
穂多瑠
のんびり農家に宿泊したり、米と野菜を作ったり、会津郷土料理
を食べたり作ったり、どじょう取りをしたり、自然に触れたり、
何もせずに1日寝てみたり…すべての体験ができる農家民宿です。

代表者名 高津 志津子

部屋数 ２部屋（定員６名）

ご予約
完全予約制
１日前迄に電話・メール受付

定休日 なし

料 金
大人１名 １泊２食（夕・朝）付き
￥６，０００～（税込）

田舎の一軒家で磐梯山を見ながらモーニングコーヒー。夜は
ホタルを見ながら穂多瑠地ビールはいかがですか。

農薬を使わず栽培している米と野菜を使用した会津郷土料理
や１００％の生ジュース、他にも地元のきれいな川で取れたド
ジョウの卵とじなどをご用意して、皆さんをお待ちしております。

その他 ■チェックイン：１５時～ ■チェックアウト：１０時
■農業体験

田植え、稲刈り、野菜全
般（作業・収穫）
■料理体験

郷土料理作り、季節の野
菜のケーキ作り
■どじょう取り

問合せ
■ＴＥＬ：０２４２－５８－２７２９ または ０９０－５３５３－１１２４
■ホームページ：http://www.aizu-gt.jp/members/37-takatsushizuko.html

住 所 福島県会津若松市北会津町石原４０６

ほかにもよい宿あります。右記へご連絡！会津若松市ｸﾞﾘｰﾝﾂｰﾘｽﾞﾑ・ｸﾗﾌﾞ ＴＥＬ：0242-39-1253

一組限定でのんびり心をいやす場所

福島県
会津若松市

会津若松市は、魅力ある農産物や特色
ある自然景観など、豊かな農業資源に
恵まれています。

さまざまな農業体験に参加したり、農家
民宿で過ごすなどして、会津の農村時
間を過ごしてみませんか。地域から一言

主な体験可能メニュー
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いっぷく屋
４世代６人家族の農家です。会津のおいしい米、野菜、そして一
緒に農作業体験もいかがですか？

代表者名 新井田 悟

部屋数 １部屋（定員４名）

ご予約
完全予約制
３日前迄に電話受付

定休日 要問合せ

料 金
大人１名 １泊２食（夕・朝）付き
￥６，０００～（税込）

民宿開設に伴い、小さ
いながら個人の美術コ
レクションの展示室も
オープンしました。興
味のある方はぜひお
越しください。見学の
みも大歓迎。

その他 ■チェックイン／チェックアウト：随時

■農業体験
田植え、稲刈り、
野菜全般（作業・収穫）

問合せ
■ＴＥＬ：０２４２－５８－２４１６ または ０９０－６２５０－０９４２
■ホームページ：http://www.aizu-gt.jp/members/16-niidasatoru.html

住 所 福島県会津若松市北会津町西麻生１７７７

ほかにもよい宿あります。右記へご連絡！会津若松市ｸﾞﾘｰﾝﾂｰﾘｽﾞﾑ・ｸﾗﾌﾞ ＴＥＬ：0242-39-1253

ホタルが飛び交う自然豊かな宿

福島県
会津若松市

会津若松市は、魅力ある農産物や特色ある自然景観など、
豊かな農業資源に恵まれています。

さまざまな農業体験に参加したり、農家民宿で過ごすなど
して、会津の農村時間を過ごしてみませんか。地域から一言

主な体験可能メニュー
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農家民宿 東和季の子工房
東和地域の有機栽培農家の新鮮な野菜をイタリアンメニューで提
供します。泊まれるレストラン。オーベルジュです。

代表者名 武藤 一夫

部屋数 ２（定員７名）

ご予約
通年（予約にて宿泊可）
レストランも要予約

定休日 要問合せ

料 金
大人１名 １泊２食（夕・朝）付き
￥６，０００～（税別）

なめこ栽培農家の多彩な体験

その他
■チェックイン：１３～１７時まで ■チェックアウト：１０時
■農作業体験を希望する方は体験用の着衣をご持参ください。
■昼食は別途お付けすることができます。

■農業体験

棚田での田植え、稲刈り体
験、なめこ収穫、草取り
■自然体験

旧街道のウオーキング、サ
イクリング（５台）、星空観
察、小枝クラフト
■料理体験
なめこピザづくり など

問合せ
■ＴＥＬ：０２４３－４６－２１６６ ■携帯：０９０－９７４１－４１５８
■メール：namekoya@seagreen.ocn.ne.jp
■ホームページ：http://namekoya.web.fc2.com/index.html

