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FUKUI CITY GUIDE BOOKについて

「観る・食べる・遊ぶ」に掲載されている飲食店は、『観光客に
自慢したくなる「市民自慢の逸店・逸品」』（実施：平成27年
5月25日～6月30日）として市民から推薦された飲食店です。
掲載されている内容は平成27年8月末現在の情報です。
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【ハピリン（福井駅西口再開発ビル）】平成
28年4月28日オープン。福井市観光物産
館「福福館」や飲食、物販店のほか国内最
高峰解像度8kを誇るドームシアターも完
備。福井市中央1　☎0776-20-5454

【グリフィス館】明治初期に活躍したグリフィスの
功績や近代福井の歴史を学ぶことができる。建物
は和と洋が調合した造りも魅力。福井市中央3-5-4
☎0776-50-2911　営/10：00～19：00（冬期18：00
まで）※入館は閉館の30分前まで　休/12/28～1/4

【福井市立郷土歴史博物館】常設展の
他、松平家伝来の品 も々展示。福井市
宝永3-12-1　☎0776-21-0489　営
/9：00～19：00（冬期変動あり）※入館は閉
館時間の30分前まで　休/12/28～1/4

【ブータンミュージアム】ブータン王国外
で唯一となる博物館。福井市大手3-15-
12 フェニックスビル1F　☎0776-22-
0011　営/11：00～17：00　休/月曜
日（祝日の場合は翌日）

「御泉水指図」によって復原がなされ
た。数寄屋建築や池、樹木や石組など
から四季折々の情緒が感じられる趣ある
庭園になっている。その評価は非常に高
く、米国の庭園専門誌による日本庭園
ランキングでは2010年まで3年連続で3
位に選ばれるなど、国内外から評価され
る名園である。福井市宝永3-11-36　
☎0776-21-0489（郷土歴史博物館）
営/9：00～19：00（11/6～2月末は～
17：00）※入園は閉館30分前まで
休/年末年始（12/28～1/4）

【養浩館庭園】かつては福井藩主松平
家の別邸であり、明治時代には迎賓館
として使用されていたが、戦災により一
度焼失してしまう。その後、国の名勝に
指定されたことをきっかけに、江戸期の
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【北の庄城址・柴田公園】柴田勝家の
居城・北庄城の跡地。貴重な遺構が残
る。福井市中央1-21-17　☎0776-20-
5346（福井市おもてなし観光推進室）
営/見学自由　休/なし

【安養寺】朝倉孝景が建立し、将軍足
利義昭が一乗谷を訪れた際は御所と
なった。柴田勝家により現在地に再建
される。福井市足羽1-10-9　☎0776-
36-0378　営/見学自由　休/なし

【愛宕坂】かつての愛宕神社への参道で
あった坂は、笏谷石を使用した風情のある
石階段が続いている。 現在は坂の途中に
資料館や美術館、料亭などが建ち並ぶ。
福井市足羽　営/見学自由　休/なし

【福井市愛宕坂茶道美術館】福井の茶
道史や茶道文化を紹介している。福井
市足羽1-8-5　☎0776-33-3933　営
/9：00～17：15（入館は16：45まで）　休/年
末年始、展示替え等による臨時休館日

【藤島神社】武将新田義貞を祀る、建武
中興十五社の一社。国の重要文化財・
新田義貞の兜が奉納されている。福井
市毛矢3-8-21　☎0776-35-7010　
営/見学自由　休/なし

【福井市自然史博物館】自然史を楽しく
体験。福井市足羽上町147　☎0776-
35-2844　営/9：00～17：15（入館は
16：45まで）　休/月曜日（祝休日の場
合は開館し翌日休館）、年末年始

【左内公園】安政の大獄で処刑された若
き天才・橋本左内の生家跡に広がる公
園。啓発録の碑が建つ。福井市左内町
7　☎0776-20-5346（福井市おもてな
し観光推進室）　営/見学自由　休/なし

【足羽神社】1500年余の歴史をもち、
子宝のご利益があるパワースポットでも
ある。福井市足羽上町108（足羽山）　
☎0776-36-0287　営/9：00～17：00
休/なし※境内拝観自由

【福井市橘曙覧記念文学館】橘曙覧は
福井生まれの幕末の歌人。福井市足羽
1-6-34　☎0776-35-1110　営/9：00
～17：15（入館は16：45まで）　休/年
末年始、臨時休館日

【西光寺】武将柴田勝家の菩提寺。勝
家公とお市の方の眠る墓がある。勝家
公資料館も併設する。福井市左内町
8-21　☎0776-36-1528　営/正午
～16：00※資料館は要予約　休/なし

【福井神社】松平春嶽を祀る。戦災後、
福井大学工学部の設計で再建され、一
般の神社と異なる特徴的な外観をもつ。
福井市大手3-16-1　☎0776-22-
7662　営/見学自由　休/なし

【福井城址】家康の二男・結城秀康が
築城した福井城。現在はその石垣と堀
の一部が残る。福井市大手3丁目
☎0776-20-5346（福井市おもてなし
観光推進室）　営/見学自由　休/なし
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【日本料理 懐石 やなぎ町】福井の自然が育
んだ多彩な素材を使った料理を上質な個室
で楽しめる。福井を代表する越前ガニ料理の
名店の一つ。福井市順化2-12-12　☎0776-21-
3087　営/11：30～14：00、17：00～22：00　休/日曜日

【日本料理 橘】本格日本料理を雰囲気
のある店内で味わう。福井市中央1-4-8 
ユアーズホテルフクイ2F　☎0776-25-
3200　営/11：00～14：30、14：30～
17：00（喫茶）、17：00～22：00　休/無休

【和食ダイニング 柳庵】福井駅や中心部
のホテルからもすぐの立地。地魚料理や
若狭牛の極上ステーキが自慢。観光客
にも人気。福井市順化1-13-13　☎0776-
21-8880　営/17：00～24：00　休/日曜日、祝日

【和食ダイニング 柳月亭】その日に仕入
れた海の幸や福井名物などが味わえる。
料亭風全室完全個室で福井の幸を堪能
しよう。福井市順化2-6-14　☎0776-21-
8820 営/17：00～24：00　休/日曜日

【浜町 一燈】旬の魚や野菜を活かした料
理に豊富な地酒。細部まで心遣いが行
き届く名店。福井市中央3-12-12
☎0776-22-1322　営/11：30～13：30
LO、18：00～22：00LO　休/日曜日

【料理 紋や】知る人ぞ知る人気店。料理
はどれも美味しく、良心的な価格。大将
の笑顔も素敵で雰囲気も良い。
福井市中央3-4-6　☎0776-23-0040
営/17：00～24：00LO　休/日曜日

【開花亭・開花亭sou-an】国の有形文
化財である開花亭と隈研吾設計のモダ
ン建築「sou-an」。旬の福井の味をこれ
らの空間で。福井市中央3-9-21　☎0776-
23-1009　営/11：30～14：00、17：30～22：00

【割烹 武】活ずぼがに茹でたてと名人お
ろしそばが看板の、地魚料理が豊富な
お店。県外客も多く訪れる名店。福井市
順化1-21-15　☎0776-23-8914　営/
11：30～14：00、17：00～23：00　休/不定休

【越前仕立て汐雲丹専門店 天たつ】日本
三大珍味「汐雲丹」の濃厚な味わいは地酒
と相性抜群。福井市順化2-7-17 ☎0776-
22-1679 営/平日9：00～18：00、日祝10：00
～17：00 休/不定休 プリズム店もあり

【昆布（卸）専門店 小田こんぶ】出し昆
布、おぼろ・とろろ昆布、佃煮、昆布菓子な
どお土産・贈答用に最適な商品が数多く
並ぶ。福井市順化2-17-15　☎0776-22-
1613　営/9：00～18：00　休/日曜日、祝日

【継体天皇像】継体天皇の数々の業績
を顕彰するため、明治時代に笏谷石で
作られた像。足羽山公園のシンボルとし
て親しまれている。福井市足羽（足羽
山）　営/見学自由　休/なし

【瑞源寺】泰澄大師建立で、江戸期に現
在地に移転し復興。本堂や書院が県の
文化財に指定されている。福井市足羽
5-10-17　☎0776-35-1868　営/9：00
～17:00※本堂、書院内部　休/なし
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【汐彩】朝獲れ地魚と自家農園野菜の和
創作料理。福井地酒と全国地酒70銘柄
が楽しめる店。店主は日本酒コラムニスト！
福井市順化1-8-12片町プラザビル1F　☎0776-
27-2929　営/18：00～23：00　休/日曜

【割烹 間海】季節ごとの海山里の地物
を自家製料理でもてなす名店。「うなぎの
竹の皮弁当」はボリューム満点の人気
商品。福井市順化2-21-8　☎0776-22-
7660　営/17：00～22：00　休/日曜日

