
大更 ビジネスホテル西根 岩手県八幡平市大更 25-128-15 0195-75-1800 

田頭 いこいの村岩手 岩手県八幡平市平笠 24-1-4 0195-76-2161 

 岩手山焼走り国際交流村 岩手県八幡平市平笠 24-728 0195-76-2168 

松尾 茶来 岩手県八幡平市松尾 1-292-8 0195-74-3888 

松尾寄木 クボタロッジ 岩手県八幡平市松尾寄木 1-590-338 0195-78-3484 

 八幡平南温泉-旭日之湯 岩手県八幡平市松尾寄木 1-135-2 0195-75-2340 

 藤七温泉 彩雲荘 岩手県八幡平市大字松尾寄木字北ノ又山 090-1495-0950 

 ペンションアルペンロ－ゼ 

岩手県八幡平市松尾寄木松川国有林 559林

班ヲ小班 
0195-78-3240 

 松川温泉 松楓荘 
岩手県八幡平市松尾寄木 1-41 0195-78-2245 

 松川温泉 松川荘 

岩手県八幡平市松尾寄木松川国有林 557林

班ハ小班 
0195-78-2255 

 松川温泉 峡雲荘 

岩手県八幡平市松尾寄木松川国有林 560林

班 
0195-78-2256 

 温泉民宿ぱどっく 岩手県八幡平市松尾寄木 1-594-10 0195-78-2180 

 天然温泉の宿安暖庭 岩手県八幡平市松尾寄木 1-590-339 0195-78-3477 

 ペンションアドバンテージ 岩手県八幡平市松尾寄木 1-590-334 0195-78-2949 

 ペンションパレット 岩手県八幡平市松尾寄木 1-590-333 0195-78-2866 

 Active Resorts岩手八幡平 
岩手県八幡平市松尾寄木 1-590-5 0195-78-3311 

 
全 4室の小さな宿 旬菜創作料理＆

貸切露天風呂 Beaver 
岩手県八幡平市松尾寄木 1-505-203 0195-78-2118 

 ペンション日の出 岩手県八幡平市松尾寄木 1-590-345 0195-78-3844 

 八幡平ライジングサンホテル 
岩手県八幡平市松尾寄木 1-590-226 0195-78-2170 

 温泉ゲストハウスやすもり 岩手県八幡平市松尾寄木 1-618-11 070-4462-6089 

 ＬＯＤＧＥクラブマン 岩手県八幡平市松尾寄木 2-712-2 0195-78-3388 

 八幡平ハイツ 岩手県八幡平市松尾寄木 1-590-4 0195-78-2121 

 八幡平マウンテンホテル 岩手県八幡平市松尾寄木 1-509-1 0195-78-4111 

安比 ペンションもっきんばーど 岩手県八幡平市安比高原 605-19 0195-73-5107 

 ペンション森のなかまたち 岩手県八幡平市安比高原 605-29 0195-73-5569 

 ペンションあるぺじお 岩手県八幡平市安比高原 605-48 0195-73-5750 

 ペンションＳＴＥＰ 岩手県八幡平市安比高原 661-7 0195-73-5225 

 アーベント倶楽部 岩手県八幡平市安比高原 605-33 0195-73-5166 

 ペンション ボーゲンハウス 岩手県八幡平市安比高原 661-3 0195-73-5170 

 ペンション アリス 岩手県八幡平市安比高原 165-9 0195-73-5064 

 ホテル安比グランド 岩手県八幡平市安比高原 117-17 0195-73-6400 

 ペンション ウイングライト 岩手県八幡平市安比高原 165-10 0195-73-5226 

 ペンション スターダスト 岩手県八幡平市安比高原 165-17 0195-73-5132 

 リゾートイン・ミワ 岩手県八幡平市安比高原 605-327 0195-73-6888 

 むってい 岩手県八幡平市安比高原 605-51 0195-73-5323 

八幡平市内の宿泊 ホテル・ペンション・民宿 

https://www.bh-nishine.com/
http://www.ikoi-iwate.co.jp/
https://www.hachimantai-ss.co.jp/~yakehashiri/
http://iwateasunaro.com/lodge/
https://www.facebook.com/八幡平南温泉-旭日之湯-182856058468015
https://www.toshichi.com/index.html
https://www.facebook.com/alpenrose.matsukawa.spa/
http://hachimantaishi.com/~shofuso/
http://matsukawasou.com/
https://www.kyounso.jp/
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/32210/32210.html?fbclid=IwAR3pCCpj57mIJkW32zfm9gAfQe3pwcg4uOm7p61ke4h-J4ZxVeukibDZ7zM
https://www.hachimantai-andante.com/
https://www.jalan.net/yad313734/
http://stay.palette-sanmarino.com/
https://www.daiwaresort.jp/hachimantai/index.html
https://iwate-beaver.com/
https://iwate-beaver.com/
