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道南随一の観光名所、大沼国定公園。

その風光明媚な美しさから、古くは箱館開港の頃よりリゾート地として多くの人々の目を楽しませてきました。

そんな自然あふれる大沼の魅力をご紹介します。

大正4（1915）年、既存の日本三景に倣い、日本新三景

が選定されました。そのひとつが大沼国定公園です。活

火山である駒ヶ岳、その麓に広がる大沼湖、小沼湖、蓴

菜沼を主とした大小さまざまな湖など、自然豊かな周辺

地域一帯が国定公園として指定されています。湖には

126もの小島があり、その一部が橋で繋がれ散策ルート

として整備されています。大沼国定公園にはJR大沼公

園駅が隣接しており、JRで気軽にお越しいただき、島巡

りの自然散策や、遊覧船、ボートなどをお楽しみいただ

けます。また、周辺にはレンタルサイクルがあり、約14km

の湖畔一周や周辺をサイクリングで周遊すると、さらに

大沼の自然を満喫することができます。美しい湖沼と水

面に映る駒ヶ岳が織り成す雄大な景色をご覧ください。

ラムサール条約湿地に登録されている大沼地区。湿

地は、水鳥をはじめとした多くの生き物の生息地です。

大沼湖と小沼湖の境界に位置する白鳥台セバットと呼

ばれる場所は、冬でも結氷しないため、オオハクチョウ

やマガモなどの水鳥が冬を越します。

2018年に大沼エリアの函館七飯ゴンドラ・スノーパー

クが恋人の聖地サテライトとして正式に認定され、新た

な幸福を呼ぶパワースポットになりました。日本最長クラ

スのゴンドラを登った先のテラスからは駒ヶ岳と大沼

湖、雲海を望むことができ、雄大な景観に圧倒されます。

訪れるたびに、新しい魅  力を発見できる場所。大沼

日本新三景、大沼国定公園 ラムサール条約登録湿地

七飯町のななつの魅力 1

恋人の聖地に選定

「千の風になって」名曲誕生の地

アクセス／JR大沼公園駅から徒歩10分（散策路 大島の路内 西大島）

名曲「千の風になって」の訳詩・作曲をした新井満さんは、大沼

の静けさに魅力を感じ湖畔に別荘を建てました。そこで「千の風に

なって」が生まれたのです。

平成10年、友人の妻が亡くなった際に作られた追悼文集の中に

「a thousand winds」という作者不詳の西洋の詩を目にし、この

出合いが名曲誕生のきっかけとなりました。新井さんは詩に曲をつ

けてその友人へ贈ろうと考えたのですが、なかなか上手くいかず挫

折してしまいました。そんな時、大沼湖畔を散策していると、不思議

な形をした風が大空へと吹き抜けていきました。強い風が吹き、

木々が揺れることにより「風の姿を見ることができた」と話す新井

さんは、再び千の風になっての訳詩・作曲を始め、名曲が誕生した

のです。

　湖畔沿いにひっそりと佇む駒ケ岳神社。その左手には、その場

に似つかわしくないほどの異様な大岩がどっしりと構えていま

す。かつて、駒ケ岳の登山口があり、登山者の安全を祈願するた

めに建てられ、パワースポットとしても有名です。この大きな岩は

寛永17（1640）年に起きた駒ケ岳の大噴火によって形成された

といわれており、噴火の凄まじさを現代に伝えています。

　駒ヶ岳はかつて、富士山のような円錐形の火山だったといわれています。度重なる噴火活動を経て、寛永17（1640）年

の大噴火によって山頂部が崩壊し、現在のような特異な形になりました。麓に広がる大沼湖や小沼湖は、大噴火の際に

流れ落ちた堆積物が河川をせき止めたことにより形成されたのです。

駒ケ岳神社

駒ケ岳の噴火と大沼

MAP●2

MAP●P8 1
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大沼

七飯町のななつの魅力 1

大沼で見られる
植物
大沼公園は、スイレンやコウホネな
どの浮葉植物や、マイヅルソウ、エ
ンレイソウなどの野草も多く見ら
れる場所です。季節の草花を探し
に散策に出かけてみるのはいかが
でしょうか。
また、秋（10月中旬～10月末）には
紅葉を楽しむことができます。
※公園内の植物の採取は禁止され
ています

スイレンネムロコウホネ

大沼で見られる
動物
春夏秋冬、大沼周辺には多くの動
物たちが生息しています。湖畔に
はカイツブリやアオサギ、冬には
オオハクチョウなどの水鳥が羽を
休め、森に入るとシマエナガやク
マゲラに出会えることも。
遭遇したい方は、散策路や大沼森
林公園などがおすすめです。

