気仙沼市内の宿泊施設情報（詳細版）
（2018 年 7 月時点での情報）
①気仙沼パークホテル
気仙沼中央公民館まで 400m、車で約 2 分、徒歩約 6 分
住所：〒988-0037 宮城県気仙沼市魚市場前 6-23
TEL：0226-24-3489
FAX：0226-24-3488
http://www.onoman.co.jp
交通アクセス
仙台から
電車／ 東北新幹線一関駅下車、JR 大船渡線 気仙沼駅よりタクシーで 10 分
車／ 東北自動車道～一関 IC～R284 から R45 南下、市道魚市場田中線を魚市場方面へ
駐車場有 無料 先着順
チェックイン 15:00 （最終チェックイン：24:00）
チェックアウト 10:00
総部屋数 62 室
【禁 煙】ツインルーム★27.44 平米 現金特価 バス・トイレ付
食事 朝食なし 夕食なし
人数 2 人
このプランは 1 泊から 10 泊まで予約可能。 1 室利用時 10,186 円/室 (消費税込 11,000 円/室)
【禁 煙】ツインルーム★27.44 平米 現金特価 バス・トイレ付
食事 朝食あり 夕食なし
人数 2 人
このプランは 1 泊から 10 泊まで予約可能。 1 室利用時 11,667 円/室 (消費税込 12,600 円/室)
【禁 煙】シングルルーム★13.72 平米 現金特価 バス・トイレ付
食事 朝食あり 夕食なし
人数 1 人
このプランは 1 泊から 2 泊まで予約可能。 1 室利用時 5,556 円/室 (消費税込 6,000 円/室)
【禁 煙】シングルルーム★13.72 平米 現金特価 バス・トイレ付
食事 朝食あり 夕食なし
人数 1 人
このプランは 1 泊から 10 泊まで予約可能。 1 室利用時 6,297 円/室 (消費税込 6,800 円/室)
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②気仙沼

ホテル

一景閣

気仙沼中央公民館まで 450m、車で約 2 分、徒歩約 7 分
住所：〒988-0036 宮城県気仙沼市弁天町 1-4-7
TEL：0226-22-0602
FAX：0226-22-0702
http://ikkeikaku.co.jp/
交通アクセス
気仙沼駅よりタクシーで 10 分
駐車場有 60 台 無料 先着順(4t クラスも可）平地の砂利の駐車場でございます。
チェックイン 15:00 （最終チェックイン：23:00）
チェックアウト 10:00
総部屋数 41 室
【禁煙】くつろぎの和室 （12 畳）

和室 バス・トイレ付

食事 朝食あり 夕食なし
4 名利用時 7,200~8,200 円/人 (消費税込 7,776~8,856 円/人)
5 名以上 7,200~8,200 円/人 (消費税込 7,776~8,856 円/人)
【喫煙】くつろぎの和室 （12 畳）

和室 バス・トイレ付

食事 朝食あり 夕食なし
4 名利用時 7,200~8,200 円/人 (消費税込 7,776~8,856 円/人)
5 名以上 7,200~8,200 円/人 (消費税込 7,776~8,856 円/人)
③サンマリン気仙沼ホテル観洋
気仙沼中央公民館まで 450m、車で約 3 分、徒歩約 7 分
住所：〒988-0021 宮城県気仙沼市港町 4-19
TEL：0226-24-1200
FAX：0226-22-6665
https://www.yukoyuko.net/
交通アクセス
JR 気仙沼駅よりタクシーで 10 分
三陸道歌津インターより国道 5 号線北上約 40 分
駐車場有り 100 台 無料 ※一部屋根付き駐車場あり・バイクも大歓迎
チェックイン 15:00 （最終チェックイン：24:00）
チェックアウト 10:00
総部屋数 67 室
日帰り入浴
2

