・ 宿泊料金,情報は平成30年4月現在のものです。
・ 季節、プラン等で料金が異なる場合があります。詳しくは施設へ直接お問合せ下さい。
・

の番号は、『七飯町・大沼国定公園ガイドマップ』に掲載されている
宿泊施設番号です。

・ 駅近 = JR大沼公園駅から半径２００ｍ以内にある施設

18 函館大沼プリンスホテル

自然の息吹を感じるリゾートホテルで上質なご滞在を。

温泉

TEL 0138-67-1111
住所 七飯町西大沼温泉
アクセス JR大沼公園駅から車で約8分。大沼公園駅-ホテルシャトルバスあり。
584名
本館292部屋、コテージ39棟（4月下旬～10月中旬）
備考 貸自転車あり、無料Wi-Fiあり、クレジットカード可
日帰り入浴可（14:00～18：00大人1,080円)
泉質 アルカリ性単純温泉(低張性アルカリ性温泉)

収容人数

料金 14,602円～（ツイン1室2名利用、1泊2食付）
公式HP http://www.princehotels.co.jp/hakodate/

28 函館大沼鶴雅リゾートEPUY(エプイ）

駅近

温泉

TEL 0138-67-2964

花・緑のガーデンを眺めながらのお食事と
ラクジュアリーな空間で大人の時間を。

住所 七飯町大沼町85-9
アクセス

JR大沼公園駅から徒歩3分

86名(30室）
備考 無料Wi-Fiあり、クレジットカード可、貸自転車あり、全面禁煙
無料送迎あり、露天風呂付き客室あり
泉質 単純泉

収容人数

料金 21,750円～（ツイン1室2名利用、1泊2食付）
公式HP http://www.onuma-epuy.com/

29 ステーションホテル旭屋

ＪＲ大沼公園駅前すぐ。アクセス便利な歴史あるホテル。

駅近

TEL 0138-67-2654
住所 七飯町大沼町145
アクセス

JR大沼公園駅すぐ目の前

42名
和室7室、洋室8室、バリアフリールーム1室、全室禁煙（喫煙スペースあり）
備考 各部屋トイレ・バスあり、Wi-Fiあり（FreeSpot)、クレジットカード可

収容人数

料金 9,000円～ (シングル、2食付)、7,800円～ (シングル、朝食付き)
公式HP http://business2.plala.or.jp/asahiya/menu.htm

22

大沼公園から車で15分

森町

グリーンピア大沼

温泉

TEL 01374-5-2277

子どもから大人までオールシーズン楽しめる
ご家族向けリゾートホテル。

住所 森町赤井川229
アクセス

大沼公園ICから車で約2分。無料送迎あり（要予約）

ホテル446名、ケビン・カナディアン105名
和室58室、洋室20室、バリアフリールーム2室、特別室2室
備考 車椅子貸出あり、無料Wi-Fiあり（ロビー）、クレジットカード可
泉質 ナトリウムー炭酸水素塩泉（低張性アルカリ性高温泉）

収容人数

料金 ホテル9,500円(税抜）＋入湯税150円（1泊2食付）※日・祝日は1,080円増
ケビン11,000円（税抜）～
公式HP https://www.gp-onuma.com/

30

鹿部町

ちょっと足を延ばして

Royal Hotel みなみ北海道鹿部

温泉

TEL 01372-7-3201

温泉と自然を愉しむ
大人のリゾートホテル。

住所 鹿部町本別530-127
アクセス
収容人数

JR大沼公園駅から車で約25分

316名・スイートルーム35室、ツイン49室
備考 無料Wi-Fiあり、車イストイレあり、一部バリアフリー対応、分煙
クレジットカード可、無料送迎あり（要予約）
泉質 ナトリウム-塩化物

料金 20,000円～（1室2名利用）
公式HP http://www.daiwaresort.jp/shikabe/

32 ペンション風（KAZA）

窓から見える木々が美しい、
心ほっとするペンション。ネイチャーガイドが人気。

駅近

TEL 0138-67-3933
住所 七飯町大沼町215
アクセス

JR大沼公園駅から徒歩3分

25名
3人部屋5室、4人部屋2室（バス・トイレ無し）、
ダブルベッド・シャワー付き1室
備考 パジャマ・洗面用具は要持参、無料Wi-Fiあり、全面禁煙

収容人数

料金 7,500円～（1泊2食付）
公式HP http://www9.plala.or.jp/KAZA/

33 ペンションハイネ

旬の食材を使った料理をゆっくり堪能できる、夏季限定のペンション。

TEL 0138-67-2655
住所 七飯町大沼町297-16
アクセス

JR大沼公園駅から徒歩8分

16名・洋室8室（バス・トイレ無し）、浴室２ヵ所
備考 部屋着は有料(\500)、クレジットカード不可、客室・ダイニング内禁煙
冬季休業（11月1日～4月20日）

