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最高層ビルからの眺めとともにくつろぎのひとときを 仙台市街

ウェスティンホテル仙台 15:00／ 12:00 有（1,500円）

穏やかな緑に囲まれ伊達文化の色彩があふれる空間
で上質なくつろぎのひとときをお過ごしください
 T 26,000円～　D 20,000円～
スイート 78,000円～　※税・サ別
有（和・洋）　 有（2,500円～※税・サ別）
 仙台市青葉区一番町1-9-1（JR仙台駅西口より徒歩約9
分、仙台宮城ICより車で約15分）
022-722-1234
https://www.the-westin-sendai.com

ゆったりとした空間に最新設備。 仙台市街

ANAホリデイ・イン仙台 14:00／ 11:00 有（1,260円・税込）

世界的なホテルチェーン「ホリデイ・イン」のブランド
のホスピタリティで、お迎えいたします。
 S 10,000円～　T 20,000円～
D 20,000円～（税・サ込）
有（洋）　 有（2,000円※税・サ込）　
 仙台市若林区新寺1-4-1
（JR仙台駅東口から徒歩6分）
022-256-5111
https://www.anaholidayinn-sendai.jp

仙台駅西口より徒歩5分の好立地。 仙台市街

仙台ビジネスホテル駅前 15:00／ 10:00 有（最大2,300円）

仙台中心部にありながらも静かな環境に恵まれてお
り、ビジネス・観光に至便。仙台の活動拠点に。
 S 6,500円～　T 12,000円～
D 10,000円～
有（和・洋）　 有（1,000円～）
 仙台市青葉区中央4丁目8-7
（JR仙台駅西口より徒歩5分）
022-262-3211
https://www.sendai-bh.co.jp

仙台駅東口徒歩2分！ビジネスにも観光にも至便！ 仙台市街

ダイワロイネットホテル仙台 14:00／ 11:00 有（1,000円先着順）

仙台駅目の前の好立地。牛タン焼き屋・ビストロ・居酒
屋・コンビニも館内にあります。
 S 6,000円～　T 10,000円～
D 8,000円～（税・サ込）
有（和・洋）　 有（1,000円）
 仙台市宮城野区榴岡1-2-37
（JR仙台駅東口から徒歩2分）
022-293-7055
https://www.daiwaroynet.jp/sendai/

仙台駅近　癒しの空間と心を開放するロケーション 仙台市街

ホテル メルパルク仙台 15:00／ 11:00 有（1,000円）

JR仙台駅東口から徒歩10分！　近くの野球観戦、コン
サート鑑賞に便利！
 S 6,000円～　T 15,000円～　
和室 12,000円～
有（和・洋）　 有（1,500円）
 JR仙台駅東口より宮城野通りを徒歩10分

022-792-8111
https://www.mielparque.jp/

仙台駅より徒歩7分、ビジネスや観光の拠点に！！ 仙台市街

ホテルクラウンヒルズ仙台青葉通り 15:00／ 11:00 有（1,000円）

杜の都、仙台。東北随一のアーケードに隣接。ビジネス
や観光、お客様のニーズに合わせてご利用下さいませ。
 シングル 7,000円～　スタンダードツイン 11,000円～
プチセミダブル 8,000円～
無　 有（900円～）
 仙台市青葉区中央2-3-18
（JR仙台駅西口より徒歩7分）
022-262-1355
https://breezbay-group.com/hch-s-aobadori/

全室21㎡以上のバス・トイレセミセパレートタイプ 仙台市街

ダイワロイネットホテル仙台一番町 14:00／ 11:00 有（2,000円先着順）

一番町オフィス街、官公庁そして東北最大の繁華街
「国分町」に囲まれた抜群の立地。
 T 16,000円～　D 12,000円～
 ジュニアスイート 23,000円～（税・サ込）
有（和・洋）　 有（1,500円）
 仙台市青葉区一番町4-2-2
（地下鉄広瀬通駅西5番出口より徒歩1分）
022-796-7685
https://www.daiwaroynet.jp/sendai-ichibancho/

ワンランク上の快適空間を追求したホテル。 仙台市街

ホテルセントラル仙台 14:00／ 11:00 有（契約800円～）

JR仙台駅近くで、目の前にコンビニがある好立地。全
客室無料Wifi。TVはミラーリングやキャスト対応。
 S 6,800円～　T 11,000円～
D 9,000円～
有（洋）　 有（600円～800円）
 仙台市青葉区中央4-2-6
（仙台駅から徒歩3分）
022-711-4111
http://www.hotel-central.co.jp

