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海鮮丼
越前町は福井県の水揚げ量の約４割近くを占める

県内最大の漁師町。目の前が日本海ならでは

の漁港直送の美味しいお魚が自慢で、

毎年たくさんの方が新鮮な越前の

魚を求めて訪れます。

そのお魚を美味しくお得に食べ

られると人気が高まっている

のが「海鮮丼」です。

特に、その日一番の素材を

使って提供する海鮮丼を

「浜の活丼」と銘打ち、

2014年から海岸沿いの飲食

店で提供しています。

（浜の活丼）

●今日の一番の旬の魚を
　メインに使った丼ぶりで
　あること

●海の香り漂うお店で
　食べられること

●福井米を使用していること

●お昼限定であること

●通年で提供すること

定　義

花のゆめ
8種類の海の幸を使っ
た自慢の海鮮丼。
　　　2,200円(税込)

………… 店番号 01

蟹かに亭 水仙ランド店

旬の地魚をふんだんに
もちいた海鮮ちらし。
　　　2,750円(税込)

………… 店番号 01

かに八
新鮮な地魚をいっぱい
にのせたこだわり丼。
　　　2,530円(税込)

………… 店番号 03

蕎麦cafe Maruta屋
ほぐした旬の魚の干物
をのせて丼ぶりに。
　　　　820円(税込)

………… 店番号 04

蟹かに亭 本店
活イカをつかった贅沢
な海鮮丼。
　　　2,750円(税込)

………… 店番号 07

食処えちぜん
朝獲れの一番のおすす
めを海鮮丼に。
　　　1,650円(税込)

………… 店番号 08

食事処かねいち
旬の食材を使った鮮度
バツグンな海鮮丼。
　　　1,650円(税込)

………… 店番号 10

旅籠おけや
その日仕入れのおけや
オリジナルの海鮮丼。
　　　2,500円(税込)

………… 店番号 11



越前町はその名の通り、「越前がに」の産地として有名。

でも、福井県内でもっとも多くの魚を水揚げする越前町は、

越前がに以外にも美味しい魚が１年を通してたくさん獲れます。

養殖のない天然の漁場だからこそ、その日獲れのイチオシ魚を

狙うのが通の食べ方。
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ズワイガニ【11月6日～3月20日まで】
セイコガニ【11月６日～１２月３１日まで】
水ガニ　　【2月19日～3月20日まで】
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十割そば だいこん舎 
越前陶芸村内にあり、落ち着いた
雰囲気で本格的なそばに舌鼓。

………… 店番号 21

めん房 新月亭
地域で親しまれている老舗店。
おろしそば以外にもうどんも人気。

………… 店番号 24

悠久ロマンの杜・朋楽の里
山の上のかやぶきの里にあり、大
自然の中でおそばを楽しめる。
※要問合 ………… 店番号 16

お食事処 ごぜん家
定番のおろしそばからとうふぶっかけ
そばなど、郷土の味を味わえる。

………… 店番号 20

里
山
の
味
覚

越前おろしそばは、そばに大

根おろしとダシをかけたシンプルな調理ですが、そ

ばの風味と大根おろしのピリリとした辛みの調和が

奥深い味わいとなり、多くの福井県民に広く親しま

れているご当地の味です。

手づくりお惣菜じんべえ
手づくりお惣菜が美味
しいバイキングが人気

………… 店番号 19

和麗（AERA）
簡単な喫茶メニューと特
産きびだんごがおすすめ

………… 店番号 18

農家レストラン雪んこ餅
特産のたけのこご飯が
看板の人気メニュー

………… 店番号 22

オタイコレストラン
地元の「おたとうふ」
を使った定食が人気

………… 店番号 17

お惣菜バイキングたけのこ飯
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そば

たけのこ御前 おたとうふ

手づ
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味噌

しいたけ



蕎麦cafe Maruta屋
≪主なメニュー≫
越前おろしそば 680円、へしこそば 810円
季節のおさかなほぐしごはん 820円　など

【住所】越前町梅浦114-92
【電話】0778-37-0731
【営業】11:00～日没まで（L.O.17時ごろ）
【定休】月・火曜日（その他不定休有）
【備考】お座敷・テーブル席有
　　　　ペット可（室内テラスのみ）
　　　　クレジット決済可
　　　　スマホ決済可
　　　　団体可、wi-fi対応

