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ふくいwo味わうレストラン（丹南エリア）

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

旬肴すぎもと

鯖江市戸口町16-1

0778-65-2077

魚介類

BEAUTY&CAFE JURAKU

鯖江市下河端町4-6-1

0778-52-8300

お米

〔料理・飲料〕
刺身の盛り合わせ、焼き魚、カニ
気まぐれランチ、大人のお子様ランチ、
takeout box お弁当、ランチ

甘えび、やりいか、ばい貝、お米、たま
ご、レタス、なす、トマト、きゅうり、
ほおずき

鯖江市東鯖江1丁目4-21

0778-51-6160

ほうれん草、大根、白菜、お豆腐、ね
ぎ、ゆず、じゃがいも、玉ねぎ、にんに

甘えび箱すし
ダ

天ぷら

お造り
鍋物

だし巻き

サラ

揚げ出し

みきのや

鯖江市東米岡1丁目3-11

0778-52-4333

く、人参、キャベツ、春菊
越前海で上がった鮮魚、へしこ

かんきち鯖江店

鯖江市三六町1丁目14-6

0778-51-2210

越前鶏、越前港鮮魚

こっしぇるん。かふぇ

鯖江市水落2丁目25-28

090-8264-4719

リー、椎茸、川島ごぼう、鯖江なばな、 すの料理など、毎日鯖江産の野菜を使っ

鯖江市大野町29-21

サバエ・シティーホテル

イル・ヴィゴーレ 鯖江市桜町3丁目3-3

0778-42-8551

0778-53-1122

越前鶏なべ、越前鶏チキン南蛮、アオリ

イカ刺身 等
吉川なす、山うに、サンドームブロッコ 山うにパスタ、吉川なす田楽なと吉川な
小松菜鯖江いちご、など

蔵カフェ mon

刺身

こしひかり（ピロール農法で栽培した自
家栽培のお米）

たランチ。
米粉のシフォンケーキ、甘糀の甘酒、
フィナンシェ（焙煎した米ぬか、酒かす
を練りこんだ2種類）

池田産コシヒカリ
【特別栽培米こしひかり(安実農場)】
・特別栽培米こしひかり(安実農場)

green parlour ベルベール

鯖江市小黒町1-5-3

0778-52-3888

通常のライスやオムライスなどお米を

・越前の玉子(岡崎養鶏)

使うメニュー全般

・有機栽培野菜(一部)

【越前の玉子(岡崎養鶏)】

惣 so

鯖江市日の出町2-1

0778-67-4851

鯖のへしこ

焼きプリン
へしことキノコのオイルパスタ

中野商店

鯖江市日の出町2-1

0778 67 3440

へしこ

へしこと大根

鯖江市柳町４丁目521

0778-52-2846

鯖江市有定町3-2-9

0778-53-0460

釜めし専門店

釜蔵

すし処よかろ

コシヒカリ
若狭牛
シャリに使う5種類のブレンド米は全て県
内産

すし全般

ネタもなるべく県内産の魚を使用。
へしこ炙り、へしこ刺し、へしこチャー
三六酒場まるこめ

鯖江市三六町1丁目8-13-3

0778-42-8436

へしこ

ハン、へしこ茶漬け

豆腐

冷奴、麻婆豆腐、揚げだし豆腐

お米

白ご飯、チャーハン、お茶漬け、まるこ
めめし
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ふくいwo味わうレストラン（丹南エリア）

店舗名
王様の食卓

店舗所在地
越前市塚町306

電話番号
0778-42-6030

使用予定の県産食材
若狭牛、こしひかり、せいこがに

県産食材を使用したメニュー
〔料理・飲料〕
若狭牛いちぼ肉のステーキ、ごはん、せ
いこがにのクリームパスタ

お米、その日市場に入った地場の魚（ふ
三河屋

越前市蓬莱町3-25-1

0778-23-4823

くいサーモン等）や野菜（トマト、キュ
ウリ等）

オステリーア ピアット

越前市押田1-4-6

0778-21-3835

越前セイコガニ

料亭

越前市天王町3-4

0778-22-0069

米、日本酒（地酒）、地物の野菜、魚
セイコガニ、ふきのとう、たけのこ（季

越前市千福町123

0778-24-5218

鎌仁別荘

CURRY GATES DON DA DA
カリーゲイツ ダンダダ

越前市高瀬2丁目3

和の食

鮨

ごはんカフェは

ぐもぐ内
喜久屋

水間珈琲

090-2125-0879

越前市粟田部町47-22

0778-42-0342

越前市北府3丁目10-23

0778-22-5710

越前甘エビのカレー（季節、数量限定 11

ギ、青梗菜、じゃがいも、ナス、トマ

月終了）、全てのライス（福井米）

など）

米、ほうれん草、越のルビー

米粉パン、米粉ピザ

地物のお魚、お野菜、お米、お酒、カ

地魚のお造り、茹でたてアツアツ『セイ

ニ、ふぐ

コガニ』、ふぐ鍋（要予約）、各種地酒

など

お米
パプリカ、ヤーコン、里芋、水菜、大

カフェダイニングBOND

越前市稲寄町 24-1-27

0778-67-1800

一杯)

