
ランク 地域 タイプ ホテル名 住所 前泊 当日 後泊

1.S 駅前 ツイン 男爵倶楽部 函館市大手町２２−１０  36,000 20,000 36,000 https://danshaku-club.com/

1.S 駅前 ツイン センチュリーマリーナ 函館市大手町22-13 36,000 20,000 36,000 https://www.centurymarina.com/

1.S 駅前 ツイン ラビスタベイ函館 函館市豊川町12-6 36,000 20,000 36,000 https://www.hotespa.net/hotels/lahakodate/

1.S 駅前 ツインS ラビスタベイ函館 函館市豊川町12-6 18,000 10000 18,000 https://www.hotespa.net/hotels/lahakodate/

1.S 駅前 ダブルS センチュリーマリーナ 函館市大手町22-13 18,000 10000 18,000 https://www.centurymarina.com/

1.S 駅前 シングル 函館国際ホテル 函館市大手町5-10 18,000 10000 18,000 https://www.hakodate-kokusai.jp/

1.S 駅前 ツインS ラジェントステイ函館 函館市若松町１２−８ 18,000 10000 18,000 https://www.hotespa.net/hotels/lahakodate/

2.A 駅前 シングル ラビスタベイ函館 函館市豊川町12-6 16,000 8000 16,000 https://www.hotespa.net/hotels/lahakodate/

2.A 駅前 ツインS ルートイングランティア駅前 函館市若松町２１−３ 16,000 8000 16,000 https://www.hotel-grantia.co.jp/hakodate-st/

2.A 駅前 ダブルS ラジェントステイ函館 函館市若松町１２−８ 16,000 8000 16,000 https://www.hotespa.net/hotels/lahakodate/

2.A 駅前 シングル フォーポイントバイシェラトン 函館市若松町14-10 16,000 8000 16,000 https://www.marriott.co.jp/hotels/travel/hkdfp-four-points-hakodate/

2.A 五稜郭 ツインS ホテルマイステイズ函館五稜郭 函館市本町26-17 16,000 8000 16,000 https://www.mystays.com/hotel-mystays-hakodate-goryokaku-hokkaido/

2.A 駅前 シングル ラジェントステイ函館 函館市若松町１２−８ 16,000 8000 16,000 https://www.hotespa.net/hotels/lahakodate/

2.A 駅前 ツインS 東急ステイ函館朝市 函館市大手町22-1-1 16,000 8000 16,000 https://www.tokyustay.co.jp/hotel/HAA/

3.Ｂ 駅前 ツインS シーサイドかもめ 函館市宇賀浦町6-1 13,000 5000 13,000 https://kamome-gp.com/hotel/01.php

3.Ｂ 駅前 ツインS ＷＢＦグランデ函館 函館市若松町24-1 13,000 5000 13,000 https://www.hotelwbf.com/grande-hakodate/

3.Ｂ 駅前 ダブルS ＷＢＦグランデ函館 函館市若松町24-1 13,000 5000 13,000 https://www.hotelwbf.com/grande-hakodate/

3.Ｂ 五稜郭 ツインS ホテルテトラアネックス 函館市梁川町3-3 13,000 5000 13,000 http://annex.e-tetora.com/

3.Ｂ 五稜郭 ダブルS ホテルテトラアネックス 函館市梁川町3-3 13,000 5000 13,000 http://annex.e-tetora.com/

3.Ｂ 五稜郭 ツインS ホテルテトラ 函館市梁川町17-16 13,000 5000 13,000 https://e-tetora.com/

3.Ｂ 五稜郭 ダブルS ホテルテトラ 函館市梁川町17-16 13,000 5000 13,000 https://e-tetora.com/

3.Ｂ 駅前 ダブルS ホテルハートイン 函館市東雲町13-7 13,000 5000 13,000 https://kamome-gp.com/hotel/10.php

3.Ｂ 駅前 ツインS ホテルテトラ駅前 函館市若松町19-11 13,000 5000 13,000 http://plaza.e-tetora.com/

4.基本 湯の川 ツイン 湯の川温泉かもめ館 函館市湯川町1丁目5-18 16000 8000 16000 https://kamome-gp.com/hotel/08.php

4.基本 駅前 ツイン ホテルルートイン 函館市東雲町13-7 16000 8000 16000 https://www.hotel-grantia.co.jp/hakodate-st/

4.基本 駅前 ツイン シーサイドかもめ 函館市宇賀浦町6-1 16000 8000 16000 https://kamome-gp.com/hotel/01.php

4.基本 湯の川 ツインS 湯の川温泉かもめ館 函館市湯川町1丁目5-18 8,000 8,000 https://kamome-gp.com/hotel/08.php

4.基本 駅前 ツインS 函館ホテル駅前 函館市若松町21-8 8,000 8,000 http://plaza.e-tetora.com/

4.基本 五稜郭 ツインS グランディア五稜郭 函館市本町11-10 8,000 8,000 https://www.hotel-grantia.co.jp/goryokaku/

