
３月 ４月

素泊まり 6,600 円

２食付き 11,000～16,500 円

朝食付き 7,560 円

素泊まり　　　　　　設定なし

２食付き 9,350 円～

朝食付き 6,050 円～

素泊まり 7,000 円

２食付き 13,300 円

朝食付き 7,800 円

素泊まり 6,050 円

２食付き　　　　　　設定なし

朝食付き 6,930 円

素泊まり 5,170 円

２食付き 7,480 円

朝食付き 5,830 円

素泊まり 4,700 円

２食付き 6,350 円

朝食付き 5,250 円

素泊まり 4,400 円～

２食付き 6,600 円～

朝食付き 5,100 円～

素泊まり 4,950 円～

２食付き 7,150 円～

朝食付き 5,500 円～

素泊まり 4,950 円～

２食付き 7,150 円～

朝食付き 5,500 円～

素泊まり 4,200 円

２食付き　　　　　　設定なし

朝食付き 5,100 円

素泊まり　　　　　　設定なし

２食付き　　　　　　設定なし

朝食付き 7,200 円～

素泊まり 5,500 円

２食付き 7,100 円

朝食付き 6,500 円

素泊まり 5,500 円～

２食付き 7,920 円～

朝食付き 6,270 円～

素泊まり 5,700 円

２食付き 6,700 円

朝食付き 6,200 円

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３年２月27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・お一人様）
※税込価格

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

大船渡町丸森29-1 26-1717 26-1414 空室有り

要問合せ 要問合せ× 11 50
【P　R】お部屋から海が見えます。日帰り入浴が可能です。
【交通】BRT大船渡丸森駅より徒歩２分。

○ ○
Wi-Fi

○ ○
一部Wi-Fi

× 和室69 197
【P　R】「温泉総選挙2020絶景部門第２位！」
　　　　　大宴会場有（160人収容）
【交通】BRT大船渡丸森駅隣接。

要問合せ14 宿家　坂の上 大船渡町字宮ノ前46-5 22-7560 22-7561

空室有り

×

大船渡町字茶屋前7-8 26-3131 27-8077

× 210 261

【P　R】GW、夏まつり等の時期は料金変動あり。
　　　　 大浴場あり、全室WOWOW無料。
　　　　 朝食はバイキング(和洋折衷)
【交通】BRT大船渡駅より徒歩５分。

空室有り

12 ホテル福富 大船渡町字台50-15 27-3175 27-3166 ○ 56

空室有り

空室有り大船渡町字野々田154-9 27-3222 27-3228 ◯ ○
Wi-Fi

空室有り
※10日満室

空室有り

空室有り

空室有り

空室有り
（中旬以降は
要問合せ）

満室

○ ○
Wi-Fi

× 95 123
【P　R】老舗のプライドを大切にして高いホスピタリティーの
　　　　 提供をお約束します。
【交通】BRT大船渡駅より徒歩２分。

○ ○
Wi-Fi

○
Wi-Fi

○ 24

空室有り

空室有り× 24 32
【P　R】近隣にコンビニ、食事処あり。
【交通】BRT地ノ森駅より徒歩３分。

空室有り大船渡町字新田40-5 27-3507 27-2977
【P　R】トイレ共用、大浴場あり。
　　　　 各部屋に加湿器、電気ポット、冷蔵庫あり。
【交通】BRT地ノ森駅より徒歩２分。

