いわてに泊まって巡って、またおでんせキャンペーン
○キャンペーン参加宿泊施設一覧（令和３年12月17日現在）
・キャンペーンの参加宿泊施設は、随時追加されることがあります。
エリア

宿泊施設名

所在地

連絡先

宿泊施設URL

県北
県北

久慈第一ホテル
久慈ステーションホテル

久慈市中央2丁目11番地
久慈市中央3-2

0194-52-8111
0195-53-5281

https://www.kujidaiichihotel.co.jp/

県北

久慈グランドホテル

久慈市川崎町10-15

0194-52-2222

http://www.kuji-gh.com/

県北

緑風荘

二戸市金田一字長川41

0195-27-2131

https://www.zashiki-warashi.co.jp/

県北

民宿みちあい

下閉伊郡普代村2-17

0194-35-2555

県北
県北
県北
県北

国民宿舎 くろさき荘
旅館 瀧村屋
国民宿舎 えぼし荘
大野ふるさと公社 休養施設グリーンヒルおおの

0194-35-2611
0195-46-2505
0194-78-2225
0194-77-2266

https://kurosakisou.jp/
http://www.takimuraya.com/
https://ebosisou.com/
https://ohnocampus.jp/search_facility/greenhill-ohno/

県北

ホテル 奥中山高原

0195-35-3131

https://www.okunakayamakogen.jp/stay/

沿岸
沿岸
沿岸

ホテル近江屋
ホテルルートイン宮古
ゲストハウス3710

下閉伊郡普代村2-84-4
九戸郡軽米町大字軽米10-92
九戸郡野田村大字玉川2-62-28
九戸郡洋野町大野58-12-30
二戸群一戸町奥中山字西田子6621
宮古市磯鶏1-1-18
宮古市藤の川15番38号
宮古市末広町4-6

0193-62-3660
050-5847-7500
0193-77-3710

https://hotel-oomiya.co.jp/
https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/iwate/index_hotel_id_614/
https://guesthouse3710.com/

沿岸

コテージ風よさらさら

宮古市田老四丁目13-4

090-3122-1351

https://kazeyosarasara.net/

沿岸
沿岸
沿岸
沿岸
沿岸
沿岸
沿岸
沿岸
沿岸
沿岸

渚亭 たろう庵
湯ったり館
浄土ヶ浜パークホテル
休暇村陸中宮古
横沢温泉 静峰苑
宮古ホテル沢田屋
浄土ヶ浜旅館
大船渡温泉
ホテルルートイン大船渡
大船渡プラザホテル

宮古市田老字青砂里164番地1
宮古市茂市8-53
宮古市日立浜町32-4
宮古市崎鍬ヶ崎18-25-3
宮古市鈴久名4-5-4
宮古市新町4-1
宮古市築地1-1-38
大船渡市大船渡町字丸森29番地1
大船渡市大船渡町字野々田154-9
大船渡市大船渡町字茶屋前7-8

0193-87-2002
0193-72-3800
0193-62-2321
0193-62-9911
0193-74-2444
0193-62-7711
0193-62-1319
0192-26-1717
050-5847-7307
0192-26-3131

https://www.tarou-an.jp/
http://www.miyakoyuttari.jp/
https://www.jodo-ph.jp/
https://www.qkamura.or.jp/miyako/
http://genkisha.com/seihouen.html

沿岸

旅館 菊水館

大船渡市大船渡町字新田44-8

0192-27-5566

http://kikusuikan-ofunato.jp/

沿岸

民宿 刈谷ハイツ・C

大船渡市盛町字下舘下8-8

0192-47-3505

https://www.kariyaheights.com/

沿岸
沿岸
沿岸
沿岸
沿岸
沿岸
沿岸
沿岸
沿岸
沿岸
沿岸

やすらぎの宿 廣洋館
海鮮の宿ごいし荘別邸海さんぽ
シティホテル山口
アイルーム高田竹駒
アイルームボンマックス高田
アイルーム陸前高田
ホテル三陽
ホテルサンルート釜石
ホテルルートイン釜石
陸中海岸グランドホテル
アイルーム釜石鵜住居

