


越前ガニ スペシャルプラン 49,800円
越前ガニ 献上蟹かにしゃぶプラン 35,800円
献上蟹 かにしゃぶランチコース（食事） 18,800円
越前ガニ 特大ゆでがにコース（食事） 23,000円
不定休
宿　in15:00／out10:00　昼食  11：00～14：00

店先のいけすに越前がに
を生かし、お客様が到着し
てから調理します。生きた
カニをゆでる前にお見せ
します。

越前がに昼食・宿泊 お宿 あらや1

☎（0776）81-3522

￥

休
営

検索お宿あらや

天然温泉 昼　食露天風呂 夕　食学生合宿 ゴルフ

一人旅

部屋食

カニガラ 極味膳 辛みそば 土　産 かに購入送　迎

全4部屋
20名収容

カニ鍋コース  13,500円（税込）
しゃぶ肉コース 12,960円（税込）
おまかせコース 10,000円（税込）
不定休
宿　in15:00／out10:00

おふろは家族風呂（貸し切
り風呂）でごゆっくり入れ
ます。

民宿 冨士2

☎（0776）81-4191
    090-7744-9590（急用時）

￥

休
営

検索民宿冨士

天然温泉 昼　食露天風呂 夕　食学生合宿 ゴルフ

一人旅

部屋食

カニガラ 極味膳 辛みそば 土　産 かに購入送　迎

全7部屋
20名収容

越前カニづくし コース 28,000円～
地魚料理 11,800円～
不定休
宿　in15:00／out10:00

2015年7月18日に全館リニュー
アルオープン！館内は昔懐か
しい「昭和レトロ・大正ロマン」
の雰囲気を感じる空間にリノ
ベーション。料理と地酒にこだ
わる宿。

料理民宿 いそや3

☎（0776）81-2030

￥

休
営

検索いそや

天然温泉 昼　食露天風呂 夕　食学生合宿 ゴルフ

一人旅

部屋食

カニガラ 極味膳 辛みそば 土　産 かに購入送　迎 送　迎

全8部屋
30名収容

当館は天然温泉で、三国産
越前ガニのフルコース、三
国産の魚貝類を使った
コース、牛シャブのコース
が好評。貸切風呂無料。

料理旅館 ふくや13

☎（0776）81-3988 検索料理旅館ふくや

かに尽くしコース（1泊2食） 25,900円～
スタンダードプラン（1泊2食） 11,700円～
かに尽くしコース（食事）要予約 18,300円～
海鮮丼（食事） 1,700円～
無休
宿　in15:00／out10:00　昼食 11:30～13:30（o.s.）

全ての客室が日本海を一
望できるオーシャンビュー
タイプ。越前がにをはじめ
とした海の幸と上質な温
泉が魅力です。

休暇村越前三国4

☎（0776）82-7400

￥

休
営

検索休暇村越前三国

天然温泉 昼　食露天風呂 夕　食学生合宿 ゴルフ

一人旅

部屋食

カニガラ 極味膳 辛みそば 土　産 かに購入

全70部屋
214名収容

平日カニお二人で1 匹&地魚海鮮コース 27,000円
平日地魚海 11,880円
無休
宿　in16:00／out10:00

三国市場の仲買人で自分
の目で「たしかめた」タグ
付活カニを使用。海鮮は自
船で獲った地魚素潜の貝、
海藻を使用。

民宿 明治5

☎（0776）81-2939

￥

休
営

検索民宿明治

天然温泉 昼　食露天風呂 夕　食学生合宿 ゴルフ

一人旅

部屋食

カニガラ 極味膳 辛みそば 土　産 かに購入送　迎

全2部屋
10名収容

おおとくカニコース 21,600円　
ゆでがに 2人1杯＆かに料理フルコース 23,760円～
不定休
宿　in15:00／out10:00
昼食 11:30～14:30（要予約） 夕食 18:00～21:00（要予約）

