
令和４年度　会津ぐるっとカード協賛店一覧

市町村 No 施設・店舗名 特典内容 特典の除外日 特典の適用条件 営業時間 定休日 電話番号

1 手作り体験ひろば　番匠 体験された方に、竹とんぼをプレゼント なし なし
9～17（入館は16時まで）,冬期

時間あり12月20日～3月中旬
なし 0242-27-4358

2 会津城下町レンタサイクル レンタサイクル利用料金（１日/１回）500円→450円 なし 他の割引クーポンとの併用を除く 9～16時 12/1～3/31 0242-27-4005

3 今昔亭 宿泊の方にロビーにてコーヒーサービス なし
企画商品を除く、旅行会社の商品を除く、他の割引クーポ

ンとの併用を除く

チェックイン：15時、

チェックアウト：11時
なし 0242-27-6048

4 原瀧 宿泊の方にロビーにてコーヒーサービス なし
企画商品を除く、旅行会社の商品を除く、他の割引クーポ

ンとの併用を除く

チェックイン：15時、

チェックアウト：10時
なし 0242-26-4126

5 庄助の宿　瀧の湯 日帰り入浴200円引き なし 事前連絡が必要

チェックイン：15時、

チェックアウト：10時

（日帰り入浴：お問い

合わせください）

お問合せく

ださい
0242-29-1000

6 ホテル　伏見荘 宿泊料10％OFF
GW、お盆、

年末年始

事前予約が必要、旅行会社の商品を除く、他の割引クーポ

ンとの併用を除く

チェックイン：15時、

チェックアウト：9時30分
なし 0242-27-2944

7 芦ノ牧プリンスホテル 日帰り入浴200円引き
GW、お盆、

年末年始
事前連絡が必要 利用時間　15時～20時

不定休のためお問

い合わせ下さい
0242-92-2321

8 大川荘 館内利用券大人500円分プレゼント
GW、お盆、

年末年始

直接お電話にて宿泊予約の方限定（予約時に事前要申

告）、企画商品、旅行商品を除く、他の割引クーポンとの

併用は不可

チェックイン：15時、

チェックアウト：10時
不定休 0242-92-2111

9 会津芦ノ牧温泉丸峰 宿泊の方にロビーにてコーヒーサービス 不定休
企画商品を除く、旅行商品を除く、割引クーポンとの併用

を除く

チェックイン：15時、

チェックアウト：10時
不定休 0242-92-3001

10 ホテルニューパレス 宿泊料10％OFF
休前日、GW、お

盆、年末年始
なし

チェックイン：14時、

チェックアウト：11時
なし 0242-28-2804

11 會津つるやホテル 粗品プレゼント GW
事前予約が必要、企画商品を除く、旅行商品を除く、割引

クーポンとの併用を除く

チェックイン：15時30分、

チェックアウト：10時
なし 0242-27-5772

12 渋川問屋 起き上がり小法師プレゼント なし なし 食事：11時～21時 なし 0242-28-4000

〇ご利用方法

・お食事でのご利用／ご注文の際にカードをご提示ください。

・お買い物でのご利用／お会計前にカードをご提示ください。

・宿泊施設でのご利用／ご予約時にカード使用の旨を伝え、チェックイン時にカードをご提示ください。旅

行会社等を通してのご予約につきましては、割引等のサービスは受けられません。直接お申し込みの方に限

らせていただきます。

・観光施設、その他施設でのご利用／料金を支払う前にカードをご提示ください。

※施設の割引等サービスについては、人数、ご利用日等により、取り扱いが異なりますので、詳細は事前に

各施設へお問い合わせお願いいたします。

※割引の内容は変更になる場合がございますので、ご了承ください。
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13 宿たかや 宿泊料1組500円引き なし 1泊2食申込みに限る
チェックイン：16時、

