
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

函館市公式観光情報サイトリニューアルおよび 

運営業務に係る公募型プロポーザル 
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令和４年４月 
  



 

１ サイト概要 

 

（１）ＵＲＬ（トップページ） 

https://www.hakobura.jp/ 

 （２）使用システム 

ア MovableType 6.0.2  

     ・函館の魅力（あなたのテーマでディープな函館，足をのばして欲張り旅，箱館はじ

めて物語，夜景／美味／街歩きコラムページ） 

・イベント情報（月別観光ガイド，これからのイベント） 

・便利情報（お得なチケット，ニュース・お得な情報） 

イ WordPress 5.0.2 

・外国語サイト 

（英語，繁体字，簡体字，タイ語，ハングル，マレーシア語，インドネシア語） 

    ウ PHP7 スクラッチ開発 

・各ページ表示制御（アクセスランキング，Wi-Fi マップ） 

・スポットを探す（食べる，見る，遊ぶ，温泉，買い物スポット，函館みやげ） 

・画像ライブラリー，InstagramAPI 連携 

・スポット検索にて使用  

（３）動作検証ブラウザ 

ア パソコン 

・Internet Explorer 11，MS Edge 

・Mac 版 Safari 最新版 

・Google Chrome 最新版 

・Mozilla Firefox 最新版 

    イ スマートフォン・タブレット 

・iOS12～ safari 

・Android 6.x～ Google Chrome 

（４）展開中のスマートフォン専用ページ（スマートフォンのみで表示） 

    ・函館なう！ナビ 

    ・夜景ライブ映像 

    ・天気ページ 

・メニューページ 

    ・サイト内検索ページ 



 

２ 令和３年４月から令和４年３月の主な業務内容等 

 

４ 月 

○月間ページビュー 612,968（前年同月比 190.12%） 

○記事公開件数：３３件 

・おすすめコラム：６件 

（１）明治のハイカラ文化を満喫、旧函館区公会堂徹底ガイド 

（２）五稜郭エリアのランドマーク「シエスタハコダテ」 

（３）函館っ子大好き、ふわりソフトクリーム 

（４）函館と近郊のおすすめ桜スポット 23+2  

（５）山野草の花いろいろ、春の函館山ハイキング 

（６）ミズバショウに会いに、春の大沼へ函館の風景が印象的に描かれたアニメ，コミック 

 ・インフォメーション：２６件 

  （１）電動バイクやキックボードで新スタイルの街めぐり 

（２）北海道情報誌「HO」2021 年 6 月号特集は「函館 ハマり旅」 

（３）函館山ロープウェイ、大型連休期間中は昼～夜運行 

（４）観光名所と桜を訪ねるバスプラン「函館・北斗さくら号」 

（５）旅先でも利用できる、函館の主な料理宅配サービス 

（６）函館・青森エリアを巡る QR デジタルスタンプラリー 

（７）函館みやげ、2021 年のおすすめ 14 アイテムが決定 

（８）【おトク】「はこだてスペシャルチケット」が期間限定割引 

（９）縄文時代の集落跡、史跡大船遺跡で「遺跡解説会」開催 

（10）4 月 20 日、函館の桜が開花！ 25 日前後に満開の予想 

（11）スマホ片手に北海道内をぐるりと回るスタンプラリー 

（12）老舗レストラン五島軒で 6 種類のカレーが味わえるフェア 

（13）函館発着、松前のお花見観光におすすめのバス 

（14）トラピスト修道院周辺を巡るレンタサイクル 

（15）大沼国定公園で、ガイドと歩く「散策ガイドツアー」 

（16）夜景＋夜の街並み観賞、観光バス「函館夜景号」 

他１０件 

 ・データベース：１件 

  （１）シルクスイートパイ 

○新型コロナウイルス感染症関連・ページメンテナンス等 

 データベース 電源使用・PC 持ち込み作業可の項目整備 等 

○サイトに関する問合せ：２件，写真使用申請：８件 

○SNS での発信：facebook ２４件，twitter １７件，Instagram ３６件 

  



 

５ 月 

○月間ページビュー 491,372（前年同月比 154.02%） 

○記事公開件数：１８件 

・おすすめコラム：５件 

（１）縄文文化交流センター、バス＆車のアクセスガイド 

（２）世界遺産登録で注目、函館の縄文世界をご案内 

（３）街を覆う初夏の絶景、函館山の「雲海」 

（４）【動画ガイド】函館旅気分⑨元町配水場で桜三昧 

（５）【動画ガイド】函館旅気分⑧桜の五稜郭公園散歩 

 ・インフォメーション：７件 

  （１）ミシュランの旅行ガイドに、函館の観光スポット多数掲載 

（２）北の縄文 魅力発見フォトコンテスト 

（３）函館山の花がわかるフォトエッセイ「函館山 花しるべ」 

（４）函館の新ご当地バーガーBTKB（ブリたれカツバーガー） 

（５）世界遺産登録に期待、史跡垣ノ島遺跡 6 月 18 日公開 

（６）北海道・北東北の縄文遺跡群、世界遺産登録に注目 

（７）元町教会群、立待岬、外国人墓地付近の夏期交通規制 

 ・データベース：６件 

  （１）史跡垣ノ島遺跡 

（２）社長のいか塩辛 

（３）社長のいか塩辛煎餅 

（４）生田ステンドグラス 函館アトリエ 

（５）はこだて海鮮市場 いかいか亭 

（６）はこだて海鮮市場本店 

○新型コロナウイルス感染症関連・ページメンテナンス等 

 トップページで四大バナーのひとつに縄文を設定，縄文特設ページ企画・作成 等 

○サイトに関する問合せ：８件，写真使用申請：１１件 

○SNS での発信：facebook ２３件，twitter ２１件，Instagram ６０件 

  



 

６ 月 

○月間ページビュー 469,320（前年同月比 120.76%） 

○記事公開件数：３０件 

・おすすめコラム：５件 

（１）電動レンタサイクル「はこりん♪」で、風を感じて街巡り 

（２）中空土偶に会える、函館市縄文文化交流センター 

（３）縄文ロマンに触れる、函館小さな旅 

（４）縄文の里名物、昆布＆スルメだしの縄文拉麺 

（５）魚介、野菜、昆布...... 函館食材をおみやげに 

 ・インフォメーション：１１件 

  （１）函館市内の神社で、疫病退散祈願の「茅の輪くぐり」 

（２）プロ野球のエキシビションマッチ、函館で 5 試合開催 

（３）「ポケモンマンホール（ポケふた）」が函館公園に登場 

（４）函館朝市で千満ランチ＆ワンコインセール 

（５）函館名物チーズオムレットが白い恋人と期間限定コラボ 

（６）みなみ北海道の豊かな食のカタログ「食彩王国」ウェブ版 

（７）オール函館ロケ、東出昌大主演「草の響き」この秋公開 

（８）函館と近郊の海水浴場、プール、水遊び情報 

（９）函館のビアガーデン＆ジンギスカン情報 2021 

（10）函館や北海道の特産品をお取り寄せ、特別販売情報 

（11）市電と函館バスで利用できる交通系 IC カードサービス 

 ・データベース：１４件 

  （１）バーチャル縄文遺跡発掘ツアー 

（２）360 Studio 

（３）回転寿司 根室花まる キラリス函館店 

（４）史跡大船遺跡 定時解説 

（５）中空土偶 

（６）足形付土版 

（７）道南地場造り昆布だし 

（８）郷宝 

（９）炭火割烹 菊川 

（10）珈夢 

（11）サーフサイド 

（12）山昇 

（13）710candle 

（14）HAKODATE ADVENTURE TOUR（カヌーツアー） 

○新型コロナウイルス感染症関連・ページメンテナンス等 

 新型コロナウイルス感染症メッセージ画像の更新（日本語） 等 

○サイトに関する問合せ：２件，写真使用申請：９件 

○SNS での発信：facebook １７件，twitter １５件，Instagram ４８件 

  



 

７ 月 

○月間ページビュー 612,906（前年同月比 94.62%） 

○記事公開件数：２８件 

・おすすめコラム：４件 

（１）世界遺産登録で注目、函館の縄文世界をご案内 

（２）茅の輪、風鈴棚、花手水...... 函館の神社で夏詣 

（３）函館街歩きのお楽しみ、デザインマンホール 

（４）1 万 3000 株が群生、市民の森のアジサイ園散策 

 ・インフォメーション：１４件 

  （１）旅も仕事も「函館市ワーケーション体験モニターツアー」 

（２）宿泊施設の「日帰り温泉＋食事つきプラン」 

（３）クイズに答えて函館駅に親しむ、キーワードラリー開催 

（４）「北海道・北東北の縄文遺跡群を旅するガイド」発売 

（５）北海道内の縄文スポットを巡る、北の縄文スタンプラリー 

（６）「ポケモンマンホール（ポケふた）」が函館公園に登場 

（７）函館や北海道の特産品をお取り寄せ、特別販売情報 

（８）函館山ロープウェイシャトルバス 

（９）元町・ベイエリア周遊号 

（10）五稜郭タワー・トラピスチヌシャトルバス 

（11）函館夜景号 

（12）函館で体験したい 60 のアクティビティ 

（13）2021 年上期のアクセスランキング。よく読まれた記事は？ 

（14）地元のおいしい食材満載、函館空港で「絵になる空弁」 

 ・データベース：１０件 

  （１）よし川（南茅部） 

（２）手打ちそば 久蔵（南茅部） 

（３）うみまち食堂 菜の花（恵山） 

（４）史跡垣ノ島遺跡 定時解説 

（５）史跡垣ノ島遺跡 発掘体験 

（６）十字屋珈琲店 

（７）おぐに牧場和牛堂 

（８）波乗りイカさん 

（９）函館波座シリーズ 

（10）ふれあいイカ広場 

○新型コロナウイルス感染症関連・ページメンテナンス等 

新型コロナウイルス感染症メッセージ画像の更新（日本語），ワーケーションバナー設置 等 

○サイトに関する問合せ：２件，写真使用申請：４件 

○SNS での発信：facebook １４件，twitter １４件，Instagram ４２件 

  



 

８ 月 

○月間ページビュー 576,243（前年同月比 72.78%） 

○記事公開件数：２３件 

・おすすめコラム：３件 

（１）【動画ガイド】函館旅気分 市民の森でアジサイ散歩 

（２）縄文文化交流センター& 垣ノ島遺跡、アクセスガイド 

（３）函館の絶対おすすめスポット、王道から穴場まで 30 選 

 ・インフォメーション：１５件 

  （１）みなみ北海道の魅力再発見！フォトコンテスト開催 

（２）隔週刊「JR 全路線 DVD コレクション」創刊号は函館本線 

（３）函館の 2 作品にアニメ聖地認定プレートとご朱印スタンプ 

（４）「日本のアニメ聖地 88」に函館の 2 件が認定 

（５）【おトクに函館旅】ぜひ利用したい割引クーポンや乗車券 

（６）【おトク】Go To Eat キャンペーンでお得に食事を 

（７）関東・東北から北海道へお得に旅行、大人の休日倶楽部パス 

（８）オール函館ロケ、東出昌大主演「草の響き」10 月 8 日公開 

（９）函館のビアガーデン＆ジンギスカン情報 2021 

（10）老舗レストラン五島軒で 6 種類のカレーが味わえるフェア 

（11）函館山ロープウェイシャトルバス 

（12）元町・ベイエリア周遊号 

（13）五稜郭タワー・トラピスチヌシャトルバス 

（14）函館夜景号 

（15）函館山登山バス 

 ・データベース：５件 

  （１）函館カレー市電パッケージ 

（２）郷宝チーズケーキ 

（３）函館ラーメンえん楽 

（４）函館港末広緑地（函館西波止場広場） 

（５）甚兵衛 湯川店 

○新型コロナウイルス感染症関連・ページメンテナンス等 

 南茅部へのアクセス情報更新，WordPress のセキュリティアップデート 等 

○サイトに関する問合せ：５件，写真使用申請：８件 

○SNS での発信：facebook ９件，twitter １２件，Instagram ３０件 

  



 

９ 月 

○月間ページビュー 626,758（前年同月比 64.48%） 

○記事公開件数：２４件 

・おすすめコラム：５件 

  （１）列車や飛行機でどうぞ 函館お持ち帰りグルメ 

（２）【動画ガイド】函館旅気分⑪夕日の名所、外国人墓地界隈へ 

（３）箱館戦争終結から 150 年超、五稜郭の見どころご案内 

（４）函館みやげにおすすめ、縄文スイーツ＆グッズ 

（５）旧函館区公会堂で、フォトジェニック体験 

 ・インフォメーション：１２件 

  （１）「転生したらスライムだった件」ラッピングの函館市電登場 

（２）縄文の世界遺産登録記念「JOMONWEEKinHAKODATE」 

（３）岡田准一扮する土方歳三躍動、「燃えよ剣」10 月 15 日公開 

（４）オール函館ロケ映画「草の響き」ロケ地マップ配布中 

（５）函館発・偉人アイドルグループ「HAKOMEN」デビュー 

（６）函館の広域観光マップ「函館イーストエリアガイド」 

（７）函館山登山道、冬期通行止めのお知らせ 

（８）函館ロケ、東出昌大主演「草の響き」10 月 8 日全国公開 

（９）夜景＋夜の街並み観賞、観光バス「函館夜景号」 

（10） お得に温泉巡りができる「道南近郊湯巡りパスポート」 

（11）函館山ロープウェイの秋の運休と、登山バス等の情報 

（12）エキゾーくんパネルで記念写真、フォトキャンペーン 

・データベース：７件 

 （１）寿しレストラン ひでちゃん鮨 

（２）食事処 公楽 

（３）Endeavour To Go 二十間坂 

（４）二股口古戦場跡（二股台場） 

（５）かもめ島キャンプ場 

（６）HAKOYA 

（７）大人の塩辛シリーズ 

○新型コロナウイルス感染症関連・ページメンテナンス等 

 非接触型プロモーションサポート，データベース記事の更新確認 等 

○サイトに関する問合せ：４件，写真使用申請：８件 

○SNS での発信：facebook ２０件，twitter ２１件，Instagram ３３件 

  



 

10 月 

○月間ページビュー 788,466（前年同月比 71.74%） 

○記事公開件数：２５件 

・おすすめコラム：６件 

（１）戦いの場として見た、西洋式城郭「五稜郭」の魅力 

（２）風景、歴史、食...... 函館のご当地カレンダー2022 

（３）ワクワクがいっぱい「道の駅なないろ・ななえ」 

（４）函館で紅葉が楽しめる、おすすめスポット 11 

（５）土方歳三と箱館戦争、激戦の歴史を訪ねる 

（６）函館山へのアクセス、早わかりガイド 

・インフォメーション：１４件 

 （１）#みんなの八幡坂 インスタグラムで八幡坂の写真を募集 

（２）函館で生まれた映画「自宅警備員と家事妖精」11 月 20 日公開 

（３）函館発着貸切列車「道南 海の恵み号」で行く縄文めぐり旅 

（４）期間限定で約 50％オフ「はこだて縄文めぐりパスポート」 

（５）市区町村魅力度ランキング 2021、函館市は 2 年連続 2 位 

（６）【おトクに函館旅】ぜひ利用したい割引クーポンや乗車券 

（７）【おトク】札幌への特急北斗が 40％割引「お先にトクだ値」 

（８）【おトク】北海道新幹線が半額「お先にトクだ値スペシャル」 

（９）【おトク】Go To Eat 北海道でお得に食事を 

（10）【おトク】北海道民対象の宿泊割引「新しい旅のスタイル」 

（11）函館発・偉人アイドルグループ「HAKOMEN」デビュー 

（12）JALPAK×ラブライブ！サンシャイン!!のコラボツアー 

（13）「ラブライブ！サンシャイン!!」スタンプラリー延長決定 

（14）函館の秋魚の新定番、ブリやイワシを味わうグルメ企画 

 ・データベース：５件 

  （１）＋さかなオリジナルグッズ 

（２）海鮮料理と釜めし あらき 

（３）ロマネスク函館 

（４）パウンド郷宝 

（５）優鮨 

○新型コロナウイルス感染症関連・ページメンテナンス等 

 トップページメイン画像更新，縄文特設ページにパンフレットページリンク 等 

○サイトに関する問合せ：５件，写真使用申請：１０件 

○SNS での発信：facebook ２３件，twitter ２１件，Instagram ３２件 

  



 

11 月 

○月間ページビュー 676,025（前年同月比 96.22%） 

○記事公開件数：２８件 

・おすすめコラム：５件 

（１）Instagram 連動 #みんなの八幡坂 投稿写真ギャラリー 

（２）彩り鮮やか、函館の紅葉レポート 2021 

（３）クリスマスファンタジーのお楽しみディナー＆カフェ 

（４）冬のロマンチック函館、見どころガイド 

（５）はこだてクリスマスファンタジーの楽しみ方 

・インフォメーション：２０件 

（１）みなみ北海道で癒し旅、ひやまに泊まろう！キャンペーン 

（２）函館が舞台の漫画「「こはる日和と～」の続編スタート 

（３）五稜郭タワーにサンタクロースが出現 

（４）JAL が提案する観光ガイドで「函館のオールドカフェ」特集 

（５）追加料金不要でリモートワーク「新幹線オフィス車両」 

（６）函館が舞台のアニメ「劇場版アルゴナビス」11 月 19 日公開 

（７）11 月 21 日、函館で初雪を観測しました 

（８）【おトク】「はこだてスペシャルチケット」が期間限定割引 

（９）北海道内の高速道路が乗り降り自由、北海道冬トクふりーぱす 

（10）旅も仕事も「函館市ワーケーション体験モニターツアー」 

（11）函館近郊、大沼のワカサギ釣り情報（2021-2022） 

（12）【おトク】どうみん割で最大 1泊 5000 円割引＋クーポン 

（13）【おトク】Go To Eat 北海道「お食事券」利用期限延長 

   他７件 

 ・データベース：５件 

  （１）MILKISSIMO 五稜郭タワー店 

（２）えびす屋 函館店 

（３）はこだて恋いちごゼリー 

○新型コロナウイルス感染症関連・ページメンテナンス等 

 SP 表示の画像・フォント調整，不正アクセス対応 等 

○サイトに関する問合せ：５件，写真使用申請：１０件 

○SNS での発信：facebook ２１件，twitter １９件，Instagram ３４件 

 

  



 

12 月 

○月間ページビュー 592,538（前年同月比 143.79%） 

○記事公開件数：２３件 

・おすすめコラム：４件 

（１）「はこだて旅するパスポート」使いこなしガイド 

（２）Instagram 連動 #みんなの函館スイーツ 投稿写真ギャラリー 

（３）函館で迎えるお正月、初詣＆除夜の鐘スポットガイド 

（４）大沼公園冬景色、白鳥に会いにいく旅 

・インフォメーション：１７件 

（１）近郊４施設を訪問、函館発着「日帰り 道の駅めぐりツアー」 

（２）この冬限定で格安、函館発着「日帰り 縄文バスツアー」 

（３）郊外や近郊への旅に、函館バス往復割引乗車券 

（４）2 社の共通フリーきっぷ「いさりび 1 日カンパス」 

（５）観光タクシーも 30％オフに、タクシー割引クーポン券 

（６）函館市内に新しい酒蔵「函館五稜乃蔵」誕生 

（７）主な観光施設の年末年始営業カレンダー（2021-2022） 

（８）函館山ロープウェイ、2022 年秋の運休は 9/25 ～ 11/13 

（９）そり＆雪遊びを楽しめる函館の公園情報 

（10）北海道新幹線が半額「お先にトクだ値スペシャル」 

（11）地元グルメ満喫「ながまれ海峡号・クリスマストレイン」 

（12）函館市電、年末年始の特別ダイヤについて（2021-2022） 

（13）函館バスの観光路線、年末年始の運行（2021-2022） 

（14）Go To Eat 北海道「お食事券」利用期限再延長 

他３件 

 ・データベース：２件 

  （１）NANAIRO FACTORY 

（２）アンジェリック 

○新型コロナウイルス感染症関連・ページメンテナンス等 

 はこだて割バナー掲載に伴うトップページ更新，入力システムの不具合調整 等 

○サイトに関する問合せ：５件，写真使用申請：６件 

○SNS での発信：facebook ２５件，twitter ２３件，Instagram ３４件 

 

  



 

１ 月 

○月間ページビュー 467,492（前年同月比 161.80%） 

○記事公開件数：２０件 

・おすすめコラム：５件 

（１）福島和可菜おすすめ、坂の街函館満喫コース 

（２）冬の雪道をケガなく楽しく歩くコツ 

（３）函館の冬の味覚、ごっこ汁が味わえる店 

（４）函館近郊・大沼国定公園で氷上ワカサギ釣り 

（５）函館の冬の風物詩、ササラ電車のご紹介 

・インフォメーション：１２件 

（１）冬の縄文観光、縄文文化交流センターは 1 カ月の休館 

（２）湯の川冬の灯りで、スタンプラリー＆フォトコンテスト 

（３）はこだて冬花火＆はこだてひかりのガーデン、2 月に開催 

（４）ポケモンセンター出張所、丸井今井に期間限定オープン 

（５）YouTube で函館山からの眺望を 24 時間ライブ配信 

（６）旧棒二森屋アネックス館の函館駅前ビル、2022 年 1 月で閉館 

（７）2022 年、函館の桜の開花予想は平年より早めの 4 月下旬 

（８）雪道で滑らないように必見！「函館駅周辺 冬道の歩き方」 

（９）函館エリアに新設の酒蔵で、地元にこだわる日本酒が誕生 

（10）日本のアニメ聖地 88 に「薄桜鬼 真改」と「ラブライブ! ～」 

（11）夜の市電に乗り放題のスマホ乗車券「NighTram TICKET」 

（12）2021 年のアクセスランキング発表。よく読まれた記事は？ 

 ・データベース：３件 

  （１）ラッキーピエロ港北大前店 

（２）ozigi 

（３）ハコダテニキテクダサイダー 

○新型コロナウイルス感染症関連・ページメンテナンス等 

 画像ライブラリーのカテゴリー分類見直し，函館山ライブ配信の取り込み 等 

○サイトに関する問合せ：４件，写真使用申請：１１件 

○SNS での発信：facebook １６件，twitter １５件，Instagram ３３件 

 

  



 

２ 月 

○月間ページビュー 438,409（前年同月比 116.97%） 

○記事公開件数：２０件 

・おすすめコラム：４件 

（１）ゆったり函館時間をすごせるレトロカフェ 

（２）函館旅気分⑫ 八幡坂～元町公園で雪満喫 

（３）春の絶景ナンバーワン、五稜郭公園の桜三昧 

（４）雪、野鳥、冬芽を楽しむ、冬の函館山歩き 

・インフォメーション：１３件 

（１）築 100 年の古民家カフェ、茶房 菊泉で「くじら汁」販売 

（２）ふるさと納税で函館旅行の宿泊をお得に 

（３）3 月 26 日、函館・江差自動車道が木古内まで延伸 

（４）地元の大学生がまとめた函館のサウンドマップ集 

（５）函館空港のレアもの「反転フラップ式案内表示機」が話題 

（６）はこだて冬花火＆はこだてひかりのガーデン、開催中止 

（７）函館の新酒蔵「五稜乃蔵」から、地酒「五稜」が誕生 

（８）「朝食のおいしいホテル」に函館の 3 つのホテル 

（９）恵山を彩るつつじ、見ごろは 5月後半の予想 

（10）函館の地魚の新定番、ブリ・イワシ・ニシンに注目 

（11）関東・東北から北海道へお得に旅行、大人の休日倶楽部パス 

（12）楽しい体験いろいろ、冬の大沼公園まるかじりプラン 

（13）旧棒二森屋アネックス館の函館駅前ビル、2022 年 1 月閉館  

・データベース：３件 

  （１）Ristorante Buon Natale 

  （２）＆ 

（３）ラッキーガラナ 

○新型コロナウイルス感染症関連・ページメンテナンス等 

 まん延防止措置延長対応，データベースの年次内容確認・喫煙情報整理 等 

○サイトに関する問合せ：５件，写真使用申請：１３件 

○SNS での発信：facebook １７件，twitter １７件，Instagram ２５件 

  



 

３ 月 

○月間ページビュー 673,913（前年同月比 113.33%） 

○記事公開件数：２１件 

・おすすめコラム：５件 

（１）函館で楽しむ、漫画「ゴールデンカムイ」の世界 

（２）【Instagram 連動】#みんなの函館冬景色 夜編 

（３）【Instagram 連動】#みんなの函館冬景色 昼編 

（４）函館と近郊のおすすめ桜スポット 23+2 

（５）春の楽しみ、遺愛学院ホワイトハウスのクロッカス 

・インフォメーション：１６件 

 （１）函館空港がより魅力的に、情報発信エリア＆新店が誕生 

（２）函館観光ポスター2022 は、桜満開の五稜郭と朝夜景 

（３）「こはる日和とアニマルボイス」のラッピングバス運行 

（４）あなたの写真がカレンダーに「函館市電写真コンテスト」 

（５）特別史跡五稜郭跡の「御城印」を箱館奉行所で販売 

（６）ふるさと納税で函館旅行の宿泊をお得に 

（７）函館観光をお得に「はこだてスペシャルチケット」 

（８）夜景＋夜の街並み観賞、観光バス「函館夜景号」 

（９）宿泊が最大 1 泊 10000 円引、はこだて割の予約再開 

（10）【おトク】最大 1 泊 5000 円割引＋クーポン「どうみん割」再開 

（11）【おトク】Go To Eat 北海道「お食事券」店内利用再開 

（12）電動レンタサイクル「はこりん♪」で快適に街巡り 

（13）みやげ店や飲食店が集まる、JR 函館駅商業ゾーン案内 

（14）函館山登山道、夜景タイムの交通規制 2022 

（15）函館山登山道、4 月 11 日に車両通行止め解除予定 

（16）多彩な返礼品が魅力、函館市のふるさと納税 

○新型コロナウイルス感染症関連・ページメンテナンス等 

 新年度交通情報更新準備，MT バージョンアップ・サーバー切替，システムチェック 等 

○サイトに関する問合せ：７件，写真使用申請：１０件 

○SNS での発信：facebook ２０件，twitter ２０件，Instagram ２１件 

 

 



３　実績データ

（１）WEBサイトページビュー数

【日本語・外国語】

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

（2016年度） （2017年度） （2018年度） （2019年度） （2020年度） （2021年度）

4月 1,332,788 1,111,538 1,075,405 1,006,051 322,411 612,968

5月 1,396,131 1,196,381 959,175 940,061 319,030 491,372

6月 1,380,971 1,111,132 871,384 823,822 388,636 469,320

7月 1,512,595 1,160,959 1,004,527 883,554 647,743 612,906

8月 1,557,154 1,193,000 1,228,481 1,005,146 791,763 576,243

9月 1,305,505 951,860 867,365 889,489 972,022 626,758

10月 1,038,144 880,230 933,646 801,296 1,099,129 788,466

11月 836,178 731,150 827,128 674,046 702,564 676,025

12月 849,004 693,289 751,763 632,268 411,864 592,238

1月 849,308 675,414 788,535 668,973 288,924 467,492

2月 850,903 631,944 813,737 599,279 374,813 438,409

3月 978,923 848,142 833,567 383,826 594,660 673,913

計 13,887,604 11,185,039 10,954,713 9,307,811 6,913,559 7,026,110

※平成30年4月「函館イベントガイド」開設後、イベント情報の閲覧はイベントガイドへ流出

【外国語】

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

（2016年度） （2017年度） （2018年度） （2019年度） （2020年度） （2021年度）

英語 635,156 548,220 503,761 255,572 65,872 64,930

簡体字 164,216 135,158 216,919 58,113 13,875 11,930

繁体字 722,682 557,301 406,030 182,963 28,234 22,638

韓国語 94,910 115,930 95,757 33,677 9,713 9,670

タイ語 171,726 108,650 177,745 62,365 14,622 19,272

インドネシア語 10,787 13,955 14,633 7,015 4,276 3,910

マレーシア語 7,112 4,919 5,559 3,006 5,667 6,856

計 1,806,589 1,484,133 1,420,404 602,711 142,259 139,206



（２）SNSアクセス数

Twitter

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

（2016年度） （2017年度） （2018年度） （2019年度） （2020年度） （2021年度）

4月 209,257 454,821 508,828 445,777 302,630 742,732

5月 184,822 240,430 266,378 494,615 191,668 461,463

6月 129,415 239,712 214,898 288,675 354,682 401,852

7月 197,783 236,182 235,941 305,869 473,986 444,297

8月 149,628 251,003 710,274 180,483 379,258 227,512

9月 157,509 209,515 997,532 231,863 612,418 432,877

10月 216,947 278,155 556,272 290,096 377,597 484,097

11月 340,974 503,822 560,079 300,951 496,288 554,406

12月 238,567 391,940 358,357 490,326 499,427 573,018

1月 143,377 290,482 425,333 452,774 317,700 337,993

2月 260,103 260,213 258,865 329,480 285,477 305,523

3月 290,222 274,173 234,247 245,938 700,809 710,687

2,518,604 3,630,448 5,327,004 4,056,847 4,991,940 5,676,457

Facebook

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

（2016年度） （2017年度） （2018年度） （2019年度） （2020年度） （2021年度）

4月 281,909 613,569 269,299 362,407 154,829 199,561

5月 338,685 441,052 246,826 351,235 66,321 152,536

6月 327,248 383,664 138,550 238,239 182,439 138,564

7月 391,120 461,063 161,826 421,762 217,891 125,454

8月 273,969 418,764 263,454 205,351 163,654 75,296

9月 271,121 277,424 1,299,642 204,308 554,579 134,762

10月 336,330 331,163 683,023 284,612 232,472 172,178

11月 473,138 434,030 246,449 211,106 435,021 169,668

12月 483,966 480,031 261,037 192,157 150,524 208,419

1月 357,387 317,401 195,368 181,119 124,821 125,140

2月 361,592 231,799 181,751 166,597 104,768 228,728

3月 440,956 186,112 179,311 179,363 969,024 115,761

4,337,421 4,576,072 4,126,536 2,998,256 3,356,343 1,846,067



Instagram

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

（2016年度） （2017年度） （2018年度） （2019年度） （2020年度） （2021年度）

4月 27,225 359,257 216,623 473,352

5月 86,776 453,212 224,375 732,691

6月 81,463 336,027 269,634 613,355

7月 82,371 270641 371,306 532409

8月 178,454 392,068 400,988 436,788

9月 213,387 521,348 855,280 784,148

10月 246,096 323,683 476,011 590,380

11月 90,471 343,095 896,136 791,752

12月 251,006 330,824 409,622 934,106

1月 228,488 260,384 356,976 718,376

2月 106,425 337,628 257,243 479,853

3月 140,440 290,255 1,628,560 437,220

1,732,602 4,218,422 6,362,754 7,524,430

微博（Weibo）

※SNSアクセス数について，
　Twitter，Facebook，Instagram は，該当月のインプレッション数
　微博（Weibo）は，該当年に投稿した記事の指定日における閲覧数を実績としている。

（2020年度）

令和２年度

216,623

令和３年度

（2021年度）

473,352



ページ数
1
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111 グルメガーデン含む
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1

1
1
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1
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1
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1
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インフォメーション 358 2019年1月以降のニュース・お知らせ
1 下層ページは他のページと重複
1
1
1
1

17
1
1
1
1
1
1
1 2021年掲載追加
1
1 2021年掲載追加
1
1

模倣サイトにご注意ください 1
SP専用ページ 5
404ページ 2
北海道・函館フォトジェニックトリップ ～かわいいに満たされる旅～ 2 2021年掲載追加
「GLAYと宝探し」はこぶらスタッフの探索記録 1 2021年掲載追加
函館市グルメクーポン 配付宿泊施設一覧ページ 1 2021年掲載追加
函館市グルメクーポン対応店MAP 1 2021年掲載追加
《公式》HAKOMEN｜函館発・偉人アイドルグループ 1 2021年掲載追加
#みんなの八幡坂 投稿写真ギャラリー 1 2021年掲載追加
函館の縄文関連情報 1 2021年掲載追加

3,174

273
273
273
273
273
273
273

外国語サイト（全言語共通） 3
1,914

1
5
1
3

お得なチケット・便利なサービス 2
テーマ別おすすめ情報 12

3
2
1
2
1

30 2021年12月13日現在公開中のイベント
63

5,151

みなみ北海道・青森イベントinformation 小計

総ページ数 合計

外国語サイト（韓国語）
外国語サイト（マレーシア語）
外国語サイト（インドネシア語）
外国語サイト（タイ語）

サイトマップ
お知らせ
当サイトについて
イベント個別ページ

周遊コース

みなみ北海道・青森イベントinformation
エリア情報
イベント
新幹線関連イベント

交通情報

温泉

４ サイト構造 ※2021年12月13日現在、合計5151ページ（重複ページを除く）

ページ名
トップページ
函館の魅力 ※ストック記事も含む

スポットを探す

食べる
見る
遊ぶ

その他記事

スポット検索

はじめてガイド、夜景、美味、街歩き、古地図マップ、箱館はじめて物語、お

すすめコース、函館圏優良土産品推奨会ページ、あなたのテーマでディープな

函館、足をのばして、函館観光おすすめコラム

街歩きコースマップ

買う 買い物スポット
買う 函館みやげ

イベント情報
年間の主要イベント
月別観光ガイド

ライブラリー
観光パンフレット

北海道新幹線情報

函館観光フォト案内

函館の動画
函館の音
Instagramで投稿する

交通・宿泊
函館へのアクセス（アクセスガイド）
函館市内の交通
函館市近郊へのアクセスガイド
北海道内・青森へのアクセスガイド
主な観光スポットへのアクセス

函館観光画像ライブラリー

観光役立ちリンク集

北海道新幹線開業PRページ ニュース・お知らせ
宿泊施設情報 ※コラム含む

便利情報
ピックアップニュース一覧
ニュース・お知らせ

2010年12月～2012年12月
2013年1月～2014年12月

2017年1月～2019年1月

お得なチケット・便利なサービス
観光案内所
Wi-fiスポット

2015年1月～2016年12月

画像使用に関するお問い合わせ

緊急マップ
よくある質問
はこぶらアクセスランキング
旅行会社・マスコミの方へ

利用規約
運営団体
サイトマップ

函館観光に関するお問い合わせ（函館市観光部へ）
観光パンフレットのご請求.

はこぶら外国語 小計

函館観光に関するお問い合わせ

掲載施設様へ

外国語サイト（英語）
外国語サイト（中国語・繁体字）
外国語サイト（中国語・簡体字）

はこぶら日本語 小計

記載施設様へ



http://www.hakobura.jp/

http://www.hakobura.jp/welcome.html
エリア区分について https://www.hakobura.jp/division/division.html

http://www.hakobura.jp/nightview/
きらめきの函館夜景コレクション、2017夏 http://www.hakobura.jp/nightview/2017.html
函館山が、口コミ夜景スポットNo.1に！ http://www.hakobura.jp/nightview/no1.html
函館の夜景がきれいな理由 http://www.hakobura.jp/nightview/post-105.html
函館山ロープウェイ限定、夜景みやげコレクション http://www.hakobura.jp/nightview/post-109.html
夜景を楽しむレストラン&バー http://www.hakobura.jp/nightview/post-114.html
函館山の初夏の楽しみ 幻想的な「霧夜景」 http://www.hakobura.jp/nightview/post-128.html
函館山へのアクセス、早わかりガイド http://www.hakobura.jp/nightview/post-156.html
冬の夜景を楽しむ防寒心得は？ http://www.hakobura.jp/nightview/post-16.html
街灯りと函館山の競演 「裏夜景」を楽しむ http://www.hakobura.jp/nightview/post-166.html
夜の海に光が浮かぶ、津軽海峡「漁火夜景」 http://www.hakobura.jp/nightview/post-167.html
街灯りと朝焼けの競演、函館「朝夜景」 http://www.hakobura.jp/nightview/post-168.html
クリスマスファンタジー期間限定、ツリーと花火の夜景 http://www.hakobura.jp/nightview/post-185.html
表情いろいろ、函館の夜景コレクション http://www.hakobura.jp/nightview/post-245.html
函館山夜景のあとの、お楽しみ体験15 http://www.hakobura.jp/nightview/post-246.html
函館山から見るロマンチック「冬夜景」 http://www.hakobura.jp/nightview/post-9.html

http://www.hakobura.jp/delicious/
はこだてグルメサーカス2014、お気に入りレポート http://www.hakobura.jp/delicious/2014.html
函館のおすすめグルメイベント 2019夏～秋 http://www.hakobura.jp/delicious/2016.html
クリスマスファンタジーのお楽しみディナー＆カフェ2019 http://www.hakobura.jp/delicious/2018.html
はこだてグルメサーカス2019で、食べ歩き三昧 http://www.hakobura.jp/delicious/2019.html
料理好き集まれ！ 函館で世界料理学会 http://www.hakobura.jp/delicious/in.html
函館で大人気、ホテルの朝食バイキング http://www.hakobura.jp/delicious/no.html
透明でコリッコリ！ 函館自慢のいかをどうぞ http://www.hakobura.jp/delicious/post-107.html
恵山の冬の人気者、「ごっこ」のご紹介 http://www.hakobura.jp/delicious/post-108.html
人気沸騰の函館みやげ「がごめ昆布」のおいしい食べ方 http://www.hakobura.jp/delicious/post-124.html
ラビスタ函館ベイの「日本一の朝ごはん」 http://www.hakobura.jp/delicious/post-125.html
函館の懐かしメニュー、クジラの竜田揚げ http://www.hakobura.jp/delicious/post-126.html
函館に来たら、やっぱり朝市の海鮮丼！ http://www.hakobura.jp/delicious/post-130.html
函館がごめ昆布のお店メニュー、続々登場！ http://www.hakobura.jp/delicious/post-132.html
がごめ昆布で和洋中！ 大試食会レポート http://www.hakobura.jp/delicious/post-136.html
話題のエゾシカ料理を堪能できる店 http://www.hakobura.jp/delicious/post-141.html
クリスマスファンタジーのお楽しみディナー＆カフェ http://www.hakobura.jp/delicious/post-143.html
極上の津軽海峡産「戸井マグロ」が食べたい！ http://www.hakobura.jp/delicious/post-15.html
函館の冬の味覚、ごっこ汁が味わえる店 http://www.hakobura.jp/delicious/post-154.html
ミシュランガイド掲載、函館の多彩な飲食店 http://www.hakobura.jp/delicious/post-159.html
列車や飛行機でどうぞ 函館お持ち帰りグルメ http://www.hakobura.jp/delicious/post-160.html
旬の特選ネタを気軽に、函館の回転寿司 http://www.hakobura.jp/delicious/post-173.html
昔ながらのすっきり味、函館の塩ラーメン http://www.hakobura.jp/delicious/post-176.html
ラビスタ函館ベイ名物、豪華朝食バイキング http://www.hakobura.jp/delicious/post-177.html
市立函館博物館で「三平皿コレクション」を堪能 http://www.hakobura.jp/delicious/post-18.html
各地の美味が大集結！ はこだてグルメサーカス2013レポート http://www.hakobura.jp/delicious/post-180.html
旬の海の幸で乾杯！ 函館の居酒屋案内 http://www.hakobura.jp/delicious/post-183.html
魚介、野菜、昆布......函館食材をおみやげに http://www.hakobura.jp/delicious/post-190.html
函館のご当地バーガー、魅惑のラッキーピエロ http://www.hakobura.jp/delicious/post-192.html
函館特産の海鮮珍味、いかの塩辛大特集 http://www.hakobura.jp/delicious/post-193.html
話題の新スポットも！ 初めての函館朝市探検 http://www.hakobura.jp/delicious/post-194.html
カニ、ウニ、イカ......朝市で海鮮食べ歩き！ http://www.hakobura.jp/delicious/post-198.html
いかの街の心意気！「函館いか祭り」でいか三昧 http://www.hakobura.jp/delicious/post-200.html
ご当地グルメの新顔！ 函館イカナポリタン http://www.hakobura.jp/delicious/post-201.html
市場の食堂で、とれたて海鮮を気軽に http://www.hakobura.jp/delicious/post-205.html
海の香りを食卓に、函館は海藻パラダイス！ http://www.hakobura.jp/delicious/post-208.html
はこだてグルメサーカス2015で、全国の美味食べ歩き http://www.hakobura.jp/delicious/post-217.html
海の香り堪能！ カキやホタテの貝鮮浜焼き http://www.hakobura.jp/delicious/post-226.html
ミシュランガイド北海道に掲載された函館の飲食店 http://www.hakobura.jp/delicious/post-242.html
「冬に恋。函館」キャンペーン2018-2019の冬恋メニュー http://www.hakobura.jp/delicious/post-250.html
ワクワクがいっぱい「道の駅なないろ・ななえ」 http://www.hakobura.jp/delicious/post-254.html
毛ガニ、タラバ、ズワイ......函館でカニ満喫！ http://www.hakobura.jp/delicious/post-259.html
魅力たっぷり、ラビスタ函館ベイの朝食バイキング http://www.hakobura.jp/delicious/post-264.html
やきとり弁当の「ハセガワストア」をとことん楽しむ http://www.hakobura.jp/delicious/post-273.html
函館の三大市場、美味しい楽しみ方 http://www.hakobura.jp/delicious/post-29.html
函館駅の豪華駅弁「青森函館物語」 http://www.hakobura.jp/delicious/post-37.html
真いか漁解禁日の市場のにぎわい http://www.hakobura.jp/delicious/post-50.html

トップページ
函館の魅力

函館はじめてガイド

夜景

美味

５ ページ一覧
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ページ名 URL

函館の正月料理「くじら汁」を味わう http://www.hakobura.jp/delicious/post-8.html
函館の海の幸図鑑 冬～春編 http://www.hakobura.jp/delicious/post-92.html

http://www.hakobura.jp/walk/
函館の街並みの「華」  和洋折衷住宅の魅力 http://www.hakobura.jp/walk/110331nakao01.html
大正ロマンあふれる「銀座通り」散歩 http://www.hakobura.jp/walk/110331walk01.html
個性豊かな19本、函館の坂の魅力を全公開 http://www.hakobura.jp/walk/19.html
「今日の函館」2018年秋、毎日レポート！ http://www.hakobura.jp/walk/2018.html
あなたに届けたい函館の冬2020-2021 http://www.hakobura.jp/walk/2020-2021.html
関西から函館2人旅、2泊3日プラン大公開 http://www.hakobura.jp/walk/223.html
函館で楽しみたい体験観光24 http://www.hakobura.jp/walk/24.html
函館で学ぶ留学生の、函館探検レポート（3） http://www.hakobura.jp/walk/3.html
函館の絶対おすすめスポット、王道から穴場まで30選 http://www.hakobura.jp/walk/30.html
古い建物を利用した素敵カフェ http://www.hakobura.jp/walk/post-122.html
春の元町・大三坂 ロマンチック花散歩 http://www.hakobura.jp/walk/post-123.html
イカール星人が狙う、ハコダテの名所ご案内 http://www.hakobura.jp/walk/post-127.html
夜霧と光の競演！ 初夏のベイエリア散歩 http://www.hakobura.jp/walk/post-129.html
ミシュラン一つ星の「函館港の散策」案内 http://www.hakobura.jp/walk/post-131.html
貴重な清朝建築様式、函館中華会館を訪ねて http://www.hakobura.jp/walk/post-134.html

 函館の歴史的建造物（1）洒落た装飾が施された旧銀行の重厚な建物 http://www.hakobura.jp/walk/post-137.html
函館の歴史的建造物（2）ヨーロッパテイストのシックな洋風住宅 http://www.hakobura.jp/walk/post-138.html
色づく秋の元町、写真散歩 http://www.hakobura.jp/walk/post-139.html
クリスマス色のベイエリア・元町巡り http://www.hakobura.jp/walk/post-145.html
冬景色を眺めてのんびり、大きな窓の絶景カフェ http://www.hakobura.jp/walk/post-152.html
函館の歴史的建造物（３）栄華を伝え、凛とたたずむ和風邸宅 http://www.hakobura.jp/walk/post-155.html
函館の海を満喫！ 絶景「海辺カフェ」 http://www.hakobura.jp/walk/post-164.html
ベイエリアでタイムスリップ レトロな街並みウォッチング http://www.hakobura.jp/walk/post-17.html
気になるテーマで、函館・博物館めぐり http://www.hakobura.jp/walk/post-171.html
函館で学ぶ留学生の、函館探検レポート（１） http://www.hakobura.jp/walk/post-175.html
函館で学ぶ留学生の、函館探検レポート（２） http://www.hakobura.jp/walk/post-179.html
光あふれるクリスマス、函館ナイトウォーク http://www.hakobura.jp/walk/post-184.html
レトロでなごみの「古建築カフェ」案内 http://www.hakobura.jp/walk/post-189.html
地元っ子おすすめ、スイーツショップ巡り http://www.hakobura.jp/walk/post-195.html
地元密着なごみの湯、谷地頭温泉の楽しみ方 http://www.hakobura.jp/walk/post-203.html
福を呼ぶ街歩き、函館山七福神巡り http://www.hakobura.jp/walk/post-206.html
本好きの旅におすすめ、函館のブックカフェ＆スポット http://www.hakobura.jp/walk/post-209.html
お湯と歴史と庶民の味、湯の川温泉の楽しみ方 http://www.hakobura.jp/walk/post-210.html
函館山の昼景はいかが？ 絶景！山頂ランチ http://www.hakobura.jp/walk/post-211.html
函館街歩きのお楽しみ、デザインマンホール http://www.hakobura.jp/walk/post-214.html
開港と交流の歴史を偲ぶ、外国人墓地散策 http://www.hakobura.jp/walk/post-220.html
五稜郭エリアの新スポット「シエスタハコダテ」 http://www.hakobura.jp/walk/post-239.html
ホテルに、カフェに、函館のリノベーション建造物の魅力 http://www.hakobura.jp/walk/post-241.html
古地図・絵図で見る、函館の歴史 http://www.hakobura.jp/walk/post-251.html
冬の見晴公園「香雪園」で楽しむ雪景色 http://www.hakobura.jp/walk/post-252.html
函館でゲットできる、ご当地配布カード http://www.hakobura.jp/walk/post-256.html
港、坂道、教会。「恋人たちのまち 函館」のおすすめ旅メニュー http://www.hakobura.jp/walk/post-257.html
紅葉だけでなく、建物も必見。香雪園の古建築探訪 http://www.hakobura.jp/walk/post-258.html
街並み、自然、歴史、ドライブ......春の函館の魅力20 http://www.hakobura.jp/walk/post-270.html
新緑と花を楽しむ、初夏の香雪園散策 http://www.hakobura.jp/walk/post-272.html
おすすめスポットを訪ねる動画ガイド、函館旅気分シリーズ http://www.hakobura.jp/walk/post-274.html
厳寒の冬の絶景、大森浜に立ち込める「毛嵐」 http://www.hakobura.jp/walk/post-275.html
茅の輪、風鈴棚、花手水......函館の神社で夏詣 http://www.hakobura.jp/walk/post-281.html
雪の大三坂、白銀の世界を写真散歩 http://www.hakobura.jp/walk/post-33.html
冬の函館を楽しくケガなく歩くコツ http://www.hakobura.jp/walk/post-34.html
海、山、歴史を楽しむ 「函館の坂」のご案内 http://www.hakobura.jp/walk/post-35.html
すべらない＆暖かい、冬の街歩き安心グッズ http://www.hakobura.jp/walk/post-41.html
「はこだてイルミネーション」きらめく光の海を歩く http://www.hakobura.jp/walk/post-7.html
洒落た装飾が施された旧銀行の重厚な建物 http://www.hakobura.jp/walk/post-137.html

函館古地図マップで、明治の町並みを巡る https://www.hakobura.jp/kochizu/
開港場の水際 https://www.hakobura.jp/kochizu/cat001.html
台町の表情 https://www.hakobura.jp/kochizu/cat002.html
金融と官庁の街並み https://www.hakobura.jp/kochizu/cat003.html
坂上に異国風エリア https://www.hakobura.jp/kochizu/cat004.html
埋立地の倉庫群 https://www.hakobura.jp/kochizu/cat005.html
願乗寺川の周辺 https://www.hakobura.jp/kochizu/cat006.html

箱館はじめて物語 https://www.hakobura.jp/firststory/
日本最初の日本人設計の上水道 https://www.hakobura.jp/firststory/2011/07/2.html
北海道最初の公園「函館公園」 https://www.hakobura.jp/firststory/2011/07/post-10.html
東北以北最古のエレベーター https://www.hakobura.jp/firststory/2011/07/post-13.html
日本最古のコンクリート電柱 https://www.hakobura.jp/firststory/2011/07/post-2.html
官立初の気象観測の地 https://www.hakobura.jp/firststory/2011/07/post-3.html

街歩き



ページ名 URL

北海道最初の学問所「諸術調所」 https://www.hakobura.jp/firststory/2011/07/post-4.html
日本最古の銀板写真 https://www.hakobura.jp/firststory/2011/07/post-5.html
日本最初のギリシャ正教会 「函館ハリストス正教会」 https://www.hakobura.jp/firststory/2011/07/post-6.html
日本最初のコンクリート製寺院「東本願寺函館別院」 https://www.hakobura.jp/firststory/2011/07/post-7.html
日本最初の洋式築造城郭「五稜郭」 https://www.hakobura.jp/firststory/2011/07/post-8.html
日本最初の洋式商用帆船「箱館丸」 https://www.hakobura.jp/firststory/2011/07/post-9.html
日本最古のストーブ https://www.hakobura.jp/firststory/2011/07/post.html

http://www.hakobura.jp/machi/list.html
http://www.hakobura.jp/machi/course01.html
http://www.hakobura.jp/machi/course02.html
http://www.hakobura.jp/machi/course03.html
http://www.hakobura.jp/machi/course04.html

お湯と歴史を満喫、湯の川あったか散歩 http://www.hakobura.jp/machi/course05.html
はこだてスイーツショップ巡り http://www.hakobura.jp/machi/course06.html
神社仏閣を訪ねて函館山麓散歩 http://www.hakobura.jp/machi/course07.html
十字街かいわい、街なか博物館 http://www.hakobura.jp/machi/course08.html
函館の「初めてスポット」10選 http://www.hakobura.jp/machi/course09.html
歴史の舞台、五稜郭探訪 http://www.hakobura.jp/machi/course10.html
レトロ感が魅力、古建築カフェ巡り http://www.hakobura.jp/machi/course11.html
バス1日乗車券で、ワイドに市内観光 http://www.hakobura.jp/machi/course12.html

https://www.hakobura.jp/machi/course13.html
土方歳三・新選組ゆかりの地を巡る https://www.hakobura.jp/machi/course14.html
ベイエリアのライトアップ建造物巡り https://www.hakobura.jp/machi/course15.html
北の豪商・高田屋嘉兵衛の足跡をたどる https://www.hakobura.jp/machi/course16.html
歌人・石川啄木が魅せられた函館 https://www.hakobura.jp/machi/course17.html

https://www.hakobura.jp/machi/course18.html
https://www.hakobura.jp/machi/drive.html
https://www.hakobura.jp/souvenirs/

