
2021.9

2 時間コース 　7,020 円
3 時間コース 10,540 円

1 区間 1,000 円

2 0 2 4 年春
北陸新幹線開通！！

2024 年春開業予定の
金沢と福井県（敦賀）をつなぐ北陸新幹線。

JR 芦原温泉駅も
停車駅として新たに生まれ変わります！
新しい北陸の北の玄関口として
みなさまをお待ちしております。

越前たけふ



本パンフレットに掲載の情報は2021年9月時点の情報です。掲載内容は予告なく変更になる場合がございます。

あわら市感幸プロモーション動画
「幸、感じるまち。あわら市」

"感幸地"

あわらの魅力を

YouTube で発信中!!

"感幸地"

あわらの魅力を

YouTube で発信中!!

*福井県は一般財団法人日本総合研究所の調査「全47都道府県幸福度ランキング2020年版」で
 2014年から4回連続日本一となりました。

幸福度日本一といわれる福井県。*

その北端に位置するあわら市は「関西の奥座敷」と呼ばれる「あわら温泉」があり、

県内の有名観光スポットや、金沢からも近く、旅の拠点として最適な場所です。

また、市内には雄大な自然やアートの森、歴史・文化が息づくスポット、四季折々の果物など

暮らす人も、訪れる人も幸せになるスポットがたくさんあります。

温泉につかり、自然を感じ、美味しいものを食べ、心も体もリフレッシュできる

あわらのHAPPYを探す旅へ、みなさんをご案内します。

あらた坂（山室の桜並木）



あわら市のおもてなしの心
から生まれた湯巡五兄弟の
三男坊。ちょっとのんびり
屋だけど兄弟一のしっかり
ものとして PR 活動を担っ
ています。

人とのふれあいと地産地消をテーマに個性豊かな屋台が

１０店並んでいます。フレンチや海鮮、ラーメン、焼き鳥

などバリエーション豊富なグルメスポット。



あわら温泉
グランドホテル

女子旅やカップルにオススメ！セパレートタイ
プの浴衣で、帯もワンタッチ。浴衣は可愛
い系OR大人っぽい系からお選び可能。貴
方にピッタリの浴衣を着てあわらを散策しま
せんか？着付けに必要なもの一式が含まれ
ているので、手ぶらでご来店いただけます。

浴衣deまち歩き（おやつ付き）

お一人2,000円（税込）※当日16:30までに返却 
荷物お預かり・浴衣小物・プロ着付け・おやつクーポン付
あわら市温泉1-203あわら湯のまち広場内伝統芸能館
0776-78-6767（あわら市観光協会）（2名様～）

1

2

4

5

3 6

a b c d e

f g h i j

k l m n o

p q r s t

u



イロトリ鶏 JR 芦原温泉駅
方面

北潟湖
吉崎御坊跡・県境の館方面
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パークアンドライド
駐車場

火・第2・4水曜日
はランチタイム
（11:30～14:30）

火・水・木曜日

水曜日

福井県産のそば粉とあわら産
の大根を使ったこだわりのそば。
店構えも古風で趣があります。

水曜日

水曜日

福井市方面
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温泉発祥地公園
明治16年ココからあわら
温泉の歴史が始まりました。

《クーポン販売箇所》
観光案内所（あわら湯のまち駅・JR）・
セントピアあわら・Ｙショップヤマザキ（あ
わら湯のまち駅前コンビニ）・あわら市観
光協会（※平日のみ）

