
うれしい特典も付いてくる！

おいしい
出逢い

期間  期間  2018年4月1日～2019年3月31日

￥1,200￥1,200税込
別売クーポン
販売価格

ランチ・スイーツ
めぐりクーポン
ガイドブック

あわら温泉2018

〒910 - 4 104　福井県あわら市温泉1丁目1 - 1（あわら湯のまち駅）
TEL.0776-77-1877　営：9：00-18:00　休：12/31～1/3

あわら温泉情報処 おしえる座ぁ

〒910-4103　福井県あわら市二面33-1-5（えちぜん鉄道あわら湯のまち駅舎内）
TEL.0776-78-6767 　営：8:30-17:15　休：土・日・祝日及び12/29～1/3

お 気 軽 に お 問 合 せください

あわら市観光協会

あわら市花乃杜1-1-19
TEL.0776-73-0023
営：9:00-18:00　休：水曜日

馬忠呉服店
201804

クーポンを使ってあわらをお得に満喫！
あわら温泉をお楽しみいただける使ってうれしいお得なクーポン♪

+
プラス

クーポンご利用のながれ

和菓子
or

スイーツ
or

おやつ

10店舗、10品の中から
お好みの１品をチョイス！

B
18店舗、23品の中から
お好みの１品をチョイス！

ランチor
カフェ

or

お土産
or

体験

A

E
あわら温泉セントピアあわら

入浴３割引き
大人 ： 500円→350円
小・中学生 ： 300円→210円
3歳以上幼児 ： 200円→140円
※クーポン１枚につき１グループ限り

藤野厳九郎記念館

無料入館
※クーポン１枚につき１名限り

D
お買い物
５％OFF

C

※　　　印の加盟店のみ有効

※クーポン１枚につき１回限り

5%
OFF

F

温泉たまごづくり
無料体験

生たまご１個とクーポン１枚を
2Fフロントにてお引換。本体験
は、約40分ほどかかります。

あわら温泉セントピアあわら

あわらの歴史がまるごとわかっちゃう！

金津本陣IKOSSA（イコッサ）
2F郷土歴史資料館

おいしいコーヒーでホッと一息。

4 a CUBE Caféa CUBE Café
ランチorカフェorお土産or体験クーポン

織田信長の焼き討ちや戦後の福井大地
震による倒壊を経て、1200年以上地
元で誇りにされている神社！

総 社 金 津 神 社

無料の芦湯で一休み。

あわら温泉 芦湯

できたてをその場で試食もOK。
半熟仕上がりに感動間違いなし！
付属のお塩はお好みで。

C セントピアあわらセントピアあわら

温泉たまごづくり無料体験クーポン

セントピアあわらセントピアあわら

マジックで絵を描いて
オリジナルの温泉卵を
作れちゃいます！

生たまごを受け取って温泉たまご
体験スタート！

福井と言えばソースカツ丼。温泉
たまごの待ち時間にランチタイム！

14 老舗の洋食屋
源の屋
老舗の洋食屋
源の屋

ランチorカフェorお土産or体験クーポン

藤野厳九郎記念館藤野厳九郎記念館

藤野先生と魯迅との国境を越えた
師弟関係にゆかりある資料が展示
されています。

藤野厳九郎記念館無料入館クーポン

あわらのお土産に迷ったら、
うれしい５％ＯＦＦで欲張れちゃう

26 だるまや菓舗だるまや菓舗
和菓子orスイーツorおやつクーポン

お買い物5％OFFクーポン

クーポン満喫コース

Let’s Go！
セントピアあわら２Fフロントでクーポンを
購入して、まちあるきへ

トータル所要時間（徒歩の場合）約1時間30分～
あわら温泉エリア

Let’s Go！
JR芦原温泉駅観光案内所でクーポンを
購入して、まちあるきへ

あわらの歴史のんびり
トータル所要時間（徒歩の場合） 約2時間

コース

JR芦原温泉駅エリア

セントピアあわら

お好みの商品とお引換！
本リーフレットに掲載の商品をお好みでお選びいただき、各加盟店にてクーポンとお引換ください。
温泉地ならではの特典も合わせてお楽しみください。

