
福井市／御菓子司 栄太楼
羽二重餅（2枚入4包入） 451円
■新館地階＝名産品売場
地元福井に1200年以上続く名産・
絹織物のなかでも特に珍重される
羽二重にちなんでお作りしたしなや
かな絹のような触感の福井銘菓です。

あわら市／浅野耕月堂
松乃露（16個入） 432円
■新館地階＝名産品売場
森林に生える松露というキノコを
かたどった茶菓子。サクッとした舌
ざわりと上品な甘さ、砂に見立てた
コーヒーの粉がアクセント。

福井市／甘露司飛嶋
若竹水ようかん（1本） 378円
■新館地階＝菓子売場
小豆のほのかな香り、手作りのおいし
さが夏の涼を届けます。

福井市／さんしゅうえん
ジェラートパフェ（100ml、1個） 
410円
■新館地階＝菓子売場
ストロベリー、ブルーベリー、ジャン
ドゥーヤチョコレートなど、さんしゅう
えんの手作りジェラートを使用した
カラフルなパフェ。

坂井市／メリメロニュアージュ
ウイーケンド シトロン（1個） 303円
■新館地階＝菓子売場
レモンの皮と果汁を使用し爽やかな
レモンの風味が広がる美味しさです。

８つの「えちてつ」クイズに答えてプレゼントをもらおう！

■プレゼントお渡し会場：本館7階＝こども服売場 レジカウンター

①本館1階＝正面入口

館内8カ所にえちぜん鉄道のクイズがあるよ。
全問正解の方には「セブンプレミアムのお菓子」を先着３００名さまにプレゼント！

えちてつ沿線市町スイーツ

坂井市／谷口屋
おあげ（小） 378円
■本館地階＝グロッサリー売場

8月3日(月)～13日(木)

菜種油でじっくり長時間かけて揚
げた、谷口屋の看板商品です。

永平寺町／幸家
幸家のごまどうふ（130g×2個入） 
594円
■本館地階＝グロッサリー売場
もちもちとした食感とごまの風味が
お楽しみいただけます。

福井市／大麦倶楽部
おいしい麦茶（500g） 
646円
■本館地階＝グロッサリー売場
飲んでよし、食べてよしのミネラル豊富
な六条麦茶です。

福井市／安田蒲鉾
極上キ印焼蒲鉾（1本） 368円
■本館地階＝生鮮売場
創業文化四年（1807年）。敦賀生まれ、
福井育ちの安田蒲鉾。伝統の技と
こだわりの味づくりが生きている
自慢の味。

福井／デリアテール
麩の辛子和え（100ｇ） 270円
■本館地階＝惣菜売場
福井の郷土料理の一つ。麩ときゅうりを
辛子味噌で和えた、シンプルな一品です。

えちてつ沿線おすすめ惣菜

答
え

③本館5階＝ 答
え

答
え

連絡通路

⑤本館7階＝こども服売場下りエスカレーター前

（スカイアーチ）

②本館2階＝紳士雑貨売場 答
え

答
え

⑧新館1階＝電車通り入口 答
え

④本館6階＝食器売場

答
え

坂井市／彌右衛門
もみわかめ 小瓶（30g） 1,296円
■本館地階＝生鮮売場
昭和初期、福井・三国だけで食されていた天日
干しの「粉わかめ」を地元以外にも販売して
みようと試み、海女から直接買い込みをし商品
化。それを波屋では「もみわかめ」と命名しました。

答
え

■会期：8月16日(日)午後5時30分～
■会場：本館屋上＝ビアガーデン「そらのガーデン」

荒巻勇仁 MV公開■本館5階＝クラブ・オンデスク
　横特設会場

坂井市出身のシンガー荒巻勇仁のファーストアルバム「トウシンダイ」のえちてつ沿線で撮影されたMVを公開。

荒巻勇仁フリーライブ開催！　

えちぜん鉄道写真展えちぜん鉄道写真展
鉄道友の会福井支部 創設55周年記念

■本館5階＝連絡通路
鉄道友の会福井支部創立55周年を
記念した「えちてつ写真展」を開催。
創業当時からの写真をお楽しみください。

えちぜん鉄道ジオラマ＆
フォトスポット

アテンダントや車掌さんの
フォトスポット登場！
永平寺町の大きなジオラマを
展示します。

■本館5階＝クラブ・オンデスク横特設会場

■本館７階＝こども服フロア

フォトスポット会場

ジオラマ展示

勝山市在住
WEB動画クリエイターの
えちてつ沿線
YOUTUBE動画公開
■本館5階＝クラブ・オンデスク
　横特設会場
えちてつ沿線各市町のシネマティッ
ク動画です。福井の魅力を美しく
ダイナミックに表現した動画の
数 を々お楽しみください。

