
芳春寺

泉岡一言神社 若狭おばま
恵のひまわり畑

円成寺の
みかえりのマツ

円成寺梨狩り

若狭町みさき漁村体験施設みさきち

森と暮らす
どんぐり倶楽部

若狭テクノパーク

842

河内川ダム
（鯖街道）

スタンプラリーMAP

美浜町
若狭町

三方五湖
レインボー
ライン

三方五湖
レインボー
ライン

若狭町

美浜町

スタンプラリーキャンペーン スタンプ設置箇所一覧
（一社）若狭美浜観光協会3

スタンプ設置箇所 カウンター

美浜町の観光情報をご案内
します。またレンタサイク
ルの発着点となっていま
す。美浜の自然と歴史を感
じながら海湖山をめぐりま
しょう。
三方郡美浜町松原35－7　☎0770－32－0222
休 業 日／12月29日～ 1月3日
営業時間／8：30～17：15

みかた温泉きららの湯19

スタンプ設置箇所 フロント

万葉集にも詠まれている名
勝三方五湖にも近く、多く
の自然に恵まれた天然温泉
で日頃の疲れを癒し、ゆっ
たりとした時間をご堪能く
ださい。
三方上中郡若狭町中央1－2－1　☎0770－45－1126
休 業 日／毎月第1水曜日
営業時間／10：00～22：00（21：30受付終了）現在時短のため10：00～20：00（19：30受付終了）

若狭町観光船レイククルーズ15

スタンプ設置箇所 事務所内

冷暖房完備の1階席と素晴らし
い景観を満喫できる2階席があ
り、水月湖・菅湖を40分で遊
覧します。奇跡の湖・水月湖の
年縞は、地球の歴史の「ものさ
し」と呼ばれています。
三方上中郡若狭町海山68－20　☎0770－47－1127
休 業 日／荒天・点検日・作業日等
営業時間／3月～12月中旬、9：00～13：30出航まで ※団体予約は15:00出航あり

若狭三方縄文博物館18

スタンプ設置箇所 博物館ディスカバリールーム

若狭町の鳥浜貝塚をはじ
め、縄文遺跡の出土品を展
示するとともに、縄文人の
生活様式や文化が学べる。
勾玉づくり・火おこし等の
体験講座（要予約）もあります。
三方上中郡若狭町鳥浜122－12－1　☎0770－45－2270
休 業 日／火曜日（祝日の場合その翌日）、年末年始、その他臨時休館
営業時間／9：00～17：00（入館は16：30まで）

三方石観世音20

スタンプ設置箇所 納経所（事務所）内

弘法大師一夜の御作「片手
観音」を祀る歴史ある三方
石観世音は、手肩や足腰の
病にご利益があります。是
非ご参拝いただき、ご縁を
お結びください。
三方上中郡若狭町三方22－1　☎0770－45－0017
休 業 日／無休
営業時間／8：00～16：00

道の駅若狭熊川宿21

スタンプ設置箇所 鯖街道ミュージアム内

重要伝統的建造物群保存地
区である熊川宿にある道の
駅。当駅で鯖街道の歴史を
学び、鯖寿司など鯖を使っ
た料理をお楽しみくださ
い。
三方上中郡若狭町熊川11－1－1　☎0770－62－9111
休 業 日／3月・6月・9月・12月の第2木曜日、年末年始
営業時間／9：30～17：00（平日、12月～2月）9：00～18：00（土日・祝日）

美浜町歴史文化館10

スタンプ設置箇所 受付

美浜町ゆかりの多くの歴
史文化に関する資料を展
示しています。企画展や
歴史講座なども開催して
います。

三方郡美浜町河原市8－8　☎0770－32－0027
休 業 日／月曜日（祝日の場合翌平日）、祝日の翌日、年末年始
営業時間／9：00～17：00（入館は16：30まで）

関西電力㈱美浜原子力PRセンター12

スタンプ設置箇所 受付カウンター

原子力発電の仕組みや安
全対策について模型や映
像等により詳しく学ぶこ
とができます。

三方郡美浜町丹生66　☎0770－39－1210
休 業 日／毎週月曜日（祝日の場合は翌平日）、12月29日～1月3日
営業時間／9：00～17：00

Café  MIROKU8

スタンプ設置箇所 レジ横（カウンター上）

山の中で自然に癒されながら、ジ
ビエを使ったランチやこだわりの
コーヒーなどをお楽しみいただけ
ます。

三方郡美浜町新庄281－1－1　☎0770－32－3369
休 業 日／火曜日（祝日を除く／臨時休業あり）
営業時間／10：00～17：00

レインボーライン山頂公園13

スタンプ設置箇所 レインボーラインショップにじいろ店内（第1駐車場）

「三方五湖に浮かぶ天空のテ
ラス」５つのテラスから三方
五湖と若狭湾の360°の大パ
ノラマの絶景をお楽しみくだ
さい！！

三方上中郡若狭町気山18－2－2　☎0770－45－2678
休 業 日／年中無休
営業時間／9：00～17：00（季節天候に応じて変動あり）
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スタンプ設置箇所 売店レジ

景勝地「三方五湖」に面し、飛来する野
鳥や四季折々の心を落ち着かせる景色を
臨むテラスを完備。日本海側最大の梅の
産地であることから、直売所には梅加工
品を数多く取り揃え、水月湖の年縞に合
わせたオリジナル商品が続々と登場しております！
三方上中郡若狭町鳥浜122－31－1　☎0770－45－0113
休 業 日／第1火曜日
営業時間／9：00～18：00

