
東北地方には、 500軒を超える

農林漁家民宿があります。

紙面の都合から、

御紹介しきれませんでしたが、

まだまだ沢山の個性豊かな

農林漁家民宿があります。

是非皆さん自身で、ご自分に

ぴったりの農林漁家民宿を

見つけてみてはいかがでしょうか。

その一助となるよう

東北地方の農林漁家民宿の

情報を掲載します。
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東北地方の農林漁家民宿① （青森県１／３）
県名 市町村名 農林漁家民宿名 電話番号 提供可能な体験メニュー

青森県 弘前市 兼平りんご園
りんご作業全般、餅作り、レザークラフト（りんごストラップ）、
着物着付け

青森県 弘前市 アップルハート
田植え、野菜の収穫、果樹の収穫、フライパンアップルケーキ、
ゆかた着付け

青森県 弘前市 ANEKKOハウス りんご一般作業、野菜の収穫
青森県 弘前市 岩木山の見えるぶどう畑 ぶどう、野菜の作業

青森県 弘前市 津軽あずましりんご園
りんごなど果樹全般収穫、スイーツづくり、郷土料理、こぎん刺し、
雪遊び、スノーシュー、ゆかた着付け

青森県 弘前市 信農園 農作業全般、郷土料理
青森県 弘前市 せいの農園 りんご作業、プルーン収穫作業、家庭料理、着付け
青森県 弘前市 さくら りんご作業、田植え、郷土料理、こぎん刺し、ゆかた着付け

青森県 弘前市 田中果樹園
りんご、野菜作業、田植え、郷土料理、ランタンづくり、ナイトウォッ
チング、ゆかた着付け

青森県 八戸市 民宿鉄男 野菜・畑作物・果樹等の作業体験
青森県 八戸市 民宿けんちゃん 野菜・畑作物・果樹等の作業体験
青森県 八戸市 とみ民宿 野菜・畑作物・果樹等の作業体験
青森県 八戸市 民宿たておけ 野菜・畑作物・果樹等の作業体験
青森県 八戸市 民宿上ノ山 野菜・畑作物・果樹等の作業体験
青森県 八戸市 民宿りょうこ 野菜・畑作物・果樹等の作業体験

青森県 五所川原市 須恵器の里　清久 0173-29-2682
りんご・野菜・山菜収穫、太巻き・郷土料理・よもぎ餅作り、
りんごの枝のリース・しじみ貝ストラップ作成

青森県 五所川原市 「和が家」 0173-35-1627
シクラメンの葉組み・花寄せ、野菜収穫、裂織りを活用したペン
ケース・化粧ポーチ作成

青森県 五所川原市 ときどきりんご園 0173-29-3936
りんごの花摘み・摘果・収穫、ﾌﾞﾗｯｸﾍﾞﾘｰ収穫、季節の郷土料理、
ハンカチの草木染め、アレンジフラワー

青森県 十和田市
いろりのある農家民宿
「山親爺」

野菜の作業全般、郷土料理

青森県 十和田市 山吹荘 野菜の作業全般、郷土料理
青森県 十和田市 まきばの宿 野菜の作業全般、郷土料理
青森県 十和田市 天手子米ランド 野菜の作業全般、郷土料理
青森県 十和田市 赤崎荘 野菜の作業全般、郷土料理
青森県 十和田市 中屋敷荘 野菜の作業全般、郷土料理
青森県 十和田市 マッシュルームハウス 野菜の作業全般、郷土料理
青森県 十和田市 ベリーランド十和田湖 野菜の作業全般、郷土料理
青森県 十和田市 久野荘 野菜の作業全般、郷土料理
青森県 十和田市 あらやしき荘 野菜の作業全般、郷土料理
青森県 十和田市 中道荘 野菜の作業全般、郷土料理
青森県 十和田市 佐々木荘 野菜の作業全般、郷土料理
青森県 十和田市 さくら荘 野菜の作業全般、郷土料理
青森県 十和田市 なかよし荘 野菜の作業全般、郷土料理
青森県 十和田市 覚助屋 野菜の作業全般、郷土料理
青森県 十和田市 M'sファーム 野菜の作業全般、郷土料理
青森県 十和田市 山田荘 野菜の作業全般、郷土料理
青森県 十和田市 まるわ 野菜の作業全般、郷土料理
青森県 十和田市 山田荘 野菜の作業全般、郷土料理
青森県 十和田市 築荘 野菜の作業全般、郷土料理
青森県 十和田市 和我家 野菜の作業全般、郷土料理
青森県 十和田市 夢農館 野菜の作業全般、郷土料理
青森県 十和田市 横屋 野菜の作業全般、郷土料理
青森県 十和田市 花・はな 野菜の作業全般、郷土料理
青森県 十和田市 畠山荘 野菜の作業全般、郷土料理
青森県 十和田市 雪割荘 野菜の作業全般、郷土料理

青森県 鰺ヶ沢町 長谷川自然牧場 0173-72-6579
動物飼育作業（エサやり）、触れあい、ｿｰｾｰｼﾞ、ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ、鶏の燻
製、ｼｭｰｸﾘｰﾑ、ｹｰｷ、ﾊﾟﾝ、ﾊｰﾌﾞﾃｨ、ﾋﾟｻﾞ、羊の毛フェルトづくり、羊
の毛刈り

青森県 鰺ヶ沢町 一二三の家
田植え、稲刈り、ブナ苗の育成、餅つき、ミズの皮むき、郷土料
理、山の体験

青森県 鰺ヶ沢町 えんきゅうの家
田植え、稲刈り、ブナ苗の育成、餅つき、ミズの皮むき、郷土料
理、山の体験

青森県 鰺ヶ沢町 半兵衛の家
田植え、稲刈り、ブナ苗の育成、餅つき、ミズの皮むき、郷土料
理、山の体験

青森県 鰺ヶ沢町
せっちゃんの
エクスペリヤンスの家

0173-72-3745
野菜作り・収穫、畑の草取り、きのこ植菌、川・海釣り、ﾉﾝｵｲﾙﾉﾝﾊﾞ
ﾀｰのｹｰｷ･ﾊﾟﾝ、郷土料理、紙粘土壁掛人形、布草履、新聞ｴｺﾊﾞｯｸ

弘前里山ツーリ
ズム

0172-55-0268
（「たびすけ」合同
会社西谷）

南の郷ツーリズ
ム協議会
0178-27-9163
（八戸市農業経
営振興センター）

十和田農業体験
連絡協議会

0176-51-6743
（十和田市とわだ
産品販売戦略
課）

NPO法人白神自
然学校一ツ森校
0173-82-7057
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東北地方の農林漁家民宿② （青森県２／３）
県名 市町村名 農林漁家民宿名 電話番号 提供可能な体験メニュー

