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観光スポット
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開陽丸記念館

●開陽丸記念館●

江差町字姥神町1-10　☎0139-52-5522

9:00～17:00（券販売は16:30まで）4～10月は無休、

11月～3月は月曜・祝日の翌日休館、休館日 12月31日～1月5日

入館料／大人500円、小・中・高生250円　P有

幕末にオランダで建造され、明治元年に

江差沖で座礁、沈没した開陽丸を平成2

年4月に実物大で復元。引き揚げ作業で

発掘された遺物およそ33,000点の内、

約3千点が展示されています。大砲の発

射音や操船シミュレーションなどの体験

コーナーも人気です。

▲戊辰戦争中に榎本武揚らを乗せて活躍した

開陽丸を復元しました。

MAP B

02

かもめ島

●かもめ島●

江差町字鴎島

☎0139-52-1020（江差町役場）

海抜30m、周囲2.6kmの美しい自然の小

島は、まさに江差のシンボル。瓶子岩（へ

いしいわ）や西崖に見られる千畳敷など、

見どころがいっぱいです。また、毎年7月に

行われる「江差かもめ島まつり」には、町

内外から多くの人々が訪れます。

▲檜山道立自然公園の特別区域に指定されて

おり、散策路が整備されています。

MAP B
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旧関川家別荘

●旧関川家別荘●

江差町字豊川町55　☎0139-52-4220

9:00～17:00(4月～10月無休･11月～3月休館)

入館料／大人100円、小・中・高生50円　P有

江戸時代から明治30年代まで、江差で

様々な商売を営んでいた関川家の別宅と

して、江戸時代末から明治時代初めに建

てられました。蔵の中では、関川家に伝

わった調度品を展示しています。

▲町指定有形文化財である建物は昭和61年

度に修復が完了し、一般に公開しています。

MAP B
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江差追分会館・江差山車会館

●江差追分会館・江差山車会館●

江差町字中歌町193-3　☎0139-52-0920

9:00～17:00　月曜・祝日の翌日・12/31～1/5休館（ただ

し4/1～10月末日までは無休）入館料／大人500円、

小・中・高生250円　P有

江差追分の体験教室のほか、4月29日か

ら１０月末まで１日３回江差追分と北海道

民謡の実演を実施。併設の「江差山車会

館」では姥神大神宮渡御祭で町を巡行す

る１３台の中から２台を展示。１５０インチの

大型スクリーンで祭りの賑わいと興奮の様

子を、迫力ある映像で再現しています。

▲「追分の殿堂」として追分資料館・伝習演示

室・追分道場なども備えています。

MAP B

01



観光スポット
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いにしえ街道

●いにしえ街道●

江差町字中歌町～姥神町～津花町

☎0139-52-1020（江差町役場）

江差町は明治初期まで、北前船によるニ

シン漁とその取引、そして檜材交易で栄

えたまち。その栄華を誇った問屋蔵や商

家、町屋などの建造物がそのまま残され

ており、「いにしえ街道」は歴史の香り漂

う街並として整備されました。

▲情緒あふれる街並として、歴史的建造物を後

世に伝えています。

MAP B
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旧中村家住宅

●旧中村家住宅●

江差町字中歌町22　☎0139-52-1617

9:00～17:00　4月～10月は無休

11月～3月は月曜日・祝日の翌日休館

入館料／大人300円、小・中・高生100円　Ｐ無

明治20年代はじめに近江商人の大橋宇

兵衛が建てた商家。越前石を積み上げ

た土台に、ヒノキアスナロ(ヒバ)を主材料

にした切妻造りの二階建ての建物で、江

差の商家建築の代表的な造りを見ること

ができます。

▲建物は国指定重要文化財で、ニシン漁全盛

時代を今に伝えています。

MAP B
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旧檜山爾志郡役所（江差町郷土資料館）

●旧檜山爾志郡役所（江差町郷土資料館）●

江差町字中歌町112　☎0139-54-2188

9:00～17:00　4月～10月は無休

11月～3月は月曜日・祝日の翌日が休館

入館料／大人300円、小・中・高生100円　Ｐ有

北海道庁の出先機関である郡役所と警

察署の業務を執り行う建物として、明治

20年に建てられました。北海道の有形

文化財に指定されています。現在は江差

郷土資料館として使われ、展示で江差の

歴史文化を知ることができます。

▲明治時代の貴重な建物。壁や天井には華麗

な布クロスが復元されています。

MAP B

08

真宗大谷派江差別院
（東本願寺）

●真宗大谷派江差別院（東本願寺）●

江差町字中歌町169　☎0139-52-0069

真宗大谷派（お東）の別院で道内屈指の

木造建築寺院です。山の中腹にあり百八

段の階段を上がり山門を入ると、重厚な屋

根瓦の本堂があります。１５間四面、周囲１．

５ｍの柱が支える虹梁など往時の江差の隆

盛と門徒の篤い信仰心を象徴しています。

▲建立以来、3度の火災に見舞われましたが、

現在の建物は明治24年に落成されました。

MAP B
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観光スポット
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姥神大神宮

●姥神大神宮●

江差町字姥神町99-1

☎0139-52-1900

言い伝えでは建保4（1216）年又は文安

4（1447）年に折居姥の創建とされてお

り、津花町より正保元（1644）年に現在

地へ移転しました。「正一位 姥神大神宮」

号を光格天皇より勅許された北海道最

古の神社で、毎年8月には歴史と伝統を

誇る道内最古の祭りが盛大に行われま

す。

▲毎年8月に「江差・姥神大神宮渡御祭」が開

催され、御神輿や山車がまちを練り歩きます。

MAP B

12

横山家

江差で明和6（1769）年から漁業・商業・

回漕業を営んでいた横山家。北前船に

よって交流が深かった京都文化の香りを

今に残し、鰊漁全盛期に使われていた民

具や生活用具を展示しており、当時の暮

らしぶりが伺い知れます。※現在休館中

のため、外観のみ見学できます。

▲昭和38年に北海道文化財に指定され、多く

の観光客が訪れます。

MAP B

11

江差町会所会館

●江差町会所会館●

江差町字中歌町76-1

☎0139-52-1020（江差町役場）

9:00～16:00　4～10月は無休、11～3月は閉館

入館料／無料　P有

いにしえ街道における拠点施設のひと

つ。江差町役場本庁舎として使用され、

平成13年4月に江差町会所会館として

建て替えられました。歴史的意味はもちろ

ん、町民による自治行政の歩みを象徴す

る記念建造物としても貴重な建物です。

▲江戸時代に建設された当時の外観に戻し、

使用できる部材は再利用しています。

MAP B

9

法華寺

●法華寺●

江差町字本町71　☎0139-52-0355

9:00～17:00　不定休

入館料／大人300円、小・中学生150円

大永元（1521）年に上ノ国・勝山に創立

され、寛文5(1665)年に江差に移転し、

享保元(1716)年に復建され、今日に至

ります。本堂の天井に描かれた「八方睨

みの龍」は時の流れを見据え、荘厳さを

現代に伝えます。

▲檜山奉行所の正門として建てられた山門。

MAP B

10
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壱番蔵

●壱番蔵●

江差町字姥神町42-3　☎0139-52-5789

10:00～18:00　不定休

入館料／無料　P有

明治期に建てられた蔵の2つが合併して

できた建物。平成9年に江差町に寄贈さ

れ、現在は観光客などがいつでも自由に

休める施設整備の必要性に加え、商店

街や特産品などのイメージアップを図る

施設としての役割も果たしています。

▲季節に応じた各種展示会が開催され、ゆった

りくつろげる喫茶コーナーもあります。

MAP B
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正覚院

●正覚院●

江差町字本町271

☎0139-52-0111

開山は約415年程前で、1631年(寛永8

年)に松前町江良町より寺籍を江差に移

し、現在に至る。毎月18日はお寺の日で、

フリーで門戸開放をしています。事前に連

絡をすれば坐禅体験もできるので、閑静な

時間を過ごしてみるのも良いでしょう。朝

粥の会5月～１０月毎月第４日曜日、朝

6：30～。夜坐の会（随時）午後19：00～

▲現在の地に移転してきたのは1894年(明治

27年)。

MAP B
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金剛寺

●金剛寺●

江差町字中歌町168 ☎0139-52-0645

12:00～17:00 不定休 P有

観覧料／300円

日本海を望む中歌町の少し高台にある金

剛寺。本堂には、町指定有形民俗文化財

に指定されている「木喰仏」のほか、７月17

日のみ公開される聖観音像。７月17日～８

月末まで公開される十王図（地獄極楽絵

図）など多くの文化的価値の高い作品が

保存されています。

▲現在の本堂は明治２２年（西暦1889年）に

建立されました。

MAP B
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浄土真宗本願寺派本願寺
江差別院（西本願寺）

