●クーポン１枚につき１名様有効。
●他のクーポンとの併用はできません。
●得ポン実施店舗によっては、予約時クーポン利用

7

とお伝えください。
●お店によって特典内容が異なります。特典の詳細
情報は表面の得ポン実施広告でご確認ください。

裏磐梯ライジングサンホテル

猪苗代スキー場ガイド
2013

（社）猪苗代観光協会

Akabeko&森のレストラン

中津川レストハウス

vol.13

●クーポン１枚につき１名様有効。

森の旅亭 マウント磐梯

中津川渓谷
いなわしろ新八景

●他のクーポンとの併用はできません。
●得ポン実施店舗によっては、予約時クーポン利用
とお伝えください。

2013.12発行

●お店によって特典内容が異なります。特典の詳細
情報は表面の得ポン実施広告でご確認ください。

(有)吾妻食品

（社）猪苗代観光協会

横向スキー場
●クーポン１枚につき１名様有効。

沼尻スキー場
沼尻スキー場

●他のクーポンとの併用はできません。
●得ポン実施店舗によっては、予約時クーポン利用

田村屋旅館

とお伝えください。
●お店によって特典内容が異なります。特典の詳細

箕輪スキー場

朝日屋旅館

おみやげ
「ガラス彫刻工房 アトリグーゴ」
「ハニー松本」は
会津若松市内に店舗がございます。

ホテルプルミエール箕輪

日乃出屋

http://www.bandaisan.or.jp/toku2/

（社）猪苗代観光協会

●クーポン１枚につき１名様有効。

御宿 万葉亭

（社）猪苗代観光協会

情報は表面の得ポン実施広告でご確認ください。

●他のクーポンとの併用はできません。

小西食堂

●得ポン実施店舗によっては、予約時クーポン利用

磐梯西村屋

とお伝えください。
●お店によって特典内容が異なります。特典の詳細

〒969-3133 福島県耶麻郡猪苗代町大字千代田字扇田１番地４
Tel：0242-62-2048 Fax：0242-62-2939

情報は表面の得ポン実施広告でご確認ください。

URL http://www.bandaisan.or.jp/

（社）猪苗代観光協会

●クーポン１枚につき１名様有効。

沼尻スキー場

●他のクーポンとの併用はできません。
●得ポン実施店舗によっては、予約時クーポン利用

湯郷 布森山

とお伝えください。
●お店によって特典内容が異なります。特典の詳細

常磐自動車道

情報は表面の得ポン実施広告でご確認ください。
磐 越
自 動
車 道

ペンション ある日記

（社）猪苗代観光協会

セブンイレブン
猪苗代若宮店
ペンション見鳥

２

小田養魚場

どらや製菓

●クーポン１枚につき１名様有効。
●他のクーポンとの併用はできません。
●得ポン実施店舗によっては、予約時クーポン利用
とお伝えください。
●お店によって特典内容が異なります。特典の詳細

4

情報は表面の得ポン実施広告でご確認ください。

sunny

達沢渓谷
いなわしろ新八景

（社）猪苗代観光協会

8

天鏡台
いなわしろ新八景

(運休中)
(運休中)

昭和の森

さぎの湯

とお伝えください。
●お店によって特典内容が異なります。特典の詳細

猪苗代スキー場
ミネロ

情報は表面の得ポン実施広告でご確認ください。
（社）猪苗代観光協会

土津神社

磐梯スノー 猪苗代四季の里
Dogs

1,130

猪苗代観光ホテル

いなわしろ新八景
●クーポン１枚につき１名様有効。

山栄館
正幸館
磐梯荘

土津神社

2,120

6.2km

●他のクーポンとの併用はできません。
●得ポン実施店舗によっては、予約時クーポン利用
とお伝えください。

あるぱいんロッジ

天蕎庵

えびすや

鈴木屋
津賀屋

悠ゆ亭

●お店によって特典内容が異なります。特典の詳細

山中屋

1,760

緑の村
HEROʼS
DINER

●得ポン実施店舗によっては、予約時クーポン利用

ふるさと交流センター
幸陽の杜

レストラン I.S.K
3.2km

●他のクーポンとの併用はできません。

ヴィライナワシロ

猪苗代スキー場

住吉館

●クーポン１枚につき１名様有効。

食事処 郷 肉のおおくぼ

松屋

情報は表面の得ポン実施広告でご確認ください。
（社）猪苗代観光協会

山口設計

（資）稲川酒造店（蔵元）

●クーポン１枚につき１名様有効。
●他のクーポンとの併用はできません。

cafe comaya
玉の湯旅館

猪苗代スキー場ガイド

●得ポン実施店舗によっては、予約時クーポン利用

猪苗代町商工会

たなべの湯

猪苗代小

リステルパーク
リステル
スキーファンタジア

猪苗代エリアには特色あるスキー場がいっぱい!初心者か
らエキスパートまで、
カップルや友達同士、
ご家族で楽しめ
るおすすめの5つのスキー場を紹介します。

まちづくり
猪苗代

オールリゾートサービス

とんがらし

まちのえき まるしめ

とお伝えください。
●お店によって特典内容が異なります。特典の詳細
情報は表面の得ポン実施広告でご確認ください。
（社）猪苗代観光協会

如風庵

猪苗代町総合体育館
しおや

●クーポン１枚につき１名様有効。
●他のクーポンとの併用はできません。

3

磐梯高原 南ヶ丘牧場

川桁体育館

会津日石

6

1

いなわしろ新八景

駐

車

場

TEL 0242-93-8530

▼

▼

▼

▼

▼

ゲレンデのコース数
駐

車

場

TEL 0242-62-5100

http://www.bandai-bandai.jp/

●他のクーポンとの併用はできません。

5

とお伝えください。

會津 豊玉

●お店によって特典内容が異なります。特典の詳細
情報は表面の得ポン実施広告でご確認ください。

天神浜

8:30〜16:00
6本(2人乗りリフト 5本:4人乗りリフト 1本)
12本(初級 50%:中級 40%:上級 10%)
約2,000台(普通車 2か所:大型車 1か所)
▼

場

2013.12/20(金)〜2014.3/30(日)

リフト本数

▼

車

▼

駐

ゲレンデのコース数

▼

ゲレンデのコース数

●クーポン１枚につき１名様有効。
●得ポン実施店舗によっては、予約時クーポン利用

エム・エフ・ティ猪苗代営業所

いなわしろ新八景

●クーポン１枚につき１名様有効。

▼

営業時間

8:30〜16:30 詳しくはホームページを
チェック!
8本(2人乗りリフト 5本:4人乗りリフト 3本)
17本(初級 50%:中級 35%:上級 15%)
約2,000台(普通車 5か所:大型車 1か所)
早期営業・ナイターあり。

リフト本数

磐梯高原 柏屋

いなわしろ新八景

●得ポン実施店舗によっては、予約時クーポン利用

カラオケ・プレイボックス

とお伝えください。
●お店によって特典内容が異なります。特典の詳細

TEL 0242-67-1250

http://www.inawashiro-ski.com/

●他のクーポンとの併用はできません。

猪苗代中

レイクサイド磐光

▼

営業時間

2本（ペアリフト）
8本（ソリ専用コース含む）
130台 駐車場料金無料

亀ケ城跡

いなわしろ新八景

天神浜オートキャンプ場

リオンドール
ぷちショップつるや

▼

営業期間

営業時間
リフト本数

まるいち食堂

観音寺川

（社）猪苗代観光協会

（社）猪苗代観光協会

▼

営業期間 2013.12/21(土)〜2014.3/30(日)

平日8:45〜16:00 土日祝日8:30〜16:00

松井荘

沼尻スキー場

猪苗代スキー場

営業期間 2013.12/21(土)〜2014.3/23(日)

▼

ファミリースノーパークばんだい×２

情報は表面の得ポン実施広告でご確認ください。

梨ノ木

ラ・ネージュ

磐梯マリーン
遊覧船
磐梯観光船

とお伝えください。
●お店によって特典内容が異なります。特典の詳細

朝日荘

翁島港マリーナ
天鏡閣

●得ポン実施店舗によっては、予約時クーポン利用

情報は表面の得ポン実施広告でご確認ください。

レイクサイド磐光 本陣

http://www.numajiri-ski.jp/

（社）猪苗代観光協会

新雪トラベル
●クーポン１枚につき１名様有効。

JA

●他のクーポンとの併用はできません。

磐梯東都バス

駅前宿泊施設MAP

●得ポン実施店舗によっては、予約時クーポン利用

セーフ観光

猪苗代タクシー
猪苗代駅前民宿組合

とお伝えください。
●お店によって特典内容が異なります。特典の詳細
情報は表面の得ポン実施広告でご確認ください。
（社）猪苗代観光協会

日本料理 喜春 ki-shun
●クーポン１枚につき１名様有効。
●他のクーポンとの併用はできません。
●得ポン実施店舗によっては、予約時クーポン利用
とお伝えください。