青森県 中泊町 田中の宿 0173-58-2812 野菜や豆の栽培・収穫
青森県 七戸町 ヤマセ 野菜の作業全般、郷土料理
青森県 七戸町 さかやかまど 野菜の作業全般、郷土料理
青森県 七戸町 こまた 野菜の作業全般、郷土料理
青森県 七戸町 さそざき 野菜の作業全般、郷土料理
青森県 七戸町 おおしか 野菜の作業全般、郷土料理
青森県 七戸町 かみはらこ 野菜の作業全般、郷土料理
青森県 七戸町 ふくむら 野菜の作業全般、郷土料理
青森県 七戸町 たちざき 野菜の作業全般、郷土料理
青森県 七戸町 小又 野菜の作業全般、郷土料理
青森県 七戸町 まちや 野菜の作業全般、郷土料理
青森県 七戸町 たかだ 野菜の作業全般、郷土料理
青森県 七戸町 カズ 野菜の作業全般、郷土料理
青森県 大間町 体験型民宿 0175-37-4212 まぐろウォッチング、こんぶ干し、べこ餅づくり、磯遊び
青森県 三戸町 本木正範 りんご等の果樹関係
青森県 三戸町 梅田りんご園 りんご等の果樹関係
青森県 三戸町 越後果樹園 りんご等の果樹関係
青森県 三戸町 梅田りんご園 りんご等の果樹関係
青森県 三戸町 やまさん農園 りんご等の果樹関係
青森県 三戸町 越後　正博 りんご等の果樹関係
青森県 三戸町 越後　貞男 りんご等の果樹関係
青森県 三戸町 佐々木　直文 りんご等の果樹関係
青森県 三戸町 寿荘 りんご等の果樹関係
青森県 三戸町 駒木の家 りんご等の果樹関係
青森県 三戸町 藤原　剛 りんご等の果樹関係
青森県 三戸町 ファーム・トシ りんご等の果樹関係
青森県 三戸町 “あっ”と・ホームFunaba りんご等の果樹関係
青森県 三戸町 工藤園 りんご等の果樹関係
青森県 五戸町 佐々木農園 長芋掘り取り、出荷作業
青森県 五戸町 つきの木荘 りんご・プラム・ぶどう収穫作業全般
青森県 五戸町 ももや 桃・りんご収穫作業全般
青森県 田子町 川端 野菜の収穫、出荷
青森県 田子町 橋本 にんにく掘り、にんにく植え、豆植え
青森県 田子町 田沼 ホップ収穫
青森県 田子町 ばっちゃの宿 りんご、桃収穫
青森県 田子町 そでむら 野菜の種植え・収穫
青森県 田子町 おやまの宿 にんにく掘り、にんにく植え
青森県 田子町 大村 野菜の種植え・収穫、にんにく植え
青森県 田子町 田子ブルーベリー山本農園 ブルーベリー収穫、にんにく植え
青森県 田子町 日澤農園 にんにく植え
青森県 田子町 宇藤農園 田植え、にんにく掘り、にんにく植え
青森県 田子町 佐藤 野菜の種植え、収穫、にんにく植え
青森県 南部町 まるじん 収穫体験、郷土料理、雪かき体験
青森県 南部町 しゅう＆くっこハウス 収穫体験(果樹,野菜)、郷土料理、雪かき体験
青森県 南部町 十文字 収穫体験(野菜)、郷土料理、雪かき体験
青森県 南部町 川守田ファーム 収穫体験、郷土料理、雪かき体験
青森県 南部町 たけぱらの家 収穫体験(果樹,野菜)、郷土料理、雪かき体験
青森県 南部町 昔がたりの家 収穫体験(果樹)、郷土料理、雪かき体験
青森県 南部町 正光園 収穫体験(果樹,野菜)、郷土料理、雪かき体験
青森県 南部町 久京の館 収穫体験(果樹,野菜)、郷土料理、雪かき体験
青森県 南部町 果樹の森 収穫体験(果樹)、郷土料理、雪かき体験
青森県 南部町 善八 収穫体験(果樹)、郷土料理、雪かき体験
青森県 南部町 FriendsHouse(友達の家) 収穫体験(果樹)、郷土料理、雪かき体験
青森県 南部町 松の園 収穫体験(果樹)、郷土料理、雪かき体験
青森県 南部町 山の家 収穫体験(野菜)、郷土料理、雪かき体験
青森県 南部町 里山の家 収穫体験(野菜)、郷土料理、雪かき体験
青森県 南部町 工藤果樹園 収穫体験、郷土料理、雪かき体験
青森県 南部町 東果樹園 収穫体験(果樹,野菜)、郷土料理、雪かき体験
青森県 南部町 ココサコージュ 収穫体験(果樹,野菜)、郷土料理、雪かき体験、茶道体験
青森県 南部町 ゆたか農園 収穫体験(果樹)、郷土料理、雪かき体験
青森県 南部町 サブさんの畑 収穫体験(果樹,野菜)、郷土料理、雪かき体験
青森県 南部町 西舘農園 収穫体験(果樹)、郷土料理、雪かき体験、茶道体験

青森ごのへグリーン・ツーリ

ズム協議会

0178-62-7960

（五戸町農林課）

たっこ・ツーリズ
ム受入農家の会

0179-20-7114
（田子町産業振
興課）

達者村ホームス
テイ連絡協議会

0178-84-2119
（南部町商工観
光交流課）

さんのへホーム
ステイ連絡協議
会

0179-20-1155
（三戸町農林課）

七戸町かだれ田
舎体験協議会

0176-68-2116
（七戸町農林課）
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東北地方の農林漁家民宿③ （青森県３／３）

写真左上：正光園（南部町）
写真右下：須恵器の里 清久（五所川原市）

県名 市町村名 農林漁家民宿名 電話番号 提供可能な体験メニュー

青森県 南部町 ジャックの家 収穫体験(果樹)、郷土料理、雪かき体験

青森県 南部町 椛澤ファーム 収穫体験(野菜)、郷土料理、雪かき体験
青森県 南部町 誰でも楽しく休める杏樹の家 収穫体験(野菜,米)、郷土料理、雪かき体験
青森県 南部町 又十農園 収穫体験、郷土料理、雪かき体験
青森県 南部町 泉山果樹園 収穫体験(果樹)、郷土料理、雪かき体験
青森県 南部町 久ちゃん牧場 畜産体験、郷土料理、雪かき体験
青森県 南部町 澤口農園 収穫体験(野菜)、郷土料理、雪かき体験
青森県 南部町 誠果園 収穫体験(果樹)、郷土料理、雪かき体験
青森県 南部町 木村アグリハウス 収穫体験(果樹)、郷土料理、雪かき体験
青森県 南部町 アイリス館 収穫体験、郷土料理、雪かき体験
青森県 南部町 たけちゃんハウス 収穫体験(果樹)、郷土料理、雪かき体験
青森県 南部町 山内農園 収穫体験(果樹)、郷土料理、雪かき体験
青森県 南部町 沼畑果樹園 収穫体験(果樹)、郷土料理、雪かき体験
青森県 南部町 ユッキーファーム 収穫体験(果樹)、郷土料理、雪かき体験
青森県 南部町 沼畑総合ファーム 収穫体験(果樹)、郷土料理、雪かき体験
青森県 南部町 アップルスマイルハウス 収穫体験(果樹)、郷土料理、雪かき体験
青森県 南部町 いきものががり 畜産体験、郷土料理、雪かき体験
青森県 階上町 とまりや「けやき」 農作業（水稲・野菜栽培、収穫）体験、農産物の加工体験
青森県 階上町 茂平さん 農作業（野菜栽培）の体験
青森県 階上町 農家民宿「はと」 農作業（水稲・野菜栽培、収穫）体験、農産物の加工体験
青森県 階上町 農家民宿「わの家」 農作業（水稲・野菜栽培、収穫）体験、裂き織・布ぞうり作り

はしかみグリー
ン・ツーリズム協
議会
0178-88-2875

達者村ホームス
テイ連絡協議会

0178-84-2119
（南部町商工観
光交流課）
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東北地方の農林漁家民宿④ （岩手県）

写真左上：ほろはの家（一関市）
写真右下：蔵の宿 ＦＲＯＧ ＢＥＥ（盛岡市）

県名 市町村名 農林漁家民宿名 電話番号 提供可能な体験メニュー

岩手県 盛岡市 蔵の宿FROG BEE 019-696-3291
四季を通した一連の農作業体験が可能
（冬：りんご樹の選定，春：りんごの花摘み・田植・味噌作り，夏：野
菜畑の手入れ，秋：りんごや米の収穫　等）

岩手県 久慈市 しらかば 0194-72-2517 そば選別等
岩手県 久慈市 阿吽亭 0194-72-2542 いちごハウスでの作業
岩手県 久慈市 体験民宿　明治の館 0194-72-2718 そばづくり、民芸品づくり、郷土料理体験
岩手県 久慈市 北風土 090-8783-9183 草取り
岩手県 久慈市 そばの匠の家 0194-75-2034 郷土料理、そば作り体験

