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函館港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

海鮮丼  
  

「函館に来たからには、溢れんばかりに新鮮なネタののった海鮮丼を一度は食べてみたい」というのが、みんなの夢…!? 

自慢のネタを色とりどりに盛りつけた、見た目の美しさもワクワクした気持ちをそそります。特に人気のスポットは、海鮮

丼を提供する食堂 11 店が軒を並べる、その名も「函館朝市どんぶり横丁市場」 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス 

若松ふ頭から徒歩で 5分 

港町ふ頭から車で 20分 

西ふ頭から車で 10分 

季節 通年 

関連リンク 
函館市公式観光情報 はこぶら 
https://www.hakobura.jp/delicious/post-
130.html 

お問合せ【函館市港湾空港部】 

電話番号:0138-21-3493 l メールアドレス:port-dev@city.hakodate.hokkaido.jp 

 

洋食  
  

日本初の国際貿易港として、古くから諸外国との交流の窓口だった函館には、その当時から洋食文化が根付いています。明

治時代から続く老舗レストラン、大正時代に本場ドイツから受け継がれた手法を守り続けるハム、ソーセージのお店や、地

元の旬の食材にこだわり抜いた気鋭の新店まで、洋食の奥深さを感じることができます。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス 

若松ふ頭から車で 10分 

港町ふ頭から車で 25分 

西ふ頭から車で 5分 

季節 通年 

関連リンク  

お問合せ【函館市港湾空港部】 

電話番号:0138-21-3493 l メールアドレス:port-dev@city.hakodate.hokkaido.jp 

 

寿司  
  

周辺を海に囲まれた立地の函館では、近海の旬なネタがいつでも味わえます。なかでも昨今話題なのが、津軽海峡を漁場と

する「戸井マグロ」。今や世界で最も美味しいマグロといえるかもしれません。もちろんマグロだけではなく、うに、ほた

て、あわび、たこ、いかなど季節ごとに美味しい海の幸が楽しめます。 

  
 

 

 

所在地・開催地  

アクセス 

若松ふ頭から徒歩で 5分 

港町ふ頭から車で 20分 

西ふ頭から車で 10分 

季節 通年 

関連リンク  

お問合せ【函館市港湾空港部】 

電話番号:0138-21-3493 l メールアドレス:port-dev@city.hakodate.hokkaido.jp 

https://www.hakobura.jp/delicious/post-130.html
https://www.hakobura.jp/delicious/post-130.html
mailto:port-dev@city.hakodate.hokkaido.jp
mailto:port-dev@city.hakodate.hokkaido.jp
mailto:port-dev@city.hakodate.hokkaido.jp
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函館港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

函館朝市  
  

約 250 件の店舗が軒を連ねる函館朝市は、海産物をはじめ野菜、果物、珍味など、函館のありとあらゆる味覚が集まる食の

ワンダーランドで、駅から徒歩 1 分でアクセスできる、函館旅行には外せない観光スポット。「うまい！と思ってもらいた

い。」との心意気が伝わってくるお店ばかりで、店員さんとの会話も楽しみの 1 つです 

  
 

 

所在地・開催地 〒040-0063函館市若松町 9-18  

アクセス 

若松ふ頭から徒歩で 5分 

港町ふ頭から車で 20分 

西ふ頭から車で 10分 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

5台程度 

関連リンク 
函館朝市オフィシャルサイト 
http://www.hakodate-asaichi.com/ 

お問合せ【函館市港湾空港部】 

電話番号:0138-21-3493 l メールアドレス:port-dev@city.hakodate.hokkaido.jp 

 

はこだて自由市場  
  

鮮魚店や青果店など約 40 軒が立ち並び、いつでも市民や観光客でにぎわっている。地元の料理人や飲食店の経営者も仕入

れに来る「プロ御用達の市場」。プロが仕入れに来るほどですから、品質の高さは折り紙付き。とは言っても「プロ専用」

ではありませんので、いつも市民や観光客でにぎわっています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒040-0032函館市新川町 1-2  

