
2 民宿　お食事処泉   

雄大な日本海を見ながらの
お食事をお楽しみ下さい。
全室オーシャンビューで最
高です。又、お食事だけの
お客様もお気軽にお立ち寄
り下さい。

〒915‒1114
南越前町糠106‒1‒26
TEL.0778‒48‒2143
http://www.kani‒izumi.jp
営 チェックイン 15：00
 チェックアウト 10：00
休 元旦

4 網元の宿　あお来 

店主自らセリに足を運び見極めた越
前ガニを熱々、茹でたてでお召しあ
がりいただけます。お昼の食事の
みもOK（土、日、祝日は要予約）カニ
のオフシーズン（4～ 10月）定置網
元として、目の前の海でとれた新鮮
な旬の地魚料理をお楽しみ下さい。
〒915‒1114
南越前町糠106‒1‒6
TEL.0778‒48‒2575
http://www.amimoto‒aoki.com
営 10：00～ 18：00
休 12月31日～1月2日
 他不定休あり

6 うみの宿さへい   

越前かに料理、ランチはせ
いこ丼が大人気（セイコガ
ニ2ハイ使用）。本場の味
を堪能して下さいませ。
かにのお刺身、焼かに、ゆで
かにをご賞味下さい。
〒915‒1114
南越前町糠12‒21
TEL.0778‒48‒2738
営 昼11：30～ 14：30
 夜5：00～ 9：00
泊チェックイン3：00
　チェックアウト10：00

休 不定休

1 旅館・お食事処　利兵衛   

ずわいガニや寒ブリなど、
冬に旬を迎える数多くの食
材を使って、和・洋・中とわ
ず料理しておりますので、
お楽しみに来ていただきた
いです。

〒915‒1114
南越前町糠161‒2‒1
TEL.0778‒48‒2559
営 11：00～ 18：00
休 不定休

9 やまひさ 
お席に着いてから1杯ずつ
丁寧に調理致します。アツ
アツボイル、お刺身、焼が
にと、かにづくしをしていま
す。迫力のあるかにが自慢
です！

〒915‒1111
南越前町河野6‒5
TEL.0778‒48‒2799
TEL.0778‒48‒2299
営 10：00～ 20：00
休 かにシーズン無休

8 ふじ乃 

目の前が海の見える宿。
地魚を使った料理をお出し
します。

〒915‒1113
南越前町甲楽城12‒35
TEL.0778‒48‒2518
http://www.ryokan‒fujino.com
営 チェックイン 15：00
 チェックアウト 10：00
休 不定休

3 民宿　与利    

季節のお魚と海水浴、5月
にふぐ料理、冬にはかに料
理と通年お楽しみいただけ
ます。

〒915‒1114
南越前町糠106‒1‒11
TEL.0778‒48‒2371
営 11：00～ 16：00
休 水曜日

5 ながしま荘   

日本海を一望出来るお食事
処で冬の味覚をゆっくりと
味わえます。

〒915‒1114
南越前町糠106‒1‒3
TEL.0778‒48‒2624
http://www.nagashimaso.com
営 11：00～
休 不定休

7 民宿たまむら 
旬の食材に板前が腕によりをかけ
た創作料理でおもてなし。2階客
間には各部屋にバス・トイレ完備。
窓からは日本海が眺望出来ます。
お食事は1階個室で、椅子・テー
ブル席に変更も可能です。

〒815‒1114
南越前町糠12‒14
TEL.0778‒48‒2622
http://www.echizen‒ujyou.jp/
営 チェックイン15：00～
 チェックアウト10：00
休 木曜日

