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函館国際ホテルは、新棟となる本館に趣のそれぞれ異なる全 5タイプの客室と最上階に函館の景色

を一望できる一面ガラス張りの天然温泉展望大浴場「函館汐見の湯」を整備し、2018年 12月

20日(木)に新装オープンいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

本館客室は新棟の 198 室を加えた全 435 室で函館市内最大数、沖縄の琉球畳を使用した「プレミ

アムジャパニーズツイン」や、30.5 平米でゆとりある「プレミアムトリプル」は最大 3 名で利用

可能で、ほか幅 180cm のキングベッドを配置した「プレミアムキング」などお一人からご家族ま

で幅広いニーズに対応しております。 

 

13 階に新装整備した天然温泉展望大浴場の利用は宿泊者限定、源泉名「函館汐見の湯」函館市大手

町内に湧出した温泉です。泉質はナトリウム-塩化物強塩温泉(高張性中性高温泉)で男湯には露天風

呂があり、函館の景色を一望しながらゆっくりと旅の疲れを癒すことができます。ラウンジ(休憩所)

も用意しており、こちらも温泉内とは違った角度で函館の風景を見ながら湯冷ましにご利用いただ

けます。 

 

8 月、9 月に先行リニューアルオープンした中華と洋食が愉しめるレストラン「アゼリア」、函館近

郊の食材を使った日本料理「松前」、ホテルメイドのケーキが並ぶラウンジ「ル・アーヴル」に続

き、12/1（土）より西館最上階の 8階にスカイバンケット、鉄板焼き「ビュメール」、スカイラ

ウンジ「ル・モン・ガギュー」がオープン、より充実したメニューをご利用いただけます。 

 

 

函館国際ホテル 

函館の景色を一望できる天然温泉展望大浴場、 

市内最大数の客室数を整備し 12/20（木）本館新装オープン 

本館新棟 新棟本館 13F天然温泉展望大浴場 



「函館国際ホテル」 施設概要 

【所在地】 〒040-0064 北海道函館市大手町 5 番 10 号 

【アクセス】函館空港からシャトルバスで 25 分 

新函館北斗駅から電車で３０分 

JR 函館駅から徒歩 7 分 

【階数】東館 7 階/本館 13 階/西館 8 階 

【客室】総客室数 435 室(東館 130 室・新棟本館 198 室・西館 117 室) 

収容人数 1,030 名  

新装本館客室詳細 

■プレミアムキング 

【室    数】36 室 

【平  米  数】27 ㎡ 

【最大収容人数】3 名 

【ベッドサイズ】180cm 

 

 

 

■プレミアムツイン 

【室    数】69 室 

【平  米  数】27 ㎡～30.5 ㎡ 

【最大収容人数】2～3 名 

【ベッドサイズ】110cm または 120cm 

 

 

 

■プレミアムジャパニーズツイン 

【室    数】27 室 

【平  米  数】27 ㎡ 

【最大収容人数】3 名 

【ベッドサイズ】110cm 

 

 

 

■プレミアムトリプル 

【室    数】54 室 

【平  米  数】30.5 ㎡ 

【最大収容人数】3 名 

【ベッドサイズ】110cm 

 

 

■プレミアムコネクトツイン 

【室    数】12 室 

【平  米  数】27.5 ㎡/30.5 ㎡ 

【最大収容人数】2 名/3 名 

【ベッドサイズ】110cm/120cm 



 

東館：スタンダードクイーン、スタンダードツイン、スタンダードコネクトツイン、スーペリアファミリーツイン、 デラックスフ

ァミリーツイン、ジャパニーズファミリートリプル、アクセシブルツイン  

西館：スタンダードダブル、スーペリアツイン、デラックスコーナーツイン、 

    インペリアルスイート 

【館内施設】 

★12月 1日(土)オープン 

★鉄板焼き「ビュメール」(西館 8 階) 0138-23-8757(直通)  【営業時間】17:00～21:00(ラストオー

ダー60 分前) 

【席  数】カウンター10 席 

【内    容】 

西館最上階の個室ご利用では、シェフが目の前で食材を調理します。 

厳選した上質な北海道産の牛肉を用意しており、 

記念日などの特別な日にもご利用いただけるレストランです。 

 

