みやぎ宿泊割キャンペーン
「泊まって応援！宿泊割引＆クーポン付きプラン」
参加宿泊施設・旅行会社 一覧
令和4年4月25日現在

「泊まって応援！宿泊割引＆クーポン付きプラン」
参加宿泊施設・旅行会社の一覧です。
最新の情報及び詳細は特設サイトをご覧ください。

https://miyagi-syukuhakuwari.com/second/
みやぎ宿泊割キャンペーン

検索

宿泊施設へお申し込みの場合
県南エリア
施設名

住所

電話

株式会社ホテルいづみや

白石市小原字湯元9番地

0224-29-2222

最上屋旅館

白石市福岡蔵本字鎌先1-35

0224-26-2131

パシフィックホテル白石

白石市字堂場前45-7

0224-25-3000

ベネシアンホテル白石蔵王

白石市旭町1丁目2番1号

0224-25-3111

旅館しんゆ

白石市小原字新湯5-3

0224-29-2321

旅館

白石市小原字八幡前19-1

0224-29-2620

白石市福岡蔵本鎌先1-48

0224-26-2151

すゞきや旅館

白石市福岡蔵本字鎌先1-38

0224-26-3111

四季の宿 みちのく庵

白石市福岡蔵本字狐峯3-4-5

0224-26-2111

グリーンホテル角田

角田市角田字大町37-1

0224-63-4848

GUESTHOUSE66

角田市角田泉町66

0224-31-0234

ペンションそらまめ

刈田郡蔵王町遠刈田温泉字上ノ原168-83

0224-34-2299

温泉山荘

刈田郡蔵王町遠刈田温泉字遠刈田北山21番地7

0570-04-1155

T-Lodge Togatta Gran

刈田郡蔵王町遠刈田温泉小妻坂

0800-800-6827

岩盤浴すみかわ

刈田郡蔵王町大字円田字釜沢13-8

0224-35-3190

たびの邱宅

刈田郡蔵王町遠刈田温泉字八山4-369

0800-805-7197

ゆと森俱楽部

刈田郡蔵王町遠刈田温泉字上ノ原128

0570-05-2311

旬菜湯宿

刈田郡蔵王町遠刈田温泉旭町1

0224-34-2306

刈田郡蔵王町遠刈田温泉旭町1

0224-34-2711

刈田郡蔵王町遠刈田温泉本町3

0224-34-2216

大沼旅館

刈田郡蔵王町遠刈田温泉旭町2

0224-34-2206

Active Resorts 宮城蔵王

刈田郡蔵王町遠刈田温泉字鬼石原1-1

0224-34-3600

ペンションDari

刈田郡蔵王町遠刈田温泉字上の原168-85

0224-26-8232

バーデン家

壮鳳

刈田郡蔵王町遠刈田温泉字新地東裏山43-1

0224-34-3161

ペンション

ウッドチャック

刈田郡蔵王町遠刈田温泉七日原1-236

0224-34-3627

たびの民泊 蔵王アンの家

刈田郡蔵王町遠刈田温泉小妻坂51-157

0800-805-7197

たびの民泊 蔵王一刻館

刈田郡蔵王町遠刈田温泉小妻坂53-123

0800-805-7197

たびの民泊 AcornGarden

刈田郡蔵王町遠刈田温泉小妻坂53-132

0800-805-7197

たびの民泊 宮城蔵王108

刈田郡蔵王町遠刈田温泉小妻坂53-176

0800-805-7197

たびの民泊 となりのレトロ

刈田郡蔵王町遠刈田温泉小妻坂53-36

0800-805-7197

竹泉荘

刈田郡蔵王町遠刈田温泉上ノ原88-11

0224-34-1188

刈田郡蔵王町遠刈田温泉仲町5-1

0224-34-2124

さんさ亭

刈田郡蔵王町遠刈田温泉東裏30

0224-34-2211

たびの民泊 蔵王ソレイユ

刈田郡蔵王町遠刈田温泉八山4-239

0800-805-7197

たびの民泊 蔵王隠露庵

刈田郡蔵王町遠刈田温泉八山4-167

0800-805-7197

たびの民泊 WithDog

刈田郡蔵王町遠刈田温泉八山4-214

0800-805-7197

たびの民泊 Four Season Oasis

刈田郡蔵王町遠刈田温泉八山4-263

0800-805-7197

やくせん

時音の宿

別邸

湯主一條

だいこんの花

ohana
大忠

山風木

かっぱの宿

旅館

旅館三治郎

源兵衛

備考

たびの民泊 トロールの家

刈田郡蔵王町遠刈田温泉八山4-304

0800-805-7197

たびの民泊 NEGURA

刈田郡蔵王町遠刈田温泉八山4-326

0800-805-7197

たびの民泊 ZAO mocoHouse

刈田郡蔵王町遠刈田温泉八山4-333

0800-805-7197

たびの邸宅

蔵王みやぎ2nd

刈田郡蔵王町遠刈田温泉八山4-365

0800-805-7197

たびの邸宅

蔵王みやぎ1st

刈田郡蔵王町遠刈田温泉八山4-413

0800-805-7197

