
〈発行元〉
公益社団法人 ふくい農林水産支援センター
（ふくいエコ ・ グリーンツーリズム ・ ネットワーク事務局）
福井県福井市寮町辺操52番21号
TEL ： ０７７6－２1－8311　FAX ： ０７７6－２3－0931
E-mail ： ｉｎｆｏ＠ｆｕｋｕｉ‐ｅｃｏｇｒｅｅｎ．ｏｒｇ

交通アクセス
東京から

● J        R 北陸新幹線・北陸線特急で …約3時間20分
 東海道新幹線・北陸線特急で …約3時間20分
● 飛 行 機 羽田̶小松̶福井（バス） ………約2時間15分
● 自 動 車 東名 ・ 名神 ・ 北陸自動車道で …約6時間30分
● 高速バス 東京八重洲南口̶福井 …………約8時間10分

大阪から
● J        R 北陸線（湖西線）特急で …………約1時間50分
 大阪駅より敦賀まで新快速で ………約2時間
● 自 動 車 名神 ・ 北陸自動車道で ………………約3時間
● 高速バス 大阪（梅田）̶ 福井 ………………約3時間30分

名古屋から
● J        R 北陸線特急で …………………………約2時間
● 自 動 車 名神 ・ 北陸自動車道で ………………約2時間
 東海北陸自動車道白鳥IC経由で ……約3時間
● 高速バス JR名古屋駅̶福井 ………………約2時間30分

※乗り継ぎ時間を含みません
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福井へお越しの際は、ふるさとの食もご堪能ください。

ソースかつ丼

あぶらあげ

赤かぶら

勝山みずな

こしひかり

地酒

つるし柿

打ち豆

水ようかん



昔話のような世界が広がっている。
農家の家庭に宿泊して、農業体験や農家との交流を通じて、ありのままの農村の
暮らしを楽しんでください。まるで、ふるさとに帰ったような気分を味わえます。

福井県の農家民宿に泊まってみたいと思ったら．．．
メモ①

農家民宿では、
基本的なアメニティを
持参しましょう

メモ②
山・川遊び、

田舎料理、農作業体験等
田舎でやりたいことを
計画しましょう

メモ③
おもてなしの準備に
時間が必要なので

2週間前に予約しましょう

【農家民宿 お問い合わせ先】
公益社団法人　ふくい農林水産支援センター
                         （ふくい農業ビジネスセンター内）
電　　話 ： ０７７８－２９－２１３１
Ｆ　Ａ　Ｘ ： ０７７８－２９－２１３３　
メ  ー  ル ： iｎｆｏ＠ｆｕｋｕｉ－ｅｃｏｇｒｅｅｎ．ｏｒｇ
受付時間 ： 平日８：３０～１７：１５（土日・祝、正月休み）
担 当 者 ： 荻田英爾 ・ 山口哲弘

はじめに

　福井県では、都市住民の方が福井県の農山漁村地域を訪れ、豊か

な自然や産業・文化を体験していただく、「ふくいエコ・グリーンツーリズム」

を推進しています。

　農家民宿は、都市住民の方が、一般の農家に滞在し、農山漁村の

ありのままの生活文化を体験していただける宿泊所です。

　福井県には、里山里海湖に育まれた農家民宿があり、宿泊される皆

様には、福井県の誇るべき「幸福度」を体感していただき、「また来てみた

い。」と思っていただけるものと存じます。

　本パンフレットが、皆様が自然体験や農業体験をされるに当たり、滞在

先として農家民宿を選んでいただく一助となれば幸いです。

平成２9年１月

公益社団法人　ふくい農林水産支援センター

さ と や ま        さ と う み
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農家に泊まり、農業体験や農家との交流を通して、
ありのままの農村の暮らしを満喫してください。
まるでふるさとに帰ったような気分を味わえます。
先人から受け継いだ、「季節に応じて手に入る食材
を活かし、健康に暮らす。」という営みの中で、祭り
や報恩講（ほうおんこう）などで出される伝承料理
を味わうこともできます。

農家民宿 じゅ助　福井市南野津又町19-46  0776-93-2147
さかい農園　福井市堂島町9-8-1　080-3042-9836
こなかや　福井市武周町7-26
すけざ　福井市大矢町9-2
いちろべい　福井市畠中町28-6
さくべぇ　　福井市別畑町11-11
こひがし　福井市畠中町31-5
かんじゃ　福井市畠中町6-7
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山あいの宿 なかがわ　坂井市丸岡町上竹田24-9-1　0776-67-2118
山月荘　坂井市丸岡町上竹田41-40　0776-63-5057
農家民宿 このは　大野市南六呂師169-52　0779-67-1217
まんまるハウス　大野市森政領家7-4　0779-67-1117
Café Name Came Ono　大野市篠座町7-2　090-5220-5800
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椀ｄｅ縁　鯖江市河和田町14-25-1　0778-65-2844
ざくろの宿　鯖江市上河内町25-2-1　090-6786-3988
蔵の伊兵衛さんち　越前市太平町2-4-74
さらまんだ渡辺のログハウス　越前市高岡町8-39-5
加藤さんち　越前市赤谷町15-26
古民家『ＡＯＩＩＥ』　越前市勾当原町45-24-1　090-5171-6410
橋本さんち　越前市牧町14-21　
堀江さんち　越前市曽原町15-12
霜さんち　越前市若須町1-6
重屋さんち　越前市菖蒲谷町10-9
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美鹿家　美浜町新庄291-28-1　0770-32-6780
三九郎　若狭町田井30-7　0770-46-1783
田舎暮らしの家ここいろ　若狭町末野43-18-1　0770-45-9111
島津ごろべ　若狭町小原23-9　0770-45-9111
若狭きちべ　若狭町向笠24-2-1　0770-45-0686
熊川宿勘兵衛　若狭町熊川30-3-1　080-6359-0808
三十三間山文庫　若狭町上野14-19　0770-45-9111
古民家サロンアルプス　おおい町石山12-5　0770-78-1245
農家民宿 利右衛門　高浜町東三松17-15　080-1964-5487
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掲載農家民宿一覧