車

場

TEL 0242-64-3377

http://www.listel-inawashiro.jp/

いなわしろ

車

場

●クーポン１枚につき１名様有効。
●他のクーポンとの併用はできません。

播磨屋

新生

世界のガラス館

旅食房
三城

6

観音寺川

亀ヶ城跡

2

達沢渓谷（達沢不動滝）

7

中津川渓谷

3

8

天鏡閣

土津神社

4

天鏡台（町営牧場を含む）

5

天神浜

「いなわしろ新八景」は、会津藩主 保科正之公に迎
えられて藩主の助言者としても活躍した江戸時代の
朱子学者・山崎闇斎が選んだとされる
「いなわしろ八
景」にちなみ、現代に残る素敵な古里の風景を掘り
出して新たな名所にしようと、企画されたものであ
ります。平成23年6月22日に最終選考会が行わ
れ、八か所に決定いたしました。

とお伝えください。

ひばり荘

http://grandsunpia-inawashiro.com/

新八景

●得ポン実施店舗によっては、予約時クーポン利用

観光荘

TEL 0242-65-2131

青木呉服店
はるみ屋

●お店によって特典内容が異なります。特典の詳細
情報は表面の得ポン実施広告でご確認ください。

小林荘
藤屋

笠間荘

１

（社）猪苗代観光協会

ちさと荘

駅前郵便局

▼

▼

▼

ゲレンデのコース数

TEL 0242-66-4111

http://www.ski-minowa.jp/

▼

リフト本数

8:30〜16:30
4本(2人乗りリフト 3本:ゴンドラリフト 1本)
11本(初級 30%:中級 50%:上級 20%)
約2,000台(普通車 4か所:大型車 1か所)
▼

営業時間

駐

駅前宿泊施設MAP

2013.12/20(金)〜2014.3/30(日)

営業期間

情報は表面の得ポン実施広告でご確認ください。

▼

駐

8:30〜16:30
3本(2人乗りリフト▼3本)
6本(初級 40%:中級 20%:上級 40%)
約2,000台(普通車 ●か所:大型車 ●か所)
▼

リフト本数
ゲレンデのコース数

2013.12/21(土)〜2014.3/31(月)

▼

▼

▼

▼

▼

営業時間

▼

場

営業期間

グランドサンピア猪苗代リゾートスキー場

▼

車

▼

駐

▼

リフト本数
ゲレンデのコース数

8:30〜16:30
3本(2人乗りリフト 1本:4人乗りリフト 2本)
11本(初級 30%:中級 50%:上級 20%)
約2,000台(普通車 3か所:大型車 1か所)
▼

営業時間

▼

2013.11/15(金)〜2014.5/6(火)

営業期間

リステルスキーファンタジア

▼

箕輪スキー場

●お店によって特典内容が異なります。特典の詳細

磐鈴荘

磐月荘

（社）猪苗代観光協会

千里小
セーフ観光

●クーポン１枚につき１名様有効。
●他のクーポンとの併用はできません。

猪苗代

●得ポン実施店舗によっては、予約時クーポン利用

駅

とお伝えください。
●お店によって特典内容が異なります。特典の詳細
情報は表面の得ポン実施広告でご確認ください。

ドライブイン相津

（社）猪苗代観光協会

●クーポン１枚につき１名様有効。
●他のクーポンとの併用はできません。
●得ポン実施店舗によっては、予約時クーポン利用

会津日石

とお伝えください。
●お店によって特典内容が異なります。特典の詳細
情報は表面の得ポン実施広告でご確認ください。
（社）猪苗代観光協会

おみやげ
有効期限 2014.05.31

MAP
C−４

猪苗代スキー場［中央×ミネロ]

沼尻スキー場

中ノ沢
MAP

広域MAP
C−5

翁島港マリーナ

広域MAP
B−5

磐梯高原 南ヶ丘牧場

MAP
C−４

磐梯猪苗代
はやま温泉

ヴィライナワシロ

吟味した材料で季節感のある手作り和菓子。
「豊玉最
中」は丹波の大納言を風味豊かに炊き上げたつぶ餡
がぎっしり。

ハニー松本

欄外

TEL0242-62-5100 猪苗代町字葉山7105
8：30〜16：30

有効期限 2014.05.31

12/21〜3/31無休

http://inawashiro-ski.com/

バラエティに富んだ12のコースは緩斜面中心でお子様連れ
でも安心！お得なリフトパックも充実しており、財布にも優し
い！アイテム数はMAX40オーバー、東北最大級のスノーパー
クも必見！

TEL0242-67-1250 猪苗代町字蚕養字沼尻山甲2855-434
8：30〜16：00

http://www.numajiri-ski.jp/

ワンコインカレー券
（通常800円が500円）

リフト１日券＋入浴券＋食事券
付き4，
900円（通常6,200円）
MAP
G−２

12/20〜3/30 無休

箕輪スキー場

マックアースグループホテルズ

猪苗代湖で最も整備されている唯一のマリーナ。ボート・ヨッ
ト・水上オートバイの月極保管に加え、当日だけのビジタース
ロープもご利用いただけます。
（カフェマリーナは12月〜３月お休みいたします。）

TEL0242-63-0580

猪苗代町大字翁沢字上前田４ 営 8：30〜17：30
火曜日
http://www.okinajima.com/

（

）

南ヶ丘牧場のおススメは、ガーンジィ牛ハンバーグ。牧場でし
か味わえない自慢の逸品です。バター・アイスクリーム作り体
験もできます。お土産にはガーンジィミルクから作られた様々
な乳製品が人気です。

TEL0242-65-2707 猪苗代町大字磐根字遠山1039-38

TEL0242-62-4111 猪苗代町字葉山7105

http://www.minamigaoka.co.jp/bandai_minamigaoka/

http://www.villa.co.jp/

8：00〜17：30

クーポン 食事された方に限り、 カフェマリーナ
営業期間中に限る
特典
デザートサービス
広域MAP
B−5

磐梯マリーン

磐梯山の麓に立つ天然温泉付リゾート旅館。猪苗代湖、裏磐
梯、会津若松、喜多方へのアクセスも良く観光の拠点に最適
です。

1月〜3月の平日 休

無休

食堂・売店でのお買い上げに限り、
５％サービス
市街地
MAP

猪苗代まちのえき まるしめ

日帰り入浴、通常500円より
100円引き
市街地
MAP

太郎庵 猪苗代店

TEL0242-62-4111

http://www.hakuunso.info/

有効期限 2014.05.31

県内最早・最長シーズンを実現!!上質なパウダースノーが自慢の
スキー場。一歩足を踏み出せば
「キュッキュッ」
となる忘れられな
い感触!!ゲレンデは２つのエリアに別れ、バリエーション豊富な
コースレイアウト、
初心者〜上級者まで思う存分楽しめます。

ホテルプルミエール箕輪

TEL0242-64-3300

TEL0242-64-3377 猪苗代町横向
8：30〜16：30

http://www.minowa.info/

無休

TEL0242-65-2750

猪苗代町翁沢字不動堂579-10

休 無休

磐梯観光船

宿泊の方に
ワンドリンクサービス
三ツ和地区
MAP

河京ラーメン館猪苗代店

猪苗代町中央商店街にある、
まちのえき「まるしめ」です。観光
情報・地域情報の発信や地域の特産品のPR・販売も行ってい
ます。また地域の歴史の紹介等もしておりますので、お気軽に
お立ち寄りくださいませ。

TEL0242-85-7412 猪苗代町新町4934
9：30〜17：30

http://www.b-marine.com/

大人１日券+５００円施設利用券＝４，
３００円
子供１日券+５００円施設利用券＝２，
８００円
広域MAP
B−5

福島県のほぼ中央に位置する猪苗代湖のすぐそばにあるマリ
ンスポーツ専門のお店です。ボートの販売からレンタル及び
保管まで、マリンレジャーをフルサポート！船舶免許を取得した
い方やモーターボート遊覧もやっています。

http://bandaisan.net/

天鏡閣

MAP
E−５

有効期限 2014.05.31

有効期限 2014.05.31

TEL0242-65-2100
営 9：30〜15：30

猪苗代町翁沢長浜

TEL0242-62-5055

猪苗代町三ツ和字前田34-1

スポーツハウス神田荘

リステルパーク
３月１日・２日にモーグルワールド
カップ大会が開催される
『リステル
スキーファンタジア』はホテル眼
下にあり、アクセス抜群のスキー
場です。ビギナーから上級者まで
楽しめるゲレンデのほか、
ソリやフ
ワフワが楽しめるお子様専用の
『ベジフルランド』は、
ファミリーに
大人気です。また、クアハウス＆
プール、露天風呂さらにトリートメ
ントサロン等、容易にホテルの施
設をご利用いただけるのもリステ
ルならではの楽しみです。

