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同時期開催イベント情報

ハピテラス

企 画 運 営：福井放送株式会社
主　　　　催：福井市

問い合わせ先：福井市 総務部 新幹線プロモーション課  TEL:0776-20-5677
※新型コロナウイルス感染症の影響や天候により開催時間や内容等が予告なく変更する場合がございます。
※手指消毒、マスクの着用など新型コロナウイルス感染症対策にご協力ください。
※体調不良や発熱がある場合は、ご来場をお控えください。

福井市新幹線整備課：0776-20-5180
福井市商工振興課：0776-20-5325

福井市中心市街地では期間限定でクエスト（加盟店でのお買物、SNS投稿、
ウェルカムフェスタの参加等）が発動中です。（R4.11.19 ～ R5.3.25）
クエストクリアでもらえるスタンプ５つで、ウェルカムフェスタ会場
のガラポンに１回挑戦できます。ウェルカムフェスタ当日に向けて、
多くのスタンプを集めて、任天堂Switchなどの豪華景品を当てよう！

ガラポン抽選日 3/24（金）・25（土）

エキマエお買物クエスト4

観光交流センターの施設内部を
当日限定で一般公開。屋上の恐竜
モニュメント、ＡＲが見られる
ほか、鉄道模型運転体験やオリジ
ナル缶バッチづくりをしよう！

会場：観光交流センター（JR福井駅東口） 会場：観光交流センター（JR福井駅東口）

HP instagram

3/25（土）

福井開業１年前イベント1

現在のまちと朝倉氏との関係を、
様々な資料で紹介します。

会場：福井市立郷土歴史博物館

3/21（火・祝）～5/7（日）
幕末に活躍した浮世絵師歌川国芳は、奇抜な構図と大胆な表現によって「奇想の浮世絵師」と
して江戸庶民から人気と大きな支持を得ていました。本展では、代表作の「水滸伝」や「相馬の
古内裏」など約160点展示し、国芳の浮世絵の魅力を紹介します。

会場：福井市美術館2/18（土）～3/26（日）

浮世絵師　歌川国芳展9

古くは絹織物、今では合成繊維織物で日本有数の製造量を
誇る「繊維王国ふくい」。ふくいのオンリーワンの技術を
結集したタペストリー、インテリア照明、誘導サインが
観光交流センターにお目見えします。

3/25（土）

おなかで宿った命を産み、母乳で育てる動物「哺乳類」。
福井県ではこれまで60種類近くが記録されています。
大迫力の剥製や緻密な全身骨格標本などを展示し、これら
福井県の哺乳類について余すことなく紹介します。

会場：自然史博物館3/18（土）～5/28（日）

繊維産地ふくいの魅力発信！テキスタイル展示2

あつまれ！福井の動物たち
～リスからタヌキ、クマ、イルカまで～

8

足羽川桜並木をはじめとする桜の名所等でライト
アップが行われるほか、中央公園や足羽川河川敷など
で福井の桜や自然、歴史を満喫するイベントを開催し
ます。中央公園ではご当地グルメコーナーや桜をテー
マにしたクラフト体験コーナー、夜も楽しめる桜桟
敷席などを設けます。また、足羽川河川敷ではお花
見桟敷席の設置やEボート川下り体験ができます。
福井に縁のある偉人史跡を巡る家紋スタンプラリー
も実施。コンプリートして景品をゲットしよう！

3/25（土）～4/9（日）

第38回ふくい桜まつり5

新幹線フォトスポット＆パネル展、館内をめぐる
クイズラリーを開催します。

会場：西武福井店

会場：足羽川桜並木・福井市中央公園他

3/3（金）～26（日）

北陸新幹線 FUKUI ミュージアム3
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「星空の先へ、想像を超える旅が始まる」太陽系
から無数の星が輝くオリオン腕を抜け、天の川
銀河、局所銀河団、おとめ座銀河団と、宇宙を
広く見渡しながら旅していきます。様々な天体
が作り出す美しい光景をご覧ください。

会場：セーレンプラネット2/1（水）～3/31（金）14：30 ～ 15：15

ドームシアター新番組「まだ見ぬ宇宙へ」7

ふくい桜まつり実行委員会事務局
福井市おもてなし観光推進課：0776-20-5346

HP 番組詳細

HP

もやってくる!