●浄土真宗本願寺派本願寺江差別院（西本願寺）●

江差町字本町212　☎0139-52-0567

松前藩の一宗一派政策により、本願寺
派寺院の建立は永らく許されず、明治
13（1880）年に多くの門徒の尽力により、
本堂が建立されました。境内には古木の
梅があり、毎年4月には見事な花を咲か
せ、参拝者を和ませています。

▲瓦の葺き替えは行われていますが、建物は当

時のままの姿を残しています。

MAP B

15



グルメ

【お食事処】

9

つぼ八 江差店

●つぼ八 江差店●

江差町字柳崎町105-4　☎0139-52-5568

17:00～24:00　第2･4水曜定休(年末年始・

祝日の場合、変更もあり)　P有

店内にあるいけすの魚介類を、新鮮な活

物として味わえるのが一番のウリ。全メ

ニューのうち、約半数がオリジナルメ

ニューなのも大きな特徴です。全室個室

となっているため、ファミリーやグループで

ゆったりとお食事とお酒が堪能できます。

▲3～4人前となる「刺身盛合せ（7点盛・税込

1,793円）」。季節により内容は変わります。

MAP A

02

めんぞう 江差店

●めんぞう 江差店●

江差町字柳崎町128-1　☎0139-52-3003

11:00 ～ 14:00（ラストオーダー 13:45）

17:00 ～ 20:00（ラストオーダー 19:30）

14:00～17:00準備中　

毎週木曜日(祝日の場合、金曜日)定休　P有

ラーメンのほか、定食や中華料理なども

提供し、ファミレス感覚で楽しめるお店で

す。中太ウェーブ麺を使うラーメンは、「フ

ルーツポークバラチャーシュー（税込950

円）」がおすすめ。インパクト抜群の「ヒレ

カツ定食（税込1,150円）」もお試しあれ。

▲「フルーツポークバラチャーシュー」は醤油、

塩、味噌（4種類）があります。

MAP A

01
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繁次郎温泉レストラン

●繁次郎温泉レストラン●

江差町字田沢町82-7　☎0139-54-5454

17:00～22:00（土・日のみ12:00～22:00）

※L.O.21:30　無休　P有

安くてボリュームたっぷりのメニューが揃っ

ています。特に「あんかけ焼そば」は、ぷり

ぷりのエビを入れ、麺はパリパリ。あんはま

ろやかでコクがある塩味で飽きのこない

味わいです。牛乳の味が濃いめのバニラ

ソフトクリームも人気。

▲飽きずにどんどん箸がすすんでしまう「あんか

け焼そば（税込600円）」は熱々。

MAP A

05

Lupinus（ルピナス）

●Lupinus（ルピナス）●

江差町字柳崎町215-1　☎0139-56-1333

11:00～18:00　火曜定休　P有

テイクアウトもできるカフェです。タピオカ、

クレープ、ソフトクリーム、パンケーキ、いろ

いろあります！黒豆ソフトは子どもから年配

の方まで大人気のおすすめ商品です。お

土産になる焼き菓子もあります。新商品

をどんどん増やしてより良いカフェにしま

す！姉妹で営業しているので気軽にお越

しください！

▲「タピオカ全種（税込５００円）」「クレープ（税込４００円～）」

「パンケーキ（税込９００円～）」メニューはまだまだあります！

MAP A

06

めんどりラーメン

●めんどりラーメン●

江差町字伏木戸町563-2　☎0139-53-6036

11:00～20:00　月曜日14:00～20:00のみ休み

P有

イチオシはホルモン、豆腐、ニラやおろし

ニンニクが入ったスタミナ満点の「ホルモ

ンラーメン」。味はもちろん、相性バッチリ

の味噌のみ。ほかに「にしんそば（税込

850円）」もファンから支持されている一

品です。

▲オープン以来、人気ナンバー1の「ホルモン

ラーメン（税込850円）」。

MAP A

03

食事の店 磯屋

●食事の店 磯屋●

江差町字伏木戸町566　☎0139-53-6465

11:00～14:00　日曜定休　P有

セットメニューを中心に、ボリュームも満足

できる料理を提供しています。お得感たっ

ぷりの麺類＋ミニ丼のセットは税込750

～850円。夏場は「冷したぬき蕎麦（税込

550円）」、冬場は「鍋焼きうどん（税込

500～1,000円）」がおすすめです。

▲炒めた野菜、ゆで玉子など具だくさんの「特製

味噌ラーメン（税込700円）」。

MAP A

04
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手打ちそば 和味
な ご み

●手打ちそば 和味（なごみ）●

江差町字愛宕町40-1　☎0139-52-1211

4～10月は11:30～15:00（11～3月は11:30～

14:00）※売り切れ次第終了

月曜定休（祝日の場合は営業）　P有

素材は道産・国産にこだわり、添加物や

化学調味料を一切使わず、おいしく、体

に良いおそばが味わえます。さらに、最高

の状態でお客様へ提供することを一番

に心がけています。

▲作り置きをしない自家製にしんの甘露煮をの

せた「にしんそば（税込1,130円）」。

MAP B

07

軽食・喫茶 たんぽぽ

●軽食・喫茶 たんぽぽ●

江差町字中歌町7　☎0139-52-4592

10:00～19:00（4～10月）、

10:00～18:00（11～3月） 不定休　P有

江差追分会館の向かいにある、アットホー

ムなお店。「ハンバーグ定食」や「豚汁定

食（税込750円）」などのおすすめメニュー

からラーメンまで揃ってます。お店の前でイ

カの看板を見かけたら絶品イカ刺しを食べ

るチャンスかも。イカが旬な時期にはお店

の前をチェック！隠れメニューもあるので食

べたい料理をリクエストしてみては。

▲自家製デミグラスソースをたっぷりかけた「ハ

ンバーグ定食（税込900円）」。

MAP B

08

吉田商店（画夢）

●吉田酒店●

江差町字中歌町38　☎0139-52-2348

9:00～19:00　無休　P無

江差のメークインと上ノ国産フルーツポーク

を使い、半年かけて納得の味に仕上げた

「ノ井の夢っ子ロッケ」が人気。また店主こ

だわりのヘルシーカレー(サラダ付)税込

600円で販売中。店主の友人である画家

が壁に描いた絵に心が和みます。鍋焼カ

レーうどん（いも餅入）税込600円

▲「ノ井の夢っ子ロッケ（1個税込150円）」は絶品。

注文してから揚げるのでできたてホカホカです。

MAP B

10

お食事処 えさし 

●お食事処 えさし●

江差町字中歌町193　☎0139-52-6800

11:00～15:00　17:00～19:00

月曜定休　P有

江差町繁栄の象徴である、にしんを使った

「にしんそば」「にしん親子丼」をはじめ、江

差の寒のりを使った「寒海苔・玉手箱ご

飯」など、檜山の食材にこだわった和洋メ

ニューを豊富に取り揃えています。

▲江差の寒海苔を使った「寒海苔・玉手箱ご

飯」(税込1,000円)

