
分類 施設名 エリア等 TEL

1 旅館 ヴィライナワシロ 磐梯猪苗代はやま温泉/猪苗代スキー場直営 62-4111

2 ホテル 猪苗代観光ホテル 磐梯猪苗代はやま温泉/猪苗代スキー場脇 62-4132

3 ペンション ペンション　コージーイン 磐梯猪苗代はやま温泉/猪苗代スキー場下 62-3470

4 ホテル 猪苗代四季の里 磐梯猪苗代はやま温泉/猪苗代スキー場下 63-1616

5 民宿 やまき屋 磐梯猪苗代はやま温泉/猪苗代スキー場下 62-3554

6 ロッジ ロッジ　スポーツパル 猪苗代スキー場下 63-0220

7 ペンション ペンション　RB 猪苗代スキー場下 63-0570

8 民宿 あるぱいんロッジ 猪苗代スキー場下 62-3350

9 民宿 鈴木屋 猪苗代スキー場下 62-3367

10 民宿 民宿　正幸館 猪苗代スキー場下 62-2548

11 民宿旅館 山中屋 猪苗代スキー場下 62-2422

12 民宿 アットホーム　おおほり 猪苗代スキー場下 62-4316

13 民宿 民宿　雪見荘 猪苗代スキー場下 62-2573

14 ホテル リステル猪苗代 猪苗代温泉/リステルスキーファンタジア併設 66-2233

15 ホテル 猪苗代リゾートホテル 表磐梯温泉/猪苗代リソ゛ートスキー場併設 65-2131

16 その他 国民宿舎　さぎの湯 押立温泉/猪苗代リソ゛ートスキー場下 65-2515

17 ペンション アン・イングリッシュ・イン 天鏡台温泉/猪苗代リソ゛ートスキー場下 63-0101

18 ペンション 湯の宿　アウザ千歳 天鏡台温泉/猪苗代リソ゛ートスキー場下 63-1639

19 ペンション リフレッシングイン　ウェルカム・ウェルカム 天鏡台温泉/猪苗代リソ゛ートスキー場下 65-2481

20 ペンション ペンション　ぽぽんた 磐梯山麓（磐梯山南側） 63-0369

21 ペンション ペンション　かぷりーす 磐梯山麓（磐梯山南側） 63-0234

22 貸別荘 レンタルコテージ　ジョイハウス 剣ヶ峰温泉/磐梯山麓（磐梯山南側） 62-5395

23 ペンション ホワイトペンション 剣ヶ峰温泉/磐梯山麓（磐梯山南側） 65-2034

24 ペンション ペンション　ヴェルレーヌ 剣ヶ峰温泉/磐梯山麓（磐梯山南側） 63-0855

25 ホテル サンダンス・リゾート猪苗代 表磐梯温泉/磐梯山麓（磐梯山南側） 72-0450

26 ペンション ペンション　森林浴 磐梯温泉/磐梯山麓（磐梯山南側） 62-2967
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27 ペンション 温泉ペンション　ブンブン 磐梯温泉/磐梯山麓（磐梯山南側） 63-0063

