
名　　称 住所

愛宕庵 福井市足羽1-9-1

笏谷そば 福井市足羽4-5-10

喫茶かわな 福井市飯塚8-1302

白南風 福井市運動公園1丁目1115

エコハウス　沙羅 福井市江尻ヶ丘171

COLUMBA　江端店 福井市江端町２４－７－２

アルス 福井市大手１－１－１４

レストラン大塚 福井市大手３－５－１８

メイショク食堂 福井市大町１丁目７０９

LOTE 福井市大和田１丁目１２３０

ニシムラカフェ 福井市大和田２－１２１２

松屋　福井大和田店 福井市大和田２－１３０４

スイートガーデン 福井市大和田２丁目１２３０

松屋　大和田店 福井市大和田町２９字３９

ヨーロッパ軒　花月分店 福井市花月２－３－１８

ふくりゅう軒 福井市加茂河原3丁目13-14

若生軒 福井市木田３丁目2406

L'ESSENTIEL 福井市木田3丁目３１０７

かわせ餅 福井市毛矢３丁目８－２０

兼八 福井市清水杉谷町

大文字 福井市順化1-10-13田村ビル

ヨーロッパ軒　総本店 福井市順化１－７－４

ヨーロッパ軒　総本店 福井市順化１丁目4-8

さのや 福井市順化2-12-19

京町Y/Yカフェ 福井市順化2-4-10

サロンド紅 福井市順化2丁目20－14

ヨーロッパ軒　みゆき分店 福井市城東2丁目13-15

キーズカフェ 福井市新保１丁目３０３

ほがらか寿し　新保店 福井市新保３丁目２２１８

(株)五目亭 福井市新保北１丁目409

喫茶ミカン 福井市成願寺町１０字

そば処　のぼりと 福井市大願寺3-3-17

レストランふくしん 福井市高木中央1-205

ベジ・ヤード 福井市高木中央1丁目405

ショットバー　ル・クラヴ 福井市高木中央2丁目2501-2

大戸屋　福井店 福井市高木中央３－８０５

ﾋﾟｯﾂｪﾘｱﾊﾞｰﾙｱﾆｴﾂﾛ 福井市髙栁町2-601

手作り工房コスモス 福井市田尻栃谷町

sumu 福井市中央1-10-22

caféコロラド 福井市中央1-1-25

BON　COFFEE 福井市中央１－１４－３

サラマンジェフ 福井市中央1-19-1



(株)キープクリーン 福井市中央１－１９－１

CAFÉ５２ 福井市中央１－２０－２４

三丹本店　福井駅前店 福井市中央1-2-1　ハピリン1Ｆ

オレボキッチン＆これがうまいんじゃ大津屋　ハピリン店 福井市中央1-2-1　ハピリン1Ｆ

あみだそば　福の井 福井市中央1-2-1　ハピリン1Ｆ

福福茶屋 福井市中央1-2-1　ハピリン2Ｆ

いちろくらーめん　福井駅前店 福井市中央1-2-1　ハピリン2Ｆ

クマゴロ-カフェ 福井市中央1-22-7　ニシワキビル1Ｆ

あみだそば 遊歩庵 福井市中央1-9-1

フルーツパーラー果樹園 福井市中央1-9-23

越前蕎麦倶楽部 福井市中央1丁目

タイごはんSnook 福井市中央１丁目２１－３３

北陸鳳城酒家 福井市中央１丁目８－１

羽二重餅総本店　松岡軒 福井市中央３－５－１９

浜町かつき 福井市中央3丁目３－４

山村レストランやきはた食堂 福井市中手町３０－１

大戸屋　月見店 福井市月見１－１２－２６

ピリケン 福井市つくも1-5-28

CoCo壱番屋　開発 福井市西開発３－３１６

たからや 福井市新田塚1-25-1

petit ann 福井市新田塚２－８５０８

喫茶　狩人 福井市二宮１丁目６－２０

やまちゃん 福井市二宮２丁目１－１６

BUN 福井市二の宮３丁目２９－５

ミスタードーナツ　福井二の宮店 福井市二の宮３丁目２７０２

丸亀製麺　福井 福井市花堂北１－１２－１９

日の出　西村屋 福井市日之出5-5-21

ヨーロッパ軒　やしろ店 福井市渕４丁目1108

豆とくるみ 福井市船橋１丁目１０５

禅 福井市文京２丁目17-34

やす竹 福井市文京7-9-35

おの茶 福井市宝永１－３３－３

松屋　福井御幸店 福井市御幸４－２０－８

やまぼうし 福井市森田新保町９－１１

いただき繕　福井越野 福井市八つ保町50-15

越前　浜茄子 福井市八ツ俣町浜田２－６

らーめん門 福井市米松２丁目１－１８１F

CoCo壱番屋　福井インター 福井市和田中２－１０３

創味卯京 福井市本田３－２８１１

浅田クッキングスクール 福井市町屋1丁目５－３１

クィーンアリス 福井市町屋1丁目５－３１

はちの子 下馬店 福井市下馬3丁目1202 

ミスタードーナツ 福井ベル ショップ 福井市花堂南2丁目16-1



ミスタードーナツ ワッセ ショップ 福井市久喜津町第52字9-14-30-34

ミスタードーナツ パリオ ショップ 福井市松城町12-7イーストモールパリオ

サイゼイリア　福井新保 福井市新保1-803

サイゼイリア　フェアモール福井 福井市大和田2-1230　

ミスタードーナツ 福井エルパ ショップ 福井市大和田町2丁目1212番地

サイゼイリア　福井駅前 福井市中央1-3-3KIビル2F

ミスタードーナツ 福井二の宮 ショップ 福井市二の宮3丁目27-22

ミスタードーナツ 堀の宮 ショップ 福井市文京6丁目3302

本家かまどや　福井南店 福井市　下河北町　　９―１―１

Ｍｕｓｅｏ　ｃａｆｅ　ｖｅｒｄｅ 福井市　下馬　３丁目　1111

さのや開発店 福井市　開発　１丁目　127

ＴＲＥＭＯＬＯ 福井市　開発　２丁目　105

㈲ノリパパ開発店 福井市　開発　２丁目　105

ｋｙｕ　ｃａｆｅ 福井市　開発　２丁目　710

本家かまどや　開発店 福井市　開発　４丁目　306

はなまるうどん　福井開発店 福井市　開発　４丁目　407

あっぷるデイサービス 福井市　開発　５丁目　１０２―１

㈱王将フードサービス学園前店 福井市　学園　２丁目　１―１９

越前中華 福井市　乾徳　２丁目　５―６

マザーキッチン 福井市　間山町　　３―５８

ごはんどき福井店 福井市　丸山　１丁目　１０７番地

ＰＯＵＴ事業部 福井市　丸山　１丁目　404

パン工房　野っ歩　野っ穂 福井市　丸山　２丁目　1606

アトリエ　ドゥ　ショコラ 福井市　幾代　２丁目　１５０４―１

まごころ弁当　福井本店 福井市　経田　１丁目　１０８―４

魚国食堂 福井市　経田　２丁目　512

ブーランジェリー　パリジャン 福井市　御幸　３丁目　８―１８

レ・プレジュール　御幸店 福井市　御幸　４丁目　１４―２１

めん房つるつる　江戸店 福井市　御幸　４丁目　１９―１