AM11:00～PM20:00（受付終了は、19:00 となります）
入浴代（大人）800 円 中学生以上 （小人）350 円 小学生 （小学生以下） 無料
フェイスタオル 200 円 販売
バスタオル 300 円 貸出
【港側和室】 （11.5 畳〜14 畳）14 畳/バス・トイレ付
食事 朝食あり 夕食あり
2 名利用時 11,000~13,000 円/人 (消費税込 11,880~14,040 円/人)
3 名利用時 10,500~12,500 円/人 (消費税込 11,340~13,500 円/人)
4 名利用時 10,000~12,000 円/人 (消費税込 10,800~12,960 円/人)
5 名以上 9,500~11,500 円/人 (消費税込 10,260~12,420 円/人)
【港側 和洋室】 10 畳＋16 平米ツインルーム 和洋室 36 平米/バス・トイレ付
食事 朝食あり 夕食あり
2 名利用時 13,000~15,000 円/人 (消費税込 14,040~16,200 円/人)
3 名利用時 12,500~14,500 円/人 (消費税込 13,500~15,660 円/人)
4 名利用時 12,000~14,000 円/人 (消費税込 12,960~15,120 円/人)
④気仙沼プラザホテル
気仙沼中央公民館まで 850m、車で約 4 分、徒歩約 11 分
住所：〒988-0014 宮城県気仙沼市柏崎１丁目１
TEL：0226-23-1313
FAX：0226-22-3398
https://www.pkanyo.jp/
交通アクセス
JR 大船渡線 気仙沼駅より車で約 10 分＜2 名様より送迎サービス可（要予約）＞
三陸道『歌津 IC』から車で約 40 分。
駐車場 有り 100 台 無料 予約不要
チェックイン

15:00 （最終チェックイン：22:00）

チェックアウト 10:00
日帰り入浴
・昼の部 12：00～15：00 受付（入浴時間 16：00 まで）
・夜の部 19：00～21：00 受付（入浴時間 22：00 まで）
・料金 大人 800 円（子供 400 円）
・フェイスタオル 200 円(販売)
・バスタオル

300 円(貸出)

総部屋数 65 室
食事 朝食あり 夕食なし
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和室・ツイン・ダブル バス・トイレ付
1 名利用時 6,300~8,100 円/人 (消費税込 6,804~8,748 円/人)
2 名利用時 5,600~7,200 円/人 (消費税込 6,048~7,776 円/人)
3 名利用時 5,600~7,200 円/人 (消費税込 6,048~7,776 円/人)
4 名利用時 5,600~7,200 円/人 (消費税込 6,048~7,776 円/人)
5 名以上 5,600~7,200 円/人 (消費税込 6,048~7,776 円/人)
6 名以上 11,500~13,500 円/人 (消費税込 12,420~14,580 円/人)
⑤網元の宿

