
店主のオススメ

南蛮ラーメン

和食石川屋

～基本情報～

◯住所：木古内町字本町78

◯TEL：01392-2-2146

◯営業時間：11:00～20:00

◯定休日：不定休

～Information～

◯Address：Honcho78,Kikonai-cho

◯TEL：01392-2-2146

◯Business Hours：11:00～20:00

◯Closed：Irregular holidays

店オリジナルの塩味
の餡と麺の相性が抜
群でピリ辛な味付け
が特徴のラーメン。

ランチタイムにはいつも混み合
う木古内町の中でも人気の飲食
店。定食やそばの他にラーメン
やどんぶりなどメニューが豊富
で町外からのお客様には是非一
度は行ってもらいたいお店。

お店の外観お店の内観

そば処
Ishikawaya

現在地

石川屋

警察署

病院

役場



現在地

のとや

店主のオススメ

お寿司とそばのセット

和食のとや

お店自慢のそばと新
鮮な海鮮類を使った
セットメニュー。茶
碗蒸しも付き豪華で
食べ応え抜群。

日帰り入浴可能な温泉施設に併
設の食堂。津軽海峡を望める
オーシャンビューの小上がりを
備えています。メニューは幅広
く、海鮮も取り揃えており、ど
れを食べても大満足の食堂です。

Notoya

～基本情報～

◯住所：木古内町字大平20-2

◯TEL：01392-2-4055

◯営業時間：11:00～20:00

◯定休日：木曜日（11月～3月：土曜日）

～Information～

◯Address：Oohira20-2,Kikonai-cho

◯TEL：01392-2-4055

◯Business Hours：11:00～20:00

◯Closed：Thursday(Nov.～Mar. Saturday)

お店の外観お店の内観

警察署
役場

病院

消防署



店主のオススメ

新鮮な浜焼き

和食浜焼きヤママル

～基本情報～

◯住所：木古内町字札苅152-3

◯TEL：01392-2-1788

◯営業時間：要予約

◯定休日：不定休

～Information～

◯Address：Satsukari152-3,Kikonai-cho

◯TEL：01392-2-1788

◯Business Hours：Reservations required

◯Closed：Irregular holidays

その時おいしい海産
物をそのまま浜焼き
にしてくれる。味は
社長のお墨付きです。

お店の外観お店の内観

Hamayaki Yamamaru

木古内唯一の浜焼きが楽しめる
お店。網の上で豪快に焼く新鮮
な海産物は海辺の町ならではの
魅力。事前予約が必要なので気
になったお客様はお早めにご予
約をお勧めします。

現在地

浜焼きヤママル

警察署 役場

病院

消防署



店主のオススメ

はこだて和牛肉そば

和食瑠瞳

木古内町特産「は
こだて和牛」を使
用した肉そば。店
オリジナルの味付
けが人気の秘密。

冷たい水を鉄臼に通して製粉し
た、自家製の蕎麦が自慢の店。
蕎麦だけでなく、定食や丼物も
豊富。木古内特産「はこだて和
牛」を使ったメニューを揃える
数少ないお店の一つです。

お店の外観お店の内観

蕎麦処
Rutou

～基本情報～

◯住所：木古内町字本町156-3

◯TEL：01392-2-5658

◯営業時間：11:30～14:30 16:30～19:30

◯定休日：不定休

～Information～

◯Address：Honcho156-3,Kikonai-cho

◯TEL：01392-2-5658

◯Business Hours 11:30～14:30 16:30～19:30

◯Closed：Irregular holidays

警察署

病院

役場

てつうす

現在地

瑠瞳



現在地

ステーキハウス暁

店主のオススメ

ステーキセット

洋食ステーキハウス暁

～基本情報～

◯住所：木古内町字新道103-３

◯TEL：01392-2-3057

◯営業時間：11:30～14:00

16:30～20:00

◯定休日：月曜日

～Information～

◯Address：Shinmichi103-3,Kikonai-cho

◯TEL：01392-2-3057

◯Business Hours：11:30～14:00

16:30～20:00

◯Closed：Monday

ステーキハウスとい
う名前の通りステー
キセットがオススメ。
その味にご飯がすす
むこと間違いなし。

Akatsuki

店内の小物など、アメリカ
ンな雰囲気のステーキハウ
ス。国産黒毛和牛のステー
キやハンバーグを豪快に楽
しめます。ラーメンや定食
などのメニューも充実。

お店の外観お店の内観

役場

病院

コープさっぽろ



店主のオススメ

和風おろしハンバーグ定食

洋食あおき

フワフワのハン
バーグに大根おろ
しが絶妙にマッチ
したお店自慢の一
品。

丼ものやそばうどん、ラーメン
まで和洋幅広くメニューが揃う
食堂。中でもフワフワのハン
バーグが人気で、そのハンバー
グを食べにお昼には町民がこ
ぞって集まります。