MAP B

09
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Cafe & Sweets 壱番蔵

●Cafe & Sweets 壱番蔵●

江差町字姥神町42-3　☎0139-52-5789

10:00～18:00　不定休　P有

道産の安心・安全な素材を生かしたケー

キは、蔵風の店内で味わうもよし、お土産

にも最適です。人気のシフォンケーキはイ

チゴやラズベリー、生キャラメルなど全7

品から常時3品を販売。フワフワながら

しっとりとした不思議な食感です。

▲「いちごシフォン（税込330円）」と「コーヒー(税

込400円）」。

MAP B

14

麺や 壱

●麺や 壱●

江差町字中歌町68　☎0139-52-5212

11:00～14:00、17:30～20:30

（ラストオーダーともに15分前）

月曜夜・火曜定休　P有

名物「コク辛ラーメン（税込900円）」や、

昆布とニボシを使った「昆布ラーメン（税

込800円）」が人気です。スープは動物

の骨などを16時間煮込んだ白湯スープ

です。

▲辛みそ100％スープに特製肉みそラー油を

トッピングした「コク辛みそラーメン」。

MAP B

12

小林ミルクパーラー

●小林ミルクパーラー●

江差町字中歌町59　☎090-5228-6399

10:00～16:00、月曜定休　P無

創業９０年の小林牛乳直営のソフトク

リーム専門店。小林牛乳を使用したオリ

ジナル手焼きコーンは、檜山管内初。そ

のコーンで食べるソフトクリームは絶品で

す。ソフトクリームの他に、ふわふわ新食

感のおやき、小林牛乳（瓶）、コーヒー、カ

プチーノもありますので、いにしえ街道散

策時に、ぜひお立ち寄りください。

▲小林牛乳を使用したおやきもあり、散策時の

お供にぴったり。

MAP B

13

茶房 せき川

●茶房 せき川●

江差町字中歌町23　☎0139-52-0033

10:00～17:00（11～4月中旬までは休業）

不定休　P無

酒や米を扱う商店だった関川家の建物

を利用し、天井の梁などはそのままに昔

の面影を残しています。そして店内には

明治・大正・昭和の道具が飾られており、

タイムスリップしたような雰囲気の中、人

気の抹茶のメニューなどが楽しめます。

▲「白玉ぜんざい（抹茶つき）」は税込600円。

冷やしぜんざいもあります。

MAP B

11
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鮨紋

●鮨紋●

江差町字橋本町41-1　☎0139-52-0407

12:00～14:00、17:00～21:00

日曜定休　P有

地場の素材を使ったお寿司が堪能できる

お店。マグロは本マグロ、ヒラメは活ものな

ど、新鮮なものをおいしく味わっていただき

たいという思いにこだわります。お寿司だ

けでなく、その時期にしかない季節の料理

も楽しみです。

▲本マグロやアワビ、ウニなどを堪能できる「特

上生寿司（税込2,750円）」。

MAP B

18

皐月蔵 チャミセ

●皐月蔵 チャミセ●

江差町字姥神町18-1　☎090-7656-5473

11:00～16:00（冬期間休業あり）

月・火曜定休　P有

江戸時代末期の土蔵を改装した、まちの交

流拠点カフェとして、平成26年7月にオー

プンしました。郷土料理の「ふきんこ汁」「お

吸物ケイラン」が看板メニュー。非日常的な

空間で、いにしえの時の流れを感じながら、

ゆったりとした時間をお過ごしください。

▲歴史を感じる店内は、いつの間にか時間が過

ぎてしまう空間です。

MAP B

16

ぱんや Becky

●ぱんや Becky●

江差町字姥神町90　☎0139-56-1115

8:00～売り切れまで

火曜日・第1、第3月曜日定休　P無

HP : www.panyabecky.com

札幌のパン店で修行した主人が地元に

戻って開業。そんな主人がパン作りに込め

る思いは、「お客様に感動してもらえるパン

を作る」こと。江戸時代に建てられ、江差

の歴史・文化を後世に残すためにギャラ

リーとして活用している蔵も必見です。

▲約40種類あるパンは、常に焼き立てを提供。

売り切れ次第閉店となりますのでお早めに。

MAP B

15

れすとらん 津花館

●れすとらん 津花館●

江差町字橋本町100　☎0139-52-5151

11:00～14:30、16:30～20:00

月曜午後・第３月曜定休　P有

HP: http://esashi-tsubanakan.com/

洋食屋としてスタートし、現在は和食・洋

食の各メニューが味わえます。人気の「車

海老フライとオムライス」のほか、カレーに

イカスミを使ったご当地グルメ「DADEME

カレー（税込917円）」や江差名物「ニシ

ンそば（税込927円）」もぜひ。

▲江差の地鶏のふわふわ卵で包んだ「車海老

フライとオムライス（税込1,700円）」。

MAP B

17
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喫茶 らんぶる

●喫茶 らんぶる●

江差町字本町96　☎0139-52-1908

10:00～17:00　無休　P有

毎日通ってくる固定客が多く、地元のお

客様から親しまれている喫茶店。つかの

間のひとときをゆったりと過ごせるお店で

す。テレビを観たり、読書したり、それぞれ

の時間を、サイフォンでおとす「ブレンド

コーヒー」とともにお過ごしください。

▲「ブレンドコーヒー（税込400円）」と一緒に

「ケーキ（税込300円）」もいかが。

MAP B

22

あすなろ新地センター

●あすなろ新地センター●

江差町字本町105-1　☎0139-56-1788

10:00～19:00　無休　P有

安心・安全なパン、唐揚げやエビフライな

どのお惣菜を提供しています。出来立てが

並ぶパンは約100種類。ソフトクリームも

提供しています。季節の素材を使った商

品も楽しみです。利用者による陶芸作品

も展示販売しています。店内にはイートイ

ンコーナーもあります。

▲人気の「クロワッサン（税込120円）」と「レー

ズンペストリー（税込120円）」。

MAP B

21

つるみ食堂

●つるみ食堂●

江差町字橋本町62　☎0139-52-0345

11:00～14:30　17:00～20:30　不定休　P有

丼物・定食・麺類など、多彩なメニューが

好評を博しています。いずれのメニューも

ボリューム満点で、地元の人からの人気

は絶大。さらに、「にしんそば（税込９００

円）」は観光客から大人気。６０有余年の

歴史と伝統の食堂へ足を運んでみてくだ

さい。平日のお昼はランチ定食もあり。

▲いまも変わらぬ伝統の味「塩ラーメン（税込６

５０円）」

MAP B

19

めしや 亜砂

●めしや 亜砂●

江差町字橋本町97-1　☎0139-56-7080

17:00～21:00　不定休　P有

江差の元気母さんが運営するお店で、地

のものや旬の食材を使った料理を提供し

てくれます。お酒も母さんおすすめの銘柄

をいろいろと楽しめるお店となっていま

す。わきあいあいとしたお店ですので、ぜ

ひお立ち寄りください。

▲いもの塩煮やイカ刺し、三平汁など、母さんの

作る料理はどれも絶品！

MAP B

20
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喫茶・レストラン ラ・カルプ

●喫茶・レストラン ラ・カルプ（ホテルニューえさし内）●

江差町字新地町52　☎0139-52-3311

7:00～15:00（平日）

7:00～10:00（土･日）※ランチタイムなし

年末年始休　P有

宿泊客も利用する朝食は和食と洋食。ラン

チでは季節で変わる、2種類の季節のラン

チ850円税込（コーヒー付）が好評です。他

に洋食、中華も提供しています。平日（月～

金）に味わえる「日替りランチ」はコーヒー付

で税込750円。メニューの内容は、毎日発

信しているツイッターをご覧ください。

▲おすすめの「あんかけ焼そば（税込760円）」。

サラダやコーヒーなどが付くセットもあります。

MAP B

23

お好み焼 ほーむらん

●お好み焼 ほーむらん●

江差町字新地町11　☎0139-52-4866

17:00～24:00　P無