和風ホテル磯村

気仙沼中央公民館まで 1km、車で約 5 分、徒歩約 15 分
住所〒988-0026 宮城県気仙沼市幸町 4-1-31
TEL：0226-24-1133
FAX：0226-24-1149
E-mail：info@hotel-isomura.com
www.hotel-isomura.com/
交通アクセス
≪東北自動車道≫一関ＩＣより国道 284 線気仙沼方面へ約 70 分
仙台：
車以外／JR 一ノ関→大船渡線（75 分）→気仙沼駅→車/タクシーで 10 分
車／≪東北自動車道≫仙台宮城 IC → 一関ＩＣ～≪東北自動車道≫一関 IC～≪東北自動車道≫一関
ＩＣより国道 284 線気仙沼方面へ約 70 分
東京：
車以外／東北新幹線≫一ノ関→大船渡線≫→気仙沼→車/タクシーで 10 分
車／≪東北自動車道≫川口JCT → 一関ＩＣ～≪東北自動車道≫一関IC～≪東北自動車道≫一関ＩＣ
より国道 284 線気仙沼方面へ約 70 分
気仙沼駅より車にて約 10 分
駐車場有り 無料
チェックイン 15:00
チェックアウト 10:00
総部屋数 25 室
大浴場あり
[スタンダード] 和室 8 畳/バス・トイレ付
表通り沿いの当館スタンダード和室
食事 朝食あり 夕食あり
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2 名利用時 10,800~12,000 円/人 (消費税込 11,664~12,960 円/人)
3 名利用時 10,400~11,600 円/人 (消費税込 11,232~12,528 円/人)
4 名利用時 10,000~11,200 円/人 (消費税込 10,800~12,096 円/人)
[デラックス] 和室 12 畳 ※バスなしトイレ付
表通り沿いの広々12 畳和室
食事 朝食あり 夕食あり
2 名利用時 11,200~12,400 円/人 (消費税込 12,096~13,392 円/人)
3 名利用時 10,800~12,000 円/人 (消費税込 11,664~12,960 円/人)
4 名利用時 10,400~11,600 円/人 (消費税込 11,232~12,528 円/人)
5 名以上 10,000~11,200 円/人 (消費税込 10,800~12,096 円/人)
[コンフォート] 洋室シングル 〜シモンズ(ダブルサイズ)〜 シングル シャワー・トイレ付
食事 朝食あり 夕食あり
1 名利用時 10,800~12,000 円/人 (消費税込 11,664~12,960 円/人)
[スタイリッシュ] 洋室ツイン 〜シモンズ(セミダブル)〜 ツイン バス・トイレ付
食事 朝食あり 夕食あり
2 名利用時 10,800~12,000 円/人 (消費税込 11,664~12,960 円/人)
3 名利用時 10,400~11,600 円/人 (消費税込 11,232~12,528 円/人)
⑥ニューライズ気仙沼店
気仙沼中央公民館まで 1.3km、車で約 3 分、徒歩約 18 分
住所：〒988-0043 宮城県気仙沼市南郷 7-20
TEL：0226-25-9650
FAX：0226-25-9651
E-mail：new-rise@ra3.so-net.ne.jp
http://kesennuma.new-rise.jp/
交通アクセス
JR 気仙沼駅より車にて約 5 分(旧気仙沼警察署の裏側）
駐車場有り 25 台 無料 要予約
チェックイン 14:00 （最終チェックイン：18:00）
チェックアウト 10:00
総部屋数 12 室
６人ルーム（６名様まで） ファイブ以上 バス・トイレ無
グループ歓迎！6 名様まで宿泊可能 御一人様 1700 円
食事 朝食なし 夕食なし
1 室利用時 15,000 円/室 (消費税込 16,200 円/室)
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シングルルーム

ファイブ以上 バス・トイレ無

おひとり様用のお部屋（朝食・夕食は別途料金）
1 名利用時 3,241 円/人 (消費税込 3,500 円/人)
２人ルーム（２名様まで） ファイブ以上 バス・トイレ無
二段ベットのご利用で 2 名様までご宿泊可能です。お 1 人様 2250 円です。
食事 朝食なし 夕食なし
⑦気仙沼セントラルホテル松軒
気仙沼中央公民館まで 1.7km、車で約 5 分、徒歩約 25 分
住所：〒988-0044 宮城県気仙沼市神山 6-8
TEL：0226-22-3103
FAX：0226-22-3104
http://hotel-matuken.jp/
E-mail：info@hotel-matuken.jp
交通アクセス
ＪＲ気仙沼駅より車で 5 分、一関インターより国道 284 号線経由で気仙沼へ
三陸道歌津インターより約国道 45 号線経由で約 40 分
駐車場有り 約 40 台 無料

（バス・トラックなど大型車の場合は事前にお問い合わせください。
）

チェックイン：15:00（最終チェックイン：24:00)
チェックアウト：10:00
5,556 円/人 (消費税込 6,000 円/人)
客室数 46 部屋
シングルルーム（禁煙と喫煙可あり） シングル 13 平米/バス・トイレ付
食事 朝食あり 夕食なし
このプランは 1 泊限定で予約可能となります。 1 名利用時 6,575 円/人 (消費税込 7,100 円/人)
ツインルーム（禁煙と喫煙可あり） ツイン 20 平米/バス・トイレ付
食事 朝食あり 夕食なし
このプランは 1 泊限定で予約可能となります。 1 名利用時 8,241 円/人 (消費税込 8,900 円/人)
2 名利用時 5,556 円/人 (消費税込 6,000 円/人)
⑧アコモイン気仙沼
気仙沼中央公民館まで 2.3km、車で約 8 分、徒歩約 30 分
住所：〒988-0829 宮城県気仙沼市新田 2-1
TEL：0226-21-2565
FAX：0226-21-2566
http://accommo-inn.com/
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交通アクセス
JR 気仙沼駅より車で約 3 分、徒歩にて約 12 分。
車でお越しのお客様
東北道「一関インター」から 60 分
三陸道『歌津 IC』から車で約 40 分。
駐車場

