
当日または前日にお申し込み可能な体験情報満載!
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事務局／会津若松市観光課内　〒965-8601 福島県会津若松市東栄町 3-46 tel.0242-39-1251 fax.0242-39-1433

お問い合わせ 極上の会津プロジェクト協議会  中央エリア 極上の会津 検 索
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な
じ
ょ
す
ん
べ
!? 会津弁で「どうしよう」の意味。

会津の2日目の旅をご提案するパン
フレットになります。

「なじょすんべ」の意味とは？

中央エリア　会津若松市｜会津坂下町｜会津美里町｜湯川村

会津の酒蔵見学

赤べこ絵付け体験

会津の漆器「蒔絵」体験

ろくろ体験でオリジナル陶器

着物レンタル

会津に三重塔!?

「鶴ヶ城」の鐘をついてみよう！

会津
中央
エリア

〔参拝は予約不要・拝観は前日まで要問合せ〕
TEL.0242-78-2131

中田観音参拝会津美里町

［拝観日］個人拝観/月・水・金の10：00のみ　団体拝観（10名様以上)随時受付※どちらも要予約●営
普通車/45台、大型バス/5台　●駐

会津ころり三観音の一つで、野
口英世の母シカが息子の火傷
治療と立身出世のために祈願し
たことでも有名です。堂内の「だ
きつき柱」は信心の人が抱きつ
いて、念願すれば願いがかなう
とされています。

中田観音（弘安寺） 会津美里町米田字堂ノ後甲147
拝観料［お一人様］個人/500円  団体/400円料

金

〔個人参拝予約不要・団体での参拝は要問合せ〕TEL.0242-54-5050

伊佐須美神社参拝会津美里町

8:00～17:00●営
無休●休 普通車/120台、大型バス/10台　●駐

会津の総鎮守として2000年もの歴
史を誇ります。方除、商売繁盛、豊
作祈願、厄除け開運などのご利益
があります。御田植祭など古式ゆか
しい行事が伝わっています。宝物殿
には国重文「朱漆金銅装神輿」や県
重文「木造狛犬一対」など貴重な文
化財を有しています。

伊佐須美神社 会津美里町宮林甲4377
［宝物殿入館料］大人700円  子ども300円料

金

〔予約不要（ただし金剛力士像等堂内の拝観については7日前までに要問合せ）〕
TEL.0242-56-4882（会津美里町観光協会/火曜定休）

法用寺参拝会津美里町

参拝・見学自由●営 ●休無休 普通車/5台（大型バス不可）　●駐

会津で最も古い天台宗の名刹で
す。雪国には珍しい優美な三重塔
（県重文）や、平安時代に作成され
たケヤキ一木造の金剛力士像（国
重文）などがあり、かつての隆盛を
偲ばせます。

法用寺 会津美里町雀林三番山下3554
無　料料

金

〔要予約（当日も可。10名以上は3日前まで。）〕

TEL.0242-56-2221

会津本郷焼体験会津美里町

8:30～16:40●営 無休●休
普通車/30台、大型バス/10台　［瀬戸町観光駐車場］普通車/40台、大型バス/３台●駐

高温の窯の中で釉薬が熔け流れるこ
とで描かれる流紋様が特徴です。絵
付け・手びねり・ろくろ体験が楽し
め、工場内の見学もできます。大型バ
ス駐車場あり。当日受入可。大人数で
の団体受入可。店頭購入が可能です。

流紋焼 会津美里町川原町甲1933

［絵付け体験/所要時間30分］648円～〈定員200～300名まで〉
［手びねり体験/所要時間60分］500g1,080円～〈定員300名まで〉
［ろくろ体験/所要時間40分］1kg2,700円～〈定員10名まで〉 

料
金

〔要予約（当日も可）〕TEL.0242-56-2178

会津本郷焼体験会津美里町

９:00～17:00●営 不定休●休
普通車/3台　［瀬戸町観光駐車場］普通車/40台、大型バス/３台●駐

深みのある青磁器は男女問わ
ず人気です。日用品から抹茶碗
までと幅広い品揃えとなって
います。手びねり体験・ろくろ
体験の当日受付が可能で、店頭
購入もできます。

