
西吾妻スカイバレー
【冬期間通行止め】

磐梯吾妻レークライン
【冬期間通行止め】

磐梯山ゴールドライン
【冬期間通行止め】
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ペンション わんだふる

0241-34-2567
北塩原村大字桧原字舘山1032-14

洋室：4　

犬連れ専門店。2021年全
館リニューアル。テラス
席、ドッグランあり。湖の
コース、山のコースでお
散歩満喫。四季折々、走っ
て泳いで雪遊び。ワン達
と共にわんだふるな時を
お過ごしください。

1

HP￥WIFI

WIFI

当日早稲沢浜キャンプ場

0241-34-2161
北塩原村桧原字早稲沢527

和室：6

場内は全面フリーサイト。
バンガローも有。

2 当日ラグ マーケット

0241-28-7717
北塩原村桧原字中原1047-38

洋室：2
和室：2

●送迎：冬期間のみ不可※足湯あり

自家栽培の食材を使った
料理と、湧き出る温泉が
自慢の宿です。

3

温泉民宿 ひばら

0241-34-2368
北塩原村桧原字早稲沢610-10

和室：７

四季折々楽しめる温泉
宿。特に11月から3月まで
のわかさぎ釣りは、多くの
皆様方にお越し頂いてま
す。お泊りは温かくおいし
いお料理とうまい地酒、
いかがでしょうか。（露天
風呂は夏季限定）

4 当日温泉民宿 越後屋

0241-34-2221
北塩原村桧原字早稲沢527-5

和室：８

素朴で真心こもったおも
てなし天然温泉の宿。

5 当日温泉民宿えんどう

0241-34-2233
北塩原村桧原字早稲沢583

和室：12

天然温泉と自家栽培の野
菜を使った料理。ワカサ
ギ釣りの宿。オーナーと
の飲ミニケーションあり。
四季折々の季節料理。

6

和風ペンションやませ

0241-34-2256
北塩原村桧原字早稲沢566

和室：７

天然温泉と自家菜園の採
れたて野菜でおもてなし
致します。冬はワカサギ
釣りも楽しめます。ドーム
船もご用意しております。
ご家族でワカサギ釣りを
楽しんで頂けます。

7 リゾートハウスあざみ

0241-34-2250
北塩原村桧原字早稲沢598-43

和室：５
和洋：２

田舎料理と天然温泉が自
慢の宿。

8

●ペット：相談　
●露天風呂：冬季閉鎖

和風ペンション温泉森川

0241-34-2258
北塩原村桧原字早稲沢552

和室：13

源泉かけ流し温泉と自家
栽培の野菜でおもてなし
をしています。

9

当日ゆ乃宿 湯流里

0241-34-2084
北塩原村桧原字楢木平原1048-110

和室：５
洋室：４

源泉かけ流しの温泉宿。高原を
走るランナーや桧原湖の釣り人
の多い夏。自家製野菜は新鮮、農
業体験もできる秋。バックカント
リーやスノーモービル、ワカサギ
釣りの冬。いつの季節も楽しい
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当日塩姫の宿 観山

0120-55-1826
北塩原村大塩字中島道北5111

和室：39

全国的に有名な会津山塩
の源泉を持つ大塩裏磐梯
温泉は、ミネラル豊富なと
ても健康に良い温泉です。
又、塩姫の宿にふさわしい
女性にやさしい綺麗なお
宿です。wifiフロントのみ。
●2名様以上から喜多方駅より
　送迎可

1

当日小さなホテル 四季の森山荘

0241-33-2468
北塩原村桧原字雄子沢原1070-106

洋室：７
和洋：１

桧原湖を見下ろす湖畔の
一軒宿です。緑豊かな広葉
樹の森に囲まれ、客室はす
べて湖側に配されていま
す。地物の旬の材料を取り
入れた手づくりの和のお料
理や露天ジャグジーなどで
ゆったりとしたご滞在を。

2

当日桧原西湖畔オートキャンプ場

0241-33-2288
北塩原村桧原字南黄連沢山1157-31

フリーサイト
区画サイト
55区画

●バンガロー有
●スキー＆スノボレンタルは

要事前予約

桧原湖の雄大な自然の
中で一年間の四季折々を
通してキャンプ、釣り（バ
ス～ワカサギ）等、アウト
ドアを楽しむことができ
るキャンプ場としてご利
用頂いております。

5ビッグベアー

0241-33-2855
北塩原村桧原字南黄連沢山1157-51

和室：３
洋室：５

桧原湖畔の一軒宿！3千坪
以上の土地を所有し、アク
ティビティには特に好評を
得ています。4輪バギーで
のコース走行や、桧原湖で
のカヌー、冬のワカサギ釣
りやスノーモービル体験。
遊びの拠点に是非！！