HMIホテルグループ。 仙台市街

ホテルパールシティ仙台 14:00／ 11:00 無

仙台の中心部に位置し、ビジネス・観光に便利。また、
グループに最適なトリプルもございます。
 S 6,000円～　T 10,000円～
D 9,000円～　トリプル 15,000円～（税別）
有（洋）　 有（900円※税別）
 JR仙台駅より青葉通りを直進し、徒歩約15分。
車で約5分。
022-262-8711
https://www.pearlcity.jp/sendai/

一番町アーケード街のほど近くに立地。 仙台市街

ホテルベルエア仙台 14:00／ 11:00 有（1,500円）

清潔で明るい雰囲気と広めの客室は女性にも人気。
隣接したベルエア会館には貸会議室有り。
 S 8,800円～　T 16,600円～
D 13,600円～（税込）
有（和・洋）　 有
 仙台市青葉区一番町1-4-8
（JR仙台駅より徒歩12分）
022-217-8511
http://www.bel-air.co.jp/

プレミアムグリーンソブリン
掲載ページ P.159 0120-935-807

ホテルグリーンセレク
掲載ページ P.159 0120-953-771

ホテルグリーンアーバ
掲載ページ P.159 0120-073-364

ホテルグリーンパレス
掲載ページ P.159 0120-073-395

プレミアムグリーンヒルズ
掲載ページ P.159 0120-581-501

ホテルグリーンパーク
掲載ページ P.159 0120-626-171

ホテルグリーンウィズ
掲載ページ P.159 0120-975-477

ホテルグリーンマーク
掲載ページ P.159 0120-846-981

プレミアムグリーンプラス
掲載ページ P.159 0120-957-865

ホテルグリーンパシフィック
掲載ページ P.159 0120-218-879

ホテルグリーンウエル
掲載ページ P.159 0120-073-378

ホテルグリーンライン
掲載ページ P.159 0120-708-311

ホテルグリーンシティ
掲載ページ P.159 0120-073-394

ホテルメトロポリタン仙台
掲載ページ P.060 022-267-2246
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レディースフロアを完備。女性のみでも安心・快適。 仙台市街

ホテルモンテエルマーナ仙台 15:00／ 11:00 契約（1,500円）

宿泊者専用浴場あり。お仕事や長旅の疲れを大きな
お風呂でゆっくりと癒して下さい。
 S 14,600円～　T 25,200円～
D 18,700円～
無　 有（1,800円）
 仙台市青葉区花京院1-2-15
JR仙台駅よりペデストリアンデッキ利用で徒歩約3分
022-721-7501
https://www.monte-hermana.jp/sendai/

仙台駅前にヨーロピアンテイストのホテルが誕生。 仙台市街

ホテルモントレ仙台 15:00／ 11:00 有料

中世の都プラハの街並をイメージし、室内調度品や
館内のアンティークの品々も魅力。
 S 18,700円～　T 24,700円～

有（和・洋・中）定休日あり　 有（2,530円）
 仙台市青葉区中央4丁目1-8
（仙台駅から徒歩3分）
022-265-7110
https://www.hotelmonterey.co.jp

利便性と居心地の良さを追求した新しいホテル。 仙台市街

仙台ワシントンホテル 14:00／ 11:00 提携（1,200円～）

ゆとりの客室と快適なベッド、トイレとは分離した独立
型の浴室、全室Wi-Fi環境を完備。
 S 13,640円～　T 21,010円～
D 18,920円～
有（1,500円※税別）
 仙台市青葉区中央4-10-8
（JR仙台駅から徒歩3分）
022-745-2222
https://www.washington-hotels.jp/sendai/

ゆとりとやすらぎの空間に最新設備を装備。 仙台市街

ホテルユニサイト仙台 15:00／ 10:00 有

JR仙台駅より徒歩3分、全室シモンズベッド導入wifi
完備、ビジネス観光に最適です。
 S 7,920円～（税込）　T 13,200円～（税込）

有（洋）　 有（990円※税込）
 仙台市青葉区中央4丁目2番3号
（JR仙台駅より徒歩3分）
022-716-0123
http://www.unisite.co.jp

仙台駅より徒歩10分、リーズナブルなホテルです。 仙台市街

ホテルメイフラワー仙台 14:00／ 11:00 有（900円～）

当ホテル２F、サウナ、お風呂有り、全館Wi-Fi対応で
す。観光、ビジネスの拠点に最適です。
 S 3,900円～　T 7,500円～　D 6,800円～

無　 無
 仙台市青葉区本町一丁目13-28
（JR仙台駅より徒歩10分）
022-262-5411
https://hpdsp.jp/hotelmayfl ower/

大人を休む、上質な時間へ。 仙台市街

三井ガーデンホテル仙台 15:00／ 11:00 有（1,200円）

仙台の中心部に位置し、ビジネス・市内観光に便利。
最上階には宿泊者専用大浴場完備。（無料）
 S 25,300円～　T 34,100円～
D 27,500円～（税込）
有（洋）　 有（1,650円）
 仙台市青葉区本町2-4-6 
（地下鉄広瀬通駅西1番出口より徒歩1分）
022-214-1131
https://www.gardenhotels.co.jp/