閑山窯 会津美里町松原際2195

［手びねり体験/所要時間60分］1kg2,000円～〈定員10名まで〉
［ろくろ体験/所要時間60分］2,500円～〈定員2名まで〉 

料
金

〔要予約（当日も可）〕TEL.0242-56-5098

会津本郷焼体験会津美里町

8:00～18:00●営 不定休●休
普通車/10台　［瀬戸町観光駐車場］普通車/40台、大型バス/３台●駐

鉄釉と白釉にしのぎのラインのモダンな
うつわや、粉引き地にやさしい色彩で建
物や植物をデザインした作品が女性に
人気の窯元です。手びねり・ろくろ・絵付
け体験ができます。当日受入が可能で、
店頭購入もできます。

樹ノ音工房 会津美里町瀬戸町3272-1

［絵付け体験/所要時間30分］800円～〈定員50名まで〉
［手びねり体験/所要時間60分］500g1,000円～〈定員50名まで〉
［ろくろ体験/所要時間60分］500g1,500円～〈定員5名まで〉

料
金

〔要予約（当日も可。10名以上は7日前まで。）〕

TEL.0242-56-3103

会津本郷焼体験会津美里町

９:00～17:00●営 不定休●休
普通車/２０台　［瀬戸町観光駐車場］普通車/40台、大型バス/３台●駐

窯独自の藍呉須と釉薬を使用し、柄
はすべて手描きです。みしらず柿のモ
チーフは酔月窯のシンボルデザインで
す。絵付け・手びねり体験ができ当日
受入が可能です。大人数の受入も可
（要予約）で、店頭購入もできます。

酔月窯 会津美里町瀬戸町3174

［手びねり体験/所要時間90分］500g1,300円～〈定員100名まで〉
［絵付け体験/所要時間60分］700円～〈定員100名まで〉

料
金

〔要予約（当日も可）〕TEL.0242-56-5707

会津本郷焼体験会津美里町

9:00～18:00     ●営 不定休●休
普通車/5台［瀬戸町観光駐車場］普通車/40台、大型バス/３台●駐

白釉や黒釉など約10種類の釉薬を使
い、ろくろで成形したうつわは緩やか
な曲線で優しい雰囲気があります。ま
た、赤ベコシリーズには多くのファン
がいます。絵付け・手びねり・ろくろ体
験ができ、店頭購入も可能です。

陶房 彩里 会津美里町字川原町甲1868-1

［絵付け体験/所要時間60分］800円～〈定員10名まで〉
［手びねり体験/所要時間60分］500g1,000円～〈定員10名まで〉
［ろくろ体験/所要時間60分］500g1,500円～〈定員4名まで〉

料
金

〔予約不要〕
TEL.0242-56-4882（会津美里町観光協会/火曜定休）

歴史散策・ビュースポット会津美里町

入場自由●営 普通車/11台、大型バス乗降のみ可
［瀬戸町観光駐車場］普通車/40台、大型バス/３台
●駐

中世会津の領主、葦名盛氏が居
城として築いた東北最大級の山
城です。葦名氏滅亡後も伊達
氏、上杉氏が重要な居城として
改修を重ねています。お茶屋場
曲輪や二曲輪からは、会津盆地
を見渡すことができます。

向羽黒山城跡 会津美里町字瀬戸町3161-1
無　料料

金

〔予約不要〕TEL.0242-83-3171

立木観音拝観会津坂下町

拝観時間9:00～16:00●営
無休●休 普通車/30台、大型バス/5台●駐

立木観音は一木造の千手観音
立像で、総高８.５mと立木仏とし
ては日本最大級の大きさを誇り
ます。お参りすれば一生を健康
で過ごせるといわれる会津ころ
り三観音のひとつとしても信仰
を集めています。

