道 南 エリア

津軽海峡や函館山を一望
観光

地 域 のお

すす め
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サラキ岬

エリア

サラキ岬の沖にはオランダで建造され幕末に活躍
した咸臨丸が沈んでいると言われており、岬には
咸臨丸モニュメントが佇み、津軽海峡や函館山を
一望することができる。５月には５万球のチュー
リップが色鮮やかに咲き誇るビュースポットとし
て、木古内町の観光拠点となっている。

DO-NAN AREA

夜景や洋風建築で有名な函館市を中心に、北海道新幹線停車駅の新函館北斗駅、
木古内駅があり、陸、
海、空で本州からアクセスできる。松前城や江差のいにしえ街道
など幕末から明治にかけての歴史を感じられるエリアでもある。

道南エリア
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パーソナリティのオススメ

●場所／木古内町字亀川 ●時間／日中 ●入場料／無料 ●駐車場／有
●TEL／01392-2-3131
（木古内町産業経済課 水産商工グループ）
http://www.town.kikonai.hokkaido.jp/kanko/annai/sarakimisaki.html

FMいるか
80.7MHz

日本初のコミュニティ放送局で、2018年12月に開局26周年を迎えました。日常の身近
な話題はもちろん、防災や緊急放送をはじめ他地域との交流、リスナーとパーソナリティ
による体験型イベントの実施、さらには観光客への情報発信など、地域と密着した放送を
お届けしています。周波数は80.7メガヘルツ！！毎日元気に発信しています。毎週土曜日
NEXCO東日本のドライビングナビゲーターを放送していますのでそちらも要チェック！

夜景だけじゃない！函館山の魅力！
地図 P3

キングベークナチュラル 函館駅前ビル店

函館山と言えば、夜景をイメージしがちかもしれま
せんが、
夕日もとても綺麗なんです！！インスタ映え
すること間違いなしです！函館に来た際はぜひ足
をお運びください。

食パン、菓子パン、惣菜パンなど他店舗でも人気の
パンの他に、駅前ビル店でしか販売していない地
元企業とのコラボレーションパン、五島軒のカレー
を使ったカレーパンが販売されています。

函館IC
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函館山（函館山ロープウェイ）

●住所／函館元町19-7 ●営業時間／4月25日〜10月15日 10：00〜22：00 10月16
日〜 10：00〜21：00 ●定休日／無休 ※10月中旬ごろから数週間程度整備点検のため
運休期間あり ●駐車場／有 ●電話／0138-23-3105 (函館山ロープウェイ総合案内)
https://334.co.jp/

函館ICから車で約35分

●住所／函館市若松町16-10 ●営業時間／10：00〜18：00
●定休日／ビルの休みに準ずる ●駐車場／提携駐車場有
●電話番号／0138-86-7255
http://kingbake.co.jp/

函館IC

北斗茂辺地ICから車で約15分

パーソナリティ
山下 健人

函館老舗ベーカリーの姉妹店！
地図 P3
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北斗茂辺地IC

函館ICから車で約20分

※最寄ICは一例です。出発される方向により、変わる可能性がございます。
また一般道を利用して目的地へ向かうルートもございます。出発前にご確認ください。

駒ケ岳の麓の森のパン屋

駒ケ岳ファーム大久保が運営するファームレストラン
グルメ

地図 P3
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グルメ

地図 P3

05

country cafe tomatoDELI

おおば製パン

自家栽培の野菜が主役のメニュー
が選べる
「トマトデリプレート」が
人気。
コロッケなどはテイクアウト
ができ、野菜の直売やジャム・トマ
トソースなどの販売も行っている。

道産小麦粉、水、塩のみで生地を
発酵させ、薪窯で焼き上げるこだ
わりのパン屋。駒ヶ岳の麓の森の
中にひっそりと佇み、
テラス席では
駒ヶ岳を望みながら買ったばかり
のパンを食べることができる。

●住所／函館市昭和4丁目39-31 ●営業時間／火曜日・水曜日・
木曜日 ランチのみ 11：30〜15：00(L.O. 14：30)
●定休日／月曜日・金曜日・土曜日・日曜日 ●駐車場／有
●TEL／0138-84-6395
http://www.komagatakefarm.com/publics/index/17/

函館ＩＣ

函館ＩＣから車で約10分

●住所／森町字赤井川412-132
●開館時間／11：00〜17：00（売り切れ次第終了）
●定休日／月曜日 ●駐車場／5台 ●TEL／01374-7-1120
https://www.facebook.com/ooba.sei.pan/

