
6月 7月

素泊まり 6,000 円（税別）

２食付き 10,000～15,000 円（税別）

朝食付き 7,560 円（税別）

素泊まり

２食付き 8,500～ 円（税別）

朝食付き 6,000～ 円（税別）

素泊まり 5,500 円（税込）

２食付き 6,500 円（税込）

朝食付き

素泊まり

２食付き

朝食付き 7,600～ 円（税込）

素泊まり 6,900 円（税込）

２食付き 13,000 円（税込）

朝食付き 7,600 円（税込）

素泊まり 5,500 円（税込）

２食付き 7,100 円（税込）

朝食付き 6,500 円（税込）

素泊まり 5,500 円（税込）

２食付き

朝食付き 6,300 円（税込）

素泊まり 4,300 円（税込）

２食付き 6,500 円（税込）

朝食付き 5,000 円（税込）

素泊まり 4,700 円（税込）

２食付き 6,200 円（税込）

朝食付き 5,200 円（税込）

素泊まり 4,500 円（税別）

２食付き 6,000 円（税別）

朝食付き 5,000 円（税別）

素泊まり 4,700 円（税別）

２食付き 6,800 円（税別）

朝食付き 5,300 円（税別）

素泊まり 4,860円～ （税込）

２食付き 7,020円～ （税込）

朝食付き 5,400円～ （税込）

素泊まり 4,860円～ （税込）

２食付き 7,020円～ （税込）

朝食付き 5,400円～ （税込）

素泊まり 5,400 円（税込）

２食付き 7,776 円（税込）

朝食付き 6,156 円（税込）

大船渡市「営業中」宿泊施設一覧【※宿泊料金等の情報は必ず予約前に宿泊先に確認してください。】

令和元年6月2日（日）　現在　　　　　

No. 名称 住所 電話番号
（市外局番0192）

FAX番号
（市外局番0192）

料金
（一泊・おひとりさま）

バリアフリー ネット ペット 部屋数 収容人数 備考
空室情報

1
オーシャンビュー

ホテル丸森
大船渡町字丸森53-1 27-1531 27-1532

2 大船渡温泉 大船渡町丸森29-1 26-1717 26-1414

　　　　　　設定なし

○ ○
Wi-Fi

○
部屋により

○
Wi-Fi

×

× 和室69 215

素泊まりはネット予約のみ
長期（一週間以上）500円引き
日帰り入浴430円（税込）
※日帰り入浴：平日・日曜日11：00～20：00
　　　　　　　　　　土・祝前日11：00～15：00