岩手県 久慈市 まめぶの家 0194-72-2839
郷土料理「まめぶ」づくり体験、チップ工場見学、炭焼き工場見学、
そば打ち体験、日本一の白樺林散策、パークゴルフ体験、スキー
体験

岩手県 遠野市 素づくり亭 0198-65-2581
落花生の収穫（種まき→収穫→料理）・手芸・着付・山菜取り・郷
土料理

岩手県 遠野市 農家民宿みずき 0198-69-7833 稲わら細工・茅細工

岩手県 遠野市 Agriturismo 大森家 090-2024-7759
稲刈り・果樹摘果作業・こぎん差し・カヌー・各種種まき・田植え・ト
マト、パドロン作業、ピザ作り（トマト収穫しピザソースを作りピザ作
り）・季節の果物でアイスクリーム作り・稲刈り

岩手県 遠野市 MILK-INN 江川 0198-64-2219 酪農、養魚、水稲、野菜、山菜、きのこ
岩手県 遠野市 民宿とおの 0198-62-4395 　
岩手県 遠野市 ぐろーばる 090-7923-9639
岩手県 一関市 観楽楼 0191-63-2009 フラワーガーデン、ブルーベリー
岩手県 一関市 ほろはの家 0191-63-4639
岩手県 一関市 あんすろーじ 0191-29-3610 合鴨農法
岩手県 一関市 民宿三澤 0191-47-3797 窯でピザ焼き体験、竹炭焼き体験

岩手県 八幡平市 民宿たちばな 0195-72-5221
そば打ち体験（4～11月中）自家製そば粉を用いてそば打ち体験を
行い食事を行う

岩手県 八幡平市 民宿かすみ荘 0195-72-5613 りんどう栽培圃場作業体験全般

岩手県 雫石町 民宿なかがわ 019-693-2422
田植え、野菜の定植、牛のえさやり、乳搾り、亀甲織体験、かんじ
き体験、そば打ち等

岩手県 住田町 農家民宿一期舎（いちごや） 090-2845-9118
山菜採り、川魚釣り、野菜収穫、紅葉狩り、キノコ狩り、トレッキン
グ、薪割
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東北地方の農林漁家民宿⑤ （宮城県）

写真左上：有賀の里 たかまった（栗原市）
写真右下：里山民宿かじか村（登米市）

県名 市町村名 農林漁家民宿名 電話番号 提供可能な体験メニュー

宮城県 登米市 里山民宿　かじか村 0220-42-2655
田植え、稲刈り、そば植え･収穫、植林、薪割り、料理体験
（はっと、油麩丼、餅）、沢歩き、ホタル観賞

宮城県 登米市 農家民宿　ふどうまえ 0220-52-3768 アスパラ収穫、田畑仕事

宮城県 栗原市 有賀の里たかまった 0228-32-5857
農業全般、そば打ち体験、郷土料理、豆腐作り、みそ作り、
野菜料理

宮城県 栗原市 ファームインかわせみ 0228-42-2194
野菜収穫、田植え、稲刈り、郷土料理・米粉を使ったお菓子
作り、自然散策等

宮城県 東松島市
民宿　かみの家
（奥松島体験ネットワーク）

0255-88-4141 操舵体験、かご漁体験、地引き網体験等

宮城県 加美町 おりざの森 0229-67-5091
田植え、稲刈り、野菜の収穫、野菜料理・加工食作り、ホシ
イモ作り

宮城県 加美町 花袋・天王 0229-68-1818 畑仕事、野菜収穫、そば打ち体験、川遊び、山菜採り
宮城県 南三陸町 やすらぎ 0226-36-3670 農作業体験、養殖・タコ漁等見学、自然観察

宮城県 南三陸町 ひころの里　松笠別宅
0226-47-2551
（観光協会）

農村生活体験

宮城県 南三陸町 郷の宿　らいじん
0226-47-2552
（観光協会）

農村生活体験

宮城県 南三陸町 民宿　アベトシ
0226-47-2553
（観光協会）

宮城県 南三陸町 校舎の宿　さんさん館 0226-46-5633

田植、稲刈、そば打ち、岩魚つかみどり、枝打ち、炭出し、間
伐、炭入れ、下草刈り、ホタテ・カキ・ホヤ水揚げ、刺し網漁、
カニかご漁、ジャムづくり、そば打ち、はっとづくり、豆腐づく
り、餅つき、しめ縄・えんつこ・ミニむしろ・ぞうりづくり、野山の
トレッキング、語り部ガイド

宮城県 南三陸町 民宿　未希の家 0226-46-2966 わかめの袋詰体験、釣り　など
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東北地方の農林漁家民宿⑥ （秋田県）
県名 市町村名 農林漁家民宿名 電話番号 提供可能な体験メニュー

秋田県 秋田市 農家民宿　重松の家 018-870-2345 田植え、稲刈り、野菜の収穫、もちつき、みそたんぽ作り他

秋田県 能代市 おしゃべりｒｏｏｍ watanabe 0185-58-4448
そば打ち体験、きりたんぽ・だまこ鍋づくり、魚釣り、じゃがいも・さ
つまいも収穫体験

秋田県 横手市 仁真園 0182-26-2931 ポニー乗馬、動物の世話
秋田県 横手市 三又長右ェ門 0182-53-5138 農作業、漬け物作り
秋田県 大館市 和の里 0186-49-5981 農作業　料理体験
秋田県 由利本荘市 ホテル　まさか 0184-58-2188

秋田県 由利本荘市 弁天の宿 0184-69-3039
農作業体験、炭作り体験、雪遊び体験、炭火で焼くハタハタを食す
る体験、手作りもちつき体験、きりたんぽ焼き体験、
山菜採り体験

秋田県 由利本荘市 開墾の里 0184-57-2384
農作業体験（野菜全般）、収穫した野菜を使ってピザ体験、収穫体
験（アスパラ・トマト・なす・インゲン等）

秋田県 由利本荘市 自然満喫家 0184-55-3351 水稲、果樹、自然体験、加工品作り体験（ジャム等）

秋田県 潟上市 ファームイン果夢園 090-2025-2192 果樹園作業体験（摘花・授粉・摘果・袋かけ・収穫の作業）
秋田県 大仙市 農家民宿　季節の郷 0187-86-5515 田植え、稲刈り　、野菜定植、収穫
秋田県 大仙市 農家民宿　ふるさと 0187-86-5515 田植え、稲刈り　、野菜定植、収穫
秋田県 大仙市 農美里ハウスあいちゃん 0187-62-2840 田植え、稲刈り　、野菜定植、収穫

