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ふくいwo味わうレストラン（福井エリア）

店舗名

店舗所在地

電話番号

使用予定の県産食材

県産食材を使用したメニュー
〔料理・飲料〕
毎日県産食材を取り入れた日替り定食を

まンまや おちょkitchen

福井市日之出2丁目7番16号

あすわの木

日本料理

福井市下馬町51-11

越前かに料理

やなぎ町

和食海鮮ダイニング柳庵

立図書館内

0776-21-8181

080-9430-3795

福井市順化2-12-12

0776-21-3087

福井市順化1-13-13

0776-21-8880

池田町産コシヒカリ米、同じく池田町米 ご提供しております。
麹味噌、県産野菜、越廼鮮魚等

詳しくはお店FBで毎日更新していま

す。
こしのルビー、すこ、かぼちゃ、なし、 トマトカレー、ピタパンサンド、すこ
りんご
ソースのビーフ丼、糀スムージー
海産物全般（甘エビ、ノドグロ、ブリ、
越前がに（茹で、刺し、焼き）、ノドグ
イカ、サザエ、若狭ぐじ、若狭ふぐ、ア
ロの塩焼き、刺身盛合せ、焼き鯖寿司
ジ、など
海産物全般（越前がに、甘エビ、ノドグ 越前ズワイガニ（茹で、刺し、焼き）、
ロなど）、若狭牛、福井米

越前セイコガニ、ノドグロの塩焼き

海産物全般（甘エビ、ノドグロ、ブリ、
和食個室ダイニング柳月亭

福井市順化2-6-14

0776-21-8820

イカ、サザエ、若狭ぐじ、若狭ふぐ、ア
ジ、など

シェシーマ

福井市順化2丁目8-11

0776-27-1388

越のルビー

若狭牛

越前セイコガニ

越前ズワイガニ（茹で、刺し、焼き）、
越前セイコガニ、ノドグロの塩焼き
若狭牛のステーキ、越前セイコガニのス
パゲティ、越前セイコガニのグラタン
地元野菜とお魚のせいろ蒸し、大野産お

ひで味

福井市加茂緑苑町３１０

0776-33-0515

蕎麦、お酒、お米、地元野菜、お魚

米をど鍋で、大野産お蕎麦を石臼で挽い
た手打ちそば

Dog cafe panse ドッグカフェパンセ

福井市高柳2丁目1608

0776-52-2773

コシヒカリ、旬なお野菜
若狭牛専門の焼肉店を営業しています。

和田○商店

福井市順化2丁目12-11

0776-43-9929

若狭牛

カルビ、ハラミなど気軽に若狭牛を堪能
できます。

焼肉料理ひばち

福井市順化1丁目22-11 笠松ビル

0776-26-3883

産コシヒカリ 若狭牛

越前海鮮屋

福井市中央1-10-8

0776-63-5557

米、鮮魚、へしこ、越前がに

欧風食堂サラマンジェＦ
錦輝

福井市中央1丁目19-1玉村第１ビル
１Ｆ
福井市大手3丁目14ー6

0776-25-0151
0776-28-2829

など

蟹、上庄里芋、さつまいも、柿、大根、 柿のエスプーマ、蕎麦のフォンダン、蟹
蕎麦、
鯖のへしこ

その他

umaimon.dais

のグラタン
鯖のへしこクリームチーズ
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ふくいwo味わうレストラン（福井エリア）

