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何度でも行きたくなる街。
北海道新幹線が発着する
新たな道南の観光拠点

Tabisuru  passport  2019

四季それぞれに旬がある！
自然の宝庫・大沼国定公園と、

北海道新幹線の総合車両基地がある七飯町。
雄大な自然と牧歌的な田園風景が広がります。

Tabisuru  passport  2019

平成23年7月30日生まれの、大沼に
住む妖精「ポロト」くんと小沼に住む
妖精「ポント」ちゃん。二人とも駒ヶ岳
の形の帽子が大のお気に入り。幼な
じみの大親友♪で友達以上恋人未
満だとか…。

※パンフレット掲載の写真・画像はイメージです。※本パンフレットに掲載の情報は２０１9年3月現在の情報です。交通機関等の時刻、施設等の料金・営業時間・定休日等は変更となる場合がありますので事前にお確かめください。

ターブル・ドゥ・リバージュ

WALD 

大沼
展望閣

函館大沼鶴雅リゾート
EPUY［エプイ］

PAARD MUSÉE
（パド・ミュゼ）

久保田牧場
ミルクパーラー

沼の家、谷口菓子舗

チャレンジビーフ
大沼黒ベコ

大沼
合同遊船 

大沼国際交流プラザ

山川牧場
ミルクプラント

は「はこだて旅するパスポート」呈示で
特典が受けられる施設です。
※詳しくは裏表紙をご参照ください。

北海道新幹線の発着駅である新函館北斗駅
と併設された北斗市観光交流センターには、
特産品などの魅力を発信するアンテナショッ
プや、隣接する別館にはショッピング&フード
エリア、ホテルなどもあり、おもてなしが充実。

北斗市観光交流センター

歴史&文化

お土産のほか、テ
イクアウト可能な
飲食店など様々
なインショップが
お客様をお迎えし
ます。

北斗市の特産品などの魅力を全国に発
信するアンテナショップ。ここでしか買え
ない限定商品も多数あります。

■住所／北斗市市渡1丁目1-7
■TEL／0138-77-5011（北斗市観光協会）
■営業時間／【ショッピングエリア】9:00～19:00
 【フードエリア】9:00～21:00
 【コンビニエンスストア】7:00～22:00
※営業時間・定休日は店舗によって異なります。
お電話にてご確認ください。

■住所／北斗市市渡1丁目1-1
■TEL／0138-84-1146
■営業時間／9:00～19:00（年中無休）

ショッピング＆フードエリア ほっくる ほっとマルシェ おがーる

北斗市にある桜の名所の総称。開花時
期にはライトアップ※1も行われ、幻想的
な景観が楽しめます。多彩な美しさを巡
るロマンチックな春の旅が大人気

新函館北斗駅から車で
約20分の場所に位置
し、津軽海峡や函館
山、大沼、駒ヶ岳などの
絶景、大野平野に弧を
描く新幹線の高架橋な
どを一望できます。

バンガローや炊事場、コンロ
なども完備。絶景の中で手軽
にアウトドアが楽しめます。

ソメイヨシノを中心とした300mの桜並木は、
1959年（昭和34年）、当時の皇太子殿下
のご成婚を記念して植樹。（北斗市本町）

道道96号線から陣屋跡正面へと続く
800mの桜のトンネル。ライトアップされた桜
越しに見える夜景は絶景。（北斗市野崎）

明治29年（1896年）に創設された日本最初
のシトー会トラピスト修道院。修道院では、創立
当初から開拓・農耕・牧畜が盛んに行われ、敷
地内工場で作られるバターやクッキーは濃厚な
味わいが人気です。
■住所／北斗市三ツ石392
■TEL／0138-75-2139
■営業時間／（売店）4～10月/9:00～17:00
 11～3月/8:30～16:30
■定休日／（売店）12/25、年末年始※1～3月は日曜休業
■アクセス／道南いさりび鉄道「渡島当別駅」下車徒歩20分、
　函館バス「当別トラピスト入口」バス停下車徒歩15分道南い

