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　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。20代から40代

まで年齢は幅広く、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、ぜひ福井の魅力を発見するきっかけにしてください。
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大野市・勝山市・永平寺町
坂井市・あわら市

朝市で有名な七間通りにあるパ

ン屋さん。大野の名水を使用し、

ご当地グルメをアレンジしたパン

も販売しています。朝早くから

オープンしているので朝食にも

オススメです!

福井といえば恐竜！ 世界からも注目を浴び

ている恐竜の博物館。本物さながらのジオラ

マや迫力のある標本、福井で発見された恐竜

も展示されていて、恐竜時代にタイムスリップ

したみたいでワクワクが止まりません♪

地元では「グリやま」の愛称で親しまれ

ている洋食屋さん。名物はなんといって

もソースかつ丼！ 薄めのカツにたっぷ

りのソースがしみていて、ごはんがどん

どん進みます。サイズも3種類あるの

で、自分に合ったサイズを選べるのもう

れしい♪

明治時代の建物を改修し、市民の方に愛され

る美術館に生まれ変わりました♪ ゆっくりで

きるカフェや、地元の方の作品などを販売す

るショップもあります。アートの街大野で芸術

を感じてみませんか?

冬は雪山でスキー＆スノボ、夏はアクティビティやイルミ

ネーション♪ 春夏秋冬1年中、１日中楽しめるレジャース

ポット♪ 壮大な景色にこころも癒されます。

勝山で長年愛されているお肉屋さん。オスス

メは、コロッケ！ 注文してから揚げてくれるの

で熱々がその場で食べられますよ。ごはんの

おかずにはもちろん、おやつにもぴったり！

明治期に建てられた伝統的古民家の

なかで、ゆっくりとお抹茶とお菓子を

いただけます♡ お庭はなんと江戸時

代から残っており、150年の歴史が刻

まれています。飾られた美術品の中で

も、珍しい立体絵画の金屏風は一見

の価値がありますよ。

地元の特産品や、オリジナル商品がず

らり。レストランでは、福井県産そば粉

100％の十割手打ちそばがいただけ

ます。あま～いコーンの不思議なおや

つ、『ピクニックコーン大福』もオスス

メです♪

大野市元町5‐23  ☎0779・65・0030
○営 平日 7：00～19：00 
   土日 7：00～18：00
○休 月曜（祝日の場合翌日）

大野市元町12‐2  ☎0779・64・4848
○営 9:00～17:00  
○休 月曜（祝日の場合は翌日）、年末年始
【観覧料】 大人200円、中学生以下無料

勝山市芳野町1‐5‐39
☎0779・87・0298
○営 平　日 10：00～19：00
　土祝日 10：00～18：30
○休 日曜、第2月曜

吉田郡永平寺町清水2‐21‐1　☎0776・64・3377
○営 飲食コーナー 11：00～15：00、カフェ 10：00～16：00、特産物販売 9：00～18：00 
○休 第3水曜、年末年始、臨時休業有り

吉田郡永平寺町松岡神明1‐70-1
☎0776・61・0175
○営 11：30～18：00（受付は17:00まで）  
○休 火曜、夏季・冬季休暇有り 
※中学生未満のお子さまのみでの
　ご入館はできません

勝山市170‐70　☎0779・87・6109
○営 ○休 HPをご覧ください
https://www.skijam.jp

勝山市郡町1‐2‐18  ☎0779・88・5656
○営 11：30～14：00、17：30～20：00
○休 月曜、日曜の17：30～20：00

勝山市村岡町寺尾51‐11 かつやま恐竜の森公園内
☎0779・88・0001
○営 9：00～17：00（入館は16:30まで）  
○休 臨時休館、開館延長有り。詳しくはＨＰをご覧ください
https://www.dinosaur.pref.fukui.jp

恐竜の森で
 待ってるよ♪

NEXT

あわら温泉へ
GO！

北陸最大級!!

