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福井県北陸新幹線各駅のご紹介

あわら市・福井市
・越前市・敦賀市

1

①中部縦貫自動車道 令和８年春に全線開通！
②冠山峠道路 令和５年内に開通！

永平寺町・勝山市・
大野市・池田町

2

坂井市・勝山
市

3

福井市

4

越前市・鯖江
市・越前町・小
浜市

5

越前市

7

北陸新幹線福井・敦賀開業にあわせて新しくなるぞ！
東尋坊・福井県立恐竜博物館（かつやま恐竜の森再整備）
一乗谷朝倉氏遺跡博物館 2022年10月オープン！

新規

福井の伝
統工芸

新規

7つの伝統的工芸品が集まる福井県
（越前和紙、越前打刃物、越前箪笥、越前漆器、越前焼、若狭塗、若狭めのう細工）

伝統工芸産地のテーマ別まち歩きで日本を学ぶ
（越前和紙・越前打刃物・越前箪笥）

6

魅力拡大

手びねりで世界に一つだけのぐい呑みを作ろう！
越前焼のマイぐい呑みづくりと丹生酒造の地酒セット

越前町

8

魅力拡大

越前漆器の多彩な魅力を体験しよう！
うるしの里会館での絵付け体験とうるしの里まち歩き

鯖江市

9

魅力拡大

御食国若狭小浜での若狭塗、若狭めのう細工体験

小浜市

10

新規

”フルーツ王国あわら”
くだもの狩り体験（ぶどう・梨）

あわら市

11

新規

若狭美浜HAMABERRY～いちごの郷みはま～
（2022年1月オープン！）

美浜町

12

幕末の志士たちも訪れた、日本遺産構成文化財のある料亭で楽しむお食事
料亭 丹巌堂

福井市

13

新規

伝統芸能「勝山左義長」を体験できる勝山郷土料理ランチプラン

勝山市

14

新規

古き良きまちなみを眺めながら…
重伝建・今庄、北前船主通り・河野での昼食

南越前町

15

新規

海・湖・山・里の食材を使用した、御食国若狭おばまの昼食

小浜市

16

新規

名物ぼたん鍋！山里の四季に合わせた料理をいただけます
「料理旅館 新佐」でのお食事

おおい町

17

新規

「へしこ刺身」の試食ができる、へしこ小屋見学体験！

美浜町

18

あわら市・福井市・
勝山市・敦賀市

19

若狭町

20

美浜町・若狭
町

21

美浜町

22

魅力拡大

食

魅力拡大

恐竜ホテル
～恐竜ルームで過ごす特別な時間～

継続

ウエディングドレスミュージアム
BRIDAL LAND WAKASA

継続

三方五湖レインボーライン山頂公園
展望レストランとSHOPがリニューアルオープン！

施設

新規

美浜町エネルギー環境教育体験館「きいぱす」
科学館の枠を超え、エネルギー環境教育に特化した、日本で唯一の体験型の学び舎です！

区分 ： 新規（2022年度下半期新提案）／魅力拡大（継続提案で内容充実）／ 継続（過年度から継続提案）
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継続

世界に1つだけの雪のお家
イグルー作り

池田町

23

新規

①電動キックボードに乗り、奇跡の湖”三方五湖”の不思議に迫るガイドツアー
②湖上から、奇跡の湖の魅力に迫るカヤックツアー

若狭町

24

継続

”薬草の宝庫”青葉山ハーバルビレッジ
オリジナル健康ブレンド薬膳茶づくり体験

高浜町

25

新規

”日本海最北の宝”若狭パールアクセサリー手作り体験

おおい町

26

大安禅寺 組み合わせ自由な禅体験

福井市

27

新規

明城ファーム「ナイトいちご狩り」
~日没後、幻想的な灯りの中いちご狩りを楽しめます~

越前市

28

新規

あわら温泉・ゆりの里公園近くのナイトコンテンツ
Strawberry Night

坂井市

29

新規

丸岡城プロジェクションマッピングナイト「ヒカリ結び」

坂井市

30

継続

あわらまち歩きを楽しもう！
ランチ・スイーツめぐりクーポン、袴着付け体験

あわら市

31

魅力拡大

あわらまち歩きを楽しもう！
浴衣deまちあるき・福井の地酒ちょい呑みプラン

あわら市

32

魅力拡大

大野まち歩きを楽しもう！
クーポン、まちなか昼食場所

大野市

33

魅力拡大

”ZEN”と日本文化をテーマにしたインバウンド向けコンテンツ
大本山永平寺での坐禅体験と柏樹関宿泊、宝慶寺拝観など

永平寺町・大
野市

34

新規

”ZEN”と日本文化をテーマにしたインバウンド向けコンテンツ
大本山永平寺御用達「米五」みそ蔵見学、みそだま作り体験

福井市

35

新規

”ZEN”と日本文化をテーマにしたインバウンド向けコンテンツ
あわら温泉茶道体験と芦原芸妓お座敷遊び体験

あわら市

36

新規

欧亜国際連絡列車開通110周年！
敦賀の鉄道歴史スポット

敦賀市

37

新規

福井の三大○○

県内全域

38

県内全域

39

県内全域

40

体験

魅力拡大

その他

インバウンド
コンテンツ

テーマ別

新規

福井の日本遺産

魅力拡大

福井の食（下期：10月～3月）

県内全域

41

魅力拡大

福井の食文化

県内全域

42

付録

福井県公式観光サイト「ふくいドットコム」内の旅行会社様向け情報
コンベンション・助成金情報・観光素材集・教育旅行など

43
県内全域
44

福井県観光素材集 ー北陸新幹線福井・敦賀開業に向けてー
トピックス

2024年春
新幹線がやってくる

福井県北陸新幹線各駅のご紹介

＜福井県内に4駅＞
①芦原温泉駅（あわら市）

①

福井県内
新幹線駅 ②福井駅（福井市）

③越前たけふ駅（越前市）

②

③ 越前たけふ駅

新駅
④敦賀駅（敦賀市）
④

①芦原温泉駅

②福井駅

・養浩館 車で5分
・一乗谷朝倉氏遺跡 車で20分
・永平寺 車で25分
・福井県立恐竜博物館 車で40分
・越前大野城 車で40分

・あわら温泉街 車で10分
・東尋坊 車で20分
・丸岡城 車で20分
主要観光 ・金津創作の森 車で10分
地間との所
要時間 ③越前たけふ駅

④敦賀駅

・越前和紙の里（岡太・大瀧神社）車で10分
・タケフナイフビレッジ 車で10分
・うるしの里会館 車で20分
・今庄宿 車で20分
1

・氣比神宮 車で5分
・人道の港敦賀ムゼウム 車で10分
・レインボーライン山頂公園 車で35分
・熊川宿 車で40分

福井県観光素材集 ー隣接県との交通網整備ー
トピックス

①中部縦貫自動車道 令和８年春に全線開通！
中京から福井がますます近くに！
②冠山峠道路 令和５年内に開通！

関東圏

中部縦貫
自動車道
中京圏（美濃・名古屋）

令和８年春開通！

・大野油坂道路 大野IC～和泉IC（仮称）が令和4年度に、そして同じく大野油坂道路 和泉IC（仮
称）～油坂出入口区間が令和８年春に開通する見通し。
・福井県と岐阜県の県境を越えた北陸道～東海北陸道が令和８年春に全線開通します！

冠山峠道
路

令和５年中開通！

・国道４１７号 冠山峠道路が、令和５年中に開通する見通し。
・福井県池田町－中京圏まで約４０分短縮！中京圏との距離がますます近くなります！
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福井県観光素材集 ー北陸新幹線福井・敦賀開業に向けてー

トピックス

東尋坊

北陸新幹線福井・敦賀開業にあわせて新しくなるぞ！
・東尋坊
・福井県立恐竜博物館（かつやま恐竜の森再整備）
【現段階での計画、実施検討案】

2024年春
新幹線がやってくる

〇大型バスやタクシーの乗降場を交通ステーションとして一体的に整備
（点在している私設、市営の駐車場を1ヶ所にまとめ、道路の拡幅や付け替えを実施）
〇地形や地質を紹介する施設の建設
（東尋坊の成り立ちを解説するなど各種機能を備える）
○新規出店を促す新たな商店街の整備
（空き店舗改修や既存店の景観統一などを促進
北側に抜ける歩行空間をつくり、新しい商店街を整備）
○芝生広場の整備と地元団体による賑わい創出
（東尋坊まちづくり株式会社によるトージンボーマルシェなどのアクティビティを実施）
〇近隣エリアの三国港、三国湊エリアとも連携し空き家を活用した宿泊施設や
伝統ある北陸3大祭りの１つ「三国祭」の保存活用を進めていく。

【福井県立恐竜博物館】
○北陸新幹線福井・敦賀開業前の令和5年夏ごろのリニューアルオープンを予定
○象徴となる小タマゴ内部には恐竜モニュメントを配置し、来館者がドキドキ・ワクワクできる空間に
○大規模な骨格展示等による特別展の開催を可能にする高さ約10ｍの特別展示室を整備。大型3面映像
により、実物大で大迫力の恐竜世界を提供。

福井県立恐
竜博物館
・
かつやま恐竜
【かつやま恐竜の森再整備】
の森再整備

○福井県立恐竜博物館がある勝山市の長尾山総合公園「かつやま恐竜の森」にて公園の再整備が予定され
ています。（2025年4月オープン予定）
○㈱勝山ホテルマネジメント（星野リゾート全額出資子会社）が代表企業となり、新たに宿泊、飲食物販、遊
戯施設を整備。公園全体を知的好奇心を刺激する恐竜リゾートとして整備する予定です。
○以下の事業を予定しています。
・100室程度、約400人規模のホテル
・約180席のレストラン、物販店舗など
・アスレチック等森の中での遊戯施設、ピクニック場等
（※2021年12月時点現在 変更の可能性あり）
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ホテルロビー（イメージ）※勝山市HPより

福井県観光素材集 ー一乗谷朝倉氏遺跡博物館ー
トピックス

一乗谷朝倉氏遺跡博物館 2022年10月オープン！
○名称
福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館（福井市安波賀中島町、現在の資料館の西隣）
○常設展観覧料（団体料金）
一般：700円（団体560円）
高校生：400円（団体320円）
小中学生：200円（団体160円）
70歳以上：350円（団体280円）
未就学児：無料
※20人以上で団体料金を適用
※特別展観覧料はその都度設定
※年間パスポートも発行予定

概要

工事が進む博物館（2022年3月現在）
「巨大ジオラマ」…城下の町並を1/30スケールで再現！

「朝倉館」…戦国大名の居館の一部を原寸再現！

２階

目玉展示

※画像はいずれもイメージです

１階

「ガイダンスゾーン」…朝倉氏の歴史や遺跡の見どころを紹介！

「石敷遺構展示」…H29年に発掘された遺構をそのまま露出展示！
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福井県観光素材集
素 材 名

ポイント

ー福井の伝統工芸ー
越前市・鯖江市・越前町・小浜市

7つの伝統的工芸品が集まる福井県

個人・団体

新規

福井県は7つの伝統的工芸品が集まる、全国屈指のものづくりの集積地です。技術を継承しながら、時代に合わせたもの
づくりを続ける工房が数多くあり、見学が可能な工房もあります。詳細はお問い合わせください。

●福井県には、経済産業大臣指定の伝統的工芸品として、越前和紙、越前打刃物、越前箪笥、越
前漆器、越前焼、若狭塗、若狭めのう細工の7品目があります。
●特に丹南地区と呼ばれるエリアには、半径10km県内に5つの伝統的工芸品が集まっており、全国的
にも大変珍しいエリアです。

○越前和紙

○越前打刃物

～美術界でも絶賛される温もりに満ちたやさしい手漉き和 ～日本古来の鍛造技術は、プロの料理人をも魅了する切れ
紙～（越前市）
味～（越前市）
【お札のふるさと】
・今立五箇地区の職人が漉いた越前和紙を使った「福井藩
札」は日本初の本格的な紙幣であり、明治初めには全国紙幣
「太政官札」、そして現在の「日本銀行券」を誕生させました。
【日本で唯一、紙の神様を祀る神社】
・1,500年の歴史を持つ越前和紙の里には、紙の神様「川上
御前」が祀られる「岡太（おかもと）神社・大瀧神社」がありま
す。
・神社建築の中で「日本一複雑な屋根」とされる美しい曲面を
持つ積層した屋根が特徴的です。

【刃物産地として全国で最初に”伝統的工芸品”に指定】
・越前打刃物の歴史は700年前に遡ります。日本古来の火作り鍛
造技術と手仕上げを主とした製品づくりが特長で、昭和54年には
刃物産地として全国で最初に伝統的工芸品に指定されました。
【世界中の料理人から愛される包丁】
・その抜群の切れ味や美しさから、一般家庭のみならず日本国内は
もちろん世界のトップシェフも愛用する越前打刃物。近年では、TVド
ラマで木村拓哉さん演じる主人公が使用する包丁に採用され、話
題になりました。

○越前箪笥

○越前漆器

商品内容
（詳 細）

～ほぞ接ぎ技術を今に伝える高質で艶やか、風格漂う越 ～漆器の使いやすさは、いつの間にか本物を選んでいたという
前箪笥～（越前市）
優越感に～（鯖江市）
【越前武生の”タンス町通り”】
・明治中期頃には数多くの箪笥職人がこの地で開業し、全国
的にも珍しい”タンス町”というまち並みが形成されました。現在
もその趣を残しており、ノスタルジックな雰囲気が漂う散策にぴっ
たりのエリアです。
【越前箪笥の技術を生かした多彩な木工製品】
・集合住宅が増え箪笥の需要が少なくなっている中、越前箪
笥の製造で培った伝統工芸技術を生かし、テレビボードやキャ
リーバッグ、小物アクセサリーなど様々な製品が開発されていま
す。
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【全国有数の業務用漆器生産地】
・落ち着いた光沢や上品な華やかさが特徴の越前漆器。ハレの日に
使用する製品から、日常的に使用する箸、汁椀など様々な器が生
産されています。現在では、国内の外食産業用、業務用の漆器の
80%以上を生産し、越前漆器の新たなスタイルを発信しています。
【現代のライフスタイルに合わせた様々な製品】
・伝統的なものから日々の暮らしでオシャレに使いこなせるものまで、
毎日使える暮らしを豊かにするアイテムが揃っています。食器洗浄機
や乾燥機が使用できるアイテムも開発されています。

福井県観光素材集 ー福井の伝統工芸ー
○越前焼

○若狭塗

～素朴でやさしく手に馴染む、毎日使っていきたい焼物
～（越前町）
【日本六古窯のひとつ”越前焼”】
・瀬戸焼、常滑焼、備前焼、信楽焼、丹波焼と並んで日本六
古窯の一つに数えられる越前焼。H29年には日本六古窯とし
て日本遺産認定を受けています。
【北陸最大・日本海側最大の窯業地】
・室町時代後期には、日本海側最大の窯業地となった越前
焼。越前陶芸村の建設によって多くの陶芸家が全国から集ま
るようになり、伝統を生かした種々の新しい作陶が試みられてい
ます。

商品内容
（詳 細）

～空間を華やかに、雰囲気を賑やかにする、宝石のような塗り
物～（小浜市）
【職人の個性が光る一貫生産】
・卵の殻や貝殻などで模様をつくり、そこに漆を塗り重ねて研ぐ技法
が特長。特に若狭塗箸は国内で生産されている塗箸の多くを占め
ています。全工程をひとりの職人が一貫して行うため、職人の個性が
強くあらわれることも若狭塗の魅力です。