第65回（2021年）受賞商品一覧 https://www.hakobura.jp/souvenirs/2021.html
第64回（2020年）受賞商品一覧 https://www.hakobura.jp/souvenirs/2020.html
第63回（2019年）受賞商品一覧 https://www.hakobura.jp/souvenirs/2019.html
第62回（2018年）受賞商品一覧 https://www.hakobura.jp/souvenirs/2018.html
第61回（2017年）受賞商品一覧 https://www.hakobura.jp/souvenirs/2017.html
第60回（2016年）受賞商品一覧 https://www.hakobura.jp/souvenirs/2016.html
第59回（2015年）受賞商品一覧 https://www.hakobura.jp/souvenirs/2015.html
これまでの受賞商品一覧 https://www.hakobura.jp/souvenirs/past.html

https://www.hakobura.jp/db/newentry/
http://www.hakobura.jp/deep/
http://www.hakobura.jp/deep/cat65/
http://www.hakobura.jp/deep/cat66/
http://www.hakobura.jp/deep/cat60/
http://www.hakobura.jp/deep/glay/
http://www.hakobura.jp/deep/cat69/
http://www.hakobura.jp/deep/cat218/
http://www.hakobura.jp/deep/cat70/
http://www.hakobura.jp/deep/cat68/
http://www.hakobura.jp/deep/cat67/
http://www.hakobura.jp/deep/cat202/
http://www.hakobura.jp/deep/cat239/
http://www.hakobura.jp/deep/cat59/
http://www.hakobura.jp/deep/cat174/
http://www.hakobura.jp/deep/cat268/
http://www.hakobura.jp/deep/cat168/
http://www.hakobura.jp/deep/cat220/
http://www.hakobura.jp/deep/cat284/
http://www.hakobura.jp/deep/cat253/
http://www.hakobura.jp/deep/cat246/

ランニング http://www.hakobura.jp/deep/cat443/
ドライブ http://www.hakobura.jp/deep/cat407/

http://www.hakobura.jp/deep/cat393/

光あふれる函館の冬レポート2020-2021 http://www.hakobura.jp/deep/2020/12/2020-2021.html
函館からぐるっと250キロ、道の駅巡りドライブ http://www.hakobura.jp/deep/2020/11/250.html
風景、歴史、食......函館のご当地カレンダー2021 http://www.hakobura.jp/deep/2020/10/2021.html
函館の庭園や街角から、紅葉便り2020 http://www.hakobura.jp/deep/2020/10/2020-1.html
世界遺産登録をめざす函館の縄文世界をご案内 http://www.hakobura.jp/deep/2020/09/post-323.html
ロケやイベント、雪の日にも大活躍、レトロ市電530号 http://www.hakobura.jp/deep/2020/08/530.html
菅田将暉・小松菜奈W主演「糸」、函館ロケ地ガイド http://www.hakobura.jp/deep/2020/08/1.html
「ARGONAVIS（アルゴナビス）」、函館聖地ガイド http://www.hakobura.jp/deep/2020/06/argonavis.html
函館山のふもとに響く、教会の鐘を聴きたい http://www.hakobura.jp/deep/2020/06/post-322.html

桜
紅葉
イベント
アウトドア
冬遊び
ファミリー

スイーツ・パン
GLAY
土方歳三・幕末
競馬
縄文
市電・バス・船

マップを見ながらスポットを巡る「おすすめコース」
これが王道！元町散策

函館圏優良土産品推奨会ページ

新着スポット情報一覧
あなたのテーマでディープな函館

教会・修道院
温泉

雨や雪でも楽しい、体験スポット巡り
ライトアップされた夜の教会巡り
GLAYゆかりの函館旅

市電で巡る、絶景スポット

函館から世界へ、新島襄ゆかりの地
ドライブルート扉

人
写真・アート
ロケ地・聖地
ビューティー
ウェディング

⾧期滞在・移住
以下記事ページ
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函館の風景が印象的に描かれたアニメ・コミック http://www.hakobura.jp/deep/2020/03/post-321.html
声援を受けて快走！ 2019函館マラソンレポート http://www.hakobura.jp/deep/2020/02/-2019.html
光と雪の幻想的な世界、はこだて ひかりのガーデン http://www.hakobura.jp/deep/2020/02/post-319.html
GLAY函館アリーナ2020ライブと街のおもてなしレポート http://www.hakobura.jp/deep/2020/01/glay2020.html
GLAY函館アリーナライブ2020を満喫する最新現地情報 http://www.hakobura.jp/deep/2019/12/glay2019.html
「ラブライブ！スクフェスAC」函館編カード、聖地ガイド http://www.hakobura.jp/deep/2019/12/post-318.html
風景、歴史、食......函館のご当地カレンダー2020 http://www.hakobura.jp/deep/2019/10/2020.html
恵みの雨で好記録、函館マラソン2018レポート http://www.hakobura.jp/deep/2019/06/2018-5.html
函館桜だより～五稜郭公園、函館公園、桜が丘通など http://www.hakobura.jp/deep/2019/05/post-317.html
港を見おろす元町公園が「ひかりのガーデン」に http://www.hakobura.jp/deep/2019/02/post-316.html
雪、野鳥、冬芽を楽しむ、冬の函館山歩き http://www.hakobura.jp/deep/2019/01/post-315.html
自然と縄文文化を満喫、大沼・鹿部・南茅部ドライブ http://www.hakobura.jp/deep/2019/01/post-314.html
クリスマスファンタジーのお楽しみ、あつあつスープバー http://www.hakobura.jp/deep/2018/11/post-313.html
風景、歴史、食......函館のご当地カレンダー2019 http://www.hakobura.jp/deep/2018/11/2019.html
山崎まさよし／スターダスト☆レビュー、函館応援五稜郭ライブ http://www.hakobura.jp/deep/2018/09/post-312.html
2018年夏、GLAY緑の島ライブ＆街角レポート http://www.hakobura.jp/deep/2018/08/glay-20181.html
GLAY Walker 2018 函館、新ゆかりスポット巡り http://www.hakobura.jp/deep/2018/08/glay-walker-2018.html
2018夏GLAYライブ、歓迎スポットコレクション http://www.hakobura.jp/deep/2018/08/2018glay.html
GLAY函館・緑の島ライブ2018、関連企画＆最新現地情報！ http://www.hakobura.jp/deep/2018/07/glay2018.html
桜レポート2018 満開でにぎわう五稜郭公園の朝昼夜 http://www.hakobura.jp/deep/2018/05/2018.html
桜レポート2018 満開の桜の下、函館公園でお花見 http://www.hakobura.jp/deep/2018/05/2018-4.html
桜レポート2018 開花日直後の五稜郭公園と函館公園 http://www.hakobura.jp/deep/2018/04/2018425.html
ラブライブ! サンシャイン!! 函館編、ロケ地巡りガイド http://www.hakobura.jp/deep/2018/03/post-310.html
トラピスチヌ修道院の一般参加クリスマスミサ http://www.hakobura.jp/deep/2018/01/post-308.html
GLAY函館アリーナ2017年冬、函館満喫情報 http://www.hakobura.jp/deep/2017/12/glay2017.html
クリスマスファンタジー毎日レポート2017 http://www.hakobura.jp/deep/2017/11/post-306.html
函館～大沼ドライブで、個性派パン屋さんめぐり http://www.hakobura.jp/deep/2017/11/post-305.html
街や歴史や食を楽しむ、函館ご当地カレンダー2018 http://www.hakobura.jp/deep/2017/10/2018-3.html
函館の紅葉レポート「今日の香雪園」2017 http://www.hakobura.jp/deep/2017/10/2016-4.html
レトロ市電・箱館ハイカラ號の楽しみ方 http://www.hakobura.jp/deep/2017/09/post-304.html
子どもが喜ぶ、函館のお楽しみスポット23 http://www.hakobura.jp/deep/2017/08/22.html
函館観光で「使えるバス路線」16選 http://www.hakobura.jp/deep/2017/07/15.html
眺めのいいコースを7000人が激走、2017函館マラソン http://www.hakobura.jp/deep/2017/07/70002017.html
函館出身YUKIさんの、ゆかりスポットを訪ねる http://www.hakobura.jp/deep/2017/06/yuki.html
キラリス函館「はこだてみらい館」で不思議体験 http://www.hakobura.jp/deep/2017/06/post-303.html
山野草の花いろいろ、春の函館山ハイキング http://www.hakobura.jp/deep/2017/05/post-302.html
函館の桜レポート2017「今日の五稜郭公園」 http://www.hakobura.jp/deep/2017/04/2017-2.html
函館の桜レポート2017「今日の函館公園」 http://www.hakobura.jp/deep/2017/04/2017-1.html
亀梨和也・土屋太鳳共演「PとJK」、函館ロケ地ガイド http://www.hakobura.jp/deep/2017/04/pjk.html
函館海上冬花火、迫力のメイン会場レポート http://www.hakobura.jp/deep/2017/02/post-301.html
体も心もあったまる、函館の温泉ガイド http://www.hakobura.jp/deep/2017/02/post-300.html
函館の主要交通ターミナル、乗り換えガイド http://www.hakobura.jp/deep/2017/02/post-299.html
地元の味が勢揃い、函館マラソンのエイドフード http://www.hakobura.jp/deep/2017/02/post-298.html
函館の映画祭が生んだ「函館珈琲」、ロケ地ガイド http://www.hakobura.jp/deep/2016/10/post-297.html
市電、歴史、食、風景...函館ご当地カレンダー2017 http://www.hakobura.jp/deep/2016/10/2017.html
オダギリジョー主演「オーバー・フェンス」、函館ロケ地ガイド http://www.hakobura.jp/deep/2016/09/post-296.html
大沼公園まるかじり、アウトドア満喫プラン http://www.hakobura.jp/deep/2016/08/post-295.html
函館港まつり2016、ディズニーパレード http://www.hakobura.jp/deep/2016/08/2016-3.html
雨の街を駆け抜けた、2016函館マラソンレポート http://www.hakobura.jp/deep/2016/06/2016-2.html
函館フル＆ハーフマラソン、観戦ガイド http://www.hakobura.jp/deep/2016/06/post-294.html
函館で見る＆乗る、いろいろな電車ガイド http://www.hakobura.jp/deep/2016/05/post-293.html
世界から猫が消えたなら、函館ロケ地ガイド http://www.hakobura.jp/deep/2016/05/post-292.html
春の絶景ナンバーワン、五稜郭公園の桜三昧 http://www.hakobura.jp/deep/2016/05/post-291.html
函館駅ナカ＆駅チカ、スイーツパラダイス http://www.hakobura.jp/deep/2016/04/post-289.html
新刊続々！ 訪ねたくなる函館本ガイド http://www.hakobura.jp/deep/2016/04/post-287.html
函館フルマラソン、眺めのいいコースガイド http://www.hakobura.jp/deep/2016/03/post-286.html
雪の街に大輪の花、函館海上冬花火2016 http://www.hakobura.jp/deep/2016/02/2016-1.html
縄文文化交流センター、バスでのアクセスガイド http://www.hakobura.jp/deep/2016/01/post-285.html
ラッキーピエロ峠下総本店の、とびきりイルミネーション http://www.hakobura.jp/deep/2015/12/post-284.html
トラピスチヌ修道院へのアクセスガイド http://www.hakobura.jp/deep/2015/12/post-283.html
箱館戦争の遺構、史跡「四稜郭」案内 http://www.hakobura.jp/deep/2015/11/post-282.html
市電、歴史、食、自然......函館のカレンダー2016 http://www.hakobura.jp/deep/2015/10/2016.html
初めての函館市電、乗り方ガイド http://www.hakobura.jp/deep/2015/10/post-281.html
暮らすように旅をする、函館ロングステイガイド http://www.hakobura.jp/deep/2015/09/post-262.html
夜景と街並みを満喫、函館ナイトドライブ http://www.hakobura.jp/deep/2015/08/post-280.html
路面電車でめぐる、函館のパン屋さん http://www.hakobura.jp/deep/2015/08/post-279.html
世界のパフォーマンスに熱狂！ はこだて国際民俗芸術祭 http://www.hakobura.jp/deep/2015/08/2015-2.html
GLAY函館2015レポート 街のにぎわい編 http://www.hakobura.jp/deep/2015/07/2015-1.html
GLAY函館2015レポート 函館アリーナライブ編 http://www.hakobura.jp/deep/2015/07/post-278.html
「GLAYと宝探し」で、函館の街めぐり http://www.hakobura.jp/deep/2015/07/-glay.html
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ついにお披露目！ 函館アリーナ完成見学会レポート http://www.hakobura.jp/deep/2015/07/post-277.html
 タモリさんが訪ねた、こだわりの函館【3】函館の坂と大火の歴史をたどるhttp://www.hakobura.jp/deep/2015/07/post-276.html

函館の夏におすすめ、ひんやりドリンク＆パフェ http://www.hakobura.jp/deep/2015/07/post-275.html
 タモリさんが訪ねた、こだわりの函館【2】函館山の軍事要塞跡 http://www.hakobura.jp/deep/2015/06/post-274.html
 タモリさんが訪ねた、こだわりの函館【1】青函連絡船記念館摩周丸 http://www.hakobura.jp/deep/2015/06/post-273.html

車でらくらく、函館ぐるっと名所ドライブ http://www.hakobura.jp/deep/2015/05/post-272.html
完成間近の函館アリーナ、内部見学レポート http://www.hakobura.jp/deep/2015/05/post-271.html
花を探して街歩き、函館西部地区の桜巡り http://www.hakobura.jp/deep/2015/05/post-270.html
函館バス専用1日乗車券、カンパスで函館観光 http://www.hakobura.jp/deep/2015/04/1.html
癒しの函館旅、ホテルで極上エステ http://www.hakobura.jp/deep/2015/04/post-269.html
函館海上冬花火2015、観覧スポット別レポート http://www.hakobura.jp/deep/2015/02/post-267.html
そりすべり＆かんじき......四季の杜公園で雪遊び http://www.hakobura.jp/deep/2015/01/post-266.html
函館山の大晦日と、五稜郭タワーのお正月 http://www.hakobura.jp/deep/2015/01/post-265.html
大福からご飯ものまで、函館市民の愛する餅屋 http://www.hakobura.jp/deep/2014/11/post-264.html
はこだてスイーツフェスタ2014、注目アイテムレポート http://www.hakobura.jp/deep/2014/11/post-263.html
市電、歴史、食......函館のカレンダー2015版 http://www.hakobura.jp/deep/2014/10/2015.html
函館郊外の緑の中で、ファミリーキャンプ http://www.hakobura.jp/deep/2014/09/post-261.html
水の広場、遊具、サル山......熱帯植物園で夏遊び！ http://www.hakobura.jp/deep/2014/08/post-260.html
グリーンピア大沼で、夏の元気リゾート！ http://www.hakobura.jp/deep/2014/07/post-259.html
緑の島から穴澗まで、ＧＬＡＹゆかりの函館旅 http://www.hakobura.jp/deep/2014/07/post-258.html
馬も遊びも楽しめる、ファミリーで函館競馬場 http://www.hakobura.jp/deep/2014/07/post-257.html
五稜郭築造百五十年祭で、手つなぎ世界記録達成！ http://www.hakobura.jp/deep/2014/06/post-256.html
ミニ遊園地に動物園、子どもと楽しむ函館公園 http://www.hakobura.jp/deep/2014/05/post-255.html
台湾からの旅行者、Ericaの函館桜レポート http://www.hakobura.jp/deep/2014/05/post-254.html
キッズもママもハッピー、函館蔦屋書店で遊ぼう http://www.hakobura.jp/deep/2014/04/post-253.html
函館名物「バル街」で、歴史的建造物を巡る http://www.hakobura.jp/deep/2014/03/post-252.html
そこのみにて光輝く、函館ロケ地ガイド http://www.hakobura.jp/deep/2014/03/post-251.html
大沼のワカサギ釣り、自分でから揚げ体験 http://www.hakobura.jp/deep/2014/02/post-250.html
雪景色に大輪の花！ 函館冬花火2014レポート http://www.hakobura.jp/deep/2014/02/post-249.html
土方歳三ゆかりの五稜郭跡と松川街道を歩く http://www.hakobura.jp/deep/2013/11/post-248.html
街、食、歴史......函館のカレンダー2014年版 http://www.hakobura.jp/deep/2013/11/2014.html
函館の秋のお楽しみ、スイーツフェスタ2013 http://www.hakobura.jp/deep/2013/10/2013-2.html
海外渡航から150年超、新島襄ゆかりの函館案内 http://www.hakobura.jp/deep/2013/10/post-247.html
海あり山ありで爽快！ 函館ハーフマラソン http://www.hakobura.jp/deep/2013/10/post-246.html
端から端まで乗り歩き 函館市電を満喫の旅 http://www.hakobura.jp/deep/2013/10/post-245.html
GLAY函館2013レポート 街のにぎわい編 http://www.hakobura.jp/deep/2013/08/glay2013.html
ＧＬＡＹ函館2013レポート 緑の島ライブ編 http://www.hakobura.jp/deep/2013/08/2013-1.html
地元素材を使った、函館スペシャルアイス http://www.hakobura.jp/deep/2013/07/post-244.html
函館市電の顔が勢揃い、100周年記念イベントレポート http://www.hakobura.jp/deep/2013/07/100.html
GLAY2013函館ライブ、最新現地情報！ http://www.hakobura.jp/deep/2013/07/post-243.html
クルーズ客船で函館へ、港と市内観光案内 http://www.hakobura.jp/deep/2013/07/post-242.html
函館ブレンドの紅茶で、優雅なスイーツタイム http://www.hakobura.jp/deep/2013/06/post-241.html
港まつりに花を添える、函館市電の「花電車」 http://www.hakobura.jp/deep/2013/06/post-240.html
湯の川温泉で楽しむ、ゆったり日帰り入浴 http://www.hakobura.jp/deep/2013/06/post-239.html
かわいい牛とふれあう、函館牛乳の牧場体験 http://www.hakobura.jp/deep/2013/06/post-238.html
GLAYライブの会場、函館・緑の島をご案内 http://www.hakobura.jp/deep/2013/05/glay-1.html
土方歳三と箱館戦争、激戦の歴史を訪ねる http://www.hakobura.jp/deep/2013/05/post-237.html
GLAYファンの聖地、函館G4 Space http://www.hakobura.jp/deep/2013/05/glayg4-space.html
函館の路面電車、おすすめ撮影スポット http://www.hakobura.jp/deep/2013/05/post-236.html
街を見おろす桃源郷、元町配水場の百年桜 http://www.hakobura.jp/deep/2013/04/post-235.html
街を楽しむ「バル街」 エリア別レポート http://www.hakobura.jp/deep/2013/04/post-234.html
五稜郭公園で、お花見ジンギスカン http://www.hakobura.jp/deep/2013/04/post-233.html
地元っ子おすすめ、函館おみやげスイーツ http://www.hakobura.jp/deep/2013/04/post-232.html
函館を歌うご当地歌姫、暁月めぐみさん http://www.hakobura.jp/deep/2013/02/post-230.html
函館発の北海道コスメ、がごめのしっとり石けん http://www.hakobura.jp/deep/2013/02/post-228.html
函館の路面電車、「開業百年」の歩み http://www.hakobura.jp/deep/2013/02/post-225.html
氷上パノラマツアーで大沼を欲張り体験！ http://www.hakobura.jp/deep/2013/02/post-227.html
函館・みなみ北海道で満喫、冬の美味イベント http://www.hakobura.jp/deep/2013/01/post-226.html
煌めく夜景とともに、新年カウントダウン http://www.hakobura.jp/deep/2013/01/post-224.html
カフェスペースのあるスイーツショップ http://www.hakobura.jp/deep/2012/12/post-223.html
旅の疲れをいやす、函館立ち寄り温泉 http://www.hakobura.jp/deep/2012/12/post-222.html
函館ハリストス正教会の「ウクライナたまご」 http://www.hakobura.jp/deep/2012/12/post-221.html
クリスマスファンタジーのお楽しみ、あつあつスープバー2012 http://www.hakobura.jp/deep/2012/12/post-220.html
旅先で癒される、函館ビューティースポット http://www.hakobura.jp/deep/2012/11/post-219.html
函館気分をお部屋に！ 2013年のカレンダーをご紹介します http://www.hakobura.jp/deep/2012/11/2013.html
函館スイーツ最前線！「スイーツフェスタ2012」 http://www.hakobura.jp/deep/2012/10/post-218.html
秋の香雪園、紅葉レポート2012 http://www.hakobura.jp/deep/2012/10/post-217.html
おすすめランニングコース（2）五稜郭公園で、星型のお堀一周ラン http://www.hakobura.jp/deep/2012/10/post-216.html
おすすめランニングコース（１）函館港ともえ大橋で「海上ランニング」http://www.hakobura.jp/deep/2012/10/post-215.html
第2回ハコトリ、アートと空間の幸福な競演 http://www.hakobura.jp/deep/2012/10/post-214.html
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プレイも観光も温泉も！ 函館でリゾートゴルフ http://www.hakobura.jp/deep/2012/10/post-213.html
函館どつくで、迫力の進水式を体験 http://www.hakobura.jp/deep/2012/10/post-212.html
函館のキャラメル、ワクワクコレクション http://www.hakobura.jp/deep/2012/09/post-211.html
ライブめぐりも楽しい、2012秋バル街レポート http://www.hakobura.jp/deep/2012/09/post-210.html
ハコダテトリエンナーレで、街とアートが一体に http://www.hakobura.jp/deep/2012/08/post-209.html
湖畔の自然を満喫！ 大沼一周サイクリング http://www.hakobura.jp/deep/2012/08/post-208.html
函館港まつり2012 ハイライトレポート http://www.hakobura.jp/deep/2012/08/2012-1.html
いか刺し、いか飯......旬のいか料理三昧 http://www.hakobura.jp/deep/2012/07/post-207.html
マグロ解体ショーで、津軽海峡マグロを堪能 http://www.hakobura.jp/deep/2012/07/post-206.html
箱館戦争ゆかりの地、碧血碑前で慰霊祭 http://www.hakobura.jp/deep/2012/06/post-204.html
函館でアートに出合う、ギャラリーショップ http://www.hakobura.jp/deep/2012/06/post-202.html
GLAYの愛する函館をご案内します http://www.hakobura.jp/deep/2012/06/glay.html
春の花をたずねて、函館山を歩く http://www.hakobura.jp/deep/2012/05/post-201.html
はこぶら記者が体験、バル街29店レポート http://www.hakobura.jp/deep/2012/04/00.html
絵になる街・函館でフォトウエディング http://www.hakobura.jp/deep/2012/04/post-200.html
五稜郭＆函館公園の楽しいお花見情報！ http://www.hakobura.jp/deep/2012/04/post-199.html
函館でロマンチックウエディング！ http://www.hakobura.jp/deep/2012/03/post-198.html
函館の日常を味わう「温泉銭湯」の魅力 http://www.hakobura.jp/deep/2012/03/post-197.html
マップ片手に食べ歩き、「バル街」の楽しみ方 http://www.hakobura.jp/deep/2012/03/post-180.html
函館の桜ダイアリー 函館公園編 http://www.hakobura.jp/deep/2012/03/post-196.html
函館の桜ダイアリー 五稜郭公園編 http://www.hakobura.jp/deep/2012/02/2011-1.html
大沼公園のジャンボすべり台、2月中楽しめます http://www.hakobura.jp/deep/2012/02/2.html
大沼函館雪と氷の祭典、今年の滑り台は自信作！ http://www.hakobura.jp/deep/2012/02/post-195.html
おチビさん大喜び！ 函館の公園で雪遊び http://www.hakobura.jp/deep/2012/01/post-194.html
夜景を見ながら、函館山カウントダウンスペシャル http://www.hakobura.jp/deep/2011/12/post-193.html
函館で迎えるお正月、初詣＆除夜の鐘スポットガイド http://www.hakobura.jp/deep/2011/12/post-192.html
元町教会群のクリスマス、一般向け礼拝のご案内 http://www.hakobura.jp/deep/2011/12/post-191.html
はこだてクリスマスファンタジーの楽しみ方 http://www.hakobura.jp/deep/2011/12/post-190.html
函館の冬の風物詩、ササラ電車のご紹介 http://www.hakobura.jp/deep/2011/11/post-189.html
冬のロマンチック函館、見どころガイド http://www.hakobura.jp/deep/2011/11/post-188.html
一年中、函館気分！ 2012年のカレンダーをご紹介します http://www.hakobura.jp/deep/2011/11/2012.html
体育会系オンパク、松倉川ハイク体験記 http://www.hakobura.jp/deep/2011/11/post-187.html
魅惑のスイーツ大集合！「はこだてスイーツフェスタ」 http://www.hakobura.jp/deep/2011/11/post-186.html
秋深まる香雪園で、紅葉ウォッチング http://www.hakobura.jp/deep/2011/10/post-185.html
「外パン」におすすめ、街で人気のパン屋さん http://www.hakobura.jp/deep/2011/10/post-184.html
函館で紅葉が楽しめる、おすすめスポット10 http://www.hakobura.jp/deep/2011/10/post-142.html
縄文ロマンに触れる、函館小さな旅 http://www.hakobura.jp/deep/2011/10/post-183.html
元町の4教会を巡り、伝統と音楽に触れる http://www.hakobura.jp/deep/2011/10/4.html
中空土偶に会える、函館市縄文文化交流センター http://www.hakobura.jp/deep/2011/09/post-182.html
トラピスチヌ修道院「平和の祈り」の集い http://www.hakobura.jp/deep/2011/08/post-179.html
子どもたち大喜び！ 函館の水遊びスポット http://www.hakobura.jp/deep/2011/08/post-178.html
はこだて国際民俗芸術祭で、元町公園はライブ広場に http://www.hakobura.jp/deep/2011/08/post-177.html
話題のセグウェイで 大沼の自然を散策 http://www.hakobura.jp/deep/2011/07/post-176.html
函館港まつりで「いか踊り」を踊ろう！ http://www.hakobura.jp/deep/2011/07/post-175.html
函館の夏、三大花火大会の見どころ http://www.hakobura.jp/deep/2011/07/post-174.html
石川啄木と函館の幸せな132日間 http://www.hakobura.jp/deep/2011/06/post-172.html
函館の自然満喫！どさんこトレッキング http://www.hakobura.jp/deep/2011/06/post-171.html
初めての函館競馬場、ワクワク体験レポート http://www.hakobura.jp/deep/2011/06/post-169.html
国宝「中空土偶」の常設展示施設、10月1日オープン決定 http://www.hakobura.jp/deep/2011/06/101.html
百花繚乱！ 松前公園で桜三昧 http://www.hakobura.jp/deep/2011/05/post-167.html
青函連絡船記念館「摩周丸」で、連絡船の歴史を体感 http://www.hakobura.jp/deep/2011/05/post-166.html
トラピスチヌ修道院の修道生活ガイド http://www.hakobura.jp/deep/2011/05/post-162.html
トラピスチヌ修道院の観覧ガイド http://www.hakobura.jp/deep/2011/05/post-163.html
函館っ子大好き、ふわりソフトクリーム http://www.hakobura.jp/deep/2011/05/post-165.html
絵になる街・函館 記念写真のすゝめ http://www.hakobura.jp/deep/2011/04/post-159.html
函館と近郊のおすすめ花見スポット17+2 http://www.hakobura.jp/deep/2011/04/post-155.html
市電ファン興奮！駒場車庫ガイド http://www.hakobura.jp/deep/2011/04/post-154.html
函館スイーツの人気者 チーズスフレ集合！ http://www.hakobura.jp/deep/2011/04/post-147.html
函館っ子もはまる、日帰り温泉の楽しみ http://www.hakobura.jp/deep/2011/03/post-18.html
大沼の氷原で 疾走！スノーモービル http://www.hakobura.jp/deep/2011/01/post-15.html
じゅんさい沼で氷上ワカサギ釣り http://www.hakobura.jp/deep/2011/01/post-12.html
駒ヶ岳を望むゲレンデでロングコースを滑る http://www.hakobura.jp/deep/2011/01/post-16.html
トラピスチヌ修道院のクリスマス・ご降誕のミサ http://www.hakobura.jp/deep/2010/12/post-144.html
大門バル バーに立ち寄り、また戻って飲む http://www.hakobura.jp/deep/2010/08/post-76.html
Let's 函館競馬 "グランドオープン 函館競馬場新スタンド" http://www.hakobura.jp/deep/2010/08/20100620-01.html
Let's 函館競馬 "美術館" http://www.hakobura.jp/deep/2010/08/20100704-01.html
Let's 函館競馬 "空港のそばだよ" http://www.hakobura.jp/deep/2010/08/20100711-02.html
Let's 函館競馬 "駈け抜ける疾風" http://www.hakobura.jp/deep/2010/08/20100718-03.html
Let's 函館競馬 "函館記念" http://www.hakobura.jp/deep/2010/08/20100725-02.html
Let's 函館競馬 "曇りのち少し雨" http://www.hakobura.jp/deep/2010/08/20100801-01.html
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Let's 函館競馬 "最終日" http://www.hakobura.jp/deep/2010/08/20100808-01.html
箱館奉行所と箱館開港物語 http://www.hakobura.jp/deep/2010/08/post.html
函館に歴史を刻んだ偉人①高田屋嘉兵衛 http://www.hakobura.jp/deep/2010/08/post-140.html
函館に歴史を刻んだ偉人②マシュー・ペリー http://www.hakobura.jp/deep/2010/08/post-131.html
函館に歴史を刻んだ偉人③武田斐三郎 http://www.hakobura.jp/deep/2010/08/post-133.html
函館に歴史を刻んだ偉人④新島襄 http://www.hakobura.jp/deep/2010/08/post-134.html
函館に歴史を刻んだ偉人⑤沢辺琢磨（山本数馬） http://www.hakobura.jp/deep/2010/08/post-135.html
函館に歴史を刻んだ偉人⑥柳川熊吉 http://www.hakobura.jp/deep/2010/08/post-138.html
函館に歴史を刻んだ偉人 番外編 http://www.hakobura.jp/deep/2010/08/post-31.html
函館市内一周ぐるっとサイクリング http://www.hakobura.jp/deep/2010/07/post-7.html
路面電車感謝祭 http://www.hakobura.jp/deep/2010/07/post-157.html
駒ヶ岳の山裾でフルスイング http://www.hakobura.jp/deep/2010/07/20100720-01.html
函館市内一周かる～くサイクリング http://www.hakobura.jp/deep/2010/07/post-8.html
手頃な老舗コース 大沼国際カントリークラブ http://www.hakobura.jp/deep/2010/07/20100717-03.html
函館山を見下ろすゴルフ場 http://www.hakobura.jp/deep/2010/07/20100702-01.html
電動レンタサイクル「はこりん♪」でGO！ http://www.hakobura.jp/deep/2010/06/post-78.html
第4回路面電車まつり http://www.hakobura.jp/deep/2010/06/post-156.html
箱館ハイカラ號 乗車体験記 http://www.hakobura.jp/deep/2010/05/post-145.html
函館近郊の桜を巡るドライブルート http://www.hakobura.jp/deep/2010/05/post-23.html
函館の奥座敷、湯の川温泉のご案内 http://www.hakobura.jp/deep/2010/03/post-141.html
要塞跡を訪ねて函館山トレッキング http://www.hakobura.jp/deep/2009/11/post-22.html
夜の香雪園 MOMI-Gフェスタ http://www.hakobura.jp/deep/2009/10/20091031-01.html
進水式（シャンパンパーティ）見学 http://www.hakobura.jp/deep/2009/10/post-89.html
函館市電530号 http://www.hakobura.jp/deep/2009/10/20091011-02.html
函館西部地区を満喫サイクリング http://www.hakobura.jp/deep/2009/09/post-6.html
ハコトリ http://www.hakobura.jp/deep/2009/08/post-95.html
ハコトリ開幕 http://www.hakobura.jp/deep/2009/08/post-110.html
少し不思議なハコトリの箱 http://www.hakobura.jp/deep/2009/07/post-115.html
春の花が楽しめる 函館山宮の森コースを歩く http://www.hakobura.jp/deep/2009/04/post-104.html
緑園通りの自転車専用道路 http://www.hakobura.jp/deep/2009/04/post-106.html
函館ハリストス正教会、イースターエッグ http://www.hakobura.jp/deep/2009/04/post-107.html
湯の川温泉、足湯にて http://www.hakobura.jp/deep/2009/01/post-52.html
函館駅からトラピスチヌ修道院へ http://www.hakobura.jp/deep/2009/01/post-146.html

http://www.hakobura.jp/moretrip/
http://www.hakobura.jp/moretrip/cat44/
http://www.hakobura.jp/moretrip/cat54/
http://www.hakobura.jp/moretrip/cat51/
http://www.hakobura.jp/moretrip/cat47/
http://www.hakobura.jp/moretrip/cat48/

道南いさりび鉄道と沿線サイクリングの旅 http://www.hakobura.jp/moretrip/2019/10/post-82.html
函館からフェリーで訪ねる青森県の下北半島 http://www.hakobura.jp/moretrip/2019/09/post-81.html
「工場夜景」も魅力、北斗市で工場景観を楽しむ http://www.hakobura.jp/moretrip/2017/05/post-79.html
朝市と横丁と縄文の街、新幹線で八戸へ http://www.hakobura.jp/moretrip/2017/03/post-78.html
北海道新幹線・木古内駅、途中下車の旅 http://www.hakobura.jp/moretrip/2016/06/post-77.html
森町＆鹿部町で、グルメと体験観光の旅（後編） http://www.hakobura.jp/moretrip/2015/09/post-76.html
森町＆鹿部町で、グルメと体験観光の旅（前編） http://www.hakobura.jp/moretrip/2015/09/post-75.html
パノラマ風景を楽しむ、噴火湾・八雲ドライブ http://www.hakobura.jp/moretrip/2015/06/post-74.html
畑の恵みと絶景を満喫、きじひき高原ドライブ http://www.hakobura.jp/moretrip/2014/10/post-73.html
城岱牧場経由、大沼一周ドライブの旅 http://www.hakobura.jp/moretrip/2014/10/post-72.html
溶岩と青い海の絶景、恵山登山体験記 http://www.hakobura.jp/moretrip/2014/09/1.html
お城と桜とりんごの街、弘前で街歩き（前編） http://www.hakobura.jp/moretrip/2014/08/post-71.html
路地裏探偵団とバル街、弘前で街歩き（後編） http://www.hakobura.jp/moretrip/2014/08/--.html
函館からフェリーで、青森立ち寄り旅 http://www.hakobura.jp/moretrip/2014/07/post-70.html
函館の東端・恵山岬へ、海岸線満喫ドライブ http://www.hakobura.jp/moretrip/2014/06/post-69.html
大間のマグロ満喫！ 津軽海峡フェリー旅 http://www.hakobura.jp/moretrip/2013/07/post-67.html
大沼公園冬景色、白鳥に会いにいく旅 http://www.hakobura.jp/moretrip/2013/01/post-66.html
縄文の里名物、縄文拉麺＆コロッケ http://www.hakobura.jp/moretrip/2012/11/post-65.html
湖畔の自然を満喫！ 大沼一周サイクリング http://www.hakobura.jp/moretrip/2012/08/post-64.html
桜の次は恵山のつつじ、爽快！初夏の山歩き http://www.hakobura.jp/moretrip/2012/05/post-63.html
しだれ桜に桜並木、「北斗桜回廊」ドライブ http://www.hakobura.jp/moretrip/2012/05/post-62.html
ミズバショウを見に、春の大沼へ http://www.hakobura.jp/moretrip/2012/04/post-61.html
秋の茂辺地川に、鮭の遡上を見に行く http://www.hakobura.jp/moretrip/2011/11/post-60.html
縄文ロマンに触れる、函館小さな旅 http://www.hakobura.jp/moretrip/2011/10/post-59.html
姥神大神宮渡御祭の熱い夜密着記 http://www.hakobura.jp/moretrip/2011/08/post-58.html
話題のセグウェイで 大沼の自然を散策 http://www.hakobura.jp/moretrip/2011/07/post-57.html
百花繚乱！ 松前公園で桜三昧 http://www.hakobura.jp/moretrip/2011/05/post-55.html
知内町「さくらまつり青空市」で牡蠣を堪能！ http://www.hakobura.jp/moretrip/2011/05/post-53.html
青森の美味集合！ A-FACTORY http://www.hakobura.jp/moretrip/2011/04/110331a-factory.html
江差「美味百彩なべまつり」、魅惑の鍋料理大集合！ http://www.hakobura.jp/moretrip/2011/02/post-14.html

恵山・戸井・椴法華・南茅部
大沼・七飯・森・鹿部・北斗
青森
松前・木古内・知内・福島

足をのばして欲張り旅

江差・上ノ国・乙部・厚沢部
以下記事ページ
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「恵山ごっこまつり」でゴッコの魅力を再発見 http://www.hakobura.jp/moretrip/2011/02/post-13.html
大沼函館雪と氷の祭典 見歩き、食べ歩き http://www.hakobura.jp/moretrip/2011/02/45.html
「ねぶたの家ワ・ラッセ」でねぶたの海を歩く http://www.hakobura.jp/moretrip/2011/02/post.html
木古内町の「寒中みそぎ祭り」体験記（その２） http://www.hakobura.jp/moretrip/2011/01/post-10.html
木古内町の「寒中みそぎ祭り」体験記（その１） http://www.hakobura.jp/moretrip/2011/01/post-9.html
江差町の伝統行事 姥神大神宮渡御祭 http://www.hakobura.jp/moretrip/2010/08/20100810-01.html
青空の下の恵山つつじ公園 http://www.hakobura.jp/moretrip/2010/06/20100610-01.html
遅咲きの桜が楽しめる松前公園 http://www.hakobura.jp/moretrip/2010/05/post-24.html
熱気ムンムン、知内町のカキvsニラまつり http://www.hakobura.jp/moretrip/2010/02/12vs.html
松前町のマグロまつり http://www.hakobura.jp/moretrip/2009/09/post-35.html
福島町「千軒そば」の花 観賞会 http://www.hakobura.jp/moretrip/2009/09/post-38.html
青函横断 まつり見学ツアー http://www.hakobura.jp/moretrip/2009/07/post-12.html

http://www.hakobura.jp/columnindex.html

函館市電が乗り放題「市電1日乗車券」 http://www.hakobura.jp/1.html
共通フリー乗車券「はこだて旅するパスポート2015」 http://www.hakobura.jp/2015.html
函館観光をお得に「はこだてスペシャルチケット2018」 http://www.hakobura.jp/2015sp.html
北海道の旅をお得に「ツインクルジョイクーポン2018」 http://www.hakobura.jp/2015tj.html
JR北海道の函館近郊観光プラン「函館日和」 http://www.hakobura.jp/jr.html
ハイカラ文化の香り、旧函館博物館の内部公開 http://www.hakobura.jp/post-161.html
函館の冬の味覚、活締め真ダラ三昧 http://www.hakobura.jp/post-172.html
五稜郭タワー・トラピスチヌシャトルバス http://www.hakobura.jp/post-202.html
メニューいろいろ、北都交通の函館定期観光バス http://www.hakobura.jp/post-212.html
市電・函館バス共通１日・２日乗車券 http://www.hakobura.jp/post-218.html
函館エリアをお得にめぐる「はこだて旅するパスポート」 http://www.hakobura.jp/post-238.html
北海道新幹線・新函館北斗駅、徹底ガイド http://www.hakobura.jp/sinkansen/post-216.html
函館市内から新函館北斗駅、ドライブガイド http://www.hakobura.jp/sinkansen/post-219.html
北海道新幹線で函館へ！ 先取りアクセス情報 http://www.hakobura.jp/sinkansen/post-223.html
北の大地を走る、北海道新幹線H5系試乗レポート http://www.hakobura.jp/sinkansen/post-225.html
ブルーインパルスも祝福！北海道新幹線開業イベント http://www.hakobura.jp/sinkansen/post-227.html
函館の空に夢を描いたブルーインパルス http://www.hakobura.jp/sinkansen/post-229.html
新幹線・新函館北斗駅から、レンタカーで函館市内へ http://www.hakobura.jp/sinkansen/post-234.html
北海道新幹線を見るならここ！ おすすめ見学スポット http://www.hakobura.jp/sinkansen/post-235.html
はこだて国際民俗芸術祭2010 ⾧い夜の終わりに http://www.hakobura.jp/stock/2010.html
1万3000株が群生、市民の森のアジサイ園散策 http://www.hakobura.jp/stock/database/13000.html
箱館戦争終結から150年、五稜郭の見どころ徹底ご案内 http://www.hakobura.jp/stock/database/150.html
JR函館駅前の新スポット、HAKOVIVAガイド http://www.hakobura.jp/stock/database/hakoviva.html
五島軒本店 レストラン雪河亭のポタージュ http://www.hakobura.jp/stock/database/post-100.html
ラ・ターチの3000円ディナーコース http://www.hakobura.jp/stock/database/post-101.html
黄昏時のホーストレッキング http://www.hakobura.jp/stock/database/post-111.html
旧イギリス領事館のローズガーデン http://www.hakobura.jp/stock/database/post-112.html
函館市熱帯植物園ってどんなところ？ http://www.hakobura.jp/stock/database/post-113.html
函館山展望台から見る海の夜景 http://www.hakobura.jp/stock/database/post-115.html
恵山ハイキングコースと高山植物 http://www.hakobura.jp/stock/database/post-116.html
海抜ゼロからあっという間の登山 http://www.hakobura.jp/stock/database/post-117.html
カトリック元町教会の美しさ http://www.hakobura.jp/stock/database/post-118.html
復元工事中に訪ねた箱館奉行所 http://www.hakobura.jp/stock/database/post-119.html
ハリストスの光 http://www.hakobura.jp/stock/database/post-120.html
函館ハリストス正教会の鐘 http://www.hakobura.jp/stock/database/post-121.html
湯の川・熱帯植物園の「サル山温泉」物語 http://www.hakobura.jp/stock/database/post-146.html
和の伝統建築の華、高龍寺のご案内 http://www.hakobura.jp/stock/database/post-148.html
春の楽しみ、遺愛学院ホワイトハウスのクロッカス http://www.hakobura.jp/stock/database/post-158.html
函館大火の爪跡が残る、旧相馬邸「大火資料室」 http://www.hakobura.jp/stock/database/post-163.html
遺愛学院ホワイトハウス、年に一度の一般公開 http://www.hakobura.jp/stock/database/post-165.html
辺見旅館の「朝イカ」朝食 http://www.hakobura.jp/stock/database/post-174.html
史跡四陵郭跡へのアクセス http://www.hakobura.jp/stock/database/post-186.html
亀尾ふれあいの里の農業体験 http://www.hakobura.jp/stock/database/post-187.html
街を覆う初夏の絶景、函館山の「雲海」 http://www.hakobura.jp/stock/database/post-215.html
縄文文化交流センター、バスでのアクセスガイド http://www.hakobura.jp/stock/database/post-224.html
函館近郊の新スポット、THE DANSHAKU LOUNGE http://www.hakobura.jp/stock/database/post-261.html
明治のハイカラ文化を満喫、旧函館区公会堂徹底ガイド http://www.hakobura.jp/stock/database/post-279.html
旧函館区公会堂で、フォトジェニック体験 http://www.hakobura.jp/stock/database/post-284.html
熱帯植物園 クリスマスコンサート http://www.hakobura.jp/stock/database/post-69.html
2010年 100万人のキャンドルナイト 湯倉の杜 http://www.hakobura.jp/stock/database/post-78.html
湯倉神社 100万人のキャンドルナイト http://www.hakobura.jp/stock/database/post-81.html
辺見旅館（宿泊時の食事） http://www.hakobura.jp/stock/database/post-82.html
辺見旅館の鱈の三平汁 http://www.hakobura.jp/stock/database/post-83.html
今日もここで函館談義「舶来居酒屋 杉の子」 http://www.hakobura.jp/stock/database/post-84.html
昼間の景色も美しいレストラン ジェノバ http://www.hakobura.jp/stock/database/post-94.html
レストラン ジェノバでワインと三平汁 http://www.hakobura.jp/stock/database/post-95.html

函館観光おすすめコラム
その他記事ページ
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港に臨むアメリカンなバー http://www.hakobura.jp/stock/database/post-97.html
潮の香りとウッドデッキのカフェ http://www.hakobura.jp/stock/database/post-98.html
港のイタリアン http://www.hakobura.jp/stock/database/post-99.html
星形の堀が輝く「五稜星の夢」を歩く http://www.hakobura.jp/stock/event/post-32.html
「はこだて国際科学祭」も終盤を迎える http://www.hakobura.jp/stock/event/post-57.html
はこだて湯の川温泉いさり火まつり2010 http://www.hakobura.jp/stock/event/post-58.html
第14回 函館新聞社函館港花火大会 http://www.hakobura.jp/stock/event/post-59.html
第13回 はこだてロシアまつり http://www.hakobura.jp/stock/event/post-60.html
第11回 函館西部地区バル街 http://www.hakobura.jp/stock/event/post-61.html
第40回 箱館五稜郭祭と館城跡まつり http://www.hakobura.jp/stock/event/post-62.html
第41回箱館五稜郭祭2日目 維新パレード http://www.hakobura.jp/stock/event/post-63.html
第41回箱館五稜郭祭1日目 土方歳三コンテスト http://www.hakobura.jp/stock/event/post-64.html
第41回箱館五稜郭祭1日目 碑前祭 http://www.hakobura.jp/stock/event/post-65.html
クリスマスファンタジーツリー到着 http://www.hakobura.jp/stock/event/post-66.html
2008はこだてクリスマスファンタジー開幕 http://www.hakobura.jp/stock/event/post-67.html
2009クリスマスファンタジー http://www.hakobura.jp/stock/event/post-68.html
2008函館港イルミナシオン映画祭、開幕 http://www.hakobura.jp/stock/event/post-70.html
2009函館港イルミナシオン映画祭 http://www.hakobura.jp/stock/event/post-71.html
シーニックdeナイト2010 http://www.hakobura.jp/stock/event/post-76.html
第13回 函館新聞社函館港花火大会 http://www.hakobura.jp/stock/event/post-86.html
大門サンフェスタ ジャズストリート2009 http://www.hakobura.jp/stock/event/post-87.html
はこだて湯の川温泉いさり火まつり2009 http://www.hakobura.jp/stock/event/post-88.html
はこだて国際民俗芸術祭2009 開幕 http://www.hakobura.jp/stock/event/post-89.html
星形城郭に光が灯る五稜星の夢、開幕 http://www.hakobura.jp/stock/event/post-91.html
東京・京橋ローソンに、函館市アンテナショップ http://www.hakobura.jp/stock/other/post-149.html
冬のお楽しみ、大沼ウインタースポーツガイド http://www.hakobura.jp/stock/other/post-150.html
イカ釣り漁業の基地 入舟漁港（函館漁港） http://www.hakobura.jp/stock/other/post-79.html
待ち焦がれた季節の到来 イカ漁解禁 http://www.hakobura.jp/stock/other/post-80.html
子どもも大人も夢中！カネモリブリックラボ http://www.hakobura.jp/stock/post-40.html
クリスマスファンタジーのあったかスープバー2010 http://www.hakobura.jp/stock/post-42.html
亀尾'ふれあいの里 稲刈り体験 http://www.hakobura.jp/stock/post-45.html
亀尾ふれあいの里 収穫感謝祭 http://www.hakobura.jp/stock/post-46.html
亀尾ふれあいの里 脱穀体験 http://www.hakobura.jp/stock/post-47.html
北海道坂本龍馬記念館の、坂本直行コレクション http://www.hakobura.jp/stock/post-49.html
亀尾ふれあいの里 田植え体験 http://www.hakobura.jp/stock/post-53.html
はこだて国際民俗芸術祭2010 日本の祭りを堪能！ http://www.hakobura.jp/stock/post-56.html
はこだてグルメサーカス2017、魅惑の味レポート https://www.hakobura.jp/column/delicious/2017.html
東北6県の祭りも集結！はこだてグルメサーカス2016 https://www.hakobura.jp/column/delicious/post-1.html
北海道遺産「ジンギスカン」を函館で楽しむ https://www.hakobura.jp/column/delicious/post-2.html
北海道新幹線で函館へ！ 最新アクセス情報 https://www.hakobura.jp/pages/shinkansen/access.html
ブルーインパルスも祝福！北海道新幹線開業イベント https://www.hakobura.jp/pages/shinkansen/blue-impulse.html

はこだてグルメガーデン、最終日 http://www.hakobura.jp/gourmet-garden/2016/08/post-15.html
はこだ☆テリアとステージイベント（8月第4週） http://www.hakobura.jp/gourmet-garden/2016/08/post-14.html
はこだ☆テリアとステージイベント（8月第3週） http://www.hakobura.jp/gourmet-garden/2016/08/post-13.html
はこだ☆テリアとステージイベント（8月第2週） http://www.hakobura.jp/gourmet-garden/2016/08/post-12.html
はこだ☆テリアとステージイベント（8月第1週） http://www.hakobura.jp/gourmet-garden/2016/08/post-11.html
北海道うまいもんサミット（第5週・道南&青森）とステージイベント http://www.hakobura.jp/gourmet-garden/2016/08/post-10.html
北海道うまいもんサミット（第4週・日胆）とステージイベント http://www.hakobura.jp/gourmet-garden/2016/07/post-9.html
北海道うまいもんサミット（第3週・道央）とステージイベント http://www.hakobura.jp/gourmet-garden/2016/07/post-8.html
北海道うまいもんサミット（第2週・道北）とステージイベント http://www.hakobura.jp/gourmet-garden/2016/07/post-7.html
味にこだわり、大人のバーベキュー「七厘百個祭」 http://www.hakobura.jp/gourmet-garden/2016/07/post-6.html
ステージイベント盛りだくさん♪ 土日祝は函館駅前へ！ http://www.hakobura.jp/gourmet-garden/2016/07/post-5.html
北海道うまいもんサミット～第1週・道東エリア http://www.hakobura.jp/gourmet-garden/2016/07/post-2.html
はこだてグルメガーデン、強風の影響で7月3日は縮小開催 http://www.hakobura.jp/gourmet-garden/2016/07/post-4.html
JR函館駅前で「はこだてグルメガーデン」開幕！ http://www.hakobura.jp/gourmet-garden/2016/06/post-1.html

http://www.hakobura.jp/spot_search.html
http://www.hakobura.jp/spot_search.html
http://www.hakobura.jp/db/db-food/
http://www.hakobura.jp/db/db-food/cat15/
http://www.hakobura.jp/db/db-food/cat16/
http://www.hakobura.jp/db/db-food/cat262/
http://www.hakobura.jp/db/db-food/cat19/
http://www.hakobura.jp/db/db-food/cat13/
http://www.hakobura.jp/db/db-food/cat269/
http://www.hakobura.jp/db/db-food/cat10/
http://www.hakobura.jp/db/db-food/cat14/
http://www.hakobura.jp/db/db-food/cat18/
http://www.hakobura.jp/db/db-food/cat6/

スポット検索
検索結果一覧

グルメ（食べる）
海鮮丼
寿司
回転寿司

はこだてグルメガーデン

スポットを探す

居酒屋

和食
ラーメン
カジュアルレストラン・食堂
軽食
洋食
中華
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http://www.hakobura.jp/db/db-food/cat5/
http://www.hakobura.jp/db/db-food/cat4/
http://www.hakobura.jp/db/db-food/cat11/
http://www.hakobura.jp/db/db-food/cat17/
http://www.hakobura.jp/db/db-food/cat12/
http://www.hakobura.jp/db/db-food/cat286/
http://www.hakobura.jp/db/db-food/cat20/
http://www.hakobura.jp/db/db-food/cat7/
http://www.hakobura.jp/db/db-food/cat406/

