（別紙様式１）

越前町団体誘客促進助成事業対象施設一覧表

施設名
ガレットカフェHAZE
かに八
かに乃花
蟹かに亭
えちぜん
お食事処かねいち
滝の川
出みせ
お食事処やまふじ
めん房 新月亭
小西亭
料亭ささや
手づくりやお惣菜 じんべえ
ファミリーフーズ チャオ
雪んこ餅 農家レストラン
十割蕎麦 だいこん舎

食事処・軽食
住所
電話番号
越前町血ヶ平
0778-37-1112
越前町玉川3950-1
0778-37-0111
越前町梅浦56-13
0778-37-1612
越前町梅浦62-27
0778-37-2039
越前町小樟3-81
0778-37-1020
越前町厨71-335-1
0778-39-1122
越前町高佐16-19-2
0778-39-1120
越前町高佐22-38
0778-39-1864
越前町米ノ66-39-1
0778-39-1841
越前町内郡14-21
0778-34-0170
越前町上糸生83-11
0778-34-5012
越前町小倉89-70
0778-34-5011
越前町織田98-24
0778-36-0303
越前町織田98-10-4
0778-36-0679
越前町樫津4-2-1
0778-32-2111
越前町小曽原120-3-20 0778-32-3735

特産品販売
住所
越前町梅浦69-24-3
越前町厨70-193
越前町厨49-1-10
越前町米ノ62-23-4
越前町厨71-324-1
越前町西田中11-53
越前町西田中8-34
越前町天王18-3
越前町小倉88-19-5
越前町中10-1-1
越前町樫津2-63
越前町江波24-44-1
越前町小曽原5-33
手づくり味噌工房あさひ愛農園 越前町東内郡4-604
施設名
宮本鮮魚店
ビーチマートまるさん
かねとも水産
かねいち水産
道の駅越前 うおいち
朝日酒造
朝日風月堂
丹生酒造
越前町ふるさと特産加工場
阿んま屋
農産物直売所 おもいでな
江雲堂
越前焼の館

施設名
レスト有情
小松鮮魚店

電話番号
0778-37-0253
0778-37-1212
0778-37-2550
0778-39-1122
0778-37-2500
0778-34-0020
0778-34-0062
0778-34-0022
0778-34-0637
0778-36-0179
0778-32-3545
0778-32-2037
0778-32-2174
0778-34-0643

食事処＆特産品販売
住所
電話番号
越前町梨子ヶ平2
0778-37-0511
越前町新保12-57-5 0778-37-1607

施設名
えちぜん丸太屋
旅籠 おけや
喜楽家
越前鮨料理の宿 鮨一
オタイコ・ヒルズ
越前糸生温泉 泰澄の杜
花茂亭

食事処＆宿泊施設
住所
電話番号
越前町梅浦114-92 0778-37-0731
越前町厨70-181-1 0778-37-1434
越前町織田36-24
0778-36-0084
越前町樫津7-5
0778-32-3377
越前町下河原37-19-10778-36-2061
越前町小倉88-55-1 0778-34-2322
越前町小樟7-21
0778-37-0035
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施設名
あたらしや旅館
水仙荘
甚平旅館
こはち旅館
玉島荘
秀竹旅館
岩本屋
本家
ふるさとの宿こばせ
旅館 木村屋
料理宿 やまざき
旅館 金龍
いまい旅館
越前の宿 うおたけ
旅荘 みや本
越前厨温泉 あらき
旅館 明石
料理旅館かねとも
旅館 水月
料理旅館 平成
りぞうと旅館 宿かり
旅館 浜富
大正館
海幸苑
旅館 うらしま
大西旅館
松葉旅館
樹香苑