秋田県 大仙市
ファーム・イン・ナチュレ
京美園

0187-56-2478
田植え、稲刈り、野菜定植、収穫、米粉料理、きりたんぽ
づくり、フラワーアレンジ等

秋田県 大仙市 花みずき 0187-56-4249
田植え、稲刈り、野菜定植、収穫、きりたんぽつくり、
しいたけ収穫等

秋田県 大仙市 けやきの家
秋田県 大仙市 余目ほたる亭

秋田県 仙北市 泰山堂 0187-47-3103 農村体験、郷土料理体験
秋田県 仙北市 星雪館 0187-48-2914 農作業、郷土料理作り

秋田県 仙北市 一助 0187-47-2148 そば打ち体験、農作業
秋田県 仙北市 荷葉の郷・喜四郎 0187-42-2613 農作業、郷土料理作り
秋田県 仙北市 かまど 0187-43-2450 農作業、郷土料理作り
秋田県 仙北市 一の重 0187-47-2156 農作業
秋田県 仙北市 くりの木 0187-47-3046 農作業、郷土料理作り
秋田県 仙北市 里の灯 0187-47-2732 農作業、クラフト作り
秋田県 仙北市 彦六 0187-43-1240 農作業、枝打ち体験
秋田県 仙北市 ファームinn緑の風 0187-55-2206 ピザ作り体験、樺細工体験
秋田県 仙北市 農家民宿　輝湖 0187-43-0053 つる細工、かご編み体験
秋田県 仙北市 ぺんしょん孫兵衛 0187-43-1734 ジャム作り体験、草木染め体験
秋田県 仙北市 惣之助 0187-43-2161 農作業、郷土料理作り
秋田県 仙北市 甚吉 0187-43-1244 農作業、郷土料理作り
秋田県 仙北市 三之丞 0187-43-1258 農作業、山菜採り
秋田県 仙北市 はるやま 0187-43-2301 農作業
秋田県 仙北市 農家民宿　のどか 0187-47-2540 農作業、郷土料理作り
秋田県 仙北市 蓭　（いおり） 0187-55-2262 農作業、郷土料理作り
秋田県 仙北市 西の家 0187-55-1640 農作業、郷土料理作り
秋田県 藤里町 白神山地いやしの宿清流荘 0185-79-2976 郷土料理作り、リンドウ摘み取り体験

秋田県 藤里町 白神ぶなっこ教室 03-3207-7727
自然散策、登山、川遊び、ナイトハイク、山菜・キノコ採り、
郷土料理作り

秋田県 三種町 一会 0185-87-4322 キウイもぎ、わかさぎ釣り
秋田県 三種町 しばたん家 0185-87-2781 巻きすし制作体験、きりたんぽづくり
秋田県 三種町 静山荘 0185-83-3305 じゅんさい摘み採り体験、比内地鶏解体体験、山菜採り

秋田県 八峰町 農家民宿　花みずき 0185-76-3778
果樹摘み取り・いも掘り・野菜収穫・ホタル観察・雪かき・
飾り巻き講座

秋田県 大潟村 さくら・イン 0185-22-4177
農作業全般（野菜収穫、田植え、稲刈り等）、せっけん作り、英会
話

秋田県 美郷町 水穂の郷 0182-37-3444 野菜に関する作業体験、漬物づくり体験
秋田県 美郷町 農家民宿　雁の里 0187-83-2494 田植、稲刈、野菜収穫等
秋田県 美郷町 やまだ産地のお宿 0187-83-2055 農作業の体験指導
秋田県 美郷町 米サラダハウス 0187-88-8866 田植え、稲刈り、アスパラ収穫・餅つき
秋田県 羽後町 かやぶき山荘　格山 0183-62-5009 餅つき・そば打ち・野菜収穫・いぶりがっこつくり
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東北地方の農林漁家民宿⑦ （山形県）
県名 市町村名 農林漁家民宿名 電話番号 提供可能な体験メニュー

山形県 米沢市 民宿　政坊 0238-38-2937
山形県 鶴岡市 知憩軒 0235-57-2130 りんご、柿等収穫体験
山形県 鶴岡市 やさい荘の家庭料理　母家 0235-25-8694 畑仕事(だだちゃ豆収穫体験ほか）
山形県 鶴岡市 いこいの宿　農 090-3647-8104 畑仕事(だだちゃ豆収穫体験ほか）
山形県 鶴岡市 農宿処　権太郎 0235-57-3865 鉢花、畑仕事、稲作等
山形県 鶴岡市 農宿処　佐藤三右エ門 0235-57-2754 畑仕事、さくらんぼ収穫体験
山形県 鶴岡市 伯楽亭 0235-57-2511 稲作、山菜取り、枝豆収穫体験、そば打ち
山形県 鶴岡市 松べえ 0235-57-2686 畑仕事(芋掘り、枝豆収穫）

山形県 寒河江市 幸生ふれあい友遊館 0237-87-4151
なす・じゃがいも・カボチャ等の収穫、くろべえなすの整枝、葉山付
近の散歩、スノーモービル体験

山形県 村山市 あおやぎ 0237-56-3018 農作業全般、山菜採り、そば打ち、芋煮

山形県 村山市
KOMEYAKATA
GUESTHOUSE

070-5326-5663 収穫体験、わら細工

山形県 村山市
山の内自然体験交流施設
やまばと

0237-55-2111
（内331）

季節に応じた収穫体験等

山形県 長井市 農家民宿「市兵衛」 0238-88-4814
田植え、野菜果実の各種体験、そば打ち、おやき作り、山歩き、山
菜採り

山形県 尾花沢市 農家民宿　百笑家姫 0237-23-2155 野菜、西瓜の定植・収穫、そば打ち
山形県 中山町 タガマヤ村

山形県 河北町 畑宿 0237-72-4665
田植え、農作物収穫、郷土料理作り（笹巻き、豆ぬた、豆腐、イチ
ゴ・さくらんぼジャム、野菜ペースト、芋煮、りんご酢、おやき、のし
もち、でんがく、餅つき、米加工（五目ぶかし））

山形県 西川町 江戸屋 0237-76-2110
山形県 西川町 朝日山の家 0237-76-2031
山形県 西川町 Rライズ 0237-77-3880
山形県 西川町 孝庵 0237-76-2307
山形県 西川町 橋本荘 0237-76-2353
山形県 西川町 大原 0237-76-2147
山形県 西川町 さくお 0237-76-2215
山形県 西川町 平三郎 0237-76-311
山形県 西川町 渓声庵 0237-76-2103
山形県 大石田町 farmer's Inn でくのぼう 0237-35-4711 ソーセージ作り
山形県 大石田町 共生の家コロボックル 0237-35-4711

山形県 真室川町 農家民宿はちみつ屋 0233-63-2708
山菜採り、蜜蜂見学、なめこ植菌、笹巻づくり、山葡萄ストラップ、
雪遊び、釣り、自然薯掘り

山形県 真室川町 森の家 0233-63-2651 野菜収穫、郷土料理教室、鮎獲り体験
山形県 真室川町 果菜里庵 0233-62-2872 野菜収穫、郷土料理教室、渓流釣り

山形県 鮭川村 農家民宿　まつ乃 0233-55-2122
野菜栽培体験、投網・川魚・舟乗り体験、わら細工体験、自然案
内、雪遊び・民謡

山形県 戸沢村 ほたる 0233-73-2516 田植え・野菜収穫、漬物・笹巻つくり、ほたる観察、山菜きのこ取り

山形県 戸沢村 与惣右エ門 0233-73-2514
田植え・野菜収穫・特産物エゴマ栽培、そば打ち体験・郷土料理
作り、雪上トレッキング・かまくら作り・星空観察、山菜きのこ取り

山形県 戸沢村 三左衛門 0233-73-2182 田植え・野菜収穫、そば打ち体験、山菜取り
山形県 戸沢村 阿部 0233-73-2160 田植え・野菜収穫、郷土料理作り、かまくら作り、きのこ採り
山形県 戸沢村 ふきのとう田中 0233-73-2178 田植え・野菜収穫、郷土料理作り、雪遊び、きのこ取り
山形県 戸沢村 安食 090-4046-3724 田植え・野菜収穫、笹巻・くじら餅作り、山菜取り
山形県 高畠町 もん前の里 0238-52-3801 各種農業体験
山形県 川西町 農家民宿　まつや 0238-48-2524 季節に応じたメニュー
山形県 小国町 農家民宿　ふもと 0238-67-2303