店舗名

店舗所在地

電話番号

使用予定の県産食材

酒楽山おか

福井市二の宮4丁目1-1

0776-28-1665

大野産こしひかり、旬野菜

開花亭

福井市中央3丁目9-21

0776-23-1009

上庄里芋

うな神

福井市若杉3-1720

0776-43-3455

お米

開花亭sou-an

福井市中央3丁目9-21

0776-501070

上庄里芋

福井市中央1-21-36サンロードビル3

レストラン粟樹楼

階

カツと串揚げ丁寧仕込み

くら

福井市北四ツ居1-1-8

おいで康

福井市堀ﾉ宮1丁目325

福井市真木町104-12

全般 他
とみ金豚、大野と池田のお米、大根、
0776-53-6586

ピーマン、ナス、ベビーリーフ、ミディ

0776-28-0828

トマト
魚介類

0776-37-4499

部

越のルビー・ほうれん草（どちらも

ピロール農法）、越前塩、まこちゃんた
まご

福井市板垣５丁目901板垣プラザ102

オステリア マーゴ

号

釜で炊くご飯メニュー、旬野菜天ぷら

せいこがにのパスタ(季節限定)、季節野

油、地場産果物全般、日本酒、越前港魚 菜のサラダ、リゾット、各種肉料理付け

田んぼの天使（有機米）、浅水三区園芸
natural kitchen SAL

〔料理・飲料〕

うな重

地場産野菜全般、産米、牛乳、塩、醤
0776-22-3824

県産食材を使用したメニュー

0776-92-0503

ベビーリーフ、ルッコラ、かぶ、ネギ

合わせ、越前港とれたてアヒージョ

旬のお刺身５種盛り
田んぼの天使 発芽酵素玄米
スクチーズケーキ
レーゼ

糀、甘糀
生ハムとルッコラのピッツァ、トマトと
ベビーリーフのサラダ

0776-33-3635

篠尾町産こしひかり

かしわめし

ヨーロッパ軒総本店

福井市順化1-7-4

0776-21-4681

県産米

ソースカツ丼

レストランふくしん

福井市高木中央一丁目205

0776-54-7100

米、野菜(一部)

丼各種、ランチ

あぶり牧場あん

福井市順化2-13-18

0776-28-2901

県産コシヒカリ、若狭牛

魚亭かつき

福井市江端町32-92

0776-38-2182

越前がに

福井市小山谷町34-9（足羽山公園） 0776-36-0306

粉、六条大麦、大野産コシヒカリ、県産
そば粉、地がらし

大久保茶屋はなれ

ごはんカフェ

森の音

福井市足羽上町147-2（足羽山公園
内）

若狭牛、県産大豆（きな粉）、県産餅
0776-50-2143

粉、六条大麦、大野産コシヒカリ、県産
そば粉、地がらし

パスタ、春巻き、

グラタンコロッケ、越前塩と自家製塩

福井市渕4丁目1107

大久保茶屋

越のルビーのカプ

ほうれん草

博多若鳥

若狭牛、県産大豆（きな粉）、県産餅

米粉のバ

せいこがに丼、せいこがにのパスタ
若狭牛丼とおろしそばのセット、よもぎ
きなこだんご、黒糖わらびもち、こん
にゃくみそおでん、六条大麦牛すじカ
レー、六条大麦カレーそば
若狭牛丼とおろしそばのセット、よもぎ
きなこだんご、黒糖わらびもち、こん
にゃくみそおでん、六条大麦牛すじカ
レー、六条大麦カレーそば
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ふくいwo味わうレストラン（福井エリア）