チェックアウト：10時
不定休 0242-22-2265

14 ホテルタカコー 平日宿泊でおにぎりサービス GW 旅行商品を除く、割引クーポンとの併用を除く
チェックイン：15時、

チェックアウト：11時
なし 0242-27-7117

15 料理旅館　田事 コーヒーサービス
休前日、GW、お

盆、年末年始

宿泊・飲食の方に限る

企画商品を除く、旅行商品を除く、割引クーポンとの併用

を除く

11時30分～14時、17時30分～21

時（LO20時30分）チェックイ

ン：16時、チェックアウト：10

時

不定休 0242-24-7500

16
福島県立博物館ティールー

ム
飲食代10％OFF なし なし 9時30分～16時30分

博物館の休館日

毎週月曜日（祝

祭日の場合はそ

の翌日）祝祭日

の翌日（ただし

土日にあたる場

合は除く）年末

年始（12/28～

1/4）その他臨

時休館

0242-28-7638

17 ちゃんこやぐら太鼓 ちゃんこ鍋1人前1500円→1300円 なし なし
昼：11時30分～14時、

夜：17時～23時

昼：月曜日、

夜：不定休
0242-25-1413

18 若松食堂 ソースカツ丼5％OFF GW、お盆 なし 11時～20時
不定休、年

末年始
0242-22-2284

19
駅カフェ（17市町村アンテ

ナショップ）
喫茶お飲物全品10％ＯＦＦ なし 割引クーポンとの併用を除く 9時～18時 なし 0242-39-3880

20 割烹　元祖輪箱飯　田季野 ソフトドリンク1杯サービス GW、お盆 なし
11時～20時ラストオー

ダー
なし 0242-25-0808

21
會津壱番館（野口英世青春

館）
飲食料金10％OFF なし 他の割引クーポンとの併用除く

8時～20時（LO19時30

分）
なし 0242-27-3750

22
ボウリング王国スポルト

会津ロイヤルプラザ店
カード提示で1ゲーム無料招待（3名まで有効） なし

割引クーポンとの併用を除く、予約では使用不可、貸靴料

金は別途必要

日～木：8時30分～22時、金土祝

祭日前夜：8時30分～24時
なし 0242-27-1922

23 珈琲館　蔵 お食事注文の方にオレンジジュースサービス なし 割引クーポンとの併用を除く 8時～20時 なし 0242-27-3791

24
元祖煮込みソースカツ丼の

店　なかじま
各種カツ丼50円引き

GW、お盆、

土日祭日
旅行商品を除く、割引クーポンとの併用を除く

平日：11時～14時30

分、土日祝：～15時

火曜（祝日

は営業）
0242-24-5151

25 一風亭 1000円以上の会計の場合、50円引き なし 割引クーポンとの併用を除く、午前営業時間内のみ
11時～14時、17時～19

時20分

火曜（祝日の場

合翌日）金曜午

後

0242-28-4885

26 彩喰彩酒　會津っこ 記念品をプレゼント なし なし
17時～23時（LO22時

30分）
日曜 0242-32-6232

27 桐屋　権現亭 心ばかりのプレゼント なし なし
11時～15時、17時～21

時
水曜 0242-25-3851
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28 会津とんかつの店　とん八 80円引き
GW、お盆、

