
令和3年3月発行
こちらからどうぞ

〈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）
福井県福井市松本3丁目16番10号
TEL ： ０７７6－２1－8311　FAX ： ０７７6－２3－0931
E-mail ： ｉｎｆｏ＠ｆｕｋｕｉ‐ｅｃｏｇｒｅｅｎ．ｏｒｇ

空の下で遊ぼっ!

エコ・グリーンツーリズム

まんまるサイト
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自然体験マップ自然体験マップ
北潟国有林ガイド（セラピー）体験
白山ワイナリーで、学ぶ！楽しむ！
ネイチャーコミニケーションツアー
一人ひとりの「ちょっとチャレンジ」を応援！
ふるさと学級（ふくいの魅力・再発見）　
原木しいたけ収穫体験
里山体験プログラム
源流の里で出会うコウノトリとおいしい水
米粉ピザ・パン・ソーセージ作り
若狭美浜はあとふる体験
農村生活　～農村から元気をもらおう!! ～
三方五湖を体感しよう！
若狭三方五湖わんぱく隊
釣り・さばき体験
梅ジュース作り体験
日本で唯一の研磨炭職人による炭焼き体験
里山カルチャーガーデンＯＩＳＡＫＯ
タコ漁体験
シーカヤック・ＳＵＰ体験
ちくちくぼんぼん
かわだ温泉 ラポーゼかわだ
悠久ロマンの杜
越前市八ッ杉森林学習センター
農村de合宿キャンプセンター
自然体験館 鹿野苑
craft beerの宿 湖上館ＰＡＭＣＯ
八ヶ峰家族旅行村
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農家民宿マップ農家民宿マップ
農家民宿 じゅ助
みのわ
ほっこり
さかい農園
おおしま農園
福井ふるさと茶屋「杵と臼」
オーベルジュ フジイフェルミエ
箪瓢草堂
エコハウス沙羅
へいよもん
こなかや
さくべぇ
いちろべい
こひがし
ごろべぇ
かんじゃ
山あいの宿 なかがわ
農家民宿 このは
まんまるハウス
Cafe & Guest house Namecame Ono
ピーナッツハウス楽花生
椀 ｄｅ 縁
ざくろの宿
ライダー＆ゲストハウス べこ亭
酔虎 夢
天女さんち
農家民宿中村屋「独楽」
ログハウス冨ちゃんち
眞（まこと）
古民家『ＡＯＩＩＥ』
橋本さんち
堀江さんち
兵三
地域まるっと体感宿玉村屋
美鹿家
熊川宿 勘兵衛
三十三間山文庫
古民家サロン アルプス
利右衛門
四郎左衛門
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表紙写真提供：ダムカヤック・ヤギ（ちくちくぼんぼん）　スノーシュー体験（奥越前まんまるサイト）

 福井県の農    家民宿に泊まって
 自然体験    を満喫しよう!  
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あわらの自然を愛する会
あわら市波松28-64　河田 
TEL：090-3292-6733
FAX：0776-79-0402
HP：http://www.awara-sizen.info

【料金】
●5人まで
　1,300円/人（自然ガイド）
　1,500円/人（森林セラピーガイド付き）
●6人～15人
　1,000円/人（自然ガイド）
　1,３00円/人（森林セラピーガイド付き）
●16人～25人
　800円/人（自然ガイド）
　1,000円/人（森林セラピーガイド付き）

体験メニュー

NPO法人
農と地域のふれあいネットワーク
福井市大東1-3-12 
TEL：0776-52-6464　FAX：0776-52-6465
HP：http://www9.plala.or.jp./nou-net

4月～11月　ふるさと学級
【料金】　無料～1,500円
　　　　（小人500円）

体験メニュー

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&FAX：0778-28-1123
HP：http://www.ecovilg.jp/

通　年　自然観察会
　　　　自然体験ゲーム
　　　　里山エコツアー
　　　　ピザづくり
　１月～  2月　餅つき・かき餅づくり
　4月～10月　草木染め
　7月～  8月　コナギ染め有
　　　  12月　しめ飾りづくり
【料金】　500～2,000円程度
　　　　（材料費＋施設利用料）

体験メニュー

わたなべ椎茸園
福井市西別所町25-3 
TEL：090-4683-6657
Mail：hiro01212@icloud.com

【料金】
・原木しいたけ収穫体験/1カゴ1,000円
　3～4月　11～12月
・釜戸で御飯炊き体験/1人1,000円
・七輪で椎茸焼き体験/1人1,000円
※体験は5人以上～申込可
　1週間前までに要予約（料金要相談）

体験メニュー

NPO法人自然体験共学センター
福井市中手町7-3 （上味見事務所） 
TEL：0776-93-2013（平日10時～18時）
FAX：0776-93-2012
HP：http://www.kyougaku.com

 7月～8月　ふくい夏の自然体験キャンプ
12月～1月　ふくい冬の里山自然遊楽
　　　　　  ※各キャンプ　２泊～４泊　
【料金】　要問合せ
　　　　（随時HPに情報掲載予定）

体験メニュー

㈱白山やまぶどうワイン
大野市落合2-24
TEL：0779-67-7111　FAX：0779-67-7112
HP：http://www.yamabudou.co.jp/

8月中旬～9月初旬
ブドウもぎ取り体験　※要予約
【料金】
ブドウもぎ取り体験（ぶどう計り売り）

体験メニュー

奥越前まんまるサイト
(農家民宿まんまるハウス)
大野市南六呂師169-124 
TEL：0779-67-1117
HP：http://okuetu-manmaru.com
FB：https://www.facebook.com/manmarusaito

通　年　森で遊ぶ、森で過ごす、
　　　　川遊び、渓流上り、カヤック、
　　　　ツリークライミング、
　　　　サイクリング、スノーシュー、
　　　　ガイドツアー、他
　　　※2名様から受付
　　　　 （プログラムにより年齢制限あり）
　　　　  団体様対応可
【料金】　2,500円～

体験メニュー

※しいたけコマ入れ画像
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自然の中に身をゆだね遊び、
そして知ろう！

