プレミアム付いなわしろ応援商品券

プレミアム付いなわしろ応援商品券

いなエールチケットのご案内
内

猪苗代の観光施設や宿泊施設等で利用できる商品券!!

容

販売期間

令和4年7月1日㈮から（なくなり次第終了）

利用期間

令和4年7月1日㈮〜令和4年12月31日㈯

販

売

猪苗代観光協会窓口

価

格

1セット2,000円（500円券×6枚の計3,000円分）

数

量

5,000セット限定

販売価格

（500円券×
円券×6枚
枚）

ご利用金額は
ご利用金額は

この商品券は購入後、現金とのお引換えはいたしません。 ❸この商品券で購入
いただけない商品等（商品券、ギフトカード、
タバコ、その他利用店が指定したも
のなど）が一部あります。 ❹この商品券の盗難、紛失または減失については当
観光協会はその責任を負いません。 ❺この商品券ご利用の際、お釣銭のお返
しはいたしませんので額面以上にてご利用ください。 ❻この商品券は、表面
（裏面）
に記載してある有効期限内でご利用になれます。 ❼自動販売機、臨時売
店等ではご利用になれません。 ❽季節営業の施設もございますので、
ご利用の
際はお確かめください。 ❾利用金額はお一人様６万円を上限とします。

いなエール
チケットは、

チケット
2,000
,000円分の
3
応援商品券が買える!!

2,000円円
（500
6 ）

1セッ
1セット
ト

❶この商品券に関する詳細は、猪苗代観光協会までお問い合わせください。 ❷

ご 注 意

いなエール
円で

3,000円分
円分

どこで買えるの？

購入価格2,000円

1セット
2,000円で

1,000円分の

お得！

プレミアム1,000円

いなエールは
「猪苗代観光協会」
で７月1日10：00から購入できます。売切れ次第終了となりますのでお早めにお買い求めください。

見本

（一社）
猪苗代観光協会
福島県耶麻郡猪苗代町大字千代田字扇田1番地4

●TEL0242-62-2048
●営業時間：8:30〜17:30
（一社）猪苗代
観光協会

観音寺川

天鏡閣

天鏡閣（町営牧場を含む）

7月1日
から

数量限定
販売

猪苗代
磐梯高原
IC

猪苗代湖

（一社）猪苗代観光協会では郵送による販売も可能です。その
際の各種送料・手数料などはお客様のご負担となります。予め
ご了承下さい。

天神浜

亀ヶ城跡

いなわしろ 新八景

中津川渓谷

土津神社

至八戸

東北本線
東北自動車道
東北新幹線

猪苗代駅
磐越自動車道

達沢渓谷（達沢不動滝）

「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・山崎闇齋が選んだとされる
「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。

山形

仙山線

山形新幹線
奥羽本線

福島

販

売

磐梯山

日程など詳しくはホームページをご覧下さい！

会津
若松

新潟

猪苗代

郡山

只

見

線

●上記内容に関しては都合により急遽、変更・中止になる場合がございます。予めご了承下さい。

磐越自動車道
磐越西線
国道49号線

発売元／一般社団法人 猪苗代観光協会

至小出

ご案内 ACCESS

福島県耶麻郡猪苗代町大字千代田字扇田1番地4 ☎（0242）
62-2048

「いなエール」
や猪苗代の観光情報はホームページを見てネ!!

http://www.bandaisan.or.jp

猪苗代観光協会

猪苗代湖

東北新幹線

約1時間30分

郡山

JR磐越西線

約35分

猪苗代

浦和
IC

約210km

約2時間30分

郡山
JCT

71

販売
期間

約30km

約20分

猪苗代
磐梯高原
IC

詳しくは
発売元

金

月 日

上野
東京

鉄道コース▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶ 東北・磐越高速自動車道マイカーコース▶▶▶
東京

