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業種 施設名 特典内容 お問合せ先 営業詳細 駐車場
会津若松観光ビューロー 休館日：年中無休 有無：あり
TEL：0242-27-4005 営業時間：8:30～17:00 （西出丸・東口・南口）
〒965-0873 （入場締切16:30） 料金：1時間200円
会津若松市追手町1-1 （追加1時間毎に100円）

大人　　 　　330円→290円 御薬園 休館日：年中無休 有無：あり
高校生　　　 270円→240円 TEL：0242-27-2472 営業時間：8:30～17:00 料金：無料
小・中学生　160円→140円 〒965-0804 （入場締切16:30） （正面入り口側・裏側）

会津若松市花春町8-1
大人　        850円→750円 会津武家屋敷 休館日：無休 有無：あり
中・高校生　550円→470円 TEL：0242-28-2525 ※冬期間（12月～2月）は毎週木曜日・金曜日 料金：無料
小学生　     450円→370円 〒965-0813 営業時間：8:30～17:00（4月～11月）

会津若松市東山町石山院内1 　　　　　9:00～16:30（12月～3月）
入場料20％割引（10名様まで） 白虎隊記念館 休館日：火曜日（祝日と8月は開館） ○有無：白虎隊記念館駐車場あり（30台）

大人　　　　400円→320円 TEL：0242-24-9170 営業時間：8:00～17:00（4月～10月） 料金：無料（市営駐車場隣　西側）
高校生　　　300円→240円 〒965-0003 　　　　　9:00～16:00（11月～3月）
小・中学生　200円→160円 会津若松市一箕町大字八幡字 ※入館締切は閉館時間の30分前まで

弁天下33

会津観光開発株式会社 休館日：年中無休
TEL：0242-22-9586 ※豪雪地のため運休になる場合がある
〒965-0007 営業時間
会津若松市飯盛1-5-1 8:00～17:00（3月21日～11月20日）

9:00～16:00（11月21日～3月20日）
○飯盛山スロープコンベア（専用駐車場なし）

市営駐車場をご利用くださいませ
大人　         300円→250円 白虎隊伝承史学館 休館日：年中無休 有無：あり
高校生　      200円→150円 TEL：0242-26-1022 営業時間：8:00～17:00 料金：無料
小・中学生　150円→120円 〒965-0003

会津若松市一箕町飯盛山下2
昭和なつかし館 休館日：不定休 有無：なし
TEL：0242-27-0092 営業時間：10:00～18:00 近くの有料駐車場がございます
〒965-0042
会津若松市大町1-1-46

会員証提示で団体料金に割引 會津藩校日新館 休館日：年中無休 有無：あり
大人　　　　620円→560円 TEL：0242-75-2525 営業時間：9:00～16:00 料金：無料
中・高校生　500円→450円 〒969-3441
小学生　　　450円→400円 福島県会津若松市河東町南高野字高塚山10

（会員証提示者含め5名様まで有効）
お食事10％割引 鶴ヶ城会館 休館日：不定休 有無：あり
（　お食事処　二の丸　） TEL：0242-28-2288 営業時間：9:00～17:00 料金：1時間200円
※団体食事メニュー・飲み物は除く 〒965-0873 　　　　　9:00～16:00（12月～3月） （追加1時間毎に100円）

会津若松市追手町4-47 ※自家用車
※駐車料金割引制度あり

会津若松観光ビューロー 定休日：年中無休 有無：あり
TEL：0242-27-4005 営業時間：9:00～16:00 （西出丸・東口・南口）
〒965-0873 料金：1時間200円
会津若松市追手町1-1 （追加1時間毎に100円）

会員証提示でグループ代表に 居酒屋　ばんげや 定休日：日曜日 有無：あり
「おぼろ豆腐」プレゼント TEL：0242-32-9112 営業時間：17:00～23:00 料金：無料

〒965-0871 （ラストオーダー　22:30）
会津若松市栄町1-38

・店オリジナルステッカープレゼント 会津バーガー　Lucky　Smile 定休日：月曜日（祝日の場合は営業、翌日休み） 有無：あり
・ポテト50円引き TEL：0242-23-8241 営業時間 料金：無料
※会員証提示者グループ全員有効 〒965-0044 火～土　11:00～20:00（ラストオーダー　19:30）