山形県 白鷹町 山野草 0238-87-2018
田植え、野菜の定植、収穫、笹巻き、芋煮、竹とんぼづくり、山菜
採り、餅つき、流しそうめん

山形県 飯豊町 農家民宿「いろり」 0238-77-2631 農作業体験、郷土料理体験、花笠づくり体験、山菜収穫体験
山形県 飯豊町 農家民宿「庄太郎」 0238-77-2381 農作業体験、郷土料理体験、花笠づくり体験、山菜収穫体験
山形県 飯豊町 農家民宿「長作」 0238-77-2707 農作業体験、郷土料理体験、花笠づくり体験、山菜収穫体験
山形県 飯豊町 農家民宿　いからし（本家） 0238-77-2088 農作業体験、郷土料理体験、花笠づくり体験、山菜収穫体験
山形県 飯豊町 農家民宿　いからし（新家） 0238-77-2280 農作業体験、郷土料理体験、花笠づくり体験、山菜収穫体験
山形県 飯豊町 農家民宿　つくし 0238-77-2183 農作業体験、郷土料理体験、花笠づくり体験、山菜収穫体験
山形県 飯豊町 農家民宿　孫右エ門 0238-77-2685 農作業体験、郷土料理体験、花笠づくり体験、山菜収穫体験
山形県 飯豊町 農家民宿　あえる村 0238-77-2584 農作業体験、郷土料理体験、花笠づくり体験、山菜収穫体験
山形県 飯豊町 農家民宿　中村 0238-77-2661 農作業体験、郷土料理体験、花笠づくり体験、山菜収穫体験
山形県 飯豊町 農家民宿　ごえもん 0238-77-2529 農作業体験、郷土料理体験、花笠づくり体験、山菜収穫体験
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東北地方の農林漁家民宿⑧ （福島県１／５）
県名 市町村名 農林漁家民宿名 電話番号 提供可能な体験メニュー

福島県 会津若松市 安部さん家 090-6627-4600 稲作、野菜収穫

福島県 会津若松市 穂多瑠
090-5353-1124
0242-58-2729

田植え、稲刈り、野菜収穫、郷土料理作り、野菜のケーキ作り、ど
じょう取り

福島県 会津若松市 月見屋
0242-93-2117
080-5221-8186

野菜収穫、手作り体験（豆腐、味噌、漬物、餅、団子、ジャム、工
芸品）、砂浴

福島県 会津若松市 茱萸木庵 0242-75-3611 じゃがいも収穫、そば（作付・収穫）、そば打ち

福島県 会津若松市 いっぷく屋
0242-58-2416
090-6250-0942

田植え、稲刈り、野菜全般収穫

福島県 いわき市 農家民宿山さと 0246-89-4106 農作業体験、地域散策
福島県 いわき市 Cozy（コージー） 090-3531-8409 農作業体験、地域散策

福島県 須賀川市 阿部　農縁 0248-75-2382
桃・梨の管理・収穫、田植え・稲刈り等、野菜・果物・味噌の加工
等、健康相談

福島県 喜多方市 蔵の農泊あぐり 0241-22-2361 ニラ収穫、餃子作り、農業体験、野菜収穫体験
福島県 喜多方市 農泊ＳＨＩＴＡＮＯＩ 0241-44-2035 農業体験、野菜収穫体験

福島県 喜多方市 農泊小林 0241-22-5004
野菜収穫、ちまき作り、漬け物づくり、農業体験、農家レストラン(要
予約)

福島県 喜多方市 農泊源内 0241-25-7407 農作業、料理作り
福島県 喜多方市 農泊やまけん 0241-22-3284 薪割体験、農作業体験、野菜収穫体験
福島県 喜多方市 農泊みちくさの家 0241-22-1961 りんご収穫、農業体験、料理体験
福島県 喜多方市 農泊おおつつじ 0241-22-7887 農業体験、野菜収穫体験
福島県 喜多方市 農泊ふるさと 0241-22-4699 本場韓国料理体験、農業体験
福島県 喜多方市 farm inn make friends 0241-22-7831 アスパラ収穫、農家レストラン(要予約)、農業体験
福島県 喜多方市 農泊若草物語 0241-22-1835 機織り体験、農業体験、野菜収穫体験
福島県 喜多方市 農泊　蔵の宿 0241-22-6856 アスパラ収穫、農業体験
福島県 喜多方市 農泊　田園ランプ 0241-22-2748 石窯を使ったピザ作り、農業体験、野菜収穫体験、リンゴ収穫体験
福島県 喜多方市 福島さん家 0241-22-2026 農業全般（収穫等）
福島県 喜多方市 農泊ふくたけ 0241-22-7156 農作業、野菜収穫体験
福島県 喜多方市 農泊かごや 0241-25-7396 ニラ収穫、餃子作り、農業体験、

福島県 喜多方市 農泊中村 0241-38-2614
棚田での農業体験、会津桐植栽、キノコ栽培、山菜採り、りんご、
栗収穫体験、きのこ狩り

福島県 喜多方市 農泊 庭の宿「喜多蔵」 0241-25-7450 農作業、農業機械体験
福島県 喜多方市 農泊　善兵衛 0241-22-2669 野菜収穫体験、農作業体験
福島県 喜多方市 農泊　松坂 0241-38-2465 山菜取り、農業体験
福島県 喜多方市 農泊　花菜（ｈａｎａ） 0241-27-7992 こんにゃく作り、ジャム作り、ハーブ収穫、わらび収穫、ジャム作り
福島県 喜多方市 農泊　ひろ 0241-44-2255 機織り体験、農業体験
福島県 喜多方市 農家民宿　赤トンボ 0241-22-4405 本場韓国料理体験、農業体験、農家レストラン（要予約）
福島県 喜多方市 雄国宿　やまよ 0241-25-7038 手打ち蕎麦作り、農業体験
福島県 喜多方市 農家民宿みずふぁーむ 0241-27-4778 花栽培、農業体験、農家レストラン（要予約）
福島県 喜多方市 アン・レーヴ 0241-25-7417 野菜収穫、料理作り
福島県 喜多方市 農泊　新屋敷 0241-24-4488 農作業、沢遊び
福島県 喜多方市 農泊　友愛 0241-44-2427 農作業体験
福島県 喜多方市 農泊　黒森山荘 0241-22-4400 農作業体験
福島県 喜多方市 農家民宿　里見亭 0241-25-7435 農作業体験
福島県 喜多方市 農泊　ハピネス 0241-22-1275 野菜栽培、農作業体験
福島県 喜多方市 民宿　大川荘 0241-22-4177 ボート体験、農作業体験
福島県 喜多方市 民宿　いわさき 0241-44-2878 農作業体験、伝統料理作り、自然の遊び
福島県 喜多方市 民宿　五十嵐荘 0241-44-2251 農作業体験
福島県 喜多方市 民宿　アットホームやましょう 0241-44-2252 農作業体験
福島県 喜多方市 民宿　新屋 0241-44-2250 農作業体験
福島県 喜多方市 民宿　たしろ屋 0241-44-2149 農作業体験
福島県 喜多方市 民宿　九十 0241-44-2165 農作業体験
福島県 喜多方市 民宿　石川荘 0241-44-2866 農作業体験
福島県 喜多方市 民宿　赤城 0241-44-2703 農作業体験
福島県 喜多方市 民宿　東荘 0241-44-2154 農作業体験
福島県 喜多方市 民宿　あが 0241-44-2168 郷土料理作り

福島県 二本松市 東和季の子工房 0243-46-2166
水稲、野菜、なめこ栽培ブルーベリー、なめこ収穫、なめこピザづく
り、小枝クラフト、ウォーキング

福島県 二本松市 くまさん 0243-46-2664 さくらんぼ狩り、りんご狩り
福島県 二本松市 大野農園 0243-46-2913 野菜の作付・収穫、田植え、稲刈り
福島県 二本松市 マルエイ 0243-56-2360 りんご狩り、ミニトマトの収穫
福島県 二本松市 農家民宿　まさ 0243-56-2135 りんご狩り
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東北地方の農林漁家民宿⑨ （福島県２／５）
県名 市町村名 農林漁家民宿名 電話番号 提供可能な体験メニュー