以下の加盟店でクーポンを￥1,200税込でご購入！
嵯峨8ウチララ5 106 瑞香園瑞香園

あわら市観光協会

Ｙショップヤマザキ

福乃家16 26 だるまや菓舗

JR芦原温泉駅観光案内所

あわら温泉情報処おしえる座ぁ

田中温泉薬師神社・舟津温泉薬師堂・二面温泉薬師堂の
三薬師にお参りすると、無病息災・延命長寿のご利益が♡

お時間ある方は、
三薬師めぐりもどうぞ！

あわら市郷土歴史資料館（金津本陣IKOSSA 2階）
国の重要文化財に指定
された、桑野遺跡の石
製装身具の展示など、
あわらの歴史や魅力が
わかりやすく紹介され
ています。

☎ 0776-73-5158　入館見学無料
開館時間 ： 9:30～18:00（入館は17:30まで）
休館日 ： 毎週月曜日・第4木曜日（祝日の場合は翌日）、12/29～1/3

藤野厳九郎記念館 中国近代文学の父・魯
迅の師であった藤野厳
九郎の旧宅を移築した
記念館で、登録有形文
化財に登録され、館内
には書簡や医療器具な
どが展示されています。

☎ 0776-77-1030　通常入館料200円
開館時間 ： 9:00～18:00
休館日 ： 火曜日（祝日の場合は翌日）、12/28～1/3

セントピアあわら あわら温泉にある日帰り
公共温泉。
週変わりで天の湯、地の
湯という独創的な2つの
湯をお楽しみいただけ
ます。

☎ 0776-78-4126　入館料の詳細は別途記載。
開館時間 ： 10:00～22:00（入浴受付は21:30まで）
定休日 ： 第４火曜日（祝日の場合は翌日以降の最初の平日）