有効期限 2014.05.31

☆お米の販売もしております！
お気軽にお問合せください☆

TEL0242-62-3402
猪苗代町字横マクリ570-1

http://www.kandasou.com/
有効期限 2014.05.31

貸別荘＆コテージ

オール・リゾート・サービス

中ノ沢地区
MAP

磐梯高原リゾート・インぼなり

スキー場 8：30〜16：30
無休

TEL0242-65-2811 猪苗代町翁沢字御殿山1048
9：00〜16：30（冬期間）

http://www.listel-inawashiro.jp/

無休

http://www.tif.ne.jp/soumu/tenkyokaku.htm

オリジナル天鏡閣ケレーを
（レトルトカレー）
６００円より１０％引き

（資）稲川酒造店（蔵元）

リステルスキーファンタジア
リフト券20％引券進呈
市街地
MAP

デセール カワウチ

市街地
MAP

梨木西53-1／TEL0242-63-0175
無休
10：00〜17：00

千代田3-7／TEL0242-62-5500
10：00〜18：00(冬期間は17：00まで)

銘菓会津の天神さまは、会津天神にあやかり子供達の元気な成
長を願い創製したふわっふわのブッセ菓子です。一番人気は塩味
のきいたチーズクリーム入り。季節限定の味もお楽しみ下さい。
千代田字上畑田丙392／TEL0242-62-5558
無休
9：30〜19：00 冬期間 9：30〜18：30

せんべや

広域
MAP C-4

（資）稲川酒造店（蔵元）

広域
MAP C-4

TEL0242-62-2001 猪苗代町字新町4916
8：30〜17：00

不定休

http://www.sake-inagawa.com/

地元食材を使ったレストラン。会津牛・えごま豚・会津地鶏・
トマ
ト・アスパラ・そばを使ったオリジナルメニューが人気。シェフの
手作りのケーキを手軽な料金で楽しめます。お得なサービス
ランチもあります
（840円〜）。

TEL0242-62-4359 猪苗代町五百苅138-1
10：00（オーダーストップ20：30）

レストラン白鳥

TEL0242-62-3814 猪苗代町字梨木西50-1

高森地区
MAP

有限会社吾妻食品

火曜日

11：00〜20：00

食事された方にオリジナル
シャーベットサービス

ご来店の方は試飲も可能です
広域MAP
D−５

水曜日

石釜で、薪を使って焼き上げる本格的なピッツァがおすすめで
す。スパゲッティー・ナポリタンも人気です。ハンバーグ定食な
どのご飯類もお召し上がりいただけます。

お持ち帰り用のピッツァを
２枚以上のご注文で50円引き
中ノ沢地区
MAP

平澤屋旅館

ナチュラルリゾート
広域
MAP C-1

ランチメニューベストは、スペアリブの豪快カレー！深い
味わいが特徴の天元豚を使用。オリジナルスパイスのカ
レーは辛ウマ！有機栽培のバジルのパスタもご賞味あれ！

清水屋製麺

広域
MAP C-1

宝来堂製菓

広域
MAP D-5

有効期限 2014.05.31

安達太良山沼の平火口にある源泉は、毎分一万三千リットル
以上と圧倒的な湧出量！福島県の中央に位置しており、各観光
地や主要都市へも交通至便！期間限定のお得なプランもござ
います。お気軽にお問い合わせ下さい。

TEL0242-63-0355 猪苗代町字出雲壇35-1

TEL0242-64-3333 猪苗代町中ノ沢温泉

http://www.cottage.co.jp/

http://www.bonari.or.jp

営 8:30〜18:00 休 無休

クーポン スパークリングワイン１本
特典 （１組に付き）
予約時申込要

横向地区
MAP

森の旅亭

マウント磐梯

IN/14：30

無休

OUT/9：30

昭和47年創業。国道49号線沿いにあり、味の良さで地元の
人にも定評があります。おすすめは、
「ポークソテー味噌焼き
セット」1,250円厚切りのやわらか豚肉とオリジナル味噌ソー
スのハーモニーをご賞味下さい。ライスおかわり無料！

TEL0242-66-2540 猪苗代町中小松菖蒲谷地38（49号沿）

平日11:00〜15：00 17:00〜20：00 土日祝11:00〜20：00
不定休
http://www17.plala.or.jp/hakucho/

宿泊の方、夕食時
ワンドリンクサービス（２名まで）
広域MAP
C−４

せんべや

国産生姜に福島のえごまを入れて作りました。あたたかいご飯
や豆腐、納豆などに合います。又、山菜やきのこの缶詰、袋詰
などの業務用、贈答用、お土産品等、取り揃えております。

TEL0242-64-3514 猪苗代町若宮字高森甲2988
8：00〜17：00

世界のガラス館 猪苗代店

市街地
MAP

TEL0242-64-3821 猪苗代町中ノ沢温泉

工場（店舗ではございません）にご来店
した方に限り、20％引きで販売します。

日帰り入浴料500円→300円

工房ポプリ

とんこつらーめん

LAKE SIDE HOTEL みなとや
〒969-3285

旅館 新生
ホテルリステル猪苗代

市街地
MAP

HAJIME 猪苗代店

有効期限 2014.05.31

〒969-3133

TEL0242-66-2233

〒969-2663 猪苗代町川桁字天王坂2414

森の旅亭 マウント磐梯

〒969-2751

TEL0242-64-3911

猪苗代町大字若宮字上ノ湯甲2975

ホテルプルミエール箕輪 TEL0242-64-3300

〒969-2751

TEL0242-64-3789

〒969-2752 猪苗代町蚕養字沼尻山甲2855-166

磐梯西村屋

TEL0242-64-3311

〒969-2752 猪苗代町蚕養字沼尻山甲2855-144

花見屋旅館

〒969-2701

TEL0242-62-2029
猪苗代町千代田字扇田11-13

TEL0242-72-0450

猪苗代町五輪原7136-41 （会員制）

ファミリーインばんだい×２

TEL0242-93-8530

猪苗代町ぐみ沢原7092-8

レイクサイド磐光
〒969-2274

TEL0241-32-2923

北塩原村大字桧原字蛇平原山1074

サンダンス・リゾート猪苗代
〒969-3103

TEL0242-65-2111

猪苗代町翁沢字長浜870

裏磐梯国民宿舎

〒969-3101

猪苗代町横向

御宿 万葉亭

レストラン白鳥

TEL0242-66-2711

猪苗代町大字壷楊字浜130-3

平澤屋旅館

TEL0242-64-3821

磐梯高原リゾート・インぼなり TEL0242-64-3333

有効期限 2014.05.31

まだあるんです、極上の温泉が 大浴場、男女別露天風呂、貸
切風呂等、いずれの浴槽も全て源泉かけ流し100％天然温泉
です。ぜひ一度至福の温泉三昧をお楽しみ下さい。

TEL0242-64-3911

猪苗代町若宮上ノ湯甲2985

営 10：00〜16：00（日帰り入浴） 休 不定休

http://m-bandai.inawasiro.com/

あんこたっぷりの揚げまんじゅうが一番人気。
1日につくる数が限定されているので、確実に買うには予約が
一番。

TEL0120-62-3517 猪苗代町諏訪前6795-1
9：00〜18：00

日帰り入浴（1回入り）、
通常600円より100円引き
有効期限 2014.05.31

中ノ沢地区
MAP

いろり湯の宿 大阪屋

不定休

揚げまんじゅう10個以上
お買い上げの方特典あり
市街地
MAP

磐梯猪苗代
はやま温泉

やまき屋

世界のガラス館では、体験工房を新設し大人の方から子ども
まで楽しめる製作体験を行っております。キーホルダー・ハンド
リューター・マジック編みブレスレット
（革製新商品）
など世界に
一つだけのオリジナルが製作できます。525円〜

TEL0242-63-0100
9：00〜18：00

猪苗代町大字三ツ和字村東85

無休

レイクサイドホテル

TEL0242-62-2011 猪苗代町字町尻340番地3
9：30〜17：30

クーポン ガラス館体験工房製作体験
各種10％割引
特典

MAP
B−５

店内に入ると、焼きたてのパンの良い香りがします。
１番人気
は、耳までやわらかい食パンです。お好みにスライスできま
す。その他、自家製ジャムやラスク等もおすすめです。

み な と や

日曜日

150円のパンに限り
10％OFF
広域MAP
源泉かけ流しの宿
C−4

旨味のみを抽出した白濁スープと背脂が相性抜群！後味は意
外とすっきりしているので、女性にも人気！豚骨醤油、豚骨味
噌、つけ麺、マー油を使用したラーメン等もアリ。
※郡山店もアリ
（024-945-8545）