たびの民泊 蔵王Upause

刈田郡蔵王町遠刈田温泉八山4-424

0800-805-7197

たびの民泊 NJログハウス

刈田郡蔵王町遠刈田温泉八山4-427

0800-805-7197

たびの民泊 莉桜蓮

刈田郡蔵王町遠刈田温泉八山4-434

0800-805-7197

たびの民泊 F.J.Forset蔵王

刈田郡蔵王町遠刈田温泉八山4-456

0800-805-7197

たびの邸宅 アークウッドテラス

刈田郡蔵王町遠刈田温泉八山4-462

0800-805-7197

たまや旅館

刈田郡蔵王町遠刈田温泉本町21

0224-34-2316

鎌倉温泉

刈田郡蔵王町大字平沢字鎌倉沢102

0224-33-2533

街道HOSTELおたて

刈田郡七ヶ宿町字町裏81

0224-26-8877

T-Lodge Aone 2 BIGFOOT

柴田郡川崎町大字前川字六方山1-17

0800-800-6827

T-Lodge Aone

柴田郡川崎町大字前川字六方山3-171

0800-800-6827

N-Cabin Aone

柴田郡川崎町大字前川字六方山3-306

0800-800-6827

峩々温泉

柴田郡川崎町前川字峩々1

0224-87-2021

湯元 不忘閣

柴田郡川崎町青根温泉1-1

0224-87-2011

お宿

柴田郡川崎町青根温泉8番地の10

0224-87-2411

柴田郡川崎町青根温泉8番地の10

0224-87-2611

観山聴月

柴田郡川崎町青根温泉8番地の10

0224-87-2617

たびの民泊 アトリエフォレスト青根

柴田郡川崎町前川六方山3-256

0800-805-7197

るぽぽの森

柴田郡川崎町大字今宿字向古関180-1

0224-84-6611

柴田郡柴田町入間田字下台26

0224-87-8890

柴田郡村田町大字村田字西66番地3

0224-87-6990

柴田郡村田町大字村田字町57

090-6852-0971

グリーンホテル大河原

柴田郡大河原町字広表48-8

0224-53-7611

あぶくま荘

伊具郡丸森町字不動50-5

080-6391-6476

青根温泉一棟温泉宿

柴田郡川崎町青根温泉2-1

090-6009-0762

追加

白石温泉薬師の湯

白石市福岡蔵本字薬師堂28番地2

0224-48-4126

追加

星灯りの宿まほろば

刈田郡蔵王町遠刈田温泉字新地東裏山34番27

0224-34-2114

追加

青根温泉

岡崎旅館

柴田郡川崎町青根温泉8-5

0224-87-2016

追加

笹谷温泉

湯元

はなぶさ

山景の宿

流辿

柚子のあぜ道

雨乞のかえる

一棟貸しのおやど
民泊

村田町武家屋敷

鶴屋

柴田郡川崎町大字今宿字スド15番地3

0224-84-5626

追加

飛鳥ペンション

一乃湯

刈田郡蔵王町遠刈田温泉字遠刈田北山31-12

0224-34-2519

追加

美食と温泉宿らぶりぃ

刈田郡蔵王町遠刈田温泉字上ノ原168-82

0224-34-3110

追加

仙台・松島エリア
施設名

住所

電話

名取市サイクルスポーツセンター輪りんの宿

名取市閖上字東須賀2-20

022-385-8027

スーパーホテル美田園・仙台エアポート

名取市美田園2丁目1の11

022-208-9020

スーパーホテル仙台空港インター

名取市植松字田野部91-1

022-208-9040

バリュー・ザ・ホテル

名取市上余田字千刈田555-1

022-383-8567

ホテルルートイン名取

名取市増田字関下37

022-784-4450

ホテルルートイン名取岩沼インター

名取市堀内字北竹345-1

050-5847-7601

スマイルホテル塩釜

塩竈市新富町18-31

022-363-7711

ホテルグランドパレス塩釜

塩竃市尾島町3番5号

022-367-3111

ペンション

塩竃市浦戸桂島字鬼ヶ浜36-1

022-369-2235

スマイルホテル仙台多賀城

多賀城市町前1丁目1-8

022-367-6001

小野屋ホテル

多賀城市大代1丁目9-2

022-362-6381

ホテルキャッスルプラザ多賀城

多賀城市桜木1丁目1-60

022-367-1111

ホテルルートイン仙台港北インター

多賀城市町前1-1-15

022-361-8501

ホテルルートイン多賀城駅東

多賀城市八幡4-4-77

050-5847-7301

多賀城の宿

大代いとう

多賀城市大代4丁目6-25

022-362-0801

コンビニAyersRockホテル仙台多賀城

多賀城市大代1丁目12-1

022-361-5055

伝承千年の宿

仙台市太白区秋保町湯元字薬師28

022-398-2233