地元の人と旅人の交流の場となる
屋台村。フレンチから焼き鳥まで
多種多様なお店が揃ってます。



JR芦原温泉駅がある金津地区は、古くから北陸街道の宿場町として栄えてきま

した。まちなかには、江戸時代から続く町人のおもてなし、「本陣飾り物」が展示

され、当時の文化が根強く残ります。また、2024年春開業予定の北陸新幹線

の停車駅として、これから新しいスポットが生まれる注目のエリアです。

2024年春に開業予定の北陸新幹線。JR芦原

温泉駅周辺は福井県の観光地と「あわら温泉」を

繋ぐ重要拠点として、昔からのおもてなし文化と

近代化された新しいおもてなしが融合する新ス

ポットです。

越前たけふ

馬忠呉服店馬忠呉服店

老舗呉服店での袴・着物着付
け体験。ちはやふるの登場人物
になりきって、まち歩きをしよう。

袴変身体験１１

1 時間 2,200 円～（税込）
あわら市花乃杜 1-１-１９
10:00 ～ 18:00
火曜日・水曜日
0776-73-0023

西郡鬼瓦工房西郡鬼瓦工房

福井の伝統工芸「越前瓦」。
工房には迫力のある鬼瓦や
かわいい三猿などが展示されて
いて誰でも気軽に見学可能。

鬼瓦工房見学22

あわら市春宮 1-9-31
9:00 ～ 16:00
不定休
0776-73-2711

「本陣飾り物」は、日常の家庭用品を用いて、加

工せずに作られています。江戸時代に金津宿本

陣に泊まる役人をねぎらうために町人たちが制作

したのが始まりとされています。現在でも、あわら

市郷土歴史資料館のある金津本陣ＩＫＯＳＳＡや

まちなかの常設展示場でもそのユニークなおもて

なし文化を見ることができます。

古代製鉄・宿場町で栄えた「金津」の歴史を楽しくユーモアを交えてご案内します。

ガイド1名2,000円/時間（1グループ10名まで）

ガイドと行く歴史が交差する金津めぐり～縄文宝飾づくり体験付き～
北陸街道の宿場町のひとつだった金津の歴史探検と
願いが叶う縄文首飾り体験が楽しめます。

大人（１８歳以上）：2,500 円（税込）
小人（１３歳以上）：2,000 円（税込）
小人（４歳～１２歳）：1,500 円（税込）
あわら市春宮 1丁目 11　JR芦原温泉駅前ａキューブ ※要予約
090-4689-3212（金津まちなかガイド※8：00～ 12：00　担当：清水）

金 津 ま ち な か ガ イ ド



あらた坂
（桜並木）
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V・ドラッグ

ドラックストア
ゲンキー

《クーポン販売箇所》
観光案内所（あわら湯のまち駅・JR）・
セントピアあわら・Ｙショップヤマザキ（あわ
ら湯のまち駅前コンビニ）・あわら市観光
協会（※平日のみ）

金津まつり

本陣飾りものの展示や
金津地区の歴史や
文化に触れる

本陣飾りものを
見ることができる場所

茶
菓
菜

あわら市の金津地区は一級河川竹田川
を中心にかつては宿場町として、その後
は商工業の街として栄えた。たくさん
あるお寺や神社、数々の遺跡は長い
歴史を今に伝えます。

千二百年以上の歴史を誇る神社。
毎年7月に行われる祭礼の金津まつり
はまち中が賑やかになります。

甘党本陣嵯峨

竹田川河川公園

P I C K  U P !

原作漫画・アニメで、千早と
太一が新と再会する桜並木の
モデルとされる場所。作品にち
なんで「あらた坂」と命名され、
記念碑が立てられる。

「ちはやふる」に
登場する

山室の桜並木



なみまちCAFEなみまちCAFE

休校中の波松小学校の一室に

カフェがオープン。旬の地元野菜や

フルーツを使ったメニューが特徴で、

夏にはメロンやぶどうを使用した

フィリピン風のパフェ「ハロハロ」、

秋には梨を使ったカレーやケーキ

などが楽しめます。カフェ横の

「なみまちラウンジ」では流木をモ

チーフにした作品の展示、ワーク

ショップを行います。

キス釣りや甘塩

づくりも人気。

安養院浄苑駐車場
10:00～ 16:00
水・木曜日  冬季休業
080-8995-7381

あわら市波松 25-1( 旧波松小学校 1F)
11:00～ 16:00
月・火・水曜日
090-1633-7302

1株220円（税込）
10月から11月に開園（変更あり）
0776-67-1260

あわら市山十楽５３-2-11
9:00～ 16:00
木曜日
0776-73-3248

あわら市赤尾 50-4-1
9:00～ 17:00
火曜日（祝祭日は翌日）
０７７６-７4-００81

あわら市北潟２１１
11：00～15：00（温泉施設のみご利用のお客様）
0776-79-1124

土・日・月曜日 (11:00～ 16:00)
火曜日～金曜日

なみまち
CAFE



米国フロリダ州出身。日本の大学で

陶芸を学び、福岡からやってきました。

気さくな人柄で、創作工房で陶芸の

楽しさを伝えています。
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国内有数の規模を誇るカラス工房。

