
福井県おススメ観光情報
令和５年３月 (公社)福井県観光連盟

※掲載の各料金等は現時点(令和5年3月)のものです。

新型コロナウイルス感染状況等により営業状況等は流動的となりますので、事前に各施設にご確認ください。



福
井

2

敦
賀

小
松
・
加
賀
温
泉

大
宮

東京→福井（現在）

約３時間２５分

東京→福井（開業後）

約２時間５０分

約３０分短縮
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北陸新幹線

東京→敦賀（開業後）

約３時間１５分
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2024年春 北陸新幹線 福井・敦賀開業！
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北陸DC 2024年秋に開催！
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・JRグループと地域が一体となって取り組む国内最大級の観光キャンペーン「デスティ

ネーションキャンペーン」が、北陸新幹線福井・敦賀開業から半年後となる2024年秋

（10～12月）に、北陸3県で展開されます！

・昨年８月には北陸3県合同の実行委員会が設立され、一体となって観光素材の発掘や磨き

上げに取り組んでいくことを確認しました

・また、全国の旅行会社の方々をお招きし観光PR等を行う「全国宣伝販売促進会議」を、今年の秋

に福井県で開催することも決定

・今後、DCならではの特別観光素材の提供に向け準備を進めていきます



進む高速交通ネットワーク整備（道路網）

≪吉川JCT(兵庫県)～敦賀JCT(福井県)間の約162km≫

≪松本JCT(長野県)～福井北JCT(福井県)間の約160km≫

経路 所要時間 短縮時間

小浜IC ～ 福井IC 1：07 （33分）
小浜IC ～ 勝山IC 1：30 （48分）
大飯高浜IC～金津IC 1：43 （33分）

経路 所要時間 短縮時間

敦賀IC ～ 岡山IC（岡山県） 3：48 （33分）
敦賀IC ～ 鳴 門IC（徳島県） 3：34 （33分）
小浜IC ～ 金沢西IC（石川県） 1：56 （33分）
小浜IC ～ 名古屋IC（愛知県） 1：52 （33分）
小浜IC ～ 京都南IC（京都府） 1：50 （23分）

全線開通による移動時間短縮
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開通済
2023.3.19
開通 2026年春予定
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福井県池田町～岐阜県揖斐川町間が最大約70分短縮
中京圏とのアクセスが大幅に向上！

[約2時間35分→約1時間26分]

2023年秋
予定

417

福井県大野市～中京圏(一宮JCT)が約27分短縮！
[約2時間10分→約1時間43分]
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福井県は幸福度日本一！
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「幸福度ランキング」で福井県が５回連続日本一！

仕事分野 １位

教育分野 １位 etc.

☆子どもの学力が日本トップクラス！

・2022年度全国学力テストで全科目3位以内（小６・中３対象）

☆子どもの体力が日本トップクラス！

・2022年度全国体力テストで男女ともに1位または2位（小５・中２対象）

・2024年3月31日、「ふくい桜マラソン」を開催！

※日本総合研究所発表
※過去5回の調査(2014,2016,2018,2020,2022年)で全て1位を獲得

『幸せな人がそこにいて、幸せな観光がそこにある』

「福井県」と言えば「幸せ」。「幸せ」と言えば「福井県」

福井県で幸せに生き生きと暮らす人々と触れ合うことで、

福井県の「幸せ」を実感してください



・1947年の行幸の際に昭和天皇が召し上がられ、後々まで懐かしがられたという「越前そば」

・大吟醸酒用の新しいオリジナル酒米「さかほまれ」を開発し、ますます注目を集める「地酒」

・福井県のトップブランドで『冬の味覚の王者』と称される「越前がに」、福井県が日本最北端
ｐ養殖地の「若狭ふぐ」、最上級の『極』ブランドが続々登場しているブランド魚

・『日本の郷土料理百選』に選ばれ、酒の肴や健康食として人気の「へしこ」

・「ソースカツ丼」や「焼鳥」「ボルガライス」など地域に根付く福井のご当地Ｂ級グルメ

問い合わせ：福井県 ブランド課 0776-20-0762

ふくいの食

6



・かつて横山大観に支持され、近年ではインテリア用品としても注目を集める「越前和紙」

・約1500年の歴史を有し、業務用漆器のシェアが日本一を誇る「越前漆器」

・約700年の歴史を有し、包丁は海外の一流料理人からも絶賛されている「越前打刃物」

・釘を使わない“ほぞ接ぎ”や漆器塗り、飾り金具で品質を高く評価されている「越前箪笥」

・日本六古窯に数えられ、近年では海外進出やBEAMSとのコラボで注目を集める「越前焼」

・“宝石塗”と称されるほどの美しさで、古くは公家や武家、商家に重宝された「若狭塗」

・天然石ならではの光沢と繊細な加工技術が特徴の「若狭めのう細工」

問い合わせ：福井県 産業技術課 0776-20-0370

ふくいの伝統的工芸品
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福井県立恐竜博物館

・「恐竜王国福井」の象徴ともいえる施設で、日本一の恐竜化石発掘量と研究実績を誇ります

・44体もの恐竜全身骨格を常設展示し、都道府県立の自然史系博物館では来館者数日本一！

・2023年夏にリニューアル予定！

☆小さな卵型ドームと新たな『シンボルモニュメント』 ｐ
ｐ☆実物大の恐竜が演出される『巨大スクリーン』（高さ約9m×長さ約48m)
ｐ☆冬にも化石発掘などが体験できる『化石研究体験室(仮称)』

問い合わせ：福井県立恐竜博物館 0779-88-0001

世界三大恐竜博物館
2023夏リニューアル !!