揚げたて
サックサク♪
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1泊2日
コース

開湯130年以上の歴史ある温泉地「あわら温

泉」で、露天風呂付き客室のあるお宿。ゆっくり

お風呂につかって、体も心もリラックス。お好み

の浴衣を選べるのもうれしい♡ とぅるんとぅる

んの温泉たまご作り体験もできますよ。

真っ赤なつり橋『アイリスブリッジ』がシンボルの北潟湖。自転車

をレンタルして湖の周りをぐるっと一周♪ さわやかな風を受けな

がら季節ごとに異なった景色を楽しめます。

あわら市舟津43‐26
☎0776・77・2555

みて・ふれて・楽しく学べる体験・体感型

水族館！イルカショーやペンギンのお散

歩、アザラシとのふれあいタイムなど楽し

いイベントがたくさん♪

坂井市三国町崎74‐2‐3　☎0776・81・2700
○営 通常 9：00～17：30、
　夏季 9：00～18：00、 冬季 9：00～16：30
○休 年中無休

福井県屈指の観光スポット。東尋坊を構成する『輝

石安山岩の柱状節理』はとても珍しく、国の天然記

念物にも指定されています。クルージングで下から見

上げる東尋坊は圧巻!! ガイドさんの楽しい案内も◎

坂井市三国町安島64‐1 ☎0776・81・3808
○営 4月～10月 9：00～16：00、11月～３月 9：00～15：30
○休 12/29～1/31　※海上の状況により欠航となる場合有り
　　　　　　　　　 （電話で確認してください）

東尋坊にあるテイクアウトドリ

ンクのお店。福井県産の食材を

使った自家製ジュースが人気で

す。オススメは生の果実を丸ご

と搾った『カジュッタ』！ 見た目

もかわいくてインスタ映え間違

いなし♪
坂井市三国町安島64‐1‐185　☎0776・50・2720
○営 10：00～17：00  ○休 不定休、12月～３月休業　　

地元で愛され、100年近く続く老舗のお蕎麦屋さん。

オススメはごぼうと桜海老の大きなかき揚げがのった

『ごぼう天そば』。カリカリの食感がたまらない♪ おう

どんや親子丼、ソースかつ丼などメニューも豊富です。

新鮮な朝獲れ魚をふんだんに使った海鮮丼。卵の黄身が入っ

た特製の醤油だれでいただきます。新鮮なネタはどれもとろけ

るおいしさ♡ 目の前には三国サンセットビーチが広がり、海釣

りや魚さばきも体験できます♪

坂井市三国町北本町3‐2‐30　☎0776・82・0405
○営 11：00～14：00、17：00～20：00（LO19：30）　○休 水曜

あわら市北潟153‐137
☎0776・79・0008
○営 受付時間9：00～16：00
○休 11/20～3/19
レンタル自転車は有料

風が気持ちいい♪

ふれあい体験は
癒されます♡

約30分で
名所を巡ります♪

北潟湖畔公園 1010

越前松島水族館 1313

東尋坊291 1515

あわら温泉 グランディア芳泉0909

みくに隠居処1212そば処 盛安1111

東尋坊観光遊覧船1414

坂井
Sakai

City

坂井
Sakai

City

坂井
Sakai

City
坂井
Sakai

City
坂井
Sakai

City

あわら
Awara

City

あわら
Awara

City

奥越&坂井
あわらエリア

もり や す い ん  きょ  じょ

※右記と異なる場合有り
　詳しくはHPをご覧ください
https://www.echizen-aquarium.com

坂井市三国町宿3‐7‐22
☎0776・82・8558
○営 ランチ11：00～14：00
　（LO13：30）
○休 木曜
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NEXT

