
みんなで盛り上げよう！ 福井しあわせ元気国体・ 障スポ

“しあわせ”と“元気”があふれる福井の「おいしい」が国体・障スポを記念し大集結!!
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県産ブランド和牛「若狭牛」の中でも「三ツ星若狭牛」のA5ラ

ンクを使った、肉卸問屋だからこそ提供できる弁当。とろけ

るような食感の肉に、ウニのまろやかさが相まって最高の味

わいに。

三ツ星若狭牛焼肉膳 3,001円

肉と韓国料理 たつりき

福井市 出店期間：9/28㊎～10/9㊋

若狭牛と、昨年和牛日本一に輝いた鹿児島黒牛の2種の肉

を焼きしゃぶで味わえる。溶岩プレートで焼き上げた肉は

ふっくら柔らかく、香味醤油に地がらしを合わせたソースと

も相性抜群。3種の味噌を添えた副菜も茶屋らしい。

地がらしソース若狭牛＆鹿児島牛
溶岩焼しゃぶ膳 1,620円

大久保茶屋

福井市 出店期間：9/28㊎～10/3㊌

最高級の「三ツ星若狭牛」のステーキと焼肉が味わえる、大

満足な弁当。特別栽培米の県産コシヒカリのご飯に、付け合

せとしてお肉に合うナムルやサラダが加わり、どんどん食が

進む！ 贈答用としてもおススメの弁当だ。

スターフーズ 一番星

坂井市 出店期間：9/28㊎～10/3㊌

福井県産米「いちほまれ」のご飯の上に、若狭牛ステーキを

薄くスライスした肉を敷き詰め、さらに国産の牛ヒレステー

キを並べた、肉好きが喜ぶ見た目も豪快な一品。ステーキ屋

だからこそ提供できる贅沢感を心ゆくまで楽しんで。

福井市 出店期間：9/28㊎～10/3㊌

若狭牛のステーキを、ふっくら炊き上げた福井米の上にぎっ

しりと敷き詰めた。選び抜いた肉を使い、料亭職人が1枚ず

つ丁寧に焼き上げたステーキは、柔らかくてジューシー。別添

えのタレをかけるとより一層味わい深くなる。

若狭牛食べくらべ膳 2,160円

日本料理 やなぎ町

黒毛和牛ステーキ弁当 2,160円

国産の牛ヒレ肉を、香ばしく焼き上げたステーキは、大野の

野村醤油を使用したソースと絶妙にマッチ。ご飯は店でも人

気の十五穀米、さらにいろどりの野菜も添えられ、ボリューム

がありながらもヘルシーなのがうれしい。 

カフェ 小春日和

坂井市 出店期間：9/28㊎～10/3㊌

小春ステーキ弁当 1,890円 ※1日30食限定

自慢のコッペパンを活かし、小浜名物「焼き鯖寿司」をイメー

ジしたアイデアメニュー。「柑なんば」を使ったマヨソースでピ

リ辛に仕上げた焼き鯖は、ガリや大葉、しょうゆも効いていて

パンと好相性で驚きの旨さ！　

ブランジェリー OKAMOTO

小浜市 出店期間：9/28㊎～9/30㊐

焼き鯖サンド 864円 ※1日10個限定

地元越前市の醤油を使って、身が柔らかくなるようじっくり

煮込み、越前産のコシヒカリにのせた押し寿司。ゴマや刻み

ガリ、白板昆布が味の一体感を高め、青魚が苦手な人にも

好評。料亭ならではの贅沢な味わいを楽しめる。

おりょうり京町 萬谷

越前市 出店期間：9/28㊎～10/9㊋

煮さば寿司 1,620円

創業明治21年から受け継がれる「ごまどうふ」。ごまの中で

も、非常に香りが良く、味にコクがある希少な「金ごま」で

作ったごまどうふは、大根や茄子、蓮根、しそ、椎茸などの野

菜を練り込んだ「精進ゆず味噌」でじっくり味わおう。

永平寺胡麻豆腐の里 團助

永平寺町 出店期間：9/28㊎～10/3㊌

金ごまどうふ 751円

味染みが抜群で柔らかい生芋こんにゃくと、しっかりした食感

の上庄里芋を醤油で甘辛く炒りつけた。昔ながらの製法で作

るこんにゃくと、味が染みるよう小玉サイズにこだわった里芋

の組み合わせは、ふるさとの味を思い出させてくれそう。

まるたけ蒟蒻

福井市 出店期間：9/28㊎～10/3㊌

福井県産生芋こんにゃくと上庄里芋の
お醤油炊き 1296円 ※1日30個限定

若狭牛＆国産牛ヒレの肉敷きステーキ膳 2,501円

ステーキのイーワイズ

大野産コシヒカリと雑穀米で作ったベースに、福井のブラン

ド豚「ふくいポーク」のローストポークを花びらに見立てて盛

