
自転車の駅設置施設（嶺北：令和５年４月２２日時点）

1 一乗谷朝倉氏遺跡　復原町並 福井市 26 ＧＯＴＩ（五智）ステーション 福井市

2 道の駅　一乗谷あさくら水の駅 福井市 27 サンステップ福井南店 福井市

3 福井県立図書館（文書館） 福井市 28 サンステップ福井本店 福井市

4 福井市美術館［アートラボふくい］ 福井市 29 サンステップワッセ店 福井市

5 北の庄城址・柴田公園（北の庄城址資料館） 福井市 30 えちぜん鉄道　越前新保駅 福井市

6 福井市立郷土歴史博物館 福井市 31 えちぜん鉄道　越前開発駅 福井市

7 福井市体育館 福井市 32 えちぜん鉄道　福井口駅 福井市

8 フェニックス・プラザ 福井市 33 えちぜん鉄道　新田塚駅 福井市

9 福井市立図書館 福井市 34 福井鉄道　田原町駅 福井市

10 福井市グリフィス記念館 福井市 35 福井鉄道　赤十字前駅 福井市

11 福井市自然史博物館 福井市 36 福井鉄道　浅水駅 福井市

12 福井市立みどり図書館 福井市 37 オレボステーション　フェニックス店 福井市

13 福井運動公園事務所 福井市 38 オレボステーション　いたがき店 福井市

14 内水面総合センター 福井市 39 オレボステーション　米松店 福井市

15 こびり庵 福井市 40 オレンジＢＯＸおおつや 福井市

16 極楽湯　福井店 福井市 41 ファミリーマート　福井円山店 福井市

17 みんなの保健室（中央1丁目） 福井市 42 ファミリーマート　二の宮４丁目店 福井市

18 みんなの保健室（田原1－2－20） 福井市 43 ふくい健康の森（けんこうスポーツセンター） 福井市

19 安居公民館 福井市 44 大野市民俗資料館 大野市

20 国民宿舎鷹巣荘 福井市 45 トロン温浴施設うらら館 大野市

21 清水東公民館 福井市 46 あっ宝んど 大野市

22 福井ふるさと茶屋「杵と臼」 福井市 47 popolo.5 大野市

23 京福バスチケットセンター 福井市 48 COCONOアートプレイス 大野市

24 ｃａｆｅマーレ 福井市 49 九頭竜温泉平成の湯 大野市

25 越前水仙の里温泉　波の華 福井市 50 国民宿舎パークホテル九頭龍 大野市



自転車の駅設置施設（嶺北：令和５年４月２２日時点）

51 城下町東広場 大野市 76 細呂木ふれあいセンター「らくーざ」 あわら市

52 道の駅　越前おおの荒島の郷 大野市 77 道の駅　蓮如の里あわら あわら市

53 結ステーション 大野市 78 道の駅　みくに 坂井市

54 春日神社 大野市 79 福井県総合グリーンセンター 坂井市

55 篠座神社 大野市 80 道の駅　さかい 坂井市

56 本願清水イトヨの里 大野市 81 道の駅　禅の里 永平寺町

57 ミルク工房奥越前 六呂師 高原の時計台 大野市 82 えい坊館 永平寺町

58 武家屋敷旧内山家 大野市 83 わくわくRiverCAN 永平寺町

59 武家屋敷旧田村家 大野市 84 永平寺温泉　禅の里 永平寺町

60 大野市歴史博物館 大野市 85 永平寺町観光案内所 永平寺町

61 福井県自然保護センター 大野市 86 道の駅　河野 南越前町

62 （一社）大野市観光協会 大野市 87 道の駅　越前 越前町

63 道の駅　九頭竜 大野市 88 道の駅　パークイン丹生ヶ丘 越前町

64 道の駅　恐竜渓谷かつやま 勝山市

65 はたや記念館ゆめおーれ勝山 勝山市

66 旬菜食祭お食事処　花月楼 勝山市

67 白山平泉寺歴史探遊館まほろば 勝山市

68 勝山ジオターミナル 勝山市

69 越前大仏 勝山市

70 スキージャム勝山 勝山市

71 勝山天然温泉　水芭蕉 勝山市

72 勝山城博物館 勝山市

73 ロードパーキング恐竜街道 勝山市

74 えちぜん鉄道　勝山駅 勝山市

75 道の駅　西山公園 鯖江市
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1 ホームスイートホーム 敦賀市 26 活魚料理　味一休 美浜町

2 パティスリープルミエ 敦賀市 27 五湖の駅（ドライブイン） 美浜町

3 天清酒万寿店 敦賀市 28 健康楽膳拠点施設こるぱ 美浜町

4 ＫＯＢＯＲＩ 敦賀市 29 ＪＲ美浜駅 美浜町

5 ささえたまご農園 敦賀市 30 美浜町レイクセンター 美浜町

6 野坂茶屋 敦賀市 31 美浜町エネルギー環境教育体育館「きいぱす」 美浜町

7 敦賀さざなみリゾートちょうべい 敦賀市 32 菅浜生協協同組合 美浜町

8 カグール 敦賀市 33 若狭国吉城歴史資料館 美浜町

9 敦賀赤レンガ倉庫 敦賀市 34 美浜町歴史文化館 美浜町

10 西福寺 敦賀市 35 新庄渓流の里 美浜町

11 ガラス工房　KEiｓ庵 小浜市 36 美浜町総合運動公園 美浜町

12 若狭フィッシャーマンズワーフ 小浜市 37 道の駅　シーサイド高浜 高浜町

13 道の駅　若狭おばま 小浜市 38 JR若狭和田駅 高浜町

14 小浜市まちの駅 小浜市 39 和田公民館 高浜町

15 緑茶房 New green café 小浜市 40 若狭和田ビーチ視点場 高浜町

16 菓子司 木屋傳 小浜市 41 UMIKARA 高浜町

17 御菓子処　井上耕養庵 小浜市 42 JR若狭高浜駅 高浜町

18 志保重（和洋菓子店） 小浜市 43 道の駅　うみんぴあ大飯 おおい町

19 御食国若狭おばま食文化館 小浜市 44 道の駅　名田庄 おおい町

20 若狭おばま観光案内所（小浜市インフォメーションセンター） 小浜市 45 SEE　SEA　PARK おおい町

21 小浜市サイクリングセンター（ＪＲ東小浜駅内） 小浜市 46 ファミリーマート大飯うみんぴあ前店 おおい町

22 ＧＯＳＨＯＥＮ 小浜市 47 青戸ベイサイドヒルズ おおい町

23 内外海コミュニティセンター 小浜市 48 ローソン若狭脇袋店 若狭町

24 千鳥苑（ドライブイン） 美浜町 49 café bamboo 若狭町

25 喫茶　オーロラ 美浜町 50 湖上館パムコ 若狭町
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51 ドライブイン水月 若狭町

52 ドライブインやまだ 若狭町

53 梅の里会館 若狭町

54 道の駅　三方五湖 若狭町

55 ファミリーマート鳥浜店 若狭町

56 葛と鯖寿司の店まる志ん 若狭町

57 うなぎ屋源与門 若狭町

58 レイククルーズ 若狭町

59 和伊和伊亭 若狭町

60 漁師の宿　勇晴 若狭町

61 Saba Café 若狭町

62 道の駅　若狭熊川宿 若狭町

63 天然温泉 岡三屋　彩かさね 若狭町

64 若狭三方縄文博物館 若狭町

65 ＪＲ三方駅 若狭町

66 ホテル水月花 若狭町

67 福井県海浜自然センター 若狭町