令和4年

から

猪苗代観光協会窓口

仙台

利用
期間

令和4年

※販売期間中にチケットが完売になった場合は
終了となりますので、
お早めにお買い求めください。

令和4年

7 1 12 31
金

月 日

月

土

日

http://www.bandaisan.or.jp いなわしろ応援商品券（いなエール） 検 索

一般社団法人 猪苗代観光協会

福島県耶麻郡猪苗代町
大字千代田字扇田1番地4

☎（0242）62-2048

いなエールチケット参加店

TEL.0242-62-3554
FAX.0242-62-4855
磐梯山の麓に位置する民宿
です。土 津 神 社まで 徒 歩 5
分。

TEL.0242-62-3846

ペンション
KOGETSU

TEL.0242-62-5205
FAX.0242-62-5115
天然はやま温泉。テニスコー
ト隣 接 。全 客 室バストイレ
付。ペット同伴不可です。

貸別荘コテージ
オールリゾートサービス
TEL.0242-63-0355
FAX.0242-63-1062

貸 別 荘＆コテージをまるご
と貸切！お手軽にグランピン
グをお楽しみください！

THE GELANDE BBQ
INAWASHIRO
TEL.0242-62-5100
FAX.0242-62-5532

TEL.0242-63-1585

TEL.0242-65-2707
FAX.0242-65-2297

レストラン白鳥

TEL.0242-66-2233
FAX.0242-62-2633

TEL.0242-66-2233
FAX.0242-62-2633

TEL.0242-62-5737
FAX.0242-62-5137

TEL.0242-66-2540
FAX.0242-66-3304

会津豊玉

お菓子の蔵
太郎庵 猪苗代店

㈱国際米流通
センター

佐藤製麺所

㈱サトーデンキ

㈱清水屋製麺

合資会社
稲川酒造店

工房 ポプリ

世界のガラス館
猪苗代店

セブンイレブン
猪苗代駅前通り店

セブンイレブン
猪苗代バイパス店

セブンイレブン
猪苗代リゾート入口店

TEL.0242-65-2062
FAX.0242-93-6186

TEL.0242-66-2020

TEL.0242-62-3318
FAX.0242-62-3795

TEL.0242-64-2228
FAX.0242-64-2832

TEL.0242-62-2001
FAX.0242-65-2167

TEL.0242-62-2011
FAX.0242-62-2031

TEL.0242-63-0100
FAX.0242-63-0103

ホンダワイナリー
ワイン工房あいづ

道の駅猪苗代

(有)牛木精肉店

(有)おしやれセンター
折笠

(有)おしやれセンター折笠
リオンドール店

(有)麹屋商店

TEL.0242-64-3448
FAX.0242-64-2244

TEL.0242-62-3138
FAX.0242-62-3247

TEL.0242-62-5500
FAX.0242-62-5500

TEL.0242-36-7676
FAX.0242-36-7544

TEL.0242-66-2223
FAX.0242-66-2246

はじまりの美術館

TEL.0242-66-2014
FAX.0242-66-2855
会津の美味しい地酒と凍餅
は人気のお土産ですよ！

TEL.0242-62-2810
FAX.0242-62-2810

古民家を移築再生し絵画を
展示、ドリンクやスイーツを
提供しています。

TEL.0242-66-2233
FAX.0242-62-2633
リステルパーク内にある花
と香りの 楽 園、約 5 0 0 種の
ハーブとアンブレラスカイが
お待ちしております。

TEL.0242-65-2811
FAX.0242-65-2811
明治41年に建てられた皇族
別邸。国指定文化財で一般
公開しております。

TEL.0242-85-7867
FAX.0242-23-7122
野口英世の生涯と業績を紹
介する博物館。子どもから大
人まで楽しめる施設です。

TEL.0242-62-3454
FAX.0242-23-8185
築約140年の酒蔵を改修し
た小さな美術館。様々なテー
マの企画展、イベントを開催
しています。