年末年始

ランチメニュー、出前は利用不可、割引クーポンとの併用

を除く、企画商品を除く、

平日：11時8分～15時8

分、17時38分～21時8分

土日祝祭日：11時8分～

15時8分、17時8分～21時

8分（状況により早めに終

了する場合あり）

第1，4水曜 0242-22-1078

29 悟空林 サラダまたはミニチャーハンサービス なし なし 11時～午前1時

日曜午後（連休の

場合は月曜）第3

日曜

0242-24-1666

30 竹藤　たけとう茶屋
竹籐：3,000円以上お買い上げで唐人凧の絵プレゼント

たけとう茶屋：デザート、ピザご注文の方　ドリンク100円引
なし 11時～16時 水曜、木曜 0242-22-1068

31 布屋漆器店
カタログ「あけぼの」に掲載されている商品をご注文で30％引

き
なし なし 9時～17時 不定休 0242-22-2159

32 My Earth 店頭価格の10％OFF なし セッション品、セール対象品除く 10時～18時
水曜、12/30～

1/2
0242-27-1672

33 民芸の館　松良 お土産、お食事3％OFF なし 一部対象除外品あり 8時～18時 なし 0242-24-2503

34 山家屋商店 全商品5％OFF なし なし 9時～17時 土日祝 0242-27-0501

35
コサカ漆器店　会津名匠華

蔵
漆器全品15％OFF なし なし 9時30分～16時 不定休 0242-22-1619

36 漆器工房　鈴武 漆器・工房をご案内 なし なし
9時～15時

（冬期10時～15時）
第1第4木曜 0242-27-9426

37 庄助製菓本舗 箱詰めおみやげコーナーの棚の品20％OFF なし なし 9時～17時 日曜 0242-27-0287

38 石本米穀店 あいづ米5㎏以上購入で持ち帰りサービス なし なし 9時～17時 土日祝 0242-22-2401

39 絵ろうそくの小澤 2000円以上購入で5％OFF なし なし 9時30分～18時 不定休 0242-27-0652

40 鶴ヶ城会館
「二の丸」でのお食事10％OFF（飲物は除く）、売店でのお買

い物10％OFF（一部の食品、酒類・煙草は除く）
なし 割引クーポンとの併用を除く 12月～3月：～16時 不定休 0242-28-2288

41 会津カネハチ米穀
会津産コシヒカリ、会津産ひとめぼれ、会津産ミルキークイーン

をお持ち帰り特価で
なし なし 8時30分～19時 日曜 0242-27-7181

42 山形屋本店 絵ろうそくを10％OFF なし 体験料金を除く 9時～17時30分 不定休 0242-22-5769

43 会津武家屋敷
(観覧料)大人850円→750円、中高生550円→470円、小学生450

円→370円
なし なし

4～11月：8時30分～17時、

12～3月：9時～16時30分

12月～2月の木・

金曜（但し、日に

より開館も有り）

0242-28-2525

44 飯盛山スロープコンベア 大人250円→230円 なし なし 8時～17時
なし（降雪時

は要確認）
0242-22-9586

45 白虎隊伝承史学館
(入場料)大人300円→250円、高校生200円→150円、小中学生

150円→120円
なし 旅行会社の商品を除く、割引クーポンとの併用を除く 8時30分～17時 不定休 0242-26-1022

46 白虎隊記念館
(入場料)大人400円→320円、高校生300円→240円、小中学生

200円→160円
なし 割引クーポンとの併用を除く

9時～16時（※入館は

15時30分まで）

火曜日（祝

日は除く）
0242-24-9170
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47 鶴ヶ城天守閣
〈鶴ヶ城（天守閣・麟閣共通入場券〉大人520円→410円、小中

学生150円→120円
なし 割引クーポンとの併用を除く

8時30分～17時（入場

16時30分まで）
なし 0242-27-4005

48 御薬園
(観覧料)大人330円→270円、高校生270円→220円、小中学生

160円→110円
なし

企画商品を除く、旅行会社の商品を除く、割引クーポンと

の併用を除く
8時30分～17時 なし 0242-27-2472

49 昭和なつかし館 入場料200円→180円 なし なし 10時～18時
不定休、臨

時休業有
0242-27-0092

50 会津酒楽館渡辺宗太商店 お買い物された方に会津のこだわりせんべいプレゼント なし なし 9時～19時
火曜（祝日の場

合は翌日）
0242-22-1076

51 季節の花庭園　會津村 通常料金の50円引き なし 割引クーポンとの併用を除く
９時～17時（冬期：10

～16時）
なし 0242-75-3434

52 プロント会津若松店 飲食料金10％OFF なし セットメニューを除く、割引クーポンとの併用を除く
月～土：10時～23時、

日・祝：10時～18時
不定休 0242-28-8355

53 福島県立博物館
常設展料金　一般・大学生280円→220円　小・中学生・高校生

無料
なし 割引クーポンとの併用を除く、常設展料金に限る

9時30分～17時（最終

入館16時30分

月（月曜が祝日、

振替休日の場合は

火曜日）

0242-28-6000

54 あいづ浪漫亭しおぐら
Ｈappyプレートご注文の方、ミニコーヒーサービス又はミニ

コーヒーから通常サイズへアップ
なし

企画商品を除く、旅行会社の商品を除く、割引クーポンと

の併用を除く

10時30分～21時（冬期

18時Ｌ.O、19時閉店）
水曜 0242-93-7500

55 字游庵 古代文字お名前カードと起き上がり小法師プレゼント なし 他の割引クーポンとの併用除く、事前予約が必要 10時～17時 不定休 0242-25-0080

