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JAL 国内線ファ

ストクラス機内食のおもてなし

福井

丸岡城

その地域ならではのスペシャルメニュ

.:?iii

千古の家

，，，＾

己一

別名、霞ヶ城。安 ＿七桃111時代の建
造と1化定される天守閣を有する。
春は、桜の名所としても知られる。

国内線ファ ーストクラス機内食（夕食りでは日本各地の名店プロデュ ースによる、

I., 0776-66-0303 (霞ヶ城公園事務所）合坂井市丸岡町霞町1-59

ー

をご提供しています。

翡8:30-17:00

11月は福井県の「グランディア芳泉別邸個止吹気亭 J にプロデュ ースしていただきました。

2018 年11 月

国指定重要文化財の旧家

現存する最古の天守閣

JAL は訪日外国人需要や国内の観光需要を日本各地へ呼び込み、地域と一 緒に、
「地域の元気」をつくっていこうという取り組み「JAL 新 ・ JAPAN PROJECT 」を展開しています。

源氏の流れを汲み、およそ700年前
にこの地に1tみ培いたといわれる
坪川家。建築学的にも負重な民家。
t 0776-67-2111 (坪川家住宅保存会）合坂井市丸岡町上竹田

30-1189:00~ 17:00 © 水（冬期は積雪のため休館にする場合
あり）

また、お米や茶菓も福井県の名産品をご用意しております。
※夕食帯： 17時～最終便（束京［羽田］ー沖細［那叫］線は18時以降到消便）
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江戸時代中期の創業
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ツの「福J+o)幸せ郷上料理」
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グランディア芳泉

久保田酒造

全室露天風呂付スイ トの「別邸
個止吹気亭Jをはじめ、計115室を

丸岡瑞御用辻の酒蔵として始まり、
今日まで数々の銘酒を世に送り続

t 0776-66-0123 合坂井市丸岡町山久保27-45 Q 9:00-16:30
（見学は予約にて随時受付） (t) 12月30日-1月3日

“水どころ・大野
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の名物そば

そIi� 梅林
県産の そば粉 、大根おろしをたっ
ぶり入れたツユ。越前おろしそば
小もオ沢庵と厚揚げ煮紅葉舷柚子

小鋳九頭竜まいたけと打ち豆の燒き浸し茄子揚げ煮飾り人参

小鉢越前小松菜としめじのお浸し薄揚げ

は、遠来のそば通も絶賛の味わい 。

小鉢永平寺ごまどうふ菊花餡掛け蟹

小鉢福井県産せいこ蟹真丈菊花館かけ万能葱

_j: /2'. ふくいサーモン若狭焼き烏賊雲丹和え
とみつ
若狭牛コロッケ宮津金時レモン窯
紅ずいきはじかみ

主茅若狭牛グランディア芳泉オリジナルたれ掛け
フリルレタス越前もずく撤紗玉子煉き
越のルピ ー のグラタン簡へしこ赤バプリカ

主菜鯖柚庵焼き越前柿紅白なます蟹のせ
福井県産甘海老唐揚げ焼き厚揚げ味噌焼き
出汁巻玉子焼き忍悔佳藷（しば漬）

t 0779-66-3098合大野市月美町2-6藝11 :00~21 :00© 火

ご店俵御飯福井県産いちほまれ

ご飯俵御飯福井県産いちほまれ

,t焼きばら海苔の味噌汁
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'-� 叩t焼きばら海苔の味噌汁

芳泉の華
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いちほまれ（福井県）
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芳泉の華

グランディア芳泉

別邸個止吹気亭
〒910-4193福井県あわら市舟澤43-26
TEL: 07 76-77-2555
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●あわら市
福井市●

●勝山市
●大野市

福井県

昼食·c"福井のお禾子を内洪しいとす
【羽田梵使l

砂 m沿使J

富津パイ

羽二重餅

村中廿泉堂
（橿井県1

村中甘泉宝
1福井県）

公や橋本左内、 山利公正
をはじめ、梅田雲浜や内
山良休など県 内各地の先
人が、新しい国づくりに
末明治福井150年博」で
は、県内35の文化施設
で時代の息吹を感じられる企画展を順次実施。福井の先
人にまつわる本物の讃状など質煎な史料・を展示していま
す。ぜひこの機会に、福井県ならではの食や自然、歴史
＂
的なスポットを巡り、福井から始まった ニッポンの夜