お店の外観お店の内観

和洋亭苑
Aoki

～基本情報～

◯住所：木古内町字本町240

◯TEL：01392-2-2052

◯営業時間：10:30～15:00

16:30～19:30

◯定休日：不定休

～Information～

◯Address：Honcho240,Kikonai-cho

◯TEL：01392-2-2052

◯Business Hours：10:30～15:00

16:30～19:30

◯Closed：Irregular holidays

警察署

病院

役場

現在地

あおき



店主のオススメ

はこだて和牛カレー

洋食

～基本情報～

◯住所：木古内町字大平23-13

◯TEL：01392-2-5222

◯営業時間：要予約

◯定休日：火曜日

～Information～

◯Address：Oohira23-13,Kikonai-cho

◯TEL：01392-2-5222

◯Business Hours：Reservations required

◯Closed：Tuesday

お店の一番人気は「は
こだて和牛カレー」で
す。ここでしか食べら
れない味に仕上がって
います。

木古内町で数少ない「はこだ
て和牛」を使った料理を食べ
られるお店。オシャレな店内
からは津軽海峡を眺めること
もでき、景色と一緒に料理を
楽しむことが出来る。

現在地

宿 きたかい

お店の外観

宿 きたかい
Yado kitakai

お店の内観

警察署
役場

病院

消防署



店主のオススメ

パスタランチセット

洋食どうなんde’s

シェフが素材にこだ
わったパスタと木古
内名物の塩パンの
セット。リーズナブ
ルな値段も魅力。

お店の外観お店の内観

Donan de’s

～基本情報～

◯住所：木古内町字本町338-14

◯TEL：01392-6-7210

◯営業時間：ランチ：11:00～14:00

ディナー：17:30～20:45

◯定休日：不定休

～Information～

◯Address：Honcho338-14,Kikonai-cho

◯TEL：01392-6-7210

◯Business Hours：Lunch 11:00～14:00

Dinner 17:30～20:45

◯Closed：Irregular holidays

警察署

病院

役場

現在地
どうなんde’s

道の駅内にある本格イタリアン
レストラン。木古内産はもちろ
ん道南エリアの各地から優れた
食材を集め、素材本来の味を生
かしたメニューを取り揃えて
います。



店主のオススメ

居酒屋おかめ

～基本情報～

◯住所：木古内町字本町332-3

◯TEL：01392-2-3391

◯営業時間：17:30～23:00

◯定休日：不定休

～Information～

◯Address：Honcho332-3,Kikonai-cho

◯TEL：01392-2-3391

◯Business Hours：17:30～23:00

◯Closed：Irregular holidays

どちらの品も店主の
手作りでビールとの
相性は抜群。この他
にも様々な創作料理
があり味は絶品。

お店の外観お店の内観

Okame

昔ながらの居酒屋の雰囲気で心
温まる空間を演出するお店。店
主オリジナルの創作料理を楽し
むことができる他、「はこだて
和牛」などの地場産の食材にこ
だわった料理も楽しむことがで
きる。

たべもの
居酒屋

警察署

病院

役場

現在地

おかめ



店主のオススメ

焼き鳥セット

居酒屋おてもやん

～基本情報～

◯住所：木古内町字本町335

◯TEL：01392-2-3456

◯営業時間：18:00～25:00

◯定休日：不定休

～Information～

◯Address：Honcho335,Kikonai-cho

◯TEL：01392-2-3456

◯Business Hours：18:00～25:00

◯Closed：Irregular holidays

焼き鳥各種６本セッ
トは味付けが絶妙で
どんどんお酒がすす
みます。気さくなマ
スターが丹精こめて
焼いています。

お店の外観お店の内観

居酒屋
Otemoyan

居酒屋としては珍しく深夜1

時まで営業していて、地元の
「のんべぇ」から愛されてい
る。メニューが豊富でいろん
な人が楽しめるお店。

警察署

病院

役場

現在地



店主のオススメ

店主こだわりの品々

居酒屋杉の木

～基本情報～

◯住所：木古内町字本町565-3

◯TEL：01392-2-4633

◯営業時間：18:00～22:00

◯定休日：不定休

～Information～

◯Address：Honcho565-3,Kikonai-cho

◯TEL：01392-2-4633

◯Business Hours：18:00～22:00

◯Closed：Irregular holidays

天ぷら、焼き鳥、刺
身など何を頼んでも
最高の味で提供して
くれる。満足するこ
と間違いなし。

お店の外観お店の内観

居酒屋
Ｓｕｇｉｎｏｋｏ

マスター１人で切り盛りする昔
ながらの天ぷら屋さん。素材に
こだわった天ぷらと焼き鳥が絶
品で木古内の隠れ家的居酒屋と
して密かに人気を集めている。
マスターの笑顔に心癒されます。