さりび
鉄道

おしまとうべつ

厳律シトー会・燈台の聖母トラピスト修道院

訪れる人々の心を和らげる

歴史&文化

冬期間には、クリ
スマスイブまでの
１週間、並木道
のライトアップも
実施。通常とはま
た一味違った幻
想的な雰囲気を
味わうことができ
ます。

貝鮮焼 北斗フィッシャリー食&グルメ

上磯郡漁協の直営店で、北斗市特産のホッキ貝を
はじめ、独自ブランドの「峩朗カキ」などを店内で蒸し
焼きにして味わうことができます。また、お土産に塩
蔵ワカメや乾燥フノリなども取り扱っています。

きじひき高原自然&体験

北斗桜回廊自然&体験

ライト
アップ

ライト
アップ

ライト
アップ

※1 ライトアップ期間　2019年4月26日（金）～5月9日（木）
※開花状況により日程変更あり

大野川沿い桜並木

松前藩戸切地陣屋跡桜のトンネル
へ   きり  ち   じん   や

■住所／北斗市飯生1-13-29
■TEL／0138-73-0700
■営業時間／11:00～18:00（LO17:00）
■定休日／月曜日（祝日の場合は翌日）
■アクセス／道南いさりび鉄道「上磯駅」下車徒歩約15分

きじひき高原パノラマ展望台

■住所／北斗市村山174番地
■営業時間／8:30～20:00（4月下旬～10月末まで通行可）
■アクセス／JR「新函館北斗駅」から車で約20分

きじひき高原キャンプ場

■TEL／0138-77-8381（管理事
務所）【冬期間：0138-73-3111
（市役所都市住宅課）】
■営業期間／4月下旬～10月中旬

法亀寺しだれ桜
ほう  き   じ

樹齢300年といわれる道内最大級のしだれ
桜。枝ぶりも大変よく、垂れ下がった枝いっぱ
いに咲く桜の花は圧巻です。（北斗市向野）
■アクセス／北斗市総合分庁舎から徒歩10分

■アクセス／北斗市総合分庁舎から徒歩10分

■アクセス／道南いさりび鉄道「清川口駅」から
　車で約15分

■駐車場／市営立体駐車場（収容台数578台、有料）平面駐車場（収容台数200台、無料）

「食」と「歴史」がコンセプトの道の駅。

道の駅 なないろ・ななえ

■住所／亀田郡七飯町字峠下３８０-２
■TEL／０１３８-８６-５１９５
■営業時間／９：００～１８：００
■駐車場／一般１４８台、身障者用８台、大型２３台
■定休日／年末年始（１２/３１～１/３）
■アクセス／函館バス「北海道昆布館」または
　「なないろ・ななえ」バス停下車すぐ、
　JR「新函館北斗駅」から車で10分

函館市内から大沼公園に向かう途中の
国道5号線沿い立地し、函館から車で約
30分、また、新函館北斗駅から車で約
10分の距離にあります。施設内には、特
産品販売所、農産物直売所、飲食店舗
及び24時間トイレなどが整備されてお
り、特産品や七飯町内の新鮮野菜など
約700種の商品を購入することができま
す。また、飲食店舗では七飯町内で製造
されている炭酸飲料「ガラナ」をソフトク
リームにした世界初の「ガラナソフト」を
食べることができます。

食&グルメ

大沼のお団子食&グルメ

大沼のソフトクリーム食&グルメ

■アクセス／JR「函館駅」から
◎JR「大沼公園駅」まで
　特急「スーパー北斗」で
　約30分、普通列車で約50分
◎函館バス「大沼公園経由鹿部行き」で
　函館駅前から大沼公園まで約70分
◎車で28㎞、約40分
　（函館新道、国道5号線経由）

七飯町は、1916年に日本新三景に選定されており、秀峰駒ヶ岳と大沼湖・小沼湖・蓴
菜沼を有する風光明媚な大沼国定公園や、仁山高原、横津岳、赤松並木等の自然環
境に恵まれています。また、アクティビティも豊富に有しており、夏は観光遊覧船やカ
ヌー、レンタサイクル、ジップラインアドベンチャーを、冬はスノーシューツアーやスキー、ス
ノーモービルなどを体験できます。他にも、リゾート地としての資質も備えており、ホテル・ペ
ンション・民宿等の宿泊施設もあります。