店舗名

店舗所在地

電話番号

使用予定の県産食材
九頭竜まいたけ・美山しめじなどのブラ

浅田クッキングスクール直営クィーンアリ
ス
ステーキ鐵船
日本料理

福井市町屋1丁目5-31

0776-25-3605

福井市順化1-15-16
福井市大手3丁目12-20

橘

0776-22-0069
ホテルフジ

タ福井17階

四季彩中華

シノワ

レストラン

カメリア

大手町カフェ

福井市大手3丁目12-20

ホテルフジ

タ福井5階
福井市大手3丁目12-20

ホテルフジ

タ福井5階
福井市大手3丁目12-20

ホテルフジ

タ福井1階
福井市大和田1-101福井市中央卸売

群青

市場内

しゃぶしゃぶ万両

福井市西開発1-2404

0776-27-8811
0776-27-8811
0776-27-8811

ンドや、地元で採れた野菜全般、サゴシ
などの魚類を主に、地産地消で旬の食材
を旬な時に優先して使用予定
米、若狭牛、日本酒（地酒）

県産食材を使用したメニュー
〔料理・飲料〕
クィーンアリスにて「特製おまかせラン
チ」や「特製おまかせお弁当」のメ
ニューで提供します。

越前がに、若狭牛、魚介類、おろしそば 越前がに会席、丸岡産そば粉使用のおろ
ほか

しそば

若狭牛

若狭牛のXO醤炒め

ほか

ランチタイムのサラダブッフェ（葉物野
菜、きのこ類）

0776-27-8811

米粉

0776-54-5335

県産朝どれ鮮魚

0776-54-1549

若狭牛、福井白山ポーク

米粉のほうじ茶ロールケーキ
刺身定食、海鮮丼、魚フライ定食、魚煮
つけ
若狭牛しゃぶしゃぶ、若狭牛すき焼き、
福井白山ポークしゃぶしゃぶ

越前カニ、福井サーモン、福井ポーク、
ふく岡

福井市宝永4-4-15

0776-22-4244

みそカフェmisola

福井市春山2丁目25-1

カフェ

福井市大手3-5-15 油田ビル地下一階 090-8094-1521

森のオーブン

0776-43-0525

冨津金時、へしこ、越前そば粉、若狭
牛、越前柿、大野里芋
コシヒカリ、味噌、醤油、はまな味噌、
ベビーリーフ
勝山市北谷産の野菜、福井市産の黒キャ
ベツ、永平寺町産のコシヒカリ

ソースかつ丼 福井家城東店

福井市城東4丁目29-5

0776-29-0147

米

焼肉大金

福井市高木中央2ー513

0776-53-1330

若狭牛

ランチプレート、カレー、焼きおにぎり
恐竜シチューセット

せいこガニ、甘エビ、笹カレイ…
なごみ家こだま

福井市月見4丁目1-30

0776-35-9402

その他季節により、造り盛りに県産刺身
が入ります。

一季

福井市新保1丁目1613

0776-52-5111

米、蕎麦、野菜、魚、酒

おろし蕎麦、おにぎり、ご飯、刺身、サ
ラダ
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ふくいwo味わうレストラン（福井エリア）

