
平成30年12月末現在

精肉店等

1 エルパ店 福井市大和田２－１２００－１２ （０７７６）５７－２５００
2 ベル店 福井市花堂南２－１６－１ （０７７６）３３－８０８８
3 ピアゴ丸岡店 坂井市丸岡町一本田２－１１－３ （０７７６）６７－１２９８
4 福井西武店 福井市中央１－８－１(福井西武店地下1階) （０７７６）２１－４５４０
5 福井市田原２－１８－７ （０７７６）２３－２３８８
6 坂井市春江町下小森１－４－１ （０７７６）７２－２０２９
7 小浜市大手町８－３ （０７７０）５２－７５１９
8 福井市文京４－５－２２ （０７７６）２３－６４９９
9 大野市大和２－２２ （０７７９）６６－２３６６

10 福井市みのり３－２１－１２ （０７７６）３４－１１２９
11 アミ店 坂井市春江町随応寺１６－１１ （０７７６）５１－５９９０
12 いづみや本店 越前市矢船町１７－１２ （０７７８）２４－２９２９
13 ㈲立力 福井市高木中央３－３０４ （０７７６）５４－６３１８
14 ハーツさばえ 鯖江市小黒町２－９０１ （０７７８）５３－１１８２
15 ハーツ羽水 福井市木田３－２８０２ （０７７６）３４－８８２２
16 ハーツつるが 敦賀市若葉町１－１６１０ （０７７０）２０－００８２
17 ハーツはるえ 坂井市春江町隋応寺２５－１ （０７７６）５１－５４８２
18 ハーツ学園 福井市学園２－９－２２ （０７７６）２２－００８２
19 ハーツたけふ 越前市芝原４－６－２１ （０７７８）２１－３９８２
20 ハーツ志比口 福井市志比口２－１１－１３ （０７７６）５２－２２８２
21 ハーツわかさ 小浜市遠敷９－５０１ （０７７０）５６－０３８２
22 ハーツ三方五湖 三方上中郡若狭町鳥浜４９－６８ （０７７０）４５－３８２０
23 ハーツ神中 鯖江市神中２－５－５ （０７７８）５４－００８２
24 やしろ店 福井市渕町２－１７１１ （０７７６）３４－２１００
25 みゆき店 福井市御幸３－１２－１ （０７７６）２６－７１１１
26 堀ノ宮店 福井市堀ノ宮１－２１５ （０７７６）２２－６０３０
27 清水店 敦賀市清水２－１８－１７ （０７７０）２３－１２１２

ホテル･旅館（三ツ星若狭牛を使った料理を提供します）

1 休暇村越前三国 坂井市三国町崎１５－４５ （０７７６）８２－７４００
2 三国観光ホテル 坂井市三国町緑ケ丘４－４－８ （０７７６）８１－３１１１
3 まつや千千 あわら市舟津３１－２４ （０７７６）７７－７５００
4 グランディア芳泉 あわら市舟津４３－２６ （０７７６）７７－２５５５
5 みのや泰平閣 あわら市舟津５０－１－１ （０７７６）７８－５５６６
6 ゆ楽 あわら市舟津２－１５ （０７７６）７７－７７００
7 ぐらばあ亭 あわら市田中々８－１ （０７７６）７７－７３３３
8 せくみ屋 小浜市小浜白鬚１１３ （０７７０）５２－００２０
9 水月花 三方上中郡若狭町海山５１－１３ （０７７０）４７－１２３４