会津若松市七日町3-45 日　　　11:00～19:00（ラストオーダー　18:30）

・デザート1品サービス レストラン＆バー　Beans 営業時間：ランチ　月～金　　11：00～14：00 有無：なし
※会員証提示者のみ TEL：0242-28-5077 　　　　　ディナー　月～土　17：30～23：00 近くに有料駐車場がございます。

〒965-0878 定休日：日曜日
福島県会津若松市栄町２−２５ アビスビル１F

さんなんぼう 定休日：不定休 有無：あり
会員証提示で、ご本人様に限り TEL：0242-28-7100 営業時間：17:00～23:00 料金：無料
日本酒（もっきり）1杯サービス 〒965-0877

会津若松市西栄町2-11
串カツお買い上げの方 元祖会津ソース串カツ　串鶴 定休日：不定休 有無：なし
串鶴自家製ソースミニボトル(1個）プレゼント TEL：0242-32-6094 （冬期12月中旬～2月末は基本的に休みとなります） 飯盛山市営駐車場をご利用下さい

〒965-0003 営業時間：11:00～16:00
会津若松市一箕町八幡弁天下16

プレミアムモルツ　グラス1杯サービス 地酒案内処　會津蔵武 定休日：日曜・月曜 有無：なし
ご本人のみ有効 TEL：0242-85-6039 営業時間：17:00～22:30

〒965-0871 （ラストオーダー22:00）
会津若松市栄町8－44

会員証提示（ご本人のみ）で、次回以降使用できる あんてぃーくCafé中の蔵 定休日：木曜日 有無：有り
コーヒー1杯無料券を1枚プレゼント TEL：0242-22-0454 　　　　※日曜日（不定休） 料金：無料

〒965-0042 営業時間：11:00～17:00
会津若松市大町1-3-51
会津幸泉小法師 休館日：年中無休 有無：あり
TEL：0242-85-6218 営業時間：9:00～17:00（4月～11月） 料金：無料
〒965-0003 　　　　　9:00～16:00（12月～3月）
会津若松市一箕町大字八幡字
牛ヶ墓236-1
松良 休館日：年中無休 有無：あり
TEL：0242-24-2503 営業時間：9:00～18:00 料金：無料
〒965-0007
会津若松市飯盛3-15-33

2000円以上お買い上げで 会津木品館　あいりん 休館日：不定休 有無：あり
オリジナル会津桐コースタープレゼント TEL：0242-28-6934 営業時間：9:00～18:00
ご本人様のみ有効 〒965-0846
※そば打ち道具・会津塗他木工芸品の製造販売 会津若松市門田町飯寺字村西943-10
野ぶどう（ぶすの実）の販売
3000円以上い買い上げの方 ぬり一　七日町店 定休日：元旦　1/2 有無：あり
粗品進呈 TEL：0242-85-7211 営業時間：10:00～17:00

〒965-0044
会津若松市七日町3－36

1000円以上お買い上げの方 （有）布屋漆器店 定休日：不定休 有無：あり
10%割引　または　粗品プレゼント TEL：0242-22-2159 営業時間：9:30～17:00

〒965-0037
会津若松市中央1-3-33

会員証提示で体験された方に 手作り体験ひろば・番匠 休館日：年中無休（冬期は、時間休みあり） 有無：あり
「竹とんぼ1本」プレゼント TEL：0242-27-4358 営業時間：9:00～17:00 料金：無料
※赤べこ絵付け体験・祈願ダルマ体験 〒965-0811 （最終受付16:00）
切り絵体験・会津ぬり体験・あかべぇ土鈴体験 会津若松市和田1-6-3
工房のご案内と湯茶サービス 漆器　鈴武 休館日：年中無休（年末一部除く） 有無：あり

TEL：0242-27-9426 営業時間：8:30～16:00 料金：無料
〒965-0844 ※冬期間１２/15～3/15　（9:00～15:00）
会津若松市門田町一ノ堰字土手外1943-4 ※蒔絵体験（2名以上）は、9:00～14:00までに
会津漆器工場団地内 お越しください。

