
市町 区分 店舗名 店舗紹介 ホームページ等 電話番号 住所 備考

敦賀市 お土産 ヤマトタカハシ㈱敦賀昆布館 昆布のことならおまかせ！ http://www.konbukan.co.jp/tsuruga-konbukan.html 0770-24-3070 坂下17-3-1 引換所

お土産 敦賀かわと 敦賀駅前お土産処 https://www.souvenirshop-tsurugakawato.com/ 0770-22-4102 白銀町4-5

お土産 ㈱奥井海生堂 大本山永平寺、大本山總持寺御用達昆布司 https://www.konbu.jp/ 0770-22-0493 神楽町1-4-10 昆布

お土産 こんぶの北村（㈲北村商店） こんぶの北村（㈲北村商店） http://www.konbu-kitamura.com/ 0770-22-0865 蓬莱町13-2 昆布

お土産 ケセラセラーみやもと 福井の地酒とワイン http://www.miyamoto-sake.com/ 0770-22-0537 呉竹町1-40-17 酒

お土産 酒文化 食文化 ㈱ウタ 酒文化 食文化 ㈱ウタ http://www.uta-sake.com/pc/ 0770-22-0747 三島町1-4-3 酒・食料品

お土産 髙城酒店 敦賀博物館通り http://t-museum-st.info/shop/ 0770-22-0596 相生町21-5 酒

お土産 ㈲川越酒店 0770-22-1074 清水町1-22-10 酒

お土産 リカーポート みのや お酒のコーディネータ https://www.minoya-tsuruga.com/ 0770-22-0139 川崎町2-13 酒

お土産 小浜海産物株式会社（敦賀駅前店） 若狭小浜 丸海 敦賀駅前店 https://www.wakasa-marukai.co.jp/storehelp/09.php 0120-38-5537 白銀町4-6 鮮魚、干物など

お土産 ㈱北前船のカワモト 味の銘品館 http://www.wakasakawamoto.co.jp/ 0770-22-7285 鳩原21-1-9 鮮魚、干物など

お土産 ㈱安兵衛食品 こだわりの焼き鯖（本社直売所） https://www.yasubee.jp/company/ 0770-47-5358 莇生野80-14-11 焼き鯖など

食 ㈱相木魚問屋 越前かにの名付け親 http://www.aiki-uodonya.com/ 0770-22-0645 蓬莱町16-11 鮮魚

食 ㈲あいき 0770-22-2299 相生町21-46 鮮魚

食 うお吟 0770-21-2328 相生町21-3 海鮮丼

食 どんと屋 0770-25-0205 蓬莱町14-16 海鮮丼・天丼など

食 寿し辰 0770-22-2781 白銀町7-18 すし

食 花城　与三郎寿司 旨い寿司と季節の地魚料理 http://www1.rcn.ne.jp/~yosaburo/ 0770-25-8676 松島130-170-12 すし

食 御料理　金兵衛 会席料理と蟹料理 http://www1.rcn.ne.jp/~kinbee/ 0770-22-1110 本町1-15-23 日本料理

食 ㈲割烹　志野 http://www1.rcn.ne.jp/~sino/# 0770-23-8585 清水町1-19-12 日本料理

食 おむすびや 穂んのり 厳選福井米を使用したおむすび専門店 https://twitter.com/omusubiyasan 0770-25-8998 新松島1-21 おにぎり

食 越前そば むぎや http://www.wakasaji-navi.com/food_detail.php?xid=237 0770-22-0514 本町1-7-21 そば

食 ㈲丸仁 うどん・そばの店 めん房㈲丸仁 http://www1.rcn.ne.jp/~maruni_soba/ 0770-22-0367 相生町21-1 そば、うどん

食 ぼたん亭 ステーキ＆ワイン http://www.botantei.net/ 0770-25-8686 新松島町3-8 ステーキ

食
（スイーツ） ㈲アイドルつるかめ 五感すべてで味わえるスイーツ http://www.aidoru-tsurukame.jp/ 0770-22-2023 金山沢72-3

食
（スイーツ） 小堀日之出堂 伝統を刻むモノづくり技術で新しいお菓子を創り続ける https://www.facebook.com/koborihinodedou/ 0770-21-0141 神楽2-2-34

食
（和スイーツ） 越前敦賀銘菓処　紅屋 創業寛政五年 越前敦賀銘菓処 http://www.shop-beniya.com/ 0770-22-0361 相生町6-11

