
番号 施設名 電話番号 住所 温泉 価格帯 特典内容

1 浜善旅館 0778-37-0264 越前町左右3-16 6,000円以上から 越前温泉の日帰り入浴券付

2 あたらしや旅館 0778-37-0261 越前町左右4-14 10,000円以上から 越前温泉の日帰り入浴券付

3 甚平旅館 0778-37-0243 越前町玉川41-2-1 温泉 20,000円以上から 越前温泉美容パックorドリンクor遊具プレゼント

4 玉島荘 0778-37-0285 越前町玉川39-41 温泉 20,000円以上から 季節の一品サービス

5 秀竹旅館 0778-37-0375 越前町玉川39-22 温泉 10,000円以上から 夕食時に各一人ソフトドリンクサービス

6 岩本屋旅館 0778-37-0194 越前町玉川19-17 温泉 10,000円以上から 夕食時冷酒1本サービス

7 本家旅館 0778-37-1247 越前町玉川19-20 温泉 10,000円以上から 鮑の造りサービス、日本酒サービス

8 えちぜん丸太屋 0778-37-0731 越前町梅浦114-92 温泉 6,000円以上から チェックアウト時に持ち帰りドリンクサービス

9 山形屋 0778-37-1378 越前町道口8-39 10,000円以上から 越前温泉の日帰り入浴券付

10 民宿品野 0778-37-1176 越前町厨7-30-1 温泉 10,000円以上から 越前温泉の日帰り入浴券付

11 民宿けいしん 0778-37-1140 越前町厨11-22-1 温泉 10,000円以上から 越前厨温泉の入浴剤「越前の湯」プレゼント

12 料理宿やまざき 0778-37-1016 越前町厨16-53-1 温泉 20,000円以上から 越前のささやかなプレゼント付

13 金龍旅館 0778-37-1052 越前町厨17-51-2 温泉 10,000円以上から 夕食時、2人で1本ビールサービス

14 いまい旅館 0778-37-1051 越前町厨17-78-1 温泉 20,000円以上から ビール一本、越前温泉の日帰り入浴券付

15 うおたけ旅館 0778-37-1099 越前町厨17-83 温泉 10,000円以上から 越前温泉の入浴剤「越前の湯」プレゼント

16 旅荘みや本 0778-37-0878 越前町厨26-13-1 温泉 10,000円以上から 飲み物1本サービス

17 あらき旅館 0778-37-1421 越前町厨25-22 温泉 20,000円以上から 夕食時飲み物1本サービス

18 旅館明石 0778-37-0880 越前町厨71-280-1 温泉 10,000円以上から ネーム入りペンサービス

19 旅籠おけや 0778-37-1434 越前町厨70-181-1 温泉 20,000円以上から 越前温泉の日帰り入浴券付

20 料理旅館かねとも 0778-37-1880 越前町厨49-1-10 温泉 10,000円以上から ビール1本サービス

21 しまや 0778-39-1063 越前町茂原5-13 6,000円以上から 越前温泉の日帰り入浴券付

22 民宿おもや 0778-39-1052 越前町茂原5-26 6,000円以上から 越前温泉の日帰り入浴券付

23 民宿あらや 0778-39-1144 越前町茂原5-52 6,000円以上から 越前温泉の日帰り入浴券付

24 民宿なかむら 0778-39-1323 越前町茂原9-23 10,000円以上から 越前温泉の日帰り入浴券付

25 民宿かわもと 0778-39-1919 越前町高佐16-18-3 10,000円以上から 当日の新鮮なお魚をサービス

26 宿かり 0778-39-1555 越前町高佐32-4-5 温泉 20,000円以上から 特別料理サービス有

27 大正館 0778-39-1234 越前町米ノ71-49-9 10,000円以上から 越前温泉の日帰り入浴券付

28 小林 0778-39-1121 越前町米ノ71-49-37 温泉 10,000円以上から 越前温泉の日帰り入浴券付

29 はるみ 0778-39-1314 越前町米ノ71-49-17 10,000円以上から アルコール1本無料

30 海幸苑 0778-39-1336 越前町米ノ53-43-1 6,000円以上から ビール1本または越前温泉の日帰り入浴券付き

31 うらしま 0778-39-1175 越前町米ノ59-13 10,000円以上から 越前温泉の日帰り入浴券付

32 大西旅館 0778-39-1331 越前町米ノ62-52-2 10,000円以上から 越前温泉の日帰り入浴券付

33 喜楽家 0778-36-0084 越前町織田36-24 10,000円以上から 夕食時に飲み物一人に1本サービス

34 オタイコ・ヒルズ 0778-36-2061 越前町下河原37-19-1 6,000円以上から お部屋にコーヒーセットサービス

35 鮨一 0778-32-3377 越前町樫津7-5 温泉 10,000円以上から 夕食時に冷酒1本サービス

36 樹香苑 0778-32-2332 越前町小曽原7-7-1 温泉 10,000円以上から 夕食時全員にドリンクサービス

37 泰澄の杜 0778-34-2322 越前町小倉88-55-1 温泉 6,000円以上から お部屋にコーヒーセットサービス

番号 施設名 電話番号 住所 温泉 料金 特典内容

1 こばせ旅館 0778-37-0018 越前町梅浦58-8 温泉 10,000円以上から 夕食時、地酒三種呑み比べなど

2 旅館はまゆう 0778-39-1230 越前町茂原5-40-1 温泉 10,000円以上から タッチボールペンプレゼント

3 平成旅館 0778-39-1221 越前町高佐27-2-1 温泉 20,000円以上から 特別料理サービス有

ふくいdeお泊りキャンペーン　越前町内の「安心の宿」一覧

▼直接お宿に電話などでご予約し、予約後に割引券をキャンペーン事務局にお申し込みください。

▼旅行代理店の店頭でお申し込みください。
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http://tamashimaso.com/
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http://www.ryokanheisei.co.jp/
https://fukui-taishokan.com/
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http://kaikouen.net/
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https://otaikohills.com/
http://www.sushinoyado.info/
http://fukui-ryokan.com/
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