○若狭めのう細工
～貴石めのうの輝きと繊細な職人の細工は、世界に誇る最高
級品～（小浜市）
【日本における貴石細工のルーツ】
・石英の原石を焼くことで発色する、炎のように鮮やかで赤く半透明
な色が特長。古くから「七宝」のひとつとして親しまれ、天然石の光沢
は職人技で輝きを増し、繊細な細工が施された最高級品となりま
す。

●半径10km圏内に集まる、丹南エリアの伝統的工芸品（＋鯖江のメガネ）

うるしの里会館
鯖江IC

めがねミュージアム

越前陶芸村
越前和紙の里

岡太・大瀧神社

武生IC

タンス町通り

越前打刃物振興施設 刃物の里

タケフナイフビレッジ

【伝統的工芸品全般・商品化のご相談】
（公社）福井県観光連盟（観光ネットワーク推進事業部） 0776-23-3677
連絡先

【それぞれの伝統的工芸品や関連観光施設詳細について】
・越前和紙/越前打刃物/越前箪笥 … （一社）越前市観光協会 0778-23-8900
・越前漆器 … 越前漆器協同組合 0778-65-2727
・越前焼 … （一社）越前町観光連盟 0778-37-1234
・若狭塗/若狭めのう細工 … （一社）若狭おばま観光協会 0770-52-3845
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福井県観光素材集 -福井の伝統工芸素 材 名

越前市

伝統工芸産地のテーマ別まち歩きで日本を学ぶ
（越前和紙・越前打刃物・越前箪笥）

団体・個人

ポイント

工房見学とまち歩きがセットになったガイドツアーです。越前市の3つの伝統的工
芸品（越前和紙・越前打刃物・越前箪笥）の各コースがあります。

実施期間

・見学日やテーマにより見学箇所が変わります。
・見学可能時間帯は概ね10：00～16：00頃です。

料金（税込）

手 数 料

新規

①越前和紙コース（テーマごとに料金が変わります）
A)SDG's【伝統工芸から学ぶSDG's】…3,500円/人
B)紙幣【紙幣の歴史はここから始まった！？】 …3,500円/人
C)アート【レンブラントやピカソも愛用した和紙画材とは?】…5,000円/人
D)茶道【日本の精神性を支える茶道と和紙の深い関係を学ぶ】…5,000円/人
②越前打刃物コース
3,500円/人（まちなか～工房への移動に要する料金は含まれません）
⓷越前箪笥コース
3,500円/人

①～③有（10%）
①越前和紙まち歩き行程…全行程徒歩になります
・紙祖神 岡太（おかもと）神社/大瀧神社（40分）
現在も製紙所が数多く操業する『五箇(ごか)』と呼ばれるエリアには日本で唯一の紙の神様『川上御前』が祀られる
『紙祖神 岡太神社・大瀧神社』（重要文化財指定）があります。和紙の歴史をボランティアガイドがご案内します。
・卯立の工芸館・紙の文化博物館（40～60分）
伝統工芸士による和紙の材料・製造工程・紙漉き作業の見学と、和紙の歴史や文化に関する展示の見学を行います。
・テーマに合わせて製紙工場を1箇所見学（40～60分）
製紙所にて職人と交流し、モノづくりへの想いを聞きます。

商品内容
（詳 細）

②越前打刃物まち歩き行程…途中移動に要する料金は含まれません
・越前市旧市街地（府中城下町まち歩き）（30～60分）
戦火から逃れた越前市旧市街地は、府中城下町の雰囲気が残るレトロなまちなみです。戦後までまちなかにあった越前
打刃物の職人町のゆかりの場所をボランティアガイドの案内で巡ります。
＜途中移動（まちなか～工房）時間（車で15分）＞
・テーマに合わせて打刃物工房を1箇所見学（30～60分）
打刃物工房を見学し、歴史を学びモノづくりへの想いを聞きます。
⓷越前箪笥まち歩き行程…全行程徒歩となります
・越前市旧市街地（府中城下町まち歩き）（30～60分）
戦火から逃れた越前市旧市街地は、府中城下町の雰囲気が残るレトロなまちなみです。江戸時代から現在に至るまで
まちなかに残る越前タンスの産地をボランティアガイドの案内で巡ります。
・テーマに合わせてタンス工房を1箇所見学（30～60分）
タンス工房で、歴史や古いからくりタンスなどを職人の解説で見学し、モノづくりへの想いを聞きます。

所要時間

①3時間 ②2時間 ③1時間30分

実施場所

①越前市今立五箇地区、②・③越前市内

ア ク セ ス

①武生ICから車で10分、②・③武生ICから車で15分

バス受け入れ可能な駐車場

有

予約締め切り

個人（8名以下）：見学日の7日前まで／団体（9名以上）：見学日の1ヵ月前まで

最少催行人数

4名

インバウンド

不可

精算方法
その他（注意事項等）

問い合わせ先

定 員
クーポン

8名（班分割等の対応により9名以上対応可能）

請求書払い

現金（現地払い）

各工房は観光事業者ではありません。作業の合間に厚意で観光受入れに協力いただいていますので、申込＝予約OKではあり
ません。リクエストベースになりますので、ご了承ください。

（一社）越前市観光協会 TEL：0778-23-8900
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福井県観光素材集
素 材 名

ポイント
実施期間
料金（税込）
手 数 料

ー福井の伝統工芸ー
越前町

手びねりで世界に一つだけのぐい呑みを作ろう！
越前焼のマイぐい呑みづくりと丹生酒造の地酒セット

団体・個人

越前町らしい、飾り気のない素のままの魅力を感じられる、地域の人
たちで提供する”ならでは”の体験をお楽しみください

魅力拡大

マイぐい呑みづくり

通年
4,600円
有（10％）
日本六古窯の一つ「越前焼」の産地である越前町では、『越前ロコ旅』という越前町の地域の人たちで魅力的な体
験を提供する体験プログラムを展開しています。
○越前焼のマイぐい呑みづくりと丹生酒造の地酒セット
・越前焼の粘土を使って、手ひねりまたは玉つくりの手法で2つのぐい呑み作りを楽しめます。7色の釉薬から好きな色
を選んで焼上げれば、世界にひとつだけのマイぐい呑みが完成！
・約40日後にできあがった作品は、越前町にある酒蔵『丹生酒造』の地酒とともにお届けします。
※商品発送代は別途要

商品内容
（詳 細）

＜その他にもこんな体験をご用意しています（個人向け商品）＞
○越前焼のマイ丼ぶりづくりと越前町のお米セット
・電動ろくろを使った本格的な越前焼体験。ろくろを回してオリジナルの丼ぶりを作陶します。後日完成した作品と一緒
に越前町産のお米が届きます。
・所要時間30分/定員5名【同時体験人数は2名】/4,600円
○越前焼のマイそば鉢づくりと越前町のおそばセット
・電動ろくろを使って本格的な越前焼のそば鉢を作ります。後日、完成した作品と一緒に越前町の老舗おそば屋さん
「だいこん舎」のそばセットが届きます。※商品発送代は別途要
マイそば鉢づくり
・所要時間30分/定員5名【同時体験人数は2名】/5,500円
上記以外にも、体験プログラムを数多く用意しています。
以下のホームページからご確認ください。
https://www.town-echizen.jp/locotabi/
＜トピックス：劔神社＞
上記体験ができる福井県陶芸館から車で6分程のところに、越前二の宮『劔神社』があります。
この神社の住所が「越前町織田」であることからも分かるように、戦国武将織田信長の祖先の故郷であり、織田信
長はこの劔神社を氏神と崇めて、格別の信仰をもって神領を寄進するなど、神社を保護していました。
すぐ隣には、劔神社や織田信長、越前焼に関する展示がなされる『織田文化歴史館』もあります。併せての見学も
おすすめです！
劔神社

所要時間

約1時間30分

実施場所

福井県陶芸館（越前町小曽原120-61）

ア ク セ ス

JR鯖江駅から車で20分

バス受け入れ可能な駐車場
予約締め切り

3日前まで

最少催行人数

1名

インバウンド
精算方法

有
定 員

参加可能（外国語での対応は不可）
クーポン

請求書払い

その他（注意事項等）

問い合わせ先

30名

（一社）越前町観光連盟 0778-37-1234
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現金（現地払い）

福井県観光素材集
素 材 名

ポイント

実施期間

料金（税込）
手 数 料

ー福井の伝統工芸ー
鯖江市

越前漆器の多彩な魅力を体験しよう！
うるしの里会館での絵付け体験とうるしの里まち歩き

団体・個人

魅力拡大

鯖江市河和田地区には、1,500年以上の歴史を持つ越前漆器の
絵付け体験やお買い物、昼食が楽しめる「うるしの里会館」がありま
す。他にもまち歩きで楽しめるスポットがたくさんあります。
・うるしの里会館
通年（営業時間：9:00～17:00）
※定休日：毎月第4火曜日（第4火曜日が祝祭日の場合はその翌
日）、年末年始（12/29～1/3）

絵付け体験

・絵付け体験1,650円など
・団体用昼食メニュー1,200円～（喫茶椀椀）
無
山うに料理（イメージ）
○うるしの里会館
・越前漆器職人の指導、サポートを受けながら、お椀、写真立てなどの中から素材を選び、自分オリジナルの絵を描きオリジナル
漆器作りを体験できます。（絵が苦手な方向けに、絵型を豊富に用意しています）
・建物内では越前漆器の製造工程や歴史、越前漆器の技術を施した山車などが見学でき、1,000種類以上の漆器製品を
産地ならでは特別価格で販売する「ミュージアムショップ」も併設しています。
・併設する食事処「喫茶椀椀」では、地元の伝統薬味「山うに」料理を越前漆器の器で楽しむことができます。
＜うるしの里まちあるき＞
○TOURISTORE（鯖江市河和田町19-8）…うるしの里会館から徒歩5分
・ショップ（SAVA!STORE）、漆器工房（錦古里漆器店）、観光案内所、デザイン事務所、レンタサイクルが入り、福井のも
のづくりとデザインの‘いま’を体感できます。（https://touristore.jp/）

商品内容
（詳 細）

○漆琳堂（鯖江市西袋町701）…うるしの里会館から徒歩1分
・業務用漆器だけでなく、普段の暮らしにも取り入れやすい自社ブランド「RIN&CO.」や「aisomo cosomo」などを展開してい
ます。また、隣接した工房で、代々受け継がれる塗師の手仕事を「工房見学」ができます。（1時間5,500円・定員10名、事
前にメール等で3週間前までにご予約ください。）（https://shitsurindo.com/）
○土直漆器（鯖江市西袋町214）…うるしの里会館から徒歩5分
・木製の漆塗お椀だけでなく、タンブラーやカードケースなど現代の生活に寄り添った漆製品を次々に開発しています。現代のニー
ズに応えながら自由な発想で常に新しいことに取り組み続けています。（http://www.tsuchinao.com/）

漆琳堂

所要時間

1時間程度

実施場所

うるしの里会館（鯖江市西袋町37-6-1）

ア ク セ ス

鯖江ICから車で約10分／JR鯖江駅からつつじバスで約25分

バス受け入れ可能な駐車場

土直漆器

有

予約締め切り

10名以下の予約は2日前、10名以上の予約は10日以上前（昼食：5名以上は2日前まで）

最少催行人数

2名

インバウンド
精算方法

定 員

体験：80名、昼食：50名

参加可能（外国語での対応は不可）
クーポン

請求書払い

現金（現地払い）

その他（注意事項等）

問い合わせ先

うるしの里会館（体験）0778-65-2727 ／ 喫茶椀椀（昼食） 0778-65-3456
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福井県観光素材集
素 材 名

ポイント

ー福井の伝統工芸ー

御食国若狭小浜での若狭塗、若狭めのう細工体験

小浜市
団体・個人

魅力拡大

上質の工芸品を「作る」「触れる」喜びを体験できます。
日常の普段使いから、心を込めたプレゼントにもおすすめです。
通年
・営業時間

実施期間

料金（税込）

手 数 料

3/1～10/31 9:00～18:00
11/1～2月末 9:00～17:00
・休館日 水曜日（祝日の場合は開館します）
年末年始(12/28～1/5)

箸研ぎ体験

①箸研ぎ体験 1,000円
②めのうみがき体験（ペンダントまたはキーホルダー作り）900円
③めのう薄板の模様付け（ペンダントまたはキーホルダー作り）900円
若狭めのう細工体験

無

●御食国若狭おばま食文化館「若狭工房」
・箸研ぎ体験
アワビ貝等が埋め込まれている若狭塗のお箸を研ぎだして完成させます。仕上げをしてお渡しします。
・めのうみがき体験（ペンダントまたはキーホルダー作り）
2種類のサンドペーパーを使って磨いていきます。ペンダントまたはキーホルダーを付けてお渡しします。
・めのう薄板の模様付け（ペンダントまたはキーホルダー作り）
板にお好きな絵を書き入れカッターナイフで切り取って作ります。ペンダントまたはキーホルダーを付けてお渡しします。

商品内容
（詳 細）

＜御食国若狭おばま食文化館＞
1階には小浜の風土や食を通じて日本食を多角的に紹介するミュージアム、2階にはご紹介している「若狭工房」があ
ります。若狭おばまから日本の食文化を知ることができます。（16ページで紹介している昼食場所「濱の四季」が隣接
しています）
ミュージアム（1階）

所要時間

それぞれ約40分（団体の場合、体験に要する時間が長くなる可能性がございます）

実施場所

御食国若狭おばま食文化館（小浜市川崎3-4）

ア ク セ ス

舞鶴若狭自動車道小浜ICから車で約10分
JR小浜駅から車で約5分

バス受け入れ可能な駐車場
予約締め切り

10名様以上要予約

最少催行人数

1名

インバウンド
精算方法

若狭工房（2階）

有

定 員

最大75名

参加可能（外国語での対応は不可）
クーポン

請求書払い

その他（注意事項等）

問い合わせ先

御食国若狭おばま食文化館内 若狭工房 0770-53-1034
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現金（現地払い）

福井県観光素材集
素 材 名

ポイント

実施期間

料金（税込）

手 数 料

ー食ー
あわら市

”フルーツ王国あわら”
くだもの狩り体験（ぶどう・梨）

団体・個人

新規

①温泉地近くの観光ぶどう園&スイーツカフェ
②手ぶらでOK！樹で完熟した甘い梨をお楽しみください！
①あわら温泉フルーツパークOKAYU（ぶどう狩り）
7月中旬～10月中旬の土日祝／9:00～16:00
②梨園よねくら（梨狩り）
8月下旬～9月30日／9:00～17:00
①あわら温泉フルーツパークOKAYU（ぶどう狩り）
採った分を量り売り（1g 2円～）
②梨園よねくら（梨狩り）
中学生以上1,000円
小学生以上600円
3歳以上400円
※食べ放題の料金
※食べきれない場合は別途料金で持ち帰り可
①無（プレゼントを付けます ※要相談）
②有（15％）
①あわらフルーツパークOKAYU（ぶどう狩り）
・園内ではシャインマスカットやサニールージュ、ブラックビートなど、20種類以上のぶどうを栽培しています。
・ぶどう狩りだけでなく、採れたてのフルーツを使ったスイーツも楽しめます！
②梨園よねくら（梨狩り）
・幸水、豊水、ゴールド20世紀、南水などさまざまな品種を栽培しています。
・係員より美味しい梨の見分け方や採り方、果物類を美味しく食べる豆知識をご紹介します。
・敷物、くだものナイフ、収穫かごなどは園で準備しますので、手ぶらでOK！屋根付き休憩所もあり、お気軽に体験いただけま
す。