家族で楽しめる
ぶどうを満喫できる体験を

用意しています！

さ と や ま さ と う み

福井県は里・山・海・湖の自然がコンパクトに揃っており、
変化にとんだ様々な自然体験が
楽しめますよ！

A 北潟国有林ガイド（セラピー）体験 北潟国有林の貴重な山野草や植生を、
地元ガイドとともに楽しみながら歩いてみませんか～

原木しいたけをその場で収穫して、採れたてを七輪で焼いて
食べてみませんか！採れたては美味しい！
釜戸で御飯も炊けますよ！

専門的な解説者と交流しながら
里山を再発見します！

「やってみたい」を形にした
プログラムをつくります！

E ふるさと学級 （ふくいの魅力・再発見）

コンビニも信号もない里山で
たくさんの生きものと共生し
コウノトリが舞い降りる里を

目指しています。

G 里山体験プログラム

自然はやっぱり美味しい！
家族でグループでご参加くださいね！

F 原木しいたけ収穫体験

D 一人ひとりの「ちょっとチャレンジ」を応援！

B 白山ワイナリーで、学ぶ！楽しむ！

子ども達から大人まで
一年を通じて沢山のプログラム

を用意しています！

C ネイチャーコミニケーションツアー！



ロハス越前
越前市府中1丁目11-2 
市民プラザ武生3階
TEL：090-2125-0879
Mail：info@lohas-echizen.org

もやい塾・体験コース
米粉ピザ、パン、ソーセージづくり、
餅つき、ちまき作り
【料金】　500円～3,200円程度

体験メニュー

エコグリーンツーリズム
水の里しらやま
越前市上杉本町11-7
TEL：0778-67-7256
Mail：mizunosato@nx.ttn.ne.jp

通　年　コウノトリ見学ツアー
　　　　若須岳登山
　　　　おいしい水めぐり
　 6月　ほたるツアー
　 ８月　スイカウォーキング
  12月   門松づくり
【料金】　1,500円～

体験メニュー

（一社）若狭三方五湖観光協会
三方上中郡若狭町鳥浜122-31-１
TEL：0770-45-0113
FAX：0770-45-0129
HP：http://www.wanpakutai.com

【料金】
大敷網漁見学体験  　　  500円
干物つくり体験　　　　1,600円
養殖魚のえさやり体験　1,600円
※日付やシーズンによって受入で  
きない場合がございます。荒天候
により対応できない場合がござい
ます。料金、日付等は事前にお問い
合わせください。

体験メニュー

企業組合うめっぽ
大飯郡おおい町鹿野42-27
おおい町ふるさと交流センター
TEL：090-1630-1137（古池）

梅ジュース作り
1,500円（500ｇ）/1人　
※体験は5名以上～申込可
予約は1ヶ月前までに要予約（月休）

体験メニュー

ブルーパーク阿納
小浜市阿納
TEL：0770-54-3611　
HP：http://bluepark-ano.com/

【期間】　4月～11月
【料金】　3,500円/人
※5名以上から予約可能　※スタッフの補助有

さばいて、たべる体験！

【期間】　4月～11月
【料金】　3,500円/人（1時間）
1時間小鯛が釣り放題！！
しかも、そのままお持ち帰り！

若狭の小鯛釣り放題

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
HP：http://wakasa-asobo-ya.com/home/

一日カヤック5時間満喫！若狭湾
コース1日中海での遊びを楽しめ
る特別なコースです。無人浜をベー
スにスノーケリング飛込み挑戦。泳
げない時期は磯釣りビーチコーミ
ング・・等を楽しめます。
【料金】　14,960円
　　　　（5時間コース、ガイド料、アウトドア
　　　　 クッキング、入浴料、保険代等）

体験メニュー

若狭美浜はあとふる体験推進協議会
三方郡美浜町木野21-4-1(旅工房内)
TEL：0770-32-2222　FAX：0770-32-6667
Mail：tabikobo-wakasa@wing.ocn.ne.jp
HP：https://tabikobo-jpn.com

【料金】　・秘伝美浜へしこ作り体験
　　　　　 １樽（16本）のへしこを3回に分けて1年かけて熟成させます。
　　　　　 （１樽105,500円　1～6名まで）3回　各半日
　　　　・初心者歓迎！漁師さんと行く船釣り体験
　　　　 　手ぶらでＯＫ！優しい漁師さんと一緒に体験
　　　　 　5月～10月半日（一艇貸切り・6名まで）　43,000円
　　　　・レガッタで行く三方五湖・自力巡りツアー体験　インストラクター付き　半日
　　　　　 4月～11月末（1チーム4～5名）　14,800円（食事付）

体験メニュー

有限会社かみなか農楽舎
三方上中郡若狭町安賀里74-1-1 
TEL：0770-62-2125　FAX：0770-62-2124
HP：http://www.nouson-kaminaka.com

5月～1月　農村生活体験
【料金】　大人1,500円
　　　　小人1,000円

体験メニュー
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報恩講料理や釜戸炊きご飯も
体験できます！

I 米粉ピザ・パン・ソーセージ作り

日本の原風景とコウノトリに
出会いに来ませんか！

H 源流の里で出会うコウノトリとおいしい水

若狭の自然を知りつくした
ガイドが楽しくレクチャー
いたします。初心者大歓迎！

M 若狭三方五湖わんぱく隊

梅の美味しさ伝えたい！
健康にも役立つ梅ジュースで

リフレッシュ！

O 梅ジュース作り体験

食を通して生きる力を学ぶ！
生きた魚をさばいてみよう！

N 釣り・さばき体験

L 三方五湖を体感しよう！

J 若狭美浜はあとふる体験

農業を志す研修施設で
若者と交流しながら

農村生活を体験しませんか！

K 農村生活 ～農村から元気をもらおう！！～

　　インストラクターは全て「田舎の達人」な
　おっちゃん、おばちゃん達！

ここには海、湖、川、里、山全部そろっています。

福井県の代表品種「紅映」の梅を使用します。完全に熟すまで
待って収穫する木成り完熟梅は、
香りがよくクエン酸たっぷりの
さわやかなジュースです！



NPO法人森林楽校・森んこ
おおい町名田庄納田終57－4 
TEL：0770-59-1135
　　 (留守電対応・FAX兼用)
HP：http://oisako.xsrv.jp　

・薪窯で焼くピザづくり
・ケーキやお菓子作り体験
・ネイチャークラフト体験
・丸太切りや薪割り体験
・染物体験　等
※体験は要予約　詳細はHPで確認 

体験メニュー

名田庄総合木炭　木戸口武夫
おおい町名田庄井上49-20-1 
TEL：0770-67-2908
FAX：0770-67-2217 （自宅）
HP：http://kenmazumi.com/

通　年　炭焼き
【料金】　１名～１０名まで
　　　　一律１6,5００円（税込）
　　　　追加１名につき１,1００円
　　　　定員20名（21名以上は要相談）
　　　　  ※１ヶ月前までに要予約