「地」のものにこだわって、
１つ１つの料理に心を込
めてお届けします。「おお
とく」ならではのアレンジ
をお楽しみ下さいませ！

内湯の宿 おおとく6

☎（0776）82-6668

￥

休
営

検索おおとく

天然温泉 昼　食露天風呂 夕　食学生合宿 ゴルフ

一人旅

部屋食

カニガラ 極味膳 辛みそば 土　産 かに購入送　迎

全9部屋
50名収容

蟹のフルコース大蟹プラン（海側和室） 56,160円～
（11/6～3/31） 
旬の彩りコース（海側和室） 32,400円～
（4/1～11/5）
不定休
宿　in15:00／out10:00

冬は厳選して仕入れた越前蟹
料理、春夏秋は、三国や越前港
で水揚げされた新鮮な海の幸
を盛り込んだ望洋楼のお料理
をお楽しみいただけます。

望洋楼7

☎（0776）82-0067

￥

休
営

検索望洋楼

天然温泉 昼　食露天風呂 夕　食学生合宿

一人旅

部屋食

カニガラ 辛みそば 土　産 かに購入送　迎

全9部屋
30名収容

黄色のタグ付越前蟹フルコース  48,750円～
旬彩懐石プラン（月替わり） 18,510円～
不定休
宿　in13:00／out11:00

夫婦蟹釜飯に特製すましをか
けてお茶漬け風に食べて頂く
「蟹まま」。ご入浴のみのご利
用も受け付けております。最
大60名様位までのご宴会も可
能です。

荒磯亭8

☎（0776）82-8080

￥

休
営

検索荒磯亭

天然温泉 昼　食露天風呂 夕　食学生合宿 ゴルフ

一人旅

部屋食

カニガラ 極味膳 辛みそば 土　産 かに購入送　迎

全15部屋
60名収容

海望（新館）カニプラン 30,000円～45,000円（平日）
海望海鮮コース（お料理により変わります）     13,000円～18,000円
民宿プラン 10,000円～13,000円　　　  
民宿、カニプラン 18,000円～20,000円（平日）
 25,000円～30,000円          
無休　　　宿　in15:00／out10:00
3Fオーシャンビュー

三国港仲買人歴60年のキャ
リアを生かしておいしい越
前蟹、魚を提供します。増設
し、オープンした個室タイ
プのお部屋もあります。

三国温泉の宿 海望 三国屋9

☎（0776）82-2750

￥

休 営

検索民宿三国屋

天然温泉 昼　食露天風呂 夕　食学生合宿 ゴルフ

一人旅

部屋食

カニガラ 極味膳

ゴルフ

極味膳

辛みそば 土　産 かに購入送　迎

全14部屋
40～50名収容

日本海に面した温泉に浸
りながら市場直送の越前
ガニ、新鮮な海の幸が味わ
える宿です。

ばんこ旅館10

☎（0776）81-2956 検索ばんこ旅館

素朴な民宿スタイルを50年守る実
直な料理宿。こだわりの食材はどれ
も採れたてで、鮮度抜群です。茹で
たて熱々の越前がにをお出しでき
ます。

民宿 いたもと11

☎（0776）81-3134 検索いたもと

夕陽が映える丘の上のホテル
です。ごゆっくりおくつろぎ頂
ける自家源泉大浴場、和畳の
湯、露天風呂。三国ならではの
海の幸・里の幸をお楽しみくだ
さい。

東尋坊温泉三国観光ホテル12

☎（0776）81-3111 検索三国観光ホテル

越前ガニコース 18,360円～
通常コース（土曜、祝前日1,000円増） 10,000円～
12月30日～1月5日
宿　in15:00／out10:00

￥

休
営

天然温泉 昼　食露天風呂 夕　食学生合宿 ゴルフ

一人旅

部屋食

カニガラ 極味膳 辛みそば 土　産 かに購入送　迎

天然温泉 昼　食露天風呂 夕　食学生合宿 ゴルフ

一人旅

部屋食

カニガラ 極味膳

部屋食

カニガラ 極味膳辛みそば 土　産 かに購入送　迎

越前蟹1杯付会席 23,910円～
三国御膳 15,054円～
無休
in15:00／out10:00
送迎　要事前予約

￥

休
営

天然温泉 昼　食露天風呂 夕　食学生合宿 ゴルフ

一人旅 辛みそば 土　産 かに購入送　迎

全11部屋
40名収容

越前がに＆地魚プラン 22,680円～
旬のお値打ち海鮮コース 8,640円　
12月31日～1月3日
宿  in15:00／out10:00

￥

休
営

全9部屋
40名収容

全97部屋
396名収容

天然温泉 昼　食露天風呂 夕　食学生合宿 ゴルフ

一人旅

部屋食

カニガラ 極味膳 辛みそば 土　産 かに購入送　迎

※夕のみ

越前ガニフルコース  25,000円（税別）～
おまかせプラン 9,000円（税別）～
和牛シャブプラン 13,000円（税別）～
不定休
宿　in15:00／out10:00