創業40年。頑固おやじが営む、地元に根

付いたお店として親しまれています。メ

ニューは店主自ら焼く「お好み焼（8種類）」

と「焼そば（7種類）」が中心。が中心。9月

～G.W.明けまで味わえる「もつ煮込み」も

絶品です。

▲イカ、エビ、アサリ、豚肉、牛肉など具だくさん

の「ほーむらん球（玉子付）」が人気。

MAP B

25

居酒屋 江差会館

●居酒屋 江差会館●

江差町字新地町10　☎0139-52-2340

17:00～23:00　日曜定休　P有

オープンから35年、お客様に低価格で

たっぷり楽しんでもらいたいという思いか

ら、価格は限界まで挑戦し続けています。

料理はボリュームも自慢で、出てきた時に

思わず驚いてしまうお客様も。当店名物

の「うに玉」をぜひご賞味ください。

▲卵でとじ、中にもたっぷりとうにが入っている

「うに玉（税込800円）」。

MAP B

24

居酒屋 みどり

●居酒屋 みどり●

江差町字本町53　☎0139-52-1710

17:00～22:00

不定休（事前にお電話頂けると確実です） P無

旬の食材にこだわったお袋の味とくつろ

ぎの空間に癒されるお店です。生ビール

1杯に料理がついた「晩酌セット（税込

1,500円）」が好評です。

▲料理のボリュームが満点の「晩酌セット（税込

1,500円）」が人気。

MAP B

26
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イタリア風居酒屋 パレス

●イタリア風居酒屋 パレス●

江差町字新地町27-2　☎0139-52-2696

ランチ/11:00～14:00（ラストオーダー13:30）平日のみ

ディナー/17:30～23:00（ラストオーダー22:30）

不定休　P有

ピッツァ・パスタからお酒に合うおつまみま

で、道内産や近隣の食材にこだわった美

味しさを届けています。ピッツァでは地元産

の舞茸を使った「ビアンコフンギ」がおすす

め。夜を中心に、2時間飲み放題付のパー

ティープラン（税込3,500円）も楽しめます。

テイクアウトも対応しています

▲上ノ国産のフルーツポークを赤ワインとトマトで煮込ん

だソースのパスタ「フルーツポークのラグー（税込９８０円）」

MAP B

30

小笠原商店

●小笠原商店●

江差町字茂尻町208　☎0139-56-1215

17:30～22:00　不定休　P有

和モダンな外観の焼肉屋さん。木のぬく

もりを感じる綺麗な店内で、上質なカルビ

や牛タンを炭火焼でいただけます。野菜

サラダやキムチ、たまごスープなどサイドメ

ニューも絶品です。テーブル席に加え、２

階にはお座敷も用意しています。

▲綺麗に盛り付けられたお肉はどれも絶品！

MAP B

28

チャイニーズレストラン 美華
み　か

●チャイニーズレストラン 美華（みか）●

江差町字新地町27-6　☎0139-52-0546

11:00～14:30、17:00～20:30

水曜定休（お祭り・お盆・年末年始等は、

多少変更の場合有） P有

創業45年の老舗で、江差町内唯一の

中国料理店。リーズナブルに味わえる本

格中華を、単品料理からお得なセットメ

ニューまで豊富に取り揃えています。江

差産のアワビが丸々1個入った「海の幸

ラーメン（税込1,980円）」は絶品です。

▲セットメニューの中で人気が高い「中華セット

（税込2,200円）」。ボリュームも満点です。

MAP B

27

味処 やまもと

●味処 やまもと●

江差町字新地町26　☎0139-52-4503

18:00～23:00（オーダーストップ22:30）

基本月曜定休　P有

海の幸から山の幸まで、季節の地場の

新鮮な素材を使ったさまざまな和食料理

を、お手軽な値段でお楽しみいただけま

す。仕事に余裕がある時にお客様からの

リクエストがあれば、女将の江差追分を

鑑賞することもできます。

▲鮮度抜群の季節の素材を活かした料理とお

酒をご堪能ください。

MAP B

29



グルメ【お食事処・居酒屋系】

17

Café 香澄 Kazumi

●Café 香澄 Kazumi●

江差町字姥神町121-4 2F　☎090-6218-0029

11:00～16:00　不定休　P有

テイクアウト有り

鴎島入口に位置しており、店内にあるス

テージ正面から鴎島を一望できるカフェ兼

追分道場。チキンレッグを煮込んだスパイ

シィな東南アジアの家庭料理や沖縄料理

のタコライス、ピザ窯で焼いたピッツァなど、

リピーター多数。江差追分の生歌を聴ける

ことも。

▲チキンレッグを煮込んだスパイシィな「アドボラ

イス（サラダ付き）（税込９９０円）」

MAP B

31

すしと炉ばたの店 鮨亭

●すしと炉ばたの店 鮨亭●

江差町字新地町26-6　☎0139-52-4326

17:00～22:00　日曜定休　P有

地場物の新鮮な素材を使ったお寿司と

炉ばた焼きを提供しています。寿司ネタ

は海の幸だけでなく、山の幸も堪能でき、

事前予約すれば、お寿司と炉ばた焼きの

おまかせコースを税込3,500円～（飲み

物別）味わうことができます。

▲事前予約が必要な炉ばた焼きは、新鮮な山

海の幸をたっぷり味わえます。

MAP B

32

食彩酒房 さと水
み

●食彩酒房 さと水（み）●

江差町字新地町26-9　☎0139-52-5514

17:30～22:00　日曜定休（祝日は要確認）

P有

身近にある山海の食材を【和食plus洋

食】の料理に仕立てご提供いたします。

お刺身はもちろん、季節商品のガサ海老

やフリーズドライのなまこ料理、岩海苔や

天日干し米・蝦夷舞茸など、ここでしか食

べる事の出来ない料理でお楽しみ下さ

い。詳しくは【satomiweb.com】ホーム

ページでご覧下さい。

▲「ガサ海老の天ぷら（税込670円）」

MAP B

33　　　　　　　　　　
鮨・旬彩 よし膳

●鮨・旬彩 よし膳●

江差町字新地町36-2　☎0139-52-2334

17:00～21:00　不定休　P有

地場産の魚介類、旬の素材を使った料

理を美味しくいただけるお店です。鮨、串

焼き、串揚げ、一品料理などのバラエ

ティー豊かなメニューを良心的な価格で

味わうことができます。カウンター席、小上

がりのほか、宴会席も備えています。

▲お一人様から団体まで、それぞれのニーズに

合わせて楽しめるお店です。

MAP B

34
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追分鮨

●追分鮨●

江差町字新地町36-6　☎0139-52-5853

17:30～22:00（昼は事前予約のみ）

不定休　P有

地場産の素材を活かした握り（並～特

上）、生ちらし、のり巻きのほか丼物も味わ

えます。さらに、鍋物や一品料理なども提

供しており、お酒と一緒にうまい物を味わ

うにはおすすめのお店。一人でじっくりと、

仲間や家族と一緒に楽しいひとときを。

▲うに・いくら・いか・えび・あわびをたっぷりと盛っ

た「追分丼（税別2,310円）」。

MAP B

36

ダイニング居酒屋 優

●ダイニング居酒屋 優●

江差町字新地町26　☎0139-52-5200

17:30～23:00

月曜定休（日曜は不定休）　P無

アットホームな雰囲気の中、それぞれが自

由気ままに料理とお酒を楽しめます。串

焼き、ご飯物など、フードメニューは何でも

あり。時には女将の気まぐれ料理を味わ

えることもあるそう。お酒はこの店でしか

味わえない焼酎に注目です。

▲「開きほっけ（税込970円）」と「豚串（2本税込

378円）」。鹿児島の焼酎・霧島は3種類提供。

MAP B

35

酒処 薫風

●酒処 薫風●

江差町字茂尻町352-1　☎0139-52-5141

18:00～翌3:00　日曜・連休の祝日定休　P無

朝方近くまで営業しているため、どこかで

飲んだあと、「もう1軒」という時にも利用で

きるのが嬉しいお店。カラオケもあるため、

お酒を楽しみながら盛り上がるのもよいで

しょう。おつまみも豊富に揃え、宴会メ

ニューは相談に乗ってくれます。

▲一般のお客様だけでなく、商売をしているお客

様もよく訪れてくるお店です。

MAP B

38

美酒嘉肴 吉祥

●美酒嘉肴 吉祥●

江差町字本町88　☎0139-52-5757

18:00～23:00　不定休　P有

