
施設名称 住所

オザキスポーツ　アバックスタジアム店 福井市大宮6-15-32

オザキスポーツ　フィールド店 福井市大宮6-17-17

ココス　ベル店 福井市江端町14-1-1

ココス　運動公園店 福井市福1-2911

ココス　西方店 福井市西方2-201

ココス　福井開発店 福井市開発町9-4-1

ココス　堀ノ宮店 福井市文京6-3307

ネッツトヨタ　ウェルキャブステーション 福井市今市町58-12

ネッツトヨタ　音楽堂いちばん店 福井市今市町24-13

ネッツトヨタ　中央店 福井市開発町7-12-1

ネッツトヨタ　福井店 福井市下荒井町20-30

ネッツトヨタ　本店 福井市今市町58-12

ハーツ　羽水 福井市木田3-2802

ハーツ　学園 福井市学園2-9-22

ハーツ　志比口 福井市志比口2-11-13

100満ボルト　福井南本店 福井市江守中７-３５-１

100満ボルト　福井本店 福井市新保北1-601

100満ボルト　福井サービスセンター 福井市和田東1-718

AOSSA　アオッサ 福井市手寄1-4-1

VOWWOW運動公園店 福井市福新町1907

ショッピングシティベル 福井市花堂南2-16-1

西武福井店 福井市中央1-8-1

テアトルサンク 福井市中央1-8-17

ハピリン 福井市中央1-2-1

福井コロナシネマワールド 福井市大和田2-1201

福井新聞社　新聞おもしろ館 福井市大和田2-801

道の駅　一乗谷あさくら水の駅 福井市安波賀中島町1-1-1

ザ・ラウンジ 福井市中央1-4-8　ユアーズホテルフクイ3階

フレンチレストラン　ボヌール 福井市中央1-4-8　ユアーズホテルフクイ3階

大手町カフェ 福井市中央1-4-8　ユアーズホテルフクイ1階

日本料理　橘 福井市中央1-4-8　ユアーズホテルフクイ2階

いづみ湯 福井市足羽1-19-32

すがや温泉 福井市菅谷2-10-1

たきの湯 福井市足羽2-17-4

やしろ湯 福井市下江守町22-19

荒川湯 福井市松城町6-45

松葉湯 福井市月見2-5-6

桃の湯 福井市田原2-34-29

宝永湯 福井市宝永3-26-3

セーレンプラネット（福井市自然史博物館分館） 福井市中央1-2-1　ハピリン5Ｆ

福井県生活学習館 福井市下六条町14-1

福井県立こども歴史文化館 福井市城東1-18-21

福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 福井市安波賀町4-10

福井県立図書館 福井市下馬町51-11

福井県文書館 福井市下馬町51-11

福井県ふるさと文学館 福井市下馬町51-11

福井県立美術館 福井市文京3-16-1

福井県立歴史博物館 福井市大宮2-19-15

福井市立桜木図書館 福井市手寄1-4-1（アオッサ4階）

福井市立清水図書館 福井市風巻町21-17

福井市立みどり図書館 福井市若杉3-301
福井市立美山図書館 福井市美山町2-12
福井市自然史博物館 福井市足羽上町147
ふくい健康の森・けんこうスポーツセンター 福井市真栗町47-47