MILKISSIMO 五稜郭タワー店 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2021/11/spot-272.html?printmode=on
優鮨 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2021/11/spot-270.html?printmode=on
食事処 公楽 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2021/09/spot-267.html?printmode=on
寿しレストラン ひでちゃん鮨 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2021/09/spot-266.html?printmode=on
HAKOYA http://www.hakobura.jp/db/db-food/2021/09/spot-264.html?printmode=on
海鮮料理と釜めし あらき http://www.hakobura.jp/db/db-food/2021/10/spot-260.html?printmode=on
函館ラーメンえん楽 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2021/08/spot-258.html?printmode=on
ハセガワストア 函館駅前店 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2021/07/spot-253.html?printmode=on
ハセガワストア 湯の川店 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2021/07/spot-252.html?printmode=on
手打そば久蔵 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2021/07/spot-250.html?printmode=on
うみまち食堂 菜の花 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2021/07/spot-249.html?printmode=on
すし処 㐂川 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2021/07/spot-248.html?printmode=on
寿し処 山昇 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2021/06/spot-240.html?printmode=on
サーフサイド http://www.hakobura.jp/db/db-food/2021/06/spot-236.html?printmode=on
ホットステーション珈夢 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2021/06/spot-235.html?printmode=on
炭火割烹 菊川 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2021/06/spot-233.html?printmode=on
回転寿司 根室花まる キラリス函館店 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2021/06/spot-228.html?printmode=on
はこだて海鮮市場 いかいか亭 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2021/05/spot-223.html?printmode=on
コメダ珈琲店 函館ベイエリア店 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2021/03/spot-218.html?printmode=on
Flower Picnic Cafe http://www.hakobura.jp/db/db-food/2021/02/spot-212.html?printmode=on
スカイラウンジ カフェ・ペルラ http://www.hakobura.jp/db/db-food/2021/01/spot-211.html?printmode=on
maison FUJIYA Hakodate http://www.hakobura.jp/db/db-food/2021/01/spot-210.html?printmode=on
いどはどドーナッツ http://www.hakobura.jp/db/db-food/2020/12/spot-209.html?printmode=on
3valley http://www.hakobura.jp/db/db-food/2020/11/spot-191.html?printmode=on
ラーメン maido http://www.hakobura.jp/db/db-food/2020/11/spot-190.html?printmode=on
おひるごはんカフェ taom http://www.hakobura.jp/db/db-food/2020/10/spot-188.html?printmode=on
あうん堂ホール http://www.hakobura.jp/db/db-food/2020/10/spot-183.html?printmode=on
Jolly Jellyfish http://www.hakobura.jp/db/db-food/2020/09/spot-180.html?printmode=on
ハセガワストア 中道店 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2020/09/spot-179.html?printmode=on
表・びんごや http://www.hakobura.jp/db/db-food/2020/09/spot-175.html?printmode=on
ジンギスカン函館吉田 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2020/08/spot-172.html?printmode=on
うにむらかみ函館駅前店 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2020/03/spot-165.html?printmode=on
どんぶり家 鮪斗 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2020/02/spot-164.html?printmode=on
gram ベイエリア函館店 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2020/02/spot-161.html?printmode=on
呑み処 たまゆら http://www.hakobura.jp/db/db-food/2020/01/spot-160.html?printmode=on
箱館ジンギスカン本店 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2020/07/spot-159.html?printmode=on
千秋庵菓寮 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2020/02/spot-158.html?printmode=on
和食処 喜来里（フォーポイントバイシェラトン函館） http://www.hakobura.jp/db/db-food/2019/12/spot-155.html?printmode=on
くらぶはうす http://www.hakobura.jp/db/db-food/2019/04/spot-118.html?printmode=on
函館開陽亭本店 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2019/03/spot-117.html?printmode=on
祐鮨 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2019/02/spot-116.html?printmode=on
鮨処 江戸松 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2019/02/spot-115.html?printmode=on
WOODROW'S BRITISH PUB http://www.hakobura.jp/db/db-food/2019/02/spot-113.html?printmode=on
超特急食堂 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2019/01/spot-110.html?printmode=on
BAR hanabi http://www.hakobura.jp/db/db-food/2018/12/spot-109.html?printmode=on
居酒屋 庄平 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2018/12/spot-108.html?printmode=on
CASANOVA http://www.hakobura.jp/db/db-food/2018/11/spot-104.html?printmode=on
cafe 海と硝子 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2018/11/spot-103.html?printmode=on
cafe&dining LITT http://www.hakobura.jp/db/db-food/2018/11/spot-102.html?printmode=on
メインダイニングFOUR POINT（フォーポイントバイシェラトン函館）http://www.hakobura.jp/db/db-food/2018/09/spot-99.html?printmode=on
Endeavour http://www.hakobura.jp/db/db-food/2018/06/spot-95.html?printmode=on
すきやき しゃぶしゃぶ 牛兵衛 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2018/03/spot-92.html?printmode=on
ビストロやまくろ http://www.hakobura.jp/db/db-food/2017/12/spot-84.html?printmode=on
tete cafe http://www.hakobura.jp/db/db-food/2017/10/spot-76.html?printmode=on
函館パターテ（2020年4月閉店） http://www.hakobura.jp/db/db-food/2017/10/spot-75.html?printmode=on
COFFEE&BEER POCUS http://www.hakobura.jp/db/db-food/2017/09/spot-74.html?printmode=on
PEAK CAFE http://www.hakobura.jp/db/db-food/2017/08/spot-67.html?printmode=on
CAFE PARI,SIA http://www.hakobura.jp/db/db-food/2017/06/spot-64.html?printmode=on
大手町ハウス函館 cafe centenaire http://www.hakobura.jp/db/db-food/2017/06/spot-63.html?printmode=on
函館グルメジンギスカン ラムジン http://www.hakobura.jp/db/db-food/2016/12/spot-51.html?printmode=on

ダイニング・ビアホール
バー
ジンギスカン
焼き肉
カレー
スープカレー
そば・うどん
ソフトクリーム・冷菓
飲食店複合施設
以下記事ページ
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北海道塩ジンギスカン 名前はまだ無い。 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2017/01/spot-50.html?printmode=on
炭火焼肉・ジンギスカン 炭火亭 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2016/12/spot-49.html?printmode=on
函館麺厨房あじさいJR函館駅店 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2016/09/spot-43.html?printmode=on
Transistor CAFE http://www.hakobura.jp/db/db-food/2016/09/spot-37.html?printmode=on
Comme chez vous http://www.hakobura.jp/db/db-food/2016/08/spot-26.html?printmode=on
ひこま豚食堂 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2016/08/spot-24.html?printmode=on
森の丘のcafe 青い空 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2016/07/spot-23.html?printmode=on
食の宝庫 北海道 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2016/09/spot-19.html?printmode=on
山川牧場ローストビーフサンドショップ http://www.hakobura.jp/db/db-food/2016/07/post-357.html?printmode=on
浜のかあさん食堂（道の駅 しかべ間歇泉公園） http://www.hakobura.jp/db/db-food/2016/05/post-356.html?printmode=on
cafe classic http://www.hakobura.jp/db/db-food/2016/04/cafe-classic.html?printmode=on
L'oiseau par Matsunaga（ロワゾー） http://www.hakobura.jp/db/db-food/2016/04/loiseau-par-matsunaga.html?printmode=on

BURGER SHOP HOT BOX http://www.hakobura.jp/db/db-food/2016/04/burger-shop-hot-box.html?printmode=on
サザン食堂 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2016/03/post-353.html?printmode=on
shell bar きさらぎ http://www.hakobura.jp/db/db-food/2016/03/shell-bar.html?printmode=on
○波商店 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2016/02/post-351.html?printmode=on
どうなんde's http://www.hakobura.jp/db/db-food/2016/02/des-ocuda-spirits.html?printmode=on
貝鮮焼 北斗フィッシャリー http://www.hakobura.jp/db/db-food/2016/02/post-349.html?printmode=on
かき小屋 知内番屋（2020年3月閉店） http://www.hakobura.jp/db/db-food/2016/01/post-347.html?printmode=on
ダイニング北一 味彩食堂 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2016/01/post-346.html?printmode=on
函館あかちょうちん 湯の川店 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2015/12/post-345.html?printmode=on
地元家（JIMOTO-YA） http://www.hakobura.jp/db/db-food/2015/12/jimoto-ya.html?printmode=on
函館山山頂展望台テイクアウトコーナー http://www.hakobura.jp/db/db-food/2015/11/post-344.html?printmode=on
ななつぶ http://www.hakobura.jp/db/db-food/2015/10/post-343.html?printmode=on
麺倶楽部 ASIAN 炙（2018年閉店） http://www.hakobura.jp/db/db-food/2015/10/-asian.html?printmode=on
Jazz spot Leaf http://www.hakobura.jp/db/db-food/2015/06/jazz-spot-leaf.html?printmode=on
キッチンnosukeya http://www.hakobura.jp/db/db-food/2015/07/nosukeya.html?printmode=on
サンドウィッチの店 グルマンカンタ http://www.hakobura.jp/db/db-food/2015/09/post-342.html?printmode=on
ラ・リヴィエール http://www.hakobura.jp/db/db-food/2015/07/post-341.html?printmode=on
丸山園茶舗 お茶の多目的空間 御茶ノ倉 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2015/06/post-340.html?printmode=on
元山牧場直営ELFIN http://www.hakobura.jp/db/db-food/2015/06/-elfin.html?printmode=on
ハーベスター八雲 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2015/06/post-339.html?printmode=on
鮨処はこだて http://www.hakobura.jp/db/db-food/2015/06/post-338.html?printmode=on
Green Forest Cafe http://www.hakobura.jp/db/db-food/2015/06/green-forest-cafe-1.html?printmode=on
すしの鮮昇 函館朝市店 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2015/05/post-335.html?printmode=on
まるたま小屋 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2015/05/post-334.html?printmode=on
ラッキーピエロ マリーナ末広店 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2015/04/post-333.html?printmode=on
コーヒーケーキショップ 美鈴湯川店 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2015/04/post-332.html?printmode=on
函館朝市どんぶり横丁市場 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2015/04/post-331.html?printmode=on
函館ベイ美食倶楽部 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2015/04/post-330.html?printmode=on
函館ひかりの屋台 大門横丁 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2015/04/post-329.html?printmode=on
スターバックス コーヒー 函館 蔦屋書店 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2015/03/post-327.html?printmode=on
レストランFŪSŪ（2020年1月閉店） http://www.hakobura.jp/db/db-food/2015/03/post-326.html?printmode=on
喫茶ボルヤン http://www.hakobura.jp/db/db-food/2015/03/post-325.html?printmode=on
板そば 池田や 序葉久 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2015/04/post-323.html?printmode=on
そば処 石川屋 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2015/02/post-322.html?printmode=on
蕎麦処 瑠瞳 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2015/02/post-321.html?printmode=on
函館いか家 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2015/01/post-320.html?printmode=on
そばと酒 柏木町三貞 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2015/02/post-319.html?printmode=on
ホテル函館ひろめ荘 レストラン磯亭 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2015/01/post-318.html?printmode=on
LAMB'S EAR http://www.hakobura.jp/db/db-food/2015/01/lambs-ear.html?printmode=on
LEAVES http://www.hakobura.jp/db/db-food/2015/01/leaves.html?printmode=on
うみかぜ食堂（道の駅 北前船 松前） http://www.hakobura.jp/db/db-food/2015/01/post-316.html?printmode=on
ホテル恵風 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2015/02/post-314.html?printmode=on
シゲちゃんすし http://www.hakobura.jp/db/db-food/2014/12/post-313.html?printmode=on
市場亭 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2014/11/post-312.html?printmode=on
COFFEEマルシェ http://www.hakobura.jp/db/db-food/2014/11/coffee.html?printmode=on
本と珈琲と酒 百閒 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2014/11/post-311.html?printmode=on
麺屋いなせ http://www.hakobura.jp/db/db-food/2014/11/post-310.html?printmode=on
函館魚市場食堂 魚いち亭 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2014/11/post-309.html?printmode=on
元町茶寮 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2014/10/post-307.html?printmode=on
CAFE&BAR LYCORIS http://www.hakobura.jp/db/db-food/2014/10/lycoris.html?printmode=on
夏井珈琲Brucke http://www.hakobura.jp/db/db-food/2014/10/brucke.html?printmode=on
Glacier 'c'est chouette!' http://www.hakobura.jp/db/db-food/2014/09/glacier-cest-chouette.html?printmode=on
海鮮処 函館山 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2014/11/post-306.html?printmode=on
レストランまりも（グリーンピア大沼） http://www.hakobura.jp/db/db-food/2014/07/marimo.html?printmode=on
津軽屋食堂 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2014/04/post-304.html?printmode=on
cafe CHI's http://www.hakobura.jp/db/db-food/2014/04/cafe-chis.html?printmode=on
ラッキーピエロ 森町赤井川店 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2014/04/post-302.html?printmode=on
ラッキーピエロ 函館駅前店 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2014/04/post-301.html?printmode=on
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ラッキーピエロ 本町店 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2014/04/post-300.html?printmode=on
ラッキーピエロ 五稜郭公園前店 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2014/04/post-299.html?printmode=on
ラッキーピエロ 峠下総本店 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2014/04/post-298.html?printmode=on
きんぎょ茶屋 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2014/03/post-297.html?printmode=on
cafe T's+ http://www.hakobura.jp/db/db-food/2014/02/cafe-ts.html?printmode=on
ブロイハウス大沼 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2014/02/post-296.html?printmode=on
OLD NEW CAFE http://www.hakobura.jp/db/db-food/2014/02/old-new-cafe.html?printmode=on
ラーメン 津つ井軒 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2014/01/post-295.html?printmode=on
二代目 佐平次 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2014/01/post-294.html?printmode=on
函館まるかつ水産 いかいか亭 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2014/01/post-293.html?printmode=on
ビアバー山下 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2013/07/post-271.html?printmode=on
函館元祖 バスラーメン http://www.hakobura.jp/db/db-food/2013/09/post-278.html?printmode=on
蔵や http://www.hakobura.jp/db/db-food/2013/12/post-292.html?printmode=on
居酒屋 山吹 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2013/12/post-291.html?printmode=on
函館海鮮居酒屋 魚まさ 五稜郭総本店 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2013/12/post-289.html?printmode=on
丸善 瀧澤商店 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2013/12/post-288.html?printmode=on
立ち吞み 誘い誘われ http://www.hakobura.jp/db/db-food/2013/12/post-287.html?printmode=on
居酒屋 兆治 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2013/12/post-286.html?printmode=on
café D'ici http://www.hakobura.jp/db/db-food/2013/12/cafe-dici.html?printmode=on
鮨金分店 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2013/12/post-285.html?printmode=on
活魚料理 いか清 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2013/11/post-284.html?printmode=on
炉ばた 炉辺人 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2013/11/post-283.html?printmode=on
洋風居酒屋 南部坂 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2013/11/post-282.html?printmode=on
CASA FLOR http://www.hakobura.jp/db/db-food/2013/10/casa-flor.html?printmode=on
Old Miss菊 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2013/10/old-miss.html?printmode=on
PazarBazar（2020年7月閉店） http://www.hakobura.jp/db/db-food/2013/09/post-277.html?printmode=on
和食処・寿司 きたまえ船（ホテル函館ロイヤル） http://www.hakobura.jp/db/db-food/2013/09/post-274.html?printmode=on
中国料理ぎょくらん（ホテル函館ロイヤル） http://www.hakobura.jp/db/db-food/2013/09/post-273.html?printmode=on
日本料理 松前（函館国際ホテル） http://www.hakobura.jp/db/db-food/2013/09/post-272.html?printmode=on
スープカリー奥芝商店 函館店 道南でSHOW http://www.hakobura.jp/db/db-food/2013/08/-show.html?printmode=on
きくよ食堂 ベイエリア店 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2013/07/post-270.html?printmode=on
ジンギスカン 羊羊亭 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2013/07/post-269.html?printmode=on
レストラン ノルテ http://www.hakobura.jp/db/db-food/2013/07/post-268.html?printmode=on
海鮮中華 海風楼 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2013/07/post-267.html?printmode=on
大地のめぐみ http://www.hakobura.jp/db/db-food/2013/07/post-266.html?printmode=on
箱館 元町珈琲店 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2013/07/post-265.html?printmode=on
Green Gables http://www.hakobura.jp/db/db-food/2013/07/green-gables.html?printmode=on
cafe えるじろう http://www.hakobura.jp/db/db-food/2013/07/post-264.html?printmode=on
おばんざい村かみ http://www.hakobura.jp/db/db-food/2013/07/post-263.html?printmode=on
Coffee Room FLOAT http://www.hakobura.jp/db/db-food/2013/07/float.html?printmode=on
自家焙煎珈琲 Café TUTU http://www.hakobura.jp/db/db-food/2013/07/cafe-tutu.html?printmode=on
がごめ家（2020年5月閉店） http://www.hakobura.jp/db/db-food/2013/06/post-260.html?printmode=on
カントリーキッチン バルト（WALD） http://www.hakobura.jp/db/db-food/2013/04/-wa.html?printmode=on
らーめんのりんさん http://www.hakobura.jp/db/db-food/2013/02/post-259.html?printmode=on
函館麺厨房あじさい 本店 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2013/03/post-258.html?printmode=on
キッチン中華 あじたか http://www.hakobura.jp/db/db-food/2013/02/post-257.html?printmode=on
滋養軒 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2013/02/post-256.html?printmode=on
櫻井ラーメン店 櫻井家 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2013/02/post-255.html?printmode=on
函館まるかつ水産 柏木店 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2013/01/post-253.html?printmode=on
グルメ回転寿司 函太郎 宇賀浦本店 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2013/01/post-252.html?printmode=on
すしまる戸倉店 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2012/12/post-251.html?printmode=on
レストラン アシェット キャプリス http://www.hakobura.jp/db/db-food/2012/11/post-248.html?printmode=on
海のダイニングshirokuma http://www.hakobura.jp/db/db-food/2012/07/post-247.html?printmode=on
ウエストコースト（WEST COAST） http://www.hakobura.jp/db/db-food/2016/07/west-coast.html?printmode=on
Cafe en http://www.hakobura.jp/db/db-food/2012/07/cafe-en.html?printmode=on
茶店バー カフェ やまじょう http://www.hakobura.jp/db/db-food/2012/07/post-246.html?printmode=on
キッチンバー ボーダー http://www.hakobura.jp/db/db-food/2012/07/post-245.html?printmode=on
カフェテリア モーリエ http://www.hakobura.jp/db/db-food/2012/06/post-244.html?printmode=on
ビストロ HAKU http://www.hakobura.jp/db/db-food/2012/05/-haku.html?printmode=on
Cafeマリオドール http://www.hakobura.jp/db/db-food/2012/05/cafe-1.html?printmode=on
函館ダイニング 雅家 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2012/05/post-242.html?printmode=on
ランバーハウス http://www.hakobura.jp/db/db-food/2012/04/post-241.html?printmode=on
バルレストラン ラ・コンチャ（La Concha） http://www.hakobura.jp/db/db-food/2012/02/la-concha.html?printmode=on
函館昭和のおもちゃ博物館＆Café フラフープ http://www.hakobura.jp/db/db-food/2012/01/cafe.html?printmode=on
喫茶 想苑 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2012/01/post-239.html?printmode=on
茶房 無垢里 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2011/12/post-238.html?printmode=on
懐石の里 煌 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2011/12/post-237.html?printmode=on
旬味 千 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2011/11/post-236.html?printmode=on
ル・モン・ガギュー（函館国際ホテル） http://www.hakobura.jp/db/db-food/2011/10/post-235.html?printmode=on
高島屋珈琲 銀座通り店 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2011/10/post-234.html?printmode=on
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ザ・ベリー・ベリー・ビースト http://www.hakobura.jp/db/db-food/2011/09/post-232.html?printmode=on
レイモンハウス元町店 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2011/09/post-230.html?printmode=on
スープカリー喰堂 吉田商店 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2011/07/post-225.html?printmode=on
海鮮味処 すずや食堂 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2011/07/post-223.html?printmode=on
ターブル・ドゥ・リバージュ http://www.hakobura.jp/db/db-food/2011/07/post-222.html?printmode=on
レストラン ウイニング（ウイニングホテル） http://www.hakobura.jp/db/db-food/2011/06/post-221.html?printmode=on
味の一番 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2011/06/post-220.html?printmode=on
きくよ食堂 本店 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2011/06/post-219.html?printmode=on
朝市食堂 二番館 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2011/06/post-218.html?printmode=on
一花亭 たびじ http://www.hakobura.jp/db/db-food/2011/06/post-217.html?printmode=on
朝市食堂 函館ぶっかけ http://www.hakobura.jp/db/db-food/2011/06/post-216.html?printmode=on
恵比寿屋食堂 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2011/06/post-215.html?printmode=on
MOSSTREES http://www.hakobura.jp/db/db-food/2011/06/mosstrees.html?printmode=on
ハコダテソフトハウス元町 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2011/05/post-213.html?printmode=on
手作りソフト 大三坂 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2011/05/post-212.html?printmode=on
燈台の聖母トラピスト修道院 直売店 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2011/05/post-211.html?printmode=on
山川牧場ミルクプラント http://www.hakobura.jp/db/db-food/2011/05/post-209.html?printmode=on
鈴木牧場牛乳 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2011/05/post-206.html?printmode=on
MILKISSIMO 金森赤レンガ倉庫本店 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2011/05/milkissimo.html?printmode=on
ティーショップ夕日 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2011/05/post-205.html?printmode=on
はこだて市民の森売店 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2011/04/post-198.html?printmode=on
入舟番屋 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2011/04/post-197.html?printmode=on
Genova（函館山展望台） http://www.hakobura.jp/db/db-food/2011/04/genova.html?printmode=on
夜景バー エステラード（フォーポイントバイシェラトン函館） http://www.hakobura.jp/db/db-food/2011/04/post-203.html?printmode=on
フランス菓子ペシェ・ミニヨン http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/02/post-199.html?printmode=on
カクテルBarかなざわ http://www.hakobura.jp/db/db-food/2008/12/post-196.html?printmode=on
ワインバー シャトー・ド・ラ・ポンプ http://www.hakobura.jp/db/db-food/2011/03/post-195.html?printmode=on
BAR SHARES HISHII http://www.hakobura.jp/db/db-food/2010/08/post-204.html?printmode=on
バー・サマーウッド（ウイニングホテル） http://www.hakobura.jp/db/db-food/2010/12/bar-summer-wood.html?printmode=on
舶来居酒屋 杉の子 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2008/12/post-194.html?printmode=on
シェリーズバー（ラビスタ函館ベイ） http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/12/post-192.html?printmode=on
函館ビヤホール http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/09/post-191.html?printmode=on
はこだてビール http://www.hakobura.jp/db/db-food/2010/08/post-190.html?printmode=on
魚河岸酒場 魚一心 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/09/post-189.html?printmode=on
北の台所 ヤマタイチ http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/07/post-187.html?printmode=on
炉ばた大謀 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2010/02/post-186.html?printmode=on
四季海鮮 旬花 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/07/post-185.html?printmode=on
函館海鮮料理 海光房 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/03/post-184.html?printmode=on
いか清 大門 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/07/post-182.html?printmode=on
海鮮居酒屋ヤン衆漁場 二代目昌栄丸 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/07/post-181.html?printmode=on
美味しんぼ http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/04/post-179.html?printmode=on
Hakodate Dining 備後屋 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2008/12/post-175.html?printmode=on
やき鳥かねまる http://www.hakobura.jp/db/db-food/2008/12/post-174.html?printmode=on
地場 炭小屋 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2008/12/post-173.html?printmode=on
和Dining 井井 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2008/12/post-171.html?printmode=on
季肴酒 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/02/post-170.html?printmode=on
和風やきとり くろ兵衛 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/04/post-169.html?printmode=on
季節居酒屋 ひろべ http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/03/post-168.html?printmode=on
函館牛乳 あいす118 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/05/118-1.html?printmode=on
ヤマタ たちか屋 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/02/post-167.html?printmode=on
Cafe&Deli MARUSEN http://www.hakobura.jp/db/db-food/2010/08/post-166.html?printmode=on
茶蔵 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/02/post-165.html?printmode=on
Food&Drink 107 五稜郭タワーアトリウム http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/02/post-164.html?printmode=on
cafe&bar felice http://www.hakobura.jp/db/db-food/2011/01/cafebar-felice.html?printmode=on
スターバックス コーヒー 函館ベイサイド店 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2010/12/post-163.html?printmode=on
甘味茶房 花かんろ http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/05/post-162.html?printmode=on
茶房 菊泉 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2010/01/post-161.html?printmode=on
cafe Drip Drop http://www.hakobura.jp/db/db-food/2010/12/cafe-drip-drop.html?printmode=on
ROMANTiCO ROMANTiCA http://www.hakobura.jp/db/db-food/2008/12/romantico-romantica.html?printmode=on
Cafe miss Jeanie（ホテル男爵倶楽部内） http://www.hakobura.jp/db/db-food/2008/12/cafe-miss-jeanie.html?printmode=on
茶房 旧茶屋亭 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2010/12/post-158.html?printmode=on
喫茶ニューサロン海峡 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2010/12/post-157.html?printmode=on
自家焙煎コーヒー ピーベリー http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/03/post-155.html?printmode=on
ヴィクトリアンローズ（函館市旧イギリス領事館） http://www.hakobura.jp/db/db-food/2010/12/post-154.html?printmode=on
Cafe' LAMINAIRE http://www.hakobura.jp/db/db-food/2010/07/post-153.html?printmode=on
茶房 ひし伊 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2010/12/post-152.html?printmode=on
丸山園茶舗 湯の川店 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/10/post-150.html?printmode=on
蛸焼 こがね http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/03/post-147.html?printmode=on
イタリアンカフェ サルティンボッカ http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/12/post-144.html?printmode=on
コーヒールーム きくち http://www.hakobura.jp/db/db-food/2008/12/post-143.html?printmode=on



ページ名 URL

キングベーク 本店 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/03/post-142.html?printmode=on
かね久 山田手打ちそば店 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/03/post-141.html?printmode=on
そば処 えびす庵本店 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/02/post-139.html?printmode=on
蕎麦蔵 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/02/post-138.html?printmode=on
手打ちそば 根崎やたら家 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/02/post-137.html?printmode=on
手打ちうどん そば 上野 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/03/post-134.html?printmode=on
そば切り工房 しら川 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/03/post-133.html?printmode=on
そば処 東京庵本店 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/02/post-132.html?printmode=on
生蕎麦 丸南本店 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/03/post-130.html?printmode=on
蕎麦彩彩 久留葉 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2011/02/post-129.html?printmode=on
満る大 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2010/08/post-128.html?printmode=on
ラッキーピエロ 十字街銀座店 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2010/12/post-125.html?printmode=on
ラッキーピエロ ベイエリア本店 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/03/post-124.html?printmode=on
ハセガワストア ベイエリア店 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2008/12/post-123.html?printmode=on
焼き肉 ホルモン丸亀 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/03/post-119.html?printmode=on
お肉のつしま はこだて和牛専門レストラン http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/03/post-118.html?printmode=on
五稜郭のお花見プラン（ジンギスカンセット） http://www.hakobura.jp/db/db-food/2010/04/post-116.html?printmode=on
ジンギスカン専門店 松羊亭 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/03/post-115.html?printmode=on
じんぎすかん テムジン http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/02/post-114.html?printmode=on
生らむジンギスカン ガングロ http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/03/post-112.html?printmode=on
印度カレー 小いけ本店 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/05/post-110.html?printmode=on
Asian Bar RAMAI 函館店 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2008/12/asian-bar-ramai.html?printmode=on
元祖インドカレー小いけ http://www.hakobura.jp/db/db-food/2008/12/post-109.html?printmode=on
アゼリア（函館国際ホテル） http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/12/post-107.html?printmode=on
ぎょうざ専門店 源豊洋行 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/03/post-104.html?printmode=on
中華料理 李太白 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/02/post-103.html?printmode=on
中国料理 東春 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/02/post-102.html?printmode=on
ブラッスリー カリヨン http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/12/post-100.html?printmode=on
BIANCHI http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/02/bianchi.html?printmode=on
La cucina VENTITRE http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/11/la-cucina-ventitre.html?printmode=on
restaurant Toui http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/03/post-95.html?printmode=on
Cafe&Restaurant Bees.Bee http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/03/caferestaurant-beesbee.html?printmode=on

欧風料理屋 紫ぜん http://www.hakobura.jp/db/db-food/2011/01/post-94.html?printmode=on
レストキャビン キャプテン http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/03/post-91.html?printmode=on
ANTICA OSTERIA DELL'ALBA http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/05/post-88.html?printmode=on
レストラン バスク http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/03/post-86.html?printmode=on
ベイサイドレストラン みなとの森 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/09/post-85.html?printmode=on
イタリアンゴーゴー http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/12/post-84.html?printmode=on
ビストロ ボンザミ http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/12/post-83.html?printmode=on
レストラン ヨシヤ http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/12/post-80.html?printmode=on
カリフォルニアベイビー http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/03/post-79.html?printmode=on
レストラン イリュージョン http://www.hakobura.jp/db/db-food/2011/02/post-77.html?printmode=on
パノラマビューレストラン グランポルト函館 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/04/post-76.html?printmode=on
Trattoria Piatti http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/04/trattoria-piatti.html?printmode=on
五島軒本店 レストラン雪河亭 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2010/07/post-74.html?printmode=on
レストラン ラ・ターチ http://www.hakobura.jp/db/db-food/2011/01/post-73.html?printmode=on
麓 ROKU（Villa Concordia Resort&Spa） http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/12/post-71.html?printmode=on
RESTAURANT 唐草館 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/02/restaurant.html?printmode=on
ブランヴェール http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/09/post-69.html?printmode=on
すき焼 阿さ利本店 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2010/07/post-68.html?printmode=on
料亭 冨茂登 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/02/post-67.html?printmode=on
函館とんき 大門店 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/04/post-65.html?printmode=on
定食の店 たつみ食堂 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/03/post-64.html?printmode=on
和遊彩食 郷 GO http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/02/post-63.html?printmode=on
鯉之助 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/07/post-62.html?printmode=on
辺見旅館 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/02/post-61.html?printmode=on
四季風味 ささ樹 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2008/12/post-60.html?printmode=on
四季 粋花亭 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2010/04/post-59.html?printmode=on
うなぎ処 高はし http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/03/post-58.html?printmode=on
マルキン焼きそば http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/03/post-56.html?printmode=on
和風とんかつ専門店 とん悦 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/02/post-55.html?printmode=on
三條屋カフェ http://www.hakobura.jp/db/db-food/2010/10/20101020-01.html?printmode=on
らーめん屋 まつ笠 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/04/post-47.html?printmode=on
ブルートレイン http://www.hakobura.jp/db/db-food/2008/12/post-43.html?printmode=on
中華料理 大国屋 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2008/12/post-41.html?printmode=on
新函館ラーメン マメさん http://www.hakobura.jp/db/db-food/2008/12/post-39.html?printmode=on
エビス軒 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2008/12/post-37.html?printmode=on
函館麺や一文字 総本店 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2008/12/post-36.html?printmode=on
らーめん＆カレーぱんだ http://www.hakobura.jp/db/db-food/2008/12/post-34.html?printmode=on
ラーメン高橋屋 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2008/12/post-33.html?printmode=on
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新函館らーめん龍鳳 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2008/12/post-31.html?printmode=on
ラーメンちゃんぽん ⾧崎家 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2008/12/post-30.html?printmode=on
函館麺厨房あじさい 紅店 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2008/12/post-29.html?printmode=on
グリル塩豚 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2008/12/post-27.html?printmode=on
函館塩ラーメン専門店 えん楽（2020年9月閉店） http://www.hakobura.jp/db/db-food/2008/12/post-26.html?printmode=on
鳳蘭 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2008/12/post-23.html?printmode=on
函館らーめん かもめ http://www.hakobura.jp/db/db-food/2008/12/post-21.html?printmode=on
うにむらかみ 函館本店 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/03/post-20.html?printmode=on
函館朝市 いくら亭 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/03/post-19.html?printmode=on
朝市お食事処 山三 道下商店 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/09/post-18.html?printmode=on
朝市の味処 茶夢 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/02/post-17.html?printmode=on
レストラン ポルックス（函館空港内） http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/10/post-16.html?printmode=on
すし蔵 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2011/01/post-15.html?printmode=on
鮨処あうん亭 光 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/02/post-14.html?printmode=on
幸寿司 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/02/post-13.html?printmode=on
グルメ回転寿司 函太郎 五稜郭公園店 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2012/12/post-12.html?printmode=on
梅乃寿司 さくら通り http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/02/post-11.html?printmode=on
函館 鮨処 木はら http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/02/post-10.html?printmode=on
はこだて鮨金総本店 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2008/12/post-9.html?printmode=on
函館鮨処 ひろ季 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2011/01/post-8.html?printmode=on
回転寿司 函館まるかつ水産本店 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2012/12/post-7.html?printmode=on
雷門鮨 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/04/post-2.html?printmode=on
La.Stella http://www.hakobura.jp/db/db-food/2011/02/lastella.html?printmode=on
寿し輝分店 http://www.hakobura.jp/db/db-food/2009/02/post.html?printmode=on

http://www.hakobura.jp/db/db-view/
http://www.hakobura.jp/db/db-view/cat130/
http://www.hakobura.jp/db/db-view/cat225/
http://www.hakobura.jp/db/db-view/cat224/
http://www.hakobura.jp/db/db-view/cat283/
http://www.hakobura.jp/db/db-view/cat131/
http://www.hakobura.jp/db/db-view/cat129/
http://www.hakobura.jp/db/db-view/cat229/
http://www.hakobura.jp/db/db-view/cat227/
http://www.hakobura.jp/db/db-view/cat226/
http://www.hakobura.jp/db/db-view/cat132/
http://www.hakobura.jp/db/db-view/cat440/
http://www.hakobura.jp/db/db-view/cat441/

二股口古戦場跡（二股台場） http://www.hakobura.jp/db/db-view/2021/09/spot-268.html?printmode=on
函館港末広緑地（函館西波止場広場） http://www.hakobura.jp/db/db-view/2021/08/spot-238.html?printmode=on
ふれあいイカ広場 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2021/07/spot-237.html?printmode=on
足形付土版（足形・手形付土製品） http://www.hakobura.jp/db/db-view/2021/06/spot-230.html?printmode=on
中空土偶 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2021/06/spot-229.html?printmode=on
史跡垣ノ島遺跡 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2021/05/spot-224.html?printmode=on
旧野口梅吉商店 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2020/11/spot-189.html?printmode=on
函館YWCA http://www.hakobura.jp/db/db-view/2020/08/spot-170.html?printmode=on
函館大学ベイエリアサテライト（旧金森船具店） http://www.hakobura.jp/db/db-view/2020/09/spot-167.html?printmode=on
函館四天王像 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2019/11/spot-137.html?printmode=on
ブラキストンの碑 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2019/11/spot-136.html?printmode=on
兵糧庫 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2019/09/spot-132.html?printmode=on
七財橋 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2019/08/spot-130.html?printmode=on
函館漁港 船入澗防波堤 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2019/08/spot-126.html?printmode=on
新選組最後の地碑 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2019/07/spot-125.html?printmode=on
ゴシケヴィッチ胸像 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2019/06/spot-120.html?printmode=on
噴火湾ビューポイント（北斗船歌碑） http://www.hakobura.jp/db/db-view/2018/12/spot-106.html?printmode=on
大沼湖畔一周道路（東屋・木道・北緯42°の標） http://www.hakobura.jp/db/db-view/2018/12/spot-105.html?printmode=on
函館市電 駒場車庫 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2018/03/spot-93.html?printmode=on
大手町ハウス函館（旧浅野セメント函館営業所、現cafe centenaire) http://www.hakobura.jp/db/db-view/2017/12/spot-82.html?printmode=on
青函連絡船ゆかりの錨 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2017/05/spot-62.html?printmode=on
アーレンスフォックス号（ポンプ消防車） http://www.hakobura.jp/db/db-view/2017/04/spot-61.html?printmode=on
函館の消火栓 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2017/04/spot-57.html?printmode=on
五島軒本店メモリアルホール蘆火野 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2017/04/spot-54.html?printmode=on
五稜郭アーカイブ（五稜郭交差点地下横断歩道） http://www.hakobura.jp/db/db-view/2016/10/spot-45.html?printmode=on
旧松橋商店（港の庵） http://www.hakobura.jp/db/db-view/2016/09/spot-41.html?printmode=on
茂辺地 北斗星広場 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2016/08/spot-27.html?printmode=on
函館七飯ゴンドラ http://www.hakobura.jp/db/db-view/2016/08/spot-22.html?printmode=on
新幹線ビュースポット（木古内町） http://www.hakobura.jp/db/db-view/2016/02/post-255.html?printmode=on
函館アリーナ展示スペース（GLAY関連など） http://www.hakobura.jp/db/db-view/2016/01/glay.html?printmode=on
高龍寺達磨大師 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2015/12/post-254.html?printmode=on
カール・レイモン歴史展示館 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2015/06/post-252.html?printmode=on

景色（市内）
景色（市外）
坂
歴史的建造物（一般入場可）
歴史的建造物（外観は見学可）
史跡・碑（市内）

観光スポット（見る）

以下記事ページ

史跡・碑（市外）
教会・修道院
神社・寺
博物館（市内）
博物館（市外）
銅像・記念館



ページ名 URL

木古内町郷土資料館（いかりん館） http://www.hakobura.jp/db/db-view/2015/05/post-251.html?printmode=on
佐女川神社 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2015/02/post-249.html?printmode=on
みそぎ浜 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2015/02/post-248.html?printmode=on
住三吉神社 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2014/12/post-247.html?printmode=on
天祐寺 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2014/12/post-246.html?printmode=on
厳島神社 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2014/12/post-244.html?printmode=on
函館市国際水産・海洋総合研究センター http://www.hakobura.jp/db/db-view/2014/08/post-243.html?printmode=on
湯川寺 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2014/12/post-242.html?printmode=on
本願寺函館別院（西本願寺） http://www.hakobura.jp/db/db-view/2014/04/post-241.html?printmode=on
船魂神社 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2014/04/post-240.html?printmode=on
旧梅津商店（はこだて工芸舎） http://www.hakobura.jp/db/db-view/2014/03/post-238.html?printmode=on
山上大神宮 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2013/11/post-237.html?printmode=on
日本基督教団 函館千歳教会 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2013/10/post-236.html?printmode=on
穴澗海岸 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2013/08/post-235.html?printmode=on
きじひき高原（パノラマ展望台） http://www.hakobura.jp/db/db-view/2013/08/post-234.html?printmode=on
市電操車塔 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2013/05/post-233.html?printmode=on
新撰組屯所跡地（旧称名寺） http://www.hakobura.jp/db/db-view/2013/05/post-232.html?printmode=on
中島三郎助父子最後之地 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2013/05/post-231.html?printmode=on
咬菜園跡 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2013/05/post-230.html?printmode=on
新島襄ブロンズ像 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2013/04/post-229.html?printmode=on
赤い靴の少女像 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2013/04/post-228.html?printmode=on
榎本武揚之像 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2013/04/post-227.html?printmode=on
白鳥台セバット http://www.hakobura.jp/db/db-view/2013/01/post-226.html?printmode=on
五稜郭歴史回廊（五稜郭タワー） http://www.hakobura.jp/db/db-view/2012/11/post-225.html?printmode=on
函館湯川漁港 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2012/11/post-224.html?printmode=on
石川啄木函館記念館（土方・啄木浪漫館） http://www.hakobura.jp/db/db-view/2012/11/post-223.html?printmode=on
土方歳三凾館記念館（土方・啄木浪漫館） http://www.hakobura.jp/db/db-view/2012/11/post-222.html?printmode=on
高田屋嘉兵衛銅像 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2012/08/post-220.html?printmode=on
明治天皇御上陸記念碑 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2012/08/post-219.html?printmode=on
青函連絡船海難者殉難碑 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2012/08/post-218.html?printmode=on
鯨族供養塔 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2012/08/post-217.html?printmode=on
駒ケ岳神社 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2012/08/post-216.html?printmode=on
城岱牧場（管理棟展望台） http://www.hakobura.jp/db/db-view/2012/07/post-215.html?printmode=on
旧戸井線 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2012/07/post-214.html?printmode=on
ともえ大橋 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2012/06/post-213.html?printmode=on
松原家住宅 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2012/02/post-211.html?printmode=on
石井家住宅 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2012/02/post-210.html?printmode=on
茶房 無垢里 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2011/12/post-209.html?printmode=on
旧亀井邸 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2011/10/post-208.html?printmode=on
プレイリーハウス（旧佐田邸） http://www.hakobura.jp/db/db-view/2011/10/post-207.html?printmode=on
函館市縄文文化交流センター http://www.hakobura.jp/db/db-view/2011/10/post-206.html?printmode=on
旧カール・レイモン居宅 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2011/10/post-205.html?printmode=on
旧岡本邸 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2011/09/post-204.html?printmode=on
旧第一銀行函館支店（函館市文学館） http://www.hakobura.jp/db/db-view/2011/09/post-203.html?printmode=on
旧安田銀行函館支店・旧ホテルニューハコダテ（ホテルHakoBA函館）http://www.hakobura.jp/db/db-view/2011/08/post-202.html?printmode=on
旧日本銀行函館支店（函館市北方民族資料館） http://www.hakobura.jp/db/db-view/2011/08/post-201.html?printmode=on
旧百十三銀行本店（SEC電算センタービル） http://www.hakobura.jp/db/db-view/2011/08/sec.html?printmode=on
石川啄木座像（啄木小公園） http://www.hakobura.jp/db/db-view/2010/11/post-199.html?printmode=on
函館市公民館 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2011/04/post-198.html?printmode=on
大森浜（啄木小公園） http://www.hakobura.jp/db/db-view/2010/09/post-197.html?printmode=on
旧函館博物館一号・二号 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2011/04/post-196.html?printmode=on
石崎地主海神社 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2009/04/post-195.html?printmode=on
遺愛学院（旧遺愛女学校）本館・旧宣教師館 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2011/04/post-193.html?printmode=on
北海道東照宮（函館東照宮） http://www.hakobura.jp/db/db-view/2009/05/post-186.html?printmode=on
江差追分会館・江差山車会館（江差町） http://www.hakobura.jp/db/db-view/2009/02/post-180.html?printmode=on
薬師山 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2011/04/post-177.html?printmode=on
サラキ岬 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2011/04/post-176.html?printmode=on
松前矢越道立自然公園「矢越海岸」 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2011/03/post-175.html?printmode=on
青函トンネル北海道側出入口 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2011/03/post-174.html?printmode=on
三本杉岩 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2009/03/post-171.html?printmode=on
チャチャ登り http://www.hakobura.jp/db/db-view/2010/09/post-170.html?printmode=on
外国人墓地 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2010/09/post-168.html?printmode=on
武井の島 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2008/11/post-167.html?printmode=on
桜が丘通の桜並木 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2010/04/post-165.html?printmode=on
恵山日ノ浜海岸 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2008/11/post-164.html?printmode=on
日浦洞門 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2008/11/post-161.html?printmode=on
サンタロナカセ岩 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2008/11/post-160.html?printmode=on
かもめ島 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2010/09/post-158.html?printmode=on
恵山岬 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2008/11/post-157.html?printmode=on
駒ケ岳 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2011/04/post-156.html?printmode=on



ページ名 URL

立待岬 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2010/09/post-154.html?printmode=on
千畳敷 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2010/09/post-153.html?printmode=on
函館山 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2010/09/post-152.html?printmode=on
旧桟橋（東浜桟橋） http://www.hakobura.jp/db/db-view/2010/09/post-151.html?printmode=on
魚見坂 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2010/09/post-150.html?printmode=on
船見坂 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2010/09/post-149.html?printmode=on
幸坂 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2010/09/post-148.html?printmode=on
千歳坂 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2010/09/post-147.html?printmode=on
姿見坂 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2010/09/post-146.html?printmode=on
常盤坂 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2010/09/post-145.html?printmode=on
弥生坂 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2010/09/post-144.html?printmode=on
東坂 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2010/09/post-143.html?printmode=on
榎本軍鷲ノ木上陸地跡 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2011/03/post-142.html?printmode=on
台風海難者慰霊碑（洞爺丸慰霊碑） http://www.hakobura.jp/db/db-view/2010/09/post-141.html?printmode=on
鷲ノ木遺跡・ストーンサークル http://www.hakobura.jp/db/db-view/2009/04/post-140.html?printmode=on
史跡志苔館跡 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2009/05/post-139.html?printmode=on
石川啄木居住地跡 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2010/11/post-138.html?printmode=on
史跡四稜郭 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2010/05/post-137.html?printmode=on
石川啄木一族の墓 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2010/11/post-136.html?printmode=on
史跡大船遺跡 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2009/04/post-135.html?printmode=on
北海道建網大謀網漁業発祥之地碑 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2009/04/post-134.html?printmode=on
碧血碑 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2010/05/post-133.html?printmode=on
伊能忠敬記念碑 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2009/04/post-132.html?printmode=on
ペリー提督来航記念碑 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2010/09/post-131.html?printmode=on
久慈次郎銅像 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2009/04/post-130.html?printmode=on
石川啄木歌碑 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2010/11/post-129.html?printmode=on
亀井勝一郎文学碑 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2010/09/post-128.html?printmode=on
北海道第一歩の地碑 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2010/09/post-127.html?printmode=on
新島襄海外渡航の地碑 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2010/09/post-126.html?printmode=on
己巳役海軍戦死碑 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2010/05/post-125.html?printmode=on
史跡松前藩戸切地陣屋跡 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2011/03/post-124.html?printmode=on
稲倉石古戦場 碧血碑 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2011/03/post-123.html?printmode=on
特別史跡五稜郭跡 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2011/04/post-122.html?printmode=on
弁天台場跡 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2010/05/post-121.html?printmode=on
箱館戦争官軍上陸の地碑 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2011/03/post-119.html?printmode=on
土方歳三ブロンズ像 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2011/03/post-118.html?printmode=on
傷心惨目の碑 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2009/05/post-117.html?printmode=on
箱館戦争川汲戦戦死者慰霊碑 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2010/05/post-116.html?printmode=on
権現台場跡（旧函館東照宮） http://www.hakobura.jp/db/db-view/2009/04/post-115.html?printmode=on
土方歳三最期の地碑 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2011/03/post-114.html?printmode=on
史跡勝山館跡 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2009/04/post-113.html?printmode=on
北海道坂本龍馬記念館 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2010/07/post-111.html?printmode=on
福島町青函トンネル記念館 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2009/03/post-110.html?printmode=on
松前城資料館 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2009/04/post-109.html?printmode=on
七飯町歴史館 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2009/04/post-108.html?printmode=on
八雲町郷土資料館・八雲町木彫り熊資料館 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2009/04/post-106.html?printmode=on
函館市文学館 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2012/10/post-104.html?printmode=on
函館市中央図書館 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2012/11/post-103.html?printmode=on
北海道立函館美術館 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2012/10/post-102.html?printmode=on
函館市北洋資料館 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2010/04/post-101.html?printmode=on
市立函館博物館 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2012/10/post-100.html?printmode=on
旧金森洋物店（市立函館博物館郷土資料館） http://www.hakobura.jp/db/db-view/2012/10/post-99.html?printmode=on
箱館高田屋嘉兵衛資料館 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2009/04/post-98.html?printmode=on
函館市北方民族資料館 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2012/10/post-96.html?printmode=on
北島三郎記念館 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2012/10/post-94.html?printmode=on
函館市灯台資料館（ピカリン館） http://www.hakobura.jp/db/db-view/2009/04/post-93.html?printmode=on
函館市青函連絡船記念館摩周丸 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2010/10/post-92.html?printmode=on
幕末の軍艦 開陽丸記念館 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2009/04/post-90.html?printmode=on
横綱千代の山・千代の富士記念館 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2009/04/post-83.html?printmode=on
トラピスト修道院 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2010/04/post-82.html?printmode=on
禅燈寺の仁王像 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2009/04/post-78.html?printmode=on
真宗大谷派 函館別院（東本願寺） http://www.hakobura.jp/db/db-view/2010/10/post-77.html?printmode=on
函館聖ヨハネ教会 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2011/04/post-75.html?printmode=on
函館ハリストス正教会 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2011/04/post-74.html?printmode=on
函館海産商同業協同組合事務所 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2009/04/post-72.html?printmode=on
旧北海道庁函館支庁庁舎（元町公園パンフレットブース） http://www.hakobura.jp/db/db-view/2011/04/post-71.html?printmode=on
旧開拓使函館支庁書籍庫 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2011/04/post-70.html?printmode=on
高龍寺 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2010/10/post-69.html?printmode=on
旧ロシア領事館 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2009/04/post-68.html?printmode=on
実行寺 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2010/08/post-67.html?printmode=on
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太刀川家住宅店舗 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2011/04/post-65.html?printmode=on
湯倉神社 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2009/04/post-64.html?printmode=on
旧丸井今井百貨店（函館市地域交流まちづくりセンター） http://www.hakobura.jp/db/db-view/2011/04/post-63.html?printmode=on
日本基督教団函館教会 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2010/04/post-61.html?printmode=on
カトリック元町教会 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2011/04/post-60.html?printmode=on
旧函館区公会堂 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2011/04/post-59.html?printmode=on
函館中華会館 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2011/04/post-58.html?printmode=on
旧函館西警察署庁舎（函館市臨海研究所） http://www.hakobura.jp/db/db-view/2009/04/post-57.html?printmode=on
相馬株式会社社屋 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2011/04/post-56.html?printmode=on
旧函館郵便局（はこだて明治館） http://www.hakobura.jp/db/db-view/2011/04/post-55.html?printmode=on
函館市旧イギリス領事館（開港記念館） http://www.hakobura.jp/db/db-view/2011/04/post-54.html?printmode=on
金森赤レンガ倉庫群 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2011/04/post-53.html?printmode=on
大圓寺 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2010/04/post-50.html?printmode=on
トラピスチヌ修道院 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2010/04/post-49.html?printmode=on
函館護國神社 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2010/04/post-48.html?printmode=on
箱館奉行所 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2011/04/post-47.html?printmode=on
旧笹浪家住宅および附属土蔵 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2008/11/post-46.html?printmode=on
旧中村家住宅 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2008/11/post-45.html?printmode=on
姥神大神宮 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2009/03/post-44.html?printmode=on
旧小林写真館 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2011/01/post-43.html?printmode=on
函館市立弥生小学校 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2010/04/post-42.html?printmode=on
函館八幡宮 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2010/05/post-38.html?printmode=on
遺愛幼稚園 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2011/04/post-37.html?printmode=on
函館山の砲台跡（旧函館要塞） http://www.hakobura.jp/db/db-view/2011/03/post-36.html?printmode=on
称名寺 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2010/08/post-35.html?printmode=on
亀田八幡宮 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2010/01/post-34.html?printmode=on
旧相馬家住宅 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2011/04/post-33.html?printmode=on
元町配水場 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2010/04/post-32.html?printmode=on
いにしえ街道 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2010/09/post-30.html?printmode=on
大正湯 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2008/11/post-27.html?printmode=on
二十間坂 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2010/09/post-26.html?printmode=on
青柳坂 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2010/09/post-25.html?printmode=on
護国神社坂 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2010/09/post-24.html?printmode=on
南部坂 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2010/09/post-23.html?printmode=on
あさり坂 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2010/09/post-22.html?printmode=on
谷地坂 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2010/09/post-21.html?printmode=on
日和坂 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2010/09/post-20.html?printmode=on
大三坂 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2010/09/post-19.html?printmode=on
基坂 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2010/09/post-18.html?printmode=on
八幡坂 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2010/09/post-17.html?printmode=on
活火山「恵山」 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2009/03/post-16.html?printmode=on
汐首岬 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2009/02/post-15.html?printmode=on
鳥崎八景 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2011/04/post-11.html?printmode=on
赤松街道 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2011/04/post-10.html?printmode=on
桜見本園 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2011/03/post-8.html?printmode=on
大千軒岳 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2011/03/post-7.html?printmode=on
夷王山 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2009/03/post-5.html?printmode=on
五稜郭タワー http://www.hakobura.jp/db/db-view/2010/09/post-4.html?printmode=on
日暮山展望台 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2011/04/post.html?printmode=on
函館山展望台 http://www.hakobura.jp/db/db-view/2010/10/post-2.html?printmode=on

http://www.hakobura.jp/db/db-fun/
http://www.hakobura.jp/db/db-fun/cat32/
http://www.hakobura.jp/db/db-fun/cat31/
http://www.hakobura.jp/db/db-fun/cat404/
http://www.hakobura.jp/db/db-fun/cat33/
http://www.hakobura.jp/db/db-fun/cat250/
http://www.hakobura.jp/db/db-fun/cat28/
http://www.hakobura.jp/db/db-fun/cat29/
http://www.hakobura.jp/db/db-fun/cat27/
http://www.hakobura.jp/db/db-fun/cat249/
http://www.hakobura.jp/db/db-fun/cat26/
http://www.hakobura.jp/db/db-fun/cat248/
http://www.hakobura.jp/db/db-fun/cat30/
http://www.hakobura.jp/db/db-fun/cat285/
http://www.hakobura.jp/db/db-fun/cat251/

