
No 分類 観光施設名 施設利用料金 市町名

1 歴史・文化 養浩館 210円

2 歴史・文化 郷土歴史博物館 210円

3 歴史・文化 橘曙覧記念文学館 100円

4 歴史・文化 愛宕坂茶道美術館 100円

5 歴史・文化 一乗谷朝倉氏遺跡復原町並 210円

6 歴史・文化 おさごえ民家園 100円

7 歴史・文化 大安禅寺 500円

8 歴史・文化 瑞源寺 700円

9 歴史・文化 西光寺 300円

10 歴史・文化 福井市美術館 100円

11 歴史・文化 伊自良の里資料館 200円

12 自然 越前水仙の里公園・ふるさと資料館 300円

13 自然 自然史博物館 100円

14 自然 少年自然の家 160円～

15 食 観光みかん園 900円

16 歴史・文化 朝倉氏遺跡保存協会 有料

17 歴史・文化 福井市シルバー人材センター 有料

18 歴史・文化 歴史ボランティアガイド語り部 交通費1000円

19 歴史・文化 福井県立美術館 100円

20 歴史・文化 福井県立歴史博物館 100円

21 歴史・文化 みなとつるが山車会館 一般300円（団体（20名以上）50円引き）、高校生以下無料

22 歴史・文化 西福寺 300円（中学生以下無料）

23 歴史・文化 紙わらべ資料館 200円（小学生以下無料）

24 その他 ニューサンピア敦賀アイスアリーナ
大人1,400円、中・高校生900円、小人700円、付添入場200

円（団体（20名以上）100円引き、付添入場200円）

25 歴史・文化 敦賀市立博物館
一般300円（団体250円）
高校生以下無料

26 歴史・文化 敦賀ムゼウム 協力金100円（高校生以下無料）

27 歴史・文化 敦賀赤レンガ倉庫
大人400円（団体320円）
小人200円（団体160円）

28 歴史・文化 観光ボランティアガイドつるが派遣 ガイド一人あたり1,000円/2時間毎

29 その他 ニューサンピア敦賀　多目的人工芝アリーナ
（グラウンドゴルフ/卓球/フットサル/その他スポーツ・団体イベント）

利用内容によって異なる

30 歴史・文化 山川登美子記念館
２００円

※団体20名以上２０名以上の場合１５０円

31 自然 蘇洞門遊覧船 2,000円

32 歴史・文化 若狭歴史博物館
３００円

高校生は無料

33 自然 ブルーパーク阿納 3,500円（つり放題）

34 歴史・文化 萬徳寺 400円

35 歴史・文化 国分寺 400円

36 歴史・文化 明通寺 500円
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No 分類 観光施設名 施設利用料金 市町名