空室有り 空室有り

要問合せ 要問合せ× 11 50

GW、花火などの時期は料金の変動あり
※料金に関して問合せ必須

要問合せ
※3、4、15
22日満室

要問合せ
※26、27日
残りわずか

要問合せ

　　　　　　設定なし

4
ホテル

ルートイン大船渡
大船渡町字野々田8-11

27-3222
（050-5847-7307）

コールセンター

27-3228

　　　　　　設定なし

○ ○
Wi-Fi

○
Wi-Fi

× 10 20
2名様1室2食付き6,000円（税込）
団体は30名まで受入可能

満室3 宿家　坂の上 大船渡町字宮ノ前46-5 22-7560 22-7561

　　　　　　設定なし

5 大船渡プラザホテル 大船渡町字茶屋前7-8 26-3131 27-8077

× 210 261

空室有り
※15、18日

満室

空室有り
※12～14日

満室

6 ホテル福富 大船渡町字台25-31 27-3175 27-3166 ○ ○
Wi-Fi

○

○ ○
Wi-Fi

× 95 123 BRT大船渡駅隣接

56 75 夕食お弁当600円（税込）で提供 満室 空室有り

7 シティホテル山口 大船渡町字新田42-13 27-5110 27-1530

8 つつみ旅館 大船渡町字地ノ森26-18 26-3456 25-0080 要問合せ

要問合せ 要問合せ夕食の提供なし × 24 32
バストイレ無(共有)
　　素泊まり：5,000円
　　朝食付き：5,800円

要問合せ○
Wi-Fi

○ 24 40 トイレ共用、大浴場あり 要問合せ

× ○
Wi-Fi

○ Wi-Fi

× 15 35
2食付
　相部屋→500円引き
シングル→7000円（税込）

要問合せ

9 只野旅館 大船渡町字新田40-5 27-3507 27-2977 ×

50 要問合せ10 旅館とりい荘 大船渡町字赤沢88-1 27-4180 27-4882 × ○
Wi-Fi

× 21 要問合せ

11 昭栄館 大船渡町字新田46-17 25-1030 25-1031 × 要問合せ○
Wi-Fi

× 25 58 トイレ共用、大浴場あり 要問合せ

要問合せ

14 旅館　菊水館 大船渡町字新田44-8 27-5566 27-2120 ○ ○
Wi-Fi

× 16

○
Wi-Fi

× 40 80 満室13 パンションシーガル 大船渡町字新田51-1

空室有り

26-3489 26-3475 ×

32 電話予約のみ 要問合せ

12 鳥井旅館 大船渡町字新田51-5 22-8585 22-8586 × ○ × 20 40 満室 要問合せ





6月 7月

素泊まり 4,200 円（税込）

２食付き 6,300 円（税込）

朝食付き 4,800 円（税込）

素泊まり 4,860 円（税込）

２食付き

朝食付き 5,400 円（税込）

素泊まり 4,500 円（税込）

朝食付き 5,000 円（税込）

素泊まり 5,500 円（税別）

２食付き 7,500 円（税別）

朝食付き 6,200 円（税別）

素泊まり 4,000 円（税別）

２食付き 6,500 円（税別）

朝食付き 5,000 円（税別）

素泊まり 8,640 円（税込）

２食付き 10,800 円（税込）

朝食付き 9,180 円（税込）

素泊まり 4,000 円（税別）

２食付き 6,500 円（税別）

朝食付き 5,000 円（税別）

素泊まり

２食付き 7,780円～ （税込）

朝食付き 7,240円～ （税込）

素泊まり 4,320 円（税込）

２食付き 7,560 円（税込）

朝食付き 5,400 円（税込）

素泊まり 4,000 円（税別）

２食付き 6,500 円（税別）

朝食付き 4,500 円（税別）

素泊まり 5,000 円（税込）

２食付き 7,500 円（税込）

朝食付き 6,000 円（税込）

素泊まり 5,500 円（税込）

２食付き 8,500 円（税込）

朝食付き 6,500 円（税込）

素泊まり 4,000 円（税込）

２食付き 5,800 円（税込）

朝食付き 5,300 円（税込）

素泊まり 4,000 円（税別）

２食付き 5,200 円（税別）

朝食付き 4,500 円（税別）

27 75

ビジネスプランとスタンダードプランは
お料理内容が違います。特別室もあり。
部屋のタイプや料理の内容によって料金が変わ
ります

要問合せ22
やすらぎの宿

廣洋館
三陸町綾里字白浜95 42-2650 42-3212

引き受けなし
一部
○

○
Wi-Fi

×

ネット ペット 部屋数 収容人数 備考
空室情報

大船渡市「営業中」宿泊施設一覧【※宿泊料金等の情報は必ず予約前に宿泊先に確認してください。】

令和元年6月2日（日）　現在　　　　　

No. 名称 住所 電話番号
（市外局番0192）

FAX番号
（市外局番0192）

料金
（一泊・おひとりさま）

バリアフリー

15 旅館　和河菜 大船渡町字下船渡27-17 27-1661 27-1661 ○ 要問合せ× × 7 13 要問合せ

Wi-Fi ×16 B＆B光潮荘 大船渡町鷹頭126-1 27-6841 なし × 空室有り夕食の提供なし 9 15

宿泊費は相談に応じます。
土曜日は素泊まりのみ
夏季・冬季は別途空調使用料がかかりま
