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食参加店にて「500円以上の食事を
した場合」にスタンプ１個

食べる（飲食店等対象）
❶～27 要レシート提示

IN

AWA
SHIRO

買参加店にて「500円以上の商品を
購入した場合」にスタンプ１個

買う（菓子店・物産店等対象）
28～50 要レシート提示

IN

AWA
SHIRO

体参加店にて「体験や入館利用した
場合」にスタンプ１個

体験する（体験・入館施設等対象）
51～58 レシートがあれば提示

IN

AW
ASHIRO

宿参加店にて「宿泊利用した場合」
にスタンプ１個

泊まる（宿泊施設対象）
59～93

※日帰り利用客は不可、宿泊利用客のみ対象
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歴⑴磐椅神社　⑵土津神社
⑶母成峠古戦場跡　⑷亀ヶ城跡

歴史（戊辰の史跡対象）
❶～❹

※スマホなどで背景に上記四か所のいずれかを含めて、自撮りして
もらい、猪苗代観光協会又はまちのえきまるしめで捺印してください。
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応募締切 平成31年2月10日日まで

一般社団法人 猪苗代観光協会
〒969-3133 猪苗代町大字千代田字扇田1-4

TEL 0242-62-2048　FAX 0242-62-2939

お問い合せ先

●表面に氏名・住所・連絡先・簡単なアンケート等の記入欄があります。
●スタンプ押印店名の記入欄は「参加者が自分で記入」してください。
●スタンプ押印店名の記入がない場合は無効とさせていただきます。
●応募については１人何回でも可能です。

台紙の専用応募用紙に必要事項を記入し、猪苗代観光協会ま
で持参又は郵送してください。

応募方法

スタンプ（食）+（体験）+（買）+（歴史）の４種類を集めた方
は上記の２等～４等の賞品が当たる抽選会に応募することが
できます。さらにプラスワン（宿泊）を含めて５種類集めた方の
み１等～４等すべての抽選を受けることができます。

抽選方法

スタンプラリー実施期間終了後に猪苗代観光協会にて抽選会
を開催し当選者を決定。賞品を発送します。抽選会は２月末
頃の予定となります。当選者の発表は発送をもってかえさせて
いただきます。あらかじめご了承ください。

抽 選 会

スタンプの押印
●お客様がスタンプラリー台紙を持参し、上記の参加条件に
　て施設を利用した場合のみ、施設窓口にて専用スタンプを
　もらうことができます。
●スタンプ押印店名欄は原則「お客様が自分で記入する」こと
　となりますのでご注意ください。

食･体･買
･歴史

スタン
プ

プラス
宿泊食･体･買

･歴史

スタン
プ

●食べる（飲食店等対象）
　参加店にて「500円以上の食事をした場合」にスタンプ１個
●買う（菓子店・物産店等対象）
　参加店にて「500円以上の商品を購入した場合」にスタンプ１個
●体験する（体験・入館施設等対象）
　参加店にて「体験や入館利用した場合」にスタンプ１個
●歴史（戊辰の史跡対象）
　⑴磐椅神社 ⑵土津神社 ⑶母成峠古戦場跡 ⑷亀ヶ城跡を
　　スタンプの礼所とする。※スマホなどで背景に上記四か所のいずれかを含めて、
  自撮りしてもらい、猪苗代観光協会又はまちのえきまるしめで捺印してください。

プラス
宿泊

スタンプ4（食・買・体・歴史スタンプ）

●泊まる（宿泊施設対象）
　参加店にて「宿泊利用した場合」にスタンプ１個
　 ※日帰り利用客は不可、宿泊利用客のみ対象

プラスワン（宿スタンプ）

要レシート提示

要レシート提示

レシートがあれば提示

スタンプを集めると賞品が当たる！！

町内ペア宿泊券1等 5名様

ス タ ン プ 台 紙

スタンプを集めて賞品を当てよう！さらに！！
宿泊スタンプを集めてすべての抽選に応募しよう！

※表面に必要事項を記入し、猪苗
代観光協会まで持参又は郵送し
てください。

※スタンプ押印店名の記入欄は必
ず記入してください。記入がない
場合は無効となります。

※応募期間中、お一人様何回でも
応募が可能です。

平成
年30

平成
年317月1日～日 1月31日木実施

期間

スタンプ5個対象

町内食事券（5,000円）2等 10名様スタンプ
5個対象

スタンプ
4個対象

猪苗代町産天のつぶ3等 20名様スタンプ
5個対象

スタンプ
4個対象

町内物産詰め合わせ4等 30名様スタンプ
5個対象

スタンプ
4個対象

店名欄
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AWA
SHIRO

食

IN

AWA
SHIRO

歴

IN

AWA
SHIRO

宿

店名欄

店名欄

店名欄

IN

AWA
SHIRO

買

IN

AWA
SHIRO

体

 　猪苗代町のお店でスタンプを集めて
　プレゼントに応募しよう!!