葵食品 福井市　光陽　１丁目　２６―２１

ＢＯＮＴＡ　Ｗ　福井医療大学店 福井市江上町５５字鳥町１３番１号福井医療大学内食堂

レ・プレジュール　パン工場 福井市　江端町　　３―３

あさひるぱん 福井市　高木中央　２丁目　1711

蕎麦　その字 福井市　高木中央　２丁目　2612

ＩＶＹＩＺＭ 福井市　高木中央　２丁目　406

Ｌｅ　ｃｏｅｕｒ 福井市　高木中央　３丁目　2101

まいどおおきに　福井たかぎ食堂 福井市　高木中央　３丁目　401

なべさん 福井市　高木町　　５３―６―８

ｃｈｏｕｃｈｏｕ 福井市　高木町　　８３―３４

岩本屋　大和田店 福井市　高柳　１丁目　1201

株式会社　新海 福井市　高柳　１丁目　1401

市場工場 福井市　高柳　１丁目　1704

三秀苑 福井市　高柳　１丁目　909



テンダロッサ 福井市　高柳　３丁目　3208

ブーランジェリー　テト 福井市　高柳　３丁目　３９０１―１

蝋金餅店 福井市　左内町　　９―２７

レストラン　さくら 福井市　四ツ井　２丁目　８―１福井県立病院２Ｆ

パンの店　ベルツ 福井市　漆原町　　１４―２１―１

マルサパン 福井市　手寄　１丁目　１６―６

炭火ステーキキッチン&バル アオッサ店 福井市 手寄１丁目４－１

さぶや菓舗 福井市　舟橋　１丁目　105

Ｌｅｓ－ｂｏｎｓ－ｃｅｐａｊｅｓ（レ・ボン・セパージュ） 福井市　舟橋黒竜　１丁目　206

猫カフェ　福ねこ 福井市　舟橋新　１丁目　３２１―１

餅の田中屋　 福井市　勝見　３丁目　１７―６

やつどき 福井市　勝見　３丁目　６―２５

Ｓ－Ｇａｒｄｅｎ 福井市　松本　２丁目　３―４

梅野餅店 福井市　松本　３丁目　１―２４

カマダパン 福井市　松本　４丁目　１―９

一福 福井市　松本　４丁目　１２―２０

初弥 福井市　城東　４丁目　１１―２３王冠ビル

薄皮たいやき　たい夢　新田塚店　 福井市　新田塚　２丁目　１００―３４

ファームサルート 福井市　新田塚　２丁目　３２―２３

ｐｅｔｉｔ　ａｎｎ 福井市　新田塚　２丁目　8308

小寺 福井市　新田本町　　１―１７１

鯖鮨創屋嘉 福井市　新保　１丁目　1901

サイゼリヤ　福井新保店 福井市　新保　１丁目　803

インド料理　王様のカレー 福井市　新保　１丁目　808

すたみな太郎　福井店 福井市　新保町　　２３字駒造３―２

マクドナルド　福井ワイプラザ店 福井市　新保北　１丁目　303

さくらデリ　ワイプラザ新保店 福井市　新保北　１丁目　303

なんなん亭　福井大和田店 福井市　新保北　１丁目　504

ログハウス　バロック 福井市　成和　１丁目　2402

ベイクオカジマ 福井市　成和　１丁目　709ＳＵＺＵＫＩビル　１Ｆ

吉野家　８号線　成和店 福井市　成和　１丁目　914

ひろけん 福井市　成和　２丁目　506

福美寿司 福井市　成和　２丁目　603

木綿 福井市　西開発　１丁目　2305

パリクロアッサン 福井市　西開発　２丁目　１０１―１

カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋　福井開発店 福井市　西開発　３丁目　316

めん房つるつる　開発店 福井市　西開発　３丁目　318

海座　福井開発店 福井市　西開発　３丁目　３２１―２

川口洋菓子店 福井市　大願寺　３丁目　１―２０栗田ビル１Ｆ

吉野家　福井大手店 福井市　大手　１丁目　２―１７

おでん園 福井市　大手　２丁目　２―８

ＷＩＮＥ食堂　Ｔａｍａｍｉｎ１３ 福井市　大手　２丁目　６―１４

エトワァルまるせん店 福井市　大手　３丁目　７―１福井県繊協ビル　１Ｆ



カフェ　まてき 福井市　大手　３丁目　７―１福井県繊協ビルＢ１Ｆ

越前バル　Ｒａｄｉｃａｒｅ 福井市　大手　３丁目　８―１０

ドン・キホーテ　福井大和田店 福井市　大和田　１丁目　1003

越前若狭のさかな屋さん　ますよね　ふくい鮮いちば店 福井市　大和田　１丁目　101

太田屋 福井市　大和田　１丁目　101

あっしゅファンハウス 福井市　大和田　１丁目　301

ビル．ドゥ．マリアージュ　アンジェリーク 福井市　大和田　１丁目　402

ポプリンキッチン　福井大和田店 福井市　大和田　２丁目　1201

ミスタードーナツ　福井エルパショップ 福井市　大和田　２丁目　1212

海鮮アトム　大和田エルパ店 福井市　大和田　２丁目　1212

麺家　まるきん 福井市　大和田　２丁目　1212エルパ１Ｆ

モスバーガー　福井エルパ店 福井市　大和田　２丁目　1212エルパ１Ｆ

花えちぜん　エルパ店 福井市　大和田　２丁目　１２１２番地

ピリケン　エルパ店 福井市　大和田　２丁目　１２１２番地

北陸班家　エルパ店 福井市　大和田　２丁目　１２１２番地

オレボキッチン　大津屋 福井市　大和田　２丁目　１２１２番地

キャッチ 福井市　大和田　２丁目　１２１２番地

築地銀だこ　アピタ福井大和田店 福井市　大和田　２丁目　1230

カネ美食品㈱　福井大和田店 福井市　大和田　２丁目　1230

グラーノ・グラーノ大和田店 福井市　大和田　２丁目　1230

スイートガーデン　アピタ福井大和田店 福井市　大和田　２丁目　１２３０番地

サイゼリヤ　フェアモール福井店 福井市　大和田　２丁目　１２３０番地

スターバックスコーヒー　フェアモール福井店 福井市　大和田　２丁目　1244

焼肉きんぐ　福井大和田店 福井市　大和田　２丁目　1803

旬彩肉焼居酒屋　ぼんた 福井市　大和田　２丁目　４０１番地

いきなり！ステーキ　福井大和田店 福井市　大和田　２丁目　422

ＦＢＣ福井放送社員食堂 福井市　大和田　２丁目　510

アメリカンレストラン　イーワイズ 福井市　大和田　２丁目　518

風の森　コスモポリタンカフェ 福井市　大和田　２丁目　801

越前蕎麦倶楽部 福井市　中央　１丁目　１０―２１１階

ｓｕ－ｍｕ 福井市　中央　１丁目　１０―２２

味の四季彩 福井市　中央　１丁目　１―２５プリズム福井　１Ｆ

猫カフェ　猫魔女 福井市　中央　１丁目　１４―１１

かくれ　わ　食堂 福井市　中央　１丁目　１４―５

むろまち 福井市　中央　１丁目　２１―２

Ｋｉｒａｒｉ 福井市　中央　１丁目　２―１ハピリン２Ｆ

福そば 福井市　中央　１丁目　２２―１

トラットリア　ＣＩＡＯ 福井市　中央　１丁目　２２―８