ふくい健康の森・生きがい交流センター 福井市真栗町47-51

ふくい県民活動・ボランティアセンター 福井市手寄1-4-1

福井市美術館 福井市下馬3-1111

福井市立郷土歴史博物館 福井市宝永3-12-1

福井市立図書館 福井市文京2-7-7

オザキスポーツ　敦賀店 敦賀市呉竹町2-503

ココス　ハーツつるが店 敦賀市若葉町1-1619-1

ネッツトヨタ　敦賀店 敦賀市古田刈17-9-1

ハーツ　つるが 敦賀市若葉町1-1610

100満ボルト　敦賀店 敦賀市木崎11-10

ショップ・その他 敦賀アレックスシネマ 敦賀市白銀町11-5

サフラン湯 敦賀市津内2-9-5

敦賀温泉 敦賀市津内1-4-15

敦賀赤レンガ倉庫 敦賀市金ヶ崎町4-1

敦賀駅交流施設 敦賀市鉄輪町1-1-19

敦賀市立図書館 東洋町2-1

敦賀市

入浴施設

公共施設

県内全域

県内全域

福井市

入浴施設

公共施設

飲食店

ショップ・その他



施設名称 住所

ココス　小浜店 小浜市駅前町13-10

ネッツトヨタ　小浜店 小浜市遠敷5-514

ハーツ　わかさ 小浜市遠敷9-501

100満ボルト　小浜本店 小浜市府中15-小向20

ショップ・その他 道の駅 若狭おばま 小浜市和久里24-45-2

御食国若狭おばま食文化館 小浜市川崎3-4

福井県立若狭歴史博物館 小浜市遠敷2-104

福井県立若狭図書学習センター 小浜市南川町6-11

オザキスポーツ 大野店 大野市鍬掛7-43

ネッツトヨタ　大野店 大野市中狭1-1

100満ボルト　大勝店 大野市南新在家35-27

ショップ・その他 道の駅 九頭竜 大野市朝日6-30-1

キューピー湯 大野市陽明町1-1302

亀山湯 大野市城町7-18

東湯 大野市高砂町14-4

大野市役所 大野市天神町1-1

大野市立図書館 大野市天神町2-4

多田記念大野有終会館 大野市天神町1-19

福井県自然保護センター 大野市南六呂師169-11-2

勝山ニューホテル 片瀬町2-114

スキージャム勝山 勝山市第170-70　株式会社　東急リゾートサービス

温泉センター「水芭蕉」 村岡町浄土寺30-11

南部湯 勝山市元町1-17-6

木久乃湯 勝山市元町2-10-9

勝山市営温水プール 勝山市片瀬１丁目303-1

勝山市立図書館 勝山市昭和町1丁目7-28

健康の駅「湯ったり勝山」 勝山市片瀬1丁目402

白山平泉寺歴史探遊館まほろば 勝山市平泉寺町平泉寺66-2-12

はたや記念館ゆめおーれ 勝山市昭和町1丁目7-40

福井県立恐竜博物館 勝山市村岡町寺尾５１−１１

ココス　鯖江店 鯖江市下河端町16下町16-1

ネッツトヨタ　鯖江店 鯖江市下河端町504

ハーツ　さばえ 鯖江市小黒2-901

ハーツ　神中 鯖江市神中町2-5-5

道の駅 西山公園 鯖江市桜町3-950

鯖江アレックスシネマ 鯖江市下河端町16-16-1

鯖江市役所 鯖江市西山町13-1

文化の館（図書館） 鯖江市水落町2-25-28

まなべの館（博物館） 鯖江市長泉寺町1-9-20

エコネットさばえ（鯖江市環境教育支援センター） 鯖江市中野町73-11

芦湯 あわら市温泉1丁目

あわら市金津図書館 あわら市春宮2-14-1

あわら市郷土歴史資料館 あわら市春宮2-14-1

あわら市芦原図書館 あわら市二面32-21

セントピアあわら あわら市温泉4-305

ハーツ　たけふ 越前市芝原4-6-22

ネッツトヨタ　武生店 越前市横市町4-1-1

オザキスポーツ　武生店 越前市新町7-8

100満ボルト　越前店 越前市塚町27-3-1

しきぶ温泉湯楽里 越前市白崎町68-8

城勝湯 越前市若竹町10-18

エコビレッジ交流センター 越前市湯谷町25-25-2

越前市 かこさとしふるさと絵本館「砳」 越前市高瀬1-14-7

ココス　春江アミ店
坂井市春江町江留中39字上大縄6-1
（アル・プラザ アミ駐車場敷地内）

ネッツトヨタ　丸岡店 坂井市丸岡町一本田3-1

ネッツトヨタ　春江店 坂井市春江町藤鷲塚37-19

ハーツ　はるえ 坂井市春江町隋応寺25-1

道の駅 さかい（坂井地域交流センター「いねす」） 坂井市坂井町蔵垣内34-14-1

