※4月14日(火)14:00迄お申し込み分
事業者名

店舗名

郵便番号 住所

ベリーノホテル一関

ベリーノホテル一関

021-0051 岩手県一関市山目字三反田179

国見温泉石塚旅館

国見温泉石塚旅館

020-0582 岩手県岩手郡雫石町竜川山1-5

佐藤屋旅館

佐藤屋旅館

029-4207 岩手県奥州市前沢字三日町50

三陸花ホテルはまぎく

三陸花ホテルはまぎく

028-1101 岩手県大槌町吉里吉里14-4-5

釜石ステーションホテル

釜石ステーションホテル

026-0031 岩手県釜石市鈴子町４－１

Sunshine Style Village

Sunshine Style Village

024-0322 岩手県北上市和賀町岩崎新田２－４３－５

Cabinet ｍaker's Guesthouse Hakoya 里山に暮らす箪笥職人の宿
Cabinet ｍaker's Guesthouse
はこや
Hakoya 里山に暮らす箪笥職人の宿 はこや 028-3531 岩手県紫波郡紫波町山屋字外村262
本野旅館

本野旅館

028-3305 岩手県紫波郡紫波町日詰字東裏87-2

ペンションアンダンテ

ペンションアンダンテ

028-7302 岩手県八幡平市松尾寄木1-590-339

ペンショングラシアスエスタバ

ペンショングラシアスエスタバ

028-7306 岩手県八幡平市安比高原605-28

ペンションSTEP

ペンションSTEP

028-7306 岩手県八幡平市安比高原661-7

滝の湯旅館

滝の湯旅館

025-0305 岩手県花巻市台１－１６１

大盛館

大盛館

029-5514 岩手県和賀郡西和賀町湯川５２－７２－１１

栖峰

栖峰

かたくりの宿 一休館

かたくりの宿 一休館

029-5505 岩手県和賀郡西和賀町湯本30-82

久留美旅館

久留美旅館

029-0803 岩手県一関市千厩町千厩字町浦9-6

東部商事

大渡パンションWill

026-0025 岩手県釜石市大渡町1-5-8

髙橋旅館

髙橋旅館

029-2311 岩手県気仙郡住田町世田米字世田米駅68

陸奥観光開発

ホテル村井

028-6101 岩手県二戸市福岡字上町5

大舟旅館

大舟旅館

029-2204 岩手県陸前高田市気仙町字要谷156-11

cafe＆GuestHouse kaziya

cafe＆GuestHouse kaziya

029-0302 岩手県一関市東山町長坂字町43

水神温泉

千貫石温泉 湯元 東館

029-4503 岩手県胆沢郡金ヶ崎町西根二枚橋５番１

休暇村岩手網張温泉

休暇村岩手網張温泉

020-0585 岩手郡雫石町長山小松倉14-3

民宿 とちない

民宿 とちない

020-0574 岩手郡雫石町鶯宿6-13-1

天翔水産

うみねこ温泉湯らっくす

028-1342 岩手県 下閉伊郡山田町川向町6-49

民宿サトウ

民宿サトウ

028-1101 岩手県 上閉伊郡大槌町吉里吉里11-64

ペンション サンダーパパ

ペンション サンダーパパ

028-7306 岩手県 八幡平市 安比高原605-35

ヨシノヤ

一関グリーンホテル

021-0867 岩手県一関市駅前52

まつるべ温泉かみくら

まつるべ温泉かみくら

021-0101 岩手県一関市厳美町祭畤32

山王山温泉 瑞泉郷

山王山温泉 瑞泉郷

021-0101 岩手県一関市厳美町字下り松６５－２

須川高原温泉

須川高原温泉

021-0101 岩手県一関市厳美町字祭時山国有林４６

伊藤吉道

古民家ステイ＆カフェ 栗駒茶屋

021-0101 岩手県一関市厳美町字若井原162-3

石橋ホテル

いつくし園

021-0101 岩手県一関市厳美町南滝の上15

かんぽの宿一関

かんぽの宿一関

021-0101 岩手県一関市厳美町宝竜１４７－５

アット

＠ビジネスホテル一関

021-0821 岩手県一関市三関字桜町73-1

東横イン

東横INN一ノ関駅前

021-0882 岩手県一関市上大槻街2-33

斎藤松月堂

ホテルサンルート一関

021-0882 岩手県一関市上大槻街2-37

アットホテル

アットホテル

021-0882 岩手県一関市上大槻街3-1

佐忠企画

ビジネスホテルsatou

021-0031 岩手県一関市青葉2-8-28

ＳＨＲロードサイドイン

チサンイン岩手一関インター

021-0041 岩手県一関市赤荻字月町１８８－２

山桜 桃の湯

山桜 桃の湯

021-0041 岩手県一関市赤荻字笹谷393-6

世界遺産の隠れ宿 果実の森

世界遺産の隠れ宿 果実の森

021-0041 岩手県一関市赤荻字笹谷393-6

ホテルルートイン一関インター

ホテルルートイン一関インター

021-0041 岩手県一関市赤荻字鶴巻33-1

ホテル三嶋の湯

ホテル三嶋の湯

029-0803 岩手県一関市千厩町千厩字駒ノ沢234

昆慶旅館

こんけい旅館

029-0803 岩手県一関市千厩町千厩字町135