ボヌール 福井市　中央　１丁目　４―８

キルトカフェ　趣味工房 福井市　中央　１丁目　５―５

モンナリッサの森 福井市　中央　１丁目　６―６

㈱ドンク　西武福井店 福井市　中央　１丁目　８―１

㈱ユアーズホテル　ダイニング 福井市　中央　１丁目　８―１



ＵＣＣカフェメルカード 福井市　中央　１丁目　８―１

西武　福井店　社員食堂 福井市　中央　１丁目　８―１西武福井店　８Ｆ

イタリアン・トマト　カフェジュニア西武福井店 福井市　中央　１丁目　８―１西武福井店　本館２Ｆ

本家あみだそば　遊歩庵 福井市　中央　１丁目　９―１

モーニングトマト 福井市　中央　１丁目　９―３０

紅蘭 福井市　中央　３丁目　１２―１１

浜町　ピノリ 福井市　中央　３丁目　１４―１２

イタリア食堂　ＩＴＳＵＫＩ　いつき 福井市　中央　３丁目　３―１１

ＢＲＩＤＧＥ　ＢＲＥＷ 福井市　中央　３丁目　５―１２

ＲＩＣＥ　ＢＡＲ 福井市　中央　３丁目　５―１２

香爐園 福井市　中央　３丁目　８―１６

赤い煉瓦 福井市　町屋　３丁目　４―５

ほがらか寿し　丸山店 福井市　長本町　　105

中村そば店 福井市　長本町　　129

から好し　福井長本町 福井市　長本町　　606

おやつ工房 福井市　田原　１丁目　１２―９

ろじあるしょう天ん 福井市　灯明寺　２丁目　３４―７

勇さんち 福井市　栃泉町　　７９―１

ケンタッキーフライドチキン　福井幾久店 福井市　二の宮　１丁目　114

なま麩の三徳 福井市　二の宮　２丁目　８―６５

天下一品　福井二の宮店 福井市　二の宮　２丁目　８―６９

桜寿し　二の宮店 福井市　二の宮　３丁目　１―２２

ＩＬ　ＢＯＳＣＯ 福井市　二の宮　３丁目　１３―２３

ＣＡＫＥ　ＡＴＥＬＩＥＲ　ＣＨＩＨＩＲＯ 福井市　二の宮　３丁目　１３―２３

スターバックスコーヒー　福井二の宮藤島通り店 福井市　二の宮　３丁目　２―１１

ミスタードーナツ　福井二の宮店 福井市　二の宮　３丁目　2702

ＢＵＮ 福井市　二の宮　３丁目　２９―５

菓子庵花えちぜん　本店 福井市　二の宮　３丁目　３８―９

ワトム 福井市　二の宮　３丁目　４―３２

めん房つるつる　明新館 福井市　二の宮　５丁目　１４―１１

北陸電力福井支社社員食堂 福井市　日之出　１丁目　４―１北陸電力福井支社社員食堂

まんま屋　おちょキッチン 福井市　日之出　２丁目　７―１６

カフェ　カシュカシュ 福井市　八ツ島町　　３１字宮島３０２―１

アロマ　ハウス 福井市　文京　３丁目　１０―１０

ガスト　福井文京店 福井市　文京　５丁目　１５―２９

魚心 福井市　文京　６丁目　2302

松田あんころ 福井市　米松　２丁目　２４―１１

福井県国際交流会館　食堂 福井市　宝永　３丁目　１―１

ヴェンガ！コーヒー（ＶＥＮＧＡ！ＣＯＦＦＥＥ） 福井市　宝永　３丁目　１５―１０

ＮＨＫ食堂 福井市　宝永　３丁目　３―５

マクドナルド　８号線福井店 福井市　北四ツ居町　　604

リカレパ 福井市　木田町　　９―２０

フレスコ 福井市　問屋町　１丁目　131



Ｍｙｒｉｃｈｅ　Ｌｕｎａ 福井市　和田東　２丁目　1406

三井屋 福井市つくも２－４－１４

めん房つるつる 明治店 福井市加茂河原30-1-1

ヨーロッパ軒 花月分店 福井市花月2-3-18 

ピリケンラーメン ベル店 福井市花堂南2-16-1

ケンタッキーフライドチキン　ベル店 福井市花堂南2-16-1 ベルショッピングセンター内

ココス 福井開発店 福井市開発町９－４－１

ピリケンラーメン ワッセ店 福井市久喜津町52-15

めん房つるつる 江戸店 福井市御幸4-20-5

岩本屋 福井本店（1号店） 福井市光陽2丁目10-15

是・空 福井本店（6号店 福井市光陽4丁目3-20

テキサスハンズ　やしろ店 福井市江守中1-1809

ココス ベル店 福井市江端町１４－１－１

天じゅ 福井市高木中央１丁目３０４

veg yard 福井市高木中央１丁目４０５

岩本屋 大和田店（21号店）ｖ 福井市高柳1丁目1201

CAFÉ'sympa 福井市高柳2丁目８１０

ヨーロッパ軒 三郎丸分店 福井市三郎丸1-1315 

スシロー　若杉店 福井市若杉1-3015

ヨーロッパ軒 みゆき分店 福井市城東2-13-15 

カルビ大将新保店 福井市新保町７－２０

甚右衛門 新保店 福井市新保町7-9-1

くるくる寿司 ほがらか亭 福井市成和1丁目1009-1 

The Grand coffee 福井市成和1丁目３１０６

めん房つるつる 開発店 福井市西開発3-318

廻鮮寿司海座 福井開発店 福井市西開発3-321-2

ヨーロッパ軒 花堂分店 福井市西谷1-1603 

ココス 西方店 福井市西方２－２０１

テキサスハンズ　春江店 福井市石盛町915-1

ヨーロッパ軒 大宮分店 福井市大宮3-14-11 

甚右衛門 駅前店 福井市大手2-6-5

串カツ田中 大和田店 福井市大和田1-304 

テキサスハンズ　福井大和田店 福井市大和田1丁目201

モスバーガー福井エルパ店 福井市大和田２丁目１２１２

菜園ブッフェ　ピソリーノ　大和田店 福井市大和田2丁目1238

ヨーロッパ軒 大和田分店 福井市大和田町30-8 

ピリケンラーメン エルパ店 福井市大和田町32-24

星みっつ 福井市中央1-10-9

北陸漁港　北のおやじ 福井市中央1-1-25

おそばだうどんだ越前 プリズム店 福井市中央1-1-25

串カツ田中　福井駅前店 福井市中央1-4-12  

Bon Coffee 福井市中央1丁目14-3

深緑 福井市中央１丁目15-6



ビストロ後藤 福井市中央1丁目19-20 吉田ビル1F

イタリア料理 クッチーナ 福井市中央1丁目19-20 吉田ビル2F

むろまち 福井市中央1丁目21-2

トラットリア チャオ 福井市中央1丁目22-8

日本食レストラン 八葉 福井市中央1丁目4-3 片山ビル1F

イタリア 福井市中央１丁目４－８

ザ・ラウンジ 福井市中央1丁目4-8 ユアーズホテル 1F

日本料理 橘 福井市中央1丁目4-8 ユアーズホテル 2F

フレンチレストラン ボヌール 福井市中央1丁目4-8 ユアーズホテル 3F

テキサスハンズ　福井田原店 福井市田原1-9-20

手作りパン工房ポルボロン　大和田店 福井市堂島町105