体験メニュー

啓福丸
大飯郡高浜町和田  
TEL：090-3058-3727

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

りよもん

初心者向けプラン2時間　
料金等はお問合せください

体験メニュー

【期間】　4月～８月
【料金】　4,000円～

体験メニュー
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いろんな楽しみと出会える里山！
お子様から大人まで楽しめるメニューを

ご用意しています。
月に2回の主催イベントも開催

Q 里山カルチャーガーデン OISAKO

「研磨炭」職人が指導！

P 日本で唯一の研磨炭職人による炭焼き体験

綺麗な高浜の海を満喫！

R タコ漁体験
　　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！

新鮮なタコのお土産付き！

年間に渡って、里山の魅力を体験する講座は、家族連れ、
友達同士、お一人様でも参加可能です。

身近な資源を利用して、里山の恵みを楽しみましょう。
最新の体験情報は、「ふくい農林水産支援センター」のＨＰ、ＦＢで発信しています。
　　　　　　　　　　　　　　　　ふくいエコグリーンツーリズムＨＰはこちら→

S シーカヤック・ＳＵＰ体験

毎年10・11月はエコグリーンツーリズム月間です！
県内各地の色んな体験がこの時期に沢山楽しめるよ！
毎年10・11月はエコグリーンツーリズム月間です！

県内各地の色んな体験がこの時期に沢山楽しめるよ！

月に1回・里山里海湖体験開催！
里山の資源を利用して体験講座を開催しています！



体験メニュー（要予約）

自然体験館 鹿野苑｠
三方郡美浜町新庄205-40
TEL：0770-32-3368
Mail：rokuyaon@samgha.infoかわだ温泉 ラポーゼかわだ

鯖江市上河内19-37-2 
TEL：0778-65-0012
HP：https://www.lapause.jp/
Mail：info@lapause.info

悠久ロマンの杜
丹生郡越前町笈松44-3
TEL:0778-36-2050

ちくちくぼんぼん
（坂井市竹田農山村交流センター）
坂井市丸岡町山口60-8
TEL：0776-50-2393
HP：https://www.chiku-bon.jp/

鹿角アクセサリー作り体験
　　　　　　　　　1,000円～
ジビエ料理体験　　 2,000円
プチハンター体験　10,000円
（保険料・昼食代含む） 

カヤックツアー
※その他プラン有

大人・子ども　 8,250円～
一泊朝食付、和室、トイレ有
※その他、『海鮮』『カニ』『ふぐ』コースなど

宿泊料金 （宿泊のみ）

体験メニュー

宿泊料金 

体験メニュー

宿泊料金 

1泊1人　　  　10,000円／人
1泊2人以上4人まで
　　　　　　　  7,000円／人

池田の里山の自然を感じ、そこに住
む人々とふれあい、語りあうことに
より、農山村の自然や伝統・文化、
暮らしの知恵などの風土を五感で感
じて味わうことができる、気づきと
発見の「学校」を目指しています。

八ヶ峰家族旅行村
大飯郡おおい町名田庄染ヶ谷6-8
TEL：0770-67-2844
HP：https://hachigamine.jp/

竹細工・林業体験・炭焼き・木工・
農業体験・竹紙作り・森林散策・
ボルダリング

※各体験は、予約制

バンガロー4人用　8,500円
オートキャンプ
(1区画1日・車1台限定)2,500円

　　　※入村料400円

craft beerの宿 湖上館PAMCO
三方上中郡若狭町海山64-9-1
TEL：0770-47-1727
HP：http://www.pamco-net.com/

農村ｄｅ合宿キャンプセンター
今立郡池田町菅生23-42
TEL：0778-44-6181
HP：https://ikeda-noson-camp.jp/

体験メニュー

みそづくり教室・そば打ち・
こんにゃく作り・餅つき等

クライミング体験
1人（2時間）　　　 1,800円
団体（30名まで）　12,000円

宿泊料金（1泊2食付）

大自然を
満喫できるわぁ

小学生 5,800円/人
中学生 6,700円/人
一　般 7,200円/人

合 宿 泊
10名以上

かやぶきの宿 
　5人用（新館） 20,000円～
コテージ 5人用 18,000円～ 
　　　　6人用 20,000円～}一棟一泊

パン作り体験（所要時間90分 800円）
ピザ作り体験（所要時間45分 1,300円）
そば打ち体験（4人前）
（所要時間60分　2,500円）
その他体験あります。

大人　10,600円～　（入湯税込）
小人　  6,600円～
素泊り　4,330円～
その他プランあり　要問合せ

クラフトプログラム・里山歴史文
化体験・里山暮らし食育プログ
ラム・冒険プログラム・自然教育
プログラム 全４０種類以上！

和室
一般・高校生以上 4,000円～
 中学生以下 　 3,000円～

※他に洋室もあります

そばうち体験　
1人前 1,100円～
4人～受付け・要予約

越前市八ッ杉森林学習センター
越前市別印町19-1-1
TEL：0778-42-3800
FAX：0778-42-3801
Mail：info@yatsusugi.jp

石釜ピザ焼き体験　
バウムクーヘン作り体験
木工体験・ネイチャーゲーム
棒巻きパン体験・飯ごう体験

大人　　　 　　 2,100円～
小・中学生　　　1,600円～
幼児（満3歳以上）　500円～
キャンプ　　　　　600円～
バンガロー1泊　 2,100円

Y 自然体験館 鹿野苑(ろくやおん)
茅葺の古民家を改修した自然体験
施設の囲炉裏を囲んだ食体験、クラ
フト体験、ジビエの調理体験ができ
ます。また、トレッキングや森の探検、
川遊び、渓流釣りなど同エリア内で
田舎暮らし体験ができます。
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U かわだ温泉 ラポーゼかわだ

Z1 八ヶ峰家族旅行村
「森林浴の森100選」に選ばれたブ
ナの原生林が広がるアウトドア施設
です。バンガロー、オートキャンプ場
のほか、ボルダリング施設も完成し
大人から子どもまで楽しく遊べま
す！

Z craft beerの宿 湖上館PAMCO
「PAMCO」は、ホテルでも民宿で
もペンションでもないノーボーダー
な館。情熱を持って生き生きと、こ
の地を訪れる人々と若狭の地に生き
る者の心を、豊かな自然を通してつ
ないでいく場所でありたい。

X 農村ｄｅ合宿キャンプセンター

体験メニュー

宿泊料金（1泊2食付）

体験メニュー

宿泊料金（1泊2食付）

鯖江市河和田の豊かな自然に包まれた中、
数多くの体験メニューをそろえています。
パン焼き、そば打ち体験などお一人様か
ら参加可能なものから、餅つきなど皆さ
んで楽しんでいただけるものまで。体験型
学習で充実した時間をお過ごしください。

