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2022 年 2 月 15 日 

一般社団法人 

東北観光推進機構 

～TOHOKU Fan Club キャンペーン第 2 弾～ 

友達紹介ポイント倍増＆抽選で宿泊券プレゼント！ 

「友達紹介＆新規入会 W キャンペーン」を実施します。 

 

一般社団法人東北観光推進機構では、持続可能な東北観光を実現するために、「観

光の力で東北を元気に！」する活動を東北観光推進機構と一緒に応援してくれるファンの

会員組織「TOHOKU Fan Club」を 2021 年 12 月に設立しました。 

このたび、会員サイトの新機能として「友達紹介」を加え、すでに会員登録されたファンの

方とこれから会員登録していただくファンの方を対象にしたキャンペーンを実施します。 

 

１．キャンペーン名称 

   「TOHOKU Fan Club 友達紹介＆新規入会 W キャンペーン」 

 

２．キャンペーン期間 

2022 年 2 月 15 日（火）～3 月 31 日（木）まで 

 

３．キャンペーン内容 

（１）キャンペーンその１「友達紹介ポイント倍増キャンペーン」 

新機能の「友達紹介」で貯まるポイントが期間中 2 倍になります。 

①対象者 

友達紹介をした既存会員（紹介したファン） 

紹介コードを入力して登録した新規会員（紹介されたファン） 

②プレゼント内容 

紹介したファン 紹介ポイントとして、紹介人数×100 ポイントをプレゼント

（通常×50 ポイント） 

さらに、期間中に一番紹介人数が多かったファンにはボー

ナスポイントとして 10,000 ポイントをプレセント 

（通常 5,000 ポイント） 

紹介されたファン 入会ポイントとして、200 ポイントをプレゼント 

（通常 100 ポイント） 

※ポイントは 1 ポイント＝1 円相当で、ギフトカードへの交換や寄付ができます。 

※紹介人数は紹介コードを入力して新規会員登録をしたうえで、初回アンケート 
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に回答していただいたファンの人数となります。 

③プレゼントの時期 

ポイント付与は 4 月中旬を予定しております。ポイント数は会員サイトでご確認く 

ださい。 

 

新機能「友達紹介」とは 

会員サイト内の「友達紹介」ページに記載の紹介コードを友達にシェアし、友達が

紹介コードを入力して新規会員登録したうえで初回アンケートに回答すると、紹

介したファンにも紹介されたファンにもポイントが貯まるプログラムです。 

 

（２）キャンペーンその２「宿泊券プレゼントキャンペーン」 

抽選で合計 18 組 36 名様に 2 泊 3 日のペア宿泊券をプレゼントします。 

①対象者 

友達紹介をした既存会員（紹介したファン） 

紹介コードを入力して登録した新規会員（紹介されたファン） 

キャンペーン期間中に登録した新規会員（紹介コードの入力がなくても対象） 

②プレゼント内容 

抽選で合計 18 組 36 名様に、東北の各エリアの魅力を 2 泊 3 日で満喫する

「Base!TOHOKU 宿泊プラン」のペア宿泊券をプレゼントします。 

ご希望の宿泊先は会員サイト内の応募アンケートから回答してください。 

応募アンケートへの回答がない場合、抽選の対象外となりますのでご注意ください。 

宿泊先は【別紙】一覧をご覧ください。 

③プレゼントの時期 

当選者の発表は 4 月中旬を予定しております。当選者の発表は会員登録して

いただいたメールアドレスへの通知をもって代えさせていただき、宿泊券の発送及び

予約について案内させていいただきます。 

なお、宿泊券のプレゼントは日本国内在住の方に限定させていただきます。 

 

４．その他 

会員登録は TOHOKU Fan Club 特設サイト（https://tohokufanclub.com）

からお申し込みください。 

 

 

【お問い合わせ先】                    

（一社）東北観光推進機構 小泉、河野、大野 

TEL:022-721-1291 FAX:022-721-1293 

 

https://tohokufanclub.com/
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【別紙】「宿泊券プレゼントキャンペーン」宿泊先一覧 

 

ご希望の宿泊先は会員サイト内の応募アンケートから回答してください。 

各宿泊先 1 組 2 名様 2 泊 3 日のペア宿泊券をプレゼント（合計 18 組 36 名様） 

 

