
合宿や大会の宿泊受入れを歓迎する宿情報です。
※2017年11月時点の情報です。ご利用の際には、各社にお問合せください。

湯の川・五稜郭エリア
アネックスホテルテトラ http://annex.e-tetora.com/

所在地

電話

料金

アクセス

宿情報

洗濯設備

実績

宿から

イマジンホテル＆リゾート函館 http://www.imgnjp.com/hrhakodate/

所在地

電話

料金

アクセス

宿情報

宿から

シーサイドインヤマニ http://www.yamani-japan.com/newpage2.html

所在地

電話

料金

アクセス

宿情報

洗濯設備

実績

宿から

大黒屋旅館 http://daikokuya.e-tetora.com/

所在地

電話

料金

アクセス

宿情報

洗濯設備

宿から

函館市梁川町3-3

0138-55-4848

食事回数・季節等により相談

83室（107名、シングル・ツイン・ダブル）／GW・お盆のぞき受入可／3食対応可（朝食時間対応）／マイ
クロバス・中型バス駐車可（別途料金）／千代台公園から徒歩5分／本町・五稜郭繁華街隣接

陸上、野球、水泳などの各種大会や合宿受入れ／函館マラソン出場者

市電「五稜郭公園前」電停から徒歩5分、JR函館駅から車で約10分、函館空港から車で約20分

洗濯機 1台、乾燥機 1台

津軽海峡に面した絶景と温泉の宿。大浴場、展望露天風呂、フリーラウンジ、THEピンポン道場、会議
室、宴会場など、館内施設が充実しています。

市電「湯の川」電停から徒歩15分、JR函館駅から車で12分、函館空港から5分

道南陸協推奨宿泊施設で、アスリートを応援するホテルです。千代台公園陸上競技場に一番近くて便
利です。全室バス・トイレ・冷暖房・テレビ完備、インターネットLAN接続無料です。

函館市湯川町3丁目1‐17

0138‐57‐9161

9000～12000円

100室（洋室、和室、和洋室）／大浴場有（温泉、100人）／函館アリーナから徒歩20分

市電「湯の川」電停から徒歩4分、JR函館駅から車で15分、函館空港から車で8分

函館市古川町160番1号

0120-178-582

1泊2食付5500円～（人数により変動）

函館空港から車10分、JR函館駅から車で25分

38室（150名）／浴室2室（各15名同時入浴可能）／通年受入可／3食対応可（昼食は別途お弁当）／
大駐車場完備（乗用車150台、大型バス80台が駐車できます）

洗濯機4.5kg 2台（1回100円）・乾燥機4.5kg 2台（1回100円）

当施設はこれまで多数の学校にご利用いただき、特にボリュームいっぱいの食事にご好評をいただい
ております。

2017年実績…男子サッカー（高校）、女子サッカー（高校）、卓球（中学生）、ミニバスケットボール（小学
生）ほか

函館市湯川町3丁目25-10

27室（140名、和室・洋室ツインルーム）／通年受入可／3食対応可／大浴場有（温泉、湯船10名程
度）／時間帯により大広間のミーティング利用可／函館アリーナと根崎公園ラグビー場は徒歩圏／駐
車場無料（普通車両25台）

洗濯機7kg 1台（60分200円）・乾燥機4.5kg 2台（10分100円）

源泉かけ流しの天然温泉と、和室が好評。全室Wi-Fi接続無料。70名様以上で貸館（貸切）可能。

合宿・大会など団体様歓迎の「宿」情報

1泊2食5500円～（税別、季節変動あり、使用部屋数により割引あり）

0138-59-2743

http://annex.e-tetora.com/
http://www.imgnjp.com/hrhakodate/
http://www.yamani-japan.com/newpage2.html
http://daikokuya.e-tetora.com/