立木観音（恵隆寺） 会津坂下町大字塔寺字松原2944
［拝観料お一人様］300円料

金

〔予約不要〕TEL.0241-27-3957

寅さんの映画無料上映・湯川村の地域のたからを多数展示湯  川  村

9:00～16:00●営
火曜日・年末年始●休 普通車/10台●駐

まさに湯川村の「たから」が多
数展示してあり、寅さんの映画
を無料上映しています。お時間
の許す限り「男はつらいよ」シ
リーズをご覧ください。

湯川たから館（問合せ：湯川村商工会：施設内に事務局） 湯川村大字勝常字堂後830
無　料料

金

〔要予約（当日も可）〕TEL.0241-27-4586

湯川村ブルーベリー収穫体験湯  川  村

9:00～16:00（6月下旬から8月頃までの土・日実施予定）●営
月～金曜日●休 普通車/２～３台●駐

ブルーベリー収穫体験ができ
ます。自分で収獲したブルーベ
リーは、その場で食べられま
す。その他、お土産には別料金
でお買い上げが可能です。

古川農園 湯川村大字勝常字代舞1794
［入場料］大人500円  子ども300円料

金

〔（参拝は予約不要・拝観は前日16：00まで要予約）〕TEL.0241-27-4566

会津中央薬師拝観湯  川  村

拝観時間/9:00～16:00※要予約●営
火曜日：8月13日～15日・11月16日～3月31日●休

普通車/20～30台、大型バス/3台●駐

1200年の歴史と東北を代表す
る国宝及び国重要文化財12躯
を有する古刹「勝常寺」。これだ
け多くの平安初期の仏像が
一ヶ所に保存されているのは
我が国でも珍しいといえます。

勝常寺 湯川村大字勝常字代舞1764
［灯明料］500円料

金

〔要予約（当日も可：ただしご住職の都合による）〕TEL.0242-83-3519

中野竹子の遺品見学会津坂下町

9:00～16:00●営
無休●休 無（徒歩5分の会津坂下町役場東駐車場を利用可）●駐

戊辰戦争において薙刀を手に果
敢に戦い散った中野竹子。竹子の
首級は法界寺に手厚く葬られ、毎
年9月10日には墓前祭が営まれ
ます。寺内には竹子が使用したと
言われる薙刀をはじめ遺品が展
示され無料で見学できます。

中野竹子の墓（法界寺） 会津坂下町字光明寺東甲3944
無　料料

金

〔予約不要〕
TEL.0242-82-4254

春日八郎の愛用品見学会津坂下町

10:00～17:00●営
12月中旬～3月中旬（冬期休館・無休）●休
普通車/30台(うち身体障害者等優先１台)、大型バス/5台●駐

昭和の歌謡界を代表する歌手
「春日八郎」は会津坂下町出身で
名誉町民にもなっています。春
日八郎の思い出の品々を展示し
ており、愛用のピアノやステー
ジ衣装、楽譜、思い出の写真等か
ら当時の姿が偲ばれます。

春日八郎おもいで館 会津坂下町大字船杉字上宮21-1
無　料料

金

ホームページアドレス：http://gokujo-aizu.com/

2014年4月現在の情報です。
最新の情報は各施設に
お問い合わせください。

★印は土・日・祝日に
　対応可能な機関です。

tel.0242-39-1251（観光課）
tel.0242-83-5711（産業課商工観光班）
tel.0241-27-8840（産業建設課）
tel.0242-56-4914（商工観光課）

tel.0242-23-8000（会津若松観光ビューロー）★
tel.0242-83-2111（会津坂下町観光物産協会）
　　　　　　　　　　 　　 ̶

tel.0242-56-4637（会津美里町本郷インフォメーションセンター）★

お問い合わせ先 市町村 観光団体
会津若松市（あいづわかまつし）
会津坂下町（あいづばんげまち）
湯　川　村（ゆがわむら）
会津美里町（あいづみさとまち）

会津若松市

会津美里町

湯川村会津坂下町

約22
分

約20
分

約25
分

約31
分

約21
分

約15
分



体験情報
満載!

