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ふくいwo味わうレストラン（嶺南エリア）

店舗名
ニューカドヤ

店舗所在地
敦賀市三島町1丁目9-14

電話番号
0770-24-3030

使用予定の県産食材

敦賀市蓬莱町14ー16

0770-25-0205

雌）、敦賀真鯛、鰤、イカ、カワハギ、

小堀日之出堂本店

敦賀市神楽町1丁目2番地39号

0770-21-0141

カンパチ、甘えび
敦賀塩、敦賀産コシヒカリ

中華そば一力

敦賀市中央町1丁目13-21

0770-22-5368

県産白ネギ

千束そば

敦賀市清水町1丁目20-8

0770-23-1182

蕎麦粉、米(どちらも現在使用中)

花城

敦賀市松島130号170-12

0770-25-8676

魚介類、ふぐ、かに

蕎麦 天ぷら 海鮮 すずや

敦賀市白銀町1-22

0770-22-0618

そば粉10割（大野産）、地魚

まるさん屋

敦賀市白銀町6-41

0770-22-4528

敦賀真鯛

ニューサンピア敦賀

敦賀市呉羽町2番地

0770-24-2111

そば処又八庵

敦賀市杉箸79-42

0770-27-1048

焼肉 食道園

敦賀市津内町一丁目14-7

0770-22-0937

うお吟

敦賀市相生町21-3

0770-21-2328

与三郎寿司

敦賀駅前本店

〔料理・飲料〕

米(県産コシヒカリ)
今庄産コシヒカリ、越前かに（雄、

どんと屋

県産食材を使用したメニュー

海鮮丼、敦賀海鮮丼、極上海鮮丼、越前
かに丼
ぜんざい
県産白ネギを全てのメニューにトッピン
グできます。
寿司、お造り、海鮮串揚げ、せいろ蒸
し、ふぐコース、越前がに
敦賀真鯛グリル白味噌仕立

敦賀ふぐ、敦賀真鯛、福井ポーク、敦賀 敦賀ふぐ会席

敦賀真鯛づくし

港水揚げ魚介類、県産コシヒカリ
酒
福井県産蕎麦粉、杉箸アカカンバ、天然
おろし蕎麦、又八蕎麦、戦国蕎麦、さく
山芋、福井県コシヒカリ、その他野菜自
らちらし寿司御膳
家栽培
福井県産コシヒカリ華越前
敦賀真鯛、鰤、イカ、タコ、甘エビ、バ
イ貝、ふくいサーモン、コシヒカリ

海鮮丼、天丼
お造り盛り合わせ

敦賀真鯛、鰤、イカ、タコ、甘エビ、
居酒屋以上割烹未満

八千

敦賀市中央町1-8-14

0770-37-1218

鯖、なまこ、ヒラメ、ふくいサーモン、
コシヒカリ

自家製しめ鯖
なまこポン酢
ぶり大根
鰤しゃぶ
ふくいサーモンのスモーク

越前ガニ・敦賀フグ・辛味大根・その他

敦賀海食 うお貞

敦賀市櫛川41号3-1

0770-47-5274

味処

敦賀市桜町6-27

0770-25-7139

あなぐらももんじ

三方郡美浜町松原36-1-1

0770-32-3131

ジビエ、鮮魚、米、野菜

CafeMIROKU

三方郡美浜町新庄281-1-1

0770-32-3369

ジビエ、米、野菜（さつまいも）

乃むら

福井地

地魚・地物野菜
若狭湾内の定置網で採れる、旬の地魚全
般。
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ふくいwo味わうレストラン（嶺南エリア）