リニューアル工事のため2023年夏まで臨時休館となります(野外恐竜博物館含む)
※GW期間中、恐竜博物館外では初となる企画展を福井県産業会館で開催！
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【企画展】
THE 恐竜 in 福井

～恐竜博物館を飛び出した恐竜たち～

期 間：2023年4月21日(金)～5月14日(日)
概 要：恐竜の繁栄や恐竜研究など６つのゾーン
ｐｐｐｐにテーマ別に約150体の標本を展示
場 所：福井県産業会館１号館

（福井市下六条町103番地）
駐車場：有
時 間：9:00～17:00（入館は16:30まで）
料 金：[休日] 一般1,500円 / 小中高1,000円

[平日] 一般1,000円 / 小中高 700円
※未就学児無料
※要事前予約（3月1日(水)発売開始）

シンボルモニュメント（イメージ）



福井といえば恐竜！

●恐竜ホテル
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恐竜コンセプトの宿泊室(恐竜ルーム)やロビーなどの共有スペースをもった、ユニークなホテル

が続々登場！恐竜デザインのアメニティやお出迎え恐竜など、恐竜をたっぷり堪能できます！

[恐竜ホテル]

ホテルハーヴェストスキージャム勝山

ホテルフジタ福井 グランディア芳泉

リバージュアケボノ 勝山ニューホテル

ニューサンピア敦賀 ルポの森

ホテル京福 ホテルアーバンポート

●恐竜モチーフ

・恐竜バス（福井駅⇔博物館）

福井駅から恐竜バスで恐竜博物館へGO！
Pp※恐竜博物館のリニューアル準備中は運休

・きょうりゅう電車（福井駅→勝山駅）

車内には恐竜の仕掛けがたくさん！
pp※恐竜博物館のリニューアル準備中は運休

・恐竜ベンチ

駅や各施設で恐竜博士と写真が撮れます！

・恐竜発掘プリン

食べながら化石を発掘している気分が味わえます！

たくさんの恐竜に出会える!!

ホテルハーヴェストスキージャム勝山

グランディア芳泉

(ふくいドットコム内特設ページ)

(ふくいドットコム内
特設ページ)

(製造事業者HP)



一乗谷朝倉氏遺跡 / 福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館

・戦国時代に朝倉氏が５代103年間にわたり治めた城下町跡で、町並みがほぼ完全な姿で発掘

・全国でも６箇所しかない国の三重指定（特別名勝、特別史跡、重要文化財）の一つです

・昨年１０月、『福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館』がオープン！

☆約170万点もの豊富な出土品から朝倉氏の歴史と城下町一乗谷を学ぶことができます
ｐ☆朝倉当主の館の一部を原寸再現。建物内や庭の見学を通し、当時の生活を体感できます ｐ
ｐ☆博物館周辺は川湊があったとされ、発掘調査で見つかった石畳遺構をそのまま展示しています

・通年発行の御城印のほか、戦国武将印や期間限定の御城印など、様々な企画を実施しています

問い合わせ：(一社)朝倉氏遺跡保存協会 0776-41-2330
福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館 0776-41-7700

≪遺跡・復原町並（→）≫
所在地：福井市城戸ノ内町
駐車場：有
時 間：9:00～17:00(入場16:30まで)
休場日：年末年始
料 金：復原町並 330円

(小中学生・70歳以上100円)
(20名以上で団体割引あり)
※復原町並以外は無料

2022年10月
博物館開館 !!

≪博物館（←）≫
所在地：福井市安波賀中島町８―１０

(復原町並から約2キロ)
駐車場：有
時 間：9:00～17:00(入場16:30まで)
休館日：毎週月曜日、年末年始
料 金： 一般700円、高校生400円、

小中学生200円、70歳以上350円
(20名以上で団体割引あり)

※特別展の観覧料は別
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和傘スカイ(春～秋)
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TSURUGA POLT SQUARE「otta」

・新幹線開業に向け敦賀駅西地区で整備を進めていた再開発エリアが供用を開始！

・ホテルや飲食・物販テナント、子育て支援施設、知育・啓発施設などが並びます

【ワンランク上の宿泊拠点】

海外からの長期滞在客、国内外のＶＩＰへも対応できる「ホテルグランビナリオＴＳＵＲＵＧＡ」（全131室）

【本を通じて世界がひろがる「知」の拠点】

全国的に珍しい公設書店で３万冊を超える書棚空間を持つ「TSURUGA BOOKS & COMMONS ちえなみき」

【賑わいを生み出す「食」を発信】

地元敦賀の海産物や海外グルメなどバラエティーに富んだ小型飲食店舗や名産・お土産などの物販店舗

【市民の憩いと交流の「公園・広場」】

各種イベントの開催など市民の憩いや交流の場となる「公園・広場」

泊

食

憩

知

2022年9月オープン !!



