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協賛店でカードを提示すると、お得なサービスが受けられます。

赤い羽根 ご優待カード
協賛店・サービス一覧

スマホでご覧いただけます。http://akaihane-fukui.jp/yutai/
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エリア 番号 協賛店 ご優待内容 ＰＲ 住所　ＴＥＬ 営業時間 定休日
福
井
市

1 福井県立
歴史博物館

常設展の観覧料（100 円）を
団体料金（80 円）に割引

縄文時代から「昭和のくらし」まで…ユニークで楽し
い博物館

福井市大宮 2 丁目 19-15
☎ 0776-22-4675

9:00 ～17:00
（ただし入館は
16:30 まで）

第２・第４水曜日
年末年始（12 月 28 日
から１月２日）
指定臨時休館日

2 福井県立美術館 テーマ展（常設展示）の観覧料（100
円）を団体料金（80 円）に割引

所蔵品によるテーマ展のほか、年間を通して多くの
展覧会を開催しています

福井市文京３丁目 16-1
☎ 0776-25-0452

9:00 ～17:00
（入館は 16:30 まで）

年始年末
（12/29 ～1/2）
指定臨時休館日

3 福井県立一乗谷
朝倉氏遺跡資料館

常設展の観覧料（100 円）を
団体料金（80 円）に割引

朝倉氏遺跡で発掘された出土品や資料をテーマごと
に展示
戦国時代に花開いた一乗谷文化が垣間見えます

福井市安波賀町 4-10
☎ 0776-41-2301

9:00 ～17:00
（ただし入館は16:30
まで）

年末年始（12 月 29 日
から１月２日）
指定臨時休館日

4 国民宿舎　
たかす荘 入浴料大人 50 円引き 日本海を一望できる温泉は、加温加水消毒なしの純

粋な源泉かけ流しの湯！全国から温泉ファンが訪れる
福井市蓑町 3-11-1
☎ 0776-86-1111

10:00 ～ 21:00
（最終受付時間 20:00）無休

5
天然温泉　
コミュニティリゾート
リライム

リラックスウェア ( おくつろぎ着）
レンタル無料

天然温泉をはじめ、フィットネスジム、プール、豊富
なリラクゼーション、多彩なカルチャー講座、4 名～
100 名様対応のご宴会場、ホールを備え「こころと
からだ」のリラックスタイムを応援します

福井市開発 5-1207
☎ 0776-52-5400 24 時間 無休

6 スーパー銭湯　
花の湯

50 円引きで 2 名様入浴可
550 円→ 500 円

ドライ、塩、スチームの３種類のサウナや露天風呂
が楽しめます

福井市福 1 丁目 2801
☎ 0776-35-8739 9:00 ～深夜 12:30 年中無休

7 木の芽屋 飲食代 10％引き チーズ味噌田楽等や石臼で自家製粉の拘りのおそばを
ど～ぞ！自家製蕎麦スイーツなども充実しているお店

福井市小山谷町 33-4-14
☎ 0776-35-2607 11:00 ～16:00 無休

（冬季のみ休業）

8 グリル　あまから １ポイントサービス 創業 81 年目の昔ながらの洋食屋です 福井市西谷３丁目 1303 番地
☎ 0776-35-3109 11:00 ～ 21:00 火曜日

9 カフェ＆ランチ
サニースマイル

レストランをご利用のお客様には手づく
りのクッキーをサービスで提供します

ハンディのある人達が働く所で、明るい雰囲気づくり
で気くばりを行っている

福井市下六条町 14-1　
ユー・アイふくい内
☎ 0776-41-2566

9:00 ～16:30 月曜日
（祭日の時は翌日）

10 県庁議会食堂　
あすわ

当店の看板メニュー日替りをご注文
いただいたお客様対象に、コーヒー
１杯サービス

当店は社会福祉法人足羽福祉会が委託運営をしています
障害のある人が元気いっぱい、毎日働いています

福井市大手３丁目 17-1
☎ 0776-88-0246 11:30 ～13:30 土・日曜日・祝日

11 日本料理　桜ばし お店で人気の
手作りラスクプレゼント！

河畔シティリゾートホテルの和レストラン。ランチバ
イキングから会席まで手頃な価格で愉しめ、女性に
人気！

福井市中央 3 丁目 10-12
ホテル　リバージュアケボノ 2 Ｆ
☎ 0776-22-1000

6:45 ～10:00
11:30 ～14:00
17:00 ～ 22:00

年中無休
（ランチ日祝日休）

12 発酵薬膳料理　
禅　ＺＥＮ

身体の中から健康になるお酢の
ドリンク（ハーフサイズ）を
1 杯サービス

無塩ぬか床（ハッコーはる）に漬けた発酵卵とその殻
を煮出した発酵だし仕立ての身体が喜ぶヘルシー料
理を提供

福井市文京 2-17-34
☎ 0776-97-8254

11:00 ～15:00
18:00 ～ 22:00 日曜日・祝日

13
ヨーロッパ軒

（福井・坂井・鯖江
各市　計14 店舗）

ご来店のお客様、お食事代から
50 円引き

福井を代表する名物料理「ソースカツ丼」
ヨーロッパ軒各店でご賞味ください

福井市順化１丁目 7-4
☎ 0776-21-4681 11:00 ～ 20:00 火曜日

（幾久店のみ水曜日）

14 レストラン　
アルル

注文時にカードを提示していただくと、
正午～ 14 時までサラリーマン定食を
750 円→ 500 円に
18 時～ 22 時までサイコロステーキ単品
980 円→ 850 円に（税別）

窓辺のレストラン。鉄板焼コーナー有
アルル風ビーフ弁当がおすすめです

福井市飯塚町 7-372
☎ 0776-35-1805 11:00 ～ 22:00 不定休

15 焼肉料理　迎賓館 レジで会計時に 5％割引
美味しく大変人気の高い全天候型屋上ビアガーデン開催
中。三ツ星若狭牛提供の店、大小宴会場、和洋室堀こた
つ席あり。宴会コース14 品 3,780 円（税込）他各種あり

福井市開発 5 丁目 1501
☎ 0776-53-3070 17:00 ～ 23:00 月曜日

16 プティ　レストラン
シェ・サカイ

ソフトドリンクまたは、
グラスワイン1 杯進呈

地元の野菜をふんだんに使用！！
低価格で、フルコースが食べられます

福井市田原 1-7-10　
シャトレー田原 101
☎ 0776-29-1126

11:30 ～14:00
17:00 ～ 21:00 月曜日

17 アメリカンレストラン
イーワイズ

1,000 円以上お食事された方、
ポテトセットプレゼント！

（ご優待カードご持参の方に限り）

福井市大和田のアメリカ料理が楽しめるファミリーレ
ストラン

福井市大和田町 38-35-1
☎ 0776-63-6227

11:30 ～15:00　
17:30 ～ 22:00 火曜日

18 本道坊
（フォンドボー）

1 名様にて 1,250 円以上のお食事の
方にソフトドリンク or スィーツ進呈

（夜限定）

インド風日本カレー、クセになる味との評判のカレーは、
全 8 種類。コクと旨みのカレーを味わって！

福井市西木田 1 丁目 17-24
☎ 0776-97-8623

ランチ　 
11:30 ～14:30　
ディナー
18:00 ～ 22:00

月曜日
（祝日は営業）

19 ㈱福そば お食事の方に、そばボーロ
1 袋プレゼント

福井駅前、ハピリン近くにある越前そばの老舗
皆様のお越しをお待ちしております

福井市中央 1-22-1
☎ 0776-22-4640 11:00 ～ 21:00 水曜日

20 麺屋　源 煮玉子 1ケサービス 地産地消をモットーに米五のみそや越前塩を使った
ラーメンを提供しています

福井市開発 1 丁目 1801　
ひろ安ビル　1Ｆ
☎ 0776-76-5201

11:00 ～15:00
18:00 ～ 23:00 月曜日

21 カフェ・ジョー ランチタイムの時のコーヒーをサービス
市場の近くにある為、新鮮なお魚をメインにランチ
を 600 円！！コーヒー付 800 円！！一度食べに来て
ください