２日目の会津を
楽しんでね！

会津地域
マスコットキャラクター
「あかべぇ」

〔前日までに要予約〕TEL.0242-27-2472

樹木のカード立てづくり体験会津若松市

8：30～17：00（体験は毎週水曜日13：00～）●営
無休●休 61台（大型バス可）●駐

毎週水曜日限定で、専門スタッフが
薬草園庭園をご案内した後、園内
で剪定した樹木を使ったカード立
てづくりを体験できます。水曜日13
時に発券所前に集合ください。庭
園案内を含めて1時間の体験で、定
員は10名になります。

御薬園 会津若松市花春町８-１
［入場料］大人320円  高校生27０円  小・中学生160円料

金

〔時間内常時対応可/9：00から30分ごとにご案内〕
TEL.0242-27-0002

会津の酒蔵見学会津若松市

9：00～16：30●営 大晦日、元日●休
普通車/20台、大型バス/4台●駐

まち歩きの途中でふと寄れる便
利な立地にある本格的な酒蔵で
す。日本経済新聞NIKKEIプラス
ワン（2013.1.26号）で「訪ねて楽
しい日本酒の蔵元」第１位に選
ばれています。カフェもあり、お
酒が飲めない方も楽しめます。

末廣酒造  嘉永蔵  会津若松市日新町12-38
無　料料

金

〔前日までに要予約〕TEL.0242-26-0031

会津の酒蔵見学会津若松市

9：00～16：30●営
無休●休 普通車/20台、大型バス/10台●駐

鶴ヶ城のほど近くに位置する
宮泉銘醸。一般の酒蔵は4月
頃でほとんどの酒造りが終了
しておりますが、当蔵は6月ま
で酒造りを行っています。大
吟醸酒など１０種類のきき酒
ができます。

宮泉銘醸 併設 会津酒造歴史館  会津若松市東栄町8-7
［大人］200円  ［高校生以下］無料料

金

〔前日までに要予約〕TEL.0242-28-2288

「郷土料理」・「絵付け体験」等会津若松市

8：30～17：00●営 無休●休
普通車/100台、大型バス/40台 ※当館での買い物・食事利用のためであれば無料●駐

会津の象徴、鶴ヶ城のそばのお
土産観光施設です。会津の物産
品は喜多方ラーメン、銘菓類、陶
器、酒、民芸品などすべて扱って
おります。お昼食も1000名収容
可。起き上がり小法師や赤ベコ、
干支の絵付け体験も出来ます。

鶴ヶ城会館 会津若松市追手町4-47
［赤べこ、起き上がり小法師、干支の絵付け体験］870円～1,130円料

金

〔前日までに要予約〕TEL.0242-22-0680

会津塗り蒔絵体験会津若松市

8：30～17：30●営 無休（職人さんの都合による）●休
普通車/約25台、大型バス/4台●駐

会津の漆器の問屋として創業
して180余年、独自の技法を受
け継ぐ職人たちの手で堅固で
美しく使いやすい会津漆器を
つくり続けています。そんな老
舗で蒔絵体験ができます。

鈴善漆器店 会津若松市中央１丁目3-28
［講師料］1,300円～ 〈定員2～25名〉料

金

〔前日までに要予約〕TEL.0242-27-9426

会津塗り蒔絵体験会津若松市

8:30～16:00（蒔絵体験教室受付 9：00～14：30）●営
年末のみ●休 有（大型バス可）●駐

400年の歴史がある会津塗りの
木製漆器専門工房の見学と、製
造直売の施設です。製造現場は、
工程に沿って職人の技術を見る
ことができます。また蒔絵体験
教室では、世界に一つしかない自
分だけの作品が作れます。

漆器工房鈴武 会津若松市門田町大字一ノ堰土手外1943-4
［体験1時間］1,000円～3,000円〈定員2～50名〉料

金

〔前日までに要予約〕TEL.0242-27-1873

会津絵ろうそく絵付体験会津若松市

9：00～19：00●営 12月31日～1月3日●休
普通車/2台、大型バス/1台●駐

安永元年（1772年）創業の会津藩
御用達の老舗です。鮮やかな色
合いが美しい、絵ろうそくの専門
店です。店内には工房があり、絵
付けの体験も可能です。（※要予
約）製作の行程を見学するだけ
でもOKです。

ほしばん絵ろうそく店 会津若松市七日町3-33 
1,620円（税別）〈定員2～70名〉（子供割引きは学生のグループに限ります）料

金

〔前日までに要予約〕TEL.0242-22-5769

会津絵ろうそく絵付体験会津若松市

9：00～15：00●営
1/1●休 普通車/10台、大型バス/2台●駐

昔、武家が使用した会津伝
統の工芸品です。上品で華や
かな絵柄の絵ろうそく作りを
体験出来ます。使用するのが
もったいないくらい綺麗な絵
ろうそくが出来上がります。

