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ふくジェンヌとは…

　福井県の観光活性化を目的として、福井銀行で結成されたチームです。「ふくジェンヌ」

の「ふく」は「福井」、「ジェンヌ」は「女性」という意味からも分かるとおり、メンバーは全員地

元福井に居住する女性。住んでいる地域・所属している部署も様々です。

　女性ならでは、地元の人ならではの視点で、福井県の魅力を再発見し、それを発信するこ

とで福井県の観光活性化に貢献していきます！
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　「なぜ銀行が観光？」と思われるかも知れません。実は、福井銀行としても初めての
取組みです。全国的にもあまり例がありません。しかし、地元福井の活性化を考える
上で、「観光」は重要な分野の一つです。
　福井県の観光資源は大きな財産であり、地域経済活性化の大きな柱になるもの
です。しかし残念ながら現在それほど福井の「観光」に対する認知度は高くありませ
ん。そして福井の人も実は福井のことをあまり知らない人が多いのではないでしょう
か。このガイドブックは県外の人はもちろん、福井の人にもぜひ見てほしい！ そして知
らない福井を知るきっかけにしてほしい。そんなガイドブックです。知っている人も知ら
ない人も、ぜひ福井の魅力の再発見のきっかけにしてください。
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エンゼルランドふくい
福井県児童科学館

お子さま連れの方必見！宇宙飛行士毛利衛さんが名
誉館長。子供達の探究心と好奇心を刺激する体験
ブースが勢ぞろい。
科学との不思議な出会いがみんなを待っています。

あわら湯のまち駅近くにある無
料の足湯、その名も「芦湯（あし
ゆ）」。伝統的な建築様式を模
した足湯建屋も美しく、5種類
の足湯をゆっくりと楽しめます。
また、夜になると近くの湯けむり
横丁の提灯の灯りと美味しい
においに誘われお酒を堪能。

福井県坂井市春江町石塚21-2-3
ゆりいち ☎0776-43-1831 a9:00～18:00
Lily ☎0776-43-1380
aランチ 11:00～14:00/カフェ 14:00～17:00
　ディナー17:30～21:30
c火曜日、祝日の翌日、年末年始　d入場無料

坂井市春江町東太郎丸3-1 ☎0776-51-8000 a9:30～17:00
c月曜日、休日の翌日、年末年始  d入場無料 (一部有料)

子どもから大人まで
一日中楽しめますよ♪

あわら市温泉1丁目203　
☎0776-78-6767（あわら市観光協会）
a7：00～23：00 c年中無休

あわら市観光協会 
毎週日曜日（事前予約制）
☎0776-78-6767 ※平日のみ 8:30～17:15

馬忠呉服店
あわら市花乃杜1丁目1-19
☎0776-73-0023 a10：00～18：00
c火曜日、水曜日、年末年始、お盆

1

ゆりの里公園

地酒蔵 近藤

カメハメハ大農場の
農家カフェ&スイーツ

あわら温泉まち歩き

福井県の野菜、果物をふんだんに使ったメ
ニューを楽しむことができます。看板メニューは
自家栽培のトマトやメロンを使ったメニューで
す。期間限定メニューもあり、旬の食材を楽しむ
ことができます♪

あわら市温泉1丁目210　お土産みまつ内
☎080-6359-5633　a11：00～18：00　c火・水・木曜日

世界に一つだけの地酒ラベル作
り！越前和紙のオリジナルラベル、
お好きな酒瓶に貼ったらその場で
地酒を詰めてくれます。思い出も詰
まったお土産物にと観光客の方に
大人気！
あわら市温泉1丁目501 ☎0776-77-2109
a8:00～21:00　c不定休
d800円（税別）～※酒瓶の大きさで変わります

例年６月頃には約15万輪のユリの花、5月中
旬からはバラ園が見頃を迎え、夜間イルミネー
ションは１年中楽しめます。園内の「農産物直
売所ゆりいち」「朝採れたまごダイニング 
Lily」も必見！

2

3

4

芦湯（足湯）

レンタル袴でまち歩き

太郎丸
えちぜん鉄道

三国芦原線
エンゼルランド

西長田
ゆりの里

あわら湯のまち

袴を選んで
袴でまちあるき♪
選ぶのも楽しい～！
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もう一足のばして丸岡へレッツゴー

