
〒９６５-０００３ 会津若松市一箕町飯盛山下２
TEL０２４２-２６-１０２２

白虎隊伝承史学館

★入館料
　大人、高校生
　５０円引き

〒972-8326 いわき市常磐藤原町蕨平50
TEL0570-550-550（ナビダイヤル）

スパリゾートハワイアンズ

★入場料
　通常料金から
　１０％引き
　 会員含む５名まで対象

〒９７５-００７１ 南相馬市原町区深野字荒戸沢１５
ＴＥＬ０２４４-２６-００２６

新田川温泉 はらまちユッサ

★日帰り
　入浴料金を
　大人１２０円引き
　 （会員のみ）

会員優待施設のご案内
県北

右下のステッカーの表示のある下記施設で会員証を提示すると割引などの特典が
受けられます。 ※営業日等および特典の詳細を事前に各施設にご確認ください。

会員優待施設に掲示
してあるステッカー

〒960-2151 福島市桜本字荒神38
TEL024-591-1304

浄楽園

★入場料
　一　般５０円、
　子ども３０円引き
　同行者５名まで対象

匠のこころ吉川屋
〒960-0282 福島市飯坂町湯野字新湯6
TEL024-542-2226

★日帰り入浴
　大人１，２００円を
　９００円に割引
　 会員のみ

〒960-2157 福島市土湯温泉町字野地１番地
TEL0242-64-3031

野地温泉ホテル

★日帰り入浴
　800円を
　30０円引き
　会員のみ

〒960-2157 福島市土湯温泉町字油畑3番地　 
TEL024-595-2116 

山根屋旅館

★10,000円以上の宿泊プラン
　　を直接予約で利用の方に
　　500円分の
　売店利用券進呈
　１グループ１枚

〒960-2157 福島市土湯温泉町字油畑55番地
TEL024-595-2141

水織音の宿 山水荘

★宿泊・夕食時に
　お酒または
　ソフトドリンク
　１本サービス
　会員のみ

〒960-1409 伊達郡川俣町秋山字鳥井戸１５-２
ＴＥＬ０２４-５６５-５００３

陶工房スタジオ ルポット

★電動ろくろ体験料
　4,500円を
  300円引き
　 同行者５名まで対象

〒969-1404 二本松市油井字漆原町36
TEL0243-22-6151

二本松市智恵子記念館

★入館料
　大人410円を
　300円に割引
　 会員のみ

大山忠作美術館
〒964‐0917 二本松市本町二丁目３番地１
(二本松市市民交流センター３Ｆ)
TEL0243-24-1217

★入館料
　一般410円を
　310円に割引
　 会員のみ・企画展等は除く

安積歴史博物館
〒963-8851 郡山市開成五丁目２５-６３
TEL024-938-0778

★利用料金
　団体割引扱い
　同行者２名まで
　（子ども含む）対象

こおりやま文学の森資料館
〒９３６-８０１６ 郡山市豊田町３-５
TEL024-991-7610

★利用料金
　一般５０円引き
　会員のみ

郡山市ふれあい科学館
〒963-8002 郡山市駅前二丁目11番1号
ビッグアイ20～24階 TEL024-936-0201

★観覧券購入時に
　会員証提示で
　記念品プレゼント
　 同行者全員

あぶくま洞
〒963-3601 田村市滝根町菅谷字東釜山1
TEL0247-78-2125

★入洞料
　中・高校生以上２００円、
　小学生１００円引き
　会員含む５名まで対象

県中・県南

陽日の郷あづま館
〒964-0074 二本松市岳温泉1-5
TEL0243-24-2211

★チェックアウトを
　11:00まで
　延長
　（通常10:00）

〒960-0782 伊達市梁川町字中町10
TEL024-527-2656

伊達市梁川美術館

★常設展観覧料
　一般、高校・大学生
　５０円引き、
　小・中学生無料
　 同行者５名まで対象

〒964-0075 二本松市奥岳温泉
TEL0243-24-2141

あだたら高原リゾート

★あだたら山ロープウェイ
　乗車料:大人、子ども 往復
　１００円引き
★あだたら山奥岳の湯入浴料:
　大人、子ども５０円引き
　ともに同行者５名まで（子ども含）