農家体験民宿 古民家 薄衣

農家体験民宿 古民家 薄衣

029-0202 岩手県一関市川崎町薄衣字南新山40

教成館

蔵ホテル一関

021-0884 岩手県一関市大手町２－１

菅原屋旅館

菅原屋旅館

029-0711 岩手県一関市大東町大原字一六３４番地

民泊ゲストハウスまたきたい

民泊ゲストハウスまたきたい

029-0132 岩手県一関市滝沢寺田下５４

かぢや別館らまっころ山猫宿

かぢや別館らまっころ山猫宿

029-0302 岩手県一関市東山町長坂字町４２

げいびレストハウス

ひがしやま観光ホテル

029-0302 岩手県一関市東山町長坂字町436

上宿

上宿

029-0301 岩手県一関市東山町田河津字横沢８２ー１

館ヶ森高原ホテル

館ヶ森高原ホテル

029-3311 岩手県一関市藤沢町黄海字衣井沢山87

旅苑松本

旅苑松本

021-0032 岩手県一関市末広1-1-23

民宿とおの

民宿とおの

028-0521 岩手県遠野市材木町2-17

とおの屋要

とおの屋要

028-0521 岩手県遠野市材木町2-17

B&Bくら乃屋

Ｂ&Ｂくら乃屋

028-0543 岩手県遠野市松崎町光興寺3地割145-136

lien遠野

lien遠野

028-0775 岩手県遠野市上郷町平倉１－３７

ホテルきくゆう

ホテルきくゆう

028-0522 岩手県遠野市新穀町４－２５

あえりあ遠野

あえりあ遠野

028-0524 岩手県遠野市新町1-10

旅館平澤屋

旅館平澤屋

028-0523 岩手県遠野市中央通り8-5

遠野ユースホステル

遠野ユースホステル

028-0555 岩手県遠野市土淵町土淵１３－３９－５

Agriturismo大森家

Agriturismo大森家

028-0555 岩手県遠野市土淵町土淵18-189-1

たかむろ水光園

たかむろ水光園

028-0553 岩手県遠野市土淵町柏崎7-175-2

つくしファーム

つくしファーム

028-0663 岩手県遠野市附馬牛町下附馬牛5地割60番地2

徳田屋旅館

徳田屋旅館

028-0525 岩手県遠野市六日町４－３

民宿おっきり

民宿おっきり

029-4422 岩手県奥州市衣川区瀬原51

ホテルニュー江刺本館

ホテルニュー江刺本館

023-1112 岩手県奥州市江刺南大通り4-1

ルートインジャパン

ホテルルートイン奥州

023-0801 岩手県奥州市水沢横町105

有限会社 小沢商会

薬師堂温泉

023-0003 岩手県奥州市水沢区佐倉河字薬師堂２７

旅館 きくすい荘

旅館 きくすい荘

023-0802 岩手県奥州市水沢区字大畑小路10-4

アルファクラブ東北

水沢翠明荘

023-0053 岩手県奥州市水沢区大手町５丁目３３番地

青木旅館

青木旅館

水沢商工会館

水沢サンパレスホテル 水沢商工会館

株式会社水沢グランドホテル
プラザイン水沢

023-0813 岩手県奥州市水沢区中町23-65
水沢サンパレスホテル

水沢グランドホテル

株式会社プラザ企画 プラザイン水沢

株式会社プラザ企画

023-0818 岩手県奥州市水沢区東町4
023-0818 岩手県奥州市水沢区東町40
023-0003 岩手県奥州市水沢佐倉河字後田２９

河口

みずさわ北ホテル

023-0811 岩手県奥州市水沢寺小路2

水沢石田温泉

水沢石田温泉

023-0073 岩手県奥州市水沢寺領38-2

水沢グリーンホテル

水沢グリーンホテル

023-0813 岩手県奥州市水沢中町１１８－１

焼石クアパークひめかゆ・やけいし館 焼石クアパークひめかゆ・やけいし館

023-0403 岩手県奥州市胆沢若柳 天沢52－7

ホテル龍泉洞 愛山

ホテル龍泉洞 愛山

027-0501 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字松橋１番地２

龍泉洞温泉ホテル

龍泉洞温泉ホテル

027-0501 岩手県下閉伊郡岩泉町府金48

アイルーム山田町

アイルーム山田町

028-1361 岩手県下閉伊郡山田町織笠第１９地割２６－１

テルコーポレーション

ビジネスインやまだ

028-1371 岩手県下閉伊郡山田町船越第６地割１４８－１

ホテル羅賀荘

ホテル羅賀荘

028-8403 岩手県下閉伊郡田野畑村羅賀６０－１

民宿みちあい

民宿みちあい

028-8351 岩手県下閉伊郡普代村字下村2-17

国民宿舎くろさき荘

国民宿舎くろさき荘

028-8351 岩手県下閉伊郡普代村第２地割８４－４

無ら里CafeレストランB&B

無ら里CafeレストランB&B

025-0058 岩手県花巻市一本杉35-19

結びの宿 愛隣館

結びの宿 愛隣館

025-0252 岩手県花巻市鉛字西鉛２３

鉛温泉

鉛温泉 藤三旅館 別邸心の刻十三月

025-0252 岩手県花巻市鉛字中平75-1

鉛温泉

藤三旅館

025-0252 岩手県花巻市鉛字中平75-1

山の神温泉優香苑

山の神温泉優香苑

