ホテル ノルド小樽
Hotel Nord Otaru

運河プラザ
（観光案内所あり）

観光地編

あなたの知らない小樽が
ここにあります
Otaru,s little-known gems

小樽の港はかつて石炭を本州に移出してい
て大変栄えていました。
その石炭を港まで輸
送するため市内には手宮線という、
北海道で
は最初の鉄道がありました。
ＳＬが走ってい
た当時に思いをはせて、
陸から海からあらた
めて小樽の街を見てください。
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Otaru’s port once flourished as a hub for
shipments of coal to Japan’s main island of
Honshu. To transport coal to the port, the Temiya
Line – Hokkaido’s first railroad – was built in Otaru
City. Take the opportunity to imagine the city as it
was in those days of steam locomotives, and
view Otaru from different perspectives – from the
land, the canal and the sea.

小樽通

市内中心部に残る

其の一

The remains of the Temiya Line in the city center

観光地編
Otaru ExpertsTourist Spot Edition
No.1

昭和60年に廃線となった国鉄手宮線は、明治13年に
北海道で最初の鉄道として開通しました。
市内中心部に
は、
オープンスペースが整備され、
当時の線路がそのま
ま残されています。
夏には
「小樽・鉄路・写真展」
や
「小樽
がらす市」
、
冬には小樽市を代表するイベント
「小樽雪あ
かりの路」
のメイン会場の一つとなっています。

小樽通

ＳＬに乗車できる

其の二

Otaru Museum and its steam locomotive rides

Otaru ExpertsTourist Spot Edition
No.2
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観光地編

其の三

Otaru ExpertsTourist Spot Edition
No.3

小樽通

観光地編

其の四

Otaru ExpertsTourist Spot Edition
No.4

This museum is situated on the premises of the former
JNR Temiya Station on the Temiya Line – the birthplace of
railroads in Hokkaido. Fifty train cars including the Shizuka
(a steam locomotive designated as a railway monument)
are exhibited, and visitors can enter the driver’s cabins
and passenger compartments. The Iron Horse steam
locomotive runs outside providing rides between April 29
and November 3.

「小樽海上観光船」

The Otaru Coastal Cruise Ship – a trip with the seagulls
観光船は「祝津航路」
と
「オタモイ航路」の２航路が運
航しています「
。祝津航路」
は、
おたる水族館への交通手

段としても便利。
「オタモイ航路」
は、
絶景の海岸美を楽
しむことができます。
船内ではカモメのえさを販売してい
て、
港を出るとカモメの大群が餌をおねだりします。

非日常の異空間

「小樽港内遊覧屋形船」

The Otaru Port Excursion Houseboat – an
extraordinary space

屋形船の魅力は何といっても海の上からゆっくりと鑑賞

できる小樽の風景です。街なかから見る風景とは違っ
た小樽の表情を眺めることができます。
また屋形船は、

日常では感じることのできない情緒あふれる空間です。
Part of the appeal of houseboat cruising is the view of
Otaru from the sea. Passengers can enjoy vistas of the city
that are wholly different from those seen in the location
itself. In addition, the houseboat creates an extraordinary
space that cannot be experienced in everyday life.

小樽通

観光地編

其の五

Otaru ExpertsTourist Spot Edition
No.5

絶景ポイントへ

「ボートクルージング」

Goes to superb view point「Boat Cruising」

時速約４５ｋｍで走るクルーザーボートで海から小樽
の街並みや奇岩・奇勝を楽しんでいただけます。
絶壁の
海岸線にはせり出した岩に大きな穴が空いた
「窓岩」
が
あります。
絶景のクルージングスポットでの記念撮影は
圧巻と感動です。
The cruising boat runs at a speed of about 45 kilometers
per hour and passengers can enjoy a view of Otaru,
strange rocks and lovely landscape from the sea. There is
a "mado-Iwa"（Window Rock) on bluff coastline which
sticks out with huge hole. Taking a photograph at the fine
cruising spot is overwhelming and stirring.

小樽市総合博物館本館

北海道鉄道発祥の地である旧国鉄手宮線・手宮駅構
内にあり、
鉄道記念物に昇格の蒸気機関車「しづか号」
をはじめ、50両の車両が展示されていて、運転席や客
室などに入ることができます。
屋外では実際にＳＬアイア
ンホース号が運行され、4月29日から11月3日まで、
乗車することができます。

カモメが並走する

The two cruise courses available are the Shukutsu Route
and Otamoi Route. The Shukutsu Route is a convenient
way of getting to Otaru Aquarium, and the Otamoi Route
enchants passengers with beautiful views of the
coastline. Feed for seagulls is sold on board, and a large
flock of birds comes to eat it.

手宮線跡地

The former Japan National Railway（JNR）Temiya Line
was opened in 1880 as the first railroad in Hokkaido. It was
discontinued in 1985, but remains preserved in an open
space of the city center. The site is a main venue for the
Otaru Railway Photo Exhibition and Otaru Glass Market in
summer as well as for Otaru Snow Light Path（a major
Otaru event）in winter.

観光地編

小樽通

小樽通

観光地編

其の六

Otaru ExpertsTourist Spot Edition
No.6

運航を始めたばかりの

「小樽運河クルーズ」

Otaru Canal Cruise – a new attraction on the canal

小樽運河はクルージングもできます。小樽港の第３号ふ
頭観光船乗り場横から発着し、運河周遊の約４０分のコ
ースです。船長さんによる運河の歴史や運河沿いの倉庫
の解説など、
面白い話を聞きながらのクルージングです。
For many people, now visitors can enjoy crusing on the
Otaru canal. The boat sets off from near the Cruise Ship
Boarding Point on Otaru Port Pier No.3, and takes a
40-minute route that returns the pier. This is a guided cruise
with an interesting narrative from the captain about the
history of the canal and the warehouses.
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食編

あなたの知らない小樽が
ここにあります
Otaru,s little-known gems

最近はやりのご当地グルメ。
では、小樽のご当地
グルメは？ 小樽ではお寿司や海産物が有名です
が、
それだけが小樽の味ではありません。小樽に
は独特の食があります。
それは麺、小樽の「焼きそ
ば」
と
「そば」
は一風変わっています。
小樽に来たら、
「焼きそば」
と
「そば」
をぜひ味わってください。
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小樽通

食編

其の一
Otaru ExpertsFood Edition
No.1

Local gourmet foods have recently been at
the center of public attention. What are the
gourmet dishes of Otaru? Its sushi and
seafood are well known, but they’re not the
city’s only gourmet foods. Otaru also offers
the unique taste of unconventional fried
noodles and soba (buckwheat noodles).
Trying these is a must on any visit to Otaru!

小樽の定番グルメ

「あんかけ焼きそば」
A delicious Otaru gourmet dish –
fried noodles with thick starch sauce

小樽で昭和３０年代から食べられ続けてきた「あんかけ焼
きそば」は、
まさに、小樽の定番グルメとなっています。今や
ラーメン店・ホテル・食堂・喫茶店など、
どこに行っても食べ
ることができます。各店では、
それぞれの歴史と技の伝統を
守り、工夫を凝らした「あんかけ焼きそば」
を味わうことがで
きます。
あなたも小樽に来て、本格中華である
「あんかけ焼
きそば」
を食べ歩いてみませんか？

Fried noodles with thick starch sauce have been loved by the people of Otaru since the
1950s. They are very popular, and have developed a strong reputation as a delicious Otaru
gourmet delicacy. The dish can now be found anywhere in the city, including at ramen
shops, hotels, restaurants and coffee shops – historic establishments with traditionally
skilled chefs who provide their own special versions of the dish. Visit Otaru and try this
noodle delicacy at various eateries! Many think this is a Japanese dish, but in fact it is
authentic Chinese cuisine.

小樽通

食編

小 樽 でし か 食 べられ な い「そば」
Soba unique to Otaru

其の二
Otaru ExpertsFood Edition
No.2

シャコ天そば
Deep-fried mantis shrimp soba

かまぼこそば
kamaboko soba

あれ？と 違 う
ちょっ

ホッキ貝天そば
Deep-fried Sakhalin
surf clam soba

「かわりそば」

鍋焼きそば
nabeyaki-soba

New approaches to soba

小樽には多くのそば屋さんがあり、
ちょっとかわったそばを食べることができます。
まずは、

なべ焼きそば。
なべ焼きうどんを知らない人はいないと思いますが、
小樽ではうどんのか
わりにそばがなべの中に入っています。
次に天ぷらそば。
小樽で天ぷらそばを頼むと海老

のかわりにシャコやタコ、
ホッキ貝の天ぷらが乗ったそばが出てくるお店もあります。
最後
はかまぼこそば。
麺が見えないほどかまぼこや揚げかまが乗ったそばも小樽にあります。
自分好みのかわりそばを見つけてください。
Otaru is home to many soba restaurants at which
visitors can enjoy soba dishes with a difference. One
is nabeyaki-soba (a hotpot soba dish). Nabeyaki-udon
(hotpot udon noodles) is a familiar dish to Japanese
people, but in Otaru, soba noodles are used instead of
the udon type. Another is tempura soba (soba with
deep-fried seafood and vegetables). Tempura soba in
Otaru may come with deep-fried mantis shrimp,
octopus or Sakhalin surf clam instead of the usual fried
prawn. Yet another is kamaboko soba (soba with
steamed fish-paste cake), in which the noodles are
hidden by the kamaboko and fried kamaboko on top.
Try them all and choose a favorite!
く
き

タコ天そば
Deep-fried octopus soba

小 樽 ならで は の 新 名 物「群来そば」
Kuki soba – a new Otaru specialty

小樽はかつてニシン漁で栄えた街です。
そのニシン
が大群で浅瀬に押し寄せて産卵によって海が乳白
色に染まる様子を
「群来」
といいます。
群来そばは、
そ
の様子をどんぶりの中で再現したおそばで、
2010年
3月に誕生したばかりです。
昔からあったニシンそば
に、
すりおろした山芋で海が白く濁った様子をあらわ
し、
ニシンが産卵する昆布と数の子をトッピングして
あります。
現在、
群来そばの食材は後志産の物を使っ
ていますが、
近い将来、
すべて小樽産の食材でこの
群来そばを食べられるようになりそうです。
Otaru used to thrive on herring fishing. The Japanese word kuki refers to a phenomenon in
which large schools of herring enter shallow water and turn it a milky white color by laying
eggs in it. Kuki soba is a dish that reproduces the phenomenon in a bowl, and was created
as recently as March 2010. The base is a traditional herring soba dish, which is topped with
grated yam (to express the cloudiness of the sea), seaweed (in which herring lay their eggs)
and herring roe. The ingredients used for kuki soba come from Shiribeshi Subprefecture, but
in the near future the dish may be made exclusively with ingredients from Otaru.
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番外編

あなたの知らない小樽が
ここにあります
Otaru,s little-known gems

❶

「小樽かまぼこ」
Otaru kamaboko（1）
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小樽といえば新鮮な魚介類。
しかし小樽の
魚介類の味わいはそれだけではありません。
実は小樽は仙台や小田原にも引けを取らな
い
「かまぼこ」
の街でもあるのです。
For lots of people, any mention of Otaru
summons up images of fresh seafood, but
that’s not the city’s only marine delicacy. It
is also known for its kamaboko (steamed
fish-paste cake), in the same way as Sendai
and Odawara.

「小樽かまぼこ」の歴史

明治25年頃、
新潟から来た職
人が小樽でかまぼこを製造し
History of Otaru kamaboko
たのがはじまりです。大正12
年には、
かまぼこ工場の数が20軒を超え、
昭和30年代にかまぼこ製造業者が67社にの

ぼり、
ピークを迎えました。
その後、
ニシン漁が不漁となり、
国のエネルギー政策の転換に
より石炭産業が衰退すると、
港町小樽も人口減少の一途をたどり、
かまぼこ製造業者数も
激減。
現在、
小樽蒲鉾工業協同組合に加入しているのは13社にまで減少しています。
し
かし、
現存する13社は各々の強みを生かした個性ある製品を世に送り出し、
ここ小樽は
日本全国でも有数のかまぼこ産地として名をとどろかせています。

Kamaboko’s history began in 1892, when a craftsman from Niigata first produced it in Otaru. The
number of kamaboko factories exceeded 20 in 1923, and went on to peak at 67 around 1955.
Subsequently, as the herring fishing boom ended and the coal industry declined due to a change in the
national energy policy, the population of Otaru as a port town steadily decreased, and the number of
kamaboko manufacturers fell dramatically. Today, only 13 companies are members of the Otaru
Kamaboko Industry Association. However, they capitalize on their strengths to create unique output,
and Otaru is known nationwide as a leading kamaboko production area.

例えば

大八栗原蒲鉾店

For example
生すり身の製造・販売で日本一のシェアを誇る
「マルハ

かま栄

マルハ橋本商会

9

橋本商会」。
職人による手づくりと原材料の質にこだわり
つづける
「かま栄」
「
。しゅうまい揚げ」
のユニークなCMが
道民の心に焼き付いている
「玉屋食品」。
地元の機船組
合とのコラボ、
物産展で人気の
「ほっけじゃこ天」
で話題
の
「大和水産」。市内の市場で食卓を豊かにする
「大八
栗原蒲鉾店」
「木村蒲鉾店」
など、市民に愛される小樽
のかまぼこを各社が心を込めて提供しています。

玉屋食品

大和水産

This is demonstrated by the achievements and dedication of the following companies: Maruha
Hashimoto Shokai is Japan’s leading producer/vendor of fresh fish paste. Kamaei is highly committed
to craftsmanship and the quality of its materials. Tamaya Shokuhin is known for its memorable
Shumaiage (fried strips of kamaboko) commercials, which have become popular Hokkaido. Daiwa
Suisan has been in the news for its collaboration with the local Trawl Fisheries Cooperative as well as
for its Hokkejakoten – a popular type of kamaboko at local product fairs. Shops Daihachi Kurihara
Kamaboko and Kimura Kamaboko provide local favorites at markets in the city. These companies are
wholeheartedly committed to the production of Otaru kamaboko – a food truly loved by locals.

３
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レジャー

❶営業時間 Business hours
❷休業日 Closed
❸入場料（大人）又は宿泊料金（1泊朝食付1名料金）

leisure

Admission fees (adults) or accommodation
charges (per person per night with breakfast)

マップ内番号

Number on the map

1

マップ位置

Map position： E-4

朝里川温泉スキー場
Asarigawa Onsen Ski Area

Number on the map

10

マップ位置

Map position： D-2

小樽天狗山ロープウエイ
Otaru Tenguyama Ropeway

Tel: 0134-54-0101

Tel: 0134-33-7381

市内中心部より15分、札幌より30分。7色のコース
を持つ至近の本格派スキー場。

小樽市街を一望！北海道三大夜景の「おたる夜景」は
必見！お食事もできます。

15 min. from the city center, 30 min. from
Sapporo. A real ski area providing seven
pistes within easy reach of the city.