節、数量限定）、家で採れた野菜（ネ
ト、大根

ロハスかふぇ

地物越前町セイコガニのグラタン(丸ごと

根、にんじん、レモン、ピーマン、万願
寺（とうがらし）

カレーライス
BONDランチ、サラダ、季節のお野菜を
使った日替り弁当、BONDBOX
池田産こしひかり

日本料理しくら

越前市蓬莱町5-10

0778-21-1341

越前かに・大野産里芋

中華料理 金龍

越前市沢町142-1

0778-23-3268

こしひかり、たまご

チャーハン

越前めん処

越前市高瀬2-6-15

0778-24-3248

小麦粉、ふくこむぎ

カレーうどん、天ぷらうどん、中華そば

福井県産:天然キノコ、なめこ、ヒラタ

越前鹿のソテー

江戸屋

日本酒・一本義・凡・関西・黒龍・常山

山のソース

ケ、モリーユ、ポルチーニ、ピエドムー 福井県天然キノコの一皿
レストランMarPe by 美味しい学研究所。

越前市高瀬1丁目4-32

0778-43-6185

トン、ジロール、天然山菜、越前鹿、ヒ 山の花のデザート
ラマサ、甘鯛

福井エルダーフラワードリンク

店の食材はほ

福井梅と福井蜂蜜のスパークリング
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ふくいwo味わうレストラン（丹南エリア）

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〕
コシヒカリはおにぎり、お弁当

お米は越前産
手作りおにぎり

口喜

越前市中央1-7-14

生蕎庵

0778-21-5140

越前市千原町7-7

0778ー42ー0589

コシヒカリを使用

梅は梅干し

野菜全般、梅、大豆などは福井県産を使 大豆は味噌の他、ゆず味噌、ふきのとう
用

味噌などいろいろ

玄蕎麦、大根、ネギ

野菜はいろいろ
おろしそば、もりそば、手碾そば

・池田町

まんまるファームさんのコシ

ヒカリ
wacca(ワッカ）

池田町野尻11-3

わくラボ内

0778-67-6668

・池田町

湯本味噌さんの味噌（池田町

産コシヒカリ使用）
・池田町
蟹かに亭
越前御宿

越前町梅浦62-27
お食事処

小鉄

越前町午房ヶ平19鎌岩34

0778-37-2039
0778-39-1334

越前がに
越前がに、定置網産の海産物、いちほま
れ米、コシヒカリ米等

0778-37-1880

越前がに、魚介類

お食事処かねいち

越前町厨71-355-1

090-7087-1122

鰆などの魚、えび類、貝類、蟹類

漁火の宿しまや

越前町茂原５−１３

0778-39-1063

料理旅館

越前町高佐27-2-1

0778-39-1221

こまつ亭

越前町新保12-57-5

0778-37-1607

花のゆめ

越前町梨子ケ平２

0778-37-0511

越前町織田98-1

0778-36-0022

ブルーマリン青海食堂

越前町厨47-1-11

0778-37-1611

旅館 甚平

越前町玉川39-27

0778-37-0243

ごはんや蓮REN

南越前町牧谷29-8

0778-47-3262

佐々木隆文堂・和麗(あえら）

越前がに料理：(11月６日～3月末まで)
お刺身セット：海鮮丼等

(4月～10月末

まで)
焼き物、刺身等

越前町厨49-1-10

有限会社

白米、味噌汁

沢崎豆腐さんの豆腐、厚揚げ

料理旅館かねとも

平成

・季節のランチプレート

海鮮丼、お刺身ランチ、越前がに定食、
せいこ丼など

越前ガニ・越前カレイ・福井サーモン・
福井米・福井の地酒
越前蟹 越前産魚介類

地元醤油

地元

越前蟹コース
みそ 福井産こしひかり
越前蟹、越前かれい、甘海老その他いろ ゆで蟹、お造り、焼き物その他、華燭
いろ
越前がに

（日本酒）、山田錦（冷酒）
かに丼

せいこがに丼
織田のキビ、県産コシヒカリ、ウスヤの スムージー、カレー、オムライス、サラ
豆乳、織田キュウリ他

ダ他

ズワイガニ、せいこがに、赤ガレイ、赤 ズワイガニ丼、せいこがに丼、水ガニ
エビ、ノロゲンゲ、ヒレグロ、ニギス

丼、鍋物、焼き物

米、魚介類、野菜類、越前蟹含む全ての 全メニュー福井県産の食材を取り入れて
食材
池田町産コシヒカリ

おります
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ふくいwo味わうレストラン（丹南エリア）

店舗名
南条SA下り店レストラン

店舗所在地
南越前町上野78北陸自動車道
SA下り線

電話番号
南条

使用予定の県産食材

0778-47-3418

県産

そば粉、丸いも

今庄そば道場

南越前町大門10-3-1

0778-45-1385

ピッツェリアROSSO

南越前町長沢19-59

080-3105-1521

白山ポーク

越前町産
南越前町産

原木椎茸
小カブ

県産食材を使用したメニュー
〔料理・飲料〕
白山ポーク使用

ロースカツ膳

おろしそば
原木椎茸＆リーフサラダのピザ

