
函館市
南茅部支所

南茅部河川公園

南かやべ保養センター
の近くにあることから、
キャンプ場として利用
され、春は桜、秋は紅
葉が楽しめます。

（南茅部エリア）

縄文時代中期（約5,500年前から約4,000
年前）の遺跡で、復元された竪穴住居や盛
り土遺構を見学できます。

大船遺跡

↓椴法華、恵山、戸井エリアへ続く （裏面）↓

🚘 ７分

🚘 ８分

ホテル函館ひろめ荘

和風調の落ち着いた佇まいと新鮮な
海の幸が自慢です。宿泊者向けの
「朝どれイカ刺し食べ放題」（期間

℡0138－25－6111

大船町832-1
保養センター食堂 11：30～17：30
※レストランは要問合せ

限定）が人気。また、隣接の日帰り
温泉「南かやべ保養センター」の食
堂では、土日限定メニューの縄文拉
麺（らーめん）がおすすめです！

山あいに佇む温泉宿泊施設です。
隣接する日帰り温泉「南かやべ保
養センター」では、内風呂が重曹
泉、露天風呂が硫黄泉で泉質の違
う２種類の温泉が楽しめます。

ホテル 函館ひろめ荘
南かやべ保養センター

🚘 ８分

ホットステーション 珈夢（かむ）
茅空（かっくう）ホットサンドセットは、
「中空土偶」の顔を焼き印！

℡0138－25－3063

臼尻町149-16
11：00～1８：00
※金曜日21：00まで
定休日 月・火曜日

すし処 㐂川（よしかわ）
函館真昆布からダシをとった縄文風湯麺
（たんめん）が絶品！

℡0138－25－5959

臼尻町194
昼 11：30～14：00
夜 16：00～20：00
定休日 日曜日

食事処 公楽（こうらく）
「前浜甘エビ丼」など前浜で水揚げされた
魚介を使ったメニューが豊富！

℡0138－25－3049

臼尻町149-18
昼 11：00～14：00
夜 16：00～21：00
定休日 日曜日

寿し処 山昇（やましょう）

がごとろぶっかけ！海鮮バラちらしセットは、
魚介をちりばめた贅沢な一品！

℡0138－25－5515

臼尻町730
昼 11：30～14：00
夜 16：00～20：00
定休日 日曜日

手打ちそば 久蔵（きゅうぞう）
蕎麦と山菜の炊き込みご飯がセットになった
「縄文セット」がおすすめ！

℡0138－25－3001

豊崎町64
11：30～14：30
定休日 木・第４金曜日

🚘 ５分

一松仕出し店
仕出し専門店です。「中空土偶弁当」が
おすすめです！

℡0138－25－3410

川汲町726
7：00～17：00
定休日 不定休

寿しレストラン ひでちゃん鮨
魚介と野菜の旨みを凝縮した
「あんかけ焼きそば」はボリューム満点！

℡0138－25－5985

川汲町1423-4
昼 11：00～14：00
夜 17：00～20：00
定休日 水・土曜日

優鮨（ゆうずし）
「海鮮チラシ」とおそば（冷ｏｒ温）の
セットが人気です！

℡0138－25－5007

安浦町90-1
昼 11：00～14：00
夜 17：00～20：00
定休日 月曜日

🚘 ６分

南かやべ漁業
協同組合直営
の物販施設で
す。函館真昆
布のだし昆布
をはじめ、調
味料、昆布菓
子など様々な
昆布加工品を
販売していま
す。

南かやべ漁協
直販加工センター

🚘 ７分

スタート地点

函館イーストエリアは、
まだまだ魅力がいっぱい！

その他の名所（施設等）は
コチラへ

※ 🚘 〇〇分は、スタート地点 （道の駅 「縄文ロマン南かやべ」 ） からの移動時間

【南茅部エリア】

至 函館空港
（戸井・湯川方面へ）

椴法華エリアへ

至 鹿部町

（海側）

（海側）

南茅部エリア
「グルメガイド」

詳しくは
コチラをご覧ください！

大船遺跡

南茅部河川公園

ホテル 函館ひろめ荘
南かやべ保養センター

道の駅 縄文ロマン南かやべ
垣ノ島遺跡
函館市縄文文化交流センター

南かやべ漁協
直販加工センター

この先通行止

垣ノ島遺跡・函館市縄文文化交流センター

垣ノ島遺跡のそばにあり、北海道
唯一の国宝「中空土偶」をはじめ、
多数の貴重な遺物を展示・公開し
ています。

道の駅「縄文ロマン南かやべ」

スタート地点

https://goo.gl/maps/wMNSBaYd6Aoztc786
https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2022012400058/
https://goo.gl/maps/LsLwsydq5L5Q3ZhBA
https://goo.gl/maps/LsLwsydq5L5Q3ZhBA
https://goo.gl/maps/Z2Vv1dgS1BdQqm5j7
https://goo.gl/maps/xAGNijQbLGVvntBk8
https://goo.gl/maps/y6Uc48ZFXwbeE7o17
https://goo.gl/maps/5YPfd3H6q9jnUhkG8
https://goo.gl/maps/BK9yNzhhfwWX2pTG8
https://goo.gl/maps/y6EpLu6HYpnRRGxK8
https://goo.gl/maps/uALNk48FMmEFtVkk8
https://goo.gl/maps/osqC7edeAzkFQQx46
https://goo.gl/maps/1XdzJzwPZ2JwDi6t7
https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2020010700064/
https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2021030300104/
https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2022012400119/
http://www.hjcc.jp/