食
（和スイーツ） 御菓子司　森本 長命水羊羹のお店 https://www.mori-manju.jp/ 0770-22-0329 神楽町1-2-23

食
（和スイーツ） 天清酒万寿店 天保年間の創業より七代 https://www.facebook.com/manju.tense/ 0770-22-0296 神楽1-4-9

食
（和スイーツ） ㈲銘菓処　笑福堂 常時150種類程の品揃え https://shoufukudou.com/shop/ 0770-22-4747 昭和町2-21-31

食・体験 敦賀きらめき温泉 リラ･ポート 敦賀ICそばの日帰り温泉施設 http://relaport.com/ 0770-24-1126 高野91-9-3

体験 敦賀市グラウンド・ゴルフ場　リラ・グリーン グラウンドゴルフ専用施設 http://relaport.com/relagreen/ 0770-24-1126 高野91-9-3

食・宿 ㈱ニューサンピア敦賀 豪華な施設とゆったり広めのお部屋、光明石の大浴場が自慢 http://newsunpia-tsuruga.co.jp/ 0770-24-2111 呉羽町2番地

お土産 生け簀の甲羅 0770-21-6445 若葉町1-1531 鮮魚・越前ガニなど

お土産 一乃松 0778-21-2211 〃 焼鯖寿司・鯖寿司

お土産 お茶の清水 0770-21-3830 〃 お茶

お土産 海道物産 0770-21-3804 〃 珍味・明太子

お土産 ㈱木崎商店 0770-21-3801 〃 昆布・鮭切身など

お土産 川島製菓舗 0770-21-3825 若葉町1-1531 羽二重餅等特産品

お土産 北前船のカワモト 0770-21-8137 〃 昆布・干物など

お土産 幸栄堂 0770-21-3828 〃 特産品

お土産 甲羅組１号店 0770-24-7059 〃 越前ガニ・カニ

お土産 甲羅組３号店 0770-21-6448 〃 越前ガニ・カニ

お土産 甲羅亭 0770-47-5968 〃 海鮮丼・カニなど

お土産 雑魚屋 0770-24-3803 〃 特産品

お土産 島屋 0770-22-1177 〃 鮮魚・干物など

お土産 湘幕水産 0770-20-1477 〃 干物・かにみそなど

お土産 笑福堂 0770-22-4747 〃 特産品

お土産 しんちゃんの大漁丸 0770-21-3812 〃 珍味

お土産 太郎屋 0770-21-3556 〃 珍味

お土産 茶里夢 0770-21-3810 〃 川根茶など

お土産 辻物産 0770-21-5212 〃 干物

お土産 敦賀鮮魚 090-7743-2564 〃 カニ・干物など

お土産 徳兵衛の旬 090-1634-1080 〃 ジュースなど

お土産 羽柴屋 0770-47-6337 〃 ドライフルーツなど

お土産 パワーショップ 0770-21-3835 〃 地酒

お土産 ふれんずストアー 090-4680-2693 〃 焼鯖寿司・だし

お土産 ますよね 0770-21-3819 〃 越前ガニ・干物など

お土産 まるひな良縁堂 0770-21-3833 〃 珍味

お土産 雅　みやび 0770-21-3556 〃 珍味

お土産 漁師屋 0770-25-1705 〃 お菓子等特産品

お土産 若狭水産 090-6812-1669 〃 カニ・干物等

【若狭路お買物券の対象施設】

以下　㈱日本海さかな街　内
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市町 区分 店舗名 店舗紹介 ホームページ等 電話番号 住所 備考