福井の農家民宿 田舎に泊まろう日本のふるさと越前・若狭

090-2541-3267
（事務局 ： 堂下）

0778-28-1119
（事務局 ： 森）

加斗PA

三方五湖PA

杉津PA

北鯖江PA

女形谷PA

0778-43-0879
（事務局 ： 田中）



3 4

1 農家民宿 じゅ助

〈代表者〉 清水　重勝さん（しみず　しげかつ）
〈住所〉 福井市南野津又町19-46
〈電話＆ＦＡＸ〉 0776-93-2147／0776-93-2147
〈メール〉 shigemitu@mmek.jp
〈宿泊料金〉 6,500円／1泊2食
 3,000円／素泊まり

〈チェックイン／チェックアウト〉　16:00～／10:00
〈予約〉 6日前
〈最寄駅の送迎〉 不可
〈対象年齢〉 特になし

お宿情報 

　飯が降ってくる民話のある飯降山のふもと。
里山の原風景が広がる伊自良の里で、のんび
りと過ごしてみませんか。

体験メニュー

2 さかい農園

〈代表者〉 酒井　慶一さん（さかい　けいいち）
〈住所〉 福井市堂島町9-8-1
〈電話＆ＦＡＸ〉 080-3042-9836／0776-54-7012
〈メール〉 無し
〈宿泊料金〉 6,000円／1泊2食　
 3,000円／素泊まり

〈チェックイン／チェックアウト〉　15:00～／10:00
〈予約〉 10日前
〈最寄駅の送迎〉 ＪＲ福井駅
〈対象年齢〉 特になし

お宿情報 

　ニワトリやウサギ、ヤギ、七面鳥、クジャクとの
ふれあいが体験できます。いろいろな野菜の収
穫やピザ釜でのピサ作り体験もできます。

体験メニュー

野菜の収穫、山菜採り、稲の収穫、
星空観察、ホタル観賞

夏野菜の収穫、動物とのふれあい、
ハウス野菜の収穫、ピザ作りなど

3 こなかや

〈代表者〉 高橋　いづみさん（たかはし　いづみ）
〈住所〉 福井市武周町7-26
〈電話＆ＦＡＸ〉 090-2541-3267／0776-97-2127（事務局）
〈メール〉 goldo291@yahoo.co.jp
〈宿泊料金〉 6,500円／1泊2食
 3,000円／素泊まり

〈チェックイン／チェックアウト〉　16:00～／10:00
〈予約〉 6日前
〈最寄駅の送迎〉 不可
〈対象年齢〉 特になし

お宿情報 

　越前海岸国定公園に指定されている「武周
ヶ池」まで徒歩３０分。自然と歴史が調和した
中で、農村体験ができます。

体験メニュー

4 すけざ

〈代表者〉 吉村　清一さん（よしむら　せいいち）
〈住所〉 福井市大矢町9-2
〈電話＆ＦＡＸ〉 090-2541-3267／0776-97-2127（事務局）
〈メール〉 goldo291@yahoo.co.jp
〈宿泊料金〉 6,500円／1泊2食
 3,000円／素泊まり

〈チェックイン／チェックアウト〉　16:00～／10:00
〈予約〉 7日前
〈最寄駅の送迎〉 不可
〈対象年齢〉 特になし

お宿情報 

　外見は昔ながらの農家の家、回りには畑が
広がり様々な作物が収穫できます！
屋内は現代風の施設と、昔ながらの施設が混
在する、とても落ち着ける環境です。

体験メニュー

季節に応じて相談

季節に応じて相談

福井の農家民宿 田舎に泊まろう日本のふるさと越前・若狭
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5 いちろべい

〈代表者〉 堂下　雅晴さん（どうした　まさはる）
〈住所〉 福井市畠中町28-6
〈電話＆ＦＡＸ〉 090-2541-3267／0776-97-2127（事務局）
〈メール〉 goldo291@yahoo.co.jp
〈宿泊料金〉 6,500円／1泊2食
 3,000円／素泊まり