レインボーライン山頂公園

問い合わせ：㈱レインボーライン 0770-45-2678

所在地：若狭町気山18-2-2
駐車場：有(普通車500円/大型バス 2,000円)

時 間：9:00～17:00(季節･天候にて変動)
休園日：年中無休
料 金：大人1,000円(団体15名以上900円)

小学生500円(団体500円）
(リフト・ケーブル往復含む)

三方五湖有料道路
通行可能時間：8:00～18:00(時期により変動)
通行料：無料化されました！(2022.10～)

・三方五湖の圧倒的なパノラマビューを体験できる展望台

・「三方五湖に浮かぶ天空のテラス」をコンセプトとし、絶景の足湯やカウンターテラスなど

天候を気にせずじっくり絶景を楽しめます

・クールジャパンアワード2019を受賞！「恋人の聖地」としても認定されています

・また、春と秋には約110種600株のバラが咲き誇ります(5下～6中頃、10下～11下頃)

・昨年４月、展望レストランとお土産店がリニューアルオープンしました！

2022年4月リニューアル !!
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BRIDAL LAND WAKASA

・昨年４月、世界的なブライダルファッションデザイナー桂由美氏の名作ドレスを集めた
ｐ日本初のブライダルファッションミュージアム「 YUMI KATSURA MUSEUM」が
ｐ「 BRIDAL LAND WAKASA」としてオープン！

・ウエディングドレスをメイドインジャパンで製造している工場は日本でここだけ！

・各年代の代表的なウエディングドレスをはじめ、著名人が結婚式で着用した衣装や越前和紙

で作られた世界に一つしかないドレスなど様々な作品を展示するほか、貸しドレスで自撮り

ができるスタジオもあり、アニバーサリーフォトなどの思い出作りに最適です

・敷地内の工場では、桂由美氏のドレスづくりの現場を間近で見学できます！
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日本初のﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙﾌｧｯｼｮﾝ･ﾐｭー ｼﾞｱﾑ!!

所在地：若狭町北前川16-16-1
駐車場：有
時 間：10:00～18:00（12月～2月は17:00まで）
料 金：一般1,000円 / 小学生500円 (２階のみ有料/団体料金あり）

[撮影料金]ドレス1着：12,100円…スタジオで撮影
[撮影料金]ドレス1着：18,700円…馬車(ﾓﾆｭﾒﾝﾄ)と撮影
[工場見学]一般1,000円 / 小学生500円（平日のみ/要予約）

休館日：毎週火曜日（祝日の場合は翌日）・年末年始

問い合わせ：BRIDAL LAND WAKASA 0770-45-3070



福井県年縞博物館

・三方五湖の一つ「水月湖」の湖底には７万年以上の歳月をかけて積み重なった

「年縞(ねんこう)」と呼ばれる地層の縞模様があります

・世界的にも非常に貴重なもので、考古学や地質学における「世界標準のものさし」として、

年代測定の精度を飛躍的に向上させました

・年縞に特化した世界で唯一の博物館で、他の博物館の模範となる顕著な成果を上げたとして

2021年に「第2回日本博物館協会賞」を受賞！さらに、昨年9月には世界で顕著な活動を

行う博物館などが集まる世界会議に日本代表として参加！

・45mもの実物の年縞展示のほか、シアター・大型ディスプレイによる解説もあります

・若狭三方縄文博物館（文化学習）、三方青年の家（宿泊等）も隣接

問い合わせ：福井県年縞博物館 0770-45-0456

所在地：若狭町鳥浜122-12-1
駐車場：有
時 間：9:00～17:00(入館は16：30まで)
料 金：一般500円/小中高生200円(20名以上団体２割引)
休館日：毎週火曜日・年末年始
その他：館内にカフェあり

日本博物館協会賞受賞 !!
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年縞博物館の後は海(若狭湾)と湖(三方五湖)を楽しめる
若狭湾サイクリングルートでのサイクリングもオススメ



人道の港 敦賀ムゼウム

・明治～昭和初期にかけてヨーロッパへの玄関口として栄えた国際港・敦賀は、孤児・難民救出

を行った「人道の港」としての歴史も有しています

①1920年代 混乱するシベリアに取り残されていたポーランド孤児が上陸

②1940年代 ナチスの迫害から杉原千畝「命のビザ」で逃れてきたユダヤ人難民が上陸

・館内でこれらの史実を紹介しており“平和学習”“人権教育”について学ぶ貴重な教育素材と

して最適です！

問い合わせ：(一社)敦賀観光協会 0770-22-8167

所在地：敦賀市金ヶ崎町23-1
駐車場：有
時 間：9時～17時（時期により変動あり）
休館日：水曜（祝日の場合は翌日）、年末年始
料 金：一般500円(団体20名以上400円)

小学生以下300円(〃240円)

※国際都市・敦賀を象徴する1905年建設の「敦賀赤
レンガ倉庫」（国の登録有形文化財）もおすすめ！

教育旅行にも最適！
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紫ゆかりの館（紫式部関連）

問い合わせ：紫ゆかりの館(紫式部と国府資料館) 0778-43-5013

・源氏物語の作者である紫式部が生涯でただ一度だけ都を離れて暮らした地、越前市

・一年余りをこの地で過ごしたことを記念してつくられた紫式部公園は、池や寝殿造りの釣殿なｐ
ｐど、紫式部が生きた平安時代の趣を今に伝えています

・昨年4月、この公園に隣接する無料休憩所を改修した観光施設「紫ゆかりの館」がオープン

・紫式部が越前での暮らしを原動力に源氏物語を著すまでを絵巻物風に紹介するアニメーションｐ
ｐ映像をはじめ、体験プログラムやグラフィックなどを用いて越前との繋がりを紹介しています