山形屋本店 会津若松市上町2-34
［体験1時間］小1本入800円  大1本入1,000円〈定員1～40名〉 （すべて税別）料

金

〔前日までに要予約〕TEL.0242-26-2507

会津慶山焼本格陶芸体験会津若松市

9：00～18：00●営 無休●休 普通車/20台●駐

福島県伝統的工芸品指定の陶
芸を体験してみませんか。陶工
の直接指導による陶芸教室を
随時開催しております。手廻し
ロクロを使った本格的な陶芸
をぜひお楽しみください。

会津慶山焼 会津若松市東山町石山字天寧67

［手びねり体験1時間］学生/湯呑1,100円   一般/器1,500円～
［絵付け 体験30分］湯呑750円  マグカップ950円  皿850円
〈定員2～150名〉※出張体験も可（詳細についてはお問い合わせ下さい。） （すべて税別）

料
金

〔前日までに要予約〕TEL.0242-23-1465

起き上がり小法師絵付け体験会津若松市

8：00～18：00●営
不定日（体験教室は4～10月中旬開催）●休 普通車/2台●駐

店内に入ると縁起物の起き上が
り小法師たちが大小様々な大き
さと表情で迎えてくれます。絵
付けの体験教室も実施してお
り、家族連れや修学旅行生にも
大人気です。可能人数2～70名
まで。

山田民芸工房 会津若松市七日町12-35
［起上り絵付け体験代/1ヶ］700円（税別）料

金

〔前日までに要予約〕TEL.0242-27-6400

赤べこ絵付け体験会津若松市

9:30～19:30（体験教室/4～10月10:00～15:00）●営
土、日曜日●休 普通車/3台●駐

厄除けや商売繁盛の縁起
物の赤べこを木型の段階
から和紙を張って、絵付
けを体験できます。

あおい工芸所 会津若松市緑町8-70
［体験1時間］赤べこ・お面850円～ 〈定員4～12名〉料

金

〔前日までに要予約〕TEL.0242-27-7666

笑美 オリジナル赤べこ作り体験会津若松市

10：30～17：00（体験は16：00まで）●営
水曜日●休 有●駐

会津の民芸品赤ベコは昭和36
年の年賀切手になり、荒井工芸
所の赤ベコが使われました。店
内では体験学習(赤ベコ作り体
験など)が出来ますので、表情豊
かな顔をさまざまな色で描いて
みましょう。

笑美（わらび） ㈲荒井工芸所 会津若松市七日町2-40

［体験1時間］ 赤ベコ800円  一閑張り1,200円
起き上がり小法師800円〈定員2～10名〉   （すべて税別）

料
金

〔前日までに要予約〕TEL.0242-22-1632

四百年の伝統を誇る会津木綿　山田木綿織元の工場見学会津若松市

9：00～18：00●営
不定休●休 普通車/３台（大型バスはとめられません）●駐

現在も昭和初期 の旧式な豊
田式織機を使って生産してお
り、染めから織り上げまでの
仕事を一カ所でやっています
ので、織物が出来るまでの行
程をわかりやすく見学するこ
とも出来ます。

山田木綿織元 会津若松市七日町11-5
見学無料料

金

〔予約不要〕TEL.0242-27-0342

四百年の伝統を誇る会津木綿　原山織物工場の見学会津若松市

午前/8:00～12:00　 午後/13:00～17:00●営
土・日曜・祝日●休 有（大型バスは止められません）●駐

会津木綿の特徴は、変わらぬ品
質とユニークな縞模様の組み合
わせにあり保温性、吸水性、通気
性に優れているので季節を問わ
ず着用いただけます。 10名以内
であれば、昔ながらの機械を使
用している工場を見学可能です。