〈チェックイン／チェックアウト〉　16:00～／10:00
〈予約〉 6日前
〈最寄駅の送迎〉 ＪＲ福井駅／ＪＲ鯖江駅
〈対象年齢〉 特になし

お宿情報 

　海にも山にもアクセスが、大変良好な宿です。
すぐ隣には、「農家レストランかじかの里山殿下」
があり、料理体験などもできます。

体験メニュー

6 さくべぇ

〈代表者〉 佐々木　邦雄さん（ささき　くにお）
〈住所〉 福井市別畑町11-11
〈電話＆ＦＡＸ〉 090-2541-3267／0776-97-2127（事務局）
〈メール〉 goldo291@yahoo.co.jp
〈宿泊料金〉 6,500円／1泊2食　
 3,000円／素泊まり

〈チェックイン／チェックアウト〉　16:00～／10:00
〈予約〉 6日前
〈最寄駅の送迎〉 ＪＲ福井駅
〈対象年齢〉 特になし

お宿情報 

　冬季限定で、囲炉裏縁の夕食が楽しめま
す。（11月～3月）

体験メニュー

野菜の収穫、田畑の整備、稲の収穫、
田舎料理、トレイル

山菜収穫、野菜収穫、伝承料理、
野良仕事、越知山登山

7 こひがし

〈代表者〉 高橋　要さん（たかはし　かなめ）
〈住所〉 福井市畠中町31-5
〈電話＆ＦＡＸ〉 090-2541-3267／0776-97-2127（事務局）
〈メール〉 goldo291@yahoo.co.jp
〈宿泊料金〉 6,500円／1泊2食
 3,000円／素泊まり

〈チェックイン／チェックアウト〉　15:00～／9:30
〈予約〉 2日前
〈最寄駅の送迎〉 ＪＲ福井駅
〈対象年齢〉 特になし

お宿情報 

　地域おこし協力隊が暮らす、殿下地区の交
流拠点。ディープな時間をお楽しみください。
　都合があえば、福井市街までの送迎もいた
します。（要予約）

体験メニュー

8 かんじゃ

〈代表者〉 久保　明美さん（くぼ　あけみ）
〈住所〉 福井市畠中町6-7
〈電話＆ＦＡＸ〉 090-2541-3267／0776-97-2127（事務局）
〈メール〉 goldo291@yahoo.co.jp
〈宿泊料金〉 6,500円／1泊2食
 3,000円／素泊まり

〈チェックイン／チェックアウト〉　16:00～／10:00
〈予約〉 7日前
〈最寄駅の送迎〉 不可
〈対象年齢〉 特になし
〈営業期間〉 4月～11月

お宿情報 

　農家には似つかわしくない、現代風の建物
ですが、回りの環境は自然そのものです。
各種農家体験ができるほか、親子３代の家族
が暖かく出迎えます！

体験メニュー

季節に応じて相談

季節に応じて相談

福井の農家民宿 田舎に泊まろう日本のふるさと越前・若狭
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9 山あいの宿 なかがわ

〈代表者〉 中川　輝男さん（なかがわ　てるお）
〈住所〉 坂井市丸岡町上竹田24-9-1
〈電話＆ＦＡＸ〉 0776-67-2118／0776-67-2118
〈メール〉 無し
〈宿泊料金〉 6,000円／1泊2食
 4,000円／素泊まり

〈チェックイン／チェックアウト〉　16:00～／10:00
〈予約〉 20日前
〈最寄駅の送迎〉 不可
〈対象年齢〉 特になし

お宿情報 

　お話し好きの夫婦が、お迎えする素朴な宿です。
昔ながらの囲炉裏を囲んでの田舎料理は格別。
　農作業体験や里山散策などのご希望も可能な
限り承ります。

体験メニュー

10 山月荘

〈代表者〉 奥村　繁子さん（おくむら　しげこ）
〈住所〉 坂井市丸岡町上竹田41-40
〈電話＆ＦＡＸ〉 0776-63-5057／0776-63-6881
〈メール〉 sangetsusou@gmail.com
〈宿泊料金〉 30,000円／1泊2食　
 15,000円／素泊まり

〈チェックイン／チェックアウト〉　14:00～／11:00
〈予約〉 3日前
〈最寄駅の送迎〉 ＪＲ福井駅
〈対象年齢〉 特になし

お宿情報 

　春には、しだれ桜が咲き誇り、秋には、もみじ
が美しい大自然の中で山菜取り、川遊び、農
業体験などが楽しめます。
　越前竹田の静かな隠れ里で、悠久のひとと
きをお過ごしください。

体験メニュー

季節に応じて相談

季節に応じて相談

11 農家民宿 このは

〈代表者〉 矢尾　政士さん（やお　まさし）
〈住所〉 大野市南六呂師169-52
〈電話＆ＦＡＸ〉 0779-67-1217／0779-67-1217
〈メール〉 ホームページ申込みフォームあり
 http://www.nouka-konoha.jp/
〈宿泊料金〉 6,000円／1泊2食
 4,000円／素泊まり