025-0253 岩手県花巻市下シ沢字中野53番地1

山の神温泉 別墅 清流館

山の神温泉 別墅 清流館

025-0253 岩手県花巻市下シ沢字中野66番地

金矢温泉 ホテル銀河パークはなまき

金矢温泉 ホテル銀河パークはなまき

025-0321 岩手県花巻市金矢第5地割251-1

ケンジの宿

ケンジの宿

025-0012 岩手県花巻市胡四王１－７－７

ケンジの宿 新館

ケンジの宿 新館

025-0012 岩手県花巻市胡四王1丁目7-7

ビジネスホテル通天閣

ビジネスホテル通天閣

025-0078 岩手県花巻市吹張町3-9

創健舎

創健舎

028-3182 岩手県花巻市石鳥谷町松林寺3-81-13

観光荘

観光荘

025-0305 岩手県花巻市台１－１６６－１

旅館かねがや

旅館かねがや

025-0305 岩手県花巻市台１－１８６

中嶋旅館

中嶋旅館

025-0305 岩手県花巻市台１－１９０

松田屋旅館

松田屋旅館

025-0305 岩手県花巻市台２－２０

楽知館

ホテル三右エ門

025-0305 岩手県花巻市台2-45

吉野屋旅館

心の宿 吉野屋旅館

025-0305 岩手県花巻市台2-57-1

ほっと・彩そめや そめや旅館

ほっと・彩そめや そめや旅館

025-0305 岩手県花巻市台2-62

はな台の湯

はな台の湯

025-0305 岩手県花巻市台2-64

やまゆりの宿

やまゆりの宿

025-0305 岩手県花巻市台温泉2-57-9

リオ・ホテルズ花巻

ホテルグランシェール花巻

025-0092 岩手県花巻市大通り１丁目６－７

エーデルワイン・サポート

ホテル ベルンドルフ

028-3203 岩手県花巻市大迫町大迫10-16-1

早池峰ロッヂ峰南荘

早池峰ロッヂ峰南荘

028-3201 岩手県花巻市大迫町内川目1-72

ホテルルートイン花巻

ホテルルートイン花巻

025-0003 岩手県花巻市東宮野目第10地割1番地

ホテルフォルクローロ花巻東和

ホテルフォルクローロ花巻東和

028-0115 岩手県花巻市東和町安俵６区１３４

游泉志だて

游泉志だて

025-0244 岩手県花巻市湯口志戸平１１－２

渡り温泉 ホテルさつき

渡り温泉 ホテルさつき

025-0244 岩手県花巻市湯口字佐野21-8

湯の杜ホテル志戸平

湯の杜ホテル志戸平

025-0244 岩手県花巻市湯口字志戸平２７－１

株式会社大沢温泉

大沢温泉山水閣

025-0244 岩手県花巻市湯口字大沢181

株式会社大沢温泉

大沢温泉 自炊部・湯治屋

025-0244 岩手県花巻市湯口字大沢181

悠の湯

悠の湯 風の季

025-0244 岩手県花巻市湯口松原36-3

ホテル紅葉館

ホテル紅葉館

025-0304 岩手県花巻市湯本1-125

ホテル花巻

ホテル花巻

025-0304 岩手県花巻市湯本1-125

佳松園

佳松園

025-0304 岩手県花巻市湯本1-125

花巻温泉

ホテル千秋閣

025-0304 岩手県花巻市湯本1-125

割烹旅館廣美亭

割烹旅館廣美亭

025-0304 岩手県花巻市湯本1-88-1

ゲストハウスmeinn

ゲストハウスmeinn

025-0079 岩手県花巻市末広町2-13

宝来館

浜べの料理宿 宝来館

026-0301 岩手県釜石市鵜住居町２０－９３－１８

アイルーム釜石鵜住居

アイルーム釜石鵜住居

026-0301 岩手県釜石市鵜住居町第3地割9-15

陸中海岸グランドホテル

陸中海岸グランドホテル

026-0011 岩手県釜石市港町１－２－３

釜石ベイシティホテル

釜石ベイシティホテル

026-0024 岩手県釜石市大町1-8-1

ホテルサンルート釜石

ホテルサンルート釜石

026-0024 岩手県釜石市大町2-3-3

かまいし浜料理処

かまいし浜料理処

026-0024 岩手県釜石市大町3丁目5－15

風の季

多田旅館

健考館

多田旅館

ルートインジャパン

ホテルルートイン釜石

026-0024 岩手県釜石市大町二丁目5番17号

東陵総業

大渡パンション

026-0025 岩手県釜石市大渡町１丁目５－８

ホテルマルエ

ホテルマルエ

026-0025 岩手県釜石市大渡町2-1-10

HOTEL ALICE GARDEN

HOTEL ALICE GARDEN

026-0025 岩手県釜石市大渡町2丁目5-11

釜石民宿平治旅館

釜石民宿平治旅館

026-0034 岩手県釜石市中妻町１丁目２０－３１

東部商事

平田パンション

026-0001 岩手県釜石市平田3-69

ホテルシーガリアマリン

ホテルシーガリアマリン

026-0001 岩手県釜石市平田町3-61-22

ホテルフォルクローロ三陸釜石

ホテルフォルクローロ三陸釜石

026-0031 岩手県釜石市鈴子町２２番４号

ホテル偕楽苑

ホテル偕楽苑

020-0574 岩手県岩手郡雫石町鴬宿１０－３－１

ホテル森の風鶯宿

ホテル森の風鶯宿