大船渡市三陸町綾里字白浜95
大船渡市末崎町字大豆沢46-1
大船渡市大船渡町字新田42-13
陸前高田市竹駒町下壺173
陸前高田市竹駒町相川158
陸前高田市米崎町字樋の口130
陸前高田市気仙町字福伏155-6
釜石市大町2丁目3-3
釜石市大町2-5-17
釜石市港町1丁目2番3号
釜石市鵜住居町第３地割9-15

0192-42-2650
0192-29-3170
0192-27-5110
0120-773-040
0120-773-040
0120-773-040
0192-55-3050
0193-24-3311
050-5847-7701
0193-22-1211
0120-773-040

http://www.koyo-sanriku.com/
http://umisanpo.info/
https://www.cityhotel-yamaguchi.com/

特別特典（施設限定特典）

備考
（注意事項など）

当ホテルのレストラン・ラウンジでご利用できます10％割引チ
ケットを発行（当日有効）

宿泊料金（税抜き）お一人様１万円以上の方、ビール（中びん）１
本サービスいたします。

さるなし缶ジュース1本プレゼント

雪あかり ジェラートで使えるジェラート50円引き券をお渡ししま
す。

①パフォーマンス割引
②着物のレンタル着付込み（インスタ使用等々、短時間は無料
または最少のクリーニング代のみのレンタルで借りられる）

http://www.jyoudogahama.sakura.ne.jp/index.html
やませくんスイーツ￥50引き
https://oofunato-onsen.com/
https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/iwate/index_hotel_id_638/
https://www.ofunatoplaza.com/

https://hotel-sanyo.jp/
http://hsrkam.lix.jp/
https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/iwate/index_hotel_id_619/
https://www.rikuchu-ghotel.co.jp/
三陸産わかめプレゼント

コロナ対策を行っておりますので
ご協力をお願い致します。

沿岸
沿岸
沿岸

浜辺の料理宿 宝来館
ホテルシーガリアマリン
かまいし浜料理処 多田旅館

釜石市鵜住居町20-93-19
釜石市平田3-61-22
釜石市大町3丁目5-15

0193-28-2526
0193-26-5111
0193-22-3576

https://houraikan.jp/
http://seagullea.com/
http://tadaryokan.jp/

沿岸

三陸花ホテルはまぎく

上閉伊郡大槌町浪板海岸

0193-44-2111

https://www.sanriku-hana.jp/

沿岸

小川旅館 絆館

http://ogawaryokan.jp/

沿岸

アイルーム大槌

沿岸

ビジネスインやまだ

上閉伊郡大槌町小鎚26-131-1
0193-42-2628
上閉伊郡大槌町吉里吉里第１地割
0120-773-040
18-1
下閉伊郡山田町船越6-148-1
0193-84-3006

沿岸

うみねこ温泉湯らっくす

下閉伊郡山田町川向町6-49

0193-82-4500

http://tensho-suisan.co.jp/

沿岸
沿岸
沿岸
沿岸
沿岸
沿岸
沿岸
県央
県央
県央
県央
県央
県央
県央
県央
県央
県央
県央
県央
県央
県央
県央
県央
県央
県央
県央

アイルーム山田町
光山温泉 岳泉荘
ホテル龍泉洞愛山
龍泉洞温泉ホテル
ひらいが海荘
ホテル羅賀荘
白花しゃくなげ荘
㈲扇屋旅館
スーパーホテル盛岡
ホテルブライトイン盛岡
ホテルパールシティ盛岡
サンセール盛岡
ホテルロイヤル盛岡
盛岡グランドホテルアネックス
ホテル小田島
繋保養所 清温荘
ホテル紫苑
四季亭
旅染屋 山いち
愛真館
別荘佳景
癒しの宿 ロデム
ホテルエース盛岡
盛岡ニューシティホテル
盛岡シティホテル
新安比温泉 静流閣

下閉伊郡山田町織笠第19地割26-1
下閉伊郡山田町大沢13-59-29
下閉伊郡岩泉町岩泉字松橋1-2
下閉伊郡岩泉町府金48
下閉伊郡田野畑村明戸221-4
下閉伊郡田野畑村羅賀60-1
下閉伊郡田野畑村北山129-7
盛岡市盛岡駅前通15-17
盛岡市盛岡駅前北通10-38
盛岡市中ノ橋通1-1-21
盛岡市大通3-7-19
盛岡市志家町1番10号
盛岡市菜園1丁目11-11
盛岡市中央通1-9-16
盛岡市中央通1-12-24
盛岡市繋字湯の舘33
盛岡市繋字湯の館74-2
盛岡市繋湯ノ舘137
盛岡市繋字舘市83-1
盛岡市繋字塗沢40-4
盛岡市繋字上野23-26
盛岡市繋字萪内沢83-1
盛岡市中央通2-11-35
盛岡市盛岡駅前通13-10
盛岡市盛岡駅前通8-14
八幡平市叺田43-1