2時間程度でできるガラス体験や、

習い事としての講座を開催。商品

の制作販売なども行われています。



越前加賀県境の館

あわら市吉崎 1-901
9:00～ 17:00
木曜日（祝祭日は前日）12/28～1/2
0776-75-2200

あわら市吉崎 2-1004-2
9:00～ 17:00
火曜日
0776-75-1705

福井県と石川県にまたがる施設。

「県境」を感じられる仕掛けや、目の

前に北潟湖が広がる開放的な空間

が魅力です。

吉崎御坊 蓮如上人記念館

お一人 2,000 円（税込）
あわら市宮谷 57-2-19　金津創作の森美術館 第 2駐車場
※要予約（2名様～）
0776-97-5130
090-4069-0126（細呂木地区創成会　担当：酒井）

蓮如上人御真筆の名号等、貴重な宗宝

の展示をしています。浄土真宗の教えを表

現した庭園では、絵像から科学的に再現

された蓮如上人の声を聴くことができます。
館内にはカフェも併設

吉崎御坊跡（御山）吉崎御坊跡（御山）
「御山」と呼ばれる吉崎の千歳山は、1471年に浄土

真宗第８代法主・蓮如が道場を開いた地です。蓮如

の布教活動の拠点となり、多くの門信徒が訪れ「吉

崎御坊」と言われるようになりました。

吉崎御坊本堂跡をはじめ、この御山にはいくつかの

史跡があり、おごそかな雰囲気が漂っています。御山

から眺める北潟湖は美しく、鹿島明神をまつる天然記

念物「鹿島の森」も望めます。

春にはお花見スポットにもなります。

写経体験や、数珠作り体験もできます♪

写経体験や、数珠作り体験もできます♪

石切場跡へ神秘ピクニック　　

ほんこさま料理と吉崎めぐり
歴史のまち「蓮如の里吉崎御坊」をガイドが案内。昼食はごぼう入り

ご飯など懐かしい「ほんこさま料理」付き。

お一人 4,000 円（税込）
あわら市吉崎 1-822　吉崎観光センター　
※原則として1週間前からの予約が必要
090-8099-7870
（（一社）蓮如の里 吉崎　担当：末富）　　

1グループ10名まで　ガイド1名　2,000 円／時間　　

吉崎ガイドクラブ　　

嫁威し谷

民話熱心に吉崎参りを続け

ていた嫁を威そうとした

姑の顔から鬼の面が外

れなくなったという伝説

が残っています。

使用料  1 回 200 円 ドリンク付

えきまえカフェ「らくーざ」

あわら市青ノ木 40-40（JR細呂木駅前）
10:00～ 16:00　　　土・日曜日　　　0776-97-5130

JR細呂木駅前にあるカフェ。細呂木の史跡散策に関することや「語り部」の

相談などまずはこちらにお越しください。

（物品販売、ギャラリー、図書コーナー併設）

自然に囲まれた林道を歩くこと30分。かつての石切場には遺跡のような神秘

的な空気が！

1グループ 10名まで ガイド1名
2,000 円 / 時間

レンタサイクル

※原則として1週間前からの予
　約が必要 (空きがあれば当日可)

※原則として1週間前からの予
　約が必要 (空き及びスタッフ
　在室の場合は当日可)

観光ガイド

電動アシスト　 1,000 円 (1 回 /日)
　　　　　　　　600円 (3 時間 )
軽快車　　　 500 円 (1 回 /日)
　　　　　　　 300 円 (3 時間 )