020-0574 岩手県岩手郡雫石町鴬宿１０－６４－１

レムナント鶯宿

レムナント鶯宿

020-0574 岩手県岩手郡雫石町鴬宿９－３２－８

プリンスホテル

雫石プリンスホテル

020-0593 岩手県岩手郡雫石町高倉温泉

民泊halcoya

民泊halcoya

020-0572 岩手県岩手郡雫石町西安庭 第15地割102番地10

民宿高見荘

民宿高見荘

020-0584 岩手県岩手郡雫石町西根上篠崎71-1

ペンション山賊

ペンション山賊

020-0585 岩手県岩手郡雫石町長山岩手山２２－１９４

ペンションもみじ

ペンションもみじ

020-0585 岩手県岩手郡雫石町長山岩手山２２－３９４

ペンション さんりんしゃ

ペンション さんりんしゃ

020-0585 岩手県岩手郡雫石町長山字岩手山22-195

ヴィラ 館々倶楽部

ヴィラ 館々倶楽部

020-0585 岩手県岩手郡雫石町長山小鉢森14－67

その他

民宿坂井荘

020-0585 岩手県岩手郡雫石町長山早坂27

カンタービレ

カンタービレ

020-0585 岩手県岩手郡雫石町長山堀切野16-2

株式会社アートヒルズ

玄武風柳亭

020-0585 岩手県岩手郡雫石町長山網張1-11

玄武温泉ロッヂたちばな

玄武温泉 ロッヂたちばな

020-0585 岩手県岩手郡雫石町長山有根3-5

源泉掛け流しの宿 鶯宿温泉 川長

020-0574 岩手県岩手郡雫石町鶯宿10-31-23

はなまき金矢温泉

赤い風車

020-0574 岩手県岩手郡雫石町鶯宿10-75-2

清光荘

清光荘

020-0574 岩手県岩手郡雫石町鶯宿6-14-1

長栄館

長栄館

020-0574 岩手県岩手郡雫石町鶯宿６－７

ホテル鶯

ホテル鶯

020-0574 岩手県岩手郡雫石町鶯宿7-28

温泉民宿 栄弥

温泉民宿 栄弥

020-0574 岩手県岩手郡雫石町鶯宿7-51-2

ホテル加賀助

ホテル加賀助

020-0574 岩手県岩手郡雫石町鶯宿７地割４７

温泉民宿 あけぼの荘

温泉民宿 あけぼの荘

020-0574 岩手県岩手郡雫石町鶯宿9-65-1

有限会社 すずらん

鶯宿温泉 ニュー鴬山荘

020-0574 岩手県岩手郡雫石町鶯宿第10地割31-9

髙橋旅館

ホテルグリーンベル高勘

029-2311 岩手県気仙郡住田町世田米川向36-2

平庭山荘

平庭山荘

028-8605 岩手県久慈市山形町来内第２０地割１３－１

越戸きのこ園

侍の湯 きのこ屋

028-7801 岩手県久慈市侍浜町向町７－１３３－５

久慈グランドホテル

久慈グランドホテル

028-0051 岩手県久慈市川崎町１０－１５

㈱久慈自動車学校

ホテルリビエラ久慈

028-0091 岩手県久慈市大川目町2-9-4

久慈第一ホテル

久慈第一ホテル

028-0061 岩手県久慈市中央２－１１

久慈ステーションホテル

久慈ステーションホテル

029-0061 岩手県久慈市中央3丁目２番地

源泉掛け流しの宿

鶯宿温泉

川長

ホテル近江屋

ホテル近江屋

027-0024 岩手県宮古市磯鶏１－１－１８

休暇村陸中宮古

休暇村陸中宮古

027-0096 岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第１８地割２５－３

宮古ホテル沢田屋

宮古ホテル沢田屋

027-0086 岩手県宮古市新町４－１

浄土ヶ浜旅館

浄土ヶ浜旅館

027-0091 岩手県宮古市築地１－１－３８

株式会社グリーンピア三陸みやこ

グリーンピア三陸みやこ

027-0373 岩手県宮古市田老向新田148

コテージ風よさらさら

コテージ風よさらさら

027-0307 岩手県宮古市田老四丁目13-4

渚亭たろう庵

渚亭たろう庵

027-0322 岩手県宮古市田老字青砂里164-1

ルートインジャパン

ホテルルートイン宮古

027-0029 岩手県宮古市藤の川15番38号

浄土ケ浜パークホテル

浄土ヶ浜パークホテル

027-0001 岩手県宮古市日立浜町３２－４

日々旅

日々旅

027-0084 岩手県宮古市末広町4-6

ゲストハウス3710

ゲストハウス3710

ホテル宮古ヒルズ ステーション店

ホテル宮古ヒルズ ステーション店

027-0075 岩手県宮古市和見町5-1

旅館

旅館 瀧村屋

028-6302 岩手県九戸郡軽米町軽米10-92

瀧村屋

大清水旅館

大清水旅館

大沢農村振興会

大沢農村振興会

028-6302 岩手県九戸郡軽米町軽米8-26

民宿やすらぎ

民宿やすらぎ

マリンサイドスパたねいち

マリンサイドスパたねいち

アグリパークおおさわ

一般社団法人大野ふるさと公社休養施設一般社団法人大野ふるさと公社休養施設
グリーンヒルおおの

028-7917 岩手県九戸郡洋野町種市
028-7901 岩手県九戸郡洋野町種市10地割28-1
028-7914 岩手県九戸郡洋野町種市23-27-19
グリーンヒルおおの