28 コテージ コテージ　シャムロック 磐梯温泉/磐梯山麓（磐梯山南側） 62-5636

29 旅館 御もてなしの宿　悠ゆ亭 ニュー猪苗代温泉/磐梯山麓 63-1900

30 民宿 スポーツハウス神田荘 町中 62-3402

31 民宿 民宿　松井荘 町中 62-2235

32 民宿 スポーツビレッジ　朝日荘 町中 62-3751

33 貸別荘・コテージ オール・リゾート・サービス 磐梯山麓（磐梯山東側）ほか 63-0355

34 ペンション ペンション　ある日記 磐梯山麓/磐梯山麓（磐梯山東側） 64-2509

35 ペンション ペンション　見鳥 磐梯山麓/磐梯山麓（磐梯山東側） 64-3373

36 ペンション ログペンション　木輪 裏磐梯方面/川上温泉近く 0241-32-2288

37 旅館 大阪屋旅館 中ノ沢温泉 64-3016

38 旅館 旅館　白城屋 中ノ沢温泉 64-3214

39 旅館 花見屋旅館 中ノ沢温泉 64-3621

40 旅館 平澤屋旅館 中ノ沢温泉 64-3821

41 旅館 扇屋旅館 中ノ沢温泉 64-3221

42 旅館 リゾート・インぼなり 中ノ沢温泉 64-3333

43 ペンション ペンション　すまいる 中ノ沢温泉手前/R115号左に入る 67-1010

44 旅館 森の旅亭　マウント磐梯 横向温泉/横向スキー場併設 64-3911

45 旅館 玉の湯旅館 翁島温泉 65-2611

46 旅館 たなべの湯 西ノ沢温泉 65-2533

47 ホテル みなとや 麦飯石の湯/猪苗代湖畔長浜 65-2111

48 民宿 観光荘 駅周辺 62-4072

49 民宿 民宿　藤屋 駅周辺 62-2092

50 旅館 レークサイド磐光 猪苗代志田浜温泉/猪苗代湖畔志田浜 66-2711
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1 遊ぶ リステルスキーファンタジア 川桁山 スキー場 66-4111

2 遊ぶ ファミリースノーパーク　ばんだい☓2 磐梯山（東側） スキー場 93-8530

3 遊ぶ 猪苗代スキー場 磐梯山（南側） スキー場 62-5100

4 遊ぶ 猪苗代リゾートスキー場 磐梯山（南側） スキー場 65-2131

5 遊ぶ 箕輪スキー場 箕輪山 スキー場 64-3377

6 遊ぶ いなわしろ伝保人 ガイド 090-2955-4957

7 遊ぶ 森の楽校フォレストランド スノーシューガイド、工作体験他 72-1181

8 温泉 湯郷　布森山 R115沿い 日帰り温泉 64-2811

9 買う 宝来堂製菓 中ノ沢温泉街 笹だんご、そばだんご他 64-3717

10 買う 日乃出屋物産店 中ノ沢温泉街 人気の天ぷらまんじゅう他 64-3448

11 買う ミニショップ　さかえ 中ノ沢温泉街 会津の酒、つまみ 64-3127

12 買う ビルゴ洋菓子店 R115沿い ケーキ、焼き菓子他 62-5472

13 買う セブンイレブン　猪苗代若宮店 R115沿い コンビニ 64-2242

14 買う ローソン猪苗代三郷店 R115沿い コンビニ 62-2125

15 買う 太郎庵　猪苗代店 R115沿い 会津銘菓　和菓子、ケーキ他 62-5558

16 買う 佐藤製麺店 川桁駅/商店街 喜多方生ラーメン 66-2020

17 買う 会津日石販売（株）白鳥ヶ浜ＳＳ R49沿い 堅田 ENEOSガソリンスタンド 62-3654

18 買う 磐梯マリーン R49沿い 長浜 スノーモービルレンタル、備品他 65-2750

19 買う 世界のガラス館 R49沿い 野口記念館ｴﾘｱ ガラス製品各種　体験あり 63-0100

20 買う コスメティックステーション　びーなす ﾖｰｸﾍﾞﾆﾏﾙ内 化粧品 62-2078

21 買う お菓子工房　Fuchs　Berg 駅前通り 地元食材を使ったｵﾘｼﾞﾅﾙｹｰｷ他 62-5539

22 買う ワイン工房　あいづ 猪苗代駅近く 自家製ワイン　醸造体験可能 62-5500

23 買う 青木呉服店 猪苗代駅前 衣料品 62-3100

24 買う パナレイク 警察所通り 家電品 62-4881
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25 買う 會津豊玉 警察所通り 材料厳選の和菓子 62-2110

26 買う ぷちショップ　つるや 警察所通り 酒類・つまみ　激安！ 62-3138

27 買う セブンイレブン　猪苗代リゾート入口店 県道7号沿い コンビニ 62-3192

28 買う せんべや 県道7号沿い 揚げまんじゅう、駄菓子他 62-3517

29 買う 野口商店 町商店街 タイヤ、タイヤチェーン 62-2033

30 買う おしゃれセンター　折笠 町商店街 衣料品 62-2159

31 買う 民宿　松井荘 町商店街 62-2235

32 買う 中村金物店 町商店街 金物全般、スノースコップあり 62-2009

33 買う 工房ポプリ 町商店街 手作りパン　米粉、雑穀入他 62-2011

34 買う 徳江生花店 町商店街 切り花、ギフト用ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ他 62-2456

