
「福が満開、福のしま。」旅行券　利用可能宿泊施設一覧表（平成２７年５月１９日現在）

宿泊施設名 エリア 市町村 電話番号

野地温泉ホテル 県北地域 福島市 0242-64-3031

赤湯 好山荘 県北地域 福島市 0242-64-3217

鷲倉温泉高原旅館 県北地域 福島市 0242-64-3224

幕川温泉水戸屋旅館 県北地域 福島市 0242-64-3316

幕川温泉吉倉屋旅館 県北地域 福島市 0242-64-3617

ホテルサンルート福島 県北地域 福島市 024-521-1811

ホテル　辰巳屋 県北地域 福島市 024-522-5111

ザ・ホテル大亀 県北地域 福島市 024-522-8989

ホテルメッツ福島 県北地域 福島市 024-523-1515

ホテルサンルートプラザ福島 県北地域 福島市 024-525-2211

ザ・セレクトン福島（旧：福島ビューホテル） 県北地域 福島市 024-531-1111

グランパークホテル　エクセル福島恵比寿 県北地域 福島市 024-533-4166

チサンイン福島西インター 県北地域 福島市 024-539-7611

飯坂ホテル聚楽 県北地域 福島市 024-541-2201

伊東園ホテル飯坂叶や 県北地域 福島市 024-541-2311

渓苑花の瀬 県北地域 福島市 024-542-0800

山房月之瀬 県北地域 福島市 024-542-1000

旅館小松や 県北地域 福島市 024-542-2161

吉川屋 県北地域 福島市 024-542-2226

花乃湯 県北地域 福島市 024-542-2231

祭屋湯左衛門 県北地域 福島市 024-542-2345

ホテル天竜閣 県北地域 福島市 024-542-2354

旅館 千歳 県北地域 福島市 024-542-2371

旅館　清山 県北地域 福島市 024-542-2445

おきな旅館 県北地域 福島市 024-542-3068

喜久屋旅館 県北地域 福島市 024-542-3121

伊勢屋旅館 県北地域 福島市 024-542-3131

松島屋旅館 県北地域 福島市 024-542-3155

飯坂温泉　つたや旅館 県北地域 福島市 024-542-3164

くつろぎの宿　はなたき 県北地域 福島市 024-542-3326

旅館湯乃家 県北地域 福島市 024-542-3333

公立学校共済組合　飯坂保養所　 県北地域 福島市 024-542-3381

なかむらや旅館 県北地域 福島市 024-542-4050

葵館 県北地域 福島市 024-542-4116

橋本舘 県北地域 福島市 024-542-4151

摺上亭大鳥 県北地域 福島市 024-542-4184

福住旅館 県北地域 福島市 024-542-4211

穴原温泉いづみや 県北地域 福島市 024-542-5167

旅館　なりた 県北地域 福島市 024-542-6171

双葉旅館 県北地域 福島市 024-542-8111

御宿かわせみ 県北地域 福島市 024-543-1111

福島県青少年会館 県北地域 福島市 024-546-8311

旅館　ひげの家 県北地域 福島市 024-591-1027

花月ハイランドホテル 県北地域 福島市 024-591-1115

吾妻屋 県北地域 福島市 024-591-1121

静心山荘 県北地域 福島市 024-591-1129

安達屋旅館 県北地域 福島市 024-591-1155

旅館　玉子湯 県北地域 福島市 024-591-1171

信夫温泉　のんびり館 県北地域 福島市 024-591-1212

高原荘 県北地域 福島市 024-591-1215

白樺荘 県北地域 福島市 024-591-1423

ユースゲストハウスＡＴＯＭＡ（アトマ） 県北地域 福島市 024-591-2523

ぬる湯温泉旅館二階堂 県北地域 福島市 024-591-3173

高湯温泉　のんびり館 県北地域 福島市 024-592-1126

ニュー扇屋 県北地域 福島市 024-595-2014

小滝温泉 県北地域 福島市 024-595-2020

山根屋旅館 県北地域 福島市 024-595-2116

向滝旅館 県北地域 福島市 024-595-2121

おもてなしの宿　旅館　松雲閣 県北地域 福島市 024-595-2129
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「福が満開、福のしま。」旅行券　利用可能宿泊施設一覧表（平成２７年５月１９日現在）