福島県 二本松市 風の家 0243-47-3766 牛の世話
福島県 二本松市 農家民宿　まとば 0243-46-2970 野菜の作付・収穫、田植え、稲刈り、もちつき
福島県 二本松市 民宿  田ん坊 0243-46-2958 野菜の作付・収穫、田植え、稲刈り、もちつき
福島県 二本松市 農家民宿　ゆんた 080-3273-2349 野菜の作付・収穫、竹かごづくり
福島県 二本松市 民宿　山里の家 0243-46-3840 野菜の作付・収穫、田植え、稲刈り
福島県 二本松市 agrihomeたんとたんと 0243-47-3534 野菜の作付・収穫、田植え、稲刈り
福島県 二本松市 農家民宿　Ｊａｚｚは４ビート 0243-46-2277 りんご狩り
福島県 二本松市 農家民宿　稲香ぴよぴよ荘 0243-46-2216 野菜の作付・収穫、田植え、稲刈り、にわとりの世話
福島県 二本松市 いどばた 0243-46-2972 野菜の作付・収穫、田植え、稲刈り、薪割り、炭炊き
福島県 田村市 農家民宿　みちくさ 0247-73-8020 相談により提供可能
福島県 南相馬市 翠の里 0244-46-1006 野菜の定植、草木染め、里山散策
福島県 南相馬市 森のふるさと 0244-46-3613 野菜の定植、藍染、里山散策
福島県 南相馬市 塔前(とうめ)の家 0244-46-3468 野菜の定植、菓子作り、里山散策
福島県 南相馬市 森林（もりりん） 0244-46-2624 野菜の定植、里山散策
福島県 南相馬市 いちばん星 0244-26-9461 野菜の定植、乗馬

福島県 伊達市
福島ふるさと体験スクールや
まとだ

024-586-2647 あんぽ柿づくり、味噌づくり、稲作体験

福島県 伊達市 里山がっこうの家「ほっこ里」 024-587-1032 米粉体験教室（パンとピザ）、農業体験
福島県 本宮市 いとうさんち 0243-33-5570 田植え、稲刈り、アスパラ栽培
福島県 本宮市 農家のお宿　Ｍiine 0243-24-1363 各種農業体験
福島県 本宮市 森さん家 0243-44-3823
福島県 本宮市 だんだん 080-1805-9768
福島県 本宮市 風の庄 0243-44-3785
福島県 本宮市 大内農園 0243-44-2164
福島県 只見町 住吉屋旅館 0241-84-2005 田植え、草むしり、野菜の定植、野菜収穫、稲刈り、雪かき、山菜採り
福島県 只見町 丸吉 0241-86-2537 田植え、草むしり、野菜の定植、野菜収穫、稲刈り、雪かき、山菜採り
福島県 只見町 鶴屋 0241-86-2639 田植え、草むしり、野菜の定植、野菜収穫、稲刈り、雪かき、山菜採り
福島県 只見町 やまうち 0241-86-2532 田植え、草むしり、野菜の定植、野菜収穫、稲刈り、雪かき、山菜採り
福島県 只見町 冨田屋 0241-86-2407 田植え、草むしり、野菜の定植、野菜収穫、稲刈り、雪かき、山菜採り
福島県 只見町 本屋 0241-86-2325 田植え、草むしり、野菜の定植、野菜収穫、稲刈り、雪かき、山菜採り
福島県 只見町 山内こうじ店 0241-86-2450
福島県 只見町 かねまつ 0241-86-2411 田植え、草むしり、野菜の定植、野菜収穫、稲刈り、雪かき、山菜採り
福島県 只見町 仲田屋（かねじゅう） 0241-86-2942 田植え、草むしり、野菜の定植、野菜収穫、稲刈り、雪かき、山菜採り
福島県 只見町 稲葉荘 0241-86-2535
福島県 只見町 かねきゅうりき 0241-86-2221 田植え、草むしり、野菜の定植、野菜収穫、稲刈り、雪かき、山菜採り
福島県 只見町 うえの家 0241-86-2414 田植え、草むしり、野菜の定植、野菜収穫、稲刈り、雪かき、山菜採り
福島県 只見町 芝桜 0241-86-2040 田植え、草むしり、野菜の定植、野菜収穫、稲刈り、雪かき、山菜採り
福島県 只見町 かねき 0241-86-2727
福島県 只見町 カネナカ 0241-86-2636 田植え、草むしり、野菜の定植、野菜収穫、稲刈り、雪かき、山菜採り
福島県 只見町 やまちょう 0241-86-2444 田植え、草むしり、野菜の定植、野菜収穫、稲刈り、雪かき、山菜採り
福島県 只見町 だいまる 0241-86-2262 田植え、草むしり、野菜の定植、野菜収穫、稲刈り、雪かき、山菜採り
福島県 只見町 かねもと 0241-86-2052 田植え、草むしり、野菜の定植、野菜収穫、稲刈り、雪かき、山菜採り
福島県 只見町 えちごや 0241-86-2643 田植え、草むしり、野菜の定植、野菜収穫、稲刈り、雪かき、山菜採り
福島県 只見町 山内家 0241-86-2333 田植え、草むしり、野菜の定植、野菜収穫、稲刈り、雪かき、山菜採り
福島県 只見町 千代屋 0241-86-2615 田植え、草むしり、野菜の定植、野菜収穫、稲刈り、雪かき、山菜採り
福島県 只見町 さんべ 0241-86-2642 田植え、草むしり、野菜の定植、野菜収穫、稲刈り、雪かき、山菜採り
福島県 只見町 永井 0241-86-2523 田植え、草むしり、野菜の定植、野菜収穫、稲刈り、雪かき、山菜採り
福島県 只見町 山内農園 0241-86-2647 田植え、草むしり、野菜の定植、野菜収穫、稲刈り、雪かき、山菜採り
福島県 只見町 若松屋（やまじょう） 0241-86-2557 田植え、草むしり、野菜の定植、野菜収穫、稲刈り、雪かき、山菜採り
福島県 只見町 つちや 0241-84-2664
福島県 只見町 千里 0241-84-7011 田植え、草むしり、野菜の定植、野菜収穫、稲刈り、雪かき、山菜採り
福島県 只見町 きよさと 0241-84-2775 田植え、草むしり、野菜の定植、野菜収穫、稲刈り、雪かき、山菜採り
福島県 只見町 やましょう 0241-84-2962 田植え、草むしり、野菜の定植、野菜収穫、稲刈り、雪かき、山菜採り
福島県 只見町 錦鯉のおぬま 0241-84-2246 田植え、草むしり、野菜の定植、野菜収穫、稲刈り、雪かき、山菜採り
福島県 只見町 たちばな屋 0241-84-2823 田植え、草むしり、野菜の定植、野菜収穫、稲刈り、雪かき、山菜採り
福島県 只見町 丸高屋 0241-84-2437 田植え、草むしり、野菜の定植、野菜収穫、稲刈り、雪かき、山菜採り
福島県 只見町 山響の家 0241-82-2123 田植え、草むしり、野菜の定植、野菜収穫、稲刈り、雪かき、山菜採り
福島県 只見町 民宿やすらぎ 0241-84-2434 田植え、草むしり、野菜の定植、野菜収穫、稲刈り、雪かき、山菜採り
福島県 只見町 まるた屋 0241-86-2425 田植え、草むしり、野菜の定植、野菜収穫、稲刈り、雪かき、山菜採り
福島県 只見町 かねはん 0241-86-2331 田植え、草むしり、野菜の定植、野菜収穫、稲刈り、雪かき、山菜採り
福島県 只見町 星の邑 0241-86-2227 田植え、草むしり、野菜の定植、野菜収穫、稲刈り、雪かき、山菜採り
福島県 只見町 かたくり荘 0241-86-2336
福島県 只見町 ゆったり荘 0241-84-2454 田植え、草むしり、野菜の定植、野菜収穫、稲刈り、雪かき、山菜採り
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東北地方の農林漁家民宿⑩ （福島県３／５）
県名 市町村名 農林漁家民宿名 電話番号 提供可能な体験メニュー