【わらび福井駅前店】漁港直送の新鮮
魚介や蔵元直通の地酒など、福井の旨
いが楽しめる。福井市中央1-11-11 エ
アリス1F　☎0776-25-3800
営/17：00～25：00　休/無休

【庄屋】品数豊富で価格もリーズナブ
ル。日替わりランチもあり、昼夜とも訪れ
たい。福井の地酒も取り扱う。福井市中
央1-12-3　☎0120-130-915　営/11：30
～13：30LO、17：00～22：30LO　休/日曜日

【どん茶屋】本当は教えたくない繁盛店。
驚きのボリュームの「刺身の盛り合わ
せ」や焼魚も絶品。福井市順化1-24-19
☎0776-21-4548　営/17：30～ネタ売切れまで
休/日曜日、祝日（大型連休は営業）

【松田屋】福井駅東口から徒歩2分とい
う近さで、新鮮な刺身やそれに合う地酒
が味わえる。地元客にも人気。福井市日之
出1-22-17　☎0776-22-4715　営/17：30
～23：00頃　休/日曜日（祝日の場合は翌日）

【味の王様】美味しさ、安さ、素材の良さ
と三拍子揃う居酒屋。誰もがオーダーす
る「あじのたたき」はいつでも絶品。
福井市大手2-5-5辻ビル1F　☎0776-23-6831
営/17：00～24：00　休/日曜日

【味とら】阪神ファンに指示される人情居
酒屋。大皿料理からお好み3品を選んで
食べるリーズナブルなランチも好評。福井
市大手2-5-5 辻ビル1F　☎0776-22-5639
営/11：30～13：00、16：30～23：00　休/日曜日、祝日

【八兆屋・福井駅店】駅構内という便利
な立地にあり、地元食材を用いた手造り
料理や、豊富な地酒を手頃に味わえる。
福井市中央1-1-25プリズム福井　☎0776-
28-1189　営/11：00～23：00　休/無休

【猿の盃】地元客が多い人気店。鮮度
抜群の魚介を使った料理が評判。地酒
も豊富でサービスも良く、価格も手頃。
福井市順化2-21-1　☎0776-29-7205
営/17：30～27：00　休/日曜日

【食楽 おきた】明治初期から続く鮮魚卸
を経て和食店をオープン。海鮮丼やおま
かせ弁当など、また食べたくなる旨さ。
福井市手寄1-9-20　☎0776-24-1373　営/
11：00～14：00、16：30～21：00　休/日曜日

【旬味 泰平】料理はもちろん、店の雰囲
気からも和のもてなしを感じる。夏の油
団も心地よい。福井市中央3-14-11　
☎0776-25-4686　営/11：30～14：00、
18：00～23：00　休/日曜日（祝日営業要確認）
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【福そば】「お市そば」はおろしやとろろな
ど5種のそばが楽しめる。ソースカツ丼と
のセットメニューも豊富に揃う。福井市中
央1-22-1　☎0776-22-4640
営/11：00～21：00LO　休/水曜日

【吉ちょう】福井名物「おろしそば」と「ソー
スカツ丼」のセットはどちらもしっかり食べ
たい人にぜひおススメ。福井市大手
3-4-1放送会館B1F　☎0776-23-3727
営/10：30～19：30LO　休/不定休

【つるきそば 佐佳枝支店】焼いた油揚げ
の香ばしさが食欲をそそる「あげおろしそ
ば」は、大盛り、特大も用意。思う存分堪
能できる。福井市順化1-5-7　☎0776-
24-6352　営/8：00～24：00　休/日曜日

【今庄そば 福井駅構内】安くて早くて旨
いそばは「駅そば」の愛称で親しまれる。
匂いにつられつい入りたくなる店。
福井市中央1-1-1　☎0776-27-6711
営/6：00～23：30（ホーム10：00～）

【木の芽屋】足羽山にある茶屋の中でも
美味しいと評判のそば。特に「山椒おろ
し蕎麦」は大人味で絶品。福井市小山谷町
33-4-14　☎0776-35-2607　営/11：00～
16：00（3/1～11月下旬）　休/期間中無休

【あみだそば遊歩庵】太さや茹で方にも
こだわる本格的な十割そば。「おろしそ
ば」でシンプルにその風味を感じてほし
い。福井市中央1-9-1　☎0776-76-3519
営/11：30～19：00　休/無休

【手打ちそば やっこ】福井県産特上玄そばを
100％使用。細麺か太麺を選んで味わえる。福
井市城東1-4-18　☎0776-22-3472　営/
月～金11：00～15：30、17：00～20：30、土日祝
11：00～20：30 ※品切れ次第終了　休/水曜日

【足羽山公園 中村屋】長く親しまれる名
物「木の芽田楽・おでん」や県内産そば粉
と天然水で打った十割そばが楽しめる。
福井市足羽1-8-43　☎0776-34-0621
営/9：00～16：00（茶屋）　休/木曜日

【寿し吉田】司馬遼太郎をはじめ数々の
著名人をうならせた寿司など、出される料
理からは腕の良さが伝わる。福井市順化
1-11-15　☎0776-23-1066　営/11：30～13：30、
17：00～22：30LO　休/日曜日、祝日不定休

【花子の家】カウンターにはおばんざいが
ズラリと並ぶ。おひとりさまでの来店も気
軽で、〆のラーメンが美味。福井市順化
1-10-15　☎0776-30-1190　営/ 11：30
～14：00、16：00～25：00　休/日曜日

【見吉屋】八十余年の老舗そば店。石
臼挽き製粉と手打ちによる滋味にあふ
れる越前そばを堪能できる。福井市順化
1-11-3　☎0776-23-3448　営/11：00
～20：30　休/日曜日

【さのや】手打ち一筋40年以上の主人は、
当日の気候にあわせ最良の配合でそばを
打つ。風味豊かなそばをぜひ。福井市順化
2-12-19　☎0776-22-3492　営/11：00～15：00、
17：00～21：40　休/日曜日（大型連休は営業）
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【むろまち】名古屋と違う独自の「みそか
つ定食」。40年以上愛される味噌ソー
スをぜひ。福井市中央1-21-2　☎0776-
23-0323　営/平日11：30～19：30LO、日
祝11：30～19：00LO　休/月曜日、第一火曜日

【魚菜園】県産のうなぎを関東風の蒲焼
きに。山菜料理や鮎料理など季節メ
ニューも豊富。福井市順化1-18-8 開明
ビル　☎0776-23-3830　営/月～土17：00
～26：00（日祝21：00まで）　休/無休

【秋吉 福井片町店】定期的に食べたくな
る福井のソウルフード。「純けい」と「しろ」は
必ずオーダーを！　活気のある雰囲気も◎。
福井市順化2-7-1　☎0776-21-3573
営/17：30～26：30　休/日曜日

【イタリア食堂 ITSUKI】浜町にある老舗
イタリアン。昼も夜も気軽に行ける雰囲
気で、「へしこピザ」が美味。福井市中央
3-3-11　☎0776-22-1190　営/11：30～
14：00LO、17：00～22：00LO　休/月曜日

【トラットリア チャオ】雰囲気はイタリアの
食堂。素材にこだわるイタリアンはどれも
美味。福井市中央1-22-8　☎0776-
23-0617　営/11：30～14：30、17：30
～22：00（日祝は21：30まで）　休/月曜日

【イタリア】カウンターだけの居心地の良
い店。パスタというよりスパゲッティという
言葉が似合う。福井市中央1-4-8 ユアー
ズホテルフクイB1F　☎0776-25-3878
営/11：00～21：00　休/木曜日

【Kitchen Toriâge】旬を意識した独創的
なメニューが多く揃っており人気。気軽な
雰囲気も嬉しい。福井市中央3-2-18
☎0776-25-7113　営/11：30～14：00、
17：30～23：00　休/日曜日

【Spuntino】隠れ家的な雰囲気の中で
楽しむ魚介を使った料理もおススメ。二
軒目のチョイ飲み利用もgood！　福井市
順化2-20-17　☎0776-25-7211　営/ 
18：00～22：30　休/日曜日、祝日不定休

【吉野寿司】地元客が「本当は教えたく
ない」と口を揃える人気店。安くて美味し
い寿司を食べたいなら外せない一店。
福井市中央2-6-4　☎0776-22-1810
営/18：00～23：00　休/日曜日

【昌冨ずし】おまかせのにぎりずしや巻物
は大将自慢の逸品揃い。ここだけの一
風変わった食べ方も教えてくれる。
福井市中央2-1-41　☎0776-23-7995
営/17：00～　休/水曜日

【とんかつ割烹 谷口や】ジューシーさが
たまらない「とんかつ定食」や冬はカニな
ど福井の味覚を満喫できる。福井市順化
1-13-3　☎0776-22-3015　営/11：30～
13：30、17：00～22：00　休/日曜日、祝日

