
【令和２年２月４日現在／№１】
エリア 市町村名 宿泊施設名 電話連絡先 公式サイト

ホテル紫苑 019-689-2288 http://www.hotel-shion.com
愛真館 019-689-2111 http://www.aishinkan.co.jp
ホテル小田島 019-622-3151 https://www.hotel-odashima.com/
湯守ホテル大観 019-689-2121 https://www.hotel-taikan.com/
盛岡ニューシティホテル 019-654-5161 https://www.moriokacityhotel.co.jp/newcity/
盛岡シティホテル 019-651-3030 http://www.moriokacityhotel.co.jp/city/
旅染屋 山いち 019-689-2704 http://tsunagi-yamaichi.jp
温泉ゲストハウス やすもり 070-4462-6089 https://onsen.eyado.net/
アクティブリゾーツ岩手八幡平 0195-78-3311 https://www.daiwaresort.jp/hachimantai/index.html
アーベント倶楽部 0195-73-5166 https://www.appi-abend.com/
峡雲荘 0195-78-2256 http://www.kyounso.jp/
全4室の小さな宿Beaver 0195-78-2118 https://www.iwate-beaver.com
ペンションSTEP 0195-73-5225 http://appi-step.com/
松川荘 0195-78-2255 http://www.matsukawasou.com
八幡平マウンテンホテル 0195-78-4111 http://www.hachimantai.co.jp
アネックスアルカス 0195-63-3838 https://annex.appi-resort.com/
新安比温泉静流閣 0195-72-2110 https://www.sinappi.jp/
ペンション スターダスト 0195-73-5132 http://stardust.appi-yado.net
ホテル安比グランド 0195-73-5010 https://www.appi.co.jp
安比八幡平の食の宿 四季館彩冬 0195-72-5344 https://saito-appi.jp/
八幡平ハイツ 0195-78-2121 http://8mantai.jp/
ホテル加賀助 019-695-2216 https://www.kagasuke.com/
ホテル偕楽苑 019-695-2111 http://oshuku-kairakuen.com/
雫石プリンスホテル 019-693-1114 https://www.princehotels.co.jp/shizukuishi/
鴬宿温泉源泉かけ流しの宿川⾧ 019-695-2171 http://www.kawachosansou.com/
休暇村岩手網張温泉 019-693-2211 https://www.qkamura.or.jp/iwate/
⾧栄館 019-695-2121 http://www.choeikan.com
結びの宿 愛隣館 0198-25-2619 https://www.airinkan.com/premium/
ホテル三右エ門 0198-27-4511 http://www.hotel-sanemon.com
華胥の郷 0198-41-6565 https://www.kasyonosato.jp/
鉛温泉 藤三旅館 0198-25-2311 https://namari-onsen.co.jp
鉛温泉 湯治部 0198-25-2311 https://namari-onsen.co.jp/touji/
藤三旅館別邸 鉛温泉 心の刻 十三月 0198-29-6222 http://13gatsu.jp/
游泉志だて 0198-25-3939 https://shidate.jp/
湯の杜 ホテル志戸平 0198-25-2011 https://www.shidotaira.co.jp/
やまゆりの宿 0198-27-2055 https://yamayurinoyado.com
割烹旅館 廣美亭 0198-27-2216 http://hiromitei.info/
花巻温泉 佳松園 0198-37-2111 https://www.hanamakionsen.co.jp/
花巻温泉 ホテル千秋閣 0198-37-2111 https://www.hanamakionsen.co.jp/
花巻温泉 ホテル花巻 0198-37-2111 https://www.hanamakionsen.co.jp/
花巻温泉 ホテル紅葉館 0198-37-2111 https://www.hanamakionsen.co.jp/
健康増進施設 健考館 0198-46-1212 http://www.kenkounoyakata.com
渡り温泉 ホテルさつき 別邸楓 0198-25-2110 http://www.watarionsen.co.jp/
悠の湯風の季 0198-38-1125 http://kazenotoki.jp/

北上市 瀬美温泉 0197-73-7294 http://www.semi-onsen.co.jp/

遠野市 遠野たかむろ水光園 0198-62-2839 http://www.tono-suikouen.jp/
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「いわてふっこう割」対象宿泊施設一覧 【令和２年２月４日現在／№２】
エリア 市町村名 宿泊施設名 電話連絡先 公式サイト