オーシャンビューの絶景そばカフェ

海食空間 かに乃花
≪主なメニュー≫
刺身定食 2,090円、お造り盛り合わせ 1,650円
海鮮釜飯御膳(4月～10月) 2,750円　など
※ご利用は事前にお問い合わせください（当日可）

【住所】越前町梅浦56-13
【電話】0778-37-1612
【営業】11:00～18:00
【定休】不定休
【備考】お座敷のみ、貸切可
　　　　個室有（1部屋10名様）
　　　　クレジット不可
　　　　 wi-fi対応、団体可

お魚屋さんも経営するお食事処

レストランこめや
≪主なメニュー≫
チャーハン 695円、ラーメン 650円
中華丼 815円、ソースカツ丼 795円
玉子カツ丼 795円　など

【住所】越前町梅浦58-11
【電話】0778-37-0766
【営業】11:00～14:00

17:00～20:00
【定休】木曜日

洋食や中華が楽しめる地域密着の店

花のゆめ
≪主なメニュー≫
浜の活丼 2,300円、海幸定食 2,300円
焼き鯖定食 1,900円、とんかつ定食 1,700円 など

【住所】越前町梨子ヶ平2
【電話】0778-37-0511
【営業】09:00～16:00 LO/15:30
【定休】木曜日
【備考】お座敷・テーブル席有
　　　　朝食メニュー有
　　　　土産コーナー、団体可
　　　　クレジット決済可
　　　　スマホ決済可

名勝・呼鳥門を一望する食事処

越前がに専門店 かに八
≪主なメニュー≫
お造り定食 2,500円、海鮮丼 2,300円
活イカ 3,500円、　など

【住所】越前町玉川39-50-1
【電話】0778-37-0111
【営業】11:00～17:00
【定休】不定休
【備考】お座敷・テーブル席有
　　　　団体20名まで
　　　　クレジット決済不可

自船で獲る新鮮素材を贅沢に使用

蟹かに亭 水仙ランド店
≪主なメニュー≫
海鮮ちらし 2,500円、活イカ定食 3,300円
お刺身盛合わせ定食 2,300円
イカと甘海老の二色丼 1,500円　など

【住所】越前町血ヶ平25-2
【電話】0778-43-6272
【営業】11:00～14:00まで
【定休】月曜・木曜
【備考】クレジット可、wi-fi対応
　　　　 テーブル席のみ
　　　　 

絶景と美味しい海の幸



お食事処かねいち
≪主なメニュー≫
お刺身パック 550円～（ごはんセット+330円）
海鮮丼 1,650円、ソースカツ丼 990円
おまかせランチ 1,650円 など

【住所】越前町厨71-335-1（道の駅越前内）
【電話】090-7087-1122
【営業】09:00～17:00
　　　　 （LO/16:00）

【定休】火曜日 ※季節により変動有
【備考】テーブル席のみ
        wi-fi対応
　　　　予約不可

地元のお魚屋さんが営む食事処

お食事処うおいち
≪主なメニュー≫
　海鮮バイキング／時間制限有
　大人3,960円、小人2,750円
　３歳～６歳 1,760円
　※11月～3月のカニシーズンは変更有
　　事前にお問い合わせください

【住所】越前町厨71-324-1（越前うおいち2階）
【電話】0778-37-2500
【営業】平日10:30～LO14:00
　　　　土日祝10:00～LO14:30
【定休】火曜日 ※季節により変動有
【備考】お座敷・テーブル席有

お魚屋さんが営む海鮮バイキング

旅籠おけや
≪主なメニュー≫
海鮮丼 2,350円、ミニ海鮮丼 1,500円
エビフライ 950円＋ごはんセット300円 など

【住所】越前町厨70-181-1
【電話】0778-37-1434
【営業】11:00～15:00
　　　　 （夜営業日あり ※要問合）

【定休】木曜日
【備考】お座敷・テーブル席有
　　　　 クレジット決済可、スマホ決済可
　　　　 バリアフリー対応（１階のみ）
　　　　貸切可（25名以上）、個室有（10部屋）
　　　　Wi-fi対応、宿泊可

旅館の１階にある新鮮お魚の食事処

海の幸食処えちぜん
≪主なメニュー≫
お造り定食 1,540円～、海の幸丼 1,870円
焼き魚定食 1,980円、活イカ 1,500円～
活越前がれい 2,750円～ など