（有）せんべや

(有)中村金物店

（有）宝来堂製菓

（有）リカーショップ
うかわ

TEL.0242-62-3517

TEL.0242-62-2009
FAX.0242-62-2019

TEL.0242-64-3717
FAX.0242-64-3718

あんこたっぷりの揚げまん
じゅうが人気。確実に買うに
はご予約ください。

いろいろな物を売っていま
す。

磐梯山麓で採取した笹の葉
で包んだ「笹だんご」をぜひ
ご賞味ください。

猪苗代スキー場

リステルパーク＆
スキーファンタジア

会津日石販売㈱
白鳥ケ浜給油所

猪苗代タクシー
有限会社

宇川
ブルーベリー園

㈱磐梯マリーン

TEL.0242-62-5100
FAX.0242-62-5532
冬のリフト営業のほか、夏は
登山者向けや絶景を楽しむ
展望リフトとして営業いたし
ます。

TEL.0242-66-2233
FAX.0242-62-2633

ウインタースポーツやツリー
アドベンチャー、パークゴル
フなど四 季を通してお楽し
みいただけます。

TEL.0242-62-3654
前方は磐 梯山、後方は猪苗
代 湖と景 色のすばらしいス
タンドです。

TEL.0242-62-3636
明るく優しいドライバーが笑
顔で皆様をお待ちします。

TEL.070-4436-1185
FAX.0242-93-7368
ブルーベリー摘み取りのほ
か、加工品や農産 物の直売
も行っております。

その他

野口英世記念館

肉のおおくぼ
TEL.0242-62-3007
FAX.0242-62-2983
会津ブランド認定国産馬刺
しや福島 牛、県 産 豚を取り
扱う老舗精肉店です。

その他

国指定重要文化財
天鏡閣

TEL.0242-62-3814

緑の村がすぐ近く！県道７号
沿いのお店です。

国 産 の 原 料 に無 添 加 で 安
心、安全。猪苗代の風土で一
年かけて熟成させています。

その他

猪苗代ハーブ園

TEL.0242-62-3167
FAX.0242-62-3191

レストラン
梨の木

115号線沿いの使いやすい
お店です。ぜひご利用くださ
い。

普段着からおよばれ着まで、
デザインが豊富です。

その他

アトリエ/絵画館
山てらす

TEL.0242-62-3524

道の駅猪苗代の中にある甘
味 処です。焼きだんごや揚
げまんじゅうがおすすめで
す。

猪苗代駅から直進８００ｍ。
セブンカフェをご利用くださ
い。

普段着からおよばれ着まで、
デザインが豊富です。

遊 ぶ

渡八商店

遊 ぶ

さくらサシミ・福島牛焼肉各
種。総菜（唐揚げ、メンチ、コ
ロッケ、ハンバーグ）など。

見 る

磐越道猪苗代磐梯高原ICか
ら3 0 0 m。会津 地 域の土 産
物をはじめ数多くの商品を
取り揃えています。

見 る

ワイン造りにガラス樽を使
用しておりますので果 実以
外 の成分が入らないすっき
りした味わいです。

見 る

地域一番の品揃え！旅のお
みやげ、思い出に、地酒を豊
富に取り揃えています。

見 る

名物「天ぷらまんじゅう」の
店。

見 る

買 う

当店おすすめの薄皮饅頭は
日本三大饅頭の一つになっ
ております。

TEL.0242-62-2159
FAX.0242-63-1726

TEL.0242-62-3192
FAX.0242-62-3192

TEL.0242-65-2750
FAX.0242-65-2819
お客様に安全と信頼をお約
束するヤマハマリン販 売 店
最高位の「トラスト店」承認
販売店です。

