アクセス 市電十字街電停から徒歩約１分

アクセス

備

備

金 時価

営業時間 6：00〜13：30(変則有り）
集合場所 函館朝市・駅二市場
最少催行人数 1 名以上
アクセス 函館駅から徒歩約２分

申込期限

当日予約

現地集合

備

体験の内容

考 動きやすい服装、靴は平底

〈お気軽アウトドア〉

考 問合せ先：駅二商業協同組合
0138-22-5330

活いか釣りが楽しめます。函館近海で獲れ
た活イカを専用の釣竿で釣る、函館ならで
はの親子で楽しめる釣堀。釣ったいかは、捌
いてもらい、その場で食べれます。

■補足情報（費用など）

シーズン 通年

シーズン 通年

所要時間 １２０分

所要時間 45分〜120分

所要時間 約６０分

最少催行人数 2名以上

最少催行人数 1名以上

最少催行人数 2 名以上

アクセス 市電大町電停から徒歩約１分

アクセス

備

備

料

申込期限

前日予約

現地集合

料

ＪＲ大沼公園駅より車で約12分。
駅と牧場間の送迎車有り(事前予約要)

考 体重制限有り。男性８０kg・女性７０kg 未満

牧場の広い敷地を生かしたコースを、自身で馬を操
申込期限 前日予約
作しながら巡ります。北海道らしい、大自然の景色
現地集合
の中を進むので、いつもとは違う新鮮な気持ちにな
れること間違いなしです。初めての方でも安心。スタッフが優しくフォローします。

アクセス 市電谷地頭電停より徒歩約１０分
考 長時間の持ち歩きは厳禁

㉕ 手焼き珈琲焙煎体験

⑰ 大沼・モーターボート ダイナミッククルージング

■補足情報（費用など）

備

函館の前浜で採れた天然ガゴメ ( 昆布 ) と
申込期限 前日予約
真イカを使い、その他材料をきざみ、混ぜ
現地集合
合わせて完成品を作って頂きます。作った
ものは、
ご自宅へのお土産としてご持参頂きます。
〈お気軽インドア〉

〈お気軽アウトドア〉

⑨ 地元画家と函館スケッチ散歩

金 1人3,0００円

集合場所 指定場所(少人数時は、住吉浜の民家）

体験の内容

１８５４年幕府はアメリカとの間に和親条約
を締結し、条約上翌年３月に箱館を開港。
１
８５４年のＭＣペリー来航時、士官たちが上
陸後散策したルートをご案内致します。

金 1人6,000円〜13,000円

集合場所 茅部郡森町字駒ケ岳469 シャロレー牧場

体験の内容

考 ガイド案内

■補足情報（費用など）

■補足情報（費用など）

シーズン 通年

シーズン 通年

シーズン 4月初旬〜12月初旬

シーズン 通年

所要時間 90分

所要時間 １２０分

所要時間 15分間

所要時間 2時間

最少催行人数 2名以上

最少催行人数 2名以上

最少催行人数 1名

最少催行人数 2 名以上

アクセス 市電十字街電停から徒歩約1分

アクセス 市電十字街電停から徒歩約１分

アクセス

料

金 1人1,500円

料

集合場所 函館市末広町 4-19・まちづくりセンター

料

〈ガイディングプラン〉

考 ガイド案内

考 全天候型クルーザー

アクセス

■補足情報（費用など）

備

市電・函館どつく行きに乗車、
大町電停にて下車、徒歩 2 分

考

北海道初の珈琲は、箱館奉行所から始まり
ました。北辺の警備に当たる御用所の人々
の健康の為に。開港時の箱館の街に漂った
珈琲の香りと味を体験します。

申込期限

㉖ はこだて焼きピロシキ作り体験
■補足情報（費用など）

■補足情報（費用など）

シーズン 通年

シーズン 通年

シーズン 通年

シーズン 通年、不定休

所要時間 90分

所要時間 約 3 時間

所要時間 約３０分〜６０分

所要時間 ２時間

最少催行人数 2名以上

最少催行人数 2名以上

最少催行人数 1名以上

最少催行人数 3 名以上

アクセス 市電五稜郭公園前電停から約10分

アクセス

アクセス 函館バス、自家用車等

アクセス

料

金 1人1,500円

料

現地集合

備

考 ガイド案内

③ 珍味の里・港路地めぐりガイド
■補足情報（費用など）

現地集合

備

金 1人3,500円

料

金

モダンな衣装で函館を散策しませんか？気軽にレンタル
申込期限 当日予約
できる衣装が２００着以上用意。洋服を脱がないで、その
現地集合
上から簡単に１０分程度で着付けできます。持参のカメラ
で撮影ＯＫ。 ※ご希望の方には、事前予約で、プロのカメラマンによる有料撮影も出来ます。

