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坂井市ご当地グルメ
「越前坂井
うららの極味膳」Vol.4
今年も発刊！

坂井市ご当地グルメ
「越前坂井
うららの極味膳」Vol.4
今年も発刊！

W EB公開中

2011年から提供が始まった「越前坂井うららの極味膳」
も今年で4年目。食材豊富な坂井市のオリジナル“ご
当地グルメ”膳をご紹介。 「食べて」「観て」「くつろげ
る」情報が満載！ うららの「極味膳＆スイーツ」で坂
井市の「美味しい」と「おもてなし」を味わおう！

2011年から提供が始まった「越前坂井うららの極味膳」
も今年で4年目。食材豊富な坂井市のオリジナル“ご
当地グルメ”膳をご紹介。 「食べて」「観て」「くつろげ
る」情報が満載！ うららの「極味膳＆スイーツ」で坂
井市の「美味しい」と「おもてなし」を味わおう！

うららの極味膳
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パソコン・スマートフォン・携帯からも簡単アクセス！
いつでもどこでも「極味膳」＆「Kiwamiスイーツ」をチェック!!
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揚げ師の極味膳…2,000円
11：00～14：00

たけくらべ膳…2,160円

丸岡二八そば膳…1,450円 大名ヘルシー御膳…1,080円

日向かぼちゃとクリームチーズのPizza ZEN…1,200円 小松屋さんの和ごころ膳…2,484円

おけZEN…2,300円 SS（エスエス）ZEN…1,850円
11：30～14：30

谷口屋の油あげ、福井県産コシヒカリ、
丸岡産そば

「丸岡名物を一皿で味わえる!」

10：30～17：00

丸岡産玄そばを石臼で自家製粉して手打ちした
２種類の越前そばに、味噌と大根葉をあえた「お
わえ（なめし）」や「たくわんの煮たの」の郷土料
理、かぼちゃの煮物など、手づくり惣菜が付き
ます。ヘルシーで懐かしいおふくろの味は、心
も温めてくれます。

古城丸岡城のふもとにある、ゆったり落ち着いた和の佇まいの店です。
観光客も気軽に立ち寄って頂けるように、今年2月に「炭魚ほん　」を
オープン。炭で焼いた魚の定食を中心にランチ時にご利用下さい。

丼もある、気取らないフレンチ店です。女子会やお誕生日
会など、シーンに合わせて自由に使える、白いキャンパス
のような店を目指しています。

掲載の価格は、平成27年3月23日時点の税率にて掲載しております。掲載の価格は、平成27年3月23日時点の税率にて掲載しております。

※価格は、全て税込みです。 ※価格は、全て税込みです。



若狭牛焼しゃぶ極味膳…2,940円 自家菜園の野菜たっぷり焼カツ膳…1,500円

丸岡ごごのごぜん…2,700円 味の隠れ家膳コース…3,024円

福井風京会席膳…5,400円

13

へしこと小松菜のPasta膳
…1,100円

14

テロワールZEN…4,536円
15

香蘭喜楽膳…1,380円

16

11：00～23：00

坂井市坂井町下新庄16-24 
☎0776-72-7878 
○営月～水・金 11：00～15：00
　　　 　　 17：00～23：00
    木　　　　  11：00～15：00
　土日       11：00～23：00
○休木曜 15:00～

香り豊かな丸岡産を中心とした県産そばの実で
作る「蕎麦の実蒸し」や「辛味蕎麦」など、越前そ
ばを堪能できる品々。若狭牛のローストや地魚
のお刺身、天ぷらなど、福井の味を日本料理で
楽しめます。オリジナル「珈琲風味水ようかん」
が、デザートにつく場合もあります。