フクロウ

エゾリス キタキツネエゾモモンガ
〈通年〉

〈通年〉

カワセミ
〈夏〉

〈通年〉

〈通年〉

〈通年〉

〈6～9月〉

オオバナノ
エンレイソウ〈5～6月〉

〈6月〉

ミズバショウ
〈4月下旬～5月中旬〉

これだけは知っておいてほしい、私たちがおすすめするとっておきの魅力をご紹介します。

大沼は、景色だけではないんです！

これだけは知っておいてほしい！

橋を渡って島巡り
マップを片手に橋を渡りな
がら散策路を歩けば、駒
ケ岳と湖が織り成す景色
に心癒されます。

黄色いスイレン
スイレンといえば白やピンク
のイメージですが、この場所
は黄色いスイレンが咲いて
いる珍しいスポットです。

自然散策ガイド
ガイドさんが、大沼の自然につ
いて詳しく教えてくれます。お
客様に合わせたペースで、ゆっ
くり楽しむことができます。

苔が美しい散策路
地元民おすすめの苔むした
散策路には、緑の美しい苔が
広がっています。都会ではな
かなか味わえない色彩です。

A B C

A

C

B

JR大沼公園駅

公園広場

小沼湖 大沼湖

「千の風になって」
モニュメント

釣堀 太公園

夕日の
きれいな
ポイント

大沼漁協

カントリーキッチンバルト

ブロイハウス大沼

遊覧船
のりば

フレンドリーベア

ターブル・ドゥ・リバージュ

白鳥台セバット

大沼観光案内所（大沼国際交流プラザ）

至 東大沼キャンプ場
湖畔周遊道路

至 函館

至 森・札幌
P

無料P

P

有料P

大島の路
森の小径
夕日の道
島巡りの路

15分コース
20分コース
25分コース
50分コース

WC

WC

WC

WC

WC

※散策コースの詳しい地図は大沼観光案内所へ

1

3

10

16

9

46

23

43

12

大沼公園中心部マップ

おすすめ

アカゲラ

シマエナガ
〈通年〉

※野生動物にエサを与えないでください
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イクサンダー大沼
カヌーハウス（予約制）
TEL.0138-67-3419

TEL.0138-67-3830

ネバーランド大沼
ツアーオフィス（予約制）

FAX.0138-67-1755（申込みはFAXにて）
TEL.090-6218-6013

カヌーイースト（予約制）

陸路や遊覧船では行けな
いところまで探検するこ
とができます。

カヌー

セグウェイ

大沼

七飯町のななつの魅力 1

運航期間／4月中旬～12月中旬
TEL. 0138-67-2229

大沼合同遊船

遊覧船でゆったりと水上散策をしませんか？湖畔から
見る景色とは一味違う美しさを体感できます。

遊覧船

大沼には、アウトドア派の皆さんにも満足してい

ただける体験プログラムが盛りだくさん。基本的

に道具はほとんどレンタルできますので、遠方か

らお越しの方も気軽にお楽しみいただけます。

アウトドア派も大満足です！！

七飯町字東大沼19　開放期間／4月25日～10月末
東大沼キャンプ場

大沼湖畔のキャンプ場です。誰でも無料で利用でき、水
洗トイレ、炊事場も完備されています。

キャンプ 釣り

TEL.0138-67-2329（コイ・フナ）

（大沼合同遊船）

TEL.080-4040-7575（ワカサギ）
大沼漁業協同組合

TEL.0138-67-2229アイスパーク・スノーマン
TEL.090-2810-7347（川村）釣堀 太公園

大沼ではフナやコイを釣ることができます。釣竿やボート
のレンタルもあり、冬は氷上ワカサギ釣りが楽しめます。

MAP○9

TEL.080-3434-8360セグウェイジャパンツアー事務局（予約制）

セグウェイという電動立ち乗り二輪車で大沼周辺を周
遊！まるで体が浮いて飛び回っているかのようです。

スノーシュー

TEL.0138-67-3419イクサンダー大沼カヌーハウス（予約制）
TEL.0138-67-3830ネバーランド大沼ツアーオフィス（予約制）

雪の上でも楽に歩けるスノーシューを履いて、雪深い自
然の中を散策！静かな白銀の世界をお楽しみください。

スノーモービル
氷結した大沼湖ではスノーモービルや四輪バギーなどの
アクティビティを体験することができます。

TEL.0138-67-2229アイスパーク・スノーマン

サイクリング
自転車をレンタルして湖畔サイクリング。大沼の風を感じ
ながら、開放感を味わうことができます。

日本最長クラス3,319mのゴン
ドラでロングライドを楽しめる
スキー場。春には雲海、秋は紅
葉を美しく見ることができ、
オールシーズン様々な自然の
表情を見ることができます。

ゴンドラ

TEL.0138-67-3355

函館七飯ゴンドラ／
函館七飯スノーパーク

TEL.0138-67-2194フレンドリーベア
TEL.0138-67-3311ポロト館大沼展望閣店
TEL.0138-85-6355ポロト館大沼公園店

WinterWinter

（大沼合同遊船）

MAP●4

MAP●52

MAP●8

MAP●4
MAP●5

TEL.0138-67-3355七飯大沼スノーパーク（予約制）MAP●52

MAP●5

MAP●6

MAP●P8 3

MAP●P8 3

MAP●P8 3

MAP●P8 9

MAP●P8 10

MAP●P8 12

MAP●P8 13

MAP●P8 53

TEL.0138-67-2067ポロト館・森商店MAP●P8 54

MAP●40
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朝昼晩、全く違う表情を見せる七飯の風景。蒼とオレンジのグラデーションで一日の幕を開け、青空と緑のコ