店舗名

店舗所在地

電話番号

使用予定の県産食材
へしこ、白菜、お米

県産食材を使用したメニュー
〔料理・飲料〕

レインボーマリン

三方郡美浜町大藪2-1

0770-32-6560

カニすき、てっちり鍋、ご飯

割烹寿司仕出し おとり

三方郡美浜町久々子20-1-3

0770-32-2210

若狭海遊バザール千鳥苑

三方郡美浜町坂尻43-3-1

0770-38-1011

若狭ビール

BRICK HOUSE

三方郡美浜町郷市13-2-1

0770-32-0691

お米

和伊和伊亭

三方上中郡若狭町三宅93-4-1

0770-62-2611

コシヒカリ、越のルビー

リックオイルスパゲッティ、越のルビー

0770-47-1722

越前がに、若狭ふぐ

のサラダ
越前がにコース、ふぐコース

0770-45-2678

へしこ、梅、福井サーモン、鯖、米

（代）

等々

福井県産のお米、華越前、コシヒカリ
福井県産の魚

海鮮バイキング

甘海老

味噌

醤油

若狭三方五湖の宿 昭和館

三方上中郡若狭町遊子2-3

レインボーカフェ

三方上中郡若狭町気山18-2-2

山頂カフェなないろ

三方上中郡若狭町気山18-2-2

和風カフェ五湖庵

三方上中郡若狭町気山18-2-2

漁師のお宿勇晴

三方上中郡若狭町世久見6-29

0770-46-1654

米、魚、若狭ふぐ、野菜

すし拓屋

三方上中郡若狭町瓜生37‐11‐13

0770-62-2900

米、魚介類、野菜

モーモー亭

三方上中郡若狭町井ノ口29-32-1

0770-62-2770

うなぎ淡水

三方上中郡若狭町鳥浜127-13-4

0770-45-2678
（代）
0770-45-2678
（代）

0770-45-1158

はまと旅館

三方上中郡若狭町遊子10-5

0770-47-1724

旬彩厨房𠮷のぶ

小浜市駅前町2-8

0770-52-7074

ホテルアーバンポート

小浜市小浜白鳥72-1

0770-53-2001

Antique Cafe あさい

小浜市小浜酒井１

やまと庵

小浜市四谷町20-13

海鮮丼、お寿司、お刺身など

日替わりランチ
甘海老フライランチ
和伊和伊オムライス、越のルビーのガー

ふくいサーモン、鯖、米、梅
梅

おまかせコース

福井県産アキサカリ（米）、熊川しいた
け、レタス、トマト
三方湖産クチボソ青鰻
若狭町産

うなぎ重箱

ＪＡＳ規格無農薬米コシヒカ 鰻蒲焼・白焼き

リ
コシヒカリ
とらふぐ
酔っ払いサバ

うなぎの骨
ふぐ料理
酔っ払いサバお刺身、酔っ払いサバのぬ
た和え、酔っ払いサバ漬け丼茶漬け

地場産野菜、地場産海産物、産牛肉、

季節の和懐石、若狭牛陶板焼き、若狭ぐ

魚、産コシヒカリ米

ぢ極コース（和懐石）、福井河豚コース

0770-52-0081

野菜

肉や魚を使わないヘルシーランチ

0770-53-3450

米（小浜産こしひかり）

ご飯
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ふくいwo味わうレストラン（嶺南エリア）

店舗名
いけす割烹

雅

五味焼

店舗所在地

電話番号

小浜市小浜香取１０７

0770-53-1678

小浜市伏原30-32-2

090-9766-1471

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〕

ふくい米（コシヒカリ）、野菜類、魚介 漁師丼、海の幸定食、刺身定食、お造り
類

盛合わせ 等
焼き肉のメニューに使用します。

三ツ星若狭牛

当店のメニューは、内臓を除く精肉はす
べて三ツ星若狭牛になります。
・小浜よっぱらいサバ御造り
・小浜よっぱらいサバ塩焼き

和旬いわもと

小浜市駅前町4-30

ＫＴビル１階

0770-52-6330

小浜よっぱらいサバ、若狭グジ、若狭が ・若狭グジのパリパリ焼き塩ポン酢ソー
れい、若狭牡蠣、若狭牛

ス添え
・若狭がれい一夜干し
・若狭牛と谷田部葱のし
・いちほまれのリゾットペスカトーレ

イタリア料理店

arcobaleno

小浜市小浜広峰87番地

人見ビル

101

0770-64-5797