￥

休
営

全7部屋
30名収容



天然温泉 天然の三国温泉をゆったりと楽しめます。

越前カニフルコース  22,300円（税別）～
地魚料理 8,300円（税別）～
不定休
宿　in15:00／out10:00

自船「栄帆丸」で沖に出て釣
る新鮮な魚料理が味わえる
漁師の宿。冬はゆでたてタグ
付きの越前カニを堪能でき
ます。

民宿 なかじま16

￥

休
営

天然温泉 昼　食露天風呂 夕　食学生合宿 ゴルフ

一人旅

部屋食

カニガラ 極味膳 辛みそば 土　産 かに購入送　迎

全5部屋
20名収容

越前がにプラン 27,000円～
海鮮会席プラン 10,800円～
不定休

老舗鮮魚店直営の宿。厳選
した越前がに料理と三国
の旬の地魚、甘えびを中心
にした会席料理が自慢の
店。

民宿 ふるき17

☎（0776）82-5800

￥

休

検索ふるき

☎（0776）81-2852 検索民宿なかじま

天然温泉 昼　食露天風呂 夕　食学生合宿 ゴルフ

一人旅

部屋食

カニガラ 極味膳 辛みそば 土　産 かに購入送　迎

全10部屋
30名収容

指折れカニフルコース　　　　    27,000円～
無休

ちひろオリジナルかにみ
そしゃぶ！！三国産の指
折れガニでお得！温泉、客
室、食堂、日本海一望です。

民宿 ちひろ18

☎（0776）82-6766

￥
休

検索民宿 ちひろ

天然温泉 昼　食露天風呂 夕　食学生合宿 ゴルフ

一人旅

部屋食

カニガラ 極味膳 辛みそば 土　産 かに購入送　迎

全6部屋
20名収容

訳あり越前蟹フルコース  27,864円～
豪華舟盛付ふくい三国満喫プラン 13,932円～
不定休
宿　in15:00／out10:00

当宿は魚屋たけ庄直営の宿
です。四季を通じ、新鮮な魚
介類での海鮮料理、冬季は越
前蟹料理をご提供致します。

えびす亭19

￥

休
営

天然温泉 昼　食露天風呂 夕　食学生合宿 ゴルフ

一人旅

部屋食

カニガラ 極味膳 辛みそば 土　産 かに購入送　迎

全10部屋
40名収容

越前がにプラン 20,000円～
おまかせプラン（4～10月） 8,000円～
日帰り越前がにプラン 15,000円～
夕食コース（4～10月） 5,000円～
不定休
宿　in16:00／out10:00

三国港で水揚げされた新
鮮な海の幸。越前がにのみ
を使用しております。

民宿 森口20

☎（0776）82-0624

￥

休
営

検索民宿森口

☎（0776）82-5124 検索たけ庄

天然温泉 昼　食露天風呂 夕　食学生合宿 ゴルフ

一人旅

部屋食

カニガラ 極味膳 辛みそば 土　産 かに購入送　迎

全5部屋
20名収容

越前ガニ会席プラン 29,800円～
幻の越前海老会席プラン 18,000円～
三国港直送 セイコガニ重 3,200円～
みくに海鮮丼 3,200円～
木曜
レストラン　9:00～15:00

越前ガニ料理なら「みくに隠居
処」と言われるほど、カニ料理
には力を入れています。全て生
きたカニを使い茹でたてアツア
ツの越前ガニは毎年県外から
多くのリピーターが訪れます。

みくに隠居処
いん きょ  じょ

21

☎（0776）82-8558

￥

休
営

検索みくに隠居処

天然温泉 昼　食露天風呂 夕　食学生合宿 ゴルフ

一人旅

部屋食

カニガラ 極味膳 辛みそば 土　産 かに購入送　迎

全3部屋
6名収容

三国漁港の新鮮な魚や越前か
に、畑で収穫した旬の野菜。体
にやさしく、どこか懐かしい和
の料理でおもてなし。お部屋か
らの三国サンセットビーチも、
お楽しみのひとつです。

