鶴ヶ城特別優待券 参加店舗リスト

1/3

店舗名

観
光
案
内
・
観
光
施
設

特典内容

1

あいづ広域観光情報センター
iらんしょ

観光案内（17市町村ガイドブック、パンフレット等提供）
割引クーポン掲載のパンフレット提供

2

会津新選組記念館

入館料
大人 ３００円→２００円
小人 ２００円→１５０円

3

会津武家屋敷

入場料
大 人 ８５０円→７５０円
中高生 ５５０円→４７０円
小学生 ４５０円→３７０円

4

正雲寺

東山美術館入館料 ２０％割引
５００円→４００円

住所

965-0042
会津若松市大町1丁目9-29小池ビル1Ｆ

TEL

HP

0242-23-7854

http://www.bekonon.com/aizunews/

0242-22-3049

aizushinsengumi.com

965-0813
会津若松市東山町石山字院内１番地

0242-28-2525

http://www.bukeyadhiki.com

965-0815
会津若松市東山町湯川字角仏沢丙643

0242-28-1110

965-0044
会津若松市七日町6-7

営業時間

4月～11月
12月～3月

定休日

9：00～17：00
9：30～16：30

10：00～17：00

4月～11月
12月～3月

8：30～17：00
9：00～16：30

8：00～17：00
http://www.shounji.or.jp

5

飯盛山スロープコンベア
会津観光開発㈱

大人 ２５０円→２３０円

965-0007
会津若松市飯盛1-5-1

0242-22-9586

3月21日～11月20日 8：00～17：00
月21日～3月20日 9：00～16：00

6

白虎隊伝承史学館

１０名様以上で会津の昔話読み聞かせ

965-0003
会津若松市一箕町字弁天下2

0242-26-1022

4月～11月
12月～3月

965-0003
会津若松市一箕町大字八幡字弁天下33

4月～10月 8：00～17：00
11月～3月 9：00～16：00

0242-24-9170

965-8790
会津若松市日新町12-38

0242-27-0002

http://www.sake-suehiro.jp/

0242-26-6299

http://www.naf.co.jp/takaku/

11

8：30～17：00
9：00～16：00

駐車場

定休日：年末年始休業

施設ご利用の方、カネマンパーキング30分
無料

定休日：不定休

無料（２台）

定休日：無休

無料（２００台）

定休日：12月～3月末休業

無料（２０台）

定休日：無休
※豪雪地のため運休になる場合がある

なし

定休日：無休

無料（３台） ※市営駐車場近く

定休日：無休

無料（３０台）

定休日：無休

無料(２０台）

7

白虎隊記念館

入場料金 ２０％割引

8

末廣酒造㈱嘉永蔵

クラシックカメラ館入場料 ５０％割引
大人 ３００円→１５０円
小人 １００円→５０円

9

民宿 多賀来

宿泊者、消費税サービス

渓流の宿 東山ハイマートホテル

日帰り入浴者 ６００円→５００円

965-0814
会津若松市東山町大字湯本字滝ノ湯109

0242-27-6155

http://www.aizu-higashiyama.com/himart.html

庄助の宿 瀧の湯

６つの眺望貸切風呂 ５，４００円→２，１００円

965-0814
会津若松市東山町大字湯本108

0242-29-1000

http://shousuke.com/

無料（６０台）

YUKKURA INN

６つの眺望貸切風呂 ５，４００円→２，１００円

965-0813
会津若松市東山町院内625

0242-29-1126

http://shousuke.com/yukkura-inn/

無料（２０台）

くつろぎ宿 千代滝

宿泊者、カラフル浴衣レンタル ５００円→無料

965-0814
会津若松市東山町大字湯本寺屋敷43

0242-26-0001

http://www.kutsurogijuku.jp/

無料

くつろぎ宿 新滝

宿泊者、カラフル浴衣レンタル ５００円→無料

965-0814
会津若松市東山町大字湯本川向222

0242-26-0001

http://www.kutsurogijuku.jp/

無料（１５０台）

13

大江戸温泉物語株式会社
東山グランドホテル

日帰り入浴１０％引
平日 ７００円→６３０円
休前日・特定日・祝日・日曜日 １０００円→９００円

0242-27-3500

http://www.ooedoonsen.jp/higashiyama/

15：00～18：00（入浴時間）

14

大江戸温泉物語あいづ

粗品プレゼント

965-0062
会津若松市神指町北四合字東神指77-1

0242-22-0600

http://www.ooedoonsen.jp/aizu/

特典対応
10：00～23：00

15

たけみ旅館

宿泊者、粗品プレゼント

965-0037
会津若松市中央3丁目7-28

0242-22-2680

16

渋川問屋

小法師プレゼント

965-0044
会津若松市七日町3-28

0242-28-4000

sibukawadonya.com/

17

和風レストラン くいしん坊

