
《お問合せ》
越前市観光誘客課　 TEL.0778-22-3007

越前たけふ駅開業イベント実行委員会 事務局

グランドオープン

─ ステージイベント ─

円座太鼓（越前市北日野地区）

新幹線開業ウェルカムダンス

日野ベンチャーズ ライブ

万葉中・武生三中 吹奏楽部合同バンド

みんなのスタジオハピネス（ダンス）

DANCE STUDIO FREESTYLE（ダンス）

まなびサイト BRUSH（ダンス）

スタジオ蔵（ダンス）

民謡　越前漆掻き唄の会

11：00～

11：30～

12：00～

12：30～

13：00～

14：00～

14：30～

15：00～

15：30～ 仁愛大学我楽
15：30～

福井大学
よっしゃこい

12：00～

福井アカペラサークル SingRing ライブ14：30～

10：00～

♭ふらっとまるしぇ

いろいろなスポーツを体験しよう!

伝統産業 体験・販売コーナー

SHEEP DOG FOOD TRUCK U.S.A EAT ME FOOD TRUCK BERRY

越前打刃物 越前指物 越前漆器 越前焼

バングルづくり 刃物販売 絵付け体験 絵付け体験木のミニカーづくり なべしきづくり

丹南市町PR/物産販売コーナー もっと知ろう、楽しもう♪公共交通PRコーナー

鯖江市 池田町 越前町 南越前町

かきもち、いけソーダ はすの葉クッキーめがねバングルづくり（有料） 越前がに漁VR体験

※下記以外にも様々な物産を販売しております。

※体験は有料、その他人数制限等があります。

3月18日（土） 3月19日（日）

19日（日）

18日（土）のみ 19日（日）のみ

■ 西日本懐鉄（ナツテツ）
　 入場券150円にて販売
■ 踏切非常ボタン押下体験
■ 北陸新幹線タペストリー展示
■ ヘッドマーク展示
■ ノベルティグッズ進呈（小学生以下対象）

■ ノベルティ配布
■ パネル展示

─ 屋外イベント（16：00まで） ─

3月18日（土）10：00（式典終了後）～　3月19日（日）10：00～

道の駅「越前たけふ」は、国道8号線から500m、北陸
自動車道武生ICから680mとアクセス抜群の施設
です。EV急速充電器2台。無料駐車場600台完備。

アクセス抜群の道の駅アクセス抜群の道の駅

記念式典

よ
さ
こ
い

ウェルカムダンス

みんなのスタジオハピネス

スタジオ蔵 仁愛大学我楽福井大学よっしゃこい

CHOICE+
11：00～11：35

会場より2時間
生中継

ラジオ

13：00～15：00

新幹線ぬりえコーナー

北陸電力コーナー

岩内山ガイド

ミニ北陸新幹線

サッカー体験
（キックターゲット）

バスケットボール体験

ゴリラカフェ サニーズ坂井店 井上商店

越前和紙

紙すき体験

※お１人様５枚まで

キャラクターショーキャラクターショー

生ライブ

【第1部】
12：30～
【第2部】

福井伝統工芸アイドルグループ

タクシー
ターミナル

国道8号線から→

武生IC側から↓

道の駅
越前たけふ

越
前
た
け
ふ
駅

P

無料駐車場はコチラです

観覧
無料

11：00～

13：30～

【1回目】

【2回目】

※天候等によりイベント内容が急遽変更になる場合があります。　※当日は混雑が予想されるため、マスクの着用等感染症対策にご協力ください。

□ FABRONI ・・・・・・・・（アクセサリー）
□ くうちゃんsmile （デニムリメイク）
□ GREENOWLS marico （似顔絵）
□ cocolis vig ・・・・・・・（アクセサリー）
□ hug hug ・・・・・・・・・・・・・・・（布小物）

□ 0618 ・・・・・・（ベビー・キッズアイテム）
□ 雛菊商店 ・・・・・・・・・・・・・・・・・（編小物）
□ 生き活き相談センター （反射シール）
□ bibrinabiblio ・・・・・・（知育アイテム）
□ Tikka ・・・・・・・（アクセサリー・布小物）

□ Natu-re ・・・・・・・・・・・・・・・（布小物）
□ めぐみ整体 ・・・・・・・・・・・・・・・（整体）
□ カイロプラクティック総癒館 （カイロ）
□ 太陽とめぐみのファーム （スモークチキン）
□ おかもと菓舗 ・・・・（お餅・わらび餅）

道路管理施設 休憩所にて

ぬりえを塗ってくれたお子様には、

屋外特設テント南側ブースにて、下記の時間までに受付してください。

※雨天の場合中止

※数に限りがあります。

北陸新幹線
「かがやき」に
乗れるよ!

北陸新幹線
「かがやき」に
乗れるよ!

北陸新幹線
ビューポイント
岩内山から、新しい
駅を見てみよう！

北陸新幹線
ビューポイント
岩内山から、新しい
駅を見てみよう！

北陸新幹線シール
またはノートを
プレゼント!

北陸新幹線シール
またはノートを
プレゼント!

キッチン
カー

はんど
めいど
市

乗車無料

ウッドフォト 北陸新幹
線

福井県内開業 １年前
ver.を

作ろう!　

ウッドフォト 北陸新幹
線

福井県内開業 １年前
ver.を

作ろう!　