民宿　よしおか14

☎（0776）81-3240

三国港で水あげされた本
場の越前がにを調理いた
します。

民宿 かに久15

☎（0776）82-1040 検索かに久

露天風呂 露天風呂を備えています。
学生合宿 学生団体向けの宿泊プランやサービスをご用意しています。
ゴルフ 宿泊とセットになったお得なゴルフプランをご用意しています。
部屋食 食事を宿泊のお部屋で楽しむことができます。

一人旅 お一人でのご利用を歓迎します。

カニガラ カニガラ野菜を使ったお料理を提供します。（内容は季節によります）
極味膳 坂井市や福井県の地の物をふんだんに使った「極味膳」を提供しています。
辛みそば 大根のしぼり汁がだしに溶けた越前そばを提供します。
土　産 海産物や地元の銘菓などを買い求めることができます。
かに購入 越前がにを買い求めることができます。

送　迎 最寄りの駅など、お迎えに伺います。（距離・時間は応相談）

昼　食 夕　食 宿泊を伴わないお食事だけのご利用をお受けします。

きゅう

泉質：ナトリウム・カルシウム塩化物・硫酸塩泉
効能：三国温泉は「ほかほか・しっとりの美人の湯」。肌にしっと

りと水分を補給する作用があり、湯上りに肌が乾燥しに
くく、温まった体が持続するので、温め美容や冷え対策に
もおすすめです。

立地：多くの宿泊施設は、海の近くや海を望む小高いところに
あり、朝夕に心地よい海風を浴びながら海岸沿いを散策
すると、気持ちがリフレッシュされます。

　坂井市では、県外の高校・短大・大学の学生団体が、市内の宿泊施設に宿泊し合宿を行う場合、宿泊費の一部補
助を行っています。 補助金額や条件等については、坂井市のHPから「学生合宿」で検索して確認してください。

検索坂井市 学生合宿

天然温泉 昼　食露天風呂 夕　食学生合宿 ゴルフ

一人旅

部屋食

カニガラ 極味膳 辛みそば 土　産 かに購入送　迎

天然温泉 昼　食露天風呂 夕　食学生合宿 ゴルフ

一人旅

部屋食

カニガラ 極味膳 辛みそば 土　産 かに購入送　迎

越前カニと冬野菜鍋プラン  18,000円
季節のお魚料理プラン 9,800円
ビジネスプラン 6,700円
不定休
宿　in15:00／out10:00

￥

休
営

全5部屋
20名収容

検索三国 民宿よしおか

越前がにプラン 平日 21,600円　
海鮮プラン 12,960円　
越前がにコース（食事） 10,000円～
お造り定食（食事） 2,160円　
不定休
宿　in15:00／out10:00
昼食 11:30～13:30（要予約） 夕食 17:00～21:00（要予約）

￥

休
営

全14部屋
60名収容

● 料金：赤字はカニの時期、黒字はカニ以外の時期の料金です。特に断りがない限り総額（税込）表記となっております。時期によって変動することがあります。詳しくは各宿にお問い合わせください。

