
一般社団法人越前町観光連盟
〒916-0422 福井県丹生郡越前町厨71-335-1
TEL：0778-37-1234
FAX：0778-37-1805
E-mail：contact@town-echizen.jp
HP：https://www.town-echizen.jp

（担当：駒）

立ち寄り条件をすべて満たしている人数のみ対象

（食事の場合）一人当たり　 500円　
（宿泊の場合）一人当たり1,000円

※宿泊・食事の両方がコースに組み込まれている場合は、
　宿泊のみ対象となります。
※対象となる人数は、大人料金を支払った人数のみ対象となります。
※旅行会社社員・添乗員・小人・無賃人員は対象外となります。
※立ち寄り条件をすべて満たしている人数のみが対象となります。
※1 社当たり、期間内で上限 2,000,000 円となります。
※助成対象人数は、1 旅行あたりの参加人数とします。
　（連泊の場合でも助成金額は 1 回のみ）
※予算額に達した時点で助成は終了となります。

助成額

・旅行業の登録を受けている旅行会社であること。
・交付要件を満たした企画旅行（募集型・受注型）または手配旅行であること。

対象となる旅行会社および旅行形態

２０２２ 年 ４ 月1日 ～ ２０２３ 年 ３ 月３１日
助成期間（旅行日基準）

（１）福井県外を発地とすること。
（２）（一社）越前町観光連盟に加盟する町内の宿泊施設に１泊以上、または店舗で食事をとること。 ※要証明印
（３）１回の旅行で、15人以上（実績ベース）送客すること。
（４）町内の観光施設１ヵ所および土産品施設を１ヵ所以上来訪すること。 ※要証明印
（５）旅行の行程表を送付すること。（企画型募集旅行の場合は募集チラシを添付）

＜その他＞
※対象とする旅行商品が、他の補助金・委託金・助成金等を受けていないこと。
※助成金交付の対象となる人数は、旅行設定ではなく旅行催行実績である。
※越前町観光連盟からの『越前町団体誘客促進助成事業企画承認書』の届いていない旅行に関しては、助成対象外とする。
※原則として、団体旅行の参加者全員が全行程を同一行動すること。
※旅行実施日の前日から起算して 10 日前までの申請であること。

助成要件

助成を受けるまでの流れ

越前町観光連盟において、
提出された申請書を審査。
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支　　払

実績報告書の提出

ツアーの実施

実施内容の報告

募　　集
※募集型の場合

助成の決定通知

審　　査

申　　請
１０日前までに『（様式１）越前町
団体誘客促進助成事業申請書』を
提出。※行程表・チラシなどを添付

旅行開始の10日前まで

旅行出発日の３日前まで

旅行終了後

審査後、『越前町団体誘客促進助成
事業企画承認書』を通知。

募集型の場合、旅行パンフレット等
を作成し、募集開始。

3日前までに、『（様式２）旅行連絡
報告書』を観光連盟までFAXする。
※当連盟からの確認返信FAXのない
　ツアー（団体）は助成対象外です。
ツアーを実施、越前町に送客する。

ツアー終了後、すぐに
『（様式３）立ち寄り確認書』
『（様式４）実績報告書』
『（様式５）請求書』を提出。

申請者へ指定口座に振込。
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申請・お問い合わせ先

対象となる観光施設や土産品店は中面をご確認下さい。

越前町団体誘客促進事業助成要項

一般社団法人越前町観光連盟

◆1 名様につき、食事 500 円、宿泊 1,000 円を助成します◆

詳しい助成内容は裏面の要項をご確認ください。

ご不明点や立ち寄り場所の情報などは越前町観光連盟までお問い合わせください。
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＼立ち寄り先のハンコを３つ集めて、助成金を交付！／

