福井のカフェ一覧

9:00-23:00

2005.5.14
お菓子を焼いて、お茶会しましょう

Gecko Cafe

鞄の中にいれておく、車に置いておくと便利
Cafe Cielo

HALF

火休
（旧・金津町）

9:00-21:00（日17:00）
福井市八重巻東町3-13

10:00-21:00

高波ビル1F

HORLOGE

MARE

本店

12:00-0:00

江端店

MOJI CAFE

月休

9:00-21:00

ベルより南・229号線の東沿

月休
PARADIS

9:00-21:00

月

e cafe

日祝月休

福井市末広15-8-2

TAOS PUEBLO

第3月休

鯖江市本町2-2-22

10:00-18:00（土21:00）

藤田ビル2F

カフェタイム

茜屋

第1木休

（国道8号線、末広第二交

アロマハウス

無休

差点角・コンクリート打ちっぱなしの建物）

福井市松本4-9-12

マルヒラビル3F

（福井大学テニスコート

横）

月休

ウッディ

（休み・店頭表示）

福井市八ツ島31-406-2

11:30-15:00

のみ

福井県吉田郡松岡町神明1-141-1
9:00-21:00（祝18:00）

王朝喫茶 寛山 福井市中央1-4-28

日休

B1（福井駅前勝木書店よ

り東・中央大通り沿） *:*-*:* *休
大久保茶屋

福井市足羽山公園内ＮＨＫ塔前広場 （ぐねぐ
ね道を通ります）

ルート第一ビ

ル1F（大宮交番より西・藤島中学校の南）

福井市田原2-25-22

松岡駅より少し北東にいったところ

翌2:00）

福井市文京6-17-28

10:00-19:00

田原町商店街の越前鉄道踏切より南
金・土

opm1F

（フェニックスプラザ東）

水休

福井市文京3-10-10

五つのぱんとにひきのさかな

い
Patisserie Shannon

無休

福井市二の宮 3-1111

7:00-22:00

11:00-翌1:00（金・土・祝前

14:00-17:00

道路を挟んでBOOK OFFの反対側

福井市大丹生町70-3

10:30-19:30

水休

ジョーシンピットワンより西
zulu

福井市大和田町32-2

坂井郡三国町米ヶ脇35-7-3

東尋坊から南へ。ログハウス風の建物

福井市成和1-2402

福井市中央1-16-8

木

THE MANHATTAN CAFE 福井市高木町84-1

福井大学北西の文京の交差点を西、道路の南沿

フェニックスプラザより南の田原公園西隣
10:00-19:00

月休

福井市種池町15-13-1（西環状線を通って、運

Patisserie Bonheur

福井市田原1-7-23

インパルビル1F（8号線

休

12:00-20:00（金・土23:00）

休
Crab Tree

14:00-18:00

18:00-24:00（ディナータ

ロフト南の細い通りにあるビル

福井市江端24-7-2

福井市（ロフト南の通り沿い）

防を降りる） 12:00-22:00（金・土0:00）

10:00-落日

福井市林藤島町19-31

8号線ワイプラザより東

Six plus Cafe 福井市和田中1-1723

一光川より北に305号線沿い

福井市花堂東2-508

JR越前花堂駅の北側の陸橋の東の信号から、少
COLUMBA

Seek

（西環状線から運

11:30-14:00 (ランチタイム）

9:00-21:00

み）

し東に進んでから南

火休

158号線の東部プラザ横

月休（祝の場合営業、翌日休

11:00-10:00（日・

祝） 月休（祝の場合、翌日）

と足羽川の交差する北の堤防を東に50m行き堤

Log cafe バロック

ハニー食彩館西隣

福井市門前町1-204-1
9:00-11:00（火-土）

11:00-18:00

坂井郡三国町三国東7-401-1

Cafe SALVADONICA

SALUT

本町商店街に車を駐車可。入り口はビルの横

月休

響のホール1F

動公園の方向へ入り、南北の通りの東沿い）

KAMPANERLA

11:00-22:00（金・土・祝前24:00）

福井市中央1-4-13

みどり図書館より南東

福井市福新町2004-2

9:00-19:00

木休

日休

*:*-*:* *休

動公園とベルとの間の道路北沿い）

福井市二の宮1-1-1

10:00-20:00

2F

福井市種池15-12-1

イム）

月休

旧ピア前、ケンタッキーフライドチキンの横
Cafe nuage libre

Relax Cafe

福井県福井市手寄1-10-16

（ティータイム）

福武線・ベル前駅より少し東
10:00-23:00

10:00-18:00

火休

アピタ2Fちゃれ

福井市順化2-16-19

角を北、ジョーシンPIT ONEから南）

HIGH WAVE CAFE

福井市花堂南1-9-16

Cafe nuage VOLE

QUILT HOUSE

呉服町商店街の南端