The ropeway aﬀords sweeping views of the
city center. Otaru's night view − one of the
three best in Hokkaido − is a must-see.
Also includes dining facilities.

朝里川温泉1-394

Asarigawa Onsen 1-394

❶9：00 − 17：00
❷期間中無休（12/10〜3/25営業）

Open 7 days a week during the operating
period(Open Dec. 10 − Mar. 25)

❸リフト1日券 大人￥2,500、小人￥1,400
One-day lift pass: adults: 2,500 yen;
children: 1,400 yen

マップ内番号

Number on the map

3

マップ位置

Map position： D-3

ウイングベイ小樽

最上2-16-15

Mogami 2-16-15

❶9:30 − 21:00
❷4月・11月に整備運休有り

Closed sometime in Apr. and Nov. for Facility
maintenance

❸往復大人￥1,100、小人￥550

Adults: ¥1,100, children: ¥550 (round trip)

マップ内番号

Number on the map

16

マップ位置

Map position： J-7

銀の鐘４号館 流氷・凍れ館
Gin no Kane Hall No. 4 Ryuhyo Shibarekan

Wing Bay Otaru

Tel: 0134-21-5000

Tel: 0134-25-8888

観覧車が目印！ショッピングもグルメもアミューズメ
ントも揃う巨大複合施設。

冬の夢の体験が出来る施設。
１８ｍの氷のすべり台が
大人気！大人も子供も楽しめます。

With a Ferris wheel serving as a landmark,
this gigantic commercial complex houses
shops, restaurants and amusement centers.

A winter experience with an air of fantasy ‒
the 18-m ice slide is a popular attraction. An
enjoyable place for adults and children alike.

築港11

相生町6-1

Chikko 11

Aioi-cho 6-1

❶10:00 − 21:00（1〜2月10:00 − 20:00）
（施設により異なる）

❶9:00 − 17:00（季節により変更あり）

❷無休（一部施設により異なる）

❸大人￥780、高校生￥600、小・中学生￥400

10:00 - 21:00 (Jan. - Feb.: 10:00 - 20:00)
Times vary by facility

Open 7 days a week (excluding some facilities)

マップ内番号

Number on the map

5

マップ位置

Map position： D-3

小樽港マリーナ

Adults: \780; high school students: \600;
elementary/junior high school students:
\400 (subject to change)

マップ内番号

Number on the map

20

マップ位置

Map position： B-3

Nishin Goten (Herring Mansion) Otaru Kihinkan (The Old Aoyama Villa)

Tel: 0134-22-1311

Tel: 0134-24-0024

ボートクルーズやマリンレジャーのほか、ハーバー
ビューのカフェやマリンショップも人気。
（P.46の交通インフォメーションを参照ください）
In addition to boat cruises and marine
leisure activities, the café with its harbor
view and the marine shop are also popular.
See Traﬃc Information on p. 46.

築港5-7

9:00 - 17:00 (subject to seasonal changes)
❷無休 Open 7 days a week

にしん御殿 小樽貴賓館（旧青山別邸）

Otaru Port Marina

Chikko 5-7

❶シーズン8:00 − 18:00、オフシーズン9:00 − 17:00
Season: 8:00 - 18:00; oﬀ-season: 9:00 - 17:00
❷水曜日 Wed.

11

マップ内番号

鰊漁の大網元が贅を尽くして建てた豪邸。大正浪漫
に触れるひとときを。
レストランも併設。
A sumptuous mansion built by a herring
ﬁsheries magnate. Enjoy a glimpse of the
atmosphere of Taisho romanticism. A
restaurant is also located on the premises.

祝津3-63

Shukutsu 3-63

❶9：00 − 17：00（4〜12月）9：00 − 16：00（1〜3月）
9:00 − 17:00 (Apr. − Dec.) 9:00 − 16:00 (Jan. − Mar.)

❷食事12/26〜1/7、入館12/29〜1/7

Meals: Dec. 26 − Jan. 7 Entry: Dec. 29 − Jan. 7

❸￥1,000

12

shop

ショッピング

❶営業時間 Business hours
❷休業日 Closed

shopping

マップ内番号

Number on the map

24

マップ位置

Map position： J-9

小樽運河ターミナル
Otaru Canal Terminal

マップ内番号

Number on the map

31

マップ位置

Map position： D-3

田中酒造 亀甲蔵
Tanaka Shuzo Kikko Gura

Tel: 0134-22-7774

Tel: 0134-21-2390

歴史的建造物を活用し、
『小樽らしさ』にこだわる洋
菓子の「あまとう」、ぱんじゅうの「桑田屋」、オルゴー
ルの「海鳴楼」
、
「オガサワラ写真」
が出店。

小樽の地酒「宝川」の見学製造場です。約10種類の
地酒の試飲が楽しめます。

This historic building houses Amato (a
confectionery store proud of its uniqueness
to Otaru), Kuwataya (famous for its panju
sweets), the Kaimeiro music box shop and
the Ogasawara photo studio.

色内1-1-12

Ironai 1-1-12

❶9:00 − 19:00（夏期は延長）

This is the brewery where the local
Takaragawa brand of sake is produced.
Visitors can sample approximately 10 kinds
of local sake.

信香町2-2

Nobuka-cho 2-2

❶9:00 − 18:00
❷無休 Open 7 days a week

(extended in summer)
❷無休 Open 7 days a week

マップ内番号

Number on the map

25

マップ位置

Map position： J-10

小樽運河プラザ

Number on the map

32

マップ位置

Map position： J-11

田中酒造 本店

Otaru Canal Plaza

Tanaka Shuzo Head Store

Tel: 0134-33-2555

Tel: 0134-23-0390

小樽の海産物、菓子、地酒、クラフト等を販売してい
る小樽観光協会直営のお土産店です。

小樽の地酒が楽しめる老舗造り酒屋。蔵直出しの生
原酒や地ワインなどが試飲できます。

This souvenir shop, operated under the
direct management of the Otaru Tourism
Association, deals in local seafood,
confectionery, local sake, craft products
and more.

A long-established sake brewery where the
local tipple can be enjoyed. Visitors can
sample raw sake fresh from the brewery,
local wine, etc.

色内2-1-20

Ironai 2-1-20

❶9:00 − 18:00(夏期は延長)
(extended in summer)
❷元旦のみ Jan. 1

マップ内番号

Number on the map

26

マップ位置

Map position： K-8

かまぼこのかま栄

Kamaei Boiled Fish Paste Shop

色内3-2-5

Ironai 3-2-5

❶9:00 − 18:00
❷無休 Open 7 days a week

マップ内番号

Number on the map

34

マップ位置

Map position： I-9

ベーカリー オンディーヌ
Ondine Bakery

Tel: 0134-25-6181

Tel: 0134-27-8119

熟練の職人による心を込めて作られた、手作りのか
まぼこ。工場見学もできます。

地元で大人気のパン屋さんです。ホテルシェフが手作
りした焼き立てパンが自慢です。

Handmade boiled ﬁsh paste cooked with
passion by skilled professionals. Visitors
can also observe factory production.

A popular local bakery. The oven-fresh
bread handmade by a hotel chef is not to be
missed!

堺町3-7

稲穂2-15-1

❶9：00 − 20：00
❷元旦のみ Jan. 1

13

マップ内番号

Sakaimachi 3-7

Inaho 2-15-1

❶10:00 − 19:00
❷無休 Open 7 days a week

14

shop

ショッピング

❶営業時間 Business hours
❷休業日 Closed

shopping

マップ内番号

Number on the map

35

マップ位置

Map position： E-3

北海道ワイン おたるワインギャラリー
Hokkaido Wine co. ,Ltd. Otaru Wine Gallery

Number on the map

マップ位置

Map position： J-7

小樽オルゴール堂 本館

Main Building of the Otaru Music Box Museum

Tel: 0134-34-2187

Tel: 0134-22-1108

小樽の街並みと石狩湾を一望でき、
「おたるワイン」
等たくさんの種類が試飲できます。

国内最大級約3400種以上ものオルゴールは、贈り
物や小樽を訪れた記念に大人気です。

Oﬀering panoramic views of the city's
streetscape and Ishikari Bay. Many kinds of
Otaru Wine can be sampled.

One of the largest music box shops in
Japan with more than 3,400 items − a
popular place to buy gifts and mementos of
Otaru.

朝里川温泉1-130

Asarigawa Onsen 1-130

❶9:00 − 17:00
❷12月29日〜1月4日 Dec. 29 ‒ Jan. 4

マップ内番号

Number on the map

36

マップ位置

Map position： J-8

利尻屋みのや 本店
Rishiriya Minoya Head Store

Tel: 0134-25-4060

住吉町4-1

Sumiyoshi-cho 4-1

❶9:00 − 18:00(夏期のみ金・土・祝前日は19:00まで)
(until 19:00 on Fri., Sat. and days before
national holidays during summer)
❷無休 Open 7 days a week

マップ内番号

Number on the map

48

マップ位置

Map position： J-8

ガラス工房ケーズブローイング体験製作
K's Blowing Hands-on Glass Studio

Tel: 0134-31-5454

昆布の商品がたくさんそろった専門店です。
「七日食
べたら鏡をごらん！」

ケーズブローイングではグラスの製作体験ができま
す。
スタッフが一人一人指導致します。

A specialty shop with a full lineup of kelp
products. A healthy taste of traditional
japan.

K's Blowing provides hands-on glassmaking
experience with staﬀ who can oﬀer tailored
guidance for everyone.

堺町4-6

堺町２-１７

Sakaimachi 4-6

❶8:00 − 19:00
❷元旦のみ Jan. 1

マップ内番号

Number on the map

Sakaimachi ２-１７

❶10：00 − 17：00
❷不定休 Holidays not ﬁxed

41

マップ位置

Map position： J-10

小樽運河工藝館

Otaru Canalside Glass Factory

マップ内番号

Number on the map

53

マップ位置

Map position： J-7

北一硝子三号館北一ホール
Kitaichi Glass Sangokan Kitaichi Hall

Tel: 0134-33-1993（代）

Tel: 0134-29-1111
道内・外の手作り硝子を扱うお店。製作体験も行って
おりメニューも豊富。

北一硝子は創業明治34年。歴史ある石造り倉庫に
167個の石油ランプが灯る幻想的な喫茶店。

A shop dealing in handmade glass from
Hokkaido and elsewhere. A variety of
hands-on craftwork experience programs are
also provided.

Kitaichi Glass was founded in 1901. The
fantastic café in a historical stone-built
warehouse is lighted with 167 kerosene
lamps.

色内2-1-19

堺町7-26

Ironai 2-1-19

❶夏9:30 − 18:30、冬9:30 − 18:00

Summer: 9:30 - 18:30; winter: 9:30 - 18:00
❷元旦のみ Jan. 1

15

42

マップ内番号

Sakaimachi 7-26

❶8:45 − 18:00
❷無休 Open every day

16

shop

ショッピング

蕎麦・寿司・和食

shopping

❶営業時間 Business hours
❷休業日 Closed

soba/sushi/
japanesefood

※LO=last order

マップ内番号

Number on the map

54

マップ位置

Map position： J-7

北一硝子三号館和のフロア
Kitaichi Glass Sangokan Floor Wa

マップ内番号

Number on the map

65

マップ位置

Map position： J-7

大正硝子・ギャラリー蔵
Taisho Glass Gallery-kura

Tel: 0134-22-2299

Tel: 0134-33-1993（代）
お月様にうさぎが遊ぶ。魅力的なカット硝子の数々
を始め、和の楽しい暮らしをご提案しております。

市内在住の宙吹き作家の作品を展示販売しておりま
す。
メイドイン小樽を楽しむ館（蔵）です。

Beautiful glass with the moon and cute
rabbits. There are various ﬁne cut glasses
and other glass products suitable for
enjoyable Japanese lifestyle.

Free-blown glass works by local artists are
exhibited and sold. This is a place to enjoy
works made in Otaru.

堺町７-２６

Sakaimachi 7-26

❶8:45 − 18:00
❷無休 Open every day

マップ内番号

Number on the map

57

マップ位置

Map position： J-8

入船1-2-26

Irifune 1-2-26

❶10:00 − 19:00
❷無休 Open 7 days a week

マップ内番号

Number on the map

71

マップ位置

Map position： J-10

手作り硝子と陶器のお店 ゆず工房

K's Blowing

Yuzu Kobo handmade glass and pottery shop

K's Blowing

Tel: 0134-31-5454

Tel: 0134-34-1314

当社の硝子は全て作家による手作り工藝硝子です。
本物志向のお客様に是非お勧めいたします。

運河プラザ裏小路のとんぼ玉制作体験工房。指輪、
ピアス等も作れます。詳細はＨＰで検索！

The studio's glassware is entirely handmade
by glass artists, making it ideal for those
seeking original pieces.

A hands-on glass-bead shop located in an
alley behind Otaru Canal Plaza.
Visitors can try their hand at making rings
and earrings. For more information, visit the
shop's website.

堺町２-１７

Sakaimachi ２-１７

❶10：00 − 17：00
❷不定休 Holidays not ﬁxed

色内2-2-21

Ironai 2-2-21

❶9:00 − 18:00（11月〜4月 9:00 − 17:00）
9:00 - 18:00 (Nov. - Apr.: 9:00 - 17:00)
❷12月31日、元旦 Dec. 31, Jan. 1

マップ内番号

Number on the map

64

マップ位置

Map position： J-9

大正硝子館・本店
Taisho Glass Head Store

Number on the map

79

マップ位置

Map position： I-9

小樽・蕎麦屋・籔半

Yabuhan Soba (Buckwheat Noodle) Restaurant

Tel: 0134-33-1212

Tel: 0134-32-5101
小樽の街のなつかしさと硝子の優しさに出会える館
です。硝子に託した夢をおくります。

粋にイナセに蕎麦屋で一杯ほろ酔い気分。道内産そ
ばセイロで締めると貴方はもう
「蕎麦通」です。

A hall where visitors can taste the
atmosphere of the city in the good old days
and enjoy the gentleness of glass. A
provider of dreams encapsulated in glass!