警察署

病院

役場

現在地
杉の木



店主のオススメ

特上カルビ

居酒屋焼き肉 テグ

～基本情報～

◯住所：木古内町字本町229-2

◯TEL：070-5048-5705

◯営業時間：16:30～22:00（L.O.）

◯定休日：木曜日

～Information～

◯Address：Honcho229-2,Kikonai-cho

◯TEL：070-5048-5705

◯Business Hours：16:30～22:00（L.O.）

◯Closed：Thursday

ちょうどいい「さし」
が入っている特上カル
ビは口の中でとろけま
す。来たら是非食べて
欲しい逸品。

お店の外観

Tegu

木古内町で唯一の焼き肉店。北斗市
で人気だったお店がなんと木古内で
復活オープン。おいしい焼き肉と優
しいマスターが揃い、連日予約が殺
到しているお店。おいしい焼き肉を
食べたい方は是非ここへ。

警察署

病院

役場

現在地

テグ

お店の内観



店主のオススメ

刺身盛り＆焼き鳥

居酒屋ハイカラ屋

～基本情報～

◯住所：木古内町字本町565-22

◯TEL：01392-2-2777

◯営業時間：18:00～24:00

◯定休日：日曜日

～Information～

◯Address：Honcho565-22,Kikonai-cho

◯TEL：01392-2-2777

◯Business Hours：18:00～24:00

◯Closed：Sunday

この店の人気トップ
２。素材にこだわり
店内のレトロな雰囲
気にマッチし最高に
お酒がすすむ逸品。

お店の外観お店の内観

Haikaraya

レトロな雰囲気を醸し出す居
酒屋。カウンターの他に個室
も用意され、大人数でも気軽
に利用できる人気のお店。お
酒の種類が豊富なのも人気。

大衆
レトロ酒場

警察署

病院

役場

現在地

ハイカラ



店主のオススメ

月見つくね

居酒屋ヤキトリ本舗

～基本情報～

◯住所：木古内町字本町229-2

◯TEL：01392-2-3454

◯営業時間：17:00～23:00

◯定休日：不定休

～Information～

◯Address：Honcho229-2,Kikonai-cho

◯TEL：01392-2-3454

◯Business Hours：17:00～23:00

◯Closed：Irregular holidays

お店の人気No.1メ

ニュー。卵を絡めた
お店自慢のつくねは
ほっぺたが落ちるほ
どのおいしさ。

お店の外観お店の内観

Yakitorihonnpo

木古内町唯一の焼き鳥専門店。専
門店だけあり焼き鳥のメニューは
豊富。飲み物は男前ジョッキとい
うBIGなジョッキも用意しており、

常連さんに人気となっている。お
店オリジナルメニューもあり1度来
たらまた来たくなるお店。

店主の浅水さん

警察署

病院

役場

現在地

ヤキトリ



店主のオススメ

特上寿司

寿司清本鮨

素材にとことんこだ
わった味自慢の一品。

日替わりでネタは変わ
り、その時一番おいし
いネタを握ってくれる。

毎朝、函館の市場まで店主自ら
車を走らせ仕入れた新鮮な魚介
類を、リーズナブルに味わえる
寿司店。カウンターで、気さく
な店主と会話を楽しむのもおす
すめ。宴会利用も可能。

お店の内観

Kiyomotozushi

～基本情報～

◯住所：木古内町字本町60

◯TEL：01392-2-2371

◯営業時間：11:30～22:00

◯定休日：月曜日

～Information～

◯Address：Honcho60,Kikonai-cho

◯TEL：01392-2-2371

◯Business Hours：11:30～22:00

◯Closed：Monday

警察署

病院

役場

現在地

清本鮨

お店の外観



店主のオススメ

新鮮なネタ

寿司美乃久

～基本情報～

◯住所：木古内町字本町332-6

◯TEL：01392-2-2156

◯営業時間：16:00～23:00

◯定休日：不定休

～Information～

◯Address：Honcho332-6,Kikonai-cho

◯TEL：01392-2-2156

◯Business Hours：16:00～23:00

◯Closed：Irregular holidays

店主自ら買い付けに
行っている新鮮ネタ
の全てがオススメ。
値段はリーズナブル
で味も間違いなし。

お店の外観お店の内観

鮨
Minokyu

いつも陽気な店主とのコミュニ
ケーションが楽しい寿司店。客
の好みを把握した人情味溢れる
サービスが好評で、転勤等で木
古内を離れていた人でも、美乃
久が懐かしくて時折戻ってくる
ほど。

警察署

病院

役場

現在地



店主のオススメ

パンとコーヒーのセット

カフェ北じま本店

～基本情報～

◯住所：木古内町字木古内192-4

◯TEL：01392-2-2200

◯営業時間：9:00～17:00

◯定休日：日曜日

～Information～

◯Address：Kikonai192-4,Kikonai-cho

◯TEL：01392-2-2200

◯Business Hours：9:00～17:00

◯Closed：Sunday

本職はパン屋さんとい
うこともあり、味はも
ちろんおいしいが、
コーヒーとの相性も抜
群でさらにパンの味を
引き立たせる。

お店の外観お店の内観

スイーツ
ギャラリー Kitajima Honntenn

北海度新幹線木古内駅の目の前
にあり、地元のパン屋さんが営
業するカフェ。お店オリジナル
のケーキやお菓子を食べること
ができ、新幹線の待ち時間など
にピッタリなお店。お菓子はお
土産としても大人気。