敦賀市 お土産・食 海鮮ダイニング丼 0770-21-5107 〃 海鮮丼・カニ

お土産・食 韓国市場　力 ― 〃 韓国料理

お土産・食 新鮮組 0770-20-1477 〃 回転すし・焼鯖寿司

お土産・食 はまやき安兵衛 0770-21-3800 〃 海鮮丼・焼鯖など

食 味世司 0770-21-3829 〃 海鮮丼

食 漁家本家 0770-21-3868 〃 海鮮焼・岩カキ生食

食 海坊主 0770-47-5594 〃 海鮮焼

食 かに喰い亭ますよね 0770-22-3590 〃 海鮮丼・カニなど

食 鮮宴丼ひろし 0770-47-5978 〃 海鮮丼・焼き物など

食 たにでの店 0770-21-3822 〃 たこ焼きなど

食 つる太浪 ― 〃 うどん・そば

食 ♯Delica1531 0770-24-1531 〃 軽食

食 福禄寿司 0770-21-3808 〃 寿司など

食 味’Ｓ場 0770-21-3807 〃 海鮮丼・海鮮焼き

食 よって家 0770-20-0357 〃 海鮮丼

食 若狭亭 0770-21-0073 〃 海鮮丼・ソースかつ丼

食 わが家 0770-47-5313 〃 海鮮ひつまぶしなど

美浜町 お土産・食
若狭海遊バザール千鳥苑
  若狭美浜海の駅

北陸最大級の若狭路ドライブイン https://www.heshiko.com/ 0770-38-1011 坂尻43 引換所

お土産 五湖の駅 若狭・越前の特産・おみやげなら五湖の駅へ！ https://www.gokonoeki.jp/ 0770-32-3339 久々子 72-1

お土産 寺川商店 若狭早瀬漁港目の前のさかなや http://www1.kl.mmnet-ai.ne.jp/~terakawa/ 0770-32-1364 早瀬12-80 鮮魚、干物など

食 一休 活魚料理 味一休 http://www.asahi-net.or.jp/~st2c-hrs/index.html 0770-32-0152 久々子80-3

食 オーロラ 軽食・喫茶 オーロラ　 0770-32-1094 久々子33−44−1

食 五馳走屋藤八 0770-32-2255 河原市18-10-3 

食 ブリックハウス https://www.facebook.com/CafeBakery.BRICKHOUSE/ 0770-32-0691 郷市13-2-1 

宿 やまじん 若狭の海を味わう漁師宿 http://mihama-yamajin.com/ 0770-32-1052 日向13-7-2 民宿

食 ・ 宿 漁場の宿　はっとり 若狭湾で獲れた新鮮な魚介類の料理自慢の宿 http://www.hattorimaru.com/ 0770-32-0617 日向10-31 お土産

宿 まきさん 海・湖・山、四季折々の景観が楽しめます http://wakasa-mihama.wixsite.com/makisan 0770-32-1072 早瀬7-5-1 民宿

宿 浪路 三方五湖と久々子海岸に挟まれた絶好の景勝地に立地 https://www.heshiko.com/facility/namiji.php 0770-32-0250 久々子47-38

宿 旅館ふじま屋 日本海の見える宿 http://wakasa-mihama.jp/blog/%E3%81%B5%E3%81%98%E3%81%BE%E5%B1%8B 0770-32-0421 早瀬12-81

宿 民宿きたむら フグ・カニ・活魚料理 http://www.shokokai.or.jp/18/184421S0057/index.htm 0770-32-0414 早瀬11-50 民宿

若狭町 お土産 道の駅三方五湖 https://www.facebook.com/RSmikatagoko 0770-45-0113 鳥浜122-31-1 引換所

お土産 梅の里会館 梅干し、梅加工品を多く取り揃えた直売コーナー http://www.ja-tsurugamikata.or.jp/hall/ 0770-46-1501 成出17-4-1 梅干し、梅加工品など

お土産 道の駅若狭熊川宿 数々の特産品を取り揃えています http://kumagawajuku.jp/ 0770-62-9111 熊川11-1-1

お土産 レインボーライン http://www.mikatagoko.com/ 0770-45-2678 気山18-2-2 売店のみ利用可能

食 川とく 0770-45-0706 能登野35-14 和食

食 徳右ヱ門 若狭鳥浜にある老舗のうなぎ専門店です https://unagiryouri-tokuemon.com/ 0770-45-0039 鳥浜44-18 うなぎ

食 ドライブイン水月 0770-47-1627 海山64-15 定食

食 ドライブインよしだ 0770-47-1438 海山70-3 海鮮料理など

体験
若狭町立温泉施設
　みかた温泉　きららの湯

上質な天然温泉と趣のある建物が人気 http://kiraranoyu.net/ 0770-45-1126 中央1-6-1

宿 うべしま館 目の前の海で獲れた新鮮な魚を最高の状態でお客様に https://www.ubeshima.com/ 0770-46-1702 世久見4-14-1 民宿