Savor sake with nibbles in a reﬁned, lively
atmosphere, and round oﬀ your tipsy
evening with some Hokkaido buckwheat
noodles served on a bamboo plate. A taste
of true sophistication!

色内1-1-8

Ironai 1-1-8

❶9:00 − 19:00（夏期 − 21:00）
(− 21:00 in summer)
❷無休 Open 7 days a week

17

マップ内番号

稲穂2-19-14

Inaho 2-19-14

❶11:00 − 16:00、16:30 − 20:30
❷正月三賀日のみ Jan. 1 − 3

18

蕎麦・寿司・和食

洋食・レストラン・屋台村ほか

❶営業時間 Business hours
❷休業日 Closed

westernfood/restaurant/
Yataimura (food-stall village)

soba/sushi/
japanesefood

※LO=last order

80

マップ内番号

Number on the map

マップ位置

Map position： J-8

おたる政寿司 本店

Otaru Masazushi Main Restaurant

マップ内番号

Number on the map

94

マップ位置

Map position： J-9

小樽出抜小路
Otaru Denuki-koji

Tel: 0134-23-0011

Tel: 0134-24-1483

北海道の新鮮な海の幸を伝統の技でご提供いたし
ます。旬の味わいをご堪能ください。

小樽の素材を生かした看板料理が自慢の屋台村。
12店舗の味覚が揃う。

Providing fresh local seafood using
traditional skills - don't miss the chance to
savor these seasonal tastes.

A yataimura (food-stall village) featuring
signature cuisine cooked using Otaru
ingredients. Dishes from 12 restaurants
are available.

花園1-1-1

Hanazono 1-1-1

❶11:00 − 22:00
❷水曜日（変更の場合あり）

Number on the map

Ironai 1-1

❶店舗により異なる Varies by shop
❷店舗により異なる Varies by shop

Wed. (subject to change)

マップ内番号

色内1-1

83

マップ位置

Map position： J-8

回転寿し和楽 小樽店

Waraku Conveyor Belt Sushi − Otaru Restaurant

マップ内番号

Number on the map

95

マップ位置

Map position： J-9

小樽ビール・小樽倉庫Ｎｏ１
Otaru Beer Otaru Soko No. 1

Tel: 0134-21-2323

Tel: 0134-24-0011
四季折々の道産食材を中心に、イキのいい寿司をお
求めやすい価格でご提供いたします。

小樽ビール醸造所とビアパブ。見学もＯＫ。地元の食
材を使った料理はビールと相性抜群。

Oﬀering fresh sushi using seasonal local
ingredients at aﬀordable prices.

The brewery where Otaru Beer is made also serves as a pub. Visitors can also
observe the beer production process. A
range of dishes cooked using local
ingredients that go perfectly with beer are
also on oﬀer.

堺町3-1

Sakaimachi 3-1

❶11:00 − 22:00（LO: 21:30）
❷元旦のみ Jan. 1

港町5-4

Minatomachi 5-4

❶11:00 − 23:00
❷無休 Open 7 days a week

マップ内番号

Number on the map

89

マップ位置

Map position： I-8

寿司和食 しかま

Shikama Sushi & Japanese Cuisine

マップ内番号

Number on the map

99

マップ位置

Map position： I-9

ニュー三幸
New Sanko

Tel: 0134-25-4040

Tel: 0134-33-3500

各階バリアフリー車椅子トイレ、エレベーター完備。
宴会、法要にと幅広くご利用ください。

創業５７年の老舗レストラン。洋食料理、小樽ならで
はの郷土料理、ジンギスカンもあり。

Each ﬂoor is equipped with barrier-free
wheelchair-accessible toilets and an
elevator. Available for banquets, Buddhist
memorial services and other occasions.

A long-established restaurant with a history
of 57 years. Western cuisine, local
specialties and Genghis Khan mutton
barbecue dishes are also served.

花園1-2-5

稲穂1-3-6

Hanazono 1-2-5

Inaho 1-3-6

❶11:30 − 21:30
❷元旦のみ Jan. 1

❶11:00 − 21:30
❷不定休 Holidays not ﬁxed

（写真はイメージです。Photography for illustrative purposes only）
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20

洋食・レストラン・屋台村ほか

喫茶・スイーツ・アイスクリーム
coﬀee shop/sweets/
icecream

westernfood/restaurant/
Yataimura (food-stall village)

マップ内番号

Number on the map

100

マップ位置

❶営業時間 Business hours
❷休業日 Closed

マップ内番号

Map position： J-9

Number on the map

北海あぶりやき運河倉庫

105

マップ位置

Map position： J-9

あまとう運河店

Hokkai Aburiyaki Unga Soko

Amato Canal Store

Tel: 0134-25-8810

Tel: 0134-31-0141

北海道の新鮮な海の幸、山の幸を豪快に炭火で焼い
てお召し上がりいただけます。

浅草橋近くにある人気甘味処。クリームぜんざいを
食べてマロンコロンをお土産に が定番コース。

This restaurant oﬀers charcoal-grilled fresh
seafood and vegetable delicacies from
Hokkaido.

A popular sweet shop near Asakusa Bridge.
Many customers choose to eat cream
zenzai (ice cream with Japanese red bean
sweets) on the premises and buy Marron
Coron cookies to take home.

港町５-４ 澁澤倉庫
Shibusawa Soko, Minatomachi 5-4

色内1-1-12（運河ターミナル内）
Ironai 1-1-12 In the Canal Terminal

❶11:00 − 22:00（LO: 21:00）
季節により変動あり
Subject to seasonal changes
❷不定休 Holidays not ﬁxed

❶9:00 − 19:00
❷無休 Open 7 days a week
（写真:クリームぜんざいSサイズ各種）

マップ内番号

Number on the map

102

マップ位置

マップ内番号

Map position： J-9

Number on the map

ワインカフェ／ワインショップ 小樽バイン
Otaru Bine Wine Cafe & Wine Shop

109

マップ位置

Map position： J-7

小樽洋菓子舗 ルタオ
LeTAO Otaru Confectionery

Tel: 0134-24-2800

Tel: 0134-31-4500

石造りの歴史的建造物を改装した店内で、地元食材
を豊富に使ったメニューや、樽出し生ワインが楽しめ
ます。

厳選した北海道の食材を使用したケーキや焼菓子
をご用意しております。
Oﬀering cakes and other confectionery
baked using carefully selected local
ingredients.

Dishes cooked with plentiful local
ingredients and fresh wine from the wood
are served in this restaurant based in a
refurbished historic stone building.

堺町7-16

色内1-8-6

❶9:00 − 18:00（季節により変更あり）

Ironai 1-8-6

9:00 - 18:00 (subject to seasonal changes)
❷無休 Open 7 days a week

❶10:00 − 22:30
❷元旦のみ Jan. 1

マップ内番号

Number on the map

104

Sakaimachi 7-16

マップ位置

マップ内番号

Map position： I-9

Number on the map

あまとう本店

112

マップ位置

Map position： J-7

銀の鐘１号館

Gin no Kane Store No. 1

Amato Head Store

Tel: 0134-22-3942

Tel: 0134-21-2001

昭和4年創業。素材と手作りにこだわった あまとう
スイーツ は親子3代に渡って愛され続けています。

お好みの飲み物を飲んで、ホッと一息。カップはその
ままお持ち帰り出来ます。

Established in 1929. Amato sweets, prized
for their quality ingredients and handmade
status, have been loved by many for three
generations.

Take a breather over a nice drink. You can
also take the cup home!

入船1-1-2

稲穂2-16-18

❶1F 9:00 − 18:00（季節により変動あり）

Inaho 2-16-18

Irifune 1-1-2

（Subject to seasonal changes）
2F: 9:00 - 17:30, 3F: 9:00 - 17:30
❷無休 Open 7 days a week

❶10:00（喫茶10:30）− 19:00

10:00 (cafespace: 10:30) − 19:00
❷木曜日 Thurs.

（写真:マロンコロン Marron Coron cookies）

21

22

喫茶・スイーツ・アイスクリーム

宿泊施設

coﬀee shop/sweets/
icecream

マップ内番号

Number on the map

❶営業時間 Business hours
❷休業日 Closed
❸入場料（大人）又は宿泊料金（1泊朝食付1名料金）

accommodation

120

マップ位置

Map position： J-9

運河の宿 小樽ふる川
Inn by the Canal Otaru Furukawa

Admission fees (adults) or accommodation
charges (per person per night with breakfast)

マップ内番号

Number on the map

123

マップ位置

Map position： E-4

小樽朝里クラッセホテル
Otaru Asari Classe Hotel

Tel: 0134-52-3800

Tel: 0134-29-2345
天然温泉と美味しいお料理を楽しめる小樽運河に面
した絶好のロケーションに建つホテル。

森の露天風呂の夜はホタルのイルミネーションが光
り、幻想的。市内へ無料送迎バス有。

A splendidly located hotel facing Otaru
Canal where guests can enjoy a natural hot
spring and delectable dishes.

This open-air bath in forest surroundings
oﬀers a fantastic experience at night with
light from ﬁreﬂies. Free shuttle-bus
services run to and from the city center.

色内1-2-15

Ironai 1-2-15

❷無休 Open 7 days a week
❸￥10,500〜（2名1室1名様料金）
(per person, double occupancy)

朝里川温泉2-676

Asarigawa Onsen 2-676

❷無休 Open 7 days a week
❸2名様1室￥6,450〜

From \6,450 (per person, double occupancy)

マップ内番号

Number on the map

121

マップ位置

Map position： I-9

オーセントホテル小樽
Authent Hotel Otaru

Number on the map

124

マップ位置

Map position： J-9

小樽運河前ホテルソニア
Hotel Sonia (in front of Otaru Canal)

Tel: 0134-27-8100

Tel: 0134-23-2600

小樽運河や小樽駅にも歩いてすぐのシティホテルで
す。館内には飲食施設も充実しています。

運河前の欧風ホテル。
ロビーや客室にはアンティーク
が設えられ、非日常的な雰囲気が楽しめます。

A city hotel just a short walk from Otaru
Canal and JR Otaru Station. Includes
access to ample dining facilities.

A European-style hotel by the canal. The
lobby and guestrooms, which feature
antique furnishings, provide a unique
atmosphere for guests.

稲穂2-15-1

Inaho 2-15-1

❷無休 Open 7 days a week
❸￥11,000〜

マップ内番号

Number on the map

122

色内1-4-22, 20

Ironai 1-4-22, 20

❷無休 Open 7 days a week
❸S=￥7,200〜 T=￥5,200〜

マップ位置

Map position： E-4

小樽朝里川温泉 ホテル武蔵亭
Otaru Asarigawa Onsen Hotel Musashitei

マップ内番号

Number on the map

125

マップ位置

Map position： I-10

小樽グリーンホテル
Otaru Green Hotel

Tel: 0134-54-8000

Tel: 0134-33-0333

地元の食材を使った、海鮮中心の料理が自慢の宿。
和食・洋食も有り。和室40室・洋室7室。

小樽駅3分、全室バストイレ・地デジ。本館は光回線・
禁煙フロア。別館は3,500円。

An inn boasting seafood-centered dishes
cooked using local ingredients. Both
Japanese and Western dishes are available.
Oﬀers a total of 40 Japanese-style
guestrooms and 7 Western-style
guestrooms.

Three minutes from JR Otaru station. Each
guestroom has a private bath and toilet as well as
terrestrial digital TV. The Main Building has
ﬁber-optic lines and No-Smoking ﬂoors. Single rooms
are available at ¥3,500 per night in the ANNEX.

朝里川温泉2-686

Asarigawa Onsen 2-686

❷無休 Open 7 days a week
❸￥12,750〜（1泊2食）

(one night including two meals)

23

マップ内番号

稲穂3-5-14

Inaho 3-5-14

❷本館は無休、別館は12/30〜1/6

Main Building: open 7 days a week,
ANNEX: Dec. 30 - Jan. 6

❸Ｓ＝￥5,000、
￥3,500（素泊り）

Single: ￥5,000, ￥3,500 without meals

24

宿泊施設

❶営業時間 Business hours
❷休業日 Closed
❸入場料（大人）又は宿泊料金（1泊朝食付1名料金）

accommodation

マップ内番号

Number on the map

Admission fees (adults) or accommodation
charges (per person per night with breakfast)

127

マップ位置

Map position： D-3

グランドパーク小樽
Grand Park Otaru

Number on the map

130

マップ位置

Map position： J-9

ホテル ノルド小樽
Hotel Nord Otaru

Tel: 0134-21-3111

Tel: 0134-24-0500

小樽港マリーナに面した高級感溢れるリゾートホテ
ル。海を望む各種飲食施設あり。

小樽運河前に佇む欧風ホテルです。展望ラウンジか
ら270度の景色がご覧いただけます。

An upscale resort hotel facing Otaru Port
Marina and featuring dining facilities with a
sea view

A European-style hotel in front of Otaru
Canal. Enjoy the 270-degree panoramic
view from the observation lounge!

築港11-3

色内1-4-16

Chikko 11-3

❷無休 Open 7 days a week
❸Ｓ＝￥9,800〜 Ｔ＝￥7,300〜

マップ内番号

Number on the map

128

マップ位置

Map position： J-9

ホテル ヴィブラント オタル（旧 ホテル1-2-3小樽）
Hotel Vibrant Otaru (former Hotel 1-2-3 Otaru)

Ironai 1-4-16

❷無休 Open 7 days a week
❸TW=￥5,250〜

マップ内番号

Number on the map

133

マップ位置

Map position： E-4

小樽旅亭 藏群
Otaru Ryotei Kuramure

Tel: 0134-31-3939

Tel: 0134-51-5151

大正12年建築された小樽市指定歴史的建造物。浪
漫に浸りながら観光の拠点にどうぞ。

上質な休日のためのエッセンス。
「 藏群」流のおもて
なしを体感してください。

A city-designated historic building
constructed in 1923. Enjoy an atmosphere
of Taisho romanticism by making this hotel
your sightseeing base.

The very essence of high-quality holidays the chance to enjoy Kuramure-style
hospitality.

色内1-3-1

Ironai 1-3-1

❷無休 Open 7 days a week
❸S=￥5,500〜 T=￥4,750〜

マップ内番号

Number on the map

129

朝里川温泉2-685

Asarigawa Onsen 2-685

❷無休 Open 7 days a week
❸￥36,900（1泊2食）

(one night including two meals)

マップ位置

Map position： B-3

ホテル ノイシュロス小樽
Hotel Neuschloss Otaru

Tel: 0134-22-9111

マップ内番号

Number on the map

134

マップ位置

Map position： E-4

宏楽園
Kourakuen

Tel: 0134-54-8221

全室オーシャンビュー露天風呂付客室のリゾートホ
テル。夕食は創作フレンチをご用意。

広大な庭園に囲まれた閑静な和風旅館。敷地内の源
泉は美肌のアルカリ泉。露天付客室有。

A resort hotel with each guestroom
featuring ocean views and an open-air bath.
Enjoy dining on creative French cuisine.

