【福井県プレミアム食事券

指定販売店一覧】※2021年12月23日時点

昨今の状況により、旅行会社など一部の販売所にて、営業時間の短縮・変更や臨時休業等、営業状況が不定期になっている場合がございます。
販売所によっては、営業状況の確認、及び食事券の在庫状況等、来店前の事前確認をおすすめいたします。
【あわら市】
あわら観光㈱

あわら市市姫5-17-20

0776-73-0022

9：00～18：00（土曜は9：30～18：00）

日曜、祝日

源野屋酒店

あわら市温泉1-405

0776-77-2045

7：00～22：00

無休

平田酒店

あわら市春宮1-2-34

0776-73-0308

8：00～20：00

木曜

㈱トラベルハート

あわら市大溝2-35-21

0776-73-8989

9：30～18：00

土曜

㈱トラベル福井

あわら市自由ケ丘二丁目25-24

0776-63-5505

9：00～18：00

土・日曜、祝日

丸見屋

坂井市坂井町上新庄46-28

0776-66-0283

7：30～20：30

不定休

アル・プラザ アミ

坂井市春江町随応寺16-11

0776-51-3999

9：30～20：00

酒蔵のひらた アミ店

坂井市春江町随応寺16-11

0776-51-3233

9：30～20：00

アミ休館日

酒蔵のひらた 針原店

坂井市春江町針原17-13-2

0776-51-0093

9：00～19：00

月曜

㈱相互トラベル

坂井市春江町随応寺16-11

0776-51-5878

9：30～14：30

水・土曜、祝日

㈱ハッピートラベル

坂井市春江町随応寺23-11-1

0776-51-5522

10：00～16：00

水・日曜、祝日

9：00～18：00

日曜、祝日 ※電話予約にて対応可

【坂井市】

0776-67-5733

タビィーザ

坂井市丸岡町北横地19-1-28

㈱タイムトラベル

坂井市丸岡町西里丸岡10-18

0776-66-3111

10：00～16：00（土曜は15：00まで）

日曜、祝日 ※水曜は臨時休業中

とまと旅行㈱

坂井市丸岡町長畝75号17番地1

0776-67-2229

9：00～18：00

土・日曜、祝日

アル・プラザ ベル

福井市花堂南2-16-1

0776-35-3111

10：00～20：00

熊谷酒店

福井市松本1-5-5

0776-22-5839

8：00～18：00

不定休

京福バス㈱旅行センター

福井市日之出5-3-30

0776-54-3733

9：00～18：00

土・日曜、祝日

コペラ わきもと

福井市菅谷2-16-23

0776-24-0427

9：00～22：00

無休

スターライト・トラベル

福井市半田町6-102-1

0776-50-2088

9:30～18：00

土・日曜、祝日 ※電話予約にて対応可

髙倉商店

福井市大宮1-10-1

0776-22-5569

8：00～20：00

無休

浜町安文

福井市中央3-3-15

0776-21-4632

10：00～19：00

日曜、祝日

090-2345-2298(予約)