道の駅 みくに・ふれあいパーク三里浜 坂井市三国町山岸67-3-1

丸岡温泉たけくらべ 丸岡町山竹田88-8

三国温泉ゆあぽ～と 三国町宿2-18-1

松乃湯 坂井市春江町為国幸4-5

ONOメモリアル 三国町緑ヶ丘3-6-13

一筆啓上茶屋 丸岡町霞町3-1-3

一筆啓上日本一短い手紙の館 丸岡町霞町3-10-1

エンゼルランドふくい福井県児童科学館 坂井市春江町東太郎丸3-1

坂井市立坂井図書館 坂井町下新庄12-3-1

坂井市立春江図書館 春江町西太郎丸15-22

坂井市立丸岡図書館 丸岡町霞町3-10-1

坂井市立三国図書館 三国町神明1-4-20

たけだや 丸岡町山口64-31

ちくちくぼんぼん 丸岡町山口60-8

県内全域

大野市

県内全域

越前市

入浴施設

公共施設

公共施設

入浴施設

公共施設

県内全域

県内全域

あわら市

鯖江市

小浜市

勝山市

公共施設

入浴施設

公共施設

公共施設

ショップ・その他

ショップ・その他

坂井市

公共施設

入浴施設

県内全域

ショップ・その他



施設名称 住所

入浴施設 阿津満湯 永平寺町松岡芝原1-62

ショップ・その他 道の駅 禅の里 永平寺町清水第2-21-1

永平寺町魅力発信交流施設　えい坊館 永平寺町松岡神明3-107

永平寺町立永平寺図書館 吉田郡永平寺町東古市10-
5永平寺町役場永平寺支所内

永平寺町立上志比図書館 吉田郡永平寺町石上29-67-1上志比文化会館サンサンホール内

永平寺町立図書館 吉田郡永平寺町松岡神明3-89

ショップ・その他 道の駅 河野 南越前町大良86-1

今庄365温泉やすらぎ 南越前町板取85-36

シーサイド温泉ゆうばえ 南越前町甲楽城7-31-1

花はす温泉そまやま 南越前町中小屋60-1

ウォーターランド南条 南越前町牧谷29-8

南越前町立今庄図書館 南越前町今庄74-14

南越前町立河野図書館 南越前町河野2-29-1

南越前町立南条図書館 南越前町牧谷29-15-1

ショップ・その他 道の駅 越前 越前町厨第71-335

越前町立図書館 越前町西田中2-21

越前町立図書館越前分館 越前町道口1-24-1

越前町立図書館宮崎分館 越前町江波50-80-1

織田文化歴史館 越前町織田153-1-8

福井県立越前古窯博物館 越前町小曽原107-1-169

美浜町エネルギー環境教育体験館きいぱす 美方郡美浜町丹生62-1

美浜町生涯学習センターなびあす 美浜町郷市29-3

美浜町保健福祉センターはあとぴあ 美浜町郷市25-20

美浜町立図書館 美浜町郷市29-3

若狭国吉城歴史資料館 美浜町佐柿25-2

ショップ・その他 道の駅 シーサイド高浜 高浜町下車持46-10

高浜町郷土資料館 高浜町南団地1-14-1

高浜町高浜公民館 高浜町宮崎86-23-2

高浜町中央図書館 高浜町立石13-7

高浜町内浦公民館 高浜町山中104-4-2

高浜町三松センター 高浜町西三松6-21-8

高浜町青郷公民館 高浜町青8-4-1

高浜町和田公民館 高浜町和田123-24-2

道の駅 うみんぴあ大飯 おおい町成海1-1-2

道の駅 名田庄 大飯郡おおい町名田庄納田終109-4-1

公共施設 福井県こども家族館 大飯郡おおい町成海1-1-1

県内全域 ハーツ　三方五湖 三方上中郡若狭町鳥浜49-68

道の駅 三方五湖 若狭町鳥浜第122-31-1

道の駅 若狭熊川宿 三方上中郡若狭町熊川11-1-1

パレア若狭 若狭町市場18-18

福井県海浜自然センター 福井県海浜自然センター

若狭町立図書館パレア館 若狭町市場18-18

若狭町立図書館リブラ館 若狭町中央1-2

若狭三方縄文博物館 若狭町鳥浜122-12-1

福井県年縞博物館 三方上中郡若狭町鳥浜122-12-1縄文ロマンパーク内

池田町 公共施設 おもちゃハウス　こどもと木 今立郡池田町薮田4-1-1

ショップ・その他

公共施設

公共施設

公共施設

入浴施設

若狭町

公共施設

永平寺町

南越前町

公共施設

おおい町

公共施設

ショップ・その他

越前町

美浜町

高浜町
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