56 なぬか町茶房　結 飲食料金10％OFF なし なし 11時～17時
火曜、不定

休
0242-23-7302

57
（株）トヨタレンタリース

新福島　会津店
レンタカー基本料金より10％OFF なし

企画商品を除く、旅行会社の商品を除く、他の割引クーポ

ンとの併用除く
8時30分～19時 なし 0242-28-0100

58
（株）トヨタレンタリース

新福島　会津若松駅東店
レンタカー基本料金より10％OFF なし

企画商品を除く、旅行会社の商品を除く、他の割引クーポ

ンとの併用除く
8時30分～19時 なし 0242-32-0100

59
(一財)民族衣装文化普及協

会
入会金100％OFF なし なし 10時～21時 不定休 0120-029-315

60 野口英世記念館 個人入館料50円引き なし 割引クーポンとの併用を除く

4月～10月：9時～17時30

分、11月～3月：9時～16時

30分（入館はそれぞれ30分

前まで）

なし 0242-65-2319

61 民宿正幸館 自家栽培米1㎏プレゼント

GW、お盆・

7/20～8/20、年

末年始

事前予約が必要、企画商品を除く、旅行会社の商品を除

く、割引クーポンとの併用を除く

チェックイン：15時、

チェックアウト：10時
不定休 0242-62-2548

62
レイクサイドホテルみなと

や

宿泊料金（1泊2食付き）10％OFF、レストラン西湖10％OFF

（飲み物は対象外）

休前日、

GW、お盆、

年末年始

事前予約が必要、割引クーポンとの併用を除く

チェックイン：16時、

チェックアウト：10時、

「中国料理西湖」レストラン

11時～14時30分、16時～20

時

不定休 0242-65-2111

63 ペンションヴェルレーヌ 宿泊料金（1泊2食）1000円引き

休前日、

GW、お盆、

年末年始

企画商品を除く、旅行会社の商品を除く、割引クーポンと

の併用を除く、事前予約が必要

チェックイン：15時、

チェックアウト：10時
不定休 0242-63-0855

64 ペンション　かぷりーす 御宿泊代10％ＯＦＦ
GW、年末年

始、お盆
割引クーポンとの併用除く、事前予約が必要

チェックイン：15時、

チェックアウト：10時
不定休 0242-63-0234
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65 美蕎旬菜　三城 事前にカード提示の方、飲食料金、土産品5％OFF
GW、年末年

