
◆福井市・永平寺町夕食弁当宅配地域

【福井市】 【永平寺町】

５０音 町名 ５０音 町名 ５０音 町名 ５０音 町名 ５０音 町名 ５０音 町名

あ 明里町 か 勝見 し 重立町 と 問屋町 ふ 古市 あ 荒谷

足羽 上北野 志比口 灯明寺 古市町 い 市荒川

足羽上町 上中町 島橋町 灯明寺町 文京 市野々

網戸瀬町 上森田 下荒井町 豊岡 へ 別所町 き 北島

天池町 上森田町 下江守町 豊島 ほ 宝永 京善

荒木別所町 加茂河原 下中町 堂島町 堀ノ宮 け けやき台

い 飯塚町 加茂河原町 下森田桜町 な 中荒井町 堀ノ宮町 し 志比

幾久町 加茂緑苑町 下森田新町 中新田町 ま 舞屋町 す 諏訪間

幾代 河合勝見町 下森田町 中角町 町屋 た 竹原

石盛町 河合寄安町 下森田藤巻町 中ノ郷町 松城町 て 寺本

泉田町 川合鷲塚町 下森田本町 中藤新保町 松本 な 中島

板垣 学園 新下江守町 長本町 間山町 鳴鹿山鹿

板垣町 き 北今泉町 新田本町 南居町 丸山 の 野中

一本木町 北野上町 新保 に 西板垣町 丸山町 ひ 東古市

稲多新町 北野下町 新保町 西開発 み 水越 ふ 藤巻

稲多浜町 北四ツ居 地蔵堂町 西方 三ツ屋 ほ 法寺岡

稲多元町 北四ツ居町 順化 西学園 三ツ屋町 ま 牧福島

今泉町 木田 城東 西木田 南江守町 まつ（あ） 松岡葵

今市町 木田町 次郎丸町 西下野町 南四ツ居 まつ（い） 松岡石舟

印田町 狐橋 す 菅谷 西谷 南四ツ居町 まつ（お） 松岡小畑

う 上野本町 経栄 菅谷町 西谷町 みのり まつ（か） 松岡春日

上野本町新 経田 杉谷町 西堀町 宮地町 松岡上合月

上伏町 く 久喜津町 せ 成和 日光 御幸 松岡上吉野

羽水 栗森町 そ 曾万布町 新田塚 む 六日市町 松岡観音

馬垣町 栗森町浜 た 高木 新田塚町 も 桃園 松岡学園

漆原町 黒丸町 高木北 二の宮 森田新保町 まつ（く） 松岡椚

運動公園 け 毛矢 高木中央 は 花野谷町 や 八重巻町 松岡窪

え 江端町 乾徳 高木町 花堂北 八重巻中町 まつ（け） 松岡兼定島

海老助町 下馬 高塚町 花堂中 八重巻東町 まつ（こ） 松岡越坂

江守の里 下馬町 高屋町 花堂東 安竹町 松岡木ノ下

円山 玄正島町 高柳町 花堂南 八ツ島 松岡御公領

お 大島町 堅達町 種池 林町 八ツ島町 まつ（し） 松岡芝原

大瀬町 こ 河水町 田原 林藤島町 山奥町 松岡志比堺

大手 河増町 大願寺 原目町 山室町 松岡清水

大町 光陽 大東 春山 ゆ 有楽町 松岡下合月

大宮 郡町 ち 中央 ひ 東今泉町 よ 四ツ井 松岡神明

大和田町 合島町 つ 月見 東下野町 米松 松岡城東

岡西谷町 合谷町 つくし野 引目町 り 寮町 まつ（す） 松岡末政

大畑町 さ 栄町 つくも 日之出 わ 若栄町 まつ（に） 松岡西野中

小山谷町 坂下町 土橋町 ふ 福新町 若杉 まつ（ひ） 松岡樋爪

か 開発 定正町 角折町 藤島町 若杉浜 まつ（へ） 松岡平成

開発町 里別所新町 て 手寄 二日市町 渡町 まつ（ま） 松岡松ケ丘

花月 里別所町 寺前町 舟橋 和田 松岡松ケ原

春日 左内町 照手 舟橋新町 和田中 まつ（み） 松岡宮重

春日町 三郎丸 照手町 舟橋町 和田中町 まつ（む） 松岡室

三郎丸町 殿下町 和田東 まつ（や） 松岡薬師

まつ（ゆ） 松岡湯谷

まつ（よ） 松岡吉野

松岡吉野堺

まつ（り） 松岡領家

まつ（わ） 松岡渡新田

や 山

よ 吉峰
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