商品内容
（詳 細）

＜フルーツ王国あわら＞
あわら市には、通称「フルーツライン」と呼ばれる道路があるように、ぶどうやいちご、梨、柿などフルーツの栽培が盛んです。
詳細はあわら市観光協会HP（https://awara.info/）をご覧ください。

所要時間

①なし（量り売り料金） ②食べ放題

実施場所

①あわら温泉フルーツパークOKAYU（あわら山十楽58-27）
②梨園よねくら（あわら市波松68-98）

ア ク セ ス

①金津ICから車で約7分、JR芦原温泉駅から車で約8分
②金津ICから車で約15分、JR芦原温泉駅から車で約15分

バス受け入れ可能な駐車場

①有

②有（6台）

予約締め切り

①ぶどうの量の関係もあるので、早めの予約をおすすめします

最少催行人数

①要相談 ②1名

定 員

インバウンド

①簡単な英語なら対応可

精算方法

クーポン

②10日前

①40名（20名ずつローテーション） ②200名

②対応可
請求書払い

現金（現地払い）

そ の 他
上記以外のくだもの狩りスポットも、福井県観光連盟HP内にて紹介しています。
（注意事項等） https://www.fuku-e.com/experience/index_1_2__2_______.html?id=13021
問い合わせ先

①あわら温泉フルーツパークOKAYU 090-8098-8042
②梨園よねくら 0776-79-1874（期間外 0776-77-2589）
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福井県観光素材集 -食素 材 名

美浜町

若狭美浜HAMABERRY～いちごの郷みはま～
(2022年1月オープン！）

団体・個人

ポイント

約4,000㎡の大規模農園ですので、最大約200名ほどの受け入れが可能
です。イベント等でご活用ください。

実施期間

12月～翌6月（天候等により前後する場合がございます。）

料金（税込）

手 数 料

新規

○６０分食べ放題
・大人（中学生以上）3,000円
・小人（小学生）1,500円
・シニア（65歳以上）1,300円
・幼児（満3歳以上）700円
・3歳未満 無料
※上記は12月～翌3月末までのハイシーズン時の値段です。4月以降値
段を順次下げさせていただきます。
※なお、団体向けに60分のほか30分など、時期に合わせた特別料金のご
用意がございます。
有（応相談）
地域の風土に適した爽やかで品のある香りの『かおり野』、どなたにでも好まれる甘みと酸味のバランスのとれた『紅ほっぺ』、甘味・
酸味・風味が四つ星級においしい『よつぼし』など、多品種を揃えています。
店頭にていちごのパック販売も行っております。
※9:00から販売をしております。数に限りがありますのでご注意ください。
※詳しくは当園のホームページ（https://hamaberry.com/）やInstagramをご覧ください。
【体験時間】
①9:45～11:00 ②10:45～12:00 ③13:30～14:45 ④14:30～15:45
※大幅に遅れた場合は次の回のご案内となる可能性がございます。
※大きな荷物はお車に置いていただくか、受付にてお預かりいたします。

商品内容
（詳 細）

【利用のご案内】
①HPにて予約
②入口にて検温・消毒
③受付時にご精算いたします。
④その日の温室へご案内し、説明後いちご狩り開始です。
【注意事項】
・検温、マスク着用、手洗い・アルコール消毒の上来園者用紙の記入をお願いいたします。
・温室内に受粉のためクロマルハナバチを放っております。むやみに刺激しないようご注意ください。
・コロナ対策やいちごの生育状況によっては、予約成立後にキャンセルになる場合もございますので予めご了承ください。

所要時間

1時間15分（移動・説明15分/いちご狩り60分）※変更となる可能性がございます

実施場所

若狭美浜HAMABERRY～いちごの郷みはま～（美浜町郷市14-11）

ア ク セ ス

JR美浜駅から徒歩約5分
舞鶴若狭自動車道 若狭美浜ICから約10分

バス受け入れ可能な駐車場

有

予約締め切り

個人：1日前の16時まで ／ 団体：1ヶ月前

最少催行人数

団体20名（体験時間、料金要相談）

インバウンド
精算方法
その他（注意事項等）

問い合わせ先

定 員

200名

可能
クーポン

請求書払い

現金（現地払い）

・生育状況により食べられるいちごに限りがございます。
・料金や体験時間は変更する可能性がございます。事前にお問い合わせください。
株式会社みはまアグリチーム 0770-47-6099
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福井県観光素材集
素 材 名

ー食ー

幕末の志士たちも訪れた、日本遺産構成文化財のある料亭で
楽しむお食事

福井市
団体・個人

料亭 丹巌洞
ポイント

NHK「ブラタモリ」でも紹介された歴史ある国登録有形文化財の料
亭。一面苔むした庭園のご案内も可能です。

実施期間

通年・不定休
（食事会場数が限られ、結婚式なども入るため、事前に予約の可否
確認をお願いします）

料金（税込）

昼・夜とも 6,655円（税・席料・サービス料込）の食事が基本となり
ます。
※その他8,000円、1万円（税別）などご予算に応じて対応可能で
す。

手 数 料

魅力拡大

有（10%）
●お食事
庭園を望みながらいただく会席料理は格別。一品一品手の込んだ、素材の味を生かす味付けの料理を最高の空間
で味わうことができます。
※食事会場は4部屋（36畳、20畳、6畳、ならびに離れ8畳）、禁煙です。
※食事の前後に、お庭の見学も可能です。（ご案内も可能です）
●歴史的建造物・史跡
福井藩の医師・山本瑞庵が笏谷石の産地の山の麓に建てた庵が始まり。NHK「ブラタモリ」では笏谷石の採石場とし
て興味深く紹介されました。1846年に建てられた土蔵造り２階建ての草庵は、藩主・松平春嶽、橋本左内などの
密会所として使われ、定かではありませんが、坂本龍馬がここを訪れた可能性もあります。坂本龍馬と由利公正の会
見記をはじめ、丹巌洞に寄せての歌など多数保存されており、歴史好きのお客様にもぴったりです。

商品内容
（詳 細）

＜日本遺産 400年の歴史の扉を開ける旅～石から読み解く中世・近世のまちづくり 越前・福井～＞
・「料亭 丹巌洞」は、福井県に5つある日本遺産の1つ、「400年の歴史の扉を開ける旅～石から読み解く中世・近
世のまちづくり 越前・福井～」の構成文化財の一つです。
・テーマと日本遺産構成文化財（一例）
①石づくりの戦国城下町と中世宗教都市…一乗谷朝倉氏遺跡（福井市）/白山平泉寺（勝山市）
②近世城下町のまちづくりと石…福井城址（福井市）/丹巌洞（福井市）/大安禅寺（福井市）
③石に現れた日本人の美と信仰…養浩館庭園（福井市）/ 九頭竜川・足羽川（福井市・勝山市）
所要時間

90～120分程度（食事60～90分+見学30分）

実施場所

丹巌洞 料亭 庭園

ア ク セ ス

・JR福井駅から車で10分
・コミュニティバスで19分（明里町下車徒歩3分）

バス受け入れ可能な駐車場
予約締め切り

完全予約制で3日前締め切り

最少催行人数

―

インバウンド
精算方法

有（料亭正面）

定 員

35名程度

簡単な会話での対応可（英語）
クーポン

請求書払い

現金（現地払い）

そ の 他
（注意事項等）

日本遺産（石がたり）については、 https://nihonisan-ishigatari.jp/ をご参照ください。

問い合わせ先

丹巌洞 0776-36-2668
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福井県観光素材集 -食素 材 名

勝山市

伝統芸能「勝山左義長」を体験できる勝山郷土料理
ランチプラン

団体・個人

ポイント

築120年以上の有形文化財「旧料亭花月楼」にて郷土料理の昼食
をお召し上がりの後、300年以上の歴史を持つ伝統芸能「勝山左義
長」を体験できます。

実施期間

通年
（毎週水曜日および年末年始は定休日のため除く。火曜日は予約
のみ対応）

料金（税込）

手 数 料

新規

2階傘天井の間

釜炊きボッカケ御膳

5,500円／大人おひとり
4,000円／小人おひとり
※ドリンク代別（現地での現金会計のみの対応となります。）
有（10％）
※料金に含む

・花月楼は明治30年に建てられた築120年以上の有形文化財。2階の傘天井の間は32畳の大広間で、湾曲した
天井は他では見ることのできない意匠的建築です。
・花月楼で召し上がって頂くのは、勝山の郷土食材を使った郷土料理の御膳。披露宴などの宴会でしか食べられない
「ボッカケ」や、地元の特産であるサトイモを使用した料理など、季節に合わせた料理を提供します。
※当プランでは1食2,500円「釜炊きボッカケ御膳」で設定しております。ご予算や希望に合わせて料理内容や価格
を変更できますので、お問い合わせください。

商品内容
（詳 細）

・食後に楽しめるのは福井県勝山市の郷土芸能「勝山左義長」。地元スタッフが三味線や太鼓を演奏し、まつりの雰
囲気を味わっていただきます。また、参加者も勝山左義長を体験することが可能です。赤い襦袢を着て実際に太鼓の
体験ができるのはこのツアーだけの特典です。
※着付け体験には数に限りがございますのでご了承ください。
勝山左義長の体験

＜勝山左義長とは＞
勝山左義長は300年以上の歴史を誇る奇祭で、勝山市街地の
各町内に12基の櫓（やぐら）をたて、赤い長襦袢を身にまとった
大人や子供たちが独特のおどけしぐさでお囃子に合わせて浮かれ
踊ります。2月の最終土日に開催されています。
所要時間

60～80分（ランチ30分程度、左義長体験50分程度）

実施場所

花月楼

ア ク セ ス

中部縦貫自動車道勝山ＩＣから車で約10分
えちぜん鉄道勝山駅から徒歩で約10分

バス受け入れ可能な駐車場
予約締め切り

7日前まで

最少催行人数

4名

インバウンド
精算方法
その他（注意事項等）

問い合わせ先

有（大型2台）
定 員

30名

参加可能
クーポン

請求書払い

2階への階段が急になっておりますのでお気を付けください。
勝山市観光まちづくり株式会社 0779-87-1245
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現金（現地払い）

福井県観光素材集 -食素 材 名

南越前町

古き良きまちなみを眺めながら…
重伝建・今庄、北前船主通り・河野での昼食

団体・個人

ポイント

①今庄ならではの食材を用いて作られた手作りの伝承料理を美しい漆
器でお召し上がりください。
②日本遺産「北前船寄港地・船主集落」の舞台となる日本海を眺め
ながら、地元食材を使ったフレンチをお召し上がりください。

実施期間

①土の駅しげじろう
営業時間 11:30～14:30
営業日 毎週 土・日(第4日曜とその前日の土曜は休業)
②畝来 -ウラ営業時間 11:30～14:30
定休日 毎週水曜日（臨時休業あり）

料金（税込）

手 数 料

新規

しげじろう そば懐石

①宿場御膳 1,500円（税別）
里山御膳 2,500円（税別）
そば懐石 4,000円（税別）～
②通常ランチ 1,700円～
【前菜・スープ・選べるメイン（お魚・お肉・パスタ・リゾットから一つ)
※内容は時期によって異なります
※ご予算、ご要望に応じて準備が可能です
①有（要相談）

畝来 ランチコース（一例）

②無

①土の駅しげじろう
・北國街道の宿場町として栄え、重要伝統的建造物群保存地区にも選ばれた「今庄宿」。その中に建つ、大正11年
に建てられた旧齋藤家を活用したレストランです。今庄のどこか懐かしい伝承料理を、美しいお膳と器で提供していま
す。伝統ある古民家でゆったりとした時間の流れる中、手作りの今庄料理をご堪能ください。

商品内容
（詳 細）

②畝来-ウラ・日本遺産「荒波を超えた男たちの夢が紡いだ異空間～北前船寄港地・船主集落」構成文化財である、右近家住
宅や西洋館、中村家住宅のすぐ近くに立地。身体に優しい食事とともに、室内からみえる日本海と日本庭園を五感で
感じながらお楽しみください。

所要時間

最少催行人数

①土の駅しげじろう（南越前町今庄67-17） ②畝来（南越前町河野2-16）

ア ク セ ス

①今庄ICから車で5分（重要伝統的建造物群保存地区 今庄宿内）
②南条スマートICから車で20分（日本遺産構成文化財 北前船主の館 敷地内）

①2日前まで

①有（JR今庄駅の無料駐車場利用）②有（バス専用駐車場あり）

②7日前まで
－

定 員

インバウンド

①、②参加可能（外国語での対応は不可）

精算方法

クーポン

その他（注意事項等）

問い合わせ先

右近家住宅

実施場所

バス受け入れ可能な駐車場
予約締め切り

今庄宿

－

①46名（コロナ禍では半数以下） ②26名

請求書払い

①https://shigejirou.jimdofree.com/
②https://ura-fukui.jimdo.com/
①土の駅今庄 0778-45-1272

②畝来-ウラ- 0778-48-2062
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現金（現地払い）

福井県観光素材集 -食素 材 名

小浜市

海・湖・山・里の食材を使用した、
御食国若狭おばまの昼食

団体・個人

ポイント

①御食国若狭おばま食文化館隣接！食を通して小浜らしさを感じら
れる海辺のレストラン
②道の駅若狭おばま構内に立地！若狭の里山食材と里海食材を
ゆったりとカジュアルにお楽しみください。

実施期間

①濱の四季
営業時間 11:00～14:30（ラストオーダー14:00）
定休日 毎週水曜日(祝祭日の場合は営業)
年末年始(不定休)
②和久里のごはんや おくどさん
営業時間 11:00～15:00
定休日 毎週月曜日

料金（税込）

手 数 料

商品内容
（詳 細）

新規

濱の四季 白い海鮮丼
濱の四季 赤い海鮮丼

①鯖街道御膳DX 2,300円
②おくどさんの定番定食
おばま醤油干し定食 1,000円～ （ごはん,汁物,豆皿,小鉢付き）
若狭のお刺身御前 2,400円
さば三昧定食 1,100円
若狭の白い海鮮丼 1,600円
人気もん定食 1,500円
若狭の赤い海鮮丼 1,700円
小浜もん定食 1,650円 他多数