アクセス

考 不定休

710キャンドルで種から育て収穫したものや
申込期限 当日予約
函館近郊の農家さんで収穫したものを、
ドラ （受付１２:００〜１６:００）
現地集合
イフラワーにして材料として使用します。地場
産の素材で、あなただけのボタニカルキャンドルを製作してみませんか。

シーズン 通年

シーズン full year(except Tues.&special holidays)

所要時間 約９０分

所要時間 12分〜120分

所要時間 about 1hour

集合場所 金森赤レンガ倉庫群付近

集合場所 Hakodate Perry House

最少催行人数 1名以上

最少催行人数 1名以上

最少催行人数 (minimum) 1person

アクセス 市電大町電停から徒歩約３分

アクセス 市電十字街電停から徒歩約５分

アクセス

料

金 1人 1,5００円

集合場所 函館元町ホテル（函館市大町4-6）

■補足情報（費用など）

■補足情報（費用など）

金 1人1,500円

料

集合場所 函館市末広町4-19・まちづくりセンター

最少催行人数 2名以上

アクセス 市電五稜郭公園前電停から約10分

アクセス

絶景函館山裏景色を漁船でクルージング。
普通では見れない「穴潤の洞窟」や寒川集
落跡地など海からの眺望を楽しめます。

申込期限

当日予約

現地集合

〈お気軽アウトドア〉

〈ガイディングプラン〉

考 operation 12：00〜16：00
申込期限 until the day before

現地集合
Hakodate Perry House
(guest house)3-2 Omachi, Hakodate

所要時間 2 時間

最少催行人数 2名以上

最少催行人数 1名以上

アクセス JR函館駅から徒歩10分

アクセス JR 大沼公園駅から出迎えの車有り

料

備

考

函館を代表するここならではの郷土食「イ
カ飯」。料理の達人・旅館の“女将”が、美味
しいイカ飯作りをお教えします。

申込期限

前日予約

現地集合

所要時間 2時間

所要時間 １時間

最少催行人数 2名以上

最少催行人数 3名以上

最少催行人数 2 名以上

アクセス JR函館駅裏から徒歩圏

アクセス 市電末広町電停より徒歩３分

備

備

考 釣り船体験も可能

函館ならではの体験「イカ釣り」。函館駅裏か
ら出港。親切な船長が釣り方の指導をし、楽し
く体験できます。成果は、時間によって変わる
潮の流れや海水温によりますが、
レッツトライ！

申込期限

考 9時、13時出発 早朝・夜出発も有り
申込期限

前日予約

現地集合

〈タクシープラン〉

㉚ TAXI ナイトクルーズ

金 1人2,0００円

前日予約

現地集合
※出港時刻
①6:00AM or ②10:00AM

西部地区・元町基坂に面する工房で、お好
きな色のステンドグラスで、フォトフレーム
や窓飾り 3 種のいずれかを製作。

申込期限
現地集合

申込期限 当日予約

現地集合 函館市内ホテルフロント他

約1時間 小型5,460円（湯の川発着 9,690円税込）

考 定休日：不定
前日予約

体験の内容

前日予約

※イメージ

備

家族や仲間とカナディアンカヌーに乗って小沼
湖巡り。静かで穏やかな水面をゆったり、のん
びりと景色を楽しみながらのカヌー体験です。
楽しいガイドがご案内。自然満喫のツアーです。

