施設名

地区

住所

WEBサイト

1 湯の浜ホテル

湯の川エリア

函館市湯川町1-2-30

2 湯の川観光ホテル祥苑

湯の川エリア

函館市湯川町2-4-20

3 花びしホテル

湯の川エリア

函館市湯川町1-16-18

4 ＪＲイン函館

函館駅前周辺

函館市若松町12-14

www.jr-inn.jp/hakodate/

5 望楼NOGUCHI函館

湯の川エリア

函館市湯川町1-17-22

https://www.bourou-hakodate.com/

平成館しおさい亭

湯の川エリア

函館市湯川町1-2-37

http://www.shiosai-tei.com/

7 ホテルマイステイズ函館五稜郭

五稜郭エリア

函館市本町26-17

https://www.mystays.com/hotel-mystays-hakodate-goryokaku-hokkaido/

8 センチュリーマリーナ函館

元町・ベイエリア

函館市⼤⼿町22-13

https://www.centurymarina.com/

五稜郭エリア

函館市本町29-23

https://www.kinmirai-p.com/hotel/

10 ⽵葉新葉亭

湯の川エリア

函館市湯川町2-6-22

http://www.chikuba-s.co.jp

11 ホテル函館ひろめ荘

南茅部エリア

函館市⼤船町832-1

http://www.hotel-hiromeso.grats.jp

湯の川エリア

函館市湯川町3-10-3

https://hakodateya.jp/

13 ホテル シャロームイン

五稜郭駅周辺

函館市⻲⽥町20-6

https://hpdsp.jp/sharouminn/

14 ホテルWBF函館 海神の湯

函館駅前周辺

函館市若松町24-1

https://www.hotelwbf.com/hakodatewatatsuminoyu/

15 凾館クラシックホテルズ藍

元町・ベイエリア

函館市弁天町16-9

https://hakodate-classic-hotels-ai.jimdosite.com/

16 ペンション夢空館

元町・ベイエリア

函館市末広町17-6

17 ホテルBRS函館五稜郭タワー前

五稜郭エリア

函館市五稜郭町35-3

18 アパホテル〈函館駅前〉

函館駅前周辺

函館市⼤⼿町19-13

19 ラ・ジェント・ステイ函館駅前

函館駅前周辺

函館市若松町12-8

https://lagent.jp/hakodate-ekimae

20 ホテルテトラ

五稜郭エリア

函館市梁川町17-16

http://tetora.e-tetora.com/

21 アネックスホテルテトラ

五稜郭エリア

函館市梁川町33

http://annex.e-tetora.com/

22 ⼤⿊屋旅館

湯の川エリア

函館市湯川町3-25-10

http://daikokuya.e-tetora.com/

23 函館パークホテル

函館駅前周辺

函館市新川町29-15

http://park.e-tetora.com/

24 ホテルテトラ函館駅前

函館駅前周辺

函館市若松町19-11

http://plaza.e-tetora.com/

25 ホテルテトラ湯の川温泉

湯の川エリア

函館市湯川町3-12-11

https://yunokawa.e-tetora.com/

函館駅前周辺

函館市若松町8-8

https://www.new-ohte.com/

27 函館元町ホテル

元町・ベイエリア

函館市⼤町4-6

28 えびすまち髙⽥屋

元町・ベイエリア

函館市末広町７－８

元町・ベイエリア

函館市豊川町12-6

https://www.hotespa.net/hotels/lahakodate/

30 ホテル恵⾵

恵⼭エリア

函館市恵⼭岬町61-2

http://www.todohokke.jp

31 KKRはこだて

湯の川エリア

函館市湯川町2-8-14

https://hakodate.kkr.or.jp/

湯の川エリア

函館市湯川町1-18-15

https://www.takubokutei.com/
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32

オールドスタイルホテル函館五稜郭

笑 函館屋

ホテルニューオーテ

ラビスタ函館ベイ

函館湯の川温泉 湯元啄⽊亭

http://www.yunohama-hotel.com/

https://www.hotelbrs.jp/
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33 HAKODATE海峡の⾵