①、②有（要相談）

おくどさん 人気もん定食

①濱の四季
・一番人気の「鯖街道御膳DX」は、鯖街道の起点・小浜ならではのサバの醤油干し、竜田揚げ、へしこに加え、小浜
のブランド鯖「小浜よっぱらいサバ」が刺身が付いて、小浜の鯖文化を一度に楽しめます。若狭エリアの中でも小浜だけ
で楽しめる醤油ベースの魚の干物が楽しめる「おばま醤油干し定食」もぜひご賞味ください。
・2021年6月より、小浜産の魚に徹底的にこだわった3つの新メニューを追加。
…「若狭お刺身御膳」 小浜のブランド魚である「小浜よっぱらいサバ」、「ふくいサーモン」、「若狭マハタ」、「八百姫ひら
め」に加え、小浜で日々水揚げされる魚介類2種の計6種類の小浜の魚を堪能できます。
…「若狭の白い海鮮丼」 小浜で水揚げされる四季折々のイカに、同じく小浜で採れたアカモクのソースをかけて食べ
る、小浜の海の恵みを堪能いただく海鮮丼です。
…「若狭の赤い海鮮丼」 若狭湾で育った「ふくいサーモン」を漬けにして、同じく小浜で育った越のルビーのソースでさっ
ぱりとお召し上がりいただく海鮮丼です。
②和久里のごはんや おくどさん
湧き水や伏流水によって育まれる、若狭の里山食材と里海食材を多くの方にゆったりとカジュアルにお楽しみ頂けるよう
に、“おくどさん”を中心に据え、お好きなお料理の組み合わせの一膳をご自身で作って頂く「プリフィクスビュッフェ」スタイル
のレストランです。地元生産者と密接に関わり、福井県食材の使用率は90％！
所要時間

－

実施場所

①濱の四季（小浜市川崎3丁目5） ②おくどさん（小浜市和久里24-25-1）

ア ク セ ス

①JR小浜駅から車で7分（御食国若狭おばま食文化館 隣接）
②小浜ICから車で1分（道の駅若狭おばま 構内）

バス受け入れ可能な駐車場
予約締め切り
最少催行人数

①、②有

①、②1週間前まで
－

定 員

インバウンド

①、②参加可能（外国語での対応は不可）

精算方法

クーポン

その他（注意事項等）

問い合わせ先

①椅子席28席、畳席20席

請求書払い

現金（現地払い）

①https://www1.city.obama.fukui.jp/obm/mermaid/hamanoshiki/
②https://www.okudosan.jp/
①濱の四季 0770-53-0141

②和久里のごはんや おくどさん 0770-64-5246
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②80席

福井県観光素材集
素 材 名

ポイント

実施期間

ー食ー
おおい町

名物ぼたん鍋！山里の四季に合わせた料理をいただけます

「料理旅館 新佐」でのお食事

団体・個人

新規

川魚を中心とした田舎料理、山菜、松茸など旬のものを使った季節
料理。名田庄ならではの豊かな恵みを本来の持ち味を生かしてお客
様にゆっくりと召し上がっていただけます。

鮎づくし料理

通年（無休）・営業時間 11:00～22:00
・春（4月～5月末）
山菜づくし料理 5,000円（税別）～
【前菜・刺身・小鍋・焼き物・酢の物・山菜の天ぷら・寿司・洋皿・炊
き込み・デザート】

料金（税込）

松茸づくし料理

・夏（6月～9月末）
鮎づくし料理 7,000円（税別）～
【前菜・小鍋・鮎塩焼き・鮎田楽・鮎お造り・ちまき寿司・酢の物・うる
か・鮎雑炊・デザート】
・秋（10月～11月中旬）
松茸づくし料理 17,000円（税別）～
【前菜・すき焼き・焼き松茸・土瓶蒸し・茶碗蒸し・松茸ごはん・デザー
ト】

ぼたん鍋

・冬（11月～3月末）
ぼたん鍋 7,000円（税別）～
【前菜・お造り・ぼたん鍋・酢の物・小鉢・デザート】
手 数 料

商品内容
（詳 細）

有（要相談）
●お食事
・春夏秋冬の四季に合わせた山里の料理を準備しています。
・新佐の名物といえば、ぼたん鍋！50年以上前からぼたん鍋を提供しています。
11月に入ると、イノシシのわな猟、銃猟が解禁され、おおい町名田庄地区の冬の名物、ぼたん鍋の季節が到来。鮮
やかな赤やピンクの肉が盛り付けられた一皿はボタンの花のように美しく、猪肉は軟らかく、脂はあっさり。みそとの相性も
抜群です。
・料理旅館新佐のほかにも、名田庄地区では料亭やホテルなどでぼたん鍋を提供しています。詳細はおおい町観光
協会（0770-77-1734）にお問い合わせください。
※宴会の席では、名田庄太鼓演舞（名田庄太鼓保存会）の披露も可能です。
予めお電話にてご予約が必要になりますので、お問い合わせください。
所要時間

60～90分程度

実施場所

料理旅館 新佐（おおい町名田庄久坂4-10-2）

ア ク セ ス

北陸自動車道小浜ICから車で20分

バス受け入れ可能な駐車場
予約締め切り

精算方法

有（2台）

ご予約日の5日前までにお電話にてお願いいたします。

最少催行人数
インバウンド

―

定 員

50名程度

参加可能（外国語対応は不可）
クーポン

請求書払い

その他（注意事項等）

問い合わせ先

名田庄太鼓演舞

料理旅館 新佐 0770-67-2028
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現金（現地払い）

福井県観光素材集 -食素 材 名

ポイント
実施期間
料金（税込）
手 数 料

美浜町

「へしこ刺身」の試食ができる、へしこ小屋見学体験！

団体・個人

新規

名コンビのガイドが「へしこができるまで」のお話やへしこ小屋をご案内。へしこ
の刺身の試食も出来ます。また、へしこを使った料理のレシピ集をプレゼント
します！

4月～3月末（作業等繁忙期は、要相談）
1,500円
有（10％）
＜福井県美浜町は「へしこ」の町>
・福井県美浜町は、2005年に「へしこの町」として商標登録され、その翌年には美浜町観光キャンペーンガールとして
ゆるキャラ「へしこちゃん」が誕生しました。
・2019年には、わかさ東商工会が「美浜のへしこ」として地域団体商標登録しています。
・へしこの歴史は長く江戸時代の中期には既にへしこづくりが始まっていたと言われ、今もなお、福井県若狭地方の名
産、美浜の特産品として、また郷土料理として親しまれています。
<ガイドはへしこ愛と地域愛あふれる「名コンビ」>
・ガイドを担当するのは平成17年に企業化した「日向(ひるが)のかあちゃん特製へしこ」女将の会代表の「加藤」氏と
ゆるキャラ「へしこちゃん」の生み親「伊達」氏のお二人。
・加藤氏は、民宿女将の4名でへしこづくりを企業化し３年で軌道にのせ、また伊達氏とは二人三脚で「へしこの町」
「美浜のへしこ」のPRを行い、マスコミにも多く取り上げられています。毎年完売する地元でも大人気のへしこです。
・お二人は平成11年からは「美浜町名物料理検討委員会」の委員として、長年仲間と共に地元の名物料理の開発
や「福井県美浜町・へしこの町」のPR活動を行い、現在も若狭美浜はあとふる体験・へしこ料理体験のインストラク
ターとしても活躍中です。

商品内容
（詳 細）

<見どころ>
・へしこ蔵見学は、お二人がそれぞれ「へしこ小屋」1号館、2号館をご案内いたします。女将の会の成り立ちやへしこづ
くりへの思い、へしこができるまでを熱くお話させていただきます。
・お二人の温かい美浜弁での気持ちのこもったガイドとおもてなし、そしてここでしか食べれない「へしこの刺身（生）」
の試食やへしこ小屋でのお買い物、またお二人とのへしこについての様々なお話を通して、楽しくおだやかなひと時をお
過ごしいただける体験となっています。

所要時間

約1時間

実施場所

へしこ小屋（美浜町日向41-19）

ア ク セ ス

北陸自動車道若狭美浜ICから車で約25分

バス受け入れ可能な駐車場
予約締め切り

5日前

最少催行人数

5名

有（日向湖岸道路沿い利用可）
定 員

インバウンド

通訳者がいれば可（外国語での対応不可）

精算方法

クーポン

その他（注意事項等）

問い合わせ先

請求書払い

見学は、屋外となるので、雨天の場合は、傘等をご持参ください。
（株）旅工房 0770-32-6666 (9:00～18：00 定休日：土日祝祭日)
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40名（へしこ小屋2ヶ所、ガイド付）
現金（現地払い）

福井県観光素材集
素 材 名

ポイント
実施期間

ー施設ー
あわら市・福井市・勝山市・敦賀市

恐竜ホテル
～恐竜ルームで過ごす特別な時間～

個人

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持っ
た、ユニークなホテルです。新しく旅館やコンセプトルームが増えました！

通年
・料金や手数料等は各ホテルにお問い合わせください

料金（税込）

手 数 料

魅力拡大

★宿泊特典ノベルティ
恐竜ルームにご宿泊のお客様には、福井

・恐竜ルームについては、福井県観光連盟HP「ふくいドットコム」内の
特設ページをご覧ください
https://www.fuku-e.com/250_dinosaur_hotel/

県立恐竜博物館に関連した、特典ノベル

ティをプレゼント！
※画像は令和3年3月時点のもの

・今後も恐竜ホテルのラインナップは増えていきます！対象ホテルにつ
いては随時HPで公開していきます！
福井に来たら、まずは恐竜！恐竜デザインのアメニティや、お出迎え
恐竜などたっぷりと恐竜を堪能していただけます。恐竜博物館の情報
発信も充実。福井の旅行はここからスタート！
＜恐竜ホテル（2022年3月現在）＞
①ホテルリバージュアケボノ（JR福井駅より徒歩10分）…全12部屋（2部屋（定員5名）/10部屋（定員3名））
②ホテルフジタ福井（JR福井駅より徒歩7分）…1部屋（定員2名）
③勝山ニューホテル（勝山ICから車で15分）…4部屋（定員4名）
新登場！

商品内容
（詳 細）

④ホテルハーヴェストスキージャム勝山（勝山ICから車で25分）…4部屋（定員5名）
※2021年12月に「恐竜ラボ（研究室）ルーム」が仲間入り！
⑤グランディア芳泉（金津ICから車で15分）…1部屋（定員5名）
※2021年11月に「さくら亭」の中に1室だけ、恐竜王国をイメージした「恐竜ルーム」が誕生！
⑥ニューサンピア敦賀（敦賀ICから車で10分）…1部屋（定員4名）
※2022年3月に嶺南初の恐竜ルームが誕生！

ホテルハーヴェストスキージャム勝山

最少催行人数

ニューサンピア敦賀

―

実施場所

ホテルリバージュアケボノ／ホテルフジタ福井／勝山ニューホテル／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／ニューサンピア敦賀

ア ク セ ス

―

バス受け入れ可能な駐車場
予約締め切り

グランディア芳泉

所要時間

各ホテルにお問い合わせください。

各ホテルにお問い合わせください。
―

インバウンド

各ホテルにお問い合わせください。

精算方法

各ホテルにお問い合わせください。

定 員

商品内容参照

その他（注意事項等）

問い合わせ先

ホテルリバージュアケボノ 0776-22-1000／ホテルフジタ福井 0776-27-8811
勝山ニューホテル 0779-88-2110／ホテルハーヴェストスキージャム勝山 0779-87-0081
グランディア芳泉 0776-77-2555／ニューサンピア敦賀 0770－24－2111

19

福井県観光素材集 -施設素 材 名

若狭町

ウエディングドレスミュージアム
BRIDAL LAND WAKASA

団体・個人

ポイント

日本でここだけのウエディングドレスミュージアムが若狭町に2022年4
月オープン！

実施期間

通年
・営業時間 9:00～17:00
・定休日：火曜日、年末年始
（GWと夏休み期間は開館）

継続

・入場料
大人1,000円、小学生500円、未就学児無料
料金（税込）
※団体（15名様以上）
大人900円、小学生500円（地元割引、障がい者割引あり）
手 数 料

有（15%）

・桂由美さんがメインデザイナーを務めるドレスメーカーのアルファブランカが、ウエディングドレスを製造し
ている若狭町の工場に隣接する土地に「ウエディングドレスミュージアム BRIDAL LAND
WAKASA」が2022年4月にオープン！
・世界的ブランド、桂由美先生のドレス美を集約した「YUMI KATSURA MUSEUM WAKASA」
を中心に、生産工場や寮、庭園を併設したブライダルのすべてを体感できる複合施設。ドレスの美し
さとブライダルの世界をお届けするとともに、人と人を結び、幸せをつなぐ架け橋になる場所として、グラ
ンドオープン！
商品内容
（詳 細）

・これまで桂さんがデザインしてきたドレスや世界のブライダル衣装を展示するほか、屋外では記念撮
影ができます。
・1階にはフォトオフィスやカフェ、屋外には西洋風の東屋「ガゼボ」などを整備し、2階にはこれまでのデ
ザインのアーカイブのほか芸能人が着用したドレスなども展示する予定です。

所要時間

30分～60分

実施場所

ウエディングドレスミュージアム BRIDAL LAND WAKASA

ア ク セ ス

三方五湖スマートＩＣから車で約５分
JR三方駅から車で５分

バス受け入れ可能な駐車場
予約締め切り

約1週間前

最少催行人数

ー

インバウンド
精算方法
その他（注意事項等）

問い合わせ先

有
定 員

未定

参加可能（外国語対応は不可）
クーポン（順次取扱予定）

請求書払い

現金（現地払い）

2022年4月の営業に向けて、営業要綱を現在検討中につき、変更になる場合があります。
（株）アルファブランカ 0770-45-2311
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福井県観光素材集
素 材 名

ポイント

ー施設ー

三方五湖レインボーライン山頂公園
展望レストランとSHOPがリニューアルオープン！

美浜町・若狭町
個人・団体

継続

2022年4月展望レストランとSHOPがリニューアルオープン！
山頂公園では天空の5つのテラス、足湯から絶景をお楽しみください。
「クールジャパンアワード2019」受賞！
○県道レインボーライン通行可能時間（予定）
・4/1～11/30 … 8:00～18:00
・12/1～2/28 … 8:00～17:30
・3/1～3/31 … 8:00～18:00

実施期間

○山頂公園営業時間
・4/1～11/30 … 9:00～17:00
・12/1～2/28 … 9:00～16:30
展望レストラン（内装）
・3/1～3/31 … 9:00～17:00
※1/1（元旦）のみ … 6:30～16:30
※変更になる場合あり。事前にお問い合わせください。

展望レストラン（予定図）

○レインボーライン（山頂公園までの道路）は2022年10月から県道に移
管し、道路通行料無料となります！（予定）

料金（税込）

○駐車料金
自動二輪車 300円／普通車 500円
マイクロバス 1,000円／大型バス 2,000円
○山頂公園入園料
大人(中学生以上) 1,000円／小学生 500円／障がい者 600円
団体料金(15名様以上）大人900円

手 数 料

天空のテラス

有（15％）

美浜町・若狭町にかけて広がる11.24㎞の道路「レインボーライン」を通った先に、2020年4月にリニューアルオープンした「三方
五湖レインボーライン山頂公園」があります。
第1駐車場からリフト・ケーブルカーで上った先にある山頂公園は、名勝三方五湖、若狭湾が一望できる360°パノラマビュー！
お好きなドリンク、スイーツを持って、天空の足湯やおしゃれなソファーテラスから絶景を堪能。ゆったりと非日常の空間をお楽しみ
いただけます。

商品内容
（詳 細）

2022年4月には、レインボーライン第1駐車場内（山麓）に三方五湖を見渡す展望レストランがオープン！併せて、売店トイレ
棟も生まれ変わります。
三方をガラスに囲まれた明るい店内では、地元食材を用いた鉄板焼やオリジナルピザなどお食事スポットとしてもご利用いただけま
す。店内にはテラス席も準備。テイクアウト形式なので、お食事やカフェなどを絶景とともにお楽しみください。