テキサスハンズ　四ツ居店 福井市南四ツ居1丁目1-2

ケンタッキーフライドチキン　幾久店 福井市二の宮1-1-114 

ほがらか寿し　二の宮店 福井市二の宮2丁目８－６３

めん房つるつる 明新館 福井市二の宮5-14-11

ココス 運動公園店 福井市福１－２９１１

越前そば道場 福井市福町31-1-91

ヨーロッパ軒 幾久店 福井市文京1-44-11 

ココス 堀ノ宮店 福井市文京６－３３０７

カルビ大将文京店 福井市文京７丁目１１－７

スシロー　米松店 福井市米松1-16-38

岩本屋 米松店（17号店） 福井市米松1丁目15-29

ヨーロッパ軒 豊島分店 福井市豊島2丁目3-3 

ヨーロッパ軒 木田分店 福井市木田町1713 

岩本屋　渕店 福井市渕1丁目4214

ヨーロッパ軒 やしろ支店 福井市渕4丁目1108 

むらかみ食堂 福井市杉谷町１０字１０－３

サン食品 福井市鉾ケ崎町２５－５８

はなまるうどん　福井四ツ居店 福井市北四ツ居１丁目５－１７

カレーのチャンピオン北四ツ居店 福井市北四ツ居２丁目１－１

Ｃａｆｅあんのん 福井市北四ツ居２丁目７－１７

ガトー　ケイイチ 福井市木田２丁目１６１１

ヨーロッパ軒 木田分店 福井市木田町1713 

日本ミール 福井市問屋町２丁目１１８

パン工房　麦 福井市門前２丁目１０３

海鮮アトム和田店 福井市和田東2-1102

岩本屋　渕店 福井市渕1丁目4214

ヨーロッパ軒 やしろ支店 福井市渕4丁目1108 

ごっつおさん亭 福井市獺ケ口町２４－２－１

美山そば工房木ごころ 福井市獺ケ口町24－90－1

酒蔵どん茶屋 福井市順化1丁目２４－１９

りゅうぜん 永平寺町荒谷36-5

コージーコーヒー 永平寺町　吉波　　２２―１０４



かいど 永平寺町　志比　　２８―１

スナック　いろは 永平寺町　松岡　葵　３丁目　50

タリーズコーヒー　福井大学病院店 永平寺町　松岡　下合月　　２３―３

Ｓｈｏｐ　ＰＬＵＭ 永平寺町　松岡　下合月　　２３―３

カフェ食堂ダモンデ 永平寺町　松岡　御公領　　505

えい坊くんの人形焼 永平寺町　松岡　春日　１丁目　4

松岡レトロ 永平寺町　松岡　松ケ原　１丁目　115

越前茶房　和樂 永平寺町　松岡　神明　１丁目　７０―１

茶まのおもてなし 永平寺町　松岡　薬師　１丁目　124

福井大学医学部附属病院食堂 永平寺町松岡　下合月２３字蛇久保３

そば処かぶと 永平寺町市野々１３－１

幸家 永平寺町京善４１－５３－１

ぱちメイト 永平寺町松岡御公領１０５

村カフェ　とき あわら市菅野４８－５

餃子屋　福々 あわら市温泉１丁目２０１－７

ピコマリア 坂井市坂井町上兵庫４１－６－１

かつ昇 坂井市坂井町蔵垣内３２－１９－１０

イタリア食堂　ドマーニ 坂井市春江町江留上昭和８－５

丸亀製麺　春江 坂井市春江町隋応寺２４字３

百万石　どんどん 坂井市丸岡町玄女14-7-1

生蕎麦　新保屋 坂井市三国町山王２－９－３９

ヨーロッパ軒丸岡町 坂井市丸岡町一本田５－６２

タビユキ　カフェ 坂井市丸岡町西里丸岡１０－１８

ちくちくぼんぼん 坂井市丸岡町山口60-8

エリアサービス江戸寿司丸岡店 坂井市丸岡町北横地

ヨーロッパ軒 丸岡分店 坂井市丸岡町一本田5-62 

モスバーガー福井春江店 坂井市春江町江留下宇和江５０

岩本屋 春江店（7号店） 坂井市春江町江留中39-10-1

ココス 春江アミ店 坂井市春江町江留中３９字上大縄６－１

ケンタッキーフライドチキン　アルプラザアミ店 坂井市春江町随応寺１６－１１ アル・プラザ　アミ

ヨーロッパ軒 春江分店 坂井市春江町随応寺21-23-1 

カルビ大将春江店 坂井市春江町随応寺２３－８

スシロー　春江店 坂井市春江町随応寺24-6-3

ミスタードーナツ 三国イーザ ショップ 坂井市三国町三国東5丁目1-20

そば処　あおき 坂井市三国町可戸１１９－１０－３２

越前えびす大黒館 坂井市三国町三国東7-4-19

バードランド 坂井市三国町緑が丘4丁目19-21

IWABA　CAFE 坂井市三国町安島６４－１－９

ミスタードーナツ 春江 ショップ 坂井市春江町江留下高道124

はちの子 春江店 坂井市春江町江留下高道58番

三国温泉お宿あらや 坂井市三国町梶38-37-2

そば処　ハナマル　霞庵 坂井市丸岡町下安田７－７－１

道の駅みくに　ふれあいパーク三里浜 坂井市三国町山岸67-2-1



大野食堂 大野市要町3-9

魚忠 大野市本町2-9

レストランマシェリ 大野市元町11-12

はいから茶屋 大野市元町1-2

ミスタードーナツ 大野ヴィオ ショップ 大野市鍬掛17-17-1

どうせき食堂 勝山市元町1-5-22

のむらや 勝山市元町2-13-32

小玉 鯖江市旭町4-8-17

九龍飯店 鯖江市有定町2-4-28-2

CoCo壱番屋　鯖江 鯖江市有定町３－５０１

聴琴亭 鯖江市下新庄町６３－４４

佳 鯖江市杉本町30-14-3

ぴーぷ留 鯖江市丸山町2-1-26

御園飯店 鯖江市水落町８－６

(株)ヒロ・カンパニー 鯖江市吉江町６０４

そば処　二男坊 鯖江市吉江町５１２

ケンタッキーフライドチキン　アルプラザ鯖江店 鯖江市下河端町16 アル・プラザ鯖江　1F

スシロー　鯖江店 鯖江市下河端町23-4-1 

菜園ブッフェ　ピソリーノ　鯖江店 鯖江市宮前1丁目419

８番らーめん神明店 鯖江市幸町2丁目5-23

ヨーロッパ軒 神明分店 鯖江市水落町1丁目12-21 

めん房つるつる 水落店 鯖江市水落町2-29-2

モスバーガー鯖江店 鯖江市東鯖江１丁目１０５

８番らーめん鯖江東店 鯖江市東鯖江1丁目112番地

８番らーめん鯖江店 鯖江市北野町11-10

テキサスハンズ　鯖江店 鯖江市有定3-2-12

ミスタードーナツ 福井鯖江 ショップ 鯖江市小黒町2丁目907

料亭うおとめ 越前市吾妻町

大陸 越前市粟田部町33-69

レストラン　パティスリー　マイルイ 越前市家久町４６－１３－１

つる庵 越前市北府2-15-13

繁乃家 越前市定友町１４－１５－１

うどん坊　山むろ 越前市神明町1-8

江戸屋 越前市高瀬2-6-15

ふる里 越前市東千福町17-7

遊亀庵　かめや 越前市東千福町27-37

若竹食堂 越前市深草2-2-11

チャイニーズレストラン　桃園 越前市横市町11-8-2