地元で採れた海鮮や串焼きはもちろん、

季節料理にもこだわったお店です。旬に

合わせた創作料理や江差の寒海苔を

使ったおにぎりもオススメです。日本酒や

芋焼酎も多数取り揃えており、料理に

あったお酒がお楽しみ頂けます。

▲多種多様なメニューをリーズナブルな価格で

ご用意しております。

MAP B

37



グルメ【お食事処・居酒屋系】

19

炭火やき肉 ひょうたん

●炭火やき肉 ひょうたん●

江差町字茂尻町221　☎0139-52-5166

17:30～23:30　月・火・水曜日定休　P無

上質なお肉を良心的な価格で提供して

います。七輪を使い炭火で焼くお肉は香

ばしく、常連客も多い焼き肉店です。タレ

は通常、塩のほか、カレーやみそなどもあ

るのでお好みでお楽しみ頂けます。

▲グレードの高いカルビとロースがミックスになっ

ている「ひょうたん焼（税込935円）」が大人気。

MAP B

40

味の里 ひのき亭

●味の里 ひのき亭●

江差町字茂尻町48-2　☎0139-52-0052

昼の部11:00～15:00（オーダーストップ14:30）、

夜の部17:00～20:00（オーダーストップ19:30）

日曜定休　P有

和風の落ち着いた雰囲気の店内では、

丼物・定食・麺類などの多彩なメニューが

味わえます。ボリューム満点「チキンカツ

定食(税込750円)」「あんかけ焼そば（税

込800円）」などおすすめです。

▲江差名物の「にしんそば（税込８５０円）」がお

すすめメニュー

MAP B

41

居酒屋 あひる

●居酒屋 あひる●

江差町字茂尻町323　☎0139-52-1375

18:00～23:00　日曜定休　P有

揚げ物、焼き物をメインに、天ぷら、刺身、

串物、さらにはご飯物まで豊富なメニュー

が味わえます。純粋にお酒を楽しむことは

もちろん、食事処としてファミリーで利用す

るのもオススメな一軒。幅広いニーズに応

えているお店です。

▲本日のおすすめとして提供している「たら子天

（税込630円）」。

MAP B

39

ご当地キャラクター

しげっち

江差町のとんち名人

「繁次郎」をモチーフにした
ひとくちコラム

しげっちは、とんちを使ってラク

ばかりしようとしていた繁次郎と

は違い、町内外の各イベントに

積 極 的に出 向いては江 差 の

ＰＲを行う働き者なのです。
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春の江差いにしえ夢開道

春（３月～５月）

江差

歴史的町並みのあるいにしえ街道で、職人芸生きる
工芸品と食をコンセプトに開催。

５月
上旬

【下町地区】

冬（12月～2月）
江差たば風の祭典

追分セミナー、江差小中学生俳句展、そば打ち体験
など内容盛りだくさん。

【町内一円】
2月

冬江差“美味百彩”なべまつり

冬の味覚はやっぱり「お鍋」道南の郷土色豊かなお
鍋と出店者自慢のお鍋が勢ぞろい。

【江差町文化会館】
2月
第1土・日

秋（9月～11月）
江差追分全国大会
江差追分熟年全国大会
江差追分少年全国大会

全国から選び抜かれた追分の唄い手が集結し、自慢
のノドを競う

【文化会館】

9月
第3金・土・日

江差町産業まつり

地場産の新鮮な農水産物、特産品の展示・即売

【開陽丸前】9月
下旬

夏（6月～8月）
江差かもめ島まつり

夏のかもめ島と海を舞台に開催。瓶子岩大しめ縄飾
りやステージイベントなど心弾む催しが盛りだくさん。

【かもめ島】7月
第１土・日

江差・姥神大神宮渡御祭

370有余年の歴史と伝統を誇る華麗にしてエネル
ギッシュな道内最古の祭り

【町内一円】8月
9～11日

カレンダーイベント
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PUB LEO

●PUB LEO●

江差町字新地町36　☎0139-52-2825

20:00～翌1:00　日・祝日定休　P無

※23:00以降飲み放題が

　90分（税込1,000円）になります。

安くて、一人でも団体でも、誰もがワイワイ

楽しく過ごせる雰囲気作りを大切にしてい

ます。最大のウリは、お一人様からでも利

用できる税込1,000円の飲み放題（120

分）。マスターも気さくで、気軽にフラッと入

れるのが嬉しいお店です。

▲カウンター下のブルーライトがオシャレな空間

を演出しています。

MAP B

01

スナック 順子

●スナック 順子●

江差町字本町98 エイトビル2F

☎0139-52-4945　19:30～翌1:00

不定休　P無

山菜採りが趣味で、料理上手なママが作

る季節の山菜料理など、お通しと自家製

の漬物が評判です。気さくな雰囲気のお

店で、楽しい時間をお過ごし下さい。飲み

放題プランも、2,500円（税込）とリーズナ

ブルです。

▲最新のカラオケ機器を取り入れており、カラオ

ケを楽しむお客様も多い。

MAP B

04

スナック 知

●スナック 知●

江差町字本町98 エイトビル2F

☎0139-52-2080　19:00～翌1:00

無休　P無

仕事帰りのサラリーマンが集まるお店。

函館からアマチュアミュージシャンを呼

び、1～2カ月に1回のペースで開催して

いるジャズライブも楽しみのひとつ。これ

を目当てに訪れてくるお客様も多く、同店

の目玉イベントになっています。

▲カウンター席も広く、低料金でくつろぎながら

ゆったりとした時間を過ごせます。

MAP B

03

のみくい屋むらかみ

●のみくい屋むらかみ●

江差町字本町100　☎0139-56-1390

20:00～last

日曜日（月曜日が祝日の場合は月曜日）P無

お酒とカラオケで、お一人からグループま

で楽しめるお店。おつまみ感覚の手軽な

フードメニューとカクテルが評判です。仲

間同士のパーティーも、ご対応できます

ので、お気軽にご相談下さい。　

▲カウンター6席、ボックス席は5つあり、お一人

様からグループまで楽しめます。

MAP B

02
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スナック ボギー

●スナック ボギー●

江差町字新地町13　☎0139-52-1950

19:30～翌2:00　無休　P無

コミュニケーションを一番大切にしてお

り、初めてのお客様もいつでも気軽に楽

しく飲めるお店です。飲み放題は１２０分

３，０００円。生ビールの方はプラス１，０００

円でご利用いただけます。

▲白と黒を基調とした店内。奥にはボックス席を

用意しています。

MAP B

06

スナック 忍路
おしょろ

●スナック 忍路（おしょろ）●

江差町字新地町12　☎0139-52-6005

19:30～翌1:00　不定休　P無

江差追分やカラオケ愛好家のお客様か

ら人気で、落ち着いた雰囲気の中で時間

を過ごせます。生ビール含む飲み放題は

4名様以上で税込2,500円～（120

分）。

▲照明は明るめで、初めての方も安心して飲め

るお店です。

MAP B

05

ミュージックパブ セリアン

●ミュージックパブ セリアン●

江差町字茂尻町352-1　☎0139-52-2782

19:00～翌1:00　日曜定休　P有

ターンテーブル式のカウンターが1時間10

分かけて360度1回転。広 と々した店内は

定員が45名と、ゆったり過ごせる空間で

す。飲み放題は5名様以上で税込3,000

円(90分)。要予約で歌い放題の昼カラオ

ケ(10時～16時)も受け付けています。

▲ターンテーブル式となっているカウンター席は

16席あります。

MAP B

08

ラウンジ 雅
みやび

●ラウンジ 雅（みやび）●

江差町字新地町27-7　☎0139-52-3236

20:00～翌1:00　日曜・祝日定休　P無

コミュニケーションとお酒を楽しみながら、

ゆったりくつろぐにはピッタリのお店です。

タクシー運転手や飲食店から紹介されて

訪れるお客様が多いのも特徴的。飲み

放題は、税込3,000円（120分）。ビール

込みの場合は税込4,000円（120分）

▲静かな時を過ごしたり、カラオケで盛り上がっ

たりと、それぞれにお楽しみください。

MAP B

07
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Drinking House Teman
トゥマン

