


木古内町
末廣庵

木古内町字本町237
TEL.01392-2-2069
9：00～18：00営
年中無休定

創業当時から製造している
「孝行餅」は、醤油味のクルミ
入りゆべし。80年以上変わら
ぬ素朴な味が人気です。

宿 きたかい

木古内町字大平23-13
TEL.01392-2-5222
9：00～18：00営
火曜日定

はこだて和牛をじっくり煮込
んだ特製スープをベースに、
特製のデミグラスソースで増
したコクと風味が自慢のカ
レーを味わって下さい。

久上 工藤商店

木古内町字札苅214
TEL.01392-2-2312
9：00～19：00
（日曜は9：00～18：00）
営

第1・3日曜日定

手造りにこだわり、一本一本ていね
いに筋切をしているため、肉の柔ら
かさと、肉の旨みを引き出す秘伝の
タレが特徴のジンギスカンです。

知内町
ユートピア和楽園  知内温泉旅館

知内町字湯の里284
TEL.01392-6-2341
7：00～20：30営
年中無休定

約800年の北海道最古の温泉
旅館。自然湯出の5ヵ所の源
泉、津軽海峡の海の幸と山菜
料理を楽しめます！

福島町
吉岡温泉 ゆとらぎ館

福島町字吉岡303
TEL.0139-48-5955
10：30～21：30営
月曜日（月曜日が祝日のときは
翌日）

定

杉と檜づくりの露天風呂など、クア
ハウス感覚の8タイプのお風呂があ
り、窓外の川のせせらぎ等、四季を
鮮やかに感じられる温泉施設です。

道の駅 横綱の里ふくしま

福島町字福島143-1
TEL.0139-47-4072
9：00～17：00営
月曜日（月曜日が祝日のときは翌日）・
1～3月は日曜日・12/30～1/4

定

生産量最大級のまち福島町の
「するめ」も販売。朝獲れた新鮮
な生イカを使用し、肉厚で味が
凝縮されているのが特徴です。

江差町
山田菓子舗

江差町字姥神町79-1
TEL.0139-52-0302
8：30～19：00営
日曜日定

一つひとつ丁寧・丹念に作られた
大福。甘さ控えめの餡とモチモチ
食感が人気です。定番の味の他、
1月末頃からは売り切れ続出大人
気の「苺大福」が販売されます。

乙部町
富貴堂

乙部町字緑町131
TEL.0139-62-2024
8：00～19：00営
日曜日、年末年始（12/31～1/3）定

地元特産品食用ゆり根だけを
使用した餡をたっぷり詰めた
ゆり最中が人気。上品な甘さ
が特徴です。

道の駅 ルート229元和台

乙部町字元和169
TEL.0139-62-3009
8：30～18：00営
年末年始（12/30～1/3）定

魚つきの森で採れる天然の蜂
蜜がオススメ。独特の風味と
自然味豊かでマイルドな食感
です。

厚沢部町

釧之助 乙部店

乙部町字館浦494-2
TEL.0139-62-5500
9：00～18：00営
年末年始（12/31～1/3）定

釧路産すけそうの旨味を凝縮
した揚げ天。揚げたてアツア
ツでいろんな味が愉しめる逸
品揃い。

泰安丸漁業部直売所

乙部町字元町520
TEL.0139-62-3759
9：00～16：00営
不定休定

一本づつ丁寧に手で加工し、
天日干しにより仕上げたほっ
けの開きをぜひ。上質な味が
楽しめます。

厚沢部菓子工房  KURAYA

厚沢部町本町90-2
TEL.0139-64-3103
8：00～19：30営
日曜日定

厚沢部町名産の黒豆を使った
せんべいやロールケーキをは
じめ、和洋のお菓子がずらり。
お土産としても大人気です。

（有）前井食堂

厚沢部町本町45-7
TEL.0139-64-3053
11：00～15：00、17：00～19：30営
日曜日定

地元民に愛され続ける理由は
「何でも手作り」。自家製ルー
のカレーライスや自家製麺の
ラーメンなど、ここにしかな
い味わいの逸品ばかりです。

手打ちそば処 滝野庵

厚沢部町滝野517-1
TEL.0139-67-2126
11：00～15：00営
不定休、年末年始（12/28～1/4）定

静かな田園風景の中に溶け込
むように佇む手打ちそばの店。
明治時代の古民家を改装した
店内で歴史情緒と地元産のそ
ばの風味を味わってください。

松前町

㈱大久 吉田商店

福島町字三岳8-9
TEL.0139-47-2108
8：00～18：00営
不定休定

干したスルメを使用すること
で、イカの旨味が凝縮され、
イカゴロ（内臓）を使用しない
ため独特な臭みもなく、食べ
やすい塩辛がオススメです。

滝川鮮魚店

福島町字白符590-1
TEL.0139-47-2500
9：00～18：00営
不定休定

滝川鮮魚店イチオシの商品
「ほっけのすり身」は、焼いて
もよし！お味噌汁の具材にし
てもよし！の一品です。

成屋菓子舗

福島町字福島256
TEL.0139-47-2154