細呂木

（よめおどしたに）

蓮如と吉崎の関係のほか、東西吉崎別院や浄土真宗本願寺派吉崎

寺、真宗大谷派願慶寺の歴史などを、吉崎御坊を巡る歴史をガイドが

説明し案内します。　　

吉崎

御山の頂上からは鹿島の森も見える

高村光雲作の蓮如上人像



中学生以上：800 円
小学生：650 円
１歳～小学生未満：100 円

料金 あわら市青ノ木43-35-1
11:00～ 16:00 
火・水・木曜日
※予約の場合は定休日も対応可
090-2839-1152
※要予約

中学生以上：1,800円
小学生：1,000円
幼児：800円
2歳以下：無料
（30分食べ放題）

料金

あわら市波松 68-98
9:00～ 17:00 
荒天時休園
0776-79-1874（梨園）

中学生以上：1000 円
小学生：600 円
幼児：400 円

料金

農楽里（いちご園）農楽里（いちご園）
のらりのらり

やまぎしのうえんやまぎしのうえん

あわら市山十楽 58-23
9:30～ 15:30 
火曜日
0776-63-6341

中学生以上：1,800 円（2,000 円）
小学生：1,200 円（1,400 円）
３歳以上：800 円（1,000 円）

料金
※（　）は2～3月の料金
※３歳未満は無料

※完全予約制

山岸農園
（いちご園）
山岸農園
（いちご園）

あわら市清王 6字 55番
10:00～ 16:00 
090-2837-5957

中学生以上：2,200 円
小学生：1,600 円
３歳以上：1,200 円

料金
※時間内食べ放題 (30 分 )
※お持ち帰り( 量り売り)
　100ｇあたり200円

観光ぶどう園
あわらベルジェ

季節ごとにいろいろな種類のぶどう狩り

体験ができ、さわやかな甘さと香りを楽

しめます。土作りから収穫まで心を込め

て作られるぶどうは、普段食べている

ものとの違いに驚くはずです。

あわら市波松 68-87-２
9:30～ 16:00 
毎週月曜日（お盆期間中は無休）
0776-77-1707（開園期間のみ）
080-5854-3512 ／その他期間：0120-927-352　

中学生以上：600円
小学生：400円
※５歳以下無料  おみやげパック1個付
※採った分を量り売り216 ～ 432円程度/100ｇ　

料金

あわら温泉フルーツパーク
OKAYU

あわら市山十楽 58-27
土日祝 9:00～ 16:00 
0776-97-5467 ／ 090-8098-8042

2021 年は入場無料
採った分を量り売り
2円～／ｇ　

料金

朝倉梨栗園朝倉梨栗園

拾える栗の品種は、大きさ美味しさ抜群の

栗のスタンダード「筑波」と甘みが強く品質の

高い栗の王様「銀寄」。海が近いこの栗園

では、潮風をうけたホクホクの甘味の強い

栗の実が育ちます。

中学生以上：300 円
小学生以下：無料
※上記は入園料です 
※採った分を量り売り1,200 円 /1kｇ 

料金

瑞香園瑞香園

小さなお子さんでも簡単に摘み取りができます。カフェで

は自家栽培のブルーベリーを使ったスイーツやドリンクが

楽しめるほか、ヤギ、ヒツジにエサやり体験もあります。

あわら市山十楽53-2-11
カフェ9:00～ 16:00 
摘み取り園受付 8:30～ 11:00
木曜日（７,８月無休）（雨天時休み）
0776-73-3248