り付け、錦糸卵や彩り野菜で華やかにデコレーション。玉ね

ぎと黒コショウの効いたソースをかけて召し上がれ。

福井市 出店期間：9/28㊎～9/30㊐

ふくいポークの肉ケーキ丼 1281円 ※1日20個限定

キッチン トリアージュ

福井市 出店期間：9/28㊎～10/9㊋

会場：西武福井店本館6階＝催事場
営業時間：午前10時～午後7時30分

※9月29日㊏は午後8時まで営業。 

※10月3日㊌、9日㊋は午後5時閉場   主催／福井県

平成30年9月28日㊎-10月9日㊋

※福井県産以外の
　原材料を使用している
　商品もございます。

鶏まるまる一羽をスパ

イスに漬け込み、ジュー

シーに焼き上げた見た

目も味わいもインパク

ト大のメニュー。可愛い

帽子をかぶったビアカ

ンマイスターが目の前

でさばく様子にも注目

だ。ビア缶チキンを使っ

た「チキントルティー

ヤ」881円もある。

大野市 出店期間：9/28㊎～10/9㊋

ビア缶チキン 
2881円 ※1日10羽限定

焼鳥居酒屋 火の鳥

福井が誇る「若狭牛」をはじめ肉系パワフルメニューが満載！ ガッツリ肉グルメ

「福井の味」を食べて“しあわせ”になろう!

前半9/28㊎-10/3㊌
のご紹介

福井しあわせ元気国体関連盛り上げイベント!

フードフェア会場で利用できるお買券（50円券）をGETしよう!

■会期：9月28日㊎、10月6日㊏、両日とも午前11時～、午後1時～

■本館1階＝正面入口前

国体情報は
西武福井店でGET!

昭和43年福井国体
回顧パネル展
昭和43年に開催された福井国体の

懐かしい写真を展示します！

■本館5階＝連絡通路
　本館8階＝レストラン街

「フードフェア」会場内でのお買物合計2,000円以上（レシー

ト合計）で抽選会に1回ご参加できます。

フードフェア会場内で利用できる

「お買物券」が当たるガラポン抽選会！

対象その1

「フードフェア」開催期間中、西武福井店全館で3,000円以

上のお買物をすると、同じくガラポン抽選会に参加できます。

対象その2

※いずれも抽選会場でお買物レシートをご提示ください。※最終日10月9日は午後4時30分で終了となります。
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ふくいの
とっておき

F o o d

F u k u i

競技の会場や日程に

加え、県内有名選手情

報も展示。

■本館2階＝公開広場

はぴりゅうとジャンケン大会！

［同時開催］はぴねす福井フェア  全館で福井を大特集！

■西武福井店 各階＝対象売場
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初出店

店で人気の「フルーツパンナコッタ」のデ

ラックス版は、旬のフルーツをトッピング。

宝石箱のような美しさにも注目。

プレミアムフルーツパンナコッタ 1,080円

フルーツのウメダ

※誠に勝手ながら「“ふくいのとっておき”フードフェア」は、クラブ・オンカード・nanacoカード対象外（クラブ・オンポイントの付与、年間お買い上げ金額の加算、およびお支払い時のポイント利用は対象外）となります。※表示価格は本体価格に消費税額を加えた「お支払い総額（税込価格）」となっております。※数量に限りがある商品もございますので、品切れの際はご容赦ください。

※掲載商品には、卵・小麦・乳・そば・落花生・えび・かになどアレルギーの原因といわれる原材料を含んでいる商品がございます。※福井県産以外の原材料を使用している商品もございます。※交通事情、天候などにより商品の変更、または販売中止となる場合がございます。※写真はイメージです。※掲載写真と実物では色・素材感が異なる場合がございます。

実演販売

一本義久保本店「一本義 伝心 凛」、南部

酒造場「花垣 純米 にごり酒」、田嶋酒造「福

千歳 純米大吟醸 【福】」、越の磯「福井麦酒 

六条大麦 ゴールデン」「Dios」、千鳥苑「千

鳥苑 若狭ビール」など、2018年コンテスト受

賞地酒やクラフトビールが勢揃い。

鎌仁商店
福井の地酒＆クラフトビール 

福井の地酒や

クラフトビールもいっぱい!

