
　　　　　　　体験予約　はことれ
０１３８-２６-０３００

☑ 所要時間 集合場所 　　時期 　　料　金 催行人員  特記事項 休日

お１人
□１ ５０分 ４月～９月 ２，８００円４人以上 クルーズ 不定

(１２人迄）

お１人
　   □２ ９０分 通年 １，５００円２人以上 ガイド案内 不定

お１人
□３ 約２.５時間 通年 １，０００円２０人以上ガイド案内 不定

お１人
□４ ９０分 通年 １，５００円２人以上 ガイド案内 不定

お１人
□５ 約２時間 通年 ２，０００円４人以上 ガイド案内 不定

お１人
□６ ９０分 通年 １，８００円４人以上 ガイド案内 不定

元町ガイド・「これぞ
王道！函館の魅力
凝縮コース」

【教旅用】元町・西部
地区歴史探訪フット
パス

五稜郭歴史ガイド

【教旅用】珍味の里・
港・路地めぐりガイド

【教旅用】映画の街・
函館ロケガイド

アウトドア研修プラン

プラン名 内　　容

【教旅用】
漁船クルーズ

地元漁師さんが、漁船にて、入舟町の漁
港から大鼻岬までの往復、函館山の裏側
（穴澗の洞窟、寒川集落跡の遠望）と津軽
海峡の眺望を地元なまりにてご案内致し
ます。
函館観光のまさにハイライト！何度訪れて
も函館ならではの、ここならではの元町。
教会群、有名な坂の風景、旧公会堂、元
町公園、旧イギリス領事館等をガイドさん
がご案内。
元町・西部地区には、海外との交易の影
響による歴史・文化・風土が芽生え、時を
経て、歴史的遺産として街並みの中に息
づいています。ガイドさんの案内で、さあ、
探訪開始！
フランス・ボーヴァン型の西洋式城郭「五
稜郭」。日本で唯一、西洋式城郭として現
存している国の特別史跡。外国への開港
後、北方警備の為に築城された。ガイドさ
んの案内で維新前後の歴史を探訪しよ
函館らしい原風景をご案内。高龍寺を始
点に、港を中心に栄えた入舟・弁天町の
昔懐かしい路地風景、港の歴史的遺産と
昔ながらの木樽仕込みの塩辛工場見学・
試食等々楽しさいっぱいのまちあるき。ご
函館では、数多くの映画やコマーシャル撮
影が行われています。地元コーディネー
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
内致します。函館の楽しさすばらしさを知

元町

函館漁港

まちセン
（末広町）

元町観光
バス駐車

場

五稜郭タ
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高龍寺正
門前



体験予約　はことれ
０１３８-２６-０３００

☑ 所要時間 集合場所 　　時期 　　料　金 催行人員  特記事項 休日

お１人
□７ ９０分 通年 １，８００円４人以上 ガイド案内 不定

お１人
　   □８ ９０分 通年 １，８００円４人以上 ガイド案内 不定

お１人
□９ 約２時間 通年 １，８００円４人以上 ガイド案内 不定

お１人  
□10 約２時間 通年 １，８００円４人以上 ガイド案内 不定

お１人
□11 約２時間 通年 １，８００円４人以上 ガイド案内 不定

お１人
□12 ９０分 通年 １，８００円４人以上 ガイド案内　　不定

プラン名 内　　容

【教旅用】＜箱館＞
歴史的建造物ガイド

【教旅用】箱館はじ
めて物語ガイド

【教旅用】箱館「蔵」
めぐりガイド

【教旅用】「歴史・土
木・産業遺産　事始
め」ハイライトガイド

【教旅用】＜箱館開
港・ペリーの軌跡＞
ガイド

【教旅用】幕末の志
士達が駆け抜けた
箱館ガイド～新撰組
の足跡を辿る～

函館の街には、洋式・和洋折衷・中国様式
等異国情緒溢れる歴史的建造物が混在
し、また数多くの大火の歴史により防火の
観点からまちづくりが形成されている様子
を観ることが出来ます。ガイドがご案内致
昔の箱館には、全国に先駆けた素晴らし
いものがいっぱい。日本最古のコンクリー
ト電柱・日本最古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
ター等々をガイドがご案内致します。
函館には、明治から大正にかけて造られ
た商家の土蔵、白漆喰塗り煉瓦造りの耐
火建築物、また石造りの蔵が点在し、現在
に再生されて利活用されている蔵が有り
ます。その中の代表的な建造物をガイドが