8：30～19：00営
日曜日定

福島町出身の「千代の富士」に
ちなんで、作られた「ウルフ力
もち」の店。餅で力士の力強さ、
きなこで土俵を表現した福島
町を代表するお土産です。

たつや菓子舗

福島町字吉岡60
TEL.0139-48-5038
8：30～19：30営
日曜日定

福島町の特産品である昆布を
入れて作った昆布羊羹が人気。
昆布の旨味と羊羹の甘味は非
常にマッチした福島町を代表
するお土産です。

道の駅 北前船松前

松前町字唐津379  TEL.0139-46-2211
9：00～20：00営
10～3月の月曜日定

松前産の本まぐろと根魚のソ
イを、桜の花びらのごとく散
りばめた「海鮮桜華丼」。ソイ
は一匹ずつ丁寧に活〆し、ほ
ど良い脂と歯ごたえがヒラメ
よりおいしいと評判です。

レストラン矢野

松前町字福山123
TEL.0139-42-2525
11：00～21：00営 年中無休定

天然岩海苔をノリ弁のように
段々重ねにした逸品。岩海苔
は人の手で採取されるため、
流通はごくわずか。豊かな磯
の香り・濃い海苔本来の味を
楽しんでください。

松前物産館よねた

松前町字松城57
TEL.0139-42-4545
9：00～17：30営 年中無休定

約40年前、松前の家庭における
カレーは、お肉が高くて、アワ
ビを代用品にしていました。現
在は、とても贅沢なカレー。ア
ワビエキスが濃厚なシーフード
カレーをぜひご賞味ください。

上ノ国町

北前屋

松前町字福山47
TEL.0139-42-2891
9：00～18：00営
日曜日定

「松前」といえば、まさしく松
前漬の「本場」。昆布、スルメ
を醤油だれに漬け込んだ本場
ならではの逸品をご堪能くだ
さい。試食もできます。

北洋堂

松前町字松城64 TEL0139-42-2268
月～土 8：30～18：00
　日　 8：30～17：30

営

木曜日定

松前城がモチーフの最中で、つ
ぶ餡とごま餡の2種類。小豆は
北海道産大納言を使い、4日間
の手間隙を掛けた、雑味のない
すっきりとした甘さが大好評。

イタメシ屋  チャオ

上ノ国町字大留191-19
TEL.0139-55-1539
17：30～22：30営
日曜日定

地元でとれた魚介類を使用し
イタリア風にアレンジした
スープパスタ。他にもピザや
パエリアも人気があり、お持
ち帰りもできます。

木古内町
道の駅 みそぎの郷きこない

木古内町字本町338-14
TEL.01392-2-3161
9：00～18：00（7・8月は19：00まで）営
年末年始（12/31～1/3）定

木古内町の特産品のみならず、
道南西部9町の特産品などが
一堂に集まる道の駅。お土産
品を購入するにはオススメで
す。

スイーツギャラリー 北じま

木古内町字本町330-4
TEL.01392-2-2209
9：00～19：00営
日曜日定

木古内の伝統神事「寒中み
そぎ」にちなんだクッキー。
しっかりと堅焼きのクッキー
に砂糖がかかっています。

知内町
三洋食品（株）知内工場直売所

知内町字元町9-3 TEL.01392-5-6666
8：30～17：00営
日曜日（祝日･土曜日は不定休）定

普段の食卓では口にすることが
できない、一流ホテルやレスト
ランで使用されている業務用ス
モークサーモンを、お求めやす
い個食にして工場直売ならでは
の価格で購入できます。

知内町物産館（道の駅 しりうち )

知内町字湯の里48-13
TEL.01392-6-2270
8：00～18：00営
火曜日（火曜日が祝日のときは翌日）定

人気のおっぱい饅頭は、地元
放牧牛の搾りたてのミルクを
ふんだんに使い、良質な小麦
粉と白餡を素材とした手作り
の本格派のお菓子です。

知内町健康保養センターこもれび温泉

知内町字元町103-2
TEL.01392-6-2323
10：00～21：00営
月曜日（月曜日が祝日のときは翌日）定

森の中にたたずむ「こもれび
温泉」は、四季折々の季節の
移ろいを感じながら、特徴あ
る様々な浴槽をゆったりと楽
しんでいただけます。

かき小屋知内番屋

知内町字重内10-15
TEL.01392-6-7511
11：00～20：00営
月曜日（月曜日が祝日のときは翌日）定

強い甘みと濃厚なコクのプリ
プリなカキがあり、知内町の
特産である、知内ニラ「北の華」
を使った逸品もあります。

上ノ国町
道の駅 上ノ国もんじゅ

上ノ国町字原歌3 TEL.0139-55-3955
  9：00～17：00（物産センター）
11：00～20：00（レストラン）

営

月曜日（月曜日が祝日のときは翌平日）定

1階は地場産の農水産物販売。
いちごジュースがオススメ。
2階レストランは地元漁師から
仕入れた肉厚ひらめの「てっ
くい天丼」が大人気。

食事処  郷（上ノ国国民保養センター内)