1 旅館・お食事処　利兵衛

自家製一夜干しの
お土産

9 やまひさ

かに付き出し、
カラータオル

5 ながしま荘

粗品プレゼント

2 民宿　お食事処泉

お二人以上でノンアル
コールビールサービス

10 玉島荘

プチお土産
6 うみの宿さへい
紫（パープルを見た）でお飲み物
1本サービス。お泊まりの場合、
ゆうばえ温泉券プレゼント

3 民宿　与利

宿泊の方のみ
ゆうばえ温泉券サービス
7 民宿たまむら

雪中花オリジナル
グッズお土産付

4 網元の宿　あお来

期間中、コース料理ご注文の方
に、カニ味噌甲羅焼サービス

8 ふじ乃

梅干プレゼント
（一家族）

お宿 土産店飲食店 魚店

お店の情報をチェックして、
下段のクーポンをご利用ください。

11 えちぜん　丸太屋 

全4室の小さな温泉宿「ゆ・
食・遊 えちぜん丸太屋」は
丸太で出来たログハウスの
宿。目の前が日本海で雄大
な景観が楽しめます。

〒916‒0311
越前町梅浦114‒92
TEL.0778‒37‒0731
http://www.echizen-marutaya.jp
休 火曜日
 カニシーズンは不定休

13 海の幸食処　えちぜん 

港を一望でき、四季を感じながらお
食事ができます。旅の風情に浸りな
がら旬のお料理をご堪能くださいま
せ。（越前がに、越前がれいの活造り、
活えび踊り食いなどもございます。）

〒916‒0315
越前町小樟3‒81
TEL.0778‒37‒1020
http://www.m-echizen.jp
営 10：30～ 17：30（L.O）
17：30以降は事前ご予約のみ営業

休 火曜日
 11月6日～3月20日無休
　（年末年始は除く）

15 越前の宿　うおたけ 
本館10月末日リニューアル
オープンいたします。全室
トイレ付で食事もお部屋で
はなく食事処でとっていた
だくためお部屋ではゆっく
りくつろいでいただけます。

〒916‒0422
越前町厨17‒83
TEL.0778‒37‒1099
http://www.echizen-uotake.com/
営 チェックイン 15：00
 チェックアウト 10：00
休 年末年始

10 玉島荘 

絶景日本海を望む田舎漁
師の営む温泉宿。冬の越
前ガニ、越前水仙を満喫い
ただける玉川温泉の宿。

〒916‒0304
越前町玉川39‒41
TEL.0778‒37‒0285
http://tamashimaso.com/
営 チェックイン 15：00
 チェックアウト 10：00
休 無休

12 ふるさとの宿　こばせ 

目の前に広がる日本海、越前の
海と夕日が一番ステキに見える
海辺の宿です。越前ガニ料理
と名物「開高丼」や温泉で日頃
の労をいやして下さいませ。

〒916‒0311
越前町梅浦58‒8
TEL.0778‒37‒0018
http://www.kobase.net
営 チェックイン 15：00
 チェックアウト 10：00
お昼 11：30～チェックアウト 
14：00

休 無休

14 民宿なかで 
越前町の海の幸を存分に満
喫して頂けますよう心より
お待ち申し上げております。

〒916‒0422
越前町厨11‒13‒1
TEL.0778‒37‒1045
営 チェックイン 15：00
 チェックアウト 10：00
休 12月30日～1月1日

14 民宿なかで

飲みもの1本
サービス

11 えちぜん　丸太屋

朝食に鯖の丸焼を
無料サービス

15 越前の宿　うおたけ

ソフトドリンク
サービス

12 ふるさとの宿　こばせ
ご宿泊大人1人につき
生ビール（小）又は

ソフトドリンク1杯サービス

13 海の幸食処　えちぜん

定食お召し上がりのお客様、
コーヒーサービス

クーポン
切
・
り
・
離
・
さ
・
ず
・
に
・
ご利用ください。

ご利用の際に、スタン
プを押印します。

お得クーポン
利用店ガイド

プチ



18 漁火の宿　しまや 

上品な甘さの越前がに、新
鮮な海の幸を、日本海一
望の和室でゆっくり召し上
がっていただけます。日帰
りのご昼食またはご夕食も
承ります。

〒916‒0423
越前町茂原5‒13
TEL.0778‒39‒1063
http://www.e-shimaya.jp
営 昼11：00～ 14：00
 泊15：30～翌9：30