4

当日磐梯桧原湖畔ホテル

0241-33-2341
北塩原村桧原字南黄連沢山1157-41

和室：33
洋室：16

国立公園に立地され、日常
では味わえない四季折々
の彩り豊かに魅了する景
色を堪能できます。冬は眼
前で穴釣りを楽しめ、炭酸
水素塩泉の柔らかな湯は
桧原湖と磐梯山の絶景と
共に身と心を癒します。
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秋元屋旅館

北塩原村桧原字大府平1073
和室：10

さわやかな緑の風とさまざ
まな表情を見せる湖面。そ
んな大自然の中で豊かな大
地の幸に舌鼓を打ちながら
静けさの中に暖かさを感じ
くつろげばきっと満足して頂
けると思います。ペット連れ
のお客様にドッグラン有

1

プチホテル フットルース

0241-32-2828
北塩原村桧原字大府平1073-305

洋室：９

愛犬と一緒の気ままな旅
をお手伝いします。

2

旅館 ひばり荘

0241-32-2355
北塩原村桧原字大府平1073

和室：12

全館和室の旅館。風景写
真やトレッキング、サーク
ル合宿、スキーやスノボ
等のご利用に！

3

ホテリ・アアルト

0241-23-5100
北塩原村大字桧原字大府平1073-153

洋室：10
和洋室：7

源泉かけ流しのお風呂
と、17の異なる趣きのお
部屋。建築家「益子義弘」
が手がけた北欧スタイル
の宿。

4 当日旅館さわや

0241-32-2236
猪苗代町字山ノ神原7082

和室：５

当館は小さい旅館です。
天然温泉、ボリュームの
ある食事、自家収穫（山
菜、きのこ、鍋物）、家族に
て歓迎いたします。
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休暇村 裏磐梯 ……………………℡0241-32-2421
プチホテル FOX・ONE……………℡0241-32-2334
磐梯桧原湖畔ホテル………………℡0241-33-2341
Active Resorts 裏磐梯……………℡0241-32-3111
フレーザーホテル …………………℡0241-32-3470
ホテル＆リストランテ イルレガーロ… ℡0241-32-3607
裏磐梯温泉センター ……………… ℡0241-23-7200
サイズリゾートホテル裏磐梯 ……℡0241-23-7776
裏磐梯グランデコ東急ホテル ……℡0241-32-3200
裏磐梯ライジングサンホテル (旧白雲荘 )……℡0241-32-2311
第一ゴールドハウス目黒 …………℡0241-32-2523
裏磐梯高原ホテル…………………℡0241-32-2211
裏磐梯レイクリゾート ……………℡0241-37-1111
塩姫の宿 観山 ……………………℡0241-33-2233
秋元屋旅館…………………………℡0241-32-2222
旅館 ひばり荘 ……………………℡0241-32-2355
ホテリ・アアルト …………………℡0241-23-5100
旅館さわや…………………………℡0241-32-2236
裏磐梯五色沼天然温泉源泉かけ流し貸切風呂の宿　ときわすれ …℡0241-23-5856

温泉民宿　ひばら…………………℡0241-34-2368
温泉民宿 越後屋 …………………℡0241-34-2221
温泉民宿えんどう…………………℡0241-34-2233
和風ペンションやませ ……………℡0241-34-2256
リゾートハウスあざみ ……………℡0241-34-2250
和風ペンション温泉森川 …………℡0241-34-2258
ゆ乃宿 湯流里 ……………………℡0241-34-2084
リゾートイン 四季…………………℡0241-32-2155
裏磐梯国民宿舎……………………℡0241-32-2923
民宿高原の宿………………………℡0241-32-2257
リゾートイン みちのく ……………℡0241-32-2109

桧原西湖畔オートキャンプ場 ……℡0241-33-2288
早稲沢浜キャンプ場 ………………℡0241-34-2161
休暇村裏磐梯キャンプ場 …………℡0241-32-2421
五色パラダイスキャンプ場 ………℡0241-32-2811
松原キャンプ場……………………℡0241-32-2247
　　　　　　　　　　　　　　 　℡0241-33-2929