宿泊施設名 エリア 市町村 電話番号

はるみや旅館 県北地域 福島市 024-595-2134

奥つちゆ 川上温泉 県北地域 福島市 024-595-2136

風望天流太子の湯　山水荘 県北地域 福島市 024-595-2141

辰巳屋山荘　里の湯 県北地域 福島市 024-595-2146

福うさぎ 県北地域 福島市 024-595-2611

あだたらの宿扇や 県北地域 二本松市 0243-24-2001

鏡が池　碧山亭 県北地域 二本松市 0243-24-2008

ながめの館　光雲閣 県北地域 二本松市 0243-24-2101

お宿　花かんざし 県北地域 二本松市 0243-24-2110

陽日の郷　あづま館 県北地域 二本松市 0243-24-2211

空の庭　プチホテル 県北地域 二本松市 0243-24-2217

清流とやすらぎの宿　喜ら里 県北地域 二本松市 0243-24-2225

あだたらふれあいセンター 県北地域 二本松市 0243-24-2226

ヘルシーパルあだたら 県北地域 二本松市 0243-24-2234

空の庭リゾート 県北地域 二本松市 0243-24-2306

櫟平ホテル 県北地域 二本松市 0243-24-2626

ペンション　シャンカー 県北地域 二本松市 0243-24-2951

つきだて花工房 県北地域 伊達市 024-573-3888

ロイヤルホテルほていや 県北地域 伊達市 024-575-2256

福島ふるさと体験スクール 県北地域 伊達市 024-586-2647

ほっこ里 県北地域 伊達市 024-587-1032

りょうぜん紅彩館 県北地域 伊達市 024-589-2233

ホテル フォーシーズ 県北地域 本宮市 0243-34-2833

うぶかの郷 県北地域 桑折町 024-582-4500

大玉リゾートヒルズホテル 県北地域 大玉村 0243-48-2001

ふくしま県民の森　フォレストパークあだたら 県北地域 大玉村 0243-48-2040

大玉温泉　金泉閣 県北地域 大玉村 0243-48-2929

源田温泉郷forestﾊﾞﾝ源田 県中地域 桑折町 024-957-2320

郡山シティホテル 県中地域 郡山市 024-922-1117

ふじ旅館 県中地域 郡山市 024-922-2495

郡山ワシントンホテル 県中地域 郡山市 024-923-1311

セントラルホテル 県中地域 郡山市 024-923-2255

チサンホテル郡山 県中地域 郡山市 024-923-6711

アパホテル＜郡山駅前＞ 県中地域 郡山市 024-923-9111

郡山ビューホテル 県中地域 郡山市 024-924-1111

ホテル・アルファーワン郡山 県中地域 郡山市 024-925-0002

ホテルルートイン　郡山 県中地域 郡山市 024-925-3313

ホテルプリシード郡山 県中地域 郡山市 024-925-3411

ホテルロイヤル郡山 県中地域 郡山市 024-932-3232

スターホテル郡山 県中地域 郡山市 024-934-5221

ホテルハマツ 県中地域 郡山市 024-935-1111

郡山ビューホテルアネックス 県中地域 郡山市 024-939-1111

月光温泉　クアハイム 県中地域 郡山市 024-947-1126

ホテルバーデン 県中地域 郡山市 024-947-7777

郡山温泉 県中地域 郡山市 024-951-1231

ホテル　ルートイン郡山インター 県中地域 郡山市 024-952-0505

のんびり温泉 県中地域 郡山市 024-953-2611

郡山三穂田温泉 県中地域 郡山市 024-954-2626

守山温泉　白水館 県中地域 郡山市 024-955-2545

ホテル・アルファーワン郡山東口 県中地域 郡山市 024-956-3900

熱海荘 県中地域 郡山市 024-984-2101

金蘭荘　花山 県中地域 郡山市 024-984-2111

四季彩一力 県中地域 郡山市 024-984-2115

紅葉館きらくや 県中地域 郡山市 024-984-2130

萩姫の湯　栄楽館 県中地域 郡山市 024-984-2135

山城屋旅館 県中地域 郡山市 024-984-2216

ホテル華の湯 県中地域 郡山市 024-984-2222

山城屋別亭　幻灯庵　月の庭 県中地域 郡山市 024-984-2301

湯の宿 楽山 県中地域 郡山市 024-984-2325
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「福が満開、福のしま。」旅行券　利用可能宿泊施設一覧表（平成２７年５月１９日現在）