警察署

病院

役場

現在地

北じま



店主のオススメ

トーストとパフェのセット

カフェCoCo

～基本情報～

◯住所：木古内町字本町535

◯TEL：01392-2-2848

◯営業時間：9:00～19:00

◯定休日：不定休

～Information～

◯Address：Honcho535,Kikonai-cho

◯TEL：01392-2-2848

◯Business Hours：9:00～19:00

◯Closed：Irregular holidays

お店一番の人気メ
ニュー。トーストの
味付けは店主のオリ
ジナルでCoCoでしか
食べられない味。

お店の外観お店の内観

軽食・喫茶
CoCo

木古内駅前の喫茶店。軽食
メニューが充実しており、
パスタ、ピラフ、チャーハ
ン、うどん、そば、ラーメ
ン、トーストなど幅広く
揃っています。

警察署

病院

役場

現在地

CoCo



現在地

その

店主のオススメ

ブレンドコーヒー

カフェその

～基本情報～

◯住所：木古内町字大平6-9

◯TEL：01392-2-2647

◯営業時間：9:00～19:00

（冬期18:30）

◯定休日：不定休

～Information～

◯Address：Oohira6-9,Kikonai-cho

◯TEL：01392-2-2647

◯Business Hours：9:00～19:00

（Winter:18:30）

◯Closed：Irregular holidays

豆にこだわったお店
自慢のコーヒー。シ
ンプルだからこそ分
かる豆の旨みを堪能
してください。

喫茶
Sono

店内から津軽海峡を見渡せ
るロケーション抜群の喫茶
店。コーヒーなどのドリン
ク類だけでなく、パスタや
ハンバーグ、トーストなど
軽食メニューも豊富です。

お店の内観 お店の外観

警察署

病院

役場



お店のプチ情報

宴会も可能な団体席

スナックカノン

清潔感のある真っ
白いソファが特徴
の団体席が有り、
大人数での利用も
可能。

スナックでは珍しく夜7時と早い
時間から営業していて、ママの人
柄がよく、いつも木古内町民で賑
わうお店。きれいな店内ではいつ
も町民の歌声が響いている。１人
で飲みに来ても入りやすいお店。

スナック
Kanon

～基本情報～

◯住所：木古内町字本町565

◯TEL：01392-6-7088

◯営業時間：19:00～25:00

◯定休日：日曜日

～Information～

◯Address：Honcho565,Kikonai-cho

◯TEL：01392-6-7088

◯Business Hours：19:00～25:00

◯Closed：Sunday

お店の
外観お店の内観

警察署

病院

役場

現在地
カノン



現在地

ミュージックインチャチャ

オススメ情報

プロ歌手のママ

スナックチャチャ

演歌ならば私に任せ
てと言わんばかりに
いつも素晴らしい歌
を聴かせてくれるマ
マ。リクエストに応
えてくれるかも！？

町内で人気のプロ歌手と言う一面も
持つママが営むお店。常連客が多く
ママの歌を聞きに集まるお客さんば
かり。ママは歌だけではなくトーク
も上手く、盛り上げ上手でついつい
お酒がすすんでしまいます。

ミュージックイン
Chacha

～基本情報～

◯住所：木古内町字新道97-1

◯TEL：01392-2-4800

◯営業時間：19:00～24:00

◯定休日：日・祝日

～Information～

◯Address：Shinnmichi97-1,Kikonai-cho

◯TEL：01392-2-4800

◯Business Hours：19:00～24:00

◯Closed：Sunday・Public holiday

お店の外観お店の内観

役場

病院

コープさっぽろ



お店の自慢

聞き上手なママ

スナックプレイボーイ

スナック歴４０年以上の
ベテランママは聞き上手
で、ついついいろんな愚
痴を話してしまう。日常
に疲れを感じているあな
た。一度訪れてみては。

40年以上の歴史を持つ老舗ス

ナック。ママの優しさと居心地
のいい店内の雰囲気は、町内だ
けではなく町外にもリピーター
がいるほど。朝方まで営業して
おり、なが～く飲めるお店。

お店の外観お店の内観

スナック
Play Boy

～基本情報～

◯住所：木古内町字本町333

◯TEL：01392-2-2137

◯営業時間：20:30～25:30

◯定休日：月曜日

～Information～

◯Address：Honcho333,Kikonai-cho

◯TEL：01392-2-2137

◯Business Hours：20:30～25:30

◯Closed：Monday

警察署

病院

役場

現在地



お店のプチ情報

たくさんの種類のお酒

スナックベンジャミン

お酒の種類はもち
ろん、カクテルも
かなりの種類を揃
えていて様々なお
酒を楽しめる。

きれいなママが笑顔で迎えて
くれるお店。お酒の種類が豊
富で、自分にあったお酒を見
つけることができる。自分に
あったお酒を探しすぎて飲み
過ぎないようにご注意を。