住 所 福島県二本松市太田字一本松７番地

ほかにも宿あります。右記へご連絡！ NPO法人ゆうきの里東和ふるさとづくり協議会
ＴＥＬ：0243-46-2116

農家民宿とイタリアンレストランで里山が満
喫できます。ナメコ栽培農家でしか味わえな
いナメコの調理で、この店でしか味わえない、
味を目指しています。家族ぐるみでお待ちし
ます！

福島県
二本松市

主な体験可能メニュー
オーナーから一言
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農家民宿 みちくさ
みちくさの料理は、旬野菜中心の食卓バイキングで、ゆっくりと
味わい、くつろいでいただきます。
親戚を迎えるような、おもてなしをします。

代表者名 渡辺 好

部屋数 ２部屋（定員８名）

ご予約
完全予約制
電話・ＦＡＸ受付

定休日 要問合せ

料 金

大人１名
１泊２食付き￥５，０００（税別）
１泊朝食付き￥４，０００（税別）
素泊まり ￥３，０００（税別）

旬野菜中心の食卓バイキングが自慢の宿

その他 ■チェックイン：１６時～ ■チェックアウト：１０時

※田舎での体験等の
ご希望がありましたら
ご相談ください。

問合せ ■ＴＥＬ：０２４７－７３－８０２０ ■ＦＡＸ：０２４７－８２－３２４６

住 所 福島県田村市船引町船引字中の内前４３－１

みなさまのお越しをお待ちしております！

私たちの住む船引町は福島県
のほぼ中心に位置し、ちょっぴ
りのどかな田舎町です。周りに
は国指定重要文化財の神社
や、趣のある桜があったりと見
どころも多く、ゆっくりと時を過
ごせる場所です。また、目の前
に田村市総合運動公園もあり
ます。

地域から一言

主な体験可能メニュー

福島県
田村市
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翠の里
古民家に一目ぼれされたご夫婦が営む農家民宿です。新鮮な素材
を生かした料理も絶品です。

代表者名 小倉 よし子

部屋数 ３部屋（定員６名）

ご予約
完全予約制
電話受付

定休日 要問合せ

料 金
大人１名 １泊２食（夕・朝）付き
￥６，５００～（税込）

その他 ■チェックイン：１７時～ ■チェックアウト：８時

■農業体験
野菜の定植
草木染め

■里山散策

問合せ ■ＴＥＬ／ＦＡＸ：０２４４－４６－１００６

住 所 福島県南相馬市鹿島区南柚木字宮前８２

ほかにもよい宿をご紹介します！ 南相馬市ふるさと支援センター ＴＥＬ：０２４４－２４－５５５５

古民家ならではの安らぎとぬくもりが自慢の宿

福島県
南相馬市

季節の花と我が家の鶏も料理に添え、その日のメニュー
は畑で決まります。燻製、ピザ窯体験もできます。
私は九州から移り住んでこの地が好きになりました。
農家レストランも好評営業中です。

オーナーから一言

主な体験可能メニュー
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だいちゃん
農家ならでは、浜ならではの郷土料理に笑顔があふれます。
お母さんが作るだいちゃん漬物は絶品！！

代表者名 遠藤 テルエ

部屋数 ２部屋（定員６名）

ご予約
完全予約制
電話受付

定休日 要問合せ

料 金
大人１名 １泊２食（夕・朝）付き
￥６，５００～（税込）

その他 ■チェックイン：１７時～ ■チェックアウト：８時

■農業体験
野菜の定植

■里山散策

問合せ ■ＴＥＬ／ＦＡＸ：０２４４－４６－３１６１

住 所 福島県南相馬市鹿島区烏埼字宮田２５

ほかにもよい宿をご紹介します！ 南相馬市ふるさと支援センター ＴＥＬ：０２４４－２４－５５５５

朝取り野菜の郷土料理を堪能できる宿

福島県
南相馬市

民宿のお母さんの漬物はまさに絶品！！食べた後にお
かわりをされる方が後を絶ちません。「だいちゃん漬物」
として親しまれています。

地域から一言

主な体験可能メニュー
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民宿 北の家
昔懐かしい茅葺き屋根でゆったりのんびり！
イワナの塩焼きや女将さんの手打ちそばをご賞味ください。

代表者名 －

部屋数 ６部屋（定員４名）

ご予約
ホームページにて予約受付
「とまりーな 民泊で楽しむ田舎体験」

https://tomarina.com/

定休日 要問合せ

料 金
大人１名 １泊２食（夕・朝）付き
￥７，０００～（税込）

その他 ■チェックイン：１５時～ ■チェックアウト：１０時

■料理体験
十割手打ちそば
自家製野菜
岩魚塩焼き
湯ノ花

問合せ
■ＴＥＬ：０２４１－７８－２５０３
■ホームページ：https://tomarina.com/

住 所 福島県南会津郡南会津町湯ノ花５５０

みなさまのお越しをお待ちしております！

四季の彩りに囲まれた素朴で風情ある宿

福島県
南会津町

離れの囲炉裏のお食事場所では、時間が止まった様な
気分になります。【手打ちの十割蕎麦】は香り豊かな自慢
の一品です。囲炉裏を囲んでの夕食をお楽しみください。

地域から一言

主な体験可能メニュー
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民宿 山楽
囲炉裏で焼く岩魚の塩焼きが絶品！
ご主人が夕食時に岩魚や郷土料理のばんでい餅を焼いてくれます。