宿泊施設名 エリア 市町村 電話番号

旅籠松柏 県中地域 郡山市 024-984-2525

（有）旅館　守田屋 県中地域 郡山市 024-984-2620

（有）深山荘 県中地域 郡山市 024-984-2648

離れの宿　よもぎ埜 県中地域 郡山市 024-984-2671

清稜山倶楽部 県中地域 郡山市 024-984-2811

万葉の宿　八景園 県中地域 郡山市 024-984-3145

浅香荘 県中地域 郡山市 024-984-3157

をりふしの宿　昭月 県中地域 郡山市 024-984-3309

かんぽの宿郡山 県中地域 郡山市 024-984-3511

オーベルジュ鈴鐘 県中地域 郡山市 024-994-1555

おとぎの宿　米屋 県中地域 須賀川市 0248-62-7200

ホテルウイングインターナショナル須賀川 県中地域 須賀川市 0248-72-1411

阿部農縁「よらっせ　こらっせ」 県中地域 須賀川市 0248-75-2382

あさか宿（旧：まゆみ旅館） 県中地域 須賀川市 0248-75-2666

快晴の湯　芹沢温泉 県中地域 須賀川市 0248-75-3611

ホテル虎屋 県中地域 須賀川市 0248-76-1121

ホテルサンルート須賀川 県中地域 須賀川市 0248-76-3333

ひばり温泉ホテル 県中地域 須賀川市 0248-76-4131

スカイパレスときわ 県中地域 田村市 0247-77-2070

神田の湯 県中地域 田村市 0247-77-2349

星の村ふれあい館 県中地域 田村市 0247-78-3100

あぶくま高原の宿　開宝花の湯 県中地域 田村市 0247-82-2521

天空のハーモニー　光水こころ 県中地域 天栄村 0248-82-3109

天栄湯 県中地域 天栄村 0248-82-3121

源泉亭　湯口屋旅館 県中地域 天栄村 0248-84-2001

旅館ふじや 県中地域 天栄村 0248-84-2104

大丸あすなろ荘 県中地域 天栄村 0248-84-2311

ひのき風呂の宿　分家 県中地域 天栄村 0248-84-2314

二岐温泉　柏屋旅館 県中地域 天栄村 0248-84-2316

桂祇荘 県中地域 天栄村 0248-84-2409

ブリティッシュ・ヒルズ 県中地域 天栄村 0248-85-1313

囲炉裏の宿　プルミエール 県中地域 天栄村 0248-85-2251

ペンション　アルテ・リーベ 県中地域 天栄村 0248-85-2277

ペンション　メリーキングス 県中地域 天栄村 0248-85-2300

ペンション　サンガーデン 県中地域 天栄村 0248-85-2319

ペンション　もめんのおうち 県中地域 天栄村 0248-85-2366

羽鳥湖高原レジーナの森 県中地域 天栄村 0248-85-2528

ペンション　オペライカ 県中地域 天栄村 0248-85-2608

橅山荘 県中地域 天栄村 0248-94-1020

温泉ペンション彩林 県中地域 天栄村 0248-94-3033

母畑元湯 県中地域 石川町 0247-26-2057

片倉温泉　薬王館 県中地域 石川町 0247-26-2206

（有）源苑 県中地域 石川町 0247-26-2535

母畑レークサイドセンター宿泊施設 県中地域 石川町 0247-26-3986

ホテル下の湯 県中地域 石川町 0247-26-4101

高藏内ホテル 県中地域 石川町 0247-26-5111

塩の沢温泉　旅館しおや 県中地域 石川町 0247-26-6188

太田旅館 県中地域 平田村 0247-54-2191

若松屋旅館 県中地域 三春町 0247-62-2027

有）ぬる湯旅館 県中地域 三春町 0247-62-2230

三春の里田園生活館 県中地域 三春町 0247-62-8010

斎藤の湯　元湯 下の湯 県中地域 三春町 024-944-1158

ホテルルートイン　新白河駅東 県南地域 白河市 0248-24-1211

白河国際カントリークラブ 県南地域 白河市 0248-34-2141

ホテルサンルート白河 県南地域 西郷村 0248-24-0001

スパリゾートあぶくま 県南地域 西郷村 0248-25-1126

新白河高原ホテルみやま荘 県南地域 西郷村 0248-36-2001

五峰荘 県南地域 西郷村 0248-36-2222

にしごう家族旅行村キョロロン村 県南地域 西郷村 0248-36-2231
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「福が満開、福のしま。」旅行券　利用可能宿泊施設一覧表（平成２７年５月１９日現在）

宿泊施設名 エリア 市町村 電話番号

元湯甲子温泉 旅館　大黒屋 県南地域 西郷村 0248-36-2301

公共の宿 泉崎さつき温泉　泉崎カントリーヴィレッジ 県南地域 泉崎村 0248-53-4211

割烹温泉　観音湯 県南地域 矢吹町 0248-42-2418

ホテルニュー日活 県南地域 矢吹町 0248-42-3721

ルネサンス棚倉 県南地域 棚倉町 0247-33-4111

ユーパル矢祭 県南地域 矢祭町 0247-46-4300

（有）和泉屋旅館 県南地域 塙町 0247-43-0170

味の宿　白洋旅館 県南地域 塙町 0247-43-1107

（有）山形屋 県南地域 塙町 0247-43-1370

湯遊ランドはなわ 県南地域 塙町 0247-43-3000

大江戸温泉物語あいづ 会津地域 会津若松市 0242-22-0600

旅館　ふじみ 会津地域 会津若松市 0242-22-2383

ホテル大阪屋 会津地域 会津若松市 0242-22-5305

会津若松ワシントンホテル 会津地域 会津若松市 0242-22-6111

駅前フジグランドホテル 会津地域 会津若松市 0242-24-1111

グリーンホテル会津 会津地域 会津若松市 0242-24-5181

くつろぎ宿千代滝 会津地域 会津若松市 0242-26-0001

くつろぎ宿新滝 会津地域 会津若松市 0242-26-0001

元湯 有馬屋 会津地域 会津若松市 0242-26-2001

いろりの宿　芦名 会津地域 会津若松市 0242-26-2841

東山パークホテル新風月 会津地域 会津若松市 0242-26-3690

原瀧 会津地域 会津若松市 0242-26-4126

今昔亭 会津地域 会津若松市 0242-26-4126

御宿　東鳳 会津地域 会津若松市 0242-26-4141

民宿多賀来 会津地域 会津若松市 0242-26-6299

東山第一ホテル 会津地域 会津若松市 0242-26-8585

ホテル玉屋 会津地域 会津若松市 0242-27-2015

旅館　田園 会津地域 会津若松市 0242-27-2403

ホテル伏見荘 会津地域 会津若松市 0242-27-2944

鳥一旅館 会津地域 会津若松市 0242-27-3090

ホテルタカコー 会津地域 会津若松市 0242-27-7117

会津東山温泉　向瀧 会津地域 会津若松市 0242-27-7501

シティホテル　石橋 会津地域 会津若松市 0242-28-0039

おやど東山 会津地域 会津若松市 0242-28-1222

（株）ホテルニューパレス 会津地域 会津若松市 0242-28-2804

中町フジグランドホテル 会津地域 会津若松市 0242-28-3111

ホテルルートイン　会津若松 会津地域 会津若松市 0242-28-3370

庄助の宿　瀧の湯 会津地域 会津若松市 0242-29-1000

YUKKURA Inn 会津地域 会津若松市 0242-29-1000

ホテル・アルファーワン会津若松 会津地域 会津若松市 0242-32-6868

（有）仙峡閣 会津地域 会津若松市 0242-92-2026

大川荘 会津地域 会津若松市 0242-92-2111

丸峰観光ホテル 会津地域 会津若松市 0242-92-2121

芦ノ牧ホテル 会津地域 会津若松市 0242-92-2206

芦ノ牧グランドホテル 会津地域 会津若松市 0242-92-2221

会津芦ノ牧温泉　新湯 会津地域 会津若松市 0242-92-2301

不動館小谷の湯 会津地域 会津若松市 0242-92-2311

芦ノ牧プリンスホテル 会津地域 会津若松市 0242-92-2321

Ｎａｒｉ＿Ａｉｚｕ＿Ｃｏｕｎｔｒｙ＿Ｃｌｕｂナリ会津カントリークラブ 会津地域 会津若松市 0242-94-2016

笹屋旅館 会津地域 喜多方市 0241-22-0008

喜多方グリーンホテル 会津地域 喜多方市 0241-22-0011

旅館　俵屋 会津地域 喜多方市 0241-22-0036

農泊　若草物語 会津地域 喜多方市 0241-22-1835

農泊　田園ランプ 会津地域 喜多方市 0241-22-2748

民宿　大川荘 会津地域 喜多方市 0241-22-4177

赤トンボ 会津地域 喜多方市 0241-22-4405

農泊　ふるさと 会津地域 喜多方市 0241-22-4699

農泊　小林 会津地域 喜多方市 0241-22-5004

あづま旅館 会津地域 喜多方市 0241-22-5141
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「福が満開、福のしま。」旅行券　利用可能宿泊施設一覧表（平成２７年５月１９日現在）

