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今年の秋は、鮮やかな紅葉にライトアップ＆イルミネーションで、優雅なナイト
タイムを！グルメ絶賛の越前がに、若狭ふぐ、越前おろしそばをご賞味あれ。

〇おすすめ紅葉狩り
福井県の代表的な紅葉スポットをご紹介します。
西山公園（鯖江市桜町）日本の歴史公園 100 選
見頃：１１月中旬～１１月下旬
春は桜につつじ、秋は紅葉、冬は雪吊りされた樹木と
四季折々に楽しめます。西山動物園のレッサーパンダも人気！
お問い合わせ：鯖江観光協会 TEL0778-52-2323
花筐公園（越前市粟田部）
見頃：１１月中旬～１１月下旬
継体天皇ゆかりの地として知られている花筐公園。
ケヤキ、ブナ林の広がる三里山周辺の紅葉はおすすめです。
お問い合わせ：花筐公民館 TEL0778-42-0361
刈込池（大野市上打波）
見頃：１０月下旬～１１月上旬
池に映る三ノ峰と鮮やかに色づく紅葉の取り合わせは
言葉に表現できないほどの美しさです。
お問い合わせ：大野市観光交流課 TEL0779-64-4817
九頭竜湖（大野市箱ヶ瀬）日本紅葉の名所 100 選
見頃：１０月下旬～１１月中旬
鮮やかに彩られた周囲の山々に、エメラルドの湖面に映える
夢のかけはし。約 30 キロにわたり美しい紅葉を楽しめます。
お問い合わせ：大野市観光交流課 TEL0779-64-4817
西福寺（敦賀市原）
見頃：１１月中旬～１１月下旬
江戸中期の作といわれる書院庭園は、国の名勝に指定されています。
特に紅葉のころが美しく、浄土宗では北陸きっての名刹です。
拝観料：３００円
お問い合わせ：西福寺 TEL0770-22-3926
萬徳寺（小浜市金屋）日本紅葉の名所 100 選
見頃：１１月中旬～１１月下旬
山もみじの朱が、枯山水の庭園に見事に映え、訪れる人たち
の目をなごませてくれます。
拝観料：４００円
お問い合わせ：萬徳寺 TEL0770-56-2308

～秋の夜長、ヒカリに魅せられて～
■養浩館庭園 秋のライトアップ
江戸時代中期を代表する回遊式林泉庭園で、贅沢なひとときを！
期間：１０月１日（金）～１１月７日（日）金土日祝、祝前日 17:00～20:30(最終入園 20:00)
場所：養浩館庭園（福井市宝永 3-11-36）
お問い合わせ：福井市文化振興課 TEL0776-20-5367

■展示温室イルミネーション
温室のイルミネーションで、異空間の華やかさに包まれます。
期間：展示温室イルミネーション１０月下旬～２月中旬
場所：福井県総合グリーンセンター（坂井市丸岡町楽間 15）
お問い合わせ：福井県総合グリーンセンターTEL0776-67-0002

■丸岡城プロジェクションマッピングナイト「ヒカリ結び」
国指定の重要文化財・丸岡城と最先端技術が融合したヒカリの魅力をお楽しみください。
期間：１０月９日（土）～ 毎日上映 ＊１回の上映は約１５分間です。
場所・時間：丸岡城天守 ①午後８時②午後９時、お天守前公園 午後７時～午後９時
お問い合わせ：坂井市丸岡支所 TEL0776-68-0803

■永平寺除夜の鐘とライトアップ
大晦日の夜から元日早朝にかけて開催される年越しイベント。年の初めを永平寺で！
期間：１２月３１日(金)～１月１日（土・祝）
場所：大本山永平寺（永平寺町志比 5-15）
お問い合わせ：永平寺町観光物産協会 TEL0776-61-1188

■ファミリン西山、～光でつなぐ家族の絆～
たくさんの家族が願いを込めた灯りのファンタジーをお楽しみください。
期間：１０月～１２月２５日(土) 17:00～21:00
場所：西山公園噴水前エントランス広場（鯖江市桜町 3 丁目）
お問い合わせ：鯖江市教育委員会生涯学習・スポーツ課 TEL0778-53-2256

■西山公園・紅葉ライトアップ
約 1,600 本のもみじの見頃に合わせてライトアップ。ゴージャスな夜景を堪能できます。
期間：１１月 1 日(月)～３０日(火)