集合場所 生田ステンドグラス
（大町1番３３号）

体験の内容

申込期限
現地集合

体験の内容

体験の内容

考 ガイド案内

地元ロケコーディネーターが映画撮影の
場面を紹介しながら今までとは違った観点
で元町周辺をご案内するコース。函館の深
さ、楽しさ、
すばらしさをご案内します。

料

集合場所 函館市海岸町船だまり

アクセス 市電十字街電停から徒歩約10分
備

金 1人6,000円

金 大人 4,000 円、小学生 3,000 円

集合場所 七飯町大沼・イクサンダー大沼

■補足情報（費用など）

所要時間 2 時間

集合場所 カフェやまじょう
（元町 30-5）

■補足情報（費用など）

金 1人3,000円

シーズン 通年

料

㉙ 小沼湖カヌー

所要時間 約90分

シーズン 6月〜10月

金 1 人 3,500 円

考 定時運行 ６月〜１０月

手つかずの大自然が残る道南の秘境『岩部海岸』 申込期限 前日予約
を、小型船グラスボートで周遊する岩部クルーズ。 （受付１７：００まで）
岩部漁港から矢越岬まで片道約5キロの航路。圧倒 現地集合
的な自然の風景、透き通った美しい海、数々の奇岩、幻想的な青の洞窟等が魅力。

シーズン 春〜秋

シーズン 通年
料

備

函館より車で約１０５分 or
路線バス＋タクシー利用約３時間弱

〈自然体験プラン〉

㉒ ステンドグラス製作体験

■補足情報（費用など）

■補足情報（費用など）

アクセス

〈お気軽インドア・クラフト〉

⑭ イカ釣り体験

⑥ 函館ロケガイド

tram stop: Omachi
2mins' walk

体験の内容

JR函館駅から市電・函館どつく行きに
乗車、函館どつく前下車、徒歩約10分

体験の内容

昔の箱館には、全国に先駆けた素晴らしい
申込期限 前日予約
ものがいっぱい。日本最古のコンクリート
現地集合
電柱・日本最初のコンクリート寺院・日本
人設計最初の配水場・手動式エレベーター等をご案内。

体験の内容

体験の内容

考 ガイド案内

集合場所 福島町岩部交流センター（福島町字岩部６５番地１）
最少催行人数 ２名（〜最大１1名）

集合場所 函館市若松町 4-6・辺見旅館

集合場所 函館市入舟町17-7付近・函館漁港屋根付岸壁

金 大人(中学生以上) ３,０００円 小人(小学生以下) １,５００円

所要時間 基本 ９０分（団体の場合、３０分・６０分コースも有り）

シーズン 通年
料

2人参加/1人3,500円・3人参加/1人3,000円
・4人参加/1人2,500円

所要時間 約1時間

最少催行人数 2名以上

備

金

料

■補足情報（費用など）

シーズン ４月〜９月

所要時間 約90分

■補足情報（費用など）

㉑ 料理の達人 女将のイカ飯作り体験

⑬ 漁船クルージング（函館山裏）

シーズン 通年

備

現地集合

シーズン ５月〜１０月

金 3,0００ japanese yen per a person

You can eat Sushi and also can make some
kind of sushi under the guidance of Chef
TAISHO. This experience is amazing one in
Japan. Let's try making a Japanese food !

申込期限 前日予約

（受付９：００〜１５：００）

㉘ 青の洞窟・岩部海岸クルーズ

〈お気軽インドア〉

〈お気軽アウトドア〉

⑤ 箱館はじめて物語

料

考 人力車にて俥夫がご案内

京都嵐山を発祥とする観光人力車・えびす屋。ここ函館
申込期限 前日予約
でも、ベイエリア、元町周辺、眼下に美しい港風景を見渡
現地集合
せる場所などをご案内する人力車です。コースは、主に４
コース。お好きなコースが選べます。観光コンシェルジュでもある俥夫がご案内致します。

休館日：毎週月曜日及び毎月最終金曜日
対象者:小学校４年生以上から大人

〈自然体験プラン〉

体験の内容

〈ガイディングプラン〉

備

料

体験の内容

考 ガイド案内

「はこだて外国人墓地」は、ペリー艦隊来航時に
申込期限 前日予約
二人の水兵をこの地に埋葬した事から始まりま
現地集合
した。その後、
１８７０年在函五カ国の領事からの
要望で、正式に外国人墓地として定められました。専門ガイドがご案内します。

体験の内容

体験の内容

備

金 1人3,000円〜

考

函館で生まれた石菖 ( せきしょう ) 流水引
アート。函館最古の煉瓦造り商家 ( 北海道
指定有形文化財 ) の中で、日本の伝統工芸
「水引アート」
を体験してみませんか。

