
エキマエモール 検索
Photo／Eito Mars　　Place／Kirari　　発行元：（一社）EKIMAEMALL・まちづくり福井（株）　　

オールフクイLINE友達募集
毎月3人に1万円当たる!▶

No.069

1
2023

問 press@ekimaemall.jp

 SEARCH 

月
毎
25 

行
発
日

撡⮬⚏楐ב鷵鍋סفٴأـػ٥ط

駅前でキメよう !



木田
橋通
り

えち
ぜん
鉄道

ハピリン
アオッサ城の橋通り幸橋

福井市役所

JR
福井
駅

福井県庁

A
B

C

西武福井

2

福井駅前のイベント情報は「アソビねっ」にも掲載中！

エキマエモール

イベント掲載をご希望の方は、アソビねっ！のサイトより直接ご入力ください。（無料）
お問い合わせは ▶http://www.asobine.com/

【イベント掲載無料】                                   
福井駅前で行われるイベントに限り、掲載料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。 
ご連絡はこちらにお願いします▶press@ekimaemall.jp
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お年玉企画第 1弾
「駐車料金割引サービス」

【初イベント！限定企画】
ハピリンからのお年玉として、2500円以上の飲食・
お買物をされた方に「駐車料金割引券」をプレゼント！

0776-20-2080

ハピリンモール
テナント会事務局

　　　　　  11:00~/14:00~」汁にか「 弾2第
ふるまい（無料・先着順）

ハピリン１Fハピテラスのハピリンク脇にて元旦と2日
の2日間のみ「かに汁」をふるまいます。
（11時～、14時～）整理券配布：各開始1時間前に配布

ハピテラスB

問料金：無料（1000名様限定※予定）
マスクの着用 , 手指消毒 , 座席間の空間確保

11
22月月

~~

0776-20-2080

ハピリンモール
テナント会事務局問

　　　　　 11:00~19:00第 3弾「年末年始大抽選会」
ハピリン年末年始大抽選会が今年は飛び切りBIGに

円」「越前せいこがに５杯セット」「越前かに堪能コース
ペアご招待券」

ハピリン2階　
エスカレーター前広場

B

問ハピリン全館にて12/28より抽選券を配布、2500
円毎に1回ガラガラ抽選会に参加できます。
マスクの着用 , 検温の実施 , 会場の換気

11
22月月

~~

info@machidukuri.fukui.jp

竹本
問

　　　　　 各店舗によるオールフクイの特別限定企画
PREMIUM11

Instagramアカウント「FUKUIイベント＆ショッピング
情報～オールフクイ～」フォローされた方に限定特典
がもらえるチャンス！1万円相当のものや、オールフクイ
＆駅前商店の企画参加でもらえる特典など盛り沢山！

AUBE、ときなる、
ビアンモア、canade、
ハイディングプレイス

問参加費：各店舗ごと。詳しくは「オールフクイプレミア
ム11」を検索！

88
2929

~~

                                   

0776-20-2901

福井市にぎわい
交流施設問

　　　　　  14:00~16:30新春能舞台初め
年頭の能舞台初めとして、プロの能楽師による演目の
披露や和楽の共演などを行います。今年は、子ども馬鹿
ばやしも登場！

ハピリンホールB

問入場無料
マスクの着用 , 手指消毒 , 検温の実施

44水水

                                   

mazeelcr@gmail.com
hometownproject問

　　　　　  開場 18:30 開演 19:00hometown live
「林以樂（リン・イーラー）JAPAN TOUR 2023～in 
the mood of Taipei～ in 福井」
オープニングアクト：The JONGHA

ハピリンホールB

問4000円　※但し福井県民は2000円
マスクの着用 , 手指消毒 , 検温の実施

1313金金

                                   

0776-50-3578

エキマエモール

問

　　　　　  13:00~16:30まちなかイベント設計
ワークショップ

イベント開催について一緒に考えるワークショップ。
プロが実例を交えながら、アイデアを実現に導きます。
1月10日～申し込み開始、先着20名限定

OOTEⅢ
（オオテサード）

C

問！索検で」ルーモエマキエ「）込申要（料無費加参
マスクの着用 , 手指消毒 , 会場の換気 , 座席間の空間確保

3030月月

                                   

0776-30-0330
まちづくり福井㈱問

　　　　　  18:30~19:30

　　　　　  19:40~20:40
ボディメイクLESSON in ハピリン
心と身体を整える週1回のメンテナンス時間をつくりま
せんか？ヨガ初心者でも大丈夫！インストラクターが優
しくサポートします。各講座定員15名