※人数が多い場合
　は姉妹館もご案
　内できます



背甲どんぶり、かに料理 3,250円
甘えび丼 1,080円
うにいくら丼 1,800円
不定休
8：00～17：00

東尋坊の岩場に１番近い
店！エレベーター完備。
180°のパノラマ絶景。

￥

休
営

☎（0776）81-2646

越前三国湊 海船やA

部屋食 昼 　食 夕　 食 一人旅 送　 迎

カニガラ 極味膳 辛みそば 土　産 かに購入

100名
収容

蟹づくし会席 6,480円～
無休
9：00～17：00

店舗前が駐車場。また東尋
坊岩場まで徒歩１分。レスト
ランより日本海、雄島が一望
です。特産品（花らっきょ）他
取り揃えております。

￥
休
営

☎（0776）82-5100 検索やし楼

潮騒の館 やし楼B

部屋食 昼 　食 夕　 食 一人旅 送　 迎

カニガラ 極味膳 辛みそば 土　産 かに購入

300名
収容

子持ちセイコ丼 3,240円
甘えび丼 1,250円
海鮮丼 2,700円
無休
8：00～17：00（連休等はこれに限らず。）

東尋坊で唯一の魚屋さん。
三国漁港で水揚げされた
新鮮な魚介を取り扱って
います。お持ち帰り、宅配
もできます。

￥

休
営

☎（0776）81-3420 検索やまに水産

やまにC

部屋食 昼 　食 夕　 食 一人旅 送　 迎

カニガラ 極味膳 辛みそば 土　産 かに購入

350名
収容

かに釜飯 1,458円
ランチ 1,404円
ソースカツ丼 810円
毎週水曜（予約可）
昼食  11：00～14：00
夕食  17：00～22：00

当店は花町として栄えた
三国町出村地区の入口に
あります。地元でとれた魚
貝類、中でも冬のカニ、甘
えびは絶品です。

☎（0776）82-3413

￥

休
営

検索割烹処とりや

割烹 とりやJ

部屋食 昼 　食 夕　 食 一人旅 送　 迎

カニガラ 極味膳 辛みそば 土　産 かに購入

30名
収容

越前がに 時価
甘えび 時価 
干がれい 時価
1月1日～2日
9：00～16：00
駐車場　20台あり

三国港魚市場の手前の大きな蟹
の看板が目印です。釜から吹き
上がる湯気の中から紅色になっ
た越前がに、獲れたて甘えび、干
がれい、はたはたなど冬の味覚
を揃えてお待ちしております。

☎（0776）82-6462

￥

休
営

合資会社 田島魚問屋L

部屋食 昼 　食 夕　 食 一人旅 送　 迎

カニガラ 極味膳 辛みそば 土　産 かに購入

30名
収容

越前ガニフルコース 27,000円～
お刺身定食 2,052円　
かに料理料金は応相談可
水曜
昼食  11：00～13：30（o.s.）
夕食  17：00～20：30（o.s.）

魚屋直営店で（地）越前蟹・
活・ゆではもちろん、（地）
魚など安値で提供出来ま
す。他、せいこ蟹の釜めし
なども、おすすめです。

☎（0776）82-8883

￥

休
営

食事処 はまさかK

部屋食 昼 　食 夕　 食 一人旅 送　 迎

カニガラ 極味膳 辛みそば 土　産 かに購入

40名
収容

海鮮はみだし丼 2,700円
浜焼定食 1,620円
無休
9：00～16：00

蟹料理以外にも一日30食
限定、正太楼自慢の海鮮はみ
だし丼は大人気メニュー。食
後には福井のお土産が揃う
「東尋坊横丁」にぜひお寄り
下さい。

☎（0776）82-1199

￥

休
営

検索正太楼

東尋坊 正太楼D

部屋食 昼 　食 夕　 食 一人旅 送　 迎

カニガラ 極味膳 辛みそば 土　産 かに購入

326名
収容

かに料理（要予約） 20,000円～
水曜
昼食  11：30～14：00
夕食  17：00～22：00

地元の三国で獲れたカニを
100％使っています。また、新
鮮な海の幸を使ったお寿司
も自慢です。

☎（0776）82-0273

￥
休
営

検索与平寿司

寿司割烹 与平寿司M

部屋食 昼 　食 夕　 食 一人旅 送　 迎

カニガラ 極味膳 辛みそば 土　産 かに購入

15名
収容

栄吉丸（越前蟹フルコース） 17,800円（税別）～
海鮮丼（たけ庄丼） 1,770円（税別）～
木曜、水曜は11：00～15：00（14：00 o.s.）
昼食  11：00～14：30（o.s.）
夕食  17：00～20：30（o.s.）

