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営業時間については、西武福井店ホームページをご覧ください。

西武福井店 郵便番号910-8582 福井市中央1-8-1 電話0776(27)0111大代表

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、臨時休業や時間を変更して営業する場合がございます。また、各種催しやサービスの中止や延期、商品の入荷遅延や

販売中止、価格変更が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。

SEIBU  FUKUI  INFORMATION  2021  2

2月の西武福井店

※催事場・特別催事場は最終日午後5時閉場、美術画廊は最終日午後4時閉場とさせていただきます。※表示価格は本体価格に10％の消費税額を加えた「お支払い総額（税込価格）」となっております。
酒類を除いた飲食料品（軽減税率対象商品）は、本体価格に8％の消費税額を加えた「お支払い総額（税込価格）」となっております。



コワーキングスペース利用者募集中

駅前に、駅前に、

1.1万1.1万円でオフィスオフィスを
持ちませんか？持ちませんか？

月々

●敷金礼金、共益費、水道光熱費不要
●W i - fi も無料で使える
●会議・打ち合わせも可能
●プリンタ利用可能
　（モノクロ 1枚 5円・カラー 50 円）

駅から徒歩 3分。電車通りにあるダイニング、VESTA の
3階にある、様々な人が空間を共有して自由に仕事ができる
会員制のワークスペースです。

コワーキングスペースとは？

シェアオフィス
メンバー

会場利用料金・・・1,320円 / 1時間

フリーメンバー

専用デスク

ドロップイン

利用時間 利用料金 年会費

あり
※登記可

フリーデスク

フリーデスク

11,000円 / 月

5,500円 / 月

550円 / 2時間

11,000円

5,500円

不要

終日利用可

9:30～16:30
※時間外応相談

（税込）
コワーキングスペース利用料金

TEL : 0776-50-3578（平日 9:30 ～ 16:30）　　
福井市中央 1-9-24 福井中央ビル 3 階

（一社）福井県まちづくりセンター・（一社）EKIMAE MALL

福井県まちづくりセンター コワーキングスペース
★

●

福井県庁市役所

西武
なか卯 ハピリン

JR
福井
駅

エキマエモールの事務所も 一緒にお引越しします

残り

３枠



福井駅前で行われるイベントに限り、
掲載無料で紹介させていただきます。

枠の数に限りがありますので、
公共性の高いイベントを優先させていただきます。

掲載はこちらまでご連絡ください。
▶ press@ekimaemall.jp

催し物　　　　　　 場所・問い合わせ

駅前イベント情報 2 月駅前イベント情報 2 月
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催し物　　　　　　 場所・問い合わせ

銀河鉄道の夜~朗読とピアノで
贈る宮沢賢治の世界〜

1/30
福井出身のナレーター岡田健志さんの朗読と、同
じく福井出身のピアニスト滝口天音さんのピアノ
演奏で、幻想的な宮沢賢治の世界をお届けします。
一般 2,000 円 / 高校生以下 1,000 円 /
親子ペア 2,500 円

19:00〜20:30（18:00開場）
福井県県民ホール
アオッサ8階

福井県県民ホール

0776-87-0003 

A

問

土

青年講座おかしづくり
「バレンタインに

むけたスイーツ」
13

対象：福井市在住・在勤・在学の
　　　18歳から44歳までの方
定員：12 名　申込：1/7 ～受付（先着順）
参加費 800 円

14:00～16:00 アオッサ6階
調理実習室

福井市中央公民館

0776-20-5459

A

問

土

市民活動を応援する
助成金事業合同説明会

14

地域や社会のための活動に応える助成金制度の合
同説明会を開催します。
定員：25 名　申込み：1/7 ～受付（先着順）
参加無料

13:00～16:00
ハピリン4階

福井市総合
ボランティアセンター

0776-20-5107

B

問

日

子育てパパカレッジ・
おとうさんとボードゲームを
作ってあそぼう
ボードゲームを作り、いろいろなボードゲームで
も遊びます。対象：小学 1 年生～ 3 年生までの子
とその男性保護者 ( 市内在住または在勤 )
定員：6 組 ( 抽選 ) 申込締切 2 月 4 日㈭
講師 / ちゃがちゃがゲームズ 代表  川口 洋一郎氏
参加費：無料