手作り品（おしんこ、デザート、ドリンクのいずれか）
サービス

965-0878
会津若松市中町4-31

0242-26-8239

http://www.aizu-kuishinbo.com

11：00～21：00
15:00～17：00で途中休憩する場合有）

18

めでたいや

お食事される方 味玉１ヶサービス
（ドリンク・ミニ丼のみは不可）

965-0817
会津若松市千石町3-1

0242-33-0288

http://www.medetaiya.co.jp/medetaiya/index.html

平日：11：00～20：45（L.O）
土日：11：00～19：45（L.O）

19

手打ちそば・うどん 徳一

お食事される方 小鉢（会津の三五八漬）サービス

965-0818
会津若松市東千石1-5-17

0242-28-5681

http://www.aizu-tokuichi.com/

（昼）11：30～14：45（L.O）
（夜）17：00～20：15（L.O）

お食事される方 お通し（相撲番付）１品サービス

965-0015
会津若松市北滝沢2丁目1-62

0242-25-1413

会津とらぞう

お食事をされた方 喫茶メニュー10％割引

965-0003
会津若松市一箕町八幡弁天下12

0242-25-4188

美工堂

コーヒー１杯提供

会津幸泉小法師

お食事される方 ラーメン類のみ大盛りサービス
売店で１０００円以上お買い上げの方 ８％割引

10

11

宿
泊
施
設
12

20
お
食
事 21
・
お
土 22
産
23

ちゃんこ やぐら太鼓

965-0813
会津若松市東山町院内104

965-0814
会津若松市東山町大字湯本字上湯本5

965-0877
会津若松市西栄町6-30
965-0003
会津若松市一箕町大字八幡字牛ヶ墓236-1

http://www.byakkokinen.com

9：00～17：00

無料（１５台）

日帰り入浴
10：00～16：00

定休日：無休

定休日：入浴お休みの日あり
※事前にお問い合わせください。

無料（１６台）

無料

無料（６４台）
無料（５台）

11：00～21：00

17：00～23：00
8：30～17：00

0242-27-3200

http://b-prize.co.jp/bprese/

0242-85-6218

http://www.aizu-omiyage.com/

10：00～19：00
8：30～17：00

定休日：無

無料(２０台）

定休日：不定休

店舗西側に2台分無料駐車スペース有
※他近隣契約もあり
（お食事2000以上で1時間分補助）

定休日：火曜日（祝日の場合は翌日）
※スープが無くなり次第終了

無料（４０台）

定休日：月曜日（祝日の場合は翌日）

無料（１６台）

定休日：不定休

無料（１０台）

定休日：無休

無料（３０台）

定休日：無休

無料（５台）

定休日：無休

無料（３０台）

(

お
食
事
・
鶴ヶ城特別優待券
お
土
産

参加店舗リスト
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店舗名

特典内容

住所

TEL

HP

965-0007
会津若松市飯盛3-15-33

0242-24-2503

matsuyoshi.pupu.jp

965-0811
会津若松市和田1-7-16

0242-26-4195

http://www.yamaga21.jp

0242-27-2611

http://www.yamaga21.jp

0242-28-4474

http://yuki-s.jp/saijiki/

24

民芸の館 松良

売店・食堂 １０％割引
（一部除外商品有り）

25

おみやげ処 やまが

２０００円以上お買い上げの方に赤べこ根付１ヶプレゼント

26

会津ショップ やまが

２０００円以上お買い上げの方に赤べこ根付１ヶプレゼント

27

奥会津アンテナショップ
歳時記市場

１０００円以上ご購入の方に
八重たんＬＥＤライトキーホルダープレゼント

28

お菓子の蔵 太郎庵
七日町茶房

１０００円以上お買い上げの方
サクサククッキー「会津盆地」１枚プレゼント

965-0044
会津若松市七日町3-35

0242-93-9388

http://www.taroan.co.jp

29

上菓子司 会津葵本店

１０００円以上お買い上げの方
シルクロード文明館展示室拝観無料

965-0873
会津若松市追手町4-18

0242-26-5555

http://aizuaoi.com/

29

上菓子司 会津葵南蛮館

１０００円以上お買い上げの方
シルクロード文明館展示室拝観無料

965-0037
会津若松市中央1丁目2-46

0242-22-2010

http://aizuaoi.com/

29

上菓子司
会津葵シルクロード文明館

１０００円以上お買い上げの方
シルクロード文明館展示室拝観無料

965-0873
会津若松市追手町4-6

0242-27-1001

http://aizuaoi.com/

松本養蜂総本場

１０％割引

965-0857
会津若松市柳原町4丁目10番47号

0242-26-1823

http://www.buna-ki.co.jp/

うめや商店

５０００円以上お買い上げの方、お猪口１つプレゼント