【貸出場所】 会津若松観光ビューロー 休館日：12月～3月 ○会津町方伝承館
鶴ヶ城観光案内所・御薬園・会津町方伝承館 TEL：0242-27-4005 営業時間：9:00～16:00 有無：無
飯盛山観光案内所 〒965-0873 ※夏期のみの利用 近くに有料駐車場がございます。
○普通自転車 会津若松市追手町1-1 ※電動自転車は会津町方伝承館のみ利用可能
500円→400円 ○鶴ヶ城観光案内所（鶴ヶ城天守閣の駐車場へ）

○電動自転車（会津町方伝承館のみ） ○御薬園（御薬園の駐車場へ）

1500円→1000円 ○飯盛山観光案内所（市営駐車場へ）

ボウリング1ゲーム無料 スポルト会津ロイヤルボウル 定休日：年中無休 有無：有
※会員証提示者のみ TEL：0242-27-1922 営業時間 ○地下駐車場：3時間無料

〒965-0878 日～木　8:30～22:00 ○タイガーパーキング
会津若松市中町3-53 金・土・祝祭日前夜　8:30～24:00 （会津ロイヤルプラザ南側）
会津ロイヤルプラザ3F 特別営業（GW・お盆・お正月）は24:00まで営業します。駐車券をフロントに提示してください

☆書籍特典
書籍名 販売場所

1   鶴ヶ城公式ガイドブック 鶴ヶ城 　　  　  0242-27-4005
2   保科正之（会津の人物シリーズNO．1） 会津町方伝承館  0242-22-8686
3   大山捨松（会津の人物シリーズNO．3） 御薬園               0242-27-2472
4   会津若松冒険王

定価より10％割引

ぬり一　七日町店

民芸の館　松良

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会津ファンクラブ会員限定特典　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◆ご本人様のみ適用でございます。施設によりグループでのご利用やご利用いただける人数が異なりますので、ご確認ください。
◆特典につきましては、会員証提示でご利用ください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

さんなんぼう

お土産・お食事5％割引

会津バーガー　Lucky　Smile

レストラン＆バー　Beans

居酒屋ばんげや

元祖会津ソース串カツ　串鶴

地酒案内処　會津蔵武

飯盛山スロープコンベア

會津藩校日新館

ソフトクリーム　50円割引

お買い上げされたお客様
起き上がり小法師1個プレゼント

会津若松市内

観光施設

（有）布屋漆器店

書籍割引特典

体験

手作り体験ひろば・番匠

漆器工房　鈴武

城下町レンタサイクル

ボウリング王国スポルト会津
ロイヤルプラザ店

鶴ヶ城天守閣
「鶴ヶ城天守閣・茶室麟閣」共通入場券が１０％割引
になります。（会員証提示でグループ全員）

御薬園

会津武家屋敷

白虎隊記念館

大人　250円→230円

白虎隊伝承史学館

昭和なつかし館 入場料　200円→180円

工芸品
会津木品館　あいりん

鶴ヶ城会館

会津幸泉小法師

鶴ヶ城喫茶（鶴ヶ城公園内）

お食事

あんてぃーくCafé中の蔵

特典内容
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業種 施設名 特典内容 お問合せ先 営業詳細 駐車場

通常　大人500円　学生３６０円　 会津民俗館 休館日：11月20日～3月20日まで毎週火～金曜日 有無：あり

小人２６０円　を団体料金に割引します TEL：0242-65-2600 ※年末年始と祝祭日は開館 料金：無料

〒969-3284 営業時間：9:00～17:00（4月～10月）

耶麻郡猪苗代町大字三ツ和字 　　　　　9:00～16:00（11月～3月）

前田33-1

会員証提示者のみ入場料を団体料金に割引 猪苗代ハーブ園 休館日：冬期　11月下旬～3月上旬　※変更あり 有無：あり
大人（中学生以上）310円→２６０円 TEL：0242-66-2690 営業時間：9:00～17:00 料金：無料