安達ケ原ふるさと村先人館
〒964-0938 二本松市安達ケ原4-100
TEL0243-22-7474

★入館料
　大人200円を
  100円に割引
    会員のみ

東北サファリパーク
〒964-0088 二本松市沢松倉1番地
TEL0243-24-2336

★入場料
　１０％引き
　  会員証１枚につき、
　  ５名様まで

ふくしま農家の夢ワイン
〒９６４-０２０３ 二本松市木幡字白石１８１-１
TEL0243-24-8170

★全商品
　50円引き
　 会員とそのグループ対象

〒960-2157 福島市土湯温泉町杉の下72
TEL024-595-2134

はるみや旅館

★宿泊２名以上の場合
　に限り
　ＳＰワイン
　１本サービス

〒９６０-２１５７ 福島市土湯温泉町下の町１８
TEL０２４-５９５-２０１４

源泉湯庵 ニュー扇屋

★日帰り入浴800円を
　700円に割引
　 会員のみ

〒９６０-８０５１ 福島市曽根田町１-１８
TEL024-597-8864

タニタフィッツミーＭＡＸふくしま店

★入会金通常１1，0００円を
　半額５，5００円。
　ももりんポイント
　１００ポイントプレゼント
　会員のみ

原郷のこけし群 西田記念館
〒９６０-２１５６ 福島市荒井字横塚３-１８３
(アンナガーデン内）TEL０２４-５９３-０６３９

★入館料
　大人５０円引き
　 同行者５名まで対象

いわき・相双会津

エンゼルフォレスト那須白河
〒962-0623 岩瀬郡天栄村羽鳥字高戸屋39
TEL0248-85-2552（予約・お問合せ専用）

★日帰り温泉入浴料金
　中学生以上２００円、
　 ３歳～小学生
　 １００円引き
　 同行者５名まで対象

〒９７１-８１０１ いわき市小名浜字辰巳町５０
TEL０２４６-７３-２５２５

アクアマリンふくしま

★入館料
　一般　１００円、
　小・中・高 ５０円引き
　会員含む５名まで対象

〒９７０-８０２６ いわき市平字白銀町１-１５
TEL０２４６-２２-３３９４

まちポレいわき

★料金
　一般   ３００円、
　その他２００円引き
　会員含む５名まで対象。
　他割引併用不可

〒965-0804 会津若松市花春町8-1
TEL0242-27-2472

国指定名勝松平氏庭園　御薬園

★入園料
　一般３3０円を
　２9０円に割引
　 会員のみ

〒９６６-０８１７ 喜多方市３丁目４８４４
TEL０２４１-２２-０００８

喜多方蔵座敷美術館

★入館料
　５０円引き

〒969-2696 耶麻郡猪苗代町川桁
リステルパーク TEL0242‐66‐2233

猪苗代ハーブ園

★入園料
　5０円引き
　 会員のみ

〒965-0814 会津若松市東山町湯本寺屋敷43
TEL0242-26-0001（予約センター）

くつろぎ宿 千代滝

★チェックアウトを
　１１：００へ延長
　 グループ全員

〒965-0814 会津若松市東山町湯本川向222
TEL0242-26-0001(予約センター)

くつろぎ宿 新滝

★チェックアウトを
　１１：００へ延長
　 グループ全員

〒965-0814 会津若松市東山町湯本108                               
TEL0242-29-1000

庄助の宿 瀧の湯

★日帰り入浴料金１，２００円
　 （タオル付）を
    １，０００円に割引
    宿泊利用者は、貸し切り風呂
    （５０分間）３，30０円を
  ２，20０円に割引

〒965-0873 会津若松市追手町１番１号
TEL0242-27-4005（会津若松観光ビューロー）

鶴ケ城・茶室麟閣

★入場料
　大人５2０円を４6０円、
　小人１５０円を１３５円
　に割引　
　 会員同行１グループ対象

〒965-0813 会津若松市東山町石山字院内1番地
TEL0242-28-2525

会津武家屋敷

★入場料
　一般　　 １００円、
　小・中・高生８０円引き
　 会員含む１０名まで対象