仙台秋保温泉 ホテルきよ水

仙台市太白区秋保町湯元平倉1

022-397-2555

木の家ロッジ村

仙台市太白区秋保町湯元馬乙2-1

022-397-2714

佐藤屋旅館

仙台市太白区秋保町湯元字薬師108

022-398-2711

仙台名取

スターボード

佐勘

備考

大江戸温泉物語 秋保温泉岩沼屋

仙台市太白区秋保町湯元字薬師107

0570-033268

ホテルニュー水戸屋

仙台市太白区秋保町湯元字薬師102

022-398-2301

仙台秋保温泉

仙台市太白区秋保町湯元字枇杷原12-2

0570-026-001

仙台市太白区秋保町湯元字上原27番地の2

022-397-3333

仙台市太白区秋保町湯元字除33-1

022-398-9661

篝火の湯

秋保グランドホテル

緑水亭

ホテル華乃湯
仙台秋保温泉

ホテル瑞鳳

仙台市太白区秋保町湯元字除26-1

0570-550-397

仙台秋保温泉

迎賓館櫻離宮

仙台市太白区秋保町湯元字除26-1

0570-550-397

茶寮宗園

仙台市太白区秋保町湯元字釜土東１

022-398-2311

神ヶ根温泉

仙台市太白区秋保町境野羽山2-2

022-398-2520

プチホテルRAN

仙台市太白区長町6丁目12-6

022-248-5884

秋保リゾート

仙台市太白区秋保町湯元行澤1-2

022-397-3111

KYOU BAR LOUNGE&INN

仙台市太白区秋保町湯元字鹿乙4

022-397-3261

ホテルルートイン仙台長町インター

仙台市太白区東郡山2-49-5

022-304-1131

コーラスホテル仙台富沢

仙台市太白区富沢西2丁目16-3

022-797-6832

奥州秋保温泉蘭亭

仙台市太白区秋保町湯元字木戸保7番地1

022-397-1515

たびの邸宅

仙台市太白区秋保町湯元字馬乙2-1

0800-805-7197

スマイルホテル仙台泉インター

仙台市泉区大沢2丁目13-3

022-773-8411

ビジネス旅館さとや

仙台市泉区松森後沢8-5

022-772-3153

仙台ロイヤルパ－クホテル

仙台市泉区寺岡６丁目2-1

022-377-2111

仙台ヒルズホテル

仙台市泉区実沢中山南25-5

022-719-8711

ホテルルートイン仙台泉インター

仙台市泉区大沢2-3-9

022-371-0550

晩翠亭いこい荘旅館

仙台市青葉区木町通1丁目8番31号

022-222-7885

三井ガーデンホテル仙台

仙台市青葉区本町2丁目4-6 7~18F 仙台本町三井ビルディング

022-214-1131

ロイヤルメイフラワー仙台

仙台市青葉区本町1丁目13-28

022-262-5411

たびの民泊「道」仙台

仙台市青葉区本町1丁目12-1

第一インパーク

仙台市青葉区本町1丁目10-21

022-213-0089

ドーミーイン仙台駅前

仙台市青葉区本町1-5-38

022-715-5489

東横INN仙台西口広瀬通

仙台市青葉区本町1-4-45

022-721-1045

旅館

仙台市青葉区本町1-3-1

ホテルクレセント

秋保山荘

つかさ

3F

0800-805-7197

アルモントホテル仙台

仙台市青葉区中央三丁目4-10

022-212-6551

仙台国際ホテル

仙台市青葉区中央4丁目6-1

022-268-1112

ホテルモントレ仙台

仙台市青葉区中央4丁目1番8号

022-265-7110

ホテルモンテエルマーナ仙台

仙台市青葉区花京院1丁目2番15号

022-721-7501

仙台ワシントンホテル

仙台市青葉区中央4丁目10-8

022-745-2222

仙台ビジネスホテル駅前

仙台市青葉区中央4-8-7

022-262-3211

ホテルセントラル仙台

仙台市青葉区中央4-2-6

022-711-4111

コンフォートホテル仙台西口

仙台市青葉区中央3丁目5-11

022-217-7112

ホテル京阪

仙台市青葉区中央3丁目3-5

022-263-0321

リッチモンドホテルプレミア仙台駅前

仙台市青葉区中央2丁目1-1仙台東宝ビル5F

022-716-2855

ドーミーインEXPRESS仙台広瀬通

仙台市青葉区中央2-10-17

022-715-7077

東横INN仙台駅西口中央

仙台市青葉区中央1丁目1-10

022-726-1045

ドーミーイン仙台ANNEX

仙台市青葉区中央 2-11-26

022-715-7333

La楽リゾートホテルグリーングリーン

仙台市青葉区作並字二橋5-12

022-395-2011

湯の原ホテル

仙台市青葉区作並字元木1番地

022-395-2241

作並ガレージ

仙台市青葉区作並字岩谷堂西16番地の228