0120-773-040
0193-82-2314
0194-22-4111
0194-22-4141
0194-33-2456
0194-33-2611
0194-33-2085
019-651-3964
019-621-9000
019-652-7300
019-625-3311
019-651-3322
019-653-1331
019-625-5111
019-622-3151
019-689-2321
019-689-2288
019-689-2021
019-689-2704
019-689-2111
019-691-7200
019-689-2266
019-654-3811
019-654-5161
019-651-3030
0195-72-2110

https://hikariyamaonsen.net/
https://www.aizan.co.jp/
http://www.ryusendo.yad.jp/
http://www.hiraigakaiso.com/
http://www.ragaso.jp/
http://a92.pandora.nu/kitayamazaki/shyakunage.html
http://ougiya.cc/
https://www.superhotel.co.jp/s_hotels/morioka/
https://www.brightinn-morioka.co.jp/
https://www.pearlcity.jp/morioka/
https://www.kourituyasuragi.jp/morioka/
https://www.hotelroyalmorioka.co.jp/
http://www.m-grand-annex.jp/
https://www.hotel-odashima.com/
https://seionsou.com/
https://www.hotel-shion.com/
https://www.shikitei.jp/jp/
http://www.tsunagi-yamaichi.jp/
https://www.aishinkan.co.jp/
https://www.bessou-kakei.jp/
http://rodem.info/
https://www.hotel-ace.co.jp/
https://www.moriokacityhotel.co.jp/newcity/
https://www.moriokacityhotel.co.jp/city/
https://www.sinappi.jp/

県央

岩手山焼走り温泉 いこいの村岩手

八幡平市平笠24-1-4

0195-76-2161

https://www.ikoi-iwate.co.jp/

県央
県央
県央
県央
県央
県央
県央
県央
県央
県央
県央
県央

岩手山焼走り国際交流村
ビジネスホテル西根
ＡＮＡホリデイ・インリゾート安比高原 温泉
ＡＮＡホリデイ・インリゾート安比高原 ヒルズ
ＡＮＡクラウンプラザリゾート安比高原
もっきんばーど
ペンション スターダスト
森のなかまたち
リゾートイン・ミワ
ペンション アーラ・ワッカ
ペンション アサンギ
ペンション STEP

八幡平市平笠24-728
八幡平市大更25-128-15
八幡平市安比高原
八幡平市安比高原
八幡平市安比高原
八幡平市安比高原605-19
八幡平市安比高原165-17
八幡平市安比高原605-29
八幡平市安比高原605-327
八幡平市安比高原165-11
八幡平市安比高原605-21
八幡平市安比高原661-7

0195-76-2013
0195-75-1800
0195-73-5010
0195-73-5010
0195-73-5010
0195-73-5107
0195-73-5132
0195-73-5569
0195-73-6888
0195-68-7732
0195-73-5939
0195-73-5225

https://www.hachimantai-ss.co.jp/~yakehashiri/
https://www.bh-nishine.com/
https://www.appi.co.jp/stay/appi_grand_annex/
https://www.appi.co.jp/stay/appi_grand_villa/
https://www.appi.co.jp/stay/hotel_appi_grand/
https://www.appibird.jp/
https://stardust.appi-yado.net/
https://morinaka.appi-resort.com/003.html
https://www.resortinn-miwa.com/
http://www.aara-wakka.com/
https://www.appi-asangi.com/
http://appi-step.com/

・夕食時、岩手の地酒（１合）又はソフトドリンク１本サービス
・館内利用特別クーポン500円分進呈（大人のみ）
・チェックイン15：00→14：00 チェックアウト10：00→11：00

http://inn-yamada.jp/
キャンペーン期間中アメニティセットプレゼント！（お子様は除く）
ご予約時に本キャンペーン名をお伝えください。アメニティセット
の内容はHPにてご確認頂けます。
夕食時、料理1品サービス

