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敦賀港 周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

ソースカツ丼  
  

福井ではカツ丼と言えばソースカツ丼を指し、卵の乗ったカツ丼は「卵」カツ丼と言って区別しています。薄くスライスし

たロース肉を細かな特製パン粉でまぶしてからりと揚げたカツを、秘伝のタレにつけてご飯にのせた逸品。甘みと酸味がか

もし出す口当たりは、どなたでも美味しく召し上がれます。   

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス 港より徒歩 25 分(2.0km) 

季節 通年 

関連リンク 
ソースカツ丼 
http://www.turuga.org/places/katsudon/katsudon.html 

お問合せ 【敦賀観光協会】 

電話番号:0770-22-8167 l メールアドレス:info@turuga.org 

ホームページ: http://www.turuga.org/index.html 

  

敦賀ラーメン  
  

敦賀ラーメンは、昭和 25 年（1950）、駅前に現れた一軒の屋台からスタート。現在も駅から近い本町通り周辺で、午後 8

時から深夜 2 時ごろまで屋台や店舗が営業していて、各々こだわりのラーメンを提供しています。敦賀ラーメンは豚骨＋鶏

ガラスープが基本。旨いラーメンを食べ歩こう！ 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス 港から徒歩 40 分(3km) 

季節 通年 

関連リンク 
敦賀ラーメン 
http://www.turuga.org/places/ramen/ramen.html 
 

お問合せ 【敦賀観光協会】 

電話番号: 0770-22-8167 l メールアドレス:info@turuga.org 

ホームページ: http://www.turuga.org/index.html 

 

焼き鯖寿司  
  

脂の乗り切った新鮮な鯖を、丸ごと豪快に焼き鯖にして、寿司にしました。熱を加えた鯖は、余分な脂が落とされ、生臭さ

が消えて旨みも倍増します。後味さっぱりで、寿司飯との愛称も抜群です。福井名物焼き鯖寿司は、スーパーなどで販売さ

れ、回転寿司や居酒屋などの飲食店のメニューとしても定番化されています。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 

焼き鯖寿司 
https://www.fuku-e.com/040_souvenir/detail.php?itemid=1
07&kwd 
 

お問合せ 【福井県観光連盟】 info@fuku-e.com 

電話番号；0776-23-3677 

ホームページ: http://www.fuku-e.com/ 

  

http://www.turuga.org/places/katsudon/katsudon.html
mailto:info@turuga.org
http://www.turuga.org/index.html
http://www.turuga.org/places/ramen/ramen.html
mailto:info@turuga.org
http://www.turuga.org/index.html
https://www.fuku-e.com/040_souvenir/detail.php?itemid=107&kwd
https://www.fuku-e.com/040_souvenir/detail.php?itemid=107&kwd
http://www.fuku-e.com/
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越前おろしそば  
  

おろした大根をあらかじめどっさり入れた独特のつゆと、色が黒くコシのしっかりとした麺が特徴の越前おろしそば。麺の

香ばしい甘みと大根おろしの辛みが織りなす妙味は得もいわれぬおいしさです。そばに大根おろしを添えたシンプルな料理

ですが、その味は奥深く、最近では長寿食としても注目されています。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 
越前おろしそば 
http://www.fuku-e.com/200_gourmet_calendar/12_soba/ 
 

お問合せ 【福井県観光連盟】 info@fuku-e.com 

電話番号: 0776-23-3677 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ: http://www.fuku-e.com/ 

 

敦賀博物館通り  
  

古い町家が残りかつて敦賀で最も賑わった、敦賀市立博物館のある通りに、レトロな町家を改装したお店が並ぶ、2013 年

10 月オープンの注目のスポット。再生した博物館通りを拠点に、東へ西へ足を伸ばして、港町として栄えた敦賀の港周辺

の昔の面影を残す建物や歴史のある神社や寺院を訪れ、港情緒を満喫してください。 

  
 

 

所在地・開催地 〒914-0062 福井県敦賀市相生町  

アクセス 
港より徒歩 28 分(2.3km) 

個人：バスで山車会館下車すぐ 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 5 台 

関連リンク 

敦賀博物館通り 
http://www.turuga.org/places/museumstreet/museumstreet
.html 
 

お問合せ 【敦賀観光協会】 

電話番号:0770-22-8167 l メールアドレス: info@turuga.org 

ホームページ:  http://www.turuga.org/index.htm 

 