〈チェックイン／チェックアウト〉　15:00～／10:00
〈予約〉 14日前
〈最寄駅の送迎〉 ＪＲ越前大野駅
〈対象年齢〉 特になし

お宿情報 

　自然あふれる六呂師高原は、訪れた人の心
を和ませてくれます。
　有機肥料・無農薬のこだわり野菜の美味し
さを味わってください。林業体験や星空観察、
石釜でピザ焼き体験ができます。

体験メニュー

12まんまるハウス

〈代表者〉 坂本　均さん（さかもと　ひとし）
〈住所〉 大野市森政領家7-4
〈電話＆ＦＡＸ〉 0779-67-1117／0779-67-1117
〈メール〉 manmarusaito@goo.jp
〈宿泊料金〉 2,000円／素泊まり

〈チェックイン／チェックアウト〉　10:00～／10:00
〈予約〉 6日前
〈最寄駅の送迎〉 ＪＲ越前大野駅
〈対象年齢〉 特になし

お宿情報 

　周囲は田んぼ、静かな農村部にあります。
広い敷地にこじんまりした家です。
のんびり過ごすには、もってこいです！

体験メニュー

自然体験、星空観察、農林業体験
石がまでピザ焼き

農村サイクリング、スノーシューガイド

福井の農家民宿 田舎に泊まろう日本のふるさと越前・若狭
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13 Café Name Came Ono

〈代表者〉 二見　祐史さん（ふたみ　ゆうじ）
〈住所〉 大野市篠座町7-2
〈電話＆ＦＡＸ〉 090-5220-5800／無し
〈メール〉 fish.in.the.deep.blue@gmail.com
〈宿泊料金〉 4,800円～／1泊2食
 2,500円／素泊まり

〈チェックイン／チェックアウト〉　16:00～／22:00
〈予約〉 当日
〈最寄駅の送迎〉 不可
〈対象年齢〉 特になし

お宿情報 

　周囲を山に囲まれた「名水のまち」越前大野
にある古民家カフェ＆ゲストハウス。
　一年を通して、豊かな自然を満喫できるメ
ニューをご用意しております。

体験メニュー

14 椀 ｄｅ 縁

〈代表者〉 荒木　真弓さん（あらき　まゆみ）
〈住所〉 鯖江市河和田町14-25-1
〈電話＆ＦＡＸ〉 0778-65-2844／無し
〈メール〉 info@wan-de-en.com
〈宿泊料金〉 5,800円／素泊まり

〈チェックイン／チェックアウト〉　16:00～／11:00
〈予約〉 6日前
〈最寄駅の送迎〉 ＪＲ鯖江駅（要相談3名まで）
〈対象年齢〉 特になし

お宿情報 

　築150年の歴史を持つ落ち着いた雰囲気
の古民家。
　宿主の趣味である茶道を活かした、茶事風
食事や地元の漆器職による蒔絵や沈金の体
験を楽しんでもらえます。

体験メニュー

里芋収穫、星空観察（週末）、
料理教室、巫女衣装体験

漆器体験、茶事風食事、わらじ作り

15ざくろの宿

〈代表者〉 柑本　修さん（こうじもと　おさむ）
〈住所〉 鯖江市上河内町25-2-1
〈電話＆ＦＡＸ〉 090-6786-3988／0778-42-7523
〈メール〉 kouji210@outlook.jp
〈宿泊料金〉 8,800円／1泊2食
 5,800円／素泊まり

〈チェックイン／チェックアウト〉　15:00～／12:00
〈予約〉 10日前
〈最寄駅の送迎〉 不可
〈対象年齢〉 特になし

お宿情報 

　自然農法・自然栽培、環境に優しい農業が
体験できる宿。また、田舎でのんびり・温泉で
ゆっくりしたい・田舎暮らしや地域おこしに関心
のある方、旅行者大歓迎！
お気軽にお問合せください.

体験メニュー

16 蔵の伊兵衛さんち

〈代表者〉 笹村　喜美枝さん（ささむら　きみえ）
〈住所〉 越前市太平町2-4-74
〈電話＆ＦＡＸ〉 0778-43-0879／0778-43-0879（事務局）
〈メール〉 info@lohas-echizen.org
〈宿泊料金〉 8,500円／1泊2食
 5,800円／素泊まり

〈チェックイン／チェックアウト〉　16:00～／10:00
〈予約〉 10日前
〈最寄駅の送迎〉 ＪＲ武生駅／ＪＲ鯖江駅
〈対象年齢〉 特になし

お宿情報 

　築１００年の古民家と伝承料理が、ほっこりと
ゆったりとした田舎の良さを味あわせてくれます。
　ご夫婦の仲の良さが、１番のおすすめ！

体験メニュー

ブルベリー収穫、さつまいも収穫
漆器塗り体験、やぎとのふれあい

野菜・山菜収穫体験

福井の農家民宿 田舎に泊まろう日本のふるさと越前・若狭

か ふ ぇ　　な ま け も の

わん         で        えん



11 12

17さらまんだ渡辺のログハウス

〈代表者〉 渡辺　良明さん（わたなべ　よしあき）
〈住所〉 越前市高岡町8-39-5
〈電話＆ＦＡＸ〉 0778-43-0879／0778-43-0879（事務局）
〈メール〉 info@lohas-echizen.org
〈宿泊料金〉 8,500円～／1泊2食
 5,800円／素泊まり