【一えい】創業70年、一えいと言えばと
んかつ。その他、刺身などの一品料理
や、すき焼き、しゃぶしゃぶも人気。
福井市順化1-17-28　☎0776-22-3421
営/11：30～13：30、17：00～22：00　休/日曜日

キッチン・トリア ージュ スプンティーノ
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【ビストロ三玄】福井の食材をサプライズ
あるメニューで提供。多くの受賞歴があ
る「蟹味噌バター」はお土産に。福井市大
手3-12-20　☎0776-30-0345　営/18：00
～21：00LO　休/日曜日、祝日（不定休）

【森のオーブン】さまざまな食材を巧みに
使い、ジャンルを問わず調理。お客が心
配になるほどの手頃な価格は店主の心
意気。福井市豊島1-4-8　☎090-8094-
1521　営/11：30～22：30　休/木曜日

【職人二人】地元で獲れた魚介を使い和
食を主人が、地中海料理を奥さんが調理。
お通しの茶わん蒸しは絶品。予約必須。
福井市順化2-13-20 中村ビル2F　☎0776-27-
0148　営/18：00～24：00　休/日曜日、月曜日

【sushi bar daishin】醤油をつけずに味
わう福井で新感覚の寿司。越前焼など伝
統工芸品を使用。福井市中央1-11-3 岩本ビ
ルB1　☎0776-28-0700　営/12：00～14：00、
18：00～23：00　休/月曜日（火はランチ休み）

【モーニングトマト】30年来通い続ける人
も多く、美味しさもずっと変わらない。一
押しは「スペシャルベンガルカレー」。
福井市中央1-9-30　☎0776-23-5571
営/11：00～20：30（日祝20：00まで）

【ヨーロッパ軒 総本店】名物「ソースカツ
丼」の他、ソースカツとエビフライがごはん
に合う「ミックスカツ丼」などのメニューも。
福井市順化1-7-4　☎0776-21-4681
営/11：00～20：00　休/火曜日

【集集】米油を使った「こだわりラーメン」
は、背油とニラたっぷりの濃厚醤油味。
他にはない一品。福井市中央1-10-25
☎0776-21-3562　営/11：00～21：00
LO（ランチ11：00～14：00）　休/火曜日

【福林軒】昭和の雰囲気残る店内と、
ソースや塩と違う、やみつきになる味の

「やきそば」は一度食べる価値あり。
福井市中央1-12-12　☎0776-22-0791
営/11：30～15：00、16：30～19：00　休/火曜日

【浜町Pinoli】洗練した雰囲気のワイン
バー。本格的なイタリア料理とワインで
シックな大人の時間を満喫。福井市中央
3-14-12　☎0776-43-0799　営/11：30
～14：30、18：00～23：00　休/日曜日

【バンボッシュ・ド・ヤマ】隠れ家的店内で
楽しめるプレートランチや食後のデセー
ルもおススメ。福井市順化1-3-10
☎0776-22-6858　営/12：00～14：00、
18：00～23：00（要予約）　休/日曜日

【グリル 葵】本格フレンチが手軽に楽しめ
るランチがおススメ。個室があるので子
供連れでも安心して来店できる。
福井市大手3-6-3　☎0776-24-1176
営/11：30～22：00　休/日曜日

【二の丸グリル】関西の有名店で修業し
たシェフが腕を振るう。早めの来店がお
薦め。福井市大手2-18-1アネックスホテ
ル2F　☎0776-27-7522　営/11：30～
14：30、18：00～21：30　休/月曜日

ピ ノ リ
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【レ・プレジュール カフェプラス福井駅前店】
天然酵母・手作りパンの店。約100種の中
から好きなパンを選んで食べられる。福井市
中央1-4-12　☎0776-27-1715　営/9：00～
19：00（2Fは18：30まで）　休/無休（年末年始除く）

【フルーツのウメダ】高級果実専門店が
作るロールケーキは手土産にも最適。
2Fのカフェでも味わえる。福井市中央
1-9-23☎0776-24-1250　営/8：30～19：00 
※ランチ11：30～14：00（月～金）　休/水曜不定休

【ユキライン】甘食のイメージが覆される
「ケーキ甘食」。軽い食感でしなやかな
口当たりの人気商品。福井市順化
2-7-5　☎0776-26-3663　営/10：00
～18：30（カフェ18：00まで）　休/日曜日

【BOURGEON】見た目可愛く、食べて
も美味しいスイーツがズラリ。配りやす
い、小分けにされた洋菓子もある。
福井市順化2-15-13　☎0776-43-9566
営/10：00～19：30　休/第1・3水曜日

【お菓子処 丸岡家】四角い形の「和風
バームクーヘン」や、ヘルシーな「お菓子
とうふ」など人気商品が並ぶ。福井市春山
2-18-18　☎0776-22-5394　営/8：30
～19：30　休/火曜日（祝日の場合営業）

【御素麺屋】江戸元禄12年創業の和
洋菓子店。外はカリッ、中はぎっしりあん
の「かりんとうまんじゅう」が有名。
福井市松本3-2-12　☎0776-23-3272
営/9：30～19：00　休/無休（元旦は除く）

【親玉菓舗】名物「碌寳焼」はカリッとし
た外生地と餡の上品な甘さが絶妙。県
内外に多くのファンをもつ伝統の味。
福井市順化2-20-15　☎0776-23-6353
営/9：00～19：00　休/火曜日

【藤雲堂】老舗和菓子店のお勧めは、し
ろ餅、きなこ餅、よもぎ餅との三味が楽し
める「三色羽二重餅」。（プリズム福井で
も購入可）福井市照手1-1-19　☎0776-
24-1397　営/8：00～18：30　休/無休

【珍々亭】豊富な中華メニューの中で、特
にラーメンメニューが充実。辛味おろしが
のった「冷やしラーメン」がある。福井市中
央1-12-9中央ビル2F　☎0776-23-8981
営/11：30～23：00　休/月曜日

【ミルヒビカフェ】落ち着く雰囲気の女性
専用カフェ。ヘルシーなランチも楽しめ
る。福井市順化1-6-2 本町中央ビル2F
☎0776-24-1255　営/月～金9：00
～17：00　土日祝は不定休

【ボンコーヒー】甘み、香り、余韻にこだわっ
たコーヒーを丁寧にドリップ。「チーズケーキ」
など相性抜群な自家製デザートも用意。
福井市中央1-14-3　☎0776-50-2956
営/11：00～22：00　休/火曜日

【ASUWAYAMA DECK】足羽川の桜
も望める抜群のロケーションのカフェ。生
パスタなどの料理も種類豊富。福井市
足羽上町111　☎0776-36-3733
営/10：00～22：00　休/不定休

ブ ル ジ ョ ン

おそうめん や
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【昆布屋孫兵衛】創業天明2年、福井の銘
菓・羽二重餅で包んだ「いちご餅」や最中など、
お土産にしたい和菓子がズラリ。福井市松本
2-2-6　☎0776-22-0612　営/8：30～
18：30　休/毎月第4火・水曜日※変更もあり

【餅の田中屋 本店】「最中アイスクリー
ム」は素朴な味わいの夏の定番。また

「えんどう大福」は豆と塩加減が絶妙。
福井市勝見3-17-6　☎0776-25-2468
営/9：00～17：30（夏期19：00まで）　休/水曜日

【大吉餅】柔らかくついた餅に、注文を受
けてから黒蜜をかけ、きな粉をまぶした「あ
べかわ餅」。福井人のソウルスイーツ。
福井市松本2-2-2　☎0776-22-3221
営/7：30～18：30　休/木曜日、1/1～1/5

【蝋金餅店】やわらかな三角の餅に黒蜜
ときな粉が絡み合う「あべかわ餅」。人気店
ゆえ、午前中に売り切れることもしばしば。
福井市左内町9-27　☎0776-35-3041
営/8：30～売切れまで　休/木曜日

ろうきん

【今川焼本舗】一個で満足できるほどの
重量感。つぶあん、クリーム、しろあん、
チョコ、珍しいカレーもおススメ。
福井市中央1-5-10　☎0776-22-0998
営/9：30～21：00　休/不定休

【臼井煙草倶楽部】世界の450種以上
のたばこを販売。ランチメニューも楽しめ
る大人の憩い場。福井市順化2-26-17
☎0776-21-4533　営/平日9：00～24：00、祝
日10：00～20：00（BAR 18：00～）　休/日曜日

【ケネディ・クラブ】一人でもふらりと訪れ
ることができるバー。懐かしのエレキ＆
フォークギターの生演奏が楽しめる。
福井市順化2-12-14プリンスビル　☎0776-
21-5767　営/19：00～27：00　休/無休