始、お盆
他の割引クーポンとの併用を除く 11時～16時

水曜日（変

更もあり）
0242-65-2828

66 麹屋商店 購入金額より10％OFF なし なし 8時～18時30分
1月1日～1月

3日
0242-62-3167

67 佐藤製麺所 1箱5個入（醤油スープ付）1200円（税込）→1000円（税込） なし なし 8時～18時 なし 0242-66-2020

68
リフレッシングイン　ウェ

ルカム　ウェルカム
宿泊代の5％引き

GW、年末年

始、お盆
他の割引クーポンとの併用を除く

チェックイン：15時～、

チェックアウト：10時
不定休 0242-65-2481

69 熱塩温泉山形屋 夕食時　ワンドリンク付き（4名様まで） なし
企画商品を除く、旅行会社の商品を除く、他の割引クーポ

ンとの併用を除く

チェックイン：14時、

チェックアウト：11時
不定休 0241-36-2288

70 山中煎餅本舗 たまりせんべい炭火焼体験600円→500円 GW、お盆 なし 10時～17時 年末年始 0241-22-0004

71 大和川酒蔵北方風土館
清酒（1,000円以上）お買い上げでオリジナルグラス1個プレゼ

ント
なし なし 9時～16時30分 1月1日 0241-22-2233

72 若喜商店 味噌5％OFF・醤油5％OFF なし なし 9時～17時 不定休 0241-22-0010

73 駅前　甲斐商店 購入額から5％OFF（ただし、酒類・タバコを除きます） なし なし 7時～19時 不定休 0241-22-0033

74 喜多方　蔵の里
入場料（個人）25％OFF　一般・大学生400円→300円　小中高

校生200円→150円　店蔵商品10％OFF（一部商品を除く）
なし

割引クーポンとの併用を除く、旅行会社の商品を除く、一

部商品を除く

9時～17時

（最終入館16時30分）
年末年始 0241-22-6592

75 佐久山食堂 お食事総額の50円引き なし 割引クーポンとの併用を除く 10時～18時 なし 0241-22-0701

76 生江食堂 お食事総額の10％割引 なし 他の割引クーポンとの併用を除く 10時30分～14時
木曜日（祝祭日

は営業）
0241-22-2966

77 福島屋 麺の大盛無料 なし 他の割引クーポンとの併用を除く 11時～15時
水曜日（祝祭日

は営業）
0241-23-2702

78 たまよし食堂 お食事総額の50円引き なし なし 11時～15時 火曜日 0241-22-7365

79 本家大みなと味平 ラーメン類のみ50円引き なし
他の割引クーポンとの併用を除く、お子様セット、ミニ

ラーメンを除く
7時～15時

火曜日（火曜日祝

祭日の場合営業、

翌日休業となりま

す。）

0241-24-2990

80 櫻井食堂 麺類のみ50円引き なし なし 8時～19時 木曜日 0241-22-0615

81 丸見食堂 春巻100円引き なし なし 10時～19時
火曜日（祝祭日

は営業）
0241-22-0506

82
喜多方ラーメン店　まつり

亭
麺類1品に付50円引き GW、お盆 なし

月曜～金曜/昼の部：10時30

分～15時、夜の部：17時～

19時30分、土日祭日/10時30

分～19時30分、第3水曜日は

15時終了

木曜日（祝祭日

は営業）
0241-23-2439

83 たんぽぽ亭 食事総額の10％割引 なし 他の割引クーポンとの併用を除く 10時～17時 不定休 0241-21-1477
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84 大安食堂 喜多方ラーメン・チャーシューメン50円引き なし なし 10時30分～18時30分 水曜日 0241-22-6268

