
交通事情等により行程等が変更になることもございますのでご了承ください。

スマートシティ視察 夕食

スタンダード
（2ｈ）

アドバンス
（2.5ｈ）

二次会など

中町フジグランドホテル
駅前フジグランド

【観光】産業観光を起点とした観光視察コース（2泊3日）

1日目

13:30-16:00 16:30-18:00 20:00-

Visitoryを使用した
はしご酒体験

ホテルチェックイン

18:30-19:30

会津料理
田季野

2日目

or

1 2 3

産業観光

8:00-9:00 9:30-11:30 13:30-16:30

3日目

中町フジグランドホテル
駅前フジグランド

会津漆器工房
HHT見学

あゆむCafé

エクストリーム温泉

日本一の単一湯口湧出量
（13400ℓ）の源泉から湧き出す
温泉の川に入浴しに行くツアー

ホテルにて朝食 ランチ

11:45-12:30

体験観光 ホテルにて夕食

沼尻高原ロッジ

8:00-9:00

沼尻高原ロッジ

ホテルにて朝食

18:00-19:30

4 5 6 7

現地解散



おすすめホテル

会津若松ワシントンホテル ホテル ニューパレス 中町フジグランドホテル

住所 〒965-0024 福島県会津若松市白虎町201

電話番号 0242-22-6111

料金 シングルルーム基本料金：￥7,350～
ダブルルーム基本料金：￥13,650～
ツインルーム基本料金：￥15,225～

アクセス 車：会津若松ICから約１０分
徒歩：会津若松駅から徒歩３分

駐車場 第一・二駐車場：９０台
第三駐車場：１２０台

住所 〒965-0878 福島県会津若松市中町1番12号

電話番号 0242-28-3111

料金 シングルルーム4,400円～
ツインルーム11,000円～
※朝食500円（税込）

アクセス 車：会津若松ＩＣから約10分
駐車場完備バス
ハイカラさん「野口英世青春広場前」下車すぐ

駐車場 普通車１００台

住所 〒965-0878 福島県会津若松市中町2-78

電話番号 0242-28-2804

料金 シングルルーム 4,500円～
ツインルーム 9,000円～

アクセス 車：会津若松ＩＣから約10分
無料駐車場有りバス
ハイカラさん「野口英世青春広場前」下車すぐ

駐車場 普通車65台
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おすすめ食事処

大正浪漫 渋川問屋 会津料理 田季野 割烹料亭 萬花楼

住所 〒965-0044 福島県会津若松市七日町3-28

電話番号 0242-28-4000

料金 祭り御膳「鶴」2,200円
祭り御膳「亀」3,300円
会津会席膳 4,400円
八重御膳 3,300円

アクセス ＪＲ只見線「七日町」駅から徒歩３分

住所 〒965-0871 福島県会津若松市栄町5-31

電話番号 0242-25-0808

営業時間 11:00～20：00ラストオーダー
定休日/休業日 無休

料金 田の膳 3,240円
季の膳 4,860円
野の膳 6,480円
輪箱 1,620円～

アクセス 車：会津若松ＩＣより１５分バス
ハイカラさん「市役所前」下車、徒歩2分。

駐車場 普通車20台

住所 〒965-0872 福島県会津若松市東栄町10-6

電話番号 0242-27-4567

営業時間 昼 11：30～14：00
夜 17：00～21：00
定休日/休業日 不定休

料金 昼 松会席（2,200円）梅会席（3,300円）
夜 懐石料理（5,500円より）

アクセス 会津若松駅より車で約10分

駐車場 普通車20台
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「Visitory」では、会津若松の飲食店がリアルタイムな営業状況を発信中です。

一次会の後、お近くの営業中の店舗を探して、はしご酒に繰り出しましょう！

一次会お食事終了後… 「Visitory」で飲食店を検索！ 二次会はしご酒に出発！

今いける、今いきたいお店を、
Visitoryでチェック！
・現在地から近い店舗
・現在営業中ですぐ入れる店舗
・旬なメニューの提供店舗
・気になるジャンルの店舗

せっかく来たのだから、
会津若松の夜をもっと堪能したい！
けど・・・空いているお店の場所が
わからない…！

会津若松の夜を楽しみつくしましょう！
・旬な食材を楽しむ。
・お酒をしっぽりと楽しむ。
・〆ラーメンを楽しむ。

観光デジタルサービス「Visitory」を使った二次会はしご酒体験！

居酒屋

ラーメン

バー

アクセスは
こちらから⇒

帰りの「足も」お任せ！

■利用期間：12/1~1/22
■利用方法：アプリ又は
専用フォームからお申込み

■料金：2,000円(おひとり様)
企画・実施：会津トラベルサービス株式会社

■スグレものポイント！
①フリー乗車券＋居酒屋クーポン付(※1)
でとってもお得！
※1： 契約店舗のみ対象
②19時～26時運行で便利！
③運行エリア内は降車フリー！
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おすすめ体験プラン

刀鍛冶体験 金継ぎ体験

4

Human Hub 天寧寺倉庫

住所 〒965-0805 福島県会津若松市天寧寺町7-38

電話番号 0242-27-3200

営業時間 ●ストア 10:00-18:00 ●カフェ 10:00-16:00
●シェア関連 24時間
【定休日】●ストア/カフェ<水曜>

料金 ランチ 750円～
自家焙煎ハンドドリップ珈琲 500円～
自家製パン 300円～
自家製アイス 400円～

アクセス 会津若松駅より車で約15分

駐車場 普通車30台

住所 〒965-0878 福島県会津若松市中町1番12号

行程 10:00集合

所要 2名様の場合90分
3名様の場合120分
注）完成品は当日夕方以降お渡し。後日郵送可

設定時期 6月～12月

設定人数 2名様以上4名様まで

料金 15,000円

住所 会津若松市内

行程 受付時間 9:30~13:30
所要 約1時間

設定時期 通年

設定人数 最大12名様まで

料金 1,100円～
注）作品は、即お持ち帰りできます。



おすすめ体験プラン

エクストリーム温泉 沼尻高原ロッジ

住所 福島県耶麻郡猪苗代町大字蚕養字沼尻山甲
2864

メールアドレス info@numajiri-lodge.com

電話番号 0242-93-8101

受付時間 午前9:00～午後6:00 

定休日 火曜日 水曜日

65 7あゆむCafé

住所 会津若松市東栄町1-17

電話番号 0242-93-8717

開催時期 ６月１日（火）～11月30日（火）

開始時刻 ①9:00～12:00
②13:00～16:00
※車での移動時間を含みます

催行人数 最小催行人数 １名、最大催行人数 ８名

申込締切 事前予約制(3日前まで)

料金内の物 ○保険
○ガイド料金
○ヘルメット料金
○coffee&snack

注意 当日の急な天候の変化によりツアーが
催行されない場合があります。
※悪天候等によるキャンセルについては無料