あわら温泉 芦湯 2つの源泉を使用し、種
類の違う5つの足湯を楽
しめる施設です。入るだ
けで、体中がほかほか♡
ライトアップした夜の外
観も魅力です。

☎ 0776-78-6767（あわら市観光協会）　利用料金無料
利用時間 ： 7:00～23:00
休館日 ： 年中無休

8 嵯峨嵯峨

スノー丸生どらやきはここだけ！

和菓子orスイーツorおやつクーポン

1時間まで1時間まで

￥1,000￥1,000
3時間まで

税別

税別￥3,000￥3,000
※一部店舗別途追加料金が必要になります

オススメ♪
袴着付け体験をしてから
まち歩きを楽しむのも

ちょっと足をのばして残りのクーポンも
使い切ろう！

お次の観光スポットへ！

各施設について

当日もＯＫ！
お問い合わせくだ

さい

典特



あわら市花乃杜1-1-19
TEL.0776-73-0023
営：9:00-18:00　休：水曜日

馬忠呉服店

あわらの歴史がまるごとわかっちゃう！

金津本陣IKOSSA（イコッサ）
2F郷土歴史資料館

おいしいコーヒーでホッと一息。

4 a CUBE Caféa CUBE Café
ランチorカフェorお土産or体験クーポン

織田信長の焼き討ちや戦後の福井大地
震による倒壊を経て、1200年以上地
元で誇りにされている神社！

総 社 金 津 神 社

無料の芦湯で一休み。

あわら温泉 芦湯

できたてをその場で試食もOK。
半熟仕上がりに感動間違いなし！
付属のお塩はお好みで。

C セントピアあわらセントピアあわら

温泉たまごづくり無料体験クーポン

セントピアあわらセントピアあわら

マジックで絵を描いて
オリジナルの温泉卵を
作れちゃいます！

生たまごを受け取って温泉たまご
体験スタート！

福井と言えばソースカツ丼。温泉
たまごの待ち時間にランチタイム！

14 老舗の洋食屋
源の屋
老舗の洋食屋
源の屋

ランチorカフェorお土産or体験クーポン

藤野厳九郎記念館藤野厳九郎記念館

藤野先生と魯迅との国境を越えた
師弟関係にゆかりある資料が展示
されています。

藤野厳九郎記念館無料入館クーポン

あわらのお土産に迷ったら、
うれしい５％ＯＦＦで欲張れちゃう

26 だるまや菓舗だるまや菓舗
和菓子orスイーツorおやつクーポン

お買い物5％OFFクーポン

クーポン満喫コース

Let’s Go！
セントピアあわら２Fフロントでクーポンを
購入して、まちあるきへ

トータル所要時間（徒歩の場合）約1時間30分～
あわら温泉エリア

Let’s Go！
JR芦原温泉駅観光案内所でクーポンを
購入して、まちあるきへ

あわらの歴史のんびり
トータル所要時間（徒歩の場合） 約2時間

コース

JR芦原温泉駅エリア

田中温泉薬師神社・舟津温泉薬師堂・二面温泉薬師堂の
三薬師にお参りすると、無病息災・延命長寿のご利益が♡

お時間ある方は、
三薬師めぐりもどうぞ！

8 嵯峨嵯峨

スノー丸生どらやきはここだけ！

和菓子orスイーツorおやつクーポン

1時間まで1時間まで

￥1,000￥1,000
3時間まで

税別

税別￥3,000￥3,000

オススメ♪
袴着付け体験をしてから
まち歩きを楽しむのも

ちょっと足をのばして残りのクーポンも
使い切ろう！

お次の観光スポットへ！

当日もＯＫ！
お問い合わせくだ

さい



〒910 - 4 104　福井県あわら市温泉1丁目1 - 1（あわら湯のまち駅）
TEL.0776-77-1877　営：9：00-18:00　休：12/31～1/3

あわら温泉情報処 おしえる座ぁ

〒910-4103　福井県あわら市二面33-1-5（えちぜん鉄道あわら湯のまち駅舎内）
TEL.0776-78-6767 　営：8:30-17:15　休：土・日・祝日及び12/29～1/3

お 気 軽 に お 問 合 せください

あわら市観光協会

201804

あわら市郷土歴史資料館（金津本陣IKOSSA 2階）
国の重要文化財に指定
された、桑野遺跡の石
製装身具の展示など、
あわらの歴史や魅力が
わかりやすく紹介され
ています。

☎ 0776-73-5158　入館見学無料
開館時間 ： 9:30～18:00（入館は17:30まで）
休館日 ： 毎週月曜日・第4木曜日（祝日の場合は翌日）、12/29～1/3

藤野厳九郎記念館 中国近代文学の父・魯
迅の師であった藤野厳
九郎の旧宅を移築した
記念館で、登録有形文
化財に登録され、館内
には書簡や医療器具な
どが展示されています。

☎ 0776-77-1030　通常入館料200円
開館時間 ： 9:00～18:00
休館日 ： 火曜日（祝日の場合は翌日）、12/28～1/3

セントピアあわら あわら温泉にある日帰り
公共温泉。
週変わりで天の湯、地の
湯という独創的な2つの
湯をお楽しみいただけ
ます。

☎ 0776-78-4126　入館料の詳細は別途記載。
開館時間 ： 10:00～22:00（入浴受付は21:30まで）
定休日 ： 第４火曜日（祝日の場合は翌日以降の最初の平日）

あわら温泉 芦湯 2つの源泉を使用し、種
類の違う5つの足湯を楽
しめる施設です。入るだ
けで、体中がほかほか♡
ライトアップした夜の外
観も魅力です。

☎ 0776-78-6767（あわら市観光協会）　利用料金無料
利用時間 ： 7:00～23:00
休館日 ： 年中無休

各施設について
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クーポンを使ってあわらをお得に満喫！
あわら温泉をお楽しみいただける使ってうれしいお得なクーポン♪