出店期間：9/28㊎～10/3㊌

福井市
出店期間：9/28㊎～10/3㊌

福井市

出店期間：9/28㊎～10/3㊌

敦賀市

出店期間：9/28㊎～10/3㊌

福井市

出店期間：9/28㊎～9/30㊋

福井市

出店期間：9/28㊎～10/3㊌

福井市

出店期間：9/28㊎～10/3㊌

福井市
出店期間：9/28㊎～10/9㊋

※量り売りは9/28㊎～10/3㊌

福井市

出店期間：9/28㊎～10/3㊌

福井市

出店期間：9/28㊎～10/3㊌

出店期間：9/28㊎～10/9㊋

福井市

ブランドぶどうのシャインマスカット｣と｢ナ

ガノパープル｣をふんだんに使った2種類の

パフェ。ジューシーな美味しさを楽しもう。

シャインマスカットのパフェ 1,401円
ナガノパープルのパフェ 1,301円

果秀 髙井屋

福井県産卵を使ったタルト生地にクリーム

チーズベースのソースを入れ、2種類の桃と

桃ゼリーをあしらった桃のタルト。

桃のタルト 378円

life seeds 赤れんがcafe

グレープフルーツの爽やかな苦味を生地に

溶け込ませ、時間をかけて火入れしたプリ

ンは、レストランでも人気のデザート。

グレープフルーツのなめらかプリン 401円

アルモニ ヴァンヴィーノ

県産のとみつ金時や福地鶏の卵、さらに栗

やカボチャもトッピングした秋の味覚が

たっぷり詰まったミニパフェ。

いもくりなんきんパルフェ 594円

洋菓子ハシモト

カスタードにメロンを練り込んだジューシー

なあんを、もっちりとした生地で包んで焼き

上げた新商品は新食感の焼菓子。

メロンパンまんじゅう 540円（5個入り）

村中甘泉堂

2018年モンドセレクションとiTQiにてW受賞を果たした「大人

のレモンケーキ」3個と2016年四冠同時受賞の「弁慶堂のあ

じわいカステラ」2個をセットに。

「弁慶堂のあじわいカステラ」&「大人のレモンケーキ」の
国際金メダル受賞セット 1404円 ※50箱限定

ベルジェ・ダルカディ弁慶堂

鯖江市

美山産の米や野菜を使ったお菓子の詰め合わせ。一口サイ

ズのあられ「菜野実」、かりんとう「菜野枝」、ポン菓子「菜の

Okoshi」の3種入りで、淡く優しい色使いのパッケージも

キュート！

菜野彩（なのいろ） 1868円 ※20箱限定

米工房 ほ・た・る

福井市

栗の産地として知られる熊本県球磨地方

の「球磨栗」を、糸寒天で練り上げたプレミ

アムなようかん。

純 栗羊羹 1本 3780円

お菓子処 丸岡家

和菓子店の洋風｢マロンパイ｣は栗と栗あん

のバランスが絶妙。はったい粉で作る皮に、

栗を包んで焼き上げた店自慢の一品。

麦こがし194円 マロンパイ194円

甘露司 飛嶋

福井産大豆のきな粉を使った｢きなこソフト｣

は濃厚だが後味サッパリ。フルーツ、抹茶わ

らび餅、福井銘菓｢羽二重餅｣をトッピング。

きなこ羽二重パフェ 1080円

ごーる堂

風味豊かでと口どけなめらかなクーベル

チュールチョコレートを量り売り。今回は、

催事限定フレーバーも登場。

割りチョコレート量り売り 100ｇ 324円

横井チョコレート

大特集!!
県内各地から加工品が大集合！

福井土産に困ったらぜひ参考に。

ふくいの工芸品

「幸福度No.1」＆

「恐竜王国」の

福井も楽しもう!