戊辰150周年記念事業

4+1
プ
ラ
ス
宿
泊
★

スタ
ンプ

４
種類

十六橋水門 磐梯高原リゾート・インぼなり

土津神社 母成峠古戦場跡

いなわしろ
スタンプラリー

平成30年度福島県地域創生総合支援事業（サポート事業）

亀ヶ城跡

平成
年30

平成
年317月1日～日 1月31日木実施

期間

いなわしろ
スタンプラリー

スタンプを

集めてプレゼントに

応募しよう!!
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ンプ
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類
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期間
応募締切
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… 食べる … 買う … 体験する … 歴史… 泊まる ※写真はすべてイメージです。いなわしろスタンプラリー参加店いなわしろスタンプラリー参加店

主にガラス樽で発酵・熟成
するというユニークなワイン
醸造所。見学と試飲ができ
ます。

41㈲ホンダワイナリー　ワイン工房あいづ
●住所／大字千代田字千代田3-7
●電話／0242-62-5500
●営業時間／10：00～18：00
●定休日／月曜日及び不定休

当店では、地酒を中心
に品揃えしております。
雪室で熟成させた『雪
中貯蔵酒』は逸品です。

45リカーショップうかわ
●住所／大字磐根字中西野2432-1
●電話／0242-65-2226
●営業時間／7：00～20：00
●定休日／無休

先代から伝わるそばは、地元
猪苗代産『天の香り』のそば粉
を使用した喉越しの良い風味
豊かなそばに仕上げています。

❶安積屋食堂
●住所／大字蚕養字沼尻山甲2855
●電話／0242-64-3607
●営業時間／11：00～20：00
●定休日／不定休

ご飯やそば・旬の野菜・山菜
などを使った田舎郷土料理を
提供している農家レストラン
です。

❷農家レストラン 結
●住所／字見祢5269
●電話／0242-23-7747
●営業時間／11：00～15：30（LO15：00）
●定休日／火曜日

昼は「蕎麦茶屋」、夜は「蕎麦
酒房」。ジャズを聴きながら会
津十割手打ち蕎麦をどうぞ！

❸天蕎庵
●住所／字御三壇4187-4
●電話／0242-63-2802
●営業時間／昼11：30～14：00
夜18：00～22：00 ●定休日／火曜日

城下町自慢の味処。亀ヶ城
址、土津神社より車で3分。
史跡がたくさんあります。

❹お食事処 郷
●住所／字新町4904-6
●電話／0242-63-1585
●営業時間／11：00～14：00
16：30～22：00 ●定休日／月曜日

駐車場奥に築130年の蔵を改
装した美術館がございます。お
そばと美術鑑賞、両方を楽し
めます。

❺しおやぐら
●住所／字新町4875-2
●電話／0242-62-2330
●営業時間／11：00～18：00
●定休日／火曜日

石釜で焼く、生地の薄いピッ
ツァがおすすめです。他に定食
やスパゲッティ等もありますの
で、是非お越し下さい。

❻レストラン梨ノ木
●住所／字梨木西50-1
●電話／0242-62-3814
●営業時間／11：00～20：00
●定休日／火曜日

本場喜多方の味！来夢名物
とろける熟成チャーシューが丼
いっぱいにのった喜多方チャー
シュー麺是非ご賞味下さい。

❼喜多方ラーメン来夢 猪苗代店
●住所／字梨木西71番地
●電話／0242-72-1720
●営業時間／11：00～21：00
●定休日／年中無休

土鍋煮込みハンバーグがおす
すめです。季節限定のメニュー
もありますので、是非どうぞ！

❽キッチンひまわり
●住所／字城南137-1　●電話／0242-62-4781
●営業時間／AM11：00～PM2：00（ラストオーダー）
　（夜は、予約のみ）
●定休日／木曜日