裏磐梯ユースホステル …………… ℡0241-32-2811

レンタルハウス談のん暖 ………… ℡0241-32-3560
Nature Cottage Akabeko（アカベコ）…… ℡0241-32-2151

ペンションわんだふる………… ℡0241-34-2567
小さなホテル 四季の森山荘……… ℡0241-33-2468
ビッグベアー……………………… ℡0241-33-2855
ラグ マーケット…………………… ℡0241-28-7717
プチホテル フットルース………… ℡0241-32-2828
ペンション サッチモ……………… ℡0241-32-2673
ペンション ホンネで勝負………… ℡0241-32-2286
ペンション とも…………………… ℡0241-32-2722
Guesthouse En…………………… ℡0241-23-5552
ペンション バディ………………… ℡0241-32-2920
ペンション どんぐり……………… ℡0241-32-2709
ペンション ハーティ……………… ℡0241-32-2090
ペンション そら…………………… ℡0241-37-1840
BANDAI LAKESIDE GUESTHOUSE … ℡0241-23-8757
レイクサイドイン ラーラ ………… ℡0241-32-2606
ペンション 木になる家…………… ℡0241-32-3232
ペンション　レラ ………………… ℡0241-32-3070
おやど 風来坊 …………………… ℡0241-32-3077
ペンション ラフィア……………… ℡0241-32-3353
ペンション かぷりこ～ん ………… ℡0241-32-2711
リゾートペンション 藍 …………… ℡0241-32-2052
レイクサイドイン ベイクドポテト ℡0241-32-2127
ペンション クリッターハウス …… ℡0241-32-2922
天然温泉とお料理自慢の宿　クラシックイン ・ロビンソン … ℡0241-32-3166
食彩館 アルビン ………………… ℡0241-32-3190
ペンション カレワラ……………… ℡0241-32-3105
レイクサイドイン BeeHive ……… ℡0241-32-2708
森の家ペンション 木まま………… ℡0241-23-8360
ペンション ハイジ………………… ℡0241-32-2008
ペンション シャレー裏磐梯 ……… ℡0241-32-2101
ペンション マーベリック ………… ℡0241-32-2016
しゃくなげ ペンション …………… ℡0241-32-2503
ペンション 花きりん……………… ℡0241-32-2855
ペンション のだポパイ…………… ℡0241-32-2735
ペンション アルバート…………… ℡0241-32-3358
ペンション ヴァンブラン ………… ℡0241-32-2224
民泊セカンドハウス ……………… ℡050-3701-0860
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裏磐梯観光協会
オススメの宿 全75件MAP
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桧原･早稲沢温泉エリア［ ひばら・わせざわおんせん ］

裏磐梯の奥のエリアにある温泉地。民宿が多く、風情ある田舎滞在を楽しめます。
冬はワカサギ釣りができる宿も。

桧原湖細野･大塩エリア［ ひばらこほその・おおしお ］

会津山塩で有名な大塩裏磐梯温泉は、歴史ある２軒の旅館があります。細野エリアは
裏磐梯の中でも自然を満喫できる地域。水芭蕉群生地や桜島もこのエリアです。

秋元湖エリア［ あきもとこ ］

裏磐梯で２番目に大きい湖。朝焼けや夕焼けの景色は息をのむほど美しく、
全国からフォトグラファーが集まるエリア。

ご予約は各施設へ直接お申し込みください

［ ホテル&旅館 ］

［ ユースホステル ］

［ 貸　別　荘 ］

［ ペンション ］

［ 民　宿 ］

［ キャンプ場 ］

■ 裏磐梯観光協会 TEL.0241-32-2349
■ 猪苗代タクシー TEL.0242-62-3636

■ 磐梯観光タクシー TEL.0242-62-2364
■ 磐梯東都バス株式会社 TEL.0242-72-0511問合せ

● ホテル･旅館 …… リゾート気分が満喫できる
● 民宿 …………… 素朴であたたかな田舎料理を味わう
● キャンプ場……… アウトドア派ならキャンプがオススメ！
● 貸別荘 ………… 家族や仲間同士ワイワイさわぐならオススメ
● ペンション ……… 目的で選ぶ個性豊かなペンション

裏磐梯の宿泊施設おもて な し

※詳細は各施設へ直接お問い合わせください。素泊まり可 ￥ クレジットカード使用可ペットOK バリアフリー 幼児OK送迎可 天然温泉有 禁煙ルーム有Wi-fi有WIFI ホームページ有HP当日予約可当日露天風呂有露貸切風呂有貸一人宿泊可 写真ガイド対応 バイク置き場有 スキー＆スノーボードレンタル可

犬のみ

※この情報は令和3年6月17日時点の情報です。
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当日Active Resorts 裏磐梯

0241-32-3111
北塩原村桧原字剣ヶ峯1093-309

和室：68
洋室：121
和洋：8

磐梯朝日国立公園を代表
する景勝地五色沼のすぐ
近くにある大型リゾートホ
テル。磐梯山を望み隣は美
術館という恵まれた立地。
敷地内に温泉を有する五
色露天岩風呂は四季折々
の大自然を満喫できる。

1 フレーザーホテル

0241-32-3470
北塩原村桧原字剣ヶ峯1093-45

メゾネット：7
コネクティング：2

メゾネットタイプの客室
は最大5名まで宿泊でき
ます。夕食は自慢の洋食
フルコース。春はドライ
ブ、夏は避暑、秋は紅葉、
冬はスキーとオールシー
ズン楽しめるホテルで
す。

