
福井県おススメ観光情報
2022年6月 (公社)福井県観光連盟

※掲載の各料金等は商談会時点のものです。

新型コロナウイルス感染状況により営業状況等は流動的となりますので、事前に各施設にご確認ください。

リニューアル！



進む高速交通ネットワーク整備

≪吉川JCT(兵庫県)～敦賀JCT(福井県)間の約162km≫

≪松本JCT(長野県)～福井北JCT(福井県)間の約160km≫

経路 所要時間 短縮時間

福井 ～ 東京 3：20 （10分）
芦原温泉～東京 3：10 （30分）
金沢 ～ 東京 2：20 （1時間20分）
富山 ～ 東京 2：10 （1時間）

経路 所要時間 短縮時間

福井 ～ 高崎（群馬県） 2：35（1時間20分）
福井 ～ 長野（長野県） 1：50（2時間30分）
福井 ～ 上越（新潟県） 1：35（1時間）

北陸新幹線金沢開業による移動時間短縮
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北陸新幹線
小浜～京都ルート

決定

経路 所要時間 短縮時間

小浜IC ～ 福井IC 1：07 （33分）
小浜IC ～ 勝山IC 1：30 （48分）
大飯高浜IC～金津IC 1：43 （33分）

経路 所要時間 短縮時間

敦賀IC ～ 岡山IC（岡山県） 3：48 （33分）
敦賀IC ～ 鳴 門IC（徳島県） 3：34 （33分）
小浜IC ～ 金沢西IC（石川県） 1：56 （33分）
小浜IC ～ 名古屋IC（愛知県） 1：52 （33分）
小浜IC ～ 京都南IC（京都府） 1：50 （23分）

舞鶴若狭自動車道全線開通による移動時間短縮
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2024年春の福井･敦賀開業で更に短縮！
(福井～東京間が約2:50に!!)

新幹線の延伸地は全国区のメディアに取り上げられる量が増え、注目が集まります！

(

参
考)

開通済

中部縦貫自動車道の整備により、
大野(市役所)～中京圏(一宮JCT)

の移動時間が約27分短縮！
[約2時間10分→約1時間43分]

2022年度
開通予定

2026年春
開通予定
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冠山峠道路 2023年全線開通！
(福井県池田町～岐阜県揖斐川町)

池田町－揖斐川町間が最大約70分短縮され、
中京圏とのアクセスが大幅に向上します！

[約2時間35分→約1時間25分]



道の駅が続々オープン！

蓮如の里あわら【あわら市】

みくに
さかい

禅の里

九頭竜

越前
西山公園

一乗谷あさくら水の駅

河野

三方五湖

若狭熊川宿

名田庄

シーサイド高浜

うみんぴあ大飯

農産物の直売所や土産
物販売所、飲食施設の
ほか、観光情報発信や
まちあるきツアー案内
所、レンタサイクルな
どの整備を予定

23春予定

はまびより【美浜町】

農林水産加工物直売所や
子育て交流施設、複数の
テラスなどの整備を予定

23春予定

勝山市荒土町松ヶ崎1-17
TEL:0779-89-2234
時間:
ショップ/9:00～17:00
レストラン/11:00～15:00
定休日：毎週火曜日

恐竜渓谷かつやま【勝山市】
ラプトルバーガー、恐竜グッズが人気

南えちぜん山海里【南越前町】
SA隣接のエンターテインメント施設

21.4月OPEN!!

越前おおの荒島の郷【大野市】
地元グルメ、カヌー・クライミング体験

大野市蕨生137-21-1
TEL:.0779-64-4500
時間:9:00～18:00 (12/31.1/1休)

パークイン丹生ヶ丘【越前町】
売店や食堂、喫茶メニューが充実！

越前町上川去45-1-7
TEL:. 0778-34-2850
時間:10:00～17:00（食事処は11:00～15:00）

定休日:毎週火曜（祝日の場合は営業）

越前たけふ【越前市】
北陸新幹線「越前たけ
ふ駅」に隣接。
丹南地域の海産物や伝
統工芸品を扱う物産販
売所、観光案内所のほ
か、座敷席を備えた飲
食施設などの整備を予
定

23春予定
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南越前町牧谷39-2-2
TEL:0778-47-3690
時間:7:00～22:00（無休）

21.10月OPEN!!
若狭おばま 22.4月ﾘﾆｭｰｱﾙ!!