仙台の中心部、国分町の入り口にあるホテルです。 仙台市街

杜のホテル仙台 14:00／ 11:00 有（1,200円）

シティホテルの洗練されたクオリティーとビジネスホ
テルの気軽さと使いやすさを兼ね備えたホテル。
 S 8,500円～
T 15,000円～（税・サ込）
有（750円）
 仙台市青葉区立町1-28
（仙台駅から車で5分）
022-713-5888
https://morinohotel.co.jp/

ホテルグリーンチェーン
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いいね！したくなるフォトトリップに出かけよう 秋保温泉

秋保グランドホテル 15:00／ 10:00 有（無料）

すぐそこにある贅沢を提供。かにや握り寿司など旬の
料理が好きなだけ楽しめるビュッフェが人気の宿
 1泊2食付（平日）（1室2名）12,500円～（税別入湯税別途150円）
大浴場・露天風呂・サウナ
レストランビュッフェ  
 仙台市太白区秋保町湯元字枇杷原12-2
JR仙台駅より車で30分
0570-026-001（受付 9:00～19:00）
https://www.akiugrand.com

こころ華やぐ　極上湯宿。 秋保温泉

ホテル瑞鳳 15:00／ 10:00 有（無料）

出来たてにこだわるお料理と、バラエティ豊かな温泉
で至福のひとときを。
 1泊2食付き（月～木 1室2名）　15,700円～（税込、入湯税別途150円）
大浴場・露天・サウナ　（男女入替制）
レストランseasons  
 仙台市太白区秋保町湯元字除26-1
（JR仙台駅より車で約30分）
0570-550-397（お問い合わせ・予約 9：00～19：00）
https://www.zuiho.jp/

上質な会席料理をリーズナブルに楽しめる宿 秋保温泉  

大江戸温泉物語 仙台秋保温泉 岩沼屋 15:00／ 10:00 有（無料）秋保温泉

“夕食時の飲み放題”や“お夜食”など滞在中の寛ぎが無
料で楽しめる、心を込めたおもてなしをご堪能ください。
 1泊2食付　14,278円～（消費税込・大人入湯税150円別）※大人4名利用時
大浴場（男湯/女湯）・露天風呂・サウナ・貸切風呂（有料）　
有（会席料理）
 仙台市太白区秋保町湯元字薬師107
（仙山線愛子駅よりタクシーまたは路線バスで約15分）
0570-033268
https://iwanumaya.ooedoonsen.jp/

仙台の奥座敷美女づくりの湯　作並温泉の宿。 作並温泉

L
ら

a 楽
ら

 リゾートホテルグリーングリーン 15:00／ 10:00 有（無料）

自然に囲まれた露天風呂やジャグジーと、ボウリング
場などレジャー施設満載のリゾートホテルです。
 1泊2食付　9,000円～（サ込・税別）
露天風呂／大浴場／麦飯石サウナ／貸切風呂
スナック／居酒屋／ボウリング場／ゲームコーナー
 仙台市青葉区作並字二橋5-12
（作並駅から送迎バス5分）
022-395-2011
https://www.hotel-gg.com/

雄大な自然と穏やかな海を望む癒しの天然温泉 松島

大江戸温泉物語 ホテル壮観 15:00／ 11:00 有

湯量豊富な天然温泉と、地元の旬な食材を使用した
絶品料理を楽しみにお出かけください。
 1泊2食付　9,108円～（消費税込・大人入湯税150円別）
※大人4名利用時
  大浴場（男湯/女湯）・露天風呂・サウナ　 有（和洋中バイキング）
 宮城郡松島町磯崎字浜1－1（JR松島駅・松島海岸駅より
送迎バス無料運行中（※到着後施設に要連絡））
0570-011269
https://sohkan.ooedoonsen.jp/

あゝ 絶景かな、絶景かな 松島

ホテル　絶景の館 15:00／ 10:00 有（無料）

お部屋、浴場からの景観は絶景です。地元の食材を
使った当ホテル自慢の料理をお楽しみください。
 1泊2食付　12,000円～

絶景の露天風呂と絶景の大浴場「日帰り入浴可」
 宮城郡松島町松島字東浜4-6

022-354-3851
https://www.zekkei.jp

貸切風呂「かめの湯/玉手箱の湯」。 利府

ホテル浦嶋荘 15:00／ 10:00 有（無料）

松島・塩釜の観光の拠点として、海の幸を中心とした
料理自慢の宿、貸切露天風呂「かめの湯」も好評
 1泊2食付　10,000円～（税込）
大浴場（男湯・女湯）貸切風呂「かめの湯/玉手箱の湯」　
食事処／個部屋
 宮城郡利府町浜田海岸
（JR仙石線陸前浜田駅から徒歩2分）
022-366-2131
http://www.urashimasou.co.jp