・2024年大河ドラマ(光る君へ)の主人公が紫式部に決定され、今後注目間違いなし！

所在地：越前市東千福町21-12
駐車場：有
時 間：9:00～17:00
休館日：月曜日(祝日の場合は翌日)

年末年始
料 金：無料

2022年4月オープン！
2024年大河ドラマは紫式部！

≪紫式部公園≫
所在地：越前市

東千福町369
駐車場：有
料 金：無料
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紫式部を含む平安時代の偉人5人がキャラクターに！
今後、これらのキャラクターを活用してPRを行います



越前和紙

・1500年の歴史を有し明智軍記にも「光秀が信長に仕える際に献上した」と登場する越前和紙

・日本初の全国通用紙幣「太政官札」に使用され、現在の紙幣の「すかし」にも越前和紙職人が
ｐ開発した技術が使われるなど、日本のお札のルーツです！

・2021年NHK大河ドラマの主人公で、2024年に新紙幣が発行されるなど注目を集めている
ｐ渋沢栄一は、太政官札による国の財政安定化策のもと、産業振興を推進しました

・越前和紙の里では、職人技の見学や紙漉き体験ができます

・近くの岡太神社･大瀧神社は日本で唯一「紙の神様」を祀り、「日本一複雑な屋根」として人
ｐ気急上昇中！

問い合わせ：(一社)越前市観光協会 0778-23-8900

名 称：越前和紙の里/岡太神社･大瀧神社
所在地：越前市新在家町8-44/大滝町13-1
駐車場：有
料 金：見学200円(団体割引有),体験500円～/無料
注 意：[神社]12月上旬～3月中旬は雪囲いが施されます

渋沢栄一で注目のお札のルーツ !!

17



道の駅が続々オープン！

蓮如の里あわら【あわら市】

みくに
さかい

禅の里

九頭竜

越前
西山公園

一乗谷あさくら水の駅

河野

三方五湖

若狭熊川宿

名田庄

シーサイド高浜

うみんぴあ大飯

農産物の直売所や土産
物販売所、飲食施設の
ほか、観光情報発信や
まちあるきツアー案内
所、レンタサイクルな
どの整備を予定

2023.4.22予定

若狭美浜はまびより
【美浜町】

屋根付きイベント広場を備
えた施設で、へしこ料理を
提供するカフェや地酒が味
わえるバーのほか、農林水
産加工物直売所や子育て交
流施設などを整備予定

2023.6.2予定

勝山市荒土町松ヶ崎1-17
TEL:0779-89-2234
時間:
ショップ/9:00～17:00
レストラン/11:00～15:00
定休日：第２・３火曜日

恐竜渓谷かつやま【勝山市】
ラプトルバーガー、恐竜グッズが人気

南えちぜん 山海里【南越前町】
SA隣接のエンターテインメント施設

越前おおの 荒島の郷【大野市】
地元グルメ、カヌー・クライミング体験

大野市蕨生137-21-1
TEL:.0779-64-4500
時間:9:00～18:00 (12/31.1/1休)

パークイン丹生ヶ丘【越前町】
2022年4月リニューアル！

越前町上川去45-1-7
TEL:. 0778-34-2850
時間:10:00～17:00（食事処は11:00～15:00）

定休日:毎週火曜日（祝日の場合は営業）

越前たけふ【越前市】

北陸新幹線「越前たけ
ふ駅」に隣接。
丹南地域の海産物や伝
統工芸品を扱う物産販
売所、観光案内所のほ
か、座敷席を備えた飲
食施設などを整備予定

2023.3.18予定

18

南越前町牧谷39-2-2
TEL:0778-47-3690
時間:9:00～20:00（無休）

(フードコーナーは店舗毎に異なる)

若狭おばま
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その他 施設オープン情報

≪ESHIKOTO（えしこと）≫ （2022年6月）

・永平寺町にオープンした、老舗蔵元「黒龍酒造」が展

開する新ブランド発信拠点

・日本酒が楽しめるフレンチレストランや、限定ブラン

ドの日本酒などを販売するショップが並ぶ

・今後、宿泊拠点なども順次設けられる予定

≪SABAE MEGANE HOUSE≫ （2022年4月）

・世界三大眼鏡産地・鯖江市にオープンした、めがねを

コンセプトにした古民家一棟貸しの民泊宿

・「MADE IN SABAE めがねかけ放題」のほか、内部に

は越前和紙や漆器などの装飾が施され、地元の伝統工芸

も堪能できる（14名まで宿泊可）

≪SEE SEA PARK≫ （2022年7月）

・おおい町うみんぴあエリアに誕生した複合商業施設

・地元特産の自然薯料理店をはじめ、魚料理や珈琲焙煎

所などの飲食店のほか、スケートボードやSUPなどの

ショップが並ぶ

・自由に遊べる屋外の芝生広場では、様々なイベントを

開催している



イルミネーション情報

・北陸新幹線福井・敦賀開業に向け、夜間の街の賑わいを創出するため、県内各地でイルミネ
おーションやプロジェクションマッピングを実施中

・福井県内に宿泊し、福井の夜を彩る光と映像の世界をご堪能ください！

問い合わせ：福井県観光誘客課 0776-20-0291

丸岡城にまつわる伝説を
モチーフとしたプロジェク
ションマッピング

坂井市丸岡町霞町1−59
駐車場：有
時 間：原則毎日

お天守前公園
18:00～22:00
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸｼｮﾝﾏｯﾋﾟﾝｸﾞ
20:00～(15分)
21:00～(15分)