こども210円→160円 〒969-2336 ※時期により変更となる場合がございます

耶麻郡猪苗代町大字川桁

天王坂2414
諸橋近代美術館 休館日：9/7～9/18 有無：あり
TEL：0241-37-1088 　　　　11月30日から冬期休館 料金：無料
〒969-2701 営業時間：9:30～17:30（11月は17:00閉館）
耶麻郡北塩原村桧原字 　　　　　※入館は閉館の30分前まで
剣ヶ峯1093-23

会員証提示で団体料金に割引入場料50円引き 野口英世記念館 休館日：年中無休 有無：あり
大人600円→550円 TEL：0242-65-2319 （ただし12月29日から1月3日を除く） 料金：無料
小中学生300円→250円 〒969-3284 営業時間：4月～10月　9:00～17:30
※他割引制度と併合不可 耶麻郡猪苗代町大字三ツ和字 　　　　　11月～3月　9:00～16:30
※会員証提示者含め10名様まで可 前田81 　　　　　※入館〆切各３０分まで
・ソフトクリーム各種　350円→300円 道の駅　裏磐梯 営業時間：10:00～16:00(4月中旬～11月上旬） 有無：あり
・「森のアイス工房」ジェラートアイス TEL：0241-33-2241 休館日：11月下旬～4月上旬 料金：無料
350円→300円 〒966-0401
（会員証提示者含め5名様まで有効） 耶麻郡北塩原村大字桧原字南黄

連沢山1157
世界のガラス館 休館日：年中無休 有無：あり

ガラス館制作体験10％割引 TEL：0242-63-0100 ※冬期間、体験については事前にお問い合わせください 料金：無料
※冬期間（12月～3月）は、休みの場合が 〒969-3284 営業時間：10:00～16:00（季節により変動有り）
ありますので、事前にお問い合わせください。 耶麻郡猪苗代町大字三ツ和字

村東85
猪苗代湖 【猪苗代湖】 有無：あり

湖上遊覧（猪苗代湖・裏磐梯桧原湖） TEL：0242-65-2100 定休日：冬季のみ定休日あり 料金：無料
大人　1300円→1170円 裏磐梯桧原湖 営業時間：9:00～15:30（繁忙期は延長あり）
小人　650円→590円 TEL：0241-32-2826 【桧原湖】

〒969-3132 定休日：11月上旬～4月下旬
【本社】耶麻郡猪苗代町大字堅田字宮西 営業時間：9:00～15:00（繁忙期は延長あり）
1060-2　※乗り場ではございません。
裏磐梯ロープウェイ 営業時間：8:30～16:00（上り最終15:30）※予定 有無：あり

定価より100円引き TEL：0241-32-2530 運行日 料金：無料
〒969-2701 2020年8月1日（土）～11月3日（火）
耶麻郡北塩原村桧原荒砂沢山 ※期間中運休がありますので、詳しくはHPを
1082-93 　ご覧ください。

ホテル内売店（コンビニ・土産物売り場） ホテルリステル猪苗代 利用時間：7:00～21:00 有無：あり
会員証提示者のみ5％割引 TEL：0242-66-2233 ※時期により変更となる場合がございます
（一部割引対象外商品有り） 〒969-2696 定休日：5/6～5/8、8/31～9/3　11/29～12/3

耶麻郡猪苗代町大字川桁
天王坂2414

直接予約（電話または公式ホームページ経由） ペンションすまいる 営業時間 有無：あり
の場合、宿泊代金5％割引いたします。 TEL：0242-67-1010 チェックイン15:00～

〒969-2751 チェックアウト　～10:00
耶麻郡猪苗代町大字若宮字大原丙278-3 ※但しプランにより変わります

日帰り温泉 Active Resorts 裏磐梯 定休日：不定休 有無：あり
12１0円→800円 TEL：0241-32-3111 利用時間：15:00～20:00
※繁忙期には日によりお断りする場合が 〒969-2701
ございます。（要確認） 耶麻郡北塩原村大字桧原字