世界でたった１つのオリジ
ナル提灯が作れます。骨
組、のり付け、和紙貼り、絵
付けなど、本格的な提灯作
り体験ができます。絵付け
体験のみのコースもあり。

三国サンセットビーチの前にある可愛ら
しいケーキ屋さんです。季節ごとの美味
しいケーキが楽しめます。繊細で上品な
味わいで、地元の方々に愛されているお
店です。

街の牛乳屋さん、ミルクハウスで
は、乳製品を使用したスイーツやド
リンクが楽しめます。地元で大人気
のカステラは、ふわふわ食感ですが
弾力があり、食べごたえ抜群です！

旅をテーマにしたカフェ。オシャレな
空間の中で旅の雰囲気を味わえま
す。人気ランチメニューのスープオム
ライスはトマトクリームにチーズが効
いていて一皿で大満足です！

商店街で見つけた本格的なハン
バーガー屋さん♥アメリカンな雰囲
気の中でボリュームたっぷりのハン
バーガーが食べられます。毎月変わる
マンスリーバーガーがオススメです！

三国サンセットビーチから徒歩2分のコーヒース
タンド＆グルメバーガーショップ。アメリカ西海岸
をイメージさせる店内で、ボリュームたっぷりの絶
品バーガーが食べられます。ドリンク、ハンバー
ガーともにテイクアウト可。

坂井市三国町北本町4丁目4-46　蔵1階
☎0776-65-4083
a11：00～17：00　c水曜日

坂井市三国町北本町4丁目4-46
蔵2階　　
☎0776-81-3574　
a11:00～16：00　c水曜日

坂井市三国町宿2-13-34　☎0776-89-1223
a10:00～20：00（L.O19：30）　c木曜日

坂井市三国米ヶ脇5-11-3
☎090-7086-1000
a11：00～19：00
c月・火・日曜日

坂井市丸岡町今福11-36
☎0776-63-5369
a10：00～19：00
※夏季（6月～9月）は
10：00～19：30
c不定休

坂井市丸岡町西里丸岡10-18
セントラルプラザ1F
☎0776-63-6995
a平日 9：30～17：00
土日 10：00～17：00
c木曜日・第2水曜日

坂井市丸岡町
谷町2丁目34
☎ 080-3740-8806 
a11：30～16：00
18：00～22：00
c水曜日

三國湊・食の蔵　灯 -TOU- 旧森田銀行本店

この建物は平成9年12月に文
化庁の登録有形文化財に指
定されました。建物の内部に
は豪華な漆喰模様があり、細
部にまでデザインのこだわり
が表れています。ゆっくり見て
回ると、そのこだわり、技術を
感じることができます。

坂井市三国町南本町3-3-26
☎0776-82-0299
a 9：00～17：00
（夜間催事がある場合22：00閉館）
c月曜日（祝日は営業）、12/29～1/3

夏には花火や海水浴でにぎわう、三
国町自慢のビーチ。日本海に沈む美
しい夕日も見ものです。
坂井市三国町宿・米ケ脇

三国の食材を使ったランチやお料理パンランチ
が人気のカフェ。いとや工房1階にあるので、提
灯作りの後にこちらのカフェでランチをするのが
オススメです。

7 8

三国サンセット
ビーチ

9

MILK HOUSE
（ミルクハウス）

12

Beach Hill Food Works
（ビーチヒルフードワークス）

11

Mille Graines
（ミルグラン）

10

三国港三国あわら湯のまち

三国提灯 いとや6

TABIYUKI CAFE
（タビユキカフェ）

13 King’s 8 Diner
（キングスエイトダイナー）
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寄り道
スポット

寄り道
スポット

5

古民家れすとらん しげじろう

大正時代の古民家を改修したレストラン。オススメは
「しげじろう御膳」。手打ちのおろしそば、茶めし、
小鉢4品、汁物のセットです。今庄の郷土料理「茶め
し」は、炒り大豆入りのおこわのことでもちもちとし
た食感がやみつきです♪

南条郡南越前町今庄76-31
☎0778-45-1112　a11：00～17：00　c木曜日・金曜日

かつて北陸街道で栄えた歴史ある宿場町

「今庄宿」。辺りには他にも古い造りの家や

お店があって風情がありますよ♪

北前船の五大船主の１つである

右近家ゆかりの家などが

連なる「河野北前船主通り」。

西洋館の高台からは

絶景が見られますよ♪

2階にある

個室ルームは、

海を一望できる

特等席♪（有料）

南条郡南越前町今庄67-17
☎0778-67-1428 a11：00～14：00
c火曜日、お盆、年末年始

1

coffee&bread 木ノ芽

畝来-ウラ-

長尾と珈琲

日本遺産に登録された「北前船主の館」敷地内に
築105年の建物をリノベーションしてオープンした
レストラン。片方の窓からは日本海を、反対側から
は日本庭園を眺めることができる最高のロケー
ションで旬の食材を使ったランチをいただけます♪