ントラストが美しい昼を迎える。夕暮れ時、辺りが朱に染まったかと思えば、城岱牧場の眼下にはキラキラと

輝く景色が広がります。そんな素敵な風景の数々を、あなたもmyカメラに収めませんか？

ななえで過ごす、絶景 の一日。景観

七飯町のななつの魅力 2

大沼トンネルを抜け、国道5号を七飯町から森町方面
へ向かう途中、右手に現れる小高い山が日暮山です。
かつては小沼山と呼ばれていましたが、その眺望があ
まりに美しく、訪れた人々が我を忘れて日暮れまで見
とれていたことから日暮山と呼ばれるようになりまし
た。運が良ければ駒ケ岳の麓に広がる雲海に出合え
るかもしれません。

日暮山展望台から望む
ひぐらしやま しろたい

朝日と雲海

日暮山の雲海はまさに絶景！

七飯町字西大沼（国道5号の西大沼交差点より道道大沼公園鹿部線を進み、「日暮山展望台」の道路標識を右折）
TEL.0138-67-3020（七飯大沼国際観光コンベンション協会）

日暮山展望台

「日本の道百選」に選ばれている赤松街道。平成8年に
は「歴史国道」に、平成27年には「新日本歩く道100
選」にも選定されました。明治9（1876）年、明治天皇が
七重勧業課試験場に行幸された際に記念として五稜
郭より移植されたのが始まりです。中には樹齢150年
余を誇る大木もあります。約1400本の赤松が立ち並ぶ
光景はとても壮観です。

赤松街道の

緑のトンネル

大中山から鳴川町までの約2㎞の区間が最も美しいです。 日が沈むまでの限られた時間を満喫してください。 ひと味違う絶景を楽しみたい方におすすめ。

函館市桔梗町～七飯町字峠下までの国道5号線沿い14.3km
TEL.0138-65-2517（七飯町経済部商工観光課）

赤松街道

湖面に夕日が映り、辺り一面が朱に染まる大沼公園
の夕暮れ。夕日を見るのであれば小沼付近がおすすめ
です。小沼の散策ルートである「夕日の道」（P8参照）
からは美しい夕日を眺めることができ、沈みゆく夕日
を見るのに丁度良いベンチもあります。自分だけの、
とっておきのスポットを見つけてみてはいかがでしょ
うか。

大沼公園から望む

夕日に染まる大沼

七飯町字大沼町
TEL.0138-67-3020（七飯大沼国際観光コンベンション協会）

大沼国定公園

函館の「裏夜景」をご存知ですか？夜景といえば
函館山からの景色が有名ですが、城岱スカイライ
ンから函館山方向を見渡すことができる裏夜景も
「ななつ星夜景」と呼ばれ、地元民を中心に人気を
集めています。七飯の市街地から函館に向かって
広がる光の世界をお楽しみください。冬期通行止
めです。

城岱スカイラインから見下ろす

函館の「裏夜景」

函館新道七飯本町ICから七飯町軍川、大沼地区までの約14kmのワインディングロード　
4月下旬～11月中旬まで通行可能　TEL.0138-65-2517（七飯町経済部商工観光課）

城岱スカイライン

6:00 12:00 18:00 20:00

MAP●14 MAP●15 MAP●17MAP●P8 16
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知るほどに面白い歴史 の世界へようこそ。歴史

七飯町のななつの魅力 3

※伝説として伝えられていますが、栗本鋤雲は実在の人物です。

町内の遺跡で発掘された土器などから、8～9千年前には七飯町に人が住んでいたとされています。

日本近代史においては、箱館戦争など幕末の時代を経て大規模な試験農園が造られ、

北海道農業の近代化に大きな影響を与えました。

　七飯はもともと「七重」と書かれていましたが、明治12（1879）年

の飯田村との合併により「七飯」に改められました。アイヌ語で豊か

な沢を意味する「ヌアン・ナイ」が語源である、ともいわれています。

ななえの由来

　七飯町には数々の伝説や逸話が残っていますが、その

中に、正体不明の大きなけものが現れたというものがあ

ります。

　幕末の頃、七重薬園の管理をしていた栗本鋤雲が書

いた手紙の中に、「駒ケ岳の麓で、大きくて額に角のよう

なものがあるけものが川を泳いでいた」という内容があっ

たそう。付近に住む里の人々は、あれは山の主であるから

祟りがあると困る、と言い何も話してくれませんでした。

　その後、角のあるけものが現れたということもなく、人々の記憶から忘れ去られていた頃、再び駒ケ岳に不

思議なけものが現れたという噂が広がり、人々は恐れました。そして明治14（1881）年、とうとう一頭のけも

のが捕らえられました。それはいのししのようなけもので、これまで北海道には、いのししが住んでいないと

されていたため、学界では大騒ぎになりました。

　このけものは現在、剥製となって市立函館博物館に保存されていますが、最近ようやく野生化したブタで

あったという結論に至ったそうです。

ななえの伝説

駒ケ岳のふもとの不思議なけもの

　江戸の頃は、現在の小沼と大沼を合わせたものを

大沼と呼んでいました。それもそのはず、実は大沼と

小沼は繋がっているのです。かつては、現在のじゅん

さい沼が小沼と呼ばれており、明治時代に今の名称

へと変わりました。

　七飯町役場の裏手にある七飯町歴史

館では、七飯町の歴史に関するさまざま

な資料が展示されています。館内に造ら

れた大きな茅葺屋根の住居内には、当時

の暮らしが細やかに再現されています。

小沼も大沼と呼ばれていた！？

七飯町歴史館
七飯町本町6丁目1-3　TEL.0138-66-2181
開館時間／9:00～17：00　入館無料 館内に復元された茅葺屋根の民家 当時の暮らしのようす