所要時間

約1時間

実施場所

三方五湖レインボーライン山頂公園（若狭町気山18‐22‐2）

ア ク セ ス

●自動車利用 舞鶴若狭自動車道 三方五湖スマートIC／若狭三方ICから車で20分
●鉄道利用 JR敦賀駅（小浜線乗り換え）─JR美浜駅もしくはJR三方駅へ

バス受け入れ可能な駐車場
予約締め切り

団体の場合、7日前までに要予約

最少催行人数

―

インバウンド

受け入れ可

精算方法

有

定 員

ケーブル30名定員 リフト一人乗り（コロナ対策で令和4年3月現在、ケーブルカー定員15名）

クーポン

請求書払い

そ の 他
・予約有無について 駐車場確保の為、なるべく事前にご連絡ください。
（注意事項等） ・精算方法 団体：現金・クーポン／個人：現金・クレジット・クーポン
問い合わせ先

㈱レインボーライン 0770‐45‐2678
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現金（現地払い）

福井県観光素材集

-施設-

美浜町エネルギー環境教育体験館「きいぱす」
素 材 名

美浜町

科学館の枠を超え、エネルギー環境教育に特化した、日本で唯一の体験
型の学び舎です！

ポイント

40種類のオリジナル体験プログラム、展示物や体験コーナーを巡る館内ツ
アー、世界のエネルギー情勢に合わせた講座、追尾式太陽光発電設備
（2基）、V2H／蓄電池によるエネルギーマネジメントシステムが見所で
す！

実施期間

・営業時間 9:00～17:00（最終入場は16:30まで）
・定休日：毎週月曜日（祝日の場合は翌平日）
年末年始（12月29日～1月3日まで）
※R4年5、6、10、11月は休館日の月曜日を開館します。

料金（税込）

団体・個人

新規

立乗電動二輪車

入館料
・小中学生 100円（団体 80円）※団体は20名以上
・高校生 200円（団体160円）
・一般（15歳以上） 300円（団体 240円）
・高齢者（65歳以上） 200円（160円）

バッテリーカー

VR体験

※障害者手帳をお持ちの方及びその介護の方、小学校就学前の幼児の
方は無料
※教育旅行等できいぱすを利用する際のバス運行料金の一部負担制度を
用意しています。詳しくはお問合せください。

手 数 料

商品内容
（詳 細）

館内体験ツアー

無

〇体験プログラム（有料）
町のエネルギー環境教育カリキュラムに沿った、小学校1年生から中学校・高校までの約40個の体験プログラムがあ
り、すべて専門の指導者が指導します。
〇館内体験ツアー（無料）
館内の展示物や体験コーナーをツアー形式で回ります。（職員が引率します。）
〇講座（有料）
日々変化する世界のエネルギー情勢に合わせ、エネルギー環境教育の分野において取り組むべき喫緊のテーマ等を
分かりやすく解説します。なお、小学生の場合は、クイズ形式でエネルギーについて関心や知識を深める「エネルギーク
イズ王決定戦」を体験できます。
〇乗物体験（有料）
電気で走る「バッテリーカー」や、体重移動で操縦できる「立乗電動二輪車」を楽しめます。
〇ＶＲ体験（無料）
エネルギーの世界を仮想体験できる11のコンテンツがあります。（耳川小水力発電所、あわら北潟・三国風力発電
所、大野木質バイオマス発電所など。）
所要時間

体験プログラム（45分または90分）+館内体験ツアー・講座（30分～60分）

実施場所

美浜町エネルギー環境教育体験館 きいぱす（美浜町丹生62-1）

ア ク セ ス

北陸自動車道「敦賀IC」から約30分
舞鶴若狭自動車道「若狭美浜IC」から約15分

バス受け入れ可能な駐車場
予約締め切り

団体での利用の場合は、要予約

最少催行人数
インバウンド
精算方法
その他（注意事項等）

問い合わせ先

有（バス3台、普通車 34台、EV急速充電スタンド１台）

ー

定 員

－

参加可能（外国語対応は不可）
クーポン

請求書払い

現金（現地払い）

体験内容については随時見直しを行っています。また、ご要望に応じた内容に変更できます。
電話：0770-39-1116

https://www.town.fukui-mihama.lg.jp/site/kiipasu/
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福井県観光素材集
素 材 名

ポイント

実施期間

料金（税込）

手 数 料

ー体験ー
池田町

世界に１つだけの雪のお家
イグルー作り

団体・個人

継続

雪国ならでは！スタッフがレクチャーするので雪のアウトドア
が初めての方も安心
1～2月
1グループ4,000円（食材2名分含む）
※食材の追加は1名分500円
15%
・イグルーとは、ブロックのように雪を固めて、積み木のように積んで作る、西洋のかまくら。雪を固めて中をく
りぬいて作るかまくらと違ってブロックを積み重ねて作るので、かまくらよりも短時間でできます。
・窓や入り口も作って、世界に１つだけの雪のお家が作れます。みんなで協力して一生懸命雪のお家を
作った後は、鍋ラーメンなどを作って食べてほっと一息。雪国ならではの経験ができます。
・スタッフがレクチャーするので雪のアウトドアが初めての方でも安心して楽しめます。防寒具以外は必要な
いので、気軽に雪遊びを体験したい方にもおススメ。
【持ち物】
・長靴（雪が膝上あたりまで積もっています）
・長袖、長ズボン、暖かい恰好（スキーウェアなど）
・飲み物、手袋

商品内容
（詳 細）

【料金について】
・鍋ラーメン2名分（1名分の内容：麺1玉、焼豚2枚、卵1個、ネギ）
・インストラクター1名分
・保険料
・備品レンタル料
所要時間

約4時間

実施場所

農村de合宿キャンプセンター（福井県今立郡池田町菅生23-42など）
主催：あそびばプロジェクト
保険：東京海上日動火災保険(株) 傷害危険担保契約
（入院日額：1,500円、通院日額：1,000円）
JR武生駅から車で35分
北陸自動車道福井ICから車で30分、武生ICから車で30分

アクセス

バス受け入れ可能な駐車場

可

予約締め切り

団体貸切の場合は1～2か月前に相談。準備のため、２日前には最終確定人数をお知らせください。

最少催行人数

1グループ（2名）～

インバウンド
精算方法

定 員

参加可能（簡単な英語対応可）
クーポン

請求書払い

その他（注意事項等）

問い合わせ先

7グループ計30名まで

あそび場プロジェクト・松本拓也 080-6926-5521
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現金（現地払い）

福井県観光素材集 -体験素 材 名

ポイント

実施期間

料金（税込）

手 数 料

①電動キックボードに乗り、奇跡の湖"三方五湖"の不思議に迫る
ガイドツアー
②湖上から、奇跡の湖の魅力に迫るカヤックツアー

若狭町
個人

新規

①電動キックボードで三方五湖を満喫！おもてなしさんからの
”おもてなし”付き
②カヤックで三方湖を満喫！地元ガイドによる特別コーディネート！

①4～11月
②4～10月

①電動キックボードレンタル 3,000円
”おもてなしさん”ガイドツアー 7,000円
②カヤックツアー 7,000円

①有（10％）
②有（10％）

①おもてなしさんからの”おもてなし”付き！電動キックボードに乗り、奇跡の湖"三方五湖"の不思議に迫るガイドツアー
・電動キックボードに乗って、奇跡の湖“三方五湖”の湖畔を巡りながら、年縞や三方五湖の不思議と魅力について体
感するガイドツアーです。
・最新EVモビリティの電動キックボードに乗り、風を切りながら爽やかに湖畔散策を楽しむことができます！
・道中では梅農家やオープンガーデンなど、心温かな「おもてなしさん」との交流を楽しむこともできます！
・ツアーコースとしては「梅香る梅園コース」と「湖畔の自然のんびりコース」の2コースを開発しました。参加者は事前にど
ちらのコースかを選択していただきますが、天候、路面等の状況次第ではコースをガイドがレコメンドすることもあります。
※電動キックボードの運転には、ご利用には原付免許か普通自動車免許が必要です。
商品内容
（詳 細）

②地元ガイドによる特別コーディネート！ 湖上から、奇跡の湖の魅力に迫るカヤックツアー
・三方五湖の豊かな自然景観を湖上から体感するツアーです。地元ガイドの案内の元、三方湖の湖上から眺める景
色を堪能しながら、水月湖の年縞ができる仕組みや生き物の解説、また、タイミングが合えば400年続く伝統的な漁
の様子を見ることができるかもしれません！
・経験豊富なガイドが案内するため、カヤック経験が初めての人でも安心です！

所要時間

①、②2時間

実施場所

①、②三方五湖周辺

ア ク セ ス

①、②舞鶴若狭自動車道「三方五湖スマートIC」から車で約5分

バス受け入れ可能な駐車場
予約締め切り

①、②3日前

最少催行人数

①、②2名

インバウンド

①、②不可

精算方法
その他（注意事項等）

問い合わせ先

①、②無
定 員

クーポン

請求書払い

①3名、②8名
現金（現地払い）

①電動キックボードの運転には、原付免許か普通自動車免許が必要です。
②濡れることもありますので濡れても良い服装でお越しください。
（一社）Switch Switch

【E-mail】swiswi@gmail.com ／【TEL】050-7107-9777
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福井県観光素材集
素 材 名

-体験高浜町

”薬草の宝庫”青葉山ハーバルビレッジ
オリジナル健康ブレンド薬膳茶づくり体験

団体・個人

ポイント

”薬草の宝庫”青葉山の麓にあるハーバルビレッジは、薬草に特化した
食や、薬草茶づくり体験など、おいしい空気と薬草で楽しみながら健
康になれる場所です。

実施期間

通年
・営業時間 10:00～17:00（体験は16:00まで）
・定休日：毎週水曜日（祝日の場合は翌日）
年末年始（12/27 ～ 1/4）
※冬季は火曜・水曜定休
※冬期は積雪による臨時休業の場合あり

料金（税込）
手 数 料

商品内容
（詳 細）

継続

1,000円（薬膳茶を2包お作りいただけます）
有（要相談）

青葉山に自生する薬草や山野
草を自然のまま鑑賞できます
青葉山で自生する373種類もの薬用

植物の一部をご覧いただけます

ガーデンデザイナー はまもとのりこ氏の手によるモデルガーデン

所要時間

15分程度

実施場所

青葉山ハーバルビレッジ内カフェ「カフェあおばやまてらす」（高浜町中山2-４）

ア ク セ ス

JR小浜線青郷駅から徒歩40分
舞鶴若狭自動車道大飯高浜ICから車で25分

バス受け入れ可能な駐車場
予約締め切り

2週間前

最少催行人数

1名

インバウンド
精算方法
その他（注意事項等）

問い合わせ先

有（普通車44台）
定 員

30名（30名以上は要相談）

参加可能（外国語対応可）
クーポン

請求書払い

http://www.herbal-village.jp/
青葉山ハーバルビレッジ ビジターセンター 0770-50-9012
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現金（現地払い）

福井県観光素材集
素 材 名

-体験おおい町

”日本海最北の宝”若狭パールアクセサリー手作り体験

団体・個人

ポイント

あこや本真珠を使った贅沢でハイクオリティーな手作りアクセサリー作り
体験ができます！

実施期間

通年
・営業時間 10:00～17:00（受付終了時間15:30）
・定休日：年末年始（12月28日～1月3日まで）

料金（税込）

手 数 料

新規

材料費のみ料金が必要となります。
※材料費：3,000円～
ストラップ・マスクチャーム：1,100円

有（要相談）

・若狭パールMAMIYAは、昭和27年から若狭湾の海にて真珠養殖場を営み続ける真珠のプロフェッショナル。養殖か
らデザイン・加工・販売まで手掛ける、本場の真珠専門店です。
・アクセサリー作り体験は、色々な色目の表情を持つ、あこや真珠を自分の目で選ぶ楽しさ、宝探しをする様なワクワ
クさが人気です。若狭湾に面した和室で制作するため、真珠が育った海ときれいな景色を眺めながら楽しめます。 組
み付けなどがうまくいかない場合は、スタッフがお手伝いしますので、どなたでも楽しく体験できます。ペンダント・ピアス・イ
ヤリング・ブローチ・指輪・タイタック、空枠やパーツ豊富でいろいろなアクセサリーが作れます。

商品内容
（詳 細）

＜トピックス：青戸クルージング＞
・若狭パールMAMIYAから車で5分ほどのところで、小浜湾の大自然を体感できる「青戸クルージング」が楽しめます。
風を感じながら、爽快なクルージングを満喫できます。（定員40名程度、大人1,400円、手数料なし）
※詳細は https://uminpia.com/?page_id=10 でご確認ください。

青戸の大橋

青戸クルージング

所要時間

20分～

実施場所

若狭パールMAMIYA（おおい町犬見31-28）、(有)間宮真珠養殖場

ア ク セ ス

舞鶴若狭自動車道小浜西ICから10分

バス受け入れ可能な駐車場
予約締め切り
最少催行人数
インバウンド
精算方法

有（バス2台）

1ヶ月前
ー

定 員

25名

参加可能（外国語対応は不可）
クーポン

請求書払い

現金（現地払い）

その他（注意事項等）

問い合わせ先

若狭パールMAMIYA 0770-77-0432／info＠wakasapearl.com（担当者：森下）
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福井県観光素材集 －体験－
素 材 名

福井市

大安禅寺 組み合わせ自由な禅体験

団体・個人

ポイント

歴史ある禅寺での写経体験の後は、映える！？お抹茶でカフェ気分。
SNSで大人気の月替わり限定御朱印をゲットして歴史を感じよう！

実施期間

通年 ※その他不定休あり

魅力拡大

特別公開「越前松平坐像」

●写経体験・特別お抹茶セット・寺内拝観・月替わり限定御朱印
2,500円（拝観料込み）
料金（税込）
○その他組み合わせ自由な
セルフ写経・お抹茶セット・拝観 それぞれ500円
手 数 料

2月限定御朱印

有（現金払い15％・クーポン10％）
2,500円セット

商品内容
（詳 細）

●写経体験
緑に囲まれた静かな山寺で、日々の喧騒から離れ心落ち着くひと時を。初めての方でも分かりやすく丁寧にご指導い
たします。澄んだ空気を吸って、リフレッシュする時間です。お子様でも写仏をご一緒に体験できます。老若男女問わ
ずどなたにも体験いただけます。イス席も御用意できます。
●お抹茶セットでカフェ
写経の後は、和菓子とお抹茶で時間を気にせずゆっくりとカフェ気分をお過ごしください。越前漆器にセットされたお菓
子たちはきっとSNS映えするはず。夏は冷たいお抹茶を御用意いたします。お寺であることを忘れちゃうかも。
●寺内拝観
縁結びと健康が御利益の御本尊様にお参りした後は、特別公開の「越前松平坐像」をご覧ください。普段は非公開
の坐像をあなただけのために御開帳致します！迫力ある坐像を間近でどうぞ。また、現在修復中の本堂も見学台より
ご覧いただけます。今しか見れない本堂の姿をご覧ください。
●月替わり限定御朱印
大安禅寺オリジナル大人気の月替わり限定御朱印をお土産に。毎月変わるデザインは売り切れてしまうことも。こちら
のコースをお申込みいただいた方には必ず御用意いたします。
【以下の体験だけも選べます（それぞれ500円）】
○セルフ写経（写仏も可能） 手ぶらでいつでも気軽に写経していただけます。静かな山寺で心落ち着くひと時を。
小さなお子様には写仏もおススメ。ご家族で気軽に体験できます。
○お抹茶セット 和菓子とお抹茶のセット。ちょっと一服したいときにどうぞ。
○拝観 縁結びと健康が御利益のご本尊様にお参りした後は、修復中の本堂見学台へ。今しか見れない姿に江戸
時代の職人たちの技を感じられます。そして現在の宮大工さんたちの匠の技を見れちゃうかも！歴史を肌で感じること
ができます。
通常御朱印3種
※セルフ写経・お抹茶セット・拝観は組み合わせ自由！
所要時間