2 当日ホテル＆リストランテ イルレガーロ

0241-32-3607
北塩原村桧原字剣ヶ峯1093

和室：1
洋室：5

裏磐梯高原の五色沼入
口近くにある小さなホテ
ル。ゆったりとしたゲスト
ルームで優雅なひととき
を。1階のレストランで高
原のイタリアンをお楽し
み下さい。

3

リゾートイン 四季

0241-32-2155
北塩原村桧原字蛇平原山1074-531

和室：11

五色沼まで徒歩7分。ス
キー場、コンビニにも近く
て便利です。民宿ならでは
のアットホーム感を大切
に、田舎、おふくろの味で
おもてなし。各種団体・合
宿・ビジネス等、目的に合
わせてご利用頂けます。

10 当日食彩館 アルビン

0241-32-3190
北塩原村桧原字蛇平原山1074

洋室：8

「トイプードルが集まる小
さな宿」。自家栽培の新鮮
で安心して召し上がってい
ただける野菜や米、米沢牛
をメインにフルコースのお
食事を楽しんで頂くための
宿作りをしています。※ペッ
トはトイプードルのみ可

11 当日裏磐梯国民宿舎

0241-32-2923
北塩原村桧原字蛇平原山1074

和室：12

裏磐梯の中心、五色沼入
口の宿舎です。磐梯山と桧
原湖、五色沼を抱く標高
800mのさわやかな高原で
す。和室中心で和食のおふ
くろの味が好評でどなた様
も安く利用できる宿です。
（11～4月一人宿泊不可）

12

民宿高原の宿

0241-32-2257
北塩原村桧原字蛇平1074-521

和室：7

五色沼ハイキングコース
東側入口（毘沙門沼側）ま
で、徒歩7～8分と好ロ
ケーションに位置し、素朴
ながらもファミリーな小
規模な宿で、家庭的な心
なごむ料理に努めていま
す。

13 当日リゾートイン みちのく

0241-32-2109
北塩原村桧原字蛇平原山1074-511

和室：11

自家栽培の十割ソバ。磐
梯山一望の貸切露天風
呂。磐梯山を望む6,000坪
のみちのくキャンプ場。み
ちのく旦那による野鳥案
内が人気。ボリューム満
点の夕食。

14 ペンション カレワラ

0241-32-3105
北塩原村桧原字蛇平原山1074-2493

洋室：8

本格的な天文台で天体観
測会、オーナーが星雲や星
団や銀河をご案内します。
月や惑星も大迫力！星の見
えない日は天文スライド
ショーが行われます。天然
酵母を使った自家製の焼き
立てフランスパンも好評。

15

裏磐梯グランデコ東急ホテル

0241-32-3200
北塩原村桧原字荒砂沢山

洋室：101
和洋：2

裏磐梯一星空に近いホ
テル。標高1040mの高原
リゾート。ここは、懐かし
い風景と時間が息づくリ
ゾート。深いくつろぎと優
雅なひとときがあなたを
お待ちしています。

16 裏磐梯五色沼天然温泉源泉かけ流し貸切風呂の宿 ときわすれ

0241-23-5856
北塩原村桧原字簗部沢山1091-75

和洋：6

天然温泉源泉100％かけ
流しの温泉と、地元の食
材を使った郷土料理が自
慢の宿。時を忘れてゆっ
くりおくつろぎ下さい。

17 当日レイクサイド・イン BeeHive

0241-32-2708
北塩原村桧原字簗部沢山1091-352

和洋：3
洋室：5

大切な人と記念日を過ごし
たい小さな宿。地元契約農
家さんのお米・野菜・お肉
等を使った仏＆伊のコース
料理をお箸で。貸切温泉は
予約制で空いていれば何
度でもどうぞ♪全室に展望
風呂・洗面・トイレ完備。

18当日

森の家ペンション 木まま

0241-23-8360
北塩原村桧原字剣ケ峯1093

洋室：8

杉の校倉造りの歳月を重
ねたペンションです。カラ
マツのログの食堂で冬は
薪ストーブで暖かい。豪華
さはありませんが木のぬく
もりでお過ごしください。
館内には石粉粘土の作品
が数多く飾られています。

19 当日ペンション ハイジ

0241-32-2008
北塩原村桧原字剣ケ峯1093-699

洋室：6

鉄道模型作りが趣味のオーナーと
裏磐梯の自然が大好きな元気奥
さんの二人がお迎えする宿。近く
には小野川湖・中瀬沼があり、玄
関前がバス停とどこに行くにも便
利です。お料理は地元の食材を
使った洋・中フルコースで、長期滞
在の方は和食も提供しています。

20 当日ペンション シャレー裏磐梯

0241-32-2101
北塩原村桧原字剣ケ峯1093

洋室：8

正面に磐梯山、後ろに小野
川湖、安達太良山、吾妻連
峰を望める好立地。木の感
触を活かした本校倉造り
の客室。周辺では五色沼等
の散策や登山、写真、絵
画、釣り、カヌー、スキー等
四季を通して自然を満喫。