函館市
南茅部支所

函館市
戸井支所

函館市
椴法華支所

函館市
恵山支所

▲
釜谷富士

（椴法華、恵山、戸井エリア）

↑南茅部エリアへ続く （表面）↑

食事処 ちさ
冬の季節には名物の「ごっこ」の鉄板焼き
そばも提供しています。

℡0138－85－2267

高岱町15-5
11：00～ 20：30
※午後途中休憩の場合あり

定休日 不定休

うみまち食堂 菜の花

２０食限定の「旬の浜定食」がおすすめ！

℡0138－85－2287

日ノ浜町35-1
11：00～15：00
定休日 木・第３金曜日

恵山火山の熱源
による温泉が湧
き出している、
全国でも珍しい
海辺にある天然
の露天風呂です。

水無海浜温泉 🚘 ３４分

銚子トンネル手前にある入り江状に広がる
砂浜で、道南屈指のサーフィンスポットで
す。

銚子サーフビーチ

🚘 ２３分

🚘 ５０分活火山 恵山

標高６１８ｍの活火山
で、火口原駐車場まで
は大型バスも登ること
ができます。近くには、
太平洋や津軽海峡を一
望できる海峡展望台も
あります。
また、山麓にある恵山
つつじ公園はつつじの
名所で、毎年５月に美
しい花を咲かせます。

戸井ウォーターパーク

オートキャンプ場と温泉保
養センター「ふれあい湯遊
館」が併設された施設です。
キャンプ場内には、炊事棟、
トイレ棟の設備のほか、ミ
ニキッチン、トイレ、洗面
所が完備されたコテージも
あり、初心者でも気軽にア
ウトドアを楽しめます。

🚘 ４５分

🚘 ６５分

【戸井エリア】

【恵山エリア】

【椴法華エリア】

函館イーストエリアは、
まだまだ魅力がいっぱい！

至 函館空港
（湯川方面へ）

南茅部エリアへ

（海側）

（海側）

（海側）

その他の名所（施設等）は
コチラへ

銚子サーフビーチ

ホテル恵風
水無海浜
温泉

活火山
恵山

道の駅なとわ・えさん
恵山海浜公園

戸井ウォーターパーク

至 鉄山

発行：函館市
監修：函館市東部地域

まちづくり懇談会

旧戸井線アーチ橋
北海道・本州 最短の地

汐首灯台近くには、青森県大間町と津軽
海峡を隔てて１７．５㎞という北海道本
州最短の地があります。

北海道・本州 最短の地

（道道函館南茅部線
経由で４５分）

旧戸井線アーチ橋
北海道・本州 最短の地

幻の鉄道戸井線は、戦前に津軽海峡防備
の目的で建設が進められましたが、戦局
悪化等により工事は2.8㎞を残し中断さ
れました。
※外観を鑑賞することは出来ますが、
施設への立ち入りは禁止です。

旧戸井線アーチ橋

三松寿司（みまつずし）
恵山唯一のお寿司屋さん。旬のネタは
地元客にも人気で値段も手頃です。

℡0138－85－2842

日ノ浜町140-1
11：00～20：30
定休日 不定休

🚘 ３６分
道の駅「なとわ・えさん」
恵山海浜公園

国道２７８号沿いにある道の駅で、「なとわ」とは恵山地方の方言で、「あなたと
わたし」という意味です。施設内では、函館真昆布の加工品や前浜で水揚げされた
魚介の加工品などを販売しています。
隣接する恵山海浜公園は、海辺のキャンプ場として人気があります。

※ 🚘 〇〇分は、
スタート地点（道の駅 「縄文ロマン南かやべ」 ） からの移動時間

ホテル恵風

大浴場と宿泊者専用
展望浴室の２つの温
泉施設があり、それ
ぞれ異なる泉質の温
泉が楽しめます。
お料理の魚介類は、
すぐ近くの港からわ
ずか５分程度で届く
ため鮮度抜群です！

🚘 ３２分

℡0138－86－2121

恵山岬町61-2
ランチ利用時間 11：30～13：30
定休日 不定休

ホテル 恵風（けいぷ）

写真は極（きわみ）コース ※コース料理は事前予約が必要です。

レストハウス 自由軒（じゆうけん）
ラーメン・カレー・丼物等、メニューは
豊富。 ※ＭＥＧＡ盛りは要相談です。

℡0138－84－2116

中浜町117
11：00～19：00
定休日 不定休

https://goo.gl/maps/QjdjXQB19ytQCGrYA
https://goo.gl/maps/sTXVfdoB3EgDTN797
https://goo.gl/maps/YfgyVVYVnfRQ7eh69
https://goo.gl/maps/G61xr9goVQSLQaGJ8
https://goo.gl/maps/1UneXeZfeqoxMA6m6
https://goo.gl/maps/ZoRPNWJuiTh7gYaq5
https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2021030300104/
https://goo.gl/maps/VmdJ3fF7uiRKNyqQ8
https://goo.gl/maps/H3YTjhL4t6nExkEUA
https://goo.gl/maps/Fyt2pVSGj2w5xJty6
https://goo.gl/maps/jA7GCGjyouLsEwAQA
https://goo.gl/maps/RjwVyVERvnqNSnYp6
https://goo.gl/maps/WRCsC2WJT6x6MJXv5