白城屋

TEL0242-64-3214

〒969-2752 猪苗代町蚕養字沼尻山甲2855-104

いろり湯の宿 大阪屋

TEL0242-64-3016

TEL0242-62-3310 猪苗代町字新町4915

〒969-2752 猪苗代町蚕養字沼尻山甲2855-138

http://www.ha-ji-me.net/

〒969-2752 猪苗代町蚕養字沼尻山甲2855

木曜日

11:00〜20:00

トッピングサービス
（100円の商品に限る）

住吉館

〒969-2752 猪苗代町中ノ沢温泉

広域MAP 湖畔の宿
E−６

レイクサイド磐光

磐梯ハイランドホテル
朝日屋旅館

TEL0242-67-1111
TEL0242-64-3111

〒969-2752 猪苗代町蚕養字沼尻甲2855

田村屋旅館

TEL0242-64-3421

〒969-2752 猪苗代町蚕養字沼尻山甲2855

沼尻温泉のんびり館

TEL0242-67-1268

〒969-2752 猪苗代町蚕養字沼尻山甲2855-7

ヴィライナワシロ

TEL0242-62-4111

〒969-3102 猪苗代町字葉山7105

猪苗代観光ホテル

TEL0242-62-4132

〒969-3102 猪苗代町字葉山7105-270

猪苗代四季の里

TEL0242-63-1616

〒969-3102 猪苗代町字見祢山1

靜楓亭

TEL0242-62-5600

〒969-3133 猪苗代町字大道南1640-6

御もてなしの宿 悠ゆ亭

有効期限 2014.05.31

TEL0242-63-1900

〒969-3103 猪苗代町字林崎461-3

住吉館

日本一の単一源泉湧出量を誇る中ノ沢温泉の硫黄泉を十分に
活かした源泉かけ流しの大きな男女別露天風呂が自慢です。
満点の星空の夜の入浴は風情が格別です。お料理は囲炉裏で
の懐石コースがおすすめです。

磐梯山の麓に位置する温泉民宿です。磐梯高原や会津観光の
基点として、また、登山やツーリング・スキーなど四季折々に楽
しめるレジャーやスポーツの宿として、
リーズナブルな料金で
皆様のお越しをお待ちしております。

野口英世博士ゆかりの宿「みなとや」は、
目の前に広がる美しい猪苗代湖が見
える湖畔の宿でもあります。館内のレストラン西湖では、
本場の中国人のシェ
フによる中国料理がお楽しみ頂け、
ご宿泊以外のお客様でもご利用可能で
す。四季折々の素晴らしい景観を間近で満喫してはいかがでしょうか。

鉄分の成分の濁り湯、肌を滑らかにする透明の単純泉。一軒の
宿で2種類の温泉で雪見風呂！
！
お食事はイス式囲炉裏で、炭の香りと焼き蟹のご馳走で、ゆっ
たりまったりして雪国の宿をお楽しみください。

http://aizu-osakaya.jimdo.com/

http://www.inawashiro.co.jp/

レストラン西湖（11：00〜14：30、16：00〜20：30）
不定休
http://www.h-minatoya.com/

営 10：30〜15：00（日帰り入浴） IN/ 15：00 OUT/10：00
休 不定休 http://smys.web.fc2.com/

TEL0242-64-3016 猪苗代町蚕養字沼尻山甲2855-138
有効期限 2014.05.31

日帰り入浴500円のところ
100円引き

TEL0242-62-3554 猪苗代町字土町22
１泊２食付宿泊で
赤べえストラップ プレゼント

TEL0242-65-2111 猪苗代町翁沢字長浜870
ワンドリンクサービスもしくは
日帰り入浴通常500円より100円引き

TEL0242-65-2221

クーポン
宿泊料5％引き
特典

猪苗代町磐根佐賀地2556

猪苗代志田浜温泉湖畔の宿です。あったか温泉と全室から猪
苗代湖を目の前に一望できる宿です。夕方には猪苗代湖に沈
む夕日が美しい夕映えを見せ大人気です。アルカリ単純温泉
で心も身体もリフレッシュしてください。