21

当日ペンション マーベリック

0241-32-2016
北塩原村桧原字剣ヶ峯1093-290

洋室：8

木の香溢れるログハウス 
山小屋風の小さなお宿。
お箸でいただく和食中心
の料理とエビスビール一
時間飲み放題や美味しい
福島地酒飲み比べが人
気。皆さまのお越しを心
よりお待ちしてます。

22 当日しゃくなげ ペンション

0241-32-2503
北塩原村桧原字剣ケ峯1093

洋室：9

手造りのおもてなしをモッ
トーに40年以上、裏磐梯で一
番歴史あるペンションとして
営業してまいりました。この
経営理念をこれからも続け
て行きたいと思っておりま
す。四季折々の企画をしてお
りますので、是非、お電話を！

23 当日ペンション 花きりん

0241-32-2855
北塩原村桧原字剣ヶ峯1093-665

洋室：8

女性の方、ひとりでも安心
して泊まれる癒しの宿。
全室禁煙、無料WiFi、素泊
まり、ワンちゃんOK。五色
沼まで車で５分、グランデ
コスキー場は車で15分。
コンビニ車で３分、近くに
日帰露天風呂施設あり！

24

当日ペンション のだポパイ

0241-32-2735
北塩原村桧原字剣ケ峯1093

洋室：7

アウトドアスポーツを一
緒に楽しみませんか。ご
案内致します。お食事も
好評です。お気軽にリフ
レッシュにいらして下さ
い。

25 当日ペンション＆コテージ アルバート

0241-32-3358
北塩原村桧原字剣ケ峯1093-662

洋室：7
コテージ：2

広～いお庭で遊べます。大
きな半露天風呂が大好評。
バイクやスポーツバイクの
ためのガレージ＆メンテ
ナンスルームを備え、おひ
とり様にジャグジーも新
設。冬はスキー＆スノボの
レンタルも無料！（要予約）

26 当日ペンション ヴァンブラン

0241-32-2224
北塩原村桧原字剣ケ峯1093

洋室：5

部屋数を少なくし、心のこ
もったおもてなしと季節
感のある食材を使ったお
料理を提供しています。
食事を楽しんでいただけ
るように特にワイン選び
には力を注いでいます。

27

Nature Cottage Akabeko

0241-32-2151
北塩原村桧原字小野川原1092-38

一般棟：13棟
ペット棟：18棟

8千坪の敷地に様々なタイ
プのコテージが建ち並び、
各コテージにはキッチン、
バス、トイレを完備、ペット
さんと泊まれるコテージも
あり、敷地内に屋外ドッグ
ランもある。1週間以上の
長期滞在も可能。

28 当日 当日裏磐梯ライジングサンホテル（旧白雲荘）

0241-32-2311
北塩原村桧原字小野川原1092

和室：50

乙女沼の畔、県道沿いに
あり、絶景ポイントの中瀬
沼までは徒歩10分。山の
ミネラルを含んだ鉱水の
お風呂や食堂からは四季
折々の大自然を眺めら
れ、心と身体のリフレッ
シュをしていただけます。

29 民泊セカンドハウス
剣ヶ峯エリアの便利な場
所に裏磐梯高原ではじめ
ての素泊り民泊がオープ
ンしました。共用キッチン、
敷地内ＢＢＱサイトあり。
3部屋個室で当日お1人様
から宿泊可。一戸建て貸し
切りタイプもあります。

30

当日第1ゴールドハウス目黒

0241-32-2523
北塩原村桧原字大府平原1172-4

個室：6
団体部屋：7

桧原湖の目前に有、お部屋
からの景観は四季それぞ
れに絶景です。特に紅葉の
時の美しさは言葉では言
表すことができません。バ
ス釣わかさぎ釣を楽しむ
方のため、釣りパックも有
ます。是非ご利用下さい。

32 当日裏磐梯高原ホテル

0241-32-2211
北塩原村桧原字湯平山1171

和室：6
洋室：35
和洋：4

●バリアフリー
（一部）

磐梯朝日国立公園、標高
831mに佇む高原のリゾート
ホテル。2014年のリニューア
ルを終えた館内は、眼前の
自然を取り込んだ快適な客
室、磐梯山と弥六沼を望む
展望露天風呂など、贅沢なリ
ゾートステイを楽しめる。

33

当日裏磐梯レイクリゾート

0241-37-1111
北塩原村桧原字湯平山1171-1

和室：56
洋室：267
和洋：2

五色沼湖沼群から徒歩3
分、桧原湖の湖畔という好
立地にあり、100％源泉掛
け流しの露天風呂は鉄分
を多く含んだ茶褐色の珍
しいにごり湯です。湖を一
望できる絶景を堪能し日
頃の疲れを癒して下さい。

