
地　区 № 施設名 住　　　　　　　　所 Ｔ　Ｅ　Ｌ 利用対象日

1 仙台ロイヤルパークホテル 仙台市泉区寺岡六丁目２番地の１ 022-377-2111 平日

2 ホテルＪＡＬシティ仙台 仙台市青葉区花京院１－２－１２
022-711-2580

平日

3 ホテルセントラル仙台 仙台市青葉区中央４丁目２－６
022-711-4111

全日

4 ホテルプレミアムグリーンプラス 仙台市青葉区中央2-6-8 022-212-1255 全日

5 ホテル法華クラブ仙台店 仙台市青葉区本町２－１１－３０
022-224-3121

平日

6 秋保グランドホテル 仙台市太白区秋保町枇杷原１２－２
022-397-3131

平日

7 秋保リゾートホテルクレセント 仙台市太白区秋保町湯元字行沢１－２
022-397-3111

平日

8 奥州秋保温泉蘭亭 仙台市太白区秋保町湯元字木戸保７－１
022-397-1515

平日

9 篝火の湯緑水亭 仙台市太白区秋保町湯元字上原２７
022-397-3333

平日

10 伝承千年の宿　佐勘 仙台市太白区秋保町湯元字薬師２８
022-398-2233

平日

11 ホテルきよ水 仙台市太白区秋保町湯元字平倉１番地
022-397-2555

平日

12 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

平日

13 湯の原ホテル 仙台市青葉区作並字元木１
022-395-2241

平日

14 鷹泉閣岩松旅館 仙台市青葉区作並字元木１６
022-395-2211

全日

15 La楽ﾘｿﾞｰトホテルｸﾞﾘｰﾝｸﾞﾘｰﾝ 仙台市青葉区作並字二橋５－１２
022-395-2011

平日

岩沼 16 東京第一ホテル 岩沼リゾート 岩沼市北長谷字切通1-1 グリーンピア岩沼内 0223-24-4455 平日

17 大江戸温泉物語　ホテル壮観 宮城郡松島町磯崎字浜1-1 022-354-2181 平日

18 小松館　好風亭 宮城郡松島町松島字仙随３５－２
022-354-5065

平日

19 ホテル松島大観荘 宮城郡松島町松島字犬田１０－７６
022-354-2161

平日

20 松島センチュリーホテル 宮城郡松島町松島字仙随８
022-354-4111

平日

21 奥松島ＬＡＮＥ　ＨＯＴＥＬ 東松島市野蒜ヶ丘三丁目29-1
0225-86-2501

平日

22 汐さいの宿　ちどり館 東松島市宮戸字横山11-1
0225-88-2066

全日

23 バリュー・ザ・ホテル東松島矢本 東松島市小松字谷地215
0225-84-1567

全日

24 かっぱの宿　旅館三治郎 刈田郡蔵王町遠刈田温泉本町３
0224-34-2216

平日

25 さんさ亭 刈田郡蔵王町遠刈田温泉東裏３０
0224-34-2211

平日

26 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

平日

27 旅館　源兵衛 刈田郡蔵王町遠刈田温泉仲町５－１
0224-34-2124

平日

28 時音の宿　湯主一條 白石市福岡蔵本字鎌先一番４８
0224-26-2151

平日

29 最上屋旅館 白石市福岡蔵本字鎌先１－３５
0224-26-2131

平日

青根温泉 30 湯元不忘閣 柴田郡川崎町青根温泉１－１
0224-87-21011

平日

峩々温泉 31 峩々温泉 柴田郡川崎町大字前川字峩々１
0224-87-2021

平日

宮城の冬宿ＤＥお泊りプレゼント ペア宿泊券利用可能施設一覧

鎌先

仙台

秋保

作並

松島

東松島

遠刈田

https://www.srph.co.jp/
https://www.sendai.jalcity.co.jp/
http://www.hotel-central.co.jp/
https://www.bh-green.co.jp/
http://www.hokke.co.jp/sendai/
https://www.akiugrand.com/
http://www.h-crescent.co.jp/
https://www.akiu-rantei.com/
http://www.ryokusuitei.co.jp/
https://www.sakan-net.co.jp/
https://www.kiyo-mizu.jp/
https://www.mitoya-group.co.jp/
https://www.yunohara.co.jp/
http://www.iwamatu-ryokan.com/
http://hotel-gg.com/
https://www.tdh-iwanuma-r.com/
http://sohkan.ooedoonsen.jp/
http://www.new-komatsu.co.jp/
https://www.taikanso.co.jp/
https://ssl.centuryhotel.co.jp/
https://okumatsushima.lanehotel.jp/
http://chidorikan.com/
https://valuethehotel.jp/yamoto
http://www.sanjirou.co.jp/
http://www.zao-sansatei.co.jp/
https://www.barden.co.jp/
http://www.ryokan-genbei.com/
https://www.ichijoh.co.jp/
http://www.mogamiya.net/
http://www.fubokaku.com/
http://gagaonsen.com/


32 源蔵の湯　鳴子観光ホテル 大崎市鳴子温泉字湯元４１
0229-83-2333

平日

33 公立学校共済組合鳴子保養所「玉造荘」 大崎市鳴子温泉字川渡62
0229-84-7330

平日

34 鳴子ホテル 大崎市鳴子温泉字湯元３６番地
0229-83-2001

平日

35 東多賀の湯 大崎市鳴子温泉字新屋敷160
0229-83-3133

平日

36 東鳴子温泉　旅館大沼 大崎市鳴子温泉字赤湯３４
0229-83-3052

平日

37 ゆさや旅館 大崎市鳴子町温泉字湯元８４
0229-83-2565

平日

38 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

平日

39 旅館弁天閣 大崎市鳴子温泉字車湯８７
0229-83-2461

平日

古川 40 バリュー・ザ・ホテル古川三本木 大崎市三本木南谷地千刈田146
0229-52-5567

全日

南三陸 41 南三陸ホテル観洋 本吉郡南三陸町志津川黒崎９９番地１７号 0226-46-2442 平日

42 気仙沼プラザホテル 気仙沼市柏崎1-1 0226-23-1313 平日

43 気仙沼パークホテル 気仙沼市魚市場前6-23 0226-24-3489 全日

44 サンマリン気仙沼ホテル観洋 気仙沼市港町4-19 0226-24-1200 平日

45 ホテル一景閣 気仙沼市弁天町１－４－７
0226-22-0602

平日

46 ホテルパールシティ気仙沼 気仙沼市古町3-2-42
0226-24-2511

全日

47 旅館　海光館 気仙沼市松崎高谷17-5
0226-22-1316

平日

※平日；土日祝日の前日を除く日　全日；土日祝日の前日も含む日

鳴子

気仙沼

http://www.narukokankouhotel.co.jp/
https://www.kourituyasuragi.jp/naruko/
http://www.narukohotel.co.jp/
https://higashitaga.net/
http://www.ohnuma.co.jp/
https://www.yusaya.co.jp/
http://www.oni3800.com/
http://www.bentenkaku.jp/
https://valuethehotel.jp/sanbongi
https://www.mkanyo.jp/
https://www.pkanyo.jp/
http://www.onoman.co.jp/parkhotel/
https://www.kkanyo.jp/
http://www.ikkeikaku.co.jp/
https://www.pearlcity.jp/kesennuma/
http://kesennuma-kaikoukan.com/