：140 台分無料。バイク用の駐輪場も無料

チェックイン 15:00 （最終チェックイン：24:00）
チェックアウト 10:00
総部屋数 225 室
朝食・夕食は、ホテルにお越しになられてからでもお申込みいただけます。
朝食：800 円／食
夕食：900 円／食
スタンダードシングルルーム【禁煙室、喫煙室】 シングル 11.5 平米/バス・トイレ付
食事 朝食あり 夕食なし
人数 1 人 子供料金設定有り
このプランは 1 泊から 3 泊まで予約可能、1 名利用時 5,559~6,225 円/人 (消費税込 6,003~6,723 円/人)
スタンダードシングルルーム【禁煙室、喫煙室】 シングル 11.5 平米/バス・トイレ付
食事 朝食あり 夕食なし
1 名利用時 6,121~6,769 円/人 (消費税込 6,610~7,310 円/人)
スタンダードシングルルーム【禁煙室、喫煙室】 シングル 11.5 平米/バス・トイレ付
食事 朝食なし 夕食なし
人数 1 人 子供料金設定有り
このプランは 1 泊から 3 泊まで予約可能、1 名利用時 3,936~4,482 円/人 (消費税込 4,250~4,840 円/人)
このほかにも多数のプランあり
⑨ホテルパールシティ気仙沼
気仙沼中央公民館まで 3km、車で約 8 分、徒歩約 30 分
住所：〒988-0077 宮城県気仙沼市古町 3-2-42
TEL：0226-24-2511
FAX：0226-24-2517
https://www.pearlcity.jp/kesennuma/
交通アクセス
ＪＲ大船渡線「気仙沼駅」正面徒歩１分
電車：東北新幹線/JR 東北本線・一関駅から JR 大船渡線(快速)で気仙沼駅まで 1 時間 20 分
車：一関から国道 284 号線で約 1 時間
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仙台から国道 45 号線/東北自動車道で約 3 時間
駐車場有り 先着 45 台 無料
チェックイン 15:00 （最終チェックイン：25:00） / チェックアウト 10:00
大人 1 名 朝食あり、夕食なし、バス、トイレ付き
客室数 80 ルーム
シングルルーム【喫煙可 11 平米】￥4,800～
シングルルーム【禁煙・11 平米】 ￥4,800～
DX シングルルーム【喫煙可・17 平米】 ￥5,200～
DX シングルルーム【禁煙・17 平米】 ￥5,200～
ツインルーム【喫煙可・24 平米】 ￥4,000～
ツインルーム【禁煙・24 平米】 ￥4,000～
トリプルルーム【喫煙可・24 平米】 ￥3,500～
トリプルルーム【禁煙・24 平米】 ￥3,500～
⑩アイルーム気仙沼
気仙沼中央公民館まで 3.2km、車で約 11 分、徒歩約 37 分
住所：〒988-0066 宮城県気仙沼市東新城 1-9-5
TEL：0120-773-040
FAX：03-5577-4430
http://www.monthly-iroom.com/
交通アクセス気仙沼駅より徒歩にて約 19 分。車にて約 7 分。
駐車場有り 31 台 150 円 予約必要
チェックイン 15:00 （最終チェックイン：20:00）
チェックアウト 10:00
総部屋数 48 室
スタンダードプラン（駐車場無し）素泊まりのプラン
シングルルーム（禁煙室と喫煙室あり） シングル 11.5 平米/バス・トイレ付
食事 朝食なし 夕食なし
人数 1 人
このプランは 1 泊から 5 泊まで予約可能。 1 名利用時 5,741 円/人 (消費税込 6,200 円/人)
スタンダードプラン（駐車場有り）素泊まりのプラン
シングルルーム（禁煙室と喫煙室あり） シングル 11.5 平米/バス・トイレ付
食事 朝食なし 夕食なし
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人数 1 人
このプランは 1 泊から 5 泊まで予約可能。 1 名利用時 5,880 円/人 (消費税込 6,350 円/人)
⑪ホテルルートイン気仙沼
気仙沼中央公民館まで 3.7km、車で約 11 分
住所：〒988-0121 宮城県気仙沼市松崎萱 32-1
TEL：050-5847-7501
FAX：0226-21-8552
https://www.route-inn.co.jp/
交通アクセス
東北自動車道 一関 IC より車で約 1 時間 15 分
三陸道歌津インターより車で約 30 分
駐車場無料（先着順） 平面駐車場 124 台 ※大型・中型車不可
チェックイン 15:00 （最終チェックイン：24:00）
チェックアウト 10:00
総部屋数 204 室
【禁煙と喫煙可】シングルルーム (浴室なし）※大浴場をご利用ください トイレ付
食事 朝食あり 夕食あり
1 名利用時 6,667 円/人 (消費税込 7,200 円/人)
【禁煙と喫煙可】シングルルーム