丸亀製麺　越前 越前市芝原４－５－２８

８番らーめん国高店 越前市庄町1-7

テキサスハンズ　武生店 越前市新町3-3-13

８番らーめん武生店 越前市千福町233

岩本屋 武生店（2号店） 越前市本保町23-1-1



ミスタードーナツ 武生楽市 ショップ 越前市横市町28-14-1　武生楽市内

サイゼイリア　武生 越前市新町1-1-1

ミスタードーナツ 武生 ショップ 越前市新町3-1

立葵 越前市国府町1-10-21

割烹加藤 越前市高瀬1丁目3-32

小倉水産 越前市桂町7-4

魚　北野 越前市住吉町9-23

魚四郎支店 越前市稲寄町7-1-2

水仙旅館 南越前町糠230-37-1

はま屋 南越前町糠12-9

北前船主の館・右近家 南越前町河野2-15

うみの宿 さへい 南越前町糠12-21

甲楽城売店 南越前町甲楽城7-33-2

いろは軒 丹生郡越前町西田中16-5-2

道の駅 パークイン丹生ヶ丘 丹生郡越前町上川去４５－１－７

西三区集落センター 丹生郡越前町熊谷35-36

じんべえ 丹生郡越前町織田98-24

８番らーめん織田店 丹生郡越前町中8-23

メルシ 丹生郡越前町中7-1-1

くまカフェ 丹生郡越前町熊谷41-15

(有)ウスヤ食品 丹生郡越前町四ッ杉16-12-1

バロン 丹生郡越前町織田120-7-1

だいこん舎 丹生郡越前町小曾原120-3-20

おもちの母屋 池田町３７－８１－１

末廣 越前町西田中4－111

めん坊手打ち蕎麦　善 敦賀市市橋18-12

千束そば 敦賀市清水町1-20-8

はだらき 敦賀市清水町１丁目19-22

お好み焼き　ぼちぼち 敦賀市白銀町1-21

一力 敦賀市中央町1-13-21

梅郊園菓舗 敦賀市津内町3-1-7

居酒屋　どんたく 敦賀市古田刈69-1605

ロングパット 敦賀市本町1-2-15

すなっく　まどんな 敦賀市本町1-8-24

CoCo壱番屋　敦賀市 敦賀市本町２丁目７－２３

秋～SHU～ 敦賀市三島町１－１１－１１ときめき広場内

スナック　センス 敦賀市和久野2-11-12ヴィヴィアンzoo101号室

ケンタッキーフライドチキン　敦賀店 敦賀市三島町3-36 

カルビ大将敦賀若葉店 敦賀市若葉町２丁目１４０７

テキサスハンズ　敦賀店 敦賀市昭和町2丁目22-31

岩本屋 敦賀木崎店（18号店） 敦賀市木崎12-15-1

モスバーガー敦賀店 敦賀市木崎１３-２８

ミスタードーナツ 敦賀 ショップ 敦賀市木崎17-14



テアトロ 敦賀市平和町13-20

北国グランドホテル 敦賀市中80号1-3

旅館わたなべ 敦賀市津内町2丁目1-32

（有）上田食料品店 敦賀市石ケ町8-1

(有）アイドルつるかめ 敦賀市金山72-3

有限会社　松月 敦賀市道口36-1

竹本食品 敦賀市結城町17-18

（有）松原庵　森のかくれ家　野坂茶屋 敦賀市野坂15番柳谷1-1

喫茶　あん 敦賀市大比田31-60-1

魚平 敦賀市平和町19-18

（有）吉田由兵衛商店 敦賀市石ケ町8-1

モスバーガー小浜店 小浜市大手町５-３

ミスタードーナツ 小浜 ショップ 小浜市遠敷9丁目501

CoCo壱番屋　小浜 小浜市府中１５－２６

里山オーベルジュ藤屋 小浜市門前９－４

KUWON café 若狭町北前川３９－１

和伊和伊亭 若狭町三宅９３－４－１

鳥浜酒造（株） 若狭町鳥浜

小嶋 若狭町常神２－４１

ぷらすカフェ 若狭町岩屋５３－３０－１

鳥浜漁業協同組合 若狭町鳥浜

パティスリープリマム 若狭町三方12-5-1

民宿　長谷 若狭町世久見

シルバーショップ湖畔 美浜町久々子

ダイヤモンドビーチ３eハウス 美浜町菅浜1-11-8

ダイヤモンドビーチ 美浜町菅浜1-11-8

ダイヤモンドロングビーチ 美浜町菅浜1-11-8

南西郷漁業協同組合販売所 美浜町久々子8-10-2

まきさん 美浜町早瀬7-5-1

仲塚旅館 美浜町丹生50-16

愛月堂 美浜町郷市21-6-1

五胡の駅 美浜町久々子72-1

カラオケ喫茶　ゆうらん 美浜町早瀬1-5

森と暮らすとくり倶楽部 美浜町新庄182-1-1

嵯峨 美浜町日向61-1

むぎわら帽子 高浜町畑10-3-1

民宿　竹中屋 高浜町東三松17-29

登喜丘荘 高浜町薗部５１－４

荒木旅館 高浜町岩神１４－７

店舗名 住所

社会福祉法人あすなろ会地域密着型特別養護老人ホーム　あたご 福井市足羽５丁目５－１７

田中企画 福井市荒木新保町２８－３８



水間石材工業株式会社 福井市糸﨑町2-1

島田自動工業(株) 福井市江端町３３－１７

(株)福井センイ倉庫 福井市江端町３６字成政２０

武田建設(株) 福井市大島町１５－１

東横イン　福井駅前 福井市大手２丁目１－１

JA厚生連 福井市大手3-2-18

ふくい総合法律事務所 福井市大手3丁目14-10

福井県商店街振興組合連合会 福井市大手3丁目7-1

協会けんぽ 福井市大手4-1

（有）アトラス 福井市大宮4-10-16

(株)オザキスポーツ 福井市大宮６－１７－１７

（有）ツインズ 福井市大和田２－１２３０

福井放送株式会社 福井市大和田２－５１０

V-drug開発 福井市開発２丁目１０１

県個人タクシー協同組合 福井市春日2丁目6-25

山翠苑 福井市堅達町24-1

こしの渚苑 福井市蒲生町1-90-1

(株)川上測量コンサルタント 福井市加茂緑苑町６１２

大沢自動車 福井市川合鷲塚町２２－１６－１

福田機電(株) 福井市河増町９－１８－１

原会計事務所 福井市グリーンハイツ９－１８９

県公衆浴場生活衛生同業組合 福井市光陽4丁目2-26

(株)ダイドードリンコ北陸 福井市志比口３丁目１－２５

パナソニック(株) 福井市定正町４０１

佐野温泉 福井市佐野町14-8

福井県民生活協同組合 福井市重立町２８字４０

福井西商工会 福井市清水

増谷石材工業（株） 福井市清水町３９ー６－２

(株)ウエマツ 福井市下河北町７－５－４

（有）ティーエムエー 福井市新保北１丁目３０３

シナジー 福井市高木中央2-701

ラーナニーニャ 福井市中央1-12-13

ハピリンモール 福井市中央1-2-1

アフラック 福井市中央1-3-12

伊井工業テアトルサンク 福井市中央1-8-17

（有）つきみ旅館 福井市月見５－１２

シゲヒサ電器 福井市殿下町４１－７０