福井米いちほまれ、若狭地方の野菜・果 ・若狭牛のタリアータ若狭の野菜のロー
実、若狭湾の魚介類、若狭牛

スト
・アオリイカのプッタネスカ

Kitchen Boo

小浜市学園町1-1

0770-53-2636

Dining.まんまや

小浜市四谷町9-22 PARK101 3F

0770-59-1055

赤米、大麦、コシヒカリ、野菜全般、杜
仲茶
米

野菜

ランチバイキングで使うメニューの大半

日本酒
苺ショートケーキ

カフェ アルカンシェル

小浜市府中8-23

0770-52-3341

高浜町産いちご

苺のミルフィーユ
フレーズ（苺タルト）

魚(鰆、白身魚)
足立屋

浜照

くつろぎの宿 民宿 浜頭

小浜市和多田

31-9-3

小浜市駅前町3-8

小浜市阿納8-4

0770-59-0011

0770-52-0029

0770-54-3047

野菜(谷田部ねぎ、おおい町きのこ)
など
若狭グジ（甘鯛）、若狭カレイ、若狭フ
グ、若狭牛
若狭ふぐ
自家製のお米、野菜
地魚・かに
若狭カキ

等

若狭ふぐ料理
地魚会席
県内のお酒
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ふくいwo味わうレストラン（嶺南エリア）

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〕

小浜産の穴子

お食事処

濱の四季

お食事・仕出し

0770-53-0141

・谷田部ネギとしめさばの

福井県産ポーク

・よっぱらいサバの刺身付きの

仏谷の牡蠣

御膳DX

若狭カレイ

・穴子天丼

グジ

・仏谷の牡蠣の天ぷら定食

0770-59-2166

麒麟

大飯郡おおい町本郷144-18

0770-77-4460

魚類

おおい町情報交差点ぽーたる

大飯郡おおい町本郷153-26-1

0770-77-3300

しいたけ、梅等

リゾートインキシモト

大飯郡高浜町薗部61-5

0770-72-0636

ふぐ料理

五作荘

大飯郡高浜町和田131-16-1

0770-72-0164

平田かざえもん

大飯郡高浜町和田122-2-1

0770-72-0335

ブルーライトヨコヤマ

大飯郡高浜町和田118-30-1 カミヤ
ビル1F

物

大飯郡高浜町畑11-15-4

ら、若狭牛ステーキ、刺身各種
季節のメニュー

狭の旬魚
の海の幸会席料理など
とらふぐ、自家製米こしひかり、自家製
五作荘ふぐのフルコース、五作荘ふぐの
野菜（白菜、大根、春菊、人参、ネギ、
豪華ふぐづくしコース
等）
自家米のコシヒカリ
若狭ふぐとキノコのオイルソース、イカ

0770-72-8180

若狭ふぐ

スミ入りスパゲティ、自家製からすみが
け

0770-72-5120

季節野菜（トマトピーマンキャベツ白菜
大根など）
小浜の方が作ったへしこ

・美タミンサラダ
・へしこのサラダ
・へしことキャベツのパスタ
・へしこのプッタネスカパスタ
・若狭アヒージョ（へしこと季節野菜）
・チャーハン

ラーメン秦秦（しんしん）高浜店

大飯郡高浜町畑11-6

鯖街道

若狭ふぐ、カレイ、甘鯛、カマスなど若 若狭ふぐのフルコース、若狭湾とれたて

高浜町農家さんが作る米（コシヒカリ）
イルマーレ

ぬた

谷田部ネギ
アマダイ、しいたけ、若狭牛、地元海産 アマダイのしゃぶしゃぶ、しいたけ天ぷ

大飯郡おおい町本郷137-7-1

民宿

伸

小浜市川崎３-５

よっぱらいサバ

0770-72-5870

高浜町農家さんが作る米（コシヒカリ） ・卵とチーズのチャーハン
季節野菜（キャベツなど）

・ライス
・唐揚げの添え物のキャベツ
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ふくいwo味わうレストラン（嶺南エリア）

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〕
若狭ふぐコース料理およびてっさ

海のみえる宿

むらみや

大飯郡高浜町和田１２-０

0770-72-0639

若狭ふぐ、若狭グジ、こしひかり

唐揚

げ等単品メニュー
若狭グジ若狭焼

かぶら蒸し等に使用

コシヒカリをご飯に使用