海鮮処三国港は本店移
転に伴い、今までのこだわ
りの寿司に本店海鮮メ
ニューが加わりました。

☎（0776）81-7263

￥

休
営

検索たけ庄

海鮮処 三国港 （魚屋たけ庄直営店）N

部屋食 昼 　食 夕　 食 一人旅 送　 迎

カニガラ 極味膳 辛みそば 土　産 かに購入

100名
収容

東尋坊定食 2,700円　
海鮮丼 1,620円～ 
不定休
9：00～17：00

店主が直接三国港で買付
けてきた自慢の越前がに
をご堪能ください。カニ刺
し、焼きガニできます。

☎（0776）81-3833

￥

休
営

検索東尋坊こはく

こはくE

部屋食 昼 　食 夕　 食 一人旅 送　 迎

カニガラ 極味膳 辛みそば 土　産 かに購入

80名
収容

かに梅コース（鍋と焼きガニ）／2名様より 6,480円
かにめし＋いか刺し 1,620円
1月1日
8：30～18：00（夏）　9：00～17：00（冬）

東尋坊入口をはいってス
グの店。かわいい人形が目
印です。東尋坊バス停もす
ぐそばです。地元の人も食
べに来る味自慢の店です。

☎（0776）81-3323

￥

休
営

海鮮お食事処 夕なぎF

部屋食 昼 　食 夕　 食 一人旅 送　 迎

カニガラ 極味膳 辛みそば 土　産 かに購入

50名
収容

活あわびとステーキコース 12,000円（税別）～
ステーキランチ 2,800円（税別）　
月曜、第1・3日曜
昼食  11：30～14：00（o.s.）（平日）
昼食  11：30～14：30（o.s.）（土・日・祝）
夕食  17：00～20：00（o.s.）

日本海を一望できる最高の
景色と、シェフが目の前で
調理する鉄板焼。目で見て、
音、香りと共に極上の一皿
をお楽しみいただきます。

☎（0120）15-3446

￥

休
営

検索三好楼

三好楼G

部屋食 昼 　食 夕　 食 一人旅 送　 迎

カニガラ 極味膳 辛みそば 土　産 かに購入

せいこ丼 5,691円
旬の海鮮ちらし丼 2,592円
火曜（月により不定休 詳しくはHPをご覧ください）
昼食  11：00～15：00（o.s. 14:30）（平日）
夕食  17：00～20：30（o.s. 19:30）（平日）
昼～夕食  11：00～20：30（o.s. 19:30）（土・日・祝）
※価格は変更になる場合があります。

望洋楼直営店で厳選素材
のこだわりメニューをお
愉しみ下さい。ゆで、焼き、
刺しの越前蟹フルコース
も大好評。

☎（0776）82-3925

￥

休
営

検索蟹の坊

魚志楼

越前 蟹の坊H

部屋食 昼 　食 夕　 食 一人旅 送　 迎

カニガラ 極味膳 辛みそば 土　産 かに購入

60名
収容

越前蟹コース 21,600円～
セイコ蟹付会席コース 6,480円～
季節旬菜会席コース 3,240円～ 
不定休
昼食  11：30～14：00（予約時に入店時間確認）
夕食  18：00～22：00（予約時に入店時間確認）

明治・大正時代の三国の花
街の雰囲気を残す建物は
国登録有形文化財となっ
ています。

☎（0776）82-0141

￥

休
営

料理茶屋 魚志楼I

部屋食 昼 　食 夕　 食 一人旅 送　 迎

カニガラ 極味膳 辛みそば 土　産 かに購入

30名
収容

写真は２人前です

駐車場20台
大型バス可
（要予約）



● 料金：青字はカニの時期、黒字はカニ以外の時期の料金です。特に断りがない限り総額（税込）表記となっております。時期によって変動することがあります。詳しくは各宿にお問い合わせください。

辛みそば 大根のしぼり汁がだしに溶けた越前そばを提供します。

かに購入 越前がにを買い求めることができます。
土　産 海産物や地元の銘菓などを買い求めることができます。

極味膳 坂井市や福井県の地の物をふんだんに使った「極味膳」を提供しています。部屋食 食事を宿泊のお部屋で楽しむことができます。

カニガラ カニガラ野菜を使ったお料理を提供します。（内容は季節によります）

一人旅 お一人でのご利用を歓迎します。
送　迎 最寄りの駅など、お迎えに伺います。（距離・時間は応相談）

昼　食 夕　食 宿泊を伴わないお食事だけのご利用をお受けします。

海底深く生息するカニは、日
本海の潮流の中で、甘くひき
しまった肉質と芳醇なコクの
蟹味噌をぎっしりと身に詰
め、成長しています。カニ本来
の味わいを存分に引き出すに
は、熟練の技が必要です。福井
県は「カニを美味しく味わう
文化」を、長い年月をかけて磨
き上げた産地です。