022-797-3101

鷹泉閣 岩松旅館

仙台市青葉区作並元木16

022-395-2211

カプセルホテル リーブス

仙台市青葉区国分町2丁目9-20

022-261-8020

ホテルグランテラス仙台国分町

仙台市青葉区国分町2丁目2-2

022-262-7755

公立学校共済組合仙台宿泊所ホテル白萩

仙台市青葉区錦町2丁目2-19

022-265-3411

スマイルホテル仙台国分町

仙台市青葉区一番町4丁目3-22

022-261-7711

ダイワロイネットホテル仙台一番町

仙台市青葉区一番町4-2-2

022-796-7685

ホテルパールシティ仙台

仙台市青葉区一番町2丁目8-9

022-262-8711

ホテルベルエア仙台

仙台市青葉区一番町1丁目4-8

022-217-8511

江陽グランドホテル

仙台市青葉区一番町4丁目5-6

022-267-5111

スーパーホテル仙台広瀬通り

仙台市青葉区中央2丁目9-23

022-224-9000

ホテルリブマックス仙台広瀬通

仙台市青葉区本町2丁目8-4

022-263-6400

ホテルユニサイト仙台

仙台市青葉区中央4-2-3

022-716-0123

ホテルメトロポリタンイースト

仙台市青葉区中央1丁目1－1

022-302-3373

仙台

ホテルメトロポリタン仙台

仙台市青葉区中央1丁目1－1

022-268-2525

杜のホテル仙台

仙台市青葉区立町1-28

022-713-5888

キュア国分町

仙台市青葉区国分町2丁目8番33号

022-713-8526

ホテルリブマックス仙台国分町

仙台市青葉区国分町2丁目8-17

022-721-0660

ホテル定禅寺

仙台市青葉区国分町2-14-25

022-722-7855

ゆづくしSalon 一の坊

仙台市青葉区作並字長原3

0570-05-3973

松島一の坊

宮城郡松島町高城字浜1-4

0570-05-0240

ホテルＪＡＬシティ仙台

仙台市青葉区花京院1-2-12

022-711-2580

ホテルリブマックス仙台青葉通

仙台市青葉区大町1-3-6

022-721-4450

ウェスティンホテル仙台

仙台市青葉区一番町一丁目9-1

022-722-1133

変なホテル仙台国分町

仙台市青葉区一番町4-2-12

050-5211-0300

ホテルクラウンヒルズ仙台青葉通り

仙台市青葉区中央2-3-18

022-262-1355

ホテルパーク仙台Ⅱ

仙台市青葉区宮町1丁目1-79

022-261-7626

ホテルルートイン仙台東

仙台市若林区六丁の目西町1-60

050-5864-0360

ANAホリデイ・イン仙台

仙台市若林区新寺1丁目4-1

022-256-5111

Hostel

仙台市若林区東七番丁1－15

022-281-9788

ホテルグランバッハ仙台

仙台市宮城野区榴岡三丁目7-33

022-296-0660

ホテルメルパルク仙台

仙台市宮城野区榴岡5丁目6-51

022-792-8111

東横INN仙台東口Ⅱ号館

仙台市宮城野区榴岡3丁目4-19

022-298-1045

ホテル仙台ガーデンパレス

仙台市宮城野区榴岡4-1-5

022-299-6211

コンフォートホテル仙台東口

仙台市宮城野区名掛丁205-5

022-792-8711

オレンジイン仙台東

仙台市宮城野区東仙台3丁目12-47

022-299-4100

ドーミーインEXPRESS仙台シーサイド

仙台市宮城野区中野3丁目4-9

022-388-5489

エスポールみやぎ

仙台市宮城野区幸町4丁目5-1

022-293-4631

キャッスルイン仙台

仙台市宮城野区福室字田中前1-53-1

022-388-6881

ダイワロイネットホテル仙台

仙台市宮城野区榴岡1-2-37

022-293-7055

丘のホテル

仙台市宮城野区榴ヶ岡105番地の3

022-256-7311

リトリート了美七ツ森

黒川郡大和町吉田字旦ノ原36-15

022-725-2106

ホテルルートイン仙台大和インター

黒川郡大和町吉岡字東下蔵27-1

022-344-5711

ちどり荘

黒川郡大和町宮床字高山18-13

022-346-2565

ベルサンピアみやぎ泉

黒川郡大和町小野字前沢31-1

022-346-2121

わたり温泉

亘理郡亘理町荒浜築港通り41-2

0223-35-2744

中正旅館

亘理郡亘理町字中町東53

0223-34-1224

民宿ハーバーハウスかなめ

宮城郡利府町赤沼須賀98

022-366-7006

沢乙温泉 うちみ旅館

宮城郡利府町菅谷字明神沢1

0223-56-3145

ホテル浦嶋荘

宮城郡利府町赤沼字井戸尻129

022-366-2131