バス・トイレ付

食事 朝食あり 夕食あり
1 名利用時 7,130 円/人 (消費税込 7,700 円/人)
⑫ラ・ジェント・イン気仙沼
気仙沼中央公民館まで 4.3km、車で約 11 分
住所：〒988-0852 宮城県気仙沼市松川 299
TEL：0226-21-4311
FAX：0226-21-4312
http://www.lagent-inn.com/
交通アクセス
JR 気仙沼駅から約 1.3 キロ 徒歩約 18 分・車で約 5 分
東北自動車道 一関インターから約 48 キロ 車で約 60 分
三陸自動車道 歌津インターから車で約 40 分
スタンダードツインルーム【喫煙】 16 平米/バス・トイレ付
食事 朝食なし 夕食なし
人数 1 人〜3 人
2 名利用時 3,334 円/人 (消費税込 3,600 円/人)
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スタンダードシングルルーム【禁煙】 12 平米/バス・トイレ付
食事 朝食なし 夕食なし
人数 1 名利用時 4,630 円/人 (消費税込 5,000 円/人)
⑬民宿

旅館

沖見屋

気仙沼中央公民館まで 10km、車で約 19 分
住所：〒988-0241 宮城県気仙沼市波路上岩井崎 42-1
TEL：0226-27-2088
FAX：0226-28-9802
交通アクセス
一関 IC より国道 284 号にて約 70 分／JR 気仙沼駅より車で約 20 分／池袋よりバス約 7 時間／仙台よりバ
ス約 3 時間
駐車場有り 10 台 無料 予約不要
チェックイン 15:00 （最終チェックイン：20:00）
チェックアウト 10:00
総部屋数 6 室
和室 8 畳/バス・トイレ無
食事 朝食あり 夕食あり
1 名利用時 8,056 円/人 (消費税込 8,700 円/人)
.
和室 10 畳/バス・トイレ無
食事 朝食あり 夕食あり
1 名利用時 8,056 円/人 (消費税込 8,700 円/人)
⑭はまなす海洋館
気仙沼中央公民館まで 12km、車で 18 分
住所：〒988-0275 宮城県気仙沼市本吉町九多丸 1
TEL：0226-44-2517
FAX：0226-44-2538
http://www.kaiyoukan.com/
E-mail hamanasu@kaiyoukan.com
交通アクセス
駐車場有り 50 台 無料 予約不要
チェックイン 15:00 （最終チェックイン：18:00）
チェックアウト 10:00
総部屋数 11 室
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【 贅沢グルメプラン 】
スイートルーム【 角部屋 禁煙 】 ツイン 42 平米/バス・トイレ付
食事 朝食あり 夕食あり
人数 2 人
このプランは 1 泊から 2 泊まで予約可能となります。
2 名利用時 22,223~23,612 円/人 (消費税込 24,000~25,500 円/人)
セミスイート【 角部屋 禁煙 】 ツイン 27 平米/バス・トイレ付
食事 朝食あり 夕食あり
人数 2 人
このプランは 1 泊から 2 泊まで予約可能となります。 2 名利用時 20,371~21,760 円/人 (消費税込
22,000~23,500 円/人)
くつろぎの和室 【 角部屋 禁煙 】 12.5 平米/バス・トイレ付
食事 朝食あり 夕食あり
人数 2 人〜6 人
このプランは 1 泊から 2 泊まで予約可能となります。
2 名利用時 20,371~21,760 円/人 (消費税込 22,000~23,500 円/人)
3 名利用時 18,519~19,908 円/人 (消費税込 20,000~21,500 円/人)
4 名利用時 17,593~18,982 円/人 (消費税込 19,000~20,500 円/人)