10 城山荘 大飯郡高浜町事代６−１－１ （０７７０）７２－０３５７
11 望洋楼 坂井市三国町米ケ脇４－３－３８ （０７７６）８２－００６７
12 若杉末広亭 小浜市大手町８－５ （０７７０）５３－０２０２
13 ホテルアーバンポート 四季彩の宿　花椿 小浜市小浜白鳥７２－１ （０７７０）５３－２００１
14 若狭マリンプラザ 小浜市岡津４４ （０７７０）５３－３３７３
15 料理旅館 新佐 大飯郡おおい町名田庄久坂４－１０－２ （０７７０）６７－２０２８
16 虹岳島温泉 虹岳島荘 三方上中郡若狭町気山３３４－１－８ （０７７０）４５－０２５５
17 海のホテル　ひろせ 三方郡美浜町久々子２−５−２ （０７７０）３２－０００１
18 サンホテルやまね 小浜市小浜白鬚５５-１ （０７７０）５２－１４５０
19 美松 あわら市舟津２６－１０ （０７７６）７７－２６００
20 北潟温泉湖畔荘　hanaゆらり あわら市北潟２１１ （０７７６）７９－１１２４
21 はれや旅館 坂井市三国町梶２６－４５－１ （０７７６）６０－１８０８
22 おおとく 坂井市三国町安島２４－５１－２ （０７７６）８２－６６６８
23 灰屋 あわら市温泉２－２０５ （０７７６）７８－５５５５
24 あわらの宿　八木 あわら市温泉４－４１８ （０７７６）７８－５０００
25 べにや あわら市温泉４－５１０ （０７７６）７７－２３３３
26 つるや あわら市温泉４－６０１ （０７７６）７７－２００１
27 清風荘 あわら市温泉３－８０３ （０７７６）７７－２５００
28 長谷川 あわら市二面４８－１４ （０７７６）７７－２１６４
29 料理旅館　平成 丹生郡越前町高佐２７－２－１ （０７７８）３９－１２２１
30 ホテルクラウンヒルズ武生 越前市府中１－２－３ （０７７８）２３－８１００

　　※※※※三ツ星若狭牛提供店舗を随時募集してます※※※※

店舗名 店舗所在地 ご連絡先
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ル
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旅
館