10:00～11:30 アオッサ6階
工作実習室

福井市男女共同参画・
子ども家庭センター

0776-20-1537

A

問

ハピリンモール★
アマビエ祈願祭
～コロナ終息を願って～
ハピテラスにかわいいペンギンが登場！！ご家族の
この冬の思い出に写真撮影スポットを設けます。
また、県内各地からラテアートなどのワークショップや、
期間限定のアマビエ神社が登場！みんなでコロナ
の終息を願いましょう！参加費：無料
※ワークショップ・絵馬等については館内にて
お買い上げ金額2500 円以上でそれぞれプレゼント

11:00~16:00

ハピテラス

ハピリンモール㈱

0776-20-2020

B

問

星空の時間
バレンタイン特別 ver．「宇宙の
中心で♡をささやく」投映！
バレンタインデーの星空を、普段よりもゆったりと、
そしてささやきながらご紹介します。バレンタイ
ンデーにあたたかい星空の下でのんびりと星を眺
めて、すてきなひとときを過ごしませんか？
通常料金・定員 60 名・10 時から先着順に販売

16:00～16:45

セーレンプラネット
ドームシアター

セーレンプラネット

0776-43-1622

B

問

青年講座大人のたしなみ
「コロナと上手に向き合う

ストレスマネジメント」
17

対象：福井市在住・在勤・在学の
　　　18 歳から 44 歳までの方
定員：12 名
申込：1/7 ～受付（先着順）
参加費 200 円

19:00～20:30

アオッサ6階
研修室603

福井市中央公民館

0776-20-5459

A

問

水

青年講座ボディメンテナンス
「ゆったりヨーガ」

18
対象：福井市在住・在勤・在学の
　　　18 歳から 44 歳までの方
定員：12 名
申込：1/7 ～受付（先着順）
参加無料

19:00～20:30
アオッサ6階
和室ＡＢ

福井市中央公民館

0776-20-5459

A

問

木

オンライン
リスクマネジメントセミナー
ボランティアを受け入れる際のリスク特定方法、
予防対策などを講義とグループワークで学びます。
対象：ボランティアを受け入れている
　　　施設や団体の担当者
定員：30 名
参加無料　申込：1/6 よりメールで受付（先着順）

13:30～16:00

ウェブ会議ツール
「Zoom」を利用

福井市総合
ボランティアセンター

0776-20-5107　
volunteer
@city.fukui.lg.jp

問

暮らしの無料相談会20
暮らしの中のお困りごと・相談したい小さな出来
事を気軽にお話下さい。また、高齢者・障がい者・
外国人の方等においてもお困りごとを無料で相談
いただけます。無料相談会

13:00〜15:00 ハピリン２階
エスカレーター前広場

ボランティアハッピー
21代表・坂谷公文

090-2030-2522

B

問

土

絵本読み聞かせ
ボランティア講座

21
13:30～15:30

ハピリン4階
福井市総合
ボランティアセンター

福井市総合
ボランティアセンター

0776-20-5107

B

問

日

はぴりんまるしぇ27
毎月恒例のはぴりんまるしぇ！！今年度も毎月開催
致します。手作りの雑貨やアクセサリー、スイーツ
などを販売。　★出店者の方も募集しています！
お気軽にお問合せください！参加無料

11:00～16:00
ハピリン2階
催事場

ハピリンモール㈱

0776-20-2080

B

問

土

～市民活動のための～
AED・救命講習

28
緊急時に適切な処置ができるように、AED・救命処
置を学びます。
定員：12 名　対象：市民活動に関心のある方
参加無料　2/2 より受付（先着順）

10:00～11:30

ハピリン４階
福井市総合
ボランティアセンター

福井市総合
ボランティアセンター

0776-20-5107

B

問

日

マスクの着用、手指の消毒、
検温等を実施。

ボランティアアカデミー
ものづくりコース

10
がんと闘う人への理解を深め、「ものづくり」を通
して病気と闘う人を支える活動をしてみませんか？
対象：がん患者やその家族のケア・
　　　サポートに関心のある方
定員：20 名　　参加無料
1/7 より電話、FAX または E メール受付（先着順）

13:30～15:30 ハピリン４階
福井市総合
ボランティアセンター

福井市総合
ボランティアセンター

0776-20-5107

B

問

マスク着用、手指の消毒、
検温等を実施。

マスク着用。感染症流行を
踏まえた救急蘇生法に
のっとって行います。

マスク着用、手指の消毒、
検温等を実施。

子どもの年齢に応じた絵本の選び方や持ち方、
声の出し方などを学びます。対象：絵本読み聞か
せボランティアに興味のある方。
定員：15 名（先着順）　申込み 2/2 ～受付
参加無料