85
喜多方ラーメン「わんわ

ん」
ラーメン各種100円引き、お土産ラーメン100円引き なし なし 11時～17時 不定休 0241-24-3775

86 喜多方ラーメン　心美
ラーメン各種100円引き、お土産ラーメン（しょうゆ味）5食入

1,080円→950円
なし なし

平日：15時～19時、土

日祝：11時30分～14時
なし 0241-22-9229

87 会津喜多方ラーメン館本館 店内商品1,000円以上お買い上げで、つぶつぶアイスを50円引き なし なし

10時～17時

（1～3月は16時30分ま

で）

なし 0241-21-1414

88 珈琲蔵　ぬりの里 飲食料金50円引き なし 他の割引クーポンとの併用除く 9時30分～18時
第2・4木曜

日
0241-23-0441

89 北見八郎平商店 漆器全品10％OFF なし 他の割引クーポンとの併用除く 9時30分～18時
第2・4木曜

日
0241-22-0711

90 Berry’s　Softcream ソフトクリーム50円引き なし なし 10時～17時
月曜日（臨時休

業あり）
0241-23-5666

91
（株）トヨタレンタリース

新福島　喜多方店
レンタカー基本料金より10％OFF なし

企画商品を除く、旅行会社の商品を除く、他の割引クーポ

ンとの併用除く
8時30分～19時 なし 0241-22-3900

92
アウトドアと絵本のペン

ション　もくもく
宿泊料金8700円→8400円　カヌーレンタル10％OFF なし なし

チェックイン：15時、

チェックアウト：10時
なし 0241-32-3010

93 ペンション　ハイジ 宿泊料金（1泊2食）500円引き なし 他の割引クーポンとの併用を除く
チェックイン：15時、

チェックアウト：10時
なし 0241-32-2008

94
裏磐梯グランデコ　東急ホ

テル

日帰り入浴（フェイスタオル付、バスタオル別途300円）100円

引き
年末年始

企画商品を除く、旅行会社の商品を除く、他の割引クーポ

ンとの併用を除く、事前予約が必要
12時～16時

5月・11月・12月

はメンテナンスの

ため休業あり

0241-32-3200

95 磐梯桧原湖畔ホテル グラスワイン又はソフトドリンク1杯サービス なし
企画商品を除く、旅行会社の商品を除く、他の割引クーポ

ンとの併用を除く、事前予約が必要

チェックイン：15時、

チェックアウト：10時
なし 0241-33-2341

96 おやど　風来坊 宿泊されるお客様にエビス生ビール1杯サービス なし 事前予約が必要
チェックイン：15時、

チェックアウト：10時
なし 0241-32-3077

97 ActiveResorts　裏磐梯

ルームチャージ宿泊料20％割引　シングル10000円→8000円　洋室ツ

イン又は和室（2名1室）平日25200円→20160円より（お一人様10080

円）　日帰り温泉入浴1200円→800円

日帰り入浴は

混雑時除く

企画商品を除く、旅行会社の商品を除く、他の割引クーポ

ンとの併用を除く、事前予約が必要

チェックイン：15時、

チェックアウト：10時

30分

なし 0241-32-3111

98 ペンション　とも 宿泊料金500円引き なし 他の割引クーポンとの併用を除く、事前予約が必要
チェックイン：15時、

チェックアウト：10時
不定休 0241-32-2722

99
裏磐梯ペンション　アリス

グローブ
宿泊者全員にグラスワイン又はソフトドリンク1杯サービス なし 事前予約が必要

チェックイン：15時、

チェックアウト：10時
なし 0241-32-2577

100
裏磐梯ライジングサンホテ

ル（旧　ホテル白雲荘）
通常宿泊料金10％OFF

GW、年末年

始、お盆

企画商品を除く、旅行会社の商品を除く、他の割引クーポ

ンとの併用を除く、事前予約が必要

チェックイン：15時、

チェックアウト：10時
不定休 0241-32-2311

101 秋元屋旅館 宿泊料金10％OFF
休前日、GW、年

末年始、お盆

旅行会社の商品を除く、他の割引クーポンとの併用を除

く、事前予約が必要

チェックイン：15時、

チェックアウト：10時
なし 0241-32-2222

102 Bandia（バンディア）
喫茶テラスでのハーブティー（ハーブ入りクッキー付き）500円

（税込）→400円（税込）入園無料
なし 他の割引クーポンとの併用を除く

9時～17時

（冬期10時～16時）
木曜日 0241-32-2829
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103 裏磐梯レイクリゾート 温泉入浴1200円→700円（タオル無） なし なし