A quiet Japanese-style inn surrounded by
expansive gardens. Also includes an
alkaline hot spring, believed to be eﬀective
for smoother skin. Guest rooms equipped
with individual open-air bathrooms are also
available.

祝津3-282

Shukutsu 3-282

❷無休 Open 7 days a week
❸和洋室￥11,000〜、
ツイン￥14,000〜、
ダブル￥13,000〜

Japanese- and Western-style rooms: from ￥11,000
Twin: from ￥14,000 Double: from ￥13,000

25

マップ内番号

新光5-23-1

Shinko 5-23-1

❷無休 Open 7 days a week
❸￥12,750〜（1泊2食）

From \12,750 (one night including two meals)

26

宿泊施設

人力車

accommodation

Number on the map

135

あなたの知らない小樽が
ここにあります

Admission fees (adults) or
accommodation charges
(per person per night with
breakfast)

番外編

マップ内番号

rickshaw

❶営業時間 Business hours
❷休業日 Closed
❸入場料（大人）又は
宿泊料金（1泊朝食付1名料金）

マップ位置

Map position： E-4

Otaru kamaboko（2）

Winkel Village

Tel: 0134-52-1185
別荘、客室露天風呂付コンドミニアム、キャンプ場、
ス
ノー＆アウトドアスクールも併設した複合宿泊施設。

朝里川温泉2-686

Asarigawa Onsen 2-686

❷

「小樽かまぼこ」

ウィンケルビレッジ

An accommodation complex with vacation
homes, condos (featuring private open-air
baths), campsites, snow schools and
outdoor schools.

Otaru,s little-known gems

ertsOtaru Exp ion
it
d
E
l
ia
Spec

「小樽かまぼこ」
には、
実は意外と知られてい
ないことがたくさんあります。
ここでは、
その秘
密を少しだけ明らかにします。
There are many unknown facts about Otaru
kamaboko; a few of them are revealed here.

❷無休 Open 7 days a week
❸別荘￥4,700円〜、
コンドミニアム￥8,300円〜入湯税別途
Vacation homes: from \5,700;
condominiums: from \9,200
Not including hot-spring tax

マップ内番号

Number on the map

142

マップ位置

Map position： J-9

えびす屋 小樽店
Rickshaw Ebisuya Otaru

小樽かまぼこ

豆知識

Facts about Otaru
kamaboko

Fish sausage

今では知らない人がいないほどメジャーな食品「魚肉ソ
ーセージ」
、
実は小樽発祥のかまぼこだったのです。
昭和
6年、
大和工業所（現 : 大和水産）の植田俊一氏が小樽
の前浜で獲れた魚をすり身にし、
牛腸・豚腸に詰めて製

Tel: 0134-27-7771
爽快な乗り心地と小樽ならではのガイドで、旅の素敵
な思い出を演出致します。
A wonderful travel experience with an
exhilarating ride and a unique local guide

色内2-8-7

魚肉
ソーセージ

品にしたのが魚肉ソーセージのはじまりでした。
戦後、
魚
肉ソーセージの製法はマルハ橋本商会に引き継がれて

Ironai 2-8-7

❶夏期(5 - 10月)9:00 − 20:00
冬期(11 - 4月)10:00 − 16:00

現在に至っています。

Summer (May - Oct.): 9:00 − 20:00, Winter
(Nov. − Apr.): 10:00 − 16:00
❷無休 Open 7 days a week

❸１区間2名/￥3,000・1名/￥2,000〜
1 section ￥3,000 for two people,
From ￥2,000 for one person

パンロール
Pan Roll

Fish sausage – a major product known by many today –
originated in Otaru. In 1931, Shunichi Ueda of a company
called Daiwa Kogyosho (now known as Daiwa Suisan)
made paste from fish caught in the seas off Otaru and put it
in casings made of cow and pig intestines. This was the first
fish sausage. After the Second World War, the technique for
fish sausage manufacture was adopted by producer Maruha
Hashimoto Shokai, and is still used today.

TVなどでお馴染みのパンロールは、
小樽に本社のあるかま栄の社長 佐藤
公亮氏が昭和37年に発明した生粋のかま栄オリジナルかまぼこです。
かま
ぼこをスナック感覚で食べることは出来ないか？ということを追求した
結果、
すり身をパンで包むという発想に至りました。
かまぼこの
製造にパンを使うという発想は、
当時のかまぼこの世界で
は有り得なかった常識破りの製法でした。
パンロールの揚

げたての食感はこれまでのかまぼこにはなかった、
まったく
新しい感覚で40年以上を経て大ブレークしています。
The Pan Roll product so familiar to Japanese TV viewers is Kamaei’s original kamaboko,
invented by Kosuke Sato (the president of Otaru-based Kamaei) in 1962. Looking to develop
a snack-type kamaboko, he hit on the idea of fish paste rolled in bread – an approach that
broke the conventional rules of kamaboko production in those days. The texture of the
freshly deep-fried Pan Roll added a new touch to conventional kamaboko, which remains
popular today more than 40 years later.
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28

レジャー

shop

leisure

2

マップ内番号

Number on the map

ショッピング

マップ位置

Map position： D-3

shopping

マップ内番号

Number on the map

Admission fees (adults) or accommodation
charges (per person per night with breakfast)

4

マップ位置

Map position： J-9

マップ内番号

Number on the map

13

マップ位置

Map position： K-7

マップ内番号

Number on the map

14

マップ位置

Map position： B-3

石原裕次郎記念館

小樽運河クルーズ

北一深川硝子工芸

Kim Glass Design

Tel: 0134-34-1188

Tel: 0134-25-3227

Tel: 0134-31-3002

Tel: 090-7745-2524

Ishihara Yujiro Memorial Hall

俳優、歌手として生きたスター石原裕次郎の世界
を余す所なく紹介しております。
Showcases late popular actor and singer
Yujiro Ishihara.

築港5-10

Chikko 5-10

❶9:00 − 18:00（6〜8月は19:00まで）
(19:00 from Jun. to Aug.)
❷12/27〜1/1 Dec. 27 − Jan. 1

❸大人￥1,500 Adult ￥1,500

6

マップ内番号

Number on the map

マップ位置

Map position： C-3

小樽市総合博物館

Otaru Museum

北海道鉄道発祥の地の総合博物館。鉄道資料を中心に展示。
プラネタリウム、科学展示などもあります。
A general museum showcasing railway materials in
the birthplace of Hokkaido railways. Also includes a
planetarium and a scientiﬁc exhibition.

手宮1-3-6

Temiya 1-3-6

❶9:30 − 17:00
❷火曜日（祝日は開館、翌日以降の平日に振替休）
年末年始（１２月２９日〜１月３日）
上記以外に臨時休館する場合があります。

Tuesday (open if Tuesday is a national holiday;
closed instead on the following day or a later weekday)
Year-end and New Year holidays (Dec. 29 - Jan. 3)
May be closed on days other than the above
❸夏期￥400、冬期￥300 Summer ￥400 Winter ￥300

8

マップ内番号

Number on the map

Otaru Canal Cruise

Kitaichi Glass Fukagawa Studio

運河の中をゆっくり動く船から見る小樽の街並・
歴史。
ガイドの説明付で小樽再発見！

製作工程を見学できる硝子工場。食器洗浄機、電
子レンジ対応型の硝子器も製造。

港町・小樽運河周辺
Around Minatomachi/Otaru Canal

有幌町2-3

Otaru's streets and history seen from a boat
gliding slowly along the canal. Rediscover
Otaru with this guided cruising experience.

❶9:00 − 17:00 ❷水曜日 Wed.
❸大人￥1,500、小学生￥750、幼児無料
Adults: \1500; elementary school
students: \750; infants: free
マップ内番号

Number on the map

7

マップ位置

Map position： J-10

マップ位置

Map position： B-3

小樽市鰊(にしん)御殿

Nishin Goten (Herring Mansion)

Tel: 0134-22-1038

マップ内番号

Number on the map

11

Map position： J-8

マップ内番号

Number on the map

15

マップ位置

Map position： J-11

マップ内番号

Number on the map

17

Former Otaru Branch of Nippon Yusen Co.

マップ位置

Map position： J-9

Otaru City Museum of Art

明治26年建築の倉庫内で当時の町並み復元を中
心に小樽の歴史と自然を紹介。

明治39年建築。国指定重要文化財。近世ヨーロッ
パ復興様式の重厚な石造り建築。

小樽にゆかりのある日本画家・洋画家の作品や小
樽美術界の歴史を紹介している。

色内2-1-20

色内3-7-8

色内1-9-5

The history and nature of Otaru are introduced in
a warehouse built in 1893 that contains a
streetscape recreating the conditions of the era.

Ironai 2-1-20

❶9:30 − 17:00
❷年末年始（１２月２９日〜１月３日）
上記以外に臨時休館する場合があります。

Year-end and New Year holidays (Dec. 29 - Jan. 3)
May be closed on days other than the above

❸￥300

マップ内番号

Number on the map

9

おたる水族館

マップ位置

Map position： B-3

Otaru Aquarium

Popular attractions include unique water tanks for
Asian short-clawed otters, shows with South
American sea lions and dolphins, and performances by
walruses and sea lions. Open 7 days a week from this
ﬁscal year (Mar. 19 to Feb. 29 of the following year)

マップ内番号

Number on the map

Shukutsu 3-303

12

Built in 1906, this massive modern European
Renaissance-style structure has been designated
as a Nationally Important Cultural Property.

Ironai 3-7-8

❶9:30 − 17:00
❷火曜日（祝日は開館、翌日以降の平日に振替休）、年末年始（12/29〜1/3）
Tuesday (open if Tuesday is a national holiday; closed
instead on the following day or a later weekday),
year-end and New Year holidays (Dec. 29 - Jan. 3)

❸￥300

マップ内番号

Number on the map

18

マップ位置

Map position： J-9

マップ位置

Map position： K-8

Showcases works by Japanese- and
Western-style painters associated with Otaru
and introduces the history of the city's art world.

Ironai 1-9-5

❶9:30 − 17:00
❷月曜・祝日の翌日

Mon., days after national holidays

❸￥300（特別展を除く）

（Excluding special exhibitions）

マップ内番号

Number on the map

19

マップ位置

Map position： C-3

市立小樽文学館

手宮洞窟(どうくつ)保存館

Tel: 0134-32-2388

Tel: 0134-24-1092

Otaru Literary Museum

Tel: 0134-33-1400

Adult ￥1,300, aged 6-15 ￥530, aged 3 and over ￥210

マップ位置

Sat. & Sun. (and irregular holidays)

Tel: 0134-34-0035

❶9:00 − 17：00（変更あり）
❷12/1〜12/9、12/29〜1/1 Dec. 1 − 9, Dec. 29 − Jan. 1
❸大人￥1,300、小・中学生￥530、幼児（3歳以上）￥210

❸￥300

Shukutsu 3-8

❶9:30 − 18:00
❷不定休 Holidays not ﬁxed

Tel: 0134-22-3316

祝津3-303

Late Nov. - early Apr.

祝津３-８

Tel: 0134-22-1258

祝津3-228

❶9:00 − 17:00
❷11月下旬〜4月上旬閉館

Visitors can try their hand at glasswork
while enjoying views of the sea. Try it to
create souvenirs or gifts!

市立小樽美術館

にしん漁の全盛期に建てられた道内でも最大規
模の「番屋」。北海道指定有形文化財。

Shukutsu 3-228

Arihoro-cho 2-3

❶8:00 − 12:15、13:05 − 17:15
❷土・日曜日 (その他不定休あり)

海を眼前に、ゆっくりとガラス制作体験ができま
す。
ご自分用や贈り物にいかがですか？

旧日本郵船（株）小樽支店

工夫を凝らした「コツメカワウソ」水槽やオタリアとイ
ルカショー、
トド、セイウチのパフォーマンスが人気。今
年度から通年営業開始（3/19〜2/29まで）

One of the largest guard houses in
Hokkaido, built during the heyday of herring
ﬁsheries. Designated as a Tangible Cultural
Property by the Hokkaido Government.

Visitors can see the manufacturing
process of handmade glasses. Microwave
& dishwasher - safe glassware is also
produced.

Kim Glass Design

小樽市総合博物館運河館(旧小樽倉庫)

Otaru Museum (Annex) (Former Otaru Warehouse)

Tel: 0134-33-2523

Temiya Cavern Preservation Center

小樽出身の小林多喜二や伊藤整をはじめ、小樽ゆか
りの作家の著作や原稿、書簡などを展示している。
Showcases literary works, manuscripts, letters
and other output by writers associated with
Otaru, including Takiji Kobayashi and Sei Ito,
who were both from Otaru.

色内1-9-5

Ironai 1-9-5

❶9:30 − 17:00
❷月曜・祝日の翌日

Mon., days after national holidays

❸￥300

マップ内番号

Number on the map

21

マップ位置

Map position： G-2

国指定史跡。1866年に発見された約1600年前の
古代彫刻がある遺跡。
A nationally designated historic site with ruins
and ancient carvings dating back roughly
1,600 years. Discovered in 1866.

手宮1-3-4

Temiya 1-3-4

❶9:30 − 17:00
❷火曜日（祝日は開館、翌日以降の平日に振替休）冬期休館（11/4〜4/28）
Tuesday (open if Tuesday is a national holiday; closed
instead on the following day or a later weekday)
and the winter period from Nov. 4 - to Apr. 28

❸￥100

マップ内番号

Number on the map

22

マップ位置

Map position： J-7

乙女のきもの

北一ヴェネツィア美術館

Blue Holic Sea Kayak st．

運河まんじゅう本舗

Tel: 0134-61-7447

Tel: 0134-33-1717

Tel: 0134-26-1802

Tel: 0134-34-2096

Otome no Kimono

Kitaichi Venetian Art Museum

小樽の歴史的建造物を背景に着物で散策できま
す。記念写真は絵になりますよ！
Stroll in a kimono around Otaru's historic
buildings and take scenic photos as
mementoes.