福井市高木中央２丁目 1510
エンジェル小林 1F
☎ 0776-53-7575

8:00 ～19:00 日曜日

22 café  notes 
 ( カフェ　ノーツ）ご来店のお客様コーヒー１杯 10％引き スペシャリティコーヒーの専門店でカフェ、豆売り、

器具売りなどをしています
福井市花堂南１丁目 9-16
☎ 0776-33-1880 10:00 ～19:00 木曜日

文化施設 入浴施設 飲食・レストラン 居酒屋・割烹 理・美容 レジャー・その他

協賛店でカードを提
示すると、お得なサー
ビスが受けられます。
・他の割引やサービスの併用はできません　・協賛店舗のサービスは、予告なく変更になる場合がございます
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エリア 番号 協賛店 ご優待内容 ＰＲ 住所　ＴＥＬ 営業時間 定休日
福
井
市

23 よつば café ご飲食代 5％割引 キッズルーム有り、フード・スウィーツなど、全て手
作りで安心してお召し上がりいただけます

福井市渕４丁目 1815
☎ 0776-34-0717

月～木　
9:00 ～ 20:00　
金・土　　
9:00 ～ 22:00

日曜日

24 ㈱薫風 ファーストドリンクサービス
（お1 人様 1 杯、限定商品に限る）

鉄板焼き全般、多種の料理を堪能できる
全席鉄板完備でアツアツで提供します

福井市日之出 5-14-10
☎ 0776-52-1222 17:00 ～ 23:30 日の出店　火曜日 /

高木店　月曜日

25 焼肉　アリラン 生ビール1 杯サービス 厚切りロース、カルビ、焼肉、サムゲタンなどたくさ
んの韓国郷土料理もお楽しみいただけます

福井市舟橋新 1 丁目 204
☎ 0776-23-1072

11:30 ～14:00
16:00 ～ 24:00 無休

26 ちゃんこ・焼肉・
鉄板焼の宴会屋

団体 30 名様以上10,000 円 OFF　
5 名様から幹事様無料（日曜日～木曜日）
団体 20 名様以上 5,000 円 OFF　
20 名様以下 5％ OFF

食べ飲み放題　2,500 円～ 4,200 円
食べ放題　　　1,980 円～

福井市大手 3 丁目 5-6
☎ 0776-28-0147 17:00 ～ 23:00 無休

27 味工房　咲良 ファーストドリンク１杯サービス
（お連れのお客様も可）

県内外の豊富な地酒（約50種類）と丁寧で心のこもっ
た料理、夏場に食べる事が出来る「せいこ蟹の黒造り」

福井市順化２丁目 25-17
☎ 0776-28-5225 17:30 ～ 24:00 日曜日（予約可）

28 織々屋 ファーストドリンクサービス
新鮮な食材を選んで焼く、浜焼きスタイルの居酒屋
です
旬の鮮魚のお刺身や一品料理なども充実しています

福井市中央 3 丁目 4-14
☎ 0776-27-4004 17:30 ～深夜0:00 日曜日

29 居酒屋　かかし 来店されたグループ全員の
ファーストドリンク１杯サービス

新鮮な魚料理や肉料理などメニュー豊富　
個室有

福井市日光 2 丁目８－１３
☎ 0776-25-0334 17:30 ～深夜 2:00 月曜日

30 旗籠家　わび助 最初の乾杯ドリンク
人数分 1 杯サービス

毎日、市場から直送のお刺身と和洋中いろんなもの
が食べられる居酒屋

福井市福町 1 丁目 2805
☎ 0776-35-4931 17:00 ～深夜1:00 火曜日

31 喰いものや　
一心亭 付き出し1 品→付き出し 3 品に変更 昔ながらの昭和のような居酒屋です。最近はランチ

も好評です
福井市田原 2-20-12
☎ 0776-23-0364

10:30 ～13:30
17:00 ～ 22:00 日曜日

32 味の清八 ソフトドリンクまたは
生ビール1 杯サービス

アットホームな雰囲気で、焼き鳥はもちろん、じっく
り煮込んだ豚足、特製チキン棒も絶品

福井市中央 3 丁目 2-1　1Ｆ
☎ 0776-28-0322 17:00 ～ 24:00 日曜日

33 旬菜旬魚　いし森 飲食された方、お会計３％割引
（夜の営業のみ使用可） 和食（1 品料理、鍋物、越前がに、すしなど） 福井市二の宮 3-26-19

☎ 0776-89-1526

11:30 ～14:00
（LO13:30）
18:00 ～ 22:30

（LO21:30）

水曜日・第 3 日曜日

34 おきな 飲食された方は、お会計1 割引 創業 50 年！！
新鮮な魚を提供させていただいています

福井市順化 1 丁目 16-3
☎ 0776-23-2733 17:00 ～深夜3:00 火曜日

35 季節料理　くろ川
赤羽根セット（生中 1 杯とお造り盛合
せ）500 円にて提供又はランチの時
コーヒー1 杯無料（1日に 1 回使用）

日本海の旬の新鮮な魚を提供
料理 5 品で 2,100 円のめっちゃ得セットやワンコイ
ンメニュー等リーズ ナ゙ブルメニューも充実

福井市田原 1Ｔ目 12-7
☎ 0776-26-9626

11:30 ～14:00・
17:00 ～ 22:00

（LO）

月曜日、
第 1日曜日

36 居酒屋　千笑 ご来店のお客様、付き出しサービス お一人様でも、気軽に来れるお店です 福井市田原 1 丁目 7-13
☎ 0776-27-1059 17:30 ～ 24:00 日曜日

