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＆フリーハス

※掲載の写真はすべてイメージです。

鉄道 バス 市電乗り放題1日間
2日間

ご利用期間／2019年4月1日（月）から2020年4月1日（水）まで
発 売 期 間／2020年3月31日（火）まで ご利用条件など詳しくは1ページをご覧ください。※北海道新幹線はご利用できません。

利用開始日の1ヵ月前から当日までの発売となります。

共通フリー
乗車券 3,380円 1,690円2日間

2,500円 1,250円1日間

エリア
限定

函館バス

函館市電

ながまれ号（道南いさりび鉄道）

はこだてライナー（JR北海道）

ブルーマーメイド

（別途料金）

さらに！
津軽海峡フェリーが2割引津軽海峡フェリーが2割引

北海道新幹線
※利用対象外

さらに！

新函館北斗駅周辺の鉄道（JR※、道南いさ
りび鉄道）、バス（函館バス）、市電（函館市
内全線）、の対象エリアをおトクにめぐる
ことができる共通フリー乗車券
※北海道新幹線はご利用できません。

　　　　「はこだて旅するパスポート＆フリーパス」
　　　　呈示で津軽海峡フェリーの運賃・料金が2割引！ ※記載のおねだんは2019年3月現在のおねだんです。

函館市・北斗市・七飯町・鹿部町・森町
北海道新幹線新駅沿線協議会

JR北海道 H5系
写真提供:JR北海道
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桜色に染まる春から幻想的な冬の祭典まで、四季折々のお楽しみが満載。
今年も、食・自然・歴史とスペシャルイベントが盛りだくさん!

※イベント日程は変更となる場合があります。詳細は各市町にご確認ください。
イベント情報

・函館西部地区バル街(19日（金）:函館市)
・函館のお花見(下旬～5月中旬:函館市)
・北斗市 桜回廊ライトアップ(26日（金）～5月9日（木）:北斗市)

4
月

・はこだて花と緑のフェスティバル
（上旬～中旬の土･日:函館市)
・南かやべひろめ舟祭り(第2土曜日:函館市)
・函館競馬（15日（土）～7月21日（日）：函館市）

6
月

・函館マラソン（7日（日）：函館市）
・市民創作 函館野外劇
 （12日（金）～8月10日（土）（毎週金土）：函館市）
・函館マリンフェスティバル（中旬～下旬の週末：函館市）
・函館港花火大会(海の日またはその前日:函館市)
・北斗市夏まつり（28日（日）：北斗市）
・大沼湖水まつり(下旬:七飯町)

7
月

・ふるさとの夏まつり（3日（土）：北斗市）
・函館港まつり（1日（木）～5日（月）：函館市）
・はこだて国際民俗芸術祭(5日（月）～11日（日）:函館市)
・湯の川温泉花火大会(17日（土）:函館市)
・しかべ海と温泉のまつり（17日（土）：鹿部町）
・きじひき高原まつり（18日（日）：北斗市）

8
月

・はこだてクリスマスファンタジー(上旬～下旬:函館市)
・はこだて冬フェスティバル(上旬～2月下旬:函館市)
・五稜星の夢(1日（日）～2月29日（土）:函館市)
・函館港イルミナシオン映画祭(上旬の金･土･日:函館市)
・函館山カウントダウンスペシャル(31日(火）:函館市)
・トラピスト通りライトアップ（17日（火）～24日（火）：北斗市）

12
月

・はこだて冬フェスティバル(～2月下旬:函館市)
・五稜星の夢(～2月29日（土）:函館市)

1
月

・恵山ごっこまつり(上旬:函館市)
・大沼函館雪と氷の祭典(上旬:七飯町)
・シーニックdeナイト(上旬～中旬：函館市）
・函館海上冬花火(上旬～中旬:函館市)
・北斗フェブラリーフェスタ（中旬：北斗市）
・鹿部たらこ祭り（下旬：鹿部町）
・はこだてFOODフェスタ（函館市）