■補足情報（費用など）

シーズン 通年
料

備

⑳Ｓｕｓｈｉｔｏｕｒ 寿司作り体験

■補足情報（費用など）

■補足情報（費用など）

備

最少催行人数 １名〜
（1回最大10名まで）
アクセス 市電/末広町電停・徒歩すぐ

市電２系統/
谷地頭電停・終点下車徒歩すぐ

〈お気軽インドア〉English & 日本語 対応

⑫ 函館人力車(えびす屋）

④ はこだて外国人墓地ガイド付き散策

：末広町19-15
集合場所 市立函館博物館郷土資料館（旧金森洋物店）

最少催行人数 1名以上

〈ガイディングプラン〉

〈ガイディングプラン〉

所要時間 約50分

体験の内容

アクセス 市電十字街電停から徒歩５分
備
考 営業時間１０:００〜１７:００ ※土日は９:００〜

金 ３,８００円（小サイズ）※別サイズも追加料金で可能

集合場所 ７１０キャンドル（谷地頭町２５−１６）

体験の内容

高龍寺を始点に、函館山の裾野、港を中心
申込期限 前日予約
に栄えた入舟・弁天町の路地、歴史的遺
現地集合
産と水産加工場をガイドさんの案内の下、
徒歩にて巡り歩きます。木樽仕込みの塩辛等々見学。

体験の内容

体験の内容

考 ガイド案内

■補足情報（費用など）

料
金 1,6００円（材料費・資料館入館料
（含まれるもの） ・お土産用水引キット・館内説明案内）

所要時間 約1時間

最少催行人数 1 名以上

JR函館駅から市電・函館どつく行きに
乗車、函館どつく前下車、徒歩約10分

㉗ 水引アート体験

■補足情報（費用など）

料

考 14：00から16：00

ロシアではピロシキは揚げより焼きがメインで具もさま
申込期限 前日予約
ざま！日本で最初にロシア領事館が置かれた函館・元町
現地集合
で、函館近郊の食材を自由に組み合わせ、自分だけの焼
きピロシキを作ります。焼きたてのピロシキをボルシチと一緒に召し上がれ。おまけつき！

シーズン 通年

集合場所 明治館（豊川町１１−１７）２Ｆ ギャラリー M.a.k 明治館店

最少催行人数 2名以上

備

市電十字街から徒歩７分
ロープウェイ駅から徒歩２分

〈お気軽インドア〉

⑲ ボタニカルキャンドル製作体験

レンタル料金【大人】
１時間 ３,０００円
【6才〜10才】１時間 １,５００円 ※5才以下１,０００円

金 1人 2,5００円

集合場所 まるたま小屋（函館市元町２−３）

〈お気軽インドア〉

所要時間 基本１時間 ※延長料金別途

集合場所 高龍寺前(船見町21-11）

考 人数及びご希望により「別会場設定可能」

本革を使用し、ストラップ、ネームタグ、アクセ
申込期限 前日予約
サリートレイ、チャーム、キーケース、ブレス
現地集合
レット、コインケース
（スクエア or ラウンド ) 等
ご自身のご希望により選択し製作して頂けます。
（料金は各々異なります）

シーズン 通年

所要時間 2時間

備

前日予約

■補足情報（費用など）

シーズン 通年

アクセス

申込期限

⑪ 衣装レンタル体験 ＜変身して函館のまち散歩＞

〈ガイディングプラン〉

料

市電・谷地頭行きに乗車、
宝来町電停下車、徒歩15分

地元アウトドアガイドがご案内する函館山
の北海道遺産見学と自然体験ツアー。豊富
な植物と野鳥が生息する自然の宝庫と要
塞跡をご案内。

料

体験の内容

前日予約

５００円
金 １人 ストラップ orタグ１，

（中道１丁目１１−２０）
集合場所 Leather Craft Ken（爪屋 内）

体験の内容

申込期限

体験の内容

体験の内容

考 ガイド案内

外国への開港後、北方警備の為に築城され
た特別史跡五稜郭跡。築城からその後の歴
史絵巻を、復元された箱館奉行所の外観を
交えながらご案内致します。

料

集合場所 函館山ふれあいセンター（青柳町 6-12）

集合場所 五稜郭タワー1Fチケットカウンター前

備

金 １人 5,000 円

前日予約

現地集合

〈お気軽インドア〉

⑱ レザークラフト体験

⑩ 北海道遺産・函館山要塞ガイド

■補足情報（費用など）

備

JR大沼公園駅下車徒歩約3分。
函館から車で約50分。

駒ケ岳の裾野に広がる国定公園大沼。大沼
申込期限 当日予約
湖・小沼湖を、チャーターモーターボート
現地集合
で１５分間、湖面からの迫力あるクルージ
※最大追加料金で12名まで可能
ングをお楽しみ頂けます。