女将手作りおやつ

夕食時のファーストドリンク１人に１杯プレゼント

売店商品5％引き
夕食時グラスワインorソフトドリンク付き
次回使える入浴半額券 焼走りの湯（クーポン利用で！！）

ペット不可

連泊のお客様に安比のアイスクリーム特典

夕食時、対象のソフトドリンク1杯サービス（オレンジジュース・
アップルジュース・烏龍茶）

県央

安比高原 アネックスアルカス

八幡平市安比高原605-125

0195-63-3838

https://annex.appi-resort.com/

県央
県央
県央
県央
県央
県央
県央
県央
県央

八幡平南温泉 旭日之湯
全４室の小さな宿 Beaver
八幡平マウンテンホテル
八幡平ハイツ
天然温泉の宿 安暖庭（アンダンテ）
ペンション あんとる・ど・めえる
温泉ゲストハウス やすもり
峡雲荘
松川温泉 松楓荘

八幡平市松尾寄木1-135-2
八幡平市松尾寄木1-505-203
八幡平市松尾寄木第1地割509番地
1
八幡平市松尾寄木1-590-4
八幡平市松尾寄木1-590-339
八幡平市松尾寄木1-618-12
八幡平市松尾寄木1-618-11
八幡平市松尾寄木松川温泉
八幡平市松川温泉

0195-75-2340
0195-78-2118
0195-78-4111
0195-78-2121
0195-78-3477
0195-78-3920
070-4462-6089
0195-78-2256
0195-78-2245

https://iwate-beaver.com/
https://hachimantai-mountainhotel.com/
http://8mantai.jp/
https://hachimantai-andante.com/
https://entre.eyado.net/
https://onsen.eyado.net/
https://www.kyounso.jp/onsen/index.html
https://www.hachimantaishi.com/~shofuso/

県央

松川荘

八幡平市松尾寄木松川温泉

0195-78-2255

https://matsukawasou.com/

県央

ペンション ムース

八幡平市八幡平温泉郷590-335

0195-78-3356

http://www.p-moose.jp/

県央

ホテル加賀助

岩手郡雫石町鶯宿7-47

019-695-2216

https://www.kagasuke.com/

県央
県央
県央
県央
県央

鶯宿温泉 川長
ホテル森の風 鶯宿
鶯宿温泉の宿 赤い風車
ゆこたんの森
国見温泉 石塚旅館

岩手郡雫石町鶯宿10-31-23
岩手郡雫石町鶯宿10-64-1
岩手郡雫石町鶯宿10-75-2
岩手郡雫石町長山猫沢3-6
岩手郡雫石町橋場竜川山1-5

019-695-2171
0120-489-166
019-695-2311
019-693-3600
019-692-3355

http://kawachosansou.com/
https://www.morinokaze.com/
https://akaifusya.com/
http://www.yu-kotan.jp/
http://www5.famille.ne.jp/~kunimihp/