    先着
100名様

ミニ北陸新幹線に　  乗ろう !!

鉄道・バスで来場した方には
ノベルティプレゼント !

［対象］当日の乗車が確認できるもの
　　　　（駅での写真等）を提示した方

 先着
400
名様

１年前プレ大会
ふくい桜マラソンTRIAL RUN 2023

「ふくい桜マラソン2024」の1年前プレ大会を開催し
ます。福井市中央公園では、大会プロデューサーの
大迫傑選手のトークショーなど各種イベントを開催。
ゲストランナーとして、神野大地選手なども参加します。
みんなでランナーを応援し、大会を楽しみましょう。

3/26（日）

HP

HP

ふくい桜マラソン実行委員会事務局：0776－20－0539

6

10 春季特別展 いまに残る一乗谷の記憶

9時半～
整理券配付

10:00～16:002023.3.25 (土 )

みかけハこ
ハゐがとん
だいゝ人だ

ボクと一緒に楽しもうネ！

3.24 (金 ) は前夜祭

沿線グルメを食べながら
乾杯しよう !

16:00～20:００

北陸新幹線
沿線グルメ
大集合 !!



ご当地グルメ大集合
！ ステージスケジュール

ミニ北陸新幹線乗車体験！

勝山市（恐竜グッズ）

大野市
（大野名物お菓子）

クイズに答えて  素敵な景品  をゲットしよう！

福井市
（ふくいの恵み商品）

1

北陸新幹線
クイズラリー

2

JRグッズ販売コーナー4

もつ煮込み
群馬県産牛カルビ弁当

800円

小籠包

1,380円（1パック7個入）

600円（1パック）

もちもちの皮とじゅわ～っとあ
ふれ出る秘伝のスープにこだ
わった、昔ながらの上海小籠包
です。できたて熱々も美味しい
ですがお土産にも最適です。

群馬県といえばもつ煮込み！！
というほどご当地のグルメ代表
です。群馬県産の上モツやこん
にゃくをじっくり煮込んだやみ
つきになる一品です。

全国でも指折りのコロッケ消費
量を誇る高岡市のご当地コロッ
ケは衣はカリッと、中はホクホ
クでやみつきになることまちが
いなし！

マスカルポーネシュー

1,164円（3個入）

全国で話題沸騰の、口当た
りが軽やかなマスカルポー
ネクリームをたっぷりサン
ドしたリッチなシューク
リームです。完売必至です。

高岡コロッケ

600円（3個入）

POTTEO@POTEOおいも美人

福井県民のソウルフードや
きとりの名門秋吉がウェル
カムフェスタに出店！ぜひ
ご賞味ください。

焼き鳥各種

金沢の伝統野菜の一つで、き
め細かな粉質と上品な甘さが
最大の特徴です。こんがり揚
げて蜜をからめた大学いもは
絶品です。

POTTEO@POTEOおいも美人

富泰楼

アトリエ・ド・フロマージュ凪の幸

五郎島金時 大学いも

駅長なりきり
フォトスポット3

W７系北陸新幹線かがやき弁当

① 福井市観光交流センター（JR福井駅東口）
② ハピリン4階 福井市総合ボランティアセンター
③ プリズム福井
④ 北の庄城址資料館

福井市・大野市・勝山市
・永平寺町・長野市の
お土産勢揃い！

市町 PR コーナー

650円（3個入）
新潟を代表する銘菓。もちもち
食感とよもぎの独特の香りがた
まらない！ほどよい甘さがあと
引く美味しさが魅力です。冷凍
保存もできるのでおみやげにも
ぜひどうぞ。
大地の里

笹団子・ちまき・
笹寿司

代官山Candyapple 

りんご飴各種

680円 から

メディアでも注目度 MAX の
都内の大人気店。厳選され
た上質な甘いリンゴの風味
をそのまま楽しめます。表
面の飴がパリパリしていて、
りんごとの相性抜群です！