【住所】越前町小樟3-81
【電話】0778-37-1020
【営業】10:30～17:00
　　　　 （LO/17:00）

【定休】火曜日
【備考】お座敷・掘りごたつ・テーブル席有
　　　　車椅子対応の席有、カード決済不可
　　　　２階貸切個室有（要予約）

漁師直営ならではの海鮮料理を堪能

蟹かに亭 本店
≪主なメニュー≫
お昼の蟹かに亭のランチ 2,300円
海鮮ちらし 3,000円
お刺身盛り 2,000円、活イカ 3,500円　など

【住所】越前町梅浦62-27
【電話】0778-37-2039
【営業】11:00～16:00
　　　（LO/15:00）
【定休】水曜日
【備考】お座敷・テーブル席有
　　　　クレジット決済可・スマホ決済可
　　　　バリアフリー対応、団体可、個室有

いけすを使った活料理に定評

青海食堂（ブルーマリン）
≪主なメニュー≫
越前がにコース （11月解禁日から3月末まで
せいこがに丼とみぞれ鍋 （11月解禁日から12月末まで
ズワイ丼 （1月上旬から3月20日まで
水がに丼 （2月20日から3月20日まで　など

【住所】越前町厨47-1-11
【電話】0778-37-1611
【営業】11:00～15:00
　　　 ※11月～3月のみ営業 
【定休】不定休
【備考】お座敷・テーブル席有

ダイビングショップ内にできた食堂



出みせ
≪主なメニュー≫
お造り定食 2,000円、海鮮丼 1,850円
盛り合わせ定食 1,700円　など

【住所】越前町高佐27-1
【電話】0778-39-1864
【営業】平日／16:00～18:00
　　　　土日／11:00～14:00
            16:00～18:00
       ※最終入店18時
【定休】木曜日
【備考】お座敷席・カウンター席有

鮮度抜群の海鮮料理を提供

お食事処やまふじ
≪主なメニュー≫
やまふじ定食 1,980円、お造り定食 1,430円
海老フライ定食 1,980円
海鮮丼 2,750円　など
※11月～3月は越前がに料理のみ提供

【住所】越前町米ノ66-39-1
【電話】0778-39-1841
【営業】11:00～16:00
　　　 16時以降は要予約
【定休】不定休
【備考】お座敷のみ

越前の旬のお魚料理を楽しめる

滝の川 越前本店
≪主なメニュー≫
ミニ懐石料理 6,000円
レディース 8,000円
滝の川膳 12,000円　など

【住所】越前町高佐16-19-2
【電話】0778-39-1120
【営業】11:00～15:00
【定休】要問合
【備考】お座敷・テーブル席有
　　　　個室有（3部屋）
　　　　クレジット可、団体受入可
　　　　バリアフリー対応、wi-fi対応

越前の地魚でもてなす本格料理

福井県越前町は、その名の通り「越前がに」

の産地として知られています。

とはいえ、カニの漁期は冬場のみ。春から秋

にも多くの魚が水揚げされているのに、あま

りに有名な「越前がに」の陰に隠れてきまし

た。そんな魚たちにスポットライトを当てる

プロジェクトがこの「Sea to Table」プロ

ジェクトです。

古くから漁師町として栄えてきた越前町は、

海から食卓への距離が近く、新鮮な魚が身近

なことから「魚は刺身」が当たり前。目の前

で水揚げされた魚を現地ですぐ食べる「魚」

の地産地消を「Sea to Table」と表現し、

カニ以外にも美味しいお魚がたくさん獲れる

越前町の、さまざまな愉しみ方を提案してい

きます。

＼特設サイトはこちら／



十割蕎麦だいこん舎
≪主なメニュー≫
越前おろしそば 並盛700円、大盛950円
そばがきぜんざい（コーヒー付）750円　など

★越前焼の器でおそばを食べよう！

【住所】越前町小曽原120-3-20
【電話】0778-32-3735
【営業】平日／11:00～15:00
　　　　土日祝／11:00～17:00
　　　　※売切次第閉店の場合あり
【定休】月曜日 (祝日の場合は翌日)
【備考】予約可

越前陶芸村内にあるこだわりの店

お食事処 ごぜん家
≪主なメニュー≫
越前おろしそば 600円、ごぜん定食 1,600円
とうふぶっかけそば 850円、親子丼 800円
鶏唐揚げ定食 800円　など

★夜まで営業しているお食事処

【住所】越前町中7-1-1 (メルシ内)
【電話】0778-36-1134
【営業】11:00～22:00
【定休】木曜日
【備考】外玄関から直接店内に
　　　　入ることができます

