
農遊スタンプラリー参加施設一覧

施設名 電話番号 備考

1 福井市 鮎川町133-1-1 ヒトモノコトを伝え繋がる商店「しの屋」 070-3630-1920 農産物直売所

2 福井市 安波賀中島町1-1-1 道の駅　一乗谷あさくら道の駅 0776-41-2777

3 福井市 河増町9-1-1 農家食堂まんま 0776-50-6039 農家レストラン

4 福井市
河増町９－１２－１ ＪＡｱｸﾞﾘﾗﾝﾄﾞ喜ね
舎内

ジェラートトリノ喜ね舎店 0776-54-3507 農家レストラン

5 福井市 河増町9字10-1 喜ね舎　愛菜館 0776-52-8311 農産物直売所

6 福井市 上東郷町22-7 福井ふるさと茶屋「杵と臼」 0776-41-8220 農家民宿

7 福井市 城戸ノ内町28-37 一乗谷朝倉氏遺跡　復原町並 0776-41-2173

8 福井市 新田塚２丁目３２－２３ ファームサルート 0776-25-7711 農産物直売所

9 福井市 水谷町39-1 ライダーハウス106 080-3425-9580 農家民宿

10 福井市 西畑町2-17 オーベルジュ　フジイフェルミエ 090-2123-3851 農家民宿

11 福井市 大土呂町20-6 もぎたて館 0776-38-3580 農産物直売所

12 福井市 大和田2-1212　1Ｆ-41 永平寺四季食彩館　れんげの里　Ｌｐａ店 0776-50-2663 農産物直売所

13 福井市 中央1丁目2番地1号ハピリン2階 福井市観光物産館　福福館　福福茶屋 0776-20-2929

14 福井市 中手町29-3 伊自良温泉 0776-93-2040

15 福井市 中手町30-1 伊自良やきはた食堂 0776-93-2040 農家レストラン

16 福井市 畠中町２８－６ ごーる堂　豆乳ソフトクリーム直営店 0776-97-2125 農家レストラン

17 福井市 八ツ俣町５０－１５ 箪瓢草堂（たんぴょうそうどう） 0776-76-2116 農家民宿

18 福井市 風巻町27-2 丹生膳野菜 0776-98-3577 農産物直売所

19 福井市 福新町１３０２（運動公園横） ｼﾞｪﾗｰﾄｼｮｯﾌﾟトリノ（本店） 0776-34-2773 農家レストラン

20 福井市 謡谷町18-27 エコハウス沙羅 0776-38-4151 農家民宿

21 吉田郡永平寺町 志比27字20番1 永平寺（永平寺町観光案内所） ―

22 吉田郡永平寺町 松岡下合月19-12 ハンドメイド風ふう 0776-61-2753 農家レストラン

23 吉田郡永平寺町 清水2-21-1 道の駅禅の里 0776-64-3377

24 坂井市 丸岡町山口60-8 坂井市竹田農山村交流センター ちくちくぼんぼん 0776-50-2393 体験農園

25 坂井市 丸岡町新鳴鹿3-148 永平寺四季食彩館　れんげの里　医大前店 0776-97-8161 農産物直売所

26 坂井市 坂井町蔵垣内34-14-1 坂井地域交流センターいねす 0776-72-7600 農産物直売所

27 坂井市
三国町安島64-1-166 東尋坊観光交流セ
ンター 1階

東尋坊（東尋坊観光案内所） 0776-82-5515

28 坂井市 三国町山岸67-3-1 道の駅　みくに　ふれあいパーク三里浜 0776-82-3339

29 坂井市 三国町宿３－７－２０ 大沼養蜂園直営「はちみつ屋」 0776-82-2098 農家レストラン

30 坂井市 三国町新保97-23-38 KAWAINOUEN＋Cafe 0776-82-6239 農家レストラン

31 坂井市 三国町池見115-1 有限会社さんさん池見 0776-82-3345 農産物直売所

32 坂井市 三国町池上62−12 美容鍼灸サロン ビナシス 090−1634−2443

33 坂井市 三国町南本町3-3-34 ことこと koto.koto. 0776-81-2000 農家レストラン