堺町１-１９

Sakaimachi 1-19

❶10:30 − 17:30
❷不定休 Holidays not ﬁxed

29

❶営業時間 Business hours
❷休業日 Closed
❸入場料（大人）又は宿泊料金（1泊朝食付1名料金）

Blue Holic Sea Kayak St.

Unga Manju Hompo

イタリア人も驚く、貴族の宮殿の再現とガラス芸
術。
ドレスでの記念撮影やカフェも人気。

シーカヤックで行く青の洞窟探検。熟練ガイドの
案内で初心者から安心して楽しめます。

小樽運河と共に伝統のある老舗。なつかしい味の
饅頭を多くの方に食べていただきたい。

堺町5-27

塩谷1-28-13

入船1-2-20

The medieval palace style museum
exhibiting a collection of magniﬁcent
Venetian glasses. Cafe and costume
photo studio are on the above ﬂoors.

Sakaimachi 5-27

❶8:45 − 18:00
❷無休 Open 7 days a week
❸￥700

Sea kayaking to explore the Blue Cave beginners and advanced kayakers alike
can enjoy a safe adventure escorted by
an experienced guide.

Shioya 1-28-13

❶8：30 − 18：00
❷10月〜4月末まで休業（営業期間中は無休）

Closed from Oct. to the end of Apr.
(Open 7 days a week during the operating period)

A well-established shop as traditional as
the Otaru Canal itself - don't miss the
chance to enjoy our old-fashioned
bean-jam buns!

❶10:00 − 17:00
❷日曜日 Sun.

Irifune 1-2-20

30

shop

ショッピング

❶営業時間 Business hours
❷休業日 Closed

shopping

マップ内番号

Number on the map

23

マップ位置

Map position： I-8

マップ内番号

Number on the map

27

マップ位置

Map position： K-7

マップ内番号

Number on the map

39

マップ位置

Map position： J-9

マップ内番号

Number on the map

40

マップ位置

Map position： J-8

Ｏ・Ｍ・Ｔ本間水産

北一地酒蔵

あぶらとり紙専門店 ひより 小樽店

小樽 石の蔵

Tel: 0134-29-1055

Tel: 0134-33-1993（代）

Tel: 0134-22-1414

Tel: 0134-31-4455

In addition to regular products, the store
also carries facial oil blotting paper with
lavender, lily of the valley and melon
fragrances. This paper is unique to Otaru
and makes the perfect gift.

A shop featuring accessories and
miscellaneous goods made of minerals
and precious stones from around the
world. A stone rendering of Anpanman (a
popular cartoon character in Japan) at
the entrance serves as a landmark.

O.M.T. Honma Seafood

ホンマに旨い魚、ホンマに旨い蟹がある！このマッ
プをご持参の方で、5,000円以上お買い上げの
方は１品サービス。
Delectable ﬁsh and crab are a specialty.
Customers who spend over 5,000 yen
and present this map will receive a free
gift.

花園1-4-24

Hanazono 1-4-24

❶7:30 − 18:00
❷年中無休 Open 7 days a week

マップ内番号

Number on the map

28

マップ位置

Map position： D-3

Kitaichi Jizakegura

Hiyori Aburatori-gami (facial oil blotting paper) shop - Otaru Store

小樽の旨い地酒やワイン、地ビール、焼酎を取り揃
えた地酒専門店です。試飲もできます。
This shop specializing in tasty Otaru sake,
wine and beer as well as shochu. Visitors
can try a taste.

堺町７-２6

Sakaimachi 7-26

❶8:45 − 18:00
❷無休 Open every day

ラベンダー、すずらん、メロンの香り付も新登場。
お土産に小樽限定あぶらとり紙を！

色内1-2-1 おたる政寿司ぜん庵１Ｆ
Ironai 1-2-1 Otaru Masazushi Zenan 1F
❶10:00 − 18:00
❷不定休 Holidays not ﬁxed

マップ内番号

Number on the map

29

マップ位置

Map position： K-8

マップ内番号

Number on the map

43

マップ位置

Map position： J-7

Otaru Ishi-no-Kura
世界の鉱物・貴石の雑貨やアクセサリーを販売。
入口のアンパンマンが目印です。

堺町2-18

Sakaimachi 2-18

❶9：30 − 18：00
❷無休 Open 7 days a week

マップ内番号

Number on the map

44

マップ位置

Map position： J-8

北の誉酒造 酒泉館

北の漁場 おたる運河店

小樽 福廊

小樽・彫蔵

Tel: 0134-22-2176

Tel: 0134-31-3040

Tel: 0134-21-6001

Tel: 0134-33-5333

Specializing in carefully selected local
seasonal seafood. The adjoining
restaurant also serves seafood rice
bowls.

A shop full of lucky owl items along with a
variety of other lucky charms,
woodcarvings and pretty souvenirs

A unique creative studio providing carved
names and logs from single objects,
irrespective of the material.

Kitanohomare Shuzo Co., Ltd.Shusenkan Sake Museum

創業明治34年、小樽の地酒「北の誉」のミュージ
アム。蔵出しのお酒も味わえます。
Established in 1901, the museum
showcases Kitanohomare - a local Otaru
sake brand. Visitors can also taste sake
fresh from the brewery.

奥沢1-21-15

Okusawa 1-21-15

❶9:00 − 17:00
❷年始 New Year holidays

マップ内番号

Number on the map

30

マップ位置

Map position： I-8

Kita no Ryoba - Otaru Canal Restaurant

厳選魚介を中心に北海道の旬をご用意していま
す。併設の食堂で海鮮丼も味わえます。

堺町53-1

Sakaimachi 53-1

❶9:00 − 18:00（季節により異なる）

（Subject to seasonal changes）
❷無休 Open 7 days a week

マップ内番号

Number on the map

33

マップ位置

Map position： D-3

Otaru Horizou

Otaru Fukurou
福を呼ぶフクロウの商品が充実したお店。他の縁
起物や木彫にかわいいお土産品も豊富！！

堺町6-9

Sakaimachi 6-9

❶9:00 − 18:00
❷無休 Open 7 days a week

マップ内番号

Number on the map

45

マップ位置

Map position： K-8

澤の露 本舗

新倉屋総本舗

おたる瑠璃工房

Tel: 0134-22-1428

Tel: 0134-27-2121

Tel: 0134-21-6260

Hanazono dumplings providing a taste of
home. Ishikura Walnut Dumplings (kurumi
mochi) make ideal gifts.

An accessory shop situated in a historic
building. Oﬀers a wide selection of goods
including handmade items from popular
artists.

創業明治44年。旧名「水晶飴玉」
と呼ばれた
「澤の
露」は水飴を使わない砂糖だけの爽やかな甘さで
す。
Founded in 1911 and formerly known as
Crystal Candy. Sawanotsuyu is
characterized by its refreshing
sweetness derived solely from sugar, as it
contains no starch syrup.

花園1-4-1

Hanazono 1-4-1

ふる里の味が嬉しい「花園団子」。おみやげには
「石倉くるみ餅」
がおすすめです！

築港5-1

❶8:30 − 20:00
❷無休 Open 7 days a week

Chikko 5-1

❶10:00 − 20:00
❷無休 Open 7 days a week

マップ内番号

Number on the map

37

マップ位置

Map position： J-8

マップ内番号

Number on the map

38

マップ位置

Map position： J-8

Sakaimachi 5-33

❶9:00 − 18:00
❷無休 Open 7 days a week

マップ内番号

Number on the map

47

Sakaimachi 1-22

❶9:00 − 19:00
❷無休 Open 7 days a week

マップ内番号

Number on the map

46

マップ位置

Map position： J-9

Otaru Roman Kan

歴史的建造物を利用したアクセサリー専門店。人
気の作家手作り品をはじめ、豊富な品揃え。

堺町5-33

堺町1-22

小樽浪漫館

Otaru Ruri-kobo

Niikuraya Sohompo

Sawanotsuyu Hompo

素材を選ばずに１個から名前やロゴマークを彫ら
せていただきます。今までにない創作工房です。

マップ位置

Map position： J-8

Tel: 0134-31-6566

アクセサリーを中心にガラスの小物やクリスマス
グッズを扱うとても楽しいお店です。
A pleasant shop featuring accessories
and also dealing in small glass articles
and Christmas goods.

堺町1-25

Sakaimachi 1-25

❶9：30 − 18：00
❷無休 Open 7 days a week

マップ内番号

Number on the map

49

マップ位置

Map position： J-7

利尻屋みのや 大正クーブ館

利尻屋みのや 不老館

オルゴール堂Ⓡ 海鳴楼 堺町店

北一硝子 アウトレット

Tel: 0134-31-4014

Tel: 0134-31-3663

Tel: 0134-23-6505

Tel: 0134-33-1993（代）

A specialty shop with a full lineup of kelp
products. A healthy taste of traditional
japan.

A specialty shop with a full lineup of kelp
products. A healthy taste of traditional
japan.

Rishiriya Minoya -Taisho Kubu-kan

昆布の商品がたくさんそろった専門店です。
「七日
食べたら鏡をごらん！」

堺町2-20

❶8:30 − 19:00
❷元旦のみ Jan. 1

Sakaimachi 2-20

Rishiriya Minoya - Furo-kan

昆布の商品がたくさんそろった専門店です。
「七日
食べたら鏡をごらん！」

堺町1-20

Sakaimachi 1-20

❶8:30 − 19:00
❷年中無休 Open 7 days a week

Orgel Doh Kaimeiro Sakaimachi Shop
独自に開発した針打機でお気に入りの曲をオル
ゴールに。曲と箱を選び飾り付ける工房も。
（ラボ：色内1-1-12）
An original pinning machine allows visitors to have a
music box that plays their favorite song. There is
also a lab where customers can choose a song and a
music box and decorate the box. (Lab: Ironai 1-1-12)

堺町1-20

sakaimachi 1-20

Kitaichi Glass Outlet

北一硝子の品質基準には満たないものの魅力的
な品物の数々を、お買い得な価格で。
This outlet oﬀers attractive Kitaichi
seconds at bargain prices.

堺町7-20

Sakaimachi 7-20

❶8：45 − 18：00
❷無休 Open every day

❶9:00 − 20:00（冬期19:00）
(19:00 in winter)
❷無休 Open 7 days a week

31

32

shop

ショッピング

❶営業時間 Business hours
❷休業日 Closed

shopping

マップ内番号

Number on the map

50

マップ位置

Map position： J-7

マップ内番号

Number on the map

51

マップ位置

Map position： J-7

Number on the map

61

マップ位置

Map position： J-7

マップ内番号

Number on the map

62

マップ位置

Map position： J-9

北一硝子クリスタル館

北一硝子見学工房

スーベニール・オタルカン

染織アトリエ Kazu

Tel: 0134-33-1993（代）

Tel: 0134-33-1993（代）

Tel: 0134-27-0077

Tel: 0134-22-8544

A fascinating world of crystal glass.
There are lots of shining glasses and
glass jewelry.

Visitors can observe how to produce of
ﬁne glassware and small glass articles at
close quarters.

Kitaichi Glass Crystal Shop

魅惑あふれるクリスタルの世界。輝くグラスジュ
エリーの数々。皆様をお待ち申し上げております。

堺町6-7

❶8：45 − 18：00
❷無休 Open every day

Sakaimachi 6-7

Kitaichi Glass Sakaimachi Studio
魅力的な硝子の器や、かわいい小物を作る様子
を、間近にご覧いただけます。

堺町6-7

Sakaimachi 6-7

❶ホットワーク9:30 − 16:30、
ランプワーク9:30 − 17:45

Hot work: 9:30 − 16:30, Lamp work: 9:30 − 17:45

❷ホットワーク火曜日、
ランプワーク木曜日
Hot work: Tue., Lamp work: Thu.

マップ内番号

Number on the map

52

マップ位置

Map position： K-7

マップ内番号

Number on the map

55

マップ位置

Map position： I-8

Otarukan Souvenirs

Kazu Textile-dyeing Atelier

世界各地から集めた日本一の万華鏡ギャラリー。
お土産品も2万点と豊富。

肌に優しい素材で、手染、手織の衣類・小物を制作
しております。染織体験は要予約。

入船1-1-1

色内1-10-23

A gallery featuring the nation's largest
collection of kaleidoscopes from around
the world. Also stocks a wide selection of
gift products - as many as 20,000.

Irifune 1-1-1

❶夏期9:00 − 19:00、冬期9:00 − 18:00

Summer: 9:00 − 19:00, Winter: 9:00 − 18:00
❷無休 Open 7 days a week

マップ内番号

Number on the map

63

マップ位置

Map position： J-8

Produces hand-dyed, hand-woven clothes
and small articles using materials that are
gentle on the skin. Reservations required
for hands-on experience in textile dyeing.

Ironai 1-10-23

❶10:00 − 18:00
❷火曜日 Tue.

マップ内番号

Number on the map

66

マップ位置

Map position： J-9

北一硝子三号館カントリーフロア

北一硝子 花園店

大正硝子・うつわ屋

大正硝子・ぎゃらりー月下美人

Tel: 0134-33-1993（代）

Tel: 0134-33-1991（代）

Tel: 0134-32-3003

Tel: 0134-32-5101

Kitaichi Glass Sangokan Floor Country
北一硝子は石油ランプで創業。魅力的なカジュア
ルライフの硝子の器を多数取り揃えております。

Kitaichi Glass was originally a kerosene
lamp shop. There are a variety of
charming glass products for casual living.

堺町7-26

Sakaimachi 7-26

❶8：45 − 18：00
❷無休 Open every day

マップ内番号

Number on the map

56

Kitaichi Glass Hanazono Shop
小樽駅徒歩7分。北一硝子サテライトショップ。サ
ンドブラスト制作体験も人気です。
This Kitaichi Glass satellite shop is a
seven-minute walk from Otaru Station.
Its hands-on sandblasting program is
very popular.

花園1-6-10

Hanazono 1-6-10

❶9:00 − 19:00
❷元旦のみ Close Jan. 1 only

マップ位置

Map position： K-8

マップ内番号

Number on the map

58

マップ位置

Map position： D-2

Taisho Glass Utsuwaya

食と器の美味しい関係をテーマに、
リーデル社の
ワイングラスやうすはりグラスも人気です。
Under the theme of exquisite harmony
between food and tableware, this shop
oﬀers popular glassware items, including
Riedel wine glasses and other extremely
ﬁne glasses.

Sakaimachi 2-10

堺町2-10

❶9:00 − 19:00
❷無休 Open 7 days a week

マップ内番号

Number on the map

67

マップ位置

Map position： J-9

ザ・グラススタジオ・イン・オタル

大正硝子・創作硝子工房

Tel: 0134-23-5618

Tel: 0134-33-9390

Tel: 0134-32-5101

In this Mt. Tengu location, hands-on
experience in glass blowing and the
production of original works is provided.