〈チェックイン／チェックアウト〉　16:00～／10:00
〈予約〉 10日前
〈最寄駅の送迎〉 ＪＲ武生駅／ＪＲ鯖江駅
〈対象年齢〉 特になし

お宿情報 

　３世代同居のアットホームな家族の雰囲気と
農家のいとなみ、自然とともに生きることを味わっ
ていだけます。

体験メニュー

18 加藤さんち

〈代表者〉 加藤　利春さん（かとう　としはる）
〈住所〉 越前市赤谷町15-26
〈電話＆ＦＡＸ〉 0778-43-0879／0778-43-0879（事務局）
〈メール〉 info@lohas-echizen.org
〈宿泊料金〉 8,500円／1泊2食
 5,800円／素泊まり

〈チェックイン／チェックアウト〉　16:00～／10:00
〈予約〉 10日前
〈最寄駅の送迎〉 ＪＲ武生駅／ＪＲ鯖江駅
〈対象年齢〉 特になし

お宿情報 

　築150年の古民家の風情、日本の名水百
選にも選ばれた赤谷名水のすぐそばで、そば打
ちと採れたての野菜を使ったお料理がおすす
めです。

体験メニュー

里山散策

そば打ち体験

19 古民家『ＡＯＩＩＥ』

〈代表者〉 内山　秀樹さん（うちやま　ひでき）
〈住所〉 越前市勾当原町45-24-1
〈電話＆ＦＡＸ〉 090-5171-6410／0778-29-2621
〈メール〉 uchiyama1957@gmail.com
〈宿泊料金〉 5,700円／1泊2食
 3,000円／素泊まり

お宿情報 

　コウノトリの舞う里づくりを進めている越前市
西部地域にある白山・坂口地区にある、１９世
紀に建てられた古民家ＡＯＩＩＥで農家民宿を
中心に都市と里山の交流を行っています。
　里山の自然と素朴な人とのふれあいで、
「心の洗濯は」は、いかがでしょうか。

20 橋本さんち

〈代表者〉 橋本　弥登志さん（はしもと　やとし）
〈住所〉 越前市牧町14-21
〈電話＆ＦＡＸ〉 0778-28-1119／0778-28-1119（事務局）
〈メール〉 midorinomura@echizen-shirayama.com
〈宿泊料金〉 8,500円／1泊2食
 6,000円／素泊まり

〈チェックイン／チェックアウト〉　17:00～／10:00
〈予約〉 15日前
〈最寄駅の送迎〉 ＪＲ武生駅
〈対象年齢〉 特になし

お宿情報 

　自然豊かな里山の原風景の囲まれたお家の
お父さんは「しらやまの薪割り名人」
　コウノトリがやってくる田んぼや、大きなビオ
トープ作りにも取り組んでいるので、貴重な野
生生物に出会えるチャンスがあります。

体験メニュー

体験メニュー

野菜の収穫、山菜の収穫、稲刈り
田んぼの草取り

〈チェックイン／チェックアウト〉　15:00～／11:00
〈予約〉 3日前
〈最寄駅の送迎〉 ＪＲ武生駅
〈対象年齢〉 特になし
〈営業期間〉 4月～11月

春の山菜とり、田んぼ＆畑作業等
馬借街道ウォーク、漁港とれたて魚買い出し

福井の農家民宿 田舎に泊まろう日本のふるさと越前・若狭
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21 堀江さんち

〈代表者〉 堀江　照夫さん（ほりえ　てるお）
〈住所〉 越前市曽原町15-12
〈電話＆ＦＡＸ〉 0778-28-1119／0778-28-1119（事務局）
〈メール〉 midorinomura@echizen-shirayama.com
〈宿泊料金〉 8,500円～／1泊2食
 6,000円／素泊まり

〈チェックイン／チェックアウト〉　17:00～／10:00
〈予約〉 15日前
〈最寄駅の送迎〉 ＪＲ武生駅
〈対象年齢〉 特になし

お宿情報 

　春には桜、初夏にはホタルの乱舞、秋には紅
葉の山並み、冬には静かな里山と、年間を通し
て、日本の原風景を体感できます。　
　「しらやま冬みず田んぼ」の達人のお父さん
から楽しいお話が聞けます。

体験メニュー

22 霜さんち

〈代表者〉 霜　実男さん（しも　じつお）
〈住所〉 越前市若須町1-6
〈電話＆ＦＡＸ〉 0778-28-1119／0778-28-1119（事務局）
〈メール〉 midorinomura@echizen-shirayama.com
〈宿泊料金〉 8,500円～／1泊2食
 6,000円／素泊まり

