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いしかわ里山里海サイクリングルート

「注意事項」、 「開催要項」、 「規約」 などは要参照

地元特産品の例（画像はイメージです）

クラフトビール能登牛 ひゃくまんごく

または

にご参加いただいた方に抽選で地元特産品をプレゼント！

全74個のスタンプのうち、スタンプ2個を集める

・他の人との距離を確保すること ・無理をして、体力・免疫力を低下させないこと

・怪我をして医療機関のお世話にならないこと

◆新型コロナウイルス感染拡大防止のための注意事項◆

里山里海賞（抽選で100名）

1つのルートのスタンプ全てを集める

エリアクリア賞（抽選で6名※各ルート1名）

累計ポイントを競って地元特産品をゲット！

※2箇所以上でのチェックが必要。1箇所上限20回

ポイントランキング賞（上位5名）

パーフェクト賞（抽選で3名）

全てのルートで1箇所以上のスタンプを集める

オールいしかわ賞（抽選で3名）

”完走証”と”記念品”をプレゼント!!

全74個のスタンプを集めた方には

全74個のスタンプを集める

【参加方法】

賞品

専用アプリを
インストール

体験ルートを
利用する

スタンプを
2個以上ためて

アンケートに
答えて

プレゼントに応募
＃インスタグラム　フォトコンテスト

詳細は

こちら

チェックポイントの
ウェルカム看板の

QRコードを
読んでスタンプGET

Google Play AppStore

アプリをダウンロード 写真を撮影 公式アカウント

をフォロー

をつけて投稿

フォローする

シェアする

＃インスタグラム　フォトコンテスト

＃いしかわサイクリングフォトコン

アプリケーションをダウンロード

【参加方法】

1 ２ ３

４

1 ２ ３

４ ５

同時開催中！

ISHIKAWA  SATOYAMA SATOUMI 
CYCLING ROUTE  MOBILE  STUMP  RALLYって、 めて、 えて、走 集 答 地元特産品ゲット！