松島ホテル和楽

宮城郡松島町松島道珍浜38-21

022-353-7078

宮城郡松島町高城字浜38

022-354-2106

ブリーズベイシーサイドリゾート松島

宮城郡松島町松島字犬田1-10

022-353-8333

大江戸温泉物語 ホテル壮観

宮城郡松島町磯崎字浜1-1

0570-011269

ホテル絶景の館

宮城郡松島町松島東浜4-6

022-354-3851

ホテル大松荘

宮城郡松島町松島町内25

022-354-3601

小松館

宮城郡松島町松島仙随35-2

022-354-5065

松島センチュリーホテル

宮城郡松島町松島字仙髄8番地

022-354-4111

花ごころの湯

宮城郡松島町松島字垣の内38-1

022-354-5377

Uchi Matsushima Guesthouse

宮城郡松島町松島字町内121-3

022-765-1397

松島佐勘松庵

宮城郡松島町手樽字梅木１

022-354-3111

松島温泉元湯ホテル海風土

宮城郡松島町松島字東浜5-3

022-355-0022

松島プチホテルびすとろアバロン

宮城郡松島町松島字三十刈26-21

022-354-5777

ホテル松島大観荘

宮城郡松島町松島字犬田10番地の76

022-354-2161

旅館麻屋

宮城郡七ヶ浜町松ケ浜字西原47番地の2

022-357-3520

SHICHINO HOTEL

宮城郡七ヶ浜町花渕浜舘下75-65

022-349-7001

茂庭荘

仙台市太白区茂庭字人来田西143-3

022-245-5141

追加

ホテルビスタ仙台

仙台市宮城野区榴岡1-7-3

022-385-6222

追加

パストラル縁の郷

黒川郡大郷町東成田字長松沢山2-23

022-359-8655

追加

湯の神亭

仙台市青葉区芋沢字権現森山9

022-303-7366

追加

HOTEL BLAST

仙台市青葉区立町14-16

022-303-7366

追加

御宿

仙台市青葉区本町2丁目2-5

022-216-5489

追加

KIKO

鳥の海

宮城県市町村職員共済組合保養所

好風亭

野乃

新富亭

仙台

パレス松洲

ファミリーロッジ旅籠屋仙台亘理店

宮城県亘理郡亘理町大熊中泉一里原4-1

0223-32-1885

追加

ナインアワーズ仙台

仙台市青葉区国分町2丁目2-8

022-714-1530

追加

Renato広瀬通2F

三陸エリア
施設名

住所

電話

有限会社追分温泉

石巻市北上町女川字大峯1番地

0225-67-3209

フタバイン（双葉旅館）

石巻市住吉町1-2-15

0225-94-2922

ホテルルートイン石巻河南インター

石巻市恵み野2-14-2

0225-92-0075

ホテルルートイン石巻中央

石巻市大街道北3-3-3

050-5847-7551

ホテルニューさか井

石巻市鮎川浜万治下1-7

0225-45-2515

石巻グランドホテル

石巻市千石町2-10

0225-93-8111

料理民宿

石巻市桃浦字稗沢70番地1

0225-90-2341

石巻市南中里3-15-37

0225-92-7567

石巻サンプラザホテル

石巻市立町1丁目7-23

0225-93-3311

民宿天心

気仙沼市赤岩杉ノ沢2-2

0226-23-7723

旅館

気仙沼市大初平190-58

0226-28-3300

気仙沼プラザホテル

気仙沼市柏崎1-1

0226-23-1313

気仙沼セントラルホテル松軒

気仙沼市神山6-8

0226-22-3103

休暇村

気仙沼市外畑16

0226-28-2626

旅館明海荘

気仙沼市長崎176

0226-28-3500

コテージキクタ

気仙沼市波路上牧10

0226-27-2638

ホテルパールシティ気仙沼

気仙沼市古町3-2-42

0226-24-2511

ホテル一景閣

気仙沼市弁天町1丁目4-7

0226-22-0602

旅館海光館

気仙沼市松崎高谷17-5

0226-22-1316

ホテルルートイン気仙沼

気仙沼市松崎萱32-1

050-5847-7501

サンマリン気仙沼ホテル観洋

気仙沼市港町4-19

0226-24-1200

網元の宿

気仙沼市幸町4丁目1-31

0226-24-1133

宿かとう

気仙沼市長磯牧通111-8

0226-27-2786

気仙沼パークホテル

気仙沼市魚市場前6-23

0226-24-3489

旅館黒潮

気仙沼市字駒形111番地

0226-28-2125

ラ・ジェント・イン気仙沼

気仙沼市松川299

0226-21-4311

アコモイン気仙沼

気仙沼市新田2-1

0226-21-2565

気仙沼ゲストハウス“架け橋”