南条郡南越前町河野2-16（北前船主の館 右近家敷地内）
☎0778-48-2062　
a9：00～17：00　ランチ 11：30～14：30　
c水曜日、臨時休業あり　火曜日はカフェのみ
※2階にある個室ルームは別途1,000円にてご利用可能
※料理は1,700円（税別）～

昭和6年築の古民家カフェ。オススメは『木ノ芽
セット』♪ 日替わりパン2種類と飲み物のセットで
す。季節の素材をパンやジャムに取り入れている
ので季節感も楽しめます。

2

越前市京町1-5-7　☎0778-42-7129
a11：00～18：00
c木曜日、第2水曜日

Pasta＆Cafe
おはち

名前のとおり、パスタが
美味しく、麺は生麺・乾
麺から選ぶことができ
ます。築100年以上の
元印刷屋さんをリニュー
アルしてカフェに♥居心
地の良い古民家カフェ
です。 平日に農業、土日にカフェ

を営んでいるご夫婦の古
民家カフェ。店内は和室
と蔵を改装したオシャレな
雰囲気です！ こだわりの
珈琲と自家製スイーツは
とっても美味しいですよ！

今立郡池田町板垣51-13-3
☎0778-67-6723
a10：00～18：00※土日のみ営業
c月～金 ※営業情報についてくわ
しくはフェイスブックをご覧ください。

4

3

越前市 池田町

古民家カフェ巡り編

98

南越前町

エリア特集

丹南Tannan
越前海岸

鯖江市

越前市

南越前町

池田町



3つの部屋から選べます♪
どの部屋もオシャレ

いろんな海の
生き物と
出会えたよ！

目が覚めると、
目の前には海！

アンティーク家具が素
敵な店内。
料理もとてもおいしく、
食後のコーヒーは10
種類以上から選べ、最
初から最後まで楽しむ
ことができます。手作
りスイーツもオススメ！

オーナーさんのこだわりがあちこちに感じられるカ
フェ。メンズのアパレルや可愛い雑貨の販売も！カ
トラリーは地元で作られたものを多く使っていて、
晴れた日にはテラス席でも楽しめます。

贅沢なプライベート空間で素敵な時間を
過ごせる貸切リゾート。luxury、surf、asian
の３つの部屋から選べます。家族、恋人、友
達との最高の思い出作りに行ってみては？

鯖江市上野田4-45
☎0778-77-2438
a
水木金
10：00～12：00（教室）
12：00～16：30（カフェ）
日
10：00～11：00（教室）
11：00～17：00（カフェ）
c月・火・土曜日

鯖江市北中町24-20　☎0778-42-7378
a12：00～20：00　c木曜日

鯖江市舟津町2-3-14
☎080-3748-4466　
a月火木金 11：30～15：30
　土日 12：00～17：00
※夜は前日まで要予約
c水曜日

福井市白浜町３-２　☎090-4689-3341
（管理者直通・問い合わせのみ・予約はHPより）
cなし
d宿泊料金：４万円前後
※季節によって変動あり ※オプション（BBQ等）あり
https://urbanresort-echizen.com

ＲＡｃKU（ラシーク）

築100年の古民家カフェ。親子、お友達、お一人でもゆっく
りのんびりできます。オリジナルワッフルは大きくて、身体に
優しい素材を使っているためヘルシーで美味しいですよ！

7

Hoorii-cafe＆YAMAOKU-BAR（ホーリーカフェアンドヤマオクバル）8

ＵＲＢＡＮ ＲＥＳＯＲＴ
（アーバンリゾート）

9

越前の海で体験ダイビングができるダイビングショッ
プ！初心者の方でも安心してダイビングが楽しめま
す。併設の青海食堂では日本海を一望でき、ランチや
漁師直送の海の幸を堪能できますよ♪

丹生郡越前町厨47-1-11　☎0778-37-1611　a8：00～17：00　c不定休

ＢＬＵＥ ＭＡＲＩＮＥ
（ブルーマリン）

10

caffè il Venticello
（カフェ イルヴェンティチェッロ）

6

越前海岸
鯖江市

海を感じる 越前ＴＲＩＰ編

lux
ur

y
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泳げなくても

楽しめました♪
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季節季節
オススメオススメ

のの
特集特集

春

坂井市丸岡町山竹田
例年の見頃:4月上旬～中旬　　

竹田のしだれ桜01

4種類の美味しいいちご達が食べ放題♪練乳もあります
よ～！いちご狩りを楽しんだ後は、採れたてのいちごパ
フェを作るのがオススメ♥駐車場からハウス内までバリ
アフリーなので、お子さま連れにも嬉しいですね♪