20 大西旅館 

漁港の近くなので魚が新鮮。
ロケーションも抜群で露天
風呂「日本海」も徒歩1分。

〒916‒0426
越前町米ノ62‒52‒2
TEL.0778‒39‒1331
営 終日
要予約

19 料理旅館　平成 

海まで数メートルに建つ絶
景宿。越前かにを豪快にお
出しします。

〒916‒0425
越前町高佐27‒2‒1
TEL.0778‒39‒1221
www.ryokanheisei.co.jp/
営 8：00～ 20：00

17 料理旅館かねとも 
当館の大型水槽には越前がに
をはじめ、豊富な魚介類を取り
揃えております。四季折々の
旬を皆様に、新鮮でより美味し
く召し上がりいただけますよ
う吟味調理致しております。

〒916‒0422
越前町厨49‒1‒10
TEL.0778‒37‒1880
http://echizen-kanetomo.com/
営 チェックイン 15：00
 チェックアウト 10：00
休 年末年始

16 みや本 

越前港でとれたカニ・魚介
類の食材を活かした海鮮料
理でおもてなしさせていた
だきます。

〒916‒0422
越前町厨26‒13‒1
TEL.0778‒37‒0878
http://www.miyamoto-main.com/
営 8：00～ 19：00
休 12月31日～1月1日

16 みや本

干物プレゼント
20 大西旅館

露天風呂「日本海」の入場（浴）券
をプレゼント（大人様のみ）

17 料理旅館かねとも

ビール（中）1本サービス
18 漁火の宿　しまや

プチお土産付
19 料理旅館　平成

カレイの干物プレゼント

お宿 土産店飲食店 魚店

クーポン
切
・
り
・
離
・
さ
・
ず
・
に
・
ご利用ください。

ご利用の際に、スタン
プを押印します。

レスト有情・花のゆめ   

軽食から会席まで気軽に食事をお楽
しみ頂けます。目の前には日本海が
広がり、ロケーションは最高！また、
冬は当店周辺で水仙がご覧いただ
けます。売店も充実しており、乾物
から海産物もご用意しております。

〒916‒0301  越前町梨子ヶ平2号
TEL.レスト有情／0778‒37‒0511
       花のゆめ／0778‒37‒0397
http://www.echizen-ujyou.jp/
営 8：00～ 16：30
休 レスト有情／不定休
花のゆめ／毎週木曜日（祝日
の場合変更有）11月～ 1月限定   「セイコ蟹丼」

菓子処　江雲堂 

水仙華……1,080円（税込）
餡で作ったしっとりしたスポンジ
生地（浮島）で、冬の越前海岸に
咲く越前水仙を表現したお菓子
です。北海道産大納言の鹿子は
断崖を、緑の生地は葉を、白は額
を、柔らかく仕上げた国産栗の
甘露煮で花を表現いたしました。
〒916‒0255
越前町江波24‒44‒1
TEL.0778‒32‒2037
営 8：00～ 19：00
休 1月1日11月～ 3月限定　和菓子 水仙華

朝日　風月堂 

越前水仙  水ようかん
…………………648円(税込）
白い箱でおなじみの越前水仙水よ
うかん。温かいお部屋でいただく
冷やした水ようかんは格別です。
皆様の「喜ぶお顔を拝見したい」そ
ういう気持ちで作りました。
〒916‒0141
越前町西田中8‒34
TEL.0778‒34‒0062
営 8：30～ 20：00
 日・祝／ 8：30～ 19：00
休 不定休12月～ 3月限定　越前水仙 水ようかん

限　定　サ　ー　ビ　ス
ここにしかない　 とっておき

越前岬水仙ランド
水仙の開花時期となる12月～ 2月には斜面一帯
が美しい水仙のじゅうたんで埋め尽くされます。
この時期に入園すると甘い香りを放つ水仙の美
しさと壮大な日本海のパノラマに魅了されます。

お問い合わせ  TEL.0778‒37‒2501
越前岬水仙ランド
越前町血ヶ平27‒12
水仙ランド  http://www.echizen-kk.jp/suisen.html