気仙沼市長磯前林55-3

0226-25-7739

民宿みかみ

気仙沼市長崎192-3

0226-28-2163

アインスくりこ

気仙沼市長崎272

0226-28-2034

旅館

気仙沼市長崎81-1

0226-28-2366

民宿さかや

気仙沼市唐桑町岩井沢44

0226-34-3520

唐桑御殿つなかん

気仙沼市唐桑町鮪立81

0226-32-2264

アイルーム気仙沼

気仙沼市東新城1丁目9-5

0226-23-9820

民宿

気仙沼市波路上岩井崎29

0226-27-2468

はまなす海洋館

気仙沼市本吉町九多丸１番地

0226-44-2517

ペンションヴィラ・プチろく

気仙沼市本吉町赤牛12-3

0226-31-5623

民宿石田屋

気仙沼市長崎132

KIBOTCHA

東松島市野蒜字亀岡80

0225-25-7319

民宿

東松島市宮戸字三サ河38

0225-88-4301

東松島市小松字谷地215番地

0225-84-1567

奥松島LANE HOTEL

東松島市野蒜ケ丘3丁目29-1

0225-86-2501

フォーシーズン矢本

東松島市矢本字裏町88-1

0225-84-2377

本吉郡南三陸町入谷字鏡石5-3

0226-25-9501

民宿下道荘

本吉郡南三陸町志津川字袖浜162

0226-46-6318

南三陸

本吉郡南三陸町歌津字田の頭105-1

0226-36-2414

コクボ荘

本吉郡南三陸町歌津字小長柴57

0226-36-2245

ニュー泊﨑荘

本吉郡南三陸町歌津番所34

0226-36-3315

ホテルアイルーム歌津

本吉郡南三陸町歌津枡沢29-6

0120-773-040

南三陸ホテル観洋

本吉郡南三陸町志津川字黒崎99-17

0226-46-2442

明神崎荘

本吉郡南三陸町志津川字袖浜174-3

0226-46-6331

ホテルエルファロ

牡鹿郡女川町女川2丁目1番地の2

0225-98-8703

女川温泉

牡鹿郡女川町浦宿浜字天王130

0225-53-4188

瑞幸

バリュー・ザ・ホテル

石巻

亀山荘

気仙沼大島

磯村

椿荘花月

﨑野屋

山根

バリュー・ザ・ホテル

南三陸まなびの里

いりやど

清観荘

華夕美

東松島矢本

備考

民宿

かみの家

東松島市宮戸字村16-1

0225-88-4141

追加

大高森観光ホテル

東松島市宮戸字川原3

0225-88-2121

追加

民宿

東松島市宮戸字月浜64

0225-88-2063

追加

石巻市北上町十三浜字下山15-2

0225-98-4375

追加

西の家

追波湾テラス～考える葦～

県北エリア
施設名

住所

電話

いさぜん旅館

大崎市鳴子温泉字赤湯11

0229-83-3448

藤島旅館

大崎市鳴子温泉字川渡84

0229-84-7412

姥の湯旅館

大崎市鳴子温泉字河原湯65

0229-83-2314

久田旅館

大崎市鳴子温泉字久田67

0229-84-7639

ペンションアネックス

大崎市鳴子温泉鬼首字小向原9-36

ペンション森りんこ

大崎市鳴子温泉鬼首字小向原9-8

0229-86-2124

民宿温泉二宮荘

大崎市鳴子温泉馬場136

0229-83-3778

リゾートパークホテルオニコウベ

大崎市鳴子温泉鬼首字大清水26-29

0229-86-2011

まつばら山荘

大崎市鳴子温泉久田42

0229-84-7770

東多賀の湯

大崎市鳴子温泉字新屋敷160

0229-83-3133

旬樹庵琢ひで

大崎市鳴子温泉字星沼20-9

0229-87-2216

勘七湯

大崎市鳴子温泉字赤湯18

0229-83-3038

越後屋旅館

大崎市鳴子温泉字川渡24-9

0229-84-7005

鳴子ホテル

大崎市鳴子温泉字湯元36

0229-83-2001

大江戸温泉物語 ますや

大崎市鳴子温泉字湯元82

0570-020268

大江戸温泉物語 幸雲閣

大崎市鳴子温泉車湯17

0570-030268

鳴子旅館

大崎市鳴子温泉車湯54-11

0229-83-3820

ホテル亀屋

大崎市鳴子温泉車湯54-6

0229-83-2211

四季の宿

花渕荘

大崎市鳴子温泉星沼133-2

0229-87-2146

源蔵の湯

鳴子観光ホテル

大崎市鳴子温泉湯元41

0229-83-2333

旅館なんぶ屋

大崎市鳴子温泉鷲の巣90-18

0229-83-3437

初音旅館

大崎市鳴子温泉鷲ノ巣90-3

0229-83-2166

ホテルルートイン古川駅前

大崎市古川駅前大通1-4-18

0229-22-0095

プラザホテル古川

大崎市古川駅前大通二丁目1番18号

0229-24-7700

ホテルクラウンヒルズ古川

大崎市古川駅前大通3-1-3

0229-91-8533

ホテル古川ヒルズ

大崎市古川台町6-13

0229-23-7575

たびの邸宅 エルプランナーズ

大崎市松山金谷団子山45-1

0800-805-7197

公園の中の宿 ロマン館

大崎市田尻小塩字八ツ沢1

0229-39-2424

花山温泉

栗原市花山字本沢温湯15-1

0228-56-2040

湯浜温泉 三浦旅館

栗原市花山本沢岳山1-11

090-8925-0204

新湯温泉 くりこま荘

栗原市栗駒沼倉耕英東95-2

0228-46-2036

ホテルグランドプラザ浦島

栗原市築館下宮野町下18

0228-22-4251

ビジネスホテル築館