Bar
Bennjyaminn

～基本情報～

◯住所：木古内町字本町229-2

◯TEL：090-9525-8080

◯営業時間：20:00～

◯定休日：月曜日

～Information～

◯Address：Honcho229-2,Kikonai-cho

◯TEL：090-9525-8080

◯Business Hours：20:00～

◯Closed：Monday

お店の外観お店の内観

警察署

病院

役場

現在地

ベンジャミン



お店の自慢

日替わりお通し

スナックマリン

木古内が生んだ美人姉妹がお出迎え
してくれる町民御用達のお店。
最初に出てくるお通しはママの手作
りで絶品。お通しは、行った日に
よってメニューが違い、お店の名物
となっている。深夜帯まで営業して
おり、なが～く飲みたいお客様には
ピッタリ！

お店の外観お店の内観

スナック
Marine

～基本情報～

◯住所：木古内町字本町565-6

◯TEL：01392-2-2524

◯営業時間：19:00～25:00

◯定休日：日曜日

～Information～

◯Address：Honcho565-6,Kikonai-cho

◯TEL：01392-2-2524

◯Business Hours：19:00～25:00

◯Closed：Sunday

警察署

病院

役場

現在地

マリン

ママが手作りして
いるお通しは絶品
で、それを楽しみ
にしている人も多
いとか。



お店のプチ情報

ミラーボール付きお立ち台

スナックみわ

ここに立って踊れ
ば誰でも本日の主
役になれます。ぜ
ひ踊ってみては。

店内にはキラキラのミラーボー
ルが回っている木古内の人気店。
若者からシニア世代まで広い客
層に人気で、いつも混み合って
おり、歌って踊って楽しめるお
店です。1人のお客様も大歓迎。

スナック
Miwa

～基本情報～

◯住所：木古内町字本町229-2

◯TEL：01392-2-3380

◯営業時間：19:00～25:00

◯定休日：日曜日

～Information～

◯Address：Honcho229-2,Kikonai-cho

◯TEL：01392-2-3380

◯Business Hours：19:00～25:00

◯Closed：Sunday

お店の外観お店の内観

警察署

病院

役場

現在地

みわ



お店の自慢

盛り上げ上手なママ

スナックＹｏｕ＆遊

歌を聞くのが大好き
なママは昭和の曲か
ら平成の曲まで何で
も盛り上げてくれる
盛り上げ上手。

落ち着いた雰囲気でしっぽり飲
みたい方にお勧めのお店。たま
にママお手製のカレーを食べる
ことができ、それを求めてくる
お客様も多いとか。いつも笑顔
のママに心癒されてみては。

お店の外観お店の内観

スナック
You&yuu

～基本情報～

◯住所：木古内町字本町565

◯TEL：01392-2-3003

◯営業時間：20:00～25:00

◯定休日：日曜日

～Information～

◯Address：Honcho565,Kikonai-cho

◯TEL：01392-2-3003

◯Business Hours：20:00～25:00

◯Closed：Sunday

警察署

病院

役場

現在地
You＆遊



店主のオススメ

あんかけ焼きそば

宿泊施設石川屋

～基本情報～

◯住所：木古内町字本町78

◯TEL：01392-2-2146

◯FAX：01392-2-2146

◯定休日：不定休

～Information～

◯Address：Honcho78,Kikonai-cho

◯TEL：01392-2-2146

◯FAX：01392-2-2146

◯Closed：Irregular holidays

食堂で提供されてい
る人気メニューの一
つ。値段は安いのに
量が多く若者には嬉
しいメニューとなっ
ている。

飲食店と併設されている宿泊施
設。一般的なビジネスホテルだ
が、飲食店も経営していること
もあり、料理がとてもおいしい。
ホテルの部屋からは木古内の街
並みを見ることも出来る。

お店の外観

ビジネス
ホテル Ishikawaya

客室

警察署

病院

役場

現在地

石川屋



お店の自慢

シャワー付き洋室の
オーシャンビュー

宿泊施設宿 きたかい

癒やしの空間を提供する
ため、壁紙の材質や寝具
の柔らかさなど、様々な
点にこだわっています。
窓からは津軽海峡が一望
できます。

客室や食堂から津軽海峡を眺められ
る立地で、地元食材の使用にこだわ
りを持つ洋風な旅館。１階の食堂兼
カフェ「KITA CAFE」では「はこだ
て和牛カレー」がおすすめ。徒歩圏
内にはコンビニも有り便利な宿泊施
設。Wi-Fiも整備されており、外国
の方でも気軽に利用できます。