■入園料
無料

■休館日
木曜日（11月～ 3月は無休）

■開園時間
9：00～ 17：00

【料金・営業時間のご案内】

越前温泉露天風呂漁
いさり

火
び

雄大な日本海を見下ろし、湯煙に包まれた温泉
にゆったりと身をゆだねる幸せ…。潮騒や海鳥
の鳴き声に耳をかたむけながら、大きな夕陽と
幻想的な漁火を眺めて下さい。

お問い合わせ  TEL.0778‒37‒2360
越前温泉露天風呂漁火
越前町厨71‒335‒1
http://www.echizen-kk.jp/isaribi.html

■利用料
大人（中学生以上）／ 510円
小 学 生／ 300円
3歳以上／ 200円
■休館日
火曜日（但し祝日の場合は翌日）
（11月～ 3月は第2、4火曜日）
■営業時間
平　日／ 11：00～ 22：00
土・日・祝／ 10：00～ 22：00

【料金・営業時間のご案内】

越前がにミュージアム
2016年7月15日にリニューアルした越前がにミュージア
ムは、越前がにや近海の魚たちの神秘を遊びながら学ぶ体
験施設として、海遊歩道やビックラブシアター、漁船チャレ
ンジ、絵画水族館などの楽しいゾーンがいっぱいのミュー
ジアムです。越前がにや日本海の神秘を遊びながら学ぶ
体験ゾーン施設として、新しい「かに文化」に出会えます。
お問い合わせ  TEL.0778‒37‒2626
越前がにミュージアム
越前町厨71‒324‒1
http://www.echizen-kk.jp/kani.html

■入館料
大人（中学生以上）／ 500円
（団体400円）
小人（3歳以上）／ 300円
（団体200円）
※団体は20名以上
■休館日
火曜日（但し祝日の場合は翌日）
（11月～ 3月は第2、4火曜日）
■開館時間
9：00～ 17：00

【料金・営業時間のご案内】

河野シーサイド温泉
ゆうばえ
河野の海岸沿いにあるシーサイド温泉「ゆうば
え」。男湯、女湯ともに雄大な日本海を一望で
きます。日ごろの疲れた体を癒してみてはい
かがですか？

お問い合わせ  TEL.0778‒48‒2388
河野シーサイド温泉ゆうばえ
南越前町甲楽城7‒31‒1
http://www.minamiechizen.com/tabid/60/Default.aspx

■利用料
大人（中学生以上）／550円（団体450円）
小人（3歳以上）／300円（団体250円）
※団体は20名以上
■休館日
水曜日（但し祝日の場合は翌日）
■営業時間
11：00～ 21：00

【料金・営業時間のご案内】

北前船主の館・右近家
江戸中期から明治30年代にかけて、大阪～蝦
夷地（北海道）を結んで日本海廻りで各港で商
いをしながら不定期に重複した回船を北前船と
呼びました。右近家は幕末には日本海五大船
主の一人として天明・寛政（江戸時代）の頃から
活躍した船主のお宅です。
お問い合わせ  TEL.0778‒48‒2196
北前船主の館・右近家
南越前町河野2‒15
http://www.minamiechizen.com/tabid/196/Default.aspx

■入館料
大人（高校生以上）／500円（団体450円）
小人／ 300円（団体270円）
※団体は20名以上
■休館日
水曜日
（12月29日～ 1月3日は休館）
■開館時間
9：00～ 16：00

【料金・営業時間のご案内】

どころ観光情報見越前・河野



南越前町・越前町の各施設でスタンプを押して、ステキな賞品をGETしよう！

●10 ●15●16

●❽●❾

●❸

●❹●❺
●❻●❼

●12●13
●14

●11●17
●❶

●❽ 越前温泉露天風呂漁火
●❾ 越前がにミュージアム
●10 越前岬水仙ランド
●11 越前温泉露天風呂日本海
●12 福井県陶芸館
●13 越前陶芸村文化交流会館
●14 劔神社
●15 福井総合植物園プラントピア
●16 道の駅パークイン丹生ヶ丘
●17 道の駅越前