965-0042
会津若松市大町１丁目2番39号

0242-22-1547

http://www.uyou.gr.jp/umeya/

32

株式会社 石堂園茶舗

煎茶・ほうじ茶類 １０％割引

965-0042
会津若松市大町1丁目8番11号

0242-22-0158

33

山家屋

お買い上げの方、１０％割引

965-0853
会津若松市材木町1-8-13

0242-27-0501

aiaiaizu.com/yamakaya/yamakaya

0242-32-1646

http://www.aizuseimen.co.jp

食
品
お
菓
子
含 30
む
・
飲 31
料

965-0871
会津若松市栄町3-19
965-0878
会津若松市中町3-53
ロイヤルプラザビル１Ｆ

34

会津製麺

直売所でお買い上げの方粗品プレゼント

35

がぶりガーデン

果物狩り入園料 １０％割引

969-6183
会津若松市北会津町上米塚1251

0242-56-3188

36

手作り体験ひろば 番匠

体験された方、竹とんぼ１本プレゼント

965-0811
会津若松市和田1-6

0242-27-4358

http://www8.plala.or.jp/akabeco/

0242-26-2507

http://www.keizanyaki.com/

www.suzutake.net

37

会津慶山焼

お買い上げか陶芸体験の方にお箸置プレゼント

38

漆器工房鈴武

工房をご案内いたします

965-0844
会津若松市門田町一ノ堰字土手外1943-4

0242-27-9426

39

小澤蝋燭店

２０００円以上お買い上げの方、１０％割引
（他の恩典との重複は不可）

965-0877
会津若松市西栄町6-27

0242-27-0652

㈲山形屋本店

絵ろうそくお買い上げの方、１０％割引
（絵付け体験は除く）

965-0034
会津若松市上町2-34

0242-22-5769

小野寺漆器店

お買い上げの方、１０％割引

965-0042
会津若松市大町2丁目1-5

0242-24-0666

㈲布屋漆器店

１０００円以上お買い上げの方
１０％割引又は粗品プレゼント

965-0037
会津若松市中央1-3-33

0242-22-2159

漆芸 福文

１０００円以上お買い上げの方、１０％割引
（蒔絵体験・特別品は除外）

965-0037
会津若松市中央2-2-9

0242-22-2846

http://fukubun-aizu.sakura.ne.jp/

0242-25-0151

http://aizu.ne.jp/seki-sikki

0242-85-7211

http://aizu.ne.jp/seki-sikki

体
験 41
・
伝
統 42
工
芸
・
民 43
芸
44

ぬり一本店

3000円以上お買い上げの方に、粗品プレゼント

965-0037
会津若松市中央1丁目4-12

44

ぬり一七日町店

3000円以上お買い上げの方に、粗品プレゼント

965-0044
福島県会津若松市七日町3-36

お買い上げの方、箸置き（漆粘土）プレゼント
※要問い合わせ

965-0032
会津若松市旭町2-1（自宅）
965-0037
会津若松市中央1-5-27（漆粘土工房店舗）

45

漆粘土工房 Ｋ．Ｓｔｕｄｉｏ

0242-22-2769（自宅）事前に要連絡

9：30～18：00

9：00～18:00
9：00～18:00

9：00～18：00
9：00～19：00

9:00～17：00
9：00～16：00

9：00～17：00

9：00～18：00
8：30～16：00
12月15日～3月15日 8：30～15：00
9：00～18：00

rousoku.com

9：00～17：30
9：30～17：00
9：30～17：00

http://www.aizu1.com/oomori/

定休日：12月～2月 土曜・日曜
年末年始

11：00～17：00

11：00～19：00(平日）
10：00～19：00（土・日・祝）
期11：00～16：00

10：00～19：00

10：00～17：00

10：00～17：00

駐車場

定休日：無休

10：30～17：00

10：00～16：00

965-0813
会津若松市東山町石山字天寧67

定休日

10：00～16：30

9：00～19：00

965-0076
会津若松市高野町大字中沼字東坂才甲628

40

営業時間

8：00～18：00
（冬季）8：00～17：00

無料（大型 ８台 自家用車 ２０台）
・

定休日：月曜日・年末年始

１０００円以上お買い上げの方、神明第一駐
車場サービス券

定休日：無休

３０００円以上お買い上げの方、タイガー
パーキング１時間無料

定休日：元旦

無料（９台）

定休日：元旦

無料（５台）

定休日：元旦

冬

定休日：元旦（冬期間休業の場合あり）

本店駐車場５台（徒歩１分）

定休日：日曜日・祝祭日

無料（５台）

定休日：日曜日

無料（１台）

定休日：元旦

無料

定休日：土曜日・日曜日・祝祭日

無料（３台）

定休日：土曜日・日曜日・祝祭日

無料（１０台）

定休日：無休

無料（２０台）

定休日：無休

無料（３０台）

定休日：無休

無料（２０台）

定休日：年末の一部