心地よい風景を眺めながら、
具沢山のわっぱ飯と手打ち
そばを是非お召し上がり下
さい。

❾郷土料理　芳本茶寮
●住所／字城南139-1
●電話／0242-62-5515
●営業時間／11：00～14：00
●定休日／不定休

地元産100％の手打そばです。
日本酒の品揃えも沢山あり
ます。

10くいものや　ラ・ネージュ
●住所／字城南140-1
●電話／0242-62-5070
●営業時間／11：30～14：30
●定休日／不定休

地元猪苗代産の蕎麦粉を
使用しています。
名物「祝言そば」が人気です。

11手打ち蕎麦処　いわはし館
●住所／大字三ツ和字村西65
●電話／0242-72-0212
●営業時間／11：00～16：00（LO15:30）
●定休日／無休（12月～3月は水曜休）

庄助そば、そばもちセットが
オススメ！自家製ソースの
ソースかつ丼始めました。

12清作茶屋
●住所／大字三ツ和字波々帰目1106-2
●電話／0242-65-2108
●営業時間／9：30～15：30（食事は）
10：00～　●定休日／不定休

季節の旬の食材・地域の豊か
な実りを新鮮なままに味わえ
る、三城はそんな大人の創作
料理レストランです。

13美蕎旬菜　三城
●住所／大字三ツ和字波 帰々目1106-1（野口英世記念館前）
●電話／0242-65-2828
●営業時間／9：00～16：00
●定休日／無休

駅舎を使った大正時代のレト
ロモダンな蕎麦処。米粉・蕎
麦粉の手作りピザ始めまし
た。

14手打ち蕎麦処　駅舎亭
●住所／大字長田字東中丸344-4 緑の村内
●電話／0242-65-2150　●営業時間／11：00～14：30
●定休日／月～木
　（10月下旬～4月下旬まで休み）

湖を眺めながら本場中国人に
よる本格中国料理です。

15中国料理 レストラン西湖
●住所／大字翁沢字長浜870
●電話／0242-65-2111
●営業時間／11：00～14：30
16：00～20：30 ●定休日／不定休

いろいろ選べるサービスランチから
同じくショーケースより選べるケー
キ飲物セットもあります。リーズナブ
ルな価格でお待ちしております。

16デセールカワウチ
●住所／字五百苅138-1
●電話／0242-62-4359
●営業時間／10：00～20：30（LO）
●定休日／水曜日（祝日の場合翌日）

おすすめボリューム満点の
ソースカツ丼!
裏メニュー【豆乳ラーメン】

17あまの食堂
●住所／大字千代田字扇田12-15
●電話／0242-62-2064
●営業時間／11：00～18：00
●定休日／不定休

創業昭和12年の豊富なメ
ニューが揃う大衆食堂。ロン
グセラーのスタミナラーメンと
煮込みカツ丼がおすすめ。

18小西食堂
●住所／大字蚕養字沼尻山甲2855-145（中ノ沢温泉）
●電話／0242-64-3128
●営業時間／11：00～19：30
●定休日／不定休

じゅうねんみその焼だん
ご・揚げ饅頭や玉こんにゃ
くの甘味でひと息。…是非
お立ち寄り下さい。

19ほうらい堂
●住所／大字堅田字五百苅1（道の駅猪苗代内）
●電話／0242-64-3717
●営業時間／9：00～18：00
●定休日／無休

柔らかくてジューシーな挽肉
のハンバーグを自家栽培の
美味しいお米と一緒に召し上
がれ。ライスお代り自由です。

20レストラン白鳥
●住所／大字中小松字菖蒲谷地32
●電話／0242-66-2540
●営業時間／11：00～15：00 17：00～19：00
●定休日／木曜日、不定休

JR猪苗代駅の目の前で
す。ソースカツ丼、タン麺、
味噌ラーメン、そばがおす
すめです。

21お食事　市松
●住所／大字千代田字扇田12-13
●電話／0242-62-2065
●営業時間／10：30～17：00
●定休日／なし

天然の熊笹で巻いた「笹だん
ご」をはじめ、ずんだ餡入りの
古代米のお餅「紫黒餅」がお
すすめです。

29㈲宝来堂製菓
●住所／大字蚕養字沼尻山甲2855-453
●電話／0242-64-3717
●営業時間／8：30～17：00
●定休日／水曜日

杜氏が丹精込めて造っ
た入魂のお酒を是非味
わって下さい。

33合資会社　稲川酒造店
●住所／字新町4916
●電話／0242-62-2001
●営業時間／8：30～17：00
●定休日／不定休

会津の文化や歴史を表現した和
洋菓子を種類豊富に用意。夏期限
定、会津の牛乳を使用した口どけ
なめらかなジェラートも人気です。

39お菓子の蔵　太郎庵　猪苗代店
●住所／大字千代田字上畑田丙392
●電話／0242-62-5558
●営業時間／9：30～19：00
●定休日／元日のみ

一つ一つ手作りのケーキ、
お菓子、雑貨をそろえてご
来店お待ちしております。

40お菓子工房　ふくすべるぐ
●住所／大字磐里字角田73-1
●電話／0242-62-5539
●営業時間／10：00～18：00
●定休日／月曜日+第1・3火曜日