日没後から 21:00 まで

お問い合わせ：公園管理事務所 TEL0778-51-1001

■道の駅「南えちぜん山海里」ウインターナイトイベント
ライトアップやイルミネーションなどを組み合わせたゴージャスなナイトイベント。
期間：１１月２０日（土）～１２月２６日（土）日没後から 21:00 まで 予定
場所：道の駅「南えちぜん山海里」
（南越前町牧谷）
お問い合わせ：南越前町建設整備課 TEL0778-47-8003

■敦賀港イルミネーション

ミライエ

北陸最大級 LED 約５０万球以上のイルミネーションとプロジェクションマッピング！
期間：１１月３日（水･祝）～１２月２５日（土）
場所：金ヶ崎緑地（敦賀市金ヶ崎町）
お問い合わせ：
「敦賀・鉄道と港」まちづくり実行委員会事務局 奥瀬 TEL090-3290-4112

食欲の秋・極上の味覚を召し上がれ！
■味覚の王者「越前がに」、１１月６日解禁！！
福井といえば、
「越前がに」
。茹でがに、かに刺し、焼きがになど多彩な料理が魅力です。
漁場が近いので新鮮だから、おいしさ抜群！さあ、王者の味わいを堪能してください。
●越前かにまつり２０２１

１１月１３日（土）～１４日（日）予定

越前がにの最大水揚げを誇る越前町で開催される、県内最大のカニの祭典。会場内では、
越前がにの即売や、海鮮グルメなどを味わえます。
場所：道の駅「越前」駐車場（越前町） 交通：北陸自動車道武生 IC から車で 50 分
お問い合わせ：越前かにまつり実行委員会（越前町観光連盟内）TEL0778-37-1234

＊福井の旬のカレンダーhttp://www.fuku-e.com/200_gourmet_calendar/15_kani/

■冬の名物、若狭ふぐ＆敦賀ふぐに舌鼓
てっさ、てっちり、唐揚げなど豊富なメニューに、お得な値段も魅力！
福井県では、若狭ふぐ料理を扱う県内の宿泊施設を「若狭ふぐの宿」として認証しています。
アドレス：http://www.pref.fukui.jp/doc/suisan/fuguyado1.html

うれしい、若狭ふぐイベント
●若狭高浜ふぐまつり／産業まつり

１１月３日（水・祝）（予定）

ふぐ鍋・ふぐ唐揚げの販売、海鮮鍋・山鍋、特産品の販売など、ふぐファンにおすすめ。
場所：若狭高浜エルどらんど（高浜町青戸 4-1）
お問い合わせ：若狭高浜観光協会 TEL0770-72-0338

■越前おろしそばファン、大集合！
健康長寿ふくいを代表する味覚といえば、越前おろしそば。福井県では、
「おいしい福井
県産そば使用店認定制度」を設定しています。各店自慢のおろしそばの食べ比べしませんか。
アドレス：http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/021033/shop2.html

福井県のそば情報サイトふくいそば Online https://fupo.jp/soba

～注目のスポット～
一乗谷朝倉氏遺跡のお楽しみ
●和傘スカイ
戦国時代に朝倉氏 5 代が 103 年間にわたって治めた城下町跡。遺跡内の復原町並に和傘
の展示スポットとカラフルな風鈴のトンネルが設置されて大人気です。
期間：７月２２日(木・祝)～１１月３０日（火）9:00～17:00
●戦国宝探し
宝の地図を手にして暗号を解読しながら、宝探し。豪華賞品をゲットしましょう！
期間：７月２２日(木・祝)～１０月３１日（日）9:00～17:00
場所：福井市下城戸ノ内町

お問い合わせ：福井市おもてなし観光推進課 TEL0776-20-5346

越前松島水族館は、イベント目白押し
こどもから大人まで楽しめる体験型水族館。期間限定のイベントはおすすめです。
海洋大水槽にクリスマスツリー＆水中サンタ 期間：11 月中旬～12 月 25 日（土）
オウサマペンギンの散歩タイム