Yado kitakai

店主と部屋の写真

現在地

宿 きたかい

～基本情報～

◯住所：木古内町字大平23-13

◯TEL：01392-2-5222

◯FAX：01392-2-5333

◯HP：https://www.kitakai.jp

～Information～

◯Address：Oohira23-13,Kikonai-cho

◯TEL：01392-2-5222

◯FAX：01392-2-5333

◯HP：https://www.kitakai.jp

お店の外観お店の内観

警察署 役場

病院

消防署



お宿の自慢

光明神々温泉浴場

宿泊施設

～基本情報～

◯住所：木古内町字本町224-1

◯TEL：01392-2-3800

◯FAX：01392-2-3801

◯HP：https://kikonai.classe-inn.jp

～Information～

◯Address：Honcho224-1,Kikonai-cho

◯TEL：01392-2-3800

◯FAX：01392-2-3801

◯HP：https://kikonai.classe-inn.jp

岡山県の阿部鉱山か
ら産出される特殊な
天然鉱石「光明石」
の人工温泉です。神
経痛や疲労回復に効
果があります。

木古内駅に一番近く、徒歩圏内
に飲食店やコンビニなど立地が
よいビジネスホテル。全ての客
室にバストイレやWi-Fiが整備

されている。旅の疲れを癒やす
大浴場もおすすめです。

お店の外観客室

警察署

病院

役場

現在地

クラッセ

Classe-inn       Kikonai



店主のオススメ

宿泊施設寿旅館

～基本情報～

◯住所：木古内町字本町265

◯TEL：01392-2-2342

◯FAX：01392-2-2342

◯定休日：不定休

～Information～

◯Address：Honcho265,Kikonai-cho

◯TEL：01392-2-2342

◯FAX：01392-2-2342

◯Closed：Irregular holidays

近くにスナックや飲食店があり夜の街に繰り出
すにはピッタリなお宿。洋室も和室もありお客
様のニーズに合わせたお部屋を選ぶことが出来
ます。

お店の
外観

Kotobuki Ryokann

ロビー 客室

警察署

病院

役場

現在地

寿旅館



お店の自慢

地元産の新鮮な海鮮

宿泊施設

温泉良し、景色良しで
さらに地元産の海鮮が
味わえるというどこを
とっても良いとこづく
しのお宿。是非一度訪
れてみては。

日帰り入浴可能な天然温泉と一
般利用可能な食堂を併設する旅
館。津軽海峡に面した立地で、
客室からのオーシャンビューが
楽しめます。料理は地元の海の
幸に力を入れています。

店主と部屋の写真

現在地

ビュウ温泉 のとや

のとやビュウ温泉
Notoya

～基本情報～

◯住所：木古内町字大平20-2

◯TEL：01392-2-4055

◯FAX：01392-2-4948

◯HP：www.geocities.jp/kikonai_notoya/

～Information～

◯Address：Oohira20-2,Kikonai-cho

◯TEL：01392-2-4055

◯FAX：01392-2-4948

◯HP： www.geocities.jp/kikonai_notoya/

客室 食堂

警察署 役場

病院

消防署



店主のオススメ

宿泊施設原林

～基本情報～

◯住所：木古内町字本町23-3

◯TEL：01392-2-2508

◯FAX：01392-2-2508

◯定休日：不定休

～Information～

◯Address：Honcho23-3,Kikonai-cho

◯TEL：01392-2-2508

◯FAX：01392-2-2508

◯Closed：Irregular holidays

部屋数が多くお値段がリーズナブルなの
も特徴。お店の方も気さくな方々でとて
も話しやすい。

お店の
外観

民宿
Harabayashi

食堂客室

警察署

病院

役場

現在地

民宿原林



店主のオススメ

宿泊施設吉澤

～基本情報～

◯住所：木古内町字本町154-2

◯TEL：01392-2-2828

◯FAX：01392-2-4445

◯定休日：不定休

～Information～

◯Address：Honcho154-2,Kikonai-cho

◯TEL：01392-2-2828

◯FAX：01392-2-4445

◯Closed：Irregular holidays

団体での利用が多くいつも混み合ってい
る宿。駅前に位置しているため各施設へ
のアクセスがいいのが人気の秘訣。

お店の
外観

ホテル
Yoshizawa

客室
お店の外観

警察署

病院

役場

現在地

ホテル吉澤



オススメ商品

キーコTシャツ

おみやげ

木古内の面白お土産と
して最近密かに人気上
昇中のキーコTシャツ。

子どもに着せるとかわ
いさ倍増の商品。

木古内町のゆるキャラ「キーコ」
の顔が大きくプリントされたキー
コＴシャツを販売しているお店。
その他にキーコのトートバッグも
あり、木古内のお土産品でも人気
商品になっている。

お店の外観お店の内観

～基本情報～

◯住所：木古内町字本町57

◯TEL：01392-2-2118

◯営業時間：9:00～17:00

◯定休日：日曜日

～Information～

◯Address：Honcho57,Kikonai-cho

◯TEL：01392-2-2118

◯Business Hours：9:00～17:00

◯Closed：Sunday

Okumura

警察署

病院

役場

現在地

おくむら



オススメ商品

寒中みそぎサブレ

おみやげ

寒中みそぎのキャラク
ター「みそぎボーイ」
がパッケージになって
いる商品。サクサクで
ほんのり甘いのが特徴

地元のパン屋さんが経営するケーキ
屋さん。ケーキはもちろんのこと、
洋菓子やパンなども販売しており、
地元から愛されるスイーツ店。お店
オリジナルの商品もあり、ここでし
か食べられない味を味わってみては。