●❷

●●❶ 北前船主の館・右近家
●❷ 河野シーサイド温泉「ゆうばえ」
●❸ 花はす温泉そまやま
●❹ 今庄365温泉やすらぎ
●❺ 今庄365スキー場
●❻ 今庄サイクリングターミナル
●❼ 今庄そば道場

越前町

応募ハガキのスタンプラリー台紙にスタンプを集め、
必要事項を記入の上、郵送してください。

越前水仙30本

水仙娘キャラクター
グッズ詰合せ

（20名様）

（30名様）

応募要項

スタンプ設置施設の内、6か所のスタンプを集めてご応
募下さい。抽選で上記賞品を進呈します。
※応募は1人1枚に限らせていただきます。

○個人情報取扱
応募に際しご記入いただいた個人情報は、本スタンプラリーにおい
て必要事項であり、これ以外の用途には使用致しません。

応募条件

発表は賞品の発送をもって当選者のご報告とさせていた
だきます。

抽選発表

賞品1

賞品2

受付期間 12/17（土）～1/23（月）
平成28年

平成29年

平成29年

応募締切 1/31（火）必着

合計50名様に
賞品が当たるよ！抽選で

南越前町

水仙娘を探せ !スタンプラリー
下記の施設やイベント会場を巡ってスタンプを押印し、6か所分集めて郵送して下さい。
越前水仙をはじめ水仙娘キャラクターグッズなどを50名の方に抽選でプレゼントします。

9 1 6 2 20 4

福井県丹生郡越前町厨71‒335‒1

越前海岸観光協会連合会  行

52円切手を
お貼り下さい。

P O S T  C A R D

氏　名

フリガナ

〒　　　　－

住　所

ご意見・ご感想

※応募は 1人 1枚に限らせていただきます。

T E L

年
　齢

性
　別

キリトリ線

第42回 水仙まつり

（水仙の開花状況により行程の変更があります）越前海岸“水仙”ツアー

JR

武生駅

10:00出発

浜の活丼
(昼食)

11:50～

水仙押し花
体験

13:10～

梨子ヶ平
園地散策

越前岬

水仙ランド

13:45～

14:30～

呼鳥門

15:10～
16:15

到着

北前船主の館

・右近家

10:30～

水仙押し花体験

浜の活丼
越前海岸のお食事処が提供する、
海鮮丼。
その日獲れたての旬の味を味わおう。

北前船主の館・右近家
北前船をテーマとした資料館。
江戸時代に、モノと文化を
運んだ歴史を体感しよう。

※写真はイメージです

水仙刈取り

体験（ボトルフラワー作り）

お買い物♪

食べてみて～。
浜の活丼！

催行日 平成28年12/20㈫・23㈮・27㈫　平成29年1/6㈮・9㈪

各回20人まで／完全予約制／水仙刈取り体験他付き定　員

各回5日前まで　※定員に達した時点で締切申込日

越前海岸観光協会連合会　TEL.0778-37-1234問合先

（一社）越前町観光連盟　TEL.0778‒37‒1234
⃝受付時間：午前9時から午後6時まで　年中無休　　⃝福井県知事登録旅行業第2‒217号
⃝国内旅行業務取扱管理者  駒 恵理子

申　　　　込　　　　先

呼鳥門●
●越前岬水仙ランド

●武生駅
●越前がにミュージアム

越前岬●
梨子ヶ平台地

道の駅「越前」●

●北前船主の館右近家

●
道の駅河野

ゆうばえ
●

＜お申込みの注意事項＞　※お申込みの前に必ずお読み下さい
⃝募集型企画旅行契約　この旅行は一般社団法人越前町観光連盟（福井県知事登録旅行業2‒217号、以下「当社」
という）が募集し実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行
契約」という）を締結することになります。また、契約の内容・条件はコースごとに記載されている条件のほか、
下記条件、出発前にお渡しする最終旅行日程表及び当社旅行業約款募集旅行契約の部によります。詳しい旅行
条件を説明した書面を用意していますので、事前に確認の上お申込み下さい。