【村中甘泉堂】明治43年創業、代表銘
菓「羽二重餅」や伝統を生かしつつも革
新を取り入れた多彩な和菓子が並ぶ。
福井市中央1-21-24　☎0776-22-4152
営/9：00～19：00　休/火曜日

【はや川】勝山市の本店以外には福井
駅内【プリズム福井】のみで販売。売切れ
必至の和菓子「羽二重くるみ」が有名。
福井市中央1-1-25プリズム福井　☎0776-
26-5177　営/8：30～19：00　休/無休

【松岡軒】「羽二重餅」はきめ細かく、しっ
とりとした舌ざわり。カンナで削る「手かき
氷」は福井の夏の風物詩である。
福井市中央3-5-19　☎0776-22-4400
営/9：00～18：00　休/無休

【御菓子司 森八大名閣】夏限定の人気
商品「伝兵衛」は福井特産、越のルビー
を使用したゼリー。福井市大手3-15-9
☎0776-25-0008　営/9：00～19：00
休/毎月第3月曜日 ※変更もあり

【BONOBONO】地酒・早瀬浦を使用したオリ
ジナル酒ケーキ。パッケージも可愛いBONO
BONO名物「どらどら」はお土産に最適。福井
市中央1-1-25プリズム福井　☎0776-22-8331
営/8：30～19：00　休/プリズム福井に準ずる

うす い
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【福井市水道記念館】大正期のめずらし
い洋風建築を保存し活用。水道の歴史
にふれることができる。福井市足羽
1-7-35　☎0776-35-6751　営/9：00
～16：30　休/月曜日（祝日の場合は翌日）

【通安寺】福井藩の家老を務めた狛氏
の菩提寺。本堂裏手に残る笏谷石でつく
られた歴代の五輪塔は一見の価値あり。
福井市西木田4-3-4　☎0776-35-
1343　営/見学自由　休/なし

【長慶寺】柴田勝家や、丹羽氏を経て北
の庄城主となった堀秀政ゆかりの寺。そ
の墓や自画像が伝えられ今に残る。
福井市西木田2-3-12　☎0776-36-
1710　営/見学自由　休/なし

福井市近郊
を1360枚も使用した歴代福井藩主の
廟所「千畳敷」があり、約4メートルの墓
塔が立ち並ぶ様子は思わず息をのむほ
ど。また、そこへ向かう途中の墓所には、
大安禅寺を愛した福井出身の幕末の歌
人「橘曙覧」の墓などもある。本堂をはじ
め寺院の建築物一帯は平成20年に国
の重要文化財に指定されている。
福井市田ノ谷町21-4　☎0776-59-
1014　営/拝観は9：00～17：00
※受付16：30まで　休/なし
※法話別

【大安禅寺】福井藩主松平家の菩提所
として建立される。それ以来350年以上
戦災や震災などの被害に見舞われるこ
となく、現在もほとんど当時のままの建物
が残されている。その本堂裏には笏谷石

【丹巌洞】喧騒を離れ幕末の面影を今
に残す草庵と庭園。現在は料亭として
利用される。福井市加茂河原1-5-12　
☎0776-36-2668　見学可　※要問
合せ　休/※要問合せ
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【アルケミスト】足羽山の麓、森の緑と黒
壁が調和した女性に人気のフレンチレ
ストラン。福井市門前1-201　☎0776-
63-5613　営/11：30～14：00、17：30
～21：00　休/水曜日

【ほがらか亭】旨いと評判の回転寿司店
は、鮮度抜群のネタと熟練の職人技が光
る店。社長の顔をモデルにした看板や石
像が目印。福井市成和1-1009-1　☎0776-
27-2606　営/11：00～22：30　休/不定休

【ジャルダン】旬の素材、地元の素材を使い
「現代の名工」が腕を振るう本格フレンチレ
ストラン。福井市文京4-28-16　☎0776-
29-0026　営/11：30～14：30（13：30LO）、
17：00～21：30（20：00LO）　休/火曜日

【ポポラーレ】厳選食材を使った本格イ
タリアンはどれも美味。特にクリスピー生
地のピザはおススメ。福井市里別所新町
211　☎0776-28-3188　営/11：30
～14：45、18：00～21：45　休/火曜日

【きど】世代を超えて愛される隠れ家的小
料理屋。旬の鮮魚のぶ厚い刺身や焼き
物などが人気。福井市文京1-2-8　☎0776-
25-1758　営/11：30～14：00（平日のみ）、
17：00～22：30　休/毎月第1・3日曜日

【初味寿司 本店】旬のものをはじめ、福井
の市場の二番ぜりで仕入れた変わり種
の魚を堪能できることも。福井市みのり
2-3-12　☎0776-36-7017　営/12：00～
24：00　休/日曜日（10名以上の予約の場合営業）

【四季食彩 萩】食事、持ち帰りの創作寿
司が評判。「生さば寿司」は記憶に残る
逸品。福井市下馬3-1507-1　☎0776-
33-6672　営/11：30～14：00、17：30～
22：00（日曜は21：00） 休/月曜日、第3日曜日

【かじかの里山殿下】地元の女性手作り
の山菜や郷土料理がバイキングでお腹
いっぱい味わえる。福井市畠中町28-24
殿下福祉センター　☎0776-97-2622　営/11：00
～16：30（バイキングは14：00まで）　休/月曜日

【トラットリア タヴォラ】福井の自然が育ん
だ食材を生かしたイタリアン。野菜の前
菜がおススメ。福井市高木中央2-2505
☎0776-63-5302　営/11：30～14：30、
17：30～21：30　休/月曜の夜、火曜日

【喜水】選り抜きの素材が活きる料理を
堪能できる。福井市二の宮3-13-11　
☎0776-28-0008　営/12：00～15：00

（4名以上要予約）、17：00～24：00（23：30LO）
休/日曜日（祝日の場合は翌日）

【おいで康 旬菜鮮魚と炭火焼】毎日の
新鮮な“おとと（魚）”を刺身や炭火焼で
味わう。越前福井の伝統食「鯖なれず
し」も販売。福井市堀の宮1-325　☎0776-
28-0828　営/17：00～25：00　休/月曜日

きっすい

【おさごえ民家園】江戸期の古民家を県
内各地から移築し復原。当時の暮らしを
リアルに再現。福井市月見5-4-48
☎0776-34-3794　営/9：00～17：15（入園
16：45まで）　休/月曜日（祝日の場合は翌日）

28 29福井市近郊



【御菓子司 栄山堂】住宅街に佇む和菓
子屋。たっぷりあんがずっしり重たい「ど
ら焼き」は知る人ぞ知る逸品。他の和菓
子も多数。福井市幾久町2-18　☎0776-
22-1333　営/8：30～19：30　休/日曜日

【Veg.yard】野菜ソムリエが選ぶ県産・
国産食材を使ったデリスタイルの店。「南
京モンブラン」などの野菜スイーツも充実。
福井市高木中央1-405　☎0776-50-1551
営/11：00～21：00　休/月曜日（祝日の場合は翌日）

【エアストリームカフェ スイッチ】田園風景
の中にあるトレーラーカフェ。こだわりの

「チーズケーキ」をぜひ。
福井市上野本町4-55　☎090-3765-
6846　営/10：00～17：00　休/日曜日

【サリュ】品数が多く、野菜たっぷり入っ
たバランスの良いランチ。どれを食べても
美味しいケーキはテイクアウトも可。
福井市門前1-204　☎0776-33-3603　営/
11：00～18：00　休/月曜日（祝日の場合は営業）

【米五のみそ】創業天保2年、永平寺御用
達の味噌専門店。豊富な種類の味噌が量り
売りされている。ふくいポークの味噌漬けなど
の加工品も豊富。福井市春山2-15-26　☎0776-
24-0081　営/10：00～18：00　休/日曜日、祝日

【メープルハニー】自慢のパンケーキや
県産食材とコラボした手作りプリンが評
判のカフェ。福井市文京6-35-18
牧田ビル1F  ☎0776-27-7220
営/11：00～18：00（17：00LO）　休/不定休

【BONTA W】雑穀米などヘルシーを意識
したデリがランチ、ディナーで味わえる。ス
タイリッシュ空間も人気の秘密。福井市
大宮1-11-27　☎0776-63-6244
営/11：00～25：00　休/無休

【松田阿ん古ろ五福餅本店】「松田のあん
ころ」として親しまれる江戸時代からの老舗和洋
菓子店。手揚げの「ぴっからあげ」も有名。福井
市米松2-24-11　☎0776-53-0529　営/平
日9:00～18:30（日祝18:00まで）　休/火曜日

【エルマノ】スペイン料理を中心に、タパ
スなどを食べつつワインを楽しめる。
福井市西谷2-2703　☎0776-97-8741
営/〈ランチ〉11：30～14：00LO〈カフェ〉
14：00～16：00LO、<ディナー>18：00～21：00LO