ガラガラ山
キャンプ場へ

GO！

江市・池田町・南越前町
越前市・越前町・福井市

約1,500年の歴史があるといわ

れている越前漆器をみて、感じ

て、知ることができます。漆体験

では世界に一つだけのオリジナ

ル漆器が作れますよ♪

冠山のふもと大自然の中で魚釣り体

験！本格的な釣り場から、手軽に楽し

める釣り場やお子さま専用釣り場も

あり、初めてでも思う存分釣りが楽し

めます。釣った魚はその場でいただく

こともできますよ。

「かずら橋」と「ふれあい橋」の2つのつり橋

を中心とした全長約4kmの遊歩道♪季節に

よって木々の色が移り変わり、澄んだ空気や

川のせせらぎがとても気持ちいい癒やしス

ポットです。

地元の素材を生かした旬のお料理をいただける

お店。特に鮎のシーズンには、地元日野川でとれ

た新鮮な天然鮎を使ったこだわりの鮎料理を楽

しめます♡

南条郡南越前町今庄109-1　☎0778・45・0111
○営 17：00～22：00  ○休 月曜
※７月～９月限定 ランチ営業（土日のみ）11：30～13：30

今立郡池田町河内14-6
☎0778・44・6468
○営 8：00～17：00  ○休 冬季（12月～3月）

越前市武生柳町10-7　☎0778・22・1854
○営 10：00～19：00  ○休 不定休

南条郡南越前町脇本17-42-1
☎0778・47・8365
○営 9：00～18：00  ○休 毎月第２水曜、年末年始

地元農産物の直売所。大切に育てられたお野

菜や、その日にとれたお魚など、南越前町のお

いしいものがいっ

ぱい♪ 優しい味で

大人気のおはぎは

売り切れてしまうの

でお早めに！

丹生郡越前町中10-1-1　☎0778・36・0179
○営 8：00～18：00  ○休 毎週火曜（祝日は営業）

丹生郡越前町血ヶ平
ふんわりクリームが絶品の『生どらやき』で

有名な老舗和菓子屋さん。その種類の多さ

にはびっくり！テレビでも取り上げられたと

いう塩まんじゅうもオススメ♡

越前海岸に突き出した越前岬

を登っていくと…目の前に広が
る大きな空！ 崖の下には、日

本海と水仙ランドが一望でき

ます。心地よい風と潮の香りに

包まれると、1日の疲れも吹っ

飛んじゃいます♡

創業100年を超える老舗箪笥店の4代目が代表を務める、

箪笥職人のセレクトショップ＆アトリエ。木で作られたこだ

わりのグッズは贈り物にもぴったり♪ 木工体験ができる

ワークショップも開催しています。

今立郡池田町志津原～土合皿尾
☎0778・44・8060（いけだ農村観光協会）
※積雪時は通行が難しくなります。

新鮮なお野菜が
ずらり！

魚釣りに挑戦！

贈り物にも
ぴったり♪

1泊2日
コース福井＆丹南

エリア

f u ku i& t annan - a r e a

Fukui ･ Sabae ･ Ikeda
Minami-Echizen ･ Echizen

水仙が開花する
冬の時期は
絶景です♪

鯖江市西袋町40-1-2
☎0778・65・2727
○営 9：00～17：00（体験は要予約）
○休 毎月第4火曜、
　年末年始（12/29～翌年3日）
　（休館日が祝日の場合は翌日休館）