えびす屋 函館店 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2021/11/spot-274.html?printmode=on
かもめ島キャンプ場 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2021/09/spot-261.html?printmode=on
史跡垣ノ島遺跡 発掘体験 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2021/07/spot-247.html?printmode=on
史跡垣ノ島遺跡 定時解説 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2021/07/spot-246.html?printmode=on

体験（遊ぶ）
体験観光
手作り
面白スポット
公園

競輪・競馬
スポーツ施設
会館・ホール
ビューティ
以下記事ページ

乗り物
スキー場・スケート場
海水浴場
パークゴルフ場
ゴルフ場
キャンプ場



ページ名 URL

HAKODATE ADVENTURE TOUR（カヌーツアー） http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2021/06/spot-239.html?printmode=on
710candle（キャンドル作り） http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2021/06/spot-232.html?printmode=on
360 Studio http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2021/06/spot-227.html?printmode=on
史跡大船遺跡 定時解説 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2021/06/spot-226.html?printmode=on
バーチャル縄文遺跡発掘ツアー http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2021/06/spot-225.html?printmode=on
生田ステンドグラス 函館アトリエ http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2021/05/spot-220.html?printmode=on
ジュエリーかまた函館店（ペアリング作り） http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2020/02/spot-163.html?printmode=on
Blue Berry Farm HONDA（ブルーベリー狩り） http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2018/09/spot-98.html?printmode=on
函館カール・レイモン（工場見学） http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2018/03/spot-91.html?printmode=on
はこだてみらい館 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2016/10/spot-47.html?printmode=on
はこだてキッズプラザ http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2016/10/spot-46.html?printmode=on
ながまれ号（道南いさりび鉄道） http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2016/09/spot-44.html?printmode=on
ジップライン（空の冒険） http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2016/09/spot-38.html?printmode=on
浜のかあさん地元料理体験（道の駅 しかべ間歇泉公園） http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2016/05/post-148.html?printmode=on
温泉蒸し処（道の駅 しかべ間歇泉公園） http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2016/05/post-147.html?printmode=on
道南トロッコ鉄道 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2016/04/post-146.html?printmode=on
爪屋NailCube http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2016/04/nailcube.html?printmode=on
Leather&Bar Ken http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2016/04/leatherbar-ken.html?printmode=on
大沼公園スノーシューツアー http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2016/02/post-144.html?printmode=on
函館アリーナ キッズルーム http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2016/01/post-143.html?printmode=on
はこだて夜景フルコース（函館山山頂展望台） http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2015/11/post-142.html?printmode=on
FMいるかオープンスタジオ http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2015/11/fm.html?printmode=on
函館酪農公社（牛とのふれあい） http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2015/10/post-141.html?printmode=on
HOMIE redbrick warehouse http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2015/09/homie-redbrick-warehouse.html?printmode=on

大沼流山牧場 Parrd Musée http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2015/08/post-140.html?printmode=on
函館 和洋モダン貸衣裳館 はこだて明治館店 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2015/07/post-139.html?printmode=on
函館 漁船クルーズ http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2015/05/post-138.html?printmode=on
矢越クルーズ（青の洞窟クルーズ） http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2015/05/post-137.html?printmode=on
着てそぞろ（あつらえ庵） http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2015/04/cocolo.html?printmode=on
Spa Concordia Reqoda http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2015/04/villa-concordia-resortspa.html?printmode=on

ルームマッサージ ブレス（ホテル男爵倶楽部） http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2015/05/spa-jeanie.html?printmode=on
リラクゼーションルーム リラッサ（フォーポイントバイシェラトン函館）http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2015/04/post-136.html?printmode=on
スパ・ヴィサージュ（2020年9月閉店） http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2015/04/post-135.html?printmode=on
函館フットボールパーク http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2015/03/post-133.html?printmode=on
函館アリーナ http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2015/03/post-131.html?printmode=on
リソルスポーツプラザ http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2014/09/post-128.html?printmode=on
はこだて（大門）グリーンプラザ http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2014/09/post-127.html?printmode=on
函館山ロープウェイ http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2014/07/post-126.html?printmode=on
築城果樹園（収穫体験） http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2014/07/post-124.html?printmode=on
函館山登山バス http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2014/07/post-123.html?printmode=on
金森ベイクルーズ http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2014/06/post-122.html?printmode=on
五稜郭公園の貸ボート http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2014/06/post-121.html?printmode=on
青葉ヶ丘公園 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2014/05/post-118.html?printmode=on
オニウシ公園 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2014/05/post-117.html?printmode=on
函館手造りいか工房いかベイ http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2014/06/post-116.html?printmode=on
空港緑地 高松展望広場 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2014/05/post-115.html?printmode=on
函館 蔦屋書店 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2014/04/post-114.html?printmode=on
函館市芸術ホール http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2009/03/post-113.html?printmode=on
函館市民会館 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2009/03/post-112.html?printmode=on
函館聖マリア教会 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2014/03/post-111.html?printmode=on
昭和公園 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2013/11/post-110.html?printmode=on
谷観光農場（収穫体験） http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2013/10/post-109.html?printmode=on
八郎沼公園 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2013/08/post-108.html?printmode=on
湯川黒松林 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2012/11/post-106.html?printmode=on
ＭＩＣ＊ＣＯＳＭＥＴＩＣ http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2012/10/post-105.html?printmode=on
函館ゴルフ倶楽部 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2012/10/post-103.html?printmode=on
デイスパ プアマナ 大手町店 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2012/09/post-102.html?printmode=on
ラビスタ函館ベイ・癒し処 夢語 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2012/08/post-101.html?printmode=on
函館シーサイドカントリークラブ http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2012/07/post-100.html?printmode=on
海峡横綱ビーチ http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2012/07/post-99.html?printmode=on
函館パークカントリークラブ http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2012/07/post-98.html?printmode=on
大沼レイクゴルフクラブ http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2012/06/post-97.html?printmode=on
美容室luluwdy http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2012/06/post-96.html?printmode=on
アンビックス函館倶楽部 上磯ゴルフコース http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2012/06/post-95.html?printmode=on
大沼国際カントリークラブ http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2012/06/post-94.html?printmode=on
鹿部カントリー倶楽部 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2012/06/post-93.html?printmode=on
北海道カントリークラブ（大沼コース・プリンスコース） http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2012/06/post-92.html?printmode=on
函館市電 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2012/05/post-91.html?printmode=on
箱館ハイカラ號 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2012/05/post-89.html?printmode=on
ニヤマ高原スキー場 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2012/01/post-88.html?printmode=on



ページ名 URL

元町ガラス工房 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2012/01/post-87.html?printmode=on
ダム公園 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2011/08/post-86.html?printmode=on
笹流ダム（前庭広場） http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2011/08/post-85.html?printmode=on
函館大沼セグウェイツアー http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2011/07/post-84.html?printmode=on
函館どさんこファーム http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2011/06/post-83.html?printmode=on
元町公園 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2011/04/post-82.html?printmode=on
観光遊覧船ブルームーン http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2010/10/post-80.html?printmode=on
しかべ間歇泉公園 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2009/02/post-79.html?printmode=on
函館市熱帯植物園 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2011/03/post-78.html?printmode=on
松前藩屋敷 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2008/11/post-77.html?printmode=on
ザ・グラススタジオイン函館（吹きガラス体験） http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2010/10/post-75.html?printmode=on
松前公園 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2011/03/post-73.html?printmode=on
道南四季の杜公園 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2011/04/post-72.html?printmode=on
川汲公園 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2011/03/post-70.html?printmode=on
函館公園 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2011/04/post-69.html?printmode=on
五稜郭公園 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2011/04/post-68.html?printmode=on
名勝旧岩船氏庭園（香雪園）、見晴公園 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2011/04/post-67.html?printmode=on
噴火湾パノラマパーク http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2009/02/post-66.html?printmode=on
梁川交通公園 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2009/02/post-65.html?printmode=on
函館公園 こどものくに http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2009/02/post-64.html?printmode=on
市民の森 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2011/04/post-63.html?printmode=on
根崎公園 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2008/11/post-62.html?printmode=on
大沼国定公園 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2011/04/post-61.html?printmode=on
JRA函館競馬場 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2010/06/post-60.html?printmode=on
函館競輪場 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2010/06/post-59.html?printmode=on
青柳市民庭球場 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2007/02/post-58.html?printmode=on
千代台公園庭球場 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2007/02/post-57.html?printmode=on
函館市民プール http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2008/12/post-56.html?printmode=on
函館フットボールパーク テニスコート http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2007/02/post-55.html?printmode=on
根崎公園ラグビー場 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2007/02/post-54.html?printmode=on
ＮＨＫ広場テニスコート http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2007/02/post-52.html?printmode=on
北斗市運動公園 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2007/02/post-51.html?printmode=on
千代台公園陸上競技場 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2009/12/post-50.html?printmode=on
千代台公園野球場（オーシャンスタジアム） http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2009/03/post-49.html?printmode=on
サニーズステーブル（ホーストレッキング） http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2010/08/post-47.html?printmode=on
緑の島 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2011/03/post-46.html?printmode=on
亀尾ふれあいの里 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2010/07/post-45.html?printmode=on
遊漁船「第18金龍丸」（イカ釣り） http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2009/07/post-44.html?printmode=on
はこだて明治館 サンドブラスト体験工房 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2010/12/post-43.html?printmode=on
はこだて明治館 手作りオルゴール工房 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2010/12/post-42.html?printmode=on
はこだて工芸舎（陶芸体験） http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2010/08/post-41.html?printmode=on
カネモリブリックラボ http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2010/12/post-40.html?printmode=on
ハイカラ衣裳館 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2010/12/post-38.html?printmode=on
活いか釣堀（函館朝市イカ釣り体験） http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2010/12/post-36.html?printmode=on
函館市民スケート場 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2010/01/post-35.html?printmode=on
グリーンピア大沼 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2009/02/post-32.html?printmode=on
恵山シーサイドパークゴルフ場 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2008/11/post-31.html?printmode=on
空港緑地 志海苔ふれあい広場パークゴルフ場 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2009/02/post-30.html?printmode=on
白石公園パークゴルフ場 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2009/02/post-29.html?printmode=on
すずらんの丘公園パークゴルフ場 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2009/02/post-28.html?printmode=on
グリーンピア大沼スキー場 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2010/01/post-24.html?printmode=on
函館七飯スノーパーク http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2010/01/post-21.html?printmode=on
東大沼キャンプ場 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2010/08/post-20.html?printmode=on
きじひき高原キャンプ場 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2010/08/post-19.html?printmode=on
オートリゾート八雲 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2009/02/post-16.html?printmode=on
夷王山キャンプ場 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2009/03/post-15.html?printmode=on
鶉ダムオートキャンプ場ハチャムの森 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2009/03/post-14.html?printmode=on
せたな青少年旅行村 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2009/03/post-13.html?printmode=on
南茅部河川公園 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2010/08/post-12.html?printmode=on
恵山海浜公園キャンプ場 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2010/08/post-11.html?printmode=on
函館市戸井ウォーターパーク オートキャンプ場 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2010/08/post-10.html?printmode=on
白石公園はこだてオートキャンプ場 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2010/08/post-9.html?printmode=on
湯の沢水辺公園 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2010/08/post-8.html?printmode=on
七重浜海浜公園 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2009/03/post-7.html?printmode=on
函館市入舟町 前浜海水浴場 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2009/04/post-6.html?printmode=on
元和台海浜公園 海のプール http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2009/03/post-3.html?printmode=on
三本杉海水浴場 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2009/03/post-2.html?printmode=on
恵山つつじ公園 http://www.hakobura.jp/db/db-fun/2011/04/post.html?printmode=on

http://www.hakobura.jp/db/db-onsen/
http://www.hakobura.jp/db/db-onsen/cat405/

温泉
湯の川温泉



ページ名 URL

http://www.hakobura.jp/db/db-onsen/cat02/
http://www.hakobura.jp/db/db-onsen/cat267/
http://www.hakobura.jp/db/db-onsen/cat245/
http://www.hakobura.jp/db/db-onsen/cat01/
http://www.hakobura.jp/db/db-onsen/cat03/

大黒屋旅館 http://www.hakobura.jp/db/db-onsen/2019/02/spot-112.html?printmode=on
笑 函館屋 http://www.hakobura.jp/db/db-onsen/2019/02/spot-111.html?printmode=on
天然温泉 はこだて大森の湯 http://www.hakobura.jp/db/db-onsen/2015/01/post-50.html?printmode=on
湯元啄木亭 http://www.hakobura.jp/db/db-onsen/2013/07/post-48.html?printmode=on
ホテルかもめ館 http://www.hakobura.jp/db/db-onsen/2013/06/post-47.html?printmode=on
KKRはこだて http://www.hakobura.jp/db/db-onsen/2013/06/kkr.html?printmode=on
湯の浜ホテル http://www.hakobura.jp/db/db-onsen/2013/05/post-45.html?printmode=on
ホテル雨宮館 http://www.hakobura.jp/db/db-onsen/2013/04/post-44.html?printmode=on
ホテル万惣 http://www.hakobura.jp/db/db-onsen/2013/04/post-43.html?printmode=on
グリーンピア大沼 温泉保養館ほっとぴあ http://www.hakobura.jp/db/db-onsen/2012/12/post-42.html?printmode=on
ななえ天然温泉 ゆうひの館 http://www.hakobura.jp/db/db-onsen/2012/12/post-41.html?printmode=on
東前温泉 しんわの湯 http://www.hakobura.jp/db/db-onsen/2012/12/post-40.html?printmode=on
天然温泉 七重浜の湯 http://www.hakobura.jp/db/db-onsen/2012/10/post-39.html?printmode=on
西ききょう温泉 http://www.hakobura.jp/db/db-onsen/2012/03/post-37.html?printmode=on
にしき温泉 http://www.hakobura.jp/db/db-onsen/2012/03/post-36.html?printmode=on
しかべ間歇泉公園足湯 http://www.hakobura.jp/db/db-onsen/2012/03/post-35.html?printmode=on
函館市熱帯植物園足湯 http://www.hakobura.jp/db/db-onsen/2012/03/post-34.html?printmode=on
大盛湯 http://www.hakobura.jp/db/db-onsen/2012/03/post-33.html?printmode=on
温泉旅館矢野 http://www.hakobura.jp/db/db-onsen/2010/05/post-32.html?printmode=on
ホテル函館ひろめ荘（函館市南かやべ保養センター） http://www.hakobura.jp/db/db-onsen/2010/12/post-28.html?printmode=on
知内町健康保養センターこもれび温泉 http://www.hakobura.jp/db/db-onsen/2009/02/post-25.html?printmode=on
七飯町健康センター アップル温泉 http://www.hakobura.jp/db/db-onsen/2012/12/post-24.html?printmode=on
北斗市健康センター せせらぎ温泉 http://www.hakobura.jp/db/db-onsen/2012/12/post-23.html?printmode=on
知内温泉ユートピア和楽園 http://www.hakobura.jp/db/db-onsen/2010/05/post-22.html?printmode=on
吉岡温泉ゆとらぎ館 http://www.hakobura.jp/db/db-onsen/2009/02/post-20.html?printmode=on
松前温泉休養センター http://www.hakobura.jp/db/db-onsen/2009/02/post-17.html?printmode=on
駒ヶ峯温泉ちゃっぷ林館 http://www.hakobura.jp/db/db-onsen/2010/05/post-15.html?printmode=on
足湯広場 （函館ベイ美食倶楽部内） http://www.hakobura.jp/db/db-onsen/2010/09/post-14.html?printmode=on
湯の川温泉足湯「湯巡り舞台」 http://www.hakobura.jp/db/db-onsen/2008/11/post-10.html?printmode=on
函館市恵山福祉センター（市民センター） http://www.hakobura.jp/db/db-onsen/2009/05/post-9.html?printmode=on
ホテル恵風「湯ったり館 とどぽっくる」 http://www.hakobura.jp/db/db-onsen/2010/05/post-7.html?printmode=on
函館市戸井ウォーターパーク ふれあい湯遊館 http://www.hakobura.jp/db/db-onsen/2008/11/post-6.html?printmode=on
函館乃木温泉なごみ http://www.hakobura.jp/db/db-onsen/2011/02/post-5.html?printmode=on
湯元 漁火館 http://www.hakobura.jp/db/db-onsen/2011/02/post-4.html?printmode=on
湯元 花の湯 http://www.hakobura.jp/db/db-onsen/2011/02/post-3.html?printmode=on
谷地頭温泉 http://www.hakobura.jp/db/db-onsen/2010/07/post-1.html?printmode=on
椴法華 水無海浜温泉 http://www.hakobura.jp/db/db-onsen/2008/11/post.html?printmode=on

http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/
http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/cat273/

複合商業施設 https://www.hakobura.jp/db/db-shopping/cat500/
http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/cat140/
http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/cat138/
http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/cat136/
http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/cat137/
http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/cat394/
http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/cat244/
http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/cat139/
http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/cat247/

Endeavour To Go 二十間坂 http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2021/09/spot-265.html?printmode=on
甚兵衛 湯川店 http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2021/08/spot-245.html?printmode=on
十字屋珈琲店 http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2021/07/spot-244.html?printmode=on
おぐに牧場 和牛堂（2021年9月閉店） http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2021/07/spot-243.html?printmode=on
THE DANSHAKU LOUNGE http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2021/02/spot-213.html?printmode=on
じゃがいもFACTORY http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2020/12/spot-194.html?printmode=on
はこだてわいん葡萄館西部店 http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2020/12/spot-192.html?printmode=on
キングベークナチュラル 函館駅前ビル店 http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2020/11/spot-187.html?printmode=on
NORTH SAKE & WINE 酒舗 稲村屋 http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2020/09/spot-181.html?printmode=on
ハセガワストア 函館駅前店 http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2020/09/spot-178.html?printmode=on
ハセガワストア 湯の川店 http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2020/09/spot-177.html?printmode=on
はこだて恋いちご洋菓子店 http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2020/02/spot-166.html?printmode=on
函館まるなま水産 http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2020/01/spot-162.html?printmode=on
プティ・メルヴィーユ函館駅前店 http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2020/01/spot-157.html?printmode=on
HAKOVIVA http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2019/12/spot-142.html?printmode=on

以下記事ページ

みやげ店（買い物スポット）
みやげ店・モール

食料品店
市場
道の駅・直売所

市内日帰り温泉
日帰り入浴（宿泊施設）
温泉銭湯
近郊温泉
足湯

スイーツショップ
和菓子店
パン屋
雑貨店
ギャラリー・ショップ
以下記事ページ



ページ名 URL

南かやべ漁協 直販加工センター http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2018/12/spot-107.html?printmode=on
シーグラスギャラリー 海からの贈りもの http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2018/09/spot-100.html?printmode=on
710candle http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2018/09/spot-97.html?printmode=on
道の駅 なないろ・ななえ http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2018/03/spot-94.html?printmode=on
みなみ北海道物産館（函館空港） http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2018/01/spot-89.html?printmode=on
キングベーク ナチュラル（シエスタハコダテ店）※2020年3月閉店 http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2017/12/spot-83.html?printmode=on
ヒュッテ http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2017/10/spot-79.html?printmode=on
三月の羊 http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2017/10/spot-78.html?printmode=on
ブーランジェリー エプイ http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2017/10/spot-77.html?printmode=on
ショッピング＆フードエリア「ほっくる」 http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2017/09/spot-73.html?printmode=on
丸井今井函館店 http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2017/09/spot-72.html?printmode=on
はこだて明治館 http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2017/09/spot-70.html?printmode=on
シエスタ ハコダテ http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2017/08/spot-69.html?printmode=on
キラリス函館 http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2017/08/spot-68.html?printmode=on
ヤマチュウ食品 日乃出店 http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2017/02/spot-53.html?printmode=on
おおば製パン http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2016/09/spot-39.html?printmode=on
まるごと北海道ストア えぞりす http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2016/09/spot-36.html?printmode=on
パン エスポワール 函館駅前店（2020年10月閉店） http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2016/09/spot-35.html?printmode=on
道の駅 しかべ間歇泉公園 http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2016/05/post-95.html?printmode=on
BENTO CAFE 41°GARDEN http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2016/04/bento-cafe-41garden.html?printmode=on

ほっとマルシェ おがーる http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2016/04/post-94.html?printmode=on
旧イギリス領事館 クィーンズメモリー http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2016/03/post-93.html?printmode=on
プレミアムロール専門店 ガトー・ルーレ函館駅店 http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2016/04/post-91.html?printmode=on
キングスイーツ JR函館駅店（2020年5月閉店） http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2016/04/post-90.html?printmode=on
函館洋菓子スナッフルス函館エキナカ店 http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2016/03/post-89.html?printmode=on
医食同源函館駅店（2020年1月閉店） http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2016/03/post-88.html?printmode=on
北海道四季彩館JR函館店（JR函館駅売店） http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2016/03/jr.html?printmode=on
道の駅 みそぎの郷 きこない http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2016/02/post-86.html?printmode=on
旧函館区公会堂メモリアルショップ http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2016/02/post-85.html?printmode=on
函と館 http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2015/12/post-84.html?printmode=on
函館山ロープウェイ山麓ショップ http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2015/11/post-83.html?printmode=on
山田農場 http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2015/10/post-82.html?printmode=on
こなひき小屋 http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2015/08/post-81.html?printmode=on
パン研究所 神戸こむぎ館 http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2015/07/post-80.html?printmode=on
手づくりパンの家 ムックル http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2015/06/post-79.html?printmode=on
レイモンハウス元町店 http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2015/06/post-78.html?printmode=on
にっぽんCHACHACHA 函館ストア http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2015/04/chachacha.html?printmode=on
雑貨屋pente http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2015/02/pente.html?printmode=on
やきだんご 銀月 http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2015/02/post-77.html?printmode=on
ジョリ・クレール http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2015/01/post-76.html?printmode=on
函館 千秋庵総本家 宝来町本店 http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2015/01/post-75.html?printmode=on
いろは http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2014/12/post-74.html?printmode=on
こぶしや函館店 http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2014/11/post-73.html?printmode=on
古きものなどなど ひし伊 http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2014/11/post-72.html?printmode=on
Angélique Voyage http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2014/11/angelique-voyage.html?printmode=on

弁慶力餅 三晃堂 http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2014/11/post-71.html?printmode=on
餅の北屋 http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2014/11/post-70.html?printmode=on
市中屋 http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2014/11/post-69.html?printmode=on
シュークリームの専門店 ママデコレ http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2014/10/post-68.html?printmode=on
日和館 http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2014/09/post-67.html?printmode=on
ロシア・東欧雑貨直輸入店 チャイカ http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2014/09/post-66.html?printmode=on
スイーツ&デリカショップ Ashibino http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2014/07/ashibino.html?printmode=on
函館朝市ひろば http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2014/06/post-63.html?printmode=on
SUQ+ http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2014/05/suq.html?printmode=on
北前船 松前 http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2014/05/post-62.html?printmode=on
津軽海峡フェリー函館ターミナル売店 http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2014/04/post-61.html?printmode=on
函館空港売店（ポルックスなど） http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2014/04/post-60.html?printmode=on
いるか文庫ライブラリーショップ http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2014/03/post-59.html?printmode=on
金森赤レンガ倉庫 http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2014/03/post-58.html?printmode=on
八雲町情報交流物産館「丘の駅」 http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2014/02/post-57.html?printmode=on
函館山ロープウェイ山頂ショップ http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2014/02/post-56.html?printmode=on
五稜郭タワー売店 http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2014/02/post-55.html?printmode=on
函館西波止場 http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2014/02/post-53.html?printmode=on
焼き菓子ホタル http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2014/02/post-52.html?printmode=on
はこだて海鮮市場本店 http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2014/01/post-49.html?printmode=on
道の駅 しりうち http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2013/12/post-48.html?printmode=on
道の駅 横綱の里ふくしま http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2013/12/post-47.html?printmode=on
道の駅 YOU・遊・もり http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2013/12/-you.html?printmode=on
道の駅 つど～る・プラザ・さわら http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2013/11/post-46.html?printmode=on
あぐりへい屋 http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2013/04/post-44.html?printmode=on



ページ名 URL

はこだてわいん葡萄館西部店（2020年11月移転） http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2013/04/post-43.html?printmode=on
はこだてわいん葡萄館本店 http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2013/04/post-42.html?printmode=on
五島軒十字街プロミエル・カモイ店 http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2013/01/post-41.html?printmode=on
函館洋菓子スナッフルス駅前店 http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2012/12/post-40.html?printmode=on
サロン・ド・テ ペシェ・ミニヨン（2020年9月閉店） http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2012/12/post-39.html?printmode=on
イリュージョン・デコール http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2012/12/post-38.html?printmode=on
パティスリー ラパン・ド・ネージュ http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2012/11/post-37.html?printmode=on
デイスパ プアマナ 大手町店 http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2012/08/post-35.html?printmode=on
G4 Space（SODAPOP） http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2012/06/g4-spa.html?printmode=on
ギャラリー村岡 http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2012/05/post-34.html?printmode=on
はこだて工芸舎 http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2012/04/post-32.html?printmode=on
モンモランシー（函館国際ホテル） http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2011/10/post-29.html?printmode=on
パン工房 元町ぼん・ぱん http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2011/10/post-27.html?printmode=on
天然酵母パン tombolo http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2011/10/2010.html?printmode=on
気ままなパン屋 窯蔵 http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2011/10/post-26.html?printmode=on
Pain屋 http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2011/10/post-25.html?printmode=on
道の駅 縄文ロマン 南かやべ http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2011/10/post-24.html?printmode=on
北海道昆布館（2020年8月閉店） http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2011/06/post-22.html?printmode=on
丸昌 http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2011/06/post-21.html?printmode=on
道の駅 あっさぶ http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2009/03/post-19.html?printmode=on
道の駅 なとわ・えさん http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2009/05/post-18.html?printmode=on
はこだてルサマーヤ・スイーツ（2020年8月閉店） http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2011/04/post-17.html?printmode=on
プティ・メルヴィーユ赤レンガ倉庫BAYはこだて店 http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2011/04/post-16.html?printmode=on
六花亭 五稜郭店 http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2010/12/post-15.html?printmode=on
プティ・メルヴィーユ本通店 http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2011/04/post-13.html?printmode=on
函館洋菓子スナッフルス 金森洋物館店 http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2011/04/post-11.html?printmode=on
函館朝市 http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2011/03/post-10.html?printmode=on
中島廉売 http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2011/03/post-9.html?printmode=on
はこだて自由市場 http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2011/03/post-8.html?printmode=on
丸井栄餅 http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2010/07/post-7.html?printmode=on
OZIO http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2010/11/ozio-design.html?printmode=on
Chouette Cacao http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2009/03/chouette-cacao.html?printmode=on
地酒・ワイン屋 みのや http://www.hakobura.jp/db/db-shopping/2009/10/post.html?printmode=on

http://www.hakobura.jp/db/db-present/
http://www.hakobura.jp/db/db-present/cat124/
http://www.hakobura.jp/db/db-present/cat279/
http://www.hakobura.jp/db/db-present/cat276/
http://www.hakobura.jp/db/db-present/cat277/
http://www.hakobura.jp/db/db-present/cat275/
http://www.hakobura.jp/db/db-present/cat280/
http://www.hakobura.jp/db/db-present/cat125/
http://www.hakobura.jp/db/db-present/cat281/
http://www.hakobura.jp/db/db-present/cat278/
http://www.hakobura.jp/db/db-present/cat274/
http://www.hakobura.jp/db/db-present/cat123/
http://www.hakobura.jp/db/db-present/cat282/

はこだて恋いちごゼリー http://www.hakobura.jp/db/db-present/2021/11/spot-275.html?printmode=on
パウンド郷宝 http://www.hakobura.jp/db/db-present/2021/10/spot-271.html?printmode=on
ロマネスク函館 http://www.hakobura.jp/db/db-present/2021/10/spot-269.html?printmode=on
＋さかなオリジナルグッズ http://www.hakobura.jp/db/db-present/2021/10/spot-263.html?printmode=on
大人の塩辛シリーズ http://www.hakobura.jp/db/db-present/2021/09/spot-259.html?printmode=on
函館カレー市電パッケージ http://www.hakobura.jp/db/db-present/2021/08/spot-257.html?printmode=on
郷宝チーズケーキ http://www.hakobura.jp/db/db-present/2021/08/spot-256.html?printmode=on
函館波座シリーズ http://www.hakobura.jp/db/db-present/2021/07/spot-242.html?printmode=on
波乗りイカさん http://www.hakobura.jp/db/db-present/2021/07/spot-241.html?printmode=on
道南地場造り昆布だし http://www.hakobura.jp/db/db-present/2021/06/spot-234.html?printmode=on
郷宝 http://www.hakobura.jp/db/db-present/2021/06/spot-231.html?printmode=on
社⾧のいか塩辛 http://www.hakobura.jp/db/db-present/2021/05/spot-222.html?printmode=on
社⾧のいか塩辛煎餅 http://www.hakobura.jp/db/db-present/2021/05/spot-221.html?printmode=on
シルクスイートパイ http://www.hakobura.jp/db/db-present/2021/04/spot-219.html?printmode=on
銘菓 函館山 http://www.hakobura.jp/db/db-present/2021/03/spot-217.html?printmode=on
青函連絡船チョロQ http://www.hakobura.jp/db/db-present/2021/03/spot-216.html?printmode=on
函館市電プルバック式ダイキャストカー（箱館ハイカラ號、らっくる号）http://www.hakobura.jp/db/db-present/2021/03/spot-215.html?printmode=on
ぶり燻 ぶり焼 http://www.hakobura.jp/db/db-present/2021/02/spot-214.html?printmode=on
函館夜景トランプ http://www.hakobura.jp/db/db-present/2020/12/spot-208.html?printmode=on
北海道100シリーズ http://www.hakobura.jp/db/db-present/2020/12/spot-193.html?printmode=on
縄文クランチチョコレート http://www.hakobura.jp/db/db-present/2020/11/spot-186.html?printmode=on
がごめ昆布と真いかのカレー http://www.hakobura.jp/db/db-present/2020/10/spot-185.html?printmode=on
納豆昆布 http://www.hakobura.jp/db/db-present/2020/10/spot-184.html?printmode=on

函館みやげ
洋風スイーツ
チーズケーキ
和風スイーツ
カジュアル菓子
冷菓

工芸品
以下記事ページ

いか加工品
海産物加工品
その他加工品
カレー・ラーメン
飲料・酒
雑貨
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兵さんの木彫り熊 http://www.hakobura.jp/db/db-present/2020/10/spot-182.html?printmode=on
元祖 山親爺 http://www.hakobura.jp/db/db-present/2020/09/spot-176.html?printmode=on
林檎パイ http://www.hakobura.jp/db/db-present/2020/09/spot-174.html?printmode=on
北海道ボルシチ http://www.hakobura.jp/db/db-present/2020/08/spot-173.html?printmode=on
函館チョコレート最中 いか五郎商店 http://www.hakobura.jp/db/db-present/2020/08/spot-171.html?printmode=on
北海道牛ひき肉と行者にんにくのキーマカレー http://www.hakobura.jp/db/db-present/2020/07/spot-169.html?printmode=on
作っちゃおう松前漬け http://www.hakobura.jp/db/db-present/2020/07/spot-168.html?printmode=on
函館いかそうめん http://www.hakobura.jp/db/db-present/2019/11/spot-138.html?printmode=on
五稜屑ショコラ http://www.hakobura.jp/db/db-present/2019/10/spot-134.html?printmode=on
L'éclat 813（函館夜景クッキー） http://www.hakobura.jp/db/db-present/2019/10/spot-133.html?printmode=on
JR北海道駅名標キャラメル（サイコロキャラメルシリーズ） http://www.hakobura.jp/db/db-present/2019/09/spot-131.html?printmode=on
ロマネスク函館 林檎パイ http://www.hakobura.jp/db/db-present/2019/08/spot-129.html?printmode=on
土偶ッキー http://www.hakobura.jp/db/db-present/2019/07/spot-128.html?printmode=on
函館松前三昧 http://www.hakobura.jp/db/db-present/2019/08/spot-127.html?printmode=on
函館ラムカレー／函館白いラムカレー http://www.hakobura.jp/db/db-present/2019/07/spot-123.html?printmode=on
ゴンドラチョロQ http://www.hakobura.jp/db/db-present/2019/07/spot-122.html?printmode=on
GLITTER CITY（夜景コースター） http://www.hakobura.jp/db/db-present/2019/07/spot-121.html?printmode=on
がごめとろみ醤油 http://www.hakobura.jp/db/db-present/2018/01/spot-88.html?printmode=on
国稀・吟醸酒粕ケーキ http://www.hakobura.jp/db/db-present/2018/01/spot-87.html?printmode=on
函館いも羊羹 http://www.hakobura.jp/db/db-present/2018/01/spot-86.html?printmode=on
いか踊り手ぬぐい http://www.hakobura.jp/db/db-present/2017/04/spot-59.html?printmode=on
黄金印 がごめと山わさびの醤油漬 http://www.hakobura.jp/db/db-present/2017/04/spot-58.html?printmode=on
イカ伯爵の函館さきいかチョコレート http://www.hakobura.jp/db/db-present/2017/04/spot-56.html?printmode=on
五島軒ブーケシリーズ http://www.hakobura.jp/db/db-present/2017/04/spot-55.html?printmode=on
箱舘塩生拉麺 http://www.hakobura.jp/db/db-present/2016/10/spot-42.html?printmode=on
函館一夜干し いか塩辛 http://www.hakobura.jp/db/db-present/2016/08/spot-20.html?printmode=on
果汁100%のりんごのサイダー http://www.hakobura.jp/db/db-present/2016/06/100.html?printmode=on
ラング・ド・カラマール http://www.hakobura.jp/db/db-present/2016/03/post-122.html?printmode=on
函館夜景トランプ http://www.hakobura.jp/db/db-present/2016/02/post-120.html?printmode=on
函館散歩 http://www.hakobura.jp/db/db-present/2016/01/post-119.html?printmode=on
MARIAGE はこだてわいん入りプレミアムチーズ http://www.hakobura.jp/db/db-present/2015/10/mariage.html?printmode=on
はこだて甘納豆 http://www.hakobura.jp/db/db-present/2013/03/post-65.html?printmode=on
そのまんまチーズデザート http://www.hakobura.jp/db/db-present/2011/03/post-51.html?printmode=on
箱館ハイカラ號サブレ http://www.hakobura.jp/db/db-present/2009/09/post-31.html?printmode=on
元町マリンハウスのチーズケーキ http://www.hakobura.jp/db/db-present/2015/09/post-118.html?printmode=on
青函プリン http://www.hakobura.jp/db/db-present/2015/12/post-117.html?printmode=on
DON de MACARONI http://www.hakobura.jp/db/db-present/2015/07/post-116.html?printmode=on
ガトー・ルーレのロールケーキ http://www.hakobura.jp/db/db-present/2015/07/post-115.html?printmode=on
シャンティネージュ http://www.hakobura.jp/db/db-present/2015/07/post-114.html?printmode=on
金森洋物店のチョコクッキー http://www.hakobura.jp/db/db-present/2015/05/post-113.html?printmode=on
がごめ昆布ドレッシング http://www.hakobura.jp/db/db-present/2015/04/post-112.html?printmode=on
がごめせんべい http://www.hakobura.jp/db/db-present/2015/05/post-111.html?printmode=on
おさしみ昆布 http://www.hakobura.jp/db/db-present/2015/02/post-107.html?printmode=on
昆布の若芽 http://www.hakobura.jp/db/db-present/2015/02/post-106.html?printmode=on
函館スフレ http://www.hakobura.jp/db/db-present/2015/02/post-105.html?printmode=on
小いけのカレーで作ったさきいか http://www.hakobura.jp/db/db-present/2015/01/post-103.html?printmode=on
函館活活いかせんべい http://www.hakobura.jp/db/db-present/2015/01/post-102.html?printmode=on
塩辛、干しちゃった http://www.hakobura.jp/db/db-present/2015/01/post-101.html?printmode=on
もちもちエクレア http://www.hakobura.jp/db/db-present/2015/01/post-100.html?printmode=on
はこだて恋苺ロール http://www.hakobura.jp/db/db-present/2015/01/post-99.html?printmode=on
五島軒 アップルパイ http://www.hakobura.jp/db/db-present/2014/12/post-98.html?printmode=on
北ポップ http://www.hakobura.jp/db/db-present/2014/12/post-96.html?printmode=on
いちごのはつ恋 http://www.hakobura.jp/db/db-present/2014/12/post-95.html?printmode=on
北の星 http://www.hakobura.jp/db/db-present/2014/11/post-94.html?printmode=on
はこだて和牛カレー http://www.hakobura.jp/db/db-present/2014/06/post-92.html?printmode=on
ななえ漬 http://www.hakobura.jp/db/db-present/2014/06/post-91.html?printmode=on
黄金のしいか http://www.hakobura.jp/db/db-present/2014/06/post-90.html?printmode=on
匠の小箱 http://www.hakobura.jp/db/db-present/2014/06/post-89.html?printmode=on
いかすみまん http://www.hakobura.jp/db/db-present/2014/06/post-88.html?printmode=on
五勝手屋羊羹 http://www.hakobura.jp/db/db-present/2014/05/post-87.html?printmode=on
はこだて雪んこ http://www.hakobura.jp/db/db-present/2014/11/post-86.html?printmode=on
五稜郭ジンギスカン鍋 蟻の火ふき http://www.hakobura.jp/db/db-present/2014/03/post-85.html?printmode=on
はこだてロマンティック・ビュー ポストカード http://www.hakobura.jp/db/db-present/2014/03/post-84.html?printmode=on
キャンベルアーリーしばれづくり ナイアガラしばれづくり http://www.hakobura.jp/db/db-present/2014/03/post-83.html?printmode=on
大沼ビール http://www.hakobura.jp/db/db-present/2014/02/post-82.html?printmode=on
はこだてビール http://www.hakobura.jp/db/db-present/2014/02/post-81.html?printmode=on
喜多里 http://www.hakobura.jp/db/db-present/2014/04/post-80.html?printmode=on
函館奉行 http://www.hakobura.jp/db/db-present/2014/02/post-79.html?printmode=on
クルンバッソアイスクリーム http://www.hakobura.jp/db/db-present/2013/07/post-78.html?printmode=on
アイスクリーム（冨士冷菓） http://www.hakobura.jp/db/db-present/2013/06/post-77.html?printmode=on
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函館戸井産まぐろふりかけ わさび味 http://www.hakobura.jp/db/db-present/2013/06/post-76.html?printmode=on
函館ラスク http://www.hakobura.jp/db/db-present/2013/04/post-75.html?printmode=on
箱舘二十間坂ばうむ http://www.hakobura.jp/db/db-present/2013/04/post-74.html?printmode=on
箱館塩かすてら http://www.hakobura.jp/db/db-present/2013/04/post-73.html?printmode=on
おからぼーろ http://www.hakobura.jp/db/db-present/2013/04/post-72.html?printmode=on
豆乳しふぉん http://www.hakobura.jp/db/db-present/2013/04/post-71.html?printmode=on
モナスク http://www.hakobura.jp/db/db-present/2013/03/post-70.html?printmode=on
北うさぎ羊かん http://www.hakobura.jp/db/db-present/2013/03/post-69.html?printmode=on
五島軒 欧風カレーおかき http://www.hakobura.jp/db/db-present/2013/03/post-68.html?printmode=on
味彩乾拉麺 http://www.hakobura.jp/db/db-present/2016/09/post-64.html?printmode=on
がごめ昆布石けん http://www.hakobura.jp/db/db-present/2013/02/post-63.html?printmode=on
ラング・ド・シィー http://www.hakobura.jp/db/db-present/2012/09/post-61.html?printmode=on
北海道キャラメル チョコキャラ村シリーズ http://www.hakobura.jp/db/db-present/2012/09/post-60.html?printmode=on
函館カール・レイモン ベーコン＆ウインナー http://www.hakobura.jp/db/db-present/2012/03/post-59.html?printmode=on
コロッケ（阿佐利精肉店） http://www.hakobura.jp/db/db-present/2009/03/post-58.html?printmode=on
かにまん（函館カネ二） http://www.hakobura.jp/db/db-present/2009/03/post-57.html?printmode=on
函館メルチーズ http://www.hakobura.jp/db/db-present/2011/03/post-52.html?printmode=on
志濃里 函館まるちいず http://www.hakobura.jp/db/db-present/2011/03/post-50.html?printmode=on
チーズスフレ（ジョリクレチーズ） http://www.hakobura.jp/db/db-present/2011/03/post-48.html?printmode=on
マル獄製品 http://www.hakobura.jp/db/db-present/2009/06/post-42.html?printmode=on
まるかつ水産オリジナル ごっこ http://www.hakobura.jp/db/db-present/2009/02/post-41.html?printmode=on
ヴェネチアンチャーム http://www.hakobura.jp/db/db-present/2009/03/post-40.html?printmode=on
烏賊墨染め http://www.hakobura.jp/db/db-present/2009/03/post-37.html?printmode=on
チーズオムレット http://www.hakobura.jp/db/db-present/2011/03/post-36.html?printmode=on
いかようかん http://www.hakobura.jp/db/db-present/2009/02/post-35.html?printmode=on
松のみどり http://www.hakobura.jp/db/db-present/2009/05/post-34.html?printmode=on
トラピストクッキー http://www.hakobura.jp/db/db-present/2009/02/post-33.html?printmode=on
フランスケーキ マダレナ http://www.hakobura.jp/db/db-present/2009/03/post-32.html?printmode=on
大沼だんご http://www.hakobura.jp/db/db-present/2009/02/post-30.html?printmode=on
ショコラ・ヴォヤージュ http://www.hakobura.jp/db/db-present/2009/06/post-29.html?printmode=on
どらやき（千秋庵総本家） http://www.hakobura.jp/db/db-present/2009/03/post-28.html?printmode=on
オバラのコアップガラナ http://www.hakobura.jp/db/db-present/2009/03/post-26.html?printmode=on
函館ななえシードル 香り仕込みケルナーSparkling http://www.hakobura.jp/db/db-present/2009/08/post-25.html?printmode=on
奥尻ワイン http://www.hakobura.jp/db/db-present/2009/08/post-24.html?printmode=on
小いけのカレー レトルトパック http://www.hakobura.jp/db/db-present/2009/05/post-22.html?printmode=on
函館カレー（五島軒） http://www.hakobura.jp/db/db-present/2009/02/post-21.html?printmode=on
「うに屋の雲丹塩」と「雲丹の佃煮」 http://www.hakobura.jp/db/db-present/2009/03/post-19.html?printmode=on
グルメ数の子松前漬け http://www.hakobura.jp/db/db-present/2009/03/post-18.html?printmode=on
特製いか塩辛 木樽仕込 http://www.hakobura.jp/db/db-present/2009/03/post-17.html?printmode=on
釜揚げいかめし http://www.hakobura.jp/db/db-present/2009/03/post-14.html?printmode=on
鯨のベーコン（函館くじら屋） http://www.hakobura.jp/db/db-present/2009/12/post-12.html?printmode=on
まるごといかしゅうまい http://www.hakobura.jp/db/db-present/2009/04/post-11.html?printmode=on
たら子（道場水産） http://www.hakobura.jp/db/db-present/2009/05/post-10.html?printmode=on
がごめ昆布しょうゆ http://www.hakobura.jp/db/db-present/2009/03/post-7.html?printmode=on
函館こがね http://www.hakobura.jp/db/db-present/2009/07/post-6.html?printmode=on
イカスミ塩「SEPIA」 http://www.hakobura.jp/db/db-present/2009/08/post-5.html?printmode=on
いかの粕漬 http://www.hakobura.jp/db/db-present/2009/07/post-4.html?printmode=on
かまぼこ（ヤマサ宮原） http://www.hakobura.jp/db/db-present/2011/02/post-2.html?printmode=on
北うさぎ（オリジナル雑貨） http://www.hakobura.jp/db/db-present/2011/01/post.html?printmode=on

http://www.hakobura.jp/db/db-guide/
館城跡まつり http://www.hakobura.jp/db/db-guide/2012/04/post-71.html
環駒 秋の味覚市 http://www.hakobura.jp/db/db-guide/2011/08/post-29.html
大間超マグロ祭り http://www.hakobura.jp/db/db-guide/2011/08/post-68.html
松前城下マグロまつり http://www.hakobura.jp/db/db-guide/2011/07/post-67.html
江差いにしえ夢開道 http://www.hakobura.jp/db/db-guide/2011/04/post-50.html
松前城下時代まつり http://www.hakobura.jp/db/db-guide/2011/04/post-61.html
八雲山車行列 http://www.hakobura.jp/db/db-guide/2011/04/post-59.html
江差かもめ島まつり http://www.hakobura.jp/db/db-guide/2011/04/post-22.html

http://www.hakobura.jp/db/db-guide/guide.html
雪と光の競演 https://www.hakobura.jp/db/db-guide/calendar-01.html
雪の街に大輪の花火が開く https://www.hakobura.jp/db/db-guide/calendar-02.html
雪解けのなか、春を待つ https://www.hakobura.jp/db/db-guide/calendar-03.html
桜とともに春が来る https://www.hakobura.jp/db/db-guide/calendar-04.html
新緑の山に花が咲く https://www.hakobura.jp/db/db-guide/calendar-05.html
待ち焦がれた漁火の季節 https://www.hakobura.jp/db/db-guide/calendar-06.html
開港記念日を迎える https://www.hakobura.jp/db/db-guide/calendar-07.html
夏本番　函館港まつり https://www.hakobura.jp/db/db-guide/calendar-08.html
心地いい風に吹かれて街めぐり https://www.hakobura.jp/db/db-guide/calendar-09.html
紅葉に色づく街 https://www.hakobura.jp/db/db-guide/calendar-10.html

イベント情報
年間の主要イベント

月別観光ガイド



ページ名 URL

初雪が降り、冬支度が始まる https://www.hakobura.jp/db/db-guide/calendar-11.html
楽しい冬の幕開け、クリスマスファンタジー https://www.hakobura.jp/db/db-guide/calendar-12.html

http://www.hakobura.jp/download/
http://www.hakobura.jp/course/
http://www.hakobura.jp/library/photolibrary.html

函館観光画像ライブラリー https://www.hakobura.jp/photo_library/
函館観光画像ライブラリー https://www.hakobura.jp/photo_library/category.php
函館観光画像ライブラリー https://www.hakobura.jp/photo_library/img_list.php
函館観光画像ライブラリー https://www.hakobura.jp/photo_library/single.php
函館観光画像ライブラリー https://www.hakobura.jp/photo_library/terms.php

http://www.hakobura.jp/movie/index.html
http://www.hakobura.jp/sound/index.html

Instagramで投稿する（#hakodate_photo） https://www.hakobura.jp/instagram.html

http://www.hakobura.jp/access/
http://www.hakobura.jp/access/citytraffic.html
http://www.hakobura.jp/moretrip/map2.html
http://www.hakobura.jp/moretrip/map.html
http://www.hakobura.jp/access/spot.html
http://www.hakobura.jp/shinkansen/
http://www.hakobura.jp/shinkansen/news/

北海道新幹線開業記念イベント https://www.hakobura.jp/shinkansen/event/
祝！ 北海道新幹線開業 つながるニッポン祭りレポート https://www.hakobura.jp/shinkansen/event/_report00.html
らっせらー青森２DAYS https://www.hakobura.jp/shinkansen/event/2days.html
北海道新幹線開業記念イベント https://www.hakobura.jp/shinkansen/event/index.html
開業記念キックオフイベント https://www.hakobura.jp/shinkansen/event/kickoff.html
北海道新幹線開業記念イベント https://www.hakobura.jp/shinkansen/event/news/
北海道新幹線 開業1年前カウントダウンイベント レポート https://www.hakobura.jp/shinkansen/event/report.html
新幹線開業100日前カウントダウンイベント レポート https://www.hakobura.jp/shinkansen/event/report100.html
新幹線開業200日前カウントダウンイベント レポート https://www.hakobura.jp/shinkansen/event/report200.html
新幹線開業300日前カウントダウンイベント レポート https://www.hakobura.jp/shinkansen/event/report300.html

http://www.hakobura.jp/lodgment.html
「HAKODATE男爵倶楽部」でワンちゃんとお泊り http://www.hakobura.jp/stay/hakodate.html
「望楼NOGUCHI函館」で、癒しのお一人様ステイ http://www.hakobura.jp/stay/noguchi.html
癒しの宿「江差旅庭 群来」で、極上の創作懐石料理 http://www.hakobura.jp/stay/post-133.html
温泉露天風呂つき客室でゆったり「湯の川プリンスホテル渚亭」 http://www.hakobura.jp/stay/post-169.html
フォーポイントバイシェラトン函館で、夜景満喫ステイ http://www.hakobura.jp/stay/post-207.html
湯の川温泉のホテル万惣で、豪華ビュッフェと温泉満喫 https://www.hakobura.jp/stay/post-249.html
「函館クラシックホテルズ」で、お泊り女子会 https://www.hakobura.jp/stay/post-255.html
癒しの宿「江差旅庭 群来」で、極上の創作懐石料理 https://www.hakobura.jp/stay/post-133.html

http://www.hakobura.jp/news03/cat266/

函館の「ミシュラン」掲載地を紹介するデジタル冊子完成 http://www.hakobura.jp/news/2012/09/post-92.html
ＳＫＥ48の新曲「キスだって左利き」ＭＶは函館ロケ！ http://www.hakobura.jp/news/2012/09/post-90.html
NHK「穴場ハンター」で、新説「函館はタコの街」が話題に http://www.hakobura.jp/news/2012/09/nhk.html
「はこだて検定」で函館の歴史や文化を学びませんか http://www.hakobura.jp/news/2012/08/post-87.html
「ミシュランガイド北海道」に函館の店が多数掲載！ http://www.hakobura.jp/news/2012/04/2012.html
五稜郭タワーの人気展示が、手軽なガイドブックに http://www.hakobura.jp/news/2011/08/post-48.html
ミシュランの旅行ガイドで、函館山からの眺望が三つ星に！ http://www.hakobura.jp/news/2011/05/post-37.html