『お料理 こまつや』新鮮な刺身を数多く
楽しめる魚屋直営店。彩り豊かな「発掘！
恐竜海鮮丼」も人気メニュー。福井市照
手1-4-4　☎0776-23-0198　営/正
午～14：00、18：00～22：00 休/火曜日

【レストランふくしん】ソースカツ丼で有名。
味、ボリュームともにキング！　福井市高
木中央1-205　☎0776-54-7100
営/11：00～15：00、16：30～20：00（曜日変動
あり、材料切れで終了）　休/火曜日、第3水曜日

【イルヴァビヤン】オーナーの人柄が溢れ
るフレンチは何をオーダーしても美味し
い。福井市高木中央3-1906　☎0776-
54-1600　営/11：30～14：30LO、18：00～
21：30LO（土日祝は17：30～）　休/水曜日
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【安田かまぼこ】創業1807年。県外客
にも評価の高い専門店。素麺状のかま
ぼこ「魚そうめん」は斬新。かまぼこ作り体
験も人気。福井市高柳1-2512　☎0776-
53-2252　営/8：00～17：00　休/原則水曜日

【レスプリドォル】濃厚で深い味わいが楽
しめるフランス菓子の数々。飴やチョコ
レートで彩る装飾も繊細で美しい。
福井市渕2-820　☎0776-34-6439
営/12：00～20：00　休/水曜日、他あり

【ファームサルート】地元で採れた野菜や
ジェラートが購入できる。手作り加工品も
売れ筋商品。
福井市新田塚2-32-23　☎0776-25-
7711　営/10：00～18：00　休/年末年始

【はちの子 下馬店】建物も可愛いパン屋。
焼きたてのパンを店内やテラスで食べる
こともできる。福井市下馬3-1202
☎0776-97-8550　営/7：00～19：00
休/毎週月曜日（祝祭日の場合は火曜日）

【ル・タニ】一つひとつが洗練され、丁寧
に作られている洋菓子店。上品な甘さの

「和三盆プディング」は手土産にも最適。
福井市上野本町14-10-2　☎0776-97-
9123　営/10：00～19：00　休/水曜日

【ガトーケイイチ】季節のフルーツやトマト
を丸ごと使ったインパクトのあるスイーツ
が並ぶ。ショコラ系も絶品。
福井市木田2-1611　☎0776-97-6760
営/10：00～19：00　休/水曜日、他

【フク醤油株式会社】県内で唯一、木樽
から醤油の量り売りが可。生姜醤油や
鮎魚醤など県産食材使用の天然醤油
もある。福井市中新田町8-5-5　☎0776-54-
2929　営/9：00～18：00　休/土・日・祝日

【越前そば道場】日本のそば道場発祥の
地。福井名物おろしそばの起源や効用な
どを学びながら、そば打ち体験にチャレンジ
できる。福井市福町31-1-19　☎0776-36-
3538　営/10：00～17：00 ※完全予約制

【莇生田餅店】全部を一人で行っている
ため数に限りがある “幻のあべ川”。出会
えたらラッキー。福井市西木田3-2-19
☎0776-36-2108　営/8：00～売り切れ
次第終了　休/火曜日（祝日の場合営業）

【泰鳳堂 本店】県内屈指の老舗洋菓子
店。30年以上愛され続けている代表菓
子「ミモザ」は昔ながらの製法で体に優
しい。福井市上北野2-25-10　☎0776-
54-1583　営/9：00～19：00　休/火曜日

【川口洋菓子店】女性パティシエが作る
優しいスイーツ。特に「レーズンサンド」は
何個でも食べたくなる。福井市大願寺
3-1-20　☎0776-76-8750　営/9：30
～18：00　休/日曜日、第3月曜日

【竹内菓子舗】創業明治7年の和菓子
店。看板商品は、試行錯誤の末、完成し
たコシヒカリ米粉を100％使ったカステラ。
福井市花堂北2-15-6　☎0776-36-2456
営/8：00～19：00（日曜は17：00まで）　休/無休
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【NIWA'S DELI】サンドイッチやハンバー
ガーなどを驚きのボリュームで提供。ハン
バーガーは子供用のグローブサイズ!! 新
鮮な材料をふんだんに使った手作りの
味をぜひ。☎0776-53-0890

【郷土菓子処 香月】焼きたて、出来たて
にこだわる和洋菓子店。卵は養鶏所直
送、国産の材料など厳選素材を使用。
注文を受けてクリームを詰める「シューク
リーム」はさくさく。☎0776-53-2070

【海鮮丼田島】その日仕入れた旬の魚が
ズラリと並ぶ魚問屋。一匹まるごとや切
り身だけでなく、焼きガニといった調理さ
れた魚介なども用意。美味しい魚をお好
みの形でどうぞ。☎0776-82-6462（本社）

【ふくい鮮いちば】福井中央卸売場の関
連商品売場棟。常時開放で朝獲れの地場
産鮮魚がその日に買える。福井市大和田
1-101　☎0776-53-0001　営/8：30～
14：30　休/日曜日・祝日、市場が休みの水曜日

【あらや食堂】お腹を満たす「すじうどん」
は、自家製うどんに合わせた甘めのやわ
らかい牛すじが絶妙にマッチ。旨みとダシ
を吸い込んだ揚げ玉をからめて食べると
また格別。☎0776-53-0688

【群青】その日仕入れた旬の魚介料理
が食べられ、メニューには小鉢で伝承料
理などが添えられる。店主は元セリ人で、
自前で定置網を所有。平日でも行列が
できるお店。☎0776-54-5335

【越前田村屋】隣接している食堂では旬
の魚介を使った日替わり定食や海鮮丼
などを堪能できる。本社がカニ問屋なの
で、シーズンになると質の高い越前ガニ
を熱々で味わえる。☎0776-97-6771

【乃し三食堂】豊富なメニューと昔ながら
の味わいが嬉しい定食屋。新鮮な素材を
ふんだんに使い、一品料理をはじめ季節
ごとにメニューのかわる定食は何度でも
足を運びたくなる味。☎0776-53-2445

【重左ェ門商店】人気の田舎料理の店
では和食モーニングやおまかせランチが
味わえる。種類豊富なミニ丼のメニュー
には、若狭牛のすき焼き丼など土曜限定
で提供するものも。☎0776-60-1516

【たにや食堂】43年間続く市場の食堂。
麺類、丼物、一品料理など、40種類以
上のメニューのうち、6～7種類は日替わ
りなので、毎日が新鮮。人気のおでんは
年中提供が嬉しい。☎0776-53-1302

【竹八食堂】市場で働く人御用達の店！
ソースかつ丼、玉子カツ丼、親子丼の丼
ぶりものから、おろしそば、天ぷらうどんま
で、メニューもバラエティ。ガッツリ食べた
い人におすすめ。☎0776-53-1919

ふくい
鮮いちば
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【名大同】地元ならではの産地直送品を
販売。青果アウトレットによりお買い得な
価格で購入可能。タイミングが合えば焼
き芋・焼き栗などを作る様子を店頭で見
ることもできる。☎0776-50-2735

【市場の昆布巻 まる貴や】市場ならでは
の昆布巻専門店。4時間炊いて、一晩寝
かせた、防腐剤なしの昔ながらの味が自
慢。さまざまなサイズがありミニ昆布巻は
お弁当にぴったり。☎0776-57-0250

【TSUTOYA】全国区で知られる【黒龍
酒造】の吟醸酒粕を食べて育った「黒龍
吟醸豚（ほろよいポーク）」を購入でき
る。その肉を組み合わせて作るオリジナ
ルギフトも好評。☎0776-53-5400

【厨房村】お洒落で良質な調理器具が
揃う。全ての商品をその場で試してから
購入できるのが最大の魅力。お気に入
りのキッチンアイテムを見つけて料理の
時間を楽しもう。☎0120-76-6565

【笠松商店】お祭りや町内会などのイベ
ントにあると便利な食品包装容器の専
門店。丼容器やカレー容器など幅広く
揃っているので、様々な用途に大活躍し
そう。☎0776-53-0858

【福井県花商協同組合】卸売業者と協
力することで季節の花を低価格で提供。
日替わりの花束や観葉植物なども取り
揃えている。プレゼントやお家のインテリ
アなどにいかが。☎0776-53-2987

【コーヒーショップ みふじ】市場で仕入れ
た新鮮な野菜を使用した10色限定モー
ニングサービスがお得！ ボリュームもたっ
ぷりなので、朝のお出かけ前にはおスス
メ。☎0776-53-0325 

【安田かまぼこ 市場店】老舗かまぼこ屋
の市場店。近くにある工場から商品を届
けているので、いつでも出来立てのものが
味わえる。ここでしか買うことができない目
玉商品も要チェック。☎0776-53-2250

【手摘屋 大三茶舗】新鮮さと安さが売り
の果物店。旬のものは、ケースやまとめ
買いをして更にお得に味わおう。お値打
ち商品だけでなく、贈答品用の高級果
実もぜひ。☎0776-22-3330