湯の川エリア

函館市湯川町1-18-15

https://hakodate-uminokaze.com/

34 湯の川温泉ホテル⾬宮館

湯の川エリア

函館市湯川町1-26-18

https://www.amamiyakan.net/

35 クレドホテル函館

湯の川エリア

函館市深堀町22-42

36 ホテル法華クラブ函館

五稜郭エリア

函館市本町27-1

www.hokke.co.jp/hakodate/

37 ホテルエスパル

五稜郭エリア

函館市千代台町26-16

https://www.h-spal.jp/

湯の川エリア

函館市湯川町3-1-17

https://imaginehakodate.jp/

39 函館湯の川温泉海と灯

湯の川エリア

函館市湯川町3-9-20

https://hewitt-resort.com/hakodate-yunokawa/

40 HAKODATE男爵倶楽部HOTEL＆RESORTS

元町・ベイエリア

函館市⼤⼿町22-10

函館駅前周辺

函館市若松町32-8

http://all-in-stay.com

42 Pres de La Mer

函館駅前周辺

函館市弁天町14-14

https://pres-de-la-mer.jp/

43 La Cachette

湯の川エリア

函館市湯川町2-17-6

https://lacachette-hakodate.jp/

元町・ベイエリア

函館市⼤⼿町5-10

hakodate-kokusai.jp

45 Guest House 巴.com

函館駅前周辺

函館市松⾵町1-2

https://hakodate-tomoe.com/

46 純和⾵旅館⼀乃松

湯の川エリア

函館市湯川町1-3-17

47 割烹旅館若松

湯の川エリア

函館市湯川町1-2-27

https://www.wakamatsuryokan.com/hakodate/

48 フォーポイントバイシェラトン函館

函館駅前周辺

函館市若松町14-16

https://www.marriott.co.jp/hotels/travel/hkdfp-four-points-hakodate/

49 ルートイングランティア函館五稜郭

五稜郭エリア

函館市本町11-10

50 ホテルキクヤ

函館駅前周辺

函館市若松町8-23

51 コンフォートホテル函館

函館駅前周辺

函館市若松町16-3

52 HakoBA 函館 by THE SHARE HOTELS

元町・ベイエリア

函館市末広町23-9

53 ペンションじょう蔵

元町・ベイエリア

函館市⼤町9-8

54 A-GATE HOTEL HAKODATE

函館駅前周辺

函館市松⾵町10-2

55 ペンション パピィーテール

函館駅前周辺

函館市若松町30-16

56 ホテル函館ロイヤル

函館駅前周辺

函館市⼤森町16-9

https://breezbay-group.com/hakodate-rh/

57 ホテルリソル函館

函館駅前周辺

函館市若松町6-3

https://www.resol-hakodate.com/

湯の川エリア

函館市湯川町1-2-25

http://nagisatei.info/

59 ホテルかもめ館

湯の川エリア

函館市湯川町1-5-18

60 フレックステイイン函館駅前

函館駅前周辺

函館市若松町20-11

https://www.mystays.com/hotel-flexstay-inn-hakodate-station-hokkaido/

函館駅前周辺

函館市若松町21-3

https://www.route-inn.co.jp/

62 スマイルホテルプレミアム函館五稜郭

五稜郭エリア

函館市本町8-15

63 ホテルプロモート函館

函館駅前周辺

函館市松⾵町16番18号

https://www.promote-hakodate.com/

五稜郭エリア

函館市五稜郭町３２番４号

https://www.hakodate-jh.net

38

41

44

58

61

64

イマジン ホテル＆リゾート函館

ホテルオールインステイ函館

函館国際ホテル

湯の川プリンスホテル渚亭

ルートイングランティア函館駅前

函館⼗字屋ホテル

https://h-kikuya.com/

https://www.thesharehotels.com/hakoba/

https://www.a-gatehotel.com/hakodate/

施設名
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65 楽庵

元町・ベイエリア

函館市⻘柳町23-15

66 コンドミニアム ステラサイト

五稜郭エリア

函館市若松町16-1

67 コンドミニアム パノラミック元町

元町・ベイエリア

函館市末広町1-1

68 ⼤正館

元町・ベイエリア

函館市⻘柳町23-16

WEBサイト

https://www.tokyustay.co.jp/hotel/HAA/scene/?utm_source=google&utm_mediu
69 東急ステイ函館朝市 灯の湯

函館駅前周辺

函館市⼤⼿町22-1-1

m=cpc&utm_campaign=search&gclid=EAIaIQobChMIh87Xg5rW9AIVFTdgCh31o
Ao2EAAYASAAEgIoXfD_BwE

70 つくし屋

元町・ベイエリア

函館市⻘柳町23-16

71 伽藍堂

元町・ベイエリア

函館市⻘柳町24-3

72 椿ハウス

元町・ベイエリア

函館市⻘柳町34-14

73 グリーンハウス五稜郭

五稜郭エリア

函館市本町4-11

74 ゲストハウス ひまわり

五稜郭エリア

函館市本町3-14

75 ジュエルタウン末広

元町・ベイエリア

函館市末広町11-1

76 SMALL TOWN HOSTEL Hakodate

元町・ベイエリア

函館市末広町18-25

77 旅館ららぽーと函館

五稜郭駅周辺

函館市港町3-2-1

78 ホテルシーブリーズ

五稜郭駅周辺

函館市⻲⽥港町1-29

http://group-shuho.com/seabreeze/

79 ホテル万惣

湯の川エリア

函館市湯川町1-15-3

http://www.banso.co.jp

80 NIPPONIA HOTEL 函館 港町

元町・ベイエリア

北海道函館市豊川町11-8

https://www.vmg-hakodate.com/

函館駅前周辺

函館市若松町21-8

https://h-ekimae.jp/

82 ペンション カントリー ボーン

元町・ベイエリア

北海道函館市元町6-14

https://primenet2010.biz/countryborn/

83 ホテルハートイン

函館駅前周辺

函館市東雲町１３７ ホテルハートイン

http://www.kamome-g.com/group_heartin.html

81

ホテル駅前

https://smalltownhostel.hakobar.com/