※価格は、全て税込みです。 ※価格は、全て税込みです。

掲載の価格は、平成27年3月23日時点の税率にて掲載しております。掲載の価格は、平成27年3月23日時点の税率にて掲載しております。



限定30食

いねす御膳…3,000円

17

10名以上、前日までに

初代春之助膳…5,900円

18

おふくろ膳…1,400円

19

限定12食

らっきょラーメン御膳…1,000円

20

おろしそば大盛り＆ミニカツ丼膳…1,100円
21

四季彩 極味膳…2,160円

22

あげおろし膳…1,260円

23

コシヒカリと地元野菜の鉄板焼き御膳…1,382円
24

その日の朝に打つ、手作り感あふれるそばが特徴です。
三国店は蔵をイメージした和モダンな外観。あわら店もあ
るので気軽にお立ち寄りください。

三国神社すぐそばにあり、観光客も数多く訪れるお店で
す。骨董店も営んでいるため三国箪笥なども店内に陳列
しています。

地元の新鮮野菜で作る家庭料理の店。素朴な郷
土の味から新感覚の料理まで品数豊富に楽しめ、
さらに、ご飯、漬物はお替り自由。野菜中心な
のでたっぷり食べてもヘルシーです。手づくり
和雑貨を飾った心地いい空間で、ゆっくりと食
事を楽しんで。

そば処 どうぐや

坂井市三国町米納津10-15
☎0776-82-3537
○営土・日・祝日の
　ランチ11：30～14：00
　火～金は弁当販売のみ
○休月曜日

掲載の価格は、平成27年3月23日時点の税率にて掲載しております。掲載の価格は、平成27年3月23日時点の税率にて掲載しております。

※価格は、全て税込みです。 ※価格は、全て税込みです。



海の極味膳…1,580円

25

大黒膳…5,400円

26

季節の海鮮と旨鯖のあぶり丼膳…1,800円
27

越前三国華御膳…2,700円
10名以上、2日前までに

三国港甘エビ寿司御膳…2,160円

29

甘海老天丼茶屋御膳…1,940円

30

海鮮極味膳…2,600円 三国港北前御膳…3,500円

32

若狭牛のローストビーフ、もちえびの唐揚げ、
甘えびシュウマイに旬の海鮮ちらし丼、地元牛
乳を使った蟹グラタンなど具材も品数も少しず
つをたくさん楽しめる御膳。料理旅館「望洋楼」
がプロデュースするだけあって職人の丁寧な一
皿にどれも心躍る。平日のみ提供。

地元産魚、カニ、エビ、牛乳

大きな蟹のオブジェが目印。古民家風の堀りごたつ式
テーブル席でごゆっくり。オリジナル土産もあります。

※11月7日～3月末まで蟹シーズンのため、カニ膳の提供に変わります。
※旬の食材利用のため、小皿、小鉢の内容が変わる場合がございます。

坂井市三国町神明3-7-23
☎0776-82-0141
○営11：30～14：00
　18：00～22：00
　（予約者優先で提供）
○休不定休

※冬季限定で「甘えび釜飯」を「かに釜飯（プラス500円）」に変更可能

3128

※価格は、全て税込みです。 ※価格は、全て税込みです。

掲載の価格は、平成27年3月23日時点の税率にて掲載しております。掲載の価格は、平成27年3月23日時点の税率にて掲載しております。



三国ぜいたく海鮮丼ご膳…1,890円

33

甘えびのカルツォーネZEN…1,650円
34

みくにいなり膳（コーヒー付）…2,160円
35

限定10食限定30食

限定10食

まるごと豆腐膳…1,350円

36

三国うまいもん膳…1,850円

37

11：30～13：00

限定30食

本日のプチコース膳…2,500円

38

船上のシーフードドライカレーZEN…1,500円
39

Miyoshiro ZEN…5,500円
40

2名以上～30名まで、2日前までに

三国特産のらっきょうを刻んでいれた「みくにいな
り」は、店主が開発したオリジナル。地産地消にこ
だわって作った手づくりのお弁当と「みくにいな
り」が付いた全９品をゆっくり味わって。惣菜・弁
当・飯ものの宅配サービス（月・木のみ受付）も好
評です。季節によって膳の内容は変わります。

掲載の価格は、平成27年3月23日時点の税率にて掲載しております。掲載の価格は、平成27年3月23日時点の税率にて掲載しております。

※価格は、全て税込みです。 ※価格は、全て税込みです。



壽膳…5,400円

41

春嶽白波膳…7,560円

42

海鮮御膳…2,600円

43

東尋坊うらら膳…1,836円

44

10：00～16：005名以上、当日朝までに

豪華おどろきかに玉丼御膳…1,850円
45

12：30～13：00（入店時間）

プリプリの三国産甘エビをはじめとした6種の海
の幸をちりばめた海鮮丼がメイン。また磯の香り
漂うワカメを練り込んで作った特製うどんやお土
産売上No.1の自慢の蟹しゅうまいがあつあつで召
し上がれる上品で、贅沢なお膳。特に女性に大
人気です。

&

パソコン・スマートフォン・携帯からも簡単アクセス！
いつでもどこでも「極味膳」＆「Kiwamiスイーツ」をチェック!!