【公楽商店】地元食材にこだわった手作
りのお惣菜は、ほっこりとどこか落ち着く
味。生産者の顔が見えるので安心かつ安
全なのも嬉しい。学校や病院にも選ばれ
ている信頼のお店。☎0776-35-4723

【食品雑貨 SAVOR】市場だからこその
規格外の乾物品や調味料などが並ぶ。
福井に来たならイカへしこオイル漬けも
外せない！ 見て回るだけでもワクワクする
食料雑貨店。☎0776-53-0858

【竹内商店】プロも使用する調理器具な
ど業務用品を扱う専門店。業務用品で
はあるが一般家庭でも使えるものばか
り。プロも認める確かな品質をぜひお試
しあれ。☎0776-53-1505
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【福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館】
遺跡から出土した重要文化財を含む約
500点の貴重な資料を展示。福井市安波
賀町4-10　☎0776-41-2301　営/9：00
～17：00（入館は16：30まで）　休/年末年始

【朝倉膳】朝倉義景が足利義昭の元服を
祝ってもてなした膳の雰囲気を伝承料理で表
現。地元女性が心をこめた手作り。要予約（1
週間前まで）。10名以上から（1人2500円） 
休/毎週月・火曜日　☎090-6816-6992

【一乗谷レストラント】レストランジャーナリ
スト犬養裕美子氏がプロデュース。価値が
高い遺跡と繋がっている雰囲気の中で、
福井の旬の食材を愉しめる。☎0776-37-
3712　営/11：00～18：00　休/水曜日

た当時の城下町の様子が、ほぼそのまま
立体的に復原されている。また、今もな
お発掘調査が続けられており、当時の生
活文化を知るうえで貴重な茶器や文具
類などが出土するなど、その歴史的価値
も高い。「特別史跡」「特別名勝」「重要
文化財」という全国でも数少ない国の三
重指定を受ける貴重な遺跡である。
福井市城戸ノ内町28-37
☎0776-41-2173　営/9：00～17：00
※入場は16：30まで
休/年末年始（12/28～1/4）

【一乗谷朝倉氏遺跡】戦国時代に103
年にわたり越前を統治していた朝倉氏
の城下町跡。屋敷や寺院、道路などの
町並みが完全に近い形で発掘されたこ
とで、京の都に勝るとも劣らないと言われ

一乗谷・美山

【一乗谷朝倉氏遺跡 復原町並】栄華を
極めた町並みが、道を含めほぼ完全な
状態で発掘・復原されている。福井市城
戸ノ内町28-37　営/9：00～17：00（入場は
16：30まで）　休/年末年始（12/28～1/4）

40 41一乗谷・美山
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【一乗谷あさくら水の駅】特産品や軽食
をはじめ、6月にはホタル観賞もできる。
福井市安波賀中島町1-1-1　☎0776-
41-2777　営/9：00～18：00（情報
館）　休/水曜日（祝日の場合は翌日）

【一乗滝】落差17mのこの滝には、佐々
木小次郎が燕返しをあみだしたという伝
説が残されている。福井市浄教寺町
☎0776-20-5346（福井市おもてなし
観光推進室）　見学自由　休/なし

【こびり庵】福井市東郷地区のアンテナ
ショップ。地元食材をふんだんに使った
定食やシフォンケーキなどが味わえる。
福井市東郷二ヶ町35-4　☎090-7599-
0290　営/10：00～17：00　休/不定休

【青木蘭麝堂】四百余年の老舗。戦国
朝倉氏から伝わる一子相伝の滋養酒

「蘭麝酒」を醸造販売している。福井市
脇三ヶ町25-19　☎0776-41-0078
営/ 8：00～19：30　休/不定休※要問合せ

【ごっつおさん亭】天ぷらは揚げたて、ちょ
うどいい細さのそばとよく合う。そば打ち
体験もでき、レジャーで訪れたい。福井市
獺ケ口町24-7　☎0776-90-1144
営/9：00～17：00　休/4月～12月無休

【そば玄 藪椿】自家栽培のそばを石臼で
挽いたそば。自家飼育の名古屋コーチ
ンの玉子丼も格別。福井市西大味町27-33
☎0776-41-2114　営/11：00～14：30LO

（土日祝17：30LO）　休/火曜日、荒天時、年始
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【弁慶の洗濯岩】日本海の荒波によって
浸食され複雑な形状をみせる奇岩。波
が岩に砕け散る景観が目の前に広が
る。追手から逃げる義経と弁慶がこの岩
で洗濯し休息をとったと言い伝えられる。

【西雲寺】300年以上の歴史をもつ由
緒ある寺。春になると市の天然記念物
であるしだれ桜が境内で咲き誇る。
福井市武周町5-2　☎0776-97-2138
見学自由　休/なし

【糸崎寺】観音堂前の舞台で西暦奇数年
に行われる「糸崎の仏舞」は国指定重要
無形民俗文化財に指定される優雅な舞。
福井市糸崎町22-5　☎0776-87-2431
見学自由　休/なし

【五太子の滝】落差20mの断崖から豪
快に落ちる北陸の名瀑は、高く響く水音
が鼓を打つ音に聞こえることから「鳴滝」
とも呼ばれている。季節になると滝へ続
く遊歩道にはあじさいが咲き誇る。

【亀島】糸崎の仏舞に登場する本尊千
手観音をお運びした亀が島になったとい
う言い伝えがある島で、読みは「がめじ
ま」。干潮時には歩いて渡ることもでき、
釣り人で賑わうスポットになっている。

【鉾島】柱状節理が発達した安山岩の
島で、柱状の岩が鉾を並べたように見え
るのが名前の由来。上からの見晴らしは
格別で日本海の眺めを堪能でき、周辺
では釣りや磯遊びを楽しむことができる。

越前海岸
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【お座敷カフェ なかがわ】さかな遊びの宿「や
まちょう」内にある珍しい畳カフェ。ランチも好評。
キッズスペースがあるのも嬉しい。福井市両橋屋町
23-40　☎0776-86-1234　営/11：00～15：00

（土曜日は11：30～）　 休/木曜日（臨時休業あり）

【海の宿 山根屋】記念日や宿泊などシーン
によって利用したい。スタッフのもてなし、美味
しい海の幸に大満足できる。福井市免鳥町
35-111　☎0776-86-1727　営/11：30～
14：00、18：00～22：00要予約　休/不定休

【けやき庵】造り酒屋の隣にあるそば屋。県
産のそば粉と良質な地下水を使う風味の良い

「十割おろしそば」は絶品。福井市島山梨町
20-10　☎0776-59-2525　営/11：00～
16：00　休/毎週月曜日（3連休の場合営業）

【海鮮茶屋 五右エ門】地魚旬のにぎり1300
円や刺身定食1500円など、とにかく海鮮メニュー
が豊富でお手頃！　福井市川尻町41-8-1
☎0776-85-1331　営/11：00～20：30

（ランチ11：00～14：00）　休/毎週水曜日

【宮ノ下コスモス広苑】東京ドーム約10
個分の広さをもつ。福井市江上町・御所
垣内町　☎0776-59-1150（宮ノ下公
民館）　営/9月下旬～10月中旬に開
苑　休/開苑期間中は無休

【café MARE】180度大パノラマの絶景
カフェ。四季の移ろいを感じながらおいし
いコーヒーを。福井市大丹生町70-3
☎0776-88-2323　営/10：00～日没まで

（L.O日没30分前・要確認）　休/年中無休

【Cafe Earth】高台から見下ろす広大な
日本海とサンセット！　オーガニックスムー
ジーが人気。ヴィーガン対応メニューあり。
福井浜北山町18-8　☎0776-89-7080
営/10：00～日没まで　休/火曜日

【波乃華】ホテル割烹 石丸内にあるレスト
ラン。旅館の若旦那が素潜り採ってくる天
然アワビを使った活あわび料理コースが人
気。他にも昼食メニューが豊富。要予約。福
井市鮎川町94-8-1　☎0776-88-2225

【café nic】雄大な日本海を一望できるテ
ラスでのカフェタイムは最高に気持ちいい。
ドリア風のオリジナル焼きカレーもおススメ。
福井市鮎川町19-9-4　☎0776-76-3058
営/10：00～日没　休/毎週水曜日

【樽海】越前海岸沿いに面した建物からは日
本海が望める。料理長のキャラクターも面白
く、料理の腕も最高。福井市浜北山町1-2
☎0776-89-2311　営/9：00～18：00（18：00
以降は15：00までに予約）宿泊可　休/不定休

【魚屋の食い処 まっ田】創業40年の魚屋
直営のお店。地元茱崎漁港を中心に仕入れて
いて、日本海を眺めながら四季折々の魚料理
を味わえる。福井市蒲生町16-7-1　☎0776-
89-2740　営/11：00～16：00　休/不定休

