


 

エリア 参画施設 サービス内容 料金 備考 
電話番号 

（市外局番 0776） 

越前松島 

越前松島水族館 入 館 

大人   2,000 円 
小中学生 1,000 円 
3 歳以上 500 円 
３歳未満 無料 

 81-2700 

芝政ワールド 

スーパー 

パスポート 

大人    3,800 円 
65 歳以上  2,700 円 
小人    2,700 円 
3 歳未満  無料 

7/4～8/31 はスーパーパスポートのみ販売 

81-2110 

入場料 

大人    1,500 円 
65 歳以上  1,000 円 
小人    1,000 円 
3 歳未満  無料 

12/1～2/28 は入場無料のためチケット利用不

可 

東尋坊 

東尋坊観光遊覧船 乗 船 
 大人 1,500 円 
 小学生 750 円 

12/29～1/31 は運休 

荒天時運休（HP 要確認） 
81-3808 

東尋坊 291 カフェ 全メニューに利用可能  50-2720 

東尋坊 正太楼 

がけっぷち丼 

（海鮮丼） 
1,500 円（税抜） 【完全予約制】（2 時間前まで） 

82-1199 

お土産 お土産各種 1,500 円（税抜）ごとに 1 枚利用可 

IWABA CAFÉ カフェ 
550 円（税込）のドリ
ンク 

550 円（税込）のドリンクを特別にチケット 1 枚

で提供。（それ以外のメニューには利用不可） 
81-7080 

ギャラリーあしや お土産 Ｔシャツ＆グッズ 1,500 円（税抜）ごとに 1 枚利用可 81-3666 

オプトリバティー 

(めがね産地鯖江 卸問屋) 
お土産 

全商品（サングラス、シ
ニアグラス等）で利用可  

090-2377- 

2904 

 

三国湊 

 

三国提灯いとや 
提灯絵付体験 1 つ 2,500 円 約 60～90 分【要予約】 

81-3574 

三国提灯づくり体験 1 つ 3,600 円 約 2 時間程度【要予約】 

https://www.echizen-aquarium.com/
http://shibamasa.com/
http://www.toujinbou-yuransen.jp/
https://menu-navi.jp/shop/tojinbo291/
http://www.tojinbo.com/
https://iwabacafe.com/
http://www.mikuni.org/040_souvenir/detail.php?id=126
http://itoya-chouchin.jp/
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三国湊 