買 う

ぷちショップ
つるや酒店

TEL.0242-72-1633
FAX.0242-72-1634

買 う

日乃出屋物産店

TEL.0242-62-4373
FAX.0242-62-4373

買 う

磐梯高原柏屋

買 う

世界各地から集められた神
秘的で美しいガラス製品の
展示、販売しています。

買 う

毎日心を込めて焼き上げて
います。一番人気は食パンと
クィーンブレッドです。

買 う

猪苗代にお 越しの際は、是
非お立ち寄りください。

買 う

生そば、生うどん、生ラーメン
など猪苗代のおいしい麺を
お土産にどうぞ。

買 う

携帯電話の充電器など旅先
での相談ごと、ご相談くださ
い。

買 う

1食170ｇのボリュームの麺
量と頑固職 人オリジナルの
自慢スープ。

買 う

米（玄米）でASIAGAPの認
証取得、おいしさを提供しま
す。

買 う

「会津の天神さま」は、子 供
達の元気な成長を願い創製
したブッセ菓子です。

買 う

買 う

四季折々の和菓子を厳選し
た材 料で手 作りしておりま
す。

TEL.0242-63-0175
FAX.0242-63-0176

TEL.0242-62-3370

石窯で焼く、本格的ピッツァ
です。

買 う

ジュー シ ー な 挽 肉 の ハン
バーグを自家栽 培の美味し
いお米と一緒にどうぞ！

買 う

カレー、ハンバーグ、牛丼、最
高級A5ステーキ、和牛の美
味しさ色々！

買 う

ちょっと贅沢にホテルランチ
しませんか？レディースセッ
ト2,000円（税込）

買 う

ホテルで提 供している料理
のクオリティを凝縮！テイク
アウトでお楽しみください。

買 う

街中から裏磐梯方面へ車で
５分程のところにある小さ
なお店です。

買 う

道の駅猪苗代の中にあるス
ナックとスイーツのお店 で
す。

買 う

木 陰のドックランが 併 設さ
れた愛犬と一 緒に楽しめる
施設です。

買 う

会津へ来たなら、喜多方ラー
メンを食べてみてください。

買 う

会津産のそば粉十割の完全
手打ちそばです。

買 う

わっぱ飯、おそば、ソースか
つ 丼 を提 供しております 。
ゆっくりお楽しみください。

買 う

毎朝打つ猪苗代産のそば粉
を使った手打ちそばと、そば
粉の入ったピザがおすすめ。

買 う

買 う

植物園のようなお店。
自家製
野菜や果実を使ったカレー
やスイーツを提供しています。

食べる

レストラン
ウッドペッカー

食べる

レストラン
ファムネット

食べる

りすてる亭
テイクアウト弁当

食べる

Lunch＆Café
Sunny

食べる

Snack&Sweets
磐梯スノーDogs

食べる

Run＆Cafe
磐梯スノーDogs

食べる

来夢 猪苗代店

食べる

ラ・ネージュ

食べる

芳本茶寮

食べる

森の空 KAZU

食べる

ボタニカルショップ＆
ファーマーズカフェ

食べる

食べる

ひれソースカツ丼がおすす
めです。
（オリジナルソースで
す）

食べる

TEL.0242-23-7747
FAX.0242-23-7749
見祢集落のみんなで運営し
ている農家レストランです。

TEL.0242-62-5558
FAX.0242-83-0184

すし割烹 はな〇

ほうらい堂

TEL.0242-67-1250
FAX.0242-67-1240
貸 切のウッドデッキで本 格
的なBBQ 体験ができます。
アクティビティもあります。

TEL.0242-62-2110
FAX.0242-62-2110

猪苗代湖の雄大な自然を生
かしたキャンプ場です。

磐梯高原
南ヶ丘牧場

安心安全にお過ごしいただ
けますよう感染防止対策を
徹底しております。

TEL.090-2437-2038

TEL.0242-67-4133
FAX.0242-67-4130

飲み食い処 郷

猪苗代町産のこだわりの手
打ちそばや豆ずり餅をぜひ
ご賞味ください。

TEL.0242-23-8998
FAX.0242-23-8998

天神浜
オートキャンプ場