+
プラス

クーポンご利用のながれ

和菓子
or

スイーツ
or

おやつ

10店舗、10品の中から
お好みの１品をチョイス！

B
18店舗、23品の中から
お好みの１品をチョイス！

ランチor
カフェ

or

お土産
or

体験

A

E
あわら温泉セントピアあわら

入浴３割引き
大人 ： 500円→350円
小・中学生 ： 300円→210円
3歳以上幼児 ： 200円→140円
※クーポン１枚につき１グループ限り

藤野厳九郎記念館

無料入館
※クーポン１枚につき１名限り

D
お買い物
５％OFF

C

※　　　印の加盟店のみ有効

※クーポン１枚につき１回限り

5%
OFF

F

温泉たまごづくり
無料体験

生たまご１個とクーポン１枚を
2Fフロントにてお引換。本体験
は、約40分ほどかかります。

あわら温泉セントピアあわら

セントピアあわら

お好みの商品とお引換！
本リーフレットに掲載の商品をお好みでお選びいただき、各加盟店にてクーポンとお引換ください。
温泉地ならではの特典も合わせてお楽しみください。

以下の加盟店でクーポンを￥1,200税込でご購入！
嵯峨8ウチララ5 106 瑞香園瑞香園

あわら市観光協会

Ｙショップヤマザキ

福乃家16 26 だるまや菓舗

JR芦原温泉駅観光案内所

あわら温泉情報処おしえる座ぁ

※一部店舗別途追加料金が必要になります

典特



〒910 - 4 104　福井県あわら市温泉1丁目1 - 1（あわら湯のまち駅）
TEL.0776-77-1877　営：9：00-18:00　休：12/31～1/3

あわら温泉情報処 おしえる座ぁ

〒910-4103　福井県あわら市二面33-1-5（えちぜん鉄道あわら湯のまち駅舎内）
TEL.0776-78-6767 　営：8:30-17:15　休：土・日・祝日及び12/29～1/3

お 気 軽 に お 問 合 せください

あわら市観光協会

あわら市花乃杜1-1-19
TEL.0776-73-0023
営：9:00-18:00　休：水曜日

馬忠呉服店
201804

あわらの歴史がまるごとわかっちゃう！

金津本陣IKOSSA（イコッサ）
2F郷土歴史資料館

おいしいコーヒーでホッと一息。

4 a CUBE Caféa CUBE Café
ランチorカフェorお土産or体験クーポン

織田信長の焼き討ちや戦後の福井大地
震による倒壊を経て、1200年以上地
元で誇りにされている神社！

総 社 金 津 神 社

無料の芦湯で一休み。

あわら温泉 芦湯

できたてをその場で試食もOK。
半熟仕上がりに感動間違いなし！
付属のお塩はお好みで。

C セントピアあわらセントピアあわら

温泉たまごづくり無料体験クーポン

セントピアあわらセントピアあわら

マジックで絵を描いて
オリジナルの温泉卵を
作れちゃいます！

生たまごを受け取って温泉たまご
体験スタート！

福井と言えばソースカツ丼。温泉
たまごの待ち時間にランチタイム！

14 老舗の洋食屋
源の屋
老舗の洋食屋
源の屋

ランチorカフェorお土産or体験クーポン

藤野厳九郎記念館藤野厳九郎記念館

藤野先生と魯迅との国境を越えた
師弟関係にゆかりある資料が展示
されています。

藤野厳九郎記念館無料入館クーポン

あわらのお土産に迷ったら、
うれしい５％ＯＦＦで欲張れちゃう

26 だるまや菓舗だるまや菓舗
和菓子orスイーツorおやつクーポン

お買い物5％OFFクーポン

クーポン満喫コース

Let’s Go！
セントピアあわら２Fフロントでクーポンを
購入して、まちあるきへ

トータル所要時間（徒歩の場合）約1時間30分～
あわら温泉エリア

Let’s Go！
JR芦原温泉駅観光案内所でクーポンを
購入して、まちあるきへ

あわらの歴史のんびり
トータル所要時間（徒歩の場合） 約2時間

コース

JR芦原温泉駅エリア

田中温泉薬師神社・舟津温泉薬師堂・二面温泉薬師堂の
三薬師にお参りすると、無病息災・延命長寿のご利益が♡

お時間ある方は、
三薬師めぐりもどうぞ！

あわら市郷土歴史資料館（金津本陣IKOSSA 2階）
国の重要文化財に指定
された、桑野遺跡の石
製装身具の展示など、
あわらの歴史や魅力が
わかりやすく紹介され
ています。