福島県 只見町 坪井屋 0241-84-2361 田植え、草むしり、野菜の定植、野菜収穫、稲刈り、雪かき、山菜採り
福島県 只見町 五十嵐荘 0241-84-2622 田植え、草むしり、野菜の定植、野菜収穫、稲刈り、雪かき、山菜採り
福島県 只見町 楢戸屋 0241-84-2556 田植え、草むしり、野菜の定植、野菜収穫、稲刈り、雪かき、山菜採り
福島県 只見町 コッコの家 0241-82-2192 田植え、草むしり、野菜の定植、野菜収穫、稲刈り、雪かき、山菜採り
福島県 只見町 皆盛 0241-82-2184 田植え、草むしり、野菜の定植、野菜収穫、稲刈り、雪かき、山菜採り
福島県 只見町 川端 0241-82-3339 田植え、草むしり、野菜の定植、野菜収穫、稲刈り、雪かき、山菜採り
福島県 只見町 こまどり 0241-82-2941 田植え、草むしり、野菜の定植、野菜収穫、稲刈り、雪かき、山菜採り
福島県 只見町 マルタ 0241-82-3357 田植え、草むしり、野菜の定植、野菜収穫、稲刈り、雪かき、山菜採り
福島県 只見町 大石屋 0241-82-2713 田植え、草むしり、野菜の定植、野菜収穫、稲刈り、雪かき、山菜採り
福島県 只見町 竹屋 0241-82-2753 田植え、草むしり、野菜の定植、野菜収穫、稲刈り、雪かき、山菜採り
福島県 只見町 しずえ 0241-82-2435 田植え、草むしり、野菜の定植、野菜収穫、稲刈り、雪かき、山菜採り
福島県 只見町 はぐくみ 0241-82-2187 田植え、草むしり、野菜の定植、野菜収穫、稲刈り、雪かき、山菜採り
福島県 只見町 中野 0241-82-2011 田植え、草むしり、野菜の定植、野菜収穫、稲刈り、雪かき、山菜採り
福島県 只見町 上野 0241-82-2739 田植え、草むしり、野菜の定植、野菜収穫、稲刈り、雪かき、山菜採り
福島県 只見町 北山荘 0241-82-2672 田植え、草むしり、野菜の定植、野菜収穫、稲刈り、雪かき、山菜採り
福島県 只見町 金木 0241-86-2156 田植え、草むしり、野菜の定植、野菜収穫、稲刈り、雪かき、山菜採り
福島県 只見町 八十里庵 0241-82-3401 田植え、草むしり、野菜の定植、野菜収穫、稲刈り、雪かき、山菜採り
福島県 只見町 亀屋 0241-86-2902 田植え、草むしり、野菜の定植、野菜収穫、稲刈り、雪かき、山菜採り
福島県 只見町 田中荘 0241-82-3336 田植え、草むしり、野菜の定植、野菜収穫、稲刈り、雪かき、山菜採り
福島県 只見町 だいき亭 0241-82-3336 田植え、草むしり、野菜の定植、野菜収穫、稲刈り、雪かき、山菜採り
福島県 只見町 嘉紅簾慕（かくれんぼ） 0241-86-2212 田植え、草むしり、野菜の定植、野菜収穫、稲刈り、雪かき、山菜採り
福島県 只見町 しのわ 0241-86-2725 田植え、草むしり、野菜の定植、野菜収穫、稲刈り、雪かき、山菜採り
福島県 南会津町 ホタル農園 0241-76-2617 農村生活体験
福島県 南会津町 ぼうだい 0241-76-2620 農村生活体験
福島県 南会津町 かね吉 0241-76-2618 農村生活体験
福島県 南会津町 グッピー 0241-76-2624 農村生活体験
福島県 南会津町 ○　山園 0241-76-2685 農村生活体験
福島県 南会津町 丸や 0241-76-2642 農村生活体験
福島県 南会津町 森広 0241-76-2633 農村生活体験
福島県 南会津町 白壁の家 0241-78-3018 農村生活体験
福島県 南会津町 曲屋 0241-73-2607 農村生活体験
福島県 南会津町 山大 0241-72-2264 農村生活体験
福島県 南会津町 中（やまなか） 0241-72-2414 農村生活体験
福島県 南会津町 山びこ 0241-72-2555 農村生活体験
福島県 南会津町 塩田 0241-72-2373 農村生活体験
福島県 南会津町 藤左ェ門 0241-72-2491 農村生活体験
福島県 南会津町 牛乳屋 0241-72-2342 農村生活体験
福島県 南会津町 まるひろ 0241-76-2574 農村生活体験
福島県 南会津町 やまじょう 0241-73-2509 農村生活体験
福島県 南会津町 ＠ホーム 0241-73-2632 農村生活体験
福島県 南会津町 馬場農園 0241-73-2155 農村生活体験
福島県 南会津町 ヤマキチ 0241-73-2250 農村生活体験
福島県 南会津町 丸初 0241-78-2509 農村生活体験
福島県 南会津町 山田屋 0241-72-2303 農村生活体験
福島県 南会津町 皆川屋 0241-72-2192 農村生活体験
福島県 南会津町 山木屋 0241-72-2286 農村生活体験
福島県 南会津町 橋本屋 0241-62-3420 農村生活体験
福島県 南会津町 入船屋 0241-62-2834 農村生活体験
福島県 南会津町 扇屋 0241-62-2835 農村生活体験
福島県 南会津町 越後屋 0241-62-2851 農村生活体験
福島県 南会津町 和屋 0241-62-3416 農村生活体験
福島県 南会津町 六 0241-62-3429 農村生活体験
福島県 南会津町 氷楽屋 0241-78-2397 農村生活体験
福島県 南会津町 大黒屋 0241-78-2165 農村生活体験
福島県 南会津町 岩本屋 0241-73-2366 農村生活体験
福島県 南会津町 みなみ 0241-78-2417 農村生活体験
福島県 南会津町 いろりや 0241-78-2169 農村生活体験
福島県 南会津町 若松屋 0241-78-2527 農村生活体験
福島県 南会津町 星農園 0241-62-0254 農村生活体験
福島県 南会津町 八幡屋 0241-62-2516 農村生活体験
福島県 南会津町 湯田園芸 0241-62-0116 農村生活体験
福島県 南会津町 かなぐつや 0241-62-1683 農村生活体験
福島県 南会津町 小 0241-62-1662 農村生活体験
福島県 南会津町 山七 0241-62-0836 農村生活体験
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東北地方の農林漁家民宿⑪ （福島県４／５）
県名 市町村名 農林漁家民宿名 電話番号 提供可能な体験メニュー