TEL0242-66-2711

温泉入浴時間10：00〜20：00

猪苗代町大字壺楊字浜１３０−３
無休

http://www.lakesidebanko.co.jp/

クーポン 日帰り入浴550円のところ
100円引き
特典

TEL0242-65-2221

〒969-3286 猪苗代町磐根字佐賀地2556

国民宿舎 さぎの湯旅館

TEL0242-65-2515

〒969-3286 猪苗代町磐根字佐賀地2557

玉の湯旅館

TEL0242-65-2611

〒969-3286 猪苗代町磐根字本中島2336-7

たなべの湯

TEL0242-65-2533

〒969-3286 猪苗代町磐根字重蔵橋2312

亀屋旅館

TEL0242-65-2318

〒969-3286 猪苗代町磐根字草湯戸643

笠間荘
〒969-3133

播磨屋
〒969-3133

はるみ屋
〒969-3133

磐鈴荘
〒969-3133

ひばり荘
〒969-3133

朝日荘
〒969-3122

TEL0242-62-2875
猪苗代町千代田字千代田7-16

TEL0242-62-2874
猪苗代町千代田字千代田6-1

TEL0242-62-2851
猪苗代町千代田字千代田7-8

TEL0242-62-2879
猪苗代町千代田字千代田8-1

TEL0242-62-3383
猪苗代町千代田字千代田甲165

TEL0242-62-3751
猪苗代町字町尻338

〒969-3288

〒969-3121

TEL0242-64-3621

やまぐち屋
〒969-3101

やまきや
〒969-3113

山中屋
〒969-3112

えびすや
〒969-3112

津賀屋
〒969-3113

TEL0242-62-3554
猪苗代町字土町22

TEL0242-62-2422
猪苗代町字中町5518

TEL0242-62-3347
猪苗代町字中町5521

磐梯民宿 正幸館
〒969-3113

松屋
〒969-3112

雪見荘
〒969-3102

磐梯荘
〒969-3113

鈴木屋
〒969-3113

TEL0242-62-2351
猪苗代町字中町5539

TEL0242-62-2573
猪苗代町字見祢5336

TEL0242-62-2553
猪苗代町字土町36

TEL0242-62-3367
猪苗代町字土町南5551

山栄館
〒969-3133

千里荘
〒969-3133

磐月荘
〒969-3133

観光荘
〒969-3133

藤屋
〒969-3133

小林荘
〒969-3133

TEL0242-63-0220

猪苗代町字葉山7105

アットホームおおほり
〒969-3113

TEL0242-62-3350

猪苗代町字土町38

スポーツパル
〒969-3112

TEL0242-62-2548

猪苗代町字土町34

あるぱいんロッジ
〒969-3113

ふじもと屋
〒969-3101

松井荘
〒969-3121

大原荘
〒969-3122

TEL0242-62-3402

猪苗代町字横マクリ570-1

TEL0242-64-2562
猪苗代町字長坂506

TEL0242-64-2362
猪苗代町字長坂507

TEL0242-62-2235
猪苗代町字芦原50-1

TEL0242-62-3148
猪苗代町字町尻342

TEL0242-62-3544
猪苗代町字土町54

TEL0242-62-4316

猪苗代町字中町5527

TEL0242-62-3403
猪苗代町字土町26

TEL0242-62-2261
猪苗代町千代田字柳田64

TEL0242-62-3481
猪苗代町千代田字千代田甲177

TEL0242-62-4072
猪苗代町千代田字千代田甲185

TEL0242-62-2092
猪苗代町千代田字千代田甲182

TEL0242-62-3441
猪苗代町千代田字千代田甲173

市街地
MAP

市街地
MAP

市街地
MAP

〒969-3286

P団欒
〒969-3287

P山の便り
〒969-3301

P プチポワ
〒969-3301
〒969-2701

〒969-2701

まっしゅるーむ
P KOGETSU
〒969-3102

P R・B
〒969-3102

P森林浴
〒969-3103

TEL0242-63-0234
猪苗代町磐根字磐根69

TEL0242-63-1749
猪苗代町字不動500-609

TEL0242-73-2333
磐梯町大字磐梯字七ツ森7422

TEL0242-73-3525
磐梯町大字磐梯字七ツ森7422-18

〒969-2271

Pとも
〒969-2701

TEL0241-32-3800

北塩原村檜原剣ヶ峯1093-366

TEL0242-63-1746

猪苗代町字葉山7105-353

TEL0242-63-0570

TEL0241-32-2101
TEL0241-32-2144

北塩原村大字桧原字蛇平原山1074-186

TEL0242-63-0063

猪苗代町五輪原7136-172

TEL0242-66-3518

猪苗代町大字中小松字西浜甲1614-50

TEL0241-32-2722
北塩原村大字桧原字曽原山1095-46

猪苗代町字葉山7105-244

TEL0242-62-2967

〒969-3283

TEL0242-62-5636

猪苗代町字五輪原7136-174

湯の宿 アウザ千歳

TEL0242-63-1639

猪苗代町長田字東中丸3449-108

天神浜オートキャンプ場 TEL0242-67-4133

猪苗代町字五輪原7136-171

〒969-2271

アン・イングリッシュ・イン TEL0242-63-0101

スタック(株) しゃくなげ平 貸別荘 TEL0242-62-4748

〒969-3283

猪苗代町長田字東中丸3449-84

〒151-0053

Pウェルカム・ウェルカム TEL0242-65-2481

磐梯グリーンロッジ

〒969-3283

猪苗代町長田字東中丸3456-31

〒969-2662

Pヴェルレーヌ
〒969-3281

ケーナインヒルズ
〒969-3281

ホワイトP
〒969-3283

Pすまいる
〒969-2751

ログP 木輪
〒969-3101

Pある日記
〒969-3101

TEL0242-63-0855

猪苗代町字西葉山7110-20

TEL0242-62-4115

猪苗代町字西葉山7110-40

TEL0242-65-2034
猪苗代町長田字不動33-13

TEL0242-67-1010
猪苗代町大字若宮字大原丙278-3

TEL0241-32-2288
猪苗代町字山神原7082-160

TEL0242-64-2509
猪苗代町字辺沢1375-1

猪苗代町中小松字四百苅1959-2

東京都渋谷区佐々木1-43-7（本社）

〒969-2662

TEL0242-67-4778

猪苗代町八幡字松林6288-176

ログハウス「四季の森」

TEL0242-66-4210

猪苗代町大字八幡字窪畑415-5

オール・リゾート・サービス TEL0242-63-0355
〒969-3133

猪苗代町字出雲壇35-1

北塩原村大字桧原字原山1074

Akabeko＆森のレストラン TEL0241-32-2151
〒969-2701

北塩原村大字桧原字小野川原1092-38

ステンドグラス工房・レンタルコテージジョイハウス TEL0242-62-5395
〒969-3287

葉山7105／TEL0242-62-2555
8：00〜17：00

広域
MAP E-1

冬期のみ営業

中津川渓谷レストハウス

ボリューム満点のソースかつ丼、当店オリジナルの会
津地鶏丼が人気です！
若宮字吾妻山甲2998／TEL0242-64-2817
8：30〜16：30
期間中無休（11月中旬〜4月中旬休業）

月曜日

日本料理 喜春 ki-shun

高森地区
MAP

渓流つり掘

ぼん天

いわなを地下数百メートルより湧き出る水で育ててい
る為、美味です。
若宮字高森甲2872／TEL0242-64-2548
不定休

4月中旬〜11月中旬の営業

はな〇

広域
MAP E-6

レイクサイド磐光 本陣

こだわりの自然派醤油スープをご堪能あれ。
（化学調
味料は一切使用しておりません）
チャーシュー麺800
円。
壷楊字浜130-3／TEL0242-66-2711
11：30〜LO15：00・17：00〜LO20：00

アンジュール猪苗代

広域
MAP D-3

無休

sunny

２０１３年秋ＯＰＥＮ！
！軽食、自家焙煎コーヒーをはじ
め、日替りランチ（８００円）もおすすめです。街中から
車で５分。県道２号線を裏磐梯方面へ、道路沿い左側。
大谷地6353-2／TEL090-2437-2038
10：30〜18：00

不定休

カフェマリーナ

テラスに吹き込む爽やかな風。緑豊かな大自然に囲ま
れながら、お客様にくつろぎの時間をご用意しており
ます。

あまの食堂

煮干しとトリガラでとった、あっさりスープです。甘辛
ダレのソースかつ丼もどうぞ。

不定休

野崎医院

猪苗代町字不動34-21

TEL0242-66-2245

民宿組合
(公財)福島県観光物産交流協会
猪苗代町役場
猪苗代町商工会
猪苗代警察署
猪苗代消防署
まちづくり猪苗代
猪苗代町体験交流館
猪苗代町総合体育館
中ノ沢温泉旅館組合
裏磐梯観光協会

磐梯猪苗代民宿組合
TEL024-525-4024
TEL0242-62-2111
TEL0242-62-2331
TEL0242-63-0110
TEL0242-62-4433
TEL0242-72-1415
TEL0242-72-0180
TEL0242-72-1534
TEL0242-64-3449
TEL0241-32-2349

鉄

道
TEL0242-62-2249
JR猪苗代駅
TEL0242-22-0257
JR会津若松駅
TEL024-932-6001
JR郡山駅
バ ス
磐梯東都バス猪苗代磐梯営業所
TEL0242-72-0511
高速道路
東日本高速道路株式会社東北支社
会津若松管理事務所 TEL0242-32-7800
TEL024-521-5530
福島県道路公社
タクシー
猪苗代タクシー
運転代行
猪苗代運転代行
e運転代行
レンタカー
JR駅レンタカー猪苗代営業所
遊覧船
磐梯観光船長浜営業所

TEL0242-62-3636
TEL0242-62-3939
TEL090-5594-3060
TEL0242-63-0285
TEL0242-65-2100

グルもてコテージ Sengan TEL0241-32-2471
〒969-2751

アイ・エス・ケイ

ゲレンデ直下のレストハウス。若者に比較的人気のメ
ニューの豚丼。

DINING BAR 食u-Ga（くぅーが）

TEL0241-32-3010

北塩原村大字桧原字剣ヶ峯1093

コテージ シャムロック
〒969-3103

広域
MAP C-4

北塩原村大字桧原 曽原四季彩の丘

こはんゲストハウス

火曜日

昼11：00〜15：00／夜17：30〜22：00

TEL0242-64-3330

TEL0242-62-3470

猪苗代町字葉山7105

コッヘル磐梯
〒969-3102

TEL0242-62-5025

猪苗代町字葉山7105-565

Pコージーイン
〒969-3102

TEL0242-62-4691

猪苗代町字葉山7105-299

御三壇4187-4／TEL0242-63-2802

いしむしろ

11：00〜18：00

TEL0242-63-0369

Boom Boom

天蕎庵

お昼は「蕎麦茶屋」夜は「蕎麦酒房」。レトロなイメージ
の落ち着いた店内です。

大字千代田字扇田12-15／TEL0242-62-2064

猪苗代町長田字手洗川西3838

ガストホフ虹の詩

月曜日

翁沢字上前田4／TEL0242-63-1366
8：30〜17：30（７月〜９月10：00〜19：00）
冬期間お休みいたします

猪苗代町蚕養字沼尻山2855-21

シャレー裏磐梯
〒969-2701

市街地
MAP

TEL0242-64-3373

アウトドアもくもく
〒969-2701

小西食堂

猪苗代町字土手間1480-17

P フレージェ

郷

新町4904-6／TEL0242-63-1585
昼11：30〜14：00／夜16：00〜22：00

山潟字浜志田1855／TEL0242-66-4122
月曜日、火曜日
11：30〜18：00

広域
MAP C-5

食事処

テレビでも紹介されたチョコレートとんかつ、会津馬
刺、会津名物ソースカツ丼、その他いろいろメニュー
を揃えてお待ちしております。

上戸浜湖畔に佇むフレンチ＆イタリアンをリーズナブ
ルに楽しめるプレミアムレストラン。
（ランチコース
1,470円〜）湖畔リゾートウエディングも人気。

市街地
MAP

Pリトルウッド

〒969-3103
〒969-3102

広域
MAP E-6

水曜日

P見鳥

Pかぷりーす

市街地
MAP

本町字10（い〜な郷の蔵内）／TEL0242-62-3370
日曜日
18：00〜23：30

パブ･ぺぺ

〒969-3283

梨木西50-1／TEL0242-62-3814
火曜日
11：00〜20：00

ラ・ネージュ

すし割烹

レストラン梨ノ木

石窯で焼く、本格派ピッツァです。

日本近海の新鮮な魚介類を毎日入荷。活気ある店内
で寿司屋ならではの空間をお楽しみください。

居酒屋艸（くさ）

Pぽぽんだ

市街地
MAP

千代田字扇田12-5／TEL0242-63-1376
12：00〜14：00・17：30〜21：30
火曜日

デセール カワウチ

〒969-2752

町尻342／TEL0242-62-3710
不定休
11：30〜17：30

猪苗代の駅から歩いて3分。いつ行ってもおいしいお
店です。オススメは、十割そばもついた「わっぱめし御
膳」
（2,100円）

芳本茶寮

まるいち食堂

自家製手打ち麺を使用したラーメン類とボリューム満
点のソースカツ丼が自慢の店です。

安積屋食堂

磐里字村西19-1／TEL0242-62-3131
17：00〜24：00（23：00オーダーストップ）

のみくい処 キッチンひまわり

〒969-3101

天鏡閣

こだわりの料理とリーズナブルな料金で女性の方お
一人様から家族連れまで気軽に立寄れるお店です。カ
ラオケボックスも隣接してます。

新町4879／TEL0242-62-5060
日曜日
18：00〜24：00

スポーツハウス神田荘

猪苗代町綿場7126

黄金そば

木曜日

17：00〜21：00（ご予約承ります）

市街地
MAP

中小松字五百刈7-1（49号沿）／TEL0242-66-2866
11：00〜15：00（なくなり次第終了）
火曜日

火曜日

ジャズを聞きながら、お酒と料理を楽しめる。イチ押し
はペペドリア（ラザニア風スパゲティ）。夏期限定のト
マトカレーも要チェック！

グランドサンピア猪苗代リゾートホテル TEL0242-65-2131

〒969-2752 猪苗代町蚕養字沼尻山甲2855-103
〒969-2752 猪苗代町蚕養字沼尻山甲2855-133

市街地
MAP

新町4931-1／TEL0242-62-2735

えび天・山菜・とろろの３つの味が楽しめる「道楽そば
（1,400円）」。磐梯山の伏流水が手打ちそばの味わ
いを引き立てている。

六角81-11／TEL0242-62-3846
17：00〜23：00
不定休

不定休
中小松字菖蒲谷地38（49号沿）／TEL0242-66-2540
平日11：00〜15：00・17：00〜20：00 土日祝11：00〜20：00

蚕養字沼尻山甲2855-453／TEL0242-64-3717
8：30〜17：00
不定休

http://www.f-onsen.com/hirasawaya/

http://www2.ocn.ne.jp/~adm-f/

食事された方に
ドリンクサービス
三ツ和地区
MAP

無休

美しく雄大な磐梯の自然と、素朴で人情味あふれる湯の里、中
ノ沢温泉平澤屋。
源泉かけ流しの効能ある温泉、古より胃腸の名湯として知られ
ています。露天風呂でやすらぎのひとときを。