35 買う 酒と民芸　しおや 町商店街 地酒、民芸品 62-3625

36 買う （資）稲川酒造店 町商店街 猪苗代唯一の蔵元 62-2001

37 買う まちのえき　まるしめ 町商店街 物産、Free Spot(ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ) 85-7412

38 買う 麹屋商店 町商店街 無添加自然醸造味噌 62-3167

39 買う 肉のおおくぼ 町商店街北端 馬刺し他 62-3006

40 買う 田原商店 猪苗代小学校近く 食料品 62-3321

41 食べる 手打ち蕎麦　十楽 R115・R459分岐 猪苗代産そば粉の十割そば 62-3980

42 食べる 猪苗代地ビール館 R49沿い 世界のｶﾞﾗｽ館併設　地ビール、料理 63-2177

43 食べる 中国料理　西湖（せいこ） R49沿い 長浜 ホテルみなとや内 65-2111

44 食べる レストラン　白鳥 R49沿い 天神浜近く 会津牛ステーキ・ハンバーグ他 66-2540

45 食べる 旅食房　三城 R49沿い 野口記念館ｴﾘｱ 会津産十割そば、餅他 65-2828

46 食べる ドライブイン　相津 R49沿い 野口記念館ｴﾘｱ ボリューム満点ソースカツ丼他 65-2708

47 食べる 河京ラーメン館　猪苗代店 R49沿い 野口記念館ｴﾘｱ 喜多方ラーメン　ﾗｰﾒﾝﾊﾞｲｷﾝｸﾞ、物産 62-5055

48 食べる 手打ちそば　こがね 県道7号沿い そば、そば産品他 62-2207

49 食べる HiRo 県道7号沿い 喫茶　ビッグバーガー 72-0530

49 食べる cafe comaya 県道7号沿い 喫茶　豆乳、おから使用ｽｲｰﾂ他 85-8203

50 食べる ふるさと交流センター　幸陽の杜 猪苗代ｽｷｰ場内 ゲレンデレストラン、レンタル 62-3800

51 食べる レストラン　I.S.K 猪苗代ｽｷｰ場内 ゲレンデ内のレストハウス 62-2555

52 食べる 日本料理　喜春ki-shun 猪苗代駅近く 創作日本料理 63-1376

53 食べる あまの食堂 猪苗代駅前 ラーメン、カツ丼他 62-2064

54 食べる かくだい食堂 猪苗代駅前 名物ソースカツ丼他 62-3121

55 食べる 手打蕎麦工房　そば楽人 猪苗代駅前通り 地元猪苗代産そば粉の手打ちそば 63-0313

56 食べる デセールカワウチ 商工会近く レストラン、ケーキ各種 62-4359

57 食べる 韓国家庭料理　とんがらし 町商店街 韓国家庭料理 62-2735

58 食べる とんこつらーめんHAJIME　猪苗代店 町商店街 自慢のとんこつスープ 62-3310

59 食べる しおやぐら 町商店街 名物“皿そば”、民芸品、そば打ち体験あり 62-2330

60 食べる お食事処　郷 町商店街北端 カツ丼、ラーメン他 63-1585

61 食べる ラ・ネージュ 町役場前 喫茶　手打ちそば、カツ丼他 62-5070

62 食べる 芳本茶寮 町役場前 郷土料理　そば、会津輪っぱ飯など 62-5515

63 食べる キッチンひまわり 町役場前 土鍋煮込みハンバーグ他 62-4781

64 食べる いわはし館 天鏡大橋たもと 手打ちそば、物産、農産物 72-0212

65 乗る 猪苗代タクシー 猪苗代駅常駐 タクシー 62-3636

66 見る 天鏡閣 R49 長浜付近 皇室ゆかりのルネッサンス様式の洋館 65-2811

67 見る 野口英世記念館 R49沿い 野口博士生家 65-2319