5 名以上 16,667~18,056 円/人 (消費税込 18,000~19,500
〜こだわりの和洋室〜 【禁煙】 25 平米/バス・トイレ付
食事 朝食あり 夕食あり
人数 2 人
このプランは 1 泊から 2 泊まで予約可能となります。
2 名利用時 18,519~19,908 円/人 (消費税込 20,000~21,500 円/人)
食事 朝食あり 夕食あり
人数 1 人
このプランは 1 泊から 2 泊まで予約可能となります。
1 名利用時 16,204~17,593 円/人 (消費税込 17,500~19,000 円/人
【スタンダードプラン】
朝陽が昇る…海のくつろぎスイートルーム【 角部屋 禁煙 】 ツイン 42 平米/バス・トイレ付
食事 朝食あり 夕食あり
人数 2 人
このプランは 1 泊から 2 泊まで予約可能となります。
2 名利用時 18,519~19,908 円/人 (消費税込 20,000~21,500 円/人)
.
ツイン【 角部屋 禁煙 】 27 平米/バス・トイレ付
食事 朝食あり 夕食あり
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人数 2 人
連泊※このプランは 1 泊から 2 泊まで予約可能となります。 2 名利用時 16,667~18,056 円/人 (消費税込
18,000~19,500 円/人)
くつろぎの和室 【 角部屋 禁煙 】 12.5 平米/バス・トイレ付
食事 朝食あり 夕食あり
人数 2 人〜6 人
このプランは 1 泊から 2 泊まで予約可能となります。
2 名利用時 16,667~18,056 円/人 (消費税込 18,000~19,500 円/人) .
3 名利用時 14,815~16,204 円/人 (消費税込 16,000~17,500 円/人)
4 名利用時 13,889~15,278 円/人 (消費税込 15,000~16,500 円/人)
5 名以上 12,963~14,352 円/人 (消費税込 14,000~15,500 円/人)
〜こだわりの和洋室〜 【禁煙】 25 平米/バス・トイレ付
食事 朝食あり 夕食あり
人数 2 人
連泊※このプランは 1 泊から 2 泊まで予約可能となります。
2 名利用時 14,815~16,204 円/人 (消費税込 16,000~17,500 円/人)
〜海の見える快適ダブルベッド〜【禁煙】シャワー、トイレ付
食事 朝食あり 夕食あり
連泊※このプランは 1 泊から 2 泊まで予約可能となります。
1 名利用時 9,260~10,186 円/人 (消費税込 10,000~11,000 円/人)
⑮ゲストハウス架け橋
気仙沼中央公民館まで 7.6km、車で 14 分
住所：〒988-0224 宮城県気仙沼市長磯前林 55-3
TEL：0226-25-7739
FAX：0226-25-7523
http://kakehashi0311.com
mail info@kakehashi0311.com
交通アクセス
＊お車でお越しの場合
<仙台方面より>
三陸道歌津 IC から国道 45 号を北に約 30 分
<一関方面より>
東北自動車道一関 IC より車で 1 時間 30 分
＊公共交通機関でお越しの場合
<高速バスの場合>
高速バス階上公民館前下車、徒歩 5 分。
12

仙台駅から階上公民館前まで約２時間半。
＜BRT の場合＞
BRT 陸前階上駅より徒歩 15 分
(BRT は震災後電車が不通となった区間を走るバスです。)
気仙沼駅から陸前階上駅まで 25 分
前谷地駅から陸前階上駅まで 2 時間
駐車場有り 8 台 無料 要予約
チェックイン 16:00 （最終チェックイン：22:00）
チェックアウト 09:00
総部屋数 11 室
男性専用ドミトリー