Creates tableware and ornaments by free
blowing. Hands-on experience in making
various blown glass products is provided
(reservations required).

道内クラフト作家の木工・硝子・陶器など、さまざ
まな手法による作品を展示販売。
Exhibits and sells works by local craft
artists using a variety of methods
including woodwork, glassware and
pottery.

堺町5-39

Sakaimachi 5-39

❶10:00 − 18:30
❷無休 Open 7 days a week

マップ内番号

Number on the map

59

マップ位置

Map position： J-7

The Glass Studio in Otaru

天狗山にあるガラス工房です。吹きガラス体験や
オリジナル制作もやっております。

最上2-16-16

Mogami 2-16-16

❶10:00 − 18:00
❷無休(工房は火曜日)

Open 7 days a week (Studio: Tue.)

マップ内番号

Number on the map

60

マップ位置

Map position： J-8

Taisho Glass - Queen of the Night Gallery

全国のとんぼ玉作家の作品を多数展示しておりま
す。季節ごとに作品展も開催しております。
Showcases a variety of works by
glass-bead artists across the nation.
Exhibitions are also held each season.

色内1-1-6

Ironai 1-1-6

❶9:00 − 19:00（夏期 − 21:00）
(21:00 in summer)

❷無休 Open 7 days a week

クラフトショップ ファインクラフト

Finecraft Craft Shop

Taisho Glass - Creative Glass Studio

マップ内番号

Number on the map

68

マップ位置

Map position： J-9

大正硝子・とんぼ玉館

Taisho Glass - Glass Bead Studio

Tel: 0134-32-5101

宙吹きで食器やオーナメントを創っています。予約
制にて色々な吹き硝子体験ができます。

とんぼ玉はもちろん、
フュージングやサンドブラス
ト
（団体可）
など体験メニューが豊富です。

色内1-1-7

色内1-1-6

❶9:00 − 18:00
❷無休 Open 7 days a week

マップ内番号

Number on the map

69

Ironai 1-1-7

Supplies glass beads and a variety of
experience-based programs, such as
glass fusing and sandblasting (groups
also accepted).

Ironai 1-1-6

❶9:00 − 19:00（夏期 − 21:00）
(21:00 in summer)
❷無休 Open 7 days a week

マップ位置

Map position： J-9

マップ内番号

Number on the map

70

マップ位置

Map position： J-8

硝屋

ジョワ・ジョワグラスコレクション

大正硝子・びーどろ館

大正硝子・ほっこり家

Tel: 0134-33-7707

Tel: 0134-27-8400

Tel: 0134-32-5101

Tel: 0134-32-5567

A bijou shop featuring handmade glass
products. Hands-on experience in
sandblasting is also provided
(reservations required).

A small glassworks featuring Hokkaido's
natural environment. Viewing these
works is sure to make visitors feel happy!

Shoya

Joie Joie Glass Collection

とんぼ玉とフュージングのアクセサリー製作体験
を行なっています。
ビーズなどのパーツも沢山あり
ます。
Hands-on experience in making fused
glass-bead accessories is provided.
Features a wide selection of beads and
other parts.

堺町6-12

Sakaimachi 6-12

❶夏期9:00 − 19:30、冬期10:00 − 18:00
Summer: 9:00 − 19:30, Winter: 10:00 − 18:00
❷無休 Open 7 days a week

33

マップ内番号

手作りガラス主体の可愛いお店。サンドブラスト
製作体験もできます。
（要予約）

堺町1-13

Sakaimachi 1-13

❶夏期9:00 − 18：00、冬期10:00 − 17：00
Summer: 9:00 − 18:00, Winter: 10:00 − 17:00
❷不定休 Holidays not ﬁxed

Taisho Glass - Glass Studio

Taisho Glass Hokkoriya

北海道の自然を小さなガラスで創りました。見て
いるだけで幸せになれる硝子たちの館です。

市内のバーナーワーク作家の作品がご覧になれ
ます。店内の ほっこり感 をお楽しみください。

色内1-1-5

堺町４-１５

Ironai 1-1-5

❶9:00 − 19:00（夏期 − 21:00）
(21:00 in summer)
❷無休 Open 7 days a week

Visitors can see Otaru artists' works
created using a burner. Enjoy the hokkori
(warm) feeling of the shop.

Sakaimachi 4-15

❶10:00 − 19:00
❷無休 Open 7 days a week

34

shop

ショッピング

蕎麦・寿司・和食

ラーメン

shopping

ramen

❶営業時間 Business hours
❷休業日 Closed

soba/sushi/
japanesefood

※LO=last order

マップ内番号

Number on the map

72

マップ位置

Map position： J-9

マップ内番号

Number on the map

73

マップ位置

Map position： J-8

マップ内番号

Number on the map

82

マップ位置

Map position： J-9

マップ内番号

Number on the map

84

マップ位置

Map position： I-8

びーどろ工房 小樽ADVANCE倶楽部

ホクレン ふうど館

小樽ろばた焼き つくし

郷土料理 おおとみ

Tel: 0134-31-3010

Tel: 0134-27-1111

Tel: 0134-29-0200

Tel: 0134-34-1291

Otaru Advance Club Glass Studio

吹き硝子体験専門のお店。
リーズナブルな料金で
人気の吹き硝子ができます。
A shop specializing in hands-on
experience in glass blowing at reasonable
prices.

色内1-5-10

❶10:00 − 18:00
❷無休（年3回臨時休業有り）

Ironai 1-5-10

Number on the map

74

マップ位置

Map position： H-10

Tsukushi - Otaru robatayaki

ホクレン創業記念館。道内作家の陶芸品の展示販売。北海道
銘菓・観光グッズなどお土産品も豊富に取り揃えております。
Constructed to commemorate the establishment of the
Hokuren Federation of Agricultural Cooperatives. Exhibits
and sells pottery made by local artists, and also carries a
wide selection of gifts and souvenirs including Hokkaido
confectionery and merchandise related to local tourist spots.

堺町3-18

Open 7 days a week
(with three special holidays per year)

マップ内番号

Hokuren Fudokan Hall

Sakaimachi 3-18

❶10:00 − 18:00
❷年末年始（12/30〜1/3）

Ootomi Local Cuisine

小樽では数少ない海鮮ろばた焼き。
リーズナブル
な価格でご提供しています。

小樽の四季の美味しさを、まごころ込めて提供し
ます。寿司、海鮮丼、八角焼もおすすめです。

色内1-9-8

花園1-3-15

One of the few seafood robatayaki
(Japanese-type barbecue) restaurants in
Otaru. Oﬀers delicacies at reasonable
prices.

Ironai 1-9-8

❶12:00 − 14:00、17:00 − 23:00
❷不定休 Holidays not ﬁxed

A down-to-earth eatery serving great
seasonal dishes. The sushi, seafood rice
bowls and grilled hakkaku (sailﬁn poacher)
come highly recommended.

Hanazono 1-3-15

❶12:00 − 14:00、17:00 − 23:00
❷日曜日 Sun.

Year-end and New Year holidays (Dec. 30 − Jan. 3)

マップ内番号

Number on the map

75

マップ位置

Map position： I-9

マップ内番号

Number on the map

85

マップ位置

Map position： I-8

マップ内番号

Number on the map

86

マップ位置

Map position： I-8

Merry-go-round Woodcarving Studio

Ajiichiban Otaru Menya

味一番小樽「めんや」

旬の握りと酒肴 すし・おたる栄六

すし・刺身処 海月（くらげ）

Tel: 0134-32-2235

Tel: 0134-29-3434

Tel: 0134-24-0006

Tel: 0134-33-4664

メリーゴーランド木彫工房

野鳥や魚、小動物を彫刻・彩色した表札、看板を注
文制作。船見坂上の木彫工房。野鳥のミニ壁かざ
りつくり体験も可。
A wood-carving studio located at the top of the
Funami Slope providing custom-made doorplates
and signboards featuring engraved/colored wild
birds, ﬁsh and other small animals. Hands-on
experience in making small wall hanging decorations
with wild bird paintings is also provided.

富岡2-16-6

Tomioka 2-16-6

スープ７種・味４種・麺３種から皆さんお気に入り
のオリジナルラーメンをご提供中！
Seven types of soup in four ﬂavors and
three types of noodle provide a unique
combination for everybody!

稲穂２-１６-９

Inaho ２-１６-９

❶11:00 − 23:00
❷無休 Open 7 days a week

Number on the map

76

マップ位置

Map position： D-4

マップ内番号

Number on the map

77

老舗でありながら豪快に味わうあわび丼や、お得
な盛り合わせ握りなど満足度十分。
An established restaurant where
customers can enjoy savoring abalone
rice bowls, a reasonably priced
assortment of nigiri sushi and more.

花園1-5-6 ＪＲ高架下
Hanazono 1-5-6 underneath elevated JR railway tracks
❶11:00 − 22:00
❷不定休 Holidays not ﬁxed

❶10:00 − 19:00 ❷火曜日 Tue.

マップ内番号

Otaru Sushi Eiroku - Seasonal Sushi & Sake

マップ位置

Map position： I-10

マップ内番号

Number on the map

87

マップ位置

Map position： J-9

Kurage Sushi & Sashimi Restaurant

すし・焼物他150種類のメニュー。安い・新鮮・旨
い。地元客、女性や家族連れの来るお店。
Featuring 150 menu items including sushi
and grilled dishes that are inexpensive,
fresh and delicious. Many customers are
locals, including women and families.

花園1-8-1

Hanazono 1-8-1

❶11:30 − 22:30
❷無休 Open 7 days a week

マップ内番号

Number on the map

90

マップ位置

Map position： J-8

じょっぱり亭(あんかけ焼そば）

辰美らーめん

すし処 きた浜

たちかま料理 惣吉

Tel: 0134-52-4077

Tel: 0134-22-7366

Tel: 0134-23-2600

Tel: 0134-22-3377

A long-established ramen restaurant
founded in 1964 serving simple yet
full-bodied soup and ﬁrm homemade
noodles

Located on the ﬁrst ﬂoor of the Hotel Sonia
II. The seasonal sushi and other seafood
dishes are highly recommended. For lunch,
try the sushi buﬀet at 1,260 yen.

Fresh seafood set meals from 800 yen.
Boiled cod milt paste (known as
tachikama) oﬀers a new ﬁrm texture.

Jopparitei (fried noodles with thick starch sauce)

小樽名物「あんかけ焼そば」醤油と塩、2種類のあ
んかけ焼そばをお召し上がりください！
Fried noodles with thick starch sauce in
soy and salt ﬂavors. Enjoy the taste of
this Otaru specialty.

望洋台2-1-1

Boyodai 2-1-1

❶11:30 − 19:30
❷月曜日(月曜が祝日の場合は翌日）

Mon. (or the following day if Monday is a
national holiday)

マップ内番号

Number on the map

78

マップ位置

Map position： I-8

Tatsumi Ramen

Kitahama Sushi Restaurant

ラーメン一筋、創業１９６４年。
あっさりコクのある
スープと、
しこしこの自家製めんです。

稲穂3-3-6

Inaho 3-3-6

❶11:00 − 15:00、18:00 − 20:00
❷火曜日 Tue.

マップ内番号

Number on the map

81

マップ位置

Map position： J-9

ホテルソニアⅡの１階にあり、寿司を中心とした旬の
海鮮料理が自慢。昼食は、寿司バイキング1,260円。

色内1-4-20 ホテルソニアⅡ１Ｆ
Ironai 1-4-20 Hotel SoniaⅡ1F

❶11:30 − 15:00（LO: 14:30）、17:00 − 22:00（LO: 21:30）
11:30 − 15:00 (last order: 14:30), 17:00 − 22:00 (last order: 21:30)
❷無休 Open 7 days a week

マップ内番号

Number on the map

91

マップ位置

Map position： K-8

Sokichi - Boiled Cod Milt Paste Dishes
新鮮海の幸定食800円から。たらの白子のカマ
ボコ
「たちかま」はぷりぷり新食感！

堺町2-12 出世前広場内
Sakaimachi 2-12 Shussemae Hiroba
❶11:00 − 22:00
❷１月１日〜3日 Jan. 1 − 3

マップ内番号

Number on the map

92

マップ位置

Map position： B-3

小樽寿司屋通り 日本橋

おたる政寿司 ぜん庵

ふじ鮨 小樽店

民宿 青塚食堂

Tel: 0134-33-3773

Tel: 0134-22-0011

Tel: 0134-33-0232

Tel: 0134-22-8034

A sushi restaurant with a 35-year history.
Creates ﬁne sushi using fresh seafood
from the bounteous seas oﬀ Otaru.

A restaurant serving its prized dishes in a
relaxing atmosphere with carefully
designed lighting

Using fresh ingredients delivered from
Shakotan every day. The reasonable
prices oﬀered allow diners to enjoy meals
with peace of mind.

Providing the prized taste and freshness of
home-made dishes familiar to ﬁshermen - cuisine
that has been preserved for decades. The sea
here glows in the morning and evening sunshine,
and the inn is a great choice for accommodation.

Otaru Sushiya-dori (Sushi Street) Nihonbashi

Otaru Masazushi Zenan

創業35年。小樽近海で育んだ新鮮な魚介類・北
の海の夢をあなたのために握ります。

光をデザインした安らぎのある空間で、当店自慢
の食材をご堪能いただけます。

稲穂1-1-4

色内1-2-1

❶11:00 − 22:00
❷元旦のみ Jan. 1

Inaho 1-1-4

❶11:00 − 22:00
❷木曜日（変更の場合あり）

Thu. (subject to change)

Ironai 1-2-1

Fujizushi Otaru Restaurant
積丹より新鮮なネタを毎日直送。料金もお手頃で、
安心してお食事ができます。

堺町5-36

Sakaimachi 5-36

❶11:00 − 21:00
❷無休 Open 7 days a week

Aotsuka Shokudo Guest House
何十年も守ってきた漁師の家庭的な味と鮮度が自
慢。朝日や夕日に染まる海。宿泊も最高。

祝津3-210

Shukutsu 3-210

❶7:00 − 19:00
❷年末年始、冬期休業日有り

Year-end and New Year holidays, winter holidays

35

36

蕎麦・寿司・和食

洋食・レストラン・屋台村ほか

soba/sushi/
japanesefood

マップ内番号

Number on the map

93

喫茶・スイーツ・アイスクリーム

マップ位置

Map position： I-10

マップ内番号

Number on the map

❶営業時間 Business hours
❷休業日 Closed

coﬀee shop/sweets/
icecream

westernfood/restaurant/
Yataimura (food-stall village)

96

マップ位置

Map position： I-8

※LO=last order

マップ内番号

Number on the map

108

マップ位置

Map position： H-8

マップ内番号

Number on the map

110

マップ位置

Map position： K-8

若鶏時代 なると

キャンドルライトカフェ＆レストラン 小樽Muse

小樽ミルク・プラント

可否茶館 小樽

Tel: 0134-32-3280

Tel: 0134-31-6300

Tel: 0134-22-5192

Tel: 0134-24-0000

Savor delicious soft ice cream in this
white, retro-ﬂavored building at the
entrance of Otaru Park.