V 悠久ロマンの社
体験メニュー

宿泊料金

昔ながらのかやぶきの屋根、囲炉裏
を囲んでの団欒など日本の田舎を満
喫し、心癒されるひとときをお楽し
みください。

W 越前市八ッ杉森林学習センター
体験メニュー

宿泊料金

標高450mに位置する体験型の森林
学習施設です。夜は、街の灯りが届
かない漆黒の闇、無重力を思わせる
満点の星空は感動です。日常の騒音
から離れた休息に訪れてみては？

T ちくちくぼんぼん(坂井市竹田農山村交流センター)
廃校となった小中学校校舎を改修し
て、体験型の宿泊施設となりました。
川遊びやトレッキングなど、自然と
つながる体験プログラムを多数ご用
意しており、宿泊も可能です。



ふくいの伝統的民家に認定された風情ある民宿で伝承料理をお
楽しみいただけます。
家の前には美しい山と川が広がり、のんびりと田舎を堪能できる
お宿です。

〈代表者〉
〈住所〉
〈電話〉
〈宿泊料金〉
〈予約〉
〈最寄駅の送迎〉
〈営業期間〉

山村　弘子さん（やまむら　ひろこ）
福井市小和清水町13-25
0776-96-4541
8,000円／1泊2食　5,000円／素泊まり
7日前（応相談）
ＪＲ小和清水駅
4月～11月

体験メニュー 野菜収穫体験、蕎麦打ち体験
季節に応じて相談

ニワトリやウサギ、ヤギ、七面鳥、クジャクとのふれあい体験がで
きます。いろいろな野菜の収穫やピザ窯でのピザ作り体験もでき
ます。

〈代表者〉
〈住所〉
〈電話〉
〈宿泊料金〉

〈予約〉
〈最寄駅の送迎〉

酒井　慶一さん（さかい　けいいち）
福井市堂島町9-8-1
080-3042-9836
7,000円／1泊2食
4,000円／素泊まり
10日前
JR福井駅

体験メニュー 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

農家に併設された農園では、じゃがいも、さつまいも、たまねぎ、
にんにく、トマトに果実に花も植えてあり、季節ごとに様々な収
穫や体験ができます。大嶋夫妻とのんびり楽しく農家民宿で過
ごしてみませんか。

〈代表者〉
〈住所〉
〈電話&FAX〉
〈宿泊料金〉

〈予約〉
〈最寄駅の送迎〉

大嶋　邦雄さん（おおしま　くにお）
福井市合島町10-23
0776-53-4710
7,000円～／1泊2食
5,000円～／素泊まり
7日前
JR福井駅

体験メニュー 体験農園、野菜・果物収穫等
※要予約

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。

〈代表者〉
〈住所〉
〈電話&FAX〉
〈メール〉
〈宿泊料金〉
〈予約〉
〈最寄駅の送迎〉

清水　重勝さん（しみず　しげかつ）
福井市南野津又町19-46
0776-93-2147
sigemitu@mx6.fctv.ne.jp
7,000円～／1泊2食　3,500円～／素泊まり
6日前
不可

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

里山でのんびりと散策や農作業体験ができます。また四葉のク
ローバーが自生しているので幸せを摘みにいらっしゃいませんか。

〈代表者〉
〈住所〉
〈電話&FAX〉
〈宿泊料金〉

〈予約〉
〈最寄駅の送迎〉

蓑輪　幸子さん（みのわ　ゆきこ）
福井市南野津又町10-17-2
080-3043-3006　0776-65-0894
7,000円～／1泊2食
3,500円～／素泊まり
6日前
ＪＲ美山駅（要相談）

体験メニュー 季節に応じて相談

自然体験や田舎暮らしを

満喫するには、農家民宿に

宿泊してみてはいかがでしょうか！

楽しい会話を楽しみながら

地域の美味しい食、景色

文化を発見してみてください！

福
井
の
名
物

おろしそば! 越前ガニ!

油あげ! 水ようかん!

いっぺん食べてみとっけ~
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3 ほっこり

4 さかい農園

5 おおしま農園

1 農家民宿 じゅ助

福井市地区

2 みのわ

へいよもん

オーベルジュ
フジイフェルミエ

箪瓢草堂



里山ならではの林業体験、狩猟体験、地元の食材を使った料理
体験等ができます。自分たちで割った薪で、焚き火や薪ストーブ、
ロケットストーブやテントサウナを楽しめます。山村の自然を思い
きり満喫してください。

〈代表者〉
〈住所〉
〈電話〉
〈メール〉
〈宿泊料金〉
〈予約〉
〈最寄駅の送迎〉

松平　成史さん（まつだいら　しげふみ）
福井市水谷町39-1
080‐3425‐9580
yukomot1107@gmail.com
4,000円～／素泊まり
5日前（応相談）
不可

体験メニュー 【英語対応可能】　田舎料理体験（要相談）、林業体験、
里山ピラティス体験・狩猟体験・テントサウナ　※要予約　　

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。

〈代表者〉
〈住所〉
〈電話&FAX〉
〈メール〉
〈宿泊料金〉
〈予約〉
〈最寄駅の送迎〉

高橋　いづみさん（たかはし　いづみ）
福井市武周町7-26
090-2541-3267／0776-97-2127（事務局）
goldo291@yahoo.co.jp
4,000円～／素泊まり
6日前（応相談）
要相談

体験メニュー 食事づくり体験（要相談）
その他季節に応じて相談

冬季限定で、囲炉裏縁の夕食が楽しめます。（11月～3月）

〈代表者〉
〈住所〉
〈電話&FAX〉
〈メール〉
〈宿泊料金〉
〈予約〉
〈最寄駅の送迎〉

佐々木　邦雄さん（ささき　くにお）
福井市別畑町11-11
090-2541-3267／0776-97-2127（事務局）
goldo291@yahoo.co.jp
4,000円～／素泊まり
6日前
JR福井駅

体験メニュー 食事づくり体験（要相談）、山菜収穫、野菜収穫、伝承料理、
野良仕事、越知山登山

海に山にアクセスが、大変良好な宿です。
体験メニューも豊富にあります

〈代表者〉
〈住所〉
〈電話&FAX〉
〈メール〉
〈宿泊料金〉
〈予約〉
〈最寄駅の送迎〉

堂下　雅晴さん（どうした　まさはる）
福井市畠中町28-6
090-2541-3267／0776-97-2127（事務局）
goldo291@yahoo.co.jp
4,000円～／素泊まり
6日前
JR福井駅／JR鯖江駅