店舗名
桜寿司

本店

和味食房しのぶえ

店舗所在地

電話番号

使用予定の県産食材

県産食材を使用したメニュー
〔料理・飲料〕
せいこがに

福井市順化2丁目21-5

0776-24-1366

越前がに

福井市開発5丁目1207

0776-52-5400

鯖、蕎麦、油揚げ

にぎり

ちらし
鯖のへしこ、焼き鯖押し寿司、おろし蕎
麦、勝山ラブリー牧場のジャージーソフ
トクリーム
カッスーラ（白山ポークスペアリブとイ

イタリア料理クッチーナ

福井市中央1-19-20吉田ビル２階

0776-24-8803

白山ポーク、ふくいサーモン、産蕎麦

タリア産ソーセージの煮込み）、ふくい

粉、契約農家「ワトム農園」野菜

サーモンのカルピオーネ、ピッツォッケ
リ、ヴァルテリー
福井はちみつのジンジャーtea、いちじ

福井市文京3丁目16-1 県立美術館ヨ

美術館喫茶室ニホ

コ

お米、野菜類、果物類、ハチミツ
0776-43-0310

（食材ではないですが、丸岡産六条大麦
の麦わらストローを使用）

福井市中央1丁目21-5

0776-43-1169

鮮魚

グラン・シェフ

福井市中央1-22-1

クーゼー

福井市今市町40-1-1ハーモニーホー
ル敷地内

0776-22-4640

0776-38-8833

サラダ付き、きのことポテ

トとくるみのホットサンド

ミニサラダ

付き、ハムとチーズとバジルのホットサ

3KUP とろさわらの藁炙り刺身、越前河

さわら・すずき・いか・かわはぎ・甘海 野産 朝採れスズキのカルパッチョ 福井
老

福そば

ホのカレー

ンド ミニサラダ付き
漁師直送定置網・底曳き漁 お造りの盛合せ・単品各種、越前河野産

越前河野村
魚六UOROCK

くと蜂蜜クリームチーズのトースト、ニ

等

県産そば粉、県産米、産野菜

梅のドレッシング
越前おろしそば、ソースカツ丼、焼き鯖
寿司

三ツ星若狭牛、コシヒカリ、いちほま
れ、野菜各種、甘鯛、黒龍大吟醸ポーク

莨屋旅館跡地お料理与志多

福井市照手1丁目14-4

0776-24-2342

魚介類、カニ、野菜

まるさん屋福井片町店

福井市順化２丁目19-19

0776-43-0991

敦賀真鯛

敦賀真鯛燻製カルパッチョ

割烹やました

福井市順化2丁目24-11

0776-23-8853

越前蟹、若狭河豚、ハナエチゼン米、

蟹フルコース、河豚料理コース

Tramonti

グリル ラセール

福井市中央1-19-1
玉村第1ビル3F
福井市大宮4丁目14-18ストリート大
宮

飲料(カクテル、アルコール)、こしのル
0776-63-6671

こしのルビー

ビーのスパイシー
リー

0776-27-5048

米（池田町産コシヒカリ使用）

ブラッディー・マ
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ふくいwo味わうレストラン（福井エリア）

店舗名

店舗所在地

電話番号

使用予定の県産食材
越前水菜、越のルビー、厚揚げ、豆富、

五目亭

福井市新保北1-409

0776-52-6620

石森亭

福井市浜住町8-3

0776-86-1518

蕎楽 愛宕庵

福井市足羽1-9-1

0776-36-1820

九頭竜舞茸

福井市東森田3-1815

0776-76-0497

福地鶏の卵、福太夫梅

Berceau
※GoToEat未登録
越前蕎麦dining

福井市順化１丁目23-3

櫻庭

シアビル

順化バレン

1F

0776-22-7338

ネギ

県産食材を使用したメニュー
〔料理・飲料〕
福井らーめん

かたいけの、麻婆豆腐

越前かに、ほうれん草、一本義、鯛、ナ
ス、たまご、醤油

福井在来種

舞茸天おろしそば

蕎麦粉100％、若狭牛、福

地鶏

福地鶏の卵のクレームブリュレ、福太夫
梅のソーダ
蕎麦、地酒

一えい

福井市順化1丁目17-28

0776-22-3421

蟹、その他魚介類、福井の地酒など

福井県産セイコ蟹

そば割烹よいん

福井市福新町1913

0776-89-1443

県内産蕎麦粉100%
キャベツ、玉ねぎ、ねぎ、玉子、米(あ

キャベツ、ねぎ⇒お好み焼き

きさかり)など

キャベツ⇒鉄板焼き、焼きそばなど

お好み焼き・鉄板焼き まるお

福井市花堂北1-7-4

0776-76-3053

カフェテラスMAKI

福井市高木中央2丁目4109

0776-53-3135

ヨーロッパ軒みゆき分店

福井市城東2丁目13-15

0776-21-4683

かき乃木

福井市順化1-13-3 SNOW片町1F

越前そば西村屋
石うす挽き手打ちそば処

きょうや

0776-29-1739

野菜などは時期により県外産を使用する 玉ねぎ⇒お好み焼き
場合があります。
野菜（きゃべつ、人参、玉ねぎ等）、

米⇒ライス、焼きおにぎり

米、肉
米コシヒカリ

ソースカツ丼

いちほまれ・若狭牛・越前塩・ふく醤油
遊・ワトム農園

その他多数

いちほまれ土鍋ごはん・ワトム農園 魔
法のトマトの茶碗蒸し、敦賀直送朝どれ
造り、地酒各種
豚肉と舞茸の薫りそば

福井市北四ツ居２丁目1-5

0776-54-1388

お蕎麦、お米、舞茸、季節の野菜

福井市和田中2丁目936-2

0776-25-1662

玄蕎麦、お米、大根、ネギ、サツマイモ おろしそば
ガーリックライス、チャーハン、ツナマ

鉄板料理

薫風

福井市日之出5-14-10

0776-52-1222

福井県産米、福井県産野菜のサラダ

ヨごはん、そばメシ、季節のサラダ、薫
風サラダ

グリル葵

福井市大手3-6-3

0776-24-1176

若狭牛フィレ肉、こしひかり、野菜

若狭牛ステーキ

背子ガニ、ズワイガニ、水ガニ【予定】 ディナー&ランチのサラダとライス
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ふくいwo味わうレストラン（福井エリア）