【武周ヶ池】400年以上前に池の東側に
あった山が山津波を起こして崩れ、谷を
塞いでできた池だと伝わる。周囲ではハ
イキングなども満喫でき、秋の水面に映る
紅葉は神秘的な雰囲気を感じさせる。

ニック

マ ー レ ア ー ス
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越前がに

唯一の皇室献上がにでもある、福井が誇る
冬の味覚の王様。ゆでるも良し焼きがにも絶
品。黄色いタグが福井産の証。

羽二重餅

羽二重織が盛んだったことにちなみ作られ
た、福井土産の代表格。普通の餅とは一味
違う滑らかで柔らかい食感。

越前仕立て汐雲丹

江戸時代から続く塩雲丹専門店「天たつ」が
こだわりの製法で仕上げた、お酒のおともに
最適な大人の逸品。（→P9）

水ようかん

つめたい水ようかんを冬にいただくのが福井
独特の食文化。透き通る小豆色の見た目も
美しく、上品な甘さが特徴。

土産
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焼きサバ寿司

香ばしく焼き上げられた肉厚の焼きサバを酢
飯とともにまるごといただく。昆布で巻いたも
のや味噌味など種類も多数。

もみわかめ

地元の海女が潜って獲ったわかめを天日で
干し、手で揉んで仕上げます。ごはんに絶妙
に合う、全国で愛される逸品。

越のルビー

ミニトマトよりも少し大きめで、フルーティーな
味わいのトマト。リコピンが多く含まれて、栄養
価が高いのが特徴。

越前おろしそば

石臼挽きのそば粉で作られたこしのある蕎麦
に、福井名産の辛み大根のおろしをたっぷり
かけていただく伝統の一品。

一乗谷ジンジャーエール（ご当地サイダー）

朝倉氏遺跡保存協会がJA福井市と共同開発。
福井産生姜の芳醇な香りと爽やかな味わい。
問朝倉氏遺跡保存協会　☎0776-41-2330

蟹の淡雪

老舗「開花亭」が手掛けるカニの旨味たっぷ
りの高級生ふりかけ。ファーストクラスの機内
食にも採用された銘品。（→P8）

越前蟹味噌バター

越前産紅ズワイガニの蟹味噌をたっぷり使っ
た贅沢なバター。濃厚ながら食べやすい味わ
いは、農林水産大臣賞を受賞。（→P16）

木田ちそサイダー（ご当地サイダー）

伝統野菜「木田ちそ」の鮮やかな赤紫色と香りの
高さが味わい深い。後味がすっきりとしたご当地サ
イダー。問喜ね舎 愛菜館　☎0776-52-8311
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豚ロースみそ漬け

福井県のブランド豚であるふくいポークを使い
老舗の味噌屋が味噌漬けした一品。脂がさ
らっとし、焼くだけで美味しく仕上がる。（→P30）

蘭麝酒

朝倉氏一門のために造られた健康酒で、製法
は一子相伝で継承される。県内でも滋養酒とし
て長年人々から愛飲され続けている。（→P42）

越前 かにめし

ズワイガニの卵巣・みそなどを炊き込み、さらにカニの
身をたっぷりとのせたかにめし。駅弁として大人気。
問福井駅 桜むすびプリズム店　☎0776-22-8846

イカへしこオイル漬け

新鮮なイカをぬか漬けにした福井の伝統食をオリーブオイル
に漬けた一品。パスタやサラダなど、便利に美味しく使える。
問越廼漁業協同組合 ぬかちゃんグループ　☎0776-89-2316

福井市内の蔵元

JR福井駅周辺でお土産がまとめて購入できるお店

福井市観光物産館「福福館」
 ハピリン（福井駅西口再開発ビル）2F　※平成28年4月28日オープン

プリズム福井 福井市中央1-1-25（JR福井駅構内）　☎0776-27-1222
 営／8：30～19：00（おみやげ売り場）　休／年中無休

西武福井店 福井市中央1-8-1　☎0776-27-0111　営/10：00～19：30

ファーレふくい 福井市中央1-10-1 マキサダビル1F　☎0776-63-6332
 営/10：00～18：00　休／火曜日

伊藤酒造（資）
福井市江上町44-65
☎0776-59-1018

菊桂酒造（名）
福井市照手2-2-19
☎0776-24-1370

（株）越の磯
福井市大宮5-8-25
☎0776-22-7711

田嶋酒造（株）
福井市桃園1-3-10
☎0776-36-3385

常山酒造（資）
福井市御幸1-19-10
☎0776-22-1541

西岡河村酒造（株）
福井市甑谷町1-1
☎0776-98-5166

舟木酒造（資）
福井市大和田町46-3-1
☎0776-54-2323

美川酒造場
福井市小稲津町36-15
☎0776-41-1002

毛利酒造（資）
福井市東郷二ヶ町36-29
☎0776-41-0020

安本酒造（有）
福井市安原町7-4
☎0776-41-0011

㈱吉田金右衛門商店
福井市佐野町21-81
☎0776-83-1166

力泉酒造（有）
福井市島山梨子町20-10
☎0776-59-1046

54 55土産



ふくい春まつり
4月1日～4月30日

福井のまちなか各地で色づく桜を背景に食・
歴史・文化にまつわる多彩なイベントが開催
され、福井市一帯が賑わいをみせる。まつりの
目玉のひとつで4月上旬に行われる「越前時
代行列」は、柴田勝家やお市の方をはじめと
する福井にゆかりのある武将や姫君、その家
来に扮した総勢約500名が市の中心部を練
り歩く、圧巻の時代行列。問ふくい春まつり
実行委員会　☎0776-20-5346

糸崎の仏舞
西暦での奇数年の4月18日

1200年以上前から伝わる雅楽にあわせた
優雅な舞は見る者を魅了。
問福井市文化課　☎0776-20-5367

朝倉氏遺跡糸桜ライトアップ

ふくい春まつり（越前時代行列）

4月上旬～中旬

遺跡内の糸桜やソメイヨシノがライトアップさ
れ暗闇に浮かび上がる姿は幻想的。問朝倉
氏遺跡保存協会　☎0776-41-2330

越前朝倉戦国まつり・越前朝倉万灯夜
8月下旬

武者行列や火縄銃砲演などが行われる他、夜
は遺跡一帯をキャンドルの灯りが埋め尽くす。
問朝倉氏遺跡保存協会　☎0776-41-2330

福井フェニックスまつり
8月上旬

花火やよさこいなど参加者と観客両方が楽
しめる県内最大級の祭典。問福井フェニック
スまつり実行委員会　☎0776-20-5325

ほたる鑑賞会
6月上旬

一乗谷はホタルの生息地として有名で夕闇
の中を淡い光が舞う情景が広がる。問福井
市おもてなし観光推進室　☎0776-20-5346

大安禅寺花菖蒲祭
6月上旬～下旬

10万本の花菖蒲が咲き乱れ、祭りの開催中
は茶会や和太鼓の生演奏、寺宝展などが開
催される。問大安禅寺　☎0776-59-1014

ふくい春まつり（越前時代行列） 朝倉氏遺跡糸桜ライトアップ 糸崎の仏舞 福井フェニックスまつり 大安禅寺花菖蒲祭

越前朝倉戦国まつり・越前朝倉万灯夜

福井フェニックスまつり

春
EVENT

夏
EVENT

まんとう   や
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そばまつりinみやま
10月下旬

美山地区の9つのそば店が集結。そばの食
べ比べやさまざまな企画を楽しめる。問そばま
つり実行委員会　☎0776-90-1144

福井コスモスまつり

越前ガニ解禁

10月中旬日曜日

広大な敷地に咲き誇る約一億本のコスモス
に囲まれ、多彩な催しを開催。問宮ノ下花の
郷づくり実行委員会　☎0776-59-1150

免鳥夜網節
10月第1土曜日

千年以上の歴史をもつ伝統芸能で祭礼の
際に奉納される。市指定無形民俗文化財。
問福井市文化課　☎0776-20-5367

越前ガニ解禁
11月6日

福井の冬の味覚といえば越前ガニ。解禁日
には漁港が一気に賑わいをみせる。問福井
県漁業協同組合連合会　☎0776-24-1203

足羽神社寒中みそぎ
1月の「大寒」を過ぎた最初の日曜日

下帯や白装束姿で無病息災などを祈願し冷
水を浴びる。罪穢れを祓い清める禊の意味を
もつ。問足羽神社社務所　☎0776-36-0287

こしの水仙まつり
1月中旬

水仙の三大群生地・越前海岸で花の見頃に
あわせ開催。水仙の無料進呈もあり。問こしの
水仙まつり実行委員会　☎0776-89-2002

ふくい冬のイルミネーション
11月上旬～1月中旬

巨大なツリーをはじめとしたさまざまな灯りやイ
ルミネーションが福井市中心部を彩る。
問福井市商工振興課　☎0776-20-5325

睦月神事
む つきしん  じ

2月14日（4年おきに開催）

800年の伝統をもつ神事で、大行列や稚児
舞、田遊びなど伝承された中世芸能を見るこ
とができる。問賀茂神社　☎0776-98-3087

免鳥夜網節 福井コスモスまつり そばまつり in みやま こしの水仙まつり ふくい冬のイルミネーション

睦月神事

こしの水仙まつり

秋
EVENT

冬
EVENT

めんどり  よ  あみ ぶし
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宿泊 福井市内のホテル・旅館などの一覧