越前町内の
対象施設で

食事または宿泊

越前町内の
対象観光施設
に立ち寄り

越前町内の
対象土産品店
に立ち寄り

ツアー造成をお助けします！

団体誘客促進事業
福井県越前町必見！

旅行会社様

北陸

新型コロナウイルスの感
染拡大により、出発地また
は福井県内で「まん延防止
等重点措置」以上の措置が
発令され場合には、本助成
事業は対象外となります。



A-001　花のゆめ　　　　　　0778-37-0511　食事処

A-002　蟹かに亭 水仙ランド店    0778-43-6272　食事処

A-003　浜善旅館　　　　　　0778-37-0264　民宿

A-004　あたらしや旅館　　　0778-37-0261　旅館

A-005　かに八　　　　　　　0778-37-0111　食事処

A-006　甚平旅館　　　　　　0778-37-0243　旅館

A-007　こはち旅館　　　　　0778-37-0251　旅館

A-008　玉島荘　　　　　　　0778-37-0285　旅館

A-009　秀竹旅館　　　　　　0778-37-0375　旅館

A-010　岩本屋　　　　　　　0778-37-0194　旅館

A-011　本家旅館　　　　　　0778-37-1247　旅館

A-012　えちぜん丸太屋　　　0778-37-0731　民宿・食事処

A-013　民宿さかえ　　　　　0778-37-0669　民宿

A-014　かに乃花　　　　　　0778-37-1612　食事処

A-015　ふるさとの宿こばせ　0778-37-0018　旅館

A-016　蟹かに亭 本店　  　　 0778-37-2039　食事処

A-017　海の幸食処えちぜん　0778-37-1020　食事処

A-018　山形屋　　　　　　　0778-37-1378　民宿

A-019　民宿なかの　　　　　0778-37-1578　民宿

A-020　民宿品野　　　　　　0778-37-1176　民宿

A-021　民宿なかで　　　　　0778-37-1045　民宿

A-022　民宿けいしん　　　　0778-37-1140　民宿

A-023　料理宿やまざき　　　0778-37-1016　旅館

A-024　旅館金龍　　　　　　0778-37-1052　旅館

A-025　いまい旅館　　　　　0778-37-1051　旅館

A-026　越前の宿うおたけ　　0778-37-1099　旅館・食事処

A-027　旅荘みや本　　　　　0778-37-0878　旅館

A-028　越前厨温泉あらき　　0778-37-1421　旅館

A-029　旅館明石　　　　　　0778-37-0880　旅館

A-030　お食事処かねいち　　090-7087-1122 食事処

A-031　お食事処うおいち　　0778-37-2500　海鮮バイキング

A-032　旅籠おけや　　　　　0778-37-1434　旅館・食事処

A-033　青海食堂　　　　　　0778-37-1611　食事処

A-034　料理旅館かねとも　　0778-37-1880　旅館

A-035　漁火の宿しまや　　　0778-39-1063　民宿

A-036　民宿おもや　　　　　0778-39-1052　民宿

A-037　旅館はまゆう　　　　0778-39-1230　旅館

A-038　民宿あらや　　　　　0778-39-1144　民宿

A-039　民宿なかむら　　　　0778-39-1323　民宿

A-040　滝の川　　　　　　　0778-39-1120　食事処

A-041　民なのお宿かわもと　0778-39-1919　民宿

A-042　平成旅館　　　　　　0778-39-1221　旅館

A-043　宿かり　　　　　　　0778-39-1555　旅館

A-044　出みせ　　　　　　　0778-39-1864　食事処

A-045　旅館浜富　　　　　　0778-39-1003　旅館

A-046　大正館　　　　　　　0778-39-1234　旅館

A-047　民宿小林　　　　　　0778-39-1121　民宿

A-048　民宿はるみ　　　　　0778-39-1314　民宿

A-049　海幸苑　　　　　　　0778-39-1336　旅館

A-050　旅館うらしま　　　　0778-39-1175　旅館

A-051　大西旅館　　　　　　0778-39-1331　旅館

A-052　お食事処やまふじ　　0778-39-1841　食事処

（A）宿泊および食事処対象施設一覧

A-053　手づくりお惣菜じんべえ　 　　0778-36-0303　惣菜バイキング

A-054　喜楽家　　　　　　　　　0778-36-0084　料亭