事業者・店舗名は受付順に記載しています

　　※三ツ星若狭牛は流通量に限りがありますので、事前にお問い合わせの上、御来店をお勧めします。

Ａコープ

㈱エフレ

事業者・店舗名は受付順に記載しています

㈲はまや
肉はナカノ

福井県民生活協同組合

          　      　「三ツ星若狭牛」販売および提供店舗　

事業者 店舗名 店舗所在地 ご連絡先

㈱カワグチ

㈲肉の辻彦
㈲肉の高島屋
田中精肉店

㈱つるや
㈱肉のいまむら
㈲今尾精肉本店
㈱肉研



平成30年12月末現在

飲食店 （三ツ星若狭牛を使った料理を提供します）

1 ㈱ユアーズホテルフクイ　日本料理　橘 福井市中央１－４－８ （０７７６）２５－３２００

2 福井市順化１－１３－１ （０７７６）２８－５２５２

3 坂井市坂井町下兵庫２５２－１４ （０７７６）７２－０１４３

4 KOREAN　Dｉｎｉｎｇ　公　州（迎賓館） 福井市開発町３－６ （０７７６）５３－３０７０

5 福井市順化１－８－１９ （０７７６）２３－４５２９

6 敦賀市津内町1－５－２１ （０７７６）２４－７０８６

7 福井市文京４－２８－１６ （０７７６）２９－００２６

8 焼肉.しゃぶしゃぶ.すきやき　鶴や　 坂井市丸岡町一本田６－３６ （０７７６）９７－８００１

9 肉と韓国料理　たつりき　 福井市高木中央３－３０４ （０７７６）５４－１５５５

10 翔屋 吉田郡永平寺町松岡平成１９１－８ （０７７６）６１－４０５０

11 喰太呂 福井市文京６－２０−２ （０７７６）２７－１０５０

12 焼肉　みね 坂井市春江町江留上昭和１４７ （０７７６）５１－３９８８

13 Il va bien（イル ヴァ ビヤン） 福井市高木町８２－３５－１ （０７７６）５４－１６００

14 五味焼 小浜市伏原３０－３２－２ （０７７０）５２－４７１１

15 うらら 東京都渋谷区１－６－９ （０３）６４２７－１２０３

16 Sogno-Poli（ソニョーポリ） 敦賀市金ヶ崎４－１ （０７７０）４７－６７０７

17 開花亭 福井市中央３－９－２１ （０７７６）２３－１００９

18 グリル葵 福井市大手３－６－３ （０７７６）２４－１１７６

19 バードランド 坂井市三国町緑ヶ丘４－１９－２１ （０７７６）８２－５７７８

20 三好楼 坂井市三国町米ヶ脇４－４－１６ （０７７６）８２－０００１

21 咲膳 横井 東京都世田谷区池尻３－２－５ （０３）６８０５－５０５８

22 越前蟹の坊 坂井市三国町宿１－１６ （０７７６）８２－３９２５

23 日本海の美味 ふくい 望洋楼 東京都港区南青山５－４－４１ （０３）６４２７－２９１８

24 テンダロッサ 福井市高柳３－３２０８ （０７７６）５２－２３２２

25 チャイナテーブル　福井店 福井市大手３－１２－２０ （０７７６）２８－１３６３

26 牛若丸 あわら市舟津４５－３－１ （０７７６）７７－１２３０

27 錦輝 福井市大手３－１４－６ （０７７６）２８－２８２９

28 S'Amuser（サミュゼ） 坂井市三国町米ヶ脇２－３－１ （０７７６）９７－９２３７

29 ビストロ・ウ－・ルー 坂井市春江町江留上錦１５－２ （０７７６）５８－０８５０

30 やなぎ町 福井市順化２－１２－１２ （０７７６）２１－３０８７

31 シェ・キワノ 福井市加茂河原１－３－２ （０７７６）３３－１５１９

32 しゃぶしゃぶ万両 福井市西開発１－２４０４ （０７７６）５４－１５４９

33 ひまわり 福井市高木中央２－３００３ （０７７６）５４－０１８７

34 さかな囃子 福井市石盛町５２３ （０７７６）５６－３９１７

35 プティ・レストラン シェ・サカイ 福井市田原１－７－１０ （０７７６）２９－１１２６

36 和フレンチあめや 福井市高柳１－９０７ （０７７６）４３－１３２１

37 タベルナ・ピノリ 福井市幾代２－１５０４ （０７７６）５２－２７００

38 シェ・ピノリ 福井市南四ツ居１－９１３ （０７７６）２６－３７３７

39 浜町ピノリ 福井市中央３－１４－１２ （０７７６）４３－０７９９

40 リストランテカシーナ 福井市文京１－４０－１ （０７７６）２９－１１２８

41 越前三國湊屋（スターフーズ） 坂井市三国町楽円５８－１１－１１ （０７７６）８２－７６０７

42 おやじのフレンチ　てつ あわら市温泉１－１ （０７７６）７７－１８７７

43 京屋 大阪府大阪市西区新町１－２０－１６ （０６）６５３５－１１１３

44 さな井 大阪府大阪市中央区東心斎橋２－２－１１ （０６）６２１４－０３７１

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

46 学士会館精養軒 東京都千代田区神田錦町３－２８ （０３）３２９２－５９３６

47 ラ・ポスト 吉田郡永平寺町東古市９－３５－２ （０７７６）６３－１１６５

48 ステーキハウスナカムラ 福井市里別所新町５０３ （０７７６）２３－３１７７

