
優待施設の追加や優待内容等が変更になる場合がございます。
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スキー場 猪苗代スキー場
福島県耶麻郡猪苗代町字葉山7105
ＴＥＬ　0242-62-5100
ＦＡＸ　0242-62-5532

猪苗代磐梯高原IC 料金割引

センターハウスばんだい大浴場利用料
　無料
（通常料金：中学生以上700円、小学生500円、未就学児無料）
　※１グループの方全員を対象

営業期間・時間
　猪苗代スキー場
　　12/22～3/24
　　8:30～16:30
　センターハウスばんだい大浴場
　　14:00～16:30
定休日
　上記期間中は無休

スキー場 グランデコ　スノーリゾート

福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字荒砂沢
山
ＴＥＬ　0241-32-2530
ＦＡＸ　0241-32-3220

猪苗代磐梯高原IC 料金割引

リフト１日券パック
　リフト１日券＋食事券1,000円分
　　大人（中学生以上）　　5,700円⇒5,000円
　　マスター（50歳以上）　 5,100円⇒4,500円
　　子供（小学生）　　       4,500円⇒4,000円

営業時間
　平日
　　8:30～16:00
　土日祝
　　8:00～16:00
　　　※時期により変動があります
定休日
　無休

スキー場 リステルスキーファンタジア

福島県耶麻郡猪苗代町大字川桁リステル
パーク
ＴＥＬ　0242-66-2233
ＦＡＸ　0242-66-2633

猪苗代磐梯高原IC 料金割引

リフト１日券　20%割引き
　大人　　　　　　3,600円⇒2,880円
　小人・シニア　 2,600円⇒2,080円
※最大5名様まで

営業時間
　8:30～16:30
定休日
　無休

日帰り温泉 森の旅亭　マウント磐梯

福島県耶麻郡猪苗代町大字若宮字上ノ湯
甲2985
ＴＥＬ　0242-64-3911
ＦＡＸ　0242-64-2013

磐梯熱海IC
猪苗代磐梯高原IC

料金割引
日帰り入浴料金割引（100円割引）
　4歳以上　　650円⇒550円
　3歳以下　　無料

営業時間
　日帰り入浴営業時間
　　10:30～16:00
定休日
　不定休

日帰り温泉 田村屋旅館
福島県耶麻郡猪苗代町沼尻温泉
ＴＥＬ　0242-64-3421
ＦＡＸ　0242-64-2331

猪苗代磐梯高原IC 料金割引

日帰り入浴料割引
　中学生以上　　800円⇒500円
　小学生　　　　　500円⇒300円
　小学生未満　　無料

営業時間
　日帰り入浴営業時間
　　10:00～17:00
定休日
　不定休

日帰り温泉
裏磐梯レイクリゾート　五色の森
（旧　裏磐梯猫魔ホテル）

福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字湯平山
1171-1
ＴＥＬ　0241-37-1111
ＦＡＸ　0241-37-1115

猪苗代磐梯高原IC 料金割引

日帰り入浴料割引
　中学生以上　　　　　　　1,200円⇒700円
　4歳以上小学生まで　　　 800円⇒700円
　3歳未満　　　　 　　　　　無料
　　※5名様まで割引いたします。

営業時間
　日帰り入浴営業時間
　　9:00～21:00（最終受付）
　※10:30～13:30清掃となります。

定休日
　無休
　※ホテルクローズ日は除く。

※繁忙日等に日帰り入浴をお断りさせていただくことがあり
ます。
※バスタオル・フェイスタオルはお持ちください。
　　お持ちでない場合は別途タオル代３００円がかかりま
す。
※他の割引サービスとの併用は致しかねます。

日帰り温泉 ホテルリステル猪苗代

福島県耶麻郡猪苗代町大字川桁リステル
パーク
ＴＥＬ　0242-66-2233
ＦＡＸ　0242-66-2633

猪苗代磐梯高原IC 料金割引

日帰り入浴（貸出タオル付）割引
　中学生以上　　1,000円⇒800円
　小学生　　　　　  500円⇒400円
　小学生未満　　無料
※最大5名様まで

営業時間
　10:00～20:00
定休日
　無休
※休館日利用不可
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https://www.inawashiro-ski.com/
https://www.snow-grandeco.com/
http://www.listel-inawashiro.jp/snow_season/
http://m-bandai.inawasiro.com/
http://www.naf.co.jp/tamuraya/
http://www.lakeresort.jp/
http://www.lakeresort.jp/
http://www.listel-inawashiro.jp/
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日帰り温泉
宿泊 磐梯高原リゾート・イン　ぼなり