函館湯の川温泉 湯元 啄木亭 https://www.takubokutei.com/

所在地

電話

料金

アクセス

宿情報

実績

宿から

花びしホテル http://www.hanabishihotel.com/

所在地

電話

料金

アクセス

宿情報

洗濯設備

宿から

ホテル河畔亭 http://www.kahantei.com/

所在地

電話

料金

アクセス

宿情報

実績

宿から

ホテルテトラ http://tetora.e-tetora.com/

所在地

電話

料金

アクセス

宿情報

洗濯設備

実績

宿から

市電「湯の川温泉」電停から徒歩9分、JR函館駅から車で15分、函館空港から車で5分

市電「五稜郭公園前」電停から徒歩5分、JR函館駅から車で10分、函館空港から車で20分

函館市梁川町17-16

0138-55-1818

2食付5500円～（食事回数、季節等により相談）

85室（130名、シングル・ツイン・和室）／通年受入可／3食対応可／2食付100名までバイキング対応可
（中華料理中心）／3つの会議室有（予約制）／全室ウォシュレット、バストイレ完備／コンビニ隣接／
大型バス駐車可

毎年7・8・3月には陸上競技団体の定期利用（小学・中学・高校）／バドミントン実業団／サッカー（高
校・大学など）

できる限りお客様のご要望に合わせます。全室バス・トイレ、有線ＬＡＮ、冷蔵庫、湯沸しポット完備。千
代台公園まで徒歩10分と近く、各種スポーツ団体のご利用実績が多数ございます。

函館市湯川町1丁目18‐15

0138‐59‐5355

季節・人数で変動

198室（888名、和室184室・洋室ツイン11室・特別室3室）／大浴場有（温泉、男女各100名）／函館ア
リーナより徒歩5分

2015年実績…4月　陸上部合宿／6月　小学生ハンドボール大会／8月　中学生ハンドボール大会・中
学生柔道大会／10月　高校サッカー部・高校ラグビー部／11月　大学ハンドボール大会

地上11階建、198部屋。10畳から最大32畳までの和室を184部屋ご用意しており、スポーツ合宿や大
会の受け入れ実績も多数ございます。

函館市湯川町1丁目16-18

市電「湯の川温泉」電停から徒歩3分、JR函館駅から車で15分、函館空港から車で10分

0138-57-0131

8000円から（季節変動有、応相談）

131室（650名）／大浴場有（温泉、約120名）／通年受入れ可／3食応相談／ミーティングルーム・会議
室完備／函館アリーナから徒歩5分／500名収容コンベンションホール完備

洗濯機4.5kg 2台（1回200円）・乾燥機4.5kg 2台（30分100円）

料理は和洋中全てに対応し、連泊のお客様には毎日違うメニューのご夕食をご提供します。館内には
品揃え豊富な売店があります。温泉で疲れを癒して、おくつろぎください。

市電「湯の川温泉」電停から徒歩2分、JR函館駅から車で15分、函館空港から車で10分

連泊のお客様には毎日違うメニューを提供します。函館フットボールパークご利用のお客様には、近く
の系列日帰り温泉施設「山の手温泉」をご利用いただけるよう手配いたしますので、ホテルスタッフま
でご相談ください。

洗濯機 1台（1回200円）・乾燥機 1台（1回100円）

函館市湯川町2丁目5‐23

0138‐57‐0012

2食付7500円から（税別、季節変動あり）

30室（100名、12畳和室が中心）／大浴場有（源泉かけ流し温泉、内風呂、露天各1）／送迎バス大型・
中型・マイクロ（応相談）／土曜・休前日受入れ不可（5月～10月については連泊は応相談）／3食対応
可／会議室有／80名以上でホテル貸切可／函館アリーナから徒歩13分、函館フットボールパークか
ら車で15分

大学ハンドボール部、高校ラグビー部、大学バドミントン部、高校サッカー部（2015年実績）

https://www.takubokutei.com/
http://www.hanabishihotel.com/
http://www.kahantei.com/
http://tetora.e-tetora.com/