〈チェックイン／チェックアウト〉　17:00～／10:00
〈予約〉 15日前
〈最寄駅の送迎〉 ＪＲ武生駅
〈対象年齢〉 特になし

お宿情報 

　田んぼに囲まれた築８０年の古民家です。
山奥なので、聞こえるのは鳥や虫の鳴き声で
け・・・初夏には家の周りを乱舞するホタルを見る
ことができます。

体験メニュー

野菜の収穫、山菜の収穫、稲刈り
田んぼの草取り

野菜の収穫、山菜の収穫、稲刈り
田んぼの草取り

23 重屋さんち

〈代表者〉 重屋　志啓盛さん（おもや　しげもり）
〈住所〉 越前市菖蒲谷町10-9
〈電話＆ＦＡＸ〉 0778-28-1119／0778-28-1119（事務局）
〈メール〉 midorinomura@echizen-shirayama.com
〈宿泊料金〉 8,500円～／1泊2食
 6,000円／素泊まり

お宿情報 

　小鳥のさえずりで目をさまし、春の裏山では
春蘭やオウレンの可憐な花が咲く里山の風景
をご覧になれます。越前海岸まで近く、日本海
の雄大な海の眺めも最高です。

24 美鹿屋

〈代表者〉 中村　俊彦さん（なかむら　としひこ）
〈住所〉 美浜町新庄291-28-1
〈電話＆ＦＡＸ〉 0770-32-6780／0770-32-6780
〈メール〉 mirokuya@samgha-nature.com
〈宿泊料金〉 6,000円／1泊2食
 3,000円／素泊まり

〈チェックイン／チェックアウト〉　13:00～／12:00
〈予約〉 5日前（体験プランによって異なる）
〈最寄駅の送迎〉 ＪＲ美浜駅
〈対象年齢〉 特になし

お宿情報 

　オーナーがハンター＆川の漁師であることか
らジビエ料理・川魚料理、福井の名物料理を中
心とした食事と、広大な自然の中での各種体験
が楽しめます。
　また、茶室もあり、抹茶体験も可能です。

体験メニュー
獣害対策体験、鹿角アクセサリー作り
山歩き各種収穫、川での魚・カニ捕獲等

〈チェックイン／チェックアウト〉　17:00～／10:00
〈予約〉 15日前
〈最寄駅の送迎〉 ＪＲ武生駅
〈対象年齢〉 特になし

体験メニュー
野菜の収穫、山菜の収穫、稲刈り
田んぼの草取り

福井の農家民宿 田舎に泊まろう日本のふるさと越前・若狭

み     ろく     や
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28 若狭きちべ

〈代表者〉 五十嵐　礼子さん（いからし　れいこ）
〈住所〉 若狭町向笠24-2-1
〈電話＆ＦＡＸ〉 0770-45-0686／0770-45-0686
〈メール〉 無し
〈宿泊料金〉 6,500円／1泊2食　
 4,500円／素泊まり

〈チェックイン／チェックアウト〉　16:00～／10:00
〈予約〉 6日前
〈最寄駅の送迎〉 ＪＲ三方駅
〈対象年齢〉 特になし

お宿情報 

　のんびりと一緒に米・無農薬野菜・ハーブ等
を楽しく作りませんか。
　新たな出会いと発見を楽しみに、皆様のお
いでをお待ちしております。

体験メニュー
梅もぎ、夏野菜の収穫、お手玉作り
野草茶作り

26 田舎暮らしの家 ここいろ

〈代表者〉 山内　美栄子さん（やまうち　みえこ）
〈住所〉 若狭町末野43-18-1
〈電話＆ＦＡＸ〉 0770-45-9111／なし （事務局）
〈メール〉 無し
〈宿泊料金〉 6,500円／1泊2食
 4,500円／素泊まり

〈チェックイン／チェックアウト〉　17:30～／10:00
〈予約〉 10日前
〈最寄駅の送迎〉 ＪＲ若狭有田駅
〈対象年齢〉 特になし

お宿情報 

　山あいに建てられた民家を改装した農家民
宿。千年以上の昔から伝わる「須恵野焼」を楽
しく作ってみませか。併設されたカフェで地域の
おばちゃん達が作るランチがおすすめです。

体験メニュー
須恵野焼き、ピザ焼き

27 島津ごろべ

〈代表者〉 島津　栄子さん（しまづ　えいこ）
〈住所〉 若狭町小原23-9
〈電話＆ＦＡＸ〉 0770-45-9111／なし （事務局）
〈メール〉 無し
〈宿泊料金〉 6,500円／1泊2食　
 4,500円／素泊まり

〈チェックイン／チェックアウト〉　16:00～／10:00
〈予約〉 6日前
〈最寄駅の送迎〉 ＪＲ三方駅
〈対象年齢〉 特になし

お宿情報 

　おいしい米・野菜・果実等、旬の食材を収穫
したり、漬物やジャムを作る楽しみを体験してく
ださい。
　エコファーマー認定済みです。

体験メニュー
野菜づくり、夏野菜の収穫

25 三九郎

〈代表者〉 大下　多喜子さん（おおした　たきこ）
〈住所〉 若狭町田井30-7
〈電話＆ＦＡＸ〉 0770-46-1783／0770-46-1783
〈メール〉 無し
〈宿泊料金〉 6,500円／1泊2食
 4,500円／素泊まり

