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併設しているラーメンや居酒屋メニューも店内で食べれます♬
老舗の名店！小上がり、カウンターあり☆ランチメニューあり☆

1貫から注文出来るお寿司や、居酒屋メニュー、お酒の種類も豊富な名店！
小上がり、カウンターあり☆

地元産の卵を使用したカツ丼も評判高いです！地元産にこだわる名店！
椅子席、小上がり、カウンターあり☆

前浜でとれた旬の魚を、お寿司や海鮮丼、巻物、一品料理で味わえる
道の駅すぐ目の前の名店！椅子席、カウンターあり☆

あわびやいくらが贅沢に盛り付けられたどんぶりもおすすめ！
お好みのネタでオリジナルどんぶりも作れます。
岩内バスターミナル近くの名店！小上がり、カウンターあり☆

前浜でとれた旬のネタを味わえるおまかせ鮨も（※店内提供のみ）
おすすめです！和風モダンの落ち着いた雰囲気の名店！
小上がり、カウンターあり☆

地元の歴史に詳しく岩内を愛するマスターが握るお寿司。
予約制の晩酌セットもあります。常連客からも愛される名店！
小上がり、カウンターあり☆

ツーリングの方や町内のからも評判高い海鮮ちらしもおすすめ！
駅前通りの名店！
小上がり、カウンターあり☆ランチメニューあり☆

☆掲載の内容は2021年1１月時点です☆



➀あづま鮨

お店の方から一言

住所 ：岩内町万代3－6
電話 ：0135－62－1744
営業時間：11時～14時 17時～24時
定休日：第2第4 月曜日
出前：可
（円山地域も2000円以上で可）

テイクアウト：可
ランチ限定メニュー：有

お寿司や新鮮なお刺身の他、併設している
ラーメン屋、居酒屋のメニューも注文出来ます♬
店内はフリーWi-Fiも完備しています(^_^)