す

要問合せ

要問合せ

18
大船渡

インターホテル椿
立根町字萱中20-9 26-4141 26-4143 要問合せ 要問合せ34 60

全室ユニットバス付き
バイク、自転車用駐車スペース有
レンタサイクルあり

17 刈谷ハイツC 盛町字下舘下8-8 47-3505 47-3505 ○ ○
Wi-Fi

要問合せ
空室有り

※27日満室
13 34

土・日、祝前日：2,160円アップ
４月28日～５月５日：5,400円アップ

要問合せ

× ○
Wi-Fi

×

10 40
日帰り温泉については、お問合せの上ご
来館ください。

要問合せ

×

○ ×

○ ○
Wi-Fi

×

4 8
希望者は夕食（1,200～3,000円）が選べま
す

19
碁石温泉

民宿　海楽荘
末崎町字大浜39 29-3165 29-4011 ×

4 10

20
海鮮の宿

ごいし荘別邸
海さんぽ

末崎町字大豆沢46-1 29-3170 29-2951

バリアフリー：コテージ１棟のみ
○夏虫のお湯っこ入浴料
　大人400円、小人（小学生以下）200円
　幼児（３歳以上）100円

要問合せ

× × ○

25 民宿　とまり荘
三陸町越喜来
字小泊133-1

44-3322 44-3456 ×
LANケーブルの貸出あり
全室禁煙。喫煙所あり。共用部にレンジあり。
全室冷蔵庫完備。ランドリールーム無料

空室有り○
Wi-Fi

×

民宿　あづま荘
三陸町越喜来
字仲崎浜3-2

44-2228

6 20 空室有り

要問合せ

24 民宿　嘉宝荘
三陸町越喜来
字井戸洞1-1

44-2432 44-2432 空室有り 空室有り8 40

23
遊・YOU・亭

夏虫
三陸町越喜来
字小出59-1

44-3711 44-3713
一部
○

× ×
本館5
ｺﾃｰｼﾞ7

本館12
ｺﾃｰｼﾞ28

民宿　大平荘
三陸町越喜来
字大平25-2

44-2752 47-5103 ×

空室有り6 27○ × ○47-3484 空室有り26

× ○ ×

7 15 空室有り

28 民宿　刈谷ハイツ
三陸町越喜来
字仲崎浜181-3

44-2855 44-2855 要問合せ
和室10
洋室8

30
和室（バストイレ共用）1人4,000円
洋室（バストイレ付）1人5,100円

× × 空室有り

要問合せ

27

要問合せ

要問合せ 要問合せ21 民宿　吉十郎屋 末崎町字中森45 29-3385 29-4383 × ○
Wi-Fi

×



6月 7月

素泊まり

２食付き 6,500 円（税込）

朝食付き 4,500 円（税込）

素泊まり 4,320 円（税込）

２食付き 7,020 円（税込）

朝食付き 5,600 円（税込）

ｺﾃｰｼﾞ 宿泊　　　12,000 円～ 5

8人用　　11,000 円～

6人用　　10,000 円～

休憩　 　　3,000 円～

キャンプ　 500 円～

日帰り　　　2,500 円

宿　泊　　　4,500 円

日帰り　　　1,500 円

宿　泊　　　2,000 円

素泊まり 1,450 円（税込）

２食付き 2,950 円（税込）

朝食付き 2,000 円（税込）

令和元年6月2日（日）　現在　　　　　

No. 名称 住所 電話番号
（市外局番0192）

FAX番号
（市外局番0192）

要問合せ29 民宿　川古荘 三陸町吉浜字扇洞50-10 45-2316 45-2314

5

備考
空室情報

部屋数 収容人数料金
（一泊・おひとりさま）

バリアフリー ネット ペット

大船渡市「営業中」宿泊施設一覧【※宿泊料金等の情報は必ず予約前に宿泊先に確認してください。】

要問合せ× Wi-Fi

引き受けなし

× 7 15

31

30 民宿　岡田荘 三陸町綾里字白浜87-2 42-2026 47-3161 × ○
Wi-Fi

×

アイルーム大船渡
（マンスリーマンション）

赤崎町諏訪前41-2
0120

773-040
予約センター

32
フレアイランド尾崎岬

（アウトドア施設）
赤崎町字鳥沢188-7 27-4478 27-4478

一部
○

× × 68

調理用具、調理場あり
食糧持ち込み可
チェックイン　　16：00～
チェックアウト　～10：00

要問合せ 要問合せ

要問合せ

フリーサイト 20

16

１か月 ～155,000 円 ×

バンガロー 7
6人用(新棟)10,000円～

要問合せ○ × 48 48
水道光熱費、ネット使用料、退去時清掃料込
駐車場料金　1か月　4,000（税込）
敷金・礼金・保険料なし

要問合せ

満室15

34
岩手県立

福祉の里センター
（研修施設）

立根町字田ノ上30-20 27-0294 27-4386
一部
○

一部
○

一部
◯

×33
碁石海岸キャンプ場

（アウトドア施設）
末崎町字大浜 29-2359 29-3079

オートサイト

空室有り
※13,14、22

26、27日満室
×

補助犬
のみ
○

10 52

旅館ではございません。3連泊まで可。門限22
時。
洗面用具等はご持参ください。
バス・トイレなし（共用）。宿泊室での飲食禁止。
冬期間は料金に300円加算。

空室有り
※１日満室

空室有り
料金については、キャンプ場管理費含む。
※７月下旬～10月末まで営業。


	4月～5月