※七重官園は日本の農業の歴史に大きな影響を与えました。

安政年間に描かれたとされる大沼周辺の鳥
瞰図（七飯町歴史館所蔵）。現在「小沼」と呼
ばれる部分が「大沼」となっています。

七重官園の名残
　市街地に位置する七重小学校には今もなお当時の石垣が残っており、その名残を

感じることができます。また国道5号沿いの赤松街道も、明治天皇が七重官園を視察

した際に記念として植樹されたものです。当時の七重官園事務所全景

輸入された洋式農具で牛耕をする様子

コラム

　明治3（1870）年、アメリカやヨーロッパの農法を試す試験農場として

七重官園が造られました。ここでケプロンや、北海道酪農の父ともいわ

れるエドウィン・ダンらお雇い外国人が洋式の農法について指導しまし

た。そのため全国でもいち早く西洋農法が取り入れられ、日本における

西洋農法を基盤とした近代農業発祥の歴史を持つ町となりました。

どうして七飯はいち早く
西洋農法が取り入れられたの？

MAP●18
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MAP●19

奥深き、ななえの農業。農

七飯町のななつの魅力 4

「100円街道」ってなに！？コラム

箱館港の開港とともに外国人の遊歩地区に指定された七

飯町（当時の七重町）は、明治2（1869）年に大規模な試

験農園が開かれ、りんごやさくらんぼなどの栽培が試

みられました。そのことから、七飯町は日本で最初

に西洋りんごが栽培された場所であるとされてい

ます。現在では「つがる」「ふじ」「レッドゴールド」

などの基幹品種のほか、「ひめかみ」や「ハックナ

イン」、新ブランドである「ななみつき」など多品

種のりんごが栽培されています。通称「フ

ルーツロード」と呼ばれる町道沿

いには多くの果樹園があり、

もぎたてのフルーツをお

楽しみいただけます。

西洋りんご発祥の地

　七飯町内にはくだもの狩りを体験できる農園もたくさんあります！みず

みずしい旬のくだものをお楽しみください。「どこで体験できるの？」とい

う方は七飯町のホームページをご覧

いただくか、七飯町経済部

商工観光課（0138-65-2517）

までお問合せください。

くだもの狩り情報

　七飯町ではダイコンやニンジンなど多くの農

作物が生産されていますが、中でもおすすめな

のが長ネギです。七飯町の農作物は道内でもい

ち早く作付けが始まるので、ほかの地域よりも

早く美味しい長ネギを味わうことができます。

シャキシャキの歯ごたえがたまらない七飯の長

ネギをご堪能ください！

　スーパーでもよく見る「男爵い

も」ですが、実は七飯町で生ま

れたということを知っていま

すか？明治41（1908）年、

当時函館ドックの取締

役を務めていた川田龍

吉男爵が自家農園「清香

園」で試験栽培したのが

男爵いもの始まりです。七

飯町鳴川の清香園農場跡に

男爵いも発祥の記念碑（　　　　）

があります。

七飯は長ネギも
うまいんです！

男爵いもは
七飯町で生まれました！

七飯町は、西洋りんご発祥の地として知られています。しかし、七飯町の農業はそれだけではありません。

北海道の中でも温暖な地域なので、農作物の種類や生産の時期が道内のほかの地域とは少し違い、

特色ある農業となっています。

いちご
さくらんぼ
プラム
ブルーベリー
も も
プルーン
ぶどう
りんご

6月 7月 9月8月 10月 11月
6月上旬～下旬

7月上旬～下旬

8月中旬～下旬

8月中旬～下旬

9月上旬～下旬

9月下旬～10月中旬

9月下旬～10月下旬

9月下旬～11月中旬

　旧国道5号沿いの七飯町大中山付近に、通

称「100円街道」と呼ばれる道があります。実は

この道、有人・無人の野菜直売所が立ち並び、

新鮮な野菜を安く販売しているんです！直売

所の営業期間は6～11月頃で、七飯町の採れ

たて野菜やくだものを味わうことができます。

5

JR
大中山駅

大中山
中学校

七飯
大川IC

JR
七飯駅

七飯高校

あかまつ
公園

100円街道

フルーツ
ロード

果樹
園集
合地
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自然に恵まれ農業や畜産業が盛んな七飯町には、美味しい肉や乳製品、農産物、酒など特産品が盛りだくさん。