大沼国定公園

湖月橋

おおぬまこうえん

夕日の道

森の小径

大
沼
国
定
公
園

絵画のように美しい景観の中でリゾート気分を満喫

レンタサイクル
雄大な駒ヶ岳を望みながら、のんびり
大沼を1周（約14㎞）。爽やかな木漏
れ日や風の中を、快適にサイクリングが
楽しめます。

初心者でも安心。
雄大な自然を満喫「カヌー体験」
大人気のガイドさんが丁寧に教えてく
れるので、子どもでも安心して体験でき
ます。秀峰駒ヶ岳を望みながら大自然
を満喫してみませんか？冬季はスノー
シューガイドもあります。
〈イクサンダー大沼カヌーハウス〉
■七飯町大沼町22-4
■TEL／0138-67-3419
■営業時間／9:00～17:00

〈フレンドリーベア〉
■七飯町字大沼町215
■TEL／0138-67-2194
■営業時間／9：00～17：00  
■不定休

自然を楽しむ体験メニューが盛りだくさん！自然&体験

大沼の名物といえば「団子」。この小さな団
子の一つ一つは、大沼の湖面の浮島をイ
メージしているとか。変わらぬ製法と伝統の
味をぜひご賞味ください。

七飯町大沼は酪農も盛ん。牧場で食べる
ソフトクリームは格別です。他にもアイスや
チーズなどの乳製品も販売しています。

沼の家（大沼だんご）
■七飯町大沼町145
■TEL／0138‐67‐2104
■営業時間／8:30～18:00
　※売り切れ次第閉店
■定休日／年末年始
　（12/30～1/1）

■七飯町大沼町312
■TEL／0138-67-2026
■営業時間／8:00～18:00
■定休日／年末年始

谷口菓子舗（二色だんご）

■七飯町大沼町628
■TEL／0138‐67‐2114
■営業時間／
　9:00～17:00（4～10月）、
　10:00～16:00（11～3月）
■定休日／11～3月の毎週木曜（祝祭日の場合翌日休）、
　年末年始（1/1～3）

山川牧場ミルクプラント

■七飯町軍川527-2
■TEL／0138-67-2559
■営業時間／10:00～17:00
　（冬期間は16:00閉店）
■定休日／11～4月まで
　火曜定休

久保田牧場ミルクパーラー

PAARD MUSÉE 
（パド・ミュゼ）P9

天然温泉

松前藩戸切地陣屋跡

北斗市総合分庁舎

せせらぎ温泉

函館江差自動車道

函
館
新
道

矢不来天満宮

あぐりへい屋

北斗
フィッシャリー

桜のトンネル 

新函館北斗駅

法亀寺しだれ桜 

きじひき高原パノラマ展望台
きじひき高原キャンプ場

大野川沿い桜並木 

北斗星広場

湯の沢水辺公園
キャンプ場

ほくと

ガイドマッフ
北海道新幹線開業とともに
北斗市の魅力を全国に発信
する宣伝隊長｢ずーしーほっ
きー｣もホッキ貝がモチーフ。

ホキ
  ホキ
！

北斗市公式キャラクター北斗市公式キャラクター

｢ずーしーほっきー｣活躍中!｢ずーしーほっきー｣活躍中!

Facebook

函館新道

上藤城

藤城

長万川

至 函館

至 大沼

大中山小学校

大中山中学校

七飯総合公園

みやご果樹園

おおなかやま

ななえ

にやま

新函館北斗駅

南藤城

大川

北大川
大中川

大中川神社
大川2号橋

湯出川2号橋

湯出川
町民センターコモン前

見晴通入口

武佐川橋

上大中山

高見下

桜岡

鳴川

七飯

ななえ新病院

七飯役場前

アカシヤ団地

七飯役場通

七飯中通
七飯駅入口

七飯本町
七飯桜町

七飯
本町
2丁目

三股

北海道昆布館

ななえ新病院
七飯町役場寿緑地

村社稲荷神社

築城秋紅園

七飯町城岱牧場

七飯岳

稲荷神社

北海道昆布館●

はこだてわいん葡萄館本店● 

七飯町歴史館

ニヤマ
温泉

赤松並木

飯田町会館

函館新幹線
総合車両所

なないろ・ななえ
道の駅なないろ・ななえ

歴史

駒ヶ岳の噴火活動によってできた堰止湖
の大沼、小沼、じゅんさい沼は屈曲の多
い湖岸線と多くの小島が特徴。北海道内
では珍しい日本庭園的な景観の中、さま
ざまな水鳥が羽を休める様子はラムサー
ル条約登録湿地ならではの光景です。

自然

ななえガイドマッフ