県央

休暇村岩手網張温泉

岩手郡雫石町長山小松倉14-3

019-693-2211

https://www.qkamura.or.jp/iwate/

県央
県央

離れのペンション＆Rental BBQ Cafe クレソン
鶯宿温泉 清光荘

岩手郡雫石町長山盆花平126-19
雫石町鶯宿6-14-1

019-693-1755
019-695-2136

http://www.cresson.gr.jp/
http://www.seikouso.yad.jp/map.html

県央

温泉民宿あけぼの荘

雫石町鶯宿9-65-1

0195-695-2245

http://akebonosou.net/

地元雫石牛やステーキ、春の山菜をプラン選択して食べること
ができます。

県央

花の湯

雫石町西安庭27-4-1

019-692-1050

http://onsen-hananoyu.com/

50歳以上の方に夕食時グラスワインサービス

県央

オガールイン

紫波郡紫波町紫波中央駅前2-3-12 019-681-1256

https://ogal.info/ogal-inn/

県央

ラ・フランス温泉館・ホテル湯楽々

紫波郡紫波町小屋敷新在家90

019-673-8555

https://www.lafrance.co.jp/

一泊二食付き（当館指定プラン）をご利用につき紫波町の地酒
（ワインもしくは日本酒）を１組に一本プレゼント

県央

南昌の湯 矢巾町国民保養センター

紫波郡矢巾町大字煙山1-5

019-697-2310

https://yahabakanko.jp/

矢巾町特産品プレゼント

県央

スーパーホテル矢巾駅東口

紫波郡矢巾町又兵エ新田第7地割
188－1

019-697-9000

https://www.superhotel.co.jp/s_hotels/yahaba/

県南

旅館 かねがや

花巻市台1-186

0198-27-2344

http://kanegaya.com/

県南

花巻温泉佳松園

花巻市湯本1-125

0198-37-2111

https://www.hanamakionsen.co.jp/kashoen/

無料で利用できる宿泊者限定本格的フィットネスルーム。花巻
温泉卓球場の利用が、ご宿泊の場合50分800円。花巻温泉に宿
泊のお客様はホテル3館の湯めぐりを楽しめます。敷地内には
無料で楽しめる「足湯・手湯」があります。

県南

花巻温泉ホテル紅葉館

花巻市湯本1-126

0198-37-2111

https://www.hanamakionsen.co.jp/koyokan/

無料で利用できる宿泊者限定本格的フィットネスルーム。花巻
温泉卓球場の利用が、ご宿泊の場合50分800円。花巻温泉に宿
泊のお客様はホテル4館の湯めぐりを楽しめます。敷地内には
無料で楽しめる「足湯・手湯」があります。

https://www.hanamakionsen.co.jp/hanamaki/

無料で利用できる宿泊者限定本格的フィットネスルーム。花巻
温泉卓球場の利用が、ご宿泊の場合50分800円。花巻温泉に宿
泊のお客様はホテル5館の湯めぐりを楽しめます。敷地内には
無料で楽しめる「足湯・手湯」があります。

https://www.hanamakionsen.co.jp/senshu/

無料で利用できる宿泊者限定本格的フィットネスルーム。花巻
温泉卓球場の利用が、ご宿泊の場合50分800円。花巻温泉に宿
泊のお客様はホテル6館の湯めぐりを楽しめます。敷地内には
無料で楽しめる「足湯・手湯」があります。

県南

県南

花巻温泉ホテル花巻

花巻温泉ホテル千秋閣

花巻市湯本1-127

花巻市湯本1-128

0198-37-2111

0198-37-2111

朝食のみのプラン及び素泊まり
は特典の対象外となります。

お持ち帰り用 八幡平マッシュルーム

※施設都合により参画中止
※施設都合により参画中止

キャンペーンのHPを見て宿泊した方に、松川荘特製ばっけ味噌
をグループに１ケ進呈いたします。ご予約の際に必ず「見たこと」
を伝えてください。

先着５組様渓流側お部屋サービス

季節先取りのお料理、湯の花咲く
源泉かけ流しの温泉でお待ちい
たしております。
メンテナンス休館有（要問合せ）

2021年4月5日～2021年4月7日ま
でメンテナンスの為休館となりま
す。

県南
県南
県南

やまゆりの宿
湯の杜ホテル志戸平
ホテル三右エ門

花巻市台2-57-9
花巻市湯口字志戸平27-1
花巻市台2-45

0198-27-2055
0198-25-2011
0198-27-4511

https://yamayurinoyado.com/
https://www.shidotaira.co.jp/
https://www.hotel-sanemon.com/

県南

大沢温泉 自炊部・湯治屋

花巻市湯口字大沢181

0198-25-2315
又は
0198-25-2021

https://www.oosawaonsen.com/touji/

県南

大沢温泉 山水閣

花巻市湯口字大沢181

0198-25-2021

https://www.oosawaonsen.com/sansui/

県南

結びの宿 愛隣館

花巻市鉛字西鉛23

0198-25-2619

https://www.airinkan.com/

県南
県南
県南
県南

くさのイン北上
草のホテル
瀬美温泉
夏油温泉 元湯夏油

北上市大通り2-8-6
北上市大通り2-9-8
北上市和賀町岩﨑新田1-128-2
北上市和賀町岩﨑新田1-22

0197-65-1711
0197-65-1712
0197-73-7294
090-5834-5151

http://www.kusano-group.com/inn/
http://www.kusano-group.com/
http://www.semi-onsen.co.jp/
http://mizuki.sakura.ne.jp/~geto/