レインボーライン山頂公園

問い合わせ：㈱レインボーライン 0770-45-2678

所在地 ：若狭町気山18-2-2
駐車場 ：有(10/1より有料。大型バス 2,000円)

営業時間：9:00～17:00(季節･天候にて変動)
休園日 ：年中無休
入園料 ：大人1,000円(団体15名以上900円)

小学生500円(団体500円）
(リフト・ケーブル往復含む)

三方五湖有料道路
通行可能時間：8:00～18:00(時期により変動)
通行料：普通自動車 1,060円

大型バス 4,000円
※10/1から無料化されます！

・三方五湖の圧倒的なパノラマビューを体験できる展望台

・「三方五湖に浮かぶ天空のテラス」をコンセプトとし、絶景の足湯やカウンターテラスなど

天候を気にせずじっくり絶景を楽しめます

・クールジャパンアワード2019を受賞！「恋人の聖地」としても認定されています

・また、春と秋には約110種600株のバラが咲き誇ります(5下～6中頃、10下～11下頃)

・今年４月に展望レストランとSHOPがリニューアルオープンしました！

レストラン・SHOPがリニューアル !!
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BRIDAL LAND WAKASA

・今年４月、世界的なブライダルファッションデザイナー桂由美氏の名作ドレスを集めた日本

初のブライダルファッションミュージアム「 YUMI KATSURA MUSEUM」が「 BRIDAL 

LAND WAKASA」としてオープン！

・ウエディングドレスをメイドインジャパンで量産している工場は日本でここだけ！

現在、クラフトツーリズム（ものづくり×体験・体感型観光）の推進・商品化を目指してい

るところです

・各年代の代表的なウエディングドレスをはじめ、著名人が結婚式で着用した衣装や越前和紙

で作られた世界に一つしかないドレスなど様々な作品を展示するほか、貸しドレスで自撮り

ができるスタジオもあり、アニバーサリーフォトなどの思い出作りに最適です

・「恋人の聖地」レインボーライン山頂公園と一体となった割引制度もあります
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日本初のﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙﾌｧｯｼｮﾝ･ﾐｭー ｼﾞｱﾑ!!

所在地：若狭町北前川16-16-1
駐車場：有
時 間：【3月～11月】10:00～18:00

【12月～2月】10:00～17:00
料 金：一般 1,000円 / 小学生 500円(15名以上団体料金あり)

休館日：毎週火曜日（祝日の場合は翌日）・年末年始

問い合わせ：BRIDAL LAND WAKASA 0770-45-3070



紫ゆかりの館（紫式部関連）

問い合わせ：紫ゆかりの館(紫式部と国府資料館) 0778-43-5013

・源氏物語の作者である紫式部が生涯でただ一度だけ都を離れて暮らした地、越前市

・一年余りをこの地で過ごしたことを記念してつくられた紫式部公園は、池や寝殿造りの釣殿なｐ
ｐど、紫式部が生きた平安時代の趣を今に伝えています

・昨年4月、この公園に隣接する無料休憩所を改修した観光施設「紫ゆかりの館」がオープン

・紫式部が越前での暮らしを原動力に源氏物語を著すまでを絵巻物風に紹介するアニメーションｐ
ｐ映像をはじめ、体験プログラムやグラフィックなどを用いて越前との繋がりを紹介しています

・2024年大河ドラマ(光る君へ)の主人公が紫式部に決定され、今後注目間違いなし！

所在地：越前市東千福町21-12
駐車場：有
時 間：9:00～17:00
休館日：月曜日(祝日の場合は翌日)

年末年始
料 金：無料

2024年大河ドラマは紫式部！

≪紫式部公園≫
所在地：越前市東千福町369
駐車場：有
料 金：無料
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一乗谷朝倉氏遺跡

・戦国時代に朝倉氏が５代103年間にわたり治めた城下町跡で、町並みがほぼ完全な姿で発掘

・全国でも６箇所しかない国の三重指定（特別名勝、特別史跡、重要文化財）の一つ

・NHK大河ドラマ「麒麟がくる」(～2021.2)主人公の明智光秀は、信長以前は朝倉氏に仕えてい

たことから、「明智神社」に祀られ、今でも地元の皆さんから大事にお世話をされています

・昨年7月、特別史跡指定50周年＆特別名勝30周年を記念して、城好きで知られる落語家のｐ
ｐ春風亭昇太さんを「名誉お屋形さま」に委嘱！

・今年10月には、当時の座敷や中庭を原寸大で再現する
『福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館』がオープン！