2
月

・函館西部地区秋のバル街(1日（日）:函館市)
・はこだてグルメサーカス(上旬の土･日:函館市)
・商工観光まつりin八郎沼（22日（日）：北斗市）
・GREAT EARTH みなみ北海道駒ヶ岳一周ライド
 （29日（日）：七飯町・森町・鹿部町）
・函館いか祭り（下旬～10月上旬の土･日：函館市）

9
月

・はこだてMOMI-Gフェスタ(下旬～11月中旬:函館市)
・北海道大沼グレートラン・ウォーク(中旬:七飯町)
・石別ホリデーウォーキング（毎週土・日・祝：北斗市）

10
月

・北斗市茂辺地さけまつり(3日（日）:北斗市)11
月

もりまち桜まつり

大沼湖水まつり

函館港まつり

鹿部たらこ祭り

春

夏
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・箱館五稜郭祭(18日（土）・19日（日）:函館市)
・恵山つつじまつり(下旬～6月上旬:函館市)
・北斗市陣屋桜まつり(5日（日）:北斗市)
・もりまち桜まつり(上旬～中旬:森町)
・鹿部春のえびつぶ祭り（下旬：鹿部町）

5
月

五稜郭公園の桜

はこだて
グルメサーカス

茂辺地さけまつり

クリスマス
ファンタジー

詳しい観光情報は
こちらをチェック！

http://www.hakobura.jp/

http://hokutoinfo.com/
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http://kankou.mori.hokkaido.jp/

秋

※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。 （2019.3）

各種お問い合わせ（JRは列車時刻、運賃、料金、指定席の空席案内）
JR北海道電話案内センター（営業時間:6:30～22:00）
TEL.011-222-7111 http://www.jrhokkaido.co.jp/JR

道南いさりび鉄道株式会社（営業時間:平日の8:30～17:20）
TEL.0138-83-1977 http://www.shr-isaribi.jp道南いさりび鉄道

函館バス駅前案内所（営業時間:7:30～19:00）
TEL.0138-22-8111 http://www.hakobus.co.jp函館バス

函館市企業局交通部（電車担当）（営業時間:7:00～22:00）
TEL.0138-52-1273 https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/bunya/hakodateshiden/函館市電

津軽海峡フェリー函館支店（営業時間:9:00～18:00）
TEL.0138-43-4545 http://www.tsugarukaikyo.co.jp/津軽海峡フェリー

北斗市飯生1丁目13-29 ☎0138-73-0700
開店時間/11：00～18：00（L.O.17：00）
定休日：月曜日（祝日の場合は翌日）
 ※季節によって変動あり

貝鮮焼北斗フィッシャリー（北斗市）
来店時、パス呈示1枚につきお一人様

1杯ドリンク無料

函館市末広町19-15 ☎0138-23-3095
開館時間/9：00～16：30（4月～10月）、
   9：00～16：00（11月～3月）
休館日:毎週月曜日、毎月最終金曜日、
祝日（4/29～5/5、7/15、8/11、9/16、11/3は除く、月曜日が
祝日の場合は火曜日も休館）、年末年始（12/29～1/3）

大　　  人 　　　100円→80円
学生・生徒・児童 50円→  40円入館料割引

市立函館博物館郷土資料館（函館市）

「はこだて旅するパスポート＆フリーパス」特典パスポート券を
呈示でご利用可能！ 「はこだて旅するパスポート＆フリーパス」フリーエリア内の提携13施設で（地図内の  　マーク）お得なサービスを受けることができます。

※「はこだて旅するパスポート＆フリーパス」をフェリー窓口でご提示ください。
※割引対象期間は、パス利用開始日から7日間以内。一枚につき、1グループ（15名未満）の
運賃および料金、自動車（6ｍ未満の小型車に限る）の運賃および料金を2割引といたします。フェリー運賃・料金 2割引

津軽海峡フェリー（函館市）さらに！ 函館市港町3-19-2 ☎0138-43-4545　営業時間／9：00～18：00

函館市元町19-7 ☎0138-23-3105
営業時間/10：00～22：00（4/25～10/15）
　　　　 10：00～21：00（10/16～4/24）
函館駅前からロープウェイシャトルバスが運行