栗原市築館薬師4丁目11番地21

0228-22-8888

ハイルザーム栗駒

栗原市栗駒沼倉耕英東50-1

0228-43-4100

ホテル志ばたや

栗原市築館伊豆二丁目5-39

0228-22-2053

ホテルルートイン登米

登米市迫町佐沼字中江5-11-1

050-5847-7600

三浦屋旅館

登米市津山町柳津字本町81

0225-68-2003

中新田交流センター

加美郡加美町下新田松木3

0229-63-3113

陶芸の里ゆ～らんど

加美郡加美町宮崎切込三番2

0229-69-6600

温湯山荘

備考

たびのCAPMPING BASE 加美ゆーらんどコテージ 加美郡加美町宮崎切込二番70

0229-69-6600

たびの邸宅 やくらいコテージ

加美郡加美町味ケ袋薬来原1-331

0800-805-7197

やくらい林泉館

加美郡加美町字味ケ袋薬莱原1番地76

0229-67-3688

温湯温泉佐藤旅館

栗原市花山字本沢北ノ前60-1

0228-56-2251

追加

大崎市鳴子温泉字川渡62

0229-84-7330

追加

ホテルニューあらお

大崎市鳴子温泉字赤湯40

0229-83-3062

追加

なかやま山荘

大崎市鳴子温泉字星沼19-24

0229-87-2101

追加

アネックスホテルアベ

栗原市若柳川南堤通24-3

0228-32-7411

追加

阿部旅館

栗原市若柳川南南町40

0228-32-2303

追加

鳴子風雅

大崎市鳴子温泉湯元55

0570-001-262

追加

大崎市鳴子温泉字赤湯34

0229-83-3052

追加

大崎市古川川熊長者原24-254 長者原サービスエリア（上り）
0229-28-5854

追加

公立学校共済組合鳴子保養所

百年ゆ宿

玉造荘

旅館大沼

ファミリーロッジ旅籠屋長者原SA店

旅行会社へお申し込みの場合
支店・店舗名

会社名

問合せ電話

休業日

受付時間

（株）エイチ・ティー・プランニング

本店

022-292-5181 9:00～18:00

土・日・祝

宮城中高年旅行社

本社

022-781-8020 15:00~

なし

(株)だいきゅう観光社

本社営業所

022-263-3566 9:30~17:30

土・日・祝

(株)ビーエストラベル

本社営業所

022-234-8601 9:00～17:00

土・日・祝

オヤマグループ株式会社（國際トラベル）

本社営業所

022-281-8418 9:00～17:30

土・日・祝

平成エポックトラベル

本社営業所

022-364-4961 9:00～18:00

日

東北コミュニティツーリズム（(株)多賀城DMC）

022-702-0699 10:00~16:00

水・日

新日本旅行サービス

080-5227-8383

富士ツーリスト株式会社

0225-93-9861

名鉄観光サービス㈱

9:30～12:00
13:00～17:00

土・日・祝

022-365-8187 10:00～17:00

土・日・祝

本社

022-293-5661 10:00～17:00

土・日・祝

佐沼支店

0220-22-3060 10:00～17:00

土・日・祝

仙台支店

(有)花園旅行
（株）東日トラベル

022-267-0211

有限会社仙台ビックトラベル

022-246-1929

(有)三陸旅行サービス

0225-24-0717 9:00～18:00

土・日・祝

050-3343-9733 9:00～17:00

土・日・祝

富士観光株式会社
仙台ヘリテージツーリズム株式会社
Discovery倶楽部

本社

070-5621-1122 24時間対応

株式会社エイ・アール・シー

本社営業所

022-249-3032 9:30～18:00

土・日・祝

キャストトラベルパートナー

本社

022-393-7341 9:00～19:00

なし

仙台店

022-221-4525 10:30～18:00

水

仙台支店

022-222-4141 10:30～17:00

土・日・祝

近畿日本ツーリスト（株）

022-748-6230

株式会社たびむすび
第一観光トラベル（株）

本社営業所

022-223-4112 9:30～18:00

土・日・祝

022-394-6127

向田トラベル
株式会社トラベルe旅.com

本社

022-797-5005 9:00～18:00

土・日・祝

㈱大崎観光トラベル

古川本社

0229-87-3702 10:00～16:00

土・日・祝

㈱ワールドトラベル

仙台店

022-232-8051 9:15～17:00

日・祝

022-268-0178

株式会社エルタス東北
（株）たびのレシピ
(有)トラベルネットワーク仙台

あすと長町

022-304-5565 10:00～18:00

水・木

タピオ店

022-341-5058 10:00～18:00

火・金

本社営業所

022-216-3361 9:30～18:00

土・日・祝

022-348-0308

有限会社独眼竜観光社
(株)旅日記

本社

022-266-1170 9:00～17:00

土・日・祝

東北ちゅらトラベル株式会社

本社営業所

022-290-0848 10:00～17:00

土・日・祝

(一社)南三陸町観光協会

南三陸町観光協会予約サイト みなたび 0226-47-2550

Jツーリスト株式会社

本社

022742-2077

東武トップツアーズ(株)