●Drinking House Teman（トゥマン）●

江差町字新地町27-4　☎0139-52-0300

20:00～翌1:00　不定休　P無

店内は落ち着いた雰囲気のため、ついつ

い長居してしまうお客様が多いようです。

ママオリジナルのピザが人気で、フリー客

は生ビール含む飲み放題がお一人様税

込3,000円～（90分）、女性は2,000円

～なので、友達と一緒にいかが。

▲アジアンテイストでオシャレな雰囲気の店内。

カウンター席がおすすめです。

MAP B

09

LINO

●LINO●

江差町字新地町26-3　☎0139-52-5131

20:00～翌1:30　不定休　P有

リーズナブルに安心して楽しめることか

ら、幅広い年齢層のお客様が訪れます。

おひとり様でゆっくりお話しを楽しみたい

方、団体様でカラオケを楽しみたい方、

様々な時間を自由気ままにお過ごしくださ

い。セット料金は税込２，０００円飲み放題

はおひとり様税込３，０００円～（２時間）

▲壁にはママが大好きな矢沢永吉の特大ポス

ターが飾られており、お客様を出迎えます。

MAP B

11

パブ ボナペティ

●パブ ボナペティ●

江差町字新地町34　☎0139-52-0192

19:30～翌1:00　日曜定休　P無

お一人様でも気楽にゆっくり楽しめる空

間のお店です。皆様のお越しをお待ちし

ております。飲み放題は税込3,000円

（120分）から。

▲カラオケも最新設備で充実しています。

MAP B

12

OVER.DRINK スタッフ

●OVER.DRINK スタッフ●

江差町字本町26-4　☎0139-52-2583

19:00～翌1:00　不定休　P無

カントリー調の店内に流れるのは、ジャズ

＆ブルース。落ち着いた空間の中で、カク

テルでも飲みながらリラックスしたひととき

はいかがでしょう。セット料金は税込

1,500円とリーズナブルで、初めての方

でも安心して楽しめるお店です。

▲カウンター6席とボックス17席あり。気取らず、

思いのままの時間を過ごせます。

MAP B

10
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ちょっ
と一休

み…

日本遺産の町「江差町」
～日本遺産とは～

「日本遺産」は地域の歴史的魅力や特色を通じて日本の文化・伝統を語るストーリー

を文化庁が認定するもので、江差町は、2017年に北海道で初めて認定されました。

～江差町の日本遺産～

「江差の五月は江戸にもない
           －ニシンの繁栄が息づく町－」

江差町は

というタイトルのストーリーが「日本遺産」に認定されました。北海道では第１号の認定

です。詳しい、江差町の日本遺産の情報についてはQRコードを読み込んでください！

ひとくちコラム

関連文化財の1つ

「江差の町並み」

ちょっ
と一休

み…

日本で最も美しい村「江差町」
～日本で最も美しい村とは～

「日本で最も美しい村」連合は、フランスの「最も美しい村運動」をモデルとしており、

失ったら二度と取り戻せない日本の農山漁村の景観・文化を守りつつ、最も美しい村

としての自立を目指す運動をしています。江差町は、2015年に加盟しました。

～美しい江差町～
江差町は「いにしえ街道」「江差追分」「姥神大神宮渡御祭」の３つが加盟にあたっ

ての地域資源となりました。詳しい、江差町の美しい村の情報についてはQR コード

を読み込んでください！

ひとくちコラム

地域資源の1つ 

「姥神大神宮渡御祭」

（上町の様子）
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アンテナショップ ぷらっと江差

●アンテナショップ ぷらっと江差●

江差町字姥神町1-10　えさし海の駅開陽丸内

☎0139-52-1377　9:00～17:00

お食事は11:00～15:00

その他飲食は10:00～16:00

4～10月は無休（11月～3月は月曜定休）P有

江差町の特産品を一堂に取揃えたアン

テナショップ。地物野菜、海産物、町の銘

菓、道南杉、桐、ヒバを使った工芸品、江

差追分にちなんだ商品など豊富に取扱

いしております。

▲店内には、江差名物「ニシンの甘露煮」や地

元の銘菓が並びます。

MAP B

02

道の駅江差 繁次郎笑店

●道の駅江差 繁次郎笑店●

江差町字尾山町1　☎0139-52-1177

9:00～17:00（12月～3月は10:00～16:00）

無休（11月～3月は月曜定休、月曜が祝日の

場合は翌日、年末年始は休館）　P有

江戸時代に実在したという、とんちの名人

の繁次郎像が目印。2019年4月にリ

ニューアルオープンした道の駅には、日本

一小さな道の駅にちなみ、「小さいもの

ミュージアム」と題する数々の小さいもの

の展示品のほか、小さな食品や工芸品が

販売されている。

▲ドライブ途中の休憩がてらに、ふらりと立ち

寄ってみてはいかが。

MAP A

01

新栄丸の魚屋さん

●新栄丸の魚屋さん●

江差町字姥神町地先（かもめ島入口）

☎090-8635-5305

4月下旬～11月上旬まで営業

（11月中旬～4月中旬は休業）　P有

地元・江差の海で捕れた魚介類を、新鮮

なうちに皆様に味わっていただきたい。そ

んな思いから、粋な漁師仲間が集まって

出したお店です。江差の海はおいしいも

のの宝庫。そこで捕れた魚介類だからこ

そ、自信を持っておすすめします。

▲新鮮な地場産の魚介類を、直売ならではの安

さで提供しています。

MAP B

03
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関川商店

●関川商店●

江差町字姥神町22　☎0139-52-3969

8:00～19:00　日曜定休　P有

明治１８年創業の商店。創業当時の姿を

残すこのお店では、品質にこだわった商

品を多数取り揃えています。その中でもご

主人のおすすめ商品は「追分するめ」「松

前漬」「江差かもめ島手焼きせんべい」ま

た、こだわりの調味料も揃えており、親しい

方への贈答品やお土産としても喜ばれる

商品がいっぱいです。

▲季節の海産物のほか、オリジナル商品の「江

差かもめ島手焼きせんべい」が人気。

MAP B

06

斉藤籠店

●斉藤籠店●

江差町字姥神町112　☎0139-52-0422

9:00～18:00　不定休　P無

いにしえ街道沿いにある、創業１００年以

上の歴史ある老舗籠店。籠は、道南産の

竹を使用し、一つ一つ丹精込めて全て手

作りで製作しています。豊富な種類の籠

製品を取り揃えております。

▲竹籠の他にも江差の絵ハガキやめずらしい商品な

ども販売しておりますので、是非お立ち寄りください。

MAP B

07

山田屋菓子舗

●山田屋菓子舗●

江差町字姥神町79-1　☎0139-52-0302

8:30～18:00　日曜定休　P有

お店手作りの和菓子は、一つひとつ丁寧

かつ丹念に作られます。遠方から訪れてく

るファンも多い人気商品が、甘さ控えめの

餡でモチモチとした食感の「大福」。大人

気の苺のほか、ゴマ、こし餡とつぶ餡があ

る草も提供しています。

▲午前中で売り切れてしまうことも多い「苺大福

（1個税込200円）」。購入はお早めに。

MAP B

05

藤谷漁業部

●藤谷漁業部●

江差町字津花町36番地　☎0139-52-6818

9:00～17:00　不定休　P有

地場の魚介を原料として、イカの沖漬け

や生干しイカなどの海産物の加工品を取

り扱っています。冷凍ではなく、生のすり

身を使っているため、取り扱っていない日

もある「ほっけの天かま」、「ほっけの焼か

ま」は、ご飯のおかずやお酒のお供に。

▲「ほっけの天かま」は1枚税込130円。ほた

て、いか、やさいなど、具材はさまざま。

MAP B

04
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浅野屋菓子舗

●浅野屋菓子舗●

江差町字本町45　☎0139-52-0220

10:00～19:00　不定休　P有

創業は大正12年。以来、手作りにこだわ

りながら時代のニーズに合わせて、新商品

を開発しています。看板商品である近隣町

の素材のみで作った「由蔵ロール」はビ

ターな蜂蜜とふくよかなコクのクリームの

甘さが調和した一品。ぜひ、ご賞味くださ

い。また白餡を包む皮をチョコでコーティン