体験メニュー 食事づくり体験（要相談）、野菜の収穫、田畑の整備、稲の収穫、
田舎料理、トレイル

福井の伝統的民家を改修した農家民宿、農家レストランです。宿
泊者には、希望があれば無料で餅つき体験ができ、また毎週土
曜日にはレストランで餅バイキングをしています。

〈代表者〉
〈住所〉
〈電話〉
〈メール〉
〈宿泊料金〉
〈予約〉
〈最寄駅の送迎〉

岩佐　武彦さん（いわさ　たけひこ）
福井市上東郷町22-7
090-1632-3708
mtddg9513@gmail.com
8,000円～／1泊2食　5,000円～／素泊まり
空いていれば当日可
ＪＲ越美北線 越前東郷駅

体験メニュー 餅つき体験、畑作業
※要予約

林と畑に囲まれた小さな農村の中にあります。
ビーチまで歩いて10分程。
四季を通じて豊かな自然がお客様を包んでくれます。
オハナ牧場でヤギとのふれあいも楽しめます。

〈代表者〉
〈住所〉
〈電話〉
〈HP〉
〈メール〉
〈宿泊料金〉
〈予約〉
〈最寄駅の送迎〉

藤井　省三さん（ふじい　しょうぞう）
福井市西畑町2-17
090-2123-3851／0776-65-6622
https://auberge-fujii-fermier.com/
shozo@fujii-fermier.com
6,600円～／1泊素泊まり（オプション 朝食1,100円／夕食3,300円  ※要予約）
空いていれば当日可
ＪＲ福井駅（要相談）、バス停 臨海消防署前

体験メニュー たけのこ堀り、桑の実ジャム作り、ヤギのえさやり、干し柿作り

【ヴィーガン（ベジタリアン）対応可能】人里離れた古民家、森、山そして海を
見渡せる抜群のロケーションです。またオーガニックな食材を使用しての料理
体験、無農薬の野菜作り体験等、自然農業の暮らし体験ができます。また、自
身が移住者であることから、田舎くらしや移住の相談、サポートにも応じます。

〈代表者〉
〈住所〉
〈電話&FAX〉
〈HP〉
〈メール〉
〈宿泊料金〉
〈予約〉
〈最寄駅の送迎〉

山田　靖也さん（やまだ　やすなり）
福井市八ッ俣町50-15
0776-76-2116
いただき膳 福井越廼 ←検索
fukui@itadakizen.com
4,950円／素泊まり　朝食850円／夕食1,650円  ※事前要予約
7日前
不可※最寄りの八ツ保バス停からは可能

体験メニュー オーガニック農業体験、料理体験、
ウォーキング体験

民宿の建物は、築140年の土蔵を改築しました。
冬期間の暖房は、北欧・ノルウェー・ヨツール社の薪ストーブです。
暖まってください。ピザも焼けます。
笑顔と親切でおもてなしいたします。

〈代表者〉
〈住所〉
〈電話&FAX〉
〈宿泊料金〉

〈予約〉
〈最寄駅の送迎〉

林　啓二さん（はやし　けいじ）
福井市謡谷町18-27 
0776-38-4151
6,000円～／1泊2食
3,500円～／素泊まり
7日前
JR福井駅（要相談）

体験メニュー どんぐりの植栽体験、スノーシューでの雪山体験
※要予約
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10 へいよもん

11 こなかや

12 さくべぇ

13 いちろべい

6 福井ふるさと茶屋「杵と臼」

7 オーベルジュ フジイフェルミエ

8 箪瓢草堂

9 エコハウス沙羅

きね　　　うす

たんぴょうそう  どう



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。

〈代表者〉
〈住所〉
〈電話&FAX〉
〈メール〉
〈宿泊料金〉
〈予約〉
〈最寄駅の送迎〉

中川　輝男さん（なかがわ　てるお）
坂井市丸岡町上竹田24-9-1
0776-67-2118
なし
4,000円／素泊まり
20日前
ＪＲ丸岡駅（要相談）

体験メニュー 食事づくり体験（要相談）
その他、季節に応じて相談

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、石窯でピザ焼き体験ができます。

〈代表者〉
〈住所〉
〈電話&FAX〉
〈メール〉

〈宿泊料金〉
〈予約〉
〈最寄駅の送迎〉

矢尾　政士さん（やお　まさし）
大野市南六呂師169-52
0779-67-1217
ホームページ申込みフォームあり
http://www.nouka-konoha.jp/
8,000円～／1泊2食（1組限定）　5,500円／素泊まり
7日前（応相談）
ＪＲ越前大野駅・えちぜん鉄道勝山駅

体験メニュー 自然体験、星空観察、農林業体験、石窯でピザ焼き

体験メニュー 農村サイクリング、スノーシューガイド（要予約）

体験メニュー 里芋収穫、星空観察（週末）、座禅・写経体験、作務体験（要予約）

田んぼの中の小さなおうちでゆったりまったり。エコグリーン
ツーリズムや観光の拠点として、また大野での移住に向けてお試
し暮らしの住居として、ご利用ください。
※利用目的によって料金異なります。

〈代表者〉
〈住所〉
〈電話&FAX〉
〈メール〉
〈宿泊料金〉

〈予約〉
〈最寄駅の送迎〉

坂本　均さん（さかもと　ひとし）
大野市森政領家7-4
0779-67-1117
manmarusaito@goo.jp
3,300円／素泊まり（自炊）・自主観光
※リピーター500円割引有（その他宿泊プラン有、要問合せ）
6日前
ＪＲ越前大野駅、えちぜん鉄道勝山駅（要相談）

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。

〈代表者〉
〈住所〉
〈電話〉
〈HP〉
〈メール〉
〈宿泊料金〉
〈予約〉
〈最寄駅の送迎〉

二見　祐史さん（ふたみ　ゆうじ）
大野市篠座町7-2
090-5220-5800
https://www.namecameono.com/
fish.in.the.deep.blue@gmail.com
3,300円～（金・土3,500円～）／素泊まり　朝食800円
前日 18：00まで
不可

福井市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。

〈代表者〉
〈住所〉
〈電話&FAX〉
〈メール〉
〈宿泊料金〉
〈予約〉
〈最寄駅の送迎〉

高橋　要さん（たかはし　かなめ）
福井市畠中町31-5
090-2541-3267／0776-97-2127（事務局）
goldo291@yahoo.co.jp
4,000円～／素泊まり
2日前
JR福井駅（要相談）