宿泊施設名 エリア 市町村 電話番号

農泊　おおつつじ 会津地域 喜多方市 0241-22-7887

民宿えびすや 会津地域 喜多方市 0241-24-4470

雄国宿　やまよ 会津地域 喜多方市 0241-25-7038

アン・レーヴ 会津地域 喜多方市 0241-25-7417

農泊　庭の宿「喜多蔵」 会津地域 喜多方市 0241-25-7450

会津の里　ユースホステル 会津地域 喜多方市 0241-27-2054

農家民宿　ミズファーム 会津地域 喜多方市 0241-27-4778

農泊　花菜（ｈａｎａ） 会津地域 喜多方市 0241-27-7992

農泊　黒森山荘 会津地域 喜多方市 0241-30-3531

ホテルふじや 会津地域 喜多方市 0241-36-2121

ゆもとや 会津地域 喜多方市 0241-36-2266

熱塩温泉山形屋 会津地域 喜多方市 0241-36-2288

農泊　松坂 会津地域 喜多方市 0241-38-2465

農泊ＳＨＩＴＡＮＯＩ 会津地域 喜多方市 0241-44-2035

民宿　東荘 会津地域 喜多方市 0241-44-2154

民宿　あが 会津地域 喜多方市 0241-44-2168

民宿　アットホーム　やましょう 会津地域 喜多方市 0241-44-2252

農泊　ひろ 会津地域 喜多方市 0241-44-2255

農泊友愛 会津地域 喜多方市 0241-44-2427

民宿　赤城 会津地域 喜多方市 0241-44-2703

民宿石川荘 会津地域 喜多方市 0241-44-2866

民宿　いわさき 会津地域 喜多方市 0241-44-2878

ペンション木まま 会津地域 北塩原村 0241-23-8360

ペンションラグマーケット 会津地域 北塩原村 0241-28-7717

ペンション　ハイジ 会津地域 北塩原村 0241-32-2008

たんぽぽペンション 会津地域 北塩原村 0241-32-2014

ペンションマーベリック 会津地域 北塩原村 0241-32-2016

リゾートペンション藍 会津地域 北塩原村 0241-32-2052

ペンション　ハーティ 会津地域 北塩原村 0241-32-2090

レイクサイドホテル　ベイクドポテト 会津地域 北塩原村 0241-32-2127

ゲストハウス　サンディーズ 会津地域 北塩原村 0241-32-2133

ペンション　夢がたり 会津地域 北塩原村 0241-32-2140

（有）ガストホフ　虹の詩 会津地域 北塩原村 0241-32-2144

ネイチャーコテージ Akabeko 会津地域 北塩原村 0241-32‐2151

ペンション　ベルク 会津地域 北塩原村 0241-32-2162

（株）裏磐梯高原ホテル 会津地域 北塩原村 0241-32-2211

秋元屋旅館 会津地域 北塩原村 0241-32-2222

ペンション　ヴァンブラン 会津地域 北塩原村 0241-32-2224

松原キャンプ場 会津地域 北塩原村 0241-32-2247

裏磐梯ライジングサンホテル（旧 ホテル白雲荘） 会津地域 北塩原村 0241-32-2311

ペンション蛍 会津地域 北塩原村 0241-32-2368

休暇村　裏磐梯 会津地域 北塩原村 0241-32-2421

グルもてコテージ・Ｓｅｎｇａｎ・Ｙｏｕ・優・餐・緩 会津地域 北塩原村 0241-32-2471

しゃくなげペンション 会津地域 北塩原村 0241-32-2503

ホーミーペンション　たなか 会津地域 北塩原村 0241-32-2510

レイクサイドインラーラ 会津地域 北塩原村 0241-32-2606

オーベルジュ渓翠館 会津地域 北塩原村 0241-32-2610

ペンション　サッチモ 会津地域 北塩原村 0241-32-2673

レイクサイド・イン　Ｂｅｅ Ｈｉｖｅ 会津地域 北塩原村 0241-32-2708

ペンションどんぐり 会津地域 北塩原村 0241-32-2709

ペンション　かぷりこ～ん 会津地域 北塩原村 0241-32-2711

ペンション　とも 会津地域 北塩原村 0241-32-2722

ペンション　のだポパイ 会津地域 北塩原村 0241-32-2735

（株）裏磐梯五色沼ロッジ　裏磐梯ユースホステル 会津地域 北塩原村 0241-32-2811

ペンションすずかけの散歩道 会津地域 北塩原村 0241-32-2858

ペンションバディ 会津地域 北塩原村 0241-32-2920

ペンション　クリッターハウス 会津地域 北塩原村 0241-32-2922

裏磐梯　国民宿舎 会津地域 北塩原村 0241-32-2923

ドナルドペンション 会津地域 北塩原村 0241-32-2926
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「福が満開、福のしま。」旅行券　利用可能宿泊施設一覧表（平成２７年５月１９日現在）