49 ホテルフジタ福井  銀座 福井市大手３－１２－２０ （０７７６）２７－５４８９

50 ステーキハウス　キタジマ 福井市順化２－１３－２０ （０７７６）２５－２９２９

51 東原屋 吉田郡永平寺町松岡葵３－１０７ （０７７６）６１－０６７８

52 一乃松 福井市中央３－１２－２４ （０７７６）２５－５００７

53 ㈱ユアーズホテルフクイ　レストラン ボヌール 福井市中央１－４－８ （０７７６）２５－３２００

54 フェニックスホテル　養浩館 福井市大手２－４－１８ （０７７６）２１－１８００

55 二ノ丸グリル 福井市大手２－１８－１ （０７７６）２７－７５２２

56 なか路 福井市大宮２－２５－１ （０７７６）２４－２８３３

57 味真乃 福井市順化１－１６－８ （０７７６）２８－６８０６

58 萩 福井市下馬３－１５０７－１ （０７７６）３３－６６７２

59 和田○商店 福井市順化２－１２－１１ （０７７６）４３－９９２９

60 割烹 ときわ 福井市順化２－１２－６ （０７７６）２３－６７８３

61 アルケミスト 福井市門前１－２０１ （０７７６）６３－５６１３

62 オオツカ 福井市大手３－５－１８ （０７７６）２８－３２３４

63 ショパン 福井市高柳町２８－１２ （０７７６）５２－１７６６

64 海幸 坂井市三国町三国東３－１２－２１ （０７７６）８１－３６２２

65 LULL （ラル） 坂井市三国町崎３１－２５ （０７７６）９７－８９０３

66 リストランテカルド 敦賀市木崎５１－２４－１ （０７７０）２０－１２６０

67 くずし割烹　ぼんた 福井市中央１－２－１ （０７７６）４３－０９９７

68 柳庵 福井市順化１－１３－１３ （０７７６）２１－８８８０

69 柳月亭 福井市順化２－６－１４ （０７７６）２１－８８２０

70 福井市 中央１丁目2−1 ハピリン2階 （０７７６）２８－３３１３

ステーキハウスアオヤマ

㈲朱雀

福昌園

㈱ジャルダン

          　      　「三ツ星若狭牛」販売および提供店舗　

店舗名 店舗所在地 ご連絡先

飲
食
店

事業者・店舗名は受付順に記載しています

　　※三ツ星若狭牛は流通量に限りがありますので、事前にお問い合わせの上、御来店をお勧めします。　
※※※※三ツ星若狭牛提供店舗を随時募集してます※※※※

和食しゃぶしゃぶ　おめでたい　福井駅前店

居酒屋　酒菜家Ｈｉｒｏ



平成30年12月末現在

飲食店 （三ツ星若狭牛を使った料理を提供します）

71 日本料理　瀬名 福井市宝永１－１６−６ （０７７６）２２－０４０３

72 旬味 泰平 福井市中央３－１４−１１ （０７７６）２５－４６８６

73 味工房　咲良（さくら） 福井市順化２－２５－１７ （０７７６）２８－５２２５

74 Spuntino （スプンティーノ） 福井市順化２-２０-１７セレクトシティ片町 （０７７６）２５－７２１１

75 匠きし 福井市中央３－６−９ （０７７６）２７－１６５０

76 一燈 福井市中央３－１２−１２ （０７７６）２２－１３２２

77 ときの蔵 鯖江市新横江２－２－１ （０７７８）２９－１２１９

78 和みKappo喜水 福井市二の宮３－１３－１１ （０７７６）２８－０００８

79 イルボスコ 福井市二の宮3-13-23 （０７７６）９７－８８６０

80 四季遊菜　季寄　つくし野本店 福井市つくし野１－１１０１ （０７７６）５５－３６９６

81 四季遊菜　季寄　片町店 福井市順化２－１５－１８ （０７７６）４３－９３５３

82 カピターノ 福井市漆原１２－３８ （０７７６）６５－０６９４

83 鯖江市桜町３－３－３ サバエ・シティーホテル ８Ｆ （０７７８）５３－１１２２

84 グラン・シェフ クーゼー 福井市今市町４０－１－１ （０７７６）３８－８８３３

85 福井市加茂河原１－２−８ （０７７６）３３－６７５１

86 福井市高木中央３－２０１９ （０７７６）５０－２４６６

87 福井市高木中央３－７０１ （０７７６）５７－８０００

88 福井市灯明寺３－２０１ （０７７６）９７－５１５５

89 若狭町熊川１６－２８－１ （０７７０）６２－１８１８

90 焼肉かわだ 福井市順化１－２１－１１－１Ｆ （０７７６）９７－６５９０

91 割烹　間海 福井市順化２－２１－８ （０７７６）２２－７６６０

92 福井市西谷２－２７０３ （０７７６）９７－８７４１

ル・ディアマンローズ

飲
食
店

　　※※※※三ツ星若狭牛提供店舗を随時募集してます※※※※

事業者・店舗名は受付順に記載しています

          　      　「三ツ星若狭牛」販売および提供店舗　

　　※三ツ星若狭牛は流通量に限りがありますので、事前にお問い合わせの上、御来店をお勧めします。

リストランテ IL Vigore （イル・ヴィゴーレ）

店舗所在地 ご連絡先

タベルナ・イ・フロール・エル・マノ

ローズガーデン（ローズカフェ）

アルモニ　ヴァンヴィーノ

ビストロ居酒屋　懐 KAI

うなぎと若狭牛の店　熊川宿　伍助

店舗名