若狭みかたきらら温泉ホテル水月花14

スタンプ設置箇所 フロント

三方五湖の一つ「水月湖」
が目の前にひろがり、近く
には若狭湾、美しい自然に
囲まれた優雅な休日を満喫
できます。施設内桟橋から
乗船するモーニングクルー
ズも人気。
三方上中郡若狭町海山51－13　☎0770－47－1234
休 業 日／年中無休

若狭海遊バザール千鳥苑　若狭美浜海の駅4

スタンプ設置箇所 インフォメーションデスク

若狭のお土産買うなら当店へ。
秘伝のへしこをはじめ若狭ビー
ルや旬のお土産がいっぱい。食
べ放題の海鮮バイキングが大人
気。お持ち帰りバイキング弁当
もあります。お気軽にどうぞ。
三方郡美浜町坂尻43－3－1　☎0770－38－1011
休 業 日／年末年始・不定休有り
営業時間／平日10：00～16：00、土日祝日9：00～17：00

五湖の駅5

スタンプ設置箇所 食堂券売機付近

美浜のへしこ、お土産品
なら五湖の駅で。ソース
カツ丼、おろしそば、へ
しこ茶づけが人気です。

三方郡美浜町久々子72－1　☎0770－32－3339
休 業 日／年末年始、火曜日、不定休あり　営業時間／9：30～17：00
（土日祝は17：30）、食事処は11：00～14：30（土日祝は15：30）

若狭国吉城歴史資料館9

スタンプ設置箇所 資料館受付

続日本100名城の国吉城
と、城下町佐柿の450年
に渡る歴史をご紹介しま
す。

三方郡美浜町佐柿25－2　☎0770－32－0050
休 業 日／月曜日（祝日の場合その翌日）・年末年始
営業時間／9：00～17：00（入館は16：30まで）

渓流の里7

スタンプ設置箇所 釣り場受付

美浜町を南北に流れる耳川上流
は、1年中渓流釣りができま
す。バーベキューなども楽しめ
ます。自然が最高のスパイス！！
必要な道具は全て現地でレンタ
ル可。
三方郡美浜町新庄286－5－1　☎0770－32－5580
休 業 日／年中無休
営業時間／日の出～日没まで（最終18：00）

美浜町エネルギー環境教育体験館「きいぱす」11

スタンプ設置箇所 受付カウンター

科学館の枠を超え、エネルギ
ー環境教育に特化した、日本
で唯一の体験型の学び舎で
す。休日にはバッテリーカー
や組立ブロック体験などを楽
しめます。
三方郡美浜町丹生62－1　☎0770－39－1116
休 業 日／月曜日（祝日の場合はその翌日）、12月29日～1月3日
営業時間／9：00～17：00（入館は16：30まで）

6

スタンプ設置箇所 直売所 レジカウンター

旬の野菜や果物を使った
料理のほか、食と健康に
まつわるセミナーや、売
所では地元の野菜や特産
品などをご用意しており
ます。
三方郡美浜町久々子34－2－1　☎0770－32－2155
休 業 日／月曜日（祝日の場合は翌日）、12/29 ～ 1/3
営業時間／レストラン11：00～16：00／直売所9：30～17：00（夏期のみ18：00）

福井県海浜自然センター16

スタンプ設置箇所 1階案内カウンター

入館無料の水族館。海の
生き物に触ったり餌やり
体験が可能。海の素材を
使用したクラフト体験は
当日受付で体験可能。

三方上中郡若狭町世久見18－2　☎0770－46－1101
休 業 日／月曜日（祝日の場合その翌日)、12/29 ～1/2
営業時間／9：00～17：00（入館は16：30まで）

若狭鯖街道熊川宿資料館（宿場館）22

スタンプ設置箇所 受付窓口

かつての鯖街道の宿場町として
栄えた熊川宿の歴史や、まちづ
くりを知ることができる。熊川
城主沼田家と細川藤孝、明智光
秀との関係資料も展示、関連グ
ッズも販売中です。
三方上中郡若狭町熊川30－4－2　☎0770－62－0330
休 業 日／月曜日（祝日の場合は開館）、年末年始
営業時間／9：00～17：00（入館は16：30まで）（12～3月は16：00まで）
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三方五湖PA・スマートIC
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美浜町・若狭町の
観光地・観光施設

をめぐる

スタンプラリーに
参加しよう！！

スタンプを集める
と抽選でプレゼン

トが当たる！！

① 応募用紙は指定さ
れた観光地・観光施

設等にあります。

② 観光地・観光施設
（22ヵ所）に訪れて

スタンプを応募券に
押印

して下さい。

③ 3 つのスタンプを
押せたら応募可能で

す。1 つの施設につ
き、1

つのスタンプを押し
てください（重複不

可）。

④ 応募券に必要事項
、希望賞品をご記入

いただき、スタンプ
設置

箇所にある投函ボッ
クスに投函して下さ

い。

⑤ 当選者の発表は賞
品の発送をもって代

えさせていただきま
す。

海湖
フェ
ス

スタン
プラリ

ー

キャ
ンペ
ーン

参加
方法

美浜町・若狭町の観
光地・観光

施設（22ヵ所）の中
から3ヵ所

訪れて、応募券（裏
面）にスタ

ンプを押してくださ
い。

3つのスタンプを集め
たら欲し

い賞品にチェックを
いれて、投

函ボックスに応募券
を入れて下

さい。

小浜市

道の駅三方五湖

美浜町健康楽膳拠点施設こるぱ

1

※新型コロナウィルスの影響で営業時間や
　休業日が変更になる場合があります。

敦賀市

滋賀県高島市

ダイヤ浜海水浴場

水晶浜海水浴場

竹波海水浴場

丹生白浜海水浴場