A coﬀee shop specializing in
home-roasted beans. With seating for 70
people, the shop serves fresh coﬀee
direct from the factory.

Otaru Muse Candlelight Cafe & Restaurant

Wakadori Jidai Naruto

46年変わらない味「なるとの若鶏」。
カラッとした
皮とサッパリ塩味が人気です。
The taste of naruto no wakadori tender young
chicken has remained unchanged for the past
46 years. Its crisp skin and simple salty ﬂavor
make it a perennial favorite with diners.

稲穂3-16-13

Inaho 3-16-13

❶11:00 − 21:00 (LO: 20:15)
❷月曜日（祝日の場合翌日）

Mon. (or the following day if Monday is a
national holiday)

マップ内番号

Number on the map

97

マップ位置

Map position： E-4

Otaru Milk Plant

キャンドルの灯りがロマンチックな洋食レストラ
ン。煮込みハンバーグ等自家製料理に舌鼓。

小樽公園入口の白いレトロ調の建物で美味しい
ソフトクリームを味わってみて！

稲穂1-11-7

花園2-12-13

A candle-lit, romantic Western-style
option serving stewed hamburger steaks
and other homemade dishes.

❶11:00 − 20:00
❷月曜日（祝日の場合は振替）

Inaho 1-11-7

Mon. (or another day if Monday is a national
holiday)

マップ内番号

Number on the map

98

マップ位置

Map position： J-8

Hanazono 2-12-13

❶4月中旬 − 11月3日/11:00 − 18:00
Mid-April − Nov. 3: 11:00 −18:00

❷営業期間中無休

Open 7 days a week during the operating period

マップ内番号

Number on the map

111

マップ位置

Map position： J-9

Kahisakan Otaru

自家焙煎珈琲専門店。工場直送のコーヒーを70
席の喫茶室でお召し上がりいただけます。

堺町5-30

Sakaimachi 5-30

❶9:00 − 18:00
❷無休 Open 7 days a week
※無料Ⓟ8台有

Free parking (up to 8 vehicles)

マップ内番号

Number on the map

113

マップ位置

Map position： I-9

シロクマ食堂

チゲチプ
Chigechipu

Kita No Ice Cream Ya San

北のアイスクリーム屋さん

純喫茶 光

Tel: 0134-54-7377

Tel: 0134-32-3278

Tel: 0134-23-8983

Tel: 0134-22-0933

The water used for cooking is mainly
naturally sourced from Mt. Yotei. The
restaurant focuses on the use of safe
ingredients.

The only Korean restaurant in Otaru,
primarily oﬀering jjigae dishes. Savor
authentic Korean cuisine cooked by the
Korean master of the restaurant.

An ice cream shop featuring 20 rare
ﬂavors, including sea urchin, squid ink,
fermented beans (natto) and beer.

Founded in 1933, this coﬀee shop has
remained unchanged for more than 77
years. It appears in books that detail early
Showa history.

Shirokuma Shokudo
料理に使うお水は、主に羊蹄山の天然水使用。他
の食材も安心・安全を心掛けています。

朝里川温泉２-６８６

Asarigawa Onsen 2-686

❶11:00 − 22:00
❷不定休 Holidays not ﬁxed

マップ内番号

Number on the map

101

マップ位置

Map position： J-10

小樽唯一の韓国料理専門店。チゲがメニューの中
心。韓国人店主が作る本格韓食を是非！

山田町1-1

Yamadamachi 1-1

❶18:00 − 24:00
❷日曜日・祝日 Sun., national holidays

マップ内番号

Number on the map

103

マップ位置

Map position： I-9

変わり種アイスの専門店。うに、イカスミ、納豆、
ビール等20種類が勢揃い！！

色内1-2-18

Ironai 1-2-18

❶9:30 − 19:00
❷不定休 Holidays not ﬁxed

マップ内番号

Number on the map

114

マップ位置

Map position： J-9

Hikari Coﬀee Shop
昭和8年創業。77年変わらぬままの純喫茶店。昭
和歴史記録本に記載される古喫茶。

稲穂2-11-8

Inaho 2-11-8

❶10:00 − 18:00
❷水曜日 Wed.

マップ内番号

Number on the map

115

マップ位置

Map position： I-8

洋食屋 マンジャーレTAKINAMI

アイスクリームパーラー美園

山中牧場小樽店

洋菓子の館

Tel: 0134-33-3394

Tel: 0134-22-9043

Tel: 0134-27-5123

Tel: 0134-23-2211

A Western-style eatery featuring dishes
made from local seafood. The paella is a
culinary masterpiece. Fish lunches are
priced at 920 yen.

Made and sold Hokkaido's ﬁrst ice cream
in 1919, and maintains classic tastes
using carefully selected ingredients.

Experience the great rich ﬂavor and clean
aftertaste of soft ice cream made from
fresh milk.

An established Western confectionery store
from Otaru that has been loved by locals for
the past 75 years. Oﬀers sweets as
delicious as those found in the olden days.

Takinami Restaurant Mangiare

小樽の魚介を使った洋食レストラン。パエリヤは
絶品。
お魚ランチ920円。

色内2-1-16

Ironai 2-1-16

❶11:30 − 14:30、17:30 − 20:55
❷水曜日 Wed.

マップ内番号

Number on the map

106

マップ位置

Map position： J-9

Misono Ice Cream Parlor

Yamanaka Dairy Farm Otaru Shop

1919年、北海道で初めてアイスクリームを製造
販売。
こだわりの材料を使った昔ながらの味。

新鮮な牛乳で造るソフトクリームは、
コクとすっき
りした後味がたまりません。

稲穂2-12-15

色内1-6-18

Inaho 2-12-15

❶10：30 − LO: 20：30（冬期20:00）
(20:00 in winter)
❷火曜日 Tue.

マップ内番号

Number on the map

Ironai 1-6-18

❶11:00 − 18:00
❷月曜日（冬期間10月〜4月まで）

Mon. (winter period: Oct. − Apr.)

107

マップ位置

Map position： I-10

マップ内番号

Number on the map

116

マップ位置

Map position： J-7

Yogashi no Yakata
小樽発祥の老舗洋菓子店。地元の皆様に愛され続
けて75年、今も昔も変わらぬおいしさを。

花園1-3-2

Hanazono 1-3-2

❶10:00 − 20:00
❷元旦 Jan. 1

マップ内番号

Number on the map

117

マップ位置

Map position： K-8

運河ソフトクリーム ミッシュハウス

エキモ ルタオ

ルタオ チーズケーキラボ

ルタオプラス

Tel: 0134-23-7740

Tel: 0134-24-6670

Tel: 0134-31-5580

Tel: 0134-31-6800

Provides ice cream and soft ice cream
made using a unique method with local
milk and other ingredients.

Swiss rolls unique to Ekimo LeTAO and a
cafespace allowing customers to savor
the products on oﬀer.

LeTAO's cheese cake shop. Double
Fromage Rolls are available exclusively
here.

A shop selling popular LeTAO products,
including Double Fromage. Takeout
service is also available.

Missu House Otaru Canal Soft Ice Cream

Ekimo LeTAO

LeTAO Cheese Cake Labo

LeTAO Plus

道内産の牛乳等素材にこだわった独自の手作り
製法で作るアイスクリーム・ソフトクリームです。

エキモルタオ限定のロールケーキあり。カフェス
ペースで召し上がることもできます。

ルタオのチーズケーキ専門店。限定の「ドゥーブル
フロマージュロール」はここだけの味わい。

人気商品「ドゥーブルフロマージュ」等を揃え、
さら
にテイクアウトをプラスしたお店。

港町5-4小樽観光案内所内
Minatomachi 5-4 Otaru Tourist Information Center

稲穂3-9-1 サンビルスクエア１階
Inaho 3-9-1 Sun Bldg. Square 1F

堺町6-13

堺町5-22

❶9:00 − 17:00（5月〜10月まで）
(May ‒ Oct.)

❷期間中無休

❶10:00 − 19:00
❷無休 Open 7 days a week

Sakaimachi 6-13

❶9:00 − 18:00（季節により変更あり）
(subject to seasonal changes)
❷無休 Open 7 days a week

Sakaimachi 5-22

❶9:00 − 18:00（季節により変更あり）
(subject to seasonal changes)
❷無休 Open 7 days a week

Open 7 days a week during the operating period

37

38

喫茶・スイーツ・アイスクリーム

バー・スナック

coﬀee shop/sweets/
icecream

マップ内番号

Number on the map

118

マップ位置

Map position： J-8

マップ内番号

Number on the map

accommodation

119

マップ位置

Map position： J-9

レンタカー・レンタサイクル

市場

rental car & bicycle

market

マップ内番号

Number on the map

139

マップ位置

Map position： G-5

マップ内番号

Number on the map

Admission fees (adults) or
accommodation charges
(per person per night with
breakfast)

140

マップ位置

Map position： I-10

ルタオ ル ショコラ

ニッカバー リタ

民宿まつよ

旅館若葉荘

Tel: 0134-31-4511

Tel: 0134-33-5001

Tel: 0134-62-3729

Tel: 0134-27-3111

Nikka's only shot bar, featuring Nikka brands
almost exclusively. Enjoy a refreshing
experience in a retro-ﬂavored atmosphere.

Based on the concept of sincerity, this
guest house serves meals cooked primarily
using fresh seafood. A location where
guests can enjoy each other's company.

Seven minutes from the station and the
canal. Light meals are served for
breakfast. 3,500 yen without meals.
Free TV. A jet bath is available.

Le TAO Le Chocolat

ルタオが目指す「チョコレートを楽しみ、極める」
をご提案するセレクトショップ。
An exclusive shop dedicated to LeTAO's
goal of enjoying and mastering chocolate.

堺町4-19

Sakaimachi 4-19

❶9:00 − 18:00（季節により変更あり）
(subject to seasonal changes)
❷無休 Open 7 days a week

マップ内番号

Number on the map

126

マップ位置

Map position： E-4

Matsuyo Guest House

Rita Nikka Bar

Wakabaso

ニッカのほとんどの銘柄を揃える唯一のショット
バー。
レトロチックな空間に今宵の癒しを。

誠心誠意が信条。新鮮な海の幸を中心としたお食
事。
お客様同士が親しめる宿です。

色内１ 出抜小路
Ironai 1 Denuki-koji Food Court

銭函2-13-16

❶16:00 − 1:00
❷火曜日 Tue.

マップ内番号

Number on the map

131

マップ位置

Map position： E-3

Zenibako 2-13-16

❷無休 Open 7 days a week
❸￥5,565（基本料金） (Basic charge)

マップ内番号

Number on the map

141

マップ位置

Map position： E-4

駅・運河から7分。朝食サービス。素泊り3,500
円、テレビ無料、ジェット風呂あり。

稲穂4-3-17

Inaho 4-3-17

❷無休 Open 7 days a week
❸￥3,500（素泊） （without meals）

マップ内番号

Number on the map

143

マップ位置

Map position： I-10

かんぽの宿小樽

マリンヒルホテル小樽

ロッヂ ガルミッシュ

三角市場

Tel: 0134-54-8511

Tel: 0134-52-2929

Tel: 0134-54-0212

Tel: 0134-31-5557

A pension-style inn reminiscent of guest
houses commonly seen in the Alps. Ideal
as a base for sightseeing in Otaru.

Named Sankaku (meaning triangle )
Market because both the land area and
its roof are triangular in shape.

Marine Hill Hotel Otaru

Kanpo no Yado Otaru

朝里川温泉「ゆらぎの里」に位置する宿、四季が楽
しめる露天風呂が人気です。
Accommodation located in Asarigawa
Onsen's Yuragi-no-Sato hot spring resort.
The open-air baths surrounded by
seasonal scenery are a popular feature.

朝里川温泉2-670

Asarigawa Onsen 2-670

❷12月に2日間 For two days in December
❸￥7,800〜（1泊2食、1室2名）
(one night including two meals. 2 guests/
room)

マップ内番号

Number on the map

132

マップ位置

Map position： J-6

Garmisch Lodge

石狩湾を一望するロケーション。各種のお得なプ
ラン有り。パークゴルフ場有り。

アルプスの民宿をイメージさせるペンション風の
民宿。小樽観光の拠点に最適！

朝里川温泉1-112

朝里川温泉2-673
Asarigawa Onsen 2-673

Commands sweeping views of Ishikari Bay
and oﬀers a variety of money-saving
plans. A park golf course is also available.

Asarigawa Onsen 1-112

❷11月末頃3日間休館

Three days around the end of Nov.

❸￥6,000〜

マップ内番号

Number on the map

136

マップ位置

Map position： D-2

Number on the map

144

マップ位置

Map position： I-10

小樽ヴィラ・マウンテング

トヨタレンタリース札幌 小樽駅前店

Tel: 0134-32-1994

Tel: 0134-33-7080

Tel: 0134-27-0100

A fancy accommodation facility located at
the foot of Mt. Tengu in Otaru. Features
primarily Western-style rooms for one or
two people, but also has Japanese-style
rooms, making it ideal for families.

Three minutes on foot from JR Otaru Station. Free pickup
service to hotels in the city. Sat-nav, ETC, non-smoking vehicles,
Welcab (wheelchair-adapted models), etc. are available.

Otaru Villa Mount Tengu

各室、有線LANケーブルがあり、パソコンが出来
ます。
Each room has a wired LAN cable to
provide Internet connection.