※ビアガーデンメニューのご注文が必要となります。

※雨天の場合中止となります。 0776 -21- 8180

WEB動画クリエイターKEI
YOUTUBEチャンネル
「Cinematix」登録してね！※画像はイメージです。

撮影／森家 和治氏（鉄道友の会福井支部）

[そらのガーデン]

会場ご予約
ご予約承り：午前11時～午後10時

本館5階＝
スカイアーチ
本館5階＝
スカイアーチ

⑥本館地階＝連絡通路（だるまロード）

⑦新館地階＝洋菓子売場

ノンアルコール飲み放題 1,000円～

永平寺町の特産品期間限定コーナー永平寺町の特産品期間限定コーナー
■7月31日（金）～8月16日（日）
■新館地階＝名産品売場 SHOJIN SELECTION

永平寺町地域産品認定ブランド



えちてつ沿線おすすめ手土産

福井市／舟木酒造
北の庄純米大吟醸大吟望（720ml）
2,750円
■新館地階＝酒売場
酒造好適米として名高い山田錦を
４０％まで精米、ふっくらとした香りと
旨味をお楽しみください。

福井市／田嶋酒造
福千歳 純米大吟醸 さかほまれ（720ml）
3,501円
■新館地階＝酒売場
酒の芸術品といわれる純米大吟醸を
福井県が誇る酒米「さかほまれ」で
丁寧に醸しております。

福井市／吉田金右衛門酒造
雲乃井 純米大吟醸 さかほまれ（720ml）
3,850円
■新館地階＝酒売場
福井県生まれの新酒米「さかほまれ」
を使用した純米大吟醸です。穏やかな
香りとふくらみのある旨味をお楽しみ
ください。

永平寺町／田邊酒造
越前岬大吟醸（720ml） 
3,300円
■新館地階＝酒売場
控えめな吟醸香と柔らかな飲み口で
食事にもよく合います。後口まで残る
旨みの余韻をご堪能ください。

坂井市／田島魚問屋
丸干しあまえび（30ｇ） 540円
■新館地階＝名産品売場
福井県優良観光土産品推奨品。
老舗魚問屋が厳選した日本海の幸を
丸ごと天日干ししました。甘えびは
殻ごと全部食べられます。

坂井市／早崎商店
オーロラ印の味付けたら（73ｇ）
540円 ■新館地階＝名産品売場
北海道にて漁獲した新鮮な鱈を独自の
製法で調味加工しました。ビールの
おつまみ・お茶漬け・温かいごはんに
ご愛用ください。

坂井市／田島魚問屋
鯖のへしこ（1尾） 1,501円
■新館地階＝名産品売場
添加物を使用しない昔ながらの
手造り製法を活かしています。
北陸の先人の知恵が蘇る素朴な
味わいをお楽しみください。

坂井市／梅谷味噌醸造
甘エビ味噌パスタソース（120ｇ） 
700円 ■新館地階＝名産品売場
福井県産の天然甘エビの粉末などを
加えた味噌ソース。加熱し、パスタと
からめるだけでお店の味に。

福井市／室次醸造場
幕末のソイソース（125ml） 584円
■新館地階＝名産品売場
福井県産の丸大豆、米、小麦、水を
原材料にし、幕末当時の醸造製法で
仕上げた醤油です。

永平寺町／吉田酒造
白龍 純米大吟醸（720ml） 
2,090円
■新館地階＝酒売場
スッキリと引き締まった味わいと米の
柔らかな旨みの調和がとれた上品な
味わいです。食中酒として最適です。

勝山市／一本義久保本店
一本義袋吊り純米大吟醸（720ml）
3,300円
■新館地階＝酒売場
手間暇をかけた純米大吟醸造りに
よって生まれる優雅で華やかな香味、
そして袋吊りで圧力をかけずに採取
した雫のみが持ち得る、透明感に優
れた口中感を存分にお楽しみください。

福井市／福そば
越前お市そば（めん80ｇ×3、つゆ30ｍｌ×3） 
1,080円
■新館地階＝名産品売場
戦国時代をこの地で過ごした「お市の
方」に思いを馳せ、その名をいただいた
おそばです。風味・甘みのよいそば粉を
使用し、挽きぐるみという伝統製法で
仕上げました。