スポーツ合宿や大会を函館で。情報サイトがオープン http://www.hakobura.jp/news02/2014/12/post-154.html
2015年8月オープンの函館アリーナ、紹介動画公開 http://www.hakobura.jp/news02/2014/12/20158.html
ロープウェイ山麓駅、赤レンガ倉庫で無料Wi-Fiサービス http://www.hakobura.jp/news02/2014/11/wi-fi.html
「函館山からのリアルタイム画像」がハイビジョンに http://www.hakobura.jp/news02/2014/11/post-141.html
函館山ロープウェイのゴンドラがリニューアル http://www.hakobura.jp/news02/2014/10/post-137.html
北海道新幹線PR動画、圧巻の「つながる！ドミノ」 http://www.hakobura.jp/news02/2014/10/post-133.html
地域ブランド調査2014で、函館が最も魅力的な街に http://www.hakobura.jp/news02/2014/10/2014-4.html
2015年夏、GLAYが函館アリーナこけら落とし公演！ http://www.hakobura.jp/news02/2014/09/2015glay.html
函館をHAPPYにする動画「HAPPY函館版」登場！ http://www.hakobura.jp/news02/2014/09/happyhappy.html
函館朝市の食堂で函館自慢の海峡まぐろを気軽に http://www.hakobura.jp/news02/2014/07/post-110.html
五稜郭築造百五十年企画を巡って、フォトコンテスト http://www.hakobura.jp/news02/2014/07/post-107.html
2016年、函館でフルマラソン・ハーフマラソン同時開催！ http://www.hakobura.jp/news02/2014/07/post-104.html
はこぶらに、北海道新幹線開業ＰＲページがオープン http://www.hakobura.jp/news02/2014/07/post-96.html
イカのまち、函館。PRポスターできました http://www.hakobura.jp/news02/2014/06/pr.html
函館まちあるきマップに、新コース２つ登場 http://www.hakobura.jp/news02/2014/05/post-86.html
函館朝市～ベイエリアの道路愛称「開港通り」に決定 http://www.hakobura.jp/news02/2014/05/post-84.html

函館観光フォト案内

函館の動画
函館の音

交通・宿泊
函館へのアクセス（アクセスガイド）

ライブラリー
観光パンフレット
街歩きコースマップ

宿泊施設情報

便利情報
ピックアップニュース一覧
ニュース・お知らせ

2010年12月～2012年12月

2013年1月～2014年12月

函館市内の交通
函館市近郊へのアクセスガイド
北海道内・青森へのアクセスガイド
主な観光スポットへのアクセス
北海道新幹線情報

北海道新幹線開業PRページ ニュース・お知らせ



ページ名 URL

北海道情報誌「HO」2014年6月号は函館特集 http://www.hakobura.jp/news02/2014/04/ho20146.html
食のワンダーランド「函館朝市ひろば」オープン http://www.hakobura.jp/news02/2014/04/post-78.html
湯の川のイマジンホテル＆リゾートが「恋人の聖地」に http://www.hakobura.jp/news02/2014/03/post-71.html
函館の観光ポスター2014は「まちセン」と「奉行所」 http://www.hakobura.jp/news02/2014/03/post-72.html
映画「そこのみにて光輝く」、函館ロケ地マップ完成 http://www.hakobura.jp/news02/2014/03/post-70.html
【3/15～5/25】映画「そこのみにて光輝く」パネル展 http://www.hakobura.jp/news02/2014/03/31557.html
「函館朝市ひろば」4/12リニューアルオープン！ http://www.hakobura.jp/news02/2014/03/post-68.html
湯の川温泉のご当地キャラ「ちかつまる」誕生 http://www.hakobura.jp/news02/2014/02/post-64.html
「TDFK47センター選挙」で函館山が栄えある第1位に！ http://www.hakobura.jp/news02/2014/02/tdfk471.html
綾野剛主演、函館が舞台の「そこのみにて光輝く」4月封切 http://www.hakobura.jp/news02/2014/01/4.html
街歩きのおともに、iPhone無料アプリ「はこだてMａｐ+」 http://www.hakobura.jp/news02/2014/01/iphonem.html
函館版「恋するフォーチュンクッキー」できました http://www.hakobura.jp/news02/2013/11/post-49.html
「函館キャンペーンポスター」は雪のハリストス正教会 http://www.hakobura.jp/news02/2013/10/post-41.html
摩周丸のデッキから「はこだてロマンティック・ビュー」 http://www.hakobura.jp/news02/2013/06/post-20.html
ガイドムック「GLAY Walker 函館」6/29発売開始！ http://www.hakobura.jp/news02/2013/06/glay-walker-629.html
函館の観光ポスター、今年は「教会編」＆「夜景編」 http://www.hakobura.jp/news02/2013/04/post-11.html
函館生まれの甘納豆「たま福来」、北のハイグレード食品に認定 http://www.hakobura.jp/news02/2013/03/post-5.html

地元グルメ満喫、観光列車「ながまれ海峡号」ツアー http://www.hakobura.jp/news03/2017/01/post-279.html
【1/22】ベイエリアの金森ホールでカキ・ニラ知内フェア http://www.hakobura.jp/news03/2017/01/122.html
【1/7～29の土日祝】しかべ冬のほかほか祭り（鹿部町） http://www.hakobura.jp/news03/2017/01/1729.html
【2/19】味な合戦冬の陣 カキVSニラまつり（知内町） http://www.hakobura.jp/news03/2016/12/219-vs.html
【2/26】特産たらこと温泉満喫、鹿部たらこ祭り（鹿部町） http://www.hakobura.jp/news03/2016/12/226.html
函館市公式観光情報サイトの英語ページがリニューアル http://www.hakobura.jp/news03/2016/12/post-277.html
冬のお楽しみ体験、大沼ワカサギ釣り情報2016-2017 http://www.hakobura.jp/news03/2016/12/2016-2017.html
ビックコミックで函館を舞台にした漫画の連載スタート http://www.hakobura.jp/news03/2016/12/post-278.html
夜のお出かけにお得、市電乗り放題「トワイライトパス」 http://www.hakobura.jp/news03/2016/12/post-276.html
ANAサイトのおすすめ動画、ミニチュア観光 ♪ @函館編 http://www.hakobura.jp/news03/2016/12/ana-1.html
【2/4・5】冬 江差"美味百彩"なべまつり（江差町） http://www.hakobura.jp/news03/2016/12/245-1.html
函館バスの観光向け路線、年末・年始の運行予定 http://www.hakobura.jp/news03/2016/12/post-275.html
【2/12】函館の冬の風物詩、恵山ごっこまつり http://www.hakobura.jp/news03/2016/12/212.html
函館山ロープウェイ、大みそかは深夜まで特別営業 http://www.hakobura.jp/news03/2016/12/1231-2.html
函館市電の初詣無料電車と年末・年始の運行予定 http://www.hakobura.jp/news03/2016/12/post-274.html
函館山ロープウェイ、12月18日から運転再開 http://www.hakobura.jp/news03/2016/12/1218.html
函館山ロープウェイ、安全運行確認の運転試験を実施 http://www.hakobura.jp/news03/2016/12/post-273.html
函館山ロープウェイのカウントダウンイベントは中止 http://www.hakobura.jp/news03/2016/12/post-272.html
函館山ロープウェイ、人身事故に伴う運休のお知らせ http://www.hakobura.jp/news03/2016/12/post-271.html
函館観光新キャラクターのエキゾーくん、着ぐるみ誕生 http://www.hakobura.jp/news03/2016/12/post-270.html
【12/10・11】赤レンガ倉庫でサンタと撮影会 http://www.hakobura.jp/news03/2016/12/121011.html
函館と近郊のスキー・スケート場情報2016-17シーズン http://www.hakobura.jp/news03/2016/12/2016-17.html
【12/11】フェリーターミナルで「クリスマスマーケット」 http://www.hakobura.jp/news03/2016/12/1211.html
【12/17～24】トラピスト修道院の並木道、ライトアップ http://www.hakobura.jp/news03/2016/12/121724.html
【1/2】函館八幡宮でどさんこ馬の新年騎馬参拝 http://www.hakobura.jp/news03/2016/12/12-1.html
【1/1】五稜郭タワーの元旦特別営業、展望台で初日の出 http://www.hakobura.jp/news03/2016/12/11-2.html
【12/24・25】一般参加歓迎、元町の教会でクリスマス http://www.hakobura.jp/news03/2016/12/122425-1.html
ひと足お先に、大沼公園の桟橋でワカサギ釣り http://www.hakobura.jp/news03/2016/12/post-269.html
クリスマスファンタジーのお帰りにも「Midnight Tram」 http://www.hakobura.jp/news03/2016/12/midnight-tram-1.html
LCCの函館～関空便、函館～成田便、12/8販売開始 http://www.hakobura.jp/news03/2016/11/lcc128.html
【12/2・9・16・23・24】道南いさりび鉄道の夜景列車 http://www.hakobura.jp/news03/2016/11/121225.html
主な観光施設の年末年始営業カレンダー（2016～2017） http://www.hakobura.jp/news03/2016/11/20162017.html
人気のご当地マンホールカード、函館バージョンが登場 http://www.hakobura.jp/news03/2016/11/121.html
【11/25】日本で最初に作られたレトロストーブの火入式 http://www.hakobura.jp/news03/2016/11/1125.html
市立函館博物館の展示解説とバックヤード・ツアー http://www.hakobura.jp/news03/2016/11/post-268.html
函館山ロープウェイとシャトルバスのセット割引乗車券 http://www.hakobura.jp/news03/2016/11/post-267.html
五稜星の夢、野外劇がクラウドファンディング実施中 http://www.hakobura.jp/news03/2016/11/post-266.html
【12/10】サンタになって街をパレード、函館サンタラン http://www.hakobura.jp/news03/2016/11/1210.html
市電と函館バスで、2017年3月から交通系ICカード導入 http://www.hakobura.jp/news03/2016/11/20173ic.html
【12/9】函館駅前繁華街で飲み歩きイベント「大門バル」 http://www.hakobura.jp/news03/2016/11/129.html
2016年度冬期、函館市街地の車両通行止め情報 http://www.hakobura.jp/news03/2016/11/2016-5.html
【～2/28】光の小道、函館駅前広場イルミネーション http://www.hakobura.jp/news03/2016/11/121228-2.html
【～3/31】ラッキーピエロ峠下総本店のイルミネーション http://www.hakobura.jp/news03/2016/10/331.html
市内の主な観光施設、11月から冬期開館時間に http://www.hakobura.jp/news03/2016/10/11-1.html
函館観光に便利な路線バス、一部冬期ダイヤに http://www.hakobura.jp/news03/2016/10/111-1.html
トラピスチヌ修道院のクリスマスミサ参加者募集 http://www.hakobura.jp/news03/2016/10/post-265.html
10月30日、函館で初雪を観測しました http://www.hakobura.jp/news03/2016/10/1030.html
【12/31】夜景を見ながら、函館山カウントダウンイベント（中止） http://www.hakobura.jp/news03/2016/10/1231-1.html
【11/13】函館山ロープウェイが終日無料になる感謝デー http://www.hakobura.jp/news03/2016/10/1113.html
【2/8～12】雪景色の夜空に大輪の花、函館海上冬花火 http://www.hakobura.jp/news03/2016/10/2812.html
【2/4・5】ジャンボすべり台が人気、大沼函館雪と氷の祭典 http://www.hakobura.jp/news03/2016/10/245.html
【1/13～15】伝統の神事、寒中みそぎ祭り（木古内町） http://www.hakobura.jp/news03/2016/10/11315-1.html

2015年1月～2016年12月



ページ名 URL

地元出身のJAL客室乗務員が函館の素敵スポットを紹介 http://www.hakobura.jp/news03/2016/10/jal.html
【～10/30】棒二森屋デパートで、秋のスイーツフェスタ http://www.hakobura.jp/news03/2016/10/102130boni.html
全国で最も魅力的な市区町村は、3年連続で函館市！ http://www.hakobura.jp/news03/2016/10/3.html
【10/29・30】駒ヶ岳周辺のグルメ集う、環駒 秋の味覚市 http://www.hakobura.jp/news03/2016/10/102930.html
【10/21～23】大沼ハロウィンナイト＆紅葉クルーズ http://www.hakobura.jp/news03/2016/10/102123-1.html
【11/26・27】全国のパン集合！全日本パンフェスティバル http://www.hakobura.jp/news03/2016/10/112627.html
函館駅前のキラリス函館に、2つの体験型施設オープン http://www.hakobura.jp/news03/2016/10/2-2.html
【10/23】フェリーターミナルで秋のフードマーケット http://www.hakobura.jp/news03/2016/10/1023.html
2017函館マラソンの開催日は、7月2日に決定 http://www.hakobura.jp/news03/2016/10/201772.html
【10/22】五稜郭でハッピーハロウィンワンダーランド http://www.hakobura.jp/news03/2016/10/1022.html
函館～青森の船旅に、新造船「ブルードルフィン」就航 http://www.hakobura.jp/news03/2016/10/post-264.html
函館と近郊の紅葉情報2016（香雪園、恵山、大沼など） http://www.hakobura.jp/news03/2016/10/2016-4.html
【～5/7】湯の川の熱帯植物園でサル山温泉 http://www.hakobura.jp/news03/2016/10/12157.html
【10/29・30】フェリーで1時間半、大間の超マグロ祭り http://www.hakobura.jp/news03/2016/10/1029301.html
函館山登山道、2016年度冬期車両通行止め（11/14～） http://www.hakobura.jp/news03/2016/10/20161114.html
2016年秋～冬、函館山へのアクセスについて http://www.hakobura.jp/news03/2016/10/2016-3.html
【10/1】ニコニコ町会議 in 北海道函館市 函館いか祭り http://www.hakobura.jp/news03/2016/09/101-in.html
函館市の観光パンフレットが首都圏で人気ベスト5に http://www.hakobura.jp/news03/2016/09/5-1.html
【10/1・2】新幹線停車駅・木古内「きこない道の駅まつり」 http://www.hakobura.jp/news03/2016/09/1012-2.html
【11/3】鮭の遡上を見られる、北斗市茂辺地さけまつり http://www.hakobura.jp/news03/2016/09/113-1.html
【12/9～11】映画ファンに、函館港イルミナシオン映画祭 http://www.hakobura.jp/news03/2016/09/12911.html
エキゾーくんパネルで記念写真、ツイートキャンペーン http://www.hakobura.jp/news03/2016/09/post-263.html
「OZの女子旅」で、函館 フォトジェニックトリップ特集 http://www.hakobura.jp/news03/2016/09/oz.html
【9/17・18】特産のマグロを満喫、松前城下マグロまつり http://www.hakobura.jp/news03/2016/09/91718.html
函館近郊で、果物狩り（収穫体験）のシーズン http://www.hakobura.jp/news03/2016/09/post-262.html
【9/24・25】元町BooK祭り、30日まで「ミセナカ書店」も http://www.hakobura.jp/news03/2016/09/92425book30.html
【9/17】伝統的建造物、カトリック元町教会でコンサート http://www.hakobura.jp/news03/2016/09/917-1.html
シナリオ大賞映画化プロジェクト作品「函館珈琲」公開 http://www.hakobura.jp/news03/2016/09/1-1.html
「ながまれ号」親子体験試乗会（10/1）、参加者募集 http://www.hakobura.jp/news03/2016/09/post-261.html
2017年春のバル街は4/21、チケット前売りは3/21から http://www.hakobura.jp/news03/2016/09/2017421321.html
【～10/23】対岸の大間町で、日曜日はマグロだDAY http://www.hakobura.jp/news03/2016/09/941023day.html
【9/18】地元の味集合、十字街まち弁スイーツフェア http://www.hakobura.jp/news03/2016/09/918-1.html
【10/1・2】いかの街自慢のいか料理集合、函館いか祭り http://www.hakobura.jp/news03/2016/09/1012-1.html
函館山ライブカメラ、画像配信再開しました http://www.hakobura.jp/news03/2016/09/post-260.html
台風による函館山登山道、観光施設等への影響 http://www.hakobura.jp/news03/2016/08/post-259.html
台風の影響による、市内・近郊の交通規制情報 http://www.hakobura.jp/news03/2016/08/10.html
はこだてグルメガーデン、台風接近で8月30日は営業中止 http://www.hakobura.jp/news03/2016/08/830.html
【9/7～9】松前神楽や神輿が見もの、湯倉神社例大祭 http://www.hakobura.jp/news03/2016/08/979-1.html
函館山サイクルライド開催に伴う登山道交通規制（10/2） http://www.hakobura.jp/news03/2016/08/102-2.html
秋の函館山サイクルライド、エントリー受付中（9/16まで） http://www.hakobura.jp/news03/2016/08/916.html
【～2/28】通りが煌めく、はこだてイルミネーション http://www.hakobura.jp/news03/2016/08/121228-1.html
【～2/28】五稜郭の堀を星形にライトアップ、五稜星の夢 http://www.hakobura.jp/news03/2016/08/121228.html
【12/1～25】巨大ツリーが輝く、クリスマスファンタジー http://www.hakobura.jp/news03/2016/08/12125.html
【～11/13】紅葉をライトアップ、MOMI-Gフェスタ http://www.hakobura.jp/news03/2016/08/10221113momi-g.html
【9/21】文化施設の夜間開放、はこだてカルチャーナイト http://www.hakobura.jp/news03/2016/08/921no.html
函館⇔青森満喫、体験観光「マグ女のセイカン♡博覧会」 http://www.hakobura.jp/news03/2016/08/post-258.html
函館・青森・弘前・八戸をめぐる青函周遊博、秋冬編 http://www.hakobura.jp/news03/2016/08/post-257.html
函館・新函館北斗発着、鹿部への無料シャトルバス http://www.hakobura.jp/news03/2016/08/post-256.html
【8/28】食と雑貨の人気店が集合、夏の夜市2016 http://www.hakobura.jp/news03/2016/08/8282016.html
【8/27・28】地ビールレストランでクラフトビールフェス http://www.hakobura.jp/news03/2016/08/82728-1.html
【8/27・28】音楽・ファッション・食を満喫、函館黒船 http://www.hakobura.jp/news03/2016/08/82728.html
【10/2】繁華街の飲み歩きイベント、五稜郭バル http://www.hakobura.jp/news03/2016/08/102-1.html
「箱館ハイカラ號」の現在の走行位置、スマホで確認 http://www.hakobura.jp/news03/2016/08/post-255.html
【9/4】函館駅前でYOSAKOIソーラン祭り道南大会 http://www.hakobura.jp/news03/2016/08/94yosakoi.html
はこだてグルメガーデン、荒天のため8月17日は営業中止 http://www.hakobura.jp/news03/2016/08/817.html
【8/21】親子で楽しめる、函館公園ファミリーフェスタ http://www.hakobura.jp/news03/2016/08/821-1.html
【9/18】ジャズとマルシェ満喫、大沼ジャズフェスティバル http://www.hakobura.jp/news03/2016/08/918.html
2016年秋のバル街（9/4）、前売りチケット販売開始 http://www.hakobura.jp/news03/2016/08/201694.html
函館駅前の「キラリス函館」、多彩な6店がオープン http://www.hakobura.jp/news03/2016/07/6-1.html
函館の観光スポットでもポケモンGOを楽しむ人が続々 http://www.hakobura.jp/news03/2016/07/go.html
函館港まつり2016期間中の市電・花電車の運行 http://www.hakobura.jp/news03/2016/07/2016-2.html
函館と近郊の海水浴場、プール、水遊び情報2016 http://www.hakobura.jp/news03/2016/07/2016-1.html
旅の思い出を形に、函館こども絵画コンテスト実施中 http://www.hakobura.jp/news03/2016/07/post-254.html
7月25日、問い合わせシステム不具合のお詫び http://www.hakobura.jp/news03/2016/07/725.html
【7/30】鉄道ファンや家族連れにおすすめ、JR貨物イベント http://www.hakobura.jp/news03/2016/07/730jr.html
【7/29・30】遺愛学院のホワイトハウス、内部を一般公開 http://www.hakobura.jp/news03/2016/07/72930.html
函館ロケ映画「オーバー・フェンス」9月17日全国公開 http://www.hakobura.jp/news03/2016/07/917.html
船から眺める函館港の花火大会はいかが？ http://www.hakobura.jp/news03/2016/07/post-253.html
【7/24】市民の森のアジサイ園で「アジサイフェスタ」 http://www.hakobura.jp/news03/2016/07/724.html
【7/18】金森赤レンガ倉庫広場で「海辺で過ごす1日」 http://www.hakobura.jp/news03/2016/07/7181.html
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【8/1～31】築150年超の五稜郭「兵糧庫」特別公開 http://www.hakobura.jp/news03/2016/07/post-252.html
【8/21】牧場体験と地元の食満喫「大沼べこっ子まつり」 http://www.hakobura.jp/news03/2016/07/821.html
湖畔バーベキュー＋体験「大沼公園まるかじりプラン」 http://www.hakobura.jp/news03/2016/07/post-251.html
東京「和のあかり×百段階段」展に南かやべの舟祭り登場 http://www.hakobura.jp/news03/2016/07/post-250.html
「函館移住計画」お試し暮らしの体験モニター募集 http://www.hakobura.jp/news03/2016/07/post-249.html
【8/1】功績を讃え、偲ぶ「箱館高田屋嘉兵衛顕彰・追悼式」 http://www.hakobura.jp/news03/2016/07/post-248.html
函館駅前の「キラリス函館」、7月29日に一部先行オープン http://www.hakobura.jp/news03/2016/07/729.html
【～8/20】五稜郭のフードコートで「森のビアガーデン」 http://www.hakobura.jp/news03/2016/07/71820.html
はこだてグルメガーデン、強風の影響で7月3日は縮小開催 http://www.hakobura.jp/news03/2016/07/post-247.html
はこだてグルメガーデン、強風で7月3日の開催は未定 http://www.hakobura.jp/news03/2016/07/73.html
地元食材こだわりの100店集結、函館まちごちフェア http://www.hakobura.jp/news03/2016/06/100.html
関東からのお得旅に、北海道新幹線開業記念 大人の休日パス http://www.hakobura.jp/news03/2016/06/na.html
夏を満喫！ 函館のビアガーデン＆ビアホール情報2016 http://www.hakobura.jp/news03/2016/06/post-246.html
函館マラソン、当日の交通規制と市電・バスの運行 http://www.hakobura.jp/news03/2016/06/post-244.html
北海道周遊旅行に、トク旅北海道キャンペーン実施中 http://www.hakobura.jp/news03/2016/06/post-243.html
みなみ北海道で6月16日に発生した地震の影響について http://www.hakobura.jp/news03/2016/06/617.html
JR6社協力、青森県・函館デスティネーションキャンペーン http://www.hakobura.jp/news03/2016/06/jr6.html
首都圏発、北海道新幹線で「エンジョイ青函」プラン http://www.hakobura.jp/news03/2016/06/post-242.html
地元密着、体験の旅「マグ女のセイカン♡博覧会」 http://www.hakobura.jp/news03/2016/06/post-241.html
【9/10・11】東北の祭りも集合、はこだてグルメサーカス http://www.hakobura.jp/news03/2016/06/91011.html
【9/5・6】料理好き集まれ、函館で楽しむ世界料理学会 http://www.hakobura.jp/news03/2016/06/956.html
【9/4】食べ＆飲み歩きしながら街を楽しむ、秋のバル街 http://www.hakobura.jp/news03/2016/06/post-240.html
【8/20～28】海の幸をテーマに楽しむ、はこだて国際科学祭 http://www.hakobura.jp/news03/2016/06/82028.html
【8/14・15】大神輿の石段かけのぼり、函館八幡宮例大祭 http://www.hakobura.jp/news03/2016/06/post-239.html
【7/23・24】大沼湖水まつりと、千の風音楽祭 in大沼 http://www.hakobura.jp/news03/2016/06/72324.html
【6/24】大門バル＋全国屋台村グルメで飲み＆食べ歩き http://www.hakobura.jp/news03/2016/06/624.html
【2/25、3/3】箱館奉行所で奉行に変身＆記念撮影 http://www.hakobura.jp/news03/2016/06/post-238.html
【6/18】湯の川の神社でキャンドルイベント「湯倉の杜」 http://www.hakobura.jp/news03/2016/06/618.html
【7/31】市民参加のにぎやかレース、ペリーボート競漕 http://www.hakobura.jp/news03/2016/06/731.html
【7/1～8/31】JR函館駅前会場で「はこだてグルメガーデン」 http://www.hakobura.jp/news03/2016/06/71831jr.html
手ぶらでOK、大沼公園でピクニックランチ http://www.hakobura.jp/news03/2016/06/ok.html
【6/12】緑の島で流鏑馬を満喫「どさんこフェスタ」 http://www.hakobura.jp/news03/2016/06/612.html
函館みやげ、2016年のおすすめが決定しました http://www.hakobura.jp/news03/2016/05/post-237.html
【7/16・17】飲んで食べて野外で楽しむ「大門ジャズ」 http://www.hakobura.jp/news03/2016/05/71617.html
【8/20】津軽海峡の漁火と競演、湯の川温泉花火大会 http://www.hakobura.jp/news03/2016/05/820.html
6合目駐車場から1時間、駒ケ岳登山は6月1日から http://www.hakobura.jp/news03/2016/05/6161.html
【7/8～10】本物を間近で、ニッポンハムレディスクラシック http://www.hakobura.jp/news03/2016/05/7810.html
函館山ロープウェイ、秋の運休は10月16日～24日 http://www.hakobura.jp/news03/2016/05/101624.html
元町教会群と公会堂付近、8月31日まで日中車両通行止 http://www.hakobura.jp/news03/2016/05/831.html
【6/4・5】赤レンガ倉庫のイベント広場で「花市」 http://www.hakobura.jp/news03/2016/05/645.html
【6/11】漁火パレードが見もの、南かやべひろめ舟祭り http://www.hakobura.jp/news03/2016/05/611.html
【5/22】海の幸が満喫できる、鹿部町「春のえびつぶ祭り」 http://www.hakobura.jp/news03/2016/05/522.html
【8/5～11】元町公園に世界が集う、はこだて国際民俗芸術祭 http://www.hakobura.jp/news03/2016/05/8511.html
【8/1～5】ディズニーパレードもお楽しみ「函館港まつり」 http://www.hakobura.jp/news03/2016/05/post-236.html
【7/17】函館の夏の幕開け「函館港花火大会」 http://www.hakobura.jp/news03/2016/05/717.html
【6/5】函館の郷土食を満喫「函館くじらフェスティバル」 http://www.hakobura.jp/news03/2016/05/65.html
恵山のつつじが開花宣言！ 見頃は5月20日～29日 http://www.hakobura.jp/news03/2016/05/52029.html
函館ロケ作品「世界から猫が消えたなら」5月14日公開 http://www.hakobura.jp/news03/2016/05/514.html
五稜郭おもてなし隊、箱館奉行所前でおもてなし中 http://www.hakobura.jp/news03/2016/05/post-235.html
「朝食のおいしいホテル」に函館の2ホテルがランクイン http://www.hakobura.jp/news03/2016/05/post-234.html
【～5/8】熱気球に乗って大沼の大自然を満喫 http://www.hakobura.jp/news03/2016/05/42958.html
【5/25】函館公園の旧博物館、一日限定の一般公開 http://www.hakobura.jp/news03/2016/05/525.html
【5/3・4】焼き牡蠣が人気、さくらまつり青空市（知内町） http://www.hakobura.jp/news03/2016/05/534.html
函館発着、海を眺める観光列車「ながまれ海峡号」 http://www.hakobura.jp/news03/2016/04/post-233.html
【4/29～11/6】新函館北斗駅へGO、おもてなしステーション http://www.hakobura.jp/news03/2016/04/429116.html
老舗レストラン五島軒、GWに人気のカレーブッフェ http://www.hakobura.jp/news03/2016/04/post-232.html
【～10/23】重要文化財の公会堂ホールでコンサート http://www.hakobura.jp/news03/2016/04/541023.html
4月24日、函館の桜が開花しました！ 満開は26日 http://www.hakobura.jp/news03/2016/04/424-27.html
2016年秋のバル街は9月4日、5・6日は世界料理学会 http://www.hakobura.jp/news03/2016/04/20169456.html
【4/22】バル街で、津軽海峡交流圏@金森赤レンガ倉庫 http://www.hakobura.jp/news03/2016/04/post-231.html
函館市の無料Wi-Fi「HAKODATE FREE Wi-Fi」開始 http://www.hakobura.jp/news03/2016/04/wi-fihakodate-free-wi-fi.html
函館山登山道、一般車の交通規制（4/25～11/12） http://www.hakobura.jp/news03/2016/04/42511.html
北海道情報誌ＨＯで、2冊の函館特集 http://www.hakobura.jp/news03/2016/04/vs.html
新情報を追加した「電子特別版 GLAY Walker 函館」登場 http://www.hakobura.jp/news03/2016/04/glay-walker-ni.html
青函圏周遊博でお得に函館・青森・弘前・八戸めぐり http://www.hakobura.jp/news03/2016/04/post-230.html
絶景スポットの城岱牧場ときじひき高原、シーズンイン http://www.hakobura.jp/news03/2016/04/4.html
【6/11・12】大門グリーンプラザで花と緑のフェスティバル http://www.hakobura.jp/news03/2016/04/61112.html
【～8/7】五稜郭で観る函館の歴史、市民創作 函館野外劇 http://www.hakobura.jp/news03/2016/04/7987.html
【6/26】第1回のフルマラソンも併設、函館マラソン http://www.hakobura.jp/news03/2016/04/6261.html
【6/18～7/24】海の見える競馬場で、函館競馬 http://www.hakobura.jp/news03/2016/04/618724.html
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【～5/15】駒ケ岳をバックに、もりまち桜まつり（森町） http://www.hakobura.jp/news03/2016/04/5315.html
【5/1】桜のトンネル、北斗陣屋桜まつり（北斗市） http://www.hakobura.jp/news03/2016/04/5.html
【～5/7】しだれ桜が見事、北斗桜回廊ライトアップ http://www.hakobura.jp/news03/2016/04/429512.html
【4/29～5/20】百花繚乱、松前さくらまつり（松前町） http://www.hakobura.jp/news03/2016/04/429520.html
函館山登山道、車両通行止めの解除は4月15日 http://www.hakobura.jp/news03/2016/04/415.html
函館エリアをお得にめぐる「はこだて旅するパスポート」 http://www.hakobura.jp/news03/2016/04/post-229.html
五稜郭公園の桜が「春の絶景ランキングNo.1」に！ http://www.hakobura.jp/news03/2016/04/no1.html
テストタイトル http://www.hakobura.jp/news03/2016/04/post-280.html
【4/17】津軽海峡フェリーターミナルでフードマーケット http://www.hakobura.jp/news03/2016/04/post-228.html
【～4/16】高龍寺で蠣崎波響の釈迦涅槃図公開 http://www.hakobura.jp/news03/2016/04/4116.html
旅の役立ち情報満載「はこだて公共交通 楽旅まっぷ」 http://www.hakobura.jp/news03/2016/03/post-227.html
【4/9・10】人気のパン屋さん集合、はこだて春のパン祭り http://www.hakobura.jp/news03/2016/03/4910.html
北海道新幹線開業！ トップページがリニューアル http://www.hakobura.jp/news03/2016/03/post-226.html
2016年度の函館観光ポスターは八幡坂とクリスマス http://www.hakobura.jp/news03/2016/03/post-225.html
東京の函館市アンテナショップで「新幹線開業記念フェア」 http://www.hakobura.jp/news03/2016/03/post-224.html
函館公園の遊園地に、北海道新幹線モデルの乗り物 http://www.hakobura.jp/news03/2016/03/post-223.html
函館山サイクルライド、エントリー受付中（4/1まで） http://www.hakobura.jp/news03/2016/03/41.html
定期観光バス「江差・松前 名所周遊号」（3/26～10/31） http://www.hakobura.jp/news03/2016/03/-3261031.html
函館駅や空港などで、貸し傘のサービス http://www.hakobura.jp/news03/2016/03/post-222.html
函館駅前の棒二森屋デパートアネックス館がリニューアル http://www.hakobura.jp/news03/2016/03/cafe.html
【5/22～29】真紅に染まる山裾が見事、恵山つつじまつり http://www.hakobura.jp/news03/2016/03/52229.html
2016年春のバル街、前売りチケット販売は3月15日から http://www.hakobura.jp/news03/2016/03/2016315.html
マラソン大会ラリーで、函館・青森・弘前・八戸めぐり http://www.hakobura.jp/news03/2016/03/post-221.html
【3/26】仮想駅弁集合！ 元町FOOD祭り「もしも駅弁編」 http://www.hakobura.jp/news03/2016/03/326food.html
JR函館駅の商業ゾーン、3月15日に新装オープン http://www.hakobura.jp/news03/2016/03/jr-1.html
函館の新しい観光パンフレット「函館旅時間」完成 http://www.hakobura.jp/news03/2016/03/post-220.html
【3/5・6】GLAYファンの聖地G4 Space並びでG4 CAFE http://www.hakobura.jp/news03/2016/03/356glayg4-spaceg4-cafe.html
【3/26・27】北海道新幹線開業記念、市電の特別運行 http://www.hakobura.jp/news03/2016/03/post-219.html
函館CLUB RED RESTAURANTで、地元の美味満喫 http://www.hakobura.jp/news03/2016/03/club-red-restaurant.html
新函館北斗駅に観光交流センター、3月19日オープン http://www.hakobura.jp/news03/2016/02/319.html
【3/1～6】箱館奉行所大広間でプロジェクションマッピング http://www.hakobura.jp/news03/2016/02/316.html
【3/25】赤レンガ倉庫で北海道新幹線開業前夜祭 http://www.hakobura.jp/news03/2016/02/325.html
【3/19～27】トロッコに乗れる、木古内鶴岡せんろフェスタ http://www.hakobura.jp/news03/2016/02/31927.html
【3/26】北海道新幹線開業をキャンドルの光でお祝い http://www.hakobura.jp/news03/2016/02/post-218.html
【3/26・27】木古内駅開業記念、食と文化のフェスティバル http://www.hakobura.jp/news03/2016/02/post-217.html
【～3/31】新幹線・新函館北斗駅前で、北斗おもてなし祭 http://www.hakobura.jp/news03/2016/02/32631.html
【3/26・27】大沼公園 北海道新幹線歓迎イベント http://www.hakobura.jp/news03/2016/02/post-216.html
【4/10】繁華街の飲み歩きイベント、五稜郭バル http://www.hakobura.jp/news03/2016/02/410.html
【～4/10】アート展、はこだて十人十色トレインナーレ http://www.hakobura.jp/news03/2016/02/323410.html
函館大沼駒ケ岳一周ライド（9/11）、エントリー受付中 http://www.hakobura.jp/news03/2016/02/911.html
【2/21】人気のお弁当大集合、十字街あったか博覧店 http://www.hakobura.jp/news03/2016/02/post-215.html
【2/13・14】雪と氷のパラダイス大沼公園でカレーフェア http://www.hakobura.jp/news03/2016/02/post-214.html
大門グリーンプラザに、ボードを楽しむスノーパーク http://www.hakobura.jp/news03/2016/02/post-213.html
【～5/10】五稜郭公園＆函館公園のお花見 http://www.hakobura.jp/news03/2016/02/post-212.html
【5/21・22】箱館戦争の歴史を伝える、箱館五稜郭祭 http://www.hakobura.jp/news03/2016/02/52122.html
2016年の桜の開花、最新予想は4月23日 http://www.hakobura.jp/news03/2016/02/post-211.html
【2/13・14】光の森、KANEMORIキャンドルバレンタイン http://www.hakobura.jp/news03/2016/02/21314kanemori.html
【2/6～10】赤レンガ倉庫で「みんなで作ろう函館夜景」 http://www.hakobura.jp/news03/2016/02/post-210.html
【2/6】函館朝市でキャンドルナイト「光の夜市」 http://www.hakobura.jp/news03/2016/02/26.html
【2/6・7・13】キャンドル灯して、シーニックdeナイト http://www.hakobura.jp/news03/2016/01/26713de.html
【～4/3】壮観！江差・北前のひな語り（江差町） http://www.hakobura.jp/news03/2016/01/2143.html
【1/31】五稜郭ガーデンで雑貨やフードのヒトハコ市 http://www.hakobura.jp/news03/2016/01/131.html
函館マラソン（フル・ハーフの部）、エントリーについて http://www.hakobura.jp/news03/2016/01/314.html
北海道新幹線開業日にブルーインパルスが祝賀飛行 http://www.hakobura.jp/news03/2016/01/post-209.html
北海道新幹線×GLAYの新ポスター掲示中 http://www.hakobura.jp/news03/2016/01/post-207.html
観光バスでみなみ北海道巡り、冬の江差号・松前号 http://www.hakobura.jp/news03/2016/01/post-208.html
函館港まつりのパレードに、ミッキーと仲間たち登場！ http://www.hakobura.jp/news03/2016/01/post-206.html
【1/17】赤レンガの金森ホールでカキ・ニラ知内フェア http://www.hakobura.jp/news03/2016/01/117.html
雪遊び＆そり滑りのできる函館の公園情報 http://www.hakobura.jp/news03/2016/01/post-205.html
【～2/28】冬満喫！大沼・寒感カフェ＆アクティビティ http://www.hakobura.jp/news03/2016/01/123228.html
冬のお楽しみ、大沼ワカサギ釣り情報2016 http://www.hakobura.jp/news03/2016/01/2016.html
GLAYアリーナ公演記念ギター、函館アリーナに展示 http://www.hakobura.jp/news03/2016/01/post-204.html
函館エリア28店が参加、はこだてスイーツスタンプラリー http://www.hakobura.jp/news03/2016/01/28-1.html
夜のお出かけにお得、市電乗り放題「トワイライトパス」 http://www.hakobura.jp/news03/2015/12/post-203.html
湯の川温泉の魅力がわかるガイドマップ完成 http://www.hakobura.jp/news03/2015/12/post-202.html
【3/26・27】祝!北海道新幹線開業 つながるニッポン祭り http://www.hakobura.jp/news03/2015/12/32627.html
【3/25・26】新幹線開業記念ふるまい大門鍋、大門バル http://www.hakobura.jp/news03/2015/12/326.html
【4/22】マップ片手に飲み歩き「函館西部地区バル街」 http://www.hakobura.jp/news03/2015/12/422.html
【3/27】道の駅オープン記念、鹿部たらこ祭り（鹿部町） http://www.hakobura.jp/news03/2015/12/221.html
【2/21】味な合戦冬の陣 カキVSニラ祭り（知内町） http://www.hakobura.jp/news03/2015/12/221-vs.html
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【2/13・14】冬江差"美味百彩"なべまつり（江差町） http://www.hakobura.jp/news03/2015/12/post-201.html
【2/6・7】大沼函館雪と氷の祭典（大沼国定公園） http://www.hakobura.jp/news03/2015/12/267.html
【2/14】地元ならではの味覚を堪能、恵山ごっこ祭り http://www.hakobura.jp/news03/2015/12/post-200.html
北海道新幹線試乗会、参加者募集（2/13・14） http://www.hakobura.jp/news03/2015/12/21314.html
2016年3月26日開業、北海道新幹線のダイヤ発表 http://www.hakobura.jp/news03/2015/12/post-199.html
函館と近郊のスキー・スケート場情報2015-16シーズン http://www.hakobura.jp/news03/2015/12/2015-16.html
トラピスチヌ修道院のクリスマス参加者募集（12/24・25） http://www.hakobura.jp/news03/2015/12/122425.html
【12/24】トラピスト修道院前並木道でキャンドルイベント http://www.hakobura.jp/news03/2015/12/post-198.html
【12/24】一般参加歓迎、元町の教会でクリスマス http://www.hakobura.jp/news03/2015/12/1224.html
主な観光施設の年末年始営業カレンダー（2015～2016） http://www.hakobura.jp/news03/2015/12/20152016.html
第1回の函館フルマラソン、2016年6月26日開催決定！ http://www.hakobura.jp/news03/2015/12/12016626.html
函館市電の初詣電車と年末年始の運行予定 http://www.hakobura.jp/news03/2015/12/post-197.html
クリスマスファンタジーのお帰りにも「Midnight Tram」 http://www.hakobura.jp/news03/2015/12/midnight-tram.html
ラッキーピエロ、ボリューム満点の新メニュー登場 http://www.hakobura.jp/news03/2015/12/post-196.html
【1/2】函館八幡宮でどさんこ馬の新年騎馬参拝 http://www.hakobura.jp/news03/2015/11/12.html
【1/13～15】豊漁豊作祈願、寒中みそぎ祭り（木古内町） http://www.hakobura.jp/news03/2015/11/post-195.html
【1/1】五稜郭タワー展望台で初日の出、元旦特別営業 http://www.hakobura.jp/news03/2015/11/11.html
【12/16】開業100日前トークショー＆ご当地グルメショー http://www.hakobura.jp/news03/2015/11/1216100.html
【11/28～12/25】港の夜景を眺めながら「函館馬車夜行」 http://www.hakobura.jp/news03/2015/11/post-194.html
函館近郊の木古内町と鹿部町に来年、道の駅が誕生 http://www.hakobura.jp/news03/2015/11/post-193.html
【12/4】函館駅前繁華街で飲み歩きイベント「大門バル」 http://www.hakobura.jp/news03/2015/11/124.html
【～3/31】いさり火輝く、函館駅前広場イルミネーション http://www.hakobura.jp/news03/2015/11/1219331.html
【12/12・13】北海道新幹線開業100日前イベント http://www.hakobura.jp/news03/2015/11/121213100.html
新函館北斗駅も掲載、函館が一目でわかる便利マップ http://www.hakobura.jp/news03/2015/11/post-192.html
ランチからバータイムまで気軽に、五稜郭ガーデン http://www.hakobura.jp/news03/2015/11/post-190.html
函館市街地の冬期車両通行止め情報 http://www.hakobura.jp/news03/2015/11/post-191.html
【11/29】サンタになって街をパレード、函館サンタラン http://www.hakobura.jp/news03/2015/11/1129.html
JR北海道×GLAYの北海道新幹線開業PR動画 http://www.hakobura.jp/news03/2015/11/jrpr.html
北海道新幹線・新函館北斗駅の駅舎見学会参加者募集 http://www.hakobura.jp/news03/2015/11/post-189.html
【12/12】函館山山頂で「100万ドルの夜景愛好会サミット」 http://www.hakobura.jp/news03/2015/11/1212100.html
函館山ロープウェイ山麓駅と山頂展望台がリニューアル http://www.hakobura.jp/news03/2015/11/post-188.html
【11/15】函館山ロープウェイ無料搭乗の感謝デー http://www.hakobura.jp/news03/2015/11/1115.html
【11/12】国際頭足類シンポジウムで、イカ・タコに親しむ http://www.hakobura.jp/news03/2015/11/1112.html
【～4/17】ラッキーピエロ峠下総本店イルミネーション http://www.hakobura.jp/news03/2015/11/111417.html
北海道新幹線で函館へ、サンドウィッチマンのTVCM http://www.hakobura.jp/news03/2015/11/cm.html
GLAYがイメージソング担当！北海道新幹線開業CM http://www.hakobura.jp/news03/2015/10/glaycm.html
【12/31】夜景を見ながら、函館山カウントダウンイベント http://www.hakobura.jp/news03/2015/10/1231.html
【～5/5】熱帯植物園でなごみのサル山温泉 http://www.hakobura.jp/news03/2015/10/post-187.html
朝市からベイエリアまで「開港通りお散歩MAP」登場 http://www.hakobura.jp/news03/2015/10/map.html
鮭を見て、鮭を食べて「北斗市さけメニューフェア」 http://www.hakobura.jp/news03/2015/10/post-186.html
【11/1】丘の上の教会で、音楽とヨガのイベント http://www.hakobura.jp/news03/2015/10/111.html
函館キャンペーンの新イメージは公会堂の雪景色 http://www.hakobura.jp/news03/2015/10/post-179.html
【10/24】五稜郭がハッピーハロウィンワンダーランドに http://www.hakobura.jp/news03/2015/10/1024.html
荷物を預けてらくらく移動 「はこだて手ぶら観光」 http://www.hakobura.jp/news03/2015/10/post-185.html
【10/27～31】GLAYファンの聖地G4 SpaceでG4 CAFE http://www.hakobura.jp/news03/2015/10/102731g4-spaceg4-cafe.html
【10/9～11】蠣崎波響の釈迦涅槃図公開、高龍寺宝物展 http://www.hakobura.jp/news03/2015/10/10911.html
グルメ＋体験、秋の大沼公園まるかじりプラン http://www.hakobura.jp/news03/2015/10/post-184.html
【10/23～25】大沼ハロウィンナイト＆紅葉クルーズ http://www.hakobura.jp/news03/2015/10/post-183.html
いかぶしを使った新感覚塩味、函館百年ラーメン登場 http://www.hakobura.jp/news03/2015/10/post-182.html
函館海上冬花火、今シーズンの開催は2月6～10日 http://www.hakobura.jp/news03/2015/10/post-181.html
秋から冬期間の函館山へのアクセスについて http://www.hakobura.jp/news03/2015/10/post-180.html
函館山登山道、冬期車両通行止め（11/13～4月中旬） http://www.hakobura.jp/news03/2015/10/1113415.html
【2/6～10】雪景色のベイエリアで、函館海上冬花火 http://www.hakobura.jp/news03/2015/09/2610.html
函館市が2年連続で「最も魅力的な市区町村」に！ http://www.hakobura.jp/news03/2015/09/2-1.html
函館駅前の棒二森屋デパート「食品館」リニューアル http://www.hakobura.jp/news03/2015/09/post-177.html
函館と近郊の紅葉情報2015（香雪園、恵山、大沼） http://www.hakobura.jp/news03/2015/09/post-178.html
【10/4】大沼流山牧場で木と森を楽しむ「木育フェスタ」 http://www.hakobura.jp/news03/2015/09/104.html
当サイトの閲覧障害についてお詫びとお知らせ http://www.hakobura.jp/news03/2015/09/post-176.html
五稜郭タワーに「まちあるき観光窓口」（9/19～23） http://www.hakobura.jp/news03/2015/09/91923.html
【～2/29】五稜郭が星形に輝く「五稜星の夢」 http://www.hakobura.jp/news03/2015/09/1128229.html
【～3/31】光の回廊「はこだてイルミネーション」 http://www.hakobura.jp/news03/2015/09/1128331.html
【12/4～6】「函館珈琲」上映、函館港イルミナシオン映画祭 http://www.hakobura.jp/news03/2015/09/1246.html
【11/28～12/25】はこだてクリスマスファンタジー http://www.hakobura.jp/news03/2015/09/11281225.html
【11/3】鮭の遡上も見られる、北斗市茂辺地さけまつり http://www.hakobura.jp/news03/2015/09/113.html
北海道新幹線の開業日、2016年3月26日に決定！ http://www.hakobura.jp/news03/2015/09/2016326.html
新幹線開業準備に伴う列車の運休（3/22～25） http://www.hakobura.jp/news03/2015/09/post-175.html
【9/26・27】蔦屋書店のはこだてマルシェ、おやつのじかん http://www.hakobura.jp/news03/2015/09/92627.html
オダギリジョー・蒼井優主演の函館ロケ映画、来年公開 http://www.hakobura.jp/news03/2015/09/post-174.html
JR函館駅の商業ゾーン、3月まで順次改装中 http://www.hakobura.jp/news03/2015/09/jr20163.html
【9/26】食をテーマに「きこないフードバトル」（木古内町） http://www.hakobura.jp/news03/2015/09/926.html
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【9/19・20】七飯町 北海道新幹線カウントダウンイベント http://www.hakobura.jp/news03/2015/09/post-173.html
近郊観光タクシー、お得なモニタープラン（9/5～11/29） http://www.hakobura.jp/news03/2015/09/951129.html
【10/3・4】海の男自慢のいか料理をどうぞ「函館いか祭り」 http://www.hakobura.jp/news03/2015/09/1034.html
【10/25】函館黒船、青函ソウルフードフェスティバル http://www.hakobura.jp/news03/2015/09/1025hakodate.html
【10/11・12】芸術の秋、五稜郭でヒトハコ市＆アートライン http://www.hakobura.jp/news03/2015/09/post-172.html
【10/11・12】新開店の五稜郭ガーデンでランチフェスタ http://www.hakobura.jp/news03/2015/09/101112.html
【10/2】各種施設を夜間開放、はこだてカルチャーナイト http://www.hakobura.jp/news03/2015/09/102.html
【9/19・20】旬の味を満喫、松前城下マグロまつり http://www.hakobura.jp/news03/2015/09/91920.html
【10/24・25】大間超マグロ祭り（青森県大間町） http://www.hakobura.jp/news03/2015/09/102425.html
【～10/18】日曜日はマグロだＤＡＹ（青森県大間町） http://www.hakobura.jp/news03/2015/09/961018.html
2016年春のバル街は4/22、チケット前売りは3/22から http://www.hakobura.jp/news03/2015/09/2016422322.html
【9/6】箱館奉行所でお茶席とお花のおもてなし http://www.hakobura.jp/news03/2015/09/96.html
函館～ニセコ～倶知安の試験運行バス（9/5～10/12） http://www.hakobura.jp/news03/2015/09/951012.html
【10/17～11/8】紅葉をライトアップ、MOMI-Gフェスタ http://www.hakobura.jp/news03/2015/08/1017118momi-g.html
【9/7～9】松前神楽や神輿が見もの、湯倉神社例大祭 http://www.hakobura.jp/news03/2015/08/979.html
ANAの旅サイト「道南の食卓」秋号で函館のブリ特集 http://www.hakobura.jp/news03/2015/08/ana.html
【10/12】函館の繁華街で飲み歩きイベント、五稜郭バル http://www.hakobura.jp/news03/2015/08/1012.html
【9/5・6】北海道新幹線開業200日前カウントダウン http://www.hakobura.jp/news03/2015/08/956200.html
【10/23～25】地元の名菓集合！はこだてスイーツフェスタ http://www.hakobura.jp/news03/2015/08/102325.html
市電の「五稜郭公園前」電停、11月末まで改修工事 http://www.hakobura.jp/news03/2015/08/9.html
【9/21】音楽とグルメを満喫！大沼ジャズフェスティバル http://www.hakobura.jp/news03/2015/08/post-171.html
函館のタクシー、駅や空港からの乗車料金の目安 http://www.hakobura.jp/news03/2015/08/post-170.html
「はこだて検定」で函館の歴史や文化に親しむ http://www.hakobura.jp/news03/2015/08/post-169.html
市電、平日日中は節電ダイヤで運行（8/17～9/30） http://www.hakobura.jp/news03/2015/08/817930.html
五稜郭タワーに「まちあるき観光窓口」（8/13～16） http://www.hakobura.jp/news03/2015/08/81316.html
函館朝市えきに市場屋上に、バーベキューコーナー http://www.hakobura.jp/news03/2015/08/post-168.html
「函館移住計画」1週間滞在の体験モニター募集 http://www.hakobura.jp/news03/2015/08/post-167.html
【8/16】函館公園で遊ぼう！ファミリーフェスタ2015 http://www.hakobura.jp/news03/2015/08/8162015.html
【9/10～13】大沼で自然派イベント「hacoinori2015」 http://www.hakobura.jp/news03/2015/08/91013hacoinori2015.html
【8/30】函館駅前でYOSAKOIソーラン祭り道南大会 http://www.hakobura.jp/news03/2015/08/830yosakoi.html
【～8/31】築150年超の五稜郭「兵糧庫」特別公開 http://www.hakobura.jp/news03/2015/07/8131150.html
2015年秋のバル街は9/4、チケット前売りは8/4から http://www.hakobura.jp/news03/2015/07/20159484.html
函館港まつり2015期間中の市電・花電車の運行 http://www.hakobura.jp/news03/2015/07/post-166.html
【8/14・15】伝統の神輿登場、函館八幡宮例大祭 http://www.hakobura.jp/news03/2015/07/81415.html
【8/1】のどかな農場で「こやぎの丘の小さな夏まつり」 http://www.hakobura.jp/news03/2015/07/81.html
GLAYゆかりのカフェ・ペルラ、2日間限定オープン http://www.hakobura.jp/news03/2015/07/glay2.html
GLAY函館アリーナライブ記念の1日乗車券発売中 http://www.hakobura.jp/news03/2015/07/glay1.html
函館アリーナ・GLAY公演関連の最新情報 http://www.hakobura.jp/news03/2015/07/post-165.html
【8/11～13】函館アリーナ各施設の無料開放DAY http://www.hakobura.jp/news03/2015/07/81113day.html
【7/26】元町公園で食イベント「Power to the 道南！」 http://www.hakobura.jp/news03/2015/07/726power-to-the.html
【7/20】赤レンガ倉庫近くで遊ぼう「海辺で過ごす1日」 http://www.hakobura.jp/news03/2015/07/7201.html
函館アリーナ公演に合わせてGLAY LAWSON営業中 http://www.hakobura.jp/news03/2015/07/glay-lawson.html
JR函館駅の観光案内所リニューアル、サービスも拡充 http://www.hakobura.jp/news03/2015/07/post-164.html
【～9/6】函館でリアル謎解きゲーム「GLAYと宝探し」 http://www.hakobura.jp/news03/2015/07/71896.html
市内のホテルで、宿泊者限定レンタサイクルサービス http://www.hakobura.jp/news03/2015/07/post-163.html
「江差・松前周遊フリーパス」でお得なバスの旅 http://www.hakobura.jp/news03/2015/07/post-162.html
JALの旅サイトで参加型企画「Beef or fish？函館編」 http://www.hakobura.jp/news03/2015/07/jalbeef-or-fish.html
【7/21】オープン前に内部公開、函館アリーナ見学会 http://www.hakobura.jp/news03/2015/07/721.html
絶景を眺めながらのんびり「城岱牧場ピクニックランチ」 http://www.hakobura.jp/news03/2015/07/post-161.html
バーベキュー＋体験の「大沼公園まるかじりプラン」 http://www.hakobura.jp/news03/2015/07/post-160.html
函館と近郊の海水浴場＆プール情報2015 http://www.hakobura.jp/news03/2015/06/2015-1.html
【9/4】函館西部地区で食べ＆飲み歩き、秋の「バル街」 http://www.hakobura.jp/news03/2015/06/94.html
【9/5・6】全国の美味集合！はこだてグルメサーカス http://www.hakobura.jp/news03/2015/06/95.html
【8/22～30】はこだて国際科学祭で「環境」を楽しく考える http://www.hakobura.jp/news03/2015/06/82230.html
【7/25・26】大沼湖水まつりと、新日本三景100年祭 http://www.hakobura.jp/news03/2015/06/72526100.html
【7/26】市民の森のアジサイ園で「アジサイフェスタ」 http://www.hakobura.jp/news03/2015/06/726.html
【6/25】碧血碑で箱館戦争の旧幕府軍戦没者の慰霊祭 http://www.hakobura.jp/news03/2015/06/625.html
【8/8】函館山山頂広場で、バリ島民俗芸能ケチャ公演 http://www.hakobura.jp/news03/2015/06/88.html
オール函館ロケ、GLAYのMVが短編映画祭で特別賞 http://www.hakobura.jp/news03/2015/06/glaymv.html
【6/30】「摩周丸」就航50年記念で出入港模擬イベント http://www.hakobura.jp/news03/2015/06/62050.html
【6/20】湯倉神社で体験＆キャンドルイベント「湯倉の杜」 http://www.hakobura.jp/news03/2015/06/620.html
五稜郭の石垣修復工事が始まりました http://www.hakobura.jp/news03/2015/06/post-159.html
函館のビアガーデン＆ビアホール情報2015 http://www.hakobura.jp/news03/2015/06/post-158.html
この夏、函館市内で謎解きイベント「GLAYと宝探し」 http://www.hakobura.jp/news03/2015/06/glay.html
【8/22】湯の街函館の晩夏を彩る、湯の川温泉花火大会 http://www.hakobura.jp/news03/2015/06/822.html
【7/19】ベイエリアに大輪の花「函館港花火大会」 http://www.hakobura.jp/news03/2015/06/719.html
6合目駐車場から1時間、駒ケ岳登山シーズンイン http://www.hakobura.jp/news03/2015/06/61.html
【6/27・28】新幹線開業300日前カウントダウンイベント http://www.hakobura.jp/news03/2015/05/62728300.html
【5/31】はこだて未来大学でコンピュータ囲碁の公開対局 http://www.hakobura.jp/news03/2015/05/531.html
湯の川温泉PRポスターの主役はおサルさん http://www.hakobura.jp/news03/2015/05/post-157.html
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【7/18】飲んで食べて野外で楽しむ「大門ジャズ」 http://www.hakobura.jp/news03/2015/05/718.html
【6/21】緑の島で迫力の流鏑馬「どさんこフェスタ」 http://www.hakobura.jp/news03/2015/05/621.html
【6/19】駅前大門エリアで飲み歩きイベント「大門バル」 http://www.hakobura.jp/news03/2015/05/619.html
【6/13・14】赤レンガ倉庫イベント広場でhanaichi（花市） http://www.hakobura.jp/news03/2015/05/61314.html
【～8/30】市立函館博物館でアイヌ関連の特別展 http://www.hakobura.jp/news03/2015/05/711830.html
【5/24】鹿部町の海の幸満喫、春のえびつぶ祭り http://www.hakobura.jp/news03/2015/05/post-127.html
【5/24】移動販売車集合！箱館ストリートフェスティバル http://www.hakobura.jp/news03/2015/05/post-126.html
【7/23～28】アミューズメント企画「GLAY LiB CAFE」 http://www.hakobura.jp/news03/2015/05/glay-lib-cafe.html
【8/5～10】世界が集う、はこだて国際民俗芸術祭 http://www.hakobura.jp/news03/2015/05/8510.html
【8/1～5】花火といか踊りで盛り上がる、函館港まつり http://www.hakobura.jp/news03/2015/05/815.html
恵山のエゾヤマツツジ開花。見頃は5月18～26日 http://www.hakobura.jp/news03/2015/05/51826.html
【5/24】伝統的建造物・旧相馬邸、無料公開デー http://www.hakobura.jp/news03/2015/05/post-124.html
【6/13・14】芸術祭プレ企画「ワールズ・ミート・サーカス」 http://www.hakobura.jp/news03/2015/05/613.html
函館圏優良土産品推奨会の「おすすめ函館みやげ」 http://www.hakobura.jp/news03/2015/05/post-125.html
【5/17】函館の個性派ショップが集まる「ヒトハコ市」 http://www.hakobura.jp/news03/2015/05/517.html
台湾の団体ツアー企画で、函館港で花火（5/12～16） http://www.hakobura.jp/news03/2015/05/post-123.html
【～8/16】今年は昼間公演、五稜郭で函館野外劇 http://www.hakobura.jp/news03/2015/05/718816.html
【～10/25】重要文化財の公会堂ホールでコンサート http://www.hakobura.jp/news03/2015/05/581025.html
【6/27・28】グリーンプラザで花と緑のフェスティバル http://www.hakobura.jp/news03/2015/05/62728.html
【6/6】迫力満点の舟漕ぎ競争、南かやべひろめ舟祭り http://www.hakobura.jp/news03/2015/05/66.html
【6/20～7/26】ファミリー向けイベントも充実、函館競馬 http://www.hakobura.jp/news03/2015/05/620726.html
こだわりの街歩き「ブラタモリ」で函館特集（5/30・6/13） http://www.hakobura.jp/news03/2015/05/2.html
北海道情報誌「HO」2015年6月号で、函館大特集 http://www.hakobura.jp/news03/2015/04/ho20156.html
2015年度の函館観光ポスターは、宝箱の街！ http://www.hakobura.jp/news03/2015/04/2015.html
【6/28】新コースでスタート、函館ハーフマラソン大会 http://www.hakobura.jp/news03/2015/04/628.html
【5/2～6】五稜郭の臨時観光案内窓口で無料ガイド http://www.hakobura.jp/news03/2015/04/post-122.html
函館山登山道、夜景タイムの交通規制（4/25～11/12） http://www.hakobura.jp/news03/2015/04/4251112.html
4月21日、函館の桜が開花しました！ http://www.hakobura.jp/news03/2015/04/421.html
【4/16～24】「壺中の天」写真展＆スライドトーク http://www.hakobura.jp/news03/2015/04/41624.html
函館山からの「朝夜景」を見る、期間限定バスツアー http://www.hakobura.jp/news03/2015/04/post-121.html
【4/25・26】函館蔦屋書店で「はこだて春のパン祭り」 http://www.hakobura.jp/news03/2015/04/42526.html
「箱館ハイカラ號」2016年の運行は4/15～10/31 http://www.hakobura.jp/news03/2015/04/4151031.html
電動レンタサイクル「はこりん♪」で街めぐり（3/26～） http://www.hakobura.jp/news03/2015/04/411.html
【4/26】ファミリーで函館山トレッキングクイズラリー http://www.hakobura.jp/news03/2015/04/426.html
【5/24】函館公園の旧博物館、内部の一般公開 http://www.hakobura.jp/news03/2015/04/524.html
ラッキーピエロの新店、マリーナ末広店オープン http://www.hakobura.jp/news03/2015/04/post-120.html
GLAYの函館アリーナこけら落とし公演は7/25・26！ http://www.hakobura.jp/news03/2015/04/glay72728.html
函館山登山道、車両通行止めの解除は4月17日 http://www.hakobura.jp/news03/2015/04/post-153.html
西部地区のギャラリーを巡るスタンプラリー（4/4～26） http://www.hakobura.jp/news03/2015/04/4426.html
函館まちあるきマップに「てくてく開港通り」が仲間入り http://www.hakobura.jp/news03/2015/04/post-152.html
JR北海道の函館近郊観光プラン「函館日和」 http://www.hakobura.jp/news03/2015/03/jr.html
函館観光に便利な循環バス「元町・ベイエリア周遊号」 http://www.hakobura.jp/news03/2015/03/post-151.html
【4/29～5/10】樹齢300年のしだれ桜、北斗桜回廊 http://www.hakobura.jp/news03/2015/03/5217300.html
新幹線でかなえる夢は何？ 函館市PR動画公開！ http://www.hakobura.jp/news03/2015/03/pr.html
【4/1～6】人気和洋菓子集合！はこだてスウィーツフェア http://www.hakobura.jp/news03/2015/03/416.html
【5/23～6/7】一面のピンク色が見事「恵山つつじまつり」 http://www.hakobura.jp/news03/2015/03/52367.html
定期観光バス「江差・松前 名所周遊号」（4/1～10/31） http://www.hakobura.jp/news03/2015/03/-411031.html
東京の函館アンテナショップで「道南・青函フェア」 http://www.hakobura.jp/news03/2015/03/post-132.html
【3/22】稲葉さん登場！北海道新幹線開業1年前イベント http://www.hakobura.jp/news03/2015/03/3221.html
旅行券などが当たる「春の道南スタンプラリー」 http://www.hakobura.jp/news03/2015/03/post-131.html
【4/20・21】料理好き集合！ 函館で「世界料理学会」 http://www.hakobura.jp/news03/2015/03/42021.html
春のバル街、前売チケット発売は3/19から http://www.hakobura.jp/news03/2015/03/317.html
五稜郭に無料の「くるくるはぁとBUS」（3/10～31） http://www.hakobura.jp/news03/2015/03/bus31031.html
函館山ロープウェイ、秋の運休は10/13～11/12 http://www.hakobura.jp/news03/2015/03/post-144.html
【3/14・15】函館の手作り作家が東北応援マーケット http://www.hakobura.jp/news03/2015/03/31415.html
郵便局の「QRコードシール」で、はこぶらにアクセス http://www.hakobura.jp/news03/2015/03/qr.html
歴史散策のおともに「幕末・明治の国際都市ハコダテ」 http://www.hakobura.jp/news03/2015/03/post-143.html
多国籍グルメコート「五稜郭ガーデン」10月オープン http://www.hakobura.jp/news03/2015/03/post-148.html
【4/29～5/20】松前さくらまつり（松前町） http://www.hakobura.jp/news03/2015/03/post-149.html
旧函館区公会堂のハイカラ衣裳館、3/1から営業 http://www.hakobura.jp/news03/2015/03/31.html
【3/28・29】新幹線開業1年前カウントダウンイベント http://www.hakobura.jp/news03/2015/02/328291.html
【5/16・17】維新パレードが見もの、箱館五稜郭祭 http://www.hakobura.jp/news03/2015/02/51617.html
【4/25～5/17】五稜郭公園＆函館公園のお花見 http://www.hakobura.jp/news03/2015/02/45.html
函館ハーフマラソンは6月開催、青函マラソンラリーも http://www.hakobura.jp/news03/2015/02/6.html
2015年、函館の桜の開花はまもなく！ http://www.hakobura.jp/news03/2015/02/post-147.html
【2/1～4/5】壮観！江差・北前のひな語り（江差町） http://www.hakobura.jp/news03/2015/02/2145.html
【3/8】カフェ・ペルラで「STOP! 大間原発祈り旗コンサート」 http://www.hakobura.jp/news03/2015/02/38stop.html
【2/22】地元の味が勢揃い！函館十字街あったか博覧店 http://www.hakobura.jp/news03/2015/02/222.html
函館山山頂レストラン＆ショップ、リニューアルオープン http://www.hakobura.jp/news03/2015/02/post-136.html
【4/19】春の「函館西部地区バル街」で食べ＆飲み歩き http://www.hakobura.jp/news03/2015/02/419.html
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【2/7～2/28】冬を満喫！大沼寒感カフェ＆アクティビティ※終了 http://www.hakobura.jp/news03/2015/02/27228.html
【2/11～15】キャンドル灯して「みんなで作ろう函館夜景」 http://www.hakobura.jp/news03/2015/02/21115.html
JAL Guide to Japanで、海外向けの函館観光情報 http://www.hakobura.jp/news03/2015/01/jal-guide-to-japan.html
JALの地域コラボJAPAN PROJECT、2月は函館特集 http://www.hakobura.jp/news03/2015/01/jaljapan-project2.html
観光バス「旬感千年北海道」冬の松前号・江差号 http://www.hakobura.jp/news03/2015/01/post-135.html
【2/14】函館朝市でワンコインメニューなど「光の夜市」 http://www.hakobura.jp/news03/2015/01/214.html
函館～大沼公園を直通「臨時特急大沼号」（2/5～28） http://www.hakobura.jp/news03/2015/01/2528.html
はこぶらで「スポット検索システム」がスタート！ http://www.hakobura.jp/news03/2015/01/post-134.html
老舗洋食レストランで人気のカレーバイキング http://www.hakobura.jp/news03/2015/01/post-139.html
雪遊び＆そり遊びのできる函館の公園 http://www.hakobura.jp/news03/2015/01/post.html
【2/20】1ドリンク+1フード500円、大門バルではしご酒 http://www.hakobura.jp/news03/2015/01/22211500.html
【3/29】函館の繁華街で食べ＆飲み歩き、五稜郭バル http://www.hakobura.jp/news03/2015/01/329.html
冬空の下、函館市民スケート場営業中（1/2～2/15） http://www.hakobura.jp/news03/2015/01/12215.html
【2/8】函館の冬の味覚満喫、恵山ごっこまつり http://www.hakobura.jp/news03/2015/01/28.html
【2/14・15】幻想的な光、金森キャンドルバレンタイン http://www.hakobura.jp/news03/2015/01/21415.html
みそぎ祭りと松前神楽満喫、道南おもてなしツアー（1/15） http://www.hakobura.jp/news03/2015/01/115.html
2015年夏、GLAYが函館アリーナこけら落とし公演！ http://www.hakobura.jp/news03/2015/01/2015glay.html
「函館キャンペーン」の冬バージョンは雪の八幡坂 http://www.hakobura.jp/news03/2015/01/post-138.html
函館山ロープウェイのゴンドラがリニューアル http://www.hakobura.jp/news03/2015/01/post-137.html
北海道新幹線PR動画、圧巻の「つながる！ドミノ」 http://www.hakobura.jp/news03/2015/01/post-133.html
サッポロクラシック「北海道新幹線缶」限定発売 http://www.hakobura.jp/news03/2015/01/post-129.html
地域ブランド調査2014で、函館が最も魅力的な街に http://www.hakobura.jp/news03/2015/01/2014-4.html
「函館山からのリアルタイム画像」がハイビジョンに http://www.hakobura.jp/news03/2015/01/post-141.html
北海道新幹線の試験走行が始まりました http://www.hakobura.jp/news03/2015/01/post-146.html
ラッキーピエロ峠下総本店でイルミネーション「光の森」 http://www.hakobura.jp/news03/2015/01/post-142.html
函館山ロープウェイの施設改修工事に伴うお知らせ http://www.hakobura.jp/news03/2015/01/post-130.html
ロープウェイ山麓駅、赤レンガ倉庫で無料Wi-Fiサービス http://www.hakobura.jp/news03/2015/01/wi-fi.html
2015年8月オープンの函館アリーナ、紹介動画公開 http://www.hakobura.jp/news03/2015/01/20158.html
函館山登山道、冬期間車両通行止め（11/7～4/17） http://www.hakobura.jp/news03/2015/01/417.html
函館駅前の棒二森屋デパートで「冬のいかパンまつり」 http://www.hakobura.jp/news03/2015/01/post-145.html
函館市内の冬期間車両通行止めのお知らせ http://www.hakobura.jp/news03/2015/01/post-150.html
【2/11～15】冬の夜空を熱く彩る「函館海上冬花火」 http://www.hakobura.jp/news03/2015/01/post-140.html
【2月上旬】函館どつくで迫力の新造船進水式 http://www.hakobura.jp/news03/2015/01/128.html
【1/13～15】伝統の神事「寒中みそぎ祭り」（木古内町） http://www.hakobura.jp/news03/2015/01/11315.html
【12/1～5月連休】熱帯植物園で「サル山温泉」 http://www.hakobura.jp/news03/2015/01/1215.html
【11/29～2/28】五稜郭が星形に輝く「五稜星の夢」 http://www.hakobura.jp/news03/2015/01/post-119.html
スポーツ合宿や大会を函館で。情報サイトがオープン http://www.hakobura.jp/news03/2015/01/post-154.html
冬のお楽しみ、氷上ワカサギ釣り情報2014-2015 http://www.hakobura.jp/news03/2015/01/2014-2015.html
夜の食事や観光に、市電乗り放題「トワイライトパス」 http://www.hakobura.jp/news03/2015/01/post-156.html
【2/22】しりうち味な合戦冬の陣カキVSニラ祭り（知内町） http://www.hakobura.jp/news03/2015/01/222vs.html
【2/22】鹿部たらこ祭り+たらこ食べ歩きイベント（鹿部町） http://www.hakobura.jp/news03/2015/01/215.html
【2/7・8】冬江差"美味百彩"なべまつり（江差町） http://www.hakobura.jp/news03/2015/01/post-155.html
【2/7・8】冬の大自然を満喫、大沼函館雪と氷の祭典 http://www.hakobura.jp/news03/2015/01/278.html
【2/1～14】キャンドルが街を照らす、シーニックdeナイト http://www.hakobura.jp/news03/2015/01/2114de.html
【11/29～2/28】光の回廊「はこだてイルミネーション」 http://www.hakobura.jp/news03/2015/01/1129228.html
「うか～る星人」が市電1日乗車券で受験生を応援 http://www.hakobura.jp/news03/2015/01/1.html

