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福井市自然史博物館 福井市役所　148課 DETAIL フクノトリ

ＳＳＴらんど 福井市中央1丁目、大手　460店舗配布 トリヤマ音楽教室米松センター教室 テット（tete）ヘアースタジオ
福井市立図書館 ひじりデンタルクリニック トリヤマ音楽教室松本教室 ディアージュ（Drage）
東山健康運動公園 喜ね舎ベジテラス トリヤマ音楽教室みづこし教室 オルロージュ

福井市研修センター サンテ美容室 トリヤマ音楽教室大和田教室 サバービア

福井市橘曙覧記念文学館 ほっとカフェsmile トリヤマ音楽教室種池教室 リッシュT.S.R
AOSSA　1階 コワーキングスペースサンカク トリヤマ音楽教室八幡教室 Heart
本町通り地下駐車場 ヴィノベートジャパン トリヤマ音楽教室藤島幼稚園教室 CURE
福井市立みどり図書館 ぱんだルーム（旧木田保育園） トリヤマ音楽教室森田教室 87cafe
勝木書店本店 きのこルーム（たけのこ児童館内） トリヤマ音楽教室福井北教室 よつばカフェ

ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ新二の宮店 ぴょんぴょんルーム（みやま保育園内） トリヤマ音楽教室清明教室 むさしの森珈琲　福井若杉店

ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ大和田店 ひよこ広場（旧明里保育園） トリヤマ音楽教室東大味教室 ARGYLE大和田美容室
ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳＷＡＳＳＥ店 ハーツきっず羽水「ひよこるーむ」 トリヤマ音楽教室青葉台教室 LuaAzul
ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ鯖江店 ハーツきっず学園「ひよこるーむ」 福井西商工会 ヘアーフィールズルイスエフ

ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ武生店 ハーツきっず志比口「ひよこるーむ」 福井市東商工会 美容室メルローズ

ＫａＢｏＳ+ＧＥＯ勝山店 子育て支援室「赤とんぼ」 福井市北商工会 COZY*COZY

ＫａＢｏｓ三国店
AOSSA 子ども家庭センター子育て支援
室

マーシュ大和田 jpeg美容室

ハーツはるえ店 おやこの広場「あ・の・ね」 さんしゅうえん イタリア食堂ウエルズ

ハーツ羽水店 たんぽぽ広場 まなびサイト MALQ HAIR CARE 福井店

ハーツ学園店 すくすくキッズ（清水台こども園） ギッシュ（gish) FLaT Hair Design（性別関係ないテーマ
のみ）

ハーツ志比口店 株式会社オールコネクト HAIR ALEN 美容室びゃんびゃん社店

ハーツさばえ店 一般社団法人 EKIMAE MALL アンジェリーク Lxparlavenue
ハーツ神中店 ビアンモア CARINTE' ルッソコンフォルト

ハーツたけふ店 カーボ POSSECOFFEE UZU美容室
すかっとランド九頭竜 ニジノイロ CAFE・MOCAJIJI giggle（送付状つきがベスト？)
ホリタ文具春江店 浪速一丁 ヘアーアトリエアリスミュー HAIR &CARE BLast

ホリタ文具鯖江店 一筆啓上茶屋
まつげエクステサロン マンハッタン 福
井店

Lamp美容室Hair+Relaxation

aossa マリージョゼ 鯖江店 まつげエクステサロン マンハッタン　武
生店

美容室Solluna

フェニックスプラザ マリージョゼ 勝山店 まつげエクステサロン マンハッタン 春
江店

maimai

福井市地域交流プラザ マリージョゼ 大野店 MaMayakichen 村カフェとき

プリズム福井 DILGA ワッセ店 LUCE　(女性テーマのみ) オートバックスさばえ店

ヤスサキグルメ館新保店 DILGA 開発店 坂井市役所 オートバックスたけふ店

ヤスサキグルメ館東鯖江店 マリージョゼ LINK店 永平寺町役場 美容室アオイ新田塚店

京福バス本社事務所 美容室 マジョ 南越前町 Hair&make NEXT in balsam大和田店
福井駅前大通りお客様待合所 美容室 ディフィアート 喜ね舎 BorisVian大和田店
丸岡バスターミナルお客様待合所 Hair&make Ma·cheri カラープラス春江店 axia oowadaアクシア大和田店
芦原図書館 インピッシュ カラープラス丸岡店 Lx
金津本陣IKOSSA ユトリ珈琲 武生店 カラープラス渕店 フェール（fere）
大野市役所　商工観光振興課前 ユトリ珈琲店ゆとりの豆や カラープラス開発店 マーシュ二の宮

VIO Cafe & Guest house Name came Ono カラープラス鯖江店 リアン

市民ホールつつじ 春江病院 カラープラス武生店 ヘアーラシーヌ

鯖江観光協会 ユトリ珈琲福井和田店 カラープラス敦賀点 マーシュノア

鯖江市文化の館 オートバックス福井北店 hair＆make peace 洋菓子店コロンバ本店

福井銀行大和田支店 セルフプラザ新田塚ＳＳ ATTEND by peace 星乃珈琲店　福井江守店

福井銀行本店 セルフプラザ福井インターＳＳ HYBRID SALON peace 星乃珈琲店　鯖江神明店

桜木図書館 セルフプラザつくし野ＳＳ Hair make Elparaiso　成和店 NEW★STAR!福井店
福井市立郷土歴史博物館 セルフプラザ新日光ＳＳ Hair make Elparaiso　鯖江店 ユニフォームネクスト

越前市観光交流推進課 セルフプラザ新日光ＳＳ Hair make Elparaiso　森田店 益茂証券株式会社　本店

勝山市役所　にぎわい推進室 セルフプラザふくいＳＳ Hair make Elparaiso　社店 益茂証券株式会社　大野支店

越前町役場 セルフプラザわかすぎＳＳ Hair make Elparaiso　武生店 益茂証券株式会社　鯖江支店

越前鉄道　福井駅 セルフプラザしみずＳＳ コメダ珈琲　二の宮店 益茂証券株式会社　坂井支店

鯖江市役所 セルフプラザさばえＳＳ コメダ珈琲　木田橋通り店 aキューブ
あわら市役所　２階 セルフプラザたけふＳＳ カフェ コロラド 福井駅店
福井市美術館 あおいＳＳランド音楽堂前店 フラッフィー パンケーキ アオッサ店
福井市役所1階 EneJet サンドーム SS サンロード

福井市保健所 花月ＳＳ rashicu
道の駅越前 まちやSS
道の駅パークイン丹生ヶ丘 アップルしんめいＳＳ

越前焼の館 イーグルステーション敦賀ＳＳ

越前町観光連名 昭和町SS
福井市観光協会 セルフ勝山バイパスＳＳ

子育て支援センター　あわら市 ニシムラカフェ本店

エコライフプラザ　1階
本町通り地下駐車場

ビアンモア

南越前町役場観光まちづくり課

福井県地下駐車場

福井市地下駐車場

ヤスサキ羽水店

ヤスサキ江守店

ヤスサキ松本店

サカエパーキング1階～5階
アップルビル

新栄商店街

LOFT
テアトルサンク