体験による

実施場所

大安禅寺（福井市田ノ谷町21-4）

ア ク セ ス

福井北ICから車で約30分

バス受け入れ可能な駐車場
予約締め切り

応相談

最少催行人数

1名

インバウンド
精算方法

有 20台
定 員

通訳がいれば可能
クーポン

請求書払い

その他（注意事項等）

問い合わせ先

応相談

大安禅寺 0776-59-1014
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現金（現地払い）

福井県観光素材集 -体験素 材 名

越前市

明城ファーム「ナイトいちご狩り」
~日没後、幻想的な灯りの中いちご狩りを楽しめます~

団体・個人

新規

①ナイトいちご狩りが楽しめます！
ポイント

実施期間

料金（税込）

手 数 料

②ナイト特別プラン「伝統工芸×ナイトいちご狩り ～マイストロベリー
ドリンク&スイーツ３品付き～」を人数限定で実施します！
①、②12月～5月末（火曜定休）
①2,000円（税込）
②3,000円（税込）
要相談

・明城ファームは越前市にある武生製麺に隣接し、トマト・いちご・果物などの生産・加工・販売を実施しています。
・観光農園としてクリーンなハウス栽培で育った紅ほっぺ等の8種類のいちご狩りは好評で、2020年2月には直営店を
オープンさせ、旬な果物を使った新鮮なスイーツを提供しています。
【参考：8種類の品種】
紅ほっぺ、かおりの、よつぼし、東京おひさまベリー、もういっこ、星の煌めき、おいCベリー、あきひめ
①2022年から「ナイトいちご狩り」を本格スタートします。入園前にはランタンをお渡しし、視界を照らしながらハウス内
一面の8種類のイチゴ食べ放題を楽しめます（各回45分間）
②30分間のナイトいちご狩り（食べ放題）のあと、特別プランとして、「ナイトいちご狩り」&幻想的な越前焼の灯りの
中、「オリジナルドリンク」と「越前塗の漆器で頂くスイーツ」を提供します。

商品内容
（詳 細）

所要時間

①17:00～21:00（日没～）のうち45分
②いちご狩り30分＋飲食40分程度
※日中のいちご狩り 10:00～16:00（火曜定休）

実施場所

明城ファーム直営店前ビニールハウス（越前市杉崎町7-11）

ア ク セ ス

北陸自動車道武生ICから車で2分
JR武生駅からタクシーまたはバスで15分

バス受け入れ可能な駐車場
予約締め切り

団体は前日までに要予約

最少催行人数

①8名

インバウンド
精算方法
その他（注意事項等）

問い合わせ先

有 （隣接する越前そばの里駐車場利用）

②2名

定 員

①300名

②14名

可
クーポン

請求書払い

現金（現地払い）

団体については、基本的に越前そばの里（(株)武生製麺）とセット予約を想定しています。
明城ファーム 0778-42-7607

info@myojo-farm.jp
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福井県観光素材集 -体験素 材 名

ポイント

実施期間

料金（税込）

手 数 料

坂井市

あわら温泉・ゆりの里公園近くのナイトコンテンツ
Strawberry Night

団体・個人

新規

あわら温泉から車で約20分！
隣接する「ゆりの里公園」ではイルミネーションも見学できます！
夜のオシャレなイチゴ摘み取り体験

4月上旬～6月上旬

時期によって価格が変動致します。HPをご参照ください。
https://www.ichigooji.com/picking
無

・農園っぽくない農園をコンセプトに、昼間はファミリー層を中心にイチゴ摘み取り体験を行い、夜の摘
み取り体験【Strawberry Night】ではカップル層、女性をターゲットに昼間と違ったお洒落な雰囲
気なイチゴ摘み取り体験を提供しています。
・温かなハウスの中には、真っ赤な完熟いちごがいっぱい。宙にぶら下がってなっている高設栽培なの
で、小さなお子様からお年寄りまで、誰もがラクな姿勢でいちご狩りが楽しめます。品種は、人気の
「紅ほっぺ」「章姫（あきひめ）」の2種。甘くみずみずしい、自慢のいちごを45分食べ放題でゆっくり
とお召しあがりください。

商品内容
（詳 細）

・福井県最大の宿泊地「あわら温泉」から車で約20分！隣接する15万輪のゆりが咲き誇る公園
「ゆりの里公園」では、夜にイルミネーションやプロジェクションマッピングを、一年を通じて楽しむことがで
きます。（入場無料）

ゆりの里公園イルミネーション

あわら温泉屋台村

所要時間

18:00～21:00（45分食べ放題）

実施場所

ICHIGOOJI（坂井市春江町石塚20字2）

ア ク セ ス

北陸自動車道丸岡ICから車で15分

バス受け入れ可能な駐車場

有

予約締め切り

20日前（10名様以上での団体でご予約される場合は電話予約のみとなります）

最少催行人数

30名

インバウンド
精算方法
その他（注意事項等）

問い合わせ先

定 員

40名

可
クーポン

請求書払い

現金（現地払い）

土日祝は10名以上の団体でのご予約はご遠慮いただいております。複数名に分かれての予約もご遠慮ください。

080-3747-5111 ／ tenru-trading@outlook.jp
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福井県観光素材集 -その他素 材 名

ポイント

団体・個人

あわら市内、福井市内から車で約25分！
地域のシンボル「丸岡城天守」がプロジェクションマッピングと融合。
丸岡城の新しい魅力と光の空間をお楽しみください。

実施期間

通年

料金（税込）

無料

手 数 料

坂井市

丸岡城プロジェクションマッピングナイト「ヒカリ結び」

新規

①

※1日2回上映（20:00～、21:00～）・15分/回

無
北陸地方唯一の現存天守として知られる丸岡城。
天守と最先端技術が融合し、幻想的な空間を演出します。
昼間とは違った表情の丸岡城をお楽しみください。
●丸岡城プロジェクションマッピング
①お天守マッピング
＜上映スケジュール＞ ①20:00 ②21:00(毎日) ※１回あたりの上映時間約15分
歴史的建造物である丸岡城天守と最先端技術が融合し、新たな魅力を発信します。
本編映像は、丸岡城にまつわる伝説をモチーフにした「伝説篇」や坂井市の魅力を表現した「未来創造篇」、丸岡城から世界の
平和を願う「平和の祈り篇」の３作品ご用意しており、定期的に映像が切り変わります。
また、エンディングについては、季節ごとに映像が切り替わりますので、四季と共に映像をお楽しみください。
②公園マッピング（お天守前公園）
＜上映スケジュール＞ 18:00～21:30（毎日）
人感センサーにより人の動きにあわせて花火が開いたり、花びらが舞ったりするなどの光の演出が楽しめます。

商品内容
（詳 細）

●一筆啓上作品を施した行灯
③＜点灯期間＞ 18:00～22:00 ※冬季期間は設置を休止
坂井市が誇る手紙文化「一筆啓上賞」の入賞作品が施された行灯160基が足元を照らし、夜の散策に癒しと感動を与えま
す。作品は坂井市内の高校生によって書き写されたもので、躍動感あふれる文字により浮かび上がる作品からはひとつひとつ違っ
た表情が楽しめます。
●オリジナル手持ち提灯の貸出し
④＜貸出し期間＞ イベント開催時（※イベント日程は未定）
提灯の光が足元を照らし、夜の散策が楽しめます。提灯から映し出される光のデザインにより、プロジェクションマッピングや行灯と
一体となった光の演出が体験できます。

④

所要時間

各回15分程度

実施場所

丸岡城（坂井市丸岡町霞町1-59）

ア ク セ ス

JR丸岡駅から車で10分
北陸自動車道丸岡ICから車で2分

バス受け入れ可能な駐車場

－

最少催行人数

－

定 員

参加可能

精算方法

－

その他（注意事項等）

問い合わせ先

③

有（バス4台、乗用車140台）

予約締め切り
インバウンド

②

坂井市丸岡支所 0776-68-0803
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福井県観光素材集 -その他素 材 名

あわら市

あわらまち歩きを楽しもう！
ランチ・スイーツめぐりクーポン、袴着付け体験

団体

古き良きまちなみを眺めながらまち歩きを楽しもう！
団体向け商品と個人向け商品の両方をご用意しています。

継続

①ランチ・スイーツめぐりクーポン

ポイント
①ランチ・スイーツめぐりクーポン
②袴着付け体験
実施期間

料金（税込）

手数料

①通年
②通年（10:00～18:00）火曜・水曜定休
①1,200円
②4,800円（レンタル・着付け代込み）
②袴着付け体験

①、②有（10％）

団体向け商品
①ランチ・スイーツめぐりクーポン
・あわらでお得に食べ歩きができる「ランチ・スイーツめぐりクーポン」
・グルメやおやつなど市内にあるお店からお好みでお選びいただけ、他にも特典が付いた大変お得なクーポンで
す。

商品内容
（詳 細）

②袴着付け体験（馬忠呉服店）
・創業293年のあわら市唯一の呉服専門店です。大学や専門学校の卒業式にしか着ることのない華やかな
袴姿に変身！着物・帯・袴・足袋・草履・ブーツ・髪飾りや和柄バッグも付いて手ぶらで袴着付け体験ができ
ます。
・①のクーポンをセットにしたプラン（6,000円）もご用意。袴姿でまち歩きしながら、ランチにスイーツも召しあ
がっていただきあわら時間を堪能！ご要望に応じて袴姿で競技かるた体験も行っております。

所要時間

①なし ②営業時間内に着付け～返却

実施場所

①あわら市内 ②馬忠呉服店（あわら市花乃社1-1-19）

ア ク セ ス

①なし ②JR芦原温泉駅から徒歩10分

バス受け入れ可能な駐車場

①なし

②有（1台、馬忠呉服店駐車場）

予約締め切り

①なし ②1営業日前（木曜体験希望の場合は月曜予約）

最少催行人数

①なし ②1名

インバウンド

①、②参加可能（外国語での対応は不可）

精算方法

①クーポンもしくは現金 ②現地払い

問合せ先

定 員

①なし ②40名程度受入可（3週間前まで
のご予約で女性40名、男性20名まで可）

①あわら市観光協会 0776-78-6767 ②馬忠呉服店 0776-73-0023
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福井県観光素材集 -その他素 材 名

あわら市

あわらまち歩きを楽しもう！
浴衣deまちあるき・福井の地酒ちょい呑みプラン

個人

魅力拡大

古き良きまちなみを眺めながらまち歩きを楽しもう！
団体向け商品と個人向け商品の両方をご用意しています。
ポイント
①浴衣deまちあるき
②福井の地酒ちょい呑みプラン
実施期間

料金（税込）

手数料

①通年（月～土曜日）
②通年（利用時間14:00～16:00）
①2,000円
②1,200円

①浴衣deまちあるき

①、②有（10％）

個人向け商品
①浴衣deまちあるき
・女性用だけでなく、男性用浴衣もご用意しております。女性用は、セパレートタイプの浴衣で、楽な着心地
です。着付け完了後16時30分までに返却いただければ、あわら市内はもちろん福井県内どこに行かれても
OK。
・料金には、着付け＋あわら市内で使えるおやつ（2つ）クーポン＋荷物預かりが含まれています。

商品内容
（詳 細）

②福井の地酒ちょい呑みプラン
・あわら温泉での新しい過ごし方のご提案。温泉だけじゃないあわら！ご当地ならではのふくいの美味しいお酒
とおつまみを堪能。昼から呑めるのも旅の醍醐味です。
・利用可能店舗（各店舗によって定休日が異なります）
福乃家（地酒2種類＋おつまみ）
平野屋（地酒1種類＋おろしそば）
地酒蔵近藤（オリジナルラベルお酒1本と吟醸生原酒1杯）
セントピアあわら（女将の酒＋おつまみ）
所要時間

①着付け時間に30分程度 ②最大2時間

実施場所

①あわら湯のまち広場内 伝統芸能館（あわら市温泉1-203） ②あわら温泉街

ア ク セ ス

③えちぜん鉄道あわら湯のまち駅から徒歩3分
④最寄り駅…JR芦原温泉駅、えちぜん鉄道あわら湯のまち駅

バス受け入れ可能な駐車場
予約締め切り

①3日前

最少催行人数

①、②2名

①、②なし

②3日前
定 員

①20名

インバウンド

①、②参加可能（外国語での対応は不可）

精算方法

①クーポンもしくは現金 ②請求書払いもしくはクーポン、バウチャー現金

問合せ先

①、②あわら市観光協会 0776-78-6767
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②6名

福井県観光素材集
素 材 名

ポイント
実施期間
料金（税込）
手 数 料

ーその他ー
大野市

大野まち歩きを楽しもう！
クーポン、まちなか昼食場所

個人・団体

魅力拡大

①お得なクーポン2種（まちなか入館券・スイーツクーポン）
②まちなかの昼食場所（茶屋おがまち）
①通年
②通年（11:00～21:00、月曜定休）
①450円（2館）・650円（3館）、1,000円（スイーツ）
②おがまち御膳2,200円、越前大野城御膳2,750円 他
①入館券：有（10％）・スイーツ：無
②有（全旅クーポンの場合）※その他精算方法の場合は要相談

越前大野城

①【クーポン】
○大野まちなか入館券
越前大野城、武家屋敷旧田村家、武家屋敷旧内山家の3施設が対象です。このうち、2館もしくは3館の入場券がセットに
なっています！（12月～3月は越前大野城が休館のため、3館共通入館券は対応不可）
※個人企画旅行商品のオプション販売としてご利用ください。
※団体向け商品として、「越前大野城・武家屋敷旧内山家・武家屋敷旧田村家選べる入館券」（どれか1施設選んで入
館）も200円/枚で販売しています。（手数料なし）
○越前おおのはしごスイーツ おかしな街歩き
大野市内にある菓子店自慢のスイーツと城下町の散策を楽しめる、お得なセットクーポンです。
【特典内容（以下がすべてセットになっています）】
菓子クーポンチケット（100円×4枚) ／武家屋敷入館（2枚）※150円菓子券交換可
菓子店舗紹介ガイドブック（店舗・店主、おすすめお菓子紹介）オリジナル巾着
大野市オリジナルノベルティ（非売品）／おしゃれ傘レンタル50％オフ ／レンタサイクル50％オフ
※利用できる菓子店などは下記URLからご確認ください。
https://www.ono-kankou.jp/season/detail.php?cd=174

商品内容
（詳 細）

②【昼食場所】
○古民家レストラン茶屋おがまち
奥越前大野市の城下町南側に位置するおがまち通り、築100年になる古民家を改装した和食レストランです。大野市の清ら
かな水と大地に育てられた食材をベースに、木工品そして、大鋸屑のような温もりが感じられるお料理をお楽しみください。
店内でお食事のほか、広々としたお庭でコーヒーもお楽しみいただけます。天空の城・越前大野城も眺めることも可能です。