天池の宿0202

南条農産物直売所 四季菜0505

越前岬展望台0808

今治亭0404

うるしの里会館 0101

kicoru 0606

阿んま屋 0707
森と川の遊歩道0303

越前
Echizen

City

越前
Echizen

Town

越前
Echizen

Town

池田
Ikeda

Town

池田
Ikeda

Town

南越前

Minami
 Echizen

Town

南越前

Minami
 Echizen

Town

鯖江
Sabae

City

あま い け や ど

い ま   じ  て い
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1泊2日
コース

不思議な名前『ガラガラ山』にあるキャンプ場。一面に広

がる青空と日本海！ 最高な景色の中でのキャンプは格

別です♪ 設備やサービスが整っているので、子どもから

大人まで安心して楽しめます。定期的に開催されるイベ

ントも要チェック！

福井駅に隣接するハピリン2階にある観

光物産館。お土産、工芸品はもちろん福井

のグルメを堪能できるお食事処「福福茶

屋」も♪ 安くて美味しい郷土料理バイキン

グ（11：00～14：00）がオススメです！福

井のいいところがギュッと詰まっています。

福井の玄関口、JR福井駅前では3体の

動く恐竜がお出迎えしてくれます！夜に

はライトアップもされます☆ 駅の壁面

には恐竜のトリックアートもあり、

ちょっとしたジュラシックパーク気分を

楽しめます♪

アットホームな雰囲気の韓国料理

店。鉄鍋、鉄板焼き、麺類やご飯も

のなど、メニューが豊富でボリュー

ミー。辛さを選ぶことができるの

も嬉しいポイント♪個室もあ

るのでお子さま連れでも

ゆっくりできますよ。

まあるく、ころんと可愛いいおはぎ♡ 素材を大切に選

び、その味を生かした季節ごとの様々なおはぎが楽しめ

ます。テイクアウトはもちろん、おしゃれな店内で食べる

こともできますよ♪ 売切れ次第終了なのでお早めに！

福井市赤坂町66-84　☎0776・89・2180
○営 ○休 年中無休　※ご予約はHPから（電話にて相談も可）

福井市順化2-25-7　☎0776・28・5323
○営 水～土 18：00～23：30（LO23：00）
　日・月 17：30～22：00（LO21：30）
○休 火曜・祝日

福井市中央1-2-1 ハピリン２階　☎0776・20・2929
○営 福福館10：00～22：00　福福茶屋（飲食）11：00～22：00（LO21：00）
○休 年中無休

福井市高木中央1-205　☎0776・54・7100
○営 月～木 11：00～15：00／16：30～19：30
　金・土 11：00～15：00／16：30～20：00
　日　祝 11：00～14：00／16：00～20：00
○休 毎週火曜、第1・3水曜（祝日の場合は営業）