13時30分～18時00分、

チェックイン：15時、

チェックアウト：11時

なし 0241-37-1111

104
檜原湖観光船（裏磐梯レイ

クリゾート）
檜原湖観光船（あづま丸・ばんだい丸）1400円→1200円 なし

企画商品を除く、旅行会社の商品を除く、他の割引クーポ

ンとの併用を除く
10時15分～15時45分

11月中旬～4月

中旬　運行は

HP確認

0241-37-1111

105
グランデコ裏磐梯ロープ

ウェイ
スキーセンター売店にて1,000円以上お買い上げで100円引 なし 他の割引クーポンとの併用を除く

8/1～8/23，9/19・

20・21・22・26・27、

10/3～11/3営業予定、

0241-32-2530

106 磐梯山噴火記念館
入館料を団体料金にて対応　磐梯山噴火記念館・磐梯山3Dワー

ルド割引セット入館料
なし

企画商品を除く、旅行会社の商品を除く、他の割引クーポ

ンとの併用を除く

8時～17時、冬（12月

～3月）9時～16時
なし 0241-32-2888

107
公益財団法人　諸橋近代美

術館
〈入館料〉大人1300円→1200円　高校生・大学生500円→400円 なし 他の割引クーポンとの併用を除く

9時30分～17時（最終

入館30分前）

不定休（展示替

えのための休館

あり、冬期休館

あり）

0241-37-1088

108 ペンションヴァンブラン グラスワインプレゼント（お子様は除く） なし 旅行会社の商品除く、他の割引クーポンとの併用除く
チェックイン：15時、

チェックアウト：10時
なし 0241-32-2224

109
株式会社ゴールドハウス目

黒
1Ｆの売店の商品、2階のレストランメニューより5％引き なし なし 8時～17時 なし 0241-32-2523

110
ホテル＆リストランテイル

レガーロ

お食事をされた方に、ワンドリンクサービス※ご注文時にカード

を提示して下さい。
なし 他の割引クーポンとの併用除く

11時30分～20時、（アイ

ドルタイム14時30分～17

時30分）

火曜日、不

定休
0241-37-1855

111 裏磐梯　もくもく自然塾
アクティビティ参加料金300円引き（5名まで）

※一部対象外のアクティビティがあります。
なし

※参加料金ひとり3,900円以上が対象

※電話にて事前予約の際に特典利用の旨をお伝えください

企画商品を除く、旅行会社の商品を除く、他の割引クーポ

ンとの併用を除く、事前予約が必要

電話受付　9時～20時 不定休 0241-23-9018

112 ペンション七ツ森family 宿泊料金　平日→1000円引き　土・祝前日→10％OFF
GW、お盆、

年末年始
他の割引クーポンとの併用を除く

チェックイン：16時、

チェックアウト：10時
不定休 0242-73-2481

113 ペンション　こりす 自家製ジャムをプレゼント なし なし
チェックイン：15時、

チェックアウト：10時
なし 0242-73-2946

114 磐梯更科そば　そばさだ そば打ち体験　無料（材料代1,000円のみ） なし 事前予約が必要 11時～15時 不定休 0242-73-2089
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115
民宿美加登屋（下郷・湯野

上温泉）
宿泊料金500円引き

休前日、

GW、お盆、

年末年始

企画商品を除く、旅行会社の商品を除く、他の割引クーポ

ンとの併用を除く、事前予約が必要

チェックイン：15時、

チェックアウト：10時
不定休 0241-68-2150

116 会津田島祇園会館 入館料割引、お食事の方にドリンクサービス なし なし 9時～16時30分
12月～3月火曜

定休、年末年始
0241-62-5557

117 旧南会津郡役所
〈入館料〉大人200円→150円　高校生150円→100円　小中学生

100円→50円
なし 20名以上の場合除く、割引券持参の場合除く 9時～16時

毎週火曜日、祝日

の場合はその翌日
0241-62-3848

118 奥会津博物館 入館料50円引き なし なし 9時～16時

年末年始

（12/28～

1/4）、12月～

3月は木曜定休

0241-66-3077
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119 奈良屋 全商品5％割引 なし 企画商品を除く、他の割引クーポンとの併用を除く 8時～17時
元旦・日曜