広域
MAP D-5

とんがらし

メニューも豊富で本格的な韓国料理と本場の焼肉店
です。一度、
ご賞味ください。

蚕養字沼尻山甲2855／TEL0242-64-3128
不定休
11：00〜20：00

人気料理のムサカは、ナスをミートソースとチーズで
焼き上げたもの。自家製さつま揚げも人気。

秘伝の特製味噌だれが豚肉にマッチした「ポークソ
テー味噌焼セット
（1,250円）」は、地元の人々にも人
気。

創業以来、昔ながらの味と自慢の風味を守り続けてき
た笹だんごが一番人気。

一棟まるごと使える貸別荘＆コテージは全31棟。ご夫婦・カップル〜
最大25名で利用もＯＫ。誰にも気兼ねなくワイワイできるのがお子
様連れにうれしい！生ビールサーバーや盛付済みの焼肉・鍋セットな
どの料理オプションも豊富でスキー＆スノボの宿にオススメ。

市街地
MAP

北塩原村桧原甚九郎沢山1097-110／TEL0241-32-2824
8：00〜18：00（売切れ次第閉店）
月・火曜日(祝日の場合翌日に振替)

若宮字ヘクリ甲2372／TEL0242-64-2228
8：30〜17：30
木曜・第３日曜日

中ノ沢地区
MAP

パン工房 ささき亭

店内にはゴマあんぱんをはじめ焼きたてパンがずらり
と並び、喫茶店にもなっているので、焼き立てのパン
を食べることもできます。

市街地
MAP

ジューシーな唐揚げがのった「スタミナラーメン」は
20年以上も続くロングセラー。唐揚げのパリパリ感と
十分な食べ応えに、
リピーターも多い。

しおや蔵

五百苅138-1／TEL0242-62-4359
10：00〜
（オーダーストップ20：30）

住吉館

11：30〜14:15、18:00〜20：30（ラストオーダー20：00）
不定休
そばがなくなり次第終了

中ノ沢地区
MAP

ばんらい

城南135／TEL0242-62-2137
不定休
11：00〜21：00

城南140-1（町役場向）／TEL0242-62-5070

かくだい食堂

お食事処

開店当時から変わらぬ手作りにこだわる餃子はイチオシ！
お持ち帰りもできます。お得なラーメンとのセットメ
ニューも好評です。

町役場の目の前、白いペンション風の建物。猪苗代産
の玄そばをこだわりの製粉で、そば粉100％つなぎ
なしで打っている。

シェフの手作りのケーキを手軽な料金で楽しめる。地
元のそばやトマトを使ったオリジナルメニューや手作
りシャーベットもあり。

北塩原村桧原小野川原1092-38／TEL0241-32-2151
不定休（要問合せ）
ランチ11：30〜14：00夕食18：00〜予約制

長田字東中丸344-4／TEL0242-65-2841

「清水屋熟成生ら〜めん（1,360円）」は自然の恵み
いっぱいでとても美味です。一度ご賞味下さい。

有効期限 2014.05.31

市街地
MAP

Akabeko ＆ 森のレストラン

地粉を使ったお土産用の手打ちそばは冷たいつゆ付
き５人前セット
（2,600円送料別）。

市街地
MAP

城南139-1（町役場向）／TEL0242-62-5515
不定休
昼11：00〜14：00 夜はご予約制

上村前1574／TEL0242-72-0530
金曜日
9：00〜19：00

猪苗代町振興公社

おおほり分店

地元祝言そばや会津輪っぱ飯といった郷土料理を気
軽に味わえる。鴨肉ののった朴葉やきも人気の一品。
（季節により福島牛肉にかわります）

多くの方から感動したといっていただいてるバーガー
は、バンズ、パティすべてが手作り。高さ25㎝のメガ
HEROバーガーは大ウケ間違いナシ！

川桁字新町3585／TEL0242-66-2020
無休
8：00〜18：00

広域
MAP E-2

市街地
MAP

市街地
MAP

蚕養字沼尻山甲2855-438／TEL0242-64-3607
無休
11：00〜20：00

城南137-1（町役場向）／TEL0242-62-4781
木曜日
11：00〜15：00・17：30〜20：00

HERO S DINER

広域
MAP C-4

いわはし館

そば暖簾の会会員。おすすめの天ざる
（1,400円）
に
は、春は山菜、秋はキノコと、季節の素材がふんだんに
使われている。

大好評の土鍋煮込ハンバーグは、お陰様で毎日完売
です。他にも、レンコンと豆腐のハンバーグは、ヘル
シーで人気のメニューです。

堤5031／TEL0242-62-2421
木・金・土・日のみ営業（要問合）
1月〜4月中旬及び8月休業

１食170gのボリュームの麺量と頑固職人オリジナル
の自慢のスープ。店での直接購入可能。20個入り
（スープ付）2,600円〜がお得。

広域
MAP C-4

市街地
MAP

自家製「紅茶シフォンケーキ」がおすすめです。美味し
いコーヒーや紅茶とセットで、自慢のオープンガーデ
ンのお花もお楽しみ下さい。

佐藤製麺所

中ノ沢地区
MAP

北半坂5656／TEL0242-62-2207
木曜日
11：00〜そばが無くなり次第

茶房 そら

市街地
MAP

葉山7102／TEL0242-62-3800
6：30〜18：00
冬期のみ営業

翁沢字御殿山1048／TEL0242-65-2811
無休
9：00〜16：30（冬期間）

地元産の山菜といただく特製黄金そば、三食盛り合わ
せ（そば、よもぎ、
うどん）がオススメ。そば菓子が出る
ことも。

三郷字下館8310／TEL0242-66-2318
平日（土・日曜日のみ営業）
11：00〜14：00

不動34-21／TEL0242-62-5395
無休
9：00〜17：00

当社は嘉永元年「1848年」創業以来品質第一をモットーに製
造しております。恵まれた環境を生かし「旨い酒を届けたい」
という一念で手造りにこだわり精魂込めて造っております。七
重郎赤ラベルは福島県ブランド認証産品です。