アクセス 

若松ふ頭から徒歩で 15分 

港町ふ頭から車で 20分 

西ふ頭から車で 10分 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

5台程度 

関連リンク 
はこだて自由市場 
http://hakodate-jiyuichiba.com/ 

お問合せ【函館市港湾空港部】 

電話番号:0138-21-3493 l メールアドレス:port-dev@city.hakodate.hokkaido.jp 

 

金森赤レンガ倉庫群  
  

ベイエリアに建つ函館の代表的な観光スポット。1909（明治 40）年に建築され、どこかロマンチックな風情を感じさせて

くれる、シンボル的な建物となっています。現在は倉庫としての役割を終え、飲食店や土産物店が入居する複合施設へと姿

を変えており、バラエティ豊かで楽しい店舗が多数集まっています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒040-0054函館市末広町 14-12  

アクセス 

若松ふ頭から徒歩で 15分／車で 5分 

港町ふ頭から車で 20分 

西ふ頭から徒歩で 15分／車で 5分 

季節 通年 

関連リンク 
金森赤レンガ倉庫 
https://hakodate-kanemori.com/ 

お問合せ【函館市港湾空港部】 

電話番号:0138-21-3493 l メールアドレス:port-dev@city.hakodate.hokkaido.jp 

http://www.hakodate-asaichi.com/
mailto:port-dev@city.hakodate.hokkaido.jp
http://hakodate-jiyuichiba.com/
mailto:port-dev@city.hakodate.hokkaido.jp
https://hakodate-kanemori.com/
mailto:port-dev@city.hakodate.hokkaido.jp
http://www.google.co.jp/maps/@41.7726550,140.7254647,17z
http://www.google.co.jp/maps/@41.7733354,140.7346490,17z
http://www.google.co.jp/maps/@41.7662058,140.7157012,17z


 

- 3 - 

函館港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

坂  
  

街並みと切っても切り離せない「坂」を巡るのも楽しみのひとつ。函館山麓には、八幡坂、二十間坂、弥生坂など名前のつ

いた 19 の坂があり、歴史を感じさせる建物を眺めながらの散歩ルートもいろいろあります。視線の上には函館山、下には

港……、坂は函館らしい風景を演出する名脇役です。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス 

若松ふ頭から車で 10分 

港町ふ頭から車で 25分 

西ふ頭から車で 5分 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

5台程度 

関連リンク 
函館市公式観光情報 はこぶら 
https://www.hakobura.jp/walk/post-35.html 

お問合せ【函館市港湾空港部】 

電話番号:0138-21-3493 l メールアドレス:port-dev@city.hakodate.hokkaido.jp 

 

五稜郭  
  

1864（元治元）年に完成した国内初の西洋式城郭であり、国の特別史跡にも指定されている星形城塞。戊辰戦争最後の戦い

である箱館戦争の舞台ともなり、榎本武揚、土方歳三らが率いる新撰組にとって最後の砦となりました。一般的には五稜郭

公園の名で親しまれ、五稜郭タワーからの眺望は、感嘆の声が上がります。 

  
 

 

所在地・開催地 〒040-0001函館市五稜郭町 44  

アクセス 

若松ふ頭から車で 15分 

港町ふ頭から車で 15分 

西ふ頭から車で 20分 

季節 通年 

関連リンク 
五稜郭タワーオフィシャルサイト 
https://www.goryokaku-tower.co.jp/ 

お問合せ【函館市港湾空港部】 

電話番号:0138-21-3493 l メールアドレス:port-dev@city.hakodate.hokkaido.jp 

 