028-8802 岩手県九戸郡洋野町大野58-12-30

株式会社オガール

オガールイン

028-3318 岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前２－３－１２

ラ・フランス温泉

ラ・フランス温泉館/ホテル湯楽々

028-3444 岩手県紫波郡紫波町小屋敷字新在家90番地

ホテルルートイン矢巾-岩手医大病院- ホテルルートイン矢巾-岩手医大病院-

028-3609 岩手県紫波郡矢巾町医大通2丁目1番7号

スーパーホテル矢巾駅東口

スーパーホテル矢巾駅東口

028-3614 岩手県紫波郡矢巾町又兵エ新田第7地割188-1

ゆこたんの森

ゆこたんの森

020-0585 岩手県雫石町長山猫沢3-6

タカマス民宿

タカマス民宿

028-1101 岩手県上閉伊郡大槌町吉里吉里11-64-10

アイルーム大槌

アイルーム大槌

028-1101 岩手県上閉伊郡大槌町吉里吉里第1地割18-1

さんずろ家

さんずろ家

028-1101 岩手県上閉伊郡大槌町吉里々々第13地割9-22

小川旅館 絆館

小川旅館 絆館

028-1121 岩手県上閉伊郡大槌町小鎚26-131-1

道又商事

ビジネスホテル寿

028-1111 岩手県上閉伊郡大槌町新町60-1

民宿六大工

民宿六大工

028-1132 岩手県上閉伊郡大槌町大ケ口1-21-23

TOKUTA

かふぇ宿 柿栗館

028-1131 岩手県上閉伊郡大槌町大槌第15地割95-274

民宿 山新

民宿 山新

020-0055 岩手県盛岡市繋湯の舘121-6

フラップいわて

フラップいわて

020-0122 岩手県盛岡市みたけ3丁目38-20

盛岡グランドホテル

盛岡グランドホテル

020-8501 岩手県盛岡市愛宕下１－１０

ユートランド姫神

ユートランド姫神

028-4134 岩手県盛岡市下田字生出８９３－１１

丸家旅館

丸家旅館

020-0055 岩手県盛岡市繋舘市2-4

旅染屋 山いち

旅染屋 山いち

020-0055 岩手県盛岡市繋舘市８３－１

別荘佳景

別荘佳景

020-0055 岩手県盛岡市繋字上野２３－３６

菅旅舘

菅旅舘

020-0055 岩手県盛岡市繋字塗沢34

愛真館

愛真館

020-0055 岩手県盛岡市繋字塗沢４０－４

株式会社大観

湯守ホテル大観

020-0055 岩手県盛岡市繋字湯の館（つなぎ温泉）37-1

四季亭

四季亭

020-0055 岩手県盛岡市繋字湯の館137

地方職員共済組合

地方職員共済組合繋保養所 清温荘

020-0055 岩手県盛岡市繋字湯の舘33

癒しの宿 ロデム

癒しの宿

020-0055 岩手県盛岡市繋字萪内沢８３－１

ホテルロイヤル盛岡

ホテルロイヤル盛岡

020-0024 岩手県盛岡市菜園１－１１－１１

ホテルニューカリーナ

ホテルニューカリーナ

020-0024 岩手県盛岡市菜園2丁目3番7号

公立学校共済組合盛岡宿泊所

サンセール盛岡

020-0883 岩手県盛岡市志家町1-10

リオ・ホテルズ北海道

HOTEL JIN盛岡駅前

020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通1-6-15

ユニゾホテル

ユニゾインエクスプレス盛岡

020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通2-10-25

盛岡シティホテルズ

盛岡ニューシティホテル

020-0034 岩手県盛岡市盛岡駅前通１３－１０

ホテルメトロポリタン盛岡 本館

ホテルメトロポリタン盛岡 本館

020-0034 岩手県盛岡市盛岡駅前通１－４４

聖徳ビル企画

東横INN盛岡駅前

020-0034 岩手県盛岡市盛岡駅前通14-5

ホテル盛岡ヒルズ

ホテル盛岡ヒルズ

020-0034 岩手県盛岡市盛岡駅前通15－25

東横イン

東横INN盛岡駅南口駅前

020-0034 岩手県盛岡市盛岡駅前通3-60

ルートインジャパン

ホテルルートイン盛岡駅前

020-0034 岩手県盛岡市盛岡駅前通3番25号

盛岡シティホテルズ

盛岡シティホテル

020-0034 岩手県盛岡市盛岡駅前通8-14

R＆Bホテル盛岡駅前

Ｒ＆Ｂホテル盛岡駅前

020-0034 岩手県盛岡市盛岡駅前通9-4

アールエヌティーホテルズ株式会社

リッチモンドホテル盛岡駅前

020-0034 岩手県盛岡市盛岡駅前通9番17号

スーパーホテル

スーパーホテル盛岡

020-0033 岩手県盛岡市盛岡駅前北通１０－３８

ロデム

ホテルメトロポリタン盛岡 NEW WING ホテルメトロポリタン盛岡 NEW WING

020-0033 岩手県盛岡市盛岡駅前北通２－２７

ダイワロイヤル

ダイワロイネットホテル盛岡

020-0022 岩手県盛岡市大通１－８－１０

アートホテル盛岡

アートホテル盛岡

020-0022 岩手県盛岡市大通3丁目3-18

ホテルマネージメントインターナショナル
ホテルパールシティ盛岡

020-0022 岩手県盛岡市大通3丁目7番19号

ホテルブライトイン盛岡

ホテルブライトイン盛岡

020-0871 岩手県盛岡市中ノ橋通1-1-21

アセント

ホテル西欧館

020-0871 岩手県盛岡市中ノ橋通2-2-10

ホテル小田島

ホテル小田島

020-0021 岩手県盛岡市中央通１－１２－２４

宮城開発

パシフィックホテル盛岡

020-0021 岩手県盛岡市中央通１－１３－５５

盛岡グランドホテルアネックス

盛岡グランドホテルアネックス

020-0021 岩手県盛岡市中央通１－９－１６

地方職員共済組合

エスポワールいわて

020-0021 岩手県盛岡市中央通1丁目1-38

ホテルエース

ホテルエース盛岡

020-0021 岩手県盛岡市中央通2丁目11-35