厳選した素材を使い、四季の手
作り和菓子を心を込めてお作り
しております。小豆本来の味を
楽しめる和菓子専門店です。

38会津豊玉
●住所／字芦原10-2　●電話／0242-62-2110
●営業時間／平日 9：00～17：00 土・日・祝 9：00～18：00
●定休日／毎週水曜日
　　　　　（他臨時休業有）

全国№1酒販チェーン。地酒・
地焼酎を豊富に取り揃えてお
ります。

37ぷちショップつるや酒店
●住所／字芦原58-4
●電話／0242-62-3138
●営業時間／朝9：00～夜8：00
●定休日／毎週水曜日

観光情報・地域情報の発信や
地域の特産品の販売を行っ
ています。お気軽にお立ち寄り
ください。

34猪苗代まちのえき まるしめ
●住所／字新町4934
●電話／0242-85-7412
●営業時間／9：30～17：30
●定休日／毎週木曜日

毎日食べる物だからこそ
無添加自然醸造。麹の
甘味がお味噌のまろや
かさを引き立てます。

35㈲麹屋商店
●住所／字町尻347
●電話／0242-62-3167
●営業時間／7：30～19：00
●定休日／1/1～1/3

お土産に、日本三大まんじゅう
のふくしま名物、柏屋薄皮饅
頭はいかがでしょうか。

36柏屋磐梯高原店
●住所／字梨木西53-1
●電話／0242-63-0175
●営業時間／10：00～17：00
●定休日／なし

磐梯吾妻レークラインにある中津
川渓谷は、夏は涼・秋は紅葉で心
が洗われます。会津のお土産や生
乳ソフトクリームがおすすめ。

31猪苗代町中津川渓谷レストハウス
●住所／大字若宮字吾妻山甲2998-47
●電話／0242-64-2817　●営業時間／8：30～16：30
●定休日／営業期間中無休
（4月中旬～11月中旬）

あげまんじゅうは売切れの場
合がありますので、お電話での
予約が確実です。

32有限会社 せんべや
●住所／字諏訪前6795-1
●電話／0242-62-3517
●営業時間／9：00～17：30
●定休日／不定休

生ラーメンを中心に、そば・う
どんなど麺類全般を生産して
います。「1日1食は清水屋の
麺!!」1度ご賞味下さい。

30清水屋製麺
●住所／大字若宮字ヘクリ甲2372
●電話／0242-64-2228
●営業時間／午前8：30～午後6：00
●定休日／元旦のみ

会津のお土産なら地酒と凍餅
（しみもち）！まちがいなしヨ！

42渡八商店
●住所／大字川桁字家ノ前3614
●電話／0242-66-2014
●営業時間／AM7：30～PM6：30
●定休日／第１・第３日曜日

喜多方ラーメンと30種類以上
のサイドメニューが食べ放題。
お土産、オリジナルラーメンが
勢揃い。

43河京ラーメン館 猪苗代店
●住所／大字三ツ和字前田34-1
●電話／0242-62-5055
●営業時間／10：00～17：00（売店）
●定休日／火曜日

日本では希少な「ガーンジィ
牛」のミルクで作ったジャム・
アイス・チーズ等々の乳製品
が自慢です。

44南ヶ丘牧場
●住所／大字磐根字遠山1039-38
●電話／0242-65-2707
●営業時間／8：00～17：30
●定休日／1～3月平日

アクセサリーから本格的な
ランプまで、1時間2,000円か
ら各種体験できます。小学
生は保護者必要。

53ステンドグラス体験工房　ジョイハウス
●住所／字不動34-21
●電話／0242-62-5395
●営業時間／9：00～17：00（要予約）
●定休日／不定休

明治41年建設の有栖川宮別邸。昭
和天皇・香淳皇后が新婚旅行で一
夏を過ごされ、現在は国指定重要
文化財となり一般公開しています。

57国指定重要文化財 天鏡閣
●住所／大字翁沢字御殿山1048 ●電話／0242-65-2811
●営業時間／5月～10月　8：30～17：00
11月～4月　9：00～16：30
●定休日／無休

