
店  名 住  所 オリジナルメニュー リピート

1 あわら温泉グランドホテル あわら市温泉4-2

2 白和荘 あわら市温泉5-1201

3 福乃家 あわら市温泉５丁目３の３

4 案山子 あわら市二面5-208 〇

5 平野屋 あわら市温泉4-1 〇

6 あわら国際ホテル　美松 あわら市舟津26-10 〇

7 味処八八 あわら市舟津319⁻1 〇

8 生そば　新保屋　あわら あわら市二面16-1-27 〇 〇

9 石勝食堂 坂井市三国町南本町4-11-12

10 潮騒の館やし楼 坂井市三国町東尋坊

11 そば処　みの吉 坂井市三国町新保42-3-1-7 〇

12 そば処　どうぐや 坂井市三国町山王４丁目５－６ 〇

13 ふるさと渓流 坂井市丸岡町山竹田70-4

14 大宮亭 坂井市丸岡町里丸岡3丁目10 〇

15 けんぞう蕎麦 吉田郡永平寺町松岡春日3-26

16 てらぐち 吉田郡永平寺町志比5-17

17 山楽亭 吉田郡永平寺町志比23-31-10

18 永平寺そば 極 吉田郡永平寺町志比28-2 〇 〇

19 道の駅　禅の里 吉田郡永平寺町清水2-21-1 〇 〇

20 りうぜん 吉田郡永平寺町荒谷37-10 〇

21 大野食堂 大野市要町3-9

22 お食事処しもむら 大野市新庄15-22-2

23 名水手打そば　お清水　居酒屋　ＯＳＨＯＺＵ大野市泉町3-8

24 そば処 梅林 大野市月美町2-6 〇

25 ゑびすや 大野市有明町7-18 〇

26 そば処　福そば 大野市元町11-4 〇

27 勝食 勝山市郡町1丁目264

28 やく志屋 勝山市沢町2丁目9-10

29 手打ちそば　どうせき 勝山市元町1-5-22

30 食庵おり田 勝山市毛屋町1611

31 そば処　まつや 勝山市平泉寺町平泉寺町65-7 〇

32 福彩り 食堂　のむら屋 勝山市元町2丁目13-32

33 蕎麦Dining　一福　西武福井店 福井市中央1丁目8-1　西武福井店８F 〇

34 蕎麦　やすたけ 福井市文京７丁目9-35 〇

35 そば割烹　よいん 福井市福新町1913 〇

36 杵と臼 福井市上東郷町22-7 〇

ふくいそば×ＧＯＤＩＶＡ　マリアージュキャンペーン２０２２　参加店



37 越前蕎麦dining櫻庭 福井市順化1-23-3 〇 〇

38 美・味・麺・庵 たからや 福井市新田塚１丁目25-1 〇 〇

39 （株）福そば 福井市中央1-22-1 〇

40 越前蕎麦倶楽部 福井市中央1丁目10-21 〇 〇

41 乾徳亭 福井市乾徳4丁目2-27 〇

42 丸仙そば　花月支店 福井市花月5-1-45 〇

43 越前そば 大もり支店 福井市浅水町104-6 〇

44 そば処 きょうや 福井市和田中２丁目936-2 〇

45 佐介蕎麦 福井市木下町6-1-15 〇

46 丸仙そば　フェニックス通り店 福井市宝永４丁目18-7

47 吉ちょう 福井市大手３丁目4-1

48 おそばだうどんだ越前 福井市中央1-1-25

49 越前つるきそば　本店 福井市中央２丁目4-31

50 越前つるきそば　板垣店 福井市羽水１丁目607

51 越前つるきそば四ツ居店 福井市北四ツ居町519

52 越前つるきそば　ベル店 福井市花堂南2-16-1

53 つるきそば　宝永支店 福井市宝永１丁目14-22 〇

54 つるきそば　佐佳枝支店 福井市順化1丁目5-7

55 あみだそば福の井 福井市中央１丁目2-1　ハピリン１F

56 福井市観光物産館福福館 福福茶屋    福井市中央1丁目2-1　ハピリン2F

57 そば重 福井市順化1-18-10

58 佐佳枝亭 福井市順化1-24-1

59 まるさん屋　福井片町 福井市順化2丁目19-19

60 天籠（てんかご） 福井市順化2丁目23-2

61 蕎麦その字 福井市高木中央2丁目26-12

62 そば処 まる八 福井市御幸1丁目1-9

63 みどりそば 福井市豊島2丁目8-1

64 西村屋日之出店 福井市日之出５丁目5-21

65 道の駅　一乗谷あさくら水の駅 福井市安波賀中島町1-1-1

66 一乗谷レストラント 福井市城戸ノ内町10-48

67 笏谷そば 本店 福井市足羽4丁目5-10

68 成田屋 福井市春日2丁目9-24

69 越前そば西村屋 本店 福井市北四ツ居2-1-5

70 風の森 コスモポリタンカフェ 福井市大和田2-801 福井新聞社1F

71 そば処 寿縁 福井市河増町9-10-1

72 めん房つるつる　明新店 福井市二の宮5-14-11

73 めん房つるつる　開発店 福井市西開発3-318

74 めん房つるつる　江戸店 福井市御幸4-20-5

75 めん房つるつる　明治店 福井市加茂河原30-1-1



76 めん房つるつる　水落店 鯖江市水落町2-29-2

77 おはぐろ　そば処惣平 鯖江市吉江町18-31-4

78 亀蔵 鯖江市東鯖江１丁目1-3

79 越前そばの里 越前市真柄町7-37

80 本手打そば 山楽 越前市横市町1-5-5

81 うるしや 越前市京町１丁目4-26

82 よ志元本店 越前市元町6-12

83 本手打ち今庄そば ふる里 越前市東千福町17-7

84 遊亀庵 かめや 越前市東千福町27-37

85 HAMA庵 越前市村国2-5-52 〇 〇

86 山むろ 越前市神明町1-8 〇

87 御清水庵 越前市吾妻町3-33 〇

88 そば処　和た里 越前市塚町50-46-1 〇

89 栄庵 越前市沢町22 〇

90 丸金そば 越前市今宿町1-2-4 〇

91 越前二八そば　いろは軒 丹生郡越前町西田中16-5-2 〇

92 オタイコヒルズ 丹生郡越前町下河原37-19-1 〇

93 だいこん舎 丹生郡越前町小曾原120-3-20 〇 〇

94 新月亭 丹生郡越前町内郡14-21

95 十割そば　いたどり 南越前町板取16-12

96 忠兵衛そば 南越前町今庄75-20

97 おばちゃんの店 ほっと今庄 南越前町今庄9-13

98 好好庵 南越前町東大道12-16-15

99 そば処 いまじょう 南越前町牧谷39-2-2

100 手打ち蕎麦　雪花 敦賀市谷25 〇

101 そば処　又八庵 敦賀市杉箸79-42 〇

102 地魚料理　まるさん屋 敦賀市白銀町6-41

103 マツニタカ 敦賀市相生町14-28-2 〇 〇

104 居酒屋きんた 若狭町熊登野38-13

105 道の駅若狭熊川宿 四季彩館 若狭町熊川11-1

106 葛と鯖寿しの店 まる志ん 若狭町熊川39-11-1

107 そば処 よってっ亭 おおい町名田庄納田終109-1-1

14 36