34 坂井市 春江町石塚21-2-3 農産物直売所ゆりいち 0776-43-1831 農産物直売所

35 坂井市 春江町石塚21-2-3 朝採りたまごダイニングLily 0776-43-1380 農家レストラン

36 あわら市
フルーツライン沿い　安養院仏塔駐車場
内

田嶋牧場のソフトクリーム屋 080-8995-7381 農家レストラン

37 あわら市 温泉1丁目203番地 あわら温泉（芦湯） 0776-78-6767
セントピアあわらでも
スタンプ取得可能

38 あわら市 温泉1丁目210 カメハメハ大農場の農家カフェ＆スイーツ 080-6359-5633 農家レストラン

39 あわら市 牛山25-56 ファーマーズマーケットきららの丘 0776-78-6020 農産物直売所

40 あわら市 舟津26-10 茶楽かぐや　あわら温泉美松店 0776-77-2600 レストラン

41 あわら市 城3-33 朝倉梨栗園 0776-79-1930 体験農園

42 あわら市 波松25-1 旧波松小学校1階 なみまちcafé 090-1633-7302 農家レストラン

43 あわら市 北潟２６７－２３７ 夢ぐるまcaféふわり 090-8265－2741 農家レストラン

44 大野市 大和町3-7（城下町東広場内） ねんりんの里 0779-66-5315 農産物直売所

45 大野市 大和町3-7（城下町東広場内） ねんりん茶屋のーそん 0779-66-7035 農家レストラン

46 大野市 朝日26-30-1 道の駅　九頭竜　　生産物直売所 0779-78-2300

47 大野市 南六呂師169　字東上谷野 ミルク工房奥越前 六呂師高原の時計台 0779-67-1166

48 大野市 南六呂師169-124 奥越前まんまるサイト 0779-67-1117 体験農園

49 大野市 明倫町3-28 越前おおの結楽座 0779-69-9200 農産物直売所

50 大野市 蕨生137-21-1 ココ・のーそん ― 農家レストラン

住所



51 大野市 蕨生137-21-1 白山平泉寺どじょう 0779-64-5710 農家レストラン

52 大野市 蕨生138-2-4 ゆいファーム農家のとうふ屋さん 0779-66-2218 農産物直売所

53 勝山市 荒土町松ヶ崎1-17 道の駅　恐竜渓谷かつやま 0779-89-2234

54 勝山市 村岡町寺尾51-11 恐竜博物館 0779-88-0001

55 勝山市 遅羽長比島33-1 福井ふるさと茶屋　縄文の里 0779-88-3666 農家レストラン

56 勝山市 平泉寺町平泉寺 勝山城は博物館P内 ラブリー牧場　みるく茶屋 0779-88-5691 農家レストラン

57 勝山市 平泉寺町平泉寺56-3 平泉寺（平泉寺ふるさと茶屋 旧青木家） 0779-88-2278

58 勝山市 北谷町小原 小原「星の駅」（小原ECOプロジェクト） ―

59 勝山市 野向町龍谷2－21－1 のむき風の郷 0779-64-5810 農産物直売所

60 鯖江市 桜町3丁目950 （一社）鯖江観光協会（道の駅西山公園内） 0778-52-2323

61 鯖江市 上河内25-3 田舎生活体験　ざくろの宿 090-6786-3988 農家民宿

62 鯖江市 西袋町40—1-2 うるしの里会館（喫茶椀椀） 0778-65-2727 農家レストラン

63 越前市 京町1丁目５－７ 京町ごはん 0778-42-696 農家レストラン

64 越前市 高瀬２丁目２３ 明城ファーム　はぐもぐ店 0778-42-7201 農家レストラン

65 越前市 高瀬2丁目23　ごはんカフェはぐもぐ内 ロハスかふぇ ０９０－２１２５‐０８７９ 農家レストラン

66 越前市 上杉本町11-7 白山さんち 0778-67-7256 農家レストラン

67 越前市 新在家町11-12 越前和紙の里 0778-42-0016