外観

内装

越前大野城御膳

販売場所・引換場所 ①大野市観光協会（大野市元町10-23）②茶屋おがまち（大野市明倫町6-29）
営業時間
ア ク セ ス

①8:30～17:00

バス受け入れ可能な駐車場
予約締め切り

①入館券・スイーツクーポン：7日前

最少催行人数

―

インバウンド
精算方法

②11:00～21:00（20:30ラストオーダー）

①JR越前大野駅から徒歩10分／城下町東広場駐車場から徒歩5分
②JR越前大野駅から徒歩15分／城下町東広場駐車場から徒歩10分
①、②城下町東広場駐車場（大型20台）※結ステーションで乗降可能
②1週間前

定 員

②75名

①参加可能（外国語での対応は不可） ②参加可能（日常会話レベルの応対は可）

②

クーポン

②

請求書払い

①・②

現金（現地払い）

その他（注意事項等）

問い合わせ先

①大野市観光協会 0779-65-5521

②古民家レストラン茶屋おがまち 0779-66-1238
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福井県観光素材集
素 材 名

-インバウンドコンテンツ永平寺町・大野市

”ZEN”と日本文化をテーマにしたインバウンド向けコンテンツ
大本山永平寺での坐禅体験と柏樹関宿泊、宝慶寺拝観など

団体・個人

ポイント

世界的広がりを見せている”ZEN”をメインテーマに据えた、インバウン
ド対応コンテンツです。（日本人の方もお楽しみいただけます）

実施期間

通年
おひとり 33,000円
（宿泊代＜1泊2食＞・体験料が含まれます）

魅力拡大

柏樹関

※実際の宿泊日により料金が変動します。詳細はお問い合わせください。

料金（税込）

※宝慶寺見学を追加する場合は、おひとり2,000円追加

・夕食は精進料理以外に和会席も選択できます
・翌朝の法話聴講・朝課・諸堂案内は希望者のみ（料金は変わりま
せん）
手 数 料

有（20％）

宝慶寺

①【大本山永平寺での坐禅体験＋柏樹関での宿泊・精進料理の夕食】
曹洞宗大本山永平寺にて、心を無にして座る精神修行『坐禅』を体験し、禅コンシェルジュがアテンドするお宿「永平
寺 親禅の宿 柏樹関（はくじゅかん）」にて精進料理をお楽しみいただきます。精進料理は、本山永平寺の典座
老師に師事し、永平寺に受け継がれる精進料理の技法と心得を学んだ料理長が提供します。
②【大本山永平寺での朝課・法話聴講・諸堂案内】
早朝には、永平寺で多くの僧侶たちが一斉に読経を行う、朝のおつとめ『朝課』に参加。その後は雲水による諸堂案
内にて、永平寺を散策いただきます。（4:30～6:45）

商品内容
（詳 細）

③【曹洞宗第二道場 宝慶寺での諸堂案内】
「柏樹関」にて朝食後、曹洞宗第二道場である宝慶寺へ移動し、諸堂を見学するとともに、雲水に日々の修行の様
子を直接伺うことができます。（10:00～11:30／外国語ガイドについてはご相談ください）
・「①」のみもしくは「①＋②」 ➡ おひとり33,000円
※全行程で永平寺で研修を受けた『禅コンシェルジュ』がアテンドします（英語・中国語対応可）

・「①＋②＋③」 ➡ おひとり35,000円
※永平寺から宝慶寺までの移動手段は料金に含まれていません。
また、宝慶寺には外国語ガイドはつきません（別料金で手配は可能です）

所要時間

半日（坐禅体験等）＋宿泊（柏樹関）＋半日（朝課・宝慶寺【希望者のみ】）

実施場所

永平寺親禅の宿 柏樹関（永平寺町志比6-1）・永平寺（永平寺町志比5-15）
宝慶寺（大野市寶慶寺1-2）

ア ク セ ス

【永平寺】JR福井駅から直通バスで約30分・北陸自動車道「永平寺参道IC」から約10分
【宝慶寺】永平寺から車で約60分

バス受け入れ可能な駐車場

無（近隣に有料駐車場あり）

予約締め切り

サービス提供日より起算し14日前（手仕舞後はリクエストベース）

最少催行人数

2名

インバウンド
精算方法
その他（注意事項等）

問い合わせ先

定 員

20名

対応可（柏樹関は禅コンシェルジュが英語・中国語対応可） ※宝慶寺は要相談
クーポン

請求書払い

現金（現地払い）

・永平寺での体験時は、派手な色、皮のジャケット等はお避けください。
・冬期の朝課の際は、暖房設備のないお堂が会場となりますので、防寒着をご用意ください。

（公社）福井県観光連盟ツアー291 0776-23-3789（tour291@fuku-e.com）
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福井県観光素材集
素 材 名

-インバウンドコンテンツ福井市

”ZEN”と日本文化をテーマにしたインバウンド向けコンテンツ
大本山永平寺御用達「米五」みそ蔵見学、みそだま作り体験

個人

ポイント

世界的広がりを見せている”ZEN”をメインテーマに据えた、インバウン
ド対応コンテンツです。（日本人の方もお楽しみいただけます）

実施期間

通年
・定休日：毎週水曜、お盆、年末年始（臨時休業あり）

料金（税込）

手 数 料

新規

おひとり 2,500円（体験料が含まれます）
※上記料金には英語でのガイディング補助は含まれていません。必要
な場合は追加料金として1グループあたり20,000円でアレンジ可能で
す。
有（20％）

・創業1831年、大本山永平寺御用達の米五のみそ工場を見学。薫る蔵の中では、菌や酵母など目に見えない微
生物の動きで味噌が発酵する様子を五感で感じられます。
・みそ蔵見学後は、みそだま（お湯を注ぐだけでお味噌汁が完成！）を作ります。好みの味噌と具材をころころと丸め
て、かわいくおいしい自分だけのみそだまづくりをお楽しみいただけます。
・日本の代表的な発酵食品であるお味噌を通じ、日本の食文化の一端を垣間見ることができます。
行程の一例
※みそだま完成品（イメージ）

商品内容
（詳 細）
9:30

9:30 ～ 10:45

「 米 五 み そ 楽 」 集合

①日本の味噌の説明（動画）

10:45～11：30

11:30～12：00

みそだまつくり体験

味噌や味噌加工品の
お買い物

②味噌蔵の見学
③製造行程の説明
（タブレット端末にて）

所要時間

2時間30分

実施場所

米五みそ楽（福井市春山2丁目15-26）

ア ク セ ス

JR福井駅から車で8分、徒歩25分

バス受け入れ可能な駐車場

無（自家用車駐車場は9台あり）

予約締め切り

サービス提供日より起算し14日前（手仕舞後はリクエストベース）

最少催行人数

2名

インバウンド
精算方法

定 員

10名

英語でのガイディング補助は1グループあたり、追加料金（20,000円）でアレンジ可能
クーポン

請求書払い

現金（現地払い）

その他（注意事項等）

問い合わせ先

（公社）福井県観光連盟ツアー291 0776-23-3789（tour291@fuku-e.com）
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福井県観光素材集
素 材 名

-インバウンドコンテンツあわら市

”ZEN”と日本文化をテーマにしたインバウンド向けコンテンツ
あわら温泉茶道体験と芦原芸妓お座敷遊び体験

個人

ポイント

世界的広がりを見せている”ZEN”をメインテーマに据えた、インバウン
ド対応コンテンツです。（日本人の方もお楽しみいただけますので、
料金等はご相談ください）

実施期間

通年

料金（税込）

手 数 料

新規

伝統芸能館周辺スポット

1グループ（おとな2名～4名） 49,000円
（体験料・お茶代・お菓子代・保険料・英語コーディネーター同行費
用が含まれます）
※5名以上6名までは1名あたり3,000円追加になります。

芦湯（足湯）

有（20％）

湯けむり横丁

・あわら温泉には、現役の芸妓さんが活躍されています。毎日の
厳しい稽古で磨かれた芸は美しく艶やかです。昔ながらの「お座敷遊び」を気軽に体験できます。
・また、茶道（抹茶）体験としてお客様ご自身でお茶をたてる体験をします。カジュアルな雰囲気の中においても日本
文化を直接感じることができます。
行程の一例
※イメージ

商品内容
（詳 細）

16:00

16:00 ～16:45

16:45～17：30

「 伝 統 芸 能 館 」 集合

茶道体験

お座敷遊び体験
（唄や踊りの鑑賞も含む）

所要時間

1時間30分

実施場所

伝統芸能館（あわら市温泉1-203：あわら温泉湯のまち広場内）

ア ク セ ス

えちぜん鉄道「あわら湯のまち駅」から徒歩2分、北陸自動車道「金津IC」から車で15分

バス受け入れ可能な駐車場

無（自家用車駐車場は6台あり）

予約締め切り

サービス提供日より起算し14日前（手仕舞後はリクエストベース）

最少催行人数

2名

インバウンド
精算方法
その他（注意事項等）

問い合わせ先

定 員

6名

対応可（料金に英語コーディネーター同行費用が含まれています）
クーポン

請求書払い

現金（現地払い）

茶室から日本庭園を眺めながらの本格的な茶道体験のアレンジも可能です。
詳細はお問い合わせください。
（公社）福井県観光連盟ツアー291 0776-23-3789（tour291@fuku-e.com）
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福井県観光素材集
素 材 名

ポイント

ーテーマ別ー
敦賀市

欧亜国際連絡列車開通110周年！
敦賀の鉄道歴史スポット

団体・個人

新規

日本遺産にも登録！
2024年春に北陸新幹線終着駅となる敦賀には、鉄道歴史ロマンを感じられるスポットがたくさんあります。
「欧亜国際連絡列車」は、明治45年6月から新橋‐金ヶ崎（後に敦賀港駅と改称）間で運行されていました。ウラジオス
トク直行の船に連絡し、ウラジオストクからはシベリア鉄道を経由してヨーロッパへと通じていました。
当時、日本からヨーロッパへの移動は、船を利用して1ヶ月もかかる長旅でした。欧亜国際連絡列車とシベリア鉄道経由の
ルートでは、東京－パリ間をわずか17日間で結び、多くの人々や文化を運びました。敦賀はシベリア鉄道経由でヨーロッパ
と結ぶ玄関口だったのです。
その名残もあり、敦賀市内には鉄道に関係する観光スポットが数多く残されています。
また、2020年6月には「海を越えた鉄道 ～世界へつながる 鉄路のキセキ～」 として、福井県南越前町、滋賀県長浜市
とともに日本遺産にも認定されています。
○旧敦賀港駅舎（敦賀鉄道資料館）
・「欧亜国際連絡列車」の発着駅としてかつて重要な位置を占めていた敦賀港駅舎を再現したものです。敦賀港の歴史
や観光のPR館として使用されています。
〇敦賀赤レンガ倉庫（旧ニューヨークスタンダード石油会社倉庫）
・”大陸ヨーロッパへと繋がる国際都市”敦賀の象徴「敦賀赤レンガ倉庫」。北棟・南棟・煉瓦塀が国の登録有形文化財に
登録されています。
・2015年10月に、北棟が鉄道と港の『ジオラマ館』、南棟が赤レンガ空間を楽しみながら食事ができる『レストラン館』とし
て、生まれ変わりました。オープンガーデンと合わせて、鉄道と港の町敦賀の観光コア施設となりました。

商品内容
（詳 細）

〇人道の港敦賀ムゼウム
・国際港として発展した敦賀港は、1920年代にロシア革命の動乱によりシベリアで家族を失ったポーランド孤児が、1940
年代には杉原千畝氏の発給した「命のビザ」を携えたユダヤ難民が上陸した日本で唯一の港でした。
・建物の外観は、大正から昭和初期に敦賀港にあった敦賀港駅や税関旅具検査所などの4棟の建物を当時の位置に復
元し、往時の敦賀港の雰囲気を感じ取ることができます。
○敦賀市立博物館（旧大和田銀行本店本館）
・1927年に竣工した旧大和田銀行本店建物を活用した博物館です。建築当初は北陸初のエレベーターを備え、レストラ
ン、迎賓館など、公共性を兼ね備えた銀行建築であり、建物は国の重要文化財に指定されています。
・レトロで趣ある建物と共に、年1回の特別展をはじめ、敦賀の豊かな歴史文化を物語る資料や美術工芸作品などを順
次展示替えし、その時々の展示をお楽しみいただけます。
旧敦賀港駅舎

人道の港敦賀ムゼウム

敦賀赤レンガ倉庫

連絡先
参考

（一社）敦賀観光協会 0770‐22‐8167
敦賀観光案内サイト「漫遊敦賀」 https://www.turuga.org/
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敦賀市立博物館

福井県観光素材集
素 材 名

ーテーマ別－
県内全域

福井の三大○○

団体・個人
名称・概要

新規
イメージ

○世界三大輝石安山岩の柱状節理「東尋坊」
※その他三大…朝鮮半島の金剛山・スカンジナビアのノルウェー西海岸
・越前加賀海岸国定公園にある国の天然記念物で、巨大な柱状の岩（柱状節理）が織り成
す、約1㎞にわたり海岸線に広がる豪快な景観が特徴。
・これだけ大規模な柱状節理は世界的には珍しく、地質学的に大変貴重であり、その価値や歴
史を現地で紹介する観光ガイド「東尋坊マイスター」による案内も好評です。
（東尋坊マイスターの詳細は、DMOさかい観光局0776-82-1555まで）

○世界三大恐竜博物館「福井県立恐竜博物館」
※その他三大…ロイヤル・ティレル古生物学博物館（カナダ）・自貢恐竜博物館（中国）
・日本最大級の博物館。銀色に光るドームの内部にある展示室は、「恐竜の世界」「地球の化
学」「生命の歴史」の3ゾーンで構成しています。44体もの恐竜全身骨格をはじめ、大型復元ジオ
ラマや映像など子供から大人まで楽しんで学習できます。
※リニューアル工事のため、2022年12月～2023年夏頃まで休館を予定しています。

○日本三大松原「気比の松原」
※その他三大…三保松原（静岡県）・虹の松原（佐賀県）
・美しい赤松、黒松が10,000本以上生い茂る松原は国の名勝地で、長さ約1㎞・広さ約34万
㎡という広大さと、白砂青松のコントラストが印象的です。夏場は海水浴場として、京阪神や中京
方面から多数の海水浴客で賑わいます。

○日本三大木造大鳥居「氣比神宮」
※その他三大…春日大社（奈良県）・厳島神社（広島県）
・地元から「けいさん」の愛称で親しまれる氣比神宮は、702年の建立と伝えられており、7柱のご
祭神をまつる北陸の総鎮守です。高さ約11ｍの大鳥居は重要文化財に指定されています。
・元禄2年には松尾芭蕉が訪れ、境内には松尾芭蕉の像と句碑があります。市内に点在する芭
蕉の句碑を訪ねてみてください。

○日本水仙三大群生地「越前海岸」
※その他三大…淡路島（兵庫県）・房総半島（千葉県）
・呼鳥門（こちょうもん）をはじめ、自然作用が生んだ奇岩断崖が特徴的な越前海岸には、満開
の時期には60ha～70ha（日本最大！）もの白い可憐な花の絨毯が広がります。
・2021年3月には、福井県発の重要文化的景観にも選ばれ、花の栽培地としては全国で初めて
選定されました。「越前水仙」のブランド名で知られており、寒い冬と日本海の荒波に耐えて可憐に
咲くその様子が県民性と一致することから、福井県の花にも指定されています。