37 ろばた焼　
弥吉　駅前店 粗品進呈 四季毎の新鮮な魚介類と、豊富なメニューで、ご満

足いただけます
福井市大手２丁目 6-14
☎ 0776-21-3345 17:00 ～ 24:00

日曜日
（日、月と連休の場合
は月曜日）

38 丸寿司
生ビール or チューハイor お酒 or ハイ
ボール orノンアルコールビール１杯サー
ビス　（１組様 1 杯）

旬のお魚とお酒を楽しめます
焼きたてふわふわだし巻玉子や、身厚のさば寿司も
おすすめです

福井市照手 4-10-16
☎ 0776-24-3591 17:00 ～ 23:00 火曜日

39 メンズ＆レディース
ひまわり

ｽｷｬﾙﾌ ｼ゚ｬﾝﾌﾟー ｺｰｽ or ｴｽﾃｼｪ ﾌー を゙ｶｯﾄお
よびﾊﾟー ﾏ、ｶﾗｰのお客様にﾌ ﾚ゚ｾ ﾝ゙ﾄ！！

ﾍｱｰｽﾀｲﾙからｽｷｬﾙﾌ な゚ど、いろんなﾒﾆｭｰで気分一新し
ましょう！！

福井市田原 1-11-14
☎ 0776-24-4333 8:30 ～19:00

月曜日、
第 1 火曜日、
第 3 日曜日

40 hair　Balance
へあー　ばらんす

初めて当店をご利用のお客様
カット→1,000 円ＯＦＦ
カラー・パーマ→ 2,000 円ＯＦＦ

福井市内に 2 店舗展開しております
経験豊かなスタッフが豊富な知識、確かな技術でお
客様をお迎えしております

福井市田原 2-27-18
☎ 0776-24-8533 10:00 ～19:00 月曜日

41 Hair　Friends
（ヘアフレンズ）

初めてのご来店のお客様　
技術料 20％ OFF

頭皮や身体に負担の少ない BeOneシステムで美しく
なりませんか？（地球環境浄化にも貢献できます）

福井市毛矢 2-2-16
☎ 0776-35-1735 9:00 ～18:00 月曜、第１火曜、

第３日曜

42 ㈱プチモール
うちやま

資生堂化粧品 2,000 円以上購入の
方に次回使用できる 500 円クーポン
または、新ベネフィーク毛穴エステを
体験

桜とあじさいの足羽山、毛矢 3 丁目で開店 56 年
四季折々、美貌エステでピンク色の、たるみのないお
肌に

福井市毛矢 3-6-1
☎ 0776-36-3427 9:00 ～19:00 第 2・3 日曜日

その他不定休

43 ＪＮＡ認定ネイルサロン
m's nail

お好みの香りのクリームを使用した、
ハンドマッサージをプレゼント

初回のご利用全メニュー 20％ OFF！
ジェルネイルは 6,980 円（税込）にて大好評！！

福井市大手 2-2-15　
ＨＡＳⅡビル 2 Ｆ
☎ 0776-60-2929

11:00 ～ 20:00
（最終受付） 不定休

44 アルフィー 10,000 円以 上お買い上げの方に
500 円のクーポン券進呈

インポートをはじめ、福井で唯一当店だけのﾒｰｶｰの
商品も多数入荷しております

福井市文京 3-6-22
☎ 0776-23-3986 10:00 ～19:00 日・祝日（AM）、

第３日曜日

45 有限会社　錦梅堂 粗品進呈
越前福井藩御用達、創業 1847 年以来、技と伝統を
今に伝える錦梅堂の羽二重餅
明治、大正、昭和天皇に献上した逸品揃えです

福井市順化１丁目 7-7
☎ 0776-24-0383 8:00 ～19:00 元日のみ

46 Miss　フラワー 全商品を1 割引にて販売致します（但
し特価品、仏花、サカキは除きます）

花の品質で最高の花卉類を使用しています
ギフトにも最適です
又自家用にも喜ばれています

福井市高柳 1 丁目 710
☎ 0776-52-3580 9:00 ～19:00 元旦～ 5 日

47 髙井屋　松本本店 店内の商品
5％ＯＦＦさせていただきます

創業 85 年を迎えた果実専門店です
産地を厳選し味、鮮度にこだわった果実類はちょっ
としたギフトに最適

福井市松本 3 丁目 21-1
☎ 0776-22-2981 9:00 ～19:00 無

48 牛若餅本舗　
松永甘月堂

大福、花見、月見だんご、さくら餅、
かしわ餅、きびだんご、草だんご各５
ケに 1ケサービス

当店は、人工添加物、人工甘味料等を使用しない事
と冷凍した商品を販売しない事を心掛けています

福井市日之出３丁目 12-24
☎ 0776-23-2271 10:00 ～18:00 水曜日、

月末の火曜日

49 御菓子司　藤雲堂
商品 500 円以上お買上げの方に

「くまどら（生どら）6 種類の味」
の中からお好みの 1 個をプレゼント

伝統の婚礼菓子　藤の日、くまどら、三色羽二重餅、
羽二重のうふふ　
心に残る夢あるお菓子のお店です

福井市照手 1-1-19
☎ 0776-24-1397 8:00 ～18:30 水曜日
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エリア 番号 協賛店 ご優待内容 ＰＲ 住所　ＴＥＬ 営業時間 定休日
福
井
市

50 ㈱カイドー
ジュエリー

電池交換　国産品 950 円→ 800 円
ブランド品1,500 円→1,200 円
但し特殊品は除外とします

創業 100 年のジュエリーショップです。各種時計の
メンテナンス修理もお任せください

福井市中央 3-1-17
☎ 0776-24-1234 9:30 ～19:00 木曜日

51 ㈱ジュエリー　
スカラベ 1 万円以上お買い上げで 2 割引 ほとんどがオリジナルジュエリーのため、アレンジ自由

安価です
福井市春山２丁目 4-3　
☎ 0776-27-2299 10:00 ～19:00 水曜日

52 ユーグレナショップ
店頭限定サプリメント『パラミロンＤＸ』
通常価格から 2,000 円引きの 9,800 円
にて提供！

からだも心も健やかに “ スッキリきれい ” な毎日を、
最上級のユーグレナサプリメントをお届けいたします

福井市大手 3-7-1　
福井県繊協ビル1Ｆ
☎ 0776-43-0593

9:00 ～18:00 土、日曜日、祝日

53 ㈱東和自動車 エンジンオイル等取替時
1,000 円の割引をします

親切丁寧、低価格でお客様によろこんでいただける
お店作りに日夜頑張っています

福井市菅谷町 10-20-1
☎ 0776-25-3611
福井市学園町 3 丁目 1-10
☎ 0776-25-3011

9:00 ～19:00 無休

54 おやつ工房 鯛焼き1ケサービスします
とってもかわいい鯛焼きです　あんこやクリームは勿
論ピザやりんご、チョコバナナ等あります　
一度食べてください

福井市田原 1 丁目 12-9
☎ 090-2123-1250 14:00 ～19:00 日曜、祭日

55
㈱ホンダクリオ福井
オートテラス福井
インター

オイル交換半額！！ Ｈｏｎｄａ認定中古車ディーラーです。Ｈｏｎｄａの
中古車はぜひ当店へお任せください！

福井市和田 2 丁目 115
☎ 0776-26-1810 9:00 ～19:00 水曜日

56

カイロオフィス
ＹＯＵ癒佑
ホリデイスポーツ
クラブ福井店

骨格姿勢調整 6,480 円を受けられた
方に小顔調整 1,620 円プレゼント！

当店では、お客様一人一人に合わせたカイロ、整体、
エステ、もみほぐし、ネイルを提供してます

福井市四ツ井 1-9-1
ホリデイスポーツクラブ 1Ｆ
☎ 080-2959-2463

10:00 ～ 0:00 金曜日

57 遊山行
（ゆさんこう） 5％ OFF！！ 「今更訊けない」いろんな疑問などお聞きします

取扱：ﾓﾝﾍ ﾙ゙・ｼﾘｵ・ｸ ﾘ゙ﾍ ﾙ゙・ﾌ ﾘ゚ﾑｽ・ﾑｯｼｭなど
福井市田原 1-8-12
☎ 0776-28-5500 12:00 ～19:00 月曜日

58 パン工房　あおい 500 円以上お買い上げの方に
お好きなパン１個サービス

毎日、手作り＆焼きたてのパンやラスク、クッキーを
販売。種類はさまざまどれも自信作です

福井市川合鷲塚町 12 字
長田 6 番 1
☎ 0776-55-3110

10:00 ～18:00 土、日、祝日

59 ㈲北島米穀店 お米 10㎏以上お買上げの方
100 円割引

奥越大野こしひかりを中心に福井のおいしいお米を
取り扱っています　
お米の事なら何でも聞いてください

福井市中央 2-9-5
☎ 0120-224-234 8:30 ～18:30 日曜日

60 ホテル
リバージュアケボノ

天空大浴場入浴 50％割引 1,080 円
→ 540 円（1 枚で 5 名まで可）

「福井らしさを感じるホテル」として、平成 26 年 2
月東館を大改装。福井を一望する天空大浴場が好評
です

福井市中央 3-10-12
☎ 0776-22-1000

CI/15:00   
CO/11:00 無休

61 ㈱米五 お買上げ金額より 5％割引 大本山永平寺御用達の味噌屋。試飲や試食も行って
おり、お好みの量を計り売りしております

福井市春山 2 丁目 15-26
☎ 0776-24-0081 10:00 ～18:00 日、祝祭日、

年末年始

62 バッグランド　
きもと

婦人靴、紳士靴、スクールバック、
財布すべて定価より10％ＯＦＦ

昭和 2 年創業の靴、袋物の店です。今年 30 周年を
迎える「ワキフィールド」はお店の看板商品です

福井市中央 1-10-26
☎ 0776-27-1362 10:00 ～19:00 不定休

63 増永眼鏡店 メガネ枠だけでもレンズだけでも、
8％割引（カード払いは 5％割引）

1929 年創業、県内屈指の老舗眼鏡店。商品質眼鏡、増
永眼鏡を中心に職種や用途に応じて選べる眼鏡が多数

福井市中央 1-19-16
☎ 0776-23-1688 10:00 ～ 20:00 火曜日

64 呉服町　鏡屋

ご結納品 5％割引
一般掛軸 25％割引 
天神様掛軸 10 万以上1 万円値引 
念珠 20％割引 

創業から約 450 年程のお店です
ご結納、天神様、掛軸、京念珠等を販売、掛軸の表装、
お直しも行います

福井市順化 2-16-10
☎ 0776-23-2809

平日　
9:30 ～18:00
日祝　
9:30 ～17:00

1月～ 9 月　
毎週木曜日
10 月～12 月　
無休

65

女性専用 30 分体
操教室「カーブス」
　
パ リオ CITY・ 花
堂ベル前・やしろ
A コープ・福井田
原町・みくに iZA

予約時に「赤い羽根ご優待カード」
ご持参の方は、
入会金 15,000 円→ 5,000 円！！

（税別）

女性専用 30 分の体操教室です
明るい雰囲気の中、10 代から 80 代の方が体重減、
引き締め、健康維持のお悩みを解消しに通っておら
れます
体の悩みをお持ちの方はお気軽にお問い合わせくだ
さい