34

当日休暇村裏磐梯

0241-32-2421
北塩原村桧原字小野川原1092

和室：28
洋室：32

客室やロビーからは雄大
な磐梯山が望め、自家源
泉の「こがねの湯」、会津
郷土料理が楽しめる「会津
磐梯山四季のビュッフェ」
が自慢の宿。口径150ミリ
の望遠鏡がある天文台や
広大なキャンプ場も併設。

1

ペンション とも

0241-32-2722
北塩原村桧原字曽原山1095-46

洋室：8

大きなどんぐりの木々に囲
まれた、まるでトトロの森
の中のような所です。花の
写真撮影と裏磐梯の自然
観察ガイドが好きなオー
ナーと料理が好きな奥さ
んがお迎えします。アット
ホームなペンションです。

6

レンタルハウス談のん暖（だんのんだん）

0241-32-3560
北塩原村桧原字曽原山1096-605

貸別荘
2棟

建物の窓からは、手の届
くような自然がすぐそこ
に。緑やかわいい野鳥た
ちは、まるで触れられるよ
うな感覚を覚える、窓から
の景色。ベランダでの「プ
ライベートバーベキュー」
も可能。

9

当日

当日

ペンション ハーティ

0241-32-2090
北塩原村桧原字曽原山1096-547

和室：1
洋室：7

パン好きの集まる宿！朝食
には酵母も自家製の天然
酵母パンとホカホカの焼
き立てパン計5種が日替わ
りで食べ放題。夕食は季節
の新鮮素材で作るヘル
シーコース料理。磐梯山を
望む露天風呂でホッ！

11

ペンション 木になる家

0241-32-3232
北塩原村桧原字曽原湖畔1096-543

和室：2
洋室：3
和洋：1

五色沼より車で10分ほ
ど、曽原湖の目の前に佇
むポスト＆ビームのログ
ペンションは、無垢材にこ
だわり、木の温かさが心
地よい。自慢のフレンチ
フルコースはオーナーの
気持ちそのもの。

15

ペンション ラフィア

0241-32-3353
北塩原村桧原字曽原山1096-96

洋室：4
和洋：1

ペットと泊まれる広々コ
テージが好評です。食事
はローストビーフが食べ
放題です。お肉の質、味に
は自信あり。是非、お試し
ください。

18

リゾートペンション 藍

0241-32-2052
北塩原桧原字曽原山1096-505

和室：2
洋室：4

曽原湖畔に近い静かな
立地に佇むウッディでお
洒落な館。吹抜けのある
開放感満喫のダイニング
でのお食事は真心込め
た和洋折衷創作料理。手
作りスモークトラウトサー
モン（要予約）も好評。

20

当日Guesthouse En（ゲストハウス えん）

0241-23-5552
北塩原村桧原字曽原山1095-60

ツイン洋室：12
トリプル洋室：1

365日いつでも同額！（連
泊割引有）女性の1人旅
も安心。お一人様大歓迎
の宿。男女別ドミトリー
（個室も有）。国際交流し
よう！長期滞在OK！開放的
な大窓カウンターで自分
の時間を過ごすもよし！

7

当日 当日

当日

ペンション そら

0241-37-1840
北塩原村桧原字曽原山1096-68

和室：1
洋室：5

曽原湖畔に建つ「小さなお
子様大歓迎の楽しい宿」で
す。離乳食、幼児食対応お
子様用品多数あります。カ
メラマン向け風景写真撮
影ガイドも行っています。
風光明媚な裏磐梯等の自
然をご案内いたします。

12

ペンション レラ

0241-32-3070
北塩原村桧原字甚九郎沢山1097-16

洋室：10

館内はピカピカ・絵画や風
景写真が展示されギャラ
リー風。有機米や地場野菜
等素材厳選フルコースディ
ナー＆こだわりワイン。天
然温泉貸切風呂。喫煙ルー
ム有。写真家オーナーの撮
影ガイドは大好評。

16

ペンション かぷりこ～ん

0241-32-2711
北塩原村桧原字曽原山1096-438

洋室：7

お食事は牛肉メインのオ
リジナルコース料理、お風
呂は鍵付き貸切で入浴
OK。全室TV・DVDデッキ付
冷暖房完備、ベッドはシモ
ンズ社製、館内にはシャ
ワートイレを完備、美味し
いとキレイを大切に！

19

レイクサイドイン ベイクドポテト

0241-32-2127
北塩原村桧原字曽原山1096-520

洋室：7
和室：2
和洋：1

裏磐梯高原の中でも景観
の良い波静かな曽原湖の
目の前に建つペンション。
オーナーシェフの作るフレ
ンチはとてもワインに合う
料理をご用意しています。
湖の見える静かなお部屋
でごゆっくりどうぞ！