× ○
Wi-Fi

× 17 35
【P　R】入浴24時間可能。
　　　　 洗濯機無料で使用できます。
【交通】三陸鉄道盛駅より車で３分。

× 40

3 大船渡プラザホテル

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

7 つつみ旅館 大船渡町字地ノ森26-18 26-3456 25-0080

只野旅館

× 10

【交通】BRT地ノ森駅より徒歩５分。

○
Wi-Fi

○

【P　R】食事に使う野菜は、自家栽培しています。
【交通】BRT下船渡駅より徒歩１分。

×

9 パンションシーガル 大船渡町字新田51-1 26-3489 26-3475 ×

75
【P　R】夕食お弁当600円（税込）で提供可。
　　　　 近隣にコンビニあり。
【交通】BRT大船渡駅より徒歩３分。

20

○
Wi-Fi

32
【P　R】ビジネスプラン（１泊２食付：7,200円（税込））
【交通】BRT地ノ森駅より徒歩３分。

20

11
ホテル

ルートイン大船渡

○
Wi-Fi

5 昭栄館 大船渡町字新田46-17 25-1030 25-1031 × 若干空有り

8 鳥井旅館 大船渡町字新田51-5 22-8585 22-8586 × ○
Wi-Fi

× 20

○
Wi-Fi

× 25 58 【交通】BRT地ノ森駅より徒歩５分。 若干空有り

6

空室有り

要問合せ

13 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 【交通】BRT地ノ森駅より徒歩５分。 要問合せ

要問合せ

空室有り

空室有り空室有り

10 B＆B光潮荘 大船渡町鷹頭126-1 27-6841 なし × 要問合せ7 12

【P　R】長期滞在可能。宿泊費は相談に応じます。
　　　　  市内や駅までお送りします。(要相談）
【交通】BRT大船渡丸森駅より徒歩５分。
　　　　  大船渡碁石海岸インター近隣。

要問合せ



３月 ４月

素泊まり 円

２食付き 円

朝食付き 円

素泊まり 4,500 円

２食付き 6,700 円

朝食付き 5,000 円

素泊まり 11,550 円

２食付き 14,300 円

朝食付き 12,100 円

素泊まり 円

２食付き 円

朝食付き 円

素泊まり 4,500 円

２食付き　　　　　　設定なし

朝食付き 5,000 円

素泊まり 6,050 円～

２食付き 8,250 円～

朝食付き 6,820 円～

素泊まり 4,400 円

２食付き 7,150 円

朝食付き 5,720 円

素泊まり　　　　　　設定なし

２食付き 8,800 円～

朝食付き 7,370 円～

素泊まり 4,000 円

２食付き 6,000 円

朝食抜き 5,500 円

素泊まり 4,400 円

２食付き 7,150 円

朝食付き 4,950 円

素泊まり 3,500 円～

２食付き 5,200 円～

朝食付き 4,500 円～

素泊まり 5,000 円～

２食付き 8,000 円～

朝食付き 6,500 円～

素泊まり 4,400 円

２食付き 7,700 円

朝食付き 5,500 円

素泊まり　　　　　　設定なし

２食付き 6,500 円

朝食付き 4,500 円

15
旅館とりい荘

(休業中)
大船渡町字赤沢88-1 27-4180 27-4882 × ○

Wi-Fi
× 21 50

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３年２月27日現在　　

備　　　考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・お一人様）
※税込価格

10
【P　R】お部屋から海が見えます。
　　　　 長期滞在歓迎。
【交通】BRT下船渡駅から徒歩８分。

要問合せ

空室情報

16
旅館　和河菜

(3月末まで休業)
大船渡町字下船渡27-17 27-1661 27-1661 ○ × × 4

バリアフリー

【P　R】希望者は夕食（1,200～3,000円）が選べます。
【交通】三陸鉄道・BRT盛駅より徒歩15分。

要問合せ 要問合せ

20
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 空室有り34 60

【P　R】全室ユニットバス付き。
　　　　 レンタサイクルあり（半日無料、1日500円）
　　　　 三陸のやさしいおもてなしを提供します。
【交通】大船渡北ICより車で３分。

19 刈谷ハイツC 盛町字下舘下8-8 47-3505 47-3505
一部
○

○
Wi-Fi

×

○ ○
Wi-Fi

×

22

17
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 満室 空室有り13 34

※料金は海側のお部屋の料金です。
【P　R】BRT碁石海岸口まで送迎あり（要予約）
　　　　　碁石海岸が目の前に広がります。
　　　　　土・日、祝前日：2,200円アップ。
【交通】ＢＲＴ碁石海岸口より車で５分。

碁石温泉
民宿　海楽荘

(休業中)
末崎町字大浜39 29-3165 29-4011 × ○ ×

× ○
Wi-Fi

×

空室有り15
【P　R】素泊まり客歓迎。
【交通】三陸鉄道三陸駅より車で10分。

空室有り

空室有り

三陸町越喜来字小出59-1 44-3711 44-3713
一部
○

○
一部Wi-Fi

要問合せ 要問合せ

空室有り

一部
○

5

○ 8 40
【P　R】14時以降チェックイン可。全室禁煙。
【交通】三陸鉄道三陸駅より車で３分。

44-2432 44-2432

×

×

要問合せ27

26 民宿　とまり荘 三陸町越喜来字小泊133-1 44-3322 44-3456 ×

遊・YOU・亭夏虫
（1/16～3/15休業）

【P　R】バリアフリー：コテージ１棟のみ、全室禁煙（喫煙所有り）
　　　　  ○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、キャッシュレス決済有り
【交通】三陸鉄道三陸駅より車で10分。