「薄桜⿁ 真改」の舞台・函館、2年連続でアニメの聖地認定 http://www.hakobura.jp/news04/2019/01/-2.html
函館近郊の生産者がモデル、「そらのレストラン」1月公開 http://www.hakobura.jp/news04/2018/12/1-6.html
市立函館博物館で、2019年干支のイノシシ形動物土偶を展示 http://www.hakobura.jp/news04/2018/12/2019.html
お帰りなさい！中空土偶、縄文文化交流センターで特別企画展 http://www.hakobura.jp/news04/2018/12/post-394.html
一般参加歓迎、元町の教会で一般向けクリスマスミサ http://www.hakobura.jp/news04/2018/12/post-393.html
ロマンチックな旅「冬に恋。函館」キャンペーン2018-2019 http://www.hakobura.jp/news04/2018/11/post-392.html
主な観光施設の年末年始営業カレンダー2018-2019 http://www.hakobura.jp/news04/2018/11/20182019.html
11月21日早朝、函館で初雪を観測しました http://www.hakobura.jp/news04/2018/11/1121.html
ひと足お先に、大沼公園の桟橋でワカサギ釣り http://www.hakobura.jp/news04/2018/11/post-391.html
食、温泉、部屋に魅力......湯の川温泉の冬旅満喫プラン http://www.hakobura.jp/news04/2018/11/post-390.html
近郊鹿部町の「しかべ間歇泉」、北海道遺産に認定 http://www.hakobura.jp/news04/2018/11/post-389.html
お得に温泉巡りができる「道南近郊 湯巡りパスポート」 http://www.hakobura.jp/news04/2018/10/post-388.html
函館の新ご当地ビアカクテル「函館ガラビー」お披露目 http://www.hakobura.jp/news04/2018/10/post-387.html
地元のスイーツを満喫「函館スイーツ電車」ツアー http://www.hakobura.jp/news04/2018/10/post-386.html
函館屈指の名建築、旧相馬邸が国の重要文化財に http://www.hakobura.jp/news04/2018/10/post-385.html
函館朝市の「元気プロモーション」で笑顔の写真をどうぞ http://www.hakobura.jp/news04/2018/10/post-384.html
2018年の自治体魅力度ランキングで、函館が第1位に！ http://www.hakobura.jp/news04/2018/10/20181.html
仙台・盛岡・新青森からの新幹線が期間限定50％オフ http://www.hakobura.jp/news04/2018/10/50-2.html
函館市のふるさと納税が大幅パワーアップ http://www.hakobura.jp/news04/2018/10/post-383.html
函館を舞台にした漫画「はっぴーえんど」読者プレゼント http://www.hakobura.jp/news04/2018/10/post-380.html
オール函館ロケ「きみの鳥はうたえる」ロケ地マップ配布中 http://www.hakobura.jp/news04/2018/10/post-382.html
函館山ロープウェイ整備工事に伴う駐車場使用制限 http://www.hakobura.jp/news04/2018/10/post-381.html
いか祭り・おいしいフェスタ、10月7日は台風のため中止 http://www.hakobura.jp/news04/2018/10/107-1.html
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新幹線の東京～新函館北斗が乗車日限定50％オフ http://www.hakobura.jp/news04/2018/09/50-1.html
宿泊費最大7割補助、北海道ふっこう割で函館旅行を http://www.hakobura.jp/news04/2018/09/7.html
ベイエリア岸壁改良工事で、旧桟橋・新島襄立像を一時撤去 http://www.hakobura.jp/news04/2018/09/post-379.html
函館駅から「はこだてMOMI-Gフェスタ」会場へ特別バス http://www.hakobura.jp/news04/2018/09/momi-g.html
函館近郊の北斗星広場で、手ぶらでジンギスカン http://www.hakobura.jp/news04/2018/09/post-378.html
今がお得！ 函館の商業施設・宿泊などのキャンペーン情報 http://www.hakobura.jp/news04/2018/09/post-377.html
五稜郭での特別ライブに伴う立ち入り制限（9/15・17） http://www.hakobura.jp/news04/2018/09/91517.html
9月28日の「カルチャーナイト」は地震に伴う節電のため中止 http://www.hakobura.jp/news04/2018/09/928.html
地震の影響と函館観光に関する「よくある質問集」 http://www.hakobura.jp/news04/2018/09/post-376.html
青函連絡船記念館摩周丸、10月22日から営業再開 http://www.hakobura.jp/news04/2018/09/post-375.html
函館市の節電対応（ライトアップ、街路灯など） http://www.hakobura.jp/news04/2018/09/28-1.html
市内の観光施設や交通機関、平常通り営業中 http://www.hakobura.jp/news04/2018/09/post-374.html
9月8・9日の「はこだてグルメサーカス」は地震の影響で中止 http://www.hakobura.jp/news04/2018/09/989.html
地震の影響／Influence of the earthquake／地震的影響 http://www.hakobura.jp/news04/2018/09/20189669.html
函館駅から送迎バスも、恵山紅葉登山会参加者募集（10/21） http://www.hakobura.jp/news04/2018/09/post-373.html
地元の人気スイーツ集合、まきばdeスイーツ in 城岱牧場 http://www.hakobura.jp/news04/2018/08/de.html
五稜郭ガーデン、オープンテラス+個室でグランドオープン http://www.hakobura.jp/news04/2018/08/post-372.html
東京・自由が丘のローソンに函館のアンテナショップ http://www.hakobura.jp/news04/2018/08/post-371.html
GLAY野外ライブに伴う交通規制のお知らせ（8/25・26） http://www.hakobura.jp/news04/2018/08/glay82526.html
「開港5都市景観まちづくり会議」を函館で開催（9/1～3） http://www.hakobura.jp/news04/2018/08/5-1.html
U字工事とめぐる「函館サイコロの旅」に10組20名をご招待 http://www.hakobura.jp/news04/2018/08/u.html
函館出身・佐藤泰志「函館3部作」特別上映と、新作写真展 http://www.hakobura.jp/news04/2018/08/3-1.html
夜景観賞のお帰りにも、市電の夜間臨時便運行（8/10～13） http://www.hakobura.jp/news04/2018/08/81013.html
函館のGLAYゆかりの地を巡るプレミアムイベント、グレナビ http://www.hakobura.jp/news04/2018/08/glay-1.html
エキゾーくんパネルで記念写真、ツイートキャンペーン http://www.hakobura.jp/news04/2018/08/post-370.html
日本遺産に登録された江差町の街並みをVRで再現 http://www.hakobura.jp/news04/2018/08/vr.html
キャンプ+グルメ+体験プログラム、グランピングin大沼 http://www.hakobura.jp/news04/2018/08/in-2.html
みなみ北海道の歴史・文化を学ぶ「道南れきぶんカード」 http://www.hakobura.jp/news04/2018/07/post-369.html
北海道・北東北の縄文遺跡群が世界遺産の国内推薦候補に http://www.hakobura.jp/news04/2018/07/post-367.html
史跡大船遺跡・垣ノ島遺跡を巡る無料シャトルバス運行 http://www.hakobura.jp/news04/2018/07/post-368.html
函館市電でGLAYライブのオリジナルラッピング電車が運行 http://www.hakobura.jp/news04/2018/07/glay.html
函館と近郊の海水浴場、プール、水遊び情報2018 http://www.hakobura.jp/news04/2018/07/2018-2.html
地域オリジナル、函館湾岸コンクリート物語カード配布中 http://www.hakobura.jp/news04/2018/07/post-366.html
星空や日の出を観賞、きじひき高原満喫ツアー http://www.hakobura.jp/news04/2018/07/post-365.html
大沼の森の中にワンちゃんと泊まれるコテージ誕生 http://www.hakobura.jp/news04/2018/07/post-364.html
夏の観光シーズンの参考に、ベイエリア周辺の駐車場情報 http://www.hakobura.jp/news04/2018/07/post-363.html
特産品が当たる、どうなん「道の駅」レシートラリー2018 http://www.hakobura.jp/news04/2018/07/post-362.html
森町で鷲ノ木遺跡・榎本武揚上陸地見学会を開催 http://www.hakobura.jp/news04/2018/07/post-361.html
トラピスチヌ修道院「平和の祈り」参加者募集（8/15） http://www.hakobura.jp/news04/2018/07/815-2.html
空路+フェリーで楽しむ、函館～青森サイクリングの旅 http://www.hakobura.jp/news04/2018/07/post-360.html
シエスタハコダテのカフェ＆ショップで「〆パフェ」 http://www.hakobura.jp/news04/2018/07/post-358.html
JR函館駅に秋田の竿燈となまはげが登場（7/7・8） http://www.hakobura.jp/news04/2018/07/jr778.html
函館の七夕「ろうそくもらい」体験でお菓子をゲット http://www.hakobura.jp/news04/2018/07/post-357.html
函館山の要塞や自然の見学ツアー参加者募集（8/4） http://www.hakobura.jp/news04/2018/06/84.html
市立函館博物館で「北の昆布展」開催（7/10～9/9） http://www.hakobura.jp/news04/2018/06/71099.html
GREAT EARTH 駒ケ岳一周ライドの参加者募集中 http://www.hakobura.jp/news04/2018/06/great-earth.html
この夏はJRで函館へ！イカすぜ函館キャンペーン http://www.hakobura.jp/news04/2018/06/jr-4.html
函館朝市おすすめ、一店逸品ブランド「セレクト朝市」 http://www.hakobura.jp/news04/2018/06/post-356.html
北海道新幹線をお得に乗車、得割青森日帰りパック http://www.hakobura.jp/news04/2018/06/post-355.html
連休の函館旅におすすめ「三連休東日本・函館パス」 http://www.hakobura.jp/news04/2018/06/jr-3.html
緑の島ライブを前に「GLAY Walker 2018 函館」8月2日発売 http://www.hakobura.jp/news04/2018/06/glay-walker-2018-82.html
定期観光バス「江差・松前 名所周遊号」で近郊の魅力満喫 http://www.hakobura.jp/news04/2018/06/post-354.html
函館のクリエイターがホテルのスイートをプロデュース http://www.hakobura.jp/news04/2018/05/post-353.html
オール函館ロケ映画「きみの鳥はうたえる」、9月全国公開 http://www.hakobura.jp/news04/2018/05/9-1.html
ふるさと納税「きふたびクーポン」で函館旅行をお得に http://www.hakobura.jp/news04/2018/05/post-352.html
活火山「恵山」登山に、地元食材の恵山弁当発売 http://www.hakobura.jp/news04/2018/05/post-351.html
【5/14～17、5/22～6/1】トラピスチヌ修道院の写真展 http://www.hakobura.jp/news04/2018/05/5141752261.html
2018函館マラソン、特設応援スポットのご案内 http://www.hakobura.jp/news04/2018/05/post-350.html
荷物を預けてらくらく移動 「はこだて手ぶら観光」 http://www.hakobura.jp/news04/2018/05/post-349.html
【8/5～11】世界の音楽と食が集合、はこだて国際民俗芸術祭 http://www.hakobura.jp/news04/2018/05/8511-1.html
【8/1～5】花火といか踊りで盛り上がる、函館港まつり http://www.hakobura.jp/news04/2018/05/815-1.html
【7/15】花火と音楽のコラボ、函館新聞社 函館港花火大会 http://www.hakobura.jp/news04/2018/05/715.html
【6/9】豪華絢爛漁火パレード必見、南かやべひろめ舟祭り http://www.hakobura.jp/news04/2018/05/69.html
GLAY、5年ぶりに緑の島で野外ライブ開催決定（8/25・26） http://www.hakobura.jp/news04/2018/04/post-348.html
「北海道レストランバスツアー」函館エリアで運行開始 http://www.hakobura.jp/news04/2018/04/post-346.html
大型連休中、五稜郭の観光情報提供とミニガイドを実施 http://www.hakobura.jp/news04/2018/04/post-347.html
函館発着グルメ満喫観光列車「ながまれ海峡号」 http://www.hakobura.jp/news04/2018/04/post-345.html
北海道情報誌「ＨＯ」2018年6月号は函館エリアの大特集 http://www.hakobura.jp/news04/2018/04/20186.html
2018年4月25日に函館の桜が開花。28日に満開も発表！ http://www.hakobura.jp/news04/2018/04/2018425-4.html
【4/28～30、5/3～6】GWワクワクまつり（木古内町） http://www.hakobura.jp/news04/2018/04/42830gw.html