市街地
MAP

ふるさと交流センター「幸陽の杜」

猪苗代スキー場のど真ん中。レストラン＆レンタルの
店。各種ラーメンとソースカツ丼が人気です。

明治時代のカレーは健康食とされており、天鏡閣ケ
レー（カレー）は当時の味を再現し、現代風にアレンジ
した薬膳カレーです。

おおほり本店

新町4875-2／TEL0242-62-2330
11：00〜18：00

地粉100％の手打ちそば、打ちたて、ゆでたてのそば
の風味とのどごしを味わってください。また旬の野菜、
山菜の天ぷら等も用意しております。

ジョイハウス

尚

広域
MAP B-5

人気メニューは名物 皿そば 。評判のうまさを何枚ま
で味わえる？会津工芸品の販売、籐細工・手打ちそば
の体験教室もあり。

村の停車場

広域
MAP D-4

ステンドグラス体験は、初心者から手軽に体験できる
コース
（2,000円〜・１時間〜）が人気。オーナーが個
別に教えてくれる。

広域
MAP D-5

市街地
MAP

広域MAP
C−４

駅舎亭

磐根字佐賀地2556／TEL0242-65-2221
不定休
11：30〜要予約

千代田字扇田12-14／TEL0242-62-3121
11：00〜材料がなくなり次第終了
不定休

十楽

野口英世の里郵便局向い／TEL0242-65-2888
11：00〜18：00
火曜日

天ぷらそば、かけ天ぷらそば、いずれも1,300円より
ご予約により、
ご用意致します。当館は地粉100％、磐
梯山の伏流水を使った十割手打ちそばです。

開店以来、
とてもおいしいソースカツ丼！ボリュームが
自慢で、
リピーターも多いはず、チャーシューがやわら
かいラーメンもおすすめです。

行人壇38-1／TEL0242-62-3980
11：00〜そばがなくなり次第終了
水曜日 12/1〜3月末日迄は土・日・祝日のみ営業

諏訪前6795-1／フリーダイヤル0120-62-3517
不定休
9：00〜18：00

蔵元自慢の逸品がずらり。芳醇な香りとコクが魅力の
大吟醸。他にも、
にごり酒原酒、辛口地酒蔵など日本酒
ファンにはたまらない。

梨ノ木

市街地
MAP

会津の産業を高めるための由来から手打ち蕎麦十楽
を名付け、地元猪苗代産のそば粉100％を使用した
十割そばです。

あんこたっぷりの揚げまんじゅうが一番人気。1日につ
くる数が限定されているので、確実に買うには予約が
一番。

市街地
MAP

手打ち蕎麦

広域
MAP D-4

広域
MAP C-4

諏訪前231-1／TEL0242-63-2566
木曜日
11：00〜15：00（土日祝〜17：00）

月曜日

グルメ

太郎庵 猪苗代店

ドライブイン湖柳（こりゅう）

こだわりの打ち方で、そば粉100％の白いそばを山
菜の天ぷらと搗き立て餅と一緒にどうぞ。

全国でも珍しいワイン工房で、たくさんのガラス容器
で醸造します。
（見学可）醸造体験もできます。人気の
ワインを無料試飲実施中。

新町4916／TEL0242-62-2001
不定休
8：30〜17：00

１泊２食プラン２名様以上のご利用で、自家製米１kgプレゼント！
（ご予約時にクーポン利用とお伝え頂いた方に限ります）
市街地
MAP

TEL0242-66-4111

創業以来160年続く老舗菓子店。職人手作りの薄皮
饅頭を試食できます。店の外では磐梯山の伏流水が
湧く柏井に癒されます。

広域
MAP C-4

ワイン工房あいづ

市街地
MAP

cafe K

スペシャルティーコーヒー生豆から自家焙煎。手造り
のブラウニーケーキ、東北の小麦から造るもちもち感
のピザ。

4月〜11月末 11：00〜15：00（無休）
12月〜３月末 11：00〜14：00（休：水曜日）

若宮字家東乙624／TEL0242-67-1566
不定休
11：00〜16：30

梨木西47-3／TEL0242-62-5472
10：00〜19：00
火曜日

中国料理 西湖

三ツ和字村西65／TEL0242-72-0212

こだわりの打ち方で、そば粉100％の白いそばを山
菜の天ぷらと搗き立て餅と一緒にどうぞ。

地元はもとより県外からのお客も多い人気店。 心に
残るものを作りたい と語る店長の想いがつまった生
ケーキと焼菓子がずらり。

磐梯高原柏屋

市街地
MAP

広域
MAP E-2

火曜日、12月31日、
１月１日（冬期は火・水曜日）

三ツ和地区
MAP

名物祝言そばと五段そばのセット
（1,200円）はこの
地方で嫁入りの時に振る舞われていたものをアレン
ジ。常連客も多い。

無休

ビルゴ

市街地
MAP

上村南乙2327／TEL0242-64-2038
無休
8：00〜17：00

市街地
MAP

猪苗代町リステルパーク

市街地
MAP
神田荘は農家民宿です。町内の飲食店でも
採用されている自家製米をベースに、磐梯
高原の新鮮野菜や四季の山菜を用いたお
食事をご用意いたします！
また、2012年にリニューアルした大浴場
は民宿としては広々スペースで、スキー・
スノーボードの疲れを癒し、
リフレッシュ頂
けることでしょう。合宿、林間学校等のス
ポーツ施設の確保もいたします。
徒歩圏内にスーパーや飲食店があり、近隣
スキー場まで10分〜40分とアクセスも
良好です！またWi-Fi利用可能で、お仕事で
の利用にも便利です。低料金でも真心の
こもったサービスでお応えいたします。

無休

1,000円以上お買い上げで
「きてくたされ」
１個進呈

国指定重要文化財

クーポン
つぶつぶアイス50円引き
特典

クーポン
乗船料金10％引き
特典

市街地
MAP

野口英世記念館隣に位置し、
２階は本格喜多方ラーメンとサ
イドメニューが食べ放題のビュッフェとなっております。
１階は
ラーメンを中心とした各種お土産品、赤ベコ神社等わくわく楽
しいラーメン館です。
営 10：00〜17：00 冬期10：00〜16：00（ビュッフェ11：00〜14：30最終入店）
休 火曜日（冬期は火・水曜日） http://www.ramenkan.com/

休 冬期間のみ木曜日

http://www.aizubandai.com/

有効期限 2014.05.31

http://www.taroan.co.jp/

ホテルリステル猪苗代
リステルスキーファンタジア

四季折々に変わる磐梯山を映し出す猪苗代湖は別名「天鏡
湖」
と呼ばれる美しい湖。自然に囲まれた猪苗代湖をのんびり
と遊覧する観光船は、
「かめ」と「白鳥」の姿をしており子供達
にも大人気です。

どらや製菓

「もっとおいしいものを」
という向上心を持つご主人の
どら焼きは、県外から買いに来る人がいるほど有名。

冬期間 9：30〜18：30

三ツ和地区
MAP

49号沿・野口記念館隣／TEL0242-65-2851
4月〜11月：8：00〜17：00 冬期：9：00〜16：00

大字三郷字舘ノ内8337／TEL0242-66-2223
無休
8：00〜18：00

10：00〜17：00（ビュッフェ11：00〜14：30最終入店）
冬期10：00〜16：00（ビュッフェ11：00〜14：30最終入店）
冬期ビュッフェ 平日・ラーメン食べ放題／
土日祝日・ラーメン＆ビュッフェ

長田字東中丸344-4（緑の村内）／TEL0242-65-2841

ドライブイン相津（あいづ）

磐

大字三ツ和字前田34-1／TEL0242-62-5055

11：00〜14：00（平日）11：00〜15：00（土日）
水曜日（冬期は休業）

地元産のもち米と枝豆を使った豆ずり餅。手間ひま掛
けて作る手作りの味はお土産にもぴったり。
（冬期間
は販売いたしておりません）

安心、安全、安定供給。会津の名物「馬さし」はとろけ
るおいしさ。ぜひ、お土産にどうぞ。その他、おそうざ
いも各種取り揃えております。

町尻347／TEL0242-62-3167
無休
7：30〜19：00

広域
MAP E-3

9：30〜19：00

牛木精肉店

三ツ和地区
MAP

河京ラーメン館 猪苗代店

自家製麺と本格手作りスープの喜多方ラーメンと20
種以上のサイドメニューが食べ放題。

会津名物のソースカツ丼をセットにしました（1,200
円）。肉はヒレ肉使用です。

49号沿・野口記念館隣／TEL0242-65-2525
夏期：8：00〜18：00 冬期：9：00〜16：00
無休

町尻340-3／TEL0242-62-2011
日曜日
9：30〜17：30

無添加自然醸造で１年間ねかせたヘルシーな みちの
く一味噌 。麹味噌、すり味噌、吟醸味噌の３種類があ
る。まずは試食してみて。

広域
MAP C-4

清作茶屋

自家製スープと細めんが絶妙な味わいを醸し出す「会
津ラーメン（ 6 0 0 円 ）」。製 法にこだわったチャー
シューとの相性も抜群だ。

素材にこだわり、毎日一つずつ丁寧に手作りで焼き上
げているパンは、約５０種類。どれも自信作です。

広域
MAP D-4

TEL0242-62-5558 猪苗代町千代田字上畑田丙392

店内商品お買い上げの方
特典あり

クーポン ご来店の方には
特典
コーヒーサービス

MAP
B−５

無休

猪苗代が育んだ世界の聖医 野口英世博士に送った母シカの
手紙の一文から名づけたミルク金時まんじゅうは、会津産の
濃縮乳で北海道十勝産小豆を炊き上げたなつかしい味わい
の金時まんじゅうです。会津ブランドに認定された商品です。

三ツ和地区
MAP

三ツ和地区
MAP

翁沢字長浜870／TEL0242-65-2111
無休
11：00〜14：30・16：00〜20：30

猪苗代町三ツ和字波波帰目1106-3／TEL0242-65-2708
夏期：9：00〜17：00 冬期：9：00〜16：00
1月〜3月 木曜日 ４月〜12月 無休

工房ポプリ

市街地
MAP

㈲麹屋商店

市街地
MAP

営 8：30〜18：30

http://www.ski-minowa.jp/

世界のガラス館 猪苗代店

とんこつらーめんHAJIME 猪苗代店

本場一流中国人シェフがつくる90種類のメニュー。
おすすめは「西湖膳（1,260円）」オリジナル宴会や団
体昼食プランなども。

自家製ソースを使用したソースかつ丼（1,000円）
は、ボリュームたっぷりなのにさっぱりとした後味が人
気の一品。

磐里字角田73-1／TEL0242-62-5539
月曜日（祝日は営業）
10：00〜19：00（祝日〜18：00）

磐根字遠山1039-38／TEL0242-65-2707
無休（１月〜３月の平日 休）
8：00〜17：30

三ツ和字村東85（49号沿い）／TEL0242-63-0100
無休
9：00〜18：00

裏磐梯ライジングサンホテル
(旧ホテル白雲荘)