※「うららの極味膳」は通年提供の膳です。（ただし、11月からは蟹シーズン提供膳「カニ膳」に切り替わる店舗もありますのでご了承ください。）

越前坂井の伝統食文化「越前坂井うららの極味膳」の定義
第1条

第2条

第3条

第4条

第5条

地域の食材を活用した料理であること。

通年で提供できるものであること。

坂井市内で調理し、かつ提供されるもの。

オリジナリティにこだわり、料理から坂井市の食文化がイメージできること。

商品名には必ず「膳（ＺＥＮ）」の言葉をつけること。

W EB公開中

地元産野菜、魚介類、
福井県産阿難祖米コシヒカリ

坂井市三国町米ヶ脇4-3-38
☎0776-82-0067
○営11：00～14：00
○休不定休

※料理写真はイメージです。

※価格は、全て税込みです。 ※価格は、全て税込みです。

掲載の価格は、平成27年3月23日時点の税率にて掲載しております。掲載の価格は、平成27年3月23日時点の税率にて掲載しております。



坂井市商工会
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【坂井市MAP】

■JRをご利用の場合

■お問い合わせ先
坂井市商工会 本所

三国支所
丸岡支所
春江支所
坂井市観光連盟
坂井市三国観光協会
坂井市丸岡観光協会

東京から： 新幹線、特急、米原経由、芦原温泉駅下車（約3時間50分）
名古屋から： 新幹線、特急、米原経由、芦原温泉駅下車（約2時間15分）
大阪から： 特急、湖西線経由、芦原温泉駅下車（約2時間20分）
金沢から： 特急、芦原温泉駅下車（約40分）

■お車をご利用の場合
東京から：
東名、名神、北陸自動車道、丸岡IC（約6時間）
名古屋から：
名神、北陸自動車道、丸岡IC（約2時間30分）
大阪から：
名神、北陸自動車道、丸岡IC（約2時間45分）
金沢から：
北陸自動車道、丸岡IC（約45分）

■京福バスをご利用の場合（JR駅から）
丸岡城行/JR福井駅から約40分、東尋坊行/JR福井駅から約40分

〒919-0521 坂井市坂井町下新庄2-10-1 
Tel.0776-66-3324（土日祝除く）

Tel.0776-82-5055（土日祝除く）

Tel.0776-66-6555（土日祝除く）

Tel.0776-51-2211（土日祝除く）

Tel.0776-50-3152（土日祝除く）

Tel.0776-82-5515

Tel.0776-66-5880

うららの極味膳

vol.4
2014

極味膳 店舗～1 45

Kiwami Sweets 店舗～1 4
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Ryu-an極味…1,080円

1

丸岡こころつつみ Kiwami…240円
2

極味 梅みつ杏仁とコシヒカリ玄米茶…250円

3

Kiwamiハニーベーグル…550円

4

丸岡産コシヒカリの米粉で作った、もちもち食
感のロールケーキ。こだわりの生クリームに、
季節の素材を練り込んで作った“極味メ
ニュー”！ テイクアウトもできます。

掲載の価格は、平成27年3月23日時点の税率にて掲載しております。

※価格は、全て税込みです。

&

パソコン・スマートフォン・携帯からも簡単アクセス！
いつでもどこでも「極味膳」＆「Kiwamiスイーツ」をチェック!!

※ただし、使用素材によっては季節ごとに変更する場合があります。

「Kiwami スイーツ」の定義
第1条

第2条

第3条

地域の素材を活用したスイーツで、通年で提供できるものであること。

坂井市内で調理し、かつ市内の店舗で提供されること。

商品名には必ず「Kiwami（極味）」の言葉をつけること。

W EB公開中
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