
会津バスグループ
会津トラベルサービス㈱ 本社TEL.0242-24-6666本社／福島県会津若松市白虎町227（バスターミナル2F）  

総合旅行業務取扱管理者：吉川 彰俊

（一社）旅行企画
実　施

お問合せ
お申込先

夕会津若松駅前各ホテル ̶ 各店舗 ̶ 会津若松駅前各ホテル

★地元民おすすめのうまいものを扱うお店の夕食とタクシー代を含んだらくらくプ
　ラン！！（飲み物代別途）
★ご希望の日時で手配いたします！！
　ご利用当日17時30分までにお申込み下さい。店舗状況により既に満席の場合や
　当日受付が不可の場合がございます。お問合せ下さい。
　※利用日が土日祝日の場合、その前の平日営業日（17時30分）までにお申込み下さい。
★貸切タクシー利用だから1名様より出発！！
※本プランのご予約は当社のみでの受付となります。各店舗での受付は致しており
　ません。
※ジャンボタクシーをご利用の場合は別途お問い合せ下さい。

コース

ご案内及びおすすめポイント

彩喰彩酒 會津っこ

居酒屋 籠太 居酒屋 鳥益

料理旅館 田事 鰊屋敷 太田

飲み放題プラン
ございます！

飲み放題プラン
ございます！

※飲み放題有り：４名以上・２時間（ビール・酒・ソフトドリンク・焼酎）　追加代金お一人@2,000円

【住所】〒965-0871　福島県会津若松市栄町 4-49鐘撞堂跡（甲賀町口門跡）隣り
【電話】0242(32)6232
【営業時間】午後5時～午後11時　【定休日】日曜日

ご宴会料理（7品程度）
仕入により内容が変わる場合がございます。

お一人様代金（飲み物代別途）

料理内容

お一人様代金（飲み物代別途）

【住所】〒965-0871 福島県会津若松市栄町８－４９
【電話】0242(32)5380
【営業時間】午後5時～午後11時
【定休日】日曜のみ不定期

【住所】〒965-0801 福島県会津若松市宮町４－１７
【電話】0242(32)8839
【営業時間】午後5時～午後11時
【定休日】日曜日

お一人様代金（飲み物代別途）

※飲み放題有り：5名以上・２時間（ビール・酒・ソフトドリンク・焼酎・ウィスキー）　追加代金お一人@1,620円

【住所】〒965-0043 福島県会津若松市城北町５－１５
【電話】0242(24)7500
【営業時間】午後5時30分～午後9時　【定休日】不定休

お一人様代金（飲み物代別途）

【住所】〒965-0031 福島県会津若松市相生町２－１０
【電話】0242(22)2274
【営業時間】午後5時～午後9時　【定休日】毎週木曜日

※飲み放題有り：5名以上・２時間（ビール・酒・ソフトドリンク・焼酎）　追加代金お一人@2,400円

お一人様代金（飲み物代別途）

飲み放題プラン
ございます！

会 津 ま ち な か

居酒屋・夕食
タクシープラン

会津若松駅前各ホテル
からの小型タクシー往復＋
夕食を含んでいます。
※飲み物代現地支払い

2名 3名 4名
5,600円 4,500円 4,100円 3,900円
1名旅行代金

(税込)

※飲み放題なし

お店おまかせ（6～7品程度）
仕入により内容が変わる場合がございます。

料理内容

2名 3名 4名
5,600円 4,500円 4,100円 3,900円
1名旅行代金

(税込)

※飲み放題なし

お店おまかせ（6～7品程度）
仕入により内容が変わる場合がございます。

料理内容

2名 3名 4名
5,600円 4,500円 4,100円 3,900円
1名旅行代金

(税込)

鰊膳
仕入により内容が（イメージ）
変わる場合がございます。

料理内容

2名 3名 4名
4,400円 3,400円 3,100円 2,900円
1名旅行代金

(税込)

和食膳
仕入により内容が（イメージ）
変わる場合がございます。

料理内容

2名 3名 4名
5,800円 4,800円 4,500円 4,300円
1名旅行代金

(税込)