ここでしか味わえない、ホンモノの味をぜひお召し上がりください。

ホンモノの味を召し上 がれ。食

七飯町のななつの魅力 5

七飯町字大沼町141　TEL.0138-67-3003　
不定休　販売時期／通年

ターブル・ドゥ・リバージュ

大沼牛ビーフシチュー
赤身が美味しい大沼牛。湖畔に佇む最高のロ
ケーションをお楽しみください。
※前菜、スープ、パン、ドリンク付

七飯町字上軍川900-1　TEL.0138-67-2133　不定休

山田農場チーズ工房MAP●31

ガロのチーズ　
ヤギと羊の混乳チーズ。熟成度合いによって
味わいが異なりますので、お好みの味を探し
てみるのもおすすめ。山羊乳特有のコクや甘
みがあります。

七飯町字軍川527-2　TEL. 0138-67-2559　11～4月は火曜休

久保田牧場ミルクパーラー

ナチュラルカマンベールチーズ
ナチュラルチーズ
イタリアンフレッシュモッツァレラ　
久保田牧場自家製チーズ。大沼の大自然で育てられた乳牛のミル
クを使用した新鮮な味をお楽しみください。

MAP●32

七飯町字大沼町208　
TEL. 0138-67-1611

ブロイハウス大沼

大沼ビール
地ビールならではのまろやかな
コクと香り。ケルシュ、アルト、
インディア・ペールエールの3
種類をご用意しております。

七飯町産りんごジュース
七飯町特産のりんごを使用したジュースです。使
用している品種により味が異なりますので、お気
に入りを見つけてください。

ワ
イ
ン
ソ
フ
ト

七飯町字上藤城11　
TEL. 0138-65-8170

はこだてわいん葡萄館
MAP●24

2種類のワインが香るさっ
ぱりとしたフレーバー。

S
o
i
a
ソ
フ
ト

七飯町緑町３丁目2-1
TEL.070-8698-5544
月曜休（祝日の場合は翌日休）

Jimo豆腐Soia plus+
MAP●51

お店で一番人気。Jimo
豆乳をブレンドしミル
ク感たっぷり。

ソ
フ
ト
ク
リ
ー
ム

バ
ニ
ラ

七飯町字大沼町628
TEL. 0138-67-2114

山川牧場自然牛乳
MAP●30

フレッシュでミルク感たっ
ぷりのソフトクリーム。

バ
ニ
ラ

ソ
フ
ト
ク
リ
ー
ム

七飯町字軍川527-2
TEL. 0138-67-2559
11～4月は火曜休

久保田牧場ミルクパーラー
MAP●32

まろやかで濃厚な甘みが
お口の中に広がります。

七飯町字上藤城11　
TEL. 0138-65-8170

はこだてわいん葡萄館
MAP●24

函館
ななえシードル
七飯町で収穫されたり
んご100%使用のシード
ル。泡がきめ細かく非常
に繊細で、りんご本来の
甘みや酸味もしっかり残
り、やや甘口の味わい。

七飯町大中山1丁目1-3
TEL.0138-65-2396

冨原商店

郷宝 特別純米 
《彗星》・《吟風》
郷土の宝である米と水を
使い、蔵人たちが情熱を
注いで醸した酒ができまし
た。「彗星」は穏やかでフ
ルーティな香り、「吟風」は
酒米本来の旨みをしっか
りと感じられるお酒です。

七飯町字大沼町628
TEL. 0138-67-2114

山川牧場自然牛乳MAP●30

特濃牛乳
高品質のジャージー牛乳を使用した
濃厚でコクのあるまろやかなミルク。

七飯町字大沼町889　TEL. 0138-67-4920
4月中旬～11月限定商品　水・木曜休

山川牧場モータウンファクトリー 
ローストビーフサンドショップ

MAP●21

山川牛ローストビーフサンド
低脂肪の山川牛を長期熟成し、赤
身肉をしっとり焼き上げました。あ
ふれそうなほどのローストビーフ
を贅沢にお楽しみください。

七飯町字軍川19-32　TEL. 0138-67-3873
月曜休

ランバーハウスMAP●22

はこだて大沼牛ステーキ
脂身が少なく、ジューシーで柔らかな赤身
肉が特徴のはこだて大沼牛。贅沢にス
テーキでどうぞ。

はこだて
わいん葡萄館
MAP●24

石井農場
MAP●25

JA新はこだて
七飯支店

MAP●27

後藤果樹園
マルコ
MAP●26

七飯清香園
MAP●28

みやご果樹園
MAP●29

コアップ・ガラナ
長年、北海道民に
愛飲されている炭
酸飲料で、七飯町
の良質な天然水を
使用しています。
小原
近隣の小売店でお買い
求めください

MAP●P8 23

MAP●P8 43

ふるさと納税情報
七飯町の様々な特産品が返礼品に登録されています。
詳しくはこちら。
お問い合わせ：七飯町経済部商工観光課　TEL.0138-65-2517
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ターブル･ドゥ･リバージュMAP●P8 43