岐皐嘱

旅館のお部屋のお茶菓子として
も提供されている、 グランディア
芳泉オリジナルの茶菓です。しつ
とりとした煎餅生地に小豆のあん
と柔らかい餅が挟んであり絶妙な
ハ ー モニ ー をお楽しみ頂けます。
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情熱をかけました。「都

日本海

芳泉の華

酪泉純米大吟醸（岐阜県／玉泉党酒造）
滝の水がお酒1こなったという伝説の名湛「養老の滝」で知
られる芙j農国蓑老（岐阜県養老町）で文化3 (1806)年に
創業。本商品はお料理と合わせてお楽しみ頂けるようクラ
シックな9号酵母で仕込みました。 落ち洒いた香りと超軟
水による柔らかい味わいの純米大吟醸です。

石 Ill嘱

令

1916年創業 。 銘柄の「羽根民Jは蔵に古くから残る屋号
であり 、 「軽やかに柔らかく、 優しい｀ 翼をはためかせ飛
翔するが如く 、 呑む人の心をillらせる酒でありたいJという
願いが込められています。 和三盆のような上品かつほのか
な甘みと優雅な吟醸香をお楽しみ1頁けます。
「いちほまれ」は、 コシ1::カリのふるさと福井県が持て
る技術の粋を尽くし、 およそ6年の歳月をかけて開発
した次世代を担う全く新しいお米です。昨年の試験
販売を経て今年の秋 、 ついにデビュ ー しました。 食卓
を華やかに彩るキラキラ輝く白さ。 鴎むほどに口の中
に広がるやさしい甘さ。 しっとり、 ふっくらとした食感。
さらに、 のどごしの余韻が料理の美味しさを 一 層引き
立てます。ぜひ、 お召し上がりください。

〇小松空港

昭和38年創業のあわら温泉内に位置する温泉旅館。 7,000坪の敷地内に
ある広大な日本庭園に囲まれた別邸「個止吹気亭」や離れ ’「ゆとろぎ亭」な
ど趣の異なる33の露天風呂付客室を有する宿。平成29年7月には大浴場
［天上のSPA」がリニュ ーアル・オ ープン。金沢からはもちろん 、 大阪、名古屋、
東京など都市部からのアクセスも良く 、 観光拠点としても最適です。

羽根屋純米大吟醸富の11(富山県／宮美菊酒造）

元号が明治に改められ
て、今年で150年。日本
末から明治期。松平春嶽

茶下芳泉の華
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t. 0776-77-2555合あわら市舟津43-26

の歴史が大きく動いた稲
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令

り:

福井が動いたその時、 歴史が動いた。
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1; 吃オ車魅の福井地辛子和え蟹胡瓜

俵御飯福井県産いちほまれ
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擁する。内庭の広さは約2,000坪。

けている。代表銘柄は「窟久駒」。
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福井県の名湯に、名宿あり
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名店プロデュ ース
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Information about Fukui
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京都府

福井県へのアクセス
（羽田）、沖縄（那罰）空港から小松空港へ、 JAL グ
レ: プ便が毎日運航。小松空港からはリムジンバス、電

C!

車、レンタカ

ー

などで福井県へ。

明け"を体感されてみませんか。展示やイベントの詳細
は下記のウェプサイトよりご確認ください。
器末明治福井150年1専

ヽ https://fukuil50.jp/

JAPAN PROJECT』に関し
ては、右記のウェプサイトもご覧ください。ヽ japan.jal.co.jp

JAL

グル ー プが取り組む「JAL 新・

C.

JAL新・JAPAN PROJECTの詳細はこちら h ttps, //www.jaI.co .j p/japan /chi i k i /

JAL はこれからも航空輸送事業を通じて観光需要の創出 、

地域活性化に継続的に取り組むことにより、社会のお役に立てるよう努めてまいります。
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川山