宿泊施設名 エリア 市町村 電話番号

よしおかペンション 会津地域 北塩原村 0241-32-2956

アウトドア体験の宿　もくもく 会津地域 北塩原村 0241-32-3010

ペンション　ポローニア 会津地域 北塩原村 0241-32-3014

ペンション　レラ 会津地域 北塩原村 0241-32-3070

おやど　風来坊 会津地域 北塩原村 0241-32-3077

ペンション　カレワラ 会津地域 北塩原村 0241-32-3105

裏磐梯ロイヤルホテル 会津地域 北塩原村 0241-32-3111

クラシックイン ロビンソン 会津地域 北塩原村 0241-32-3166

ペンション　こめら 会津地域 北塩原村 0241-32-3186

ペンション　アルビン 会津地域 北塩原村 0241-32-3190

ホテルグランデコ 会津地域 北塩原村 0241-32-3200

ペンション　木になる家 会津地域 北塩原村 0241-32-3232

ペンション　くらんぼーん 会津地域 北塩原村 0241-32-3261

ペンションラフィア 会津地域 北塩原村 0241-32-3353

ペンション　アルバート 会津地域 北塩原村 0241-32-3358

コテージ　アルバート 会津地域 北塩原村 0241-32-3358

ペンション　楓 会津地域 北塩原村 0241-32-3455

ペンションアニバーサリー 会津地域 北塩原村 0241-32-3464

フレーザーホテル 会津地域 北塩原村 0241-32-3470

レンタルハウス談暖暖（だんのんだん） 会津地域 北塩原村 0241-32-3560

丘の上のペンション　ぐ～たらパパ 会津地域 北塩原村 0241-32-3600

旅館　米澤屋 会津地域 北塩原村 0241-33-2221

ホテル　観山 会津地域 北塩原村 0241-33-2233

磐梯桧原湖畔ホテル 会津地域 北塩原村 0241-33-2341

小さなホテル　四季の森山荘 会津地域 北塩原村 0241-33-2468

桧原温泉　民宿たばこ屋 会津地域 北塩原村 0241-34-2003

ゆ乃宿湯流里 会津地域 北塩原村 0241-34-2084

温泉民宿　越後屋 会津地域 北塩原村 0241-34-2221

温泉民宿えんどう 会津地域 北塩原村 0241-34-2233

温泉民宿　山城屋 会津地域 北塩原村 0241-34-2247

おんせんロッジ　こはん 会津地域 北塩原村 0241-34-2254

和風ペンションやませ 会津地域 北塩原村 0241-34-2256

和風ペンション温泉森川 会津地域 北塩原村 0241-34-2258

民宿　ひばら 会津地域 北塩原村 0241-34-2368

星野リゾート　裏磐梯ホテル 会津地域 北塩原村 0241-37-1127

ペンションそら 会津地域 北塩原村 0241-37-1840

ホテル＆リストランテ　イルレガーロ 会津地域 北塩原村 0241-37-1855

ほていや旅館 会津地域 西会津町 0241-45-2011

旅館　はまや 会津地域 西会津町 0241-45-2105

ひまわり 会津地域 西会津町 0241-45-2414

西会津町温泉健康保養センター　ロータスイン 会津地域 西会津町 0241-45-2900

きんもくせい 会津地域 西会津町 0241-45-3274

旅館神境館 会津地域 西会津町 0241-45-3460

民宿　小島 会津地域 西会津町 0241-45-3488

民宿　四季庵 会津地域 西会津町 0241-45-3497

亀屋 会津地域 西会津町 0241-45-3577

朱泥庵 会津地域 西会津町 0241-45-3747

岩根館 会津地域 西会津町 0241-45-4344

農家民宿 冨士の里 会津地域 西会津町 0241-47-2497

農家民宿 治右エ門 会津地域 西会津町 0241-47-2683

グリーン奥川 会津地域 西会津町 0241-49-2188

民宿　元んち 会津地域 西会津町 0241-49-2515

かたくり 会津地域 西会津町 0241-49-2532

大阪屋 会津地域 西会津町 0241-49-2933

カントリーイン　雲のアルルカン 会津地域 磐梯町 0242-73-2035

和風ペンション　わたぼうし 会津地域 磐梯町 0242-73-2200

ペンション　ナイスデイ 会津地域 磐梯町 0242-73-2200

ペンション　山の便り 会津地域 磐梯町 0242-73-2333

ペンション　七ッ森ファミリー 会津地域 磐梯町 0242-73-2481
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「福が満開、福のしま。」旅行券　利用可能宿泊施設一覧表（平成２７年５月１９日現在）