世界のガラス館体験工房で
は、ハンドリューターなど世界
に一つだけのオリジナルが制
作できます。

54世界のガラス館
●住所／大字三ツ和字村東85
●電話／0242-63-0100
●営業時間／10：00～16：00季節により変更有
●定休日／無（11月末日にて終了）

猪苗代湖と磐梯山の雄大な
景色を湖上よりお楽しみ下さ
い。

56磐梯観光船株式会社
●住所／大字堅田字宮西1060番2 ●電話／0242-65-2100
●営業時間／9：30～15：30（ご利用の際はお問合せ下さい。）
●定休日／無休（11月30日まで）
（冬期間は長浜営業所までお問合せ下さい。）

野口英世の生涯と業績を分
かりやすくご紹介。体験型の
展示も加わりどの世代でも楽
しめる施設。

55野口英世記念館
●住所／大字三ツ和字前田81 ●電話／0242-85-7867
●営業時間／4～10月　9：00～17：30（入館締切17：00）
11～3月　9：00～16：30（入館締切16：00）
●定休日／年中無休（但し年末年始を除く）

磐梯山麓の一軒宿。二種類の
源泉と野趣あふれる露天風
呂、イス式囲炉裏で地産地消
の創作料理をどうぞ。

74住吉館
●住所／大字磐根字佐賀地2556
●電話／0242-65-2221

立ち寄り大歓迎！売店の他、
食堂や宿泊もご利用頂けま
す。

73レイクサイド磐光
●住所／壺場字浜130-3
●電話／0242-66-2711
●営業時間／9：00～18：00（売店）
●定休日／不定休

ファミリー大歓迎の宿。館内には2
カ所のキッズルーム、外には大人
から子供まで楽しめるアスレチッ
クをご用意してお待ちしております。

89温泉ペンション ブンブン
●住所／字五輪原7136-172
●電話／0242-63-0063
●営業時間／AM8：00～PM10：00
●定休日／不定休

いろりと天然温泉
露店風呂の宿

90コッヘル磐梯
●住所／字葉山7105-353
●電話／0242-63-1746

一棟貸切のお部屋でワイワイ
BBQ！お好きな食材・ドリンク
を持ち込んで話題のグランピ
ング体験！！

93貸別荘＆コテージ　オール・リゾート・サービス
●住所／字出雲壇35-1
●電話／0242-63-0355
●営業時間／9：00～18：00
●定休日／年中無休

死海風呂や檜とジャグジーの
温泉露天風呂が人気。夕食は
イタリア料理のフルコース。

91ヒーリングイン　ホワイトペンション
●住所／字不動33-13
●電話／0242-65-2034
●営業時間／in15：00から
out10：00まで ●定休日／不定休

磐梯山麓の閑静な一軒宿。
雄大な磐梯山を眺めながら四
季折々の和風会席膳を堪能。
お得な割引プランあります。

75玉の湯旅館
●住所／磐根字本中島2336-7
●電話／0242-65-2611
●定休日／不定休

大人の旅籠で、静寂の時間を
お過ごしください。

65御宿 万葉亭
●住所／大字蚕養字沼尻山甲2855-166
●電話／0242-64-3789
●営業時間／24時間
●定休日／無休

小川が流れる芝生の広い庭、
お子様に人気のロフト付洋室
あり。家族で入れる貸切風呂
ありです。

92かぷりーす
●住所／大字磐根字磐根69
●電話／0242-63-0234
●営業時間／PM3：00～AM10：00
●定休日／6月31日迄

磐梯山の麓、標高700mに
佇む天然温泉宿。猪苗代
スキー場に隣接し、スノー
シーズンは最高の立地。

72猪苗代ライジングサンホテル　ヴィライナワシロ
●住所／字葉山7105
●電話／0242-62-4111
●定休日／不定休

磐梯山と猪苗代湖に囲まれた
リゾートパラダイス。天然温泉
や美味しい食事もお楽しみ頂
けます。

71猪苗代リゾートホテル
●住所／字綿場7126
●電話／0242-65-2131

一日５組限定の宿。地元食材
を使った四季料理を十割そば
と供にお楽しみ下さい。

70御もてなしの宿 悠ゆ亭
●住所／字林崎461-3
●電話／0242-63-1900
●営業時間／in16：00から
out10：30まで ●定休日／不定休

肌に優しいはやま温泉を貸切
りで★全て手作りのディナー
と朝食は焼きたてパニーニ♪

88ペンションコージーイン
●住所／字葉山7105-356
●電話／0242-62-3470
●営業時間／6：30～22：30
●定休日／なし

猪苗代湖畔の宿、野口英世
ゆかりの宿

76レイクサイドホテル みなとや
●住所／大字翁沢字長浜870
●電話／0242-65-2111
●営業時間／24時間
●定休日／不定休

18階建てウイングタワーは、全てのお
部屋から猪苗代湖が望めます。ご夕食
も和食・洋食・バイキング料理などがあ
ります（開催していない日もございます）

77ホテルリステル猪苗代
●住所／大字川桁字天王坂2414 リステルパーク
●電話／0242-66-2233
●定休日／12/10・11・12…休館日
（12/9PM～12/13AMまで）