七飯町字大沼町141　TEL.0138-67-3003　
不定休　販売時期／通年

アップルパイ
ごろごろとした4種のりんご果肉の
食感を楽しみながら、焼きたてをア
イスとともにお召し上がりください。

七飯町は西洋りんご発祥の地。もちろん現在でもりんごの栽培は盛んに行われており、

町内ではたくさんのりんごスイーツを楽しむことができます。

ななえのりんごスイーツ 図鑑食

七飯町のななつの魅力 5

七飯町鳴川5丁目349-5　
TEL.0138-65-2880
月・火曜休　販売時期／通年

石井農場MAP●25

アップルパイ
自社農場で収穫したり
んごをたっぷり詰め込
みました。

七飯町本町6丁目3-3　TEL.0138-64-6056
不定休　販売時期／11月中旬～りんごが無くなるまで

ケーキ&カフェ カプリスMAP●35

アップルパイ
生産量の少ないほおずりというり
んごを使用。やや酸味が強く、アッ
プルパイにぴったりです。

レストランで食べられるりんごスイーツ

七飯町字大沼町301-3　TEL.0138-67-3877
水・木曜休、12月上旬～中旬休　
販売時期／12～1月

カントリーキッチンバルトMAP●P8 46

タルトタタン
フランス風のタルトタタンには、甘酸っ
ぱい七飯町産の紅玉を使用。しっとりと
焼き上げています。

七飯町東大沼666
函館七飯スノーパーク
TEL. 0138-67-3355

PEAK CAFE (ピーク・カフェ）
MAP●52

デザートセット
常連のお客様を飽きさせないよう
組み合わせが頻繁に変わるセット。
珈琲か紅茶付き。

七飯町のりんごを使ったスイーツ

七飯町大川6丁目12-36　
TEL.0138-66-3005　
月・第3火曜休
販売時期／10～12月

ブランヴェールMAP●44

入荷したりんごの品種によってス
イーツの種類が変わります。その
中のひとつ、シブーストにはキャラ
メルの甘さに良くあうひめかみと
いう酸味の強いりんごを使用。

七飯町桜町2丁目1-12　TEL.0138-65-7623
不定休　販売時期／通年

ピーターパン 洋菓子店MAP●39

アップルパイ
七飯産のりんごがたくさん入ったピー
ターパンいちおしの商品です。

ききりんごセット
3つの味を飲み比べ。時期に
より品種が入れ替わります。

アップルパイ
シロップ漬けの甘酸っぱいりんご
がたっぷり。シナモンの香りが美
味しさを引きたてます。

アップルブレッド
常連さんから「りんごパ
ン」と呼ばれ親しまれて
います。トーストすると
より香りが立ちます。

七飯産りんごの
アップルパイ
さっくりと香ばしい生地で、
ほどよい酸味のりんごを包
みました。ボリュームも満点。

フレッシュりんごパイ
シャキシャキ感たっぷり
の生のりんごに、生地にか
かったグラニュー糖の甘さ
がマッチします。

七飯町峠下380-2
道の駅なないろ・ななえ内
TEL.0138-86-5195

ナナイロファクトリー

七飯りんごカスタードパイ
七飯産りんご「レアフル」使用のク
レープ。まさにここでしか食べられ
ない味。

MAP●33

七飯町大川1丁目10-12　
TEL.0138-64-7588
日・月・木曜休、祝日不定休　販売時期／10～2月

ベーカーズベーカリーMAP●37

七飯りんごの
アップルパイ
りんごの形がかわいいアップル
パイも七飯産のりんごを使用し
ています。

七飯アップル
チョコレート
口どけの良いミルク
チョコレートと甘酸っ
ぱく炊き上げた七飯
産の紅玉りんごを最
中で包みました。他に
はない絶妙な味わい
をお楽しみください。

七飯町本町４丁目5-20
TEL.0138-65-3571
販売時期／通年

喜夢良菓子舗MAP●42

七飯町字西大沼温泉　TEL.0138-67-1111　水曜休　販売時期／通年（冬期間はホテル内で販売）

函館大沼プリンスホテル プリンスパン工房MAP●40

七飯町本町4丁目1-42　TEL.0138-86-7374
販売時期／10～12月

たい焼 中村屋 七飯本店MAP●41

アップルたい
薄くスライスされたシャキシャキのりん
ごとカスタードクリームがマッチする、
七飯町ならではのたい焼きです。

七飯町字軍川527－2
TEL.0138-67-2559
11～4月は火曜休　販売時期／通年

久保田牧場ミルクパーラー
MAP●32

りんご
ジェラート
久保田牧場のミ
ルクで作られ
た、アップルパ
イのような味わ
いのジェラート
です。

七飯町本町4丁目1-55　TEL.0138-65-8513
日曜休　販売時期／12月～りんごが無くなるまで

こなひき小屋MAP●36

七飯町峠下380-2　TEL.0138-86-5195道の駅なないろ・ななえMAP●33

※商品の販売時期はりんごの収穫量などにより変更する場合がございます。 2120



七飯町には多くの源泉があり、中には江戸の時代から湯治場として人々を癒し、

150年以上もの歴史をもつ温泉もあります。ゆったりのんびりと、ななえの湯に浸かってください。

天然温泉でありながら銭湯価格で気軽に入れる施設が多く、地元民からも愛されています。

温泉

七飯町のななつの魅力 6

七飯町字中野194-1　TEL.0138-66-3601　火曜休
大人400円、小学生200円、幼児100円　日帰り入浴のみ

大浴場と露天風呂が完備されたアップル温泉。七飯はりんごの栽培が盛んだということから町民によって名付けられました。
加水などを行っていない源泉掛け流しのアルカリ性単純泉が、体を芯から温めます。