68 越前市 杉崎町3-9-1 明城ファーム直営店 0778-42-7201 農家レストラン

69 丹生郡越前町 乙坂１４号１１の１ 山いちご
0778-34-1989、
080-2951-4969

農家民宿

70 丹生郡越前町 樫津4-2-1 雪んこ餅 0778-32-2111 農産物直売所

71 丹生郡越前町 熊谷４１－１５ 地域交流施設　古民家喫茶　くまＣＡＦＥ 0778-32-2412 農家レストラン

72 丹生郡越前町 小曽原120-61 福井県陶芸館 0778-32-2174

73 丹生郡越前町 小曽原36-12 ギャラリー土環舎 090-2120-3000 越前焼ギャラリー

74 丹生郡越前町 東内郡 4-604 あさひ愛農園・手づくりみそ工房 0778-34-0643 農産物直売所

75 南条郡南越前町 今庄82-10 地域まるっと体感宿 玉村屋 ― 農家民宿

76 南条郡南越前町 今庄82-109-13 そば処おばちゃんの店 0778-45-1144 農家レストラン

77 南条郡南越前町 湯尾96-19 土の駅今庄 0778-45-1272 農家レストラン

78 南条郡南越前町 牧谷39-2-2 道の駅　南えちぜん山海里 0778-47-3690

79 今立郡池田町 稲荷36-25-1 まちの市場　こってコテいけだ 0778-44-8050 農産物直売所

80 今立郡池田町 志津原28-16 ツリーピクニックアドベンチャーいけだ 0778-44-7474

81 今立郡池田町 池田9-6-1 ウッドラボいけだ 0778-44-6270

82 敦賀市 金ヶ崎町４番１号 敦賀赤レンガ倉庫 0770-47-6612

83 敦賀市 原106-1 おお原の里 090-4322-8113 農産物直売所

84 敦賀市 三島町2丁目１１－１１ 旬・ときめき広場 0770-22-2504 農産物直売所

85 三方郡美浜町 久々子 ７２－１ 五湖の駅 0770-32-3339

86 三方郡美浜町 久々子35-32-1 園芸ＬＡＢＯの丘（福井県園芸体験施設） 0770-47-6162 体験農園

87 三方郡美浜町 新庄286-5-1 美浜町新庄獣肉加工施設BON1029 0770-32-3367 ジビエ肉販売所

88 三方上中郡若狭町 気山18-2-2 レインボーライン山頂公園 0770-45-2678

89 三方上中郡若狭町 熊川11-1-1 道の駅「若狭熊川宿」　四季彩館 0770-62-9111

90 三方上中郡若狭町 成出17-4-1 JA福井県　梅の里会館 0770-46-1501 農産物直売所

91 三方上中郡若狭町 鳥浜122－12－1 縄文パーク（若狭三方縄文博物館、福井県年縞博物館） 0770-45-2270

92 三方上中郡若狭町 鳥浜122-31-1 道の駅三方五湖 0770-45-0113

93 小浜市
遠敷8-8-1（ＪＡ福井県若狭基幹支店施
設内）

若狭ふれあい市場　小浜店 0770-56-5030 農産物直売所

94 小浜市 四谷町20-13 やまと庵 0770-53-3450 レストラン

95 小浜市 川崎3丁目4番 御食国若狭おばま食文化館 0770－53－1000

96 小浜市 白鬚１１３ ホテルせくみ屋 0770-52-0020 若狭路女将の会わかさ会

97 小浜市 和久里24-25-2 道の駅若狭おばま 0770-56-3000

98 大飯郡おおい町 岡安41-1-1 企業組合うめっぽ 0770-77-3344 農産物直売所

99 大飯郡おおい町 鹿野42-27 きのこの森 0770-78-1713

100 大飯郡おおい町 成海1-1-2 道の駅うみんぴあ大飯 0770-77-4600

101 大飯郡おおい町 名田庄久坂4-36 季節屋 0770-67-2088 農産物直売所

102 大飯郡おおい町 名田庄納田終109-4-1 道の駅名田庄 0770-67-2255

103 大飯郡高浜町 塩土5-1 うみから食堂 0770-72-3528