ハピリン4階
リハーサル室

B

問各講座10回12,500円（税込み）体験1,500円
手指消毒 , 座席間の空間確保

1010火火

2828火火
3/3/

~~

                                   

0776-20-5107

福井市総合ボランティ
アセンター問

　　　　　  9:00~21:00防災とボランティア週間パネル展
『阪神・淡路大震災』を契機に設けられた「防災とボラン
ティア週間」にあわせ、災害の記録写真や、災害ボラン
ティア活動紹介等のパネル展を開催します。

福井市総合ボランティ
アセンター
(ハピリン4階)

B

問入場無料
マスクの着用 , 手指消毒 , 会場の換気

1414土土
2222日日

~~

                                   

0776-20-5459
福井市中央公民館

問

　　　　　  14:00~16:00青年講座　みんなでワクワク
チョコレートスイーツづくり

○福井市内在住・在勤・在学の16歳～44歳の方
○定員15名
○申込締切12/27

アオッサ6階　
調理実習室

A

問参加費500円
マスクの着用 , 手指消毒 , 検温の実施 , 会場の換気 , 
座席間の空間確保

1414土土

cyuou-k@mx1.fctv.ne.jp

PICK UP

☎0776-20-2080ハピリンモールテナント会事務局

12/28～1/2まで

場所　ハピリン1,2F 各テナント　営業時間　7:00~23:00

問

2023

※数量限定配布



NEW SPOT

福井市中央1丁目 21-31SHIMA
営 休 不定休（日～木曜日）12:00~20:00
（金・土曜日）12:00~22:00

☎070-9068-1201

昼間からコーヒーと日本酒・焼酎などのお酒を楽しめるお店。映画
前や待ち合わせ前にスペシャルティコーヒーとデザートを。1 人飲み
や飲み会前の0次会としてお酒を嗜むのも良し◎。フード持ち込み可。

12.1OPEN

NEW SPOT

福井市中央1丁目19-22スピーガービル1階＆2階
抹茶庵福井中央店

営 休 火曜日9:30~19:00☎0776-28-0337

抹茶スイーツ専門店「抹茶庵」が福井中央にオープン！今まで山中
店限定だったドリンクやイートインもお楽しみいただけます。インス
タグラムで新メニューも順次紹介！ぜひチェックしてみてください♪

11.5OPEN

次回ガラポン開催日：3月4日（土）5日（日）
ガラポンは5スタンプで1回分まわせます。
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2023 年、どんな年にしたいですか？

一番最初に目についたカードを覚えて、

覚悟がある方だけ、右ページにすすんでください。
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映画＆駐車場情報
テアトルサンク　    ☎0776-23-2706
http://www.theatrecinq.jp/
サカエパーキング　☎0776-23-0466



「イベント開催って、難しそう…」そうお考えの皆さん、ぜひ参加してみてください！
イベント開催に向けてのあれこれを、１つずつ紐解きながら、みんなで一緒に考えてみるワークショップです。

イベント開催のプロが、実例を交えながら皆さんのアイデアを実現に導きます。

０

対象

申込
方法

OOTEⅢ（オオテサード）

イベント開催を考えている。
イベントをいずれ自分で開きたい。
イベントのお手伝いがしたい。

対面20名・オンライン無制限

申込期間 :1/10　 ~27　 まで
下記のＱＲコードもしくは
「まちなかイベントプラットフォーム」で検索！

ワークショップで何するの？

（一社）地域フロンティア
ラボラトリー　副理事長

中川　陽如
（一社）EKIMAE MALL　専務

中谷　香澄

「イベントって何から始めるの？」そんな方のための、いつでも無料相談窓口はこちら▶　

OOTEIII

中央公園ホテル
フジタ

市役所

地域ブランドデザイン’ 代表

会場

日時 定員

まちなか

予算ゼロ
でも出来る！

主催　：福井市
事務局：まちなかイベントラボ（一般社団法人　地域フロンティアラボラトリー、一般社団法人EKIMAE MALL）

福井市大手3丁目13-1
福井市企業局１階

《講師紹介》

1/30月
月 金

13:00 16:30

前回参加者の声
・場所や料金など知りたかったことが聞けた
・イベント支援制度が意外とたくさんある事が分かった
・客観的に対応することの大切さに気付けた
・主軸をぶらさないために、コンテンツや内容を削る考
　え方が新鮮だった