ページ名 URL

函館空港にラブライブ！サンシャイン!! プレミアムショップ http://www.hakobura.jp/news04/2018/04/post-344.html
ラブライブ！サンシャイン!! 函館ロケ地マップ配布中 http://www.hakobura.jp/news04/2018/04/post-343.html
函館観光ポスター2018は、空から見た夜景と五稜郭 http://www.hakobura.jp/news04/2018/04/2018-1.html
老舗レストラン五島軒で、人気のカレービュッフェ http://www.hakobura.jp/news04/2018/04/post-342.html
【5/3・4】しりうち春のカキまつり（知内町） http://www.hakobura.jp/news04/2018/04/534.html
五稜郭タワーにジャンボこいのぼり（4/21～5/6） http://www.hakobura.jp/news04/2018/04/42156.html
「恋人たちのまち、函館」のポスターと動画登場 http://www.hakobura.jp/news04/2018/04/post-341.html
函館・青森・弘前・八戸、青函圏周遊 ぐっとくる旅の動画 http://www.hakobura.jp/news04/2018/04/post-340.html
【4/26～5/9】樹齢300年のしだれ桜が見事、北斗桜回廊 http://www.hakobura.jp/news04/2018/04/426511.html
日付や条件で検索できる「函館イベントガイド」オープン http://www.hakobura.jp/news04/2018/04/post-339.html
【4/20～22】シエスタハコダテ1周年感謝祭で振る舞いなど http://www.hakobura.jp/news04/2018/04/420221.html
函館情報掲載「ラブライブ！サンシャイン!! Walker2」発売 http://www.hakobura.jp/news04/2018/04/-walker2.html
函館発着、きこない花と歴史巡り日帰りツアー（5/13） http://www.hakobura.jp/news04/2018/04/post-338.html
【5/3～13】チューリップフェア2018（木古内町） http://www.hakobura.jp/news04/2018/04/53132018.html
【4/1～15】高龍寺で蠣崎波響の釈迦涅槃図を一般公開 http://www.hakobura.jp/news04/2018/04/4115.html
はこぶらサイトの2018年度バナー広告を募集中 http://www.hakobura.jp/news04/2018/04/2018.html
函館・江差・松前・伊達の文化財を展示「道南四都物語」 http://www.hakobura.jp/news04/2018/03/post-337.html
函館美術館主催、蠣崎波響の作品鑑賞ツアー（4/7・8・12） http://www.hakobura.jp/news04/2018/03/4-2.html
【4/21】要塞見学もあり、函館山トレッキングクイズラリー http://www.hakobura.jp/news04/2018/03/421-1.html
箱館ハイカラ號は4月15日から、土日祝日中心に運行 http://www.hakobura.jp/news04/2018/03/415.html
【4/20～5/6】レゴ®ブロックで作った世界遺産展 http://www.hakobura.jp/news04/2018/03/42056.html
北海道内の高速道路が乗り降り自由、北海道観光ふりーぱす http://www.hakobura.jp/news04/2018/03/post-336.html
お得な特典つき、和菓子もケーキも「函館スイーツクーポン」 http://www.hakobura.jp/news04/2018/03/post-335.html
トラピスト修道院の周辺を巡るレンタサイクル http://www.hakobura.jp/news04/2018/03/post-334.html
【4/28～5/13】イベント多彩、松前さくらまつり（松前町） http://www.hakobura.jp/news04/2018/03/428513.html
青森への鉄道旅にも「北海道150年日帰り周遊パス」 http://www.hakobura.jp/news04/2018/03/post-332.html
JRの普通列車が7日間乗り放題「北海道＆東日本パス」 http://www.hakobura.jp/news04/2018/03/post-333.html
2018年秋のバル街は9月2日、チケット販売は7月31日から http://www.hakobura.jp/news04/2018/03/422322.html
夜景観光バス「函館夜景号」「Mt.函館夜景ロマンコース」 http://www.hakobura.jp/news04/2018/03/post-331.html
公会堂のハイカラ衣裳館、改修のため今年は9月末まで http://www.hakobura.jp/news04/2018/03/9.html
【4/15】函館ゆかりの人物を知る、郷土資料館講談会 http://www.hakobura.jp/news04/2018/03/311.html
函館山登山道、4月16日に車両通行止め解除 http://www.hakobura.jp/news04/2018/03/416-1.html
桜のあとは恵山のつつじ。見ごろは5月後半 http://www.hakobura.jp/news04/2018/03/5.html
【3/23】函館駅前繁華街で飲み歩きイベント「大門バル」 http://www.hakobura.jp/news04/2018/03/323-1.html
【4/2】自閉症啓発で五稜郭タワーのブルーライトアップ http://www.hakobura.jp/news04/2018/03/42.html
道道83号（函館南茅部線）で一部通行止めのお知らせ http://www.hakobura.jp/news04/2018/02/83.html
【5/19～6/3】山すそがピンクに染まる、恵山つつじまつり http://www.hakobura.jp/news04/2018/02/51963.html
大沼の夜空を満喫、ナイトそりで行くトゥインクルツアー http://www.hakobura.jp/news04/2018/02/post-330.html
【2/22～3/1】楽しい参加型、日本のKOUGEI・瀬戸の陶芸展 http://www.hakobura.jp/news04/2018/02/22231.html
【6/16～7/22の土日】グルメやイベントも、函館競馬 http://www.hakobura.jp/news04/2018/02/616.html
【7/1】眺めのいいコースを快走、函館マラソン http://www.hakobura.jp/news04/2018/02/71.html
重要文化財、旧函館区公会堂と遺愛学院本館の改修工事 http://www.hakobura.jp/news04/2018/02/post-295.html
【7/13～8/11の金土】地元の歴史をつづる、函館野外劇 http://www.hakobura.jp/news04/2018/02/7138118.html
【4/28～5/13】五稜郭公園と函館公園のお花見電飾 http://www.hakobura.jp/news04/2018/02/45-1.html
【5/19・20】箱館戦争の歴史をつづる、箱館五稜郭祭 http://www.hakobura.jp/news04/2018/02/51920.html
函館市内、大雪の影響（市電運転見合わせ、道路通行止め） http://www.hakobura.jp/news04/2018/02/post-329.html
【2/10】ロシア文化を体感「はこだてロシアまつり」 http://www.hakobura.jp/news04/2018/02/210-1.html
【2/10】函館朝市でキャンドルナイト「光の夜市」 http://www.hakobura.jp/news04/2018/02/210.html
函館～ニセコに手軽な乗り合いタクシーが運行 http://www.hakobura.jp/news04/2018/02/post-328.html
北海道立函館美術館で「追悼特別展 高倉健」（～3/31） http://www.hakobura.jp/news04/2018/02/post-327.html
「ラブライブ! サンシャイン!!」函館編のBlu-ray発売 http://www.hakobura.jp/news04/2018/01/blu-ray.html
ビッグコミックの聖地巡礼、函館の旅をプレゼント http://www.hakobura.jp/news04/2018/01/post-326.html
【2/11･12】金森キャンドルバレンタイン＆マーケット http://www.hakobura.jp/news04/2018/01/21112-1.html
【2/9～11】赤レンガ倉庫広場で「みんなで作ろう函館夜景」 http://www.hakobura.jp/news04/2018/01/2911-1.html
関東・東北から北海道へお得に旅行、大人の休日倶楽部パス http://www.hakobura.jp/news04/2018/01/post-325.html
【2/12】地元芸人が熱演、函館パフォーマーズ 五稜郭冬の陣 http://www.hakobura.jp/news04/2018/01/212-1.html
函館の桜は、大型連休いっぱいが見ごろの予想 http://www.hakobura.jp/news04/2018/01/4-1.html
函館発着、冬の江差・松前を訪ねるお得な観光バスツアー http://www.hakobura.jp/news04/2018/01/post-324.html
【2/4】函館駅前キラリス函館で、函館名物ごっこ汁販売 http://www.hakobura.jp/news04/2018/01/24.html
五稜郭の石垣保存修理と、観光駐車場の利用制限 http://www.hakobura.jp/news04/2018/01/post-323.html
【2/3～17の土日】キャンドル灯して、シーニックdeナイト http://www.hakobura.jp/news04/2018/01/234de.html
2018函館マラソンのエントリー、2月19日スタート http://www.hakobura.jp/news04/2018/01/2018219.html
【4/23・24】料理好き集合！ 世界料理学会 in Hakodate http://www.hakobura.jp/news04/2018/01/42324-in-hakodate.html
【～3/18】街を彩る、江差 北前のひな語り／江差町 http://www.hakobura.jp/news04/2018/01/23318.html
【4/22】街を楽しみ飲み＆食べ歩き、函館西部地区バル街 http://www.hakobura.jp/news04/2018/01/422.html
【1/21】四季の杜公園で雪遊び体験「雪あかりパーク」 http://www.hakobura.jp/news04/2018/01/121-1.html
楽しい体験いろいろ、冬の大沼公園まるかじりプラン http://www.hakobura.jp/news04/2018/01/post-322.html
路線バスに乗り放題、江差・松前周遊フリーパス http://www.hakobura.jp/news04/2018/01/2-4.html
新幹線の新函館北斗～大宮が乗車日限定50％オフ http://www.hakobura.jp/news04/2018/01/50.html
船上から楽しむ函館海上冬花火プラン（2/10・11） http://www.hakobura.jp/news04/2018/01/21011.html
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2018年度冬期、函館市街地の車両通行止め情報 http://www.hakobura.jp/news04/2018/01/2017-6.html
函館バスの観光向け路線、年末年始の運行2018-2019 http://www.hakobura.jp/news04/2017/12/2017-2018-2.html
そり＆雪遊びを楽しめる函館の公園情報2018-2019 http://www.hakobura.jp/news04/2017/12/2017-2018-1.html
大沼で冬遊び、観光施設のプラン一覧2018-2019 http://www.hakobura.jp/news04/2017/12/post-321.html
夜の市電に乗り放題「トワイライトパス」（1/4～3/31） http://www.hakobura.jp/news04/2017/12/14331.html
【1/1】函館空港で、新春獅子舞＆餅つき http://www.hakobura.jp/news04/2017/12/11-3.html
【2/18】味な合戦冬の陣「カキVSニラまつり」（知内町） http://www.hakobura.jp/news04/2017/12/218vs.html
函館近郊、大沼のワカサギ釣り情報2018-2019 http://www.hakobura.jp/news04/2017/12/2017-2018.html
【12/18～28】ひづめみか～る「かわいい函館♥」特別展 http://www.hakobura.jp/news04/2017/12/121828.html
函館の新ご当地グルメ「はこだて焼きピロシキ」登場 http://www.hakobura.jp/news04/2017/12/post-320.html
函館市電の初詣無料電車と年末年始の運行予定2018-2019 http://www.hakobura.jp/news04/2017/12/post-319.html
まちあるきマップ26コースが一冊に「函館まち歩き本」 http://www.hakobura.jp/news04/2017/12/26.html
【12/24・25】一般参加歓迎、元町の教会でクリスマス http://www.hakobura.jp/news04/2017/12/122425.html
「道の駅なないろ・ななえ」が3月23日にオープン http://www.hakobura.jp/news04/2017/12/323.html
【12/7～13】カトリック元町教会のスペシャルライトアップ http://www.hakobura.jp/news04/2017/12/12713.html
【2/3・4】名物鍋集合！冬江差"美味百彩"なべまつり／江差町 http://www.hakobura.jp/news04/2017/12/234-1.html
【2/11】函館の冬の味覚を満喫、恵山ごっこまつり http://www.hakobura.jp/news04/2017/12/211-2.html
【2/18】特産たらこと温泉三昧、鹿部たらこ祭り／鹿部町 http://www.hakobura.jp/news04/2017/12/28.html
【2/3・4】ジャンボすべり台が人気、大沼函館雪と氷の祭典 http://www.hakobura.jp/news04/2017/12/234.html
地元グルメ満喫「ながまれ海峡号」クリスマストレイン http://www.hakobura.jp/news04/2017/12/xmas.html
木古内町「寒中みそぎ祭り」見学、函館発着ツアー http://www.hakobura.jp/news04/2017/12/post-318.html
【12/17～24】トラピスト修道院の並木道、ライトアップ http://www.hakobura.jp/news04/2017/12/121724.html
クリスマスファンタジーのお帰りにも「Midnight Tram」 http://www.hakobura.jp/news04/2017/12/post-317.html
【1/2】函館八幡宮でどさんこ馬の駆け上がり、新年騎馬参拝 http://www.hakobura.jp/news04/2017/12/12.html
函館エリアのお菓子文化を紹介「KA・NO・KA（菓の香）」 http://www.hakobura.jp/news04/2017/11/kanoka.html
トラピスチヌ修道院でクリスマスミサを体験しませんか http://www.hakobura.jp/news04/2017/11/post-316.html
【12/9・10】赤レンガ倉庫でサンタクロースと撮影会 http://www.hakobura.jp/news04/2017/11/12910.html
【12/31】夜景とともに、函館山カウントダウンスペシャル http://www.hakobura.jp/news04/2017/11/1231.html
【1/1】五稜郭タワー展望台で初日の出、元旦特別営業 http://www.hakobura.jp/news04/2017/11/11-2.html
【12/10】フェリーターミナルで「クリスマスマーケット」 http://www.hakobura.jp/news04/2017/11/1210.html
【11/29～12/24の金土など】道南いさりび鉄道の夜景列車 http://www.hakobura.jp/news04/2017/11/1129121.html
主な観光施設の年末年始営業カレンダー（2017～2018） http://www.hakobura.jp/news04/2017/11/20172018.html
「函館でしたい27の体験」リーフレット配布中 http://www.hakobura.jp/news04/2017/11/27.html
【11/26、12/10】古建築再生ホテルで函館の風景写真展 http://www.hakobura.jp/news04/2017/11/post-315.html
函館の屋号を知って街歩き、博物館の「屋号展示」 http://www.hakobura.jp/news04/2017/11/post-314.html
博物館収蔵資料展「指定文化財そろいぶみ」（11/18～） http://www.hakobura.jp/news04/2017/11/1118.html
街歩きの新しい魅力、函館コンクリートツアー http://www.hakobura.jp/news04/2017/11/post-313.html
【2/24・25】地元の食満喫、はこだてFOODフェスタ http://www.hakobura.jp/news04/2017/11/22425.html
11月13日早朝、函館で初雪を観測しました http://www.hakobura.jp/news04/2017/11/1113.html
食の魅力発信サイト「おいしい函館」公開！ http://www.hakobura.jp/news04/2017/11/post-312.html
【2/9～11】雪空に大輪の花が開く、函館海上冬花火 http://www.hakobura.jp/news04/2017/11/2911.html
【11/26】サンタになって楽しく歩く、函館サンタラン http://www.hakobura.jp/news04/2017/11/1126.html
【12/8】函館駅前繁華街で飲み歩きイベント「大門バル」 http://www.hakobura.jp/news04/2017/11/128.html
【11/19】ロープウェイが終日無料になる、市民感謝デー http://www.hakobura.jp/news04/2017/11/1119-1.html
どれにする？ クリスマスファンタジーのスープバー2018 http://www.hakobura.jp/news04/2017/11/post-311.html
グルメと車窓を満喫、冬の「ながまれ海峡号」ツアー http://www.hakobura.jp/news04/2017/11/post-310.html
函館と近郊のスキー・スケート場情報2018-19シーズン http://www.hakobura.jp/news04/2017/11/2017-18.html
【11/19】食と雑貨の人気店が集合、ハルヒメ夜市 http://www.hakobura.jp/news04/2017/11/1119.html
【～3/31】ラッキーピエロの光の森イルミネーション http://www.hakobura.jp/news04/2017/10/1031331.html
【～2/28】漁火が輝く、函館駅前広場イルミネーション http://www.hakobura.jp/news04/2017/10/121228-5.html
ロマンチックいっぱいの観光ポスター「冬に恋。函館」 http://www.hakobura.jp/news04/2017/10/post-309.html
【10/26～11/1】多彩な作品を販売、はこだて工芸まつり http://www.hakobura.jp/news04/2017/10/1026111.html
3店で提供中、HAKODATEスイーツdeロケーション http://www.hakobura.jp/news04/2017/10/115hakodatede.html
【10/29】秋のうまパ in 函館競馬場で「馬に親しむ日」 http://www.hakobura.jp/news04/2017/10/1029in.html
【1/13～15】伝統の神事、寒中みそぎ祭り／木古内町 http://www.hakobura.jp/news04/2017/10/11315.html
【～5/6】のんびり温まる姿が人気、サル山温泉 http://www.hakobura.jp/news04/2017/10/12156.html
【11/5】大門地区で大型飲み会＆まちコン「ハコパ」 http://www.hakobura.jp/news04/2017/10/115-1.html
【11/5】北海道の人気料理研究家登場「愉快な料理学会」 http://www.hakobura.jp/news04/2017/10/115.html
北海道新幹線の新函館北斗～新青森が期間限定50％オフ http://www.hakobura.jp/news04/2017/10/50off.html
今年の自治体魅力度ランキングで、函館は2位 http://www.hakobura.jp/news04/2017/10/2-3.html
【10/20】函館駅前の大門横丁で、開業12周年感謝祭 http://www.hakobura.jp/news04/2017/10/102012.html
【10/22】フェリーターミナルで秋のフードマーケット http://www.hakobura.jp/news04/2017/10/1022.html
2019函館マラソン、開催日は7月7日に決定 http://www.hakobura.jp/news04/2017/10/201871.html
【10/20～22】紅葉のライトアップも、大沼ハロウィンナイト http://www.hakobura.jp/news04/2017/10/102022.html
【10/21】五稜郭の商店街でハッピーハロウィンイベント http://www.hakobura.jp/news04/2017/10/1021-1.html
函館山登山道2018年度冬期通行止め（11月12日11時～） http://www.hakobura.jp/news04/2017/09/2017111311.html
【10/11～16】五稜郭の百貨店で、クラフト&アート in 函館 http://www.hakobura.jp/news04/2017/09/101116in.html
はこだてクリスマスファンタジー20周年で、花火も盛大に http://www.hakobura.jp/news04/2017/09/20.html
函館と近郊の紅葉情報2018（香雪園、恵山、大沼など） http://www.hakobura.jp/news04/2017/09/2017-5.html
【10/21】お化け屋敷も、本格ハロウィンイベント（八雲町） http://www.hakobura.jp/news04/2017/09/1021.html
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【9/30・10/1】はこだて和牛堪能、きこない道の駅まつり http://www.hakobura.jp/news04/2017/09/930101-1.html
【9/16～18】新函館北斗駅前で、北斗ウエルカムマーケット http://www.hakobura.jp/news04/2017/09/91618.html
【12/1～3】函館で映画三昧、函館港イルミナシオン映画祭 http://www.hakobura.jp/news04/2017/09/1213.html
【～2/28】五稜郭を星形にライトアップ、五稜星の夢 http://www.hakobura.jp/news04/2017/09/121228-4.html
【～2/28】街並みが輝く、はこだてイルミネーション http://www.hakobura.jp/news04/2017/09/121228-3.html
【12/1～25】冬の祭典、はこだてクリスマスファンタジー http://www.hakobura.jp/news04/2017/09/12125.html
【11/3】鮭が遡上する河原で、北斗市茂辺地さけまつり http://www.hakobura.jp/news04/2017/09/113.html
旅の記念に、JR函館駅などで「ご当地入場券」を販売 http://www.hakobura.jp/news04/2017/09/jr-2.html
【10/21～11/12】紅葉の名所・香雪園で、MOMI-Gフェスタ http://www.hakobura.jp/news04/2017/09/10211112momi-g.html
市立函館博物館郷土資料館、外壁工事中（11月末まで） http://www.hakobura.jp/news04/2017/09/11.html
函館山に残る軍事要塞施設の見学講座開催（10/6） http://www.hakobura.jp/news04/2017/09/107.html
【9/17】道南いさりび鉄道「春夏秋冬」編成での運行 http://www.hakobura.jp/news04/2017/09/917.html
動物のはく製が大集合！「博物館のどうぶつ園」（9/16～） http://www.hakobura.jp/news04/2017/09/916.html
【10/8】函館からフェリーで1時間半、大間マグロ感謝祭 http://www.hakobura.jp/news04/2017/09/108.html
【9/22】街なかで多彩な体験を、はこだてカルチャーナイト http://www.hakobura.jp/news04/2017/08/922.html
【9/16・17】全国レクリエーション大会でウォークラリー http://www.hakobura.jp/news04/2017/08/in-1.html
函館発着、グルメ満喫観光列車「ながまれ海峡号」ツアー http://www.hakobura.jp/news04/2017/08/post-308.html
函館＆青森満喫プログラム、マグ女のセイカン博覧会2018 http://www.hakobura.jp/news04/2017/08/post-307.html
【8/26～9/24】国宝土偶5体と親しむ、縄文土偶サミット http://www.hakobura.jp/news04/2017/08/826924.html
自転車レースに伴う函館山登山道の交通規制（9/9） http://www.hakobura.jp/news04/2017/08/910-1.html
はこだてグルメサーカス連動、まちなかグルメMAP http://www.hakobura.jp/news04/2017/08/map.html
みなみ北海道でのレンタカー利用に、レシートラリー http://www.hakobura.jp/news04/2017/08/post-306.html
【9/17・18】五稜郭の新名所で函館ゆかりの芸人ライブ http://www.hakobura.jp/news04/2017/08/91718g2.html
トラピスト修道院周辺を巡る北斗市のレンタサイクル http://www.hakobura.jp/news04/2017/08/post-305.html
GLAY、クリスマスに2度目の函館アリーナ2DAYS公演 http://www.hakobura.jp/news04/2017/08/glay22days.html
登山道を激走、函館山サイクルライド参加者募集中 http://www.hakobura.jp/news04/2017/08/825.html
【10/1】五稜郭エリアで飲み歩きイベント、五稜郭バル http://www.hakobura.jp/news04/2017/08/101.html
【9/11】食の魅力満喫、津軽海峡エリア料理人フォーラム http://www.hakobura.jp/news04/2017/08/911.html
【～10/29の毎週日曜】大間町で「日曜日はマグロだDAY」 http://www.hakobura.jp/news04/2017/08/9310day.html
【8/20】函館出身の大道芸人ギリヤーク尼ケ崎、青空公演 http://www.hakobura.jp/news04/2017/08/820-1.html
【8/27】函館駅前でYOSAKOIソーラン祭り道南大会 http://www.hakobura.jp/news04/2017/08/827yosakoi.html
8月23日～9月12日、ハリストス正教会の現地調査実施 http://www.hakobura.jp/news04/2017/08/823912.html
北海道新幹線に気軽に乗車、新幹線ちょい乗りパック http://www.hakobura.jp/news04/2017/08/post-304.html
ローカル線の道南いさりび鉄道に、5色目の車両登場 http://www.hakobura.jp/news04/2017/07/post-999.html
【7/29】鉄道ファンや家族連れにおすすめ、JR貨物イベント http://www.hakobura.jp/news04/2017/07/729jr.html
「函館移住計画」で1カ月滞在の体験モニター募集 http://www.hakobura.jp/news04/2017/07/1-4.html
【8/6・13・20・27】歴史を訪ねて街歩き、函館ぶら探訪 http://www.hakobura.jp/news04/2017/07/86132027.html
函館港まつり2018期間中の花電車・市電の運行 http://www.hakobura.jp/news04/2017/07/2017-4.html
【8/19】親子で楽しむ「函館公園ファミリーフェスタ」 http://www.hakobura.jp/news04/2017/07/819-1.html
Instagramの#hakodate_photoで、函館の写真をシェア http://www.hakobura.jp/news04/2017/07/instagram.html
【7/30】市民の熱いレースに声援を、ペリーボート競漕 http://www.hakobura.jp/news04/2017/07/730.html
【8/20】景勝地でバーベキュー「きじひき高原まつり」 http://www.hakobura.jp/news04/2017/07/820.html
【9/3】音楽と自然と食を満喫、大沼ジャズフェスティバル http://www.hakobura.jp/news04/2017/07/93.html
高橋名人も登場、あそぶ！ゲーム展とつくる！ゲーム展 http://www.hakobura.jp/news04/2017/07/post-302.html
船から眺める函館港の花火大会2018（7/15、8/1） http://www.hakobura.jp/news04/2017/07/71681.html
【9/8～10】迫力の自転車レース「ツール・ド・北海道」 http://www.hakobura.jp/news04/2017/07/9810.html
温泉総選挙2017に、函館の湯の川温泉がエントリー http://www.hakobura.jp/news04/2017/07/2017-3.html
【7/8・9】はこだてグリーンプラザで「大門合同学生祭」 http://www.hakobura.jp/news04/2017/07/789.html
【7/15･16】海と親しむ「函館マリンフェスティバル」 http://www.hakobura.jp/news04/2017/07/71516-2.html
【7/23】市民の森のアジサイ園で「アジサイフェスタ」 http://www.hakobura.jp/news04/2017/07/723.html
【7/23】ちびっ子も大人も楽しめる「路面電車感謝祭」 http://www.hakobura.jp/news04/2017/06/post-301.html
グルメ+体験プログラム、大沼公園まるかじりプラン http://www.hakobura.jp/news04/2017/06/post-300.html
2018函館マラソンのランナー＆観戦者向け最新役立ち情報 http://www.hakobura.jp/news04/2017/06/post-299.html
青森県・函館観光キャンペーンで、楽しい北の周遊旅行 http://www.hakobura.jp/news04/2017/06/post-298.html
【7/31】功績を讃えて「箱館高田屋嘉兵衛顕彰・追悼式」 http://www.hakobura.jp/news04/2017/06/731.html
湖畔をめぐる「大沼グレートラン・ウォーク」参加受付中 http://www.hakobura.jp/news04/2017/06/post-297.html
【8/6】美味しい肉や牛乳を満喫「大沼べこっ子まつり」 http://www.hakobura.jp/news04/2017/06/86.html
【9/30・10/1】ご当地自慢のいか料理を満喫、函館いか祭り http://www.hakobura.jp/news04/2017/06/930101.html
【～8/31】五稜郭築造当時の建物「兵糧庫」特別公開 http://www.hakobura.jp/news04/2017/06/8131.html
【7/25・26】遺愛学院のホワイトハウス、特別一般公開 http://www.hakobura.jp/news04/2017/06/72526.html
2018函館マラソン、当日の交通規制と市電の運行 http://www.hakobura.jp/news04/2017/06/2017-2.html
【8/19～27】科学を通して街を知る、はこだて国際科学祭 http://www.hakobura.jp/news04/2017/06/81927.html
【7/16】くじらラーメン販売、函館くじらフェスティバル http://www.hakobura.jp/news04/2017/06/716-1.html
【7/17】赤レンガ倉庫広場の「海辺ですごす1日」 http://www.hakobura.jp/news04/2017/06/7171.html
【6/24】碧血碑で箱館戦争の旧幕府軍戦没者の慰霊祭 http://www.hakobura.jp/news04/2017/06/625.html
話題のローカル線、道南いさりび鉄道に新カラー登場 http://www.hakobura.jp/news04/2017/06/post-296.html
市立函館博物館で能登川コレクション展（6/13～8/27） http://www.hakobura.jp/news04/2017/06/613827.html
【7/8】多民族芸能楽団わたら、函館八幡宮で野外イベント http://www.hakobura.jp/news04/2017/06/78.html
6合目駐車場から1時間、駒ケ岳登山シーズンイン http://www.hakobura.jp/news04/2017/06/61.html
【8/20】野外音楽イベント、ON THE STREET 2017 http://www.hakobura.jp/news04/2017/06/820de.html
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【7/15・16】野外で楽しむ、大門ジャズフェスティバル http://www.hakobura.jp/news04/2017/06/71516.html
【6/23】函館駅前繁華街で飲み歩きイベント「大門バル」 http://www.hakobura.jp/news04/2017/06/623.html
【6/3・4】赤レンガ倉庫広場で、花と緑と雑貨の「花市」 http://www.hakobura.jp/news04/2017/05/634.html
【7/22・23】緑の島でステージ＆食フェス「道南函館黒船」 http://www.hakobura.jp/news04/2017/05/72223-1.html
【8/14・15】ビアガーデンや縁日も、函館八幡宮例大祭 http://www.hakobura.jp/news04/2017/05/81415.html
【7/22・23】灯ろう流しと花火大会、大沼湖水まつり http://www.hakobura.jp/news04/2017/05/72223.html
【6/10】勇壮絢爛漁火パレード、南かやべひろめ舟祭り http://www.hakobura.jp/news04/2017/05/610.html
「ミシュランガイド北海道2017特別版」に函館の34軒 http://www.hakobura.jp/news04/2017/05/201734.html
【5/20～6/4の土日】馬とのふれあいも、うまパin函館競馬場 http://www.hakobura.jp/news04/2017/05/52064moin.html
【9/2・3】各地の美味が大集合、はこだてグルメサーカス http://www.hakobura.jp/news04/2017/05/923.html
【8/19】温泉街が花火で彩られる「湯の川温泉花火大会」 http://www.hakobura.jp/news04/2017/05/819.html
【7/16】音楽と花火のコラボ「函館新聞社 函館港花火大会」 http://www.hakobura.jp/news04/2017/05/716.html
【9/10】街を楽しみながら食べ歩き「函館西部地区バル街」 http://www.hakobura.jp/news04/2017/05/910.html
【5/20】海の幸満喫、鹿部町「春のえびつぶ祭り」 http://www.hakobura.jp/news04/2017/05/521.html
【6/24】湯の川温泉でキャンドルイベント「湯倉の杜」 http://www.hakobura.jp/news04/2017/05/624.html
恵山を彩るつつじは5月17日に開花、見ごろは5月下旬 http://www.hakobura.jp/news04/2017/05/520.html
【8/18】函館公園の旧博物館一号、内部の特別公開 http://www.hakobura.jp/news04/2017/05/525.html
重要文化財の公会堂の大広間でコンサート（5/9～9/30） http://www.hakobura.jp/news04/2017/05/5101023.html
函館を含む「北前船寄港地」が日本遺産に http://www.hakobura.jp/news04/2017/05/post-294.html
国際水産・海洋センターに、熱帯魚やイカの展示水槽 http://www.hakobura.jp/news04/2017/05/post-293.html
函館発着グルメ満喫観光列車「ながまれ海峡号」 http://www.hakobura.jp/news04/2017/04/post-292.html
4月27日、函館の桜が開花！ 30日に満開を発表 http://www.hakobura.jp/news04/2017/04/42729.html
大型連休中、五稜郭タワーに「まちあるき観光案内窓口」 http://www.hakobura.jp/news04/2017/04/post-291.html
夏を満喫、函館のビアガーデン＆ジンギスカン情報2018 http://www.hakobura.jp/news04/2017/04/-2017.html
【5/20・21】リノベーションホテル「HakoBA函館」見学会 http://www.hakobura.jp/news04/2017/04/hakoba.html
北海道情報誌「ＨＯ」2017年6月号は「函館旅行」大特集 http://www.hakobura.jp/news04/2017/04/20176.html
函館みやげ、2017年のおすすめ16アイテムが決定 http://www.hakobura.jp/news04/2017/04/201716.html
五稜郭エリアに新複合ビル「シエスタハコダテ」オープン http://www.hakobura.jp/news04/2017/04/post-290.html
シエスタハコダテの「Gスクエア」にGLAYコーナー http://www.hakobura.jp/news04/2017/04/gglay.html
函館山ロープウェイ運休中のアクセス情報（10/9～11/11） http://www.hakobura.jp/news04/2017/04/10101112.html
【5/3～14】駒ケ岳を遠望、もりまち桜まつり（森町） http://www.hakobura.jp/news04/2017/04/5314.html
大型連休中、老舗レストラン五島軒でカレービュッフェ http://www.hakobura.jp/news04/2017/04/gw.html
函館山登山道、夜景タイムの交通規制2018（4/25～11/11） http://www.hakobura.jp/news04/2017/04/425.html
五稜郭タワーにこいのぼり＆まぐろのぼり http://www.hakobura.jp/news04/2017/04/post-289.html
【4/23】大三坂の伝統的建造物でSmall Town Market http://www.hakobura.jp/news04/2017/04/423.html
夜景観光バス「函館夜景号」「Mt.函館夜景ロマンコース」 http://www.hakobura.jp/news04/2017/04/post-288.html
城岱牧場＆きじひき高原展望台、4月下旬オープン http://www.hakobura.jp/news04/2017/04/4.html
人力車や自転車タクシーで、のんびり函館めぐり http://www.hakobura.jp/news04/2017/04/post-286.html
「箱館ハイカラ號」2017年の運行は4月15日から http://www.hakobura.jp/news04/2017/04/2017415.html
【8/1～5】花火大会とパレードが華やか、函館港まつり http://www.hakobura.jp/news04/2017/04/815.html
【8/5～11】はこだて国際民俗芸術祭＆もぐもぐフェス http://www.hakobura.jp/news04/2017/04/8511.html
函館山登山道、車両通行止めの解除は4月14日 http://www.hakobura.jp/news04/2017/04/414.html
【4/29～5/10】ライトアップが見事、北斗桜回廊（北斗市） http://www.hakobura.jp/news04/2017/04/42957.html
【～7/23の土日】グルメやイベントも充実、函館競馬 http://www.hakobura.jp/news04/2017/04/617.html
【4/29～5/14】五稜郭公園と函館公園のお花見電飾 http://www.hakobura.jp/news04/2017/04/45.html
【6/10・11】函館駅近くで、花と緑のフェスティバル http://www.hakobura.jp/news04/2017/03/61011.html
北海道新幹線開業1周年！ 春の函館へぜひどうぞ http://www.hakobura.jp/news04/2017/03/1-3.html
電動レンタサイクル「はこりん♪」2018年は4月14日から http://www.hakobura.jp/news04/2017/03/post-285.html
JR函館駅前に、東急ハンズの「トラックマーケット」 http://www.hakobura.jp/news04/2017/03/jr-1.html
【3/26】地元商店街の力が集結、十字街あったか博覧店 http://www.hakobura.jp/news04/2017/03/326.html
2017年度の函館観光ポスターは、楽しいイラスト作品 http://www.hakobura.jp/news04/2017/03/2017-1.html
LCCバニラエアで大阪（関空）・東京（成田）から函館へ http://www.hakobura.jp/news04/2017/03/lcc.html
春のバル街は4月21日、チケット前売りは3月21日から http://www.hakobura.jp/news04/2017/03/421321.html
【～5/14】キラリス函館で、手塚治虫と描くみらい展 http://www.hakobura.jp/news04/2017/03/318514-2050.html
【4/2】五稜郭タワーが青く、世界自閉症啓発デーin函館 http://www.hakobura.jp/news04/2017/03/in.html
【3/18】道の駅しかべ間歇泉公園オープン1周年感謝祭 http://www.hakobura.jp/news04/2017/03/3181.html
【4/29～5/14】城下町が桜色、松前さくらまつり（松前町） http://www.hakobura.jp/news04/2017/03/429514.html
【3/25・26】新幹線停車駅で「えきフェス in KIKONAI」 http://www.hakobura.jp/news04/2017/03/32526-in-kikonai.html
3月25日公開の映画「PとJK」、ロケ地マップ配布中 http://www.hakobura.jp/news04/2017/03/325pjk.html
【3/8～13】函館初開催、ガンプラEXPO in HAKODATE http://www.hakobura.jp/news04/2017/03/3813expo.html
北の旅をお得に、北海道新幹線開業1周年大人の休日パス http://www.hakobura.jp/news04/2017/03/1.html
【4/16】函館の歓楽街で飲み歩きイベント「五稜郭バル」 http://www.hakobura.jp/news04/2017/02/416.html
3月25日、市電と函館バスで交通系ICカードサービス開始 http://www.hakobura.jp/news04/2017/02/325ic.html
公会堂のハイカラ衣裳館、3月1日営業スタート http://www.hakobura.jp/news04/2017/02/-31.html
【5/20～6/4】真紅の花が見事な「恵山つつじまつり」 http://www.hakobura.jp/news04/2017/02/52064.html
函館の新ご当地グルメ「はこだてチャウダー」登場 http://www.hakobura.jp/news04/2017/02/post-284.html
3月17日、新函館北斗駅前に複合商業施設がオープン http://www.hakobura.jp/news04/2017/02/317.html
【3/11・12】五稜郭タワーで「春のおでかけNHK」 http://www.hakobura.jp/news04/2017/02/31112nhk.html
格安航空会社のバニラエア、東京（成田）～函館便就航 http://www.hakobura.jp/news04/2017/02/post-283.html
北海道新幹線開業1周年記念、関連駅の入場券セット http://www.hakobura.jp/news04/2017/02/1-2.html
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道南いさりび鉄道開業1周年記念、特別貸切列車 http://www.hakobura.jp/news04/2017/02/1-1.html
【3/24】函館駅周辺で飲み食べ歩きイベント「大門バル」 http://www.hakobura.jp/news04/2017/02/324.html
【3/26】函館駅前で北海道新幹線開業1周年イベント http://www.hakobura.jp/news04/2017/02/3261.html
【3/5】函館空港国内線ターミナルで、ひなまつり茶席 http://www.hakobura.jp/news04/2017/02/35.html
亀梨和也主演、函館ロケの「PとJK」３月25日公開 http://www.hakobura.jp/news04/2017/02/pjk25.html
【5/20・21】戊辰戦争の歴史をしのぶ、箱館五稜郭祭 http://www.hakobura.jp/news04/2017/02/52021.html
【7/2】フル＆ハーフの眺めのいいコース、函館マラソン http://www.hakobura.jp/news04/2017/02/72.html
【～8/12の金土】五稜郭公園で「市民創作 函館野外劇」 http://www.hakobura.jp/news04/2017/02/714812.html
【2/11】ロシア文化にふれる「はこだてロシアまつり」 http://www.hakobura.jp/news04/2017/02/211-1.html
【2/11】函館朝市でキャンドルナイト「光の夜市」 http://www.hakobura.jp/news04/2017/02/211.html
【2/4～3/20】おひなさまずらり、江差・北前のひな語り http://www.hakobura.jp/news04/2017/01/24320.html
道南いさりび鉄道、車内展示写真の募集 http://www.hakobura.jp/news04/2017/01/post-282.html
【2/4・5・11】キャンドル灯して、シーニックdeナイト http://www.hakobura.jp/news04/2017/01/24511de.html
【2/8～12】赤レンガ倉庫で「みんなで作ろう函館夜景」 http://www.hakobura.jp/news04/2017/01/2812-1.html
五稜郭の複合ビル「シエスタ ハコダテ」、4月22日オープン http://www.hakobura.jp/news04/2017/01/-422.html
安全で快適なドライブに役立つ「冬道運転ガイド」 http://www.hakobura.jp/news04/2017/01/post-281.html
冬の大沼の大自然を満喫できる、手軽な体験プラン http://www.hakobura.jp/news04/2017/01/02.html
雪道で滑らないように必見！「函館駅周辺 冬道の歩き方」 http://www.hakobura.jp/news04/2017/01/ni.html
函館でときめきの女子旅を！観光PRポスター http://www.hakobura.jp/news04/2017/01/pr.html
【4/21】函館山のふもとで飲み歩き、函館西部地区バル街 http://www.hakobura.jp/news04/2017/01/421.html
函館マラソンのエントリー締切、開催は7月2日 http://www.hakobura.jp/news04/2017/01/213.html
【2/11・12】赤レンガ倉庫で、キャンドルバレンタイン http://www.hakobura.jp/news04/2017/01/21112.html
雪遊び＆そり滑りのできる函館の公園情報2017 http://www.hakobura.jp/news04/2017/01/2017.html
冬の函館を旅したくなる動画と、JRのおすすめ旅行商品 http://www.hakobura.jp/news04/2017/01/jr.html
金森赤レンガ倉庫、施設点検による休館日のお知らせ http://www.hakobura.jp/news04/2017/01/post-280.html
函館マラソンの最新情報、公式Facebookで発信 http://www.hakobura.jp/news04/2017/01/facebook.html
【2/18・19】多彩なシェフが競演、はこだて美食フェスタ http://www.hakobura.jp/news04/2017/01/21819.html
観光バスでみなみ北海道巡り、冬の江差号・松前号 http://www.hakobura.jp/news04/2017/01/post.html
地元グルメ満喫、観光列車「ながまれ海峡号」ツアー http://www.hakobura.jp/news04/2017/01/post-279.html
【1/22】ベイエリアの金森ホールでカキ・ニラ知内フェア http://www.hakobura.jp/news04/2017/01/122.html
【1/7～29の土日祝】しかべ冬のほかほか祭り（鹿部町） http://www.hakobura.jp/news04/2017/01/1729.html
【5/15】函館どつくで迫力の新造船進水式 http://www.hakobura.jp/news04/2017/01/2.html
函館駅前のキラリス函館に、2つの体験型施設オープン http://www.hakobura.jp/news04/2017/01/2-2.html
LCCの函館～関空便、函館～成田便、12/8販売開始 http://www.hakobura.jp/news04/2017/01/lcc128.html
函館観光新キャラクターのエキゾーくん、着ぐるみ誕生 http://www.hakobura.jp/news04/2017/01/post-270.html
函館観光に便利な路線バス、一部冬期ダイヤに（11/1～） http://www.hakobura.jp/news04/2017/01/111-1.html
【～5/7】湯の川の熱帯植物園でサル山温泉 http://www.hakobura.jp/news04/2017/01/12157.html
【2/12】函館の冬の風物詩、恵山ごっこまつり http://www.hakobura.jp/news04/2017/01/212.html
函館山登山道、2016年度冬期車両通行止め（～4/14 11時） http://www.hakobura.jp/news04/2017/01/20161114.html
【2/19】味な合戦冬の陣 カキVSニラまつり（知内町） http://www.hakobura.jp/news04/2017/01/219-vs.html
【2/26】特産たらこと温泉満喫、鹿部たらこ祭り（鹿部町） http://www.hakobura.jp/news04/2017/01/226.html
【3/3】箱館奉行所で、奉行に変身＆記念撮影 http://www.hakobura.jp/news04/2017/01/post-238.html
全国で最も魅力的な市区町村は、3年連続で函館市！ http://www.hakobura.jp/news04/2017/01/3.html
五稜星の夢、野外劇がクラウドファンディング実施中 http://www.hakobura.jp/news04/2017/01/post-266.html
函館と近郊のスキー・スケート場情報2016-17シーズン http://www.hakobura.jp/news04/2017/01/2016-17.html
【～3/31】ラッキーピエロ峠下総本店のイルミネーション http://www.hakobura.jp/news04/2017/01/331.html
市内の主な観光施設、11月から冬期開館時間に http://www.hakobura.jp/news04/2017/01/11-1.html
2016年度冬期、函館市街地の車両通行止め情報 http://www.hakobura.jp/news04/2017/01/2016-5.html
【2/4・5】冬 江差"美味百彩"なべまつり（江差町） http://www.hakobura.jp/news04/2017/01/245-1.html
夜のお出かけにお得、市電乗り放題「トワイライトパス」 http://www.hakobura.jp/news04/2017/01/post-276.html
主な観光施設の年末年始営業カレンダー（2016～2017） http://www.hakobura.jp/news04/2017/01/20162017.html
市電と函館バスで、2017年3月から交通系ICカード導入 http://www.hakobura.jp/news04/2017/01/20173ic.html
人気のご当地マンホールカード、函館バージョンが登場 http://www.hakobura.jp/news04/2017/01/121.html
【12/1～2/28】光の小道、函館駅前広場イルミネーション http://www.hakobura.jp/news04/2017/01/121228-2.html
函館市公式観光情報サイトの英語ページがリニューアル http://www.hakobura.jp/news04/2017/01/post-277.html
【2/8～12】雪景色の夜空に大輪の花、函館海上冬花火 http://www.hakobura.jp/news04/2017/01/2812.html
【2/4・5】ジャンボすべり台が人気、大沼函館雪と氷の祭典 http://www.hakobura.jp/news04/2017/01/245.html
【1/13～15】伝統の神事、寒中みそぎ祭り（木古内町） http://www.hakobura.jp/news04/2017/01/11315-1.html
市立函館博物館の展示解説とバックヤード・ツアー http://www.hakobura.jp/news04/2017/01/post-268.html
冬のお楽しみ体験、大沼ワカサギ釣り情報2016-2017 http://www.hakobura.jp/news04/2017/01/2016-2017.html
ビッグコミックで函館を舞台にした漫画の連載スタート http://www.hakobura.jp/news04/2017/01/post-278.html
【12/1～2/28】通りが煌めく、はこだてイルミネーション http://www.hakobura.jp/news04/2017/01/121228-1.html
【12/1～2/28】五稜郭を星形にライトアップ、五稜星の夢 http://www.hakobura.jp/news04/2017/01/121228.html
ANAサイトのおすすめ動画、ミニチュア観光 ♪ @函館編 http://www.hakobura.jp/news04/2017/01/ana-1.html

楽しい体験いろいろ、冬の大沼公園まるかじりプラン https://www.hakobura.jp/info/bus/10890.html
函館発着、冬の江差・松前を訪ねるお得な観光バスツアー https://www.hakobura.jp/info/bus/10899.html
ロマンチックいっぱいの観光ポスター「冬に恋。函館」 http://www.hakobura.jp/info/campaign/11044.html
エキゾーくんパネルで記念写真、フォトキャンペーン http://www.hakobura.jp/info/campaign/11187.html
スマホ片手に北海道内をぐるりと回るスタンプラリー http://www.hakobura.jp/info/campaign/11260.html

インフォメーション
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「函館散歩でスタンプ＆レシートラリー」で観光施設を周遊 http://www.hakobura.jp/info/campaign/11848.html
道の駅をめぐって北海道旅行を楽しむスタンプラリー http://www.hakobura.jp/info/campaign/11849.html
函館近郊に足をのばして、道南西部エリアグルメラリー2020 http://www.hakobura.jp/info/campaign/11850.html
「おもいっきり北海道スマホスタンプラリー」で周遊旅 http://www.hakobura.jp/info/campaign/11871.html
観光施設や飲食店を巡る、みなみ北海道スタンプラリー http://www.hakobura.jp/info/campaign/11888.html
青函の冬を楽しむ写真投稿キャンペーンとスタンプラリー http://www.hakobura.jp/info/campaign/11908.html
Hakodateという海外へ。異国情緒満点、冬の観光ポスター http://www.hakobura.jp/info/campaign/11913.html
北海道新幹線5周年キャンペーン特設サイトで企画いろいろ http://www.hakobura.jp/info/campaign/11914.html
桜にまつわる写真募集！函館の魅力PRキャンペーン https://www.hakobura.jp/info/campaign/11954.html
函館エリアも参加、東北デスティネーションキャンペーン https://www.hakobura.jp/info/campaign/11970.html
函館・青森エリアを巡るQRデジタルスタンプラリー https://www.hakobura.jp/info/campaign/11974.html
北の縄文" 魅力発見フォトコンテストに作品募集中" https://www.hakobura.jp/info/campaign/11992.html
みなみ北海道で癒し旅、ひやまに泊まろう！キャンペーン https://www.hakobura.jp/info/campaign/12075.html
夜の市電に乗り放題「トワイライトパス」（1/20～3/31） http://www.hakobura.jp/info/coupon/10882.html
路線バスに乗り放題、江差・松前周遊フリーパス http://www.hakobura.jp/info/coupon/10889.html
関東・東北から北海道へお得に旅行、大人の休日倶楽部パス http://www.hakobura.jp/info/coupon/10902.html
北海道内の高速道路が乗り降り自由、北海道冬トクふりーぱす http://www.hakobura.jp/info/coupon/10935.html
ふるさと納税「きふたびクーポン」で函館旅行をお得に http://www.hakobura.jp/info/coupon/10972.html
連休の函館旅におすすめ「三連休東日本・函館パス」 http://www.hakobura.jp/info/coupon/10977.html
北海道新幹線をお得に乗車、得割青森日帰りパック http://www.hakobura.jp/info/coupon/10978.html
函館市電が乗り放題「市電専用1日乗車券」 http://www.hakobura.jp/info/coupon/11069.html
函館バス専用1日乗車券 カンパス http://www.hakobura.jp/info/coupon/11078.html
市電・函館バス共通１日・２日乗車券 http://www.hakobura.jp/info/coupon/11079.html
函館エリアをお得にめぐる「はこだて旅するパスポート」 http://www.hakobura.jp/info/coupon/11080.html
函館観光をお得に「はこだてスペシャルチケット」 http://www.hakobura.jp/info/coupon/11081.html
JRの普通列車が7日間乗り放題「北海道＆東日本パス」 http://www.hakobura.jp/info/coupon/11091.html
【おトク】札幌への特急北斗が40％割引「お先にトクだ値」 http://www.hakobura.jp/info/coupon/11262.html
市電やバスが便利に利用できるウェブサービス「ドーナ」 http://www.hakobura.jp/info/coupon/11278.html
チケットレスで新幹線に乗車「新幹線eチケットサービス」 http://www.hakobura.jp/info/coupon/11284.html
【おトク】道南いさりび鉄道「いさりび1日きっぷ」 http://www.hakobura.jp/info/coupon/11855.html
【おトク】JR北海道「北海道に泊まろう ! ! キャンペーン」 http://www.hakobura.jp/info/coupon/11866.html
【おトク】バス旅「RAKUTOKUBUS14プレミアムクーポン」 http://www.hakobura.jp/info/coupon/11869.html
JRで北海道内をワイドに旅行「北海道フリーパス」 http://www.hakobura.jp/info/coupon/11870.html
夜の市電に乗り放題のスマホ乗車券「NighTram TICKET」 https://www.hakobura.jp/info/coupon/11932.html
スマホで市電24時間乗車券・函館バスカンパス24時間券 https://www.hakobura.jp/info/coupon/11937.html
スマホで周遊フリーパスが買える「道南MaaS」サービス https://www.hakobura.jp/info/coupon/11959.html
北海道内の高速道路が乗降自由、北海道観光ふりーぱす https://www.hakobura.jp/info/coupon/11962.html
函館エリアのお菓子文化を紹介「KA・NO・KA（菓の香）」 http://www.hakobura.jp/info/freepaper/10862.html
JRで行く「はこだてグルメサーカス2019」お得な旅パック http://www.hakobura.jp/info/news/10607.html
市内の主な観光施設、11月から冬期開館時間に http://www.hakobura.jp/info/news/10626.html
函館観光に便利な路線バス、一部冬期ダイヤに（10/1～） http://www.hakobura.jp/info/news/10638.html
秋のバル街は9月1日、チケット前売りは7月30日から http://www.hakobura.jp/info/news/10692.html
函館山ロープウェイ、2021年度運休期間のおしらせ http://www.hakobura.jp/info/news/10716.html
函館みやげ、2020年のおすすめ16アイテムが決定 http://www.hakobura.jp/info/news/10719.html
お盆休み期間、五稜郭タワーに「まちあるき観光案内窓口」 http://www.hakobura.jp/info/news/10723.html
2019函館マラソン、当日の交通規制について http://www.hakobura.jp/info/news/10755.html
湖畔をめぐる「大沼グレートラン・ウォーク」参加受付中 http://www.hakobura.jp/info/news/10760.html
2019函館マラソンのランナー＆観戦者向け最新役立ち情報 http://www.hakobura.jp/info/news/10763.html
船から眺める函館港の花火大会2019（7/14、8/1） http://www.hakobura.jp/info/news/10771.html
函館港まつり2019期間中の花電車・市電の運行 http://www.hakobura.jp/info/news/10778.html
登山道を激走、函館山サイクルライド参加者募集中 http://www.hakobura.jp/info/news/10791.html
自転車レースに伴う函館山登山道の交通規制（9/8） http://www.hakobura.jp/info/news/10797.html
函館＆青森満喫プログラム、マグ女のセイカン博覧会2019 http://www.hakobura.jp/info/news/10799.html
2021函館マラソン、7月4日開催に向けて準備開始 http://www.hakobura.jp/info/news/10824.html
どれにする？ クリスマスファンタジーのスープバー2019 http://www.hakobura.jp/info/news/10842.html
トラピスチヌ修道院のクリスマスミサについて http://www.hakobura.jp/info/news/10861.html
地元グルメ満喫「ながまれ海峡号」クリスマストレイン http://www.hakobura.jp/info/news/10867.html
函館市電、年末年始の特別ダイヤについて（2020-2021） http://www.hakobura.jp/info/news/10876.html
函館バスの観光路線、年末年始の運行（2020-2021） http://www.hakobura.jp/info/news/10885.html
五稜郭の石垣保存修理と、観光駐車場の利用制限 http://www.hakobura.jp/info/news/10897.html
函館～ニセコをダイレクトに結ぶスキーバスが運行 http://www.hakobura.jp/info/news/10908.html
重要文化財、旧函館区公会堂と遺愛学院本館の改修工事 http://www.hakobura.jp/info/news/10915.html
はこぶらサイトの2019年度バナー広告を募集中 http://www.hakobura.jp/info/news/10941.html
老舗レストラン五島軒で6種類のカレーが味わえるフェア http://www.hakobura.jp/info/news/10953.html
食と自然をまるごと体感「レストランバス in ひやま」 http://www.hakobura.jp/info/news/10962.html
2019函館マラソン、特設応援スポットのご案内 http://www.hakobura.jp/info/news/10969.html
GREAT EARTH 駒ケ岳一周ライドの参加者募集中 http://www.hakobura.jp/info/news/10981.html
函館の七夕「ろうそくもらい」体験でお菓子をゲット http://www.hakobura.jp/info/news/10984.html
森町で国指定史跡「鷲ノ木遺跡」見学会を開催 http://www.hakobura.jp/info/news/10989.html
夏の観光シーズンの参考に、ベイエリア周辺の駐車場情報 http://www.hakobura.jp/info/news/10991.html
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史跡大船遺跡・垣ノ島遺跡を巡る無料シャトルバス運行 http://www.hakobura.jp/info/news/10997.html
函館駅から送迎バスも、恵山紅葉登山会参加者募集（10/27） http://www.hakobura.jp/info/news/11012.html
函館駅から「はこだてMOMI-Gフェスタ」会場へ特別バス http://www.hakobura.jp/info/news/11023.html
ベイエリア岸壁改良工事で、旧桟橋・新島襄立像を一時撤去 http://www.hakobura.jp/info/news/11024.html
【おトク】北海道新幹線が半額「お先にトクだ値スペシャル」 http://www.hakobura.jp/info/news/11026.html
函館市のふるさと納税が大幅パワーアップ http://www.hakobura.jp/info/news/11031.html
2018年の自治体魅力度ランキングで、函館が第1位に http://www.hakobura.jp/info/news/11033.html
函館屈指の名建築、旧相馬邸が国の重要文化財に http://www.hakobura.jp/info/news/11035.html
地元のスイーツを満喫「函館スイーツ電車」ツアー http://www.hakobura.jp/info/news/11036.html
お得に温泉巡りができる「道南近郊 湯巡りパスポート」 http://www.hakobura.jp/info/news/11038.html
近郊鹿部町の「しかべ間歇泉」、北海道遺産に認定 http://www.hakobura.jp/info/news/11039.html
11月4日、函館で初雪を観測しました http://www.hakobura.jp/info/news/11042.html
主な観光施設の年末年始営業カレンダー（2020-2021） http://www.hakobura.jp/info/news/11043.html
元町の教会での一般向けクリスマスミサ情報2020 http://www.hakobura.jp/info/news/11045.html
お帰りなさい！中空土偶、縄文文化交流センターで特別企画展 http://www.hakobura.jp/info/news/11052.html
市立函館博物館で、2019年干支のイノシシ形動物土偶を展示 http://www.hakobura.jp/info/news/11053.html
函館近郊の生産者がモデル、「そらのレストラン」1月公開 http://www.hakobura.jp/info/news/11054.html
「薄桜⿁ 真改」の舞台・函館、2年連続でアニメの聖地認定 http://www.hakobura.jp/info/news/11060.html
NHK「旬感☆ゴトーチ」、函館から生中継（1/21～23） http://www.hakobura.jp/info/news/11067.html
はこだてイルミネーション、3月13日まで延⾧ http://www.hakobura.jp/info/news/11072.html
メンテナンスによるサービス一時停止（1/31～2/1） http://www.hakobura.jp/info/news/11075.html
函館駅前のキラリス函館に、3つの飲食店オープン http://www.hakobura.jp/info/news/11076.html
函館駅前の旧棒二森屋アネックス館は、函館駅前ビルに http://www.hakobura.jp/info/news/11083.html
函館バスの系統表示が整理され、行先がわかりやすく http://www.hakobura.jp/info/news/11093.html
2月21日夜の地震、函館市内は震度3で影響なし http://www.hakobura.jp/info/news/11094.html
函館近郊に「THE DANSHAKU LOUNGE」4月25日オープン http://www.hakobura.jp/info/news/11104.html
函館美術館主催、蠣崎波響の作品鑑賞ツアー（4/6・7） http://www.hakobura.jp/info/news/11105.html
【運行中止】函館発着、松前の桜満喫の日帰りバスプラン http://www.hakobura.jp/info/news/11106.html
重要文化財「旧函館区公会堂」で工事現場見学会（9/22） http://www.hakobura.jp/info/news/11108.html
北海道新幹線開業3周年！ ダイヤ改正でより便利に http://www.hakobura.jp/info/news/11109.html
主役は函館の大学生、メディアミックス作品「ARGONAVIS」 http://www.hakobura.jp/info/news/11110.html
道の駅ランキング、みなみ北海道の施設が上位にランクイン http://www.hakobura.jp/info/news/11113.html
「北前船 南北海道観光ルート」を紹介するパンフレット http://www.hakobura.jp/info/news/11119.html
函館～大沼公園を自転車と旅する路線バス「サイクリングバス」 http://www.hakobura.jp/info/news/11120.html
ムスリムやベジタリアンに対応した飲食店マップ http://www.hakobura.jp/info/news/11122.html
戊辰戦争終結150周年記念企画を五稜郭跡で開催 http://www.hakobura.jp/info/news/11123.html
超大型10連休、函館の主な観光施設は休まず営業 http://www.hakobura.jp/info/news/11129.html
北海道情報誌「HO」2019年6月号は函館ディープ案内 http://www.hakobura.jp/info/news/11133.html
縄文時代を体感、史跡垣ノ島遺跡の「遺跡見学会」開催 http://www.hakobura.jp/info/news/11134.html
ラビスタ函館ベイが「朝食のおいしいホテル2019」2位に http://www.hakobura.jp/info/news/11135.html
空路+フェリーで楽しむ、函館～青森サイクリングの旅 http://www.hakobura.jp/info/news/11146.html
サッポロクラシックビール「土方歳三缶」北海道限定発売 http://www.hakobura.jp/info/news/11147.html
ご当地キャラクターをラッピング、ヒジカタくんタクシー http://www.hakobura.jp/info/news/11148.html
函館ロケの音楽映画「さよならくちびる」ロケ地マップ http://www.hakobura.jp/info/news/11151.html
戊辰戦争ゆかりの地のモニュメントを巡るスタンプラリー http://www.hakobura.jp/info/news/11152.html
五稜郭タワーで「新選組ソフトクリーム」販売中 http://www.hakobura.jp/info/news/11156.html
松本潤主演ドラマ「永遠のニㇱパ」で函館・恵山がロケ地に http://www.hakobura.jp/info/news/11157.html
戊辰戦争終結150周年記念「五稜郭タワースタンプラリー」 http://www.hakobura.jp/info/news/11158.html
四季島シェフのディナーなど、函館発着の多彩なバスツアー http://www.hakobura.jp/info/news/11159.html
函館のご当地ビアカクテル「函館ガラビー」大試飲会開催 http://www.hakobura.jp/info/news/11160.html
湯の川温泉で夏を楽しむ「夏詣」のイベント http://www.hakobura.jp/info/news/11164.html
青の洞窟や奇岩をめぐる岩部クルーズ、運行スタート http://www.hakobura.jp/info/news/11166.html
函館朝市の活いか釣堀ひろばに「ミニ水族館」オープン http://www.hakobura.jp/info/news/11167.html
函館公園こどものくにの観覧車が国の登録有形文化財に http://www.hakobura.jp/info/news/11171.html
北海道・北東北の縄文遺跡群が世界遺産に推薦へ http://www.hakobura.jp/info/news/11177.html
ベイエリア・金森赤レンガ倉庫周辺、道路工事のお知らせ http://www.hakobura.jp/info/news/11179.html
国宝「縄文の中空土偶」のユニークなLINEスタンプ http://www.hakobura.jp/info/news/11183.html
2年ぶりに開催「はこだてグルメサーカス」最新情報 http://www.hakobura.jp/info/news/11185.html
消費税率引き上げに伴う、各種料金の改定情報 http://www.hakobura.jp/info/news/11196.html
五稜郭タワーで展望の日プレゼント＆ピンクのライトアップ http://www.hakobura.jp/info/news/11197.html
ラッキーピエロ函館駅前店、移転のお知らせ http://www.hakobura.jp/info/news/11198.html
GLAY、2年ぶりの函館アリーナライブ開催（1/10・11） http://www.hakobura.jp/info/news/11201.html
国宝「中空土偶」、一時出張不在のお知らせ http://www.hakobura.jp/info/news/11204.html
【中止】函館発着ツアー「ながまれ海峡号」いさりびおでん列車 http://www.hakobura.jp/info/news/11205.html
市区町村魅力度ランキング2019で、函館が2年連続1位に http://www.hakobura.jp/info/news/11213.html
大沼国定公園で、散策ガイドと歩く「小沼の野鳥観察」 http://www.hakobura.jp/info/news/11215.html
はこだてクリスマスファンタジーのサポーター募集中 http://www.hakobura.jp/info/news/11222.html
みやげ店や飲食店が集まる、JR函館駅商業ゾーン案内 http://www.hakobura.jp/info/news/11223.html
縄文文化に親しむ講演会「今さら聞けない縄文遺跡！」 http://www.hakobura.jp/info/news/11224.html
北海道の歴史・文化をたどる「先人カードめぐり」 http://www.hakobura.jp/info/news/11228.html
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日本のアニメ聖地88（2020年版）に函館の2件が認定 http://www.hakobura.jp/info/news/11231.html
12月1日、函館駅前にHAKOVIVA（ハコビバ）がオープン http://www.hakobura.jp/info/news/11234.html
元町配水場に街並み一望のビュースポット完成 http://www.hakobura.jp/info/news/11235.html
はこだてクリスマスファンタジー会場行きシャトルバス http://www.hakobura.jp/info/news/11236.html
GLAYの函館アリーナライブ記念の1日乗車券を発売 http://www.hakobura.jp/info/news/11251.html
東京オリンピックの聖火リレー、北海道は函館スタート http://www.hakobura.jp/info/news/11253.html
函館山山麓観光駐車場、整備のため利用制限実施 http://www.hakobura.jp/info/news/11263.html
「女性の一人旅に人気の温泉地」で湯の川温泉が1位に http://www.hakobura.jp/info/news/11264.html
湯の川温泉の宿泊施設の「日帰り温泉＋食事つきプラン」 http://www.hakobura.jp/info/news/11265.html
縄文時代の戸井貝塚からの出土品が函館市文化財に http://www.hakobura.jp/info/news/11266.html
函館近郊の森町に「ポケモンマンホール（ポケふた）」登場 http://www.hakobura.jp/info/news/11271.html
JALダイナミックパッケージ「函館に行こう！」キャンペーン http://www.hakobura.jp/info/news/11272.html
2月の函館は、冬を楽しむイベントが盛りだくさん http://www.hakobura.jp/info/news/11273.html
イベントのお出かけに、ひかりのガーデンシャトルバス http://www.hakobura.jp/info/news/11274.html
新型コロナウイルス感染症と函館観光の関連情報 http://www.hakobura.jp/info/news/11275.html
青函連絡船記念館摩周丸、3月19日まで⾧期臨時休館 http://www.hakobura.jp/info/news/11277.html
赤レンガ倉庫で、金森神社「開運スタンプラリー」 http://www.hakobura.jp/info/news/11279.html
函館の観光名所がデザインされた「ふるさと切手」発売 http://www.hakobura.jp/info/news/11283.html
JALPAK×ラブライブ！サンシャイン!!のコラボツアー http://www.hakobura.jp/info/news/11293.html
2月22・23日の「はこだてFOODフェスタ」中止のお知らせ http://www.hakobura.jp/info/news/11294.html
「薄桜⿁ 真改」聖地マップで、土方歳三ゆかりの地を歩く http://www.hakobura.jp/info/news/11298.html
函館のイベント、中止・内容変更情報 http://www.hakobura.jp/info/news/11300.html
函館の観光施設・商業施設等の営業状況のお知らせ http://www.hakobura.jp/info/news/11301.html
北海道新幹線の魅力が詰まったショートムービー http://www.hakobura.jp/info/news/11302.html
函館まちあるきマップの新コース「恋人たちのまち函館」 http://www.hakobura.jp/info/news/11311.html
函館山ロープウェイ山麓駅付近の駐車場情報 http://www.hakobura.jp/info/news/11312.html
元町観光案内所は「元町公園パンフレットブース」に http://www.hakobura.jp/info/news/11313.html
北海道情報誌「HO」2020年5月号は「道南 春の旅」特集 http://www.hakobura.jp/info/news/11323.html
札幌～函館の特急北斗をお得に乗車「えきねっとトクだ値」 http://www.hakobura.jp/info/news/11324.html
函館山ロープウェイでお得なクーポンプレゼント http://www.hakobura.jp/info/news/11768.html
五稜郭公園（堀の内側）と函館公園、大型連休中は閉鎖 http://www.hakobura.jp/info/news/11769.html
函館や北海道のテイクアウト・特別販売情報 http://www.hakobura.jp/info/news/11770.html
函館観光ポスター2020は、郷愁を誘う赤レンガ倉庫 http://www.hakobura.jp/info/news/11771.html
箱館五稜郭祭、はこだて国際民俗芸術祭の開催情報 http://www.hakobura.jp/info/news/11772.html
旬の景色を訪ねる「お花見タクシー観光」 http://www.hakobura.jp/info/news/11774.html
「朝食のおいしいホテル2020」に函館の3つのホテル http://www.hakobura.jp/info/news/11779.html
北海道情報誌「HO」2020年6月号は函館エリア特集 http://www.hakobura.jp/info/news/11784.html
函館が舞台のTVアニメ 「アルゴナビス」全国放送中 http://www.hakobura.jp/info/news/11801.html
函館の魅力発信番組「はこだてアーティストライブ」 http://www.hakobura.jp/info/news/11803.html
散策やジョギングに便利、五稜郭公園にコインロッカー登場 http://www.hakobura.jp/info/news/11804.html
函館市電の新ラッピングは、老舗レストラン五島軒仕様 http://www.hakobura.jp/info/news/11805.html
延期されていた２つの展示イベント、開催決定 http://www.hakobura.jp/info/news/11807.html
外国人墓地近くに、函館湾の眺望満喫のビュースポット http://www.hakobura.jp/info/news/11811.html
【おトク】函館の小売店や飲食店で使える、市民向け商品券 http://www.hakobura.jp/info/news/11812.html
【おトク】市内宿泊者に「函館市グルメクーポン」プレゼント http://www.hakobura.jp/info/news/11813.html
【おトク】北海道民の旅を最大半額助成、どうみん割で函館へ http://www.hakobura.jp/info/news/11814.html
アイヌ文化を体感、ウポポイ（民族共生象徴空間）開業 http://www.hakobura.jp/info/news/11815.html
【おトクに函館旅】ぜひ利用したい割引クーポンや乗車券 http://www.hakobura.jp/info/news/11819.html
オリジナルフレーム切手「函館のアイヌコレクション」 http://www.hakobura.jp/info/news/11826.html
御朱印の鉄道版、道南いさりび鉄道で「鉄印」ゲット http://www.hakobura.jp/info/news/11827.html
湯の川に「北海道どさんこプラザ」サテライト店オープン http://www.hakobura.jp/info/news/11828.html
【おトク】はこだて旅するパスポートが期間限定、半額に http://www.hakobura.jp/info/news/11830.html
【おトク】JRでワイド旅、HOKKAIDO LOVE! 6日間周遊パス http://www.hakobura.jp/info/news/11831.html
【おトク】Go To トラベルキャンペーンで函館おトク旅 http://www.hakobura.jp/info/news/11832.html
JR北海道に乗って集めて楽しむ、北の大地の入場券 http://www.hakobura.jp/info/news/11833.html
#函館いか踊り踊ってみた で「オンラインいか踊り」 http://www.hakobura.jp/info/news/11835.html
函館ロケが印象的な映画「糸」、ロケ地マップ配布中 http://www.hakobura.jp/info/news/11837.html
GLAYの野外無観客ライブを、函館の恵山で収録 http://www.hakobura.jp/info/news/11838.html
みなみ北海道の資料館をめぐる「縄文スタンプラリー」 http://www.hakobura.jp/info/news/11839.html
北海道民が地元を楽しむ、ふるさと魅力再発見！キャンペーン http://www.hakobura.jp/info/news/11841.html
全国のJR普通列車が3日間乗り放題「秋の乗り放題パス」 http://www.hakobura.jp/info/news/11852.html
【おトク】「はこだてスペシャルチケット」が期間限定割引 http://www.hakobura.jp/info/news/11857.html
函館市と近隣の七飯町に、日本酒の酒蔵が誕生 http://www.hakobura.jp/info/news/11860.html
函館の旅情報満載、ANA「きらめく函館」がリニューアル http://www.hakobura.jp/info/news/11862.html
五稜郭のシエスタハコダテ、リニューアル計画始動 http://www.hakobura.jp/info/news/11864.html
復元チンチン電車「箱館ハイカラ號」が1日限定で登場 http://www.hakobura.jp/info/news/11865.html
はこだてクリスマスファンタジー、今年も12月1日から開催 http://www.hakobura.jp/info/news/11867.html
GLAYゆかりの絶景「カフェ・ペルラ」、二十軒坂上に再び http://www.hakobura.jp/info/news/11868.html
函館近郊で、果物狩り（収穫体験）のシーズン http://www.hakobura.jp/info/news/11873.html
GLAYと函館が楽しめるサイト「G4 Online Space」オープン http://www.hakobura.jp/info/news/11874.html
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函館と近郊のコロナ対策を紹介したサイト公開中 http://www.hakobura.jp/info/news/11875.html
JAL「ふるさと応援割 はこだてスペシャルチケット」 http://www.hakobura.jp/info/news/11878.html
函館の秋魚の新定番、ブリやイワシを味わうグルメ企画 http://www.hakobura.jp/info/news/11880.html
ハクション大魔王一家が函館旅行を満喫する動画 http://www.hakobura.jp/info/news/11883.html
函館ハリストス正教会で2022年末まで修復工事 http://www.hakobura.jp/info/news/11884.html
市区町村魅力度ランキング2020、函館市は全国2位 http://www.hakobura.jp/info/news/11885.html
【おトク】Go To Eat キャンペーンでお得に食事を http://www.hakobura.jp/info/news/11886.html
【おトク】地域共通クーポンが使える公共交通機関情報 http://www.hakobura.jp/info/news/11887.html
函館を切り取る短編動画、#函館リールチャレンジ http://www.hakobura.jp/info/news/11892.html
「函館の冬割」キャンペーン＆イベント、1月4日スタート http://www.hakobura.jp/info/news/11898.html
工事中の旧函館区公会堂、修復された外観がお目見え http://www.hakobura.jp/info/news/11900.html
函館の教育旅行プラン満載の冊子「ぐる～と教育旅行版」 http://www.hakobura.jp/info/news/11902.html
市電「湯の川温泉」電停、改良工事のため一時的に移動 http://www.hakobura.jp/info/news/11904.html
JALが提案する旅のwebマガジンで函館特集 http://www.hakobura.jp/info/news/11906.html
航空会社AIRDOのWEBサイトで、GLAYの聖地徹底特集 http://www.hakobura.jp/info/news/11909.html
「ラブライブ！サンシャイン!!」5周年展示会と街めぐり http://www.hakobura.jp/info/news/11912.html
鮮魚店や直売所を紹介「函館の魚屋さんガイドマップ」 https://www.hakobura.jp/info/news/11917.html
クリスマスの3日間、GLAY提供のスペシャル花火 https://www.hakobura.jp/info/news/11919.html
「函館 Let's GO! 商店街」で市内商店街の魅力満喫 https://www.hakobura.jp/info/news/11922.html
縄文文化をPRするラッピングバス「GO！縄文号」運行中 https://www.hakobura.jp/info/news/11923.html
2020年のアクセスランキング発表。よく読まれた記事は？ https://www.hakobura.jp/info/news/11925.html
スマホアプリ「あまはこ」で函館スイーツめぐり https://www.hakobura.jp/info/news/11950.html
ビッグコミックで函館が舞台の「はっぴーえんど」再登場 https://www.hakobura.jp/info/news/11951.html
函館新外環状道路「空港道路」3月28日開通 https://www.hakobura.jp/info/news/11952.html
函館市電の運行時刻が4月1日から一部変更に https://www.hakobura.jp/info/news/11960.html
人気ローカル線、道南いさりび鉄道開業5周年記念グッズ https://www.hakobura.jp/info/news/11961.html
旧函館区公会堂、4月26日リニューアルオープン https://www.hakobura.jp/info/news/11963.html
縄文観光の立ち寄り情報、飲食店ガイドマップ https://www.hakobura.jp/info/news/11964.html
【おトク】はこだて割で、宿泊が最大1泊10000円オフ https://www.hakobura.jp/info/news/11965.html
道の駅ランキング2021で近郊2施設がベスト3に選出 https://www.hakobura.jp/info/news/11966.html
北海道新幹線開業5周年、記念ムービー公開中 https://www.hakobura.jp/info/news/11967.html
【おトク】北海道民対象「新しい旅のスタイル」期間延⾧ https://www.hakobura.jp/info/news/11972.html
旅先でも利用できる、函館の主な料理宅配サービス https://www.hakobura.jp/info/news/11975.html
北海道情報誌「HO」2021年6月号特集は「函館 ハマり旅」 https://www.hakobura.jp/info/news/11982.html
函館山ロープウェイ、大型連休期間中は昼～夜運行 https://www.hakobura.jp/info/news/11983.html
電動バイクやキックボードで新スタイルの街めぐり https://www.hakobura.jp/info/news/11987.html
函館の新ご当地バーガーBTKB（ブリたれカツバーガー） https://www.hakobura.jp/info/news/11989.html
函館山の花がわかるフォトエッセイ「函館山 花しるべ」 https://www.hakobura.jp/info/news/11990.html
世界文化遺産の構成資産、史跡垣ノ島遺跡が公開スタート https://www.hakobura.jp/info/news/11991.html
ミシュランの旅行ガイドに函館の観光スポット多数掲載 https://www.hakobura.jp/info/news/11993.html
函館名物チーズオムレットと白い恋人のコラボ商品登場 https://www.hakobura.jp/info/news/12000.html
函館朝市で1000円均一の千満ランチ＆ワンコインセール https://www.hakobura.jp/info/news/12001.html
市電と函館バスで利用できる交通系ICカードサービス https://www.hakobura.jp/info/news/12002.html
函館ロケ、東出昌大主演「草の響き」10月8日全国公開 https://www.hakobura.jp/info/news/12005.html
函館エリアの豊かな食のカタログ「南北海道 食彩王国」 https://www.hakobura.jp/info/news/12006.html
ポケモンマンホール（ポケふた）が函館公園に登場 https://www.hakobura.jp/info/news/12007.html
プロ野球のエキシビションマッチ、函館で5試合開催 https://www.hakobura.jp/info/news/12008.html
函館市内の神社で、疫病退散祈願の「茅の輪くぐり」 https://www.hakobura.jp/info/news/12009.html
地元食材満載、函館空港で「絵になる空弁」販売 https://www.hakobura.jp/info/news/12012.html
北海道内の縄文スポットを巡る、北の縄文スタンプラリー https://www.hakobura.jp/info/news/12014.html
「北海道・北東北の縄文遺跡群を旅するガイド」発売 https://www.hakobura.jp/info/news/12015.html
クイズに答えて函館駅に親しむ、キーワードラリー開催 https://www.hakobura.jp/info/news/12016.html
旅も仕事も「函館市ワーケーション体験モニターツアー」 https://www.hakobura.jp/info/news/12017.html
函館の2作品にアニメ聖地認定プレートとご朱印スタンプ https://www.hakobura.jp/info/news/12023.html
隔週刊「JR全路線DVDコレクション」創刊号は函館本線 https://www.hakobura.jp/info/news/12024.html
みなみ北海道の魅力再発見！フォトコンテスト開催 https://www.hakobura.jp/info/news/12025.html
函館の広域観光マップ「函館イーストエリアガイド」 https://www.hakobura.jp/info/news/12031.html
函館発・偉人アイドルグループ「HAKOMEN」デビュー https://www.hakobura.jp/info/news/12035.html
オール函館ロケ映画「草の響き」ロケ地マップ配布中 https://www.hakobura.jp/info/news/12041.html
縄文の世界遺産登録記念「JOMON WEEK in HAKODATE」 https://www.hakobura.jp/info/news/12042.html
岡田准一演じる土方歳三躍動、「燃えよ剣」10月15日公開 https://www.hakobura.jp/info/news/12043.html
「転生したらスライムだった件」ラッピングの函館市電登場 https://www.hakobura.jp/info/news/12044.html
【おトク】期間限定で半額「はこだて縄文めぐりパスポート」 https://www.hakobura.jp/info/news/12056.html
#みんなの八幡坂 インスタグラムで八幡坂の写真を募集 https://www.hakobura.jp/info/news/12061.html
函館で生まれた映画「自宅警備員と家事妖精」公開中 https://www.hakobura.jp/info/news/12062.html
函館が舞台のアニメ「劇場版アルゴナビス」好評公開中 https://www.hakobura.jp/info/news/12064.html
追加料金不要でリモートワーク「新幹線オフィス車両」 https://www.hakobura.jp/info/news/12071.html
JALが提案する観光ガイドで「函館のオールドカフェ」特集 https://www.hakobura.jp/info/news/12072.html
函館が舞台の漫画「こはる日和と～」の続編スタート https://www.hakobura.jp/info/news/12074.html
函館市内に新しい酒蔵「五稜乃蔵」誕生 https://www.hakobura.jp/info/news/12076.html
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【おトク】2社の共通フリーきっぷ「いさりび1日カンパス」 https://www.hakobura.jp/info/news/12078.html
主な観光施設の年末年始営業カレンダー（2021-2022） https://www.hakobura.jp/info/news/12079.html
【おトク】観光タクシーも3割引、タクシー割引クーポン券 https://www.hakobura.jp/info/news/12080.html
【おトク】郊外や近郊への旅に、函館バス往復割引乗車券 https://www.hakobura.jp/info/news/12082.html
宿泊費最大7割補助、北海道ふっこう割で函館旅行を http://www.hakobura.jp/info/recommendation/11025.html
青森県・函館観光キャンペーンで、楽しい北の周遊旅行 http://www.hakobura.jp/info/recommendation/11153.html
はこだてグルメサーカスも参加、美味しいスタンプラリー http://www.hakobura.jp/info/recommendation/11180.html
「ラブライブ! サンシャイン!!」のARスタンプラリー http://www.hakobura.jp/info/recommendation/11192.html
湯の川温泉に泊まって当てようキャンペーン http://www.hakobura.jp/info/recommendation/11218.html
市区町村魅力度ランキング2021、函館市は2年連続2位 https://www.hakobura.jp/info/recommendation/12050.html
函館発着貸切列車「道南 海の恵み号」で行く縄文めぐり旅 https://www.hakobura.jp/info/recommendation/12057.html
雪道で滑らないように必見！「函館駅周辺 冬道の歩き方」 http://www.hakobura.jp/info/season/10656.html
安全で快適なドライブに役立つ「冬道運転ガイド」 http://www.hakobura.jp/info/season/10658.html
城岱牧場＆きじひき高原展望台、オープン情報 http://www.hakobura.jp/info/season/10709.html
函館山登山道、夜景シーズンの交通規制2020 http://www.hakobura.jp/info/season/10713.html
函館のビアガーデン＆ジンギスカン情報2020 http://www.hakobura.jp/info/season/10722.html
恵山つつじ公園、2020年の花の季節は立入禁止 http://www.hakobura.jp/info/season/10730.html
函館と近郊の紅葉情報2020（香雪園、恵山、大沼など） http://www.hakobura.jp/info/season/10818.html
函館山登山道、冬期通行止めのお知らせ（11月9日11時～） http://www.hakobura.jp/info/season/10821.html
函館と近郊のスキー・スケート場情報（2020-2021） http://www.hakobura.jp/info/season/10840.html
函館近郊、大沼のワカサギ釣り情報（2020-2021） http://www.hakobura.jp/info/season/10879.html
大沼で冬遊び、観光施設やホテルのプラン一覧 http://www.hakobura.jp/info/season/10883.html
そり＆雪遊びを楽しめる函館の公園情報 http://www.hakobura.jp/info/season/10884.html
2020年度冬期、函館市街地の車両通行止め情報 http://www.hakobura.jp/info/season/10886.html
2020函館マラソンのエントリーは2月25日スタート http://www.hakobura.jp/info/season/10895.html
2020年、函館の桜の開花予想は4月下旬 http://www.hakobura.jp/info/season/10900.html
函館山登山道、2021年4月12日に車両通行止め解除予定 http://www.hakobura.jp/info/season/10925.html
五稜郭タワーにジャンボこいのぼり（4/18～5/6） http://www.hakobura.jp/info/season/10951.html
4月29日、函館の桜の満開を観測。見ごろは連休いっぱい http://www.hakobura.jp/info/season/10958.html
函館と近郊の海水浴場、プール、水遊び情報2019 http://www.hakobura.jp/info/season/10995.html
ひと足お先に、大沼公園の桟橋でワカサギ釣り http://www.hakobura.jp/info/season/11041.html
2020年上期のアクセスランキング。よく読まれた記事は？ http://www.hakobura.jp/info/season/11064.html
函館近郊の人気スポット、北斗桜回廊をめぐる臨時バス http://www.hakobura.jp/info/season/11125.html
函館港まつりで「いか踊り」に参加しませんか http://www.hakobura.jp/info/season/11175.html
元町教会群、立待岬、外国人墓地付近の夏期交通規制 http://www.hakobura.jp/info/season/11823.html
今年も「はこだてMOMI-Gフェスタ」で紅葉のライトアップ http://www.hakobura.jp/info/season/11853.html
【中止】名所と桜を訪ねるバスプラン「函館・北斗さくら号」 https://www.hakobura.jp/info/season/11978.html
五稜郭タワーにサンタクロースが出現（11/20～12/25） https://www.hakobura.jp/info/season/12073.html
電動レンタサイクル「はこりん♪」 http://www.hakobura.jp/info/service/10697.html
トラピスト修道院周辺を巡るレンタサイクル http://www.hakobura.jp/info/service/10933.html
荷物を預けてらくらく移動 「はこだて手ぶら観光」 http://www.hakobura.jp/info/service/10968.html
函館駅構内の観光案内所で、車いすとベビーカー貸し出し http://www.hakobura.jp/info/service/11086.html
函館観光に便利な循環バス「元町・ベイエリア周遊号」 http://www.hakobura.jp/info/service/11087.html
函館のタクシー、駅や空港からの乗車料金の目安 http://www.hakobura.jp/info/service/11090.html
人気スポットに直行、五稜郭タワー・トラピスチヌシャトルバス http://www.hakobura.jp/info/service/11097.html
函館市アンテナショップ「函館もってきました。」 http://www.hakobura.jp/info/service/11098.html
BAYはこだてレンタサイクル http://www.hakobura.jp/info/service/11103.html
函館駅前から山頂へ直行、函館山登山バス http://www.hakobura.jp/info/service/11121.html
函館駅前発、函館山ロープウェイ接続シャトルバス http://www.hakobura.jp/info/service/11124.html
市内のホテルで、宿泊者限定レンタサイクルサービス http://www.hakobura.jp/info/service/11144.html
函館空港から函館駅前へ直行「函館空港シャトルバス」 http://www.hakobura.jp/info/service/11211.html
新幹線駅から函館市内へ直行「新函館北斗駅シャトルバス」 http://www.hakobura.jp/info/service/11212.html
函館駅や湯の川から大沼へ、スキー＆スノーボードバス http://www.hakobura.jp/info/service/11270.html
五稜郭公園、五稜郭タワー付近の駐車場情報 http://www.hakobura.jp/info/service/11905.html
6合目駐車場から1時間、駒ケ岳登山 http://www.hakobura.jp/info/sightseeing/10747.html
楽しい体験いろいろ、冬の大沼公園まるかじりプラン http://www.hakobura.jp/info/sightseeing/10890.html
期間限定、復元チンチン電車「箱館ハイカラ號」 http://www.hakobura.jp/info/sightseeing/10937.html
函館発着、観光列車+グルメプラン「ながまれ海峡号」 http://www.hakobura.jp/info/sightseeing/10960.html
3店をセレクトして飲食、函館ちょい食べタクシープラン http://www.hakobura.jp/info/sightseeing/11065.html
夜景＋夜の街並み観賞、観光バス「函館夜景号」 http://www.hakobura.jp/info/sightseeing/11088.html
函館山夜景を楽しむ観光バス「Mt.函館夜景ロマンコース」 http://www.hakobura.jp/info/sightseeing/11089.html
メニューいろいろ、北都交通の函館定期観光バス http://www.hakobura.jp/info/sightseeing/11102.html
幕末・土方歳三ゆかりの地を巡る観光タクシープラン http://www.hakobura.jp/info/sightseeing/11149.html
「函館でしたい30の体験」リーフレット配布中 http://www.hakobura.jp/info/sightseeing/11172.html
食と自然、縄文文化を楽しむ「大沼三昧。駒ヶ岳周遊号」 http://www.hakobura.jp/info/sightseeing/11191.html
GLAYゆかりの場所を巡る観光タクシープラン http://www.hakobura.jp/info/sightseeing/11258.html
湯の川温泉の宿泊施設からお出かけ「観光タクシープラン」 http://www.hakobura.jp/info/sightseeing/11269.html
「ラブライブ！サンシャイン!!」デジタルスタンプラリー http://www.hakobura.jp/info/sightseeing/11292.html
函館ならではの体験型商品予約サイト「Attractive JAPAN」 http://www.hakobura.jp/info/sightseeing/11322.html
映画「糸」など、ロケ地を巡る観光タクシープラン http://www.hakobura.jp/info/sightseeing/11858.html
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時間にしばられず楽々利用、函館山夜景観光タクシー http://www.hakobura.jp/info/sightseeing/11861.html
函館の6公園、おすすめウォーキングコースマップ http://www.hakobura.jp/info/sightseeing/11877.html
観光と食事がセット、GoToトラベル適用のタクシープラン http://www.hakobura.jp/info/sightseeing/11903.html