あづま釜飯 2400円（税込）

あづま鮨セット 2200円（税込）※店内提供のみ
新鮮なあわびのお刺身（旬の時期は地場産）
お寿司8カン、酢の物、お椀付き

～町のお寿司屋で一番歴史があるお店
ご宴会もランチも町内外から愛されるお店♬～

あわびや海鮮盛りだくさんの
釜飯は生米から炊いている。
エビ、カニ、あわび釜飯もあります♬

道の駅から
お店までのMap

お店の情報

上鮨 2420円（税込）
並鮨 1210円（税込）

※テイクアウトは
容器代別途

珍しい種類のクラフト
ビールもおいています
🍻

日本酒の種類も豊富！
気取らずにふらっと入れる
お店です♬
（町内４0代男性）

常連さんからの口コミ

お得感を感じる
セットでした

お釜のままテイクアウトも出来ます！
出来たてを自宅でもどうぞ♬



儲け度外視です！！！
20代から80代まで、幅広い年代に愛される
お店です。騙されたと思って一回来てみて♬

海鮮すし居酒屋

②幸寿司

住所 ：岩内町万代27－2
電話 ：0135－62－1433
営業時間：17時～23時
（7、8、9月 11時半～23時）

定休日：不定休
出前：可（要予約）

（円山地域も可）

テイクアウト：可
ランチ限定メニュー：無

お店の方から一言

～お酒一品料理の種類も豊富♬お寿司は1貫から注文出来ます
きっとお得感を感じるお店♬～

亭主おすすめのエビマヨ♬
大きくてぷりっぷり❤

お得で美味しい一品料理がたくさん
どれも美味しそうで迷います♬
行く度に新しいメニューがあります！！

お得な価額の
一品メニューの種類が豊富！いろいろ注文してシェアするのもおすすめ

町内の常連さんからも
評判のマグロ料理！

マグロづくし 2300円（税込）

道の駅から
お店までのMap

あ！私の大好きなお店です。
エビマヨも毎回頼むし、穴子のふわとろも最高！
オードブルは私が心配になる程盛りだくさんですよ♪
（町外60代男性）

常連さんからの口コミ

お酒をたくさん飲みながら
美味しい旬の料理を楽しめます！



お食事処

➂すしまん

お店の方から一言

常連さんにも評判の｢鯖の押し寿司｣ 1350円（税込）
メニュー表にはないけど注文出来ます
本州から仕入れたこだわりの高級白板昆布を使用

怒涛にぎり 3000円（税込） 特上にぎり 2500円（税込）

～地産地消にこだわりがあるお店！旬の魚はもちろん
卵から水産加工品までなるべく地元産の美味しい物を
美味しく食べられるお店～

住所 ：岩内町万代10－16
電話 ：0135－62－1893
営業時間：11時30分～14時

17時～22時
定休日：不定休
出前：可（要予約）

（円山地域も可）

テイクアウト：可
ランチ限定メニュー：無

道の駅から
お店までのMap

道の駅近くの
立地!!

※寿司はテイクアウトも同額です。容器代込み

お寿司もおすすめですが、お寿司以外の
一品料理もご用意しています♬

常連さんからの口コミ

ちょい裏通りの名店ですね！
また、行きたくなりました！！
（町内40代女性）

カツ丼 990円（税込） えび丼 990円（税込）

平飼いの広々とした環境の中、
こだわりの餌で
大切に育てられた鶏の有精卵を使用

あなごのお寿司も
常連さんから評判です



お店の方から一言

④清寿司支店
～町内町外からファンが多い！道の駅前にある名店！！～

おまかせ鮨 3000円（税込）
旬のネタを堪能出来ます♬

並鮨 1350円（税込）

柔らかい蛸、プリプリのエビ、、
岩内町のお寿司って美味しいなと
思いました！！

いそ巻き（あわび巻き） 650円（税込）

磯の香りが
口いっっぱいに
広がる！

特上生ちらし 2500円（税込）

アットホームなお店なので、
気軽に来てください♬

住所 ：岩内町万代18－7
電話 ：0135－62－0982
営業時間：11時～21時30分
定休日：不定休
出前：可
（円山地域は要問合せ）

テイクアウト：可
ランチ限定メニュー：無

道の駅から
お店までのMap

お店の情報
気軽な値段で美味しい料理が楽しめる、
コース料理もおすすめです！（要予約）
（町内40代男性）

常連さんからの口コミ

一つ一つに
「こだわり」を
感じる大満足の
お寿司でした！



⑤清寿司本店
～老舗の味！岩内に来たら訪れて欲しい名店！～

予約制のお寿司ケーキ♬
岩内の方はお寿司が大好きで、
お祝いの時のケーキはお寿司♬
と言う方も多い。
寿司ケーキ（予約制）

お店の方から一言

住所 ：岩内町万代14-15
電話 ：0135－62－1498
営業時間：11時～14時

16時～22時
（ラストの時間は要問合せ）

定休日：不定休
出前 ：可
（配達地域要問合わせ）

テイクアウト：可
ランチ限定メニュー：無

道の駅から
お店までのMap

特上鮨 2400円（税込）

並鮨（1400円込）

広々とした店内のお店
小上がりは、個室であずましい

バスターミナル
近くの立地！！

自家製の
こだわり醤油に
つけて頂く
お寿司は絶品！

ウニ、あわび丼 4100円（税込） 三色丼 3600円（税込）

通年で食べられるあわび丼も♬（時価）
町外の方からも評判です!!