 

日本海さかな街  
  

日本海側最大級の海鮮マーケットで、地元敦賀の水産業者を中心に 70 店もの専門店が軒を並べ、敦賀港から直送された新

鮮な海産物を豊富に取り揃え、お値打ち価格で販売しております。市場内には食事処もあり、海鮮丼をはじめ、新鮮な海の

幸を味わうことができます。また、福井銘菓や地酒なども購入することができます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒914-0125 福井県敦賀市若葉町 1-1531  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 20 分(6km) 
個人:バスで敦賀観光バス ぐるっと敦賀周遊バス 日本海さかな街下車すぐ 1 分
(港より 6km) 
 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 40 台 

関連リンク 
日本海さかな街 
http://www.sakanamachi.info/ 
 

お問合せ 【日本海さかな街】 

電話番号:0770-24-3800 

ホームページ:http://www.sakanamachi.info/ 

 

http://www.fuku-e.com/200_gourmet_calendar/12_soba/
mailto:info@fuku-e.com
http://www.fuku-e.com/
http://www.turuga.org/places/museumstreet/museumstreet.html
http://www.turuga.org/places/museumstreet/museumstreet.html
mailto:info@turuga.org
http://www.turuga.org/index.htm
http://www.sakanamachi.info/
http://www.sakanamachi.info/
http://www.google.co.jp/maps/@35.6555827,136.069586,17z
http://www.google.co.jp/maps/@35.6340732,136.0501056,17z
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氣比神宮  
  

大宝 2 年（702）の建立と伝えられる氣比神宮は、「越前一の宮」「北陸道の総鎮守」とも称される古社です。佐渡ヶ島から

漂着したムロで建立したと伝わる高さ 10.9m の大鳥居は、木造としては、「広島・厳島神社」「奈良・春日大社」と並ぶ「日

本三大木造大鳥居」のひとつで、国の重要文化財に指定されています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒914-0075 福井県敦賀市曙町 11-68  

アクセス 港より徒歩 30 分(2.5km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

40 台 

関連リンク 
氣比神宮 
http://www.turuga.org/places/kehijingu/kehijingu.html 

お問合せ 【敦賀観光協会】 

電話番号:0770-22-8167 l メールアドレス:info@turuga.org 

ホームページ: http://www.turuga.org/ 

養浩館庭園  
  

養浩館は、旧福井藩主・松平家の別邸で、その優美な書院建築と雄大なスケールの庭園は、江戸時代中期を代表する貴重な

名園のひとつとして知られています。国の名勝である養浩館庭園は、アメリカの専門誌が選ぶ 2016 年の日本庭園ランキン

グで全国 5 位に選ばれ、庭園の美しさや建物との調和が高く評価されております。 

  
  所在地・開催地 〒910-0004 福井県福井市宝永 3-12-1  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 60 分(61km) 

個人:電車で JR 北陸本線福井駅下車 徒歩 12 分(港より 61km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

6 台 

関連リンク 
養浩館庭園 
http://fukuisan.jp/ja/yokokan/index.html 
 

お問合せ 【福井市文化振興課】     

電話番号:0776-20-5367 l メールアドレス: b-shinkou@city.fukui.lg.jp 

ホームページ: http://www.city.fukui.lg.jp/dept/d270/bunka/index.html 

 

 
 

東尋坊  
  

荒々しい岩肌の柱状節理が延々と 1km に渡って続く勇壮そのものの東尋坊は、国の名勝・天然記念物に指定されています。

なかでも岸壁の高さが 20 メートル以上に及ぶ大地の断崖は勇壮というより壮絶で、日本海の荒波が打ち寄せる姿は恐ろし

いほどの迫力です。地質学的にも貴重で、世界三大奇勝に数えられております。 

  
 

 

所在地・開催地 〒913-0063 福井県坂井市三国町安島  

アクセス 
ツアー: 係留バースより車で 90 分(96km) 

個人:電車で京福バス金津・東尋坊線東尋坊下車 徒歩 5 分(港より 96km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 40 台 