アップル温泉

七飯町字西大沼温泉　TEL.0138-67-1111
大人1,100円、小学生以下550円　日帰り入浴可　14：00～18：00

平成27年にリニューアルオープンした函館大沼プリンスホテル。露天風呂からは中庭を眺めることができ、開放的です。貸し
タオルもありますので、手ぶらでお越しください。日帰り入浴は状況によりお休みの場合があります。

七飯町字仁山670　TEL.0138-65-9000　火曜休
大人540円、60歳以上380円、小学生以下100円　日帰り入浴可

丸太造りの建物が温かい雰囲気を醸し出すあじさいの
湯。無色透明のさらりとしたお湯は湯冷めしにくく、寒い冬
には特におすすめ。JR仁山駅から徒歩2分です。

七飯町本町4丁目6-1　TEL.0138-64-1126
大人450円、小人180円、3才未満無料　日帰り入浴のみ

※入浴料金については変更する場合がございます。

七飯町の中心部にある天然温泉。広 と々した浴場で、足を
伸ばしてゆったり浸かることができます。和室休憩所や軽
食コーナーもありますので、旅の疲れを癒してください。

ななえ天然温泉 ゆうひの館ななえ天然温泉 ゆうひの館

西大沼温泉 森のゆ西大沼温泉 森のゆ

ニヤマ温泉 あじさいの湯ニヤマ温泉 あじさいの湯

七飯町健康センターアップル温泉

函館大沼プリンスホテル

ななえ天然温泉 ゆうひの館函館ニヤマレジャーセンターMAP●47

MAP●40

MAP●48 MAP●50

銭湯価格でななえの湯 
に浸かる。

大きな露天風呂でおくつろぎください♪

2322



本格的なスポーツイベントから気軽に参加できる地域の祭りまで、七飯町には楽しい祭りやイベントがたくさん

あります。町外の皆さんにもお楽しみいただけるイベントが目白押しです！

ななえは祭りもアツい！祭り

七飯町のななつの魅力 7

4月 5月 6月 7月 8月 9月

明治39（1906）年から続いている伝統ある祭りです。地元住職が灯ろうを湖面に流し湖の水難者を供養したのが始まりで、一時
中断したこともありますが大正2（1913）年に復活しました。大輪の花火が夜空に打ち上げられ、湖面に映る様は映画のワンシーン
のよう。灯ろうと花火が織り成す幻想的な雰囲気を楽しめます。

大沼湖水まつり
7月下旬

慰霊祭・灯ろう流し

大沼、小沼を舞台に熱き釣
り人たちの闘いが繰り広げ
られます。重さを競う重量
賞や大きさを競う大物賞の
ほかに、七飯町長賞なども
あります。全国から鮒釣り
の愛好家たちが集まる大会
です。

北海道大沼
へら鮒釣り大会

5月上旬

新緑の爽やかな大沼湖畔を疾走する駅伝大会。小学生か
ら高校生、一般の部があります。一般の部は大沼を1周す
るコースで、春の湖畔の風景も楽しめると好評です。

大沼湖畔駅伝競走大会
5月上旬

雪解けとともに、市街地と大沼地区の軍川を結ぶ城岱スカイラインが開通とな
ります。城岱牧場からは「七つ星夜景」と称される函館の裏夜景を堪能できるほ
か、昼は津軽海峡、函館山、大野平野、北海道新幹線を一望できる地元民おすす
めのビュースポットです。屋内で鑑賞できる展望台は、5月～10月中旬まで開館
しています。（開館時間／9：00～17：00）

城岱スカイライン開通
4月下旬～11月中旬

6月～10月の5カ月間、駒ケ岳の登
山が可能となります。入山の際は必
ず入山届出書に必要事項をご記入
ください。

駒ケ岳登山開始
6月上旬

毎年7月に開催される七飯町の夏祭りです。会場には多くの露
店が立ち並び、さまざまなステージイベントも催されます。祭り
のフィナーレではステージ上からきびだんごが撒かれます。

ななえあかまつ街道納涼祭
7月中旬

7.2℃平均気温 15.8℃平均気温 22.0℃平均気温11.9℃平均気温 19.7℃平均気温 18.3℃平均気温

展望台

城岱スカイライン

※大沼エリアの平均気温は1～2℃低いです。 2524



10月 11月 12月 1月 2月 3月
12.2℃平均気温 0.0℃平均気温 -2.1℃平均気温5.7℃平均気温

七飯町のななつの魅力 7

祭り

七飯町の冬の風物詩、道南
を彩る冬の一大イベントで
す。大沼湖から切り出された
氷で作る全長約20mのジャ
ンボ滑り台は、毎年子ど
も達に大人気。会場で
は、雪像やアイスカー
ビング（氷像）などの作
品展示も行われます。