剣ヶ峰1093-309
ご宿泊時のご夕食にワンドリンクサービス 裏磐梯ライジングサンホテル 定休日：不定休 有無：あり
（グループ全員） TEL：0241-32-2311 営業時間：9:00～20:00
※直接予約又は当館ホームページからの 〒969-2701
ご予約に限ります。また、ご予約時に「会津 耶麻郡北塩原村桧原字小野川原
ファンクラブ会員」である旨を申し出ください。 1092
※じゃらんや楽天などの他社のWebサイトや
旅行会社の商品ツアーは対象外となります。
ご宿泊の際、カード提示で 裏磐梯高原ホテル 有無：あり
ホテルオリジナルブックマークをペアで TEL：0241-32-2211
1セットプレゼント 〒969-2701
※会員証提示で、1グループ1セットまで 耶麻郡北塩原村大字桧原字

湯平山1171
売店ご利用券300円プレゼント ホテルグランデコ 休館日：あり（要問合せ） 有無：あり
1滞在　1人1枚 TEL：0241-32-3200 営業時間：8:00～21:00
※添い寝幼児除く 〒969-2701

耶麻郡北塩原村桧原荒砂沢山
1082-93

おやど風来坊 有無：あり
オーナーおすすめ TEL:0241-32-3077
本格焼酎又は地酒一杯サービス 〒966-2701
※会員証提示で3名様まで有効 耶麻郡北塩原村大字桧原字曽原山

1096-461
塩姫の宿　観山 有無：あり
TEL：0241-33-2233
〒966-0402
耶麻郡北塩原村大塩5111

業種 施設名 特典内容 お問合せ先 営業詳細 駐車場

仲島食堂 定休日：不定休 有無：あり
TEL：0242-56-3070 営業時間：11:00～14:00 料金：無料
〒969-6152
大沼郡会津美里町字川原町甲1102-3

通常、日帰り入浴１回で入湯ポイント1押印の 早戸温泉　つるの湯 定休日：無休 有無：あり
ところ、2個押印します。10個集まると入湯 TEL：0241-52-3324 ※メンテナンスにより休業する場合がございます。 料金：無料
1回無料となります 〒969-7406 営業時間：9：00～21：00

大沼郡三島町大字早戸字湯ノ平888番地 　　　　（冬期：20：30まで）
※会員証提示者のみ 料金：600円（3時間）1200円（１日）
宿泊者の方に「只見産コシヒカリ3合」を 季の郷　湯ら里 定休日：不定休 有無：あり
プレゼント TEL：0241-84-2888 営業時間：10:00～21:00
※フロントにて会員証提示で1名様１つ 〒968-0442

南会津郡只見町大字長浜字上平50
会津田島祇園会館 休館日：年末年始、12月～3月の火曜日 有無：あり

入館料を団体料金にさせていただきます。 TEL：0241-62-5557 営業時間：9:00～16:30 料金：無料
〒967-0004
南会津郡南会津町田島字大坪30-1

会員証提示で下記料金に割引します。 旧南会津郡役所 定休日：火曜日（祝日の場合は翌日） 有無：あり
大人：200円→150円 TEL:0241-62-3848 　　　　年末年始 料金：無料
高校生：150円→100円 〒967-0004 営業時間：9:00～16:00
小・中学生：100円→50円 南会津郡南会津町田島字

丸山甲4681-1

塩姫の宿　ホテル観山

裏磐梯高原ホテル

裏磐梯グランデコ東急ホテル

おやど風来坊

Active Resorts 裏磐梯

裏磐梯ライジングサンホテル

磐梯町・猪苗代町・北塩原村（裏磐梯）

一般　1,300円→1,200円
高校・大学生500円→400円

宿泊施設

観光施設

会津民俗館

猪苗代ハーブ園

諸橋近代美術館

野口英世記念館

宿泊施設

早戸温泉　つるの湯

季の郷　湯ら里

売店割引券（200円引き）無料贈呈

ペンションすまいる

ホテルリステル猪苗代

体験

世界のガラス館

磐梯観光船

裏磐梯ロープウェイ

観光施設

会津田島祇園会館

旧南会津郡役所

その他　地域

お食事 仲島食堂 会員証提示で3名様まで料理一品50円引き

お食事 道の駅　裏磐梯

tel:0241-32-3077
tel:0241-62-3848