福井市松城町 12-7
 パリオ CITY 1F
☎ 0776-25-8815
福井市花堂南２丁目 304
☎ 0776-33-0999
福井市渕 2 丁目 1711　
A コープやしろ店 2F
☎ 0776-35-0404
福井市田原 1 丁目 8-17
デュアルプレイス　1F
☎ 0776-25-3252
坂井市三国町三国東 5 丁目
1-20　iZA1F
☎ 0776-63-5526

各店 
平日
10:00 ～19:00   
土　
10:00 ～13:00

各店　日曜日、祝日

敦
賀
市

66 敦賀きらめき温泉
リラ・ポート

大人入浴料 1,000 円→700 円
小人入浴料　500 円→ 350 円

２つの源泉があり、リラクゼーション、健康促進を
目的としたバーデプールも完備しております

敦賀市高野 91-9-3
☎ 0770-24-1126 10:00 ～ 22:00 第 1・第 3 火曜日

（祝日・特別日除く）

67 中華料理　太陽軒 ウーロン茶１杯サービス
（1 枚で 4 名様まで適用）

地産地消をめざしています。国産食材 90％お米は
福井県産こしひかりを提供しています

敦賀市古田刈 67-1209
☎ 0770-22-1861 11:00 ～ 20:30 元旦（臨時休業有）

68 モスバーガー　
敦賀店 ポテトＳサイズ１ケサービス あなたに、元気をお届けします 敦賀市木崎 13-28

☎ 0770-21-8788 7:00 ～ 23:00 年中無休

小
浜
市

69 福井県立
若狭歴史博物館

常設展の観覧料（300 円）を
団体料金（240 円）に割引

歴史と文化の宝庫「若狭」の拠点として平成 26 年 7
月に福井県立若狭歴史博物館として生まれかわりま
した

小浜市遠敷 2 丁目 104 番地
☎ 0770-56-0525

9:00 ～17：00
（入館は 16:30 まで）

年末年始
（12月29日から１月２日）
指定臨時休館日

70 串酒場　はっさく お食事後のデザート（アイス or もち
もちドーナツ）サービス

大阪新世界風の串かつの他、多数のメニューがござ
います

小浜市大手町 3-6　１Ｆ
☎ 0770-52-5252 17:30 ～ 未定

71 ㈲やまと
やまと庵

お食事をされた方の人数 ×50 円分、
飲食代金よりサービスいたします

幅広いメニューと、居心地の良い空間で、お年寄り
からお子様まで、お食事を楽しんでいただけるお店
です

小浜市四谷町 20-13
☎ 0770-53-3450

11:00 ～ 21:00
（ＬＯ 20:30） 不定休

72 モスバーガー　
小浜店 ポテトＳサイズ１ケサービス あなたに、元気をお届けします 小浜市大手町 5-3

☎ 0770-52-5891 7:00 ～ 22:00 年中無休

73 ㈱パティシェリー岡本 ホットコーヒー orアイスコーヒーの
1 杯サービス（ご購入の方対象）

安心・安全を第一に毎朝焼き立てパンやこだわりの
ケーキでお客様をお待ちしております

小浜市四谷町 5-37
☎ 0770-53-1981 8:00 ～ 20:00 不定休（第 2 月曜日）

74 ＨＡＩＲ　ＤＥＳＩＧＮ
ＥＣＲＵ

ご新規のお客様、トリートメントをサー
ビス＆技術料金 10％分の金券進呈！

二人で営業しているアットホームなサロンです
七五三や成人式のご予約も承っています

小浜市湯岡 16-25-2
☎ 0770-52-6676

9:00 ～19:00
日・祝
9:00 ～18:00

毎週月曜日、
第 2・3 火曜日

75 かぎ孫　
津田孫兵衛

2,000 円以上お買い上げの方に、笹
漬に使用の白板昆布1袋プレゼント！

創業 320 年の伝統の味を守り続けています
手塩にかけて造り上げる逸品をご自宅で
ご贈答にご利用ください

小浜市小浜玉前 69-6
☎ 0770-52-3200 10:00 ～18:00 不定休
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エリア 番号 協賛店 ご優待内容 ＰＲ 住所　ＴＥＬ 営業時間 定休日
小
浜
市

76 山文呉服店 全商品10％割引（加工代金等は対象
ではございません）

人生の大切な大切な節目が素晴らしい思い出となり
ます様に、心を込めてお手伝いさせていただきます

小浜市駅前町 6-7
☎ 0770-52-0100

9:00 ～19:00
（日曜 18:00） 火曜日

77 ウスノ時計店
時計の電池交換およびベルト交換
20％ OFF　
メガネレンズ 30％ＯＦＦ

この店へ行けば何とかなる！！と思ってもらえるよう
な、店を目指しています
またお客様が、笑顔で店を出れるように、コーディ
ネイトのお手伝いを致します

小浜市小浜酒井 5
☎ 0770-52-0792 9:00 ～19:30 火曜日

78 ㈲平井章美堂
（ひらいしょうびどう）仏具１割引（一部商品を除く） 各宗派の仏壇・仏具（はんこ）を取り揃えております

お気軽にお立寄りください
小浜市駅前町 3-16
☎ 0770-52-0619 9:00 ～19:00 無

79 ㈲ホテル
アーバンポート

宿泊、飲食された方　
ソフトドリンク1 杯サービス

人魚の浜沿いに建つホテルです
旬の食材を使った料理をお楽しみください

小浜市小浜白鳥 72-1
☎ 0770-53-2001 24 時間 無休

80 メガネの正視堂 メガネ１０％割引 メガネの正視堂は目の快適サポートショップです。体
にやさしいメガネをご提供いたします

小浜市駅前町 5-21
☎ 0770-53-0878 9:00 ～19:00 無

81 ＢＯＮ　ＧＲＯＵＰ
ボンフレール店

3,000 円以上お買い上げの方に
500 円サービス券プレゼント

旬の気分と女らしさを取り入れ、幅広い世代の女性
に合う豊富な品揃えであなたをサポートします

小浜市駅前町 6-8
☎ 0770-53-0110

9:00 ～19:00
（日曜 18:00） 水曜日

82 ビバマイエ＆
マスターピース

当店ポイント2 倍進呈
（セール品はポイント対象外とさせて
いただきます）

オギャーからマダムまでをコンセプトに、お客様のか
ゆい所に手が届く店を目指した洋服屋です

小浜市四谷町 20-10
おばまショッピングセンター
2 Ｆ
☎ 0770-52-1720

9:00 ～ 20:00 無休

83 ㈱松風
サンホテル　やまね

ご家族連れのお客様に対し
子どもさんにソフトドリンクのサービス

全室オーシャンビューの当館にて趣き豊かな小浜湾
の景色と自慢の料理を宿泊やお食事会にご利用くだ
さい

小浜市小浜白鬚 55 番地の1
☎ 0770-52-1450 喫茶 7:00 ～19:00 無休

大
野
市

84 うおまさ　café
ご優待カード持参の方、ドリンク1 杯
サービス。（お食事又はデザートをご
注文された方のみ）

種類豊富なお魚中心と和食ランチ
熟成鯖の醤油カツ丼が人気

大野市明倫町 9-10
☎ 0779-66-2745

月～木　
10:00 ～18:00
ＬＯ17:00

火曜日、
第１・3・5 日曜日

85 手打ちうどん　
真邑 1,000 円以上ご飲食で、100 円引き 県内で数少ない手打ちうどん専門店です

セットメニュー等ございます
大野市中保 9-12-19
☎ 0779-66-5656

11:00 ～15:00
(LO14:30)　
17:30 ～ 21:00
(LO20:30)