仙台支店

022-263-3232 9:30～17:30

土・日・祝日・年末年始

022-214-0808 9:30～18:00

土・日・祝

022-264-8674

土・日・祝日

㈱タイワ・トラベル・サービス
（株）農協観光

東北統括支店

9:00～18:00

年末年始

10:00～17:00

土・日・祝日

有限会社ジャパントラベル東北

0224-23-6310

(有)蔵王ツーリスト

0224-24-5700 9:00～18:00

土・日・祝

0220-21-5161 9:00～17:00

日・祝日

(有)宮城トラベルサービス

本社営業所

ツアーネット株式会社

0220-21-1717

株式会社オーシャンコネクト

0226-29-6360 9:00～18:00

土・日・祝

有限会社スマイルネットワーク スマイルツアー仙台

022-306-0035 9:00～18:00

土・日・祝

東日本観光バス株式会社

0223-23-7535

㈱あすなろ旅倶楽部

㈱あすなろ旅倶楽部 仙台支店

022-771-2789 9:30～16:00

土・日・祝

(株)Ｋ・コンシェルジュ

本社

022-301-9802 9:00～17:00

土・日・祝

0225-23-7280 9:00～17:00

水・祭日
土・日・祝

㈱ノースジャパンツアーズ
仙台バスツアーズ㈱

本社

022-224-3771 9:30～18:30

㈱びゅうトラベルサービス

びゅうプラザ仙台駅

022-265-3715 10:00～17:30

さくらツーリスト

本社営業所

0220-22-4600 9:00～17:00

土・日・祝

022-217-0021 10:00～18:00

土・日・祝

0224-55-4071 9:00～18:00

日・祝

アィティトラベル
㈱宮城観光サービス

本社

みんなの観光

022-391-5203

フォーラムトラベル

022-301-6336

スカイクルー株式会社 たびクルー

022-349-1230

株式会社国際ツーリスト仙台

022-268-5858 10:00～17:00

土・日・祝

0229-25-9620 9:00～17:00

土・日・祝

㈱トラベルパートナー

仙台卸町店

022-253-7753 10:00～17:00

水･土･日･祝

㈱阪急交通社

仙台支店

0570-02-8989 10:00～16:00

土・日・祝日・年末年始

㈱タビックスジャパン

仙台支店

050-3033-1052 10:00～16:30

土・日・祝

大和リゾート株式会社

仙台支店

022-375-6125 9:00～18:00

土・日・祝

(一社)みやぎ大崎観光公社

フォーラムトラベル

022-301-6336

スカイクルー株式会社 たびクルー

022-349-1230

株式会社国際ツーリスト仙台

022-268-5858 10:00～17:00

土・日・祝

(一社)みやぎ大崎観光公社

0229-25-9620 9:00～17:00

土・日・祝

㈱トラベルパートナー

仙台卸町店

022-253-7753 10:00～17:00

水･土･日･祝

㈱阪急交通社

仙台支店

0570-02-8989 10:00～16:00

土・日・祝日・年末年始

㈱タビックスジャパン

仙台支店

050-3033-1052 10:00～16:30

土・日・祝

大和リゾート株式会社

仙台支店

022-375-6125 9:00～18:00

土・日・祝

株式会社旅エール

本社

090-2022-5158 10:00～17:00

土日（LINEは随時問合せ可能）

022-341-7750

株式会社EJサービス
アルプス・トラベル・サービス㈱

仙台支店

022-211-0471 9:00～17:30

土・日・祝

カメイ商事（株）旅行事業部

カメイトラベル

022-216-7331 9:30～16:00

土・日・祝

（株）気仙沼旅行センター

JTB気仙沼旅行センター

(株)日本旅行リテイリング

藤崎デパート内旅行サロン支店

050-030029

仙台支店

022-261-4511 9:30～17:30

古川支店

0229-22-1222

株式会社日本旅行東北

10:00～17:00

水・祝

10:00～17:00

火・水・木曜日

10:00～16:30
（12:30～14:00除く）

土・日・祝
土・日・祝
土・日・祝

東北WEB・メディア販売センター
(株)ツアー・ウェーブ

仙台営業所

022-212-1919 10:00～16:00

水・土・日・祝

株式会社読売旅行

東北・北海道企画グループ

022-266-8085

土・日・祝

なかよし地球予約センター

022-298-7765 10:00～17:00

土・日・祝

本社旅行センター

022-298-7762 10:00～17:00

土・日・祝

佐沼旅行センター

0220-22-2610 10:00～17:00

土・日・祝

岩沼旅行センター

0223-24-2821 10:00～17:00

土・日・祝

仙台本店営業所

050-5211-0225 11:00～18:00

なし

仙台パルコ2営業所

050-5211-0250 11:00～18:00

当面の間、月～金曜日を店休日とさせて頂きます。

ザ･モール仙台長町営業所

050-5211-0246 11:00～18:00

当面の間、火～金曜日を店休日とさせて頂きます。

宮交観光サービス（株）

株式会社JTB
株式会社エイチ・アイ・エス

022-211-6960 10:00～17:00

土・日・祝

本社

03-3225-1986 9:00～17:00

土・日・祝

東北営業所

022-266-8596 9:00～17:00

土・日・祝

有限会社トランスオーシャンツーリスト

仙台営業所

022-797-6056

株式会社仙塩交通

仙塩交通トラベル

022-290-9025 9:00～17:00

土・日・祝

株式会社桃生交通トラベラー

本社営業所

0225-76-2205 9:00～18:00

日

河北新報トラベル
株式会社リロクラブ

9:30～18:00
(隔週土曜日 9:30～15:00)

土(隔週)・日・祝

有限会社まほろば観光企画
東和観光

みやぎ宿泊割キャンペーン事務局（平日10:00～17:00）

お問い合わせ

TEL：050-6868-9823 FAX：050-6868-9785