磐梯山の麓に位置する温泉
民宿です。磐梯高原周辺の観
光やレジャー、登山の宿として
便利です。

79やまき屋
●住所／字土町22
●電話／0242-62-3554
●定休日／不定休

猪苗代湖展望、絶景の宿。

78猪苗代観光ホテル
●住所／字葉山7105-270
●電話／0242-62-4132

オーナー手作りの本格ログハ
ウスのペンションです。

84ログペンション木輪
●住所／字山神原7082-160　●電話／0241-32-2288
●営業時間／チェックイン15：00
チェックアウト10：00
●定休日／特になし

雄大な磐梯山の麓に位置し
猪苗代湖を眼下に望める宿
泊施設です。

69フォレストリゾート　猪苗代　四季の里
●住所／字見祢山1
●電話／0242-63-1616
●定休日／不定休

24時間かけ流しの天然温泉
が心身をリフレッシュ!磐梯観
光の拠点、気軽な素泊り専用
宿です。

62磐梯ハイランドホテル
●住所／大字蚕養字沼尻山甲2855
●電話／0242-67-1111

白城屋の温泉は、ほっと・ホッ
トな地球からの贈り物。
貸切温泉あり

63有限会社 白城屋
●住所／大字蚕養字沼尻山甲2855-104
●電話／0242-64-3214
●定休日／なし

風情ある露天風呂が自慢で
す。

64いろり湯の宿 大阪屋
●住所／大字蚕養字沼尻山甲2855-138
●電話／0242-64-3016
●定休日／なし

会津藩祖・保科正之を祀った神社で
す。正之が寛文12（1672）年12月に亡く
なると、遺言通り神社が造営されまし
た。創建当初の神社は戊辰戦争の時
に焼失しましたが、明治13（1880）年に
現在の社が建てられました。境内にあ
る亀石に載った石碑は日本最大のも
ので高さ7.3m、重量30tもあります。

❷土津神社
●住所／字見袮山1　●電話／0242-62-2160

鎌倉初期に、猪苗代経連が築
城したもので、我が国最古に属
する城といわれている。戊辰の
役で焼失し、現在は亀ケ城公
園として桜の名所となっている。

❹亀ヶ城跡
●住所／字古城町132-7
●電話／0242-62-2048慶応４年（1868）8月21日、二本松

城を陥落させてた新政府軍は、三
手にわかれて母成峠に殺到しま
す。新政府軍は、板垣退助・伊地
知正治・谷千城・川村純義率いる
3,000の兵を迎え撃った同盟軍は、
大鳥圭介・田中源之進・丹羽丹
波・土方歳三以下800名でした。

❸母成峠古戦場跡
●住所／大字蚕養ホナリ乙周辺  ●電話／0242-62-2048

落ちついた空間で、磐梯山を
一望しながらおいしいランチと
コーヒーが召し上がれます。

24den・en cafe
●住所／大字三ツ和字家北500-3
●電話／080-6052-6325
●営業時間／AM11：00～PM6：00
●定休日／火曜日

名物「天ぷらまんじゅう」の店。
国産小豆100％の自家製あん
ことこだわりの材料で作る和
菓子を是非ご賞味ください。

28おいしさづくり 日乃出屋
●住所／大字蚕養字沼尻山甲2855-131
●電話／0242-64-3448
●営業時間／9：00～17：00
●定休日／不定休

ラーメン、ソースかつ丼、みそ
ラーメンがおすすめです。お
酒、焼酎もとりそろえてありま
す。+田代・飛露喜など

26食処 みやもり
●住所／大字蚕養字沼尻山甲2855-105
●電話／0242-64-3447
●営業時間／午前11時～午後8時30分
●定休日／不定休

会津ブランド認定国産馬刺し
の販売店です。店内でも最高
品質の馬刺しをお召し上がり
頂けます。

27馬刺専門店 大久保商店
●住所／大字三ツ和字波々帰目1110-1
●電話／0242-23-9279　●営業時間／販売：10：00～17：00
（12～2月：10：00～16：00） お食事：11：00～16：00（12～2月：11：00～15：00）
●定休日／水曜日（12～2月：火・水曜日）

自社の採れたて野菜をふんだ
んに使った彩り鮮やかなお料
理をめしあがれ!!