㈱原山織物工場 会津若松市日吉町4-25
10名以内であれば自由に見学していただけます（無料）料

金

〔前日までに要予約〕TEL.0242-22-3049

新選組関連の旧跡にほど近い、「会津新選組記念館」会津若松市

10：00～17：00●営
不定休（ＧＷ・盆時期は営業）●休 有●駐

会津藩や新選組の資料をはじ
め、旧幕府軍や新政府軍等の貴
重な資料を展示しています。斎藤
一の墓や土方歳三らが寄宿した
清水屋旅館跡等の旧跡もほど近
く、「新選組羽織(無料)」を着用し
ての記念写真も楽しめます。

会津新選組記念館 会津若松市七日町6-7
［入館料］  大人300円  小・中学生200円料

金

〔前日までに要予約〕TEL.0242-23-8111

ララちゃんランドセル工場見学会津若松市

月～金/10：00～16：00、第1・3・5土曜日/10：00～15：00●営
第2・4土曜日、日曜日、祝日●休 普通車/5台、大型/バス3台●駐

スタッフの案内により、ララちゃんラ
ンドセルが作られていく様子を間近
に見ることができます。また、ショー
ルームで、実際にランドセルに触れ
ることもできます。敷地内には芝生
スペースもあり、子供が走り回った
り、お弁当を食べたりすることもで
きます。

㈱羅羅屋会津若松 会津若松市河東町工業団地2-2
見学無料（体験の材料費は500円～）料

金

〔前日までに要予約〕TEL.0242-24-2503

白虎隊の貸衣装、白虎刀絵付け体験会津若松市

8：00～18：00●営 無休●休 普通車/20台、大型バス/6台●駐

●白虎隊の貸衣装／白虎隊の衣装
を着て、飯盛山を参拝することが
できます。（参拝は45分間コース
のみ）
●白虎刀絵付け体験／白木の木刀
「白虎刀」に絵付けをし、自分だけ
の白虎刀を作ることができます。

民芸の館 松良 会津若松市飯盛3丁目15-33

白虎隊の貸衣装 ［10分間コース］800円
 ［45分間コース］3,000円
白虎刀絵付け体験850円   （すべて税別）

（　　　）料
金

大人用５名
小人5名まで

〔前日までに要予約〕TEL.0242-22-2846

日本の伝統工芸会津塗り蒔絵体験会津若松市

10：00～19：00（体験時間9：30～16：00）●営
不定休●休 普通車/5台●駐

日本の伝統工芸に指定されている
会津漆器の販売店で、会津塗蒔絵
の体験もできます。かぶれない漆
を使って、好きな文様を描き金属
粉や色粉で蒔きあげます。世界に
一つの伝統工芸品を作る楽しさは
格別です！

漆芸 福文 会津若松市中央2丁目2-9 

［体験1時間/お椀・手鏡・宝箱］〈定員1～20名〉
一般1,300円～  小・中学生1,100円～ （すべて税別）

料
金

〔要予約（当日も可）〕TEL.0242-28-2525

起き上がり小法師・赤べこ絵付け、ガラス絵彫り体験会津若松市

4～10月/8：30～17：00、12～3月/9：00～16：30●営
年中無休●休 普通車/200台　大型バス/50台●駐

起き上がり小法師の絵付けの
体験、赤べこへの絵付け体験
の他、グラインダーという機
械でガラス器に絵を彫るガラ
ス絵彫り体験ができます。

会津武家屋敷 会津若松市東山町大字石山院内1

［起き上がり小法師絵付け体験］870円  ［赤べこ絵付け体験］870円
［ガラス絵彫り体験］タンブラー750円  マグカップ870円  ※入館料は別途  （すべて税別）

料
金

〔予約不要〕TEL.0242-75-2525

起き上がり小法師絵付け体験、赤べこ絵付け体験会津若松市

9：00～17：00（最終受付16：00）●営
年中無休●休 普通車/200台　大型バス/50台●駐

会津の代表的な縁起物であ
る起き上がり小法師や赤べこ
絵付けができます。体験終了
後の30分後には、箱入りにて
お持ち帰りできます。表情豊
かな顔を描いてみましょう。