【福井市】

(株)福井県旅行業協会

福井市大東2丁目1-20

0778-52-6646

9：00～17：00

土・日曜、祝日

福井西商工会 越廼支所

福井市蒲生町1-89-1

0776-89-2460

10：00～15：00

火・木・土・日曜、祝日

福井東商工会 美山支所

福井市美山町9-11-1

0776-90-1248

10：00～16：00

土・日曜、祝日

福井旅行㈱ ベルトラベルサロン

福井市花堂南2-16-1 ベル1F

0776-34-5555

10：00～17：00

木曜 ※月・火・水曜は臨時休業中

フレンドマート開発店

福井市西開発2-101-1

0776-91-1750

9：30～21：30

マリントラベル㈱

福井市問屋町4-106 SKYビル2階203

0776-25-0888

9：00～17:00

土・日曜、祝日

リカーズ川ばた

福井市長本町102

0776-54-5674

8：00～20：00

無休

リカーワールド華 江守店

福井市江守中2-1517

0776-34-3111

10：00～20：30

無休

リカーワールド華 光陽店

福井市光陽3-7-22

0776-30-0550

10：00～20：30

無休

リカーワールド華 二の宮店

福井市経田2-305

0776-25-0086

10：00～21：00

無休

リカーワールド華 プラザ店

福井市新保北1-401

0776-52-5580

9：30～20：30

無休

リカーワールド華 本店

福井市下馬3-308

0776-33-0080

9：00～20：30

無休

㈱C&B（福井アカデミアトラベル）

福井市菅谷1-1-22

0776-29-1020

9：00～18：00 ※フロントは24時間常駐

年中無休

㈱エフシーエージェンシー（FCトラベル）

福井市八重巻町第16号14番地1

0776-56-7788

8：30～17：30

土・日曜、祝日

㈱太陽ツーリスト

福井市問屋町4丁目106番地

0776-27-1321

10：00～17：00

土・日曜、祝日

㈱福井観光トラベルサービス

福井市八ツ島町31-402

0776-28-1888

10：00～17：00

水曜

上山商店

勝山市平泉寺町大渡18-1-1

0779-87-1771

7：00～20：00

第1・3日曜

沢田商店

勝山市本町3-3-5-37

0779-88-1466

8：00～19：00（日曜・祝日は9：00～18：00）

第1・3・5日曜

ヤシキ酒店

勝山市芳野町1-3-6

0779-88-0601

9：00～19：00

不定休

山内酒店

勝山市鹿谷町保田100-11-1

0779-89-2664

7：00～22：00

不定休

リカーハウスヨシダ

勝山市元町2-21-12

0779-88-0231

9：00～18：00

日曜

一酔館 高田酒店

大野市泉町7-19

0779-66-2890

9：30～19：00

水曜

大野観光自動車㈱

大野市中野57-11-2

0779-66-3023

9：00～17：00

土・日曜、祝日

加藤酒店

大野市中荒井町1-1004

0779-66-3127

9：00～19：00

日曜

加藤商店

大野市伏石13-5

0779-67-1008

8：00～19：00

水曜

株式会社平成大野屋

大野市元町1-2

0779-69-9200

9：00～18：00

無休

【勝山市】

【大野市】

竹内酒店

大野市春日1-7-9

0779-66-2963

8：30～20：00

不定休

道の駅 九頭竜

大野市朝日26-30-1

0779-78-2300

8：30～17：00

12/31～1/1

青山酒店

鯖江市柳町3-2-9

0778-51-0604

9：00～19：00

日曜

アル・プラザ鯖江

鯖江市下河端町16字下町16-1

0778-54-8181

9：30～20：30

越前観光

鯖江市平井町16-3-2

0778-62-3288

9：00～18：00

土・日曜、祝日

こむら酒店

鯖江市下河端町72-16

0778-51-1245

9：00～18：00

不定休

鯖江交通㈱

鯖江市田村町3-4

0778-62-3656

9：00～17：00

年末年始

リカー＆フード サワダヤ

鯖江市別司町34-25

0778-65-2277

8：30～21：00

第1・3・5日曜

㈱エイビーシーツーリスト

鯖江市日の出町2番1号

0778-54-4511

10：30～15：30

土・日曜、祝日

㈱サントラベル

鯖江市有定町1-10-8

0778-53-0003