問い合わせ：朝倉氏遺跡保存協会 0776-41-2330

所在地：福井市城戸ノ内町
駐車場：有
時 間：9:00～17:00(入場16:30まで)
休場日：年末年始
料 金：復原町並 330円

(20名以上で団体割引あり)
中学生以下、70歳以上無料
※復原町並以外は無料

10月に博物館開館 !!

≪明智神社≫
所在地：福井市東大味町

(朝倉氏遺跡から車で10分程度)
駐車場：有
料 金：無料
その他：隣接する東大味歴史文化資料館

では、明智光秀と当地区との関
係を紹介
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福井県立恐竜博物館

・「恐竜王国福井」の象徴ともいえる施設で、日本一の恐竜化石発掘量と研究実績を誇ります

・44体もの恐竜全身骨格を常設展示し、都道府県立の自然史系博物館では来館者数日本一！

・発掘現場と発掘された恐竜化石は国の天然記念物に指定

・2023年夏にリニューアルし、恐竜研究作業の体験や大迫力の恐竜世界を仮想体験できる

大型スクリーン、ミュージアムショップ、レストラン拡充などが予定されています

※リニューアル工事のため、2022年12月頃からオープンまで臨時休館となります

問い合わせ：福井県立恐竜博物館 0779-88-0001

所在地：勝山市村岡町寺尾51-11
駐車場：有
時 間：9:00～17:00(入館16:30まで)

※現在、事前予約制
休館日：第２･４水曜日(祝日時は翌日)

年末年始 ※夏休み期間は無休
観覧料：

世界三大恐竜博物館
2023夏リニューアル !!

実際の発掘現場を見学＆発掘体験が
できる野外恐竜博物館もおススメ！！
時期：11/6まで（要事前予約）
時間：1日6回、約2時間/回
料金：一般 1,220円（10名以上1,020円）

小中学生 610円（〃 510円）
高大学生1,020円（〃 810円）
※70歳以上、未就学児は無料
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福井といえば恐竜！

●恐竜ホテル
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恐竜コンセプトの宿泊室(恐竜ルーム)やロビーなどの共有スペースをもった、ユニークなホテル

が続々登場！恐竜デザインのアメニティやお出迎え恐竜など、恐竜をたっぷり堪能できます！

[恐竜ホテル]

ホテルハーヴェストスキージャム勝山

ホテルフジタ福井 グランディア芳泉

リバージュアケボノ 勝山ニューホテル

ニューサンピア敦賀

●恐竜モチーフ

・恐竜バス

福井駅から恐竜バスで恐竜博物館へGO！

・きょうりゅう電車（GW期間）

車内には恐竜の仕掛けがたくさん！

・恐竜ベンチ

駅や各施設で恐竜博士と写真が撮れます！

・恐竜発掘プリン

食べながら化石を発掘している気分が味わえます！

たくさんの恐竜に出会える!!

ホテルハーヴェストスキージャム勝山

グランディア芳泉



越前和紙

・1500年の歴史を有し明智軍記にも「光秀が信長に仕える際に献上した」と登場する越前和紙

・日本初の全国通用紙幣「太政官札」に使用され、現在の紙幣の「すかし」にも越前和紙職人が

開発した技術が使われるなど、日本のお札のルーツです！

・2021年NHK大河ドラマの主人公で、2024年に新紙幣が発行されるなど注目を集めている渋

沢栄一は、太政官札による国の財政安定化策のもと、産業振興を推進しました

・越前和紙の里では、職人技の見学や紙漉き体験ができます

・近くの岡太神社･大瀧神社は日本で唯一「紙の神様」を祀り、「日本一複雑な屋根」として人

気急上昇中！

問い合わせ：越前市観光協会 0778-23-8900

名 称：越前和紙の里/岡太神社･大瀧神社
所在地：越前市新在家町8-44/大滝町13-1
駐車場：有
料 金：見学200円(団体割引有),体験500円～/無料
注 意：[神社]12月上旬～3月中旬は雪囲いが施されます