県南

夏油高原スキー場

北上市和賀町岩崎新田

0197-73-8008

県南

ふるさと体験館「北上」

北上市和賀町山口23地割24番地5

0197-72-2883

県南
県南
県南
県南

有限会社カジョウ
あえりあ遠野
B&Bくら乃屋
いつくし園

遠野市中央通り5-25
遠野市新町1-10
遠野市松崎町光興寺3-145-136
一関市厳美町南滝ノ上15番地

0198-62-3555
0198-60-1703
0198-60-1360
0191-29-2101

http://www.aeria-tohno.com/
https://www.kuranoya-tono.com/
http://www.itsukushien.co.jp/

県南

ホテル三嶋の湯

一関市千厩町千厩字駒ノ沢234

0191-51-3880

https://mishimanoyu.com/

県南
県南
県南
県南
県南
県南
県南

久留美旅館
山王山温泉 瑞泉郷
蔵ホテル一関
アットホテル
＠ビジネスホテル一関
祭畤温泉かみくら
菅原屋旅館

一関市千厩町千厩字町浦9-6
一関市厳美町字下り松65-2
一関市大手町2-1
一関市上大槻街3-1
一関市三関字桜町73-1
一関市厳美町字祭畤32
一関市大東町大原一六34番地

0191-52-2334
0191-39-2031
0191-31-1111
0191-23-2407
0191-26-6411
0191-39-2877
0191-72-2166

http://www7b.biglobe.ne.jp/~kurumi-r/index.html
http://zuisenkyo.com/
http://www.kurahotel.com/index.php
http://attohotel.com/station_square/
http://attohotel.com/sannoseki/
https://m-kamikura.com/
http://www.sugawarayaryokan.sakura.ne.jp/

館内利用券（500円）大人1人につき1枚プレゼント

4階カフェラウンジ「花うらない」にて、サービスタイムメニューをご
利用いただけます。
・サービスタイム 15：00～17:30
・無料メニュー
スパークリングワイン、めん子ちゃんミニゼ
リー

貸切風呂（45分）1回無料
2021年5月4日（火）までの営業を
予定。スキー場営業期間に沿っ
て営業を行います。5月以降は閉
館し、7月からの再営業を予定し
ております。※変更の可能性あり

http://geto8.com/

隣接施設北上わがスポーツパークのパークゴルフ場を使用料
無料にてご利用できます。（4月～11月末まで）

食べて元気に！色鮮やかな岩手の旬食材を贅沢に味わう上級
薬膳プラン（要予約）

一関を一望出来る『天空露天風
呂』など、種類豊富な源泉かけ流
しのお風呂はお客様に好評で
す！アジアンと和の融合による癒
しの空間で非日常なひと時を…
平泉文化遺産へ車で約10分とア
クセス良好です！

県南

山桜桃の湯

一関市赤萩字笹谷393-6

0191-33-1118

https://www.momonoyu.co.jp/

県南

世界遺産の隠れ宿 果実の森

一関市赤萩字笹谷393-6

0191-34-6600

https://www.kajitsunomori-iwate.jp/

10月以降、クーポン利用のお客様に手作りアイスの店「ポラー
ノ」のアイスをプレゼントいたします。

県南
県南
県南

リゾートペンションいーとこ
日本郵政株式会社 かんぽの宿一関
農家体験民宿 古民家 薄衣

一関市厳美町字南滝ノ上60-2
一関市厳美町字宝竜147-5
一関市川崎町薄衣字南新山40

0191-29-2980
0191-29-2131
090-7200-3366

https://budget-hotel-1257.business.site/
https://www.kanponoyado.japanpost.jp/ichinoseki/index.html
https://www.kominka-usuginu.jp/

売店でご利用いただける、お得な割引券をプレゼント

県南

café&GuestHouse kaziya

一関市東山町長坂字町43

0191-47-3377

http://kaziya-ryokan.com/guesthouse/

リノベーションした施設で、お客様
にゆっくりおくつろぎ頂ける空間
になっております。又、コロナウイ
ルス対策も万全でございます。
当館自慢の四季折々のお料理と
心のこもったおもてなしをさせて
頂きます。又、コロナウイルス対
策も万全でございます。