※ウニは夏期限定！！

夏期はウニのシーズンです。
ウニは岩内産が一番美味しいですよ♬
その日上がった岩内町の旬の幸を
お楽しみください。

並鮨 1400円（税込）

お米と合わせ酢のブレンドがマッチしてて
握りのサイズも食べやすい
４０年以上通っています！
しめさばやあなごもおすすめです。
（町内60代女性）

常連さんからの口コミ

しめさばから巻き物まで
感動の美味しさです！



営業時間：11時～21時30分

⑥竹鮨 ～ミシュランガイド北海道に掲載された名店！～

特上鮨 2750円（税込）

お店の方から一言

おまかせ12貫には、その時期にしか
出せない食材が入ることも♬
店内提供限定です。

おまかせ鮨 3740円（税込）

住所：岩内町大浜58－15
電話：0135－62－2484

定休日 ：水（祝日除く）

出前 ：可
（円山地域は出前不可）

テイクアウト：可
ランチ限定メニュー：無

並鮨 1595円（税込）

季節毎に旬の食材を使った
一品料理や自家製シャーベット
絶品です！！
一品料理は
夜5時～9時半までの間で提供

道の駅から
お店までのMap

お店の情報

バスターミナル

近くの立地！！

ウニ、あわび丼
3850円（税込）※6月～8月限定

※おまかせ鮨は
店内のみ提供です。

店内は細分までこだわり溢れる
素敵な空間

うな重 3960円（税込）

港町のお寿司は
美味しいな♬と
思いました

新鮮なネタの旨みと
甘みで食欲が
更に進みます。

常連さんからの口コミ

竹鮨のお寿司の大ファンです！
毎年必ず、訪れています！！
（町外７0代男性）



お店の方から一言

⑦てる鮨

その日のおすすめを提供したいので
おまかせ寿司がおすすめです♬

住所 ：岩内町万代29ー12
電話 ：0135－62－2198
営業時間：不定期（要問合せ）

定休日 ：不定休
出前：可（要予約、当日でも可）

（配達地域要問合わせ）

テイクアウト：可
ランチ限定メニュー：無

～岩内町に店を出すことを目標に札幌で修行！
岩内町を愛する亭主が握るお寿司！

道の駅から
お店までのMap

亭主おすすめ
おまかせ寿司 2200円（税込）

北海道では珍しい！？
希望があれば、
江戸前寿司に使われる
赤酢を使用した
シャリで握って頂けます。
亭主おすすめは
｢あなごやマグロ｣

特上寿司 2420円（税込）
一つ一つ丁寧に握られた
お寿司！！
岩内に来たら必ず
てる寿司に立ち寄ります！
と言う
町外在住のファンも♬

まろやかな酸味♬
ぜひ、お試しください。

亭主おすすめの晩酌セット
1500円（税込）（前日までの予約が必要）

ソーラン巻 1100円（税込）

この日の付け合わせは、
岩内町の海洋深層水で煮たえびやあわび、
鯨の煮物、お刺身（※内容は日替わりです。）

長年通っているお店です。
ここに来るとほっとする！！
お兄ちゃん（亭主）との
掛け合いが出来るのが幸せ☆
しばらく休んでいると
おかえりなさい！と言いたくなります。
（町内６0代女性）

常連さんからの口コミ



⑧誠寿司

お店の方から一言

大将おすすめ 上寿司 2200円（税込）

町民からも愛されるお店
入口の看板は町内の方々の
手作りで作成されました

並でも特上でも寿司ネタが変わるだけ♬
お寿司の美味しさに変わりはありません！！

～札幌の名店で修業を積んだ亭主が握るお寿司は
絶品！！～

住所 ：岩内町万代10－9
電話 ：0120－044－483
営業時間：11時30分～19時

（営業時間定休日変更あり）

定休日：不定休
配達情報：可（要予約）
（円山地域も可）

テイクアウト：可
ランチ限定メニュー：無

駅前通り沿いの
立地！！

道の駅から
お店までのMap

まことスペシャル寿司 1100円（税込）
（テイクアウト限定 ※要予約）

新鮮なネタに合う
少し柔らかめの
シャリが
美味しかった～💓

酢飯の間には
亭主厳選のかんぴょうをサンド✨

特製生ちらし 2200円（税込）

誠寿司のランチ 1100円（税込）

毎日大将がお店で焼いている
卵焼きも、とても！美味しかった💓

駅前通りに面していて
昼のランチタイムも人気です。
お手頃な価格で、
岩内町のお寿司が美味しく頂けます。
大将と奥さまも
気軽に話しかけてくれます。
（町内40代男性）