渋沢栄一で注目のお札のルーツ !!
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人道の港 敦賀ムゼウム

・明治～昭和初期にかけてヨーロッパへの玄関口として栄えた国際港・敦賀は、孤児・難民救出

を行った「人道の港」としての歴史も有しています

①1920年代 混乱するシベリアに取り残されていたポーランド孤児が上陸

②1940年代 ナチスの迫害から杉原千畝「命のビザ」で逃れてきたユダヤ人難民が上陸

・館内でこれらの史実を紹介しており“平和学習”“人権教育”について学ぶ貴重な教育素材と

して最適です！

問い合わせ：敦賀観光協会 0770-22-8167

所在地 ：敦賀市金ヶ崎町23-1
駐車場 ：有
営業時間：9時～17時（時期により変動あり）
休日 ：水曜（祝日の場合は翌日）、年末年始
料金 ：一般500円(団体20名以上400円)

小学生以下300円(〃240円)

※国際都市・敦賀を象徴する1905年建設の「敦賀赤
レンガ倉庫」（国の登録有形文化財）もおすすめ！

教育旅行にも最適！
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福井県年縞博物館

・三方五湖の一つ「水月湖」の湖底には７万年以上の歳月をかけて積み重なった「年縞(ねん

こう)」と呼ばれる地層の縞模様があります

・世界的にも非常に貴重なもので、考古学や地質学における「世界標準のものさし」として、

年代測定の精度を飛躍的に向上させました

・年縞に特化した世界で唯一の博物館で、昨年３月には、他の博物館の模範となる顕著な成果
ｐを上げたとして「第2回日本博物館協会賞」を受賞！

・45mもの実物の年縞展示のほか、シアター・大型ディスプレイによる解説もあります

・若狭三方縄文博物館（文化学習）、三方青年の家（宿泊等）も隣接

・また、併設する「café縞」は、味はもちろんインスタ映えとしても人気のスポット！

問い合わせ：福井県年縞博物館 0770-45-0456

所在地 ： 若狭町鳥浜122-12-1
駐車場 ： 有
受入可能時間： 9:00～17:00（入館は16：30まで）
料金 ： 一般 500円 / 小中高生 200円

(20名以上 団体２割引)
休館日 ： 毎週火曜日・年末年始
食事場所 ： 館内にカフェあり

日本博物館協会賞受賞 !!

年縞SAND
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・1947年に福井を訪れた昭和天皇が、珍しくお代わりをされ、皇居に戻られてからも

「あの越前のそばは大変おいしかった」と繰り返されたという「越前そば」

・綺麗な水に恵まれ、多数の有名な銘柄が並ぶ福井の地酒。昭和62年のJR西日本発足時の

鏡開きにも福井のお酒が使われています

・福井県のトップブランドであり「冬の味覚の王者」と称される「越前がに」。和食だけで

はなく洋食にも使用され、新メニューが続々登場しています

問い合わせ：福井県 ブランド課 0776-20-0762

ふくいの食
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・かつて横山大観に支持され、近年ではインテリア用品としても注目を集める「越前和紙」

・約1500年の歴史を有し、現在はGodivaとコラボを行っている「越前漆器」

・約700年の歴史を有し、包丁は海外の一流料理人からも絶賛されている「越前打刃物」

・釘を使わない“ほぞ接ぎ”や漆器塗り、飾り金具で品質を高く評価されている「越前箪笥」

・日本六古窯に数えられ、近年では海外進出やBEAMSとのコラボで注目を集める「越前焼」

・“宝石塗”と称されるほどの美しさで、古くは公家や武家、商家に重宝された「若狭塗」

・天然石ならではの光沢と繊細な加工技術が国内外で人気を博す「若狭めのう細工」

問い合わせ：福井県 産業技術課 0776-20-0370

ふくいの伝統的工芸品
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≪学び旅（教育旅行）≫

地域の繋がりが豊かで、子育て・住環境が優れ
子どもの学力・体力が日本トップクラスを誇る
など、日本一幸せな県と称される福井県。

問い合わせ：(公社)福井県観光連盟 0776-23-3677

ガイドブックのご案内

≪福井県観光素材集（2022年下半期）≫

2022年下半期の福井県の観光素材を一冊にまと
めました。
食や体験、イベントなどテーマごとに
おすすめ情報を掲載していますので、
ぜひご活用ください。

学校のニーズにお応えし、子どもたち
の豊かな人間性と健やかな身体育成に
寄与することができる多様な学習体験
プログラムをご用意しています。
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助成制度のご案内① 一般観光ツアー関係