①青森県 浅虫温泉 南部屋・海扇閣 

陸奥湾を見渡す展望大浴場とアート溢れる館内で至福の休日を 

公式 HP：https://www.kaisenkaku.com/ 

②青森県 浅虫温泉 ホテル秋田屋 

新鮮な魚介類を始めとする料理と眺めの良い展望風呂を楽しめる宿 

公式 HP：https://hpdsp.jp/akitaya/ 

③岩手県 花巻温泉郷 結びの宿 愛隣館 

部屋食とかまど料理、17 の温泉 

公式 HP：https://www.airinkan.com/ 

④岩手県 花巻温泉郷 湯の杜 ホテル志戸平 

東北最大級のバイキング会場 Live×ビュッフェ「ヒカリノモリ」1 周年 

公式 HP：https://www.shidotaira.co.jp/ 

⑤岩手県 花巻温泉郷 ホテル紅葉館 

四季の移ろいを感じられる岩露天風呂が人気の温泉リゾート 

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

⑥岩手県 つなぎ温泉 ホテル紫苑 

「全室がレイクビュー」 美しい湖と岩手山を眺める特等席へご案内 

公式 HP：https://www.hotel-shion.com/ 

⑦宮城県 秋保温泉 伝承千年の宿 佐勘 

守り続けて千年、世代を超えて愛されるいにしえの湯 

公式 HP：https://www.hotel-sakan.com/ 

⑧宮城県 秋保温泉 ホテルニュー水戸屋 

16 趣の自慢のお風呂巡り 

公式 HP：https://www.mitoya-group.co.jp/ 

⑨宮城県 秋保温泉 篝火の湯 緑水亭 

篝火を灯す幻想的な露天風呂 

公式 HP：https://www.ryokusuitei.co.jp/ 

⑩宮城県 秋保温泉 ホテル瑞鳳 

秋保名所「磊々峡」を眼下に見渡す風光明媚な佇まい。 

公式 HP：https://www.zuiho.jp/ 

 

 

https://www.kaisenkaku.com/
https://hpdsp.jp/akitaya/
https://www.airinkan.com/
https://www.shidotaira.co.jp/
https://www.hanamakionsen.co.jp/koyokan/
https://www.hotel-shion.com/
https://www.hotel-sakan.com/
https://www.mitoya-group.co.jp/
https://www.ryokusuitei.co.jp/
https://www.zuiho.jp/
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⑪宮城県 秋保温泉 奥州秋保温泉 蘭亭 

ウェルカムベビー！ミキハウス子育て総研認定の宿 

公式 HP：https://www.akiu-rantei.com/ 

⑫宮城県 作並温泉 鷹泉閣岩松旅館 

渓流沿いの天然岩風呂が自慢の作並温泉最古の宿 

公式 HP：https://ssl.iwamatu-ryokan.com/ 

⑬秋田県 乳頭温泉郷 休暇村 乳頭温泉 

秘湯乳頭温泉郷にあるモダン建築の宿。源泉掛流しの温泉が自慢 

公式 HP：https://www.qkamura.or.jp/nyuto/ 

⑭山形県 天童温泉 ほほえみの宿 滝の湯 

ご夕食は安心の個室で提供！ほほえみに包まれるひととき 

公式 HP：https://www.takinoyu.com/ 

⑮福島県 土湯温泉 ホテル山水荘 

四季の庭園と滝を望む展望露天風呂の宿 

公式 HP：http://www.sansuiso.jp/ 

⑯福島県 高湯温泉 花月ハイランドホテル 

自慢の景色と空中露天、乳白色の天然 100％温泉 

公式 HP：http://www.kagetsu.net/ 

⑰福島県 飯坂温泉 匠のこころ 吉川屋 

大自然と創作会席、福島最大級の露天風呂で極上の癒しを 

公式 HP：http://www.yosikawaya.com/ 

⑱新潟県 岩室温泉 高志の宿 高島屋 

国登録有形文化財の宿 

公式 HP：https://takasimaya.co.jp/ 

※宿泊券のご利用期間は宿泊先により異なります。各宿泊先のご利用期間の詳細は当

選者にご案内させていただきます（概ねお届けから半年間を予定、一部除外日あり）。 

 

東北の新しい旅行スタイル創出プロジェクト「Base! TOHOKU さあ、豊かさの最前線へ」

の詳細は、「Base! TOHOKU」HP（https://base.tohokukanko.jp/index.html）

をご覧ください。 

https://www.akiu-rantei.com/
https://ssl.iwamatu-ryokan.com/
https://www.qkamura.or.jp/nyuto/
https://www.takinoyu.com/
http://www.sansuiso.jp/
http://www.kagetsu.net/
http://www.yosikawaya.com/
https://takasimaya.co.jp/
https://base.tohokukanko.jp/index.html