おたとうふなど郷土料理が楽しめる

劔神社を参拝してちょっと一服

和麗（AERA）
≪主なメニュー≫
越前塩むすびセット 600円
きび団子セット600円 
カレー 650円、オムライス 650円　など

【住所】越前町織田98-1
【電話】0778-36-0022
【営業】10:00～18:00
【定休】月曜日・火曜日
【備考】テーブル椅子席
　　　　クレジットカード可
　　　　和雑貨や特産品販売有

大自然の中で悠久そばが楽しめる

悠久ロマンの杜
≪主なメニュー≫
悠久そば（越前おろしそば）700円　など

★隣接するかやぶきの宿やコテージに宿泊可能

※休業中
（営業についてはお問い合わせください）

【住所】越前町笈松44-3
【電話】0778-36-2050
【営業】10:00～14:00
【定休】要問合

オタイコレストラン
≪主なメニュー≫
ヒルズランチ 1,000円、越前おろしそば 600円
花かご蕎麦御膳 1,800円
揚げ出し織田豆腐御膳 1,000円　など

★併設の宿泊施設で宿泊可能

【住所】越前町下河原37-19-1
【電話】0778-36-2061
【営業】11:00～13:30L.O.
【定休】月曜日・火曜日
【備考】お座敷・テーブル席有
　　　　個室有

地元名物のとうふ料理が楽しめる

おふくろの味のお惣菜テイクアウト

手づくりお惣菜じんべえ
≪主なメニュー≫
お惣菜バイキング 858円（ランチタイム1 1時～1 4時）

★劔神社の真横に位置する
　40種類以上のお惣菜がテイクアウトできます

【住所】越前町織田98-24
【電話】0778-36-0303
【営業】10:00～18:00（ランチ11:00～14:00）
【定休】水曜日
【備考】混雑時は相席の場合あり
         スマホ決済可
         テーブル／お座敷有
         団体10人まで



道の駅

パークイン丹生ヶ丘
≪主なメニュー≫
織田の厚揚げ御膳 1,000円
越前塩ラーメン 750円
越前塩あずきソフト350円　など

★2022年4月にリニューアルOPEN！

【住所】越前町上川去45-1-7
【電話】0778-34-2850
【営業】食堂11:00～15:00
　　　 　　（LO.14:30）
　　　　売店10:00～17:00
【定休】火曜日

めん房 新月亭
≪主なメニュー≫
越前おろし蕎麦(並) 660円(込)
わさびそば 990円(込)、
ジャンボ海老天おろしそば(小) 1,510円(込) など

【住所】越前町内郡14-21
【営業】平日／[昼] 11:00～14:00(LO)
　　　　平日／[夜] 17:00～21:00(LO)
　　　　土日祝／11:00～21:00(LO)
【定休】月曜日
【電話】0778-34-0170
【備考】お座敷のみ

地元産のそば粉と厳選した水を使用

泰澄の杜レストラン 海土里
≪主なメニュー≫
織田の揚げだし豆腐御膳 1,300円
越前おろしそば 650円、杜の御膳 2,000円
ソースカツ丼 750円、刺身御膳 1,800円　など

★温泉と一緒に食事を楽しもう！

【営業】11:30～14:00 LO/13:30
【定休】火曜日
【住所】越前町小倉88-55-1
【電話】0778-34-2322
【備考】テーブル席のみ

温泉施設の中にある食事処

雪んこ餅 農家レストラン
≪主なメニュー≫
たけのこ飯 680円、かきあげ丼 600円
たけのこ御前 1,550円（季節限定） など

★特産「みやざきたけのこ」を食べるならここ！

【住所】越前町樫津4-2-1
【電話】0778-32-2111
【営業】11:30～16:30
【定休】火曜日
【備考】テーブル席のみ
　　　　農産物直売所隣接
　　　　クレジット決済可、団体15人　