金 1人3,500円

集合場所 函館ペリーハウス
（大町３−２）

〈お気軽インドア・クラフト〉

〈ガイディングプラン〉

②「五稜郭」歴史ガイド

料

体験の内容

※イメージ

備

函館は、地形上、陸繋島という自然が織りなす美しい景観を有
申込期限 前日予約
し多くの旅人が訪れます。また、その美しい風景や和洋折衷の
現地集合
歴史的建造物、教会群等々を描きに多くの画家たちも訪れて
います。地元を知り尽くした地元画家が、絵になる風景の場所をご案内し、スケッチ指導を致します。

体験の内容

考 ガイド案内

タイトル通りの函館の魅力を凝縮した観光
申込期限 当日予約
コースです。東本願寺函館別院、二十間坂、
現地集合
教会群、八幡坂、旧函館区公会堂、元町公
園、ペリー提督来航記念碑、旧イギリス領事館を巡ります。

金 7,200円（１〜3名で貸切）

集合場所 大沼合同遊船モーターボート乗場(亀田郡七飯町大沼1023-1)

集合場所 函館市末広町4-19・まちづくりセンター

体験の内容

体験の内容

備

金 1人 3,5００円

前日予約

㉔ 松前漬け作り体験

■補足情報（費用など）

金 1人3,500円

申込期限
現地集合

〈お気軽インドア〉

⑯ ホーストレッキング（大沼周辺・シャロレー牧場）

〈ガイディングプラン〉

■補足情報（費用など）

料

函館空港・JR函館駅から車で
約20分

日本古来の馬「和種馬」どさんこに乗馬し
て頂く体験です。馬は大変おとなしいので
乗り易く、初心者の方でも安心です。

集合場所 函館市大町13-1 函館市臨海研究所前

① まちあるき「これぞ王道！函館の魅力凝縮コース」

金 4,500円〜15,000円

シーズン 通年
料

〈ガイディングプラン〉

■補足情報（費用など）

シーズン 通年

集合場所 函館市東山町176・どさんこファーム

■補足情報（費用など）

体験の内容

受付時間9：00〜17：00

最少催行人数 1名以上

⑧ ペリーロードガイド

問い合せご予約は

〒040-0036 函館市大町4-6
（ 函館元町ホテル内 フロントデスク）
株式会社 ツアーライフサービス函館支店
東京都知事登録旅行業務3-3201号 旅行業管理者 遠藤浩司

最少催行人数 2名以上

料

函館の街には、洋式・和洋折衷・中国洋式
申込期限 前日予約
等異国情緒溢れる歴史的建造物が混在し、
現地集合
また数多くの大火の歴史により、防災の観
点からまちづくりが形成されている様子をご案内。

事務局 北海道函館市東雲町15番15号

体験予約センター

所要時間 30分〜150分

金 1人3,500円

〈ガイディングプラン〉

函館ホテル旅館協同組合発行

※2019年4月1日現在の情報です。※掲載写真はイメージです。内容と異なる場合もございますのでお問い合せ下さい。

所要時間 約90分

集合場所 函館市末広町4-19・まちづくりセンター

Activity

Tel.0138-85-8686

シーズン 通年

考 ガイド案内

㉓ 函館朝市・いか釣り堀

■補足情報（費用など）

シーズン 通年
料

〈お気軽インドア〉

⑮ どさんこホーストレッキング

■補足情報（費用など）

体験の内容

30の体験

〈お気軽アウトドア〉

⑦ 箱館歴史的建造物ガイド

体験の内容

函館したい
で

〈ガイディングプラン〉

タクシーで、函館山からの夜景はもちろんのこと、元町教会群、公会
堂、旧桟橋、ベイエリア、明治館などライトアップされた函館の街を
巡ります。※冬期などクローズの場合は、別途ロープウェイ料金要