丸岡城【坂井市】
かわいいアニメーション、
心落ち着くBGMや波の音
など港町ならではの演出

敦賀市金ケ崎町44
駐車場：有
時 間：

金土日祝日
日没後～21:00
※12月は毎日
※詳細はHPで要確認

金ヶ崎緑地【敦賀市】

ハピリン/福井市中央公園【福井市】 ゆりの里公園【坂井市】

20

プロジェクションマッ
ピングとフィールドイ
ルミネーションを組み
合わせた光の演出

南越前町牧谷39-2-2
駐車場：有
時 間：

金土日
日没後～21:00
※ﾌｨｰﾙﾄﾞｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝは

ｐｐ冬季限定(時期未定)

道の駅「南えちぜん山海里」【南越前町】

各季節をイメージしたプログラムを放映。ハピリンで
は、21時までは人の動きに反応するインタラクティ
ブな映像が、それ以降は癒しの映像が流れる

福井市中央1-2-1
/福井市大手3-11
駐車場：無
時 間：原則毎日
ハピリン：日没後～

22:00
中央公園：日没後～

21:00

イルミネーションとプロ
ジェクションマッピングを
組み合わせた光の演出。遊
具等にもイルミネーション
が施され、夜間でも公園内
を楽しめる

坂井市春江町石塚21-2-3
駐車場：有
時 間：火曜以外

日没後～21:30

※開催時期等の詳細については事前にお確かめください



ふくい酒蔵ある記

・福井には、清らかな水と豊かな大地が育んだ美味しい米から作られる銘酒が数多くあります

・飛行機のファーストクラスに採用されるなど、全国的に知名度の高い酒蔵も多数

・ガイドブック「ふくい酒蔵ある記」片手にこれらの酒蔵を巡り、試飲したり、銘酒ラベルや

スタンプを集めたりと、福井の地酒をご堪能ください

問い合わせ：福井市おもてなし観光推進課 0776-20-5346

集めたスタンプの数に応
じて、酒好きが喜ぶ景品
を抽選でプレゼント！

21



ふくい城巡りプロジェクト

22

・多くの歴史ドラマが繰り広げられた福井の『お城』を発信するプロジェクトが始動！

・ホームページでは、福井県内の「城」を写真や動画で分かりやすく解説したり、地元の方ｐ
ｐ（保存会等）の活動や思いなどを紹介しています

・福井県観光連盟では、北陸新幹線の福井県内各駅を発着とするお城巡りバスツアーのモデル
ｐコースをご提案しています

問い合わせ：ふくい城巡りプロジェクト実行委員会 0776-50-2931
[モデルコース](公社)福井県観光連盟 0776-23-3677

(ﾓﾃﾞﾙｺｰｽ)



越前・若狭のお城めぐり

・福井県内のお城と戦国スポットを楽しんでいただくため、「丸岡城」「越前大野城」

「一乗谷城」 「金ヶ崎城」 「佐柿国吉城」の５名城が連携し、御城印巡りを実施しています

・全ての御城印をコンプリートした方には特別御城印をプレゼント！（数量限定）

問い合わせ：(一社)大野市観光協会 0779-65-5521 23



①東尋坊周辺 ②福井駅周辺 ③永平寺周辺

④恐竜博物館周辺 ⑤西山公園周辺 ⑥ﾚｲﾝﾎﾞｰﾗｲﾝ周辺

インスタ映えスポット

24

≪新たなインスタ映えスポットが続々誕生！≫

・福井県観光連盟では2024年春の

北陸新幹線開業に向けて新たに

インスタ映えスポットづくりに

取り組む団体等を支援しています

・昨年度は１７のスポットが誕生！

今年度は“まちなか”に新たに

８つのスポットが誕生しました！

≪インスタ映え観光周遊モデルのご紹介≫

・「ふくいインスタlove」メンバーが、インスタフォトコンテストの投稿写真等の中から、ｂ
ｂ福井県の6つの観光地とその周辺のインスタ映えするスポットをご紹介しています

「ふくいインスタlove」
福井県内で活躍するインスタグラマー

ｐ等を中心に2021年6月に結成

１

３２

５
４

６



福井の映えソフトクリーム！

②べり果『自家製ソフトクリーム』

自家製いちごを使用し、味も見た目も抜群！

③吉田食堂『ロングソフトクリーム』

テレビで紹介されたインパクト大の10段ソフトクリーム！

⑤道の駅若狭おばま『いちじくソフト』

小浜特産のいちじくをトッピング！

所在地 ：若狭町気山18-2-2

営業時間：9:30～16:30(季節･天候にて変動)