〈チェックイン／チェックアウト〉　17:30～／10:00
〈予約〉 10日前
〈最寄駅の送迎〉 ＪＲ三方駅
〈対象年齢〉 特になし

お宿情報 

　野菜や梅などの種まきから収穫まで体験が
できます。若狭町で小さな野菜畑をしてみませ
んか。お手伝いいたします。
　豊かな自然が残っている里地里山の良さを
満喫してください。

体験メニュー
春野菜の植付、梅もぎ、野菜の収穫
梅の枝切り

福井の農家民宿 田舎に泊まろう日本のふるさと越前・若狭
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32 利右衛門

〈代表者〉 一瀬　典子さん（いちせ　のりこ）
〈住所〉 高浜町東三松17-15
〈電話＆ＦＡＸ〉 080-1964-5487／0770-72-3199
〈メール〉 無し
〈宿泊料金〉 4,500円／大人　3500円／小人　
 2,500円／幼児

〈チェックイン／チェックアウト〉　15:00／13:00
〈予約〉 3日前
〈最寄駅の送迎〉 ＪＲ若狭高浜駅
〈対象年齢〉 特になし

お宿情報 

　アウトドア好きな家族が待っています。
砂浜まで徒歩２分という絶好のロケーション。夏
場のシーカヤック体験や農作業体験などが最
高です。同じ敷地内に立つ別棟の宿となってお
り気軽に泊まることができます。

体験メニュー
シーカヤック、野菜の収穫体験
※シーカヤック体験の料金はお問い合わせ下さい。

30 三十三間山文庫

〈代表者〉 増井　貴美子さん（ますい　きみこ）
〈住所〉 若狭町上野14-19
〈電話＆ＦＡＸ〉 0770-45-9111／無し （事務局）
〈メール〉 無し
〈宿泊料金〉 6,500円／1泊2食
 4,500円／素泊まり

お宿情報 

　三十三間山のふもと、田畑に囲まれた簡素
な民家です。女性オーナーが運営する民宿で、
女性１人旅や女子旅におすすめ。冬はあたた
かい暖炉の前で、晴れた日にはハンモックに揺
られて、静かで穏やかな田舎時間を愉しむこと
ができます。

31 古民家サロン アルプス

〈代表者〉 辻さん（つじ）
〈住所〉 おおい町石山12-5
〈電話＆ＦＡＸ〉 0770-78-1245／0770-78-1245
〈メール〉 無し
〈宿泊料金〉 4,000円／素泊まり

〈チェックイン／チェックアウト〉　14:00～／11:00
〈予約〉 5日前
〈最寄駅の送迎〉 ＪＲ若狭高浜駅
〈対象年齢〉 特になし

お宿情報 

　古民家の静かなたたずまいの中で、農村の
暮らしを囲炉裏を囲みながら体験しませんか。
楽しい集いの場を提供します。

体験メニュー
郷土料理体験

29 熊川宿 勘兵衛

〈代表者〉 石倉　真澄さん（いしくら　ますみ）
〈住所〉 若狭町熊川30-3-1
〈電話＆ＦＡＸ〉 080-6359-0808／0770-62-0800
〈メール〉 無し
〈宿泊料金〉 8,000円／1泊2食
 5,500円／素泊まり

〈チェックイン／チェックアウト〉　16:00～／9:00
〈予約〉 2日前
〈最寄駅の送迎〉 不可
〈対象年齢〉 特になし

お宿情報 

　国の重要伝統的建造物群指定の街並みと
前川のせせらぎ。松木神社の春の桜、秋の紅
葉もみごとです。歩き疲れたら、熊川名物くずも
ち、くずまんじゅうなどをどうぞ。特産こんにゃくの
からあげも絶品です。

体験メニュー

体験メニュー

くずまんじゅう作り、陶芸

〈チェックイン／チェックアウト〉　16:00～／10:00
〈予約〉 7日前
〈最寄駅の送迎〉 不可
〈対象年齢〉 女性限定
〈営業期間〉 4月～11月

ハーブの手づくりせっけん、夏野菜料理
和菓子づくり、田舎時間 （素泊まり）

福井の農家民宿 田舎に泊まろう日本のふるさと越前・若狭
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福井の農家民宿

福井の自然体験 田舎で遊ぼう！
田舎に泊まろう日本のふるさと越前・若狭

NPO法人森林楽校・森んこ
おおい町名田庄中29-10-5　
メール：npomorinko@yahoo.co.jp

◉ネーチャーコミュニケーションツアー

冬は、スノーシューツアーやソ
リ、かまくら、雪だるまつくり、
動物の足跡を追跡するなど年
中楽しみがいっぱい！！子ども、
親子連れから大人までそれぞ
れを対象にプログラムを用意
しています。
参加費：3,500円～

奥越前まんまるサイト
大野市南六呂師169-124
TEL：0779-67-1117

コウノトリが舞い降りる里を目
指しています。
「にほんの里100選」にも選ば
れたこの地で、豊かな自然を
活かした体験プログラムを実
施。自然観察会、自然体験ゲー
ム、里地里山エコツアー、コナ
ギ染め、しめ飾り、餅つきなど
参加費：無料～2,000円程度