無料雪遊びコーナーではチューブ滑りやバナ
ナボート体験ができます。ミニイベントや屋
台などもあり親子で楽しめる雪まつりです。

大沼函館
雪と氷の祭典

2月上旬

ななえチビッコ雪まつり
2月中旬

タイムを競い合う大会ではありませんので、ご自身のペースで気持ちよく走り、歩きましょう。北海道内でも有数の素晴らし
い大沼国定公園の紅葉を楽しみながら、湖に映りこむほっこりやさしい秋色を心と体で感じてください。

※大沼エリアの平均気温は1～2℃低いです。

北海道大沼 グレートラン・ウォーク
10月中旬

町内には「函館七飯スノーパーク」と「ニヤマ高原スキー
場」の２つのスキー場があり、どちらも函館市内からのアク
セス良好です。美しい景色とともにお楽しみください。

スキー場オープン
12月

七飯町産のりんご配布や米すくい、じゃがいも詰め放題など
ご家族で楽しめる、道の駅のイベントです。

収穫祭
10月中旬

凍結した大沼湖の氷を円形にくり抜き、人を乗せて回す
アイスカルーセルやガイド付きのスノーシューツアーな
ど、大沼の冬を楽しみながら体験することができます。

アイスカルーセル
＆アクティビティ

2月中旬

1月上旬～3月中旬頃、ファン待望の氷上わかさぎ釣りが解
禁となります。冬の雄大な駒ヶ岳を望む大沼国定公園の素
晴らしい景色の中、わかさぎ釣りをお楽しみください。

氷上わかさぎ釣り
1月上旬頃～3月中旬頃

走るのが苦手な人でも安心して参加できます。

-2.6℃平均気温 1.4℃平均気温

釣りの道具はレンタルできますよ！

2726



１．白鳥、冬景

２．町の名産
　 「りんご」

３．城岱牧場

４．満天の星空

５．スイレン

６．シマフクロウ

７．クルーズ

８．秋の大沼

1

2
8

5 4

7 6

3

七飯大沼観光PR用
写真・映像

ライブラリー
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平成28年春に開業の北海道新幹線・新函館北斗駅から車で5分ほどで道の駅
なないろ・ななえのある七飯町峠下地区、車で10分ほどで果樹園が並ぶ鳴川
地区へ行くことができます。

交通アクセス
大沼公園は新函館北斗駅から車で15分、函館空港からも車で約30分です。 ななえマップ

●東 京から
●新幹線 新幹線 約4時間 東京駅 車で約15分orJRorバス

●飛行機 飛行機 約1時間20分羽田空港 車で約30分orバス
大沼公園

●青 森 から

●仙台から

●大 宮から ●新幹線 新幹線 約3時間45分 車で約15分orJRorバス大宮駅 大沼公園

●札 幌 から

●車 大沼公園IC車 約3時間札幌IC

●飛行機 飛行機 約40分 車で約30分orバス丘珠空港 大沼公園

●JR JR 約3時間半札幌駅 大沼公園駅

JR新函館北斗駅

函館空港

●飛行機 飛行機 約1時間35分 伊丹空港 車で約30分orバス

●飛行機 飛行機 約1時間40分関西国際空港 車で約30分orバス
大沼公園

函館空港

函館空港

●新幹線 新幹線 1時間 車で約15分orJRorバス新青森駅 大沼公園JR新函館北斗駅

●新幹線 新幹線 約2時間半 車で約15分orJRorバス仙台駅 大沼公園JR新函館北斗駅

JR新函館北斗駅

函館空港
フ
ル
ー
ツ

ロ
ード

城岱スカイライン

小沼湖

蓴菜沼

大沼湖

大沼公園IC

至 森・長万部・札幌 至 鹿部

至 函館至 函館

至  厚沢部・江差

JR赤井川駅

JR仁山駅

赤
松
街
道

函
館
新
道

七飯大川IC

JR
七飯駅

JR新函館
北斗駅

七飯藤城IC

5

5 5

七飯町役場

※北海道新幹線の札幌延伸は
　2030年度末予定

JR大中山駅

新幹線
車両基地

北
海
道
新
幹
線

道
央
自
動
車
道

338

338

43

1176

大沼トンネル

函館七飯
スノーパーク

JR大沼駅

七飯本町IC

展望台
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大沼
森林公園

北海道
カントリークラブ

大沼コース

ニヤマ高原スキー場

城岱牧場

14
日暮山

（冬）

9
（冬）

JR大沼公園駅

白鳥台
セバット

大沼公園中心部マップ
P8へ

51

33

※番号はパンフレット内の各施設の
　番号に対応しています。

●名古屋から ●飛行機 飛行機 約1時間40分 車で約30分orバス中部国際空港 大沼公園函館空港

●大 阪から

北斗市

JR函館駅
函館空港

フェリー

鹿部町

大沼湖

小沼湖

森町

駒ヶ岳

七飯町

JR新函館北斗駅

278
5

227

JR新函館北斗駅

大沼公園

車で約15分orJRorバス

JR函館駅

大沼公園

車で約40分
JR特急で約20分

七飯町

広域地図日本地図

札幌

七飯
函館
青森

仙台

東京
大宮

名古屋
大阪

JR線
（函館本線）

高速道路

登山道
北海道駒ヶ岳

道の駅
なないろ・ななえ
THE DANSHAKU 
LOUNGE
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