A-055　悠久ロマンの杜　　　　　0778-36-2050　かやぶきの宿

A-056　オタイコ・ヒルズ　　　　0778-36-2061　公共の宿・食事処

A-057　雪ん子餅農家レストラン　0778-32-2111　食事処

A-058　越前鮨料理の宿  鮨一　　        0778-32-3377　旅館

A-059　樹香苑　　　　　　　　　0778-32-2332　旅館

A-060　十割蕎麦  だいこん舎  　　　0778-32-3735　食事処

A-061　松葉旅館　　　　　　　　0778-34-0035　旅館

A-062　めん房 新月亭　　　　　   0778-34-0170　食事処

A-063　泰澄の杜　　　　　　　　0778-34-2322　公共の宿・食事処

A-064　料亭ささや　　　　　　　0778-34-5011　料亭

A-065　小西亭　　　　　　　　　0778-34-5012　料亭

A-066　お食事処ごぜん屋　　　　0778-36-1134　食事処

B-001　露天風呂「漁火」　　　　　　0778-37-2360　　温泉入浴

B-002　露天風呂「日本海」　　　　　0778-39-1126　　温泉入浴

B-003　泰澄の杜　　　　　　　　　　0778-34-2322　　温泉入浴

B-004　越前岬水仙ランド　　　　　　0778-37-2501　　施設見学

B-005　越前がにミュージアム　　　　0778-37-2626　　施設見学

B-006　アクティブハウス越前　　　　0778-37-2360　　温水プール

B-007　劔神社　　　　　　　　　　　0778-36-0404　　参拝

B-008　悠久ロマンの杜　　　　　　　0778-36-2050　　そばうち体験

B-009　金刀比羅山宮　　　　　　　　0778-32-2038　　参拝

B-010　福井県陶芸館　　　　　　　　0778-32-2174　　施設見学

B-011　越前古窯博物館　　　　　　　0778-32-3262　　施設見学

B-012　越前陶芸村文化交流会館　　　0778-32-3200　　施設見学

B-013　福井総合植物園プラントピア　0778-34-1120　　施設見学

B-014　ダイビングセンターログ　　　0778-37-0901　　ダイビング

B-015　ブルーマリン　　　　　　　　0778-37-1611　　ダイビング

B-016　ダイバーズハマトミ　　　　　0778-39-1003　　ダイビング

B-017　フロスダイビング&リゾート　0778-39-1183　　ダイビング

B-018　ダイビングハウスシーモア　　0778-39-1936　　ダイビング

（B）対象観光施設・店舗一覧

C-001　宮本鮮魚店　　　　　　　　　0778-37-0253　　鮮魚店
C-002　海産物かもめ　　　　　　　　0778-37-2330　　鮮魚店
C-003　小松鮮魚店　　　　　　　　　0778-37-1607　　鮮魚店
C-004　道の駅越前アンテナショップ　0778-37-2360　　土産品
C-005　越前うおいち売店　　　　　　0778-37-2500　　鮮魚店
C-006　ビーチマートまるさん　　　　0778-37-1212　　鮮魚店
C-007　かねとも水産　　　　　　　　0778-37-2550　　鮮魚店
C-008　かねいち水産　　　　　　　　0778-39-1122　　鮮魚店
C-009　おたとうふ（ウスヤ食品）　　0778-36-0221　　豆腐製造販売
C-010　阿んま屋　　　　　　　　　　0778-36-0179　　和菓子店
C-011　きゃろっとハウス　　　　　　090-7087-9234 　軽食
C-012　ファミリーフーズチャオ　　　0778-36-0679　　軽食
C-013　江雲堂　　　　　　　　　　　0778-32-2037　　和菓子店
C-014　農産物直売所おもいでな　　　0778-32-3545　　農産物直売
C-015　越前焼の館　　　　　　　　　0778-32-2199　　越前焼直売
C-016　道の駅パークイン丹生ヶ丘　　0778-34-2850　　土産品
C-017　丹生酒造　　　　　　　　　　0778-34-0022　　酒蔵
C-018　朝日酒造　　　　　　　　　　0778-34-0020　　酒蔵
C-019　朝日風月堂　　　　　　　　　0778-34-0062　　和菓子店
C-020　岩本精肉店　　　　　　　　　0778-34-0175　　惣菜・精肉店
C-021　手づくり味噌工房 丹生寺坂農園       0778-34-0643　　味噌販売