イワマ時計店 福井市東郷二ケ町23-16

車工房６３４ 福井市徳尾町１１－１３

上田五兵衛商店 福井市問屋町１－４

佐町商店 福井市西開発４

福井県商工会議所 福井市西木田２－８－１

県タクシー協会 福井市西谷1丁目1401



前田木材（有） 福井市西袋町１０－１８

（有）津田自動車 福井市西二ッ屋町１－５－２

福井県労働衛生センター 福井市日光1-3-10

新田塚アークリハ　二の宮 福井市二の宮3-26-13

(株)梅田不動産鑑定事務所 福井市二の宮４丁目２５－２１

トシエ硝子 福井市八重巻町１７－１

安永コンピューターシステム(株) 福井市花堂南２－２０－３

タニオ保険株式会社福井事務所 福井市花堂中1丁目１－１１

片山機械(株) 福井市花堂中２－２２－３

シルバーサポート福井店 福井市花堂東１－２５－２０

新田塚アークリハベル前 福井市花堂南１－１１－３７

松田（幸）組 福井市浜住町８－１

米ごのみそ 福井市春山１５－２６

（有）オフィスⅡ 福井市東郷二ケ町33-9-1

ヘアーメイクルーム　CuBe 福井市福１－２２０２

福井三菱自動車販売(株) 福井市文京２丁目１２－２６

福井ダイヤサービス(株) 福井市文京２丁目１２－２６

福井森林組合 福井市文京６－１１－１３

福井県栄養士会館 福井市宝永

宝永湯 福井市宝永3丁目26-3

武生製麺 福井市真柄町７－３７

県健康管理協会 福井市真栗町47-48

就労支援センターきらく 福井市松本３－４－４

(株)エスアイエス 福井市御幸３－１４－１５

佐藤整形形成外科 福井市桃園１－１－２

ディンプル美容室 福井市八重巻東町7-10-1

(株)キョーフク 福井市八ツ島町３１－５０７

（株）さくら 福井市米松1丁目14-11

福井県予防医学協会 福井市和田2-1006

福井リハビリステーション病院売店 福井市南梅原町２０字大畑２

ローソン　福井みのり２丁目店 福井市　みのり　２丁目　２―２６

山田食品店 福井市　みのり　２丁目　５―１７

安本酒造 福井市　安原町　　７―４

道の駅「一乗谷あさくら水の駅」 福井市　安波賀中島町　　１―１―１

ワイプラザグルメ館　福井南店 福井市　羽水　２丁目　802

ローソン　福井下河北町店 福井市　下河北町　　２―２５―６

ローソン　福井河増店 福井市　河増町　　２９―３０―１

ローソン　福井花堂東店 福井市　花堂東　１丁目　１５－２２

ジョイフルストアー　みった開発店 福井市　開発　１丁目　２０―１

セブン－イレブン　福井開発町店 福井市　開発　５丁目　1124

羽水ハーツ便　１１号 福井市　開発　５丁目　1603

グルメプラザ　マルシン福井店 福井市　開発　５丁目　1708

カラオケ喫茶　たかさご 福井市　学園　２丁目　１２―１９コーポ梅田１Ｆ　１０３号室



セブン－イレブン　福井経田１丁目店 福井市　経田　１丁目　210

リカーワールド華　二の宮店 福井市　経田　２丁目　305

ローソン　福井大安寺店 福井市　剣大谷町　　１―２２

Ｖ・ｄｒｕｇ　福井御幸店 福井市　御幸　２丁目　４―２４

ヤマザキショップ福井総合病院店 福井市　江上町　　５８―１６―１福井総合病院内

メフォス　１０００６号店 福井市　江上町　　第５５―２０―４福井病院内

森永北陸乳業㈱　福井工場 福井市　高木　２丁目　601

㈲北陸菓糧 福井市　高木中央　１丁目　1202

総合食品エスイー㈱　福井営業所 福井市　高木中央　１丁目　1301

ファミリーマート福井高木中央店 福井市　高木中央　１丁目　２４０６番

室田商店 福井市　高木中央　２丁目　2904

配食サービス　ふじ 福井市　高木中央　３丁目　1701

㈱番匠本店 福井市　高木中央　３丁目　507

セブン－イレブン　福井高木町店 福井市　高木町　　１４―１１―１

タナカヤ 福井市　高木町　　１４―１１―１

ファミリーマート　福井高木町店 福井市　高木町　　４―８

三谷食品販売 福井市　高木北　１丁目　806

佐藤かまぼこ 福井市　高柳　１丁目　1502

㈱越前田村屋 福井市　高柳　１丁目　１７０４番地

㈱横井商店 福井市　高柳　１丁目　２１０１番地

安田蒲鉾㈱ 福井市　高柳　１丁目　2512

ファミリーマート　福井高柳一丁目店 福井市　高柳　１丁目　912

セブン－イレブン　福井高柳町店 福井市　高柳　２丁目　1201

日本酪農協同株式会社　北陸営業所 福井市　高柳　２丁目　1402

㈱デイリーフーズ北陸支店福井センター 福井市　高柳　２丁目　１４０２番地

福井冷蔵㈱本社工場 福井市　高柳　２丁目　1903

㈱宇都宮正二商店　高柳工場 福井市　高柳　３丁目　4606

ハニー　配送センター 福井市　高柳町　　２０―８―５

ローソン　福井今市店 福井市　今市町　　１３―５

ファミリーマート　福井県立武道館口店 福井市　三ツ屋　１丁目　501

ローソン　福井四ツ井店 福井市　四ツ井　１丁目　401

福井県立病院　共済会 福井市　四ツ井　２丁目　８―１県立病院２階売店内

九頭竜長生苑 福井市　寺前町　　２―２―２

ケアハウス九頭竜 福井市　寺前町　　４―１４―２

ローソン　福井篠尾店 福井市　篠尾町　　４５―３５

ビジネスホテル　芽桜 福井市　手寄　１丁目　１１―２６

クスリのアオキ　灯明寺店 福井市　舟橋黒竜　２丁目　111

馬場魚店 福井市　舟橋町　　１１―２２

メグミルク野村販売店 福井市　松城町　　２―２０

セーレン㈱　新田事業所売店 福井市　新田塚　１丁目　６０―１

株式会社　たからや商店 福井市　新田塚　２丁目　３４―１６

認定こども園　新田塚幼稚園 福井市　新田塚　２丁目　４６―２６

山内精肉店 福井市　新田塚　２丁目　５０―２５



禅の毎日牛乳 福井市　新田塚　２丁目　５０―２８

メフォス　０１７０７号店 福井市　新田塚町　　506

㈲滝波牛乳 福井市　新田塚町　　701

スエヒロ精肉店 福井市　新田塚町　　709

ファミリーマート　福井新保町店 福井市　新保町　　１６―４

パワーシティーフクイワイプラザグルメ館　新保店 福井市　新保北　１丁目　303

リカーワールド華　プラザ店 福井市　新保北　１丁目　401

ローソン　福井真木店 福井市　真木町　　１３４―６

ＡＳＡ福井西㈱ 福井市　菅谷　２丁目　９―３

ローソン　福井成和二丁目 福井市　成和　２丁目　1013