ずいかえんずいかえん
あさおでんべいあさおでんべい

麻王伝兵衛麻王伝兵衛

宝石のような真っ赤な輝きと、極上の甘み

のあるトマト「越のルビー」。「おいしい」の

一言のために一生懸命に育てています。

リコピンたっぷりの福井県あわら産のミディ

トマトを収穫してみませんか？

あわら市轟木 5-5
予約時にご相談
※毎週土曜日のみ受付
090-9302-0846

1,200 円

料金

梨園よねくら梨園よねくら

美味しい梨の見分け方・

採り方をレクチャーしてもら

いながら梨狩り体験ができ

ます。当日採った梨は食べ

放題で食べ切れなかった

場合は、別途有料で持ち

帰ることができます。

あわら
フルーツランド

無農薬・無化学肥料で、ドーフィン・ビオレソリ

エス・セレスト・ホワイトゼノアなど6種類のいちじ

くを栽培しています。数種類の完熟いちじくの食べ

比べができるのは、あわらフルーツランドならでは。

新保りんご園新保りんご園

刈安山の麓にある老夫婦

で営む小さなりんご園です。

ひとつひとつの手作業をく

りかえし我が子のように大

事に大事に育てています。

栽培品種は味の良さと

貯蔵性に優れた日本の

代表的りんご「ふじ」。

あわら市椚
9:30～ 16:00
荒天時休園
0776-74-1243
090-5176-9324

入園無料
採った分を量り売り
500 円 /kg

料金

色とりどりのあわらの旬の美味さを味わう収穫
体験

あわら市牛山 25-56
9:00～ 17:00
第 3水曜日
0776-78-6020

ファーマーズマーケット  きららの丘

生産者とスタッフが一緒に作

り上げる地元でも人気の直売

所。豊富な食材と試食が魅

力。天然酵母の食パンや地

元の食材を使用したパンやス

イーツの販売や手打ちおろし

　　蕎麦処、濃厚なミルクの

　　　味わいのソフトクリーム

　　　販売も併設しています。 越前柿は「刀根早生」や「平核無」という種類で

種が無く四角いのが特徴です。渋抜きが行われ

た越前柿は種もなくて甘くて大変美味しいです。

福井県を代表するサツマイモとして、全国

的に有名なとみつ金時。甘みが強く、しっ

とりホクホクした味わいが特徴です。

あわら市城3-33
10:00～12:00
（平日）
9:00～ 16:00
（土・日曜日・祝日）
月曜日
0776-79-1930 
※要予約

ブル
ーベ
リー
狩り

農家直売 !!
新鮮野菜・フルーツを
買うならココ !!

メロン

越前柿とみつ金時

季節に応じたあわら市の魅力を体感

して、ココロもカラダもＨＡＰＰＹ＆

元気になる体験が満載!!

フルーツ狩り
＆

あわらde体
験プラン

オススメ!

詳
細
はあ

わら
市観光協会ＨＰをご確

認
く
だ
さ
い

通年
開催

10月

11月上旬

通  年

7月下旬

8月下旬

いち
ご
狩り

濃厚な甘みの紅ほっぺは中身がぎっしりでしっかりした

食感です。高設栽培ハウスなので立ったまま収穫できます。

お子さまやご年配の方も簡単に楽しめます。ご家族でぜひ

お越しください。

県からエコファーマーに認定された

いちご園。土づくりにこだわり、

味にこだわった甘さが自慢のあ

きひめ、紅ほっぺ、恋みのりの

3種類の品種が楽しめます。

高設栽培となっているため、小

さい子供でも取りやすいです。

2月

5月

3月

5月下旬

春 夏 秋

温泉地の近くにある観光葡萄園＆

スイーツカフェ。ご旅行の帰りに葡萄

狩りやフルーツ狩り、お疲れの方は直売

もございます。採れたてのフルーツを

使ったスイーツも楽しめます。美味しい

フルーツで旅の疲れをどうぞ癒してください。

りん
ご
狩り

11月上旬

11月中旬なし狩り
8月下旬

9月30日ぶど
う
狩り

7月中旬

9月中旬

越の
ルビ
ー

狩り くり拾いいち
じく
狩り

6月

9月

8月下旬

10月下旬

9月下旬

10月中旬

7月中旬

10月中旬

あわら市では10種類以上の品種のメロンが生産されています。

赤肉、青肉と色と形も味もさまざま。食べ比べも楽しいです。とろ

りと熟した果肉、強いメロンの香り優しくとろける甘さを楽しんで♪



越前大野城

スキージャム勝山
はたや記念館
ゆめおーれ勝山

越前大仏

雄島

養浩館庭園

越前竹人形の郷

ちくちくぼんぼん

三國湊レトロ

車で
約80分

車で
約50分

車で
約70分

車で
約40分

平泉寺白山神社

一乗谷朝倉氏遺跡

道の駅越前おおの 荒島の郷

ゆりの里公園 ユリーム春江

道の駅みくにふれあいパーク三里浜

Tree Picnic Adventure IKEDA 
（ツリーピクニックアドベンチャーいけだ）

鶴 仙 渓

福井県立恐竜博物館車で
約40分

大本山永平寺

越前松島水族館

芝政ワールド

丸 岡 城

東 尋 坊

車で
約25分

車で
約15分

車で
約15分

車で
約20分

車で
約15分

車で
約10分

車で
約60分

刈安山
キャンプ場

車で
約70分