https://www.rising-sun-hotel.com/
https://onsen.eyado.net/
http://www.clubman.co.jp/
http://8mantai.jp/
https://hachimantai-mountainhotel.com/
https://www.appibird.jp/
https://morinaka.appi-resort.com/
https://arpeggio.appi-resort.com/
http://appi-step.com/
https://appi-abend.com/
http://www.rnac.ne.jp/~bogen/
https://alice.appi-resort.com/
http://www.appi.co.jp/
https://www.appi-yado.net/~winglight/
https://stardust.appi-yado.net/
https://www.resortinn-miwa.com/
http://appi-mutti.com/


 

八幡平市商工会員のみ掲載 

＊令和 2 年７月２７日現在 

 

 

 yamagoya Base Camp 岩手県八幡平市安比高原 165-13 0195-68-7397 

 White Rose Inn 岩手県八幡平市安比高原 605-23 0195-68-7940 

 ラビスタ安比高原 岩手県八幡平市安比高原 605-30 0195-73-5301 

 アサンギ 岩手県八幡平市安比高原 605-21 0195-73-5939 

細野 SKI HOUSE あるぺん 岩手県八幡平市細野 360-1 0195-72-5900 

 民宿白樺荘 岩手県八幡平市細野 336-1 0195-72-5822 

 ロッジタンデム 岩手県八幡平市細野 333-7 0195-72-5219 

 民宿おのでら館 岩手県八幡平市細野 438 0195-72-5234 

 民宿かわの 岩手県八幡平市細野 434-1 0195-72-5740 

 民宿ふるさと 岩手県八幡平市細野 563-3 0195-72-5749 

 かすみ荘 岩手県八幡平市細野 98-92 0195-72-5613 

 民宿ほその 岩手県八幡平市細野 98-107 0195-72-5616 

 民宿いろり 岩手県八幡平市細野 464-6 0195-72-5150 

 民宿 和 岩手県八幡平市細野 363-23   

 民宿 まきば 岩手県八幡平市細野 98-375 0195-72-5676 

畑 民宿 たちばな 岩手県八幡平市星沢 74-5 0195-72-5221 

 セブンスヘブン 岩手県八幡平市星沢 2-37 0195-72-6761 

 安比八幡平の食の宿四季館彩冬 岩手県八幡平市赤坂田 254-9 0195-72-5344 

 民宿 せきとよ 岩手県八幡平市赤坂田 223-2 0195-72-5231 

 民宿 木いちご 岩手県八幡平市赤坂田 204-1 0195-72-5551 

 民宿赤坂田 岩手県八幡平市赤坂田 204-9 0195-72-5533 

 どんぐりハウス 岩手県八幡平市赤坂田 203 0195-72-5062 

 カントリーハウス せき 岩手県八幡平市赤坂田 132-2 0195-72-5515 

 山峡の宿ラベンダー 岩手県八幡平市保戸坂 70-1 0195-72-5388  
民宿ふじむら 岩手県八幡平市赤坂田 254-3 0195-72-5669 

荒屋新町 民宿あみん 岩手県八幡平市寺志田 8-1 0195-72-3521 

 村上旅館 岩手県八幡平市荒屋新町 85 0195-72-2036 

 新安比温泉 静流閣 岩手県八幡平市叺田 43-1 0195-72-2110 

浅沢 七時雨山荘 岩手県八幡平市古屋敷 96 0195-72-2103 

田山 山専旅館 岩手県八幡平市石名坂 32-1 0195-73-2032  
田山ドライブイン 岩手県八幡平市沖田表 15-1 0195-73-2353 

https://westcoastradio1980.wixsite.com/appi-base
http://www.whiteroseinn.jp/
https://www.hotespa.net/hotels/appi/
https://www.appi-asangi.com/
https://www.appi-yado.net/~alpen/
https://tandem.localinfo.jp/
https://appi-furusato.com/
https://www.appi-yado.net/~kasumiso/
https://tachibana.appi-yado.net/
https://www.tripadvisor.jp/Hotel_Review-g1022874-d1153016-Reviews-SebunsuHebun-Hachimantai_Iwate_Prefecture_Tohoku.html
http://saito-appi.jp/
http://sekitoyo.com/
http://kiichigosou.com/
http://www.ch-seki.com/
https://www.appi-yado.net/~lavender/
https://www.appi-yado.net/~murakami/
https://www.sinappi.jp/
https://nanashigure.iwate.jp/