福島県 南会津町 しんごろう 0241-62-0677 農村生活体験
福島県 南会津町 たかやま 0241-78-2223 農村生活体験
福島県 南会津町 ニコニコ屋 0241-72-2269 農村生活体験
福島県 南会津町 大黒屋 0241-72-2390 農村生活体験
福島県 南会津町 東家 0241-72-2394 農村生活体験
福島県 南会津町 富士屋 0241-72-2395 農村生活体験
福島県 南会津町 百姓屋 0241-78-2424 農村生活体験
福島県 南会津町 田代 0241-78-2180 農村生活体験
福島県 南会津町 佐野屋 0241-76-2040 農村生活体験
福島県 南会津町 カネキ 0241-76-2207 農村生活体験
福島県 南会津町 十 0241-76-2016 農村生活体験
福島県 南会津町 ひめこまつ 0241-73-2202 農村生活体験
福島県 南会津町 室井ファーム 0241-62-3334 農村生活体験
福島県 南会津町 カネタ 0241-62-3361 農村生活体験
福島県 南会津町 入山上 0241-72-2747 農村生活体験
福島県 南会津町 かねだい 0241-72-2212 農村生活体験
福島県 南会津町 馬場家 0241-72-2003 農村生活体験
福島県 南会津町 やまきち 0241-72-2654 農村生活体験
福島県 南会津町 鈑金屋 0241-72-2107 農村生活体験
福島県 南会津町 丸菱 0241-78-3038 農村生活体験
福島県 南会津町 ュ（まるゆ） 0241-78-2717 農村生活体験
福島県 南会津町 京（やまきょう） 0241-78-2267 農村生活体験
福島県 南会津町 月田農園 0241-72-2416 農村生活体験
福島県 南会津町 ヤマダイ 0241-72-2117 農村生活体験
福島県 南会津町 キ 0241-72-2502 農村生活体験
福島県 南会津町 おおもも 0241-72-2382 農村生活体験
福島県 南会津町 ほし 0241-78-2421 農村生活体験
福島県 南会津町 岩代屋 0241-78-2420 農村生活体験
福島県 南会津町 いがらし 0241-73-2310 農村生活体験
福島県 南会津町 オッツハウス 0241-73-2327 農村生活体験
福島県 南会津町 根岸屋 0241-73-2246 農村生活体験
福島県 南会津町 新屋 0241-76-2947 農村生活体験
福島県 南会津町 まるき 0241-78-2202 農村生活体験
福島県 南会津町 戸　やまと 0241-78-2497 農村生活体験
福島県 南会津町 玉川屋 0241-72-2075 農村生活体験
福島県 南会津町 斎藤山 0241-62-2525 農村生活体験
福島県 南会津町 日の出屋 0241-62-3378 農村生活体験
福島県 南会津町 はなさくらんぼ 0241-78-2163 農村生活体験
福島県 南会津町 いせや 0241-78-2177 農村生活体験
福島県 南会津町 大津屋 0241-78-3160 農村生活体験
福島県 南会津町 うめみや 0241-62-1326 農村生活体験
福島県 南会津町 オオハシ 0241-62-1000 農村生活体験
福島県 南会津町 小林 0241-66-2164 農村生活体験
福島県 南会津町 水上屋 0241-76-2445 農村生活体験
福島県 南会津町 丸ミツ 0241-72-8444 農村生活体験
福島県 南会津町 岡本屋 0241-76-2662 農村生活体験
福島県 南会津町 スターランド 0241-78-2773 農村生活体験
福島県 南会津町 吉野屋 0241-64-2840 農村生活体験
福島県 南会津町 カナヤマ 0241-64-2519 農村生活体験
福島県 南会津町 はなや 0241-73-2173 農村生活体験
福島県 西会津町 かたくり 0241-49-2532 田植え、野菜・果物収穫、笹だんご作り
福島県 西会津町 民宿　四季庵 0241-45-3497 田植え、稲刈り、野菜収穫、ブルーベリー収穫
福島県 西会津町 亀屋 0241-45-3577 田植え、野菜収穫、そば打ち（冬期間）
福島県 西会津町 民宿　元んち 0241-49-2515 自然体験、田・畑仕事、農山村文化
福島県 西会津町 民宿とくべえ 0241-47-2424 野菜収穫、自炊体験、干し柿作り
福島県 西会津町 いろり庵 0241-47-2515 そば打ち、干し柿作り、野菜収穫、みそづくり
福島県 西会津町 グリーン奥川 0241-49-2188 田植え、野菜収穫
福島県 西会津町 民宿　小島 0241-45-3488 農業体験
福島県 西会津町 ひまわり 0241-45-2414 花摘み、活け花
福島県 西会津町 冨士の郷 0241-47-2497 農業体験、自然織り
福島県 西会津町 治右エ門 0241-47-2683 農業体験、自然織り
福島県 会津坂下町 会津游山窯 0242-82-2493 陶芸
福島県 会津坂下町 KomeHouse 0242-83-3699 農作業等
福島県 会津坂下町 江川屋 0242-82-3324 農作業等
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東北地方の農林漁家民宿⑫ （福島県５／５）

写真左上：いっぷく屋（会津若松市）
写真右下：民宿 山楽（南会津町）

県名 市町村名 農林漁家民宿名 電話番号 提供可能な体験メニュー
福島県 会津坂下町 りんごの花 0242-85-2413 農作業等
福島県 会津坂下町 佐藤農園 0242-82-2244 農作業等
福島県 会津坂下町 そばの里 0242-85-2140 農作業等
福島県 会津坂下町 たけちゃんち 0242-82-3283 農作業等
福島県 会津坂下町 ロマン果実の里 0242-85-2133 農作業等
福島県 会津坂下町 アルス古川 0242-82-2100 農作業等
福島県 会津坂下町 komelon 0242-83-0907 農作業等
福島県 会津坂下町 農泊　四季語らい 0242-83-0830 農作業等

福島県 柳津町 農家民宿　山ねこ
0241-43-2632
090-7565-9308

ブルーベリー（施肥・収穫など）

福島県 金山町 もどき家 0241-42-7071 アスパラ収穫など
福島県 金山町 季の郷よこやま 0241-56-4432 野菜収穫など
福島県 金山町 おう穴の宿 0241-56-4218 ワラビ採りなど

福島県 昭和村
古民家ゲストハウス　とある
宿

0241-57-3131 野菜の収穫、そば打ち、郷土食づくり、からむし糸づくり、湿原散策

福島県 昭和村 やすらぎの宿　とまり木
0241-57-3110

野菜の定植、野菜の収穫、郷土食づくり、布小物づくり

福島県 会津美里町 螢の宿　こぶし荘 0242-56-4030
野菜・果物収穫、郷土料理、餅つき、そばうち、ほうき作り、わらぞうり作り、
蛍鑑賞、山歩き、史跡散策、
歴史・風土語り

福島県 西郷村 農泊　まふね農園 0248-25-0402 季節の野菜の種まき、野菜苗の定植、味噌、豆腐、漬け物づくり
福島県 矢祭町 農泊  保木山 0247-46-2477 野菜の定植、収穫体験、そば打ち、お菓子づくり、魚釣り、里山散策

福島県 塙町 四季彩菜工房 0247-43-3757
農業体験（水田、野菜の収穫）、釜焼き（ピザ、パン）、素焼き陶芸、生き物
観察   (ホタル)、星空観察

福島県 鮫川村 WARERA元気倶楽部 0247-48-2508

農業体験（水田、畑の管理、野菜の定植、収穫他）、チェンソー体験、ピザ
焼き、手打ちうどん、そば打ち、
郷土料理、フォレストセラピー、生き物観察（動物）、星空観察、ネイチャー
ゲーム

福島県 鮫川村 山百合（やまゆり） 0247-49-2872 畑作付け（野菜）
福島県 鮫川村 はなの宿（はなのや） 0247-49-2870 田植え、稲刈り、畑作付け、野菜の定植、収穫体験、郷土料理、竹細工

福島県 鮫川村 ほうずき 0247-49-3096
田植え、稲刈り、畑作付け、野菜の定植、収穫体験、薪割り体験,チェンソー
体験、郷土料理、そば打ち

福島県 鮫川村 くるま 0247-49-3211 田植え、稲刈り、畑作付け（野菜）、収穫体験
福島県 鮫川村 郷里（さと） 0247-49-2588 農作業（水田、畑）、そば打ち
福島県 鮫川村 寿満笑留（すまいる） 0247-49-2896 農作業（畑作業、収穫体験）、郷土料理、お菓子づくり
福島県 鮫川村 たんがら 0247-48-2130 農作業（要相談）
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