所在地 ：勝山市荒土町新保21−1

営業時間：10:00～16:00（変動あり・火曜定休）

所在地 ：越前市若竹町11-24

営業時間：11:00～15:00（日曜定休）

所在地 ：勝山市荒土町松ヶ崎1-17

営業時間：10:00～16:00（変動あり）

味もビジュアルも間違いなし！

①

②

③

④

①レインボーライン『幸せを呼ぶレインボーブルーソフト』

鮮やかなブルーのソフトは、三方五湖と一緒に撮影するのがおすすめ！

⑤

所在地 ：小浜市和久里24-45-2

営業時間：9:00～18:00 （変動あり）

④道の駅恐竜渓谷かつやま『水ようかんソフトクリーム』

福井の冬の風物詩がソフトクリームに！

⑥acoya『大吟醸ソフトクリーム』

黒龍酒蔵の酒粕を使用！
所在地 ：永平寺町下浄法寺12-17（ESHIKOTO内）

営業時間：11:30～17:00 （土日祝は8:00～）

⑥



ガイドによる観光案内

・単なる見学ではなく、もっと深く知りたい、学びたい方へ。観光ボランティアガイドが本物

の価値をお客様にお伝えします

・文化サークルや特定テーマのツアーに最適です！

1

26
問い合わせ：福井県観光ボランティアガイド連絡協議会((公社)福井県観光連盟内) 0776-23-3677

23

4

5
6

7

8

9

10

11

12

13

14

1516



その他のトピックス

≪かつやま恐竜の森にホテル開業へ≫
ｐ・2025年4月、勝山市のかつやま恐竜の森に星野リゾート系列のホテルが開業予定ｐp ｐｐｐ
ｐｐ180席のレストランやアスレチック施設、ピクニック広場なども整備予定

≪福井駅西口に高層ホテル開業へ≫
ｐ・202４年春、福井駅西口に「コートヤード・バイ・マリオット福井」が北陸初進出
ｐ・27階建て「ホテル・オフィス棟」の高層階部分がホテル（252室予定）
ppp低層階部分には商業施設及びカンファレンスホールを整備予定

≪JR芦原温泉駅に新たなランドマーク誕生へ≫
ｐ・3月19日、JR芦原温泉駅西口に賑わい交流拠点「アフレア」が開業予定 ｐｐ
ｐ・1階に屋内ホールや屋根付き広場、観光案内所、物販店舗、
ｐｐ2階には嶺北一円の観光地の魅力を発信する「魅力体感施設」が整備される予定

≪三方五湖観光の目玉誕生へ≫
ｐ・４月12日、太陽光発電など再生可能エネルギーで運行する電池推進遊覧船
おおが観光遊覧船として三方五湖に就航予定
ｐ・航行時のCO2の排出量がゼロの観光遊覧船は日本初
ｐｐ約9kmのコースを1日5便(定員27名/船)で運航予定

≪発酵食品とジェラートのコラボ商品を開発≫
ｐ・福井県観光連盟は昨年、福井駅周辺に何百年と続く老舗の発酵食品とジェラートｐ
ｐｐを組み合わせた商品開発を支援し、10種類の「発酵ジェラート」が誕生した (ふくいドットコム内特設ページ)

≪福井県アンテナショップが移転リニューアル≫
ｐ・2月24日、福井県アンテナショップ「ふくい食の國291」が銀座に移転リニューアル
ｐ・県産品販売や観光移住情報コーナー、イートインスペースなどを整備
ｐ・「ふくい南青山291」はカフェ等を備え3月27日にリニューアルオープン予定

≪『一番最後だけど一番新しい、新時代のフルマラソン大会』を開催≫
ｐ・福井県は、2024年3月31日に「ふくい桜マラソン」を開催予定
ｐ・恐竜をイメージしたコースでの桜や新幹線との競走、デジタル技術を活用した
ｐｐコースのバーチャル体験・名所ＰＲなど『とんがった』新たな取組みを通じ、
ｐｐマラソンをフックとしたスポーツツーリズム促進を目指す 27



季節の花

28

4月

桜（県内各地）

5月 6月

芝桜

花桃

ツツジ

金崎宮の桜
(4月上旬)

弁天桜(4月上旬～中旬)

花桃公園

シバザクラの里

西山公園のツツジ

足羽川桜並木(4月上旬)
【日本さくら名所１００選】

丸岡城の櫻(4月上旬～中旬)
【日本さくら名所１００選】



住所
(TEL)

料金 バス駐車場 お勧めポイント

足羽川桜並木
福井市つくも周辺
(0776-20-5346)

無料
○

(桜祭り期間)

・日本桜の名所100選
・日本一の長さを誇る2.2kmの桜のトンネル
を歩くことができる

丸岡城の桜
坂井市丸岡町霞町1-59
(0776-66-0303)

大人450円
小中学生150円

団体30名以上2割引
※桜鑑賞は無料

○
・日本さくら名所100選＆日本名城100選
・丸岡城は国の重要文化財で、現存する日
本最古の建築様式を持つ平山城

金崎宮の桜
敦賀市金ヶ崎町1-4
(0770-22-8167)