●住所／大字堅田字入江村前681-1
●電話／0242-36-7070
●営業時間／10：00～17：00
●定休日／火曜日

25Botanical Shop & Farmers Cafe　Ca-Ga（カーガ）

カワウソの親子を始め、絶滅
が危惧される希少淡水生物
を小槽の中に再現し、生息環
境とともに展示しています。

52アクアマリンいなわしろ　カワセミ水族館
●住所／大字長田字東中丸3447-4（緑の村内）
●電話／0242-72-1135 ●営業時間／9：30～17：00
（3/21～11/30）、 9：30～16：00（12/1～3/20）
●定休日／年中無休

梁の長さが十八間ある築約
140年の酒蔵を改修した小さ
な美術館。くつろげるカフェも
ある。

51はじまりの美術館
●住所／字新町4873 ●電話／0242-62-3454
●営業時間／10：00～18：00
●定休日／毎週火曜日
（展示入れ替え時も休館）

赤身で旨みにこだわった高品
質の馬刺しをご賞味ください。
（会津ブランド認定国産馬刺し）

●住所／字新町4914　●電話／0242-62-3007
●営業時間／10：00～18：00
●定休日／日曜日
　（連休の場合は最後の休日）

50肉のおおくぼ

総合衣料・呉服・洋品・まる
かんの店

●住所／字芦原97 リオン・ドール店内
●電話／0242-62-3524
●営業時間／AM9：30～PM7：00
●定休日／無休

49（有）おしゃれセンター 折笠　リオン・ドール店

「もっと本物を求めて下さ
い！」自社生産の米と大豆で
製造した味噌・豆腐・納豆で
す。

46株式会社 国際米流通センター
●住所／大字磐根字桜川1414
●電話／0242-65-2062
●営業時間／9：00～17：00
●定休日／不定休

500種類のハーブと季節毎の
お花が見られます。ラベンダー
ソフトはここだけの名物です。

47猪苗代ハーブ園
●住所／大字川桁天王坂2414リステルパーク内
●電話／0242-66-2690　●営業時間／9：00～17：00
（8/11～16は18：00まで営業）
●定休日／なし

総合衣料・呉服・洋品・まる
かんの店

●住所／字新町4878
●電話／0242-62-2159
●営業時間／AM9：30～PM6：00
●定休日／日曜日

48（有）おしゃれセンター 折笠

源泉かけ流し露天風呂の宿。

66株式会社 花見屋
●住所／大字蚕養字沼尻山甲2855-103
●電話／0242-64-3621
●定休日／不定休

源泉湧出量が毎分約13,400ℓ
と豊富な湯量です。

67磐梯高原　リゾート・インぼなり
●住所／大字蚕養字沼尻山甲2855-550
●電話／0242-64-3333
●営業時間／チェックイン 14：30～
チェックアウト 10：00 ●定休日／不定休

源泉かけ流しの効能ある
温泉宿

68有限会社 平沢屋
●住所／大字蚕養字沼尻山甲2855-133
●電話／0242-64-3821
●営業時間／10：00～
●定休日／不定休

釣った魚を塩焼きやカラアゲ
で食べられます！小さなお子
様には金魚やモロコ釣りもあ
ります。

58磐梯釣り公園
●住所／字堤東1437 ●電話／0242-23-8836
●営業時間／8：00～17：00（6/1～9/30まで
ナイター営業18：00～20：00）
●定休日／木（祝日の場合は営業）