関連リンク 
東尋坊 
http://www.mikuni.org/tojinbo/index.php 
 

お問合せ 【福井県観光連盟】 

電話番号:0776-23-3677 l メールアドレス： info@fuku-e.com  

ホームページ:  http://www.fuku-e.com/ 

 

http://www.turuga.org/places/kehijingu/kehijingu.html
mailto:info@turuga.org
http://www.turuga.org/
http://fukuisan.jp/ja/yokokan/index.html
mailto:b-shinkou@city.fukui.lg.jp
http://www.city.fukui.lg.jp/dept/d270/bunka/index.html
http://www.mikuni.org/tojinbo/index.php
mailto:info@fuku-e.com
http://www.fuku-e.com/
http://www.google.co.jp/maps/@35.6549501,136.0746645,17z
http://www.google.co.jp/maps/@36.068625,136.224428,17z
http://www.google.co.jp/maps/@36.2381807,136.1250686,17z
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福井県立恐竜博物館 

 

  

この博物館は、世界三大恐竜博物館の１つと称されており、恐竜化石の宝庫として全国的に有名な福井県勝山市にあります。

大きな無柱空間には恐竜化石や化石標本、ジオラマ、レプリカがたくさん展示されており、来場者はリアルに動く恐竜ロボ

ットも間近に見ることができます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒911-8601 福井県勝山市村岡町寺尾 51-11  

アクセス 
ツアー：係留バースより 80 分(84Km) 
個人：バスで勝山市コミュニティバス 博物館前下車 1 分 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

10 台 

関連リンク 
福井県立恐竜博物館 
https://www.dinosaur.pref.fukui.jp/ 

お問合せ 【福井県立恐竜博物館】 

電話番号: 0779-88-0001 l メールアドレス: info@dinosaur.pref.fukui.jp 

ホームページ: https://www.dinosaur.pref.fukui.jp/ 

  

三方五湖  
  

低い山々の谷間にちりばめられた三方湖、水月湖、菅湖、久々子湖、日向湖の 5 つの湖がかもしだす微妙な色あいは神秘的

です。全長 11.2km のレインボーライン（有料道路）からその違いがよく分かり、五湖と日本海のダイナミックな景観が楽

しめます。また 2005 年 11 月にはラムサール条約に登録されています。 

  
  

所在地・開催地 〒919-1301 福井県若狭町気山  

アクセス 
ツアー: 係留バースより車で 50 分(29km) 

個人:電車で JR小浜線美浜駅下車 車で 15分(港より 29km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 50 台 

関連リンク 
レインボーライン 
http://www.mikatagoko.com/ 
 

お問合せ 【福井県観光連盟】 

電話番号:0776-23-3677 l メールアドレス：info@fuku-e.com 

ホームページ: http://www.fuku-e.com/ 

 

一乗谷朝倉氏遺跡  
  

1471 年から 103 年間にわたりこの地を支配した、戦国大名・朝倉氏の広大な城下町跡。特別史跡、特別名勝、重要文化財

の三重指定を受けています。「復原町並」では、地下に眠っていた建物の礎石や堀の石垣をそのまま使い、武家屋敷や町屋

などを再現。 

  
 

 

所在地・開催地 〒910-2153 福井県福井市城戸ノ内町 28-37  

アクセス ツアー：係留バースより 60 分(65Km) 

季節 通年 
観光バス 

駐車台数 
10 台 

関連リンク 

ふくいドットコム 
https://www.fuku-e.com/010_spot/index.php?id=2 

 

 お問合せ 【福井県観光連盟】 

電話番号: 0776-23-3677 メールアドレス:info@fuku-e.com 

ホームページ: http://www.fuku-e.com/ 

  

https://www.dinosaur.pref.fukui.jp/
http://www.mikatagoko.com/
mailto:info@fuku-e.com
http://www.fuku-e.com/
https://www.fuku-e.com/010_spot/index.php?id=2
file://///GSINHTP1.IN.AIN.PREF.FUKUI.JP/Data/Share/100153/Downloads/info@fuku-e.com
http://www.fuku-e.com/
http://www.google.co.jp/maps/@36.0832233,136.5043482,17z
http://www.google.co.jp/maps/@35.572222,135.8845224,14z
http://www.google.co.jp/maps/@35.9994636,136.2959307,17z
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パピルス館（越前和紙の里）  
  