天然温泉 さんさの湯 ドーミーイン盛岡 天然温泉 さんさの湯 ドーミーイン盛岡

020-0021 岩手県盛岡市中央通2丁目8-12

ホテルルートイン盛岡南インター

ホテルルートイン盛岡南インター

020-0835 岩手県盛岡市津志田14地割167

盛岡市都南自治振興公社

つどいの森こもれびの宿

020-0842 岩手県盛岡市湯沢1-1-41

北ホテル

北ホテル

020-0023 岩手県盛岡市内丸17-45

盛岡リフホテル

盛岡リフホテル

020-0016 岩手県盛岡市名須川町１８－５

ホテル紫苑

ホテル紫苑

020-0055 岩手県盛岡市繫字湯ノ舘74-2

平泉倶楽部‐farm＆resort‐

平泉倶楽部‐farm＆resort‐

029-4101 岩手県西磐井郡平泉町長島字前林78-1

旅館アイリス悠

旅館アイリス悠

029-4102 岩手県西磐井郡平泉町平泉志羅山１１６－１

旅館 舞鶴

旅館 舞鶴

029-4102 岩手県西磐井郡平泉町平泉志羅山130

平泉ホテル武蔵坊

平泉ホテル武蔵坊

029-4102 岩手県西磐井郡平泉町平泉字大沢15

しづか亭

奥州平泉温泉 しづか亭

029-4102 岩手県西磐井郡平泉町平泉長倉10-5

やすらぎの宿 廣洋館

022-0211 岩手県大船渡市三陸町綾里白浜95

三陸ふるさと振興

遊YOU亭 夏虫

022-0101 岩手県大船渡市三陸町越喜来字小出59-1

海楽荘

大船渡温泉

022-0002 岩手県大船渡市大船渡町字丸森29番1

只野旅館

只野旅館

022-0002 岩手県大船渡市大船渡町字新田40-5

シティホテル山口

シティホテル山口

022-0002 岩手県大船渡市大船渡町字新田42-13

大船渡プラザホテル

大船渡プラザホテル

022-0002 岩手県大船渡市大船渡町字茶屋前7-8

やすらぎの宿

廣洋館

ルートインジャパン

ホテルルートイン大船渡

022-0002 岩手県大船渡市大船渡町字野々田154-9

旅館 菊水館

旅館 菊水館

022-0002 岩手県大船渡市大船渡町新田４４－８

光潮荘

光潮荘

022-0002 岩手県大船渡市大船渡町鷹頭126-1

つつみ旅館

つつみ旅館

022-0002 岩手県大船渡市大船渡町地ノ森 26-18

海鮮の宿ごいし荘

海鮮の宿ごいし荘別邸 海さんぽ

022-0001 岩手県大船渡市末崎町大豆沢46-1

大船渡インターホテル椿

大船渡インターホテル椿

022ｰ0006 岩手県大船渡市立根町字萱中20ｰ9

畠山旅館

畠山旅館

020-0601 岩手県滝沢市後268-1339

村上 明子

ミズバショウ

020-0601 岩手県滝沢市後２６８－５４６

ホテルみどりの郷

ホテルみどりの郷

029-4505 岩手県胆沢郡金ケ崎町永栄上宿２６－３

永岡温泉夢の湯

永岡温泉夢の湯

029-4504 岩手県胆沢郡金ケ崎町永沢石持沢６－２８４

花月観光

ファミリーイン金ケ崎

029-4501 岩手県胆沢郡金ヶ崎町六原安平前12-3

ホテル奥中山高原

ホテル奥中山高原

028-5134 岩手県二戸郡一戸町奥中山西田子662-1

仙養舘

仙養舘

028-5711 岩手県二戸市金田一字大沼２４

五日市 光司

きたぐに旅館

028-5711 岩手県二戸市金田一字大沼24-20

おぼない

割烹旅館おぼない

028-5711 岩手県二戸市金田一字湯田43-5

ホテル金田一

ホテル金田一

座敷わらし伝説の宿

緑風荘

座敷わらし伝説の宿

028-5711 岩手県二戸市金田一大釜25
緑風荘

028-5711 岩手県二戸市金田一長川41番地

天台の湯

天台の湯

028-6908 岩手県二戸市浄法寺町野黒沢133-1

生内商事株式会社

二戸シティホテル

028-6101 岩手県二戸市福岡字下町１７

二戸パークホテル

二戸パークホテル

028-6101 岩手県二戸市福岡字八幡下６９番地１

山和旅館

山和旅館

028-6101 岩手県二戸市福岡八幡下51-23

アネックスアルカス

アネックスアルカス

028-7306 岩手県八幡平安比高原605-125

峡雲荘

峡雲荘

028-7302 岩手県八幡平市松尾青木

ペンションムース

ペンションムース

028-7302 岩手県八幡平市松尾寄木1-590-335

ペンション日の出

ペンション日の出

028-7302 岩手県八幡平市松尾寄木1-590-346

ホテル安比グランド

ホテル安比グランド

028-7396 岩手県八幡平市安比高原

安比ヒルズ白樺の森3

安比ヒルズ白樺の森3

028-7306 岩手県八幡平市安比高原

安比ヒルズ白樺の森2

安比ヒルズ白樺の森2

028-7306 岩手県八幡平市安比高原

安比ヒルズ白樺の森1

安比ヒルズ白樺の森1

028-7306 岩手県八幡平市安比高原

ペンションあるぺじお

ペンションあるぺじお

028-7306 岩手県八幡平市安比高原

安比高原温泉ホテル

安比高原温泉ホテル

028-7306 岩手県八幡平市安比高原１１７

アーラ・ワッカ

アーラ・ワッカ

028-7306 岩手県八幡平市安比高原１６５－１１

arts color アースカラー

arts color アースカラー

028-7306 岩手県八幡平市安比高原165-14

安比食堂

安比食堂

028-7306 岩手県八幡平市安比高原165-16

ペンション スターダスト

ペンション スターダスト

028-7306 岩手県八幡平市安比高原１６５－１７

成健綜業

カジュアルホテルアップロード

028-7306 岩手県八幡平市安比高原165‐6

Life is Beautiful

Life is Beautiful

028-7306 岩手県八幡平市安比高原605-126

松川温泉