10:00～　オープニングセレモニー　新幹線開業ウェルカムダンスを踊ろう !
　　　　 　出演：まなびサイト

10:30～　観光PR &ビンゴ大会
　　　　 　（福井市・大野市・勝山市・永平寺町・長野市）

12:10～　ほくりくアイドル部ミニライブ
12:40～　北陸新幹線県内駅舎紹介

　　　　 　北陸新幹線福井開業カウントダウン
13:40～　缶バッジデザインコンテスト表彰式
14:15～　キッズダンスステージ
　　　　 　出演：DAiNA dance school

14:45～　ふくい桜マラソンPRステージ
　　　　 　ヒナタカコさんによる大会公式テーマソングの発表
　　　　 　大会公式サポーターの紹介
　　　　 　（ふくい桜マラソン実行委員会事務局）

15:15～　ビンゴ大会with ほくりくアイドル部

先着
500
名様

永平寺町
（「SHOJIN」認定品）

長野市（特産品）

北陸新幹線かがやき号にちなんだ、かがやき弁当。山中塗りのお箸と
お弁当バンドもついて、食べたあとも楽しめるお弁当です。

昨年のウェルカムフェスタで大人気だったお子様駅弁！

金沢駅・富山駅で大人気 !

はずれなし！

Ｗ７系北陸新幹線かがやきチョロＱ
和の色彩や意匠を取り入れた伝統美と最新技術の機能、
快適性を備えたＷ７系北陸新幹線のチョロＱです。

鉄くじ
鉄道関連グッズがあたるお楽しみクジ！
ここだけのレアな景品に出会えるかもしれません！

「子ども制服」を着て、写真をとろう !!
とった写真に「#福いいネ」をつけて、
インスタグラムに投稿するとノベルティプレゼント !!

※3.24（金）の前夜祭のみアルコールの提供があります。

１回 1100 円特等
▼お好きなものをお選びください

1等

２等

３等

４等

鉄くじ
コンテナ収納ボックス プラレールベストセレクション

プラレールベストセレクション

コンテナ収納ボックス

大容量！折りたたみ可能

国鉄エモTシャツ大人用

国鉄エモTシャツ大人用コンテナパソコンケース

コンテナパソコンケース ヘッドマークTシャツ子供用

ヘッドマークTシャツ子供用ヘッドマーククッション

ヘッドマーククッション

ヘッドマークバスタオル

ヘッドマークバスタオル

新幹線ランチプレート

新幹線ランチプレート

新幹線ビニールバッグ

新幹線ビニールバッグ電車缶クッキー入り

電車缶クッキー入り

ﾌ゙ ﾚー ｷﾊﾝﾄ゙ ﾙ型ﾎ゙ ﾄﾙｷｬｯﾌ゚ ｵー ﾌ゚ ﾅー

ﾌ゙ ﾚー ｷﾊﾝﾄ゙ ﾙ型ﾎ゙ ﾄﾙｷｬｯﾌ゚ ｵー ﾌ゚ ﾅー

新幹線クーピー

新幹線クーピー

0系新幹線ｽﾌ゚ ﾝー&ﾌｫー ｸ

0系新幹線ｽﾌ゚ ﾝー&ﾌｫー ｸ
コンテナ不織布バッグ

コンテナ不織布バッグ 貯金缶クッキー入り

貯金缶クッキー入り
鉄くじオリジナルグッズ多数！！

必ずどれかがもらえます！

開業150th記念品

非売品

非売品

非売品

非売品

開業150th記念品

開業150th記念品

きかんしゃトーマスBOX

きかんしゃトーマスBOX

非売品
※お菓子は入っていません

1回  1,100円

1,320円

1,300円

3.25 (土 )
3.24 (金 ) 2

5 (土 )

福井県

石川県

富山県

新潟県

長野県

群馬県

埼玉県

東京都

ヒナタカコ

福いいネ !くん チャマゴンうぐピー

新幹線大好きコーナー

えい坊くん

小学生以下のお子さまに

でんたま（W7系）プレゼント
先着100名様　9時半～整理券配布

鉄道・バスで来場した方には
ノベルティプレゼント !
［対象］当日の乗車が確認できるもの
　　　　（駅での写真等）を提示した方

 先着
400
名様

北陸新幹線沿線

3.25 (土 )

3.25 (土 )
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