※スタッフの飲み物別料金　※延長の場合は要相談

90分飲み放題
（カラオケ・おつまみ込）

×会津若松駅前各ホテル ̶ 各店舗 ̶ 会津若松駅前各ホテル

パピヨン

お一人様代金

営業時間
休 業 日
収容人数 従業員数 ※ワイン・冷酒等別途料金 ※10名様以上別途カラオケルーム有

※延長の場合は要相談

60分飲み放題
ビール・日本酒・焼酎・ウィスキー等

胡遊
店内は白を基調とした明るい雰囲気
です。ご接待にお仲間との寛ぎのひ
と時にぜひお出かけ下さいませ。

元気でかわいい？女の子が常時おり
ます！！スタッフ一同ご来店お待ち致
しております。

19：00～00：00営業時間

日・祝祭日休 業 日
60人

ホームページ有　http://www.koyu.aizu.or.jp
収容人数 10人従業員数

宮町4-4
北日本ビル新館2F
☎0242-32-2237

60分飲み放題
（ビール・焼酎・カラオケ込）

※延長の場合は要相談

Heaven
広い店内で落ち着いた雰囲気で女の
子も通常5～8名います。

スナック みき
落ちついた雰囲気のお店です。靴を
脱いで入るので更にリラックス出来
ます。女の娘達も可愛いです。

19：30～1：00営業時間

第1日曜日（第2～第4日曜日は営業）休 業 日
30～37人収容人数 3人従業員数

60分飲み放題（カラオケ込）

Snack Again
気軽に御一人からでも飲めるお店
です。

（月～木）20：30～2：00
（金・土）20：30～3：00

営業時間

日・祝祭日休 業 日
25人収容人数 6人従業員数

60分飲み放題

スナック更紗

20：00～2：00営業時間

日曜日休 業 日

25人収容人数 4人従業員数

栄町8-24
エクシード99ビル 1F
☎0242-22-8839

上町9-10
センチュリーノアビル 2F

☎0242-32-5277

上町9-10
センチュリーノアビル 3F

☎0242-22-4761

こ　　ゆう

延長30分1,000円

90分飲み放題
（スタッフドリンク・カラオケ込）

スナック 魅羽
飲みもの、焼酎、ハイボール、ビンビー
ル1人2本まで、込み込みなので90分
安心しておくつろぎいただけます。

20：00～1：00営業時間

15～16人収容人数 3人従業員数

上町9-10
センチュリーノアビル 4F

☎0242-32-1422

み　　 わ

さら　　さ

20：00～1：00
日曜日
30人 5人

（月～木）20：00～1：00
（金・土）20：00～2：00

営業時間

日・祝日休 業 日
40人収容人数 11人従業員数

スナック なかがわ
JAZZが流れる小さなお店！
話し上手なスタッフと楽しい時間をお
過ごし下さい。

落ち着いた雰囲気のお店です。
お一人様のお客様も大切にお迎え致し
ます。楽しいひとときをお過し下さい。

19：00～00：00営業時間

日・祝祭日休 業 日
18人収容人数 2人従業員数

上町9-10
センチュリーノアビル 2F

☎0242-32-0155

延長30分1,000円

延長30分1,000円

延長30分1,500円

栄町8-24
エクシード99ビル 1F
☎0242-39-6357

栄町6-1
マリン55ビル 3F
☎0242-22-3141

60分飲み放題（カラオケ込）
麦・芋焼酎、ウィスキー、生ビール、日本酒、ソフトドリンク

60分飲み放題（カラオケ込）
ジュース類、焼酎又はウィスキーのみ

ス ナ ッ ク　　　　　 ア ゲ イ ン

ヘ ブ ン

※延長の場合は要相談

コース

お一人様代金

お一人様代金

お一人様代金

お一人様代金
お一人様代金

お一人様代金

お一人様代金

□平　日／午前9：00～午後5：30
□土曜日／午前9：00～午後12：20　□日・祝日は休日になっております。

営業時間
のご案内本社 TEL.0242-24-6666会津トラベルサービス会津バスグループ

会 津 会津若松駅前各ホテル
からの小型タクシー往復＋
飲料を含んでいます。

※平日（日～木）のタクシーご利用は深夜2時30分まで

★地元民おすすめのスナックとタクシー代を含んだらくらくプラン！！
★ご希望の日時で手配いたします！！
　ご利用当日17時30分までにお申込み下さい。店舗状況により既に満席の場合
　や当日受付が不可の場合がございます。お問合せ下さい。
　※利用日が土日祝日の場合、その前の平日営業日（17時30分）までにお申込み下さい。

★貸切タクシー利用だから1名様より出発！！
※本プランのご予約は当社のみでの受付となります。各店舗での受付は致しておりません。
※ジャンボタクシーをご利用の場合は別途お問い合せ下さい。

ご案内及びおすすめポイント

4,100円
旅行
代金
（税込）

5,400円 4,200円
1名

3名 4名

2名

3,800円 3,600円
4,100円

旅行
代金
（税込）

6,400円 5,200円
1名

3名 4名

2名

4,800円 4,600円

4,100円
旅行
代金
（税込）

6,400円 5,200円
1名

3名 4名

2名

4,800円 4,600円
4,100円

旅行
代金
（税込）

5,400円 4,200円
1名

3名 4名

2名

3,800円 3,600円

4,100円
旅行
代金
（税込）

5,900円 4,700円
1名

3名 4名

2名

4,300円 4,100円
4,100円

旅行
代金
（税込）

5,400円 4,200円
1名

3名 4名

2名

3,800円 3,600円

4,100円
旅行
代金
（税込）

5,400円 4,200円
1名

3名 4名

2名

3,800円 3,600円 4,100円
旅行
代金
（税込）

5,400円 4,200円
1名

3名 4名

2名

3,800円 3,600円