安比ペンション SEASON BY SEASON 安比ペンション SEASON BY SEASON

028-7306 岩手県八幡平市安比高原605-127

もっきんばーど

もっきんばーど

028-7306 岩手県八幡平市安比高原６０５－１９

アサンギ

アサンギ

028-7306 岩手県八幡平市安比高原６０５－２１

森のなかまたち

森のなかまたち

028-7306 岩手県八幡平市安比高原605-29

女将塾

安比高原森のホテル

028-7306 岩手県八幡平市安比高原605-30

リゾートイン ミワ

リゾートイン ミワ

028-7306 岩手県八幡平市安比高原605-327（虹の丘通り）

アーベント倶楽部

アーベント倶楽部

028-7306 岩手県八幡平市安比高原６０５－３３

むってい

ペンションむってい

028-7306 岩手県八幡平市安比高原605－51

Appi Ski Chalet

Appi Ski Chalet

028-7306 岩手県八幡平市安比高原６０５ー８３

エムシィアール

ＲＯＣＫＹ ＩＮＮ

028-7306 岩手県八幡平市安比高原６０５－６４

安比高原カムイの森

安比高原カムイの森

028-7306 岩手県八幡平市安比高原661-5

田山ドライブイン

田山ドライブイン

028-7611 岩手県八幡平市沖田表15-1

七時雨山荘

七時雨山荘

028-7515 岩手県八幡平市古屋敷96

タンデム

ロッジタンデム

028-7557 岩手県八幡平市細野333-7

民宿あるぺん

スキーハウスあるぺん

028-7557 岩手県八幡平市細野３６０－１

荒川敏夫

里渡り宿 ふるさと

028-7557 岩手県八幡平市細野563-3

タチバナ

民宿かすみ荘

028-7557 岩手県八幡平市細野98-92

ハラショー

八幡平南温泉 旭日之湯

028-7302 岩手県八幡平市松尾寄木1-135-2

松楓荘

松楓荘

028-7302 岩手県八幡平市松尾寄木１－４１

勝又誠一郎

全4室の小さな宿 Beaver

028-7302 岩手県八幡平市松尾寄木1-505-203

株式会社ＩＴＳ

ペンション&貸別荘 レンガ館

028-7302 岩手県八幡平市松尾寄木1-505-54

八幡平ライジングサンホテル

八幡平ライジングサンホテル

028-7302 岩手県八幡平市松尾寄木1-590-226

ペンションパレット

ペンションパレット

028-7302 岩手県八幡平市松尾寄木１－５９０－３３３

ペンションアドバンテージ

ペンションアドバンテージ

028-7302 岩手県八幡平市松尾寄木1-590-334

八幡平ハイツ

八幡平ハイツ

028-7302 岩手県八幡平市松尾寄木１－５９０－４

温泉ゲストハスウ やすもり（本館）

温泉ゲストハスウ やすもり（本館）

028-7302 岩手県八幡平市松尾寄木1-618-11

温泉ゲストハウス やすもり（別館）

温泉ゲストハウス やすもり（別館）

028-7302 岩手県八幡平市松尾寄木1-618-11

ペンション あんとる・ど・めえる

ペンション あんとる・ど・めえる

028-7302 岩手県八幡平市松尾寄木1-618-12

八幡平市産業振興

八幡平市自然休養村 なかやま荘

028-7302 岩手県八幡平市松尾寄木2-512

LODGE クラブマン

LODGE クラブマン

028-7302 岩手県八幡平市松尾寄木2-712-2

松川荘

松川荘

028-7302 岩手県八幡平市松尾寄木松川温泉

ペンションアルペンローゼ

ペンションアルペンローゼ

028-7302 岩手県八幡平市松尾寄木松川国有林559林班ヲ小班

八幡平マウンテンホテル

八幡平マウンテンホテル

028-7302 岩手県八幡平市松尾寄木第１地割５０９－１

Active Resorts 岩手八幡平

Active Resorts 岩手八幡平

028-7394 岩手県八幡平市松尾寄木第一地割590-5

だんぶり

藤七温泉 彩雲荘

028-7302 岩手県八幡平市松尾寄木北の又

セブンスヘブン

セブンスヘブン

028-7556 岩手県八幡平市星沢2-37

カントリーハウスせき

カントリーハウスせき

028-7554 岩手県八幡平市赤坂田１３２－２

果実酒の宿 木いちご荘

果実酒の宿 木いちご荘

028-7554 岩手県八幡平市赤坂田203-5

民宿赤坂田

民宿赤坂田

028-7554 岩手県八幡平市赤坂田204-9F

民宿 せきとよ

民宿 せきとよ

028-7554 岩手県八幡平市赤坂田223-2

安比八幡平の食の宿 四季館彩冬

安比八幡平の食の宿 四季館彩冬

028-7554 岩手県八幡平市赤坂田２５４－９

ビジネスホテル西根

ビジネスホテル西根

028-7111 岩手県八幡平市大更25-128-15

いこいの村岩手

いこいの村岩手

028-7113 岩手県八幡平市平笠24-1-4

宿かり屋ドットコム

岩手山焼走り国際交流村キャビン村

028-7113 岩手県八幡平市平笠24地割728

新安比温泉静流閣

新安比温泉静流閣

028-7533 岩手県八幡平市叺田４３－１

ゲストハウス蘖

ゲストハウス蘖

024-0041 岩手県北上市稲瀬町岩脇3

アパホテル

アパホテル〈北上駅西〉

024-0035 岩手県北上市花園町２－１－３

北上総業

ホテル白百合

024-0064 岩手県北上市若宮町2-1-10

のっそりくまさんのひなたぼっこ通り

別荘１

東陵総業

北上パンションホテル

024-0064 岩手県北上市若宮町2丁目6番17号

ホテルルートイン北上駅前

ホテルルートイン北上駅前

024-0031 岩手県北上市青柳町1丁目2番12号

ｻﾞ・ｾﾚｸﾄﾝ・ﾎﾃﾙｽﾞ＆ﾘｿﾞｰﾂ・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ ホテルシティプラザ北上