県南

かぢや別館 らまっころ山猫宿

一関市東山町長坂字町42

0191-47-3377

https://www.ramatkor.com/

県南
県南
県南

民宿くるま
旅苑松本
東横INN一ノ関駅前

一関市東山町長坂字町158
一関市末広1-1-23
一関市上大槻街2-33

0191-48-3031
0191-23-4365
0191-31-1045

https://minshuku-kuruma.com/
https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00114/

県南
県南
県南
県南
県南
県南
県南
県南
県南
県南
県南

館ケ森高原ホテル
ベリーノホテル一関
一関市グリーンホテル
天空のお宿 盆栽民宿 雅舘
須川高原温泉
水沢グリーンホテル
青木旅館
水沢石田温泉
珠玉の湯 薬師堂温泉
焼石クアパーク ひめかゆ
かたくりの宿 一休館

一関市藤沢町黄海字衣井沢山87
一関市山目字三反田179
一関市駅前52
一関市舞川字梅木66-7
一関市厳美町祭畤山国有林46林班
ト
奥州市水沢中町118番地1
奥州市水沢中町23-65
奥州市水沢字寺領38-2
奥州市水沢佐倉河薬師堂27
奥州市胆沢若柳字天沢52-7
和賀郡西和賀町湯本30-82

0191-63-5600
0191-23-1000
0191-23-8616
0191-31-7050
0191-23-9337
0197-24-5212
0197-23-7115
0197-24-5420
0197-23-4126
0197-49-2006
0197-84-2131

https://www.tategamori.com/
https://bellino.jp/
http://ichinoseki-hotel.com/
http://www.miyabikan.com/
http://www.sukawaonsen.jp/onsen.html
https://hpdsp.jp/mizusawa-greenhotel/
http://www.aokiryokan.com/
https://ishida.oshushi.com/
http://www.yakushido-spa.jp/
https://himekayu.jp/
http://www.ikkyukan.com/

県南

四季彩の宿 ふる里

和賀郡西和賀町湯川52-17

0197-82-2226

https://www.fulsato.com/

県南
県南
県南
県南

新清館
萬鷹旅館
高繁旅館
大盛館 栖峰

和賀郡西和賀町湯川52-121-2
和賀郡西和賀町湯川52-108-1
和賀郡西和賀町湯川52-140-15
和賀郡西和賀町湯川52-72-11

0197-82-2201
0197-82-2304
0197-82-2333
0197-82-2133

http://shinseikan.net/
http://mantakaryokan.com/#
http://www.takashige.net/
http://www.taiseikan-seihou.com/

県南

【閉館】(有)クアハウス巣郷温泉

和賀郡西和賀町巣郷63-111-6

0197-82-3611

https://r.goope.jp/kuahausu-sugou

県南

せせらぎの宿 吉野屋

和賀郡西和賀町湯川52-113-1

0197-82-2204

http://www.yukawa-yoshinoya.com/

夕食時に、ソフトドリンク又は地ビール1本プレゼント

県南

永岡温泉 夢の湯

胆沢郡金ヶ崎町永沢石持沢6-284

0197-44-3420

http://yumenoyu.jp/

宿泊滞在時の夕食にワンドリンクサービス（グラスビール、ソフト
ドリンク）

県南
県南
県南
県南

平泉ホテル武蔵坊
奥州平泉温泉そば庵 しづか亭
旅館 舞鶴
（有）大沢温泉旅館

西磐井郡平泉町平泉字大沢15
西磐井郡平泉町平泉字長倉10-5
西磐井郡平泉町平泉字志羅山130
西磐井郡平泉町平泉字大沢94-1

0191-46-2241
0191-34-2211
0191-78-4070
0191-46-2059

http://www.musasibou.co.jp/
https://shizukatei.com/
http://www.maizuru-hiraizumi.com/
http://oosawaonsen-hiraizumi.com/

ワンドリンクサービス

館内お土産売り場で10%割引

ワンドリンクサービス
予約時に「おでんせキャンペーン」を見たと言った方のみワンドリ
ンクサービス

御予約は電話のみとなります。
スタンダード 西和賀牛すきやき付き 入湯税150円（￥11,150）
おひとり様 ウーロン茶、ジュース、コーラ、日本酒いずれか一 ※令和3年6月30日で閉館
本付き

夕食後に「アイスクリーム」プレゼント

※その他、宿泊施設毎に様々なプランを用意しております。詳しくは各施設にお問い合わせ願います。