グした「江差の繁次郎」もお勧めです。

▲「江差の繁次郎」や「へいし最中」など、江差

町をPRする商品も多い。

MAP B

11

木どりやカンナヅキ

●木どりやカンナヅキ●

江差町字中歌町59

10:00～16:00　月曜定休　P無

檜山の木工品、手工芸品のアンテナ

ショップです。地場の木材であるヒバや

道南杉、桐を使い職人が心をこめて制作

した品 を々販売しています。和柄の布小

物もあります。

▲入り口の扉を開けると木の香りが漂います。

MAP B

08

遊工房 紺屋

●遊工房 紺屋●

江差町字中歌町74-1　☎0139-52-0489

10:00～17:00　不定休　P有

昔懐かしい雰囲気が漂う店で、近隣の作

家が作成した昔の着物で作った衣服や

バック、小物の販売を行っています。店主と

の会話も楽しく、気軽に立ち寄れる店で

す。

▲休憩処で旅の疲れを癒してください。

MAP B

09

五勝手屋本舗

●五勝手屋本舗●

江差町字本町38　☎0139-52-0022

8:00～18:30（日曜日8:00～18:00）

無休（元旦を除く）　P有

伝統の重みを受け止め、手間を惜しまず、

心を尽くし、丹精込めて作られる五勝手屋

羊羹。「一日一釡」で、早朝から煮上がっ

た豆と寒天、砂糖を合わせ、一日がかりで

練り上げていきます。最中やカステラ、季

節の和菓子などもお土産にいかが。

▲熟練の技で丁寧に練り上げ、昔も今も変わら

ぬ味を作り上げています。

MAP B

10
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まちなか市場 寄伝家
よってけ

●まちなか市場 寄伝家（よってけ）●

江差町字本町9　☎0139-52-2111

9:00～18:00　日曜定休　P無

法華寺通り商店街が運営しているお土

産屋さん。塩辛や干物、珍味などの海産

物加工品を販売しており、詰め合わせな

どはお友達や親戚などへの贈り物として

も喜ばれそう。名物の「ジャンボ豚串」も

味わってみてください。

▲詰め合わせは贈答品にピッタリです。地方発

送も承っています。

MAP B

12

金澤菓子舗

●金澤菓子舗●

江差町字陣屋町178-5　☎0139-52-0343

9:00～19:00　日曜定休　P無

昔ながらの懐かしさを感じる味わいの和

菓子を提供しています。長年、お客様から

愛され続けているのが、甘さを控えめに

し、皮はふっくらモチモチの「黒糖まんじゅ

う」。さらに「中華まんじゅう」や季節限定

の商品も見逃せません。

▲人気の「黒糖まんじゅう」と「あんドーナツ」は、

各1個（税込130円）から購入できます。

MAP C

14

幸栄丸 若山水産

●幸栄丸 若山水産●

江差町字海岸町46　☎0139-52-0301

9:00～15:00　不定休　P有

江差町の豊かな海の幸を幅広く提供し

ています。イカ、エビなどの生ものは予約

を受け付けて販売しており、各種加工品

は常時準備してお客様へお届けしていま

す。代引きでの発送も承っていますので、

お気軽にお問い合わせください。

▲人気商品の「ほっけのフライ（税込480円）」

と「イカリング（税込450円）」。

MAP C

15

前田製菓

●前田製菓●

江差町字本町11-1　☎0139-52-0245

9:00～18:00　日曜定休　P有

当店の餡は厳選した道産小豆を昔ながら

に薪で焚いた窯で練り上げたものです。

新商品の「江差追分まんじゅう」はまろや

かなあんと生クリームの柔らかな口当たり

が特徴で当店の人気商品です。他にも

和洋菓子を色 と々取り揃えております。

▲和菓子はもちろん、「パウンドケーキ」や「マド

レーヌ」などの洋菓子も人気です。

MAP B

13
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ふじや旅館

●ふじや旅館●

江差町字愛宕町１　☎0139-52-0115

チェックイン／15:00　チェックアウト／10:00

1泊2食付6,050円（税込）～　無休　P有

家庭的な雰囲気でのおもてなしを大切に

しています。できる限り地場物の新鮮素

材を使うことを心がけている女将の手料

理は、ボリュームもあり好評です。お部屋

は全和室(16室)となります。

▲落ち着きのあるお部屋でアットホームな雰囲

気です。

MAP B

02

繁次郎番屋簡易宿泊所

●繁次郎番屋簡易宿泊所●

江差町字泊町　☎0139-52-1177

チェックイン／15:00　チェックアウト／10:00

1泊素泊まり2名まで6,600（税込）

※1名追加毎に2,200円（税込）を加算。

12月1日～3月末までは冬期間休業　P有

ニシン番屋を模した「繁次郎番屋」は、窓

辺に日本海の朝夕の情景が広がる簡易

宿泊所です。洋間フローリングと畳敷き

が揃う居室には、ベッド、布団のほか、IH

クッキングヒーター付きのキッチンや冷蔵

庫、ユニットバスまで付いているため、手

軽に別荘体験ができます。宿泊は予約

が必要となりますので、事前にご連絡くだ

さい。

▲最高のロケーションの中、別荘感覚でお泊ま

りいただけます。

MAP A

01
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ホテル寺子屋

●ホテル寺子屋●

江差町字姥神町26-3　☎0139-52-0855

チェックイン／15:00　チェックアウト／10:00

素泊まり6,600円（税込）　無休　P有

フェリーターミナルに近く、リゾート感覚で

過ごす、気軽なプチホテルです。お部屋

は常に清潔感にあふれ、落ち着いた色調

でまとめられているため、ゆったりとした気

分でくつろぐことができます。タイプは洋室

と和室を備え、全12室（バス・トイレ付）。う

ち1室がバリアフリールームとなっている

のが特徴的であり、宿泊客にとても優し

いホテルです。

▲夕食は江差町で。提携先飲食店でご利用可能な「生

ビール無料券（お一人様1枚まで）」を進呈してます。

MAP B

04

港旅館

●港旅館●

江差町字姥神町8　☎0139-52-0308

チェックイン／15:00　チェックアウト／10:00

1泊2食付7,000円（税込）～　無休　P有（15台）

同旅館はフェリーターミナルにもほど近い

ところが、利便性を重視する方にとっては

嬉しいところ。新鮮な食材にこだわり、女

将がすべて手作りしているお食事は、家

庭的で素朴な味わいに心まで和みます。

お部屋は和室（全11室）で6畳が基本と

なっていますが、4畳半～9畳まで幅広く

揃え、お一人様からグループまで、さまざま

な用途に対応しています。

▲国道沿いに佇み、フェリーターミナルや中心

地にも近いため、利便性にも優れています。

MAP B

05

辻旅館

●辻旅館●

江差町字中歌町56　☎0139-52-0062

チェックイン／16:00　チェックアウト／10:00

1泊2食付6,600円（税込）～

12月29日～1月3日のみ　休館　P有

女将が味付けを行う料理は、まさにおふく

ろの味。活きの良い地場の魚をできる限

り提供しています。お客様とのコミュニ

ケーションを大切にしており、アットホーム

な雰囲気が特徴的なことから、長期滞在

するお客様も多い宿。お部屋は和室が１

３部屋・洋室が４部屋あり、海が見えるお

部屋はロケーションも最高です。

▲8畳の和室。窓からは海が一望でき、ロケー

ションが自慢のお部屋です。

MAP B

03
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ホテルニューえさし

●ホテルニューえさし●

江差町字新地町52　☎0139-52-3311

チェックイン／15:00、チェックアウト／10:00

シングル6,930円（税込）～・

ツイン（ルームチャージ）11,660円（税込）～・

朝食1,100円（税込） 年末年始休　P有無料

江差町の中心に位置し、ホテルの近くに

は飲食店が多数ございます。客室数はシ

ングル１７室、ツイン１０室、和室３室、平

成１１年の行幸啓でお泊まりの特別室２

部屋の合計３２室あり、多くのお客様のご

希望にお応えできるかと思います。また、

WIFI のご利用は、客室はもちろんロビー

や宴会場でも無料でご利用頂けます。洗

濯機と乾燥機のコインランドリーを２台設

置しており、フロントで洗剤の販売も行っ