双葉マルヤス製麺所 福井市　西開発　１丁目　２６０８―１

フレンドマート　開発店 福井市　西開発　２丁目　１０１―１

㈱スリーエスアンドエル　福井営業所 福井市　西開発　３丁目　４０４―５

福井冷蔵㈱　開発工場 福井市　西開発　４丁目　207

渡辺食品 福井市　西開発　４丁目　711

渡辺漬物㈱ 福井市　西開発　４丁目　712

東横イン福井駅前 福井市　大手　２丁目　１―１

セブン－イレブン　福井駅西口店 福井市　大手　２丁目　５―１

ファミリーマート　福井県庁前店 福井市　大手　２丁目　７―６

福井県漁業協同組合連合会 福井市　大手　２丁目　８―１０

市役所売店 福井市　大手　３丁目　１０―１福井市役所　地下１階

日本郵便㈱　福井中央郵便局４階 福井市　大手　３丁目　１―２８

セブン－イレブン　福井大手３丁目店 福井市　大手　３丁目　８―３

福井市南部農業協同組合　農産物直売所「もぎたて館」 福井市　大土呂町　　２０―６

ローソン　福井大島町店 福井市　大島町　　中坪１１０―１

むらた精肉店 福井市　大東　３丁目　２―１３

チサン　イン　福井 福井市　大和田　１丁目　1504

㈱バロー　プロセスセンター 福井市　大和田　１丁目　206

ファミリーマート　福井大和田店 福井市　大和田　１丁目　302

福井コロナシネマワールド 福井市　大和田　２丁目　1201

カワグチ　エルパ店 福井市　大和田　２丁目　１２１２番地

えちぜん水産 福井市　大和田　２丁目　1230

肉のつるや 福井市　大和田　２丁目　１２３０番地

㈱番匠本店　アピタ福井大和田店 福井市　大和田　２丁目　１２３０番地

舟木酒造 福井市　大和田町　　４６―３―１

福井駅番匠ホーム店 福井市　中央　１丁目　１―１

福井市観光物産館　福福館 福井市　中央　１丁目　２―１

ファミリーマート　福井駅前店 福井市　中央　１丁目　２番１号

㈱三丹本店 福井市　中央　１丁目　２番１号ハピリン内１Ｆ

ゴディバ西武　福井店 福井市　中央　１丁目　８―１西武　福井店　新館地下１Ｆ

山下製餡所 福井市　中央　２丁目　７―４

ホテル　リバージュアケボノ 福井市　中央　３丁目　１０―１２

北陸醤油生揚協業組合 福井市　中新田町　　８―５―５



セブン－イレブン　福井灯明寺１丁目店 福井市　灯明寺　１丁目　２８０１―１

林食料品店 福井市　徳光町　　４３―１１

㈲吟和製菓　二の宮工場 福井市　二の宮　５丁目　１３―４

㈱バロー　新田塚店 福井市　二の宮　５丁目　１８―３２

ローソン　福井日之出二丁目店 福井市　日之出　２丁目　９―２８

猪瀬酒店 福井市　文京　２丁目　８―１５

魚国総本社・福井２３１５８０ 福井市　文京　５丁目　２５―２１桃園幼稚園内

㈱バロー　米松店 福井市　米松　２丁目　２１―１８

板垣商店 福井市　宝永　１丁目　１２―１

長谷川製餡所 福井市　宝永　１丁目　７―２

鹿島建設㈱北陸支店福井営業所　福井寮 福井市宝永２丁目５―１８鹿島建設㈱北陸支店福井営業所　福井寮１Ｆ

ファミリーマート　福井宝永三丁目店 福井市　宝永　３丁目　１０―１

サンキュー精肉店 福井市　宝永　３丁目　２７―１６

ローソン　福井裁判所前 福井市　宝永　４丁目　３―１４

メフォス　０２７４４号店 福井市　豊島　１丁目　２―１３ヴェルヌーブあさくら内

山内旅館 福井市　豊島　１丁目　８―２５

ローソン　福井北四ツ居店 福井市　北四ツ居　１丁目　821

ハニー　四ッ居店 福井市　北四ツ居　１丁目　９―１

ファミリーマート　福井円山店 福井市　北四ツ居町　　505

ローソン　セーレン本社ビル店 福井市　毛矢　１丁目　１０―１

ファミリーマート　福井木田一丁目店 福井市　木田　１丁目　３４０４―１

ホクチク株式会社 福井市　問屋町　１丁目　15

ローソン　福井問屋町店 福井市　問屋町　４丁目　101

ローソン　福井問屋町店 福井市　問屋町　４丁目　101

藤島ゴルフセンター 福井市　林藤島町　　１９字２―２

ローソン　福井県済生会病院店 福井市和田中町舟橋７―１福井県済生会病院　１Ｆ　売店

メフォス東日本　０１３１９号店 福井市和田中町徳万２８ケアホームさいせい内 

（株）エイチアンドケー 福井市和田中3-111

ホテル割烹　石丸 福井市鮎川町９４－８－１

カーブス花堂ベル前 福井市花堂南2丁目304 

カーブス福井舟橋 福井市舟橋新一丁目1110番地 

福井パレスイン 福井市順化1-12-17

タウンホテル福井 福井市順化1-14-7

カーブスパリオCITY 福井市松城町12-7

河甚旅館 福井市足羽1-7-16

ホテルフクイキャッスル 福井市大手２‐１９‐５

カーブスエルパプラス 福井市大和田2丁目418番地　エルパプラス2F

香爐園 福井市中央３－８－１６

カーブス福井田原町 福井市田原1丁目8-17　デュアルプレイス1F 

ホテル京福 福井市日之出１-６-１４

カーブスやしろAコープ 福井市渕2丁目1711　Aコープやしろ店2F 

かんぽの宿 福井市渕町４３－１７

永平寺ハウス 永平寺町　けやき台　　８１３―１



ハニーＡＲＥＮＡ　福大病院前店 永平寺町　松岡　下合月　　２２―１０

ハニーＡＲＥＮＡ　福大病院前店内　ベーカリーエグぱん 永平寺町　松岡　下合月　　２２―１０

松岡油桐の葉すしの会 永平寺町　松岡　兼定島　　３８―４５

小島食品店 永平寺町　松岡　芝原　２丁目　22

クスリのアオキ　松岡店 永平寺町　松岡　芝原　２丁目　８６番

竹原精肉店 永平寺町松岡春日２丁目１―１松岡ショッピングセンターラッキー内

九頭竜天然鮎「さぎり屋」 永平寺町　松岡　上合月　　３６―５０

セブン－イレブン　福井県立大学前店 永平寺町　松岡　渡新田　　４字九艘沢５番３

道の駅　禅の里 永平寺町　清水　　２―２１―１

コーライ食品 永平寺町　東古市　　１３―４２

ローソン　福井大学病院店 永平寺町松岡　下合月２３字

永平寺温泉　禅の里 永平寺町清水２－１６－１

道の駅膳の里 永平寺町清水２－２１－１

大和食品株式会社 永平寺町諏訪間６５－１－１

永平浅業場 永平寺町鳴鹿山鹿12-7

福井県理容組合 永平寺町松岡

（有）木村木材 永平寺町松岡吉野堺４１－１２９

ファーマーズマーケットきららの丘 あわら市牛山25-56

湖畔荘　hana　ゆらり あわら市北潟２１１

今井精肉店 あわら市二面2-607

