
 

◆2016 年度の見学先（報告）◆ 
NO 日にち 商品 参加人数 備考

福井市 丸市食品 明太子、たらこ
福井市 中橋農園 ほうれん草、小松菜

2 4/13(水）・4/14（木） 岐阜県 日新蜂蜜 蜂蜜 30
福井市 米五 味噌
坂井市 早﨑商店 塩干物

4 4/26(火）・4/27（水） 京都府 丸久小山園 抹茶 33 抹茶たて体験
5 5/10（火）・5/12（木） 兵庫県 キユーピー マヨネーズ 30

石川県 明治 牛乳
石川県 くらた農産 ｷｬﾍﾞﾂ
福井市 農園たや ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ
坂井市 おとましや ふくこむぎ

8 5/31（火）・6/2（木） 京都府 小川珈琲 珈琲 33 珈琲の淹れかた講習
福井市 藤田ﾌｧｰﾑ ﾄﾏﾄ
あわら市 ﾍﾞｽﾄｱｸﾞﾘﾌｰｽﾞ ｷｬﾍﾞﾂ
敦賀市 ﾔﾏﾄﾀｶﾊｼ 昆布
若狭町 渡辺農園 梅
あわら市 ﾄｰﾏｽﾌｧｰﾑ ﾏﾙｾｲﾕﾒﾛﾝ
坂井市 ｴｺｾﾝﾀｰ 仕分け、ﾘｻｲｸﾙ
岡山県 ｶﾈｿ22 味ﾊﾟｯｸ
岡山県 ﾀｶｷﾍﾞｰｶﾘｰ ﾊﾟﾝ
あわら市 ｱｸﾄ商会 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
福井市 ﾌｸ醤油 醤油
永平寺町 永平寺やさい村 ﾋﾟｸﾆｯｸｺｰﾝ
あわら市 山岸農園 ﾏﾙｾｲﾕﾒﾛﾝ
坂井市 林農園 ﾄﾏﾄ
福井市 土田鶏卵 たまご

16 7/23（土） あわら市 ｱｸﾄ商会 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ 10 収穫体験
勝山市 奥越高原牧場 牛乳 餌やり体験
大野市 ﾐﾙｸ工房 ｱｲｽ作り アイスクリーム作り体験
あわら市 ﾚｲﾝﾎﾞｰﾌｧｰﾑ ｽｲｰﾄｺｰﾝ
坂井市 Nora たまご
越前市 白山野菜出荷組合 ｽｲｶ
越前町 山下水産 塩干物

20 8/17（水） 石川県 ｽｷﾞﾖ ちくわ・加賀揚げ 18
21 8/23（火）・8/25（木） 石川県 松任梨研究会 梨 20
22 8/30（火） 岐阜県 ｻﾗﾀﾞｺｽﾓ ｽﾌﾟﾗｳﾄ 15

小浜市 とば屋酢店 酢
小浜市 JA若狭 ｲﾁｼﾞｸ
あわら市 ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸｽ さつまいも
あわら市 ふくいﾚｲﾝﾎﾞｰﾌｧｰﾑ 事業説明
勝山市 勝山きらめき 介護施設
大野市 株式会社昇竜 まいたけ

26 9/27（火）・9/29（木） 兵庫県 ｽﾄﾞｰｼﾞｬﾑ ｼﾞｬﾑ 30
池田町 おこもじ屋 漬物
福井市 カワグチ コロッケ
石川県 明治 牛乳
石川県 中本農園 ほうれん草、小松菜
坂井市 ｴｺｾﾝﾀｰ 仕分け、ﾘｻｲｸﾙ
石川県 中本農園 ほうれん草、小松菜
大野市 石塚製麺 そば、うどん
大野市 建石農園 ｱｲｽ、里芋

31 10/25（火） 京都府 山田製油 ごま油 15
長野県 信州産直組合 りんご
長野県 信州ﾊﾑ ﾊﾑ、ｿｰｾｰｼﾞ
敦賀市 奥井海生堂 昆布
若狭町 気ごころや 米ﾊﾟﾝ、ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
福井市 えがわ 水ようかん
福井市 中橋農園 こかぶ
福井市 柳農園 長いも
福井市 小西農園 白ﾈｷﾞ
福井市 福井県米穀 米
大野市 ｱｸﾞﾘｼｪｱﾘﾝｸﾞ 雪の下人参、白ねぎ

