
10. 観光旅行業、宿泊業の会員の皆様 令和5年1月1日現在
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危険物保安部会 

兼任

仙台国際ホテル㈱
観光旅行業、宿泊業 
その他

https://www.tobu-skh.co.jp/ 980-0021 仙台市青葉区中央四丁目６－１ 022-268-1111 022-268-1122 ○

仙台ターミナルビル㈱
観光旅行業、宿泊業 
不動産、不動産賃貸業

地域の人々と共に地域を想いもっと楽しい未
来を創るため未だ見たことのない新しい価値
創りに励んでいます。

https://www.stbl.co.jp/ 980-8477 仙台市青葉区中央一丁目１－１ 022-267-2196 022-267-2129 ○

ホテルセントラル仙台 観光旅行業、宿泊業
JR仙台駅より徒歩3分!ビジネス、観光の拠点
にふさわしいホテルです。ホテル前にはセブン
イレブンあり便利。

http://www.hotel-central.co.jp 980-0021 仙台市青葉区中央四丁目２－６ 022-711-4111 022-711-4110

カプセルホテル㈱リーブス 観光旅行業、宿泊業
仙台駅より歩いて25分、近くに官公庁や国分
町を控えた絶好の立地。24時間いつでもOK。
ﾚﾃﾞｨｰｽﾌﾛｱ完備。

http://sendai-leaves.com/ 980-0803 仙台市青葉区国分町二丁目９－２０ 022-261-8020 022-261-8038

東日本旅客鉄道㈱仙台支社 
（総務部安全企画室）

観光旅行業、宿泊業 
鉄道、自動車運輸等交通機関業

980-0022
仙台市青葉区五橋1-1-1 
ＪＲ東日本仙台支社ビル7Ｆ

022-211-0906

公立学校共済組合仙台宿泊所 
ホテル白萩

観光旅行業、宿泊業
公立共済「やすらぎの宿」杜の都仙台で、みな
様のご利用に、安全・安心・くつろぎの時間を
お届けします。

https://www.hotel-shirahagi.com 980-0012 仙台市青葉区錦町二丁目２－１９ 022-265-3411 022-222-6692

ホテルメイフラワー仙台 観光旅行業、宿泊業
仙台駅より徒歩10分　ホテル２Ｆ、男女別サウ
ナ、お風呂有り。全客室ＷＩＦＩ対応

https://hpdsp.jp/hotelmayflower/ 980-0014 仙台市青葉区本町一丁目１３－２８ 022-262-5411 022-262-5415

ドーミーインEXPRESS 仙台広瀬通 観光旅行業、宿泊業
https://www.hotespa.net/hotels/se
ndai/

980-0021 仙台市青葉区中央二丁目１０－１７ 022-715-7077 022-715-7078

ホテルＪＡＬシティ仙台 観光旅行業、宿泊業
仙台駅北側徒歩13分。館内には会議、宴会場
と和洋各ﾚｽﾄﾗﾝ、最上階には夜景を見渡せる
バー備えております。

https://www.sendai.jalcity.co.jp 980-0013 仙台市青葉区花京院一丁目２－１２ 022-711-2580 022-711-2582

リッチモンドホテル仙台 観光旅行業、宿泊業 https://richmondhotel.jp/sendai/ 980-0013 仙台市青葉区花京院一丁目４－１２ 022-722-0055 022-722-0056