17
24
3/3

28
日

・

・

・

・

イベント掲載無料イベント掲載無料



福井市にぎわい交流施設　　TEL0776-20-2901 福井市にぎわい交流施設　　TEL0776-20-2901

Pulse Du 結成 10 周年
第１弾コンサート
Pulse Du 結成 10 周年
第１弾コンサート

春風亭昇太
落語　独演会
春風亭昇太
落語　独演会

Marimba　＆　Percussion　Duo
演奏：平岡愛子、山崎智里
10周年を迎え、さらに息の合った
2人ならではのステージを、お見逃しなく!!
映像とのコラボレーションあり！

間もなく迎えるハピリンホール５周年を記念し、
新作・古典問わず高い評価を得ている
落語家・俳優の春風亭昇太師匠の独演会を開催。

全席指定：一般4500円
高校生以下は、当日学生証提示で
500円キャッシュバック。前売：一般3000円、学生1500円

2月 13日（土）
開場13：15 
開演 14：00
会場：ハピリンホール

２月28日（日）
開場：13：00
開園：14：00
会場：ハピリンホール

駅前 Topics
＼ 駅前の気になる情報、オススメ情報をピックアップ!! ／



お得なクーポン大集合！

猫カフェ 猫魔女

福井市中央 1丁目 14-11
営業：11:00 ～ 19:00 ( 最終入店 18:00 ) 休：火・木曜日
野尻明美 展示 福井市指令生衛第 15E008 号 令和 2年 8月 4日 令和 7年 8月 3日

●2021.2 月末迄　●会計時提出　●他サービス券併用可

大人の方  200 円

　　　　　  　高校生の方 100 円　のサービス券進呈

☎090-2036-9082１

菜郷

福井市中央 1-5-9　　営業：月～木、日祝11:00～
14:30(L.O.14:00) 17:30～ 23:00/ 金土、祝前日 11:00～
14:30(L.O.14:00) 17:30～翌 0:00(L.O.23:00) 休：不定休

●2021.2 月末迄 ( 昼限定 )　●会計時提出　●他サービス券併用可

お造り定食        300 円引き    または
ロースカツ定食       200 円引き　　      

☎0776-27-78204

越前蕎麦倶楽部

福井市中央 1-10-21　
営業：11:00 ～ 14:00　
休：月・火曜日

●2021.2 月末迄　●注文時提出　●他サービス券併用不可

お食事された方 その日のそばスイーツ プレゼント

☎050-3637-3101６

マギーズ ・ ファーム

福井市中央 1丁目 21-36　
営業：11:00 ～ 18:00
休：水・日祝

●2021.2 月末迄　●注文時提出　●他サービス券併用不可

ひよこ豆のカレードリンクセット 950 円 を
ご注文のお客様に 食後のジェラート プレゼント

☎0776-27-15352

菜郷

福井市中央 1-5-9　　営業：月～木、日祝11:00～
14:30(L.O.14:00) 17:30～ 23:00/ 金土、祝前日 11:00～
14:30(L.O.14:00) 17:30～翌 0:00(L.O.23:00) 休：不定休

●2021.2 月末迄 ( 夜限定）　●会計時提出　●他サービス券併用可

2 時間飲み放題 5,000 円コース を
ご注文のお客様は 1,000 円 引き     

☎0776-27-7820４

Cafe sumu

福井市中央 1-10-22  営業：11:30～ 18:00(L.O.17:00) 
金・土曜日 11:30 ～ 22:00(L.O.21:00)　
休：毎週火曜日

●2021.2 月末迄　●会計時提出　●他サービス券併用不可

☎0776-30-0567７

越前海鮮屋

福井市中央 1-10-8
営業：月～木 17:00 ～ 24:00   金土連休 17:00 ～ 24:30
休：日祝（連休の場合営業）

●2021.2 月末迄　●会計時提出　●他サービス券併用不可

お会計から 10％off 
現金支払いで、 さらに 2％off

☎0776-63-55573

シンシアリリィ

福井市中央 1-9-26　
営業：11:30 ～ 14:30(L.O.14:00)
休：火・水曜日（水曜日は不定休）

●2021.2 月限定　●注文時提出　●他サービス券併用不可

ランチご注文の方 デザート +300 円が無料

☎0776-22-2488５

アン ・ ドゥ ・ からだ療房

福井市中央 1-9-29　エコライフプラザ 1F
営業：9:00 ～ 17:00　
休：毎週日曜日　※予約優先

●2021.2 月末迄　●会計時提出　●他サービス券併用不可

 1,000 円引き

☎090-3885-2495８

はさみで切ってお店に提出してね！

※お一人様 1回限り
整体

60 分 3880 円⇒

●
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福井市中央 1-9-29　エコライフプラザ 1F
営業：9:00 ～ 17:00　
休：毎週日曜日　※予約優先