木曜日

86 麺屋　ぜん 煮玉子１個サービス 赤鶏をふんだんに使い、じっくり炊き込んだ極上スー
プです

大野市日吉町 18-12
☎ 0779-65-1411

昼の部：火～金
11:30 ～14:00

（土、日、祝日は
14:30 まで）
夜の部：火～日
18:00 ～ 0:00

（金、土は深夜
2:00 まで）

月曜日

87 ぶなの木 ランチ後の飲み物　100 円引き 紫水の郷オリジナルスイーツ、挽きたてのコーヒーそ
して、週替わりランチが楽しめます

大野市天神町 1-19　
結とぴあ内
☎ 0779-66-7373

10:00 ～18:00 土・日

88 hair&spa Rouge
（ﾍｱ＆ｽﾊﾟ　ﾙｰｼ ｭ゙）初回来店時に 1,000 ポイントプレゼント ヘッドスパの癒しと心からリラックスできる空間 大野市東中野 2-501

☎ 0779-64-5800 9:00 ～18:00 月曜日、
第 1・３日曜日

89 ㈱平成大野屋　
結楽座

大野特産品1,000 円以上お買い上げ
の方に、大野名物「里いもあられ」
1 袋プレゼント！

まちなか観光の拠点として地元食材にこだわった「は
いから茶屋」と大野の特産品を揃えた「結楽座」が
あります

大野市元町 1-2
☎ 0779-69-9200 9:00 ～18:00 年末年始

90 時計、宝石、
メガネのオオクラ メガネ一式３割引

心を込めてお選びします
何でも気軽にご相談ください
確かな腕で修理も致します

大野市中挟 3-814
☎ 0779-65-2677 7:30 ～ 20:00 なし

91 ㈲マルダイ自工 エンジンオイル交換工賃無料
新車、中古車販売、エコ車検、整備、ロードサービ
スまで、お客様のカーライフをサポートさせていた
だきます

大野市吉 7-3-1
☎ 0779-66-0455 8:30 ～17:30 日、祝日

92 ㈲ドライブショップ
ナカヤ 店内商品店頭価格より 5％ＯＦＦ

タイヤ開業 60 年。　
プロのタイヤマンがお勧めします。
軽からトラック、農機具のタイヤまで幅広くそろえて
います

大野市中荒井町 2 丁目 201
☎ 0779-65-4343 8:30 ～18:30 月曜、第３日曜

93 パナデリア 500 円以上お買い上げで１０％引き イートインスペースあります
お気軽にご利用ください

大野市元町 5-23
☎ 0779-65-0030

7:00 ～19:00
土・日・祝
7:00 ～18:00

不定休

94 ㈲宮本国文堂 主な商品１割引！（一部除外品あり） 早朝 7 時から営業しております
通勤通学前にお寄りください

大野市陽明町 4 丁目 714
☎ 0779-66-3612 7:00 ～19:00 日曜日

95 毎川金花堂 購入ポイント２倍進呈 創業 92 年で地元から愛されるお店です 大野市新庄 14-16-2
☎ 0779-66-2746

9:00 ～ 20:00
日、祝日は 18:00
まで

火曜日

96 ㈲亀寿堂
1,000 円以上お買い上げの方
50 ｇの袋入りけんけら（270 円）を
１個進呈

和菓子、洋菓子の種類がとてもたくさん並んでいます
お店で食べていただく事もできます。

大野市城町 2-11
☎ 0779-66-2510 8:30 ～ 20:00 なし

97 米の菓　ゆめすけ
( 杉本清味堂）

商品1,000 円以上お買上げの方に夢
助だんご（みたらしまたは焼しょうゆ）
を１本サービス

創業 60 余年。あられ、かき餅、夢助だんごなど米
菓にこだわった製造直販店です

大野市吉野町 110 番地
☎ 0779-66-3021

9:00 ～18:00
だんごの注文は
17:00 まで

水曜日

勝
山
市

98 福井県立
恐竜博物館

常設展観覧料個人料金を
団体料金に割引します

43 体もの恐竜骨格があって、立体図鑑のよう
恐竜ロボットやジオラマ、日本産恐竜もあり、見ご
たえ十分

勝山市村岡町寺尾第５１号
１１番地
☎ 0779-88-0001

9:00 ～17：00
（入館は16:30まで）

第２・第４水曜日およ
び 12 月 29 日から１
月２日（夏休み期間中
は無休）

99

スキージャム勝山
「温泉大浴場ささゆり」
㈱ 東 急リゾート
サービス

温泉大浴場ささゆり 100 円割引
（１枚で 5 名様まで利用可）

冬は西日本最大級のスキー場、夏は高原アクティビティ
いっぱい遊んだ後は、露天風呂のある温泉で！

勝山市 170-70　
スキージャム勝山
☎ 0779-87-0081

12:00 ～19:00
（18:00 最終受付）
隔週火曜日15:00 ～

ホテル休館日に準ずる

100 いわなや
塩焼定食・田楽定食（2,000 円）の
ところ、200 円割引いたします （5
名様まで）

自家養殖のイワナと自採りの山菜を使った、イワナ・
山菜料理の専門店です。焼きたての塩焼きは絶品です

勝山市北谷町谷 116-10-2
☎ 0779-83-1311 11:00 ～16:30 水曜日
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エリア 番号 協賛店 ご優待内容 ＰＲ 住所　ＴＥＬ 営業時間 定休日
勝
山
市

101
平泉寺の
ソフトクリーム屋
さん

商品1つにつき 30 円引き
（２名様まで）

ジャージー牛乳のソフトクリーム屋を始めて 26 年、
手作りの味をお届けしています
ガーデンも見に来てね！近くに「六地蔵店」オープン

勝山市平泉寺町平泉寺 67-20-2
☎ 0779-87-2508 10:00 ～17:30 ３月上旬～ 11月末まで

休みなし

102 そば処　まつや 2,000 円以 上お食事のお客 様に、
200 円割引

勝山産の玄そばを、毎朝主人が石臼で引いたそば粉
を手打ちでお出ししています

勝山市平泉寺町平泉寺 65-7
☎ 0779-88-2047

10:00 ～ 20:00
（LO 19:30） 無休

103 美容室　まつむら オール10％引き
（他の割引との併用はできません）

スキャルプエステ 1,500 円　婚礼着付けご予約お待
ちしております

勝山市元町 1-7-28　
勝山サンプラザ内
☎ 0779-87-3225

8:00 ～19:30 不定休

104

宝飾、時計、メガネ
きのした
サンプラザ店、
ヴィオ店

10,000 円以上のメガネ
お買い上げで、1,000 円割引

品質、価格、安心にこだわり、真心を込めたサービ
スで、メガネ選びをサポートします

勝山市元町１丁目 7-28　
勝山サンプラザ内
☎ 0779-87-2200

9:30 ～19:30 不定休

105 おいしい・ちよ鶴
ランチ又かつ丼セットお召し上がりの
お客様にはデミタスコーヒー１杯ご提供
致します

手打ちそば、ソースかつ丼、おいしいものランチな
ど勝山をおなかから楽しんでいただけるお店です

勝山市元町 2 丁目 4-2　
☎ 0779-87-2250 11:00 ～18:00 木曜日

106 ㈲観山洞 おやき1つサービス
大本山永平寺ご用達のおやきをはじめ、創作菓子を
通じ、笑顔と感動をご提供できるよう日々努力してお
ります

勝山市北郷町東野 28-47
☎ 0779-89-1102

8:30 ～18:00
（日曜日 17:00） 水曜日

鯖
江
市

107 モスバーガー　
鯖江店

ポテトＳサイズ
１ケサービス あなたに、元気をお届けします 鯖江市東鯖江 1 丁目 105

☎ 0778-52-2007 7:00 ～ 23:00 年中無休

108
うるしの里会館
越前漆器
伝統産業会館

販売価格より 5％割引！

会館での販売価格は産地価格になっており、お値打
ちです
当産地の職人が意匠を凝らした山車もありますので
是非見に来てください

鯖江市西袋町 37-6-1
☎ 0778-65-2727 9:00 ～17:00

毎月第 4 火曜日（第 4
火曜日が祝祭日の場
合はその翌日、12 月
29 日～1月 3 日

あ
わ
ら
市

109 北陸　福井　
あわら温泉美松 日帰りご入浴無料（タオル代別途）

雄壮に流れ落ちる滝の音を聞きながらのご入浴や、
野趣豊かな温泉露天風呂でのひとときも好評な癒し
宿です

あわら市舟津 26-10
☎ 0776-77-2600

14:00 ～ 21:00
（19:00 ～19:30
CLOSE）

年中無休

110 ㈱清風荘 宿泊時のモーニングコーヒー　
無料チケットを進呈 北陸最大級の露天風呂をご満喫ください あわら市温泉３丁目 803

☎ 0776-77-2500 24 時間 無休

111 グランディア芳泉

ご宿泊の方限定でラウンジ「観月」で
ソフトドリンク 1 杯サービス（14：00
～ 18：30、7:30 ～ 11：00）　※ご予
約時に優待カード利用の旨をお伝えく
ださい