北前船の寄港地として名をはせていた三国漁港で水
揚げされるカニの最大の特徴は、「夜のセリ」にあり
ます。夜中出港した船は、夕方帰港し、獲れたてをい
ち早く水揚げします。そして夜6時には市場でセリ
が行われ、その日の夜に県内外の各地に発送されま
す。つまり、他の港で翌朝セリが始まる頃には、三国
の越前がにはすでに全国各地に届いています。この
早さが、美味しさの秘密でもあります。ちなみに、三
国港の越前がには、毎年皇室に献上されていること
でも有名です。

セイコガニの特徴は、なんと
いっても、そのお腹にある卵
で、外から見える外子は、プチ
プチとした食感が特徴です。
甲羅の中にある鮮やかな朱色
のかたまり内子は「赤いダイ
ヤ」と呼ばれ、ほっくりとした
歯触りととろけるような旨み
があり、食通の間では特に珍
重され、人気があります。

三国の甘えびは全国的にも高い評価を得ています。
最高の鮮度の甘えびは甘味とコク、それにぷりっぷ
りの歯ざわりです。通なら青緑色の卵や、頭の中の味
噌をどうぞ。

越前がにシーズン
越前がに　　11月6日～翌年3月20日頃

※セイコガニ・水がには別途制限があります



三国港や福井県内の港では、さまざまな美味しい魚介類が一年を通
じて水揚げされます。三国の宿泊施設では、これら旬で新鮮なもの
を、存分に味わうことができます。

出典元：「若狭越前漁師の宿ガイドブック」 「越前若狭旬のさかな」　福井県農林水産部水産課発行

 4月 5月  6月  7月  8月 9月 10月  11月  12月 1月 2月 3月

4月上旬～6月下旬

4月上旬～7月下旬

6月上旬～9月下旬

7月上旬～8月下旬

10月上旬～11月下旬

11月上旬～3月下旬

1月上旬～3月下旬

11月上旬～3月下旬

1月上旬～3月下旬

3月上旬～4月下旬

【わかめ】

【ぶり】

【越前うに】

【あおりいか】

【越前がれい】（アカガレイ）

【越前がに】（ズワイガニ）

【ほたるいか】

【さざえ】

【はたはた】

【やりいか】

【甘えび】（ホッコクアカエビ）

【あじ】

4月上旬～8月下旬

4月上旬～11月下旬

水揚げ量の多い時期
水揚げのある時期

肥沃な田園地帯と水はけの良い丘陵地が広がっている坂井市とその
周辺では、旨味が詰まった四季折々の農作物が収穫されます。

 4月 5月  6月  7月  8月 9月 10月  11月  12月 1月 2月 3月

【トマト】 9月上旬～11月下旬5月上旬～7月下旬

5月中旬～6月下旬

5月下旬～6月中旬

6月上旬～6月下旬

6月上旬～6月下旬

6月上旬～8月上旬

6月上旬～8月上旬

6月下旬～8月中旬

7月上旬～7月下旬

4月上旬～6月下旬 8月下旬～2月下旬

8月下旬～9月中旬

9月上旬～9月下旬

10月中旬～11月下旬

9月上旬～11月下旬

9月上旬～11月中旬

10月中旬～1月下旬

5月下旬～6月下旬

11月上旬～12月下旬【大根】

【一寸そらまめ】

【人参】

【スイカ】

【アンデスメロン】

【アールスメロン】

【さつまいも】

【越前柿】

【越のルビー】
（ミディトマト）

【幸水】（梨）

【豊水】（梨）

【マルセイユメロン】

【プリンスメロン】

「カニ殻野菜」～三国の旅館・民宿・飲食店と農家がタッグを組んだ～
　皆さんが堪能された後のカニ殻は、長い間生ゴミとして廃棄処分されていました。
　しかし、カニ殻の中にはさまざまな栄養素などがあり、カニ殻を乾燥させて粉砕したも
のを畑の土に混ぜて、肥料として利用すると、土壌病害を減らすことができ、色つやの良い
農作物が育ちます。
　三国地区では、このカニ殻野菜を用いて料理を提供している宿泊施設が何軒もあります。