お店の外観お店の内観

～基本情報～

◯住所：木古内町字本町330-4

◯TEL：01392-2-2209

◯営業時間：9:00～19:00

◯定休日：日曜日

～Information～

◯Address：Honcho330-4,Kikonai-cho

◯TEL：01392-2-2209

◯Business Hours：9:00～19:00

◯Closed：Sunday

Kitajima

警察署

病院

役場

現在地北じま



オススメ商品

味付けマトンロース

おみやげ

秘伝のタレで味付けさ
れたマトンロースは、
甘めな味付けとなって
おり、子どもでも食べ
やすい味となっている。

地元で人気のジンギスカン屋さ
ん。秘伝のタレで味付けされた
ジンギスカンは絶品。はこだて
和牛も購入することが出来るお
店。BBQの準備に最適なお店。

お店の外観

～基本情報～

◯住所：木古内町字札苅214

◯TEL：01392-2-2312

◯営業時間：9:00～19:00

◯定休日：第１・第３日曜日

～Information～

◯Address：Satsukari214,Kikonai-cho

◯TEL：01392-2-2312

◯Business Hours：9:00～19:00

◯Closed：One the first and third Sunday

Kyuujyou Kudousyoutenn

現在地

久上工藤商店

お店の内観

木古内駅 札苅駅

警察署 役場

病院

消防署



オススメ商品

ぱくぱく塩パン

おみやげ

その食べやすさと値段
から何個でも食べてし
まうお店人気No.1商

品。派生商品も多数あ
り、自分の好きな味を
探してみては。

道の駅みそぎの郷きこないに併設されて
いる、木古内町のパン屋さん。お店オリ
ジナルの商品である、「ぱくぱく塩パ
ン」が町内外問わず多くのお客様に人気
で売りきれ必至の人気商品となっている。
時季によって期間限定商品なども販売し
ており、いつ来ても楽しめるお店。

お店の外観
お店の内観

～基本情報～

◯住所：木古内町字本町338-14

◯TEL：01392-6-7210

◯営業時間：10:00～18:00

◯定休日：不定休

～Information～

◯Address：Honcho338-14,Kikonai-cho

◯TEL：01392-6-7210

◯Business Hours：10:00～18:00

◯Closed：Irregular holidays

Koppendotto

警察署

病院

役場

現在地

コッぺん道土



オススメ商品

はこだて和牛コロッケ

おみやげ

「はこだて和牛」を
使った商品で、外は
サクサク中はジュー
シーな大人気コロッ
ケです。

地元の特産品「はこだて和牛」を
使った「はこだて和牛コロッケ」
を販売しているお店。その他にも
お土産用の冷凍商品も販売してお
り、地元に愛されるスーパーです。

お店の外観

～基本情報～

◯住所：木古内町字本町229

◯TEL：01392-2-4054

◯営業時間：8:30～19:00

◯定休日：不定休

～Information～

◯Address：Honcho229,Kikonai-cho

◯TEL：01392-2-4054

◯Business Hours：8:30～19:00

◯Closed：Irregular holidays

Sannmeito

警察署

病院

役場

現在地

サンメイト

お店の内観



オススメ商品

孝行餅

おみやげ

木古内を代表する和
菓子と言えばこちら。
創業当初からずっと
変わらぬ味のゆべし
餅です。

木古内で長く続く老舗の和菓子店。
定番の「孝行餅」が有名で、その
名前の由来となる伝説に当主が関
連しています。その他、地元の名
所にちなんだ菓子がいくつもあり
ます。

～基本情報～

◯住所：木古内町字本町237

◯TEL：01392-2-2069

◯営業時間：9:00～18:00

◯定休日：元日

～Information～

◯Address：Honcho237,Kikonai-cho

◯TEL：01392-2-2069

◯Business Hours：9:00～18:00

◯Closed：New year’s day

Suehiroann

警察署

病院

役場

現在地

末廣庵

お店の外観お店の内観



店長のオススメ

おみやげ道の駅 みそぎの郷きこない

みそぎ浜沖から汲み上
げた海水から作った塩
「みそぎの塩」を使っ
た特製ソースがかかっ
たソフトクリーム。

道南地域の観光拠点施設でもある
道の駅。新幹線と道南いさりび鉄
道の駅前に位置し、路線バスの発
着点にもなってる。館内には観光
情報に詳しいコンシェルジュが常
駐し、周辺の観光案内を受けるこ
とが出来る。