4.基本 五稜郭 シングル ホテルテトラアネックス 函館市梁川町3-3 8,000 8,000 http://annex.e-tetora.com/

4.基本 五稜郭 シングル ホテルテトラ 函館市梁川町17-16 8,000 8,000 https://e-tetora.com/

4.基本 駅前 ツインS 函館パークホテル 函館市新川町29-15 8,000 8,000 http://park.e-tetora.com/

4.基本 駅前 シングル ホテルパコ 函館市大森町25-3 8,000 8,000 https://www.rio-hotels.co.jp/hakodate/

4.基本 五稜郭 シングル 法華倶楽部 函館市本町２７−１ 8,000 8,000 https://www.hokke.co.jp/

4.基本 駅前 シングル 函館パークホテル 函館市新川町29-15 8,000 8,000 http://plaza.e-tetora.com/

4.基本 駅前 シングル ホテルテトラ駅前 函館市若松町19-11 8,000 8,000 http://plaza.e-tetora.com/

4.基本 駅前 シングル ルートイングランティア駅前 函館市若松町21-3 8,000 8,000 https://www.hotel-grantia.co.jp/hakodate-st/

4.基本 湯の川 シングル 湯の川温泉かもめ館 函館市湯川町1丁目5-18 8,000 8,000 https://kamome-gp.com/hotel/08.php

4.基本 五稜郭 シングル ホテルマイステイズ函館五稜郭 函館市本町26-17 8,000 8,000 https://www.mystays.com/hotel-mystays-hakodate-goryokaku-hokkaido/

https://danshaku-club.com/
https://www.centurymarina.com/
https://www.hotespa.net/hotels/lahakodate/
https://www.hotespa.net/hotels/lahakodate/
https://www.centurymarina.com/
https://www.hakodate-kokusai.jp/
https://www.hotespa.net/hotels/lahakodate/
https://www.hotespa.net/hotels/lahakodate/
https://www.hotel-grantia.co.jp/hakodate-st/
https://www.hotespa.net/hotels/lahakodate/
https://www.marriott.co.jp/hotels/travel/hkdfp-four-points-hakodate/
https://www.mystays.com/hotel-mystays-hakodate-goryokaku-hokkaido/
https://www.hotespa.net/hotels/lahakodate/
https://www.tokyustay.co.jp/hotel/HAA/
https://kamome-gp.com/hotel/01.php
https://www.hotelwbf.com/grande-hakodate/
https://www.hotelwbf.com/grande-hakodate/
http://annex.e-tetora.com/
http://annex.e-tetora.com/
https://e-tetora.com/
https://e-tetora.com/
https://kamome-gp.com/hotel/10.php
http://plaza.e-tetora.com/
https://kamome-gp.com/hotel/08.php
https://www.hotel-grantia.co.jp/hakodate-st/
https://kamome-gp.com/hotel/01.php
https://kamome-gp.com/hotel/08.php
http://plaza.e-tetora.com/
https://www.hotel-grantia.co.jp/goryokaku/
http://annex.e-tetora.com/
https://e-tetora.com/
http://park.e-tetora.com/
https://www.rio-hotels.co.jp/hakodate/
https://www.hokke.co.jp/
http://plaza.e-tetora.com/
http://plaza.e-tetora.com/
https://www.hotel-grantia.co.jp/hakodate-st/
https://kamome-gp.com/hotel/08.php
https://www.mystays.com/hotel-mystays-hakodate-goryokaku-hokkaido/


4.基本 駅前 シングル 函館ホテル駅前 函館市若松町21-8 8,000 8,000 http://plaza.e-tetora.com/

4.基本 駅前 シングル ホテルハートイン 函館市東雲町13-7 8,000 8,000 https://kamome-gp.com/hotel/10.php

4.基本 駅前 シングル シーサイドかもめ 函館市宇賀浦町6-1 8,000 8,000 https://kamome-gp.com/hotel/01.php

4.基本 駅前 シングル JRイン函館 函館若松町12-14 8,000 8,000 https://www.jr-inn.jp/hakodate/

4.基本 五稜郭 シングル グランディア五稜郭 函館市本町11-10 8,000 8,000 https://www.hotel-grantia.co.jp/goryokaku/

4.基本 駅前 シングル 東横イン 朝市 函館市大手町22-7 8,000 8,000 https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00063/

4.基本 五稜郭 シングル ホテルBRS函館 タワー前 函館市五稜郭町35-3 8,000 8,000 https://www.hotelbrs.jp/

4.基本 駅前 シングル ホテル函館ロイヤル シーサイド 函館市大森町16-9 8,000 8,000 https://breezbay-group.com/hakodate-rh/

4.基本 五稜郭 シングル ＬＣ五稜郭ホテル 函館市本町29-26 8,000 8,000 https://lc-goryokaku-hotel.com/
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