ホテルテトラ湯の川温泉 https://yunokawa.e-tetora.com/

所在地

電話

料金

アクセス

宿情報

実績

宿から

湯川　新松 http://www.hakodate.ne.jp/shinmatsu/

所在地

電話

料金

アクセス

宿情報

洗濯設備

実績

宿から

湯の浜ホテル https://www.yunohama-hotel.com/

所在地

電話

料金

アクセス

宿情報

実績

宿から

ルートイン グランティア函館五稜郭 https://www.hotel-grantia.co.jp/goryokaku/

所在地

電話

料金

アクセス

宿情報

洗濯設備

実績

宿から

市電「五稜郭公園前」電停から徒歩5分、JR函館駅から車で10分、函館空港から車で20分

市電「湯の川」電停から徒歩9分、JR函館駅から車で15分、函館空港から車で5分

市電「湯の川」電停から徒歩4分、JR函館駅から車で15分、函館空港から車で5分

市電「湯の川温泉」電停から徒歩10分、JR函館駅から車で15分、函館空港から車で10分

函館市湯川町3丁目12‐11

0138‐59‐4126

2食付5800円～

40室（100名）／大浴場有（温泉、20名）／通年受入れ可／食事の相談可（有無や内容など）／会議室
有（食堂を開放）／函館アリーナから徒歩15分／少人数の近距離送迎可／根崎公園ラグビー場すぐ
／イオン湯川店から徒歩3分／全館無料Wi-Fi対応／大型車両駐車可

H27.8月　社会人ラグビー部合宿受入れ有

朝食は栄養満点の和洋バイキングです（別途料金）。最上階14階の大浴場は、五稜郭エリアで唯一の
天然温泉。マッサージチェアや足つぼ器もご用意し、お風呂上がりのリラックスタイムをお楽しみいた
だけます。

函館市本町11-10

0138-33-1550

7300円～

250室（420名）／大浴場有（温泉）／通年受入れ可／3食対応可（内容は要相談）／レストラン会場を
午後は会議室使用可（要相談）

0138‐59‐2231

1泊2食付8000円から（税別、季節変動あり）

119室（550名、和室103・和洋室4・洋室10・特別室2）／大浴場有（温泉）／3食対応可／会議室有／函
館アリーナから徒歩13分

毎年春、札幌地区高校生の合宿受入れ有

津軽海峡に面した海辺の温泉ホテルです。2種類の泉質の源泉を所有し、6つの浴槽からなる大浴場
と露天風呂でおくつろぎいただけます。

1泊2食5000円から

35室（120名、和室）／大浴場（温泉）／送迎バス2台（15名以上・市内限定）／通年受入れ可／3食対
応可（1泊3食5500円から）／Wi-Fi利用可／ミーティング室有（20～30名、テレビ・DVDプレーヤー完備）
／函館アリーナから徒歩10分

サッカー、ラグビー、野球、柔道、バレー、バスケット・・・スポーツ合宿実績多数。毎年訪れる常連校も
いらっしゃいます。

スポーツ合宿の受入実績が多い宿です。リーズナブルな料金とボリュームある食事、もちろんメニュー
は毎日変えます。10人以上で泊まれるお部屋あり。すぐそばにコンビニがあり便利です。

洗濯機7kg 4台（1回300円）・乾燥機7kg・3.6kg 各2台（1回100円）

洗濯機4.5kg 男性用2台、女性用1台（1回200円）・乾燥機4.5kg 男性用2台、女性用1台（30分100円）

函館市湯川町1丁目2‐30

函館市湯川町2丁目12-16

0138-57-5558

2015年、函館アリーナでのスポーツ大会で団体利用実績あり

少人数の団体様を歓迎します。源泉かけ流しの温泉で疲れを癒せます。

https://yunokawa.e-tetora.com/
http://www.hakodate.ne.jp/shinmatsu/
https://www.yunohama-hotel.com/
https://www.hotel-grantia.co.jp/goryokaku/