會津藩校日新館 会津若松市河東町南高野高塚山10

［起き上がり小法師絵付け体験］730円
［赤べこ絵付け体験］870円  ※入館料は別途  （すべて税別）

料
金

〔前日までに要予約〕TEL.0120-28-3199

桐下駄にお好みの鼻緒付け体験会津若松市

9：30～17：00●営
火曜日●休 普通車/20台●駐

豪壮な明治建築の養蚕農家を移
築復元し、洋館の意匠を取り入れ
た店内には会津桐たんすやエキ
ゾチックな小物や陶器、民族衣
装などを販売しています。桐下駄
にお好みの鼻緒を付けて素敵な
下駄を作ることができます。

㈱会津松本 会津若松市慶山1丁目14-53 
［体験1時間］女物4,500円  男物5,500円（桐下駄実費のみ）〈定員15名まで〉 （すべて税別）料

金

〔前日までに要予約〕TEL.0242-22-5467

会津漆器のもとになる木地挽き体験会津若松市

8：30～18：00●営
不定休●休 普通車/5台●駐

丸祐製作所では、ロクロに向か
いカンナを使って木地を挽くこ
とができ、あらかじめペン立て
の形に削られたものにスジを入
れる体験が出来ます。木の温か
なぬくもり、自然の恵みに感謝
しながら楽しく体験できます。

丸祐製作所 会津若松市町北町大字上荒久田村北78
［体験30分～1時間］1,000円（税別）〈定員1～10名〉料

金

〔前日までに要予約〕TEL.0242-22-8300

会津「徳寿こけし」と「合格だるま」の絵付け体験会津若松市

8：30～17：00●営
日曜・祝日（休日でも予約があれば営業）●休 無●駐

縁起物の会津「徳寿こけし」
と「合格だるま」の絵付けが出
来ます。落書き気分で自由に
描いて、世界に一つしかない
自分の「こけし」と「だるま」が
作れます。

斎藤工房 会津若松市山見町158-1 
［いずれも体験1時間］各1,000円（税別）〈定員1～15名〉料

金

〔予約不要〕TEL.0242-58-3646

各種果物狩り会津若松市

10：00～16：00●営 期間中無休※園の状況により休みになる場合あり●休
有、大型バス可（農園により台数異なる）●駐

季節ごとの各種フルーツ狩りをお楽しみいた
だけます。
●い　ち　ご／1月中旬～5月中旬
●さくらんぼ／6月上旬～7月中旬
●ブルーベリー／7月上旬～8月中旬　

フルーツランド北会津 会津若松市北会津町

〔い　ち　ご〕 大人961～1,418円　小学生935～1,208円
 幼児578～594円（時期により異なります）
〔さくらんぼ〕 大人1,296円　小学生1,134円　幼児864円
〔ブルーベリー〕 大人・小学生594円　幼児324円

料
金

〔当日午前中まで要予約〕TEL.0120-144-832

みつろうキャンドル作り体験、
ミツバチの巣箱観察とハチミツテイスティング体験

会津若松市

10：00～15：00（4月下旬～9月まで）●営
日曜・祝日●休 普通車/４台●駐

会津産の天然のミツロウを使った
ミツロウキャンドルは、煙がほとん
ど出ず、優しい香りが広がるエコ
なキャンドルです。作ったキャンド
ルは持ち帰る事ができるので、楽
しい思い出になるはずです！

㈲松本養蜂総本場 会津若松市柳原町4丁目10-47

［ミツロウキャンドル作り］300円
［はちみつテイスティング+巣箱観察］200円 〈定員1～12名〉 

料
金

〔前日までに要予約〕TEL.0242-23-7198

武者煎餅の工場見学会津若松市

9：00～17：30（工場見学は平日の10：00～12：30、13：30～15：00）●営
日曜日●休 普通車/10台●駐

武者煎餅の製造工場の見学とこ
づゆ、喜多方ラーメンの試食が
出来ます。タイミングが良けれ
ば出来たての武者煎餅が食べら
れます。刀の鍔（つば）をかたど
る、ピーナッツを練り込んだクッ
キータイプの煎餅です。

会津一國庵 （㈱オノギ食品）会津若松市町北町大字藤室字藤室178-4
無　料料

金

〔前日17:00まで要予約〕TEL.0120-915-384

會津SAMURAIスタイルフォト会津若松市

9:00～18：00●営
月曜日●休 有●駐

蒲生氏郷公、松平容保公、新
島八重の甲冑や装束を着て
いただき写真撮影し、会津
旅行の記念になる思い出作
りを提案させていただきま
す。ヘアメイクや着付けはす
べて当館で行いますので、
お気軽にお越しください。