⃝旅行代金に含まれるもの　旅行日程に明記した交通費・食事代・企画料及び国内旅行総合保険・消費税等。15歳
以下は一部に小人料金が適用されます。

⃝申込締切　日帰り・5日前まで（満席の場合はキャンセル待ちになります）
⃝最少催行人数　5人
⃝ツアー中止　交通状況・気象条件・その他やむをえない場合により運行を遅延、中止する場合がありますのでご
了承願います。

⃝取消料　旅行契約後お客様の都合で旅行を取り消しする場合には、旅行代金に対してお一人様に付き下記料金
にて取消料を頂きます。（取消料の起算日はすべて旅行開始日の前日からとなります。18：00以降は翌日の取
り消し扱いとなります）旅行開始日の10日前～ 8日前…旅行代金の20％、旅行開始日の7日前～ 2日目…旅行
代金の30％、旅行開始日の前日…旅行代金の40％、旅行開始当日…旅行代金の50％、旅行開始後の解除又は
無連絡不参加…旅行代金の100％。

※申込み時にいただいた個人情報は当社から旅のご案内を送るために使わ
せていただく場合がございます。以後、不要な方はご連絡下さい。

料　金 お一人様5,000円(税込)　※昼食代・入場料込
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応募締切／ 1月 31日（火）必着

施設やイベント会場を
巡ってスタンプを押印し、
6か所分集めて郵送して下さい。
越前水仙をはじめ水仙娘キャラクターグッズ
などを50名の方に抽選でプレゼントします。

スタンプを集めて商品をGET！

スタンプラリー台紙
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越前海岸への
アクセス

福井I.C

敦賀

米原

福井駅

武生駅

名古屋

金沢 富山

東京

京都

大阪

鯖江I.C
武生I.C
南条S.AスマートI.C
今庄I.C

新神戸

長野

上
越
妙
高

軽井沢

大宮

高崎

新大阪

越前町越前町
南越前町南越前町

北陸新幹線

ダイナスター

東海道新幹線

東北新幹線

羽田空港

小松空港

サンダーバード

しらさぎ

上信越自動車道

上越

小矢部砺波金沢西
小松

五箇山
白川郷

敦賀I.C

高山

北陸自動車道

名神高速道路

舞鶴若狭
自動車道 米原

京都南
吹田

神戸吉川

綾部

東海北陸自動車道

東名高速道路

岡谷

中央自動車道

一宮 小牧

白鳥
鯖江駅

総合問い合わせ先

越前海岸までのアクセス

越前海岸観光協会連合会
TEL.0778‒37‒1234

電車ご利用の場合
●東京から…3時間30分（東海道新幹線・特急／米原経由）
●東京から…4時間30分（北陸新幹線・特急／金沢経由）
●大阪から…2時間00分（特急／湖西線経由）
●名古屋から…1時間40分（新幹線・特急／米原経由）

電車→バスをご利用の場合

○水仙群生地へは京福バスをご利用ください（問合せ：0120‒234‒255）
○越前町へは…JR武生駅下車→駅前から「かれい崎ゆき」をご利用ください
 （約60分）
○南越前町へは…JR武生駅下車→駅前から「糠・長島ゆき」をご利用ください
 （約45分）

電車→タクシーをご利用の場合

○越前町へは…JR武生駅またはJR鯖江駅から約40分
○南越前町へは…JR武生駅から約30分
※その他、JR敦賀駅よりお宿直行のシャトルバスをご利用ください（要予約）

お車ご利用の場合
東京・名古屋（東名・名神高速道路）、大阪・京都（名神高速道路）からは、
米原JCT経由で北陸自動車道へアクセスし、各I.Cをご利用ください。
●越前町へは…鯖江I.Cから約40分
　　　　　　　　敦賀I.Cから約50分
●南越前町へは…武生I.Cから約25分
　　（河野）　　　敦賀I.Cから約30分
　　　　　　　　南条スマートI.Cから約20分

飛行機ご利用の場合
●羽田～小松…約60分
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