体験メニュー 食事づくり体験（要相談）
その他、季節に応じて相談

体験メニュー 食事づくり体験（要相談）
その他、季節に応じて相談

山あいにたつ、モダンな農家民宿です。親子三代、仲の良い家族
が旅人を温かく出迎えます！

〈代表者〉
〈住所〉
〈電話&FAX〉
〈メール〉
〈宿泊料金〉
〈予約〉
〈最寄駅の送迎〉

荒川　貴史さん（あらかわ　たかし）
福井市畠中町19-31-1
090-2541-3267／0776-97-2127（事務局）
goldo291@yahoo.co.jp
4,000円～／素泊まり
7日前
不可

農家には珍しい、現代風の建物ですが、廻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、親子三代の家族が暖かく出迎えま
す！

〈代表者〉
〈住所〉
〈電話&FAX〉
〈メール〉
〈宿泊料金〉
〈予約〉
〈最寄駅の送迎〉
〈営業期間〉

久保　明美さん（くぼ　あけみ）
福井市畠中町6-7
090-2541-3267／0776-97-2127（事務局）
goldo291@yahoo.co.jp
4,000円～／素泊まり
7日前
不可
4月～11月

体験メニュー 食事づくり体験（要相談）、その他季節に応じて相談

まんまるハウス
山あいの宿 なかがわ

農家民宿 このは

15 16

17 山あいの宿 なかがわ

18 農家民宿 このは

19 まんまるハウス

20 Cafe & Guest house Namecame Ono

14 こひがし

15 ごろべぇ

16 かんじゃ

カフェ&ゲストハウス ナマケモノ

坂井市&大野市
農家民宿



体験メニュー 食事づくり体験（要相談）
石窯ピザ焼き、山菜採り、里芋畑オーナー制

〈代表者〉
〈住所〉
〈電話〉
〈メール〉
〈宿泊料金〉
〈予約〉

〈最寄駅の送迎〉

田渕　秀資さん（たぶち　ひでし）
今立郡池田町常安13-8
0778-44-7175
buti2@mx2.fctv.ne.jp
4,000円／素泊まり　朝食 900円、夕食 1,300円
前日
Facebook べこ亭 福井 ←検索
不可

体験メニュー 季節に応じて（要相談）

古民家の趣きを残し改修したドミトリー（男女別相部屋）形式の
お宿。ライダーも旅行者もざっくばらんにわいわい話せる居心地
の良いお宿を目指しています。

ハンターで料理人のマスターが池田町の山や野生動物との向き
合い方などをお話してくれます。猪、鹿、熊のジビエ料理や、春は
山菜、秋はキノコ料理等の旬の恵みを堪能できます。

〈代表者〉
〈住所〉
〈電話〉
〈宿泊料金〉

〈予約〉
〈最寄駅の送迎〉

粕谷　典生さん（かすや　のりお）
今立郡池田町土合皿尾4-5-9
090-9768-5300
7,000円／1泊2食（夕食・山賊丼）
10,000円／1泊2食（夕食・宴会コース）
4,500円／素泊まり　※1日1組限定
3日前
ＪＲ武生駅／鯖江駅（要相談）

体験メニュー 山菜採り　収穫体験

体験メニュー 蕎麦打ち(要予約)、野菜、ハーブ採り、ザリガニ釣り、犬の散歩

幸福度日本一の福井県で一番幸せな夫婦（自称）の農家民宿で
す。庭で10種類以上の山菜を栽培しほぼ年中山菜が楽しめます。
居間には薪ストーブがあり、庭のバーベキューハウスでは石窯で
ピザが焼け、露天風呂が楽しめます。

〈代表者〉
〈住所〉
〈電話&FAX〉
〈メール〉
〈宿泊料金〉
〈予約〉
〈最寄駅の送迎〉

渡辺　栄さん（わたなべ　さかえ）
越前市横住町26-13-1
090-2125-0879（事務局）
tennyosanchi@yahoo.co.jp
5,800円／素泊まり
10日前
ＪＲ武生駅／ＪＲ鯖江駅

日本古来の大きな農家です。周りには住宅が少なく静かで自然環境に恵
まれています。障子や畳、座敷、庭には小さな滝があります。かつての日本
住宅の様式が楽しめます。照明は明るく、のんびり読書も楽しめます。
ヒノキ露天風呂を設置しました。家庭菜園ではハーブや野菜を栽培してい
ます。周辺の散策も楽しめます。

〈代表者〉
〈住所〉
〈電話&FAX〉
〈メール〉
〈宿泊料金〉

〈予約〉
〈最寄駅の送迎〉

中村　郁子さん（なかむら　いくこ）
越前市大屋町26-20
0778-22-3792
ikuko@hi.ttn.ne.jp
5,000円／素泊まり
朝食1,000円　夕食2,000円～（要相談）
前日
ＪＲ武生駅

四方を山々に囲まれた絶景の中で、ゆるゆるとした時を楽花生
で過ごしてみませんか。やさしい笑顔と美味しいごはん、季節に
応じた体験メニューを準備してお待ちしております。

体験メニュー 茶飯釜による茶事風の食事体験
漆器体験、農業体験

体験メニュー 食事づくり体験（要相談）
ブルーベリー収穫、漆器塗り体験（要相談）

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、地元の漆器職人による蒔
絵や沈金の体験を楽しんでもらえます。

〈代表者〉
〈住所〉
〈電話〉
〈HP〉
〈宿泊料金〉
〈予約〉
〈最寄駅の送迎〉

荒木　真弓さん（あらき　まゆみ）
鯖江市河和田町14-25-1
0778-65-2844
http://wan-de-en.com/
4,500円～／素泊まり　小学生以下 3,000円
6日前
ＪＲ鯖江駅 要相談（3名まで）

※近くの
　「こま膳」
　で使用可

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・田舎暮らし体験や地域
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.