http://www.hakobura.jp/ticket/
観光案内所 https://www.hakobura.jp/usefulinformation/informationcenter.html

http://www.hakobura.jp/link.html
緊急マップ ～避難所・病院・交番 https://www.hakobura.jp/map/emergency.html
Wi-Fiスポット https://www.hakobura.jp/map/internet-map.html

http://www.hakobura.jp/faq/
http://www.hakobura.jp/faq/?faq_cat=Nightview

函館山の展望台へはどう行けばいいですか http://www.hakobura.jp/faq/?faq_id=0001
車で夜景を見に行けますか http://www.hakobura.jp/faq/?faq_id=0002
バイクで山頂まで行けますか http://www.hakobura.jp/faq/?faq_id=0003
夜景がみられるのは何時ごろですか http://www.hakobura.jp/faq/?faq_id=0004
夜景を見るのはどの季節がいいですか http://www.hakobura.jp/faq/?faq_id=0005
函館山に歩いて登るのは大変でしょうか http://www.hakobura.jp/faq/?faq_id=0006
裏夜景はどこから見れますか http://www.hakobura.jp/faq/?faq_id=0007

http://www.hakobura.jp/faq/index.php?faq_cat=Climate
桜はいつ咲きますか http://www.hakobura.jp/faq/?faq_id=0008
紅葉はいつ頃楽しめますか http://www.hakobura.jp/faq/?faq_id=0009
雪はどれくらい降りますか http://www.hakobura.jp/faq/?faq_id=0010
気温は東京とどれくらい違いますか http://www.hakobura.jp/faq/?faq_id=0011
冬はどんな服装で行けばいいですか http://www.hakobura.jp/faq/?faq_id=0012
冬の靴はどんなものがお勧めですか http://www.hakobura.jp/faq/?faq_id=0013
夏はTシャツ一枚でも大丈夫ですか http://www.hakobura.jp/faq/?faq_id=0014

http://www.hakobura.jp/ranking/
http://www.hakobura.jp/media/
http://www.hakobura.jp/policy.html
http://www.hakobura.jp/about.html
http://www.hakobura.jp/sitemap.html

当サイトに関するお問い合わせ https://www.hakobura.jp/inquiry01/inquiry.php
観光パンフレットのご請求. https://www.hakobura.jp/inquiry02/inquiry.php
函館観光に関するお問い合わせ（函館市観光部へ） https://www.hakobura.jp/inquiry03/inquiry.php

https://www.hakobura.jp/inquiry04/inquiry.php
http://www.hakobura.jp/forstore.html
https://www.hakobura.jp/Imitationsite.html

https://www.hakobura.jp/menu.html
https://www.hakobura.jp/nownav.html
https://www.hakobura.jp/live.html
https://www.hakobura.jp/weather.html
https://www.hakobura.jp/traffic.html
https://www.hakobura.jp/error404.html
https://www.hakobura.jp/error404_sp.html

北海道・函館フォトジェニックトリップ ～かわいいに満たされる旅～ https://www.hakobura.jp/photogenic/
北海道・函館 わざわざ行きたくなる フォトジェニックなお店 https://www.hakobura.jp/photogenic/page02.html

「GLAYと宝探し」はこぶらスタッフの探索記録 https://www.hakobura.jp/treasure_hunt/
函館市グルメクーポン 配付宿泊施設一覧ページ https://www.hakobura.jp/gourmet_coupon/hotel.html
函館市グルメクーポン対応店MAP https://www.hakobura.jp/gourmet_coupon/map.html
《公式》HAKOMEN｜函館発・偉人アイドルグループ https://www.hakobura.jp/hakomen_official/
#みんなの八幡坂 投稿写真ギャラリー https://www.hakobura.jp/ig_photo/hachimanzaka/post.html
函館の縄文関連情報 https://www.hakobura.jp/jomon/

TOP https://www.hakodate.travel/en/
EXPERIENCE Hakodate? https://www.hakodate.travel/en/experience

Admire Cherry Blossoms https://www.hakodate.travel/en/experience/admire-cherry-blossoms
Experience Jomon culture at World Heritage sites https://www.hakodate.travel/en/experience/appreciate-archaeological-national-treasure

Drink Tea at Old Cafés https://www.hakodate.travel/en/experience/drink-tea-at-old-cafes
Eat Salt Flavored Ramen https://www.hakodate.travel/en/experience/eat-salt-flavored-ramen
Enjoy Shopping https://www.hakodate.travel/en/experience/enjoy-shopping
Experience Comfortable Shinkansen https://www.hakodate.travel/en/experience/experience-comfortable-shinkansen
Explore Hakodate by Trams https://www.hakodate.travel/en/experience/explore-hakodate-by-trams
Get a View of Sea of Clouds https://www.hakodate.travel/en/experience/get-a-view-of-sea-of-clouds
Have some Delicious Soft Serve Ice Cream https://www.hakodate.travel/en/experience/have-some-delicious-soft-serve-ice-cream
Learn about the History of Hakodate https://www.hakodate.travel/en/experience/learn-about-the-history-of-hakodate-at-goryokaku

Meet monkeys enjoying a hot springs bath https://www.hakodate.travel/en/experience/meet-monkeys-enjoying-a-hot-springs-bath

Play in the Snow https://www.hakodate.travel/en/experience/play-in-the-snow
Relax in Hot Springs https://www.hakodate.travel/en/experience/relax-in-hot-springs
Savor Japanese Tea https://www.hakodate.travel/en/experience/savor-japanese-tea

観光役立ちリンク集

お得なチケット・便利なサービス

よくある質問
函館山・夜景

気候や服装

はこぶらアクセスランキング

画像使用に関するお問い合わせ
記載施設様へ
模倣サイトにご注意ください
SP専用ページ

旅行会社・マスコミの方へ
利用規約
運営団体
サイトマップ

404ページ（SP）

外国語サイト（英語）

メニュー
ついたら見てね♪函館なう！ナビ

夜景情報
天気
交通

404ページ（PC）
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See the Night View https://www.hakodate.travel/en/experience/see-the-night-view
Stroll around the City in Kimono https://www.hakodate.travel/en/experience/stroll-around-the-city-in-kimono
Take Nice Photos https://www.hakodate.travel/en/experience/take-nice-photos
Taste Seafood Bowl https://www.hakodate.travel/en/experience/taste-seafood-bowl
Taste Washoku, Japanese Cuisine https://www.hakodate.travel/en/experience/taste-washoku-japanese-cuisine
Try Foods at Hakodate Morning Market https://www.hakodate.travel/en/experience/try-foods-at-hakodate-morning-market
Understand Ainu Culture https://www.hakodate.travel/en/experience/understand-ainu-culture

Recommended One-day Courses in Hakodate https://www.hakodate.travel/en/courses.html
Culture https://www.hakodate.travel/en/courses/culture.html
History https://www.hakodate.travel/en/courses/history.html
Photogenic https://www.hakodate.travel/en/courses/photogenic.html

Top7 Must-see Hakodate https://www.hakodate.travel/en/top7
Bay Area https://www.hakodate.travel/en/top7/bay-area
Goryokaku https://www.hakodate.travel/en/top7/goryokaku
Hakodate Morning Market https://www.hakodate.travel/en/top7/morning-market
Motomachi https://www.hakodate.travel/en/top7/motomachi
The Night View from Mt. Hakodate https://www.hakodate.travel/en/top7/night-view
Onuma Park https://www.hakodate.travel/en/top7/onuma-park
Yunokawa Hot Spring https://www.hakodate.travel/en/top7/yunokawa

Sightseeing Spots https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots
Activity https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/activity

Ancient style item making experience (Hakodate Jomon Culture Center)https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/activity/ancient-style-item-making-experience-hakodate-jomon-culture-center

Fishing for fresh squid (Hakodate Morning Market) https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/activity/fishing-for-fresh-squid-hakodate-morning-market

Making a traditional Ainu musical instrument (Museum of Northern Peoples)https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/activity/making-a-traditional-ainu-musical-instrument-museum-of-northern-peoples

Pretend to be a noble lady (Old Public Hall of Hakodate Ward) https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/activity/pretend-to-be-a-noble-lady-old-public-hall-of-hakodate-ward

Savoring Japanese tea (Maruyamaen Tea Store) https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/activity/savoring-japanese-tea-maruyamaen-tea-store

Stroll in Kimono (Hakodate rental costume kimono & dress) https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/activity/stroll-in-kimono-hakodate-rental-costume-kimono-dress

Historic Building https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/historic-building
Former British Consulate of Hakodate https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/historic-building/former-british-consulate-of-hakodate

Hakodate Chinese Memorial Hall https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/historic-building/hakodate-chinese-memorial-hall

Hakodate City Museum of Northern Peoples https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/historic-building/hakodate-city-museum-of-northern-peoples

Hakodate Magistrate’s Office https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/historic-building/hakodate-magistrates-office

Hakodate-Meijikan https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/historic-building/hakodate-meijikan
Hakodate Takadaya Kahei Museum https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/historic-building/hakodate-takadaya-kahei-museum

Kanemori Red Brick Warehouse https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/historic-building/kanemori-red-brick-warehouse

Old Hakodate Branch Office of Hokkaido Government https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/historic-building/motomachi-tourist-information-center

Old Public Hall of Hakodate Ward https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/historic-building/old-public-hall-of-hakodate-ward

Old Russian Consulate https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/historic-building/old-russian-consulate

The Old Souma House https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/historic-building/old-soma-residence

Tachikawa Residence and Shop https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/historic-building/tachikawa-residence-and-shop

Historic Site https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/historic-site
Fort Goryokaku https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/historic-site/fort-goryokaku
Kakinoshima site https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/historic-site/kakinoshima-site
Ofune site https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/historic-site/ofune-site

Hot Spring https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/hot-spring
Hot Spring in the Sea https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/hot-spring/hot-spring-in-the-sea
Yachigashira Hot Spring https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/hot-spring/yachigashira-hot-spring
Yunokawa Hot Spring https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/hot-spring/yunokawa-hot-spring
Yunokawa Hot Spring Footbath Retreat https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/hot-spring/yunokawa-hot-spring-footbath-retreat

Museum https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/museum
Hakodate City Museum of Northern Peoples https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/museum/hakodate-city-museum-of-northern-peoples

Hakodate Jomon Culture Center https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/museum/hakodate-jomon-culture-center

Hokkaido Hakodate Museum of Art https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/museum/hokkaido-hakodate-museum-of-art

Seikan Ferry Memorial Ship “Mashu-maru” https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/museum/seikan-ferry-memorial-ship-mashu-maru

Nature https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/nature
Mt. Esan https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/nature/mt-esan
Mt. Hakodate https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/nature/mt-hakodate
Onuma Quasi-National Park https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/nature/onuma-quasi-national-park

Shrine, Temple, Church https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/shrine-temple-church
Foreigners’ Cemetery https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/shrine-temple-church/foreigners-cemetery

Hakodate Church (United Church of Christ in Japan) https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/shrine-temple-church/hakodate-church-united-church-of-christ-in-japan

Hakodate Hachimangu Shrine https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/shrine-temple-church/hakodate-hachimangu-shrine

Hakodate Orthodox Church https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/shrine-temple-church/hakodate-orthodox-church

Hakodate St. John’s Church https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/shrine-temple-church/hakodate-st-johns-church

Higashihongan-ji Temple Hakodate Branch https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/shrine-temple-church/higashihongan-ji-temple-hakodate-branch

Jitsugyo-ji Temple https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/shrine-temple-church/jitsugyo-ji-temple

Koryu-ji Temple https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/shrine-temple-church/koryu-ji-temple

Motomachi Roman Catholic Church https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/shrine-temple-church/motomachi-roman-catholic-church

Trappistine Convent https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/shrine-temple-church/trappistine-convent

Yukura Shrine https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/shrine-temple-church/yukura-shrine
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View https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/view
Cape Tachimachi https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/view/cape-tachimachi
Goryokaku Park https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/view/goryokaku-park
Goryokaku Tower https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/view/goryokaku-tower
Hot-Tubbing Monkeys (Tropical Botanical Garden) https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/view/hot-tubbing-monkeys-tropical-botanical-garden

Kakinoshima site https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/view/kakinoshima-site
Miharashi Park (Kosetsuen) https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/view/miharashi-park-kosetsuen
Mt. Hakodate Observatory https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/view/mt-hakodate-observatory
Ofune site https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/view/ofune-site
Seikan Ferry Memorial Ship “Mashu-maru” https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/view/seikan-ferry-memorial-ship-mashu-maru

Slopes in Motomachi https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/view/slopes-in-motomachi
Tram https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/view/tram
View of Hakodate Port https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/view/view-of-hakodate-port
Fishing for fresh squid (Hakodate Morning Market) https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/views/fishing-for-fresh-squid-hakodate-morning-market

Goryokaku Park https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/views/goryokaku-park
Hakodate City Museum of Northern Peoples https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/views/hakodate-city-museum-of-northern-peoples

Hakodate Magistrate’s Office https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/views/hakodate-magistrates-office
Mt. Hakodate Observatory https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/views/mt-hakodate-observatory
Onuma Quasi-National Park https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/views/onuma-quasi-national-park
Tram https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/views/tram

Shopping Spot https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/shopping-spot
Goryokaku Tower Stores https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/shopping-spot/goryokaku-tower-stores

Hakodate Airport Stores https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/shopping-spot/hakodate-airport-stores

Hakodate Ferry Terminal Stores https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/shopping-spot/hakodate-ferry-terminal-stores

Hakodate Kaisen Ichiba (Seafood Market) https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/shopping-spot/hakodate-kaisen-ichiba-seafood-market

Hakodate Morning Market https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/shopping-spot/hakodate-morning-market

JR Hakodate Station Stores https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/shopping-spot/jr-hakodate-station-stores

Kanemori Red Brick Warehouse https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/shopping-spot/kanemori-red-brick-warehouse

Kanemori Red Brick Warehouse (stores) https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/shopping-spot/kanemori-red-brick-warehouse-stores

Mt. Hakodate Ropeway Stores https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/shopping-spot/mt-hakodate-ropeway-stores

Rokkatei, Goryokaku Store https://www.hakodate.travel/en/sightseeing_spots/shopping-spot/rokkatei-goryokaku-store

Food and Drink https://www.hakodate.travel/en/food_and_drink
Sushi & Seafood Rice Bowl https://www.hakodate.travel/en/food_and_drink/sushi-seafood-rice-bowl

Gourmet kaiten-zushi – Kantaro, Goryokaku Park https://www.hakodate.travel/en/food_and_drink/sushi-seafood-rice-bowl/gourmet-kaiten-zushi-kantaro-goryokaku-park

Hakodate Morning Market Ikura-tei https://www.hakodate.travel/en/food_and_drink/sushi-seafood-rice-bowl/hakodate-morning-market-ikura-tei

Hakodate Sushi Restaurant Kihara https://www.hakodate.travel/en/food_and_drink/sushi-seafood-rice-bowl/hakodate-sushi-restaurant-kihara

Kaiten-zushi – Hakodate Marukatsu Suisan https://www.hakodate.travel/en/food_and_drink/sushi-seafood-rice-bowl/kaiten-zushi-hakodate-marukatsu-suisan

Restaurant Pollux (within the Hakodate Airport building) https://www.hakodate.travel/en/food_and_drink/sushi-seafood-rice-bowl/restaurant-pollux-within-the-hakodate-airport-building

Gourmet kaiten-zushi – Kantaro, Goryokaku Park https://www.hakodate.travel/en/food_and_drink/sushi-seafood-rice-bowls/gourmet-kaiten-zushi-kantaro-goryokaku-park

Hakodate Morning Market Ikura-tei https://www.hakodate.travel/en/food_and_drink/sushi-seafood-rice-bowls/hakodate-morning-market-ikura-tei

Hakodate Seafood Kaikobo https://www.hakodate.travel/en/food_and_drink/sushi-seafood-rice-bowls/hakodate-seafood-kaikobo

Ramen https://www.hakodate.travel/en/food_and_drink/ramen
Hakodate Noodle Kitchen Ajisai, Kurenai shop https://www.hakodate.travel/en/food_and_drink/ramen/hakodate-noodle-kitchen-ajisai-kurenai-shop

Shin-Hakodate Ramen Ryuho https://www.hakodate.travel/en/food_and_drink/ramen/shin-hakodate-ramen-ryuho
Takahashiya https://www.hakodate.travel/en/food_and_drink/ramen/takahashiya

Japanese Cuisine https://www.hakodate.travel/en/food_and_drink/japanese-cuisine
Fumoto https://www.hakodate.travel/en/food_and_drink/japanese-cuisine/fumoto
Kaiseki-no-sato Kira https://www.hakodate.travel/en/food_and_drink/japanese-cuisine/kaiseki-no-sato-kira
Shiki Kaisen Shunka https://www.hakodate.travel/en/food_and_drink/japanese-cuisine/shiki-kaisen-shunka
Sukiyaki Asari Main Restaurant https://www.hakodate.travel/en/food_and_drink/japanese-cuisine/sukiyaki-asari-main-restaurant

Uni Murakami, Hakodate https://www.hakodate.travel/en/food_and_drink/japanese-cuisine/uni-murakami-hakodate

Japanese Wagyu beef and Sukiyaki https://www.hakodate.travel/en/food_and_drink/japanese-wagyu-beef-and-sukiyaki
Sukiyaki Shabu-Shabu Gyube https://www.hakodate.travel/en/food_and_drink/japanese-wagyu-beef-and-sukiyaki/sukiyaki-shabu-shabu-gyube

Yakiniku and lamb barbecue, Sumibitei https://www.hakodate.travel/en/food_and_drink/japanese-wagyu-beef-and-sukiyaki/yakiniku-and-lamb-barbecue-sumibitei

Izakaya & Bar https://www.hakodate.travel/en/food_and_drink/izakaya-beer-hall
Hakodate Beer Hall https://www.hakodate.travel/en/food_and_drink/izakaya-beer-hall/hakodate-beer-hall
Hakodate Dining Bingoya https://www.hakodate.travel/en/food_and_drink/izakaya-beer-hall/hakodate-dining-bingoya

Hakodate Seafood Kaikobo https://www.hakodate.travel/en/food_and_drink/izakaya-beer-hall/hakodate-seafood-kaikobo

Light Meal & Dessert https://www.hakodate.travel/en/food_and_drink/light-meal-dessert
Hakodate Milk Outlet Store https://www.hakodate.travel/en/food_and_drink/light-meal-dessert/hakodate-milk-outlet-store

Hasegawa Store, Bay Area shop https://www.hakodate.travel/en/food_and_drink/light-meal-dessert/hasegawa-store-bay-area-shop

Lucky Pierrot, Bay Area Head Shop https://www.hakodate.travel/en/food_and_drink/light-meal-dessert/lucky-pierrot-bay-area-head-shop

MILKISSIMO https://www.hakodate.travel/en/food_and_drink/light-meal-dessert/milkissimo
Lucky Pierrot, Bay Area Head Shop https://www.hakodate.travel/en/food_and_drink/light-meals-desserts/lucky-pierrot-bay-area-head-shop

Cafe https://www.hakodate.travel/en/food_and_drink/cafe
Cafe & Bar EsteLado https://www.hakodate.travel/en/food_and_drink/cafe/night-view-bar-estelado
Rokkatei, Goryokaku Store https://www.hakodate.travel/en/food_and_drink/cafe/rokkatei-goryokaku-store
Tea Room Kyu-Chaya-tei https://www.hakodate.travel/en/food_and_drink/cafe/tea-room-kyu-chaya-tei
Victorian Rose (Former British Consulate of Hakodate) https://www.hakodate.travel/en/food_and_drink/cafe/victorian-rose-former-british-consulate-of-hakodate

Western Cuisine https://www.hakodate.travel/en/food_and_drink/western-cuisine
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Bar Restaurante La Concha https://www.hakodate.travel/en/food_and_drink/western-cuisine/bar-restaurante-la-concha

Restaurant Sekka-tei, Gotoken Main Restaurant https://www.hakodate.travel/en/food_and_drink/western-cuisine/restaurant-sekka-tei-gotoken-main-restaurant

Enjoy 4 Seasons https://www.hakodate.travel/en/enjoy-4-seasons.html
Spring https://www.hakodate.travel/en/enjoy-4-seasons/spring.html
Summer https://www.hakodate.travel/en/enjoy-4-seasons/summer.html
Autumn https://www.hakodate.travel/en/enjoy-4-seasons/autumn.html
Winter https://www.hakodate.travel/en/enjoy-4-seasons/winter.html

Annual Events Schedule https://www.hakodate.travel/en/events
Esan Azalea Festival https://www.hakodate.travel/en/events/esan-azalea-festival
Cherry-blossom Viewing https://www.hakodate.travel/en/events/cherry-blossom-viewing
Hakodate Goryokaku Festival https://www.hakodate.travel/en/events/hakodate-goryokaku-festival
Hakodate Christmas Fantasy https://www.hakodate.travel/en/events/hakodate-christmas-fantasy
Hakodate Gourmet Circus https://www.hakodate.travel/en/events/hakodate-gourmet-circus
Hakodate Illumination https://www.hakodate.travel/en/events/hakodate-illumination
Hakodate Marathon https://www.hakodate.travel/en/events/hakodate-marathon
Hakodate Port Fireworks Display https://www.hakodate.travel/en/events/hakodate-port-fireworks-display
Hakodate Port Festival https://www.hakodate.travel/en/events/hakodate-port-festival
Hakodate Seibu chiku BAR-GAI (Spring) https://www.hakodate.travel/en/events/hakodate-seibu-chiku-bar-gai-spring
Hakodate Seibu chiku BAR-GAI (Autumn) https://www.hakodate.travel/en/events/hakodate-seibu-chiku-bar-gai-autumn
Hot-Tubbing Monkeys https://www.hakodate.travel/en/events/hot-tubbing-monkeys
Hakodate MOMI-G Festa (autumn leaves festival) https://www.hakodate.travel/en/events/hakodate-momi-g-festa-autumn-leaves-festival
Hakodate Open-air Theater https://www.hakodate.travel/en/events/hakodate-open-air-theater
The Onuma Hakodate Snow and Ice Festival https://www.hakodate.travel/en/events/the-onuma-hakodate-snow-and-ice-festival
The star illumination of Goryokaku https://www.hakodate.travel/en/events/the-star-illumination-of-goryokaku
World Music and Dance Festival https://www.hakodate.travel/en/events/world-music-and-dance-festival
Yunokawa Hot-Spring Resort Fireworks Display https://www.hakodate.travel/en/events/yunokawa-hot-spring-resort-fireworks-display

What to Buy in Hakodate https://www.hakodate.travel/en/what_shopping.html
More about Hakodate you should know https://www.hakodate.travel/en/more-about-hakodate.html

Have some delicious Soft serve ice cream in Hakodate https://www.hakodate.travel/en/more-about-hakodate/softcream.html
What to see in Goryokaku https://www.hakodate.travel/en/more-about-hakodate/goryokaku.html
The night view from Mt. Hakodate looks like a sparkling jewelry boxhttps://www.hakodate.travel/en/more-about-hakodate/nightview.html

Travel stories of Hakodate https://www.hakodate.travel/en/more-about-hakodate/mycourse.html
From Taoyuan to Hakodate – enjoy delicious food and the night viewhttps://www.hakodate.travel/en/more-about-hakodate/mycourse/autumn.html
Traveling by ferry from Hakodate to Shimokita Peninsula in Aomori Prefecturehttps://www.hakodate.travel/en/more-about-hakodate/mycourse/shimokita.html
Goryokaku Park and Hakodate Park – famous places to enjoy cherry blossoms by day or by nighthttps://www.hakodate.travel/en/more-about-hakodate/mycourse/spring.html
My one-day summer trip to Hakodate, full of joyful food and shoppinghttps://www.hakodate.travel/en/more-about-hakodate/mycourse/summer.html
Next to Hakodate is located Onuma Quasi National Park – enjoy all sorts of activities in the snowhttps://www.hakodate.travel/en/more-about-hakodate/mycourse/winter.html

Foreign students report on their favorite places https://www.hakodate.travel/en/more-about-hakodate/report.html
“Beginning of Love. Hakodate” Hakodate is the best place for lovers! https://www.hakodate.travel/en/more-about-hakodate/beginning-of-love-hakodate.html

25 recommended spots for traveling to Hakodate with children https://www.hakodate.travel/en/more-about-hakodate/children.html
Guests to Niseko,we recommend Hakodate as your next stop https://www.hakodate.travel/en/more-about-hakodate/niseko.html
Tips for Vegetarians https://www.hakodate.travel/en/more-about-hakodate/vegetarian.html
Things to be careful about so as to enjoy driving in and around Hakodatehttps://www.hakodate.travel/en/more-about-hakodate/drive.html
Welcome to the Jomon world of Hakodate! https://www.hakodate.travel/en/more-about-hakodate/jomon.html

About Hakodate https://www.hakodate.travel/en/about.html
Climate https://www.hakodate.travel/en/about/climate.html
History https://www.hakodate.travel/en/about/history.html
Location / Population https://www.hakodate.travel/en/about/location.html
Reputation https://www.hakodate.travel/en/about/reputation.html
Why Hakodate? https://www.hakodate.travel/en/about/why-hakodate.html
Hakodate Photo Library https://www.hakodate.travel/en/about/photo-library.html
All https://www.hakodate.travel/en/about/photo-library/category.html
Category https://www.hakodate.travel/en/about/photo-library/img_list.html
Detail https://www.hakodate.travel/en/about/photo-library/single.html
Terms of Use https://www.hakodate.travel/en/about/photo-library/terms.html

Useful Information https://www.hakodate.travel/en/information.html
Access to Hakodate https://www.hakodate.travel/en/information/access.html
Accommodation https://www.hakodate.travel/en/information/accommodation.html
Transportation https://www.hakodate.travel/en/information/city-traffic.html
Emergency https://www.hakodate.travel/en/information/emergency.html
Currency exchange / ATM / Mail https://www.hakodate.travel/en/information/exchange
Brochure https://www.hakodate.travel/en/information/guide-book.html
Useful Information— Luggage https://www.hakodate.travel/en/information/luggage.html
Mt. Hakodate Information https://www.hakodate.travel/en/information/mt-hakodate.html
Tax-Free Shopping https://www.hakodate.travel/en/information/tax_free
Tour guide https://www.hakodate.travel/en/information/tour-guide.html
Information Center https://www.hakodate.travel/en/information/tourist-information.html
Wi-Fi Service https://www.hakodate.travel/en/information/wi-fi.html

About This Site https://www.hakodate.travel/en/about-this-site.html
Links https://www.hakodate.travel/en/link.html



ページ名 URL

Focus https://www.hakodate.travel/en/focus
Coronavirus disease (COVID-19) situation in Hakodate https://www.hakodate.travel/en/focus/200622-01
Find attractive points of Hakodate on Hakodate official Weibo accounthttps://www.hakodate.travel/en/focus/200622-02
Hakodate travel video collection https://www.hakodate.travel/en/focus/210330
Please come and feel the Jomon culture when you can travel to Japan againhttps://www.hakodate.travel/en/focus/210728
Many sightseeing spots in Hakodate are listed in Michelin travel guideshttps://www.hakodate.travel/en/focus/210909
A booking site for a wonderful experience in Hakodate https://www.hakodate.travel/en/focus/attravtive_japan
Bay Area parking lot information for Summer 2018 https://www.hakodate.travel/en/focus/bay-area-parking-lot-information-for-summer-2018

Business information of tourist facilities in Hakodate https://www.hakodate.travel/en/focus/business-information
AI chatbots will answer your questions https://www.hakodate.travel/en/focus/chatbot
Check out Tourism Promotion Video for Hakodate City ! https://www.hakodate.travel/en/focus/check-out-tourism-promotion-video-for-hakodate-city

Directions to and from Shin-Hakodate-Hokuto Station of the Shinkansen (bullet train)https://www.hakodate.travel/en/focus/directions-to-and-from-shin-hakodate-hokuto-station-of-the-shinkansen-bullet-train

Experience Japanese clothing at Hakodate Airport https://www.hakodate.travel/en/focus/experience-japanese-clothing-at-hakodate-airport

Fly to Hakodate for less with a Japan Fare https://www.hakodate.travel/en/focus/fly-to-hakodate-for-less-with-a-japan-fare
Foreign-language edition of Hakodate Travel Guide"" https://www.hakodate.travel/en/focus/foreign-language-edition-of-hakodate-travel-guide

Foreign students studying in Hakodate report their recommending spotshttps://www.hakodate.travel/en/focus/foreign-students-studying-in-hakodate-report-their-recommending-spots

Hakodate Buffet https://www.hakodate.travel/en/focus/hakodate-buffet-an-experience-based-program-for-tourists-to-enjoy-hakodate

Hakodate Christmas Fantasy has a variety of amusing events https://www.hakodate.travel/en/focus/hakodate-christmas-fantasy-has-a-variety-of-amusing-events

HAKODATE FREE Wi-Fi service has begun https://www.hakodate.travel/en/focus/hakodate-free-wi-fi-service-has-begun
Hakodate is one of the most attractive cities in Japan https://www.hakodate.travel/en/focus/hakodate-is-one-of-the-most-attractive-cities-in-japan

Hakodate is the best place for lovers! https://www.hakodate.travel/en/focus/hakodate-is-the-best-place-for-lovers
Hakodate Morning Market is a great place for tourists https://www.hakodate.travel/en/focus/hakodate-morning-market-is-a-great-place-for-tourists

The attractive shopping center HAKOVIVA located in front of JR Hakodate Stationhttps://www.hakodate.travel/en/focus/hakoviva
Have your wedding photographs taken in romantic Hakodate https://www.hakodate.travel/en/focus/have-your-wedding-photographs-taken-in-romantic-hakodate

How to get to Mt. Hakodate, the night view spot https://www.hakodate.travel/en/focus/how-to-get-to-mt-hakodate-the-night-view-spot
How to hire English- or Chinese-speaking tour guides in Hakodate https://www.hakodate.travel/en/focus/how-to-hire-english-or-chinese-speaking-tour-guides-in-hakodate

How to ride trams and buses in Hakodate https://www.hakodate.travel/en/focus/how-to-ride-trams-and-buses-in-hakodate
Information on new coronavirus https://www.hakodate.travel/en/focus/information-on-2019-ncov
Guides to Jomon culture in Hakodate https://www.hakodate.travel/en/focus/jomon_guide
Measures to prevent Coronavirus disease (COVID-19) infection in Hakodatehttps://www.hakodate.travel/en/focus/measures-to-prevent-coronavirus-disease
NISEKO SKI BUS direct from Hakodate https://www.hakodate.travel/en/focus/niseko-ski-bus
Prayer spaces for persons of all religions are available in Hakodate https://www.hakodate.travel/en/focus/prayer-spaces-for-persons-of-all-religions-are-available-in-hakodate

Private taxi tour with multilingual audio guide service https://www.hakodate.travel/en/focus/private_taxi
Regionally limited discount pass “JR Tohoku-South Hokkaido Rail Passhttps://www.hakodate.travel/en/focus/regionally-limited-discount-pass-jr-tohoku-south-hokkaido-rail-pass

Road closed for winter in Hakodate https://www.hakodate.travel/en/focus/road-closed-for-winter-in-hakodate
HAKODATE SPECIAL TICKET" that can be conveniently used during travel"https://www.hakodate.travel/en/focus/special_ticket
The influence of the earthquake occurred on September 6 https://www.hakodate.travel/en/focus/the-influence-of-the-earthquake-occurred-on-september-6

The latest timetable of Hokkaido Shinkansen (bullet train) https://www.hakodate.travel/en/focus/the-latest-timetable-of-hokkaido-shinkansen-bullet-train

The Shinkansen bullet train extended to Hokkaido. Discount tickets launchedhttps://www.hakodate.travel/en/focus/the-shinkansen-bullet-train-extended-to-hokkaido-discount-tickets-launched

The Tram One-Day Pass is convenient when visiting Hakodate https://www.hakodate.travel/en/focus/the-tram-one-day-pass-is-convenient-when-visiting-hakodate

The year-end and New Year holiday schedule for major tourist facilitieshttps://www.hakodate.travel/en/focus/the-year-end-and-new-year-holiday-schedule-for-major-tourist-facilities

Tips for Vegetarians https://www.hakodate.travel/en/focus/tips-for-vegetarians
Why don't you come to Hakodate in spring to see cherry blossoms?https://www.hakodate.travel/en/focus/why-dont-you-come-to-hakodate-in-spring-to-see-cherry-blossoms

Winter in Hakodate is romantic. Let's enjoy the illumination and snowhttps://www.hakodate.travel/en/focus/winter-in-hakodate-is-romantic-lets-enjoy-the-illumination-and-snow

Jomon Culture Guide https://www.hakodate.travel/en/jomon_guide
Jomon World https://www.hakodate.travel/en/jomon_world.html
函馆的影片 https://www.hakodate.travel/en/movie.html

TOP https://www.hakodate.travel/cht/
以下、英語と同じ構造、同じページ数

TOP https://www.hakodate.travel/chs/
以下、英語と同じ構造、同じページ数

TOP https://www.hakodate.travel/th/
以下、英語と同じ構造、同じページ数

TOP https://www.hakodate.travel/kr/
以下、英語と同じ構造、同じページ数

TOP https://www.hakodate.travel/my/
以下、英語と同じ構造、同じページ数

以下、英語と同じ構造、同じページ数
TOP https://www.hakodate.travel/idn/

https://www.hakodate.travel/summer_night_festival/en/

外国語サイト（繁體字）

外国語サイト（インドネシア語）

外国語サイト（簡体字）

外国語サイト（全言語共通）
Summer Night Festival 2019

外国語サイト（タイ語）

外国語サイト（ハングル）

外国語サイト（マレーシア語）



ページ名 URL

https://www.hakodate.travel/summer_night_festival/cht/
https://www.hakodate.travel/summer_night_festival/chs/

北海道函館的夏夜祭典 2019
北海道函馆的夏夜祭典 2019