元町  
  

元町地区には、歴史を感じさせる建物がいろいろあります。基坂周辺には、旧函館区公会堂などハイカラ函館を象徴する洋

館。大三坂上には、クラシックな教会群。市電通りには、コンクリート造りの重厚なビル。1 階が和風、2 階が洋風の「和

洋折衷の家」も、函館ならではのものです。 ※保存修理工事のため，函館ハリストス正教会は 2022 年 12 月まで拝観不

可となっています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒040-0001 

アクセス 

若松ふ頭から車で 10分 

港町ふ頭から車で 25分 

西ふ頭から車で 5分 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

10台程度 

関連リンク  

お問合せ【函館市港湾空港部】 

電話番号:0138-21-3493 l メールアドレス:port-dev@city.hakodate.hokkaido.jp 

https://www.hakobura.jp/walk/post-35.html
mailto:port-dev@city.hakodate.hokkaido.jp
https://www.goryokaku-tower.co.jp/
mailto:port-dev@city.hakodate.hokkaido.jp
mailto:port-dev@city.hakodate.hokkaido.jp
http://www.google.co.jp/maps/@41.7970952,140.7557464,16z
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函館港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

函館山  
  

標高 334m の函館山山頂からの眺めは、「世界三大夜景」と称され、眼下には宝石箱をひっくり返したかのような煌びやか

な夜の絶景が広がり、感動を与えてくれます。 

125 人乗りのゴンドラに乗れば、山頂まで一気に 3 分で到着。展望台レストランで景色を見ながらお食事を楽しむこともで

きます。 

  
 

 

所在地・開催地 函館市函館山  

アクセス 

若松ふ頭からロープウェイまで車で 10分 

港町ふ頭からロープウェイまで車で 25分 

西ふ頭からロープウェイまで車で 10分 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

10台程度 

関連リンク 
函館山ロープウェイ 
https://334.co.jp/ 

お問合せ【函館市港湾空港部】 

電話番号:0138-21-3493 l メールアドレス:port-dev@city.hakodate.hokkaido.jp 

 

函館港まつり  
  

8 月 1 日から 5 日まで繰り広げられる、函館の夏を代表するイベント。8/1 は、道南最大級の花火大会、8/2～3 はパレード

を開催。パレードでは、「いか踊り」の飛び入り参加も可能。このほか、飲食店を中心に出店がズラリと並び、屋外ビアガ

ーデンが期間限定でオープンするなど、祭りの気分を大いに盛り上げます。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス 

若松ふ頭から徒歩で 5分 

港町ふ頭から車で 20分 

西ふ頭から車で 10分 

季節 8/1～8/5 

関連リンク 
函館港まつりオフィシャルサイト 
http://www.hakodate-minatomatsuri.org/ 

お問合せ【函館市港湾空港部】 

電話番号:0138-21-3493 l メールアドレス:port-dev@city.hakodate.hokkaido.jp 

 

函館西部地区バル街  
  

函館山の麓、西部地区を舞台とした、函館を代表する食のイベントです。70 店前後の参加店が、この日のために特別メニュ

ーを提供。事前にチケットを入手した参加者は、マップ片手に自由にお店をめぐり、はしご酒を楽しみます。スペインの「バ

ル」を取り入れたこのイベントは、毎年春と秋の 2 回、賑やかに開催されます。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス 

若松ふ頭から車で 10分 

港町ふ頭から車で 25分 

西ふ頭から車で 5分 

季節 4月、9月 

関連リンク 
函館西部地区バル街 
https://www.bar-gai.com/ 

お問合せ【函館市港湾空港部】 

電話番号:0138-21-3493 l メールアドレス:port-dev@city.hakodate.hokkaido.jp 

 

https://334.co.jp/
mailto:port-dev@city.hakodate.hokkaido.jp
http://www.hakodate-minatomatsuri.org/
mailto:port-dev@city.hakodate.hokkaido.jp
https://www.bar-gai.com/
mailto:port-dev@city.hakodate.hokkaido.jp
http://www.google.co.jp/maps/@41.7726550,140.7254647,13z