露天風呂付客室が 32 室！カジュアルなカップル旅行
から、本物志向の大人旅まで楽しめる、あわらの温
泉宿

あわら市舟津 43-26
☎ 0776-77-2555 24 時間 無休

112 セントピア　あわら 入浴料 1 割引（5 名様まで） あわら温泉を気軽にお楽しみいただけます
独創的な湯殿が自慢です

あわら市温泉 4 丁目 305
☎ 0776-78-4126

10:00 ～ 22:00
日曜
7:00 ～ 22:00

第 4 火曜日

113 芦原温泉　長谷川
ご宿泊のお客様に
グラス生ビール又はソフトドリンク
1 杯サービス！（ご本人様に限る）

懐かしさと暖かさに出会う宿
薪ストーブと温泉でゆったりぬくもってください

あわら市二面 48-14
☎ 0776-77-2164

CI
15:00 ～　
CO
10:30

不定休

114 北潟湖畔荘 喫茶、日帰り入浴
それぞれ 100 円引き

四季折々の美しい自然と湖に囲まれた風情あふれる
天然温泉宿
地元食材と旬な食材を中心とした会席料理が自慢です

あわら市北潟 211
☎ 0776-79-1124

喫茶
7:00 ～17:00
日帰り入浴
10:30 ～15:00

不定休

115 銀河食堂 ソフトドリンクまたは、
チューハイ１杯サービス

越前がに釜元鮮魚店直営の飲食店です。地元三国港
の海の幸をお楽しみください

あわら市二面 38-41-6
☎ 0776-77-7888 17:00 ～ 22:00 日曜日

116 源の屋 お食事をされたお客様にコーヒー
またはソフトドリンクサービス 老舗　洋食屋の味をお召し上がりください あわら市温泉 1-405

☎ 0776-77-2045 10:00 ～ 20:00 水曜日

117 楊楊餃子 お一人様 3,000 円以上のお食事で
ドリンク1 杯サービス

地産地消
生地、餡、手作り餃子

あわら市温泉 3 丁目 201
湯けむり横丁屋台村 18:00 ～ 23:00 火曜日

118 そば処日の出屋
店内飲食の 5％引き
( ご優待カードご持参の方グループ全
員有効 )

今年で創業 62 年
自慢の手打ち蕎麦はもちろん、季節の創作そば料理
で、越前そばの魅力をご堪能ください

あわら市二面 34-43
☎ 0776-77-2274

11：00 ～ 20：00
（L.O) 水曜日

119 らーめん　よこやま トッピング 1 品無料 鶏ガラでゆっくり時間をかけて取った透きとおった、
あっさりしたラーメンです

あわら市温泉 3 丁目 201
湯けむり横丁屋台村 18:00 ～ 24:00 火曜日

120 若桜 ゆ～ｉ夢カード　1,000 円以上
お買上げで、ポイント 5 倍進呈 

新鮮な食材で、お刺身、揚物、焼魚を食卓へ！！ア
ツアツご飯のお弁当も人気です
少人数から 80 名様の宴会もおすすめです

あわら市春宮 1-9-37
☎ 0776-73-0151 10:00 ～19:00 日曜日、祭日（予約可）

121 フレッシュミート
あかさき ゆ～ i 夢カード　ポイント３倍 新鮮な精肉！いきいき新鮮をモットーにして地域のお

客様に販売しています。特に和牛肉！モチ豚肉！
あわら市大溝 3-311
☎ 0776-73-2219 10:00 ～19:00 水曜日

122 鉄板ダイニング　
海月 塩ダレキャベツサービス 夏限定！越のルビーを使ったお好み焼き。お一人様で

も食べ切れる小さいサイズのお好み焼きです
あわら市温泉 3 丁目 201
湯けむり横丁屋台村

18:00 ～ 24:00
（ＬＯ 23:30） 木曜日

123 おやじのフレンチ
てつ グラスワイン1 杯サービス フレンチの屋台　地産地消の店 あわら市温泉 3 丁目 201

湯けむり横丁屋台村 17:00 ～ 24:00 月曜日

124 なかのや 会計時 10％サービス 福井ブランドの若狭牛やふくいポーク等、地元の食
材を低料金で提供

あわら市温泉 3 丁目 201
湯けむり横丁屋台村 18:00 ～ 24:00 月曜日

125 おでん　酒　Bar
ＩＰＰＯ おでん1点サービス あっさりオデン あわら市温泉 3 丁目 201

湯けむり横丁屋台村 18:00 ～ 24:00 火曜日

126 炭小屋　ＢＯＮ 生ビール1 杯サービス 炭火で 1 本 1 本丁寧に焼いています あわら市温泉 3 丁目 201
湯けむり横丁屋台村 18:00 ～ 23:00 水曜日

127 ＭＯＲＩＭＯＴＯ　
ＡＪＩ お好みの串 1 本サービス ワインと串揚、サイドメニューもあります あわら市温泉 3 丁目 201

湯けむり横丁屋台村 18:00 ～ 23:00 水曜日

128 手羽先・鳥足　
鳥ひろ

お一人様 2,000 円以上のお食事で
ソフトドリンク1 杯サービス

5 種類の味の手羽先と食べごたえのある骨付の鳥モ
モ肉を是非ご賞味ください

あわら市温泉 3 丁目 201
湯けむり横丁屋台村 17:00 ～ 23:00 月曜日

129 クスリの
キューピー

エステメニューの中から、
リンパマッサージを２0％引き よりステキになるためにお手伝いします あわら市二面 34-35-1

☎ 0776-77-2574 8:30 ～19:30 日曜日
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エリア 番号 協賛店 ご優待内容 ＰＲ 住所　ＴＥＬ 営業時間 定休日
あ
わ
ら
市