無料（１０台）

定休日：元旦・不定休

契約駐車場隣接

定休日：不定休

無料（１０台）

定休日：不定休

無し

定休日：不定休

無料（４台）

定休日：不定休

無料（５台）

定休日：不定休

無料（３台）

定休日：元旦

無料（２台）

10：00～17：00（自宅）
工房営業は13：00～ 漆研ぎ出し体験可能 ミ
ニペンダント・ストラップ等１，０００円～
定休日：不定休

無料（１～２台）

ご来店される場合、事前にご連絡ください。
46

髙橋商店

御来客の方に粗品プレゼント

965-0055
会津若松市石堂町11-76

0242-25-0660

aizu-urushi.com

47

笑美

１０００円以上お買い上げの方、粗品プレゼント

965-0037
会津若松市中央１丁目5-13

0242-24-0020

http://www.warabi-aizu.com

10：00～17：30

10：30～17：00

定休日： 4月～11月 無休
12月～3月 日曜祝日・第2、第4土曜日

無料（５台）

定休日：不定休

無料（３台）

鶴ヶ城特別優待券 参加店舗リスト
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店舗名

特典内容

住所

TEL

965-0853
会津若松市材木町１丁目3番20号

0242-28-5885

HP

48

会津鉄道株式会社

西若松～会津高原尾瀬口の運賃を１０％割引

49

会津若松市写真師協同組合

鶴ヶ城天守閣背景に撮影
８切り１枚 １２００円→１０００円（後送りのみ）

965-0871
会津若松市栄町4-4

0242-22-1390

写真とカメラ サイトウ
市役所前本店

デジカメ・スマホプリントＬ版サイズ １枚40円を１０％割引
（１回の注文で１０枚以上、現金払いのみ有効）
対応店：市役所前本店のみ

965-0871
会津若松市栄町6番15号

0242-24-0567
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中合 サテライトショップ会津

お買い上げの方、５％割引
（セール品・一部特定品は除く）

965-0878
会津若松市中町3-53 会津ロイヤルプラザ２Ｆ

0242-26-5151
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株式会社栄町オサダ

お買い上げの方、１０％割引

965-0878
会津若松市中町1-4

0242-26-5671

http://www.s-osada.co.jp

969-6116
大沼郡会津美里町瀬戸町甲3182番地5

0242-56-5098

http://kinooto.com

969-6152
大沼郡会津美里町川原町甲1933番地

0242-56-2221

http://www.ryuumon.co.jp

969-6521
河沼郡会津坂下町大字金上字辰巳19-1

0242-83-2324

http://aizumilk.com

969-3285
耶麻郡猪苗代町大字翁沢字長浜湖畔

0242-65-2100

http://www.aizubandai.com/

0241-32-2826

http://www.aizubandai.com/

そ
50
の
他
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樹ノ音工房

手びねり体験 ５００ｇ １０００円→９００円
１ｋｇ ２０００円→１８００円
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窯元 流紋焼

お買い上げの方、箸置きプレゼント

会津べこの乳 アイス牧場

べこの乳ソフトクリーム又は
コーヒー特急ソフトクリーム ３０円引き
（他の割引との併用不可）

磐梯観光船 猪苗代湖遊覧船

乗船料金１０％割引

磐梯観光船 桧原湖遊覧船

乗船料金１０％割引

会
津
若
松 55
市
外

http://www.aizutetsudo.jp/

営業時間

各駅の営業時間による
9：00～15：00
（平日）8：00～19：00
（土・日・祝）9：00～19：00
【1月・2月日・祝は18：00閉店】

定休日

定休日：無休

駐車場

無料

定休日：無休・天候が悪い時は撮影中止

定休日：元旦・1月2日

無料（９台）

定休日：水曜日（繁忙期は除く）

３２４０円以上お買い上げの方、タイガー
パーキング１時間無料

定休日：年末年始

無料（１０台）

定休日：無休

無料（１０台）

定休日：無休

無料（３０台）

定休日：無休（12月～3月は毎週水曜定休）

無料（２０台）

9：30～15：30（繁忙期延長あり）

4月下旬～11月まで ： 無休
12月～3月まで
： 「定休日あり」

無料

9：00～15：00（繁忙期延長あり）

4月下旬～11月上旬頃まで ： 無休
11月中旬頃～4月中旬頃まで ： 休業

無料

10：00～18：00

10：00～18：30

9：00～17：00

8：30～16：40
（4月～11月）10：00～17：00
（12月～3月）11：00～16：00
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969-2701
耶麻郡北塩原村桧原湖畔