カメイ商事㈱
観光旅行業、宿泊業 
金融、保険業 
不動産、不動産賃貸業

https://kamei-shoji.jp/ 980-0803
仙台市青葉区国分町三丁目１－１８ 
ｶﾒｲﾋﾞﾙ 1F

022-268-7311 022-268-7318

ホテルモントレ㈱ 観光旅行業、宿泊業
https://www.hotelmonterey.co.jp/se
ndai/

980-0021 仙台市青葉区中央四丁目１－８ 022-265-7110 022-265-5255

三井ガーデンホテル仙台 観光旅行業、宿泊業
https://www.gardenhotels.co.jp/sen
dai/

980-0014 仙台市青葉区本町二丁目４－６ 022-214-1131 022-214-1132

森ﾄﾗｽﾄ・ﾎﾃﾙｽﾞ＆ﾘｿﾞｰﾄ㈱ 
ウェスティンホテル仙台

観光旅行業、宿泊業 980-0811 仙台市青葉区一番町一丁目９－１ 022-722-1234 022-722-1270 ○

仙台ワシントンホテル 観光旅行業、宿泊業
ＪＲ仙台駅に近く、仙台空港や東北自動車道
からのアクセスも良好で、ビジネス・観光に最
適なホテルです。

https://washington-
hotels.jp/sendai/

980-0021 仙台市青葉区中央四丁目１０－８ 022-745-2223 022-745-3333

ホテル京阪仙台 観光旅行業、宿泊業
ﾋﾞｼﾞﾈｽ,観光,ﾚｼﾞｬｰ等幅広い用途で快適にご
利用いただける「丁度いいホテル」をコンセプト
にしたﾎﾃﾙです。

https://www.hotelkeihan.co.jp/send
ai/

980-0021 仙台市青葉区中央3丁目3-5 022-263-0321 022-265-6411

日本私立学校振興・共済事業団 
宮城会館　仙台ガーデンパレス

観光旅行業、宿泊業
仙台駅東口より徒歩３分。仙台市地下鉄宮城
野通駅より徒歩１分の好立地、好アクセスの
ホテルです。

https://www.hotelgp-sendai.com 983-0852 仙台市宮城野区榴岡四丁目１－５ 022-299-6211 022-299-6248

東横イン仙台　 
東口Ⅰ号館

観光旅行業、宿泊業
https://www.toyoko-
inn.com/search/detail/00011/

983-0852 仙台市宮城野区榴岡三丁目４－３１ 022-256-1045 022-293-2045
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(一財)宮城県青年会館
観光旅行業、宿泊業 
学校、教育、研究機関業

https://seinenkaikan.or.jp 983-0836 仙台市宮城野区幸町四丁目５－１ 022-293-4631 022-293-4634

㈱コロナワールド 
仙台コロナワールド

観光旅行業、宿泊業 
その他

ボウリング場やホテルなど全国で複合レ
ジャー施設を運営しています。

http://www.korona.co.jp 983-0005 仙台市宮城野区福室字田中前一番53-1 022-387-5576 022-387-5672 ○

東横イン仙台東口Ⅱ号館 観光旅行業、宿泊業
清潔・安心・値頃感・そして三方よしを大事にし
皆様に喜んでいただけるよう努めております。

https://www.toyoko-
inn.com/search/detail/00024/

983-0852 仙台市宮城野区榴岡三丁目４－１９ 022-298-1045 022-298-1046

㈱トスネット
物品販売業 
観光旅行業、宿泊業 
その他

『セキュリティで始まる私たちの笑顔づくり』を
信念に、地域に密着した信頼される企業を目
指します。

https://www.tosnet.co.jp 983-0045 仙台市宮城野区宮城野一丁目１０－１ 022-299-5761 022-299-5874

㈱福田商会
物品販売業 
観光旅行業、宿泊業 
不動産、不動産賃貸業

https://shokai.fukuda-bussan.com 984-0051 仙台市若林区新寺一丁目４－５ 022-256-0186 022-256-0191

㈲山忠観光 HOTEL Le’PALIO 観光旅行業、宿泊業 984-0824 仙台市若林区遠見塚東２－２０ 022-286-5076 022-781-0651

ＡＮＡホリデイ・イン仙台 観光旅行業、宿泊業
仙台駅東口より徒歩6分。20平米以上の広々
とした客室で、寛ぎのホテルステイをお約束い
たします。

https://www.anaholidayinn-sendai.jp 984-0051 仙台市若林区新寺一丁目４－１ 022-256-5111 022-256-5211

アパヴィラホテル〈仙台駅五橋〉 観光旅行業、宿泊業
https://www.apahotel.com/hotel/to
uhoku/sendaieki-itsutsubashi/

984-0022 仙台市若林区五橋３丁目１－１ 022-266-3111 022-266-3112

仙台reborn株式会社　ｱｸｱｲｸﾞﾆｽ仙台
物品販売業 
観光旅行業、宿泊業

「治する」「食する」「育む」をコンセプトに心と体
を再生する複合商業施設　アクアイグニス仙
台

http://aguaignis-sendai.jp/ 984-0843 仙台市若林区藤塚字松の西33-3 022-355-2181 022-355-6044

㈱アイコー 
秋保リゾートホテルクレセント

観光旅行業、宿泊業 http://www.h-crescent.co.jp/ 982-0241 仙台市太白区秋保町湯元字行澤１－２ 022-397-3111 022-397-2215

Karakami Hotels&Resorts㈱ 
秋保グランドホテル

観光旅行業、宿泊業
磊々峡を眼下に望む唯一の宿。四季折々の
自然がゆったりと楽しめるホテル。すぐそこに
ある贅沢。

https://www.akiugrand.com/ 982-0241 仙台市太白区秋保町湯元字枇杷原１２－２ 022-397-3126 022-397-3107 ○