宿泊施設名 エリア 市町村 電話番号

ペンション　パイプのけむり 会津地域 磐梯町 0242-73-2919

ペンション　ゆきむら 会津地域 磐梯町 0242-73-2947

Bar & Stay Youminn 会津地域 磐梯町 0242-73-3398

ペンション　パル 会津地域 磐梯町 0242-73-3515

ペンション　プチポワ 会津地域 磐梯町 0242-73-3525

ペンション　森のバスケット 会津地域 磐梯町 0242-73-3578

星野リゾート　磐梯山温泉ホテル 会津地域 磐梯町 0242-74-5105

ゆらぎの宿　ＳＨＵＢＯＵ 会津地域 磐梯町 0242-85-6988

すなっぷくらぶ本店 会津地域 磐梯町 0247-74-1350

旅館　さわや 会津地域 猪苗代町 0241-32-2236

ロングペンション　木輪 会津地域 猪苗代町 0241-32-2288

民宿 おぐら荘 会津地域 猪苗代町 0242-62-2221

あるぱいんロッジ 会津地域 猪苗代町 0242-62-3350

スポーツハウス民宿　神田荘 会津地域 猪苗代町 0242-62-3402

やまき屋 会津地域 猪苗代町 0242-62-3554

ヴィラ・イナワシロ 会津地域 猪苗代町 0242-62-4111

猪苗代観光ホテル 会津地域 猪苗代町 0242-62-4132

ロッジ・ファミリーイン　アットホームおおほり 会津地域 猪苗代町 0242-62-4316

ペンション　KOGETSU 会津地域 猪苗代町 0242-62-5025

温泉ペンション　ブンブン 会津地域 猪苗代町 0242-63-0063

ロッジ　スポーツパル 会津地域 猪苗代町 0242-63-0220

しゃくなげ平 貸別荘&コテージ　オール・リゾート・サービス 会津地域 猪苗代町 0242-63-0355

ペンション ぽぽんた 会津地域 猪苗代町 0242-63-0369

ペンション　ＲＢ 会津地域 猪苗代町 0242-63-0570

ペンションヴェルレーヌ 会津地域 猪苗代町 0242-63-0855

猪苗代　四季の里 会津地域 猪苗代町 0242-63-1616

湯の宿　アウザ猪苗代 会津地域 猪苗代町 0242-63-1639

ペンション　だんらん 会津地域 猪苗代町 0242-63-1749

御もてなしの宿　悠ゆ亭 会津地域 猪苗代町 0242-63-1900

ペンション　ある日記 会津地域 猪苗代町 0242-64-2509

いろり湯の宿　大阪屋 会津地域 猪苗代町 0242-64-3016

旅館　五葉荘 会津地域 猪苗代町 0242-64-3131

（有）滝川屋 会津地域 猪苗代町 0242-64-3211

扇屋旅館 会津地域 猪苗代町 0242-64-3221

ホテルプルミエール箕輪 会津地域 猪苗代町 0242-64-3300

磐梯西村屋 会津地域 猪苗代町 0242-64-3311

リゾートインぼなり 会津地域 猪苗代町 0242-64-3333

ペンション見鳥 会津地域 猪苗代町 0242-64-3373

田村屋旅館 会津地域 猪苗代町 0242-64-3421

花見屋旅館 会津地域 猪苗代町 0242-64-3621

御宿万葉亭 会津地域 猪苗代町 0242-64-3789

（有）平沢屋 会津地域 猪苗代町 0242-64-3821

森の旅亭マウント磐梯 会津地域 猪苗代町 0242-64-3911

ＬＡＫＥ　ＳＩＤＥ　ＨＯＴＥＬ　みなとや 会津地域 猪苗代町 0242-65-2111

グランドサンピア猪苗代リゾートホテル 会津地域 猪苗代町 0242-65-2131

押立温泉住吉館 会津地域 猪苗代町 0242-65-2221

リフレッシングインウェルカム・ウェルカム 会津地域 猪苗代町 0242-65-2481

国民宿舎　さぎの湯 会津地域 猪苗代町 0242-65-2515

ホテルリステル猪苗代　ウイングタワー 会津地域 猪苗代町 0242-66-2233

ホテルリステル猪苗代 本館 会津地域 猪苗代町 0242-66-2233

レイクサイド磐光 会津地域 猪苗代町 0242-66-2711

こはんゲストハウス 会津地域 猪苗代町 0242-66-3518

ペンション　すまいる 会津地域 猪苗代町 0242-67-1010

沼尻温泉　のんびり館 会津地域 猪苗代町 0242-67-1268

奥会津　のんびり館 会津地域 三島町 0241-42-7008

森の宿校舎　カタクリ 会津地域 三島町 0241-48-5577

糸屋旅館 会津地域 三島町 0241-52-2008

宮下温泉　ふるさと荘 会津地域 三島町 0241-52-2049

宮下温泉　栄光舘 会津地域 三島町 0241-52-2636
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民宿かねこ 会津地域 三島町 0241-52-3778

玉梨温泉　恵比寿屋 会津地域 金山町 0241-54-2211

民宿　朝日屋 会津地域 金山町 0241-54-2712

鶴亀荘 会津地域 金山町 0241-54-2724

民宿　松屋 会津地域 昭和村 0241-57-2283

昭和温泉　しらかば荘 会津地域 昭和村 0241-57-2585

ファミリーイン美女峠 会津地域 昭和村 0241-57-2870

割烹旅館吉田屋 会津地域 会津美里町 0242-56-3043

蛍の宿　こぶし荘 会津地域 会津美里町 0242-56-4030

新鶴温泉　ほっとぴあ新鶴 会津地域 会津美里町 0242-78-2820

旅館　内田屋 会津地域 柳津 0241-42-2021

月本旅館 会津地域 柳津 0241-42-2233

塔之坊あづまや 会津地域 柳津 0241-42-2250

つきみが丘町民センター 会津地域 柳津 0241-42-2302

湖畔の宿　月見亭 会津地域 柳津 0241-42-2348

清流の宿　かわち 会津地域 柳津 0241-42-2600

西山温泉　滝の湯 会津地域 柳津 0241-43-2311

旅館　中の湯 会津地域 柳津 0241-43-2424

戸赤自然体験あそびの学校　やまざくら 南会津地域 下郷町 0241-67-2020

民宿　赤ひげ 南会津地域 下郷町 0241-68-2106

蕎宿湯神 南会津地域 下郷町 0241-68-2117

ホテル大坂屋 南会津地域 下郷町 0241-68-2121

民宿美加登屋 南会津地域 下郷町 0241-68-2150

民宿　みやもと屋 南会津地域 下郷町 0241-68-2157

清水屋旅館 南会津地域 下郷町 0241-68-2211

湯野上ホテル 南会津地域 下郷町 0241-68-2217

民宿　扇屋 南会津地域 下郷町 0241-68-2245

（株）藤見荘　こぼうしの湯　洗心亭 南会津地域 下郷町 0241-68-2266

ホテル大島 南会津地域 下郷町 0241-68-2311

湯楽の宿　ひらのや 南会津地域 下郷町 0241-68-2404

民宿　すずき屋 南会津地域 下郷町 0241-68-2408

湯野上温泉　民宿　山形屋 南会津地域 下郷町 0241-68-2410

湯宿　にしき屋 南会津地域 下郷町 0241-68-2413

湯季の郷民宿紫泉 南会津地域 下郷町 0241-68-2508

塔泉閣 南会津地域 下郷町 0241-68-2513

民宿　星乃井 南会津地域 下郷町 0241-68-2552

藤の湯　えびす屋 南会津地域 下郷町 0241-68-2567

民宿舘乃湯 南会津地域 下郷町 0241-68-2648

藤龍館 南会津地域 下郷町 0241-68-2888

尾瀬御池ロッジ 南会津地域 檜枝岐村 0241-75-2351

森林の分校　ふざわ 南会津地域 只見町 0241-71-9511

逢川屋旅館 南会津地域 只見町 0241-82-2013

民宿　只見荘 南会津地域 只見町 0241-82-2047

旅館　みな川 南会津地域 只見町 0241-82-2161

ゆの宿　松屋 南会津地域 只見町 0241-82-2290

ますや旅館 南会津地域 只見町 0241-82-2311

民宿　いわぶち 南会津地域 只見町 0241-82-2458

民宿ふる里 南会津地域 只見町 0241-82-2722

民宿　いわさき荘 南会津地域 只見町 0241-82-2732

民宿　やまかのうや 南会津地域 只見町 0241-82-3400

住吉屋旅館 南会津地域 只見町 0241-84-2005

倉田屋旅館 南会津地域 只見町 0241-84-2040

やすらぎ 南会津地域 只見町 0241-84-2434

季の郷　湯ら里 南会津地域 只見町 0241-84-2888

田沢屋旅館 南会津地域 南会津町 0241-62-0424

田舎宿ありが 南会津地域 南会津町 0241-62-0703

丸山館 南会津地域 南会津町 0241-62-1133

民宿ふれあい 南会津地域 南会津町 0241-62-3602

民宿清水荘 南会津地域 南会津町 0241-64-2144
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民宿　よしもと屋 南会津地域 南会津町 0241-64-2329