収容人数

料金 8,000円（1泊2食付）
公式HP http://www.pension-heine.com/

51

Paard Musée（大沼流山牧場）

広大な牧場内に滞在できる貸切トレーラーハウスとドミトリータイプ。

TEL 0138-67-3339
住所 七飯町東大沼294-1
アクセス

JR流山温泉駅から徒歩8分、JR大沼公園駅から車で約10分

収容人数

23名・貸切トレーラーハウス 4名まで（ベッド4台、寝室2部屋、1バスルーム）、
ドミトリータイプ男女共用8人部屋、女性用8人部屋、個室3人部屋（2段ベッド、共用バスルーム）

備考 食事（朝昼夜）各800円※3日前までに要予約、建物内はペットお断り、無料Wi-Fiあり、
クレジットカード可、温泉なし

料金 4,000円～（素泊り）
公式HP http://www.paardmusee.com/

84 グランヴィレッヂ大沼

ＪＲ大沼公園駅から車で5分。木のぬくもり溢れるログハウスのホテル。

TEL 0142-75-1085

（カーナビ不可。共通電話のため「大沼」とお申し付けください）

※お電話での宿泊予約は承っておりません。ウェブサイトよりご予約ください。

住所 七飯町上軍川104-3
アクセス

大沼公園駅から車で5分。無料送迎あり（要予約）

収容人数 32名、全8室ツインベッド+ロフト付（3～4名の場合は、ロフト（畳）で布団ご利用。）※内2室は喫煙

備考 全室無料Wi-Fi、ユニットバス付き、クレジットカード可、喫煙スペースあり、浴衣あり、
無料洗濯機あり（洗剤は有料）、食事は前日まで要予約（夕食：ひこま豚しゃぶ、朝食：和定食）

料金 9,000円～（1室2名利用、1泊2食付）
公式HP http://glan-v-onuma.com/

6 旅荘 茶色い鳥

ＪＲ大沼公園駅から徒歩１分！観光案内所となり。

駅近

TEL 0138-67-2231
住所 七飯町大沼町85
アクセス

JR大沼公園から徒歩１分

13名
備考 数名で貸切りOK、クレジットカード不可、分煙、バス駐車料金は夜間のみ1,000円

収容人数

冬季休業（11月20日～4月20日）※休業期間中にご宿泊ご希望の場合は、お問合せください。

料金 3,800円（素泊）、朝食500円（要予約）
公式HP http://birdinn.web.fc2.com/

19 東大沼温泉旅館 留の湯

温泉

江戸時代から湯治の湯として親しまれてきた歴史ある温泉宿。

TEL 0138-67-3345
住所 七飯町字東大沼42
アクセス

JR大沼公園から車で約20分、JR銚子口駅から車で約10分

収容人数

50名（和室15室）

備考 無料Wi-Fiあり、分煙、駐車場あり、車イス対応トイレあり、バリアフリー対応（一部）
クレジットカード可（但し、入浴料不可）
日帰り入浴可（9:00～19:00受付終了）大人400円、第2・4水曜休み
・貸切露天風呂 大人1,200円（2名様以上）※要予約
・貸切家族風呂 2,000円（大人3名様まで）※要予約
泉質 単純温泉（中性低張性高温泉、源泉100％、24時間掛け流し）

料金 4,200円～（1室2名利用、素泊、入湯税、暖房費別途）、
朝食付きはプラス1,000円
公式HP http://www.tomenoyu.com/

36 プチハウス葵

長期滞在者におすすめ、キッチン付きのお部屋。

TEL 0138-67-2042
住所 七飯町字大沼町211
アクセス

JR大沼公園駅から徒歩5分

10名
21畳と9畳の続き間、バス・トイレ、冷蔵庫、台所あり
備考 素泊りのみ、長期滞在可、
冬季休業（11月1日～4月下旬）※ただし、長期滞在のみ応相談

収容人数

料金 1人4,000円（素泊）、2名以上1人3,500円（素泊）

37 民宿 ゆっくり大沼

快適な設備がそろうリーズナブルな民宿。

TEL 0138-67-3399
住所 七飯町字大沼190
アクセス

JR大沼公園駅から徒歩10分

31名
本館（4畳と6畳の二間続き、バス付）5室
別館（6畳一間、バス・トイレ付）8室 ※内１室バリアフリー
備考 無料Wi-Fiあり、クレジットカード不可、全面喫煙OK

収容人数

料金 本館:1人6,000円（素泊り）、別館:1人5,000円（素泊り）
朝食500円、夕食1,000円（要予約）
公式HP http://www9.plala.or.jp/yukkurioonuma/

35 民宿 鴨井荘

釣り好きがよく利用する家庭的な民宿。※事前にご連絡ください。

TEL 0138-67-2628
住所 七飯町大沼町92
アクセス

JR大沼公園駅から徒歩6分

8名
備考 冬季休業（11月1日～4月20日）

収容人数

料金 4,800円（1泊2食付）、2,500円（素泊）

＜その他＞
●ビジネス民宿 華の宿(七飯町藤城） TEL0138-64-8866
●ニヤマ温泉ホテルＮＫヴィラ（七飯町仁山） TEL0138-65-9000
●<お知らせ＞大沼公園ユースホステルは、2017年春に閉館いたしました。
制作：七飯大沼国際観光コンベンション協会

2018年4月