上ノ国町字湯ノ岱517-5
TEL.0139-56-3255
11：00～18：30営
第1、第3月曜日定

町民にも人気の湯ノ岱温泉で
旅の疲れを癒やした後は、出
汁が効いた温かい「にしんそ
ば」をお召し上がりください。

江差町
江差追分会館・江差山

や

車
ま

会館

江差町字中歌町193-3
TEL.0139-52-0920
9：00～17：00営
年末年始（12/31～1/5）
11月～3月は月曜日・祝日の翌日

定

江差発祥の「江差追分」の歴史や、本
場の追分が聴けます。370年余りの
歴史を誇る姥神大神宮渡御祭の紹介
や、迫力満点の山車（ヤマ）の展示も。

開陽丸記念館

江差町字姥神町1-10
TEL.0139-52-5522
9：00～17：00営
年末年始（12/31～1/5）
11月～3月は月曜日・祝日の翌日

定

幕末にオランダで建設され、江差沖で
座礁沈没した軍艦「開陽丸」を実物大で
復元。幕末志士達の当時の再現や、引
揚げられた遺物が展示されています。

Café&Sweets 壱番蔵

江差町字姥神町42-3
TEL.0139-52-5789
10：00～18：00営
不定休（基本は水曜日）定

人気のシフォンは甘酸っぱいイチ
ゴやラズベリー、ちょっぴりビ
ターな生キャラメルなど常時3品
を販売、ふわふわながらしっとり
とした不思議な食感が楽しめます。

ぱんや Becky

江差町字姥神町90
TEL.0139-56-1115
8：00～売切れまで営
火曜日、第1・3月曜日定

濃厚なコーヒー味のあん入りで好
評の「コーヒーあんぱん」。生地に
もコーヒー豆を練りこんでいて、
ひとくち食べるたびに良い香りが
口いっぱいに広がります！

厚沢部町
うずら温泉 中国料理  彩風塘

厚沢部町鶉町853 TEL.0139-65-6366
入浴 11：00～21：00
レストラン 11：30～14：00、17：00～21：00

営

月曜日（月曜日が祝日のときは翌日）定

お城のような外観のうずら温泉
施設内にある、本格中国料理レ
ストラン。地場の野菜と近海の
海の幸をたっぷりと使った広東
料理を堪能できます。

道の駅 あっさぶ

厚沢部町緑町72 TEL.0139-64-3738
5月～10月 8：30～18：00
11月～4月 9：00～17：00

営

12/30～1/5定

地場産野菜や加工品など地
域の特産品が揃うアンテナ
ショップ。名産のメークイン
の揚げたてホクホクコロッケ
も見逃せません。

奥尻町
北の岬 さくらばな

奥尻町字稲穂108  TEL.01397-2-3630
8：30～17：30営
不定休（冬季休業）
（開店期間 4月下旬～10月末）
定

奥尻島の奇岩「なべつる岩」の形に
ご飯が盛り付けられ、あわびがま
るごと一個入った贅沢なシーフー
ドカレー。ほかにも島の母さん達
の手作りおみやげ品もあります。

フェリーターミナル２階 辻みやげ店

奥尻町字奥尻
奥尻フェリーターミナル2階
TEL.01397-2-3237
5～9月 5：30～17：30
10～12月 6：00～17：00
1～4月 7：00～16：00

営

無休定

奥尻島で人気No.1マスコットうに
まるくん！グッズ、その他うにま
るくんのお菓子など豊富に品揃え。

奥尻湯ノ浜温泉 ホテル緑館

奥尻町字湯浜300
TEL.01397-3-2811
日帰り入浴 12：00～20：00営
無休（冬季休業）
（開館期間 4月下旬～11月中）
定

心の中の時計をはずして過ご
す贅沢な場所、人の心をのび
やかにする奥尻秘島の湯。

奥尻ワイナリー

奥尻町字湯浜300
TEL.01397-3-1414
9：00～17：00営
5～11月 無休
12～4月 日曜

定

日本海の潮風を受けて天然ミ
ネラル豊富に育ったブドウで
醸造された、奥尻の個性を感
じる味わい深いワインです。

料理宿 宮寿司

上ノ国町字大崎11-3
TEL.0139-55-1005
食事処 11：30～20：00
　宿　 16：00～翌9：00

営

不定休定

地元の魚・旬の魚をつかった
にぎり寿司を提供する民宿兼
お寿司屋さん。たまに珍しい
魚も食べられます。

旅館 よ志栄
その日前浜で獲れた新鮮な魚
介類と季節の野菜類で作った
四季折々の料理が特徴です。

上ノ国町字上ノ国281-5
TEL.0139-55-2078
チェックイン 15：00
チェックアウト 10：00

営

不定休定