三國湊・食の蔵 灯 スイーツ 
「スノーアイス」を 
チケット 1 枚で提供 5 月下旬～10 月末限定。左記メニューのみ利用可。 65-4083 

三國湊座 飲 食 1,000 円以上のご注文  81-3921 

マクロビごはん＆カフェ 

ことこと 
飲 食 全商品に利用可能  81-2000 

ハッピーマニアック ガラス細工 全商品に利用可能 MAIL: glass,happymaniac@gmail.com ― 

みくに園 

盆栽、鉢など 全商品に利用可能  

50-2548 
盆栽づくり 

ワークショップ 
2,000 円+材料費 【要予約】 

創作の森 金津創作の森 

陶芸絵付け体験 1,100 円 

お問合せは創作工房まで【要予約】 73-7802 竹細工体験 2,100 円 

ろうけつ染め体験 3,200 円 

ガラス体験 1,700 円 お問合せはガラス工房まで（要予約） 73-7801 

北潟 

乗馬クラブ 

パ・ドゥドゥ 
ふれあい体験 500 円 乗馬体験もできます（要予約） 74-0081 

北潟湖畔公園 

サイクリングパーク 
乗り物の貸し出し 

各種自転車 300 円～ 
足こぎボート 700 円～ 

強風等による悪天候の場合、ボート貸出休止 

冬季休業あり 
79-0008 

なみまち CAFÉ カフェ 500 円以上のご注文 500 円以上ご利用の方 
090-1633- 

7302 

果物狩り 

いちごハウス農楽里 いちご狩り 

大人   2,000 円 
小学生  1,400 円 
幼児   1,０00 円 

2 月～５月限定【要予約】 

（４月～５月は左記の 200 円引き） 
63-6341 

山岸農園 いちご狩り 

大人   2,000 円 
こども  1,400 円 
幼児   1,０00 円 

4/8～5/31 の平日限定【要予約】 

GW 利用不可 

090-2837- 

5957 

http://itoya-chouchin.jp/cafe/
http://mikuni-minato.jp/za/
https://www.kotokoto-fukui.com/
https://www.kotokoto-fukui.com/
http://happymaniacglass.web.fc2.com/
https://minato.bonsai-mikunien.com/
https://sosaku.jp/
http://padodo.net/
http://padodo.net/
http://awara.info/cat-play/%E5%8C%97%E6%BD%9F%E6%B9%96%E7%95%94%E5%85%AC%E5%9C%92%E3%83%BB%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AF
http://awara.info/cat-play/%E5%8C%97%E6%BD%9F%E6%B9%96%E7%95%94%E5%85%AC%E5%9C%92%E3%83%BB%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AF
https://www.fukuishimbun.co.jp/feature/fu/gourmet?id=5d5e59eb77656114a5000000
http://www.awara-nougaku.jp/?mode=f6
http://yamagishifarm.hotcom-web.com/wordpress/
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梨園よねくら 梨狩り 

大人   1,０00 円 
こども   600 円 
幼児    400 円 

8/20～9/30 の期間限定 79-1874 

ピアファーム観光ぶどう園 

あわらベルジェ 
ぶどう狩り入園料 

大人    600 円 
こども   400 円 

食べ放題ではありません。 

量り売りでお召し上がりいただけます。 

080-5854- 

3512 

あわら 

温泉 

セントピアあわら 入浴料 

大人    510 円 
小中学生  310 円 
幼児    200 円 

大人のみ利用可能 78-4126 

あわら市観光協会 浴衣 de まち歩き 2,000 円 

浴衣（下駄・巾着・髪飾り含む）レンタル・着付け・足

袋・おやつクーポン（2 枚）・荷物お預かり 

【3 日前までに要予約】子どもサイズはありません。 

78-6767 

越前そば処福乃家 飲 食 海老天あわせ 1,300 円 左記メニューにのみ利用可 77-2075 

そば処 日の出屋 飲 食 味好み    1,820 円 左記メニューにのみ利用可 77-2274 

ピアファーム農産物直売所 梨・ぶどう 各種  ― 

※各施設、店舗の休業日や営業時間などは、各施設、店舗の HP 等でご確認いただくか、直接お問い合わせください。 

 

＜内容＞ 

参画施設で使える 500 円チケットの 6 枚つづり 販売価格：2,000 円／1 冊 

※家族、友人とシェアして使えますが、各施設での利用は 1 人 1 回 1 枚までとなります。なお、飲食店・お土産店に関しては別途条件

があります。 

※入場料・体験料等の不足分は現地でお支払いください。 

＜利用方法＞ 

利用時に、チケット半券を 1 人 1 枚回収。不足分を現金などでお支払い。 

※チケット本券の利用可能日を確認させていただきますので、切り離しは無効です。 

＜有効期間＞周遊チケットの利用開始日を含む 3 日間  

※各施設によって定休日や利用除外日など、利用できない日があります。 

http://www.surfboard.co.jp/yonekura/index.html
http://peerfarm.jp/awara/
http://peerfarm.jp/awara/
https://www.awara-saintpia.com/
http://awara.info/yukata/
http://awara.info/cat-gourmet/%E7%A6%8F%E4%B9%83%E5%AE%B6
http://awara.info/cat-gourmet/%E3%81%9D%E3%81%B0%E5%87%A6%E6%97%A5%E3%81%AE%E5%87%BA%E5%B1%8B