函館駅・函館山エリア
シーサイドホテルかもめ http://www.kamome-g.com/

所在地

電話

料金

アクセス

宿情報

洗濯設備

宿から

HAKODATE男爵倶楽部HOTEL＆RESORTS https://danshaku-club.com/

所在地

電話

料金

アクセス

宿情報

洗濯設備

宿から

函館パークホテル http://park.e-tetora.com/

所在地

電話

料金

アクセス

宿情報

洗濯設備

実績

宿から

函館ペリーハウス http://www.hakodate-perryhouse.com/

所在地

電話

料金

アクセス

宿情報

洗濯設備

実績

宿から

函館市大町3‐2

0138‐83‐1457

素泊り3500円から

8室×6畳（2名定員）／銭湯まで徒歩5分／通年受入れ可／朝・昼のお弁当、夕食（日曜日を除
く）の手配可／ドラッグストア隣接／スーパー・コンビニ徒歩圏内

8団体　計160名

20名以下の少人数の合宿などを歓迎します。交通アクセスやお食事処が近くに点在しているの
で、便利な立地です。また、観光にも最適なロケーションです。

市電「大町」電停から徒歩3分、JR函館駅から車で8分、函館空港から車で25分

洗濯乾燥機 1台（1回500円）

函館市新川町29-15

0138-23-0128

1泊2食6000円（税別、季節変動あり）

70室（220人、和室28室、洋室12室、2段ベット30室）／通年受入可／4名程度の中浴場有／3食
対応可（朝食時間対応）／会議室有／大型バス駐車可（宿泊の場合は駐車料無料）

少年団、中学、高校、大学、社会人など幅広く利用

市電「千歳町」電停から徒歩3分、函館駅から車で5分、函館空港から車で20分

洗濯機4.5kg 1台（40分200円）・乾燥機2.0kg 1台（20分100円）

函館市宇賀浦町6‐1

0138‐32‐2222

素泊5000円から、夕食1300円、朝食1000円

58室（100名、洋室・和室）／8月以外は受入れ可／3食対応可（20名位迄）／会議室有（和室開
放または1Fレストラン）／酸素カプセル2台あり（有料）／全客室インターネット対応

洗濯機4.5kg 2台（1回200円）・乾燥機4.5kg 1台（1回100円）

JR函館駅から徒歩15分または車で4分、函館空港から車で12分

28室の和室、30室（計60名様受け入れ可）の2段ベットのお部屋は幅広くご利用頂いておりま
す。お食事の内容についてはご要望に沿って対応いたします。ご相談くださいませ。

函館市大手町22-10

高気圧高酸素チェンバー「オアシスO₂」を完備。新陳代謝を高め、身体能力を向上させる効果が
あることから、プロスポーツ選手に愛用されている高酸素カプセルです。

0138‐21‐1111

10600円から（2名1室利用時／素泊まり）

52部屋（128名）／全室キッチン・大きめの冷蔵庫・電子レンジ有　自炊可能

洗濯機4.5kg 2台（1回200円）・乾燥機4.5kg 2台（30分100円）

ベッドは全てシモンズ社製を使用し、質の高い睡眠をご提供します。全室に快適なキッチンを完
備しており、自炊が可能。すぐ近くの函館朝市内にある提携店でも朝食をとることができます。

JR函館駅から徒歩3分、市電「函館駅前」電停から徒歩3分、函館空港から車で20分

http://www.kamome-g.com/
https://danshaku-club.com/
http://park.e-tetora.com/
http://www.hakodate-perryhouse.com/


ビジネスホテル よしずみ http://www.yoshizumi-hakodate.com/

所在地

電話

料金

アクセス

宿情報

洗濯設備

実績

宿から

　