常連さんからの口コミ

観光客や、ライダーさんの間で
評判の生チラシ！



天候や時期によって、
海鮮の種類が変わる事があります。

9種類のネタを
贅沢にお召し上がり
ください。

（磯丼）
3000円（税込）

住所：岩内町万代5－1
電話：0135－62－7727
営業時間：11時30～22時
定休日：月曜
（祝日の時は火曜日）

海鮮屋

味処・民宿

天富

住所：岩内町万代51－19
（たら丸市場内）
電話：0135－63－2300
営業時間：7時～15時

早朝営業！！
（7月～8月は定休なし）

（三色丼）
（ウニ、イクラ、たらこ）

2500円（税込）

定休日：第2第４の木曜日
営業期間：5月GW頃～10月末頃

食事処

日本海

住所：岩内町万代17－3
電話：0135－62－1232
定休日：水曜日
営業時間：11時～14時

17時～19時30分

（日本海セット）
1705円（税込）

（天丼）
715円（税込）

（天丼）
900円（税込）

（甘エビ丼）
1800円（税込）

実は、天ぷら屋が始まりの
お店！一度は食べて欲しい
天丼！！

定食メニューや
お酒の種類も豊富♬

特製のタレをかけた
ふわふわの天ぷらが
絶品！

丁寧に握られた
お寿司も絶品♬

～町民から長年愛されるカツ丼や天丼と雑誌やメディアでも評判の
磯丼が食べられるお店！！～

～前浜で揚がったばかりの海の幸を海鮮丼や煮付けで堪能♬
岩内の特産品のたらこを使用した「たらこ丼」が
食べられるのはここだけ！！！

～お得なセットメニューや地元の名産品を使用した一品メニュー
などもあります♬～

岩内町
太田製麺の
蕎麦を使用

余市北島農場のもち麦豚を
使った、賞味期限20分の
トロやわ角煮！！

（自家製柔らか角煮そば）
900円（税込）



表紙の絵の作者 岩内高校３年 本田凜 さんから頂いたコメント

『岩内町の新鮮で美味しいお寿司を絵で表現しました。
私の好きなネタはマグロです。
是非、岩内町のお寿司を食べに来てください！』

円山展望台からみた｢漁り火｣

イカ釣り漁船が出る時期の夜景は、
漁り火も確認出来、一層綺麗です。

作成者の岩内町地域おこし協力隊 本間景子です
岩内町に来たら美味しいお寿司や前浜でとれたばかりの旬の魚介類を食べて帰ってください♬
現在8店舗あるお寿司屋さんは、お酒の種類が豊富なお店、岩内町の歴史に詳しい亭主のお店など、各店舗に
魅力があります。又、寿司醤油、ガリやシャリ、しめさばの味付けなどもお店によって異なるので、
是非お寿司屋さん巡りがおすすめですよ♬
掲載しているお寿司の写真は実際食べた時に撮りました。よって全てのメニューを載せ切れていません。。
各店舗にはおすすめのメニューが他にもたくさんあります♬是非お店に訪れて、目と舌でお楽しみください♬
写真の横には、個人的に感じた感想も載せてるので参考にして頂けると、嬉しいです(^-^)

全店舗事前予約がおすすめ！！
掲載の内容は2021年10月時点です
マップの写真は店内提供（税は８％）
※テイクアウトは別途容器代必要

お問い合わせ：0135－67－7096（岩内町役場） 2021年10月発行 ver1

イカ漁の時期は、16時頃港に行くと出港
する様子がみれる日もあります。

イカが旬の時期の港の様子