出典元：「特産品ラインナップ」「ファーマーズマーケットきららの丘」　JA花咲ふくい発行

自然豊かな坂井市ならではの、
地元食材にこだわった料理で
す。海、山、川でとれた新鮮な幸
をぜひ味わってみてください。 

大根おろしの絞り汁とダシを
合わせたつゆをぶっかけて食
べる坂井市流の越前おろし蕎
麦です。お店ごとに違う辛さ
をお楽しみいただけます。

検索極味膳

検索辛み蕎麦



絶壁に日本海の荒波が打ち寄せる景色で知られる、国 
指定名勝「東尋坊」。青い空と青い海、太陽が水平線に 
沈みゆく夕景、荒々しい波と岩肌に吹き付けてくる寒
風。どれも東尋坊と日本海の大自然が見せてくれる四
季折々の素晴らしい風景です。

静かに続く参道の奥には、戦国武将・柴田勝家が寄進
した山門（鐘楼）が参拝客を出迎えてくれます。春には
梅と糸桜が同時に花を咲かせます。福井県下で初の日
本名勝庭園の指定を受けた庭園は、四季それぞれに落
ち着きのある風景を見せてくれます。

周囲２km、標高27ｍの小さな無人島です。島全体は、 
ヤブニッケイやタブの樹木に覆われており、島を一周
する散策路をたどれば、自然豊かで神秘的な景観に出
合うことができます。

江戸から明治にかけて北前船交易で隆盛を極めた三
國湊町。今も格子戸が連なる町家、豪商の面影など、情
緒ある町並みが残ります。三國湊の海運と文学がテー
マのミニ資料館「マチノクラ」や町の繁栄を今に伝え
る江戸時代の町家「旧岸名家」、大正の近代化遺産「旧
森田銀行本店」などを巡り、往時の繁栄の面影をた
どってみてはいかがでしょうか？

■ 4月　雄島祭 
■ 5月　三国祭 
■ 6月　柴灯大護摩供火渡り（瀧谷寺）
■ 7月　海開き
■ 8月　三国花火、帯のまち流し

■ 9～10月　 東尋坊夕陽ハートカクテル
■11月　越前がに漁解禁、三国温泉カニまつり
■ 1月　越前三国鳶 
■ 3月　三国温泉カニまつり感謝祭

E V E N T
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金津ICまたは丸岡IC ～ 三国湊町・東尋坊周辺
　　　　　　　　　　　　　　 …約25～30分

自動車で

県外からのアクセス

公共交通機関で

●えちぜん鉄道

● 北陸自動車道

JR福井駅 ～ 三国駅・三国港駅…約50分

●京福バス
JR芦原温泉駅 ～ 三国駅・東尋坊周辺
　　　　　　　　　　　　　　 …約30～40分 
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このパンフレットに掲載されている情報は、2018年10月現在のものです。

坂井市三国観光協会 TEL.0776-82-5515 検索三国観光（一社）坂井市観光連盟 TEL.0776-43-0753 検索坂井市観光

東京から
 ●JR利用の場合
　約4時間（新幹線・特急・バス利用）
●航空便利用の場合
　約2時間（小松空港まで飛行機で約1時間、以降JR・バス
経由で約1時間）
 大阪から
 ●JR利用の場合
　約2時間30分（特急・バス利用）
●マイカー利用の場合
　約3時間（名神高速・北陸自動車道経由）
 名古屋から
 ●JR利用の場合
　約2時間30分（特急・バス利用）
●マイカー利用の場合
　約2時間30分（名神高速・北陸自動車道経由）
 金沢から
 ●JR利用の場合
　約1時間30分（特急・バス利用）
●マイカー利用の場合
　約1時間30分（北陸自動車道経由）

直江津

坂井市三国町

越

前が
にシ
ーズンにご宿泊の方へ

ＪＲ芦原温泉駅から三国間の路線バスが
２日間乗り放題になるフリーきっぷです。

詳しくは、

検索三国温泉ワンコインバス

17

三国温泉
ワンコインバス
お1人様 500円

※三国温泉組合加盟施設にご宿泊の方に限ります。