期間：11 月下旬～2 月 28 日（月）

サンタのイルカショー 期間：12 月 1 日（水）～ 25 日（土）①10:30②12:00③14:00④16:00
ペンギンの初詣

期間：12 月 26 日（日）～1 月 10 日（月）

場所：坂井市三国町崎 74-2-3 お問い合わせ：越前松島水族館 TEL0776-81-2700

https://www.echizen-aquarium.com/
武家屋敷で、ナイスフォト
北陸の小京都・越前おおので、二つのフォトスポットが注目されています。武家屋敷旧
内山家の離れには、風情ある城見窓付きの夏障子。武家屋敷旧田村家には、500 を超える
風車がずらりと並ぶ風車棚が設置されています。どちらもＳＮＳ映え間違いなし！
期間：１１月３日(水・祝)まで
料金：１館につき大人１人 300 円、中学生以下無料
場所：武家屋敷旧内山家（大野市城町 10-7）旧田村家（大野市城町 7-12）
お問い合わせ：大野市観光振興室 TEL0779-66-1111
ＧＯＳＨＯＥＮ(福井県指定有形文化財)で、憩う
護松園は、北前船の商人「古河屋」が建て「古河屋別邸」と呼ばれていました。現在は
‘みんなの別邸‘として、地元の人や観光客が気軽に集う場に生まれ変わりました。
場所：小浜市北塩屋 17-4-1

料金：無料 お問い合わせ：護松園 TEL0770-64-5403

和久里のごはんや おくどさんで、幸せ気分
若狭の里山食材と、おくどさんを中心に据え、お好きな料理の組み合わせをご自身でいた
だく「プリフィクスビュッフェ」スタイル。訪れる人達がココロ躍る場所になりそう。
時間：11:00-17:00 月曜定休（月曜が祝日の場合は、翌平日）
場所：小浜市和久里 24-25-1

お問い合わせ：和久里のごはんや おくどさん TEL0770-64-5246

ＵＭＩＫＡＲＡ、７月オープン
漁港と隣接した立地条件を存分に生かし、毎日、水揚げされたばかりの鮮魚やそれらを使
った総菜に加工品、併設されたオーシャンビューの食堂でも新鮮な魚介を取り入れた料理
を楽しめます。また、漁師さんから直接魚を買える昼市やセリ体験など見所いっぱいです。
場所：大飯郡高浜町塩土 5-1 お問い合わせ：TEL0770-72-3528

～お得なクーポン情報～
東尋坊食べ歩きクーポン～クーポン
東尋坊商店街で食べ歩きを楽しめる「お得なクーポン券」です。参加店舗から３つのグ
ルメを選んで味わえます。東尋坊タワーと東尋坊遊覧船の割引券が付いてすごくお得です。
■料金：500 円

■ご利用時間 10:00～15:00 通年 ＊東尋坊商店街の各店舗で販売

（越前三国湊海船や、やし楼、やまに水産、正太楼、たけだ亭、夕なぎ、お食事処ゆき 他）
■お問い合わせ：正太楼 TEL0776－82－1199

あわら温泉 ランチ･スイーツめぐりクーポンクー〇ポン〇
まちあるきマップ片手にあわら温泉をのんびり散策しながら、ランチやスイーツに加え、
体験メニューまで、お得に楽しめるクーポン（1,200 円）です。お買い物５％オフ、セン
トピアあわら入浴３割引、温泉たまごづくり無料体験などのうれしい特典付きです。
■お問い合わせ：（一社）あわら市観光協会

幸（ＹＵＫＩ）-FULL TICKET

TEL0776-78-6767

～ふくいのしあわせ めぐりましょ！～

～

福井市のグルメ・スイーツ・おみやげなどお好みの商品を選べる、めぐりチケット。新
たに安心して利用できるナイトチケット（事前予約制の特別なお食事チケット）が加わり
ました。福井駅周辺を２つのタイプのチケットでお楽しみください。
■料金:めぐりチケット 1,000 円 (クーポン 3 枚付)、ナイトチケット 3,000 円
■販売箇所:福井市観光案内所、福井市内宿泊施設など
■お問い合わせ：（一社）福井市観光協会 TEL0776-20-5151

ふくミュ～パス(共通観覧券) ～
福井市内の美術館や養浩館庭園など観光施設 11 施設をお得にまわれる共通観覧券で
す。入館５施設目でオリジナルグッズがもらえます。福井の文化にふれてみませんか。
■料金: 1 日フリーパス 400 円、3 日間フリーパス 800 円
■販売箇所:11 施設、福井市観光案内所
■お問い合わせ：福井市文化振興課 TEL0776-20-5367

