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本庄エリア

旧本庄商業銀行煉瓦倉庫
担保として預かった繭や生糸を保管しておく倉庫として、
明治29年（1896）に完成。左右対称式の窓、2階は全
面フロア、キングポスト式の釣り天井など、当時の最新
工法で建築され、国の登録有形文化財に登録されてい
ます。1階は交流・展示スペース、2階は多目的ホールに
なっています。
☎ 0495-71-6685　所  本庄市銀座1-5-16 ／1-5-16 Ginza 
Honjo-shi　時  9:00 〜19:00　休  12/29 〜1/3 

Map p18 c-2
Brick warehouse of former Honjo Commercial Bank
This warehouse was built in 1896 to store cocoons and raw silk 
as collateral. It adopted the latest architectural style at that time 
including symmetrically placed windows, an open 2nd floor and a 
king-post style suspended ceiling, and is registered as a national 
tangible cultural heritage. The first floor of this facility is used as 
an exchange/exhibition space, and the second floor is a 
multipurpose hall.

恵比寿尊  金鑚神社
中山道本庄宿の総鎮守とされる古社で、極彩
色漆塗りの本殿は流造、拝殿に入母屋造の複
合形式の社殿。また、御神木のクスノキは樹
高20mにおよぶ大木です。
☎ 0495-22-3267　所  本庄市千代田3-2-3

Ebisuson (Ebisu deity)/Kanasana-jinja (Shrine)
This old shrine is considered as the Sochinju (the 
center place to pray for local gods ) of Nakasendo-
Honjo-juku. The main shrine lacquered in rich color 
was constructed in the style of nagare-zukuri 
(streamlined roof style), and its outer shrine features 
a complex shrine style of the hip-and-gable roof 
structure. Also, there is a big sacred camphor tree 20 
meters high in the shrine precinct. 

七福神めぐり
　本庄七福神めぐりは、中山道本庄宿にある10寺社をめ
ぐる、約4㎞のコースです。コース内には宿場や絹遺産の
文化財もたくさん有り、観光しながら七福神を回れるコー
スになっています。スタンプ台紙は本庄市役所や本庄市
インフォメーションセンター（本庄駅）等にあります。
Shichifukujin Meguri (Tour of the Seven Deities of Good Fortune)
The Honjo Shichifukujin Meguri is an about 4 km course to visit 
10 temples and shrines in the former Nakasendo-Honjo-juku. 
There are many cultural assets of posting stations and silk 
heritage on the course, and you can visit the Seven Deities of 
Good Fortune while sightseeing. A stamp card can be found at 
Honjo City Office or Honjo City Information Center (Honjo Station). 

旧本庄警察署
明治16年（1883）に建築された本
庄警察署。ベランダや列柱、半円形
窓など、明治の文化の香り漂う建築
物です。埼玉県指定文化財。
☎ 0495-25-1186（本庄市文化財保護課） 
所  本庄市中央1-2-3 ／1-2-3 Cyuo Honjo-shi

 Map p18 c-3
Former Honjo Police Station 
The former Honjo Police Station was built 
in 1883. The building exhibits cultural 
features of the Meiji Era such as verandas, 
colonnades, and semicircular windows.

旧本庄仲町郵便局
昭和9年（1934）に建築。当時世界
的に流行したアールデコ調の装飾が
採用された局舎は、国登録有形文化
財に登録されています。
☎ 0495-25-1186（本庄市文化財保護課）　
所  本庄市中央1-8-2 ／1-8-2 Cyuo Honjo-shi 

Map p19 c-3
Former Honjo Nakamachi Yuubin-kyoku 
(Post Office)
Built in 1934, this building adopted the Art 
De co  de co r a t i o n  t h a t  was  popu l a r 
worldwide at that time, and is registered as 
a national tangible cultural heritage.

恵比寿尊
金鑚神社 寿老人

泉林寺

銭洗い弁財天
佛母寺

福禄寿
円心寺

大黒尊天
城立寺

銭洗い弁財天
慈恩寺

銭洗い弁財天
大正院

布袋尊
開善寺

大黒尊天
普寛霊場

毘沙門天
安養院

寿老人  泉林寺
所  本庄市銀座1-5-3
Senrinji Temple
☎ 0495-22-2466　

大黒尊天  普寛霊場
所  本庄市中央3-4-41
Fukan-reijo
☎ 0495-22-4451　

大黒尊天  城立寺
所  本庄市銀座3-4-7
Jyoryuji Temple
☎ 0495-24-5544

銭洗い弁財天
大正院
所  本庄市本庄2-4-8
Daisyo-in Temple
☎ 0495-22-2468　

銭洗い弁財天　
佛母寺
所  本庄市千代田3-3-10
Butsumoji Temple
☎ 0495-22-2674　

銭洗い弁財天  
慈恩寺
所  本庄市中央1-2-22
Jionji Temple
☎ 0495-24-4011

毘沙門天  安養院
所  本庄市中央3-3-6
Anyo-in Temple
☎ 0495-22-2811　

布袋尊  開善寺
所  本庄市中央2-8-26
Kaizenji Temple　
☎ 0495-22-2807

福禄寿  円心寺
所  本庄市本庄3-3-2
Enshinji Temple
☎ 0495-22-3415　

田村本陣の門
本庄宿の北本陣と呼ばれた田村本陣
の正門。旧本庄警察署の前に移築復
元されています。
☎ 0495-25-1186（本庄市文化財保護課）　 
所  本庄市中央1-2-3 ／1-2-3 Cyuo Honjo-shi

Map p18 c-3
Tamura-Honjin-no-Mon (Tamura Hotel Gate)
Honjin was a hotel where Daimyo (lords) and 
nobles stayed during the Edo period. This is 
the gate of Tamura-honjin, and used to be 
called the Kita-honjin of Honjo-juku. The 
restored gate has been moved to a place in 
front of the Former Honjo Police Station.

『武州本庄七福神めぐり』本庄の七福神 は、10霊場（三弁天・二大黒尊天）!
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