要問合せ
本館12

ｺﾃｰｼﾞ28

42-2650 42-3212

三陸町越喜来字井戸洞1-1

21 民宿　岡田荘 47-3161

25

23

24

○
Wi-Fi

【P　R】ビジネスプランとスタンダードプランは料理が変わります。
           特別室あり。水平線が一望できるロビーは、月に一度
           ジャズサウンドが流れるジャズ喫茶として楽しめます。
【交通】三陸鉄道綾里駅より車で５分。

要問合せ 要問合せ× 27

要問合せ

民宿　刈谷ハイツ 三陸町越喜来字仲崎浜181-3 44-2855 44-2855 × ○ ×
和室10
洋室8

75

【P　R】和室（バストイレ共用）、洋室（バストイレ付）
　　　　  料金：洋室は、和室プラス500円（税込）
　　　　  古民家風のお部屋でくつろげます。喫煙可。
【交通】三陸鉄道三陸駅より車で10分。

一部
○

○
Wi-Fi

やすらぎの宿　廣洋館 三陸町綾里字白浜95

民宿　嘉宝荘

三陸町綾里字白浜87-2 42-2026

×

10 40

4 8

ネット ペット 部屋数 収容人数

○
Wi-Fi

× 5 15

15

【P　R】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
　 　　　夕食のみ7,500円～（税込）、キャッシュレス決済可
【交通】三陸鉄道三陸駅より車で３分。

×
本館5
ｺﾃｰｼﾞ7

空室有り 空室有り

28 民宿　川古荘 三陸町吉浜字扇洞50-10 45-2316 45-2314 × 10
【P　R】目の前は、三陸鉄道の列車が走り、列車と
　　　　 海の絶景ポイントとなっています
【交通】三陸鉄道吉浜駅より車で５分。

要問合せ

18

要問合せ

要問合せ
【P　R】海の音を聞きながら、のんびりと過ごせる
　　　　 アットホームなお宿。
【交通】三陸鉄道綾里駅より車で５分。

○
Wi-Fi

×

民宿　大平荘 三陸町越喜来字大平25-2 44-2752 47-5103 ×

30

× ○ 7

7



３月 ４月

素泊まり 1,520 円

２食付き 3,060 円

朝食付き 2,090 円

コテージ 宿泊　　　12,000 円～ 5

8人用　　11,000 円～

6人用　　10,000 円～

6人用(新棟)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～

要問合せ48 48
【交通】大船渡ＩＣより車で８分。
　　　　 三陸鉄道・ＢＲＴ盛駅より車で５分。

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

一部
○

× ×

× ○ ×

料金（一泊・お一人様）
※税込価格

一部
○

要問合せ29
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

1日 5,500 円～

フリーサイト

30
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

バンガロー32
フレアイランド尾崎岬

（アウトドア施設）

(2月7日まで休業)
赤崎町字鳥沢188-7 27-4478 27-4478

31
三陸アクティブ

（甫嶺復興交流推進センター）

（簡易宿泊施設）
三陸町越喜来字甫嶺134-2 47-3756

一部
○

一部
◯

×33
碁石海岸キャンプ場

（アウトドア施設）

(今年度の営業終了)
末崎町字大浜 29-2359 22-8891

オートサイト

空室有り×
補助犬
のみ
○

10 52

※旅館ではございません。
【P　R】３連泊まで可。門限22時チェックインは21時まで。
　　　　 バス・トイレは共用。宿泊室での飲食禁止。
　　　　 10～３月は料金に300円加算。
【交通】大船渡ＩＣより車で５分。

空室有り

HP（http://goishi.info/）から、情報が見られます。
【P　R】リニューアルから６年。
【交通】大船渡碁石海岸ＩＣより車で13分。
※今年度の営業は10月末までです。たくさんのご利用
　 ありがとうござ いました。

68

【P　R】海が見えるアウトドア施設です。
　　　　  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
【交通】JR盛駅より車で20分。

要問合せ
※27日残り

わずか
要問合せ

20

16

7

× 4 72

【Ｐ　Ｒ】旧甫嶺小学校を活用し、新たに改修整備した施設。
　　　　　宿泊だけでなく、地域活動など団体利用に活用できます。
　　　　　シャワー利用料：10分 300円
　　　　　BMX利用料：2,000円
【交通】三陸鉄道甫嶺駅より徒歩５分。

要問合せ 要問合せ

住　　所 電話番号
（市外局番0192）

FAX番号
（市外局番0192）

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３年２月27日現在　　

47-3756 素泊まり 2,500 円 × ○
Wi-Fi

No. 名　　称