37 11/29（火） 兵庫県 ｺｰﾌﾟ神戸食品工場 ﾊﾟﾝ、他 16
38 12/2（金） 兵庫県 ｻﾐｯﾄ神戸 ﾊﾞﾅﾅ 14

美浜町 ﾔﾏｸﾞﾁ食品 豆腐、油揚げ
若狭町 ｴｺﾌｧｰﾑみかた 梅酒
越前市 ふじや食品 茶碗蒸し
越前市 武生製麺 そば

41 12/14（水）・12/15（木） 京都府 小川珈琲 珈琲 32 珈琲の淹れかた講習
42 1/17（火）・1/19（木） 滋賀県 ｷﾘﾝﾋﾞｰﾙ ﾋﾞｰﾙ 20

福井市 第2生鮮加工ｾﾝﾀｰ 肉加工
福井市 安田蒲鉾 蒲鉾
坂井市 ｵｰｶﾜﾊﾟﾝ ﾊﾟﾝ
鯖江市 ﾀｲﾖｰ電子 水耕野菜
越前町 あさひ愛農園 朝日味噌
越前町 陶芸の里農産組合 かきもち、あられ
若狭町 福梅 梅干
おおい町 名田庄商会 漬物
福井市 江守きらめき 介護施設
福井市 丸市食品 明太子、たらこ

48 2/18（土） 福井市 安田蒲鉾 蒲鉾 12 蒲鉾・穂の香・魚そうめん作り体験
大野市 吉村甘露堂 おかき
大野 ｹｲｴｽﾃｸﾉﾌﾟﾗﾝﾄ 椎茸
福井市 西村珈琲 珈琲
福井市 まるたけ蒟蒻 こんにゃく

51 3/7（火）・3/9（木） 滋賀県 日本酪農 牛乳 16
小浜市 JA若狭 越廼ﾙﾋﾞｰ、青ﾈｷﾞ
若狭町 渡辺農園 梅（花見）
福井市 山元菊丸商店 醤油
坂井市 ｻｶｲ食品 ｿｰｽｶﾂ丼ｾｯﾄ

54 3/25（土）・3/28（火）・3/30（木） あわら市 山岸農園 いちご 43 いちご狩り体験
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12

32

33

34

34

22

31

39

31

15

27

14

50

22

35

16

19

13

33

23

18

18

1

3

6

7

19

12

9

10

11

23

24

13

14

15

17

18

34

35

36

25

29

30

33

27

28

32

49

52

53

39

44

47

40

45

46

43

珈琲の淹れかた講習
2/27（月）・3/2（木）

3/14（火）・3/16（木）

3/21（火）・3/23（木）

行き先
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2/7（火）・2/9（木）

2/14（火）・2/16（木）

2/21（火）・2/23（木）
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そば打ち体験

蒲鉾・穂の香・魚そうめん作り体験
1/14（土）

味噌作り体験
大福作り体験

1/30（月）・2/2（木）

1/24（火）・1/26（木）

12/7（水）・12/8（木）
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11/16（水）・11/18（金）

11/24（木）・11/25（金）

12/5（月）・12/6（火）
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※1泊2日特別編
りんご収穫体験（信州産直組合）

11/1（火）・11/4（金）

11/9（水）・11/11（金）
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9/20（火）・9/23（金）

10/4（火）・10/5（水）

10/11（火）

10/13（木） 7

7/25（月）

7/28（木）・7/29（金）

8/2（火）・8/4（木）

9/6（火）・9/8（木）・9/9（金）

9/13（火）・9/15（木）

収穫体験など
35

7/5（火）・7/7（木）

7/13(水）・7/14（木）

7/19（火）・7/22（金）

6/14（火）・6/17（金）

6/7（火）・6/9（木）

6/21（火）・6/23（木）

6/30（木）・7/1（金）

4/5（火）・4/7（木）

5/17（火）

5/24（火）・5/26（木）

※1泊2日特別編
ﾊﾟﾝ作り体験（タカキベーカリー）

4/19（火）・4/21（木）


