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青　森　県 宮　城　県 山　形　県 栃　木　県

下風呂温泉 ホテルニュー下風呂 120 松　島 ホテル松島大観荘 1166 湯野浜温泉 游水亭　いさごや 262 鬼怒川温泉 鬼怒川グランドホテル夢の季 450

下風呂温泉 ホテルニュー下風呂別館汐騒 100 鮎　川 ホテルニューさか井 183 瀬見温泉　 ゆめみの宿　観松館 300 那須湯本温泉ホテルサンバレー那須 900

浅虫温泉 棟方志功ゆかりの宿　椿館 140 女川温泉 華　夕　美 270 天童温泉 ホテル王将 500

まかど温泉 まかど観光ホテル 400 秋保温泉 ホテルニュー水戸屋 845 上山温泉 月岡ホテル 489 日光東照宮 冨士屋観光センター 食/買

十和田湖西湖畔十和田ホテル 138 秋保温泉 茶寮　宗園 26室 天童市内 将棋むら　天童タワー 食/買 那須インター お菓子の城/いちごの杜 食/買

下北仏ケ浦 佐井定期観光船 観光船 秋保温泉 ホテルきよ水 300 最上川草薙 白糸の滝ドライブイン 食/買 千葉県・東京都・神奈川県

作並温泉 湯の原ホテル 120 横　浜 ホテルニューグランド 500

岩　手　県 作並温泉 La楽リゾートホテル 1000 福　島　県 東京近郊 江戸まとい 弁当

田野畑 ホテル羅賀荘 336 遠刈田温泉 旅館　三治郎 150 飯坂穴原温泉吉　川　屋 720 横浜中華街 四五六菜館　4店舗 食事

宮　古 浄土ケ浜パークホテル 400 鬼首温泉 ホテルオニコウベ 150 高湯温泉 花月ハイランドホテル 350 新館・別館・本館・土産館 買物

つなぎ温泉 南部湯守の宿 大観 750 鳴子温泉 鳴子ホテル 550 岳温泉 陽日の郷　あづま館 555

志戸平温泉 湯の杜 ホテル志戸平 970 松　島 ニュー松島観光船 観光船 磐梯熱海温泉ホテル華の湯 870 山梨県・長野県

志戸平温泉 游泉　志だて 28室 松　島 丸文松島汽船 観光船 磐梯熱海温泉萩姫の湯　栄楽館 272 上山田温泉 千曲館 190

渡り温泉 渡り温泉 かえで・さつき 420 松　島 松島島めぐり観光船 観光船 東山温泉 御宿　東　鳳 870 新　潟　県

金ヶ崎温泉 ﾎﾃﾙ&ﾘｿﾞｰﾄ みどりの郷 100 多賀城市 松島蒲鉾本舗 多賀城工場 買/見 東山温泉 原　瀧 300 月岡温泉 ホテル清風苑 520

山王山温泉 瑞　泉　郷（旧瑞泉閣） 239 塩釜市内 武田の笹かまぼこ 食/買 東山温泉 今　昔　亭 120 瀬波温泉 夕映えの宿　汐美荘 500

厳美渓温泉 いつくし園 220 塩釜市内 海鮮せんべい塩竈 見/買 芦ノ牧温泉 丸峰観光ホテル 450 弥彦温泉 四季の宿　みのや 362

盛岡市内 初駒わんこそば本店・盛岡IC 食事 石巻市内 北京大飯店 食事 いわき湯本 スパリゾートハワイアンズ 2000 佐渡両津温泉両津やまきホテル 450

花巻市内 みちのく金婚亭 食/買 石巻市鮎川 ﾎｴｰﾙﾀｳﾝおしか内海鮮レストランなぎさ食事 二本松市内 二本松観光ｾﾝﾀｰ隊士館 食/買 佐渡八幡温泉八　幡　館 412

江刺市内 岩谷堂羊羹　回進堂 見/買 仙台市内 伊達の牛たん本舗 食/買 会津若松市 會津 幸泉 小法師 食/買 佐渡めおと岩めおと岩ドライブイン 食/買

猊鼻渓 げいび渓舟下り・レストハウス 食/舟 　仙台駅前本店 食/買 会津若松市 会津藩校　日新館 食/見 寺　泊 角上魚類 食/買

　東・宮城インター店 食/買 会津若松市 鈴善漆器問屋 買物 静　岡　県

秋　田　県 仙台国分町 郷土料理　心平 食事 猪苗代湖畔 猪苗代地ビール館・ガラス館 食/買 修善寺温泉 瑞の里　〇久旅館 172

男鹿温泉　 セイコーグランドホテル 400 宮城県内 仙　南　交　通 観光バス 伊豆長岡温泉ホテルサンバレー伊豆長岡 425

男鹿温泉　 男鹿観光ホテル 450 秋　田　県 群馬県・茨城県 伊豆長岡温泉ホテルサンバレー富士見 202

男鹿温泉　 男鹿ホテル 300 大湯温泉 ホテル鹿角 451 五浦温泉 五浦観光ホテル大観荘・本館 520 かんざんじ温泉 ホテルウェルシーズン浜名湖 900

田沢湖温泉 プラザホテル山麓荘 650 湯瀬温泉 和心の宿　姫の湯 606 伊香保温泉 古　久　家(こくや) 250 かんざんじ温泉 ホテル九重 500

田沢湖温泉 駒ケ岳グランドホテル 560 田沢湖湖畔 田沢湖共栄パレス 食/買 伊香保 伊香保温泉街道 上州物産館 食/買 三　重　県

田沢湖水沢温泉四季彩 18室 横手インター秋田ふるさと村 食/買 鳥羽温泉 鳥羽シーサイドホテル 1152
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いつもお電話頂きまして、誠に有難うございます。 

みちのくのお手配は地元にあります、みちのく予約センターへ  

モデルコースもよろこんで（*^_^*）作成致します。 