源泉かけ流しの温泉を24時
間お楽しみ頂ける温泉旅館で
す。ぜひ一度至福の温泉三昧
をお楽しみ下さい。

59森の旅亭 マウント磐梯
●住所／大字若宮字上ノ湯甲2985
●電話／0242-64-3911
●定休日／不定期

春の新緑 夏の避暑 秋の紅
葉 冬のスキー。本物の寛ぎと
安らぎをホテルプルミエール
箕輪で。

60ホテルプルミエール箕輪
●住所／若宮字吾妻山甲 国有林 194林班
●電話／0242-64-3300

四季折々の料理、お風呂、のん
びりと過ごす癒しの時間をお
楽しみください。

61沼尻温泉 のんびり館
●住所／大字蚕養字沼尻山甲2855-7
●電話／0242-67-1268
●定休日／なし

源泉100％かけ流し
の宿。少人数受入れ
なので、ごゆっくりお
過ごしいただけます。

83ウェルカム・ウェルカム
●住所／大字長田字中丸3456-31
●電話／0242-65-2481
●定休日／不定休

「全館禁煙」「貸切風呂」「地
元食材の料理」＆<<笑顔>>
でおもてなし。定員20名、お子
様歓迎の気取らぬ宿です。

82ペンション すまいる
●住所／大字若宮字大原丙278-3
●電話／0242-67-1010

神田荘を選んで頂ける理由、それは・・・
①農家直販もしている自家栽培のお米
②リニューアルした大浴場 ③バスでの
送迎などの合宿対応 ④スキー場や運
動施設、スーパーなどへのアクセスの良
さ ⑤Wi-Fi利用可能で、お仕事でも最適

81神田荘・カンダファーム
●住所／横マクリ570-1　●電話／0242-62-3402
●営業時間／AM9：00～PM19：00
●定休日／不定休

のんびりとくつろげる宿です。

80磐梯荘
●住所／字土町36
●電話／0242-62-2553

磐梯山を背景に猪苗代湖を
望む森の中の小さな隠れ宿。
創作料理と貸切温泉露天風
呂が好評。

86ペンション ヴェルレーヌ
●住所／字西葉山7110-20 ●電話／0242-63-0855
●営業時間／チェックイン15：00～
チェックアウト10：00まで
●定休日／不定休

あつあつジンギスカン鍋と馬
刺しやこずゆなどの会津の郷
土料理が味わえます。また素
泊まりもＯＫ。

87ペンションＲＢ
●住所／字葉山7105-244 ●電話／0242-63-0570
●営業時間／チェックイン16：00から
チェックアウト10：00まで
●定休日／特になし

料理は昆布と鰹節でとっただ
しで作る季節の和食です。ペッ
トも宿泊可（要相談）

85ペンション見鳥
●住所／字土手間1480-17
●電話／0242-64-3373
●定休日／なし

　スマホなどで背景に❶磐椅神社 
❷土津神社 ❸母成峠古戦場跡 
❹亀ヶ城跡のいずれかを
含めて、自撮りしてもらい、
猪苗代観光協会又は
まちのえきまるしめで、
捺印してください。

ごう

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。フルーツと氷が一
緒にけずれるかき氷や、アイスクリーム
を載せたスノーワッフルもお勧めです。

22SNACK＆　SWEETS
●住所／大字堅田字五百刈1番地
●営業時間／9：00～18：00
●定休日／年中無休

磐梯スノーDogs

猪苗代湖畔、林に囲まれたカ
フェです。日替わりランチの他、
地元の美味しい食パンを使用
したパンメニュが人気です。

23RUN＆　cafe
●住所／大字中小松字西浜甲1614-50
●営業時間／夏季10：00～17：00
 冬季10：00～16：00
●定休日／火曜日

磐梯スノーDogs

磐梯山の山霊を祠った延喜式
内の古社で、歴史は一千数百
年まで遡る。境内の大鹿桜は
花弁の中から葉が出るという珍
種である。

❶磐椅神社
●住所／猪苗代町字西峰6199
●電話／0242-62-2048

いわ はし じん じゃ
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下記アンケートにお答えください。（丸で囲みください）
①このキャンペーンは何で知りましたか？
１. 本誌パンフレット 　 ２. ポスター  　３. 新聞　  ４. テレビ　  ５. ラジオ　  ６. 雑誌
７. ホームページ　  ８. 友人･知人から　  ９. その他（　　　  　　　　    　　　　　  ）

②実際に訪れた施設の中で印象的だった場所とその理由を教えてください。
場所（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ）
理由［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ］

③本キャンペーンに参加したご感想やご意見がありましたら自由に記入してください。

［　　　　　　　　　　　　   ］
〈個人情報の取扱について〉事務局にご提供いただいた個人情報は、個人情報取り扱いに関する基本
方針に基づき、事務局が適切管理し、賞品の発送、本件に関する諸連絡に活用させていただきます。
それ以外の目的で個人情報を提供･開示することは一切ありません。

郵 便 ハ ガ キ

9 6 9 3 1 3 3
お手数ですが62円
切手を必ずお貼り
ください。

福島県耶麻郡猪苗代町大字千代田字扇田1-4

（一社）猪苗代観光協会
いなわしろスタンプラリー事務局 行き

↓ ス タ ン プ 台 紙 ↓