福井市／ハトヤ食品
もみわかめ（11g） 600円
■新館地階＝名産品売場
三国の海は、日本海の海流と九頭竜川
の河口により、栄養に富んだ海域です。
葉が厚く、磯の香に富んだわかめの味を
ご賞味ください。

坂井市／三里浜特産農業協同組合
三年子花らっきょ（80g） 337円
■新館地階＝名産品売場
三里浜の花らっきょは、三年掛けて
栽培されます。小粒で繊維が細かく、
巻きもしっかりとした歯切れのよい
花らっきょになります。

永平寺町／団助
濃厚ごま豆腐 白黒詰合せ
（90ｇ×4、みそだれ12g×4） 1,341円
■新館地階＝名産品売場
大本山永平寺の修行僧たちに愛され
受け継がれてきた「ごまどうふ」。香ば
しい風味となめらかさは精進料理の
代表です。

えちてつ沿線の美容＆ファッション

えちてつ沿線のクラフトアーティスト

坂井市／和紙の糸を使った和紙
ストールわしん伝＋Yuki
16,500円
■本館1階＝洋品小物売場

福井市／快適メッシュ肌着
2,343円から
■本館２階＝紳士洋品売場

福井市／恐竜ネクタイ
6,490円
■本館２階＝紳士洋品売場

坂井市／和紙の糸を編み込んだ
ガーゼ生地の「わしん伝」手染め
マスクと携帯用巾着袋セット
1,210円
■本館1階＝洋品小物売場

福井市／デオエストシリーズ肌着
3,118円から
■本館２階＝紳士洋品売場

福井市／コモエース
コクーンモイスチュア
ＵＶプロテクション 2,949円から
■本館1階＝化粧品売場
シルクのスキンケアコモエース化粧品
より、さらさらなつけ心地で紫外線や
乾燥から素肌を守る日焼け止め（顔・
からだ用）のご紹介です。

和紙繊維は、吸水・吸湿に優れていて、
汗をかいてもべとつかず快適。福井
に残る200 年の伝統技術による一点
手染め技法の色柄染め。

西武福井店オリジナルのネクタイ。
福井県の地図を迷彩柄風に見立て、
そこに福井の象徴である恐竜をプリン
トした、オリジナルデザイン。

高度な包帯の技術を使用した肌着を
作る福井の㈱イーゲートのメッシュ
肌着。収縮性に加え通気性抜群で、
蒸れやすい時期の肌着としては最適。
小売店での販売は当店のみ。

汗や体臭が気になる方におすすめの
セーレン㈱の肌着。夏の汗の臭いも少
なくなります。夏用と通年用の商品を
ご用意しています。

福井市／ふくいブルー
3,960円から
■本館6階＝食器売場 WAZABIコーナー

坂井市／glass atelierえむに
2,430円から
■本館6階＝食器売場 WAZABIコーナー

坂井市／とんぼだま工房　
こんげ屋  2,475円から
■本館6階＝食器売場 WAZABIコーナー

永平寺町／草木染工房 風雅
6,380円から
■本館6階＝食器売場 WAZABIコーナー
京都で英語教師をされていた石川さん
は、永平寺町の自然に魅せられ移住。
現在は、制作活動を行う一方、草木
染教室や福井こども文化塾などの活動
をしています。

勝山市／おまりんち
2,520円から
■本館6階＝食器売場 WAZABIコーナー
京都から勝山へ移住し、立体造形や
イラストを日々制作しています。粘土
でカタチを作り、越前和紙を貼りつ
けて絵つけをして仕上げてあります。

三国の工房でガラスを溶かして作る
とんぼ玉のアクセサリーや和装小物
などを制作しています。

ガラス作家の水上竜太さんとマエダミ
ユキさんご夫婦が、それぞれの持ち味
を生かした作品を作っています。ゆっ
たりとした空気感をまとったガラス作
品たちが今日も生まれています。

いにしえの時代から福井に伝わる
笏谷石。優しい手触りと軽さが特
徴です。水に染まると変化します。

和紙の独特のシャリ感・清涼感を持つ
ストールです。「和」のテイストに加え
て、新しくニューヨークの風をはらんだ
新進のアーティスト『Yuki』のコラボ
レーションアイテムです。

※商品の一例です。

※商品の一例です。

※商品の一例です。 ※商品の一例です。 ※商品の一例です。※商品の一例です。

コモエース化粧品のUVアイテムを
お買上げの方に、もれなく
紫外線をケア出来る
「アームカバー」を
プレゼント!

アームカバープレゼント!