〈代表者〉
〈住所〉
〈電話&FAX〉
〈メール〉
〈宿泊料金〉
〈予約〉
〈最寄駅の送迎〉

柑本　修さん（こうじもと　おさむ）
鯖江市上河内町25-2-1
090-6786-3988／0778-42-7523
kouji210@outlook.jp
4,500円／素泊まり（自炊可）
10日前
不可

〈代表者〉
〈住所〉
〈電話&FAX〉
〈メール〉
〈宿泊料金〉
〈予約〉
〈最寄駅の送迎〉
〈営業期間〉

廣瀬　妙子さん（ひろせ　たえこ）
大野市横枕25-2-1
0779-65-8355
rakukasei420@gmail.com
5,000円／素泊まり　朝食800円・夕食3,000円
3日前
ＪＲ越前大野駅(要相談)
3月～12月末

体験メニュー 苔玉作り体験（日帰り体験もOK）、野菜収穫、ブルーベリー収穫、里芋堀り
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24 ライダー＆ゲストハウス べこ亭

25 酔虎 夢

中村屋「独楽」
天女さんち

26 天女さんち

27 農家民宿中村屋「独楽」

21 ピーナッツハウス楽花生

22 椀 ｄｅ 縁

23 ざくろの宿

鯖江市・池田町
　越前市・越前町

丹南地区



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

体験メニュー

体験メニュー 竹細工（竹の花器・箸入れ）
ハーブや季節の野菜収穫体験

体験メニュー つるし柿作り、今庄宿の散策
旧北陸トンネル群のサイクリング

〈代表者〉
〈住所〉
〈電話〉
〈メール〉
〈宿泊料金〉
〈予約〉
〈最寄駅の送迎〉

堀江　照夫さん（ほりえ　てるお）
越前市曽原町15-12
0778-67-7256（事務局）
mizunosato@nx.ttn.ne.jp
8,500円／1泊2食　6,000円／素泊まり
15日前
ＪＲ武生駅

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。　
「しらやま冬水田んぼ」の達人のお父さんから楽しいお話を聞い
てみませんか？

自家野菜の里山で採れるアクの少ない新鮮な宮崎のタケノコや、地元の
専業農家さんの食材を使用した郷土料理を、竹のうつわにてご提供いた
します。四季ごとの野菜収穫体験や竹細工体験、また近くには陶芸村や
気軽に登れる三床山もあり、自然・文化体験も楽しめます。

〈代表者〉
〈住所〉
〈電話〉
〈メール〉
〈宿泊料金〉
〈予約〉
〈最寄駅の送迎〉

西森　須眞子さん（にしもり　すまこ）
丹生郡越前町宇須尾15-7
0778-32-3001 090-6813-0988
sumako.1n@yf.ttn.ne.jp
7,000円～／1泊2食　4,000円／素泊まり
7日前
ＪＲ武生駅／鯖江駅

体験メニュー 花ハス収穫、ひまわり収穫、トマト、きゅうりなどの野菜収穫、蔵人体験、今庄つるし柿作り等（すべて要予約）

春の山菜とり、田んぼ＆畑作業等

江戸時代の宿場、明治から昭和まで蒸気機関車が走り国鉄の町
として栄えた今庄にお宿はあります。春には山菜採り、夏は鮎釣
り、秋はつるし柿、冬にはスキーと四季折々に楽しむことが出来
ます。今庄宿場内には酒蔵も4軒残っており、試飲も可能です。

〈代表者〉
〈住所〉
〈電話&FAX〉
〈メール〉
〈宿泊料金〉
〈予約〉
〈最寄駅の送迎〉

赤星　弘毅さん（あかぼし　ひろき）
南条郡南越前町南今庄59-103-2
0778-45-2722
hiroki00778@gmail.com
8,000円／1泊2食　6,000円／1泊朝食　5,000円／素泊まり
3日前
ＪＲ今庄駅

北國街道今庄宿に位置する玉村屋は、いらっしゃる方にとっての「第二
の実家」です。日々の生活でふと立ち止まりたいときに実家に帰ってみ
たくなりませんか？そんなときの実家は、ゆったりできたり、ヒントをも
らえたりする場所。地域住民とのつながり、そこにある「本物」を体感し
ていただけます。

〈代表者〉
〈住所〉
〈メール〉
〈HP〉

〈宿泊料金〉
〈予約〉
〈最寄駅の送迎〉

中谷　翔さん（なかたに　しょう）
南条郡南越前町今庄82-10
imajo.guesthouse@gmail.com
地域まるっと体感宿玉村屋　←検索
※問い合わせ申し込みはメールでお願いいたします。
6,000円～6,500円／1部屋1名利用　10,000円～12,000円／1部屋2名利用
前日でも可
ＪＲ今庄駅（徒歩5分）

冨ちゃんちはお客様に心地良い時間を提供いたします。ログハウ
スでの宿泊・アクアリウムの癒し・薪ストーブの癒し・音楽での癒
し・薔薇鑑賞での癒し、5つの癒しを提供いたします。

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

「コウノトリが舞う里づくり」を進めている越前市西部地域の白山・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。供用のトイレとシステムバス（風
呂）があります。里山の自然と素朴な人とのふれあいで、「心の洗濯」は、
いかがでしょうか。

〈代表者〉
〈住所〉
〈電話＆ＦＡＸ〉
〈HP〉
〈宿泊料金〉
〈予約〉
〈最寄駅の送迎〉
〈営業期間〉

内山　秀樹さん（うちやま　ひでき）
越前市勾当原町45-24-1
090-5171-6410／0778-29-2621
「Expedia」 ※エクスペディア サイトより予約
3,000円／素泊まり　（自炊、仕出し手配可能）
3日前
ＪＲ武生駅（3日前までに連絡）（実費）
4月～11月

自然豊かな里山の原風景に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。

〈代表者〉
〈住所〉
〈電話〉
〈メール〉
〈宿泊料金〉
〈予約〉
〈最寄駅の送迎〉

橋本　弥登志さん（はしもと　やとし）
越前市牧町14-21
0778-67-7256（事務局）
mizunosato@nx.ttn.ne.jp
8,500円／1泊2食　6,000円／素泊まり
15日前
ＪＲ武生駅

〈代表者〉
〈住所〉
〈電話〉
〈メール〉
〈宿泊料金〉

〈予約〉
〈最寄駅の送迎〉

冨田　剛生さん（とみた　たけお）
丹生郡越前町織田38-13-1
090-2125-0879（事務局）
roghaus.tomityanti33@gmail.com
平日20,000円　土日祝25,000円
※1日1組限定（6名まで）
7日前
ＪＲ鯖江駅／武生駅（要相談）

体験メニュー 野菜の収穫、陶芸教室、薪割り体験、薔薇教室、サマーレジャー体験

アオイ　  イエ
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玉村屋
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32 堀江さんち

29 眞

33 兵三

34 地域まるっと体感宿玉村屋

28 ログハウス冨ちゃんち

30 古民家『ＡＯＩIＥ』

31 橋本さんち

南越前町
地区



体験メニュー 山菜取り、海遊び

〈代表者〉
〈住所〉
〈電話＆ＦＡＸ〉
〈メール〉
〈宿泊料金〉

〈予約〉
〈最寄駅の送迎〉

山本　周作さん（やまもと　しゅうさく）
大飯郡高浜町上瀬7-14
0770-76-1192
shu439@zeus.eonet.ne.jp
26,000円～／日月火水木
31,200円～／金土祝日前
3日前
不可