農家レストラン結

一般食堂で、丼もの、ラーメ
ン、そば、うどんを提 供して
います。

TEL.0242-23-8998
FAX.0242-23-8998

囲炉裏と源泉かけ流しの天
然温泉（24時間入浴可）。

ぬまじりの森

ジャズを聴きながら店主こ
だわりの会津手打ちそばを
お楽しみください。

TEL.0242-72-1720

TEL.0242-63-1746
FAX.0242-63-1750

新鮮な魚介類を仕入れてお
ります。マグロの仕入れには
特に力を入れております。

心を込めたおもてなしで 皆
様のご来 店をお待ちしてお
ります。

TEL.0242-62-5070
FAX.0242-62-5070

ペンション
コッヘル磐梯

絶景の猪苗代湖や磐梯山を
挑みながら、ゲレンデで手ぶ
らBBQを楽しめます。

価 格も激安でボリューム満
点の本 場の味！オードブル
やテイクアウトもできます。

TEL.0242-62-5515
FAX.0242-62-2603

沼尻高原ロッジは登山家田
部井淳子さんが愛した場所
です。源泉かけ流し。

馬刺しや冷 麺等取り扱って
います。

町 で は一 番 古 い そば 屋 で
す。季節に応じたメニューが
人気。

TEL.0242-93-5675
FAX.0242-93-5675

TEL.0242-93-8101
FAX.0242-93-8102

ひまわり名物土鍋煮込みハ
ンバーグをぜ ひ 味わってく
ださい。

地元素材を使 用したパティ
シエ自慢のスイーツをお楽し
みください。

Ca-Ga

沼尻高原ロッジ

スタミナラーメンと煮込みカ
ツ丼が人気の大 衆 食 堂。今
年10 0周年の中ノ沢こけし
関連商品取扱店。

牧 場 の 牛 肉 や ガ ーン ジイ
ゴールデンミルクを使 用し
た料理や商品がおすすめで
す！

TEL.0242-36-7070
FAX.0242-93-9320

食べる

酒匠房 艸（KUSA）

庭園を眺めながら入浴でき
る露天 風呂、お食事はお部
屋出しです。

泊まる
︵コテージ︶

TEL.0242-65-2828
FAX.0242-65-2118

やまき屋

TEL.0242-64-3111
FAX.0242-64-3163

泊まる
︵ペンション︶

TEL.0242-65-2851
FAX.0242-63-1084

TEL.0242-64-3128
FAX.0242-64-3128

和洋室、ロフト付き洋室など
色々な部屋があり、お風呂は
家族風呂です。

庭園露天風呂の宿
朝日屋旅館

泊まる
︵旅館︶

TEL.0242-65-2708
FAX.0242-65-2708

小西食堂

TEL.0242-63-0234
FAX.0242-93-6047

食べる

TEL.0242-63-2802
FAX.0242-63-2802

猪苗代駅から徒歩５分の民
宿 で す 。お 待 ちしておりま
す。

ペンション
かぷりーす

食べる

美蕎旬菜
三城 三茶カフェ

TEL.0242-62-2092
FAX.0242-62-4438

源 泉かけ 流しの宿。男女別
露天風呂。男女別２ヶ所ずつ
の内風呂。

泊まる
︵コテージ︶

ドライブイン磐尚

民宿 藤屋

TEL.0242-64-3421
FAX.0242-64-2331

泊まる
︵ペンション︶

ドライブイン相津

TEL.0242-62-4781
FAX.0242-63-0633

僅か４室だけの森の中の小
さな隠れ宿。貸 切制の露天
風呂あり。

田村屋旅館

泊まる
︵旅館︶

天蕎庵

キッチン
ひまわり

TEL.0242-63-0855
FAX.0242-63-0855

食べる

ハーフサイズのラーメンとサ
イドメニューが食べ放題、お
みやげ物もそろうお店です。

磐梯猪苗代民宿組合会員の
民宿です。

食べる

沼尻高原ロッジに隣 接する
カフェ、オリジナルコーヒー
やランチをご 準 備していま
す。

食べる

磐梯山が一望できる大きな
手 打ち蕎麦 処。結 婚式で振
る舞う「祝言そば」が人気。

新 鮮 な 魚 はもちろん 揚 げ