○日本三大珍味「越前の雲丹（汐うに）」
※その他三大…このわた（愛知県）・からすみ（長崎県）
・「越前の雲丹」はウニのうま味が凝縮した塩加工食品で、江戸時代に天たつ祖先が製法を考案
したものです。原料になるバフンウニは、1つ直径3～4cmと小形なので、100gの汐うにには100
個以上のウニが使われるという贅沢さ。酒の肴や贈答品に根強い人気です。
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福井県観光素材集
素 材 名

ポイント

ーテーマ別ー
県内全域

福井の日本遺産

団体・個人

新規

・地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化、伝統を語るストーリーを文化庁が「日本遺産」として認定しています。
・平成27年度から令和2年度までに、全国で104件が認定され、福井県から5件が認定されています。

○海と都をつなぐ若狭の往来文化遺産群～御食国若狭と鯖街道～
若狭は、古代から「御食国」として塩や海産物など豊富な食材を都に運び、都の食文化を支えてきました。「鯖街道」と
呼ばれる若狭と都とをつなぐ街道群は、食材だけでなく、様々な物資や人、文化を運ぶ交流の道であり、この「鯖街道」の
往来を通じて、市民生活と結びつき、街道沿いに社寺・町並み・民俗文化財などによる全国的にも稀有なほど多彩で密
度の高い往来文化遺産群を形成しました。

熊川宿

お水送り

瓜割の滝

○荒波を越えた男たちの夢を紡いだ異空間

商品内容
（詳 細）

若狭姫神社

○きっと恋する六古窯 ー日本生まれ日本育ちのやきもの産
地ー

江戸時代、北海道・東北・北陸と西日本を結んだ西廻
り航路は経済の大動脈であり、この航路を利用した商船
は「北前船」と呼ばれました。この「動く総合商社」とも呼ば
れる北前船の寄港地・船主集落は、今も日本海沿岸を
中心に数多く残り、時を重ねて彩られた異空間として人々
を魅了しています。

越前焼は日本六古窯のひとつに数えられ、その歴史は古
く、今から約850年前平安末期に遡ります。現在200基以
上の古窯が発見されており、越前の土の特色を生かした、素
朴で頑丈な作りで、温かみのある土と灰紬の味わいを秘めた
民芸的な美しさを持ち、その伝統は今日まで引き継がれ、多
くの人々に愛好されています。

旧岸名家

越前焼

旧旭座

劔神社本殿
右近家住宅

旧右近家住宅 西洋館
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越前瓦

福井県観光素材集

ーテーマ別ー

○400年歴史の扉を開ける旅～石から読み解く中世・近 ○海を越えた鉄道～世界へつながる 鉄路のキセキ～
世のまちづくり 越前・福井～
明治時代に長浜市・敦賀市・南越前町間に鉄道が敷設さ
越前・福井は、大量の石を用いて計画的に作られた都 れたことにより、この地域に物流の革命がもたらされ、それは海
市が今も独特の空間を醸し出しており、美しい青色の笏 外航路とのつながりを促しました。
谷石が天候によって街並みの色合いを変化させます。
鉄道は国際列車として世界へと通じ、人、文化、経済の国
様々な形に姿を変えて時代を越えてきた石が私たちを 際交流の懸け橋となりました。今は姿や形を変えずに、生活
出迎えてくれ、日本人と石との共生の歴史や石づくり文化 に必要な財産として生まれ変わり、地域に密着した文化財と
を体験させてくれます。
して生き続けています。

商品内容
（詳 細）
今庄宿

一乗谷朝倉氏遺跡

今庄そば

養浩館庭園

”苔宮”白山平泉寺旧境内

小刀根トンネル

●福井県関係の日本遺産
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福井県観光素材集
素 材 名

名称

ーテーマ別－
県内全域

福井の食（下期：10月～3月）
旬の時期

団体・個人
概要

越前がに

11月6日～3
全国で唯一、皇室に献上される、冬の味覚の王者「越前がに」。日本海・越前
月20日（ズワ
海岸沖は、独特の地形により好環境に恵まれ、また漁場が非常に近いため全
イガニ）
国的に珍しく生きたまま港に届けられます。カニの腕に付いている黄色いタグが、
越前がにの証。また、重さ1.3キロ以上、甲羅の幅14.5センチ等の基準を満た
11月6日～
したものは、最上級ブランド「極」として売り出しています。地元では越前がにの
12月31日
雄を「ズワイ」、雌を「セイコ」と呼びセイコの内子（卵巣）も極上の珍味です。
（セイコガニ）

敦賀ふぐ・若
狭ふぐ

美しい環境に恵まれた若狭湾は、日本で最も北限に位置するトラフグの産地で
す。敦賀ふぐ・若狭ふぐは、高級魚トラフグのブランドで、身が引き締まりプリプリと
11月～3月 はじける歯ごたえが絶品と高い評価を受けています。毎年冬の訪れと共に、敦
賀ふぐ・若狭ふぐのてっさ（刺身）やてっちり（鍋）など求めて、多くの食通たち
が若狭を訪れています。

越前がれい

越前がれいは、白い身に点々と赤い斑点があることから、「アカガレイ」と呼ばれて
います。水深150~500ｍの海底に生息し、全長は30~40㎝、身が引き締ま
り、美味しさがギュッと詰まっています。底引き網漁で9月～1月に取れた800グ
ラム以上の脂の乗った雌のアカガレイを「越前がれい極」として、黒地に金色の
「極」の文字入りタグを付け、ブランド化し売り出しています。

小浜よっぱら
いサバ

若狭まはた

敦賀真鯛

ふくいサーモン

9月～5月

小浜市田烏（たがらす）の清澄な海水に育まれ、「酒粕」を食べて大きくなっ
た、珠玉にして日本随一の鯖です。臭みがなく、舌先が捉え喉に残る深い旨み
10月、11月、
と甘さ、爽やかな酸味を持ちます。これは、適度に潮流が流れ込み、地下水が
2～5月頃
湧き出ている清らかな小浜の海で適切な食事量で育ち、しっかりと運動すること
に加え、餌に含まれた酒粕の豊富なアミノ酸の働きだと考えられています。

通年

若狭で生まれ、若狭の海で育ち、脂乗りがよく、こりこりとした食感が特徴の高
級魚。上品な白身はしっかりと脂が乗り、コクのある味わい。甘みと食感を楽しむ
なら刺身、脂の旨味をより深く味わうなら、煮つけや鍋がおすすめです。若狭まは
たは嶺南エリアの15業者が養殖しており、約60軒の飲食店が取り扱っていま
す。

敦賀の海で育った養殖真鯛ブランド「敦賀真鯛」。冬の日本海という過酷な環
境下で急激な水温変化にも耐え抜く強い生命力を持っています。また、カニ殻
10月～3月
など栄養価の高い飼料を与えており、身の締まりと脂の乗り、天然ものの真鯛に
見劣りしない鮮やかな赤色が特徴です。

4月～6月

ふくいサーモンとは福井の海で養殖されたニジマスのことで、程よく上質な脂と濃
密な旨味、臭みのないもっちりとした肉質が特徴です。ニジマスは水温が20度
以下の低い水温でしか育たないと言われ、福井の海の低水温環境に適してい
ます。サーモン特有のオレンジ色の身にはアスタキサンチンが豊富に含まれ、美容
や健康に良いと言われており、女性にもぴったりです。、

上庄里芋

白山連峰から流れでる清らかで豊富な水、昼間と夜間の気温差が激しい盆地
の気候と、扇状地という奥越前ならではの風土が生み出した「里芋」。ぬめりが
10月～12月 少なく、独特のその歯ごたえに、一度食べたら忘れられないという人も多くいま
す。また、身が締まり、煮崩れしないのも特徴です。地元での代表的な伝承料
理は「煮っころがし」で、老若男女問わずに愛されている一品です。

福井米

日本一の生産量を誇り、おいしいお米の代名詞になっている「コシヒカリ」の生ま
れ故郷が福井県です。福井県では、その技術の粋を集めてコシヒカリを越える新
8月～10月 ブランド「いちほまれ」を平成28年度に開発しました。「いちほまれ」のご飯の特徴
は、キラキラ輝く白さ、ふっくらとした食感、噛みしめることで優しい甘さが口の中に
広がり、料理の美味しさを一層引き立てます。
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魅力拡大
イメージ

福井県観光素材集
素 材 名

ーテーマ別ー
県内全域

福井の食文化・ご当地グルメ

団体・個人

名称

概要

浜焼き鯖

御食国若狭小浜が誇る名物「浜焼き鯖」は、串刺しにした鯖1本を丸ごと素焼きにします。
身が厚く、脂の乗った若狭のソウルフードです。特に小浜市内で見られる浜焼き鯖は全国的
にも有名で、脂ののった鯖を豪快に焼き、生姜醤油で食べるのが一般的です。焼きたてはも
ちろん、冷めても充分においしく食べられます。

魅力拡大
イメージ

かつて多く水揚げされ、都に運ばれていた鯖。若狭から京へ海産物を運んだ道は「鯖街道」
と呼ばれていました。鯖は身持ちが悪く、焼いたりしめたりと保存に努め、そこから生まれたのが
鯖寿司・焼き
鯖を昆布でしめた「鯖寿司」です。身が厚くボリュームたっぷり。鯖街道起点の地、若狭なら
鯖寿司
ではの伝統の味です。また、焼き鯖寿司は、うまみたっぷりの肉厚の焼き鯖がのった贅沢なお
寿司。鯖、生姜、酢飯の美味しさが口の中に広がります。

羽二重餅

越前福井は古くから絹織物の町として栄えてきました。なかでも光沢のある「羽二重」は高級
品として愛されてきました。その優雅さをそのままお菓子にしたのが羽二重餅です。上品な甘
さと、きめの細かいなめらかな舌ざわりの特徴です。

大野市の「野村醤油㈱」が醤油カツ丼のレシピと専用醤油を開発しました。条件は醤油味
であること、野菜を使用すること。これらをベースに、県内ではオリジナルティ溢れる醤油カツ丼
醤油カツ丼
が誕生し続けています。カツや野菜の素材を活かす醤油タレ、あっさりとした味わいが醤油カ
ツ丼の特徴となります。

三方五湖の中で、唯一の淡水湖である三方湖では5月から11月の間、天然うなぎ漁が行

三方五湖の われています。別名「口細青うなぎ」と呼ばれ、とがった口と丸い尾が特長です。身が引き締
まったうなぎは淡泊ながら焼き上がりは香ばしく上品な味わいで、店ごとに受け継がれている
うなぎ
秘伝のタレと焼き方がさらに旨味を引き立てています。

道元禅師によって開かれた永平寺では、修行僧は「精進料理」という魚介類や肉類を用い
ない穀物や野菜などを主とする料理を食べています。道元は「典座教訓」を記し、食事を作
永平寺の精
る際の心構えを説いて、食を修行の域に高めたことで知られています。旬の食材の持つ美味
進料理
しさが引き立ち、体にやさしい素材を自然のままにいただくという、健康食の基本を実践して
います。

お幸ざい

福井は海の幸・山の幸に恵まれ、郷土食豊かな料理が豊富です。その「長寿のもとと言われ
る福井の郷土料理」の総称として、福井が幸福度NO.1（※）であることにちなみ「お幸ざ
い」と名付けました。「たくわんの煮たの」や「すこ」など、福井の素材を使い、福井の伝統的調
理法で作ったお総菜のことを指します。福井の家庭で作られ、福井の味として親しまれてきま
した。
お幸ざいは、主に福井市内旅館組合加盟のホテル旅館でお召し上がりいただけます。
※（一財）日本総合研究所「全47都道府県幸福度ランキング」において、福井県は全5
回の調査のうち、2014年、2016年、2018年、2020年の4会連続で総合1位！
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たくあんの煮たの

すこ

福井県観光素材集 ー付録ー
付録

福井県公式観光サイト「ふくいドットコム」内の旅行会社様向け情報
コンベンション・助成金情報・観光素材集・教育旅行など
〇福井県の旅行会社様向け情報掲載場所

ふくい
ドットコム

①パソコンやスマートフォンで「ふくいドットコム」と検索
②「福井県公式観光サイトふくいドットコム」のページに移動（2022年3月にリニューアルしました！）
③目的に合わせて、トップページ右上のバナーをクリック

旅行会社
教育旅行
コンベンション
学生の方

資料ダウンロード

○「コンベンション」ページ

①会議・宿泊施設検索

①会議・宿泊施設検索

コンベンション
ページ

③支援サービス各種助成金

②各種資料
②各種資料

○コンベンション施設と宿泊施設をまとめています。

○MICEパンフレット（日本語・英語・中国語繁体字版）を

○エリアや会議収容人数、宿泊受入人数、フリーワー

ダウンロードできます。

ドで絞り込みが可能です。

○伝統行事や演奏等、コンベンション開催時に出演可能な
アトラクションを紹介しています。

○コンベンションのスケジュールも確認できます。
③支援サービス各種補助金

令和４年度コンベンション支援内容【予定】（抜粋）
①コンベンション開催助成金【最大900万円】
②国際コンベンション助成金【最大300万円】

③アトラクション助成金【最大5万円】
④シャトル便運行助成金【最大10万円】

○福井県の充実したコンベンション助成制度や無償
支援（歓迎看板設置、歓迎ステッカー作成等）を

⑤エクスカーション助成金【最大20万円】

紹介しています。

⑥下見費用サポート【最大10万円】

＜コンベンションに関するお問い合わせ先＞

福井県観光連盟 コンベンション推進事業部 0776-23-0181
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福井県観光素材集 ー付録ー
○「旅行会社」ページ

旅行会社
ページ

○福井県観光連盟や
県内各市町の助成金
制度をまとめています。

○県観光連盟で年2回発行す
る、観光素材集のバックナンバー
をPDFでダウンロードできます。

○季節ごとに話題のス

○県全域の注目スポット情報

ポットやイベント情報など

や観光に関する基本情報、助

をまとめています。

成金情報などをまとめています。

令和４年度助成金制度（県観光連盟）【予定】

①旅行商品に対するバス助成（国内）【25,000円/台】
②インバウンドバス助成【25,000円/台×宿泊日数】
③旅行商品造成のための視察助成【最大25,000円/人】

○「教育旅行」ページ
○県内の教育旅行素材をまとめたガイド
ブック「学び旅」をダウンロードできます。

○「学び旅」のSDGs学習別冊集の参
考資料としてお使いいただける資料や、
教育旅行素材をご紹介する提案資料も
ダウンロードできます。

○北陸三県の教育旅行に関する宿泊
施設、食事処等をまとめた別サイトに遷
移します。

教育旅行
ページ

○ご招待券制度（ご招待券で県内対
象施設等を無料で見学可能）対象施
設を紹介しています。【ご招待券制度の

詳細はお問い合わせください】

令和４年度教育旅行助成金制度（県観光連盟）【予定】
①教育旅行視察助成【最大25,000円/人】
②修学旅行における体験学習料助成金【最大1,000円/人・泊】
③旅行会社研修助成【最大20,000円/人】

＜観光素材集、教育旅行に関する
お問い合わせ先＞
福井県観光連盟
観光ネットワーク推進事業部
0776-23-3677
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