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。

体験メニュー 食事づくり体験（要相談）、ハーブで防水スプレー作り、乳牛の世話（要予約）

農家民宿 お問い合わせ先

体験メニュー 食事づくり体験（要相談）
その他、郷土料理体験

体験メニュー 食事づくり体験（要相談）
獣害対策体験、鹿角アクセサリー作り、山歩き各種収穫、各種（要予約）

体験メニュー くずまんじゅう、ねりきり、和菓子作り
着物着付体験、着物で街並散策 要予約｝

1泊2食｝ ｝

〈代表者〉
〈住所〉
〈電話〉
〈宿泊料金〉
〈予約〉
〈最寄駅の送迎〉

向井　道夫さん（むかい　みちお）
大飯郡おおい町石山12-5
090-4905-3017
10,000円～／1泊2食 （1日1組5～6人まで）
5日前
不可

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。

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。

〈代表者〉
〈住所〉
〈電話&FAX〉
〈メール〉
〈宿泊料金〉
〈予約〉
〈最寄駅の送迎〉

中村　俊彦さん（なかむら　としひこ）
三方郡美浜町新庄291-28-1
0770-32-6780
mirokuya@samgha-nature.com
6,000円／素泊まり
5日前（体験プランによって異なる）
ＪＲ美浜駅（4人まで）

名峰若狭富士「青葉山」や内浦湾が一望できる宿です。山菜取り
等、豊かな自然の中での体験もできます！美味しい海と山の幸を
ご堪能下さい。

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。

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、秋の紅葉も見事です。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。

〈代表者〉
〈住所〉
〈電話〉
〈宿泊料金〉

〈予約〉
〈最寄駅の送迎〉

阪野　真人さん（ばんの　まさと）　　　
三方上中郡若狭町熊川30-3-1
080-6359-0808
15,000円／1人　12,000円／2人
9,000円／3人以上
２日前
不可

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。

〈代表者〉
〈住所〉
〈電話〉
〈宿泊料金〉
〈予約〉
〈最寄駅の送迎〉
〈対象〉
〈営業期間〉

増井　貴美子さん（ますい　きみこ）
三方上中郡若狭町上野14-19
0770-45-9111 （事務局）
4,500円／素泊まり　田舎料理体験2,000円（朝食・夕食）
7日前
ＪＲ十村駅
女性限定
4月～11月 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　FAX：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）

〈代表者〉
〈住所〉
〈電話＆ＦＡＸ〉
〈宿泊料金〉

〈予約〉
〈最寄駅の送迎〉

一瀬　典子さん（いちせ　のりこ）
大飯郡高浜町東三松17-15
080-1964-5487／0770-72-3199
4,500円／大人　3,500円／小人　2,500円／幼児
（素泊まり）
3日前
ＪＲ若狭高浜駅

くまかわじゅく　　　   かんべえ

み　 ろく　 や

し　 ろう　 ざ　  え　 もん

さん じゅう さん  げん  ざん　  ぶんこ

り　  よ　　  もん

1日1組
（1家族4名まで）

美鹿屋

四郎左衛門

21 22

38 古民家サロン アルプス

35 美鹿家

40 四郎左衛門

39 利右衛門

36 熊川宿 勘兵衛

37 三十三間山文庫

嶺南地方

福井県の農家民宿に泊まってみたいと思ったら…

①基本的にアメニティグッズを持参しましょう
②田舎でやりたいことを計画しておきましょう
③農家さんも準備があるので早めに予約しましょう

※宿泊料金は、一律税込み価格です

美浜町・若狭町
　おおい町・高浜町



越前市白山地区にある「ふくい農業ビジネスセンター」を拠点として、四
季折々の自然の恵みを活用した体験講座を開催します。

  春夏秋冬、
里山で
遊べるよ～

①②ともに
問合せ先

年間に渡って、
里山の魅力を体験する講座は、家族連れ、
友達同士、お一人様でも参加可能です。

身近な資源を利用して、
里山の恵みを楽しみましょう。

最新の体験情報は、
「ふくい農林水産支援センター」の
ＨＰ、ＦＢで発信しています。
ＳＮＳでチェックしてください。

公益社団法人
ふくい農林水産支援センター
福井市松本3丁目16番10号

（ふくい農業ビジネスセンター内）
駐在：都市農村交流員
福井県越前市安養寺町142字27-1
TEL：0778-29-2131　FAX：0778-29-2133　
受付時間　8：30～17：15 （土日・祭日・正月 休み）

キャンプで
楽しもう

ブルーベリー
摘み体験 里山

ノルディック
ウォーク

苔玉作り摘みたて
ぶどうで
ジャム作り

里山
ピラティス

福井県の農山漁村に滞在し、農作業や地域活動のお手伝いをし
ていただける方を募集しています。地域の方たちと一緒に汗を流
してみませんか？

○１泊以上概ね３泊ぐらいまで。※長期滞在の場合、ご相談ください。
○原則として１８歳以上の心身ともに健康な方
○現地までの交通費は、参加者負担となります（宿泊費・食事等は要相談）

参加について

農家泊、民家泊、公営施設など。 
※（食事は自炊していただく場合があります）

宿泊先

福井市上味見地区・殿下地区　　
・大野市　　・坂井市　　・若狭町

受入地域
　　大学、企業などの団体と

地域のボランティア交流のご相談も
コーディネートいたしております。

その他

相談にのります！
お気軽にご連絡ください！

農家民宿って、　　　　
誰でもできるの？
開業するには　　
どうすればいいの？

参加される
皆様・

コロナ感染
予防対策の
注意事項！

・参加当日は検温など体調管理をして（マスクの着用・手洗い・距
離を取る）に心がけてください。
・当日体調が悪い方は参加を自粛するようご配慮ください。
・体験・宿泊当日は、受け入れ側の感染防止対策に従ってご参加
ください。
・コロナ感染状況により、体験等が延期・中止になることもありま
す。

福井県中山間農業・畜産課
ＴＥＬ 0776-20-0446
FAX 0776-20-0651

　自然に囲まれた環境で、　
暮らしたいな。　

農業も初めてみたいな～。

相談にのります！
不安に思っていることに
お答えします！

自然豊かな福井県に
住んでみたい。

どんな支援が
あるの？

ワーケーションは
できる？

福井県定住交流課
ＴＥＬ 0776-20-0387
FAX 0776-20-0644

福井県内の
定住・交流に関することを
ご案内いたします！

1人1人が感染予防をすることで、
楽しい体験は成立します！

皆様のご協力をお願いいたします！
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