物、焼き物などご満足いただ
けます。お 酒の種 類も豊富
です。

TEL.0242-62-3367
FAX.0242-63-1838

ペンション
ヴェルレーヌ

食べる

TEL.0242-62-5055
FAX.0242-62-5056

民宿 鈴木屋

大きな客室付露天風呂とお
部屋でのお食事でくつろぎ
のひとときを。

泊まる
︵民宿︶

河京ラーメン館
猪苗代店

夕食はジンギスカン鍋。馬刺
しやこづゆなど会津の郷土
料理も味わえます。

TEL.0242-62-5600
FAX.0242-62-2656

泊まる
︵ペンション︶

体育館完 備。自家 精 米と自
家野菜でおもてなし。大きな
お風呂で温泉気分。

TEL.0242-63-0570
FAX.0242-62-4250

静楓亭

泊まる
︵旅館︶

TEL.0242-62-3751
FAX.0242-62-3761

ペンション RB

食べる

TEL.0242-93-7081
FAX.0242-93-7082

スポーツビレッヂ
朝日荘

食べる

cafe&activity
nowhere

4か所6種の貸 切風呂、ジャ
グジー 付きプレミアムルー
ムあります！

中ノ沢温泉街から離れた場
所に佇む一軒宿。ゆっくりと
お休みください。

泊まる
︵民宿︶

猪苗代駅から徒歩５分の民
宿 で す 。お 待 ちしておりま
す。

TEL.0242-65-2034
FAX.0242-65-2540

TEL.0242-64-3789
FAX.0242-64-3790

泊まる
︵ペンション︶

TEL.0242-62-4072
FAX.0242-62-4072

ヒーリング イン
ホワイトペンション

泊まる
︵民宿︶

観光荘

1日2組限定の大人の宿。4名
様から貸切可能です。

御宿 万葉亭

泊まる
︵旅館︶

源 泉かけ 流しと貸 切温 泉、
客室を出れば直ぐに自然豊
かな館外へ出られます。

TEL.0242-63-1900
FAX.0242-63-1901

泊まる
︵ペンション︶

TEL.0242-85-6003

御もてなしの宿
悠ゆ亭

泊まる
︵旅館︶

温泉ロッジ・
アルピナ

食べる

TEL.080-3459-2785

TEL.0242-62-3898

会津料理と地酒の小さな温
泉宿です。ご旅行の拠点とし
てぜひご利用ください。

食べる

TEL.0242-63-2168
FAX.0242-63-2168

おもてなし処
わたや

TEL.0242-65-2611
FAX.0242-65-2624

泊まる
︵民宿︶

TEL.0242-62-2330
FAX.0242-62-4659

お米コンテストでも受賞した
自家精米が自慢の農家民宿
です。

翁島温泉
玉の湯旅館

泊まる
︵ペンション︶

TEL.0242-62-5137
FAX.0242-62-5137

TEL.0242-62-3402
FAX.0242-62-3405

※宿泊予約サイトからの予約では、
使えない場合があります。
泊まる
︵旅館︶

デニーズ猪苗代
インター店

会津猪苗代の宿
神田荘

食べる

台湾料理 食の味

TEL.0242-72-0212
FAX.0242-72-0213

食べる

そば処
しおやぐら

食べる

スィーツ＆カフェ
ファブール

食べる

お食事のみも大歓 迎！お子
様 連れでも安心してご来 店
いただけます。

食べる

オンリーワンのソースカツ丼。

食べる

食べる

会津ブランド認定最高級馬
刺し専門店。おしゃれなラン
チもあります。

磐梯山の絶景を展望しなが
ら、お 食事と最高品質の地
ビールをお楽しみいただけ
ます。

いわはし館

ファミリー大歓迎の宿。

食べる

TEL.0242-63-2177
FAX.0242-63-0103

オーナー手 作りのログハウ
スペンションです。あなたの
別荘気分でお寛ぎください。

TEL.0242-63-0063
FAX.0242-63-0063

泊まる
︵民宿︶

猪苗代
地ビール館

TEL.0241-32-2288
FAX.0241-32-3048