福島県耶麻郡猪苗代町大字蚕養字沼尻山
甲2855-550
ＴＥＬ　0242-64-3333
ＦＡＸ　0242-64-3335

猪苗代磐梯高原IC
料金割引
宿泊特典

日帰り入浴料割引
　中学生以上　　     600円⇒400円
　3歳以上小学生　　300円⇒200円
　3歳未満　　　        無料
ドリンクサービス
　ご宿泊（１泊２食付き）のお客様、夕食時にワンドリンクサービス

営業時間
　日帰り入浴営業時間
　　10:00～16:00
　　　※お正月の特別期間中及び宿泊予約状況
　　　　に応じて、入浴時間の変更がございます。
　　　　事前にお問い合わせください。
　チェックイン　14:30～22:00（最終チェックイン）
　チェックアウト　10:00
定休日
　不定休

日帰り温泉
宿泊 休暇村　裏磐梯

福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字小野川
原1092-3
TEL　0241-32-2421
FAX　0241-32-2422

猪苗代磐梯高原IC 料金割引

日帰り入浴料割引
　中学生以上　　     800円　⇒　600円
　4歳以上小学生　　400円　⇒　300円
　3歳以下　　          無料
宿泊料金割引（10％割引）
　スタンダードプラン1泊2食付き料金を10％割引
　　※スタンダードプラン詳細については事前にお問合せ
　　　下さい
　　※電話または公式サイトからの直接予約が対象

営業時間
　お問い合せ時間
　　9:00～21:00
　日帰り入浴営業時間
　　12:30～16:00
　　　※事前にお問い合わせください
　ご宿泊
　　チェックイン　　15:00
　　チェックアウト　10:00
定休日
　無休
　　※年に数日館内メンテナンス休館日あり
※各種割引との併用不可

観光・物産・飲食 ラビスパ裏磐梯

福島県耶麻郡北塩原村大字大塩字桜峠
8664-5
ＴＥＬ　0241-33-2200
ＦＡＸ　0241-33-2001

猪苗代磐梯高原IC
会津若松IC

料金割引

入館料割引（10％割引）
　いきいきコース（プール＋温泉入浴　開館時間10:00～）
　　中学生以上　   1,550円⇒1,400円
　　3歳以上小学生　930円⇒840円
　　3歳未満　無料
　　　※「いきいきコース　15時～」の料金には適用不可
　　　※他割引サービスとの併用不可
　のびのびコース（温泉入浴　終日）
　　中学生以上　520円⇒470円
　　3歳以上小学生　310円⇒280円
　　3歳未満　無料

営業時間
　10:00～19:30（最終入館受付19:00）
　　※プールゾーン　19:00まで
　　※温泉入浴　19:30まで
定休日
　毎週火曜日
※他割引サービスとの併用不可

観光・物産・飲食 漆芸工房　角田

福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字曽原山
1096-217
ＴＥＬ　0241-23-7227
ＦＡＸ　0241-23-7227

猪苗代磐梯高原IC 料金割引

漆器・漆芸品割引（10％割引）
　大小パネル・乾漆・花器・棗・椀等様々な漆芸品等を常設展示、
　販売しています。
体験料金割引（100円割引）
　蒔絵・沈金体験　皿　1,300円⇒1,200円
　　※体験メニューについては事前にお問合せ願います

営業時間
　10:00～16:00
定休日
　不定休
※休業予定日はホームページをご覧ください

観光・物産・飲食 磐梯高原　南ヶ丘牧場

福島県耶麻郡北塩原村大字磐根字遠山
1039-38
ＴＥＬ　0242-65-2707
ＦＡＸ　0242-65-2297

猪苗代磐梯高原IC
磐梯河東IC

料金割引
料金割引
　ロッジ内レストラン・売店をご利用のお客様レジにて5%割引

営業時間
　　8:00～16:00（12月～3月）
　　8:00～17:30（4月）
　※冬期間（1月～3月）は土日・祝祭日のみ営業
定休日
　冬期間（1月～3月）の平日

http://www.bonari.or.jp/
https://www.qkamura.or.jp/bandai/
http://laviespa.com/
https://www.tsunoda-shitsugei.com/
http://www.minamigaoka.co.jp/bandai/
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観光・物産・飲食 しおやぐら
福島県耶麻郡猪苗代町新町4875-2
ＴＥＬ　0242-62-2330
ＦＡＸ　0242-62-4659