無料 ○

・1000本の桜

・金崎宮の「花換まつり(4/1～4/15)」は男女
が桜の小枝を交換するロマンティックなイベ
ントがあり「恋の宮」と呼ばれている

弁天桜
勝山本町立川
(0779-88-8117)

無料 ○
・1.5kmの桜並木を歩くことができる

・鯉のぼりと桜を一緒に楽しめる日本でも珍
しいスポット

花桃公園
大野市西勝原
(0779-66-1111)

無料 ×

・約150本の花桃

・花桃とＪＲ電車が合わさった風景はカメラマ
ンに人気

西山公園のツツジ
鯖江市桜町3-7-20
(0778-53-2239)

無料
○

(2時間以内
まで無料)

・日本海側最大の5万株のつつじ
・日本の歴史公園100選

・芝生広場、大型遊具、無料の西山動物園
、日本庭園などがある

シバザクラの里
大野市乾側地区

小川地区
(0779-66-1111)

無料 ×
・20haの範囲で水田を囲うように芝桜が広が
る景色は圧巻

29



7月 8月 9月

アジサイ
向日葵

ユリ

6月

蓮

足羽山のあじさい

北潟湖畔の花菖蒲

小浜市のひまわり畑

30

バラ

ゆりの里公園(バラ/ユリ)

花はす公園

レインボーライン山頂公園のバラ園

花菖蒲
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住所
(TEL)

料金 バス駐車場 お勧めポイント

ゆりの里公園
坂井市春江町石塚21-2-3

(0776-58-0100)
無料 ○

・5月からはバラ、6月からは15万本ゆりが咲く
・敷地内には農産物直売所やレストランが併設
・6月にはイベントを開催

足羽山のあじさい
福井市足羽山
(0776-20-5346)

無料 ×
・15,000株以上ものあじさいが咲き誇り、薄紫に
山全体を彩る

北潟湖畔の花菖蒲園
あわら市北潟211
(0776-73-8029)

無料 ○
・約300種20万本の花が咲き揃う日本有数の花
菖蒲園
・6月中旬には「花菖蒲まつり」を開催

花はす公園
南越前町中小屋64-41
(0778-47-8008)

200円
（はすまつり期間）

○
・花はす生産日本一
・130種の花はすが咲き誇る
・6月下旬～8月にかけて「はすまつり」を開催

小浜市のひまわり畑
小浜市宮川地区
(0770-57-2020)

無料 ×
・120万本のひまわりを約1か月間もの間楽しむ
ことができる

レインボーライン
山頂公園のバラ園

若狭町海山
(0770-45-2678)

大人1,000円
小学生500円

○
・110種600株のバラと五色の湖のコントラストを
楽しむことができる
・2022年4月、レストランと売店がリニューアル



コスモス

菊

紅葉（県内各地）

9月

バラ

10月 11月 12月

九頭竜湖の紅葉
(10月下旬～11月上旬)

宮ノ下コスモス広苑

万葉菊花園

萬徳寺の紅葉(11月中旬～12月上旬)
【日本の紅葉百選】

紅葉(11月下旬～12月上旬)
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レインボーライン山頂公園のバラ園



住所
(TEL)

料金 バス駐車場 お勧めポイント

宮ノ下コスモス広苑
福井市江上町37-7
(0776-59-1150)

無料 ○
・約1億本のコスモスが咲き誇り日本最大級
・10月上旬には「コスモス祭り」を開催

萬徳寺の紅葉
小浜市金屋74-23
(0770-56-2308)

400円 ○
・日本の紅葉百選
・紅葉が国指定名勝の庭園を彩る
・国の重要文化財の秘仏も見どころ

九頭竜湖の紅葉
大野市箱ケ瀬
(0779-66-1111)

無料 ○
・「夢のかけはし」がシンボルの大きな人工湖

・周囲の山全てが綺麗に色づくため、ドライブし
ながら紅葉を楽しむことができる

万葉菊花園
越前市余川町22-96-1
(0778-27-7800)

無料 ○
・6千鉢の菊を栽培

・隣接の和風庭園では、ボタンやミズバショウな
ど40種類以上の植物を鑑賞することもできる

レインボーライン
山頂公園のバラ園

若狭町海山
(0770-45-2678)

大人1,000円
小学生500円

○
・110種600株のバラと五色の湖、雄大な紅葉を
同時に楽しむことができる
・2022年4月、レストランと売店がリニューアル
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1月 2月 3月

水仙

梅

12月

若狭の梅林

越前水仙の里公園

越前岬水仙ランド

越前海岸の水仙



住所
(TEL)

料金 バス駐車場 お勧めポイント

越前海岸の水仙
越前海岸一帯
(0778-37-1234)

無料 ×
・日本最大の野生水仙の群生地

・越前海岸一帯をを白く彩り、甘く清楚な香りを
楽しむことができる

越前水仙の里公園
福井市居倉町43-25
(0776-89-2381)

高校生以上310円
団体20名以上260円

○
・日本で初めて水仙の通年開花に成功
・観光客が自分で刈り取ることのできる水仙切
花園や日本海を望める食事・休憩所がある

越前岬水仙ランド
越前町血ヶ平27-21-2
(0778-37-2501)

無料 ○
・一年中水仙の姿と香りを楽しめ、満開時には
1500万本が咲き誇る
・水仙と日本海を臨む展望台がある

若狭の梅林
若狭町成出
(0770-45-0113)