かやぶき民家の残る里山を拠点に「暮ら
し」と「命」をテーマに、親子でワイワイと
楽しく活動しています。越前市エコビレッジ

交流センター
越前市湯谷町25-25-2
TEL：0778-28-1123

◉里山体験プログラム ◉おいさこキッズくらぶ

◉炭焼き体験

◉もやい塾

越前市は、北陸地方の政
治・経済・文化の中心地とし
て栄えてきました。地域に
伝わる祭りの見学や代々
受け継がれてきた郷土料
理（報恩講料理・チマキ・ほ
お葉飯）づくりを通して農
村の暮らしや手わざへの理
解を深めてみませんか？

ロハス越前
越前市粟田部町中央2丁目805-2　TEL：0778-43-0879

地元の炭焼き名人の
指導のもと、火を使っ
た昔ながらの体験が
できます。

所要時間：3時間
参加費：1～10名まで
一律15,000円（追加
1名につき1,000円）
定員：20名（21名以上
は要相談）

名田庄総合木炭　木戸口武夫
大飯郡おおい町名田庄井上49-20-1　TEL：0770-67-2908

◉源流の里で出会う
　コウノトリとおいしい水

自然環境に配慮した循環型社会を目指し活動する「白山(しらやま)」へ、日本
の原風景とコウノトリに出会いに来ませんか？年間を通してノルディックウォ
ークなどの自然体験や薪割り、時期によっては、シイタケの菌打ちや白山スイ
カの散策体験などを開催しています。

水の里　しらやま (みどりと自然の村 太陽の広場内)
越前市安養寺町5-3　TEL&FAX：0778-28-1119

〇魚釣り＆魚さばき体験コース
　5月～10月まで定員5名～40名
〇刺し網漁体験コース【乗船あり】
　5月～9月まで定員2名～6名
〇タコかご漁体験
　5月～8月まで定員2名～6名
〇定置網漁仕分け作業体験コース
　6月～10月まで定員4名～15名
〇定置網漁体験コース【乗船あり】
　6月～10月まで定員5名～10名

若狭小浜民宿推進協議会
小浜市大手町6-3
TEL ： 0770-64-6021
FAX ： 0770-52-1401

◉漁師体験プログラム

【釣って、さばいて、食べる体験！】
生簀の鯛を「釣って、さばいて、食べ
る」の一連の作業が体験できます。
命をもらって食べること、獲った人、
育てた人への感謝の心を育みます。
※スタッフ補助有
実施期間：4月～11月
参加費：3,500円/人（2時間）

他にも、【若狭の小鯛釣り放題】
1時間小鯛が釣り放題！しかも、
そのままお持ち帰り！
実施期間：4月～11月　
参加費：13,500円/人（1時間）

ブルーパーク阿納
小浜市阿納8-4
TEL：0770-54-3611

◉釣り・さばき体験

自然に大の字　あそぼーや
三方上中郡若狭町海山64-9-1
TEL：0770-47-1008

◉カヤック体験

地元の漁師さんと一緒に漁
船に乗ってタコ漁体験をし
てみませんか。タコのかご
網漁の方法やとれたてのタ
コを間近で見学・体験でき
るプログラムです。新鮮な
タコもおみやげとしてつい
てきます。

実施時期：4月～９月
参加費：4,000円

啓福丸
大飯郡高浜町和田
TEL：090-3058-3727

◉タコ漁体験◉三方五湖を体感しよう！

綺麗な高浜の海を
満喫！
初心者でも乗りや
すいシットオンタイ
プのシーカヤックを
使い、パドリングか
ら練習するので初
めての方でも安心
して楽しんでいただ
くことができます。
参加費：4,500円～

農家民宿 利右衛門（りよもん）
大飯郡高浜町東三松17-15
TEL：080-1964-5487

地元漁師さんの仕事を間近で見て、実際に漁に参加して、とれたて
の魚に舌鼓！
生の体験で見えてくる価値観は、人生の大きな財産！！体験と漁家民
宿への宿泊がセットになったプランで全５コース。
漁村に滞在して、漁業体験やその地域の自然や文化に触れ、地元の
人々の交流を楽しむ旅。都会では出来ない、とびきりの漁村体験が
いっぱい。

【サイクリングツアー】
自転車だから行ける場所がある！自転
車だから出会える景色がある！
実施期間：３～4月、10～11月（3～4時間）
参加費：6,500円（2人～）
（ガイド料・おやつ・入浴料・保険代等）

【カヤックツアー】
若狭湾のリアス式海岸沿いの「海
コース」ラムサール条約に登録され
た三方五湖を巡る「湖コース」月に
一度の「ナイトコース」があります。
参加費：6,000円～10,500円
（ガイド料・おやつ・入浴料・保険代等）

日本のふるさと越前・若狭

里海湖里海湖
さ と う みさ と う み

里山里山
さと やまさと やま