福井市松本4丁目20-15
☎0776-23-2743　客室数／27

ビジネスホテル松楽

福井市菅谷1丁目1-22
☎0776-29-1020　客室数／51

福井アカデミアホテル

福井市西開発4丁目101-2
☎0776-52-6600　客室数／32

バードグリーンホテルレジーナ

福井市大和田2丁目306番地
☎0776-52-7711　客室数／126

ホテルルートイン福井大和田

福井市大和田町3-23
☎0776-54-2611　客室数／98

チサンイン福井

福井市足羽1丁目7-16
☎0776-36-3850　客室数／18

河甚旅館

福井市安波賀町14-5
☎0776-41-2313　客室数／5

民宿ニュー朝倉

福井市城戸ノ内町8-40-2
☎0776-41-2312　客室数／5

民宿陣屋

福井市市波町38-2
☎0776-96-4141　客室数／16

福井市美山森林温泉みらくる亭

福井市四十谷町12-21
☎0776-59-1177　客室数／15

大安寺温泉萬松閣

福井市川尻町41-45-1
☎0776-85-1333　客室数／10

越前満月

福井市順化1丁目12-17
☎0776-23-3801　客室数／80

福井パレスイン

福井市順化1丁目14-7
☎0776-21-2800　客室数／28

タウンホテル福井

福井市順化1丁目16-7
☎0776-28-7111　客室数／247

アパホテル 福井片町

福井市順化1丁目5-18
☎0776-23-3800　客室数／94

福井パレスホテル

福井市日之出1-1-17
☎0776-23-5300　客室数／138

ホテルエコノ 福井駅前

福井市日之出1丁目18-1
☎0776-24-8800　客室数／75

ターミナルホテルフクイ

福井市手寄1丁目11-26
☎0776-22-4621　客室数／32

ホテル芽櫻

福井市月見2丁目5-12
☎0776-36-0167　客室数／38

つきみ旅館

福井市左内町1-24
☎0776-36-3418　客室数／30

リバーサイドすづや

福井市渕町43-17
☎0776-36-5793　客室数／33

かんぽの宿福井

福井市宝永3丁目7-16
☎0776-22-5204　客室数／16

宝永旅館

福井市中央1丁目4-8
☎0776-25-3200　客室数／75

ユアーズホテルフクイ

福井市中央1丁目11-2
☎0776-22-2866　客室数／28

福井セントラルホテル

福井市中央3丁目10-12
☎0776-22-1000　客室数／142

ホテルリバージュアケボノ

福井市中央3丁目4-20
☎0776-26-0011　客室数／166

エースイン福井

福井市大手2丁目1-1
☎0776-29-1045　客室数／239

東横イン 福井駅前

福井市大手2丁目1-14
☎0776-30-2130　客室数／162

ホテルルートイン福井駅前

福井市大手2丁目18-1
☎0776-23-2003　客室数／30

アネックスホテル福井

福井市大手2丁目19-5
☎0776-23-7700　客室数／62

ホテルフクイキャッスル

福井市大手2丁目4-18
☎0776-21-1800　客室数／87

福井フェニックスホテル

福井市大手2丁目6-5
☎0776-24-1313　客室数／33

福井プラザホテル

福井市大手3丁目12-20
☎0776-27-8811　客室数／354

ホテルフジタ福井

福井市文京4丁目2-7
☎0776-23-2650　客室数／8

かねこ旅館

福井市文京4丁目2-6
☎0776-22-3047　客室数／12

日之出旅館

福井市両橋屋町23-40
☎0776-86-1234　客室数／15

さかな遊びの宿 やまちょう

福井市西二ツ屋町1-4-5
☎0776-86-1177　客室数／10

汐満荘
しおみそう

福井市西二ツ屋町2-1
☎0776-86-1316　客室数／23

白浜荘

福井市茱崎町13-113
☎0776-89-2006　客室数／7

小玉旅館

福井市免鳥町36-11
☎0776-86-1207　客室数／11

こだま荘

福井市浜住町8-3
☎0776-86-1518　客室数／4

石森亭

福井市浜北山町1-2
☎0776-89-2311　客室数／14

料理旅館 樽海

福井市鮎川町94-8-1
☎0776-88-2225　客室数／11

ホテル割烹石丸

福井市鮎川町98-9
☎0776-88-2005　客室数／6

兼八旅館

福井市赤坂町湾の上1-1
☎0776-89-2100　客室数／9

料理旅館 一丁来

福井市赤坂町3-3
☎0776-89-2001　客室数／10

料理旅館 越前赤坂

福井市八ツ俣町浜田2-6
☎0776-89-2850　客室数／8

ペンション民宿 浜茄子

福井市免鳥町35-104
☎0776-86-1727　客室数／11

海の宿山根屋

福井市蓑町3-11-1
☎0776-86-1111　客室数／12

国民宿舎鷹巣荘
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福井市への交通アクセス

福井市観光案内所（JR福井駅構内）

〈 H28年春 福井駅前（西口）に移転予定 〉
☎0776-20-5348

観光タクシー
（公社）福井県観光連盟ツアー291　☎0776-23-3789
豊富な観光コースから選べる。福井県観光おもてなし認定ドライバーが案内
 
駅から観タクン福井　JR福井駅みどりの窓口で購入
予約不要。各コース定額制
 
越前おろしそばブランド広報委員会　☎0120-488-135
モデルコース・フリープラン・そば専門店へ案内のオプションもあり

コミュニティバス「すまいる」、まちなかレンタサイクル「ふくチャリ」もあり。
詳しくは福井市観光案内所まで

ホテル・旅館
福井市旅館業協同組合　☎0776-22-7449

京福バス（福井駅西口、福井駅東口）　☎0776-57-7700
西口は市内バス、東口は一乗谷朝倉特急バスや永平寺ライナー、高速バスなどが
発着

えちぜん鉄道（福井駅東口）　☎0120-840-508
勝山永平寺線と三国芦原線の2路線で運行。1日フリーきっぷがお得
 
福井鉄道（福井駅西口）　☎0778-21-0700
市南部を経由して越前市まで結ぶ路面電車。フリー乗車券がお得

公共交通機関
米子

小浜
小浜線

北陸
本線

山陽
新幹線

東海道新幹線
京都

和歌山

新大阪

名古屋

富山

直江津 長岡

新潟

水戸

越後
湯沢

秋田

金沢小松

羽田

武生
　鯖江

敦賀

米原

芦原温泉

越前大野

九頭竜湖

福井

千葉
広島博多

越
美
北
線

伯
備
線

上
越
新
幹
線

北陸新幹線

常磐
線

羽越
線

東京

琵琶湖

湖
西
線

舞鶴

上海・ソウルから

福岡・那覇から

上野

大宮

長野

札幌・仙台から

東
京
か
ら

（
羽
田・成

田
）

東京から

大阪から

名古屋から
北陸本線特急で・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
名神、北陸自動車道で（名古屋IC～福井IC）・・・・・・・・・・・・
東海北陸自動車道白鳥IC経由で・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
名鉄バスセンターーJR名古屋駅ー福井・・・・・・・・・・・・・・・・

所要時間（約）
◎乗り継ぎ時間を含みません

東海道新幹線、米原経由北陸線特急で・・・・・・・・・・・・・・・・・・
北陸新幹線、金沢経由北陸本線特急で・・・・・・・・・・・・・・・・・・
東名、名神、北陸自動車道で（東京IC～福井IC）・・・・・・・・・
東京駅八重洲南口―福井・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
羽田―小松―（連絡バス）―福井・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

湖西線特急で・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
名神、北陸自動車道で（吹田IC～福井IC）・・・・・・・・・・・・・・・
大阪阪急三番街―福井・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2時間
2時間15分

3時間
2時間30分

3時間25分
3時間15分
6時間20分
8時間10分
2時間15分

1時間50分
2時間35分
3時間30分



福 井 市 観 光 ガイドブック

福 井市おもてなし観光推進室

〒910-8511 福井市大手3丁目10番1号
TEL:0776-20-5346 FAX: 0776-20-5323
E - m a i l：k a n k o u @ c i t y . f u k u i . l g . j p