10:00-20:00（日祝19:30）

片山ビル1F

HIGH WAVE CAFEのあるところ
cafe notes

第3日・火休

福井市大和田町32-23

んじ横丁

西環状線のケーキ店HORLOGEの角を北

月休（祝日の場合、翌日）

福井市福新町2004-2
12:00-23:00

12:00-19:00

無休

福井市開発町4字8-2（藤島通メガネスーパーの

HANDS MAMA

月休

船橋から北、道路の西沿い

PUDDING CAFE N

12:00-22:00

福井金津線29号線から、ひろかわ書店角を東へ

（日・祝18:00）

師田ビル1F（28号線の芝

マルツ電波本店の道路挟んで向かい側

Cafe de 茶茶 あわら市大溝3-14-19

Cafe Mio

Haijin

10:00-20:00

8号線米松交差点より東、福井自動車学校の東隣

cafe jiji

支店の西隣）

福井市上北1-25-1
7:30-21:00

武生市芝原3-6-30

9:00-20:00

原団地口の交差点を東に入り、福井銀行武生北

www.moderns.co.jp/teaparty
ミスや変更などがあっても、責任はとれません

月休（月2回）

風の扉

11:00-22:00

不定休

坂井郡三国町安島59-89-2（東尋坊を左手に見

て北に行き、内田記念館を過ぎて右。）
3-9月/10:00-18:00
月・火休（祝は営業）
風の森

福井市大和田町56

ナナイロ

10-1月/10:00-17:00
2月冬季休業

福井新聞社1F

福井市松本1-33-24

べんがら

無休

ギャルリー

ラコンテ

月休

カフェ

8:00-21:00

福井市二の宮4-4-8（大宮交番から藤島通りを
東・道路の北沿い）

（だるまや西武より東、道
10:00-

11:00-22:30

休館日：月曜日（休日を除く）・

福井県立図書館カフェテリア
交差点東）

福茶縁

福井市下馬町51-11 （8号線板垣
9:00-18:00

福井市下馬 3-1111

鯖江市本町2-2-21
平日/11:00-20:30

11:00（土日祝 9:00）-22:00

休

シアトルズベストコーヒー
ジェラート・カルナ

月休（祝の場合
プレイゴ

福井市中央1丁目17-1

11:00-18:00

西洋菓子倶楽部 福井店

豆蔵

不定休

大和屋

たねと、はっぱ。

水休

福井市松城町1010-101

パリオとツタヤの間の道を北に少し歩く
日月休

福井市高柳町38-23（ジョーシンPITONEより
北）月〜木/8:00-21:00
日・祝/8:30-20:00
20日

休

福井市上森田1-605

金・土/8:30-22:00

毎月の末日・1日・10日・

無休

福井市羽水2-118（国道8号線産業会館交差点を
10:00-19:00

らんぷ

水休

坂井郡丸岡町西里丸岡3-45

10:00-18:00

日・第3月休

西へ入り、道路の北沿いの白い建物）

福井市北四ツ居1-26-19

10:00-20:00

板垣プラザ1F

9:00-22:00

7:00-11:00

（フェアモールの駐車

国道8号線・米松交差点より東に入り道路の北沿
丸岡店

木

30号線の六才橋交差点を南

8:00-23:00

い 10:00-20:00

土日祝/10:00-19:30

板垣交差点を西に、道路南沿い・南郵便

局近く

水休

スターバックス 福井市大和田町32-23
場）

福井市板垣5-901
8号線

坂井郡三国町北本町4-6-46（旧森田銀

行・旧岸名家住宅のある通り）

無休

丹生郡宮崎村小曽原120-61

ローソン付近で西に入る。たんぼの真ん中
は、翌日休み）

茶居夢

茶苑

福井市立美術館カフェ

鯖江と武生との境あたり。鯖江大橋南西にある

*:*-*:* *休

休日の翌日（土・日・休日を除く）・年末年始

火休

武生市家久町上光寺37-1-2

日休

福井市開発町8-2-1

9:00-16:00

12:00-20:00（月〜木・土）

20:00（日祝）
クロスティ

福井市順化2-7-16

福井県陶芸館

の反対側）

（二の宮・勝木書店よ

びぃぽーと

パーラー

水休

福井市中央1-5-5

*:*-*:* *休

巴奈麻

ピュアレ

住宅街の中
キルトカフェ

福井市経田2-101（サン二の宮通沿

月休（日祝除く）

あわら市大溝2-38-21

10:00-19:00

本店

無休

り、西） 7:00-22:00

福井市串野町9-6（国道416号沿

い）11:00-21:00

15:00-18:00

花とてんとう虫 福井市二の宮4-4601

い
ギャラリー喫茶

11:30-14:30

カフェタイム
い）

福井スイミングスクールより南東・JRの線路沿
10:00-19:00

ランチタイム
ニシムラコーヒー

フェアモール福井の北
ギャラリー喫茶サライ

福井市高木中央2-4007

木休

吉田郡永平寺町鳴鹿山鹿19-10
9:00-21:00(LO 20:00)

火休