モバイルスタンプラリー
いしかわ里山里海サイクリングルート

モバイルスタンプラリー

モバイルスタンプラリー

七尾湾ルート （能登島大橋）奥能登ルート （千枚田）

羽咋 ・ 厳門里山ルート

（羽咋健民自転車道）

のと里浜ルート （のと海浜自転車道）

＃インスタグラムフォトコンテスト
2019 受賞作品

202０受賞作品

日本遺産

加賀四湯いでゆルート

＃インスタグラムフォトコンテスト

（安宅関跡周辺）

（白山比瑪神社周辺）

白山手取川ルート

＃インスタグラムフォトコンテスト
2021 受賞作品

　　 2022 年

04/29－11/30



白山手取川ルート

10

11 白山市道の駅 瀬女

1 白山市シーサイド松任

2 白山市石川ルーツ交流館

3 川北町わくわく手作りファーム川北

4 白山市

白山市

白山市観光連盟

旧加賀一の宮駅5

白山市いっぷく処おはぎ屋6

白山市道の駅 しらやまさん7

白山市バードハミング鳥越8

白山市吉野工芸の里9

白山市道の駅 一向一揆の里

白山眺望スポットや鶴来の街並みを見所とし、日本海から手取川に沿った手取キャニ

オンロードを主とするルート

1 妙成寺

2 道の駅 ころ柿の里しか

3 花のミュージアム フローリィ

４ 道の駅 とぎ海街道

羽咋・巌門 里山ルート
巌門や旧福浦灯台を見所とし、日本海の景観を堪能するルート

ルートマップ　

1 小松市ぶっさんや

2 小松市

小松市

安宅ビューテラス

石川県立航空プラザ3

加賀市北前船の里資料館4

加賀市加賀市観光情報センター5

加賀市道の駅 山中温泉ゆけむり健康村6

小松市日本自動車博物館7

小松市那谷寺8

9 小松市木場潟公園中央園地

日本遺産・加賀四湯いでゆルート

日本遺産・加賀市橋立町の北前船屋敷の景観や、こまつ石の文化に加え、片山津、山代、

山中、粟津の４つの温泉地を巡るルート

のと里浜ルート

10

宝達志水町宝達山頂 山の龍宮城

11

宝達志水町志乎･桜の里温泉 古墳の湯

12

宝達志水町ホテルウェルネス能登路

13

羽咋市千里浜レストハウス

14

羽咋市道の駅 のと千里浜

15

16

17

18 羽咋市コスモアイル羽咋

1

内灘町内灘駅（北鉄浅野川線）

金沢市金沢港クルーズターミナル

2

内灘町カツリーズサイクル3

内灘町道の駅 内灘サンセットパーク

内灘町内灘町文化会館4

内灘町内灘町サイクリングターミナル

5

内灘町内灘町展望温泉 ほのぼの湯

6

内灘町夢ミルク館

7

かほく市うみっこらんど七塚

8

かほく市石川県西田幾多郎記念哲学館
かほく市かほく市七塚中央公園

9

かほく市道の駅 高松

千里浜海岸や七塚海岸を見所とし、海岸を走破する能登海浜自転車道を通るルート

奥能登ルート

輪島市道の駅 輪島（ふらっと訪夢）

輪島市道の駅 千枚田ポケットパーク

珠洲市道の駅 すず塩田村

珠洲市道の駅 狼煙

珠洲市道の駅 すずなり

珠洲市寄り道パーキング 若山の庄

珠洲市フレッシュライン見附公園

能登町

能登町コンセールのと

のと九十九湾観光交流センター

能登町能登七見健康福祉の郷 なごみ

穴水町道の駅 あなみず

穴水町能登バル AZ

穴水町能登牡蠣の宿 キャッスル真名井

輪島市道の駅 のと里山空港

能登町サイクルオアシス 春蘭の里

能登町道の駅 桜峠

輪島市能登･門前ファミリーイン ビュー･サンセット

輪島市道の駅 赤神

輪島市輪島マリンタウン

千枚田や見附島などを見所とし、里山里海の美しい景観を堪能する半島周遊ルート　　

10

11

12

13

14

15

16

17

18

１９

1

2

3

4

5

6

7

8

9

七尾湾ルート

10 中能登町

中能登町

中能登町

中能登町

道の駅 織姫の里なかのと

11 健康ハウス「憩」

12 能登上布会館

13 ふるさと創修館

1 七尾市和倉温泉お祭り会館

2 七尾市ひょっこり温泉 島の湯

3

七尾市道の駅 のとじま

八ケ崎海水浴場（まあそいcafé ）

4

七尾市ねやフィッシングパーク

七尾市道の駅 なかじまロマン峠

5

6

7

七尾市

花嫁のれん館8

七尾市道の駅 能登食祭市場9

七尾市

七尾市

県立七尾美術館

七尾湾、能登島、和倉温泉街、里海の風光明媚な景観に加え、中能登町の文化・歴史を

堪能できるルート　　　　　　　　　

ルートマップ　P.8 ～ P.9

ルートマップ　P.18 ～ P.19

ルートマップ　P.14 ～ P.15ルートマップ　P.16 ～ P.17

ルートマップ　P.12 ～ P.13

ルートマップ　P.10 ～ P.11

羽咋市

志賀町

志賀町

志賀町

日本遺産・

加賀四湯いでゆ

ルート

NIHONISAN
KOMATSU
KAGA

羽咋・巌門

里山ルート

HAKUI GAMMON
SATOYAMA

いしかわ里海

めぐりルート

ISHIKAWA
SATOUMI MEGURI

のと里浜
ルート

NOTO
SATOHAMA

白山手取川

ルート

HAKUSAN
TEDORIGAWA

七尾湾
ルート

NANAO BAY

OKUNOTO

奥能登
ルートのと里山空港

JR 金沢駅 （北陸新幹線）

小松空港

お問い合わせお問い合わせ

いしかわ里山里海サイクリングルート利用促進協議会 いしかわ里山里海サイクリングルート利用促進協議会 
（石川県 土木部 道路整備課内）（石川県 土木部 道路整備課内）
住所：〒920-8580　石川県金沢市鞍月１丁目１番地住所：〒920-8580　石川県金沢市鞍月１丁目１番地
TEL：076-225-1726　／　E-mail:e250500a@pref.ishikawa.lg.jpTEL：076-225-1726　／　E-mail:e250500a@pref.ishikawa.lg.jp

チェックポイント一覧 チェックポイントの位置は、”ジャパンエコトラックルートマップ”（以下、ルートマップとする）を参考にして下さい。

ただし、ルートマップの立ち寄りスポットと、スタンプラリーチェックポイントは異なりますのでご注意ください。