福井県バス助成事業

［助成内容］バス１台１運行あたり25,000円（１社あたり年間250,000円上限）

［主な条件］・県外から貸切バスを利用し2023年3月17日までに出発する10人以上の旅行商品

・県内の宿泊施設に1泊以上し県内観光地を3箇所以上訪問（下記以外を1箇所以上含むこと）

武生中央公園、一乗谷朝倉氏遺跡、東尋坊、気比神宮、恐竜博物館・かつやま恐竜の森

・他の助成制度との併用は不可。（国のGoToトラベル事業との併用はOK）

旅行商品開発サポート事業（視察助成）

［助成内容］県内視察に要する費用の２分の１（1,000円未満切捨て、１人あたり25,000円上限）

１回あたり２人まで、１社あたり年間100,000円上限

［主な条件］・旅行会社の担当者が行う本県の観光素材を積極的に活用した商品の造成または

新規性のあるコースや素材の調査を目的とする視察で、2023年3月17日までに出発

・県内の宿泊施設に１泊以上し、県内観光地または観光施設を３箇所以上視察

外国人観光客誘致拡大事業（インバウンド）

［助成内容］バス１台あたり25,000円×県内宿泊日数

［主な条件］・貸切バスを利用し2023年3月17日までに出発する訪日外国人を対象とした11人以上

の団体ツアー

・県内の宿泊施設に1泊以上し、県内観光地または施設を2箇所以上訪問

【問合せ先】（公社）福井県観光連盟 誘客推進事業部

TEL：0776-23-3677 Mail：info@fukuioyado.com 17



助成制度のご案内② 教育旅行関係

教育旅行視察助成事業

［助成内容］1人あたり15,000円～25,000円（視察に要する費用に応じて助成。1回あたり3人上限）

［主な条件］・旅行会社の担当者および学校関係者が本県への新たな教育旅行のルートを検討・造成する

ために行う視察

・県内の宿泊施設に1泊以上し、「学び旅」掲載の観光素材を1つ以上旅程に含める

・福井県への往復の交通機関は公共交通機関を利用（社用車は対象外）

旅行会社研修助成事業

［助成内容］1人あたり1泊10,000円（1人あたり20,000円上限）

［主な条件］・各旅行会社ごとに実施する北陸・福井への研修旅行

・県内の宿泊施設に1泊以上し、県内の施設見学または体験を３つ以上実施

（うち2つ以上は「学び旅」掲載施設または体験とする）

・研修参加人数のうち3分の1以上は首都圏から参加

修学旅行における体験料助成事業

［助成内容］生徒1人につき1泊あたり1,000円上限

［主な条件］学校行事として行う修学旅行で、県内の宿泊施設に1泊以上し、「学び旅」掲載の体験を実施

修学旅行生いちほまれプレゼント事業

［助成内容］いちほまれ2合300gをプレゼント

［主な条件］学校行事として行う修学旅行で、県内の宿泊施設に1泊以上し、「学び旅」掲載の施設見学または

体験を１つ以上旅程に含める

【問合せ先】（公社）福井県観光連盟 観光ネットワーク推進事業部

TEL：0776-23-3677 Mail：info@fukuioyado.com
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助成制度のご案内③ コンベンション関係

コンベンション視察受入助成事業

［助成内容］1人あたり最大50,000円（1回あたり2人まで、1団体につき100,000円上限）

［主な条件］コンベンション主催団体が、本県でのコンベンション開催を検討、選定するために行う視察

コンベンション開催事業

［助成内容］国内コンベンション：最大 9,000,000円

国際コンベンション：最大12,000,000円

［受付期間］①令和4年度開催分 特別な事情があると認められる場合、開催月の3か月前の1日まで申請可能

②令和5年度開催分 原則 令和4年4月～9月

特別な事情があると認められる場合、開催月の3か月前の1日まで申請可能

【問合せ先】（公社）福井県観光連盟 コンベンション推進事業部

TEL：0776-23-0181 Mail：fukui22@fukuioyado.com
19