ホテルシーボーン http://seaborne.e-tetora.com/

所在地

電話

料金

アクセス

宿情報

宿から

ホテルWBFグランデ函館　　　　　　https://www.hotelwbf.com/grande-hakodate/index.php

所在地

電話

料金

アクセス

宿情報

洗濯設備

宿から

ホテルテトラ函館駅前 http://plaza.e-tetora.com/

所在地

電話

料金

アクセス

宿情報

洗濯設備

宿から
2014年12月にリニューアルしました。シングルルームが多いので、一人でゆったりお過ごしいた
だけます。

函館市松川町6‐12

0138‐43‐2234

2食付き6480円から

43室（56名）／3食対応可（昼は弁当・外注の場合有）

例年サッカー部30名

千代台公園から徒歩10分、徒歩圏に繁華街「五稜郭」やスーパーやコンビニ、ドラッグストアが
あり、便利な立地です。

函館市若松町19-11

0138-22-0121

2900～15600円

84室（最大154名）／通年受入可／3食対応可（弁当対応）／全室　羽根毛布デュベスタイル

洗濯機6kg 1台（60分200円）・乾燥機4.5kg 1台（40分100円）

市電「堀川町」電停から徒歩13分、函館駅から車で6分、函館空港から車で20分

JR函館駅から徒歩3分、函館空港から車で20分

洗濯機 1台（1回200円）・乾燥機 1台（1回100円）

市電の電停から近く、また、函館空港発着のシャトルバスがホテル前に停まりますので、大変便
利です。

ロマンあふれる函館の旧市街地にひっそりと佇むプチホテル。客室はかわいらしい欧風スタイル
です。大会役員様や監督の皆様、特に女性にお喜び頂けると存じます。

函館市末広町14-28

0138-27-4411

基本朝食付1泊1名様10000円

18室（37名）／3食対応可／レストラン用個室の会議利用可（20名収容）／企業貸切実績有

市電「十字街」電停から徒歩3分、函館駅から車で6分、函館空港から車で22分

洗濯機4.5kg 2台（1回300円）・乾燥機4.5kg 2台（1回200円）

市電「宝来町」電停から徒歩2分、JR函館駅から徒歩21分または車で7分、函館空港から車で20
分

函館市宝来町22-15

0138-24-3311

8000円から（季節変動あり）

136室（洋室）／通年受入れ可／ダブル、ツイン、トリプル客室で団体対応可能

http://www.yoshizumi-hakodate.com/
http://seaborne.e-tetora.com/
http://plaza.e-tetora.com/


ホテル ニューオーテ https://www.new-ohte.com/

所在地

電話

料金

アクセス

宿情報

洗濯設備

実績

宿から

ホテル函館山 http://www.hakodateyama.jp/

所在地

電話

料金

アクセス

宿情報

洗濯設備

実績

宿から

函館市青少年研修センター（ふるる函館） http://fururu.or.jp/

所在地

電話

料金

アクセス

宿情報

洗濯設備

実績

宿から

洗濯機1台・乾燥機1台（使用料無料／洗剤等は各自持参）

小学校、中学校、高校、大学、専門学校、官庁、企業など幅広く利用

指導者または引率者がいる5人以上の団体で、センターでの研修活動計画を提出していただけ
れば、どなたでもご利用になれます。

函館市谷地頭町5-14

0138-23-5961

1人1泊／小学生・中学生200円、高校生・大学生400円、勤労青少年（29歳以下）400円、その他
1,000円。※指導者または引率者は、研修生と同一料金。※暖房期間（11月～4月）は、料金の2
分の1の暖房料がかかります。

市電「谷地頭」電停から徒歩約10分、函館駅から車で約12分

和室4室（4人部屋2室、20人部屋2室）／洋室10室（6人部屋8室、12人部屋2室）／通年受入可
／食堂・浴場有り／研修を目的とした施設のため、食事や布団の準備・後片付けはセルフサー
ビス

函館山ロープウェイ山麓駅まで徒歩2分で、ホテルからも夜景を見ることができます。また、2017
年9月に、津軽海峡を一望できる浴場がオープンしました。

函館市若松町8-8

0138-23-4561

宿泊のみ1泊2800円から（季節変動あり）

38室（72名、うち1室3名以上の客室が10室）／通年受入れ可／3食対応可／会議室有、30名
（約50㎡）

高校生全道大会チーム受入実績豊富

合宿や大会の際には、1名当たりの料金を安く設定することが可能です。また、監督・コーチなど
はシングルで対応することもできます。

函館市元町19‐1

0138‐23‐7237

ルームチャージ（1名）4500～10000円

37室（100名）／谷地頭温泉まで車で約5分／大型・中型バス各1台駐車可（要予約）／通年受入
れ可／朝食のみ

高校サッカー部（大会時に受入れ）

JR函館駅から徒歩2分、函館空港から車で20分

市電「宝来町」電停から徒歩8分、函館駅から車で8分、函館空港から車で20分

平成30年4月　導入予定

洗濯機4.5kg 1台（1回200円）・乾燥機4.5kg 1台（30分100円）

http://www.hakodateyama.jp/
http://fururu.or.jp/