お店の外観お店の内観

Michinoeki Misoginosato Kikonai

～基本情報～

◯住所：木古内町字本町338-14

◯TEL：01392-2-3161

◯営業時間：9:00～18:00

◯定休日：年末年始

～Information～

◯Address：Honcho338-14,Kikonai-cho

◯TEL：01392-2-3161

◯Business Hours：9:00～18:00

◯Closed：Year-end and New Years holiday

警察署

病院

役場

現在地

道の駅



おみやげ

木古内小売酒販組合に加入し、純米酒「みそぎの
舞」を販売している店舗について紹介しています。

お店の外観

現在地

お店の外観 お店の外観 お店の外観

警察署

病院

役場

スーパーサンメイト

深瀬商店

東出酒店



警察署

病院

消防署

おみやげ

木古内小売酒販組合に加入し、純米酒「みそぎの
舞」を販売している店舗について紹介しています。

お店の外観

現在地

中森商店

お店の外観

久上工藤商店

吉川商店

お店の外観 お店の外観

木古内駅

札苅駅 泉沢駅

役場

木古内駅



警察署

病院
役場

コンビニ

木古内小売酒販組合に加入し、純米酒「みそぎの舞」
を販売しているコンビニについて紹介しています。

お店の外観

現在地

ローソン木古内店

お店の内観

セラーズひらの

お店の外観 お店の外観 お店の内観

木古内駅 札苅駅 泉沢駅



お店の外観

病院

木古内駅 札苅駅 泉沢駅

コンビニ

お店の外観

現在地

お店の外観

セイコーマート木古内泉沢店

セイコーマート木古内店

セブンイレブン木古内店

お店の外観

警察署

役場

消防署



薬局

お店の外観

お店の外観 お店の内観 お店の外観 お店の内観

警察署

病院

役場

現在地
ツルハ

宮崎薬局



～基本情報～

◯住所：木古内町字本町224-1

◯TEL：01392-2-3121

◯窓口 営業時間：9:00～15:00

定休日：土曜日、日曜日、祝日

◯ATM   営業時間：9:00～18:00

定休日：土曜日、日曜日、祝日

～Information～

◯Address：Hontyou224-1,Kikonai-cho

◯TEL：01392-2-3121

◯Counter Business Hours：9:00～15:00

Closed： Saturday , Sunday , Public holiday

◯ATM Business Hours：9:00～18:00

Closed： Saturday , Sunday , Public holiday

お店の外観

金融機関

お店の外観

～基本情報～

◯住所：木古内町字本町330

◯TEL：01392-2-2626

◯窓口 営業時間：9:00～15:00

定休日：土曜日、日曜日、祝日

◯ATM 営業時間：9:00～18:00

定休日：土曜日、日曜日、祝日

※定休日については道の駅内のATMを使用できます。（年末年始を除く）

～Information～

◯Address：Hontyou330,Kikonai-cho

◯TEL：01392-2-2626

◯Counter Business Hours：9:00～15:00

Closed： Saturday , Sunday , Public holiday

◯ATM Business Hours：9:00～18:00

Closed： Saturday , Sunday , Public holiday

※You can use the ATM in the Michinoeki is in regular holiday.

（Except for the year-end and New Year holidays)

お店の外観

警察署

病院

役場

現在地道の駅

道銀

うみ街



～基本情報～

◯住所：木古内町字本町224-1

◯TEL：01392-2-3121

◯窓口 営業時間：9:00～16:00

定休日：土曜日、日曜日、祝日

◯ATM   営業時間：9:00～18:00

定休日：土曜日、日曜日、祝日

～Information～

◯Address：Hontyou224-1,Kikonai-cho

◯TEL：01392-2-3121

◯Counter Business Hours：9:00～16:00

Closed： Saturday , Sunday , Public holiday

◯ATM Business Hours：9:00～18:00

Closed： Saturday , Sunday , Public holiday

お店の外観

金融機関

お店の外観

～基本情報～

◯住所：木古内町字本町536-2

◯TEL：01392-2-2941

◯窓口 営業時間：9:00～17:00

定休日：土曜日、日曜日、祝日

◯ATM   営業時間：9:00～17:00（～15:00：日曜日）

定休日：年末年始

～Information～

◯Address：Hontyou536-2,Kikonai-cho

◯TEL：01392-2-2941

◯Counter Business Hours：9:00～17:00

Closed： Saturday , Sunday , Public holiday

◯ATM Business Hours：9:00～17:00(～15:00：Sunday)

Closed： Year-end and New Years holiday

お店の外観

警察署

病院

役場

現在地道の駅

農協

郵便局



ガソリン
スタンド

現在地

ホクレン 木古内 セルフ
SS

ホクレン木古内セルフSS

～基本情報～

◯住所：木古内町字大平27-14

◯TEL：01392-2-2133

◯営業時間：7:30～19:30

◯定休日：年中無休

～Information～

◯Address：Oohira27-14,Kikonai-cho

◯TEL：01392-2-2133

◯Business Hours：7:30～19:30

◯Closed： Open all year round

客室

警察署 役場

病院

消防署

外観



現在地

コープさっぽろ木古内店

警察署 役場

病院

消防署

ラルズマート木古内店

スーパー
マーケット

お店の外観

お店の外観 お店の内観 お店の外観 お店の内観



ホーム
センター

お店の外観

お店の外観 お店の内観 お店の外観 お店の内観

役場

病院

消防署警察
コープ

現在地

イエローグローブ木古内店

ホーマックニコット木古内店


