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県知事を父に、お針の師匠を母として、昭和を代表する作
家「高見順」は明治40年（１９０７）、この家の奥の蔵で生
まれた。

森田家が１８９４年に起業した森田銀行の本店として１９２０年
に新築落成。現存する鉄筋コンクリート造りの建築物としては
県内最古のもので、国の登録有形文化財に指定される。

三国独特の建築様式「カグラ建て」の町屋。代々、材木商
を営む。三国の商人の生活文化がしのばれる。

中世に勢力を誇った三国湊白山千手寺は、南北朝動乱の
城郭として利用され、湊城あるいは千手寺城と呼ばれた。
その後、湊の商人たちの会所が設けられた。

大山咋命と継体天皇を祀った神社で、「お山王さん」と呼
ばれ親しまれている。毎年5月２０日の祭礼の日には武者人
形を載せた巨大な山車が６台奉納される。

旧岸名家、旧森田銀行を始めとする公共施設や、商店・
民家が三国湊の町並みを忍ばせる、まちなか回遊の拠点
地域。

かつて船の出入りのため、天候を見定めたところ。河口を
一覧できるこの地で、風流な文芸が親しまれた。

成田山の北陸唯一の別院。交通安全で知られる。

明治12年（１８７９）に建てられた木造五層八角の小学校
の外観を模して、昭和56年に開館した博物館。三国の歴
史文化の全貌がここでわかる。

ペリー来航の前年、嘉永５年（１８５２）に丸岡藩が築造し
た砲台の遺構。国指定の史跡。

火山岩の節理がモザイクのように美しい島々が並ぶことか
ら、越前松島と称される景勝。

太古からの原生林が今に伝わり、「神の島」と崇められる。
周囲約２Kmの越前海岸で最も大きい島。

少彦命名（すくなひこなのみこと）ほか、五柱を祀り、航海
・漁業の守護神として古くから信仰される。

総面積約２０万平方メートルの自然公園。自然学習センタ
ーでは、三国海岸の自然情報が網羅され、園内では植物
や野鳥が観察できる。

巨大な火山岩の柱状節理で全国に知られる名勝。断崖絶
壁を遊覧船から見上げる景色も風情がある。

作家「高見順」、詩人「三好達治」など三国にゆかりのある
文学者の文学碑が見られる。松林も美しく、詩情を感じる
散策路。

オランダの水利技術に基づく日本最初の突堤。建設にはオ
ランダ人技師たちも関わり、現在も機能するところから、国
の重要文化財に指定されている。

もと遊女にして俳諧をよくした俳人「哥川（かせん）」ゆかり
の寺。句碑が建つ。

江戸初期から日本海側有数の遊興街として賑わった。近
松門左衛門の戯曲の舞台にもなる。

室町時代から続く三国町最古の寺院の一つ。笏谷石の参
道、国指定の庭園など見どころが多い。

※令和５年春頃まで改修工事のため長期休館。
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TEL.0776（82）0263  
〒913-0021　三国町楽円53-1-2

TEL.0776（81）2643   

町家ステイ 詰所三国　

内湯の宿 お お と く料理民宿 い そ や

憩いの宿 なかもと旅館温泉旅館　海望 三国屋

TEL.080（2964）9613
〒913-0045　三国町南本町3-3-17

民 宿 出 島 荘
TEL.0776（82）1624
〒913-0061　三国町梶31-42

御食事処  田　島

海のレストラン おおとく
TEL.0776（82）7133
〒913-0064　三国町安島24-83

三国温泉 お宿

福井市松本上町15-3-1

TEL.0776（81）7800
〒913-0056　三国町宿1-17-42

福井港九頭竜川ボートパーク（株）九頭竜川マリーナ
TEL.0776（82）6066
〒913-0031　三国町新保95-1-6
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アグリツーリズモ N o r a

TEL.0776（43）0281
〒913-0001　三国町池上103-36

POSSE COFFEE

TEL.0776（43）0188
〒913-0052　三国町運動公園2-18-20

E-1

ギャレイ砂や
TEL.0776（81）3481
〒913-0064　三国町安島1-110

B-2 夕陽の見える海鮮宿 大平庵
TEL.0776（43）1977
〒913-0056　三国町宿3-12-22

B-4 みくに隠居処
TEL.0776（82）8558
〒913-0056　三国町宿3-7-22

B-4

A-8

センチュリオンホテルリゾート＆スパ
テクノポート福井

TEL.0776（81）7000
〒913-0037　三国町黒目22-51-2

A-7

E-3

きっちょんどん

越前 蟹の坊

TEL.0776（82）8828
〒913-0051　三国町嵩26-112

浜 坂 鮮 魚 店
TEL.0776（82）8883
〒913-0056　三国町宿2-17-24

越前海鮮倶楽部
TEL.0776（81）3252
〒913-0004　三国町平山15-21

S’Amuser 石勝食堂

TEL.0776（97）9237
〒913-0058　三国町北本町4-5-31

C-6ダイニングバー サンクチュアリー

ステーキレストラン 三好楼

海鮮処  三国港

TEL.0776（81）2128
〒913-0055　三国町つつじが丘9-22

E-3

民 宿 わ ん 庵
TEL.0776（97）6341
〒913-0061　三国町梶3

24-51-2

F-2

越前海鮮倶楽部 手焼き工房店
TEL.0776（81）3272
〒913-0054　三国町滝谷１丁目１-１

F-6

IWABA CAFE
TEL.0776（81）7080
〒913-0063　三国町東尋坊

備長和串 い  こ  る
TEL.080-5859-4901
〒913-0063　三国町東尋坊

バーチャルスカイ

山 下 屋

越前三国湊 海船や 
TEL.090-3542-8669
〒913-0063　三国町東尋坊

京　福　バ　ス
TEL.0776（57）7700
〒910-0859　福井市日の出5-3-30

東尋坊291
TEL.0776（50）2720
〒913-0063　三国町東尋坊

お食事処  ゆ　き
TEL.0776（81）3421
〒913-0063　三国町東尋坊

TEL.0776（81）3827

三国車両工業株式会社
TEL.0776（81）2051
〒913-0032　三国町山岸36-16-1

B-7

ケイカン交通（タクシー）
TEL.0776（77）2432
〒910-4103　あわら市二面34-4-8
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お食事と特産品処　潮騒の館　やし楼

御食事処　小 南 亭

海鮮処　夕 な ぎ

道の駅みくに　ふれあいパーク三里浜

御食事・お土産

海鮮処

たけだ亭

コロナの影響で休業中

土産物店

食事処・宿泊

東尋坊商店街