会津六名館 南会津地域 南会津町 0241-64-2355

フィールドイン　楓林舎 南会津地域 南会津町 0241-64-2535

旅館　三滝温泉 南会津地域 南会津町 0241-66-2313

会津高原温泉　御宿　夢の湯 南会津地域 南会津町 0241-66-3131

旅館　山口屋 南会津地域 南会津町 0241-72-2103

民宿　松原園 南会津地域 南会津町 0241-72-2244

民宿　とまと 南会津地域 南会津町 0241-72-2359

清水屋旅館 南会津地域 南会津町 0241-76-2130

民宿　りす 南会津地域 南会津町 0241-76-2274

民宿三ッ岩 南会津地域 南会津町 0241-76-2278

民宿ふれあい 南会津地域 南会津町 0241-76-2475

小豆温泉　花木の宿 南会津地域 南会津町 0241-76-3115

ロッジ溪山 南会津地域 南会津町 0241-76-3533

民宿平成 南会津地域 南会津町 0241-78-2057

旅館　湯本屋 南会津地域 南会津町 0241-78-2059

民宿　ますや 南会津地域 南会津町 0241-78-2161

民宿　山楽 南会津地域 南会津町 0241-78-2201

会津アストリアホテル 南会津地域 南会津町 0241-78-2241

紅葉館 南会津地域 南会津町 0241-78-2271

民宿　みちのく 南会津地域 南会津町 0241-78-2334

水引離騒館 南会津地域 南会津町 0241-78-2338

民宿　若松屋 南会津地域 南会津町 0241-78-2434

民宿　福本屋 南会津地域 南会津町 0241-78-2440

民宿　宮ノ本 南会津地域 南会津町 0241-78-2441

旅館　井筒屋 南会津地域 南会津町 0241-78-2452

民宿　北の家 南会津地域 南会津町 0241-78-2503

旅館　末廣 南会津地域 南会津町 0241-78-2513

いせや 南会津地域 南会津町 0241-78-2515

会津高原 ペンション アルミッシュ 南会津地域 南会津町 0241-78-2587

民宿ふじや 南会津地域 南会津町 0241-78-2627

民宿さとう屋 南会津地域 南会津町 0241-78-2687

会津アストリアロッジ 南会津地域 南会津町 0241-78-2839

ペンション　森のこびと 南会津地域 南会津町 0241-78-3006

ペンション　パフィオ 南会津地域 南会津町 0241-78-3025

民宿　上野屋 南会津地域 南会津町 0241-78-3040

ロッチ　シュガーハウス 南会津地域 南会津町 0241-78-3048

ペンションＹＯＵとぴあⅢ世 南会津地域 南会津町 0241-78-3072

ペンション　ワインズ 南会津地域 南会津町 0241-78-3075

民宿　祝荘 南会津地域 南会津町 0241-78-3105

ペンションやまぼうし 南会津地域 南会津町 0241-78-3116

ペンション　大きな栗の木 南会津地域 南会津町 0241-78-3117

ペンション　蒼い樹 南会津地域 南会津町 0241-78-3125

ペンションムーミンのＰａＰａ 南会津地域 南会津町 0241-78-3126

ペンション　バンマリー 南会津地域 南会津町 0241-78-3176

ペンション　ウッディベル 南会津地域 南会津町 0241-78-3216

会津高原ホテル 南会津地域 南会津町 0241-78-3220

ペンション　ポレポレ 南会津地域 南会津町 0241-78-3245

ベイクウェル 南会津地域 南会津町 0241-78-3261

ペンション　ラ・フォリア 南会津地域 南会津町 0241-78-3263

ペンション　ロマネスク 南会津地域 南会津町 0241-78-3265

プチホテル　ガーデンまつぶし 南会津地域 南会津町 0241-78-5075

ペンション　エンドレス 南会津地域 南会津町 0241-78-5138

ペンション　木綿館 南会津地域 南会津町 0241-78-5146

ガストホフ逢う日会うでい 南会津地域 南会津町 0241-78-5147

フェリチェ 南会津地域 南会津町 0241-78-5890

ペンション　やまゆきかわゆき 南会津地域 南会津町 0241-78-7262

民宿食堂かどや 南会津地域 桧枝岐村 0241-75-2004

民宿　かねほん 南会津地域 桧枝岐村 0241-75-2008
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かぎや旅館 南会津地域 桧枝岐村 0241-75-2014