18日（土）13：20 19日（日）10：50、12：50

1枚 300円

（越前市北日野地区）

（越前市北日野地区）

テックボールとは「卓球」×「サッカー」を
組み合わせた新しいスポーツです。
テックボールとは「卓球」×「サッカー」を
組み合わせた新しいスポーツです。

オリジナルノベルティ配布
親子で楽しめるコンテンツも
ございます。

3/18　8：00～通行可能

3/18　8：00～通行可能

3/18　8：00～通行可能

3/18　8：00～通行可能

福井ユナイテッド
福井ブローウィンズ

18日（土）のみ18日（土）のみ 18日（土）のみ

19日
（日）限り

安全対策を考慮した運営を行っております

北陸新幹線
開業1年前
北陸新幹線
開業1年前

屋外特設テント

屋外特設テント・道の駅南側広場

テックボール体験

テックボ
ール

日本代表
も

やってく
る!

JR武生駅

株式会社ハピラインふくい
（18日のみ） 福井鉄道株式会社

2023.3.18.SAT2023.3.18.SAT

道の駅 越前たけふ道の駅 越前たけふ

■ 福井鉄道写真展　



─ 1F 物産販売所 ── 1F 物産販売所 ─ ─ 2F お食事どころ ── 2F お食事どころ ─

─ 1F 越前たけふ観光案内所 ── 1F 越前たけふ観光案内所 ─

●物産販売所…… 9：00～18：00
●お食事どころ… 11：00～22：00
　　　　　　　　　　　（ラストオーダー21：30）
●カ フ ェ…… 9：00～18：00
●観光案内所…… 8：00～18：00
●道路管理施設（トイレ・休憩所）
 ……………24時間

越前市ならではの「越前そば」「焼き鯖寿司」「かに弁」などのお食事をご用意しています。物
産販売所では、ふるさと納税で好評の新鮮な「かに」や「まぐろ」などを販売。地元鮮魚店が
運営する道の駅なので、いつでも新鮮な魚介をご用意することができます。

1F

2F

─ 道の駅イベント（16：00まで） ─

■ ファイナル! かにセール! 【1階 物産販売所】

■ 刺身・寿司・惣菜の特価販売 【1階 物産販売所】

■ カニ汁サービス（11：00～） 【2階 お食事どころ】

■ カニ丼・海鮮丼・マグロ丼特価（11：00～） 【2階 お食事どころ】

■ 本マグロ解体ショー（11：00～） 【1階 物産販売所】

■ トートバッグプレゼント 【1階 物産販売所】

活ズワイガニをお楽しみいただけるのは3月末ごろまで!!

ワンコインや1,000円などお買い得!!

味噌汁付きお食事ご注文の方対象

ライブキッチンにて開催!

両日先着100名様限定。1階物産販売所にてお買い物した方が対象。

3月18日（土）10：00（式典終了後）～
3月19日（日）10：00～

大正14年創業「武生製麺」
の直営店。自社農場で栽培
し、自社製粉した、挽きたて
の福井県産石臼挽きそば粉
を使用し、昔ながらの香り
と歯ごたえを追求した越前
おろしそばが味わえます。
ソースカツ丼などの福井
名物もおすすめ。

鮮魚卸直営店だから出来る大きなネタのお寿司や地元越前港浜揚げの魚をメインとした和会席
コース料理を存分にお楽しみいただけます。また最新の急速凍結技術「プロトン冷凍」により、
年中いつでも美味しい越前ガニをお召し上がり頂けます。

そば処 越前屋

長年愛されている焼鯖寿し
をはじめ、季節感あふれる
商品をご提供します。

●焼鯖寿し
　　　／1,296円（税込）
●かに千両箱
　　　／1,380円（税込）

一乃松 （お弁当、お寿司） 【営業時間】9：00～17：00

【営業時間】9：00～16：00

【営業時間】11：00～22：00（ラストオーダー21：30）

【開所時間】8：00～18：00（年中無休） TEL.0778-42-5257

鮮度やボリューム抜群のお刺身定食・海鮮丼をはじめ、越前おろし蕎麦、ソースカツ丼、ボルガラ
イスなどのB級グルメ等をリーズナブルにご利用いただけます。

【営業時間】11：00～22：00（ラストオーダー21：30）

海鮮レストラン越前丸松寿司割烹丸松

重厚なつくりの越前箪笥のカウンターが目を引く観光案内
所。このカウンターは、市内の伝統工芸士たちに、案内所開設
のために特別にしつらえていただいたものです。
越前たけふ観光案内所では、越前和紙・打刃物・箪笥の３つの
伝統的工芸品をはじめ、市内の見どころや体験、美味しいも
の、お土産などをたっぷりとご紹介。さらに１年後の北陸新幹
線・越前たけふ駅開業に向けて、近隣市町を含めた広域の観
光情報を発信いたします。
福鉄高速バスチケットセンターも併設、ぜひご利用ください!

魅力いっぱいの越前市のニュースポット 北陸新幹線「越前たけふ駅」に隣接する道の駅
地元鮮魚店が管理運営する当道の駅は、新鮮な魚介類やお肉・産直野菜を販売します。  屋外のBBQ施設では、道の駅で購入したものをその場でBBQすることができます。（5月～予約開始）

営業時間

元日、毎月第2水曜日（祝日の場合は、翌日休館）

休館日

〒915-0042
福井県越前市大屋町38-5-1
TEL.0778-43-5661／FAX.0778-43-5662

問い合わせ

道の駅の電力は、屋根に
ある太陽光発電や、地域
の太陽光発電で発生した
電力にて賄い、環境にや
さしい施設です。

テラスからは日野山がきれいに見えるよ !今夜の一品は
道の駅のお惣菜で

決まり!
県産材をふんだんに使い
地域の伝統的工芸品を
ちりばめた施設です。

18㈯・19㈰・21㈷各日共、先着300名さまにオープン記念品を進呈!!

数
量
限
定

（年中無休）

（年中無休）

あうん

HPはこちら