大沼公園IC

※ICからの時間はあくまで目安です。道路状況や信号待ちの時間等によって異なることがございます。

大沼公園ICから車で約５分
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道 南 エリア

道 南 エリア

夜桜もキレイな北斗市の桜名所
観光

地図 P3

ミシュランガイド掲載の一軒家レストラン
グルメ
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地図 P3
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北斗桜回廊

ロワゾー・パー・マツナガ

樹齢300年以上を誇る法亀寺しだれ桜をはじ
め、国指定史跡松前藩戸切地陣屋跡の桜トン
ネルや大野川沿いの桜並木、清川千本桜をつ
なぐ桜の周回コース。法亀寺、松前藩戸切地陣
屋、大野川沿いの3会場では、幻想的な夜桜を
楽しむことができる。

閑静な住宅街に佇むフレンチの名店で、
日本とフラ
ンスで長年腕を磨いたシェフが繊細かつオリジナリ
ティあふれる料理でもてなしてくれる。地元の食材
などを使用したランチ、
ディナーともに3つのコース
から選ぶことができ、味はもちろん鮮やかな盛り付
けや食感、食べた瞬間の音など、舌だけではなく五
感を愉しませてくれる。

法亀寺

●住所／函館市柏木町4-5
●営業時間／ランチ
（土・日・月曜日）12:00〜15:00（L.O.13:30）
ディナー（水〜日曜日）18:00〜22:30（L.O.20:30）
●定休日／火曜日 ●駐車場／有 ●ＴＥＬ／0138-84-1858

●会場／松前藩戸切地陣屋跡 北斗市字野崎／桜トンネル
法亀寺 北斗市向野1丁目14-13／しだれ桜、
大野川沿い桜並木 北斗市本町／桜並木
●時間／18：30〜21：00 ●入場料／無料 ●駐車場／有
●TEL 0138-77-5011（一般社団法人北斗市観光協会）
大野川沿い桜並木

北斗中央IC

函館IC

函館ICより車で約30分

北斗中央ICから車で約15分

北洋漁業に関する資料が一堂に

スイスの家庭料理を堪能
グルメ

大沼公園名物といえばコレ！「元祖 大沼だんご」
グルメ

地図 P3
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スイスレストラン アルポン
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大沼が道立公園に指定された1905年に、列車で訪
れる観光客に向けて製造・販売を始めた
「大沼だん
ご」
は、創業以来変わらぬ製造方法と伝統の味で愛
され続けている。2つに仕切られた折は大沼湖・小
沼湖を表現しており、味は
「餡と醤油」
「胡麻と醤油」
の2種類。店内や店先のテーブル席で食べるのがお
すすめ。
なお、
賞味期限は当日までなのでご注意を。

大沼公園IC
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大沼公園ICから車で約10分

※最寄ICは一例です。出発される方向により、変わる可能性がございます。
また一般道を利用して目的地へ向かうルートもございます。出発前にご確認ください。

地図 P3
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函館市北洋資料館
函館の重要な産業であった北洋漁業に
ついて、江戸時代以降の箱館―樺太間の
漁業の歴史・資料が展示されている。ま
た、
「北洋航海体験室」
では独航船の操舵
室を再現したシミュレーターがあり、荒波
を超える船の揺れやスクリーン映像とと
もに北洋航海を体感することができる。

沼の家

●住所／七飯町字大沼町145
●営業時間／8：30-18：00（売り切れ次第閉店）
●定休日／無休
●駐車場／４台
●ＴＥＬ／0138-67-2104

観光

スイスの家庭料理とデザー
トを中心に自家製のできた
てメニューが堪能できるお
店。
フィンランド直輸入ログ
ハウスは、料理とともにぬく
もりを感じられる。
●住所／八雲町立岩403 ●営業時間／11：00〜22：30
●定休日／月曜日 ※祝日の場合営業 ●駐車場／有
●TEL 0137-62-4344
http://alphorn1.com/

八雲IC

八雲ICから車で約15分

●住所／函館市五稜郭町37-8 ●開館時間／4月〜10月 9：00〜
19：00、11月〜3月 9：00〜17：00 ●入館料／一般100円、学生生
徒・児童50円（団体割引あり）●休館日／年末年始、器材点検日 ●駐
車場／あり
（施設利用者2時間まで無料）●ＴＥＬ／0138-55-3455
http://www.zaidan-hakodate.com/gjh/hokuyo/

函館IC、
赤川IC

※ICからの時間はあくまで目安です。道路状況や信号待ちの時間等によって異なることがございます。

函館IC、
赤川ICから車で約15分
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