☎ 0776-73-5158　入館見学無料
開館時間 ： 9:30～18:00（入館は17:30まで）
休館日 ： 毎週月曜日・第4木曜日（祝日の場合は翌日）、12/29～1/3

藤野厳九郎記念館 中国近代文学の父・魯
迅の師であった藤野厳
九郎の旧宅を移築した
記念館で、登録有形文
化財に登録され、館内
には書簡や医療器具な
どが展示されています。

☎ 0776-77-1030　通常入館料200円
開館時間 ： 9:00～18:00
休館日 ： 火曜日（祝日の場合は翌日）、12/28～1/3

セントピアあわら あわら温泉にある日帰り
公共温泉。
週変わりで天の湯、地の
湯という独創的な2つの
湯をお楽しみいただけ
ます。

☎ 0776-78-4126　入館料の詳細は別途記載。
開館時間 ： 10:00～22:00（入浴受付は21:30まで）
定休日 ： 第４火曜日（祝日の場合は翌日以降の最初の平日）

あわら温泉 芦湯 2つの源泉を使用し、種
類の違う5つの足湯を楽
しめる施設です。入るだ
けで、体中がほかほか♡
ライトアップした夜の外
観も魅力です。

☎ 0776-78-6767（あわら市観光協会）　利用料金無料
利用時間 ： 7:00～23:00
休館日 ： 年中無休

8 嵯峨嵯峨

スノー丸生どらやきはここだけ！

和菓子orスイーツorおやつクーポン

1時間まで1時間まで

￥1,000￥1,000
3時間まで

税別

税別￥3,000￥3,000

オススメ♪
袴着付け体験をしてから
まち歩きを楽しむのも

ちょっと足をのばして残りのクーポンも
使い切ろう！

お次の観光スポットへ！

各施設について

当日もＯＫ！
お問い合わせくだ

さい



うれしい特典も付いてくる！

おいしい
出逢い

期間  期間  2018年4月1日～2019年3月31日

￥1,200￥1,200税込
別売クーポン
販売価格

ランチ・スイーツ
めぐりクーポン
ガイドブック

あわら温泉2018

クーポンを使ってあわらをお得に満喫！
あわら温泉をお楽しみいただける使ってうれしいお得なクーポン♪

+
プラス

クーポンご利用のながれ

和菓子
or

スイーツ
or

おやつ

10店舗、10品の中から
お好みの１品をチョイス！

B
18店舗、23品の中から
お好みの１品をチョイス！

ランチor
カフェ

or

お土産
or

体験

A

E
あわら温泉セントピアあわら

入浴３割引き
大人 ： 500円→350円
小・中学生 ： 300円→210円
3歳以上幼児 ： 200円→140円
※クーポン１枚につき１グループ限り

藤野厳九郎記念館

無料入館
※クーポン１枚につき１名限り

D
お買い物
５％OFF

C

※　　　印の加盟店のみ有効

※クーポン１枚につき１回限り

5%
OFF

F

温泉たまごづくり
無料体験

生たまご１個とクーポン１枚を
2Fフロントにてお引換。本体験
は、約40分ほどかかります。

あわら温泉セントピアあわら

セントピアあわら

お好みの商品とお引換！
本リーフレットに掲載の商品をお好みでお選びいただき、各加盟店にてクーポンとお引換ください。
温泉地ならではの特典も合わせてお楽しみください。

以下の加盟店でクーポンを￥1,200税込でご購入！
嵯峨8ウチララ5 106 瑞香園瑞香園

あわら市観光協会

Ｙショップヤマザキ

福乃家16 26 だるまや菓舗

JR芦原温泉駅観光案内所

あわら温泉情報処おしえる座ぁ

※一部店舗別途追加料金が必要になります

典特