宿 きよしや 素朴さと優しさの里 http://wakasa-kiyoshiya.com/ 0770-47-1725 遊子11-10 民宿

宿 きよや ふぐ料理・かに料理・クエ料理が自慢 http://www.kiyoya.com/ 0770-46-1511 食見39-11-1 民宿

宿 喜楽亭 http://www.wakasa-mikatagoko.jp/search/entry/stay-061.html 0770-47-1153 小川5-2 民宿

宿 湖上館パムコ 三方五湖の湖畔にある地ビールと梅風呂の宿 http://www.pamco-net.com/ 0770-47-1727 海山64-9-1

宿 そてつや 美しい海・新鮮な美味しい魚 http://www1.kl.mmnet-ai.ne.jp/~amb-920-001/ 0770-47-1616 常神1-60 民宿

宿 だいらや http://www.wakasa-mikatagoko.jp/search/entry/stay-080.html 0770-47-1501 遊子5-28 民宿

宿 竹中 釣りと活魚の民宿 http://www1.kl.mmnet-ai.ne.jp/~takenaka/ 0770-47-1402 神子7-7 民宿

宿 なが田 四季折々の新鮮な旬の素材を使った料理が自慢 http://nagatasou.com/ 0770-47-1363 海山52-22

宿 長谷 ふぐ･カニ料理 漁師の宿 http://wakasafugu.com/ 0770-46-1735 食見34-2 民宿

宿 松喜 活魚・かに・ふぐ料理 夕日の宿 http://www.mjnet.ne.jp/matsuki/ 0770-46-1559 世久見13-17 民宿

宿 まつむら 料理が自慢の秘境宿 http://ryokan-matsumura.shop/ 0770-47-1412 常神1-51

宿 メーンマスト ボリューム満点の新鮮な魚介類の活き作りが自慢 http://www.wakasa-mainmast.jp/ 0770-47-1078 常神9-12-1 民宿

宿 山下屋 常神半島 若狭湾展望の宿 魚集 山下屋 http://uosyuu-tunekami.sakura.ne.jp/ 0770-47-1103 常神1-76 民宿

宿 やまや 遊子のビーチへ徒歩10歩！ http://www.wakasa-yamaya.com/ 0770-47-1622 遊子5-20 民宿

宿 勇晴 若狭三方　漁師の宿 勇晴 http://yuu-sei.com/ 0770-46-1654 世久見6-29 民宿

宿 若狭みかた きらら温泉 水月花 モーニングクルーズが朝の幻想的な世界へ招待 https://www.suigekka.jp/ 0770-47-1234 海山51-13
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市町 区分 店舗名 店舗紹介 ホームページ等 電話番号 住所 備考

小浜市 お土産 道の駅若狭おばま 小浜市の玄関口 http://obamakankokyoku.com/station/ 0770-56-3000 和久里24-45-2 引換所

お土産 小浜海産物株式会社 若狭小浜 丸海 小浜本店 https://www.wakasa-marukai.co.jp/storehelp/09.php 0120-52-3744 大手町9-21 鮮魚、干物など

お土産・体験 若狭塗箸専門店 箸匠せいわ 若狭塗箸専門店 箸匠せいわ http://www.e-hashiseiwa.com/ 0770-56-0884 竜前6-2

食 鮨富 https://www.facebook.com/sushitomi2 0770-53-0337 小浜広峰83-1 すし

食 すし良 0770-53-1521 水取1-8-14 すし

食 お食事処　濱の四季 浜のかあちゃんのお店 http://www1.city.obama.fukui.jp/obm/mermaid/hamanoshiki/ 0770-53-0141 川崎3-5

食 SABAR 鯖街道小浜田烏店 まだ出会ったことのない「とろさば」との出会いの場 http://sabar38.com/index.html 0770-54-3338 田烏 63-14-1 とろ鯖料理専門店

食 若狭マリンプラザ 若狭小浜唯一のリゾートホテル http://www.marineplaza.co.jp/ 0770-53-2100 岡津44
食

（スイーツ） アルカンシェル https://www.facebook.com/wakasugi.arcenciel/ 0770-52-3341 府中8-23

食
（和スイーツ） 御菓子処㈲伊勢屋 天保元年創業。名水 雲城水を使った和菓子作り https://obama-iseya.com/ 0770-52-0766 一番町1-6

食
（和スイーツ） 井上耕養庵 伝統和菓子やオバマ饅頭を製造販売 https://www.inoue-kouyouan.jp/ 0770-52-0199 南川町9-17