代表者名 －

部屋数 ９部屋（定員４５名）

ご予約
ホームページにて予約受付
「とまりーな 民泊で楽しむ田舎体験」

https://tomarina.com/

定休日 要問合せ

料 金
大人１名 １泊２食（夕・朝）付き
￥７，７００～（税込）

その他 ■チェックイン：１５時～ ■チェックアウト：１０時

■農業体験

■そば打ち体験
※要予約

問合せ
■ＴＥＬ：０２４１－７８－２２０１
■ホームページ：https://tomarina.com/

住 所 福島県南会津郡南会津町湯ノ花１０７７

みなさまのお越しをお待ちしております！

静かで、穏やかで、優しい風景に出会うことができる宿

福島県
南会津町

深い山ひだに抱かれた会津高原舘岩に民宿「山楽」はあり
ます。美しい日本文化の一つ、かやぶき屋根が特徴の曲り
家の民宿です。日本の原風景といってもいいその美しさに
魅せられに是非民宿「山楽」にお越しください。

地域から一言

主な体験可能メニュー
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農家民宿 山ねこ
築１００年になる古い民家で皆で囲む囲炉裏。ゆっくり流れる時
間のお家でおしゃべりなおとうと無口なおかあが待っています。

代表者名 金子 勝之

部屋数 １部屋（定員６名）

ご予約 電話・メール受付

定休日 要問合せ

料 金
大人１名 １泊２食（夕・朝）付き
￥８，０００～（税別）

その他 ■チェックイン／チェックアウト：要問合せ
■農業体験

ブルーベリー作業（施肥・
収穫）、有機畑作業、

山菜・きのこ採り、薪割り、
日本ミツバチ飼育
■料理体験

ジャム作り、梅干し作り、
燻製作り

問合せ
■ＴＥＬ：０２４１－４３－２６３２ または ０９０－７５６５－９３０８
■メールアドレス：kaneko.k@hyper.ocn.ne.jp
■ホームページ：http://www.okuaizu.net/spot/1941/

住 所 福島県河沼郡柳津町大字砂小原字居平２６７

みなさまのお越しをお待ちしております！

里帰り気分でくつろぎながら農業を体験できる温もりの宿

福島県
柳津町

山深い柳津町西山地区に
あるカフェ「ティールーム山
ねこ」のご主人が平成26年
にオープンさせたばかり。農
業体験はどの季節にもあり、
ブルーベリー栽培のあれこ
れ、有機野菜畑の世話、梅
干し作り、薪割り、燻製作り
などさまざまです。

地域から一言

主な体験可能メニュー
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やすらぎの宿 とまり木
自然と共に暮らしてきた村のお母さんが運営する宿。畑仕事や、
凍みもち作り、季節に合わせた郷土料理づくりが体験できます。

代表者名 皆川 キヌイ

部屋数 ２部屋（定員６名）

ご予約 ３日前迄に電話受付

定休日 要問合せ

料 金
大人１名 １泊２食（夕・朝）付き
￥６，８００～（税込）

多様な穀類や野菜等も全て自家製です。
田植えや畑仕事など農業体験ができます。

旬の山の幸をふんだんに使った季節に合わせた郷土料理
作り体験がおすすめです。
食事は宿主のお母さんとの共同料理となります。
（体験費等別途）

その他
■チェックイン／チェックアウト：要問合せ
■体験メニューはそれぞれ申込期間あるため、要予約、要確認。

■農業体験
田植え、畑仕事、
野菜収穫
■料理体験
笹巻き作り、納豆作り、
凍みもち作り

問合せ
■ＴＥＬ：０２４１－５７－３１１０
■ホームページ：www.vill.showa.fukushima.jp/inn.stm

住 所 福島県大沼郡昭和村大字大芦字大向４４７８

みなさまのお越しをお待ちしております！

村のお母さんが運営する郷土食づくりの楽しめる宿

福島県
昭和村

自然と寄り添う昭和村の暮らしを長年続けて
きました。自家製の野菜や山の幸で作る郷土
料理が得意です。
ありのままの村の生活を体感しにきてください。

地域から一言

主な体験可能メニュー
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