
9:00 ～ 16:00 
( 最終入場 /Last entry  15:30)

ext. 内線 711 ext. 内線 726

“リステル猪苗代さ、よく来らったなし。”

ルームキーの使用方法
◆ドアノブ上のセンサーにルームキーをかざして下さい。緑のランプが点灯すればご入室いただけます。
　※ルームキーはチェックアウト時必ずご返却ください。
◆扉の鍵は自動ロック式ですので、お出かけの際は必ずお持ち下さい。

浴衣、スリッパのご利用について

◆飲食施設では浴衣でのご入場はご遠慮ください。
◆大浴場等の館内施設内や館内移動時はご利用いただけます。
◆スリッパは飲食施設を含む全館でご利用いただけます。

大浴場利用について

◆タオルはお部屋からご持参ください。
◆防犯の都合上、以下の時間帯はルームキーをセンサーにタッチすると自動扉が開錠します。
　（21:00 ～ 23:00 / 6:00 ～ 10:00）

●フロント電話番号は『内線 9番』です。

リステルパークのご案内
Welcome to Hotel Listel Inawashiro

Listel Park Information

Floor Guide

ウイングタワー　1階

ランチ 11:30 ～ 14:00
　                     (L.O 13:30)
ディナー 17:30 ～ 20:30

西洋料理
「ファムネット」
French Restaurant
“Fammenette”

ext. 内線 667
reservation required
予約制

16:00 ～ 23:00 ( 最終受付 Last Call  22:30)
※営業時間は変更となる場合があります。

トリートメントサロン
「マリアエリザベート」

Spa Treatments
11:00 ～ 23:00 / 

露天風呂
Outdoor Bath

14:00 ～ 23:00 /    

内湯
Hot Spring

リラクゼーション
Relaxation & Massage

10:00 ～ 21:00( 最終受付 Last Call 20:00)
大人￥1,500　子供￥1,000
屋外プール　10:00 ～ 17:00（夏期のみ /Summer only）

クアハウス＆プール
Hot Spring & SPA “Kurhaus”

温泉館　2階　　　※入口はウイングタワーＢ１階です

温泉館　1階　　　※入口はウイングタワーＢ１階です

温泉館　Ｂ1階

ext. 内線 745
reservation required
予約制

ext. 内線 2008

ext. 内線 733
reservation required
予約制

8:00 ～ 11:00 / 15:00 ～ 21:00 

売店
Souvenir Shop

Please hold your keycard on the sensor above the door knob until green light on. Upon check out, kindly 
drop your key-card at the front desk. Safeguard and keep your keycard with you at all times.

Please understand out policy that all restaurant won’ t let guests walk in with Yukata on.
Yukata is for your room and Onsen use. Wearing slippers are allowed at any restaurants.

Please bring your towels from your room. The entrance door of spa area is locked and will open with your room
keycard during the time indicated above.

How to use your room key

About Yukata and slippers

About Spa facility

非常口について

◆廊下両側にあります。
Emergency exits are located on both sides of the corridor.

About emargency exit

Front desk is expected to be busy after 10am. It is recommended to check out ahead of time
 to avoid congestion. You are welcome to stay in your room until 11am after checking out.

Please call front desk on “9” if you have questions or concerns.

※チェックアウトは混み合いますので、お早めのご精算をおすすめいたします。
　（精算後もお部屋はご利用いただけます。）

ご利用のしおり

客室について

【新型コロナウィルス感染症対策へのご協力をお願いします】
◆3名以上でご宿泊の場合、和室でのお布団敷きはお客様ご自身でお願いします。
◆連泊中のお部屋の清掃は行っておりません。ご了承ください。
In an effort to prevent and minimize the spread of the novel coronavirus, there is no futon bedding service or
consecutive stay cleaning service. Guest are kindly asked to lay your futon mattress on your own. 

About your accommodation
9:00 ～ 12:00/13:00 ～ 17:00 
( 最終受付 16:00 / 夏期 1時間延長 )
Last entry 17:00 summer only

Tree Adventure

会津の地酒、地元工芸品、地産品、リステル
オリジナルアイテムなど多数取り揃えています。

ファムネットランチコース一例

リステルおすすめ Seasonal Offers

6:00 ～ 11:00
16:00 ～ 23:00 ( 最終受付 Last Call  22:30)
※営業時間は変更となる場合があります。

6:00 ～ 9:00

喫煙所について Non-smoking rooms

◆所定の喫煙所を除き、全館禁煙です。
Please use designated smoking areas.

チェックアウト 11:00 Check-out 11:00

タオルはお部屋からお持ちください。
温泉館でのタオル貸出しはありません。



<温泉館入場口>
ウイングタワー地下 1階（B1）
※ホテル 2階からは入場できません。

客室Wi-Fi
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