民宿　あづま 南会津地域 桧枝岐村 0241-75-2017

民宿　白木屋 南会津地域 桧枝岐村 0241-75-2023

そばの宿　丸屋 南会津地域 桧枝岐村 0241-75-2024

民宿　たきさわ 南会津地域 桧枝岐村 0241-75-2030

ますや旅館 南会津地域 桧枝岐村 0241-75-2034

原の小屋 南会津地域 桧枝岐村 0241-75-2038

民宿　開山 南会津地域 桧枝岐村 0241-75-2039

民宿　丸与 南会津地域 桧枝岐村 0241-75-2041

民宿・食堂　やなぎ屋 南会津地域 桧枝岐村 0241-75-2053

尾瀬の宿　こまどり 南会津地域 桧枝岐村 0241-75-2082

民宿すぎのや 南会津地域 桧枝岐村 0241-75-2113

民宿　ひらの家 南会津地域 桧枝岐村 0241-75-2115

民宿　檜扇 南会津地域 桧枝岐村 0241-75-2129

民宿　尾瀬野 南会津地域 桧枝岐村 0241-75-2143

民宿　わたすげ荘 南会津地域 桧枝岐村 0241-75-2152

民宿　星の家 南会津地域 桧枝岐村 0241-75-2156

民宿樹林荘 南会津地域 桧枝岐村 0241-75-2170

民宿　松源 南会津地域 桧枝岐村 0241-75-2217

民宿　いこい 南会津地域 桧枝岐村 0241-75-2218

温泉小屋 南会津地域 桧枝岐村 0241-75-2222

（有）尾瀬小屋 南会津地域 桧枝岐村 0241-75-2225

民宿　おぜぐち 南会津地域 桧枝岐村 0241-75-2235

民宿　舟岐館 南会津地域 桧枝岐村 0241-75-2238

ロッジ　翌檜 南会津地域 桧枝岐村 0241-75-2250

（有）燧小屋 南会津地域 桧枝岐村 0241-75-2252

民宿　吉田屋 南会津地域 桧枝岐村 0241-75-2305

旅館ひのえまた 南会津地域 桧枝岐村 0241-75-2324

民宿奥尾瀬 南会津地域 桧枝岐村 0241-75-2329

尾瀬沼ヒュッテ 南会津地域 桧枝岐村 0241-75-2351

御宿　郷 南会津地域 桧枝岐村 0241-75-2358

民宿　山びこ山荘 南会津地域 桧枝岐村 0241-75-2372

プチホテル　ハーベスト 南会津地域 桧枝岐村 0241-75-2401

民宿　しみず 南会津地域 桧枝岐村 0241-75-2407

尾瀬入山口の宿 七入山荘（なないりさんそう） 南会津地域 桧枝岐村 0241-75-2434

民宿木の実 南会津地域 桧枝岐村 0241-75-2457

（有）檜枝岐小屋 南会津地域 桧枝岐村 0278-58-7050

長蔵小屋 南会津地域 桧枝岐村 0278-58-7100

第二長蔵小屋 南会津地域 桧枝岐村 0278-58-7100

（有）晴風荘 相双地域 相馬市 0244-35-3289

なぎさの奏　夕鶴 相双地域 相馬市 0244-38-7111

亀屋旅館 相双地域 相馬市 0244-38-8153

ホテル　アゴラ 相双地域 川内村 0240-23-6300

川内村 いわなの郷コテージ 相双地域 川内村 0240-25-8809

小松屋旅館 相双地域 川内村 0240-38-2033

ビジネスホテルかわうち 相双地域 川内村 0240-38-3181

ヘレナ国際ヴィラ いわき地域 いわき市 0244-62-7611

ホテル・アルファーワンいわき いわき地域 いわき市 0246-22-8889

ホテル東洋 いわき地域 いわき市 0246-23-2020

ＨＯＴＥＬＩＷＡＫＩ いわき地域 いわき市 0246-23-3188

クレストンホテル いわき地域 いわき市 0246-25-5051

旅館　昌龍館 いわき地域 いわき市 0246-26-3684

入の元湯　神泉亭 いわき地域 いわき市 0246-27-3939

太平洋健康センター　いわき蟹洗温泉 いわき地域 いわき市 0246-32-2500

いわきワシントンホテル　椿山荘 いわき地域 いわき市 0246-35-3000

グランパークホテル　パネックスいわき　 いわき地域 いわき市 0246-35-5010

ホテルルートイン　いわき駅前 いわき地域 いわき市 0246-35-6101

いわき新舞子ハイツ いわき地域 いわき市 0246-39-3801

（有）岩惣 いわき地域 いわき市 0246-42-2135
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（株）松柏館 いわき地域 いわき市 0246-42-2141

株式会社こいと旅館 いわき地域 いわき市 0246-42-2151

スパホテルスミレ館 いわき地域 いわき市 0246-42-2155

吹の湯旅館 いわき地域 いわき市 0246-42-2158

ホテル美里 いわき地域 いわき市 0246-42-2181

ホテル柏 いわき地域 いわき市 0246-42-2288

ホテル住乃江 いわき地域 いわき市 0246-42-2332

さしみの宿　伊勢屋旅舘 いわき地域 いわき市 0246-42-3135

安政年間開湯の宿　斎菊 いわき地域 いわき市 0246-42-4171

ウィルポート いわき地域 いわき市 0246-43-0031

いわき市健康・福祉プラザ　宿泊研修施設 いわき地域 いわき市 0246-43-0801

雨情の宿　新つた いわき地域 いわき市 0246-43-1111

元禄彩雅宿　古滝屋 いわき地域 いわき市 0246-43-2191

ホテルいづみや いわき地域 いわき市 0246-43-2216

杜のおやど 喜楽苑 いわき地域 いわき市 0246-43-2227

旬味の宿　うお昭 いわき地域 いわき市 0246-43-2363

（有）春木屋旅舘 いわき地域 いわき市 0246-43-2724

ホテルパームスプリング いわき地域 いわき市 0246-43-3011

ホテルハワイアンズ いわき地域 いわき市 0246-43-3191

福美館 いわき地域 いわき市 0246-43-3243

（有）わ可ば いわき地域 いわき市 0246-43-3381

遊湯亭 いわき地域 いわき市 0246-43-3800

湯の宿　美笹 いわき地域 いわき市 0246-43-4511

エコホテル　いわき湯本 いわき地域 いわき市 0246-44-6100

小名浜シーサイドホテル いわき地域 いわき市 0246-52-0058

旅亭小滝 いわき地域 いわき市 0246-53-3101

割烹旅館　天地閣 いわき地域 いわき市 0246-53-3285

小名浜グリーンホテル いわき地域 いわき市 0246-54-6333

金成館 いわき地域 いわき市 0246-54-6688

ホテル塩屋崎 いわき地域 いわき市 0246-55-5656

小名浜オーシャンホテル＆ゴルフクラブ いわき地域 いわき市 0246-56-3311

バイロンネルソンカントリークラブコテージ いわき地域 いわき市 0246-56-8160

いわき卓球センター いわき地域 いわき市 0246-58-5618

ホテルミドリいわき植田 いわき地域 いわき市 0246-62-3737

旅館浦島 いわき地域 いわき市 0246-64-7540

田人おふくろの宿 いわき地域 いわき市 0246-68-3321

モノリスタワー いわき地域 いわき市 0246-72-2180

いわきの里鬼ヶ城　バンガロー いわき地域 いわき市 0246-84-2288

みさきプレステージリゾート いわき地域 いわき市 0246-92-1117

パレスホテル いわき地域 いわき市 0246-92-3033

新よね旅館 いわき地域 いわき市 0246-92-3108

ホテルルートイン　いわき泉駅前 いわき地域 いわき市 050-5847-7530
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