


遊ぶ、楽しむ、シーサイド
どこまでもつづく、全長 120kmにもわたる雄大な海岸線。

温暖な気候と胸が広がるオーシャンビュー、魅力的な海のグルメに温泉。

海の魅力がすべてつまった浜通りエリアはいま、あなたの望む

「海を楽しむ旅」を満足させる体験に満ちあふれています。

浜通りで楽しむ、味わう、癒やされる。

あなたならではの旅が見つかる浜通りで今年の夏を過ごしませんか。

“ふくしま　浜通り　ブルー・ツーリズム”。

旅する海が、あなたを待っています。

県の東側、太平洋に面したエリアです。

浜通りは北側は相馬市、南相馬市の相馬エリア、

双葉郡を中心とした双葉エリア、

南側はいわき市を中心としたいわきエリアからなります。

太平洋に面した浜通りは一年を通して温暖な気候が特徴。

相馬エリア・双葉エリアは、千年以上の歴史を持つ

勇壮な祭り“相馬野馬追”とともに、先進の水素工場はじめ、

ロボットテストフィールドといったイノベージョン施設が

相次いで誕生している、伝統と未来が共存する地域です。

いわきエリアでは、マリンアクティビティをはじめ、

環境水族館アクアマリンふくしま、

いわきら・ら・ミュウなど観光施設が充実。

浜通りは、東日本大震災での大きな被害を乗り越え、

いま新たな一歩を踏み出しています。

福島県浜通りとは

北泉海岸（南相馬市）



頬を撫でる爽やかな潮風がリゾート気分を高めてくれる浜通りは、太平洋に面し、夏涼しく冬暖かい気候が特長。

サーフィンや SUP、海水浴などのマリンアクティビティをはじめ、海や山を間近に感じられるトレイルなど五感

すべてで浜通りの自然を楽しめるコンテンツが揃っています。

ただ観光するだけではなく、体験を取り入れて忘れられない思い出を作りませんか。

楽しむ

岩沢海水浴場
CAN DO
サーフィンスクール

富岡ベース

原釜尾浜海水浴場

みちのく潮風トレイル
新地町鹿狼山コース（スタート地点）

松川浦エコツアー
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一般社団法人Horse Value

海岸沿いや広い森の中での乗馬トレッキングや、

お仕事スキマ時間に小高の街を馬に乗って散歩

する小高うまさんぽなどのサービスを提供。初心

者でもお気軽にサラブレッドに乗って、相馬野馬

追の町と南相馬市を堪能ください。

050-7107-3874
〒９７９-２１２４  福島県南相馬市小高区本町１-８７
https://horsevalue.jp
不定休（WEBサイトよりお問い合わせください）

1
浜通りの自然とともに乗馬を満喫



岩沢海水浴場

原釜尾浜海水浴場5

北泉海岸
全国でも有数のサーフスポットで、大会も開催されるなどサー
フィンの聖地とも呼ばれています。７月には海開きが行われ、海
水浴場としても人気のある場所で、カップルや家族でも楽しむ
ことができます。また、近くには公園も整備されており、地元の
憩いの場所でもあります。

遠浅の海岸で比較的波の穏やかな原釜尾浜海水浴場は、周辺には
海浜公園や県立松川浦自然公園などがあり、海水浴場からは松川
浦大橋を望むこともできます。無料のシャワー・トイレ・駐車場
があり、2022 年 7月には常設のビーチバレー場も4面整備され
ました。海水浴シーズンには海の家も出店され、多くの家族連れ
で賑わいます。

0244-24-5263
福島県南相馬市原町区北泉地蔵堂 248-2（北泉海浜公園）

楢葉町の最南端に位置する海水浴場。南側に立地する広野火
力発電所が海風を遮り、遠浅で小刻みな波が立つことから、多
くのサーファーから愛されてきました。2022 年７月には 12
年ぶりに海開きをしました。

0240-23-6105（楢葉町新産業創造室）
〒979-0512 福島県双葉郡楢葉町山田浜字シウ神山地内
https://www.town.naraha.lg.jp/
７月１６日（土）～８月２１日（日）　９：００～１６：００まで

0244-35-3300（相馬市観光協会内）
〒976-0022 福島県相馬市尾浜字須賀畑地内
https://soma-kanko.jp/trip/haragamaobama/
7 月中旬～ 8月下旬　9：00～ 16：00
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遠浅の美しいビーチで海水浴を！

富岡ベース（SUP）

水上スポーツの新定番として注目を集める「SUP」は、性別や年
齢を問わず楽しめ、エクササイズとしての効果も期待できま
す。ここでは、浜通りの風を全身に浴びながら、人気の新アク
ティビティを体験できます。

090-1376-1655
〒979-1141 福島県富岡町大字上手岡字下千里１３５

https://surfsidesports-nssc.com/
不定休

※体験場所については現在富岡町内での体験を整備中です。
　実際の体験は富岡町外での別会場での実施となる可能性がございます。
　詳細についてはお電話にてお問い合わせください。

初心者でも安心の新アクティビティ

3

CAN DOサーフィンスクール

CAN DOサーフィンスクールは、おすすめの体験・初心者コー
スから、本格的な選手コースまで、自分のレベルに合わせて安
心してサーフィンを思いっきり楽しめます。初心者向け体験
コースは、レンタル料コミコミで、手ぶらでレジャー気分で参
加が可能。サーフィン経験者はレンタルの際に初回のみ、体験
もしくはレッスンが必要となります。

手ぶらで気軽に参加できるサーフィン体験

090-4634-5719 

9：00～19：00（不定休）

〒974-8222  福島県いわき市岩間町岩下187
https://naminori-cando.jimdofree.com

2

相馬市観光協会提供
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https://tohoku.env.go.jp/mct/modelcourse/course_07.html

みちのく潮風トレイル
新地町鹿狼山コース

東北の自然を満喫しながら太平洋に沿って旅する「みちのく潮風トレイル」。
海・里・山の魅力がコンパクトに凝縮した里山を楽しめる新地町コースは、見
どころ満載で初心者にもおすすめです。

8

03-3581-3351(環境省)

9

アクアマリンふくしま
親潮と黒潮が出会う「潮目の海」がテーマの水族館。親潮の源流域の
オホーツク海、黒潮の源流域、福島県の海・山・川の生態系などを再現
した展示をしています。釣り体験などの体験プログラムも人気です。

0246-73-2525

3月21日～11月30日 9:00～17:30／12月1日～3月20日 9:00～17:00 
※入館は閉館時間の1時間前まで（年中無休）

〒971-8101  福島県いわき市小名浜字辰巳50
 https://www.aquamarine.or.jp

7

松川浦エコツアー10

「松川浦ガイドの会」は松川浦の魅力を皆様へ伝え、楽しんで頂く
ことを目的としています。特に子供たちには外での遊びや自然を
通じて、バーチャルではない楽しさを感じてもらい皆が笑顔であ
ふれるツアーを目指しています。
この地域ならではの体験と、人との触れ合いを楽しんでください。

0244-35-3300（相馬市千客万来館）

8:30~17:00（不定休）

〒976-0042 福島県相馬市中村北町５５－１
https://soma-kanko.jp/information/
matukawauragaidonokai/

ムーンロード・スターライト・カフェ11