県下有数のお花見スポット！ 
１００本のしだれ桜が満開を
迎える「竹田の里しだれ桜まつ
り」では夜間ライトアップも行
われ、幻想的な桜のトンネルを
散策することができます。

観光苺園いちごめぐり（合同会社くだものがかり）
大飯郡おおい町小車田16-26　☎080-2958-6695
a9：30～16：00（受付は15：00まで）　c月曜日、第３金曜日、年末年始
いちご狩り期間：12月中旬～翌年5月中旬頃まで
※毎年いちごの出来具合によって期間は前後します。

いちご狩り

南越前町は花はす作付面積
日本一！花はす公園には世界
の花はす135種が集結！圧巻
です！満開時には「はすまつ
り」が開催。見頃は毎年7月
～8月で、まつり期間は「はす
そうめん」や「はすソフトクリー
ム」も販売しています♪
南条郡南越前町中小屋60-1
d清掃協力金200円（はすまつり期間）

なんと！ここのかき氷は、氷を「カンナ」で手
かきし、注文を受けてから1椀ずつ削ってく
れます。福井名物「羽二重餅」がトッピング
された「羽二重餅宇治金時」は特に人気の
メニューです。

羽二重餅 総本舗 松岡軒
福井市中央3-5-19　☎0776-22-4400
a 9：00～18：00　c年末年始　

花はす公園

手かき氷

永平寺に夏の終わりを告げる風物
詩として長年親しまれている永平寺
大燈籠ながし。約1万基の「供養燈
籠」「願い燈籠」が九頭竜川に流れ
る光景は幻想的です。燈籠は事前
に予約が可能。当日足を運べない
方も燈籠へ思いを託すことができま
す。もちろん会場内でも、燈籠の購
入ができ自身の燈籠を流すこともで
きます。
吉田郡永平寺町谷口永平寺河川公園
開催日：８月最終土曜日
えちぜん鉄道勝山永平寺口駅から徒歩１５分
(シャトルバスあり）/無料駐車場あり　

氣比神宮の例祭に合わせて開催。氣
比神宮境内や商店街にはたくさんの
屋台がずらりと並んでいます。カーニ
バルや山車、お神輿など迫力のあるイ
ベントも楽しめますよ！
敦賀市中心部にて９月上旬開催

福井県を代表する紅葉ス
ポットです。水面に映る秋景
色は圧巻！トップシーズンに
は駐車場、車が混雑します。
駐車場から山道を50分歩き
ますがそれだけの価値あり！

敦賀まつり

刈込池

見渡す限り、ピンク、赤、白
など色とりどりのコスモス
が！！広さはなんと東京ドー
ム4個分、咲き誇っている
コスモスは約1億本だと
か！！毎年9月下旬から10
月中旬頃に見ごろを迎え
ます。
福井市江上町・御所垣内町

大野市上小池　上小池駐車場から徒
歩50分/駐車場無料

敦賀の港の夜を彩る幻想的なイルミ
ネーションスポット！光のトンネルはもち
ろん、ハートや機関車などのオブジェも
あり、見どころたくさん♥

ミライエ

敦賀市金ヶ崎町44-1（金ヶ崎緑地 ムゼウムの隣）
開催時間：
平日、日曜 18：00～21：00　
金、土、祝 18：00～22：00 
※例年11月上旬～12月下旬頃開催

若狭地方で冬といえば、ふぐ！小浜市の阿納地域では、ふ
ぐの養殖が盛んに行われており、毎年新鮮で美味しいふ
ぐを贅沢に味わうことができます。阿納の各民宿では「若
狭福ふぐランチ」を提供しており、気軽にランチで楽しむこ
ともできますよ♪

若狭ふぐ

若狭ふぐの宿 下亟（しもじょう） 小浜市阿納10-15
☎0770-54-3313　aランチ  11:30～14:00／ディナー 17:00～22:00 
※事前予約要　c不定休（お電話にてお問い合わせください） ※「若狭福ふぐ
ランチ」は阿納地区のほかの民宿でも味わうことができます。

宮ノ下
コスモス広苑

永平寺大燈籠ながし
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奥越エリア

丹南エリア

福井エリア

敦賀・美方エリア
小浜・高浜エリア

小浜・高浜エリア

敦賀・美方エリア坂井あわらエリア

福井エリア

汐うに

200年続いた製法でバフンウニの卵巣
と塩だけで仕上げた熟成うに。100ｇ作
るのに100個以上ものウニを使うんだと
か！！濃厚ながらも滑らかな口当たり・・・
口の中に広がる磯の香りはまさに逸
品！！ご飯のお供や、おつまみにどうぞ♥