日
0241-62-0156

120 御菓子司　三浦屋 全商品5％割引 なし なし 9時～19時
月曜日（祝日の

場合は翌日）
0241-62-0131

121 道の駅たじま ソフトクリーム50円引き なし 他の割引クーポンとの併用除く 8時～18時 なし 0241-66-3333

122
田島駅レストラン「ヴォー

ノ」
お一人様500円以上の食事で（ケーキセットを除く）50円引き なし なし

9時～11時（モーニングメ

ニュー）・11時～16時30分（通

常メニュー）ラストオーダー16

時

12/13～3/31冬期営業時間　10

時～11時（モーニングメ

ニュー）・11時～15時（通常メ

ニュー）ラストオーダー14時30

分

なし 0241-62-5757

123 会津高原　憩の家 ソフトドリンク・食事1品に付き50円引き なし 割引クーポンとの併用を除く

憩の家（売店）8時30分～

17時30分、恋路茶屋（食

堂）9時～16時

なし 0241-66-2400

124 和泉屋旅館 宿泊料金10％OFF
7/22・23・

24の3日間
事前予約が必要、会津田島祇園祭時は割引きできません

チェックイン：12時、

チェックアウト：12時
なし 0241-62-0048

125 そば処　花扇 そば・うどん50円引き なし なし 11時～15時

毎週月曜日（月曜

日が祝祭日の場合

は営業、翌日休

業）

0242-54-7311

126 三沢屋　宮廼 来店1名様よりコーヒーサービス なし なし

11時～13時30分（土日祝

日は予約状況により来店

規制あり）

火曜日、水曜日

は夜のみ予約制
0242-54-7778

127 酔月焼窯元 全商品10％OFF なし 他の割引クーポンとの併用除く 9時～16時30分 不定休 0242-56-3103

128 窯元　流紋焼 陶芸教室・流紋焼商品10％OFF なし 旅行会社の商品を除く、他の割引クーポンとの併用を除く 8時30分～16時 1/1 0242-56-2221

129 かやの窯 陶器1000円→10％OFF なし 他の割引クーポンとの併用除く
通常9時～17時、冬期間

10時～17時
不定休 0242-56-2855

130 閑山窯 全商品10％OFF なし なし 9時～17時 なし 0242-56-2178

131 佐藤桐材店 会津桐下駄20％OFF なし なし 8時～18時30分 不定休 0242-78-3309

132 雪花 桜さしみ定食50円引き・ラーメン50円引き なし なし 11時～20時 不定休 0242-83-2559

133 肉の荒堀 起き上がり小法師プレゼント　1000円以上購入の方 なし なし 10時～18時30分
水曜日、祝

祭日は営業
0242-83-2304

134 紋平茶屋 そばがき粉プレゼント GW、お盆 なし 11時30分～14時 火曜日 0242-83-2379

135 食堂　いしやま 冷やしラーメン50円引き なし なし
11時～14時30分、16時

～19時
不定休 0242-83-2365
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136 目黒麹店 購入額から8％OFF なし 他の割引クーポンとの併用を除く 8時～18時 不定休 0242-83-3723

137 キッチン・トヨボ オムライスとインディアンの恋990円→900円 なし なし 11時～18時 月曜日 0242-83-1734

138
ハンバーグ＆ステーキのあ

かべこ
食事金額の10％引き　ランチメニューは除きます

月～土の11時～

15時（ランチタ

イムメニュー）

なし
平日11時～15時、17時～22

時　土日祝11時～22時
木曜日 0242-83-2683

139 レストハウス　磯舟 食事の方にウーロン茶サービス なし なし 11時～14時 12/31 0242-83-4624

140 さいとう食堂 ラーメン・丼物100円引き なし なし
11時～14時、17時～19

時
日曜日 0242-83-6318

141
会津のべこの乳　アイス牧

場
「べこの乳ソフト」or「コーヒー特急ソフト」が20円引き なし 他の割引クーポンとの併用を除く 10時～17時

なし（HP等で変

更をお知らせ致し

ます）

0242-83-2324

142 団らん処　小綿家 1杯コーヒーサービス なし なし
11時30分～14時、17時

～22時
水曜日 0242-23-8101

143 八二醸造（有） 店内商品10％引き なし なし 9時30分～17時30分 不定休 0242-83-2051

144 小池菓子店 1000円以上の購入で100円引き なし なし 8時30分～18時 なし 0241-42-2554

145
只見線の奥会津　瀞流の宿

かわち

宿泊の方にオリジナル冷酒「かわち」のお土産サービスと赤べこ

のプレゼント

GW、年末年始、お

盆、8月10日・宿が

特定する日

企画商品を除く、旅行会社の商品を除く、他の割引クーポ

ンとの併用を除く、事前予約が必要

チェックイン：15時、

チェックアウト：10時
不定休 0241-42-2600

146 (有)岩井屋 1000円以上の購入でまんじゅう1ヶサービス なし なし 9時～17時 不定休 0241-42-2107
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