足羽山山頂にあるおしゃ

れなチョコレート専門店。

カカオ豆から製品になるまで全てを一貫してこ

こで作っています。緑に囲まれた自然の中で本

格的なチョコレートを楽しむことができます。

足羽山公園を散策！ 福井のまちを展望

することができ、ゆったりとした時間を過

ごすことができます。春の桜、秋の紅葉の

時期がオススメ♡

福井に来たら是非食べていただきたいソース

かつ丼！ ふくしんさんのソースかつ丼は人

気で、お店はいつもたくさんのお客さんで賑

わっています。ソースかつとハンバーグがセッ

トになったランチメニューも大人気です♪

福井市山奥町58-85-1（足羽動物園東隣）
☎0776・25・0108
○営 10：00～17：00（LO16：00）
○休 月曜・火曜（変更する場合あり）

福井市山奥町

福井市順化2-16-14
フラットキッチン内
☎090・7121・3559
○営 11：00～17：00
　（土日のみ営業）
○休 平日
※売切れ次第終了

JR福井駅前

ガラガラ山キャンプ場 0909

福福館（ハピリン） 1313

福井駅恐竜広場 1414

韓国風鉄板焼・鍋工房 鉄鍋屋 1616

おはぎや小林1515

レストラン ふくしん1212

足羽山散策1111

福井
Fukui

City

福井
Fukui

City

福井
Fukui

City

福井
Fukui

City

福井
Fukui

City
福井
Fukui

City

福井
Fukui

City

福井＆

丹南エリア

福井のいいもの
詰まってます♪

ボリューム満点！

ログハウスで
アルプスの少女
気分♪

福井
Fukui

City

山奥チョコレート 日和 1010
ひ よ り

てつ  なべ   や
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陽光山 徳賞寺04

嶺南エリア

r e i n a n - a r e a

Tsuruga･Mihama･ Wakasa
Obama･ Ohi･ Takahama

魚釣り体験やBBQができる施設。釣った魚はその場でいた

だくこともできます！ 女性やお子さま向けのリーズナブルな

「ちょい釣りプラン」もありますよ♪ 自然の中でアクティブに

過ごすのにぴったりです！

カニ料理が一年中楽しめるお店。一品料

理からフルコースまでメニューが充実！ カ

ニはもちろん海鮮丼やうなぎ料理も絶品

です♪ お座敷もありお子さま連れや大人

数でもゆっくりお料理を楽しめますよ。

地元や、全国各

地から“旨い”魚

を仕入れ、好きな

ネタを選んでいただくスタイル。迷った時には、色々

なネタがのったスペシャル丼。めん類とセットのミニ

丼セット、がっつり丼セットもオススメです。

日本海さかな街01

Café MIROKU 02

味’s場-みつば

かに喰亭ますよね

☎0770・22・3590
○営 11：00～17：30（LO17：00）
　※17：30以降は予約制で対応
○休 不定休

敦賀市若葉町1-1531　☎0770・24・3800
○営 ○休 変動有り。詳しくはＨＰをご覧ください
http://www.sakanamachi.info/Let’s 

GO!

1泊2日
コース

敦賀市・美浜町・若狭町
小浜市・おおい町・高浜町

シェアして
食べるのも
オススメ！

レインボーライン山頂公園 05

若狭みかたきらら温泉水月花07海香の宿波華桜海香の宿波華桜06

水月湖を一望できる素敵なお宿。解放感あふれる大浴場は癒

しの空間です♡ 若狭ならではの食材を使った懐石料理も絶

品。宿泊の方限定で朝食を食べながらのモーニングクルーズ

も楽しめます♪

三方上中郡若狭町
海山51-13
☎0770・47・1234

開放感
バツグン!若狭

Wakasa

Town隠れ家のような素敵なお宿。洗練された空間で、日々の喧騒を

忘れ穏やかな気持ちになれます♡ フグやカニなど季節のお料

理を楽しむことができます。夏にテラスでいただく海鮮炭火焼き

料理も格別です♪

三方上中郡若狭町塩坂越3-11
☎0770・47・1423

プライベートな
空間に
癒やされる

敦賀
Tsuruga

City

☎0770・21・3807　○営 ○休 さかな街に準ずる

渓流の里渓流の里03

三方郡美浜町新庄286-5-1
☎0770・32・5580
○営 日の出から18：00まで（冬季は日没まで）
　 ご予約に応じて時間外対応可能
○休 年中無休

そ
の
場
で
食
べ
ら
れ
る
！

釣
っ
た
魚
をジビエ料理をおしゃれに味わえるカフェ。緑豊かな森の中で、店長

こだわりの美味しいドリンクやスイーツを楽しめます。素敵な空間

で、ついついゆっくりしてしまいます♡ 外にあるハンモックでまった

りするのも最高かも♪ 季節により

メニューに変更があります。

三方郡美浜町新庄281-1-1
☎0770・32・3369
○営 ○休 インスタグラムをご覧ください
（@cafe_miroku）

自然の中で
まったり
ランチ

厳かな雰囲気の中、写経や坐禅の体験がで

きます。日常を忘れ、精神を統一させ自分と向

き合う貴重な時間。画家としても活躍してい

る住職さんの御朱印や、副住職さんが作る

精進料理も大人気です。
三方郡美浜町佐柿25-18
☎0770・32・1345

最後には
お茶を飲みながら
ほっこり♪

美浜
Mihama

Town

美浜町と若狭町にまたがる観光道路「レインボーライ

ン」の上にある山頂公園。三方五湖の美しい景色を

眺めながら天空の足湯を楽

しんだり、山頂のカフェでおい

しいコーヒーを飲んだり♪

202 0年４月には全面リ

ニューアループン予定で、今

まで以上に絶景を楽しめる

空間に生まれ変わります♡

三方上中郡若狭町気山18-2-2
☎0770・45・2678
○営 季節・天候により変動あり
　詳しくはHPをご覧ください
○休 年中無休　http://mikatagoko.com