茶寮宗園
掲載ページ P.071 022-398-2311

ホテル華乃湯
掲載ページ P.073 022-397-3141

鷹泉閣 岩松旅館
掲載ページ P.077 022-395-2211

篝火の湯 緑水亭
掲載ページ P.072 022-397-3333

ホテルニュー水戸屋
掲載ページ P.071 022-398-2242

伝承千年の宿 佐勘
掲載ページ P.035 022-398-2233

KYOU BAR LOUNGE & INN
掲載ページ P.035 022-397-3261
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海の見える部屋で磯料理をどうぞ。 松島

松島温泉 ホテル大松荘 15:00／ 10:00 有（無料）

松島の観光の中心、観光施設や名所まで歩いてすぐ
です。
 1泊2食付　14,300円～（税込）
大浴場（男湯・女湯）
 （JR松島海岸駅より徒歩2分、三陸自動車道松島海岸IC
より5分）

022-354-3601
https://www.daimatsuso.co.jp

天然温泉に浸り、秀逸なる景観を楽しむ。 松島

松島温泉 元湯 ホテル海風土 15:00／ 11:00 有（無料）

バリと和の雰囲気が融合した癒しの空間。旬の素材を
活かした料理と温泉をお楽しみください。
 1泊2食付　18,150円～（税込）
大浴場（男・女）／露天又は展望風呂付客室16室
レストラン／展望「みはらしの湯」（男女入替制）
 宮城郡松島町松島字東浜5-3
（JR松島海岸駅より車で5分）
022-355-0022
https://www.ubudo.jp/

上質なくつろぎ、静かに流れる時間。 石巻

石巻グランドホテル 16:00／ 11:00 有（無料）

食べずに帰るのはもったいない！そんな朝食をご用意
してお待ちしています。宿泊のお客様は朝食無料。
 6,800円（税別）～
（令和３年３月末現在）
有（和・洋・中・伊）　 有（1,500円～）
 石巻市千石町2-10
（JR石巻駅から徒歩5分、車で3分）
0225-93-8111
http://www.grandhotel.bz

名湯鳴子温泉で寛ぐ、開放感ある百畳露天風呂が自慢！ 鳴子温泉

大江戸温泉物語 鳴子温泉 幸雲閣 15:00／ 11:00 有（無料）

大江戸温泉グループで大人気の豪華バイキングと、
「黒湯」「白湯」「混合泉」の3つの湯めぐりが楽しめます。
 1泊2食付　8,778円～（消費税込・大人入湯税150円別）
※大人4名利用時
大浴場（男湯／女湯）・露天風呂　 有（和洋中バイキング）
 大崎市鳴子温泉車湯17
（JR鳴子温泉駅より送迎バス無料運行中）
0570-030268
https://kounkaku.ooedoonsen.jp/

ゆったりと寛げる、景色抜群の露天風呂が自慢の温泉宿 鳴子温泉

大江戸温泉物語 鳴子温泉 ますや 15:00／ 11:00 有（無料）

和洋中の多種多様な大人気豪華バイキングと鳴子温
泉郷の山河を一望できる露天風呂をお楽しみ下さい。
 1泊2食付　8,778円～（消費税込・大人入湯税150円別）
※大人4名利用時
大浴場（男湯／女湯）・露天風呂　 有（和洋中バイキング）
 大崎市鳴子温泉字湯元82
（JR陸羽東線鳴子温泉駅徒歩約5分）
0570-020268
https://masuya.ooedoonsen.jp/

日本三景松島を一望するリゾートホテル。 松島

ホテル松島 大観荘 14:00／ 11:00 有（無料）

自然に溶け込むようにせり出した展望露天風呂や、旬
の地場産食材を使った和洋中の料理が楽しめます。
 1泊2食付　14,520円～（税込）
展望露天風呂付大浴場
レストラン（和・洋・中・バイキング）／ラウンジ
 宮城郡松島町松島字犬田10-76
（JR松島海岸駅から無料シャトルバス3分）
022-354-5214
https://www.taikanso.co.jp/

気仙沼 ホテル観洋
掲載ページ P.130 0226-24-1200

気仙沼プラザホテル
掲載ページ P.130 0226-23-1313

南三陸 ホテル観洋
掲載ページ P.129 0226-46-2442

パレス松洲
掲載ページ P.083 022-354-2106

松島佐勘 松庵
掲載ページ P.035 022-354-3111

松島センチュリーホテル
掲載ページ P.085 022-354-4111
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