無料 ×
・日本海側最大の梅産地
・7万本の白い梅の花が三方五湖周辺を彩る
・「梅の里会館」では3月に「梅祭り」を開催
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≪学び旅（教育旅行）≫

地域の繋がりが豊かで、子育て・住環境が優れ
子どもの学力・体力が日本トップクラスを誇る
など、日本一幸せな県と称される福井県。

問い合わせ：(公社)福井県観光連盟 0776-23-3677

ガイドブックのご案内

≪福井MICE施設ガイド（コンベンション）≫

日本の里山、古き良き趣のある福井県で、ゆっ
たり気分で実りのある会議を開催しませんか？
都市型のMICEから温泉滞在型のMICEまで、
多種多様なMICEが実現できます！
福井県観光連盟が、会場選びから施設
の早期確保・交渉に至るまで、全力で
サポートいたします

学校のニーズにお応えし、子どもたち
の豊かな人間性と健やかな身体育成に
寄与することができる多様な学習体験
プログラムをご用意しています！
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助成制度のご案内① 一般観光ツアー関係

持続可能な「稼ぐ観光バスツアー」支援事業（バス助成）NEW!!
［助成内容］バス１台あたり25,000円×県内宿泊数

※12～2月はバス1台あたり30,000円×県内宿泊数

※1社あたり10台運行分または20泊分の先に到達する方を上限(250,000円～600,000円)

［主な条件］・貸切バスを利用して県内を観光する10人以上の旅行商品(2024年3月15日までに出発)

・県内の宿泊施設に1泊以上し、県内観光地を2箇所×県内宿泊数以上訪問

・県内の食事または土産物施設を1箇所×県内宿泊数以上訪問(1,500円/人・箇所以上消費)

旅行商品開発サポート事業（視察助成）
［助成内容］県内視察に要する費用の２分の１（1,000円未満切捨て、１人あたり25,000円上限）

１回あたり２人まで、１社あたり年間100,000円上限

［主な条件］・旅行会社の担当者が行う本県の観光素材を積極的に活用した商品の造成または

新規性のあるコースや素材の調査を目的とする視察(2024年3月15日までに出発)

・県内の宿泊施設に１泊以上し、県内観光地または施設等を３箇所以上視察

・県内視察先および県内観光素材等の魅力向上に向けた提案を行う

外国人観光客誘致拡大事業（インバウンド）
［助成内容］バス１台あたり25,000円×県内宿泊数

［主な条件］・貸切バスを利用し2024年3月17日までに出発する訪日外国人対象の11人以上の団体ツアー

・県内の宿泊施設に1泊以上し、県内観光地または施設を2箇所以上訪問

【問合せ先】(公社)福井県観光連盟誘客推進事業部
ｐｐｐｐｐ TEL：0776-23-3677 Mail：info@fukuioyado.com 37



助成制度のご案内② 教育旅行関係

教育旅行視察助成事業
［助成内容］1人あたり15,000円～25,000円（視察に要する費用に応じて助成。1回あたり3人上限）

［主な条件］・旅行会社、学校関係者が本県への新たな教育旅行のルートを検討・造成するために行う視察

・県内の宿泊施設に1泊以上し、「学び旅」掲載の観光素材を1つ以上旅程に含める

・福井県への往復の交通機関は公共交通機関を利用（社用車は対象外）

旅行会社研修助成事業
［助成内容］1人あたり1泊10,000円（1人あたり20,000円上限）

［主な条件］・各旅行会社ごとに実施する北陸・福井への研修旅行

・県内の宿泊施設に1泊以上し、県内の施設見学または体験を３つ以上実施

・研修参加人数のうち3分の1以上は首都圏から参加

修学旅行における体験学習料助成事業
＜学校に対する助成＞

［助成内容］生徒1人につき1泊あたり1,000円上限

［主な条件］学校行事として行う修学旅行で、県内の宿泊施設に1泊以上し、「学び旅」掲載の体験を実施

＜旅行会社に対する助成＞NEW!!

［助成内容］上記「修学旅行における体験学習料助成」で学校に対して行う助成の半額

［主な条件］上記「修学旅行における体験学習料助成」の条件と同一

【問合せ先】(公社)福井県観光連盟観光ネットワーク推進事業部

TEL：0776-23-3677 Mail：info@fukuioyado.com 38



助成制度のご案内③ コンベンション関係

コンベンション視察受入助成事業
［助成内容］1人あたり最大50,000円（1回あたり2人まで、1団体につき100,000円上限）

［主な条件］コンベンション主催団体が、本県でのコンベンション開催を検討、選定するために行う視察

コンベンション開催助成金事業
［助成内容］国内コンベンション：最大 9,000,000円

国際コンベンション：最大12,000,000円

［受付期間］①令和5年度開催分 特別な事情があると認められる場合、開催月の3か月前の1日まで申請可能

②令和6年度開催分 原則 令和5年4月～9月

特別な事情があると認められる場合、開催月の3か月前の1日まで申請可能

【問合せ先】(公社)福井県観光連盟コンベンション推進事業部

TEL：0776-23-0181 Mail：fukui22@fukuioyado.com
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～ 福井の最新情報を発信中～

(日本語) (繁体字)

ご清聴
ありがとうございました
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