確かな腕と経験を持つ職人が

手掛けた工芸品の魅力に触れよう。

『三国箪笥』は、三国町で江戸中期から明治にかけて製造された木工品。

ケヤキに漆を塗り、厚い鉄製の金具を張り巡らせた重厚さが特徴だ。職

人技が当時の姿を復元させ、精巧なからくりと頑丈なつくりが特徴。

匠工芸 出店期間：9/28㊎～10/9㊋

福井市

たくみこうげい

車箪笥／上段桟
下段マイラ戸

（三国型）3.2尺 
248万4,000円

三国箪笥

日本遺産に認定された｢日本六古窯｣のひとつとして全国的にも有名な

『越前焼』。ロクロ成形で口の作りを１mm以下の薄さに仕上げた水出し

専用の逸品。広がりのある形状がお茶の甘味を引き出してくれる。

越前焼工業協同組合 出店期間：10/1㊊～10/3㊌

越前町

水出し茶用 
薄作り湯呑 
3,240円

（催事だけの特別価格） 
※20個限定

越前焼

越前指物の若手職人が指物技術を活かし丹精込めて仕上げた菓子皿。

桑や柿、ケヤキ、楓、キハダ、楠とそれぞれの木の葉をかたどっている。

越前指物工芸 上坂 越前市

木の葉 
菓子皿 
2,601円～

越前指物

色つきうるしを固め、小割り、研磨して手書き。色も形も表情も、ひとつと

して同じものはない。「合格ダルマ」は絶対に転ばないと受験生に人気。

ツカモト民芸センター 小浜市

合格大福
ダルマ 
2,801円

若狭うるし

ダルマ

めのうの天然石の持つ魅力を生かして加工し、美しさと輝きが増したア

クセサリー。ペンダントやリング、イヤリング、ブローチなどが揃う。

若狭めのう細工 宗助工房 小浜市

めのう細工
アクセサリー 
2,700円～

若狭

めのう細工

人気の「ハーバリウム」に水仙を使用。水仙のプリザーブドフラワー

製品やハーバリウムに今回のイベントでは注目!!そんな貴重なアイテム

を購入したり、ハーバリウム作りを体験したりできる。

はな里 出店期間：9/28㊎～10/9㊋福井市

ハーバリウム作り
水仙を用いたハーバリウムの

ワークショップに参加しよう。

※1日20個限定
※1日各20個限定

※1日30個限定

羽二重餅などの福井名物や県産食材を使った

加工品、思わず「パケ買い」しちゃうアイテムま

で、県内各地から福井らしさあふれる商品が勢

揃い。県外の人への手土産にして、福井の美味

を広くアピールしちゃおう。もちろん自分用に購

入してもOK！

福井らしさがあふれてます!

ハーバリウム
SUISEN 
1,620円～

ワークショップ

は、レッスン料込

で「ハーバリウム

SUISEN」の販

売価格と同じ

秋の旬や新作が目白押しでほっこり幸せな気分に。  ハッピースイーツ

西武福井店本館6階＝催事場   営業時間：午前10時～午後7時30分

※9月29日㊏は午後8時まで営業。 ※10月3日㊌、9日㊋は午後5時閉場   主催／福井県

［同時開催］はぴねす福井フェア  ■西武福井店 各階＝対象売場 ※福井県産以外の原材料を

　使用している商品もございます。

平成30年9月28日㊎-10月9日㊋ふくいの

とっておき

前半9/28㊎-10/3㊌
のご紹介

「しあわせ福井」クイズラリー!
本館各階に設置されたクイズに答えて応募すると、抽選で

「福井のお菓子詰合せ」をプレゼント！

■本館・新館各階＝対象フロア場

ジュラチックもやって来る!! ジュラチックカード抽選会!
会場内でラプトが配るカードと同じカードが出たら素敵な商品プレゼント！

■会期：9月30日㊐、10月7日㊐、両日とも午前11時～、午後1時～

■本館1階＝正面入口前

わくわく恐竜王国ゲームで遊ぼう!
ボール投げゲーム、コインピッチゲームが楽しめます。 

■会期：9月29日㊏、30日㊐、10月6日㊏、7日㊐、8日㊊

■本館2階＝公開広場
※当選は発表をもって

　代えさせていただきます。