10：00～18：00

第1・3日曜

MVT中村ツアーデスク

越前市大屋町26-20

0778-22-3792

9：00～18：00

無休

アル・プラザ武生

越前市府中1-11-2

0778-21-8900

9：00～20：00

越前市商工会 今立本所

越前市粟田部町9-1-9

0778-43-0877

9：00～17：00

土・日曜、祝日

清水岩吉酒店

越前市府中3-15-14

0778-22-0718

9：00～19：00

日曜

トラベルエース北陸

越前市横市町28-14-1（武生楽市）

0778-22-8841

10：00～18：00

土・日曜、祝日

福井ツーリスト

越前市本多1丁目6-17

0778-24-1060

9：00～17：00

土・日曜、祝日

福井鉄道㈱

越前市府中3丁目1-1

0778-21-3330

9：00～18：00（但し13：00～14：00を除く）

無休

福井旅行㈱ えちぜんトラベルサロン

越前市新町7-8 シピィ１F

090-1392-5555

10：00～17：00

水曜 ※月・火・金・土曜は臨時休業中

福鉄商事㈱

越前市北府2丁目6-4

0778-23-0202

9：00～17：30

土・日曜、祝日

夢の旅行屋

越前市上太田町32-2-1

070-4495-0515

9：00～17：00

日曜、祝日 ※事前問合せ要

リカーマーケットさかえや

越前市押田2-1-5

0778-22-6390

9：00～21：00

不定休

㈱ユー・トラベル福井

越前市府中2丁目7-21

0778-24-0083

10：00～18：00

土・日曜、祝日

越前町小曽原5-33

0778-32-2199

10：00～16：00（土・日曜、祝日は9：00～17：00）

年末年始

【鯖江市】

【越前市】

【越前町】
越前焼工業協同組合（越前焼の館）

【南越前町】
特産品販売所 今庄観光協会

南越前町今庄74-3-1

0778-45-0074

9：00～17：00

12/30～1/2

南越前町 河野観光協会

南越前町河野2-16

0778-48-2240

8：30～17：15

水曜

南越前町商工会

南越前町西大道19-42

0778-47-2174

9：00～16：30

土・日曜、祝日

池田町山田18-15-3

0778-44-6342

10：00～15：00

土・日曜、祝日

アル・プラザ敦賀

敦賀市白銀町11-5

0770-23-7771

9：30～20：00

酒舗 藤原

敦賀市清水町1-17-20

0770-22-1082

8：00～18：00

日曜、祝日

敦賀海陸運輸㈱（海陸観光）

敦賀市本町2丁目10-2

0770-22-3131

10：00～18：00

水・日曜日、年末年始

ケセラセラーみやもと

敦賀市呉竹町1-40-17

0770-22-0537

10：00～19：00（日曜・祝日は18：00まで）

第3火曜

酒文化 食文化 ウタ

敦賀市三島町1-4-3

0770-22-0747

8：30～19：00

日曜

㈱日本旅行ツーリスト

敦賀市中央町2丁目4-15

0770-20-0147

10：00～18：00（土・日曜は17：00まで）

木曜、祝日

㈱マップトラベル

敦賀市中央町2丁目11-33-102

0770-24-4500

10：00～18：00（休日は17：00まで）

水曜 ※事前問合せ要

㈲かたやま酒店

敦賀市栄新町3-14

0770-22-0259

9：00～21：00

日曜

㈲川越酒店

敦賀市清水町1-22-10

0770-22-1074

8：30～19：30（祝日は10：00～16：00）

日曜

美浜町久々子72-1

0770-32-3339

9：30～17：00（土・日曜は17：30まで）

月・火曜

若狭町鳥浜122-31-1

0770-45-0113

9：00～18：00

5/11、6/1

旅職人よこやま

小浜市伏原29-11-6 ２F

0770-52-3303

10:00～18：00

日曜、祝日

三福タクシー㈱(ミフクツーリスト)

小浜市千種2丁目1-13

0770-52-1414

9：30～18：30

日曜、祝日

おおい町商工会

おおい町本郷119-6-6

0770-77-0135

9：00～17：00

土・日曜、祝日

名田庄商会

おおい町名田庄小倉17-14-2

0770-67-2272

8：30～17：15（土・日曜、祝日は10：00～16：00）

無休

【池田町】
池田町商工会
【敦賀市】

【美浜町】
五湖の駅（2号館）
【若狭町】
（一社）若狭三方五湖観光協会
【小浜市】

【おおい町】