「越前和紙の里」内にある紙漉き体験施設『パピルス館』。自分で漉いた和紙は押し花や染料などで色を付け、はがきや名

刺、コースター、うちわ、シェードランプなど好きな形にすることができます。また、館内のショップには、様々な和紙の

アイテムが揃っています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒915-0532 福井県越前市新在家町 8-44  

アクセス ツアー：係留バースより 50 分(45Km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

10 台 

関連リンク 
越前和紙の里 
http://www.echizenwashi.jp/index.php 
 

お問合せ 【越前和紙の里】 

電話番号: 0778-42-1363 

ホームページ: http://www.echizenwashi.jp/index.php 

 

 

 

 

永平寺  
  

永平寺は、曹洞宗開祖・道元禅師が、今から約 770 年前の寛元 2 年（1244）年に開いた坐禅の修行道場で、曹洞宗の大本

山です。境内は三方を山に囲まれ、樹齢 700 年の杉木立に囲まれた深山幽谷の地に大小 70 棟余りの建物が並び、「美しい

日本の歴史的風土百選」にも選ばれております。 

  
 

 

所在地・開催地 〒910-1228 福井県永平寺町志比 5-15  

アクセス 
ツアー: 係留バースより車で 60 分(71km) 

個人:バスで京福バス特急永平寺ライナー永平寺門前下車すぐ 1 分(港より 71km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

40 台 

関連リンク 
永平寺 
https://daihonzan-eiheiji.com/ 
 

お問合せ 【永平寺】  

電話番号:0776-63-3102   

ホームページ: https://daihonzan-eiheiji.com/ 

  

敦賀赤レンガ倉庫  
  

1905 年建設の赤レンガ倉庫は、鉄道と港の街・敦賀の繁栄や杉原千畝が発給した「命のビザ」を持ったユダヤ人難民の上

陸など、港に関する数々のエピソードをずっと今の場所で見届けてきました。 

2015 年 10 月、この赤レンガ倉庫は鉄道と港のジオラマとレストランを備えた観光・商業施設として生まれ変わりました。 

  
 

 

所在地・開催地 〒914-0072 福井県敦賀市金ヶ崎町 4 番 1 号  

アクセス 港より徒歩 15 分(1.2km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

10 台 

関連リンク 
敦賀赤レンガ倉庫 
http://tsuruga-akarenga.jp/ 

お問合せ 【敦賀赤レンガ倉庫】 

電話番号 0770-47-6612 l メールアドレス: info@tsuruga-akarenga.jp 

ホームページ http://tsuruga-akarenga.jp/ 

 

http://www.echizenwashi.jp/index.php
http://www.echizenwashi.jp/index.php
https://daihonzan-eiheiji.com/
https://daihonzan-eiheiji.com/
http://tsuruga-akarenga.jp/
mailto:info@tsuruga-akarenga.jp
http://tsuruga-akarenga.jp/
http://www.google.co.jp/maps/@35.9113855,136.2433322,17z
http://www.google.co.jp/maps/@36.0552833,136.3544720,17z
http://www.google.co.jp/maps/@35.661918,136.074543,17z
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人道の港 敦賀ムゼウム   
  

敦賀港は、1920 年に、動乱のシベリアで家族を失った「ポーランド孤児」が、1940 年には、杉原千畝リトアニア領事代理

が発給した「命のビザ」を持ったユダヤ人難民が上陸した日本で唯一の港です。古くから大陸への玄関口として栄え、「東

洋の波止場」とうたわれた敦賀港は「人道の港」でもありました。 

  
 

 

所在地・開催地 〒914-0072 福井県敦賀市金ヶ崎町 44-1  

アクセス 港より徒歩 15 分(1.2km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

5 台 

関連リンク 
人道の港 敦賀ムゼウム 
http://www.tmo-tsuruga.com/kk-museum/ 
 

お問合せ 【人道の港 敦賀ムゼウム】 

電話番号:0770-37-1035 l メールアドレス:jindou@ton21.ne.jp 

ホームページ: http://www.tmo-tsuruga.com/kk-museum/index.html 

  

 

http://www.tmo-tsuruga.com/kk-museum/
mailto:jindou@ton21.ne.jp
http://www.tmo-tsuruga.com/kk-museum/index.html
http://www.google.co.jp/maps/@35.6626825,136.0734837,17z