猪苗代磐梯高原IC 来店特典
一品料理サービス
　季節に応じた一品料理をサービス

営業時間
　11:00～18:00
　　※ラストオーダー17:30
定休日
　火曜日
　　※祝日の場合は営業いたします

観光・物産・飲食 中華料理レストラン西湖
福島県耶麻郡猪苗代町長浜870
ＴＥＬ　0242-65-2111
ＦＡＸ　0242-65-2114

猪苗代磐梯高原IC 来店特典
ソフトドリンクサービス
　※　お食事ご利用時にお申し出願います

営業時間
　昼11:00～14:30
　夜16:00～20:30
　　※夜　ラストオーダー20:00
定休日
　不定休

観光・物産・飲食 喜多方ラーメン来夢　猪苗代店
福島県耶麻郡猪苗代町字梨木西71-1
ＴＥＬ　0242-72-1720
ＦＡＸ　0242-72-1720

猪苗代磐梯高原IC 来店特典 ラーメン１杯につき半熟煮玉子１コサービス

営業時間
　11:00～21:00
　　※ラストオーダー21:00
定休日
　無休

観光・物産・飲食 会津猪苗代の宿　神田荘
福島県耶麻郡猪苗代町字横マクリ570-1
ＴＥＬ　0242-62-3402
ＦＡＸ　0242-62-3405

猪苗代磐梯高原IC 料金割引

自家精米割引
　玄米いづれの品種も30キロ　500円割引
　　※その他の規格は除く
　　リンク先　https://www.kandasou.com/jikaseisanmai/

営業時間
　自家精米販売時間
　　9:00～17:00
定休日
　不定休

宿泊 レイクサイドホテル　みなとや
福島県耶麻郡猪苗代町長浜870
ＴＥＬ　0242-65-2111
ＦＡＸ　0242-65-2114

猪苗代磐梯高原IC 宿泊特典
ソフトドリンクサービス
　※ご宿泊のお客様でご夕食時にお申し出願います

営業時間
　チェックイン　16:00～23:00（最終チェックイン）
　チェックアウト　10:00
定休日
　不定休

宿泊
Ｇｕｅｓｔｈｏｕｓｅ　Ｅｎ（ゲストハウ
ス　えん）

福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字曽原山
1095-60
ＴＥＬ　0241-23-5552
ＦＡＸ　0241-23-6071

猪苗代磐梯高原IC 宿泊特典
ネイチャークラフト体験無料
　※ご宿泊のお客様が対象

営業時間
　チェックイン　16:00～22:00（最終チェックイン）
　チェックアウト　9:30
定休日
　ご予約があれば無休

宿泊 ペンション　バディ

福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字曽原山
1095-59
ＴＥＬ　0241-32-2920
ＦＡＸ　0241-32-2925

猪苗代磐梯高原IC 宿泊特典

会津の地酒1合サービス（もしくはソフトドリンクサービス）
　地元の酒屋さんお勧めの地酒をサービス
　　※ご宿泊のお客様が対象
　　※夕食のご提供時間を20時までとさせていただきます。