37 歴史・文化 羽賀寺 400円

38 歴史・文化 円照寺 400円

39 歴史・文化 妙楽寺 400円

40 歴史・文化 神宮寺 400円

41 歴史・文化 多田寺 400円

42 歴史・文化 常高寺 400円

43 歴史・文化 その他寺院 各種料金

44 歴史・文化 若狭の語り部ガイド諸経費 ガイド一人
1,000円

45 歴史・文化 小浜市まちの駅旭座（施設利用） 有料

46 歴史・文化 武家屋敷旧内山家 200円

47 歴史・文化 民俗資料館 200円

48 歴史・文化 歴史博物館 200円

49 歴史・文化 越前大野城 200円

50 歴史・文化 和泉郷土資料館 200円

51 歴史・文化 笛資料館 200円

52 自然 本願清水イトヨの里 200円

53 歴史・文化 観光ボランティアガイドの案内によるまち歩き 有料

54 歴史・文化 越前こぶし組の案内によるまち歩き 有料

55 その他 九頭竜スキー場 利用者により異なる

56 その他 福井和泉スキー場 利用者により異なる

57 歴史・文化 武家屋敷旧田村家 200円

58 歴史・文化 福井県立恐竜博物館 ４１０円

59 その他 ディノパーク ６００円

60 自然 白山平泉寺 有料ガイド

61 歴史・文化 越前大仏清大寺 ３００円（高校生）、５００円（大学生）

62 歴史・文化 勝山城博物館 ２００円（高校生）、５００円（大学生）

63 自然 六呂師高原スキーパーク １，５００円

64 歴史・文化 まなべの館 ひとり100円（20人以上で50円）

65 歴史・文化 観光ボランティアガイド
１日１，０００円

（交通費）※要予約

66 歴史・文化 藤野厳九郎記念館 大人（大学生以上）　200円

67 歴史・文化 浄土真宗本願寺派　吉崎御坊　吉崎寺
大学生以上　500円　高校生以下　400円
小学生　200円　　小学生未満　無料

68 歴史・文化 吉崎御坊　願慶寺
大人（中学生以上）　500円

小学生　　300円

69 歴史・文化 蓮如上人記念館
大人（高校生以上）500円　小・中学生　200円

小学生未満　無料

70 歴史・文化 金津創作の森 企画展（有料）

71 歴史・文化 越前和紙の里　卯立の工芸館 入館料200円

72 歴史・文化 越前和紙の里　紙の文化博物館 入館料200円
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73 歴史・文化 武生公会堂記念館 特別展（有料）

74 歴史・文化 紫式部公園語り部 1000円

75 歴史・文化 ちひろの生まれた家記念館 200円

76 自然 万葉菊花園　 100円

77 歴史・文化 城福寺庭園 大人500円/学生200円

78 歴史・文化 丸岡城
450円

団体360円（30人）

79 歴史・文化 みくに龍翔館
３００円

団体240円（30人）

80 歴史・文化 三国湊町散策
観光ガイド

ガイド一人につき1,500円

81 自然 東尋坊
観光ガイド

ガイド一人につき1,500円

82 歴史・文化 瀧谷寺
500円

団体400円（30人）

83 歴史・文化 千古の家 500円

84 その他 越前松島水族館 2,000円

85 歴史・文化 北前船主の館・右近家 入館料：500円

86 歴史・文化 今庄宿散策 有料

87 自然 今庄３６５スキー場 例.1日券　大人　4,000円

88 自然 福井総合植物園プラントピア 300円

89 歴史・文化 織田文化歴史館 100円

90 歴史・文化 福井県陶芸館 300円

91 自然 越前岬水仙ランド 300円

92 歴史・文化 越前がにミュージアム 500円

93 歴史・文化 雨田光平記念館 100円

94 歴史・文化 越前かたりべの会（ボランティアガイド） ガイド1人につき交通費として1000円

95 その他 アクティブハウス越前 820円

96 歴史・文化 越前古窯博物館 300円

97 自然 三方五湖レインボーライン
山頂公園入園料
800円/名

98 その他 美浜町エネルギー環境教育体験館「きいぱす」 入館料　高校生200円　一般300円

99 歴史・文化 国吉城址探訪（はあとふる体験） 有料

100 歴史・文化 国吉城歴史資料館 大人１００円

101 その他 若狭高浜エルどらんど
400円

※トロピカルワンダー

102 歴史・文化 高浜町郷土歴史資料館 200円

103 歴史・文化 中山寺 400円

104 その他 五色山公園匠の美術館 200円

105 歴史・文化 若州一滴文庫 入館料300円、団体30名以上240円

106 歴史・文化 暦会館 入館料200円

107 歴史・文化 郷土資料館 入館料100円、団体30名以上80円

108 自然 観光船「青戸クルージング」 乗船料1,400円

109 自然 きのこの森 入園料200円

110 自然 あかぐり海釣公園 利用料金1,000円

111 自然 長井浜海水浴場
駐車料金

普通車1,000円軽自動車1,000円

南越前町

高浜町

越前町

おおい町

越前市

坂井市

美浜町



No 分類 観光施設名 施設利用料金 市町名

112 自然 袖ヶ浜海水浴場
駐車料金

普通車・軽自動車1,000円

113 自然 塩浜海水浴場
駐車料金

普通車・軽自動車1,000円

114 自然 あかぐり苑地 入園料100円

115 歴史・文化 若狭三方縄文博物館
大人500円

高校生以下200円

116 歴史・文化 旧逸見勘兵衛家 高校生以上100円

117 歴史・文化 若狭鯖街道熊川宿資料館（宿場館） 高校生以200円

118 歴史・文化 熊川番所 高校生以上50円

119 歴史・文化 若狭町の語り部（ボランティアガイド） ガイド1人につき交通費として、1000円

120 自然 レインボーライン　山頂公園 入園料800円

121 自然 レイククルーズ
大人1000円

122 自然 グラスボート
大人1200円

123 自然 海釣り公園みかた
ファミリーコース2200円
上級者コース6500円

124 自然 年縞博物館 500円

若狭町

おおい町