がけっぷちリゾート周遊デジタルチケット

～

福井県を代表する観光地「東尋坊」を起点に、その周辺エリアの 45 店舗から選んで使
えるチケットが 6 枚ついて 1,980 円とお得！坂井・あわらエリアを遊び尽くしましょう！
■料金:1,980 円 ＊各施設で１人につき 1 枚利用、体験プログラムにも利用可。
■お問い合わせ：坂井・あわらエリア周遊滞在型観光推進委員会事務局 TEL0776-50-3152

越前おおのはしごスイーツ

～

天空の城・越前大野城のお膝元に広がる城下町は、武家屋敷や昔の家屋が建ち並び、か
つての風情を満喫できます。スイーツクーポンを片手に、小京都を楽しみませんか。
■料金:1,000 円（菓子クーポンチケット、オリジナル巾着、武家屋敷入館等）
■お問い合わせ：（一社）大野市観光協会 TEL0779-65-5521

＊福井の耳より情報＜ふくみみ＞＊
■東尋坊マイスター認定制度
ＤＭＯさかい観光局は、名勝東尋坊の地質学的な価値や歴史を紹介する観光ガイドを育
成する「東尋坊マイスター」制度を取り入れました。東尋坊マイスターの説明で、地質や
貴重なスポット等について学べ、東尋坊の魅力を知ることができます。今回初めて１３人
のマイスターが認定され、皆様のお越しをお待ちしています。
お問い合わせ：
（一社）ＤＭＯさかい観光局 TEL0776-82-1555

■越前町に「NEW 舟盛」誕生
冬場のカニシーズンを除く４月～１０月に楽しめる、新たなご当地グルメが越前町に
誕生しました。「ＮＥＷ舟盛」は、越前町で水揚げされた新鮮な魚介類を舟盛にし、各施
設ごとに海鮮丼やアヒージョなど味を変化させて楽しむことができます。バラエティ豊か
な「ＮＥＷ舟盛」をぜひ味わってください。
お問い合わせ：（一社）越前町観光連盟 TEL0778-37-1234

■道の駅「越前おおの 荒島の郷」、４月オープン
４月２２日、大野市蕨生に県内最大級の道の駅「荒島の郷」がオープンしました。地元
の新鮮な野菜や特産品等の販売施設や大野の食を楽しめるフードコートに加え、大手アウ
トドア用品メーカー「モンベル」の県内初出店、屋外にはクライミングとカヌーが楽しめ
る体験施設を設置し、子どもから高齢者まで楽しめる施設として注目を集めています。
お問い合わせ：道の駅「越前おおの 荒島の郷」TEL0779-64-4500

■道の駅「南えちぜん山海里」、１０月オープン
北陸自動車道の南条サービスエリア隣に、県内１８番目の道の駅「南えちぜん山海里」
が１０月８日にオープンします。地元特産品や農林水産物の物販施設や飲食施設、屋上に
はイベント広場を設けます。公園には、ロング滑り台やふわふわドームなど遊具が充実。
秋の一日、ドライブの際にぜひお立ち寄りください。
お問い合わせ：南越前町建設整備課 TEL0778-47-8003（道の駅の電話は未定）

■新駅名は、「越前たけふ」
ＪＲ西日本は、県内に唯一新設される北陸新幹線駅の駅名を「越前たけふ」に決定しま
した。越前がにや越前和紙など知名度の高い観光資源や産業に使われる「越前」と地域に
根ざした地名の「たけふ」を組み合わせた、ソフトな印象の名称になりました。新幹線の
駅名に平仮名を使うのは全国では４番目で、ＪＲ西日本では初めてです。新駅は丹南地域
の新しい玄関口として、多くの方々の利用が期待されています。

■年縞博物館が、日本博物館協会賞を受賞
福井県年博物館は第２回「日本博物館協会賞」の受賞が決まり、１１月中旬に表彰され
ます。水月湖で７万年かけて堆積した４５ｍの年縞をステンドグラスにした魅力的な展示
や年縞研究に取り組み、来館者に丁寧に説明している姿勢が高く評価されました。福井県
が誇る博物館のひとつに、ぜひ足を運んでください。
お問い合わせ：福井県年縞博物館 TEL0770-45-0456
福井の観光のことなら！ふくいドットコム http://www.fuku-e.com/
福井県の観光のお問い合わせは、
（公社）福井県観光連盟℡０７７６－２３－３６７７