営業時間
　チェックイン　15:00～24:00（最終チェックイン）
　チェックアウト　10:00
定休日
　無休

宿泊 カントリーイン　雲のアルルカン

福島県耶麻郡磐梯町大字磐梯字七ツ森
7426-30
ＴＥＬ　0242-73-2035
ＦＡＸ　0242-73-3876

猪苗代磐梯高原IC
磐梯河東IC

宿泊特典
ご宿泊特典
　夕食時グラスワイン１杯サービス
　　※お申込者を含む１グループをサービス対象

営業時間
　チェックイン　15:00～20:00（最終チェックイン）
　チェックアウト　10:00
定休日
　不定休

宿泊
しゃくなげ平
貸別荘＆コテージオールリゾー
ト・サービス

〒969-3111
福島県耶麻郡猪苗代町字出雲壇35-1
ＴＥＬ　0242-63-0355
ＦＡＸ　0242-63-1062

猪苗代磐梯高原IC 宿泊特典

スパークリングワイン１本プレゼント
　※ご宿泊予約時にお申し出願います
　※１組様に１本
　※他の割引との併用は不可

営業時間
　電話受付時間　8:30～18:00
　チェックイン　15:00～17:00（最終チェックイン）
　チェックアウト　～10:00
定休日
　無休

宿泊
バリアフリーペンション　ユートピ
ア丸

福島県耶麻郡磐梯町大字更科字狸石
3082-10
ＴＥＬ　0242-73-4388
ＦＡＸ　0242-73-4389

猪苗代磐梯高原IC
磐梯河東IC

宿泊特典

ドリンクサービス
　ご宿泊のお客様
　　ソフトドリンクサービス
　ペアご宿泊のお客様
　　缶ビールまたは酎ハイをおひとり様１缶サービス

営業時間
　電話受付時間　7:00～21:00
　チェックイン　15:00～19:00（最終チェックイン）
　チェックアウト　～10:00
定休日
　不定休

http://sioyagura.la.coocan.jp/
http://www.h-minatoya.com/restaurant.html
http://www.umai-kitakata.co.jp/nakama/inawashiro.html
https://www.kandasou.com/
http://www.h-minatoya.com/
https://www.facebook.com/ghouse.en/
https://www.facebook.com/ghouse.en/
https://www.buddy.to/
http://c-arlequin.travel.coocan.jp/
https://www.cottage.co.jp/
https://www.cottage.co.jp/
https://www.cottage.co.jp/
http://www.pension-utopia.kokage.cc/
http://www.pension-utopia.kokage.cc/
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宿泊
レイクサイドイン　ベイクド・ポテ
ト

福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字曽原山
1096-520
ＴＥＬ　0241-32-2127
ＦＡＸ　0241-32-2085

猪苗代磐梯高原IC 宿泊特典
グラスワインまたはソフトドリンク１杯サービス
　※お申込者様を含むご宿泊（夕食付）のお客様（１グループ）に限定

営業時間
　チェックイン　15:00～18:00（最終チェックイン）
　チェックアウト　～10:00
定休日
　無休

宿泊
Ｎａｔｕｒｅ　Ｃｏｔｔａｇｅ　ＡＫＡＢＥＫ
Ｏ

福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字小野川
原1092-38
ＴＥＬ　0241-32-2151
ＦＡＸ　0241-32-2245

猪苗代磐梯高原IC 料金割引

宿泊料金割引
　１室に付き1,000円ＯＦＦ
※電話予約のみ対象
※予約時にウィンターパス申込である旨申し出て下さい

営業時間
　チェックイン　15:00～18:00（最終チェックイン）
　チェックアウト　9:00～10:00
定休日
　無休

宿泊
ヒーリングイン　ホワイトペンショ
ン

福島県耶麻郡猪苗代町字不動33-13
ＴＥＬ　0242-65-2034
ＦＡＸ　0242-65-2540

猪苗代磐梯高原IC 宿泊特典

ご夕食時果実酒サービス
　ご夕食時に自家製の果実酒お一人様１杯サービス
　　※ご宿泊のお客様を対象
　　※お申込者を含む１グループを対象

営業期間または時間
　チェックイン　15:00～17:30（最終チェックイン）
　チェックアウト　10:00
定休日
　不定休

宿泊 裏磐梯国民宿舎

福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字蛇平原
山1074
ＴＥＬ　0241-32-2923
ＦＡＸ　0241-32-3288

猪苗代磐梯高原IC 料金割引
宿泊料金割引（5％割引）
　ご宿泊のお客様　7,344円⇒6,977円
　　※2名様以上、1泊2食付きの場合に限定

営業時間
　電話受付時間　7:00～21:00
　チェックイン　15:00～20:00（最終チェックイン）
　チェックアウト　10:00
定休日
　無休

http://baked-potato.jp/
http://baked-potato.jp/
http://akabeko.biz/
http://akabeko.biz/
https://white-p.net/
https://white-p.net/
https://www.goshikinuma.jp/


優待施設の追加や優待内容等が変更になる場合がございます。

道路名 エリア名 コーナー・テナント名 特典内容 備考

東北道 安達太良SA（上） レストラン お食事の方にソフトドリンク（当店指定）を1杯サービス ・提示につき、1名さまのみ有効

東北道 安達太良SA（下） レストラン お食事の方にソフトドリンク（当店指定）を1杯サービス
・提示につき、1名さまのみ有効
・他のサービスとの併用は不可

磐越道 五百川PA（上） スナックコーナー 500円以上のお食事の方にコーヒーを1杯サービス
・提示につき、1名さまのみ有効
・他のサービスとの併用は不可

磐越道 五百川PA（下） スナックコーナー 500円以上のお食事の方にコーヒーを1杯サービス
・提示につき、1名さまのみ有効
・他のサービスとの併用は不可

磐越道 磐梯山SA（上） レストラン ホットコーヒーを110円（税込）で販売
・提示につき、1名さまのみ有効
・他のサービスとの併用は不可

磐越道 磐梯山SA（下） ショッピングコーナー ホットコーヒーを110円（税込）で販売
・提示につき、1名さまのみ有効
・他のサービスとの併用は不可

磐越道 阿武隈高原SA（上） ショッピングコーナー コーヒー（ホット・アイス）を50円引き
・提示につき、1名さまのみ有効
・他のサービスとの併用は不可

磐越道 阿武隈高原SA（下） ショッピングコーナー コーヒー（ホット・アイス）を50円引き
・提示につき、1名さまのみ有効
・他のサービスとの併用は不可
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