130 電気専科　
ダイデン ゆ～ｉ夢カード　ポイント２倍進呈！ おうちの中での「困った！」をご相談ください

家電の修理、工事などおまかせください！
あわら市二面 35-20-1
☎ 0776-77-2227 9:00 ～19:00 水曜日

131 サラダ館金津店
（ギフト和久）

T ポイント　又は
ゆーi夢カード　ポイント３倍進呈！！

出産、婚礼内祝、お中元、お歳暮など各種贈答のこ
となら当店におまかせください

あわら市花乃杜 4-1-3
☎ 0776-73-4309 8:30 ～19:00 第 1、3、5 日曜日

132 ひらり百貨店 ゆ～ i 夢カード　ポイント 3 倍進呈 化粧品、手芸雑貨から超音波エステや洋服のリフォー
ムまで、暮らしに便利なお店を目指しています

あわら市春宮３丁目 18-18
☎ 0776-73-0153 9:00 ～19:30 第 1、3 日曜日

133 八木食料品店 ゆ～ｉ夢カード　ポイント２倍進呈 おいしいと評判の味噌を量り売りいたします
加賀の醤油、新鮮なたまごも販売しています

あわら市温泉５丁目 1211
☎ 0776-77-2517 7:30 ～19:00 日曜日

134 ㈲山形屋 5,000 円以上お買い上げの方
500 円値引

一級綿入れ職人がお客様のニーズにあわせてお仕立
ていたします。寝具のことなら当店にご相談ください

あわら市二面 41-21-2
☎ 0776-77-2408 8:30 ～19:00 第 1、3 日曜日

135 ㈱はまや
（サラダ館芦原店）

当店でお買物金額 10,000 円以上（消
費税は除く）に 500 円割引（他のお
買物券との併用はできません）

幸せを願ったり、健康を祈ったり、祝福したり、感謝
したり。その時々の想いを大切な人に贈る。贈答品
はギフトの専門、当店にご相談ください

あわら市温泉 1 丁目 514
☎ 0776-77-2104 9:00 ～19:00 日曜日

136 パン＆ケーキ　シャトー
バロー金津店 お買い上げ商品すべて 1 割引 当店自慢の体に優しい無添加食パンやあわら温泉ぱ

んを是非ご賞味くさだいませ

あわら市大溝 3 丁目 4-14
バロー金津店内
☎ 0776-73-0130

9:30 ～19:30 1/1 ～1/3

137 下出商店 みそ・しょうゆ、ポイント２倍進呈
地元のお客様と共に歩んで、もうすぐ100 年。これ
からも地元に愛される親しみのある店づくりで頑張
ります

あわら市田中々1-5
☎ 0776-77-2255 9:00 ～18:00 日曜日

138 圓道時計・
メガネ・宝石店

国産腕時計電池交換 500 円（税込）
※一部特殊腕時計を除く

1962 年創業　地元の時計屋です　福井県で当店の
みドイツの腕時計デュゲナを取り扱っています

あわら市市姫 1-12-20
☎ 0776-73-0339 8:30 ～19:30 無

139 ヨシムラ洋菓子店 購入価格の10％割引サービス、
併せてポイント2 倍進呈

誕生日、記念日等に各種ホールケーキはいかがです
か！当日注文も可。クッキー等焼菓子も取り揃えてい
ます

あわら市温泉４丁目 811
☎ 0776-77-2222 9:00 ～19:00 火曜日

140 ㈲ファッション専科
ふじき

商品 3,000 円以上お買上げの
お客様 10％割引！

学生服から肌着まで、衣料品の総合小売店です
特に婦人服は、1点物が多く、個性的です

あわら市温泉 5-1611　
ゆのまちぷらざ 1Ｆ
☎ 0776-77-2250

9:30 ～19:00 不定休

141 御菓子司　
浅野耕月堂

カードご持参のお客様
5％サービス

創業明治 32 年、初代久太郎が考案した松乃露
当時の製法をそのまま手作りの味を守り続けており
ます

あわら市温泉 4-916
☎ 0776-77-2035 8:00 ～19:00 火曜日

越
前
市

142 しきぶ温泉　
湯楽里

入館料お一人様 50 円割引　
 （カード１枚につき５名様まで利用
可。大人及び高齢者の当日券に限る。
他割引との併用不可）

越前市内の天然温泉施設です。36℃～ 45℃の温度
差浴槽の他、露天風呂やジャグジーなど１1 種類の
多彩な浴槽を楽しみください。館内レストランでは、
新鮮なお刺身定食や手打そばが人気

越前市白崎町 68-8
☎ 0778-25-7800

6:00 ～ 23:00
( 最終受付 22:00）

第 2 水曜日
（休館日当日 6:00 ～
9:00　 休 館 日 翌 日
9:00 からの営業）

143 レストラン　
ジャムハウス ソフトドリンク１杯サービス ボルガライス、グランドキャニオンなど、オリジナル

メニューが豊富なレストランです
越前市芝原５丁目 20-24
☎ 0778-23-5960

11:30 ～14:00
18:00 ～ 24:00 月曜日（祭日は営業）

144 ビストロ　萬那

ランチタイム　デザートサービス
ディナータイム　乾杯ドリンクサービス

（ご優待カード 1 枚につき1つサービ
ス）

江戸時代の蔵を改装して生まれたレトロな空間で味
わう多彩なイタリアン

越前市本町 1-22
☎ 0778-25-0080

11:30 ～15:00
17:30 ～ 22:00 火曜日

145 クールディーズ　
カフェ

当店ポイントカードに押す印を
通常の 3 倍に 癒しの空間を自家野菜を基本に提供しています 越前市家久町 401-1

☎ 0778-21-1930

平日 10:00 ～
20:00、金・土
10:00 ～ 23:00

火曜日

146 越前そばの里

①そば打ち体験 15％割引（通常 1 打
1,944 円（税込）→1,652 円（税込））、
②そばソフトクリーム100 円割引（通
常 300 円（税込）→192 円（税込））
　※他割引券との併用不可

創業 90 余年、「越前そば」を製造、販売する施設。
直営農場でそばの栽培から手掛けたこだわりのおろ
しそばが自慢。そば打ち体験も楽しくて人気です

越前市真柄町 7-37
☎ 0778-21-0272 9:00 ～17:00 1/1 ～1/3

147 たかせや お一人様メニュー価格より
100 円割引

武生で生まれた「越前おろしそば」を当店で是非ご
賞味ください
各種丼物とのセットメニューもございます。越前市の
ご当地グルメ「たけふ駅前中華そば」も一緒にどうぞ

越前市府中 1-8-14
☎ 0778-22-0799 11:00 ～ 20:30 木曜日

148
社会福祉法人　
北日野こもれび会
ぴーぷるファン

2,000 円（税別）以上お買上げの方
に 200 円相当の焼菓子をプレゼント

国内産の材料をできるだけ使用し、安心して召し上
がっていただける素朴なお菓子作りを心がけています

越前市帆山町 5-31-1
0778-23-1439 8:30 ～17:00 土、日曜日

坂
井
市

149 三国観光ホテル
入浴料金割引　
大人 600 円→ 500 円　
小人 300 円→ 250 円

和畳敷のめずらしい湯があります 坂井市三国町緑ケ丘 4 丁目 4-8
☎ 0776-81-3111

平日：
13:00 ～ 23:00
土・日：
13:00 ～16:00

不定休

150 割烹　とりや お一人様 2,000 円以上ご飲食の方
5％引き

三国町神明で花町として栄えた出村地区にあり、お
食事からご宴会お弁当のご注文を承っています

坂井市三国町神明 2-1-2
☎ 0776-82-3413　

11:00 ～14:00
17:00 ～ 22:00 水曜日（予約可）

151 食事処　田島 小鉢一品サービス 日本海の豊かな幸をあますことなく使った自慢の海
鮮丼から旬の魚料理、冬は越前がにのフルコース

坂井市三国町宿 1 丁目 17-42
☎ 0776-81-7800 11:00 ～18:00 毎週木曜日

152 富士寿司　
ふじずし

お客様に評判のあら汁を全員に
サービス

港町で営業をさせて頂いて 30 年。お客様の笑顔に
ささえられて、よりおいしく楽しく今日も努力中

坂井市三国町三国東４丁目 1-5
☎ 0776-82-1827

11:30 ～13:30（ＬＯ）
17:30 ～ 20：00（LO) 火曜日

153 中華飯店　九龍 外税 8％なし 美味しいお店、心に満足、お腹に満足 坂井市丸岡町御幸 1-31-5
☎ 0776-67-4439 11:00 ～ 21:00 不定休

154 大阪お好み焼　
風月亭

ご注文時ご優待カード提示で
ソフトドリンク1 杯サービス！

焼き上がるまで、すべてスタッフが焼かせていただき
ます

坂井市春江町江留上新町 2-1
☎ 0776-51-4843

11:30～深夜0:30
日・祭日
11:30 ～ 22:45

火曜日
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エリア 番号 協賛店 ご優待内容 ＰＲ 住所　ＴＥＬ 営業時間 定休日
坂
井
市

155 森のめぐみ   1,000 円以上お食事されたお客様
ケーキ150 円にサービス

カントリー調のカフェです。時折走るえち鉄電車を
バックに美味しいコーヒーをどうぞ
火、木曜（12 時～）のハープやマンドリンなどミニコ
ンサートが密かな人気です

坂井市坂井町大味 32-1-1
☎ 0776-72-3185 10:00 ～19:00 水曜日、

第 3 木曜日

156 越前松島水族館 水族館入館料金 10％割引
（１枚で 1グループ有効）

みて、ふれて、楽しく学べる、体験、体感型の水族館
イルカショーやペンギンのお散歩が人気です

坂井市三国町崎 74-2-3
☎ 0776-81-2700

9：00 ～17：30
（ＧＷ・夏期の土
日祝盆は 21:00、
冬期は～16:30）

無休

157 ㈲ロバリア クリーニング・修理代金　8％割引 毛皮、皮革専門クリーニング
靴、カバンのクリーニング修理も承っております

坂井市春江町石仏 1-44
☎ 0776-51-4002 8:30 ～18:00 日曜日

永
平
寺
町

158 キッチン　天山 鶏のから揚げ 200 円割引 幅広いメニューを取り揃えてお待ちしています 吉田郡永平寺町京善 1-17-1
☎ 0776-63-3773 11:00 ～ 20:00 水曜日