宿泊施設 （旅館）
住所
越前町左右4-14
越前町血ヶ平9-2
越前町玉川41-2-1
越前町玉川39-34
越前町玉川39-41
越前町玉川39-22
越前町玉川19-17
越前町玉川19-20
越前町梅浦58-8
越前町大樟7-38
越前町厨16-53-1
越前町厨17-51-2
越前町厨7-13
越前町厨17-83
越前町厨26-13-1
越前町厨25-22
越前町厨71-280-1
越前町厨49-1-10
越前町高佐35-66
越前町高佐27-2-1
越前町高佐32-4-5
越前町米ノ41-17-7
越前町米ノ71-49-9
越前町米ノ53-43-1
越前町米ノ62-69-2
越前町米ノ62-52-2
越前町西田中14-6-1
越前町小曽原7-7-1

電話番号
0778-37-0261
0778-37-1585
0778-37-0243
0778-37-0251
0778-37-0285
0778-37-0375
0778-37-0194
0778-37-1247
0778-37-0018
0778-37-0070
0778-37-1016
0778-37-1052
0778-37-1051
0778-37-1099
0778-37-0878
0778-37-1421
0778-37-0880
0778-37-1880
0778-39-1311
0778-39-1221
0778-39-1555
0778-39-1003
0778-39-1234
0778-39-1336
0778-39-1175
0778-39-1331
0778-34-0035
0778-32-2332

施設名
浜善旅館
民宿 さかえ
民宿の山口
民宿 みやぐち
山形屋
なかの
民宿 品野
民宿 なかで
民宿 けいしん
漁火の宿 しまや
民宿 おもや
旅館 はまゆう
あらや
民宿 なかむら
民なのお宿 かわもと
民宿 小林
民宿 はるみ

宿泊施設 （民宿）
住所
越前町左右3-16
越前町梅浦55-29
越前町新保20-17-9
越前町道口5-5
越前町道口8-39
越前町道口9-9
越前町厨7-30-1
越前町厨11-13-1
越前町厨11-22-1
越前町茂原5-13
越前町茂原5-26
越前町茂原5-40-1
越前町茂原5-52
越前町茂原9-23
越前町高佐16-18-3
越前町米ノ71-49-37
越前町米ノ71-49-17

電話番号
0778-37-0264
0778-37-0669
0778-37-1600
0778-37-1396
0778-37-1378
0778-37-1578
0778-37-1176
0778-37-1045
0778-37-1140
0778-39-1063
0778-39-1052
0778-39-1230
0778-39-1144
0778-39-1323
0778-39-1919
0778-39-1121
0778-39-1314
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施設名
露天風呂 漁火
露天風呂 日本海

温泉施設（日帰り温泉）
住所
越前町厨71-335-1
越前町米ノ66-97

観光スポット
施設名
住所
越前岬水仙ランド
越前町血ヶ平27-1-2
越前がにミュージアム
越前町厨71-324-1
福井総合植物園プラントピア 越前町朝日17-3-1
劔神社
越前町織田113-1
福井県陶芸館
越前町小曽原120-61
越前陶芸村文化交流会館
越前町小曽原7-8
金刀比羅山宮
越前町小曽原90-12

電話番号
0778-37-2360
0778-39-1126

施設名
ダイビングセンターログ
アクティブハウス越前
ブルーマリン
ダイバーズハマトミ
フロスダイビング&リゾート
ダイビングハウス シーモア
夕想庵

施設名
悠久ロマンの杜
電話番号
0778-37-2501
0778-37-2626
0778-34-1120
0778-36-0404
0778-32-2174
0778-32-3200
0778-32-2038

体験スポット
住所
越前町梅浦114-92
越前町厨71-335-1
越前町厨47-1-11
越前町米ノ41-17-7
越前町米ノ42
越前町米ノ52-48

電話番号
0778-37-0901
0778-37-2360
0778-37-1611
0778-39-1003
0778-39-1183
0778-39-1936
越前町小曽原110-114 0778-32-3457

食事処・宿泊・体験スポット
住所
越前町笈松44-3

電話番号
0778-36-2050