㈱オリエンタルホテル 観光旅行業、宿泊業 981-1103 仙台市太白区中田町字前沖３－２ 022-241-2171～2

㈲佐藤屋旅館 観光旅行業、宿泊業
温泉街の中心にある小じんまりとした静かな
旅館です。豊富なお湯とお部屋食でゆっくりお
寛ぎいただけます。

https://www.satoya.co.jp/ 982-0241 仙台市太白区秋保町湯元字薬師１０８ 022-398-2711 022-398-2887

㈲ふじや会館 観光旅行業、宿泊業
ご宿泊・会議会食・各種ご宴会多目的にご利
用いただけます。仙台駅、空港より電車で一
本。長町駅目前好立地

https://hotel-fujiya.net/form.html 982-0011 仙台市太白区長町五丁目３－２３ 022-247-8001 022-247-8003

㈱ホテル佐勘 観光旅行業、宿泊業 https://www.hotel-sakan.com/ 982-0241 仙台市太白区秋保町湯元字薬師２８ 022-398-2231 022-398-2168 ○

㈱ホテル華乃湯 観光旅行業、宿泊業 http://www.hananoyu.com 982-0241 仙台市太白区秋保町湯元字除３３－１ 022-397-3142 022-397-3145 ○

水戸屋開発㈱ ホテルニュー水戸屋 観光旅行業、宿泊業
美しい自然が溢れる日本庭園を望みながら温
泉の旅をご堪能いただける日本旅館です。

https://www.mitoya-group.co.jp/ 982-0241 仙台市太白区秋保町湯元字薬師１０２ 022-398-2304 022-398-2242 ○

㈱ホテル　きよ水 観光旅行業、宿泊業 http://www.kiyo-mizu.jp/ 982-0241 仙台市太白区秋保町湯元字平倉１番地 022-397-2555 022-397-2515
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Karakami Hotels&Resorts㈱ 
ホテル瑞鳳

観光旅行業、宿泊業 982-0241 仙台市太白区秋保町湯元字除２６－１ 022-304-9367 022-397-1367 ○

㈱アイティプラス
ガソリン、灯油等販売業 
観光旅行業、宿泊業 
不動産、不動産賃貸業

981-1104 仙台市太白区中田六丁目７－３５ 022-241-1151 022-241-1160

東北リゾートサービス㈱ 
泉高原事業所

観光旅行業、宿泊業 
鉄道、自動車運輸等交通機関業

仙台市西部の泉ヶ岳にあるスプリングバレー
仙台泉は、冬はスキー場、夏は各種アクティビ
ティがあります。

https://www.springvalley.co.jp/ 981-3225 仙台市泉区福岡字岳山１４－２ 022-379-3755 022-379-4423

仙台ロイヤルパークホテル　 観光旅行業、宿泊業
ヨーロッパの趣を感じるガーデンリゾートホテ
ル。大切な方と、非日常のホテルステイをお楽
しみください。

https://www.srph.co.jp 981-3204 仙台市泉区寺岡六丁目２－１ 022-377-1122 022-377-1123

㈲ミヤギビジネスホテル 観光旅行業、宿泊業 981-3117 仙台市泉区市名坂字南前６３－１ 022-375-7230 022-375-7069

スマイルホテル　仙台泉インター 観光旅行業、宿泊業
https://smile-
hotels.com/hotels/show/sendaiizu
miinter

981-3137 仙台市泉区大沢二丁目１３－３ 022-773-8411 022-218-4888

日帰り天然温泉 竜泉寺の湯 
仙台泉店

観光旅行業、宿泊業 https://ryusenjinoyu.com/izumi 981-3137 仙台市泉区大沢二丁目５－９ 022-374-2683 022-374-2685

作並温泉 ゆづくしSalon 一の坊 観光旅行業、宿泊業
ゆづくしSalon一の坊は、表示基準適合マーク
取得等安心・安全を目指しております。

https://www.ichinobo.com/sakunam
i

989-3431 仙台市青葉区作並字長原３ 0570-05-3973 022-395-2435

㈱ホテル湯の原荘 観光旅行業、宿泊業
よく温まる美女づくりの湯とお食事でご好評い
ただいております温泉旅館です。ご来湯お待
ちしております。

http://www.yunohara.co.jp/ 989-3431 仙台市青葉区作並字元木１ 022-395-2241 022-395-2525

㈱鷹泉閣　岩松旅館 観光旅行業、宿泊業 https://ssl.iwamatu-ryokan.com/ 989-3431 仙台市青葉区作並字元木１６ 022-395-2211 022-395-2020

ＨＯＴＥＬ ＭＵＳＳＥ 愛子店 観光旅行業、宿泊業
https://www.hotenavi.com/musee-
2/

989-3128 仙台市青葉区愛子中央六丁目１２－１５ 022-392-5925 022-392-5926
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