体験 御食国若狭おばま食文化館 若狭おばまの伝統・食文化を伝えます. http://www1.city.obama.fukui.jp/obm/mermaid/ 0770-53-1000 川﨑3-4
２F体験料（箸研ぎ・紙
漉きなど）のみ

体験 御食国若狭おばま食文化館（濱の湯） 若狭おばまの歴史と文化を心地よい湯と食に込めたおもてなし http://www.yu-iwashita.jp/hama/ 0770-53-1000 川﨑3-4 入浴料のみ

体験 蘇洞門めぐり
（若狭フィッシャーマンズ・ワーフ）

断崖美と奇岩・洞門が織りなす歴史ロマンを満喫する旅 http://www.wakasa-fishermans.com/sotomo.html 0770-52-3111 川崎1-3-2 クルージングのみ

体験 ブルーパーク阿納 若狭湾「海のステージ」 http://bluepark-ano.com/ 0770-54-3611 阿納8-4
鯛釣り・裁き体験のみ
（４名様以上）

体験 シーカヤック体験（阿納） 若狭おばまの海でシーカヤックしよう https://obama-apc.com/ 0770-54-3046 阿納11-8 ２名様以上

体験 明通寺 老木立ちならぶ、若狭の古刹 https://myotsuji.jimdo.com/ 0770-57-1355 門前5-21 拝観料のみ

宿 ホテルアーバンポート 若狭小浜湾に面した絶好のロケーション http://www.urban-port.jp/ 0770-53-2001 小浜白鳥72-1

宿 サンホテルやまね 若狭小浜温泉　夕日と華膳の宿 http://yamaneryokan.co.jp/ 0770-52-1450 小浜白鬚55-1

宿 ホテルせくみ屋 小浜の旬が満喫できる若狭ふぐと蟹のホテル http://www.sekumiya.jp/ 0770-52-0020 小浜白鬚113

宿・食 ホテル若杉本館 小浜駅より徒歩1分 http://www.wakasugi.biz/honkan.html 0770-52-0900 駅前町7-16

宿 若杉末広亭 若狭おばまの美味しいものをごゆっくりと http://www.wakasugi.biz/suehirotei.html 0770-53-0202 大手町8-5

宿 四季の宿　かわはら 若狭ふぐ 越前がに　四季の宿 かわはら http://www.fuguyado-kawahara.biz/ 0770-54-3046 阿納11-8 民宿

宿 うらたに旅館 若狭小浜 網元料理 旅館うらたに http://www.uratani.biz/ 0770-52-2853 宇久6-9 民宿

宿 若狭ふぐの宿下亟 していつでも新鮮で良質なふぐ料理を http://www.fugu-shimojo.com/ 0770-54-3313 阿納10-15 民宿

宿 体験民宿こまや http://www.wakasaji-navi.com/stay_detail.php?xid=994 0770-54-3056 矢代11-15 民宿

高浜町 ―
（一社）若狭高浜観光協会
　　（JR若狭高浜駅構内）

https://www.wakasa-
takahama.jp/

0770-72-0338 宮崎77-1-8 引換所

お土産 高浜市場きなーれ 地元産の新鮮な食材や手づくり品が集まる直売所
https://www.wakasa-
takahama.jp/plat-home/

0770-72-3336 宮崎77-1-8

お土産・食・体験 道の駅シーサイド高浜 https://peraichi.com/landing_pages/view/michinoeki-seasidetakahama 0770-72-6666 下車持46-10 施設内全て使用可

食 レストラン源治 鮮魚店の経営するレストラン http://egami.info/genji/ 0770-72-2522 宮崎63-24-1
食

（スイーツ） アン・ヴェルブ http://www.shokokai.or.jp/18/184811S0180/index.htm 0770-72-1368 南団地1-2-2

食
（和スイーツ） 源六餅 0770-72-0022 三明2-56

食
（スイーツ） むぎわら帽子 https://www.facebook.com/WakasaRusk/ 0770-72-2681 畑10-3-1

体験 若狭たかはまエルどらんど 熱帯雨林と淡水魚の水族館 http://www.eonet.ne.jp/~wakasa/sub3/eldoland/eldoland.htm 0770-72-5890 青戸4-1

宿 城山荘 海幸と絶景風呂 http://www.shiroyamasou.jp/ 0770-72-0357 城山公園内

おおい町 お土産 道の駅名田庄 http://www.natasho.co.jp/michinoeki/ 0770-67-2255 名田庄納田終109-4-1 引換所