～函館の日本初の遺産を訪ねて～　通常
の観光スポットのみではなく、昔の函館の
貴重な事始めやその遺産と歴史を垣間見
る事が出来るまちあるきです。

１８５４年ペリー艦隊は日本に開港を求
め、同年、箱館へも５隻が入港し、港の測
量や松前藩との交渉を行った。その際の
ペリー一行が上陸した時の軌跡を、まちあ
るきガイドがご案内致します。
新撰組の最後の戦い、箱館戦争。京都鳥
羽・伏見の戦いに始まった“戊辰戦争”の
最後の戦いとのなるのが箱館戦争。函館
における新撰組の足跡の一部をガイドと
伴に辿ります。

大町電停

大町電停
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体験予約　はことれ
０１３８-２６-０３００

☑ 所要時間 集合場所 　　時期 　　料　金 催行人員  特記事項 休日

お１人
□13 約３時間 春～秋 ３，５００円４人以上 不定

お１人
 □14 １，８００円１０人以上 不定

～

約 お１人
□15 ３．５時間 ６，０００円３０人以上 不定

４０人まで

約 お１人  
□16 ３．５時間 ５月～９月 ６，０００円４５人以上※ジャージ 不定

２５０人
まで

お１人 １０人以上
□17 約９０分 春～秋 ３，０００円１００人 ※ジャージ 不定

まで

１０人以上
約 お１人 １００人。

□18 ２．５時間 春～秋 ５，５００円１００人～ ※ジャージ　　不定
２００人は
交代制。

プラン名 内　　容

【教旅用】北海道遺
産・函館山トレッキン
グ

【教旅用】収穫体験

【教旅用】＜ファーム
ビジット＞どさんこ乗
馬とスープカレー作
り体験

【教旅用】漁師体験
昼食含む（野外バー
ベキュー※天候不
順の場合は室内）

【教旅用】大沼カ
ヌー体験

【教旅用】大沼カヌー
とサイクリング体験

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
かつての要塞跡をご案内致します。

お米、落花生、枝豆、いちご、馬鈴薯、ス
イートコーン、さつまいも、トマト等種まきか
ら収穫までの様々な段階を、時期が合え
ば体験可能です。ご希望の場合は、まず
ご相談下さい。
日本古来の和種馬・どさんこの乗馬体験
及び北海道発祥のスープカレー作り、タイ
ミングが良ければ季節に応じた収穫体験
も可能です。スープカレーは参加者の昼
食となります。
地引網体験を通じて、日本の食を支える
漁師さんの仕事の一端を理解し、その産
業大切さ従事する人々及び自然の恵みに
感謝する食育の学び。地域の人々の触れ
合いにより、その大切さとコミュニケーショ

大沼国定公園の東大沼キャンプ場から１０
人乗り指導員付きカヌーに乗り、大沼の自
然と団体で力合わせてのオール漕ぎを楽
しみます。

大沼で、団体用＜カヌー＞と大沼の周遊
道路を＜サイクリング＞。両方をアウトドア
体験するメニューです。大沼の自然を、陸
と湖で開放的に思いっきり堪能出来ます。

函館山ふ
れあいセ

ンター

亀尾地区
その周辺

亀尾地区

長袖・長
ズボン、
歩きやす
い靴が必
要。荒天

５月～１０
月

５月～１０
月

木古内町
（函館か
らバスで
約１時
間）

大沼

大沼



体験予約　はことれ

＜冬季メニュー（通常、１月中旬以降３月初旬）＞ ０１３８-２６-０３００

☑ 所要時間 集合場所 　　時期 　　料　金 催行人員  特記事項 休日

お１人
□19 ９０分 １，６００円１人以上 ※防寒着 　不定

お１人
 □20 約１５分 １，５００円６人以上 ※防寒着 　不定

お１人
□21 ８００円 １人以上 ※防寒着 　不定

□22 ９０分 ※防寒着

プラン名 内　　容

氷上わかさぎ釣り

氷上そりツアー

氷上４輪バギー乗
車体験

【教旅用】特別プラン
大沼氷上体験

教育旅行用の特別プランとして、わかさぎ
釣り・そりツアー・運転手付きスノーモビル
体験などを組み合わせた団体プランも可
能。お問い合わせ下さい。

大沼

大沼

大沼

大沼

函館近郊の＜冬のアウトドア・アクティビ
ティ＞の代表格といえば、大沼湖の氷上
わかさぎ釣り。大沼公園駅から徒歩５分の
至近距離。釣っても釣れなくても、わかさ
ぎの美味しい天ぷらが、オプションで食べ
大沼湖の氷上を、スノーモビルで曳いた大
きなそりに乗り約２kmのコース、大沼湖の
パノラマを楽しんで頂くツアーです。　北緯
４２度ラインのポイント説明、氷の厚さ
ウォッチや記念写真有ります。

４輪バギーで大沼湖の氷上をドライブ。
セットコースにて、１周５００ｍ×２周。