●2021.2 月末迄　●会計時提出　●他サービス券併用不可

 1,000 円引き
※お一人様 1回限り

整体
60 分 3880 円⇒





エキマエで

イベントしたい人を

支援します！

竹本祐司 
役職：( 一社 ) 福井県まちづくりセンター　代表理事

　　　( 一社 ) EKIMAE MALL　代表理事
趣味：サッカー　登山

や
る
か
、
や
ら
な
い
か
。

福井駅前のイベント職人
竹本祐司が無料サポート

2020 年 9 月 1 日
スタート！

福井駅前でイベントを「する方」「し
たい方」、何かお悩みはございませ
んか。
そんなときは、まず弊社にご相談く
ださい。
多数のイベントを手掛けた弊社が、
皆さまのイベントを全面サポート‼
イベントの成功をお手伝いします !!

この事業は、福井市から「まちなかイベントプラットフォーム構築事業」の委託を受けて
一般社団法人ＥＫＩＭＡＥ ＭＡＬＬが実施しております。



エキマエで

イベントしたい人を

支援します！

コワーキングスペース

平日 10:00 ～ 16:00

福井市中央 1-9-24　３階

☎ 0776-50-3578
info@ekimaemall.jp

●
●here

JR
福
井
駅

ハピリン

オンラインでも
相談可能

・UTAGE ・まちフェス ・花花フェスタ ・超フェス 
・酒と肴フェス・こども習いごとフェスタ 
・beautyFES ・美のまち祭・ワールドビアフェスタ
・北の庄珈琲フェス・オールフクイ異業種交流会 
・アートプランターコンテスト

イベント実績 ( 一部紹介 )

1 団体
最大 1 時間

（1 回に付き）

イベントは３つに分けて考えます。
①コンテンツ
②広報
③マネタイズ

この３つがすべてうまくまわれば、
成功し、ずっと続くイベントになります。

①コンテンツ
成功するコンテンツ作りで気を付けたいこ
とは色々ありますが、その１つとして
簡単に伝わる内容になっているかというこ
とです。
イベントを作るときには、たくさんの集客
をしたいから、ついついいろんなものを足
し算しがちですが、大切なのは「シンプル」
さ。
イベントは足し算でなく、引き算を行い構
築して下さい。

②広報
「良いものを作ったら、広報しなくても自然
とお客さんが集まる」という思い込みは捨
ててください。
広報は、コンテンツ作成と同じくらい大切

に、計画的に進めてください。
作ったもコンテンツを、消費者目線に変えて、
2秒で概要が伝わるような分かりやすい販促物
を制作し、それをしっかり届ける事が大事です。
今の時代は、無料で広報できるツールもたくさ
んあります。
イベントの層にあった広報の仕方等、いろいろ
とアドバイスができますので、お気軽にご相談
ください。

③マネタイズ
マネタイズを構築する事で継続する事ができま
す。
良いものを提供しているのであれば、継続して
頂きたいです。
稼ぐためでなく、継続する為にマネタイズ構築
が重要です。
勇気をもって「稼ぐ」を取り入れて頂きたいで
す。

そのほか、デザイン・備品の発注先・金額の相
場・スケジュール作り方等、なかなか聞けない
聞きづらい事でも何でも相談に乗ります。

まずはお気軽にお問い合わせください。

イベントは３つに分け考える

西武

イベントの

コツ



・AOSSA１階入り口

・AOSSA３階

・AOSSA５階

・プリズム福井

・西武新館入口

・福井市地下駐車場

・福井県地下駐車場

・ヤスサキ

　（羽水店・江守店・松本店・新保店）

・サカエパーキング（1 ～ 5 階）

・ガレリアアーケード

・アップルビル

・新栄商店街

・福井銀行本店

・テアトルサンク

　など

【ラック設置箇所】

☎0776-50-3578（平日 10:00 ～ 16:00）

25 か所のラックに 1 カ月設置で

　

16,500円（税込）16,500円（税込）
1 箇所あたり 50 枚。合計約 1250 枚

運営管理：（一社）EKIMAE MALL

詳しく＆申込は

駅前を中心とした
25 か所のラック全てに
チラシを設置します。

25
箇所

エキマエモール

毎月 20 日までにお持ち込みください



映画＆駐車場情報