店舗名

店舗所在地

電話番号

天春

福井市順化2-8-12

0776-23-4727

魚いち

福井市手寄1-4-1 AOSSA3F

0776-21-5558

旨麺屋 優

福井市福町1-2915コバヤシビル101 0776-65-3048

お好み焼き

お多福

とみや

福井市長本町801

0776-53-0120

福井市文京2丁目5-49

0776-24-3553

県産食材を使用したメニュー

使用予定の県産食材

〔料理・飲料〕

大野の椎茸、大野の舞茸、越前蟹、大野
の里芋、ネギ、お米
お米
福井県産コシヒカリ

チャーハン、チャーシュー丼等ご飯全般

福井県産華越前
大野産

コシヒカリ

試作段階

上庄里いも
米、蕎麦粉、芦原産自家栽培無農薬野菜
(季節)、卵、

手打ち蕎麦、丼物、お好み焼き(季節)
米粉麺のフォー（食堂）
からあげ（食堂）

越麺屋

福井市黒丸町14-48-1

0776-89-1825

米粉パン（ベーカーリー）

米、米粉、野菜

ピザ（カフェ）
クレープ（カフェ）
地元野菜（直売所）

鉄板焼肉酒場まねき屋

KINEYA THE Veg.terrace

福井市順化1丁目10-9 ドリームタウ
ンビル1F

0776-28-0320

福井市河増9-10-1（喜ね舎敷地内） 0776-43-6366

鹿や猪

ジビエ鉄板焼

カーボロネロ・きゃろふく・白菜・大

カーボロネロときゃろふくの胡麻和え

根・小松菜・ブロッコリー・きたあか

白身魚の唐揚げ

り・かぶ・赤かぶなど、当店で使ってい あんかけ
る野菜はほとんど福井県産です。

発酵薬膳料理

禅ZEN

福井市文京2-17-34

0776-97-8254

Giorno

福井市順化1-17-29 SK館1F

0776-50-2715

GIORNO Fukui,

福井市中央1-10-10

0776-89-1612

野菜たっぷりのみぞれ

へしこ

スコ

地場野菜

コシヒカリ

打ち豆
いちご、かぼちゃ、エルダーフルーツな
ど

きたあかりを使ったポテトサラダ
炙りへしこ
汁

地場野菜小鉢

徳光産コシヒカリ

など

打ち豆味噌

十五穀米

地場野菜薬膳カレー
フレッシュフルーツカクテル、スイーツ

いちご、かぼちゃ、エルダーフルーツ、 フルーツフレンチトースト、フルーツサ
さつまいもなど

ンド、フレッシュフルーツカクテル
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ふくいwo味わうレストラン（福井エリア）