★スカイラウンジ「ル・モン・ガギュー」(西館 8 階)  0138-23-8757 (直通) 

【営業時間】20:00～24：00(ラストオーダー30 分前) 

【チャージ】なし 

【席  数】40 席 

【内    容】 

西館最上階で夜景を眺められるスカイラウンジです。 

12/1 オープンに合わせて新規開発されたオリジナルカクテル、 

アルコールのほか、フードメニューもナッツ 

からナポリタンまで幅広く用意しています。 

テーブルチャージがなく、気軽にご利用いただけます。 

 

★★8月～9月先行リニューアル 

★★レストラン「アゼリア」(東館 1 階) 0138-23-8755(直通) 

【営業時間】6:30～10:00/11:30～15:00/17:00～21:00(ラストオーダー各 30 分前) 

【朝食料金】2,500 円(和洋ビュッフェ) 

【席  数】テーブル席 186 席/個室 2 部屋(各 10 名用) 

【内    容】 

朝食は北海道の食材を活かしたラインナップが並び 

サーモンやいくらなど好きなネタをのせて作る海鮮丼や 

シェフが目の前で作るジンギスカンやオムレツ、 

ホテルメイドの野菜のスイーツなどをお楽しみいただけます。 

ランチ、ディナータイムでは洋食と中華のメニューをご用意しています。 

 

★★日本料理「松前」(東館 2 階) 0138-23-8756(直通) 

【営業時間】11:30～15:00/17:00～21:00(ラストオーダー各 30 分前) 

【席  数】カウンター席 10 席/テーブル席 72 席/個室 3 部屋(各 8 名用) 

【内    容】 

函館の旬の魚介を食材に四季を彩る一品料理から御膳、 

会席料理を取り揃えております。 

 

 



★★ラウンジ「ル・アーヴル」(東館 1 階) 0138-23-8755(直通) 

【営業時間】10:00～20:30(ラストオーダー30 分前) 

【席  数】禁煙席 42 席/喫煙席 28 席 

【内    容】 

開放感のある落ち着いた完全分煙のティーラウンジ。 

ホテルのパティシエが作るケーキと焼き菓子は 

常時 15 種類用意しており、イートイン＆ 

テイクアウトでご利用いただいております。 

 

 

■ホテルショップ「モンモランシー」 

【営業時間】8:00～20:00 

【内    容】 

ホテルメイドの焼きたてパンを販売しています。 

函館名産品も取り揃えた人気のショップです。 

 

■宴会場 

 天平（着席で 550 名収容） 

 高砂（着席で 300 名収容） 

 アクアマリン（着席で 60 名収容） 

 サンゴ（着席で 15 名収容） 

パール（着席で 15 名収容） 

ルビー（着席で 15 名収容） 

スカイバンケット（着席で 50 名収容）※12 月オープン予定 

 

■その他 

 ウエディングチャペル、会議室、ブライダルサロン、写真室、コインランドリー、アートギャラリー 

 

★★★12/20（木）より新棟本館 13 階にオープン 

【温   泉】天然温泉展望大浴場 函館汐見の湯 

※泉温は 52.4 度 加熱・加水しています。 

【営業時間】15：00～25：00 / 6：00～10：00 

【泉    質】ナトリウム-塩化物強塩温泉(高張性中性高温泉) 

【療養泉の一般的適応症】(浴用) 

筋肉若しくは関節の慢性的な痛み又はこわばり(関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、神経痛、五十肩、打

撲、捻挫などの慢性期)、運動麻痺における筋肉のこわばり、胃腸機能の低下(胃がもたれる、腸にガスがたま

るなど)、軽症高血圧、耐糖能異常(糖尿病)、軽い高コレステロール血症、軽い喘息又は肺気腫、自律神経不安

定症、痔の痛み、ストレスによる諸症状(睡眠障害、うつ病など)、病後回復期、疲労回復、健康増進。 

【泉質別適応症】(浴用) 

きりきず、末梢循環障害、冷え性、うつ病、皮膚乾燥症。 

【泉質別適応症】(飲用) 

萎縮性胃炎、便秘 

 

本件に関する取材のお問い合わせ先 

函館国際ホテル 企画課 佐藤
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TEL．0138-23-8761（直通）FAX．0138-23-0239 