21

当日ペンション ホンネで勝負

0241-32-2286
北塩原村桧原字曽原山1095-54

洋室：6
和洋：2

森と湖に囲まれ、閑静な湖
沼畔に佇む校倉造のペン
ション。とても 不思議なや
すらぎがある場所。宿泊者
限定で撮影ガイドも。また
プ ライベートエリアでカ
ヌーや釣りを楽しめる贅沢。
冬季はソリ・雪遊びも可。

5

●ペットルーム
　限定1室

ペンション バディ

0241-32-2920
北塩原村桧原字曽原山1095-59

洋室：7

●スノーシュー貸出有
●駅送迎は要予約
●自転車貸出有

ソースが決め手のビストロ
フレンチは、大人から子供
まで親しみやすい味と大
好評。グラスワインをサー
ビス中！カップルやご家族
にはグラスアート体験が人
気。旬の果物で作った自家
製果実酒もお勧めです。

8 ペンション どんぐり

0241-32-2709
北塩原村桧原字曽原山1096

洋室：5
和洋：1

天文台の有るペンション。
ステンドグラス体験、陶
芸体験、フュージョングラ
ス体験など楽しめるオプ
ションがあります。帰りた
くなーいなんて言わせ
ちゃう！

10

レイクサイドイン ラーラ

0241-32-2606
北塩原村桧原字曽原山1096-235

和室：1
洋室：5
和洋：2

磐梯山が一望できる美しい
景色が目の前に広がる湖の
ほとりの宿。ゆっくりと湖畔
で過ごす休日がここにあり
ます。ディナーはとろける
チーズフォンデュ付コース。
温野菜やパンをつけて。広
いバブルバスは貸切可。

14

おやど 風来坊

0241-32-3077 洋室：7
北塩原村桧原字曽原山1096-461

呑んで泊まれる居酒屋の
ような宿です。おいしい地
酒・本格焼酎を豊富に揃え
てお待ちしています。囲炉
裏テーブルで一緒に飲み
ましょう。フライフィッシン
グやワカサギ釣り等アウト
ドアライフを応援します。

17プチホテル FOX-ONE（フォックスワン）

0241-32-2334
北塩原村桧原字曽原山1096

和室：6
洋室：5
和洋：3

釣り・アウトドア・合宿ま
るごとおまかせ。桧原湖
と裏磐梯を一望できるベ
ストポジションに位置し、
写真撮影やスケッチ、魚
釣りやボート遊びが楽し
める、アットホームなプチ
ホテル。

2

当日休暇村裏磐梯キャンプ場

0241-32-2421
北塩原村桧原

常設テント33区画
区画テントサイト30区画
その他フリーテント

サイト有

開放的で雄大な磐梯山を望
むことのできる場内。約
50haの広大な敷地内では、
自分にあった様々なキャン
プスタイルを楽しめます。初
心者でも安心の手ぶらで
キャンプもご用意していま
す。ペットはリード要。

3

ペンション サッチモ

0241-32-2673
北塩原村桧原字曽原山1095-1

洋室：6

地元の旬素材と地酒で作
る自分時間。林間の沢沿
いに建つ、地産地消に少
しこだわりたいと思って
いる小さな宿です。貸切
露天風呂でほっこりした
後はオーナー自慢のア・
ラ・サッチモを。

4

ペンション クリッターハウス

0241-32-2922
北塩原村桧原字剣ケ峯1093-881

洋室：6
和洋：1

五色沼まで徒歩10分とお散
歩圏内で、バス停からも徒
歩5分と便利です。旬の素材
を使ったコース料理、手作
りケーキのデザートと自家
製焼き立てパンが人気。露
天風呂を含め三つのお風
呂はお部屋貸し利用可。

4

0241-32-3166
北塩原村桧原字剣ケ峯1093-942

洋室：8
和洋：1

五色沼近くの英国館。元
シェフの作る夕食はどちら
も自家製デザート食放題
付の洋フルコースor霜降り
牛食放題しゃぶしゃぶコー
スから選択。天然温泉露天
風呂3ヶ所のお風呂は全て
貸切利用で24h利用可能。

5 裏磐梯温泉センター

0241-23-7200
北塩原村桧原字剣ケ峯1093-360

和室：9

湯量豊富な天然温泉。
広々とした大浴場にサウ
ナ、ジャグジーで日頃の
疲れを癒しお肌もつるつ
るに♪休憩室は50畳の
大広間で食事も可。（カラ
オケ完備）個室も有り、休
憩・ご宿泊にどうぞ。

6

当日サイズリゾートホテル裏磐梯

0241-23-7776
北塩原村桧原字剣ケ峯1093-255

和室：2
洋室：10

自然に囲まれたお部屋で
くつろぎのひとときを。
日々の疲れを癒してくれ
る源泉100％掛け流し天
然温泉。客室はツイン、シ
ングル、和室の全12部屋。
併設レストランでのお食
事もどうぞ。