あわら温泉の女将達が酒米作りから仕
込みまで丹精込めて作り上げた日本酒
「女将」。温泉街でしか手に入らない逸
品！美味しい福井の幸と共に甘口・辛口
どちらもご賞味ください。

天たつ
福井市順化2-7-17　☎0776-22-1679
a平日・土 9：00～18：00 ・ 日祝 10：00～17：00
c不定休

夏季限定で販売されるトマトゼリー「伝兵
衛」。福井県産ミディトマト「越のルビー」のコ
ンポートが丸ごと1つ入っています。まるでフ
ルーツのような甘さに驚き！トマト本来の味わ
いが楽しめます。常温保存・日持ちもよくお土
産に最適です。

森八大名閣 本店
福井市大手3-15-9
☎0776-25-0008
a9：00～19：00
c月曜日（変更する場合あり）

あわら温泉の旅館のお食事での提供・売店での販売のみ。

敦賀といえば昆布！お料理にかか
せない定番の昆布商品をはじめ、
昆布館にしかないオリジナル製品
が約200種類あります。試食もあ
るのでぜひ一度足を運んでみてく
ださい♪

ヤマトタカハシ敦賀昆布館
敦賀市坂下17号3番地の1
☎0770-24-3070　a9：00～17：00
c年中無休（年末年始、点検日除く）

大野のお土産といえば「けんけら」
というほど地元の人にも愛されるお
菓子。大豆の粉を水あめで固め薄く
のばしたカリッとした食感です。添
加物を一切使用しない優しい甘み
が広がります。

亀寿堂
大野市元町2-1　☎0779-66-4417 
a8：30～20：00　c年中無休

福井のご当地パンとも言われている「大福あんぱ
ん」。なんとパンの中に大福が入っています！30年
以上前から親しまれており、お土産としても好まれて
いる大人気商品です♪

ヨーロッパンキムラヤ
鯖江市旭町2-3-20　☎0778-51-0502 a9：30～18：00
c日曜祝日　鯖江駅から徒歩5分　駐車場あり（7台分）

雲丹を3か月熟成させて作
られる雲丹醤。雲丹の旨
味がぎゅっと詰まった濃厚
な味です！パスタや卵かけ
ご飯に混ぜたり、いか刺し
につけたり食べ方は様 ！々
いつもの料理がとても贅
沢な味わいになります。

若狭小浜 丸海 小浜本店
小浜市大手町9-21
☎0770-52-3740
a8：00～18：00
c12/31,1/1
オンラインショップあり　

大福の中に生クリームと珈琲あんがたっぷ
りと包まれたカフェオーレ大福。子どもから
大人まで幅広く楽しめるお菓子です！お店
では冷凍した状態で販売しているので、半
解凍ぐらいの状態で食べるのもオススメ♪

伊勢屋
小浜市一番町1-6
☎0770-52-0766
a8：00～18：00
c水曜日

福井の伝統の羽二重餅！さらにくるみと
シュー生地でアレンジを加えた”羽二重く
るみ”は大人気商品です！福井駅でも販
売がありますが、売り切れにご注意を！

金花堂 はや川
勝山市旭町１丁目400-2 ☎0779-88-4744 
a9：00～18：30 c火曜日（年末年始は変更あり）

若狭、美浜のお土産といえばやっぱり「へしこ」！こ
の丁度いい塩辛さは、お酒にも、お茶漬けにも、も
ちろん白ご飯にも最高に合います。一度食べれば
ハマる方も多いはず！

五湖の駅
三方郡美浜久々子72-1（国道27号線沿い ミニストップ若狭美浜
店横） ☎0770-32-3339　a平日 9：30～17：00・土日祝 9：30
～17：30　c年末年始

越のルビーが丸ごと
入っていてびっくり！

焼いてあるので
すぐに食べられ
ます！

ワインや
パスタにも
ぴったり♡

01

伝兵衛02

奥越エリア

けんけら06

へしこ

へしこBURN!!
（鯖へしこのスライス焼き）

鯖の糠漬けへしこの
オリーブオイル漬け

05地酒 女将04

おぼろ昆布03

羽二重くるみ07

大福あんぱん08

カフェオーレ大福10

新商品の
塩まんじゅうもオススメ♥

雲丹醤09
（うにひしお）

1514

お土産特集

ふくジェンヌ
イチオシ！