店舗名

店舗所在地

電話番号

県産食材を使用したメニュー

使用予定の県産食材

〔料理・飲料〕

池田町お米
ジビエ（熊、猪、鹿、穴熊など
若狭牛
料理屋 みや﨑

福井市順化一丁目12-4福ビル一階

0776-26-0565

大野、池田を中心とした野菜

今の時期は

小西農園の葱（べっぴんねぶか

月の輪熊と、べっぴんねぶかの

魚色々
蟹
などなど
越前がに・若狭牛・福井ポーク・上庄里 越前がにコース、セイコ蟹丼、若狭牛焼
越前がに・旬のお料理

らでん

福井市中央1丁目2-1

ハピリン１F

0776-50-2901

芋・越前そば・越のルビー・福井梅・へ しゃぶ、福井ポークヒレカツ・生姜焼
しこ

き、上庄里芋カニ餡かけ、越のルビーサ

竹田の油揚げ

ラダ、福井梅茶漬け

越前がに、若狭牛、福井ポーク、福井産 ズワイガニ丼、若狭牛の牛丼、若狭牛の
くずし割烹

ぼんた

福井市中央1丁目2-1

ハピリン１F

0776-43-0997

ホタルイカ、三国産甘エビ、越前産イ

レアカツレツ、福井ポークカツ丼、福井

カ、上庄里芋、福井梅、越前笹鰈、鯖へ 産ホタルイカの畳干し、上庄里芋の南蛮
シコ、織田豆腐

漬け、上庄里芋のコロコロ唐揚げ、
へしこ鯖とキャベツのペペロンチーノス

トラットリア チャオ

福井市中央1-22-8

0776-23-0617

へしこ鯖

東郷地区エゴマ卵

名津 パゲッティ

井牧場牛乳

エゴマ卵とモッツァレ

ラチーズのオムレツ

搾りたて牛乳

のミルクジェラート
大野産ナス、大野産里芋、大野産舞茸、 トマトパスタ、ボロネーゼ、グリルチキ
ルテカフェ

ベーカリー&スイーツ

福井大和田店

アピタ 福井市大和田２丁目１２３０

アピ

タ福井大和田店2F

0776-52-0625

大野産大根、大野産カブ、大野産紅芯大 ンと季節のフルーツ、サラダプレート、
根、ベビーリーフ、トマト、苺、さつま サーモンパスタ、ミックスピザ、スムー
いも（とみつ金時）
大野産コシヒカリ

がブリチキン。福井駅前店

福井市中央1丁目2-1

ハピリン１F

0776-22-4511

あみだそば 福の井

福井市中央1丁目2-1

ハピリン１F

0776-43-0739

福井市中央1丁目2-1

ハピリン２F

0776-20-2929

鯖のへしこ、鮮魚、そば、いちほまれ、

0776-43-1639

ごま豆腐
福井県産もやし

福井市観光物産館
福井駅前

福福茶屋

いちろくらーめん

福井市中央1丁目2-1

ハピリン２F

福井県産そば粉、小鯛の笹漬け、鯖へし
こ
越前かれい、竹田の油あげ、越前がに、

ジー、クレープ
チキンカツ丼などランチのご飯
そば
越前かれい一夜干し、越前おろしそば、
海鮮丼、越前せいこがに丼、
ラーメントッピング
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ふくいwo味わうレストラン（福井エリア）

店舗名
旬味

泰平

店舗所在地

レストラン

福井市中央3丁目14-11

ジャルダン

福井市文京4-28-16

電話番号
0776-25-4686

0776-29-0026

割烹間海

福井市順化2-21-8

0776-22-7660

樽海

福井市浜北山町1-2

0776-89-2311

使用予定の県産食材

県産食材を使用したメニュー
〔料理・飲料〕

ズワイ蟹、せいこ蟹、上庄芋
定置網魚、勝山みずな、若狭牛
ふくいサーモン、九頭竜サクラマス、ア
ラレガコ、越前ガニ、若狭ぐじ、黒龍吟
醸豚、若狭牛、山内かぶら、きゃろふ
く、三里浜オリーブ、らっきょう
蟹、魚、野菜、加工品、弁当、お酒
越前がに
魚介類
こしひかり

アラレガコのコンフィ、若狭ぐじのポワ
レ、若狭牛のローストビーフ、サクラマ
スのスモークサラダ
お任せ料理、幕の内弁当、地酒

海鮮料理

など
からあげ定食、九頭竜川サクラマスの３
永平寺町魅力発信交流施設えい坊館

永平寺町松岡神明3-107

0776-61-1188

あぜ川

永平寺町志比24-41

0776-63-3450

井の上

吉田郡永平寺町志比28-2

0776-63-3333

福井大学病院

レストランWing

永平寺九頭龍らー麺庫裡庵

永平寺町松岡下合月23-3福井大学医
学部附属病院内
永平寺町松岡兼定島11-50-2

0776-61-1785

0776-61-0762

米、サクラマス、玉葱、ニンニク（永平 色そぼろ丼、五領たまねぎのハヤシライ
寺町産）、卵（県産）

ス、上志にんにくとトマトのパスタ、き

福井県大野産そば粉

のことサクラマスの和風パスタ
蕎麦全品

永平寺町産１００％蕎麦粉の１０割そば おろしそば
福井県産こしひかり

ソースカツ丼

お米、玉ねぎ等
ふくこむぎ・鮎の焼きがらし・にんに
く・玉ねぎ・ねぎ

ふくこむぎを使用した中華麺
鮎の焼きがらし・にんにく・玉ねぎ・ね
ぎを使用したラーメンスープ