7 当日五色パラダイスキャンプ場

0241-32-2811
北塩原村桧原字剣ヶ峯1093-319

オートキャンプ
フリーサイト他
バンガロー
20棟有

五色沼畔まで8500坪の敷
地を持ち、いつでも五色
沼を観賞できます。貸切の
場合は飯盒炊爨、BBQ、
キャンプファイヤーなどが
可能。林間なので自然に
あふれ多彩な動植物、満
天の星空が見られます。

8 当日

当日

裏磐梯ユースホステル

0241-32-2811
北塩原村桧原字剣ヶ峯1093-320

和室：1
洋室：13

五色沼畔まで8500坪の
敷地を持ち、1分でいつで
も五色沼を観賞できま
す。55名まで貸切可能で
す。併設のキャンプ場で
BBQ、飯盒炊爨、キャンプ
ファイアーなどアウトドア
ライフも楽しめます。

9

WIFI HP

￥WIFI

WIFI HP 露貸

HP 貸

￥WIFI HP 貸

露￥WIFI HP

松原キャンプ場

0241-32-2247
0241-33-2929

北塩原村桧原字剣ケ峯1093

バンガロー
9棟有

桧原湖畔で磐梯山が目の
前にそびえ立つロケーショ
ン。さらに専用ボートで
渡って来る秘境のキャンプ
場。カヌー、つり、いかだ、
バーべQ、森林浴など大人
から子供まで手ぶらでもア
ウトドアを満喫できます。
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●バンガロー有 ●バンガロー外ペット可
HP ￥WIFI HP 露

￥ HP

￥WIFI HP 貸

HPWIFI 露貸

￥WIFI

WIFI HP 貸

WIFI

WIFI HP

WIFI HPWIFI HP

WIFI HP 露貸￥WIFI HP 露

WIFI HP 露貸

WIFI HP 貸 ￥WIFI HP

WIFI HPWIFI HP 露貸

天然温泉とお料理自慢の宿 クラシックイン ・ロビンソン 

￥WIFI HP 露貸

￥WIFI HP 貸 WIFI HP

WIFI HP 貸 WIFI HP ※ワンちゃんは小型犬のみ！

※ペット：
コテージのみWIFI HP 貸 ￥WIFI HP 露貸

HP￥ HPWIFI

HP

￥ HP 露

￥WIFI HP 露

WIFI HP

￥WIFI HP

WIFI HP 貸 WIFI HP 貸 ￥WIFI HP

WIFI HP 貸 WIFI HP 露貸

HP 露貸 WIFI HP 貸

HP 露貸 HPWIFI 貸 HPWIFI 貸

￥WIFI HP 貸 HP 貸

WIFI HP 貸

WIFI HP 貸

WIFI HP 貸

WIFI 貸HP

050-3701-0860
北塩原村桧原剣ヶ峯1093-275

洋室：2
和室：1
戸建貸切タイプ：1　

BANDAI LAKESIDE GUESTHOUSE

0241-23-8757
北塩原村桧原曽原山1096-444

和室：4

穏やかな曽原湖畔に位置
し、磐梯山を正面に眺めら
れる「これぞ裏磐梯」とい
う風景に出会えるゲストハ
ウス。桟橋からカヌー、サイ
クリング、紅葉散策、スノー
シュー、すべての出発点に
なる立地の宿です！

13

HP

￥

曽原湖エリア［ そはらこ ］

リピーターのお客様も多い曽原湖エリア。風のない早朝は湖が鏡面となり大自然を映し出す。ペンション選びが楽しい。

五色沼･剣ヶ峯･裏磐梯高原駅･小野川湖エリア
［ ごしきぬま・けんがみね・うらばんだいこうげんえき・おのがわこ ］
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● 五色沼エリア
● 剣ヶ峯エリア
● 裏磐梯高原駅エリア
● 小野川湖エリア

五色沼エリアは神秘の湖沼「五色沼」の毘沙門沼口に近く、散策に便利。剣ヶ峯エリアは桧原湖・小野川湖にも近く、中瀬沼・
レンゲ沼探勝路にも近いエリアの中心。小野川湖エリアは宿は少なめだが個性的な宿が揃い、ゆったり滞在。裏磐梯高原駅エリ
アはバス停・五色沼（柳沼口）・遊覧船乗り場に近く観光に便利。

14 1322

●五色沼エリア　●剣ヶ峯エリア　●裏磐梯高原駅エリア　●小野川湖エリア●五色沼エリア　●剣ヶ峯エリア　●裏磐梯高原駅エリア　●小野川湖エリア

4

7

6
5

※　　ボート送迎
　　　集合場所
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HP WIFI

山塩グルメ
THE B

EST CHOICE

人気の山塩グルメを
集めました。
食べ歩きや

おみやげにぜひ。

人気
No.1

会津山塩

ガトー塩っこら

会津山塩
   バームクーヘン

会津山塩
   ラーメン