チケット購入時パスご呈示で
オリジナルポストカード1枚プレゼント

函館山ロープウェイ（函館市）

休館日：毎週月曜日（祝日の場合は翌日）、
  毎月最終金曜日
年末年始（12/29～1/3）、資料特別整理による休業

函館市臼尻町551-1 ☎0138-25-2030
開館時間/9：00～17：00（4月～10月）、
  9：00～16：30（11月～3月）

大　　  人 　　  300円→240円
学生・生徒・児童 150円→120円入館料割引

函館市縄文文化交流センター（函館市）

函館市五稜郭町43-9 ☎0138-51-4785
営業時間/8：00～19：00（4/21～10/20）
　　　　 9：00～18：00（10/21～4/20）
函館駅前から五稜郭タワーシャトルバスが運行

展望台チケット購入時、パス呈示1枚につきお一人様
1枚、五稜郭タワーオリジナルポストカードプレゼント

五稜郭タワー（函館市）

休館日:年末年始（12/31～1/3）ほか館内整理による休業

函館市末広町22-5 ☎0138-22-9014
開館時間/9：00～19：00（4月～10月）
 9：00～17：00（11月～3月）

大　　  人 　　  300円→240円
学生・生徒・児童 150円→120円入館料割引

函館市文学館（函館市）

亀田郡七飯町大沼1023-1 ☎0138-67-2229
営業期間/4月中旬～12月中旬（遊覧船・モーターボート）
 4月中旬～11月中旬（ペダルボート・手こぎボート）
 1月中旬～3月中旬（冬季アクティビティ）
※期間はいずれも天候により変動する場合がございます。

遊覧船1割引、その他全メニュー100円引き
（小人料金があるものは50円引き）

※特典の適用は現金
　精算の場合に限ります大沼合同遊船（七飯町）

函館市末広町21-7 ☎0138-22-4128
開館時間/9：00～19：00（4月～10月）
　　　　 9：00～17：00（11月～3月）

大　　  人 　　  300円→240円
学生・生徒・児童 150円→120円入館料割引

休館日:年末年始（12/31～1/3）ほか館内整理による休業

函館市北方民族資料館（函館市）

函館市末広町22-11 ☎0138-26-3600
開館時間/9：00～18：00（最終入場）

北島三郎記念館 大人入場料100円引き

北島三郎記念館（函館市）

函館市青柳町17-1 ☎0138-23-5480
開館時間/9：00～16：30（4月～10月）、
  9：00～16：00（11月～3月）
休館日：毎週月曜日、常設展期間中の毎月最終金曜日、
祝日（4/29～5/5、7/15、8/11、9/16、11/3は除く月曜日が祝日の
場合は火曜日も休館）、年末年始（12/29～1/3）、展示替休館

入館料 2割引
市立函館博物館（函館市）

函館市五稜郭町37-8 ☎0138-55-3455
開館時間/9：00～19：00（4月～10月）
　　　　  9：00～17：00（11月～3月）

大　　  人 　　100円→80円
学生・生徒・児童 50円→40円入館料割引

休館日：年末年始（12/31～1/3）ほか館内整理による休業

函館市北洋資料館（函館市）

函館市五稜郭町44-3 ☎0138-51-2864
開館時間/9：00～18：00（4月～10月）
 9：00～17：00（11月～3月）
 9：00～15：00（1/1～1/3）
休館日：12/31 
※ほか、施設保守点検等のため臨時休業あり

入館券購入時、パス呈示1枚につきお一人様1枚、
オリジナルポストカードプレゼント

※いずれも最終
　入館は閉館の
　15分前まで

箱館奉行所（函館市）

休園日：4～9月は無休、
10～3月は第4月曜日（祝日の場合は翌 日々）
年末年始（12/31～1/5）

茅部郡鹿部町字鹿部18-1 ☎01372-7-5655
開園時間/8:30～18:00（4～9月）
　　　　  9:00～17:00（10～3月）

大　　  人 300円→200円
小・中学生 200円→100円間歇泉公園入園料割引

道の駅しかべ間歇泉公園（鹿部町）