住吉町11-5

Sumiyoshi-cho 11-5

❷12/28〜1/4 Dec. 28 − Jan. 4
❸￥6,500（1泊2食）
(one night including two meals)

マップ内番号

Number on the map

137

マップ位置

Map position： J-7

小樽天狗山の麓のお洒落な宿。1〜2名様の洋室
を中心に和洋室とご家族にも最適。

最上2-13-1

Mogami 2-13-1

❷無休 Open 7 days a week
❸￥3,850〜

マップ内番号

Number on the map

138

おたるないバックパッカーズホステル 杜の樹

民宿さつき荘

Tel: 0134-23-2175

Tel: 0134-32-4984

The Otarunai Backpacker's Hostel Morinoki
男女別相部屋が基本の和風ゲストハウス。全2段
ベッド。世界中から旅人が集う宿です。
For Free and Independent Travelers. Our guest house
using the old Japanese house makes your stay
comfortable. Guest rooms are dormitory style with bunk
beds and generally separate room for males and females.

相生町4-15

Aioi-cho 4-15

❷無休 Open 7 days a week
❸￥3,200（素泊・男女別相部屋）

（Without meals
Male-only and female-only shared rooms）

Toyota Rent-A-Lease Sapporo Otaru Ekimae Shop

Map position： I-10

Inaho 3-10-16

マップ内番号

Number on the map

145

マップ位置

Map position： J-9

レンタサイクル・手荷物あずかり ちゃりんこ・おたる

Charinko Otaru Rent-A-Bicycle & Baggage Storage

Tel: 0134-32-6861

小 樽 駅 徒 歩 3 分 、市 内 ホ テル 迎 え 無 料 。ナビ・
ETC・禁煙車・ウエルキャブ等設定あり。

400円より。幼児用補助イス・子供用自転車他も
あり。
おいしい地元情報や穴場の説明、マップ付。

稲穂4-7-7

稲穂２-７-９

Inaho 4-7-7

❶4月〜10月8:00 − 20:00、11月〜3月8:00 − 19:00、
12/31・1/1 8:00 − 16:00
Apr. − Oct.: 8:00 − 20:00, Nov. − Mar.: 8:00 − 19:00,
Dec. 31 & Jan. 1: 8:00 − 16:00
❷無休 Open 7 days a week

マップ位置

名前の由来は土地、屋根とも三角の形をしている
所からつけられました。

❶8:00 − 17:30
❷無休 Open 7 days a week

❷不定休 Holidays not ﬁxed
❸￥4,500〜

マップ内番号

Sankaku Market

稲穂3-10-16

魚松旅館
Uomatsu Inn

39

宿泊施設

bar/snack bars

❶営業時間 Business hours
❷休業日 Closed
❸入場料（大人）又は
宿泊料金（1泊朝食付1名料金）

From \400. Child seats and bicycles for children
are also available. Information on local food and
hot spots as well as maps are provided.

Inaho ２-７-９

❶8:00 − 21:00（夏期繁忙期）
(peak summer season)

❷無休(大雨時と冬期は臨時休業もあり・要問合わせ）
Closed during periods of heavy rain and on special holidays
in winter; advance bookings required at these times

社団法人小樽物産協会が運営する小樽後志の商品を満載した

インターネットショッピングサイト「小樽家族」

Satsuki-so Guest House
小樽駅より徒歩8分。素泊り3,000円、1F2Ｆ風
呂有。小ペット可。駐車場無料、暖房料無料。
Eight minutes on foot from JR Otaru
Station. 3,000 yen without meals. Both the
ﬁrst and second ﬂoors are equipped with
communal bathrooms. Small pets are
accepted. Free parking. No heating charge.

稲穂4-3-7

Inaho 4-3-7

❷無休 Open 7 days a week
❸素泊まり￥3,000、
（朝・夕食￥1,000）

Without meals: ￥3,000 (￥1,000 extra for dinner and breakfast)

http://otarukazoku.com/
・人気の和洋菓子から定番の水産品、地酒やガラス工芸品まで、幅広く品揃え。
・地元でしか手に入らない商品や「小樽家族」オリジナル商品も豊富。
・同一温度帯の商品なら、色々な商品を単品から買えてまとめて送れ、
しかも５０００円以上購入で「送料無料」
！！

ご自身でご購入されるのはもちろん、贈り物としてもお使いいただけます！！
お問い合わせ電話番号 0134-65-8811（受付時間 平日9：00〜17：00）
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居酒屋・バー・スナック

❶営業時間 Business hours
❷休業日 Closed

pubs/bars/snack bars

マップ内番号

Number on the map

146

マップ位置

Map position： I-8

Ange（アンジュ）

Number on the map

147

マップ位置

Map position： I-8

Tel: 0134-22-7590

花園1-9-22 ユウビル １Ｆ
Hanazono 1-9-22 Yuu Bldg 1F
❶19:30 − 1:00 ❷日曜日 Sun.
❹￥1,500 ❻￥3,000 −
❽4名〜 120分 ￥2,500〜
¥2,500 − 4 or more people, up to 120 minutes

148

マップ位置

Map position： I-8

小樽フードバー
「こもる」

Komoru Otaru Food Bar

Tel: 0134-24-0002

花園3-8-18
Hanazono 3-8-18
❶17:30 − 1:00 ❷日曜日 Sun.
❹￥350 ❺￥490
❽2名〜 105分 ￥1,800〜
¥1,800 − 2 or more people, up to 105 minutes

マップ内番号

Number on the map

150

マップ位置

Map position： I-8

かくてるの森 みちくさ

158

Tel: 0134-25-5115

花園1-9-21
Hanazono 1-9-21
❶19:30 − 1:00
❷日曜・祝日 Sun., nat'l holidays
❹￥1,500 ❺￥500
❽4名〜 120分 ￥2,500〜
¥2,500 − 4 or more people, up to 120 minutes

Number on the map

Number on the map

スナック美咲来

Ambish

マップ内番号

マップ内番号

Ambish（アンビッシュ）

Ange

Tel: 0134-22-0205

マップ内番号

Number on the map

149

マップ位置

Map position： I-9

おでん 焼き鳥 らく天

Rakuten Oden Hodgepodge Stew &
Yakitori Grilled Skewered Chicken Restaurant

Tel: 0134-22-6336

稲穂2-13-16

Inaho 2-13-16

❶18:00 − 23:00 ❷月曜 Mon.
❹￥300 ❼おでんの一口ラーメン ￥420
Oden Hitokuchi Ramen ￥420
❽2名〜 90分 ￥1,500〜（コース料理のみ）
¥1,500 − 2 or more people, up to 90 minutes (course meals only)

マップ内番号

Number on the map

151

マップ位置

Map position： I-8

煌（きら）

マップ位置

Map position： I-8

Misaki Pub

Number on the map

160

マップ位置

Map position： I-8

マップ内番号

Number on the map

119

マップ位置

Map position： J-9

色内１ 出抜小路
Ironai 1 Denuki-koji
❶16:00 − 1:00 ❷火曜日 Tue.
❺￥500
❼シングルカスク ￥600〜 Single cask ￥600 −
❽5名〜 90分 ￥3,000〜
¥3,000 − 5 or more people, up to 90 minutes

くつろぎ酒房 香蔵
Tel: 0134-25-0650

Map position： I-8

Kagura Pub

花園1-8-20
Hanazono 1-8-20
❶18:00 − 24:00 ❷日曜 Sun.
❺￥500 ❼全国各地地酒 ￥600〜
Locally brewed sake from across the
country ￥600 −
❽季節のお料理 ￥400〜
Seasonal dishes: ¥400 −
マップ内番号

Number on the map

154

マップ位置

Map position： I-8

スナック あーばん
花園1-9-7 大水ビル1F
Hanazono 1-9-7 Daisui Bldg.1F
❶18:30 − 1:00
❷日曜 Sun. ❹￥1,700 ❺￥600
❽応相談 Negotiable

スナック 華婉

156

Tel: 0134-22-8633

花園1-12-4

153

マップ位置

Map position： I-8

マップ位置

Map position： I-8

Kaen Pub
Hanazono 1-12-4

❶19:00 − 1:00
❷日曜・祝日 Sun., nat'l holidays
❹￥2,000 ❺￥700
❽5名〜 90分 ￥2,500〜
¥2,500 − 5 or more people, up to 90
minutes

Tel: 0134-33-5001

マップ内番号

Number on the map

163

マップ位置

Map position： I-8

BAR MODERN TIMES

酒処 ふじりん

Map position： I-8

Miho Pub

花園1-11-18 TOMITA6ビル 2Ｆ
Hanazono 1-11-18 Tomita 6 Bldg. 2F
❶19:00 − 1:00
❷日曜・祝日 Sun., nat'l holidays
❹￥2,000 ❺￥700
❽5名〜 90分 ￥3,000〜
¥3,000 − 5 or more people, up to 90 minutes
マップ内番号

Number on the map

161

マップ位置

Map position： I-7

Tel: 0134-33-5175

マップ内番号

Number on the map

162

BAR HATTA
Tel: 0134-25-6031

マップ位置

Map position： I-8

Hatta Bar

花園1-8-18
Hanazono 1-8-18
❶18:30 − 1:00
❷日曜（月曜祝日の場合は、日曜営業）
Sun. (open Sun. if Mon. is a nat'l holiday)
❹￥1,000 ❺￥530
❼オリジナルカクテル ￥840〜
Original cocktails ￥840 −
マップ内番号

Number on the map

164

マップ位置

Map position： I-8

ボア

Fujirin Pub

Modern Times Bar

Boa

花園1-8-24
Hanazono 1-8-24
❶17:30 − 24:00 (LO: 23:30)
❷火曜・祝日（変更あり）
Tue., nat'l holidays (subject to change)
❹￥800 ❻￥2,100 −
❼おでん ￥160〜 Oden hodgepodge ￥160 −

花園1-9-26 第2小川ビル
Hanazono 1-9-26 Daini Ogawa Bldg. 2F
❶19:00 − 2:00
❷不定休 Holidays not ﬁxed
❹￥1,200
❼カクテル各種 ￥600〜 Cocktails ￥600 −

花園１-１１-１６
Hanazono 1-11-16
❶19:00 − 24:00 ❷日曜日 Sun.
❹￥1,200 ❺￥500
❽2名〜 90分 ￥2,500〜
¥2,500 − 2 or more people, up to 90 minutes

Tel: 0134-22-8666

マップ内番号

Number on the map

155

マップ位置

Map position： I-8

Tel: 0134-29-0603

Tel: 0134-27-6639

Number on the map

Number on the map

スナック 胡座（あぐら）Agura Pub

Urban Pub

マップ内番号

マップ内番号

マップ位置

花園3-9-4 ダイヤモンドビル Hanazono 3-9-4 Diamond Bldg.
❶18:00 − 3:00 ❷水曜日 Wed. ❹￥500
❼手作りピザ ￥950 Handmade pizza ￥950
❽4名〜（大皿料理5品・飲み放題）120分 ￥3,000〜
¥3,000 − all you can drink and 5 large dishes
of food for 120 minutes for 4 or more people

花園1-9-23
Hanazono 1-9-23
❶20:00 − 2:00
❷日曜・祝日 Sun., nat'l holidays
❹￥1,800 ❺￥600
❽5名〜 90分 ￥2,500〜
¥2,500 − 5 or more people, up to 90 minutes

マップ位置

159

花園１-１１-２５
Hanazono １-１１-２５
❶19:00 − 1:00 ❷水曜日 Wed.
❹￥2,000
❽4名〜 120分 ￥2,500〜
¥2,500 − 4 or more people, up to 120 minutes

花園1-11-21
Hanazono 1-11-21
❶14:00 − 18:00、20:00 − 3:00
❷隔週水曜日 Every other Wed.
❹￥800 ❺￥500
❽5名〜 120分 ￥2,500〜
¥2,500 − 5 or more people, up to 120 minutes

152

Number on the map

Kuitei Dining Bar

Tel: 0134-33-5148

Rita Nikka Bar & Cafe

Number on the map

マップ内番号

Daichi Pub

Kira

マップ内番号

※LO=last order

ダイニングバー くい亭

スナック大地

バー＆カフェ ニッカバー リタ

Tel: 0134-24-2256

All you can drink and eat

Tel: 0134-27-3627

花園1-9-26 第２小川ビル2Ｆ
Hanazono 1-9-26 Daini Ogawa Bldg. 2F
❶19:00 − 1:00 ❷日曜 Sun.
❹￥2,000 ❺￥600 ❻￥4,000 −

マップ内番号

❼おすすめ商品 Recommended dishes
❽飲み放題・食べ放題

スナック美帆

Kakuteru no Mori Michikusa Pub & Bar

Tel: 0134-24-3793

41

マップ内番号

❹チャームまたはチャージ Cover charge
❺ビール Beer
❻焼酎 Shochu (distilled Japanese sake)

花園1-11-17 トミタ6ビル 1Ｆ
Hanazono 1-11-17 Tomita 6 Bldg. 1F
❶19:00 − 1:00
❷日曜・祝日 Sun., nat'l holidays
❹￥2,000 ❺￥600
❽10名〜 90分 ￥3,000〜
¥3,000 − 10 or more people, up to 90 minutes
マップ内番号

Number on the map

157

Tel: 0134-33-2025

マップ内番号

Number on the map

165

マップ位置

Map position： I-8

Bar BONZ

Tel: 0134-33-1337

マップ内番号

Number on the map

166

マップ位置

Map position： I-8

無国籍料理FOOD＆BAR MONIKA

Bar Bonz

Monika Eatery & Bar (fusion food)

花園1-11-16 第2とみたビル2Ｆ
Hanazono 1-11-16 Daini Tomita Bldg. 2F
❶20:00 − 3:00 ❷水曜日 Wed.
情報はこちらから → http://bonznet.client.jp/

花園3-2-1 2F
Hanazono 3-2-1 2F
❶17:00 − 4:00 ❷水曜日 Wed.
❹￥300 ❺￥500
❼海老ジンマヨ炒め ￥890
Stir-fried prawns with Genghis Khan
barbecue sauce and mayonnaise ￥890

Tel: 0134-24-7225

Tel: 0134-32-0843

マップ位置

Map position： I-8

スナック For Pure
For Pure Pub

Tel: 0134-22-2110

花園1-8-1 海月ビル2Ｆ
Hanazono 1-8-1 Kurage Bldg. 2F
❶20:00 − 1:00 ❷日曜・月曜 Sun., Mon.
❹￥1,500 ❻￥3,000 −
❽5名〜 90分 ￥2,500〜
¥2,500 − 5 or more people, up to 90 minutes

42

Early. February- Mid. February

43

44

歴史とロマンあふれる小樽の街を
レトロなボンネットバスに乗って
訪ねてみませんか？
Enjoy traveling around Otaru ‒ a romantic city full
of historic sites ‒ on a retro-style front-engine bus.