小林写真館 会津若松市上町1-34
［六ツ切写真一枚・ヘアメイク・着付］15,000円（税別）料

金

〔予約不要〕TEL.0242-27-0092

昭和30年代の居間と会津若松の街中10店舗を再現会津若松市

10：00～18：00●営
不定休●休 無●駐

貧しくとも心豊かな昭和30年代
を再現した なつかしい空間を見
て触れて大人も子供も楽しめま
す。店内写真撮影可。姉妹店の
老舗の喫茶店「珈琲館蔵」(徒歩3
分)でこだわりの味のコーヒーと
共にお過ごし下さい。

骨董倶楽部 2F（昭和なつかし館） 会津若松市大町1丁目1-46
［入館料］200円料

金

〔当日、会津若松駅の改札前で参加申し込み受付〕
TEL.0242-27-4005

駅からまちなか歴史散策ガイド会津若松市

4月～11月まで毎日実施/11時スタート14時鶴ヶ城到着予定
（駅のダイヤ改正による変更の可能性あり）
●営

無休●休 無●駐

会津のまちを鶴ヶ城ボランティア
ガイドとともに散策いただけま
す。会津の歴史や伝統に触れて
会津の魅力を存分に味わってく
ださい。予約も参加費も不要で
す。ぜひご参加ください!!

会津若松観光ビューロー
無　料料

金

〔当日、鶴ヶ城観光案内所で参加申し込み受付〕
TEL.0242-29-1151

鶴ヶ城鐘つき体験（毎日10人までの限定企画）会津若松市

お昼12：00～（10分前までに鶴ヶ城観光案内所までおこしください。）●営
無休●休 普通車/280台●駐

戊辰戦争の籠城戦の際にも、絶
えることなく撞かれ続けてきた
といわれる鶴ヶ城の鐘。お昼12
時から、ボランティアガイドの指
導のもと、時の鐘を撞くことが
できます。鶴ヶ城観光案内所で
申し込み下さい。

鶴ヶ城 会津若松市追手町1-1（鶴ヶ城公園内鐘撞き堂内）
無　料料

金

〔予約不要（10名以上要予約）〕
TEL.0242-27-4358

赤べこの絵付け体験会津若松市

9:00～17:00（体験される方は16:00までに入館願います。）●営
無休●休 有●駐

赤べこ職人の作業風景見学、
赤べこの絵付体験ができま
す！会津のマスコットキャラク
ター「あかべえ」の絵付も大好
評です。

手作り体験ひろば番匠 会津若松市和田1-6
［蒔絵体験］1,050円～  ［赤べこの絵付け体験］840円 （すべて税別）料

金

〔前日までに要予約〕TEL.0242-24-6666

観光タクシー「会津ころり三観音」会津若松市

所要時間/約3.5時間（予約受付時間　平日9：00～17：00　土曜日9：00～12：20）●時
休：第2・4土曜日、日曜日、祝日（タクシープランは無休）●休
無●駐

三観音をまわり心から参拝をすれば、健
康で一生を過ごすことができ、長患いす
ることなく安楽往生できるといわれてい
ます。経験豊かなドライバーが案内しま
すので、ご要望に応じたコース・時間設
定が可能です。

会津バス観光Ａ・Ｔ・Ｓ
［小型タクシー（定員４名）/コース料金］17,850円程度（時間制料金）料

金

TEL.0242-25-4141

着物レンタル会津若松市

10：00～18：00●営
水曜日●休 普通車/4台●駐

レトロな雰囲気が漂う七日
町。その七日町にある「会津
ブランド館」で着物がレンタ
ルできます。大正ロマンの町
並を着物で散策しませんか。

会津ブランド館 会津若松市七日町6-15 

［着物一式女性］5,000円  ［男性］4,000円
［男女ペア］8,000円 （すべて税別）

料
金

〔前日までに要予約〕

2日目
なじょすんべ!?

2014年4月現在の情報です。最新の情報はお問い合わせください。

［入園料］