ております。

▲お友達同士やご夫婦でのご利用に最適なツ

インルーム。落ち着いた雰囲気です。

MAP B

08

江差 旅庭群来

●江差 旅庭群来（くき）●

江差町字姥神町1-5　☎0139-52-2020

チェックイン／15:00　チェックアウト／12:00

38,650円～（1泊2食付1名様）

※消費税・入湯税込　無休　P有

木造平屋造りのモダンな建物の中、源

泉かけ流しの温泉、独立型の客室（和洋

室7室）でゆっくりと流れる時を感じながら

過ごせます。そして、同ホテルのオーナー

が始めた自家農場（拓美ファーム）によっ

て生産される自然養鶏卵やサフォーク

羊、無農薬・有機栽培の野菜・山菜に加

え、採れたての魚介などを活かしたお食

事もお客様に好評です。

▲専用テラス付きのリビングと寝室を備えたお

部屋で、ゆったり過ごすひととき。

く　き

MAP B

06

目谷旅館

●目谷旅館●

江差町字橋本町37　☎0139-52-0072

チェックイン／15:00　チェックアウト／10:00

1泊2食付8,250円（税込）～　年末年始休　P有

アットホームな雰囲気の中、家族的なふ

れあいを大切にしています。現在、3代目

となる女将の温かい手作り料理は、でき

る限り地場物の新鮮素材を使うことを心

がけており、お客様から好評を博していま

す。お部屋は全和室（14室）となり、広さ

も4畳半～12畳まで、人数やニーズに合

わせ、幅広く用意しているのも嬉しいとこ

ろです。

▲落ち着きのあるお部屋で、のどかに過ごすひと

ときが良い思い出になります。

MAP B

07
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レンタルルーム十河

●レンタルルーム十河●

江差町字陣屋町496　☎080-1898-3899

チェックイン／15:00　チェックアウト／10:00

1泊素泊まりお一人様3,500円（税込）、

2名は5,500円（税込）、

3名は7,500円（税込）無休　P有

お部屋は全6室あり、1部屋で3名様まで

利用可能です。各部屋にはテレビ、冷蔵

庫、洗濯機、掃除機、電子レンジ、電気

ポット、布団など、生活に関わる設備を整

えたレンタルルームです。各部屋には、ト

イレ、風呂、キッチンも備えられています。

そのため、1泊だけでなく、長期滞在を考

えているお客様に喜ばれています。宿泊

ご希望の方は、電話で予約を行ってくだ

さい。

▲部屋には各設備が整っているため、長期の利

用を希望する方にもおすすめです。

MAP B

09

まなびっく

●まなびっく●

江差町字南が丘7番地の172

☎0139-52-0160（一般社団法人 檜山地域人材

開発センター）

チェックイン／規定なし　チェックアウト／規定なし

1泊食事なし（一般）3,360円～7,000円（税込）、

1泊2食付（一般）5,160円～8,800円（税込）　P有

元々は青年の家であった宿泊棟でした

が、「檜山地域人材開発センター」の発

足に伴い、一般客も利用できるようになり

ました。研修宿泊棟となっているため、学

校関係や各種団体の研修、家族旅行、

出張時の宿泊にご利用ください。ウリは

宿泊料金のリーズナブルさ。地元の産物

をなるべく取り入れた食事付きのプランも

用意しています。

▲二段ベッドを備え付けた洋室のお部屋は、1

部屋5名宿泊可能です（全10室）。

MAP C

10

旅籠 橋本屋

●旅籠 橋本屋●

江差町字橋本町16

☎0139-56-6689

チェックイン/15:00　チェックアウト/10:00

1泊素泊まりお一人様6,600円（税込）

P有

飲食店に近い立地にあり、落ち着いた空

間が広がる簡易宿泊施設です。素泊まり

のみですが、その分気軽に、自由に、気持

ちよく江差での滞在をお楽しみ頂けるよ

う、心をくだいてまいります。ご来館心より

お待ちしております。

▲1泊素泊まりお一人様6,600円（税込）

MAP B

11
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江差町ぬくもり温泉保養センター

●江差町ぬくもり温泉保養センター●

江差町字尾山町126　☎0139-52-0083

11:00～17:00

入浴料／大人440円、70歳以上220円、

中人（6歳～12歳未満）140円、

小人（3歳～6歳未満）100円、3歳未満無料

月曜定休、年末年始

平成18年、町営の日帰り入浴施設とな

りました。泉質は単純温泉（弱アルカリ性

低張性高温泉）で、美肌効果がありま

す。浴槽は男女ともに一つずつ、全身

シャワーも備えています。以前は高齢者

専門の浴場であったこともあり、しっかりと

した手すりが備え付けられているのも嬉し

いところです。また、敷地内には足湯もあ

ります。

▲松などがある中庭を眺めながら、体も心も癒さ

れる温泉です。

MAP A

02

緑丘温泉 みどりヶ丘の湯っこ

●緑丘温泉 みどりヶ丘の湯っこ●

江差町字緑丘172　☎0139-52-6310

16:00～20:30（土・日は14:00～）

入浴料／大人（中学生以上）390円、

小学生150円、幼児100円

毎週水・木曜日定休　P有

平成14年にオープンし、地元の方だけで

なく、遠方から定期的に訪れてくるファン

も多い温泉です。泉質はナトリウムー炭

酸水素塩・硫酸塩泉。肌がなめらかにな

り、保湿効果が高いため、湯上がり後もし

ばらくは体がポカポカです。源泉100％か

け流しで、男女それぞれに内風呂と露天

風呂があります。

▲内風呂の奥にある露天風呂。温泉は源泉

100％かけ流しです。

MAP B

03

繁次郎温泉

●繁次郎温泉●

江差町字田沢町82-7　☎0139-54-5454

17:00～22:00（土・日は12:00～）

入浴料／障がい者と65歳以上150円、

大人300円、小人（6～12歳未満）120円、

幼児（3～6歳未満）100円　無休　P有

約39度の低温湯から約46度もある源泉

かけ流しと、5種類の浴槽を備えています。

また、炭酸泉は、血行や自律神経の改善、

疲労物質（乳酸）の排出促進、弱酸性で

肌に良いなどの効能があります。屋外には

体が温まってから一度外へ出て、冷やすと

いう反復浴が楽しめるフィンランド式サウ

ナもあります。

▲露天風呂の浴槽には、江差産檜を使って

います。

MAP A

01
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アクセス

木古内駅



交通機関

【北海道内からのアクセス】

【道外からのアクセス】

江差町観光情報総合案内所

〒043-0041 北海道檜山郡江差町字姥神町1-10

TEL. (0139)52-0117　FAX. (0139)52-5505

江差町追分観光課

〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193番地1

TEL. (0139)52-6716(直通)　FAX. (0139)52-5666

発行元／江差町追分観光課
2021年4月版

お問い合わせ先

Hakodate
函館

Sapporo
札幌

Osaka
大阪

Tokyo
東京

Nagoya
名古屋

Aomori
青森

東 京 駅 ～ 新函館北斗駅　3時間58分～

仙 台 駅 ～ 新函館北斗駅　2時間26分～

新青森駅 ～ 新函館北斗駅　57分～

東　京（羽　田）

名古屋（中　部）

大　阪（伊　丹）　

函
館
空
港

約1時間20分

約1時間25分

約1時間35分

飛行機

鉄道（JR新幹線）

青 森 ～ 函 館　約4時間

フェリー

函     館    駅 ⇔ 江　差　平均2時間15分

新函館北斗駅 ⇔ 江　差　平均1時間15分

木 古 内 駅 ⇔ 江　差　平均1時間30分

札幌駅 ⇔ 八雲駅乗換 ⇔ 江　差（中歌町）  平均5時間

鉄道（JR北海道）＋函館バス

ハートランドフェリー

函館バス ☎（0139）52-0025

奥　尻 ⇔ 江　差　平均2時間10分

☎（0139）52-1066

※函館空港から函館駅までバスで20分

※函館空港から函館駅までバスで20分

札　幌（新千歳）

札　幌（丘　珠）

約40分

約45分

飛行機

函館空港

桧山ハイヤー桧山ハイヤー ☎（0139）52-1178☎（0139）52-1178