磐梯山の麓に位置する自家
源 泉の温 泉で、大 浴 場より
猪苗代湖が眺望できます。

泊まる
︵ペンション︶

1日2組様限定。客室は源泉
かけ流し露天風呂付。

ログペンション
木輪

TEL.0242-63-1616
FAX.0242-63-1590

泊まる
︵旅館︶

TEL.0242-65-2481
FAX.0242-65-2482

源泉掛け流しの効能ある温
泉をお楽しみください。

食べる

TEL.0242-62-3220

リフレッシングイン
ウエルカム・ウエルカム

食べる

居酒屋食堂
日々喜

源 泉かけ 流し１００％天 然
温泉でのんびり。

TEL.0242-64-3214
FAX.0242-64-3187

温泉ペンション
ブンブン

泊まる
︵民宿︶

体験メニュー：赤べこ・小法
師絵付け・工作・星空観察な
ど。ガイドセンター併設。

TEL.0242-64-3911
FAX.0242-64-2013

旅館 白城屋

猪苗代湖を目の前に眺めな
がらお食事もできます。

猪苗代 四季の里

泊まる
︵ペンション︶

TEL.0242-63-0369
FAX.0242-63-0379

森の旅亭
マウント磐梯

泊まる
︵ペンション︶

ペンション
ぽぽんた

豊かな自然の中で心地よい
風と静寂に包まれ、癒しの時
間をお過ごしください。

TEL.0242-65-2111
FAX.0242-65-2114

泊まる
︵旅館︶

2019年9月より山形蔵王の
名湯一門高見屋グループと
して生まれ変わりました。

TEL.0242-64-3300
FAX.0242-64-3842

レイクサイドホテル
みなとや

泊まる
︵旅館︶

TEL.0242-64-3333
FAX.0242-64-3335

ホテル
プルミエール箕輪

泊まる
︵ホテル︶

TEL.0242-62-2064

磐梯名湯リゾート
ボナリの森

食べる

あまの食堂

ヨーロピアンクラシカル調
ホテル。全 室レイクビュー、
四季のパノラマが魅力です。

泊まる
︵ペンション︶

和食のペンション。自然の中
で遊んでください。

食べる

TEL.0242-23-9279
FAX.0242-23-9289

食べる

食べる

会津ブランド馬刺し専門店
大久保商店

TEL.0242-64-3373
FAX.0242-64-2422

TEL.0242-66-2233
FAX.0242-62-2633

泊まる
︵旅館︶

お子様歓 迎の気 取らぬ宿。
全館禁煙、貸切風呂、夏は野
菜を自家栽培しています。

ペンション見鳥

泊まる
︵ペンション︶

TEL.0242-67-1010
FAX.0242-67-1011

渓流露天風呂の宿。

泊まる
︵ペンション︶

泊まる
︵ペンション︶

ペンション
すまいる

TEL.0242-64-3311
FAX.0242-64-3312

ホテル
リステル猪苗代

泊まる
︵ホテル︶

源泉かけ流し庭園露天風呂
の宿。

磐 梯山の麓、眼下に猪苗代
湖眺望。

泊まる
︵旅館︶

TEL.0242-64-3621
FAX.0242-64-3264

磐梯西村屋

TEL.0242-62-4132
FAX.0242-62-4118

泊まる
︵ホテル︶

磐 梯山の麓に立つ温 泉宿。
猪苗代スキー場、磐 梯山登
山口に一番近い宿。

はやま温泉
猪苗代観光ホテル

泊まる
︵旅館︶

泊まる
︵旅館︶

花見屋旅館

TEL.0242-62-4111
FAX.0242-62-4124

泊まる
︵ホテル︶

泊まる
︵ホテル︶

猪苗代ライジングサンホテル
ヴィライナワシロ

いなエールチケットは下記の参加施設で様々なサービスがご利用できます。
参加店
情報
宿泊施設でご使用の場合は、
予約時に必ず
「いなエールチケット」
を使用する旨、
ご連絡ください。 （6/26現在）

TEL.0242-65-2226
FAX.0242-65-2733
うまい日本酒が揃っているよ！

最新の情報は
ホームページを
ご覧下さい
http://www.bandaisan.or.jp