024-0032 岩手県北上市川岸1-14-1

東横イン

東横INN北上駅新幹線口

024-0032 岩手県北上市川岸1-3-4

グリーンズ

コンフォートホテル北上

024-0032 岩手県北上市川岸1丁目2-1

玉や旅館

玉や旅館

024-0051 岩手県北上市相去町笹長根40-25

ビジネスフラワーホテル

ビジネスフラワーホテル

024-0051 岩手県北上市相去町山田2-26

ドリームビレッジ北上

ドリームビレッジ北上

024-0004 岩手県北上市村崎野16地割73-1

JR東日本ホテルメッツ北上

JR東日本ホテルメッツ北上

024-0061 岩手県北上市大通1-1-34

イリヤマ

グリーンホテル北上

024-0061 岩手県北上市大通り1-11-3

くさのイン北上

くさのイン北上

024-0061 岩手県北上市大通り２－８－６

北上物産株式会社

草のホテル

024-0061 岩手県北上市大通り２－９－８

北上パークホテル

北上パークホテル

024-0061 岩手県北上市大通り２丁目２－１１

南部ホテル

南部ホテル

024-0061 岩手県北上市大通り一丁目９－３

民泊ごとう

民泊ごとう

飛鳥商事

まーす北上

飛鳥商事

024-0013 岩手県北上市藤沢18地割92番地
まーす北上

024-0072 岩手県北上市北鬼柳15地割174番地1

旅籠屋

ファミリーロッジ旅籠屋・北上江釣子店

024-0072 岩手県北上市北鬼柳２１

KYコーポレーション

モンテインホテル

024-0072 岩手県北上市北鬼柳３２地割－５０

水神温泉

水神温泉 湯元 東館

024-0321 岩手県北上市和賀町岩崎1-103

サンタハウスGETO

サンタハウスGETO

024-0321 岩手県北上市和賀町岩崎2-77-1

夏油高原スキー場

夏油高原スキー場

024-0322 岩手県北上市和賀町岩崎新田

瀬美温泉

瀬美温泉

024-0322 岩手県北上市和賀町岩崎新田１－１２８－２

元湯夏油

元湯夏油

024-0322 岩手県北上市和賀町岩崎新田1-22

入畑温泉

入畑温泉

024-0322 岩手県北上市和賀町岩崎新田1地割3－1

ペンションシフォン

ペンションシフォン

024-0322 岩手県北上市和賀町岩崎新田2-49-4

ユーアイホーム

夏油温泉観光ホテル

024-0322 岩手県北上市和賀町岩崎新田８－７

きたかみ地域振興財団

ふるさと体験館「北上」

024-0324 岩手県北上市和賀町山口23-24-5

ホテル三陽

ホテル三陽

029-2204 岩手県陸前高田市気仙町字福伏155-6

民宿むさし

民宿むさし

029-2204 岩手県陸前高田市気仙町福伏１７３

キャピタルホテル１０００

キャピタルホテル１０００

029-2205 岩手県陸前高田市高田町字長砂６０－１

アイルーム高田竹駒

アイルーム高田竹駒

029-2203 岩手県陸前高田市竹駒町下壷173

玉乃湯

玉乃湯

029-2203 岩手県陸前高田市竹駒町字上壺104-8

アイルームボンマックス高田

アイルームボンマックス高田

029-2203 岩手県陸前高田市竹駒町相川158

民宿 沼田屋

民宿 沼田屋

029-2206 岩手県陸前高田市米崎町字川内179-2

吉田広行

民宿吉田

029-2206 岩手県陸前高田市米崎町松峰110-5

アイルーム陸前高田

アイルーム陸前高田

029-2206 岩手県陸前高田市米崎町樋の口130

世寿美屋

世寿美屋

029-5514 岩手県和賀郡西和賀町52-53-1

静山荘

静山荘

029-5522 岩手県和賀郡西和賀町巣郷６３－１５９－１３

クアハウス巣郷温泉

クアハウス巣郷温泉

029-5522 岩手県和賀郡西和賀町巣郷６３地割１１１－６

Katasumi

Katasumi

029-5617 岩手県和賀郡西和賀町沢内長瀬野19-25-27

萬鷹旅館

萬鷹旅館

029-5514 岩手県和賀郡西和賀町湯川５２－１０８－１

せせらぎの宿 吉野屋

せせらぎの宿 吉野屋

029-5514 岩手県和賀郡西和賀町湯川52-113-1

高繁旅館

高繁旅館

029-5514 岩手県和賀郡西和賀町湯川５２－１４０－１５

四季彩の宿 ふる里

四季彩の宿 ふる里

029-5514 岩手県和賀郡西和賀町湯川52-17

山人-yamado-

山人-yamado-

029-5514 岩手県和賀郡西和賀町湯川５２－７１－１０

春山荘

春山荘

029-5514 岩手県和賀郡西和賀町湯川52地割107-2

新清館

新清館

029-5514 岩手県和賀郡西和賀町湯川５２地割１２１－２

山人

御宿 末広

029-5514 岩手県和賀郡西和賀町湯川５２地割１－４３

湯本温泉旅館 一城

湯本温泉旅館 一城

029-5505 岩手県和賀郡西和賀町湯本 30-82-3

有限会社 対滝閣

ホテル対滝閣

029-5505 岩手県和賀郡西和賀町湯本２９－７９

雅屋・美照

盆栽民宿 雅館

021-0221 岩手県一関市舞川字梅木66-5

東海電業

ホテル ビック ウェーブ

027-0083 宮古市大通三丁目5-20

光山温泉岳泉荘

光山温泉岳泉荘

028-1311 山田町大沢13-59-29

民宿刈谷ハイツC

民宿刈谷ハイツC

022-0003 大船渡市盛町下舘下8-8

三陸の宿 蔵

三陸の宿 蔵

028-1101 大槌町吉里吉里2丁目19-18

藤原民宿

藤原民宿

028-1101 大槌町吉里吉里4-5-38

福田 ペンション福田

ペンション福田

029-2203 陸前高田市竹駒町字滝の里43-20