お土産 あみーシャン大飯 http://www.wakasa-ohi.co.jp/?page_id=151 0770-77-3410 本郷82-14
軽食可

入浴料等不可

お土産 きのこの森 おおい町の特産品「きのこ」のミニテーマパーク http://www.wakasa-ohi.co.jp/?page_id=403 0770-78-1713 鹿野42-27
軽食可

入浴料等不可

お土産 情報交差点ぽ～たる 旅の休憩やお土産探しにとても便利 http://www.wakasa-ohi.co.jp/?page_id=117 0770-77-3300 本郷153-26-1

お土産 名田庄あきない館 名田庄の特産品を取りそろえた物産館 http://www.town.ohi.fukui.jp/kankou/map/michinoeki/p16704.html 0770-67-2272 名田庄小倉17-14-2

お土産 道の駅うみんぴあ大飯 おおい町や若狭湾の産物、加工品 http://michinoeki-ohi.com/ 0770-77-4600 成海1-1-2

お土産・体験 若狭パール　マミヤ 日本国内最北の真珠養殖場直営ショップと体験工房 http://mamiya.ac/ 0770-77-0432 犬見31-28
真珠アクセサリー作りな
ど

食 青戸ベイサイドヒルズ 青戸の入り江を望む高台で本格バーベキュー http://aoto-bayside.com/ 0770-77-3761 犬見1-48 バーベキューのみ

食・宿 ホテル流星館 忘れかけた風景がここに http://www.natasho.co.jp/ryuseikan/ 0770-67-3000 名田庄納田終109-6-1

宿 料理旅館　新佐 山里で、真心こめて、おもてなし http://shinza.jp/ 0770-67-2028 名田庄久坂4-10-2 

※お買物券対象施設の営業時間については、各店舗・施設のHP等にてご確認ください。

※宿泊、体験などの予約を必要とするサービスを利用する場合、本プランのお申し込み前に各施設が指定する方法により各施設に対し予約を行ってください。

※お買物券の未使用分は返金できません。また、利用時のおつりはでません。

※お買物券の有効期間は、高速道路利用開始日から2日間となります。

3 / 3

http://obamakankokyoku.com/station/
https://www.wakasa-marukai.co.jp/storehelp/09.php
http://www.e-hashiseiwa.com/
https://www.facebook.com/sushitomi2
http://www1.city.obama.fukui.jp/obm/mermaid/hamanoshiki/
http://sabar38.com/index.html
http://www.marineplaza.co.jp/
https://www.facebook.com/wakasugi.arcenciel/
https://obama-iseya.com/
https://www.inoue-kouyouan.jp/
http://www1.city.obama.fukui.jp/obm/mermaid/
http://www.yu-iwashita.jp/hama/
http://www.wakasa-fishermans.com/sotomo.html
http://bluepark-ano.com/
https://obama-apc.com/
https://myotsuji.jimdo.com/
http://www.urban-port.jp/
http://yamaneryokan.co.jp/
http://www.sekumiya.jp/
http://www.wakasugi.biz/honkan.html
http://www.wakasugi.biz/suehirotei.html
http://www.fuguyado-kawahara.biz/
http://www.uratani.biz/
http://www.fugu-shimojo.com/
http://www.wakasaji-navi.com/stay_detail.php?xid=994
https://www.wakasa-takahama.jp/
https://www.wakasa-takahama.jp/
https://www.wakasa-takahama.jp/plat-home/
https://www.wakasa-takahama.jp/plat-home/
https://peraichi.com/landing_pages/view/michinoeki-seasidetakahama
http://egami.info/genji/
http://www.shokokai.or.jp/18/184811S0180/index.htm
https://www.facebook.com/WakasaRusk/
http://www.eonet.ne.jp/~wakasa/sub3/eldoland/eldoland.htm
http://www.shiroyamasou.jp/
http://www.natasho.co.jp/michinoeki/
http://www.wakasa-ohi.co.jp/?page_id=151
http://www.wakasa-ohi.co.jp/?page_id=403
http://www.wakasa-ohi.co.jp/?page_id=117
http://www.town.ohi.fukui.jp/kankou/map/michinoeki/p16704.html
http://michinoeki-ohi.com/
http://mamiya.ac/
http://aoto-bayside.com/
http://www.natasho.co.jp/ryuseikan/
http://shinza.jp/

