1,000円・2日券1,200円 小学生は大人料金の半額。
※身障者手帳をご提示されますと半額。また、1種の場合は同伴者も半額。

チケットの主な取り扱い場所
JR加賀温泉駅構内KAGA旅・まちネット、アビオシティ加賀内
1F総合案内所、各旅館フロント

［時刻表］ ※2018年4月1日 赤色…山中温泉経由 加賀温泉駅直通
橙色…山中温泉経由 那谷寺方面
茶色…山中温泉経由 加賀温泉駅直通（逆回り）MAP内のこのマークが

停留所です。

九谷美陶園
9:27 ・ 9:57 ・ 10:52 ・ 11:17 ・ 12:32
12:42 ・ 14:37 ・ 15:12 ・ 16:27

22 山代温泉桔梗ヶ丘
9:28 ・ 9:58 ・ 10:53 ・ 11:18 ・ 12:33
12:43 ・ 14:38 ・ 15:13 ・ 16:28 ・ 17:10

33

万松園通・魯山人寓居跡いろは草庵
9:53 ・ 10:23 ・ 10:55 ・ 11:43 ・ 12:35
13:08 ・ 14:40 ・ 15:38 ・ 16:30 ・ 17:09

44

山代温泉東口
9:55 ・ 10:25 ・ 10:57 ・ 11:45 ・ 12:37
13:10 ・ 14:42 ・ 15:40 ・ 16:32 ・ 17:07

66

兼六園下・金沢城（11：45/16：00）→広坂・21世紀美術館（11：45/16：02）→香林坊（11：50/
16：05）→武蔵ヶ辻・近江町市場（11：53/16：08）→金沢駅西口（12：00/16：15）→
山代温泉東口（12：57/17：12）→山代温泉（12：58/17：13）→山代温泉西口（13：00/17：15）
山代温泉西口（9：33/14：13）→山代温泉（9：34/14：14）→山代温泉東口（9：35/14：15）→
金沢駅西口（10：30/15：15）→武蔵ヶ辻・近江町市場（10：35/15：17）→香林坊（10：40/
15：20）→広坂・21世紀美術館（10：42/15：22）→兼六園下・金沢城（10：47/15：27）

山代温泉東口（9：27）→山代温泉総湯・古総湯（9：28）→山代温泉桔梗ヶ丘（9：30）→
永平寺 井の上（10：30）
永平寺 井の上（13：10）→山代温泉桔梗ヶ丘（14：10）→山代温泉総湯・古総湯（14：12）→
山代温泉東口（14：13）→

山代温泉総湯・古総湯
9:54 ・ 10:24 ・ 10:56 ・ 11:44 ・ 12:36
13:09 ・ 14:41 ・ 15:39 ・ 16:31 ・ 17:08

55

九谷焼窯跡展示館
10:26 ・ 10:58 ・ 11:46 ・ 12:38 ・ 13:11
14:43 ・ 15:41 ・ 16:33 ・ 17:06

6a6a

加賀ゆのさと特急 山代温泉　   金沢

料金／片道1,240円

↑MAP内のこのマークが停留所です。

1日2往復：毎日運行山代よりバスで約60分 

永平寺おでかけ号 山代温泉　   永平寺

【予約制／前日午後6時まで】ご乗車はあらかじめ、宿泊先の
フロントでご予約いただき乗車券をお買い求めください。
料金／片道800円（3歳未満は無料）※但し席を有する場合は有料
※ご利用は山代温泉旅館組合加盟旅館にご宿泊のお客様に限ります。

↑MAP内のこのマークが停留所です。

1日1往復：毎日運行山代よりバスで約60分 

お問い合せ先／株式会社まちづくり加賀 TEL.0761-72-7777

http://www.yamashiro-spa.mobi/

山代温泉観光協会
〒922-0243 石川県加賀市山代温泉
 TEL 0761-77-1144  FAX 0761-77-2109

山代温泉ゆるキャラ
「やましろ すぱクロくん」

山代温泉ガチキャラ
「山代ゆげ太郎」

山代温泉名物元祖ゆせん玉子と手づくりの和菓子を販売しています。
0761-76-1271
休/水曜午後　P×　カード×
OPEN/7：30～17：00

前川売店 桶谷菓子店 ［MAP/C-2］33 和菓子温泉玉子

「
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鶏と塩にこだわった焼鳥屋。冷凍不使用。串無くなり次第終了。
090-2098-7455　休/不定休　カード○
OPEN/18：00～無くなり次第
席/12（カウンター7・テーブル5）

燻－iburu－ ［MAP/C-2］焼き鳥34

山
代
温
泉 

ま
ち
歩
き

あ
いうえ
お
マ
ッ
プ

山
代
温
泉
は「
あ
い
う
え
お 

五
十
音
図
」発
祥
の
地
で
す
。

あ！

いい
ね！

お
！

~

えっ！？

うま
い！

…お食事どころ・喫茶 Lunch/Dinner/Café

…お菓子 Sweets

…ナイトスポット Bar/Karaoke

…九谷焼専門店 Kutani ware

…その他Others

18.10.0005㉚