三ツ和地区
MAP

ふくすべるぐでは、お野菜を使ったケーキや焼き菓子
を作っています。使用するお野菜は猪苗代・会津産の
ものだけです。

世界各地から集めた商品約25,000点が揃う。ネック
レスや携帯ストラップなどのオリジナルアクセサリー
は手頃な価格で人気。

http://www.villa.co.jp/

TEL0241-32-2311

コクと風 味が自慢 のガーンジィゴー ルデンミルク
￥1,160（保冷ケース入り）と、搾りたてのミルクを
使ったアイスクリームが人気。

猪苗代地ビール館

49号沿・野口記念館隣／TEL0242-65-2108
4月〜11月無休
9：30〜16：00（４月〜１１月）
9：30〜15：30（12月〜3月）
12月〜3月水曜日

お菓子工房 Fuchs Berg

市街地
MAP

大字磐里字上野2696-1／TEL0242-85-8203
11：00〜18：00
月曜日（10月まで無休）

新町4915／TEL0242-62-3310
木曜日
11：00〜20：00

広域
MAP B-5

cafe comaya

名水の里磐梯町にある豆工房栗田とうふ屋のとうふ・
豆乳・オカラを使用したスイーツcafeです。
しぼりたて
豆乳をお召し上がりいただけます。

ゲンコツを丁寧にみがきあげ、強火で煮込んだ当店自
慢のとんこつスープ。素材の旨味をしっかりと引き出
した、
きれいな白湯スープです。

当店のおすすめは庄助（1,050円）です。山菜、きの
こ、納豆、
とろろ、たまごの５種類の味が楽しめます。そ
ば暖簾の会会員。

新町4920-1／TEL0242-62-2467
無休
8：00〜19：00

磐梯高原 南ヶ丘牧場

広域
MAP B-5

三ツ和地区
MAP

豆類、山菜、
きのこなど、びん・缶詰三十首里。会津伝統
保存食。手造り、おふくろの味を一度お召し上がり下さ
い。自分で採ってきたたけのこを缶詰にもできる。

会津若松市材木町2-1-4／TEL0242-27-2131
日曜日・祝日
8：30〜17：00

三ツ和地区
MAP

ヴィライナワシロ
有効期限 2014.05.31

親子二代でミツバチと暮らし半世紀。創業以来、一貫
して会津産100％自家採集にこだわり、自然の味をそ
のままお届けしております。

市街地
MAP

三ツ和字村東85（49号沿）／TEL0242-63-2177
9：20〜18：00(冬期間は変動あり)
無休

有限会社 別府商店

市街地
MAP

蕎麦工房 そば楽人

磐梯山の天然水と本場ドイツのモルトとホップを使っ
た地ビールは、香りと苦み、そして深いコクの４つの味
わいが楽しめる。

蚕養西大森甲1843-19／TEL0242-64-2507
8：00〜17：00
無休（要電話予約）

広域
MAP C-4

梨木西71-1／TEL0242-72-1720
無休
11：00〜21：00

千代田字ドウフケ34／TEL0242-63-0313
11：00〜15：00
木曜日

三ツ和地区
MAP

ラーメン来夢

とろける柔らかチャーシューは、独自の製法で脂抜き
し、醤油ベースで煮込んだ後、
２日ほど寝かせます。
し
つこさがないので女性にも大好評。

猪苗代でも特に良質の蕎麦の産地である吾妻地区の
厳選されたそば粉を使った手打ちの蕎麦。店内には絵
手紙展示も。

ぎょろりとした目と牡丹の絵が特徴的。別名「たこ坊
主」とも呼ばれている。元々、子供のお土産に買われ
ていったものが起源だとか。

会津若松市北青木3-39／TEL0242-93-8758
火曜日・木曜日
10：00〜16：00

県民のホームゲレンデをスローガンに、アクセス抜群の猪苗
代スキー場では、
リボンクラブ会員を募集中です！リボンクラ
ブ会員用無料リフトが来年は２本に!!レストランやレンタルも
会員特典価格でご利用いただけます。

市街地
MAP

中ノ沢 たこ坊主会

広域
MAP D-4

人生のさまざまな記念日を鮮やかに彩る記念品の
品々。あなたの大切な１ページをお創りいたします。

有効期限 2014.05.31

有限会社 吾妻食品

若宮字高森2988／TEL0242-64-3514
8：00〜17：00
無休

ガラス彫刻工房 アトリエグーゴ

三ツ和地区
MAP

市街地
MAP

三城場（49号沿・野口記念館そば）／TEL0242-65-2828
無休
8：30〜17：30

素材の風味を活かすために鮮度にこだわった缶詰
（豆、きのこ、山菜）が人気。混ぜご飯の素の缶詰や組
み合わせ自由の缶詰セットも。

水曜日

旅食房 三城

写真の海老とろそばをはじめとする会津地方でとれた
そば粉を使った手打ちそばや、本格杵打ちの磐梯力も
ちもおすすめです。

蚕養字沼尻山甲2855-131／TEL0242-64-3448
不定休
8：30〜17：30

高森地区
MAP

芦原10-2／TEL0242-62-2110
平日 9：00〜17：00 土日祝 9：00〜18：00

三ツ和地区
MAP

人気の『天ぷらまんじゅう』は、小豆や小麦粉といった
素材にこだわった一品。それゆえ、あんこ嫌いの人で
も食べられる程だとか。

會津豊玉

市街地
MAP

おいしさづくり 日乃出屋

中ノ沢地区
MAP

町立猪苗代病院
小川医院
かねこ内科外科クリニック
矢吹医院
浅見医院芦原クリニック

TEL0242-62-2350
TEL0242-62-2132
TEL0242-72-0660
TEL0242-62-2169
TEL0242-63-2200

野口英世記念館

TEL0242-62-3412

TEL0242-65-2319

世界のガラス館猪苗代ビール館 TEL0242-63-0100
ガラス彫刻工房 アトリエ googo TEL0242-93-8758
TEL0242-65-2811
天鏡閣
TEL0242-65-2707
磐梯高原 南ヶ丘牧場
TEL0242-66-2690
猪苗代ハーブ園
TEL0241-37-1088
諸橋近代美術館
TEL0242-65-2841
昭和の森（天鏡台）
TEL0242-65-2841
いなわしろ淡水魚館
TEL0242-65-2632
宇川ブルーベリー園
カラオケ プレイボックス TEL0242-62-3131
TEL0242-66-2733
小平潟天満宮
TEL0242-65-2853
長照寺
【チェンバロ・ステンドグラス体験】
TEL0242-62-5395
ジョイハウス
TEL0242-62-2672
磐梯スノーDogs

ガイド
いなわしろ伝保人会

TEL090-7799-3094

そば塾 磐嶺会（要問合せ） TEL0242-66-2318
TEL0242-62-2330
しおや蔵
TEL0242-65-2841
猪苗代町振興公社

猪苗代緑の村
小田養魚場

TEL0242-65-2841
TEL0242-64-2853

日帰り温泉
湯郷 布森山

TEL0242-64-2811

裏磐梯もくもく自然塾 TEL0241-32-3010
森の楽校フォレストランド TEL0242-72-1181
TEL0242-65-2244
磐梯スポーツ村
磐梯観光船
天神浜オートキャンプ場
磐梯マリーン
(株)S.A.Y
上戸浜観光組合
松橋浜観光組合
J-BOX
マリーナレイク猪苗代

TEL0242-65-2100
TEL0242-67-4133
TEL0242-65-2750
TEL090-2026-5830
TEL0242-93-9290
TEL0242-66-3340
TEL0242-62-3231
TEL0242-63-0580

三永商事（有）
会津日石(株)白鳥ヶ浜給油所
JAスタンド

TEL0242-72-1355
TEL0242-62-3654
TEL0242-62-5700

コンビニ・酒店
セブンイレブン猪苗代駅通り店 TEL0242-62-3626
TEL0242-62-2125
ローソン あべ酒店
TEL0242-62-3625
しおや
セブンイレブン 猪苗代リゾート入口店 TEL0242-62-3192
セブンイレブン 猪苗代若宮店 TEL0242-64-2242
TEL0242-62-3138
ぷちショップつるや
ネスコム猪苗代

TEL0242-65-2695

セキュリティサービス
(株)エム・エフ・ティ

猫魔ホテル猪苗代ゴルフコース TEL0242-64-2800
TEL0242-66-2233
リステル猪苗代
TEL0242-65-2707
磐梯高原 南ヶ丘牧場
TEL0242-64-2509
ペンション ある日記
アウトドアスポーツクラブ バックス TEL0241-32-3039
TEL0241-32-3477
ナチュラル ビズ
渓流つり掘り ぼん天
磐梯釣公園

TEL0242-64-2548
TEL0242-62-4266

TEL0242-85-6730

旅行
新雪トラベルサービス
(株)セーフ観光

TEL0242-62-4380
TEL0242-63-1000