その他 バス・トイレ無

食事 朝食なし 夕食なし
1 名利用時 3,612 円/人 (消費税込 3,900 円/人)
女性専用ドミトリー

その他 バス・トイレ無

食事 朝食なし 夕食なし
1 名利用時 3,612 円/人 (消費税込 3,900 円/人)
⑯民宿

崎野屋

気仙沼中央公民館まで 11km、車で 21 分
住所：〒988-0241 宮城県気仙沼市波路上岩井崎 29
TEL：0226-27-2468
FAX：0226-27-2468
http://www.sakinoya.sakura.ne.jp/
交通アクセス
陸前階上駅より車で 5 分。国道 45 号線「岩井崎入口」交差点よりお車で 5 分。
駐車場有り 15 台 無料 予約不要
チェックイン 15:00 （最終チェックイン：21:00）
チェックアウト 10:00
総部屋数 9 室
館内設備 宴会場
復興応援【朝食付プラン】 (税込 4，850 円/人)
和室 バス・トイレ無
期間】2014 年 06 月 18 日〜2018 年 12 月 31 日
人数 1 人〜4 人
1 名利用時 4,491 円/人 (消費税込 4,850 円/人)
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復興応援【素泊まりプラン】 (税込 4，300 円/人)
和室 バス・トイレ無
【期間】2014 年 06 月 18 日〜2018 年 12 月 31 日
食事 朝食なし 夕食なし
人数 1 人〜4 人
1 名利用時 3,982 円/人 (消費税込 4,300 円/人)
⑰民宿さかや
気仙沼中央公民館まで 11km、車で 21 分
住所：〒988-0512 宮城県気仙沼市唐桑町岩井沢 44
TEL：0226-34-3520
FAX：0226-25-8330
http://kesennuma-sakaya.com/
交通アクセス
JR 気仙沼駅より車にて約 20 分
駐車場有り 8 台 無料 予約不要
チェックイン 15:00 （最終チェックイン：20:00）
チェックアウト 10:00
総部屋数 6 室
【旬の海の幸！籠盛り膳】ミニ船盛り付きの若旦那一押しプラン
おまかせ和室 バス・トイレ無
入口はドアではなくふすまのタイプ
食事 朝食あり 夕食あり
人数 1 人〜4 人
1 名利用時 8,149 円/人 (消費税込 8,800 円/人)
【大満足 船盛】当館若旦那が腕を振るう流最上級おもてなしプラン【現金特価】
おまかせ和室 バス・トイレ無
入口はドアではなく、ふすまのタイプ
食事 朝食あり 夕食あり
人数 1 人〜4 人
1 名利用時 10,926 円/人 (消費税込 11,800 円/人)
【唐桑海の恵み定食】若旦那振る舞いプラン【現金特価】
おまかせ和室 バス・トイレ無
入口はドアではなくふすまのタイプ
食事 朝食あり 夕食あり
人数 1 人〜4 人
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1 名利用時 7,408 円/人 (消費税込 8,000 円/人)
【１泊朝食付】
【現金特価】
おまかせ和室 バス・トイレ無
入口はドアではなくふすまのタイプ
食事 朝食あり 夕食なし
人数 1 人〜4 人
1 名利用時 6,149 円/人 (消費税込 6,640 円/人)
【素泊まり】
【現金特価】
おまかせ和室 バス・トイレ無
入口はドアではなくふすまのタイプ食事
朝食なし 夕食なし
人数 1 人〜4 人
1 名利用時 4,649 円/人 (消費税込 5,020 円/人)
⑲ペンションｖｉｌｌａ

ｐｅｔｉｔ

ｒｏｋｕ（ヴィラ・プチろく）

気仙沼中央公民館まで 15km、車で約 20 分
住所：〒988-0284 宮城県気仙沼市本吉町赤牛 12-3
TEL：0226-31-5623
FAX：0226-31-5623
http://petit-roku.ftw.jp/
交通アクセス
宮城交通「赤牛海岸」バス停より 徒歩 3 分
三陸道歌津インターより国道 45 号線北上約 20 分
駐車場あり
チェックイン 15:00 （最終チェックイン：24:00）
チェックアウト 10:00
総部屋数 5 室
お食事ご希望の際は,前日までにお電話にて承ります。
食事場所 [朝食]食堂[夕食] 食堂
ロフト付き洋室 その他 バス・トイレ無
食事 朝食なし 夕食なし
人数 1 人〜3 人 子供料金設定有り
1 名利用時 4,630 円/人 (消費税込 5,000 円/人)
1 階洋室 その他 6 畳/バス・トイレ無
洋室（布団使用）です
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食事 朝食なし 夕食なし
人数 1 人〜2 人 子供料金設定有り
1 名利用時 4,630 円/人 (消費税込 5,000 円/人)
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