ダイデン あわら市二面35-20-1

坂井地区医師会 あわら市東善寺5-27

花の宿福寿 あわら市温泉４-８０１

長谷川旅館 あわら市二面４８-１４

春江農業　協同組合 坂井市春江町２２－１５

北陽製作所 坂井市春江町江留上錦１４７

Be健 坂井市春江町下小森１－３－１

株式会社　相互トラベル 坂井市春江町隋応寺１６－１１

木下工業（株） 坂井市春江町辻２号５番地1

リハビリ施設　陽和縁 坂井市春江町西長田40-46

島田整骨院 坂井市春江町針原２１－３６

ゲンキー本社 坂井市丸岡町

おしゃれサロンサンライズ 坂井市丸岡町今市１５－１０

(株)Ｔ＆Ｓ 坂井市丸岡町上田町１－１

タイヤショップ水野 坂井市丸岡町磯部新保６－１２

西洋菓子倶楽部 坂井市丸岡町一本田中３４－８３

ローソン丸岡一本田店 坂井市丸岡町一本田福所２３－１－３

クリクラ北陸 坂井市丸岡町下安田１６-４４

ふれあいぱーく三里浜 坂井市三国町山岸６７－３－１

カーブスみくにiza 坂井市三国町三国東5丁目1-20 

みくに隠居処       　　 坂井市三国町宿3-7-22

ふくや 坂井市三国町緑ヶ丘４-１-４６

カーブス春江中央 坂井市春江町江留下高道4番 



大野和光園 大野市篠座７９－１１

(株)中保屋電気商会 大野市中荒井１－４０４

大南建設工業(株) 大野市中荒井町１－８２１

社会福祉法人　紫水の郷 大野市中野56-1-1

大野観光自動車(株) 大野市中野５７－１１－２

（有）杉本清味堂 大野市吉野町１１０

福井県済生会　聖和園 大野市蕨生１５８字３５番

カーブス大野ヴィオ 大野市鍬掛17-17-1 

大清水 大野市泉町４-１５

やまと旅館 大野市大和町４-１

にしき旅館 大野市日吉町５-１３

医療法人　深慈会 勝山市元町１－９－４５

タニグチ内装 鯖江市旭町４丁目８－８

ベラミ美容室　メルピーチ店 鯖江市幸町６－１８

肉のつちだ 鯖江市三六町1-14-13

KBセーレン（株）北陸合繊工場 鯖江市下河端町6-1-1

ベラミ美容室　アルプラザ店 鯖江市下河端町１６－１６－１

ふきのとうデイサービス 鯖江市住吉町２－１６－１２

鯖江市医師会 鯖江市住吉町3丁目8-18

きむら内科医院 鯖江市中野町２５７－３－７

グレースフル　わかたけ 鯖江市本町２－２－１７

ベラミ美容室 鯖江市本町２丁目１－１７

（株）高井屋 鯖江市水落町２－２８－３５

（株）マイマック 鯖江市桜町2丁目9-27

カーブス鯖江神明 鯖江市水落町3丁目8-18 

ミナトヤ運輸(株) 越前市岩内町２４－２－５

タニオ保険株式会社武生事務所 越前市京町１－６－１３

タニオ保険(株) 越前市京町１－６－１３

ユリ美容室 越前市五分市町３－３

ビューティーハウス　オオサカ 越前市定友町

しきぶ温泉レストラン　湯架里　若紫 越前市白崎町68-8

マルカワみそ(株) 越前市杉崎町１２－６２

武生医師会 越前市中央1丁目9-9

山本法律事務所 越前市日野美1丁目3-26

ニツセン工業（株） 越前市新在家町９－８

北日野こもれび会ぴーぷるファン 越前市帆山町5-31-1

（福）和楽園 越前市堀川町３－１４

キョーセー(株) 越前市妙法寺町２９－２

カーブス武生国高 越前市横市町5-1

カーブス武生中央 越前市新町12-1-4 

池田屋 越前市府中２-３-４

下池田グループ 池田町松ケ谷３８－２８

岩本屋 越前町玉川１９-１７



かねとも 越前町厨４９-１-１０

こばせ旅館 越前町梅浦５８ー８

アクティブケアー宮崎 越前町小曽原３３－３４

社会福祉法人　海楽園 越前町米ノ４６－９－１

オタイコヒルズ 越前町下河原37-19-1

越前焼工業協同組合「越前焼の館」 越前町小曽原5-33

ハシモトモータース 南越前町東大道29-4-3

特別養護老人ホーム　眞盛苑 敦賀市莇生野９０－３

（有）吉田由兵衛商店 敦賀市石ケ町８－１

（有）松本鉄工所 敦賀市金崎町１９－１

（株）キハラ 敦賀市木崎15-6-1

お仏壇のはしもと 敦賀市木崎１９－１５－３

(株)ワコーサービス 敦賀市木崎５４－１９－１

社会福祉法人　白梅学園 敦賀市三島町２丁目１－１９

（株）フジショク 敦賀市昭和町2-20-14

敦賀市医師会 敦賀市中央町2丁目16-54

パナショー 敦賀市津内３－３－６

サフラン湯 敦賀市津内町２－９－５

(株)敦賀トージツ事業所 敦賀市東洋町10-24

（有）山下興業 敦賀市野神１５号一本松３－５

港工業　(株) 敦賀市野神４３号１０番地

(株)スタミナフード 敦賀市舞崎町５０－２－１

楠電気工事(株) 敦賀市三島町１－６－１６

福井原子力センター１原子力の科学館あっとほうむ 敦賀市吉河３７－１

松原旅館 敦賀市松原町７-１４

カーブス敦賀 敦賀市中央町1丁目5-5 

わたなべ旅館 敦賀市津内２-１-３２

敦賀信用金庫 敦賀市本町１丁目11-7

（株）ミヤゲン 敦賀市山泉７号１５－３

小浜市総合福祉センター 小浜市遠敷８４－３－４

福井県嶺南地区生コン協同組合 小浜市遠敷９丁目６０５三谷ビル３F

若狭フィッシャーマンズワーク 小浜市川崎1丁目3-2

JA若狭　Aコープ小浜店 小浜市四ツ谷町２０－２

小浜製鋼(株) 小浜市多田３－１０

旅館　水月 小浜市阿納１２-３４

カーブスおばまｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 小浜市四谷町20-35 

ホテルアーバンポート花椿 小浜市白鳥町７２-１

日本海港運株式会社 高浜町音海79-1

（株）えがみ 高浜町宮崎63-1-1

フジハラ写真館 高浜町宮崎65-19-1

サニーマート（株） 高浜町宮崎８６－５－１

松村電気店 高浜町湯谷1-17-15

（有）平田木材店 高浜町和田1-28



（株）和田電気設備 高浜町和田125-9

但馬屋 高浜町宮崎４３-４２

(株)西野土木 三方上中郡新道６５－２６

ふくい食ブランド推進株式会社 三方郡美浜町日向47-46

みかた温泉きららの湯 若狭町中央１－６－１

若狭　きちべ 若狭町間笠２４－２

武田燃料店 若狭町井ノ口35-20

若狭町観光船レイククルーズ 若狭町海山52-35

(株)レインボーライン 若狭町気山１８－２－２

社会福祉法人コミュニティーネットワークふくい　若狭営業所 若狭町下夕中１１－２７－１