館ヶ森高原ホテル 0191-63-5600 http://www.tategamori.com/
いつくし園 0191-29-2101 http://www.itsukushien.co.jp
アットホテル駅前店 0191-23-2407 http://www.attohotel.com/ekimae.php
山王山温泉 瑞泉郷 0191-39-2031 http://zuisenkyo.com
ベリーノホテル一関 0191-23-1000 http://bellino.jp/
@ビジネスホテル一関 0191-26-6411 http://www.attohotel.com
世界遺産の隠れ宿 果実の森 0191-34-6600 https://www.kajitsunomori-iwate.jp
山桜 桃の湯 0191-33-1118 https://www.momonoyu.co.jp
かんぽの宿一関 0191-29-2131 http://www.kanponoyado.japanpost.jp/
祭畤温泉かみくら 0191-39-2877 https://m-kamikura.com/
水沢グランドホテル 0197-25-8311 https://mizusawa-grandhotel.com/
みずさわ北ホテル 0197-22-8888 http://www.kitahotel.com/
焼石クアパークひめかゆ 0197-49-2006 http://www.himekayu.com
萬鷹旅館 0197-82-2304 http://mantakaryokan.com/
ホテル対滝閣 0197-84-2221 http://www.tairyukaku.co.jp
平泉倶楽部 0191-26-0015 https://hiraizumi-club.jp/
奥州平泉温泉そば庵しづか亭 0191-34-2211 http://shizukatei.com
旅館アイリス悠 0191-46-3323 http://www.iris-yu.com
浄土ヶ浜パークホテル 0193-62-2321 https://www.jodo-ph.jp
ホテル近江屋 0193-62-3660 http://hotel-oomiya.co.jp
グリーンピア三陸みやこ 0193-87-5111 http://www.greenpia-sanrikumiyako.com/
休暇村陸中宮古 0193-62-9911 https://www.qkamura.or.jp/miyako/
宮古ホテル沢田屋 0193-62-7711 http://www.hotel-sawadaya.com
浄土ヶ浜旅館 0193-62-1319 https://www.jyoudogahamakaisyu.jp/
大船渡温泉 0192-26-1717 https://oofunato-onsen.com/
やすらぎの宿 廣洋館 0192-42-2650 http://www.koyo-sanriku.com/
海鮮の宿ごいし荘別邸 海さんぽ 0192-29-3170 http://umisanpo.info/
大船渡インターホテル椿 0192-26-4141 http://www.hoteltsubaki.com
大船渡プラザホテル 0192-26-3131 https://www.ofunatoplaza.com
ホテル三陽 0192-55-3050 https://hotel-sanyo.jp/
キャピタルホテル1000 0192-55-3111 http://www.capitalhotel1000.jp
陸中海岸グランドホテル 0193-22-1211 https://www.rikuchu-ghotel.co.jp/
ホテルサンルート釜石 0193-24-3311 http://hsrkam.lix.jp
ホテルマルエ 0193-24-3911 http://www.marue.info/
釜石ベイシティホテル 0193-22-6611 http://kamaishi-baycity-hotel.co.jp/
多田旅館 0193-22-3576 http://www.tadaryokan.jp/
ホテルシーガリアマリン 0193-26-5111 http://seagullea.com/
宝来館 0193-28-2526 http://houraikan.jp
三陸花ホテルはまぎく 0193-44-2111 https://www.sanriku-hana.jp/
小川旅館 0193-42-2628 http://ogawaryokan.jimdo.com/
民宿サトウ 0193-44-2749 https://twitter.com/minsyuku310

山田町 うみねこ温泉湯らっくす 0193-82-4500 http://tensho-suisan.co.jp/
ホテル龍泉洞愛山 0194-22-4111 https://www.aizan.co.jp/
龍泉洞温泉ホテル 0194-22-4141 http://www.ryusendo.yad.jp/

田野畑村 ホテル羅賀荘 0194-33-2611 http://www.ragaso.jp
国民宿舎くろさき荘 0194-35-2611 http://kurosakisou.jp/
民宿みちあい 0194-35-2555 https://www.shokokai.com/fudai/member/membertype/m4

野田村 国民宿舎えぼし荘 0194-78-2225 http://ebosisou.com/
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