里山の農家の味が味わえる

水のおいしい土地はお酒も美味しい。
地元に愛される貴重な地酒です。

江雲堂
【住所】越前町江波24-44-1
【電話】0778-32-2037

★古越前最中

【住所】越前町西田中8-34
【電話】0778-34-0062

朝日風月堂

★田舎まんじゅう

阿んま屋
【住所】越前町中10-1-1
【電話】0778-36-0179

★生どら焼き

ファミリーフーズ チャオ

★信長くん焼き

【住所】越前町織田98-10-4
【電話】0778-36-0679

ウスヤ食品
【住所】越前町四ツ杉16-12-1
【電話】0778-36-0221

★おたとうふ 【住所】越前町中7-1-1
【電話】090-7087-9234
【営業】10:00～19:00

きゃろっとハウス

よっちゃんのたこ焼き
【住所】越前町厨47-1-9
【電話】090-9765-4021
【営業】10:00～14:00

丹生寺坂農園

★味噌スイーツ

【住所】越前町東内郡4-604
【電話】0778-34-0643

丹生酒造
【住所】越前町天王18-3
【電話】0778-34-0022

朝日酒造
【住所】越前町西田中11-53
【電話】0778-34-0020

和菓子＆スイーツ・日本酒・地場産品
道中の軽食やお土産に、越前町の和菓子や地酒、特産品などをご紹介。

地域密着のお店でたこ焼きやクレープ
など定番の軽食をテイクアウト。



越前岬

鳥糞岩

呼鳥門

越知山

道
の
駅
越
前

露天風呂日本海

越前陶芸村

劔神社

おもいでなfarm

福井総合植物園
プラントピア

メルシ

越前町役場

01 花のゆめ
【住所】梨子ヶ平2 【電話】0778-37-0511

02 蟹かに亭 水仙ランド店
【住所】血ケ平25-2 【電話】0778-43-6272

16 悠久ロマンの杜
【住所】笈松44-3 【電話】0778-36-2050

09 お食事処 かねいち（道の駅越前内）
【住所】厨71-335-1 【電話】090-7087-1122

17 オタイコレストラン
【住所】下河原37-19-1【電話】0778-36-2061

03 越前がに専門店 かに八
【住所】玉川39-50-1 【電話】0778-37-0111

10 お食事処うおいち（越前うおいち2階）
【住所】厨71-324-1 【電話】0778-37-2500

18 和麗（AERA）
【住所】織田98-1 【電話】0778-36-0022

19 手づくりお惣菜 じんべえ
【住所】織田98-24 【電話】0778-36-0303

20 お食事処 ごぜん家 (メルシ内)
【住所】中7-1-1 【電話】0778-36-1134

04 蕎麦cafe Maruta屋
【住所】梅浦114-92 【電話】0778-37-0731

11 旅籠おけや
【住所】厨70-181-1 【電話】0778-37-1434

21 十割蕎麦 だいこん舎
【住所】小曽原120-3-20【電話】0778-32-3735

05 海食空間 かに乃花
【住所】梅浦56-13 【電話】0778-37-1612

12 青海食堂
【住所】厨47-1-11 【電話】0778-43-5523

22 雪んこ餅 農家レストラン
【住所】樫津4-2-1 【電話】0778-32-2111

06 レストランこめや
【住所】梅浦58-11 【電話】0778-37-0766

13 滝の川 越前本店
【住所】高佐16-19-2 【電話】0778-39-1120

23 道の駅 パークイン丹生ヶ丘
【住所】朝日45-1-7 【電話】0778-34-2850

07 蟹かに亭 本店
【住所】梅浦62-27 【電話】0778-37-2039

14 出みせ
【住所】高佐27-1 【電話】0778-39-1864

24 めん房 新月亭
【住所】内郡14-21 【電話】0778-34-0170

08 海の幸食処 えちぜん 
【住所】小樟3-81 【電話】0778-37-1020

15 お食事処 やまふじ
【住所】米ノ66-39-1【電話】0778-39-1841

25 泰澄の杜レストラン海土里
【住所】小倉88-55-1 【電話】0778-34-2322

01 花のゆめ

03 かに八

04 蕎麦cafe Maruta屋

05 かに乃花 06 レストランこめや

07 蟹かに亭 本店
08 食処えちぜん

09お食事処かねいち (道の駅越前内)

10 お食事処うおいち

11 旅籠おけや

12 青海食堂

15 やまふじ

13 滝の川

16 悠久ロマンの杜

17 オタイコレストラン

19 手づくりお惣菜 じんべえ

18 和麗（AERA）

21 十割蕎麦だいこん舎

22 雪んこ餅 農家レストラン

23 道の駅パークイン丹生ヶ丘

25 泰澄の杜レストラン 海土里

24 めん房 新月亭

14 出みせ

20 お食事処 ごぜん家

越前町お食事処マップ 福井市

越前市

鯖江市

越前町

02 蟹かに亭 水仙ランド店

越前岬水仙ランド

江雲堂

阿んま屋

朝日風月堂

朝日酒造

チャオ

丹生酒造

きゃろっとハウス

よっちゃんのたこ焼き

おたとうふ

丹生寺坂農園