（C）対象土産品店一覧

越前町団体誘客促進事業対象施設一覧 2022.04 現在

以下の対象施設から、宿泊または食事で１ヶ所、観光施設で１ヶ所、土産品店で１ヶ所の合計３ヶ所にお立ち寄りください。

越前岬

道の駅越前

恐竜博物館

越前大野城

ツリーピクニックアドベンチャーいけだ

タケフナイフビレッジ

一乗谷朝倉氏遺跡

永平寺

あ
わ
ら
温
泉

東
尋
坊

うるしの里会館

北前船主の館

日本海さかな街

越前そばの里

越前和紙の里 九頭竜湖
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道の駅「越前」から各地への所要時間

❖ ＪＲ福井駅まで

　・････・･・･･･・約１時間

❖ ＪＲ敦賀駅まで

　・････・･・･･･・約１時間

❖ ＪＲ金沢駅まで

　・･････・･・･･・約２時間

❖ 東尋坊まで

　・････・･・･･･・約１時間

❖ あわら温泉まで

　・･･・･・･約１時間 10 分

❖ 大本山永平寺まで

　・････・･・･･･・約１時間

❖ 一乗谷朝倉氏遺跡まで

　・･･････・･・･・約１時間

❖ 越前大野城まで

　・･･・･・･約１時間 20 分

❖ 恐竜博物館まで

　・･･・･・･約１時間 30 分

❖ 平泉寺白山神社まで

　・･･・･・･約１時間 30 分

＼越前町観光の中心地／

越前町までの交通アクセス

車の場合

電車の場合
武生駅または
鯖江駅着まで

・武生 IC または鯖江 IC から越前町まで約 30 分
・武生 IC または鯖江 IC から越前海岸まで約 45 分
・敦賀 IC から越前海岸まで約 60 分

＜東京からの場合＞
　新幹線（米原経由）特急利用で約 3 時間 20 分

＜名古屋からの場合＞
　特急（米原経由）新幹線併用で約 1 時間 30 分

＜大阪からの場合＞
　特急利用で約 2 時間

大阪

名古屋

金沢

新大阪新神戸

京都吉川
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越前岬

鳥糞岩

呼鳥門

玉川洞窟観音

越知山・越知神社

悠久ロマンの杜

露天風呂日本海

織田・劔神社エリア
織田一族発祥の地に鎮座
する劔神社を中心に栄え
た織田のまち

道の駅越前エリア
越前海岸のほぼ中央に位置し
エリア内には露天風呂漁火や
越前がにミュージアムなどが
あり、越前町観光の中心地

越前岬エリア
越前岬を中心に越前海岸の
絶景を一望できる景勝地
水仙の群生地として知られ
るほか、夕陽百選にも選定
され、越前岬灯台は恋する
灯台に認定

宮崎・越前陶芸村エリア
日本遺産にも認定された
日本六古窯のひとつ越前焼
のふるさと
陶芸館や直売所、陶芸教室
など越前焼について親しみ
ながら学ぶことができる

植物園エリア
福井総合植物園プラントピア
では、広大な園内の中を散策
しながら福井県の多様な植生
について学ぶことが出来る。
道の駅パークイン丹生ヶ丘も
隣接し、町内の特産品などを
購入できる

泰澄の杜

道の駅パークイン丹生ヶ丘

道の駅越前
露天風呂漁火

越前花みずき温泉

越前南部温泉

越前くりや温泉

越前玉川温泉

越前糸生温泉

朝日・泰澄大師ゆかりの地
白山を開山した泰澄大師が幼少
期を過ごした朝日には多くのゆ
かりある寺社仏閣が残る

広域

マップ

企画展開催
中のみ対象（　　　　）