若狭
Wakasa

Town

美浜
Mihama

Town

みんなで

BBQワイ
ワイ

美浜
Mihama

Town
若狭
Wakasa

Town

すい げっ  かなみ  はな  ろう

とく  しょう  じ
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小浜の『魅力を知る』『郷土料理を食べる』『伝

統工芸を体験する』が一度にできるオススメのス

ポットです！ 子どもから大人まで楽しめますよ♪

和田浜海水浴場近くにある、ゆったりした雰囲気で居

心地抜群のおしゃれなカフェバー。ランチやパンケー

キ、スムージーなど見た目にも可愛くて女子会にも

ぴったり♡夏にはＢＢＱもできますよ♪（食

材の持ち込みＯＫ）

アワビ貝や卵の殻が埋め込まれている若狭塗のお箸を研ぎ出していく

と、きらきらの綺麗な模様が出てきます。研ぎ方で模様が異なるので、自

分だけのMyお箸ができあがります♪

お湯の中に溶かしたロウを流しこむと…本物そっ

くりの天ぷらのできあがり! ちょっぴり難しいです

が、記念に作ってみてください。

小浜市川崎3-4　☎0770・53・1000
○営 各コーナーにより営業時間が異なります。詳しくはHPをご覧ください
http://www1.city.obama.fukui.jp/obm/mermaid

○営 3/1～11/30   9：00～18：00
　12/1～2月末  9：00～17：00
　（体験受付は閉館1時間前まで）
○休 水曜（祝日の場合は開館）、
　年末年始

土日・祝日のみ開催、
平日は前日までに要相談

水月花
2019年7月にオープンした小さなカ

フェ♡自家製全粒粉パンのサンドイッ

チや日替わりのマフィンが絶品です！

テイクアウトもOK。

AKAO11

FAMILIAR ファミリア13
とろさば料理専門店 SABAR 09

1泊2日
コース

若狭工房で
ものづくり体験！

食品サンプル
づくり

若狭塗箸
づくり

小浜市小浜清滝91-1　☎080・8992・0768
○営 11：30～16：00　○休 日曜、月曜

若狭湾が一望できる道の駅♪福井

や若狭のお土産や、地元でとれた野

菜や海産物がずらりと並びます。とれ

たて新鮮な魚介を味わえるフードコー

ナーもありますよ。種類豊富なジェ

ラートもおススメ♡

大飯郡おおい町成海1-1-2
☎0770・77・4600
○営 9：00～18：00
○休 第1・第3月曜
　（祝日の場合は翌火曜）

小浜市駅前町6-38
☎0770・52・0645
○営 9：00～19：00
○休 火曜

日替わりの
マフィンは行ってからの

お楽しみ♪ 小浜で長年愛され続ける名物「カレー焼」! なん

と、中に何が入っていても「カレー焼」! 味は、カ

レー、アン、クリーム、チーズ、チョコの5種類。どこ

か懐かしく、また食べたくなる味です♪

ゆったり
ワイワイ
BBQ!

大飯郡高浜町
和田110-26-3
☎0770・72・6630
○営 11：00～24：00
○休 水曜

嶺南エリア ｋito cafe 小浜店 10

道の駅 うみんぴあ大飯 12

小浜
Obama

City

小浜
Obama

City

波華桜

サバ好きの方必見！ 小浜の新名物「よっぱらいサ

バ」！ 酒粕を混ぜたエサを使用することで臭みが無

く、口の中で甘みが広がります。オススメは『よっぱら

いサバの姿造り定食』。ボリューム

満点でとっても美味しいですよ♪

小浜市田烏63-14-1
☎0770・54・3338
○営 11：00～16：00
土日・祝日のみ営業（LO15：00）

○休 月曜～金曜

よっぱらい
サバの
贅沢ランチ

おおい
Ohi

Town

お店から
きれいな海が
みれますよ♪

08御食国若狭おばま食文化館

小浜
Obama

City

※高温のロウを使用するため、
　6歳未満のお子さまは体験できません

ゆったり朝風呂は
いかがですか？

鯖街道 小浜田烏店

高浜
Takahama

Town

み け つ く に
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