159 ㈲永平寺の館　
雲粋 会計 5％割引

国産のそば粉のみを使用した手打ちそば店です
ソースカツ丼などの丼物も充実してます
気軽にお越しください

吉田郡永平寺町市野々13-38-2
☎ 0776-63-1077 10:00 ～17:00 第 2・第 4 火曜日

（他、不定休有）

160 会津喜多方ラーメン
蔵県立大学前店 ソフトドリンク１杯サービス！ 幅広い年齢層のお客様から愛されている、地域に支

持され続けているお店です
吉田郡永平寺町松岡兼定島11-50-2
☎ 0776-61-0762 11:00 ～ 22:30 年中無休

161 よしくら文具 永平寺町ポイントカードを
10 ポイント進呈

お探しの文房具、事務用品から色とりどりのペンや
ファイルまで取り揃えております
お気軽にお立ち寄りください

吉田郡永平寺町松岡葵 1-105
☎ 0776-61-0103 8:30 ～17:45 日曜日

（他　不定休有）

162 美容室　フェミナ 永平寺町ポイントカードを
ポイント３倍プレゼント

髪や頭皮にやさしい施術を心がけております
着付けのご予約承ります

吉田郡永平寺町松岡葵 2-90
☎ 0776-61-1296

8:30 ～18:00
（水曜ナイター）
8:30 ～ 20:00

第 1月曜火曜、
第 3 日曜月曜、
毎週月曜

163 美容室　ムライ 粗品を進呈 日頃のご愛顧ありがとうございます 吉田郡永平寺町松岡芝原1-61
☎ 0776-61-1644 8:00 ～18:00

毎週月曜日、
第 1月・火曜日、
第３日・月曜日

池
田
町

164 まちの市場　
こってコテいけだ

むらの食堂選べる小鉢ランチをご注
文のお客様にコーヒー1 杯サービス

（ランチタイムは 11:00 ～14:00）

福井県池田町のひと、もの、情報がこってコテに詰まっ
たお店です！

今立郡池田町稲荷 36-25-1
☎ 0778-44-8050

9:00 ～19:00
（夏季は 20:00
まで）

第 2・第 4 木曜日
（夏季は無休）

越
前
町

165 糸生温泉
泰澄の杜

入館料（大人）510 円のところ 50
円引き（他の割引との併用はできま
せん）

小鳥のさえずりが聞こえる露天風呂が魅力
ゆったり、のんびりと寛ぐことができます

丹生郡越前町小倉 88-55-1
☎ 0778-34-2322 8:00 ～ 22:00 第 1、3、5 火曜日

166 越前温泉　
なぎさの湯

大人の入浴料 410 円のところ、
310 円でご利用いただけます

（ご優待カード提示のお客様のみ）

窓越しに日本海を見渡し、ゆったりと入浴していただ
けます。無料の休憩広間はお酒以外の飲食物の持込
み可

丹生郡越前町梅浦 60-15
☎ 0778-37-0637 10:00 ～ 20:00 火曜日、

年末年始

167 ファミリーレストラン
こめや

1,000 円以上のお客様にスジャータ
シルクアイスをプレゼントします

手作りのオニオンソースが自慢のコンビメニュー
ボリューム満点のかつ丼セットやお弁当がおすすめ

丹生郡越前町西田中 4-4
☎ 0778-34-5868

平日
11:00 ～15:00
17:00 ～ 20:00
土日祝
11:00 ～ 20:00

水曜日

168 光道園　
フ・クレール

1,000 円以上お買上げの方、
クッキー1 袋（200 円）プレゼント

おもわず、ふっと顔をほころばせてしまう。おいしい
ものから、はじまる小さな幸せ

丹生郡越前町朝日１丁目 504
☎ 0778-34-8801 10:00 ～16:00 土、日、祝祭日、

年末年始

169 越前二八そば　
いろは軒 会計時 50 円引き 丸岡の契約農家から直接仕入れたそば粉を、天然水

を使って風味豊かに仕上げます
丹生郡越前町西田中 16-5-2
☎ 0778-34-0007 11:00 ～ 20:30 火曜日（不定休）

170 十割蕎麦　
だいこん舎

食後のコーヒーを100 円にて
（ハンドドリップコーヒー）

越前陶芸村にある蕎麦屋です
器は全て越前焼！！地元の玄そばを、当店の石臼で挽
いて、つなぎなしで打ちます

丹生郡越前町小曽原 120-3-20
☎ 0778-32-3735 11:00 ～17:00 月曜日

（祝日の場合は翌日）

171 丹生酒造㈱
地酒飛鳥井お買上げのお客様に、
福井県全蔵元名入、
湯飲み茶わんプレゼント　

創業享保元年地元の米水を使い 300 年に渡る一子
相伝の技により飛鳥井は醸されています

丹生郡越前町天王 18-3
☎ 0778-34-0022 10:00 ～19:00 無休

172 朝日風月堂㈱ 風月堂カードポイント10 倍！！ 季節の和菓子を味わえる店です
喫茶コーナーもあるのでゆっくりお茶ができます！！

丹生郡越前町西田中 8-34
☎ 0778-34-0062

平日　
8:30 ～ 20:00
日祝　
8:30 ～19:00

不定休

美
浜
町

173 軽食・喫茶　
オーロラ ソースカツ丼を 50 円引き

美浜町特産のへしこを使った料理が食べられます。
他にもおいしい料理を取り揃えておりますのでお越し
ください

三方郡美浜町久々子 33-44-1
☎ 0770-32-1094 8:30 ～17:00 水曜日

高
浜
町

174 レストラン　源治 飲食代の1 割引 鮮魚店が営むレストラン
高浜の海の幸を食べに来てください

大飯郡高浜町宮崎 63-24-1
☎ 0770-72-2522

11:00 ～ 21:00
（LO20:30）

第 1、第 2、第 3 木曜
日

175 ㈱タナカ ガソリン等表示価格より
3 円値引　にて給油 創業 103 年の油屋です 大飯郡高浜町宮崎 77-8-1

☎ 0770-72-1130 7:00 ～19:00 日曜日

176 ㈲フジハラ写真館
証明写真のﾏｲﾅﾝﾊﾞー とﾊﾟｽﾎﾟー ﾄが同
じ規格です。2 枚のセット料金が、
1,000 円になります

「写真は何より、よい記念」の気持ちを込めて、撮影
をしています。写真の事なら何でも、ご相談ください

大飯郡高浜町宮崎 65-19-1
☎ 0770-72-0129 8:00 ～19:30 お正月、お盆

若
狭
町

177
若狭町社会福祉協議会
コミュニティカフェ
きらやま茶屋

デザートのきらやまセットをご注文
されたお客様にソフトドリンク 1 杯
サービス（S サイズ）

誰でも気軽に集えるコミュニティカフェです
ぜひ、きらやま茶屋でゆったりとした時間をお過ごし
ください

三方上中郡若狭町三方 39-5-3
☎ 0770-45-1661 10:00 ～16:00 木・日曜日

178 若狭食堂　
かみなか亭 ご飲食代金を10％ＯＦＦ！ 御食国若狭へようこそ！鯖街道沿にある大型レストラン

席もゆったり、名物のとろばこ定食をご賞味ください
三方上中郡若狭町三宅 80-27
☎ 0770-62-2166 11:00 ～15:00 不定休

179 焼肉　大島食堂 ソフトドリンク1 杯サービス ファミリー向けの焼肉店 三方上中郡若狭町天徳寺 53-20-4
☎ 0770-62-0084

12:00 ～14:00
17:00 ～ 21:00

月曜日
（祭日の場合は翌日）

180 ほぐし整体処　
ふぁいん

施術時間 10 分延長、
または施術料金 10％引き

肩のコリや腰の痛みなどお身体の不調を改善するだ
けでなく姿勢の改善や出産後のケアとしてもオススメ
です

三方上中郡若狭町下吉田 8-24-7
ロハス・ＡＹＡコンビニ内

10:00 ～ 22:00
(19:00 以降は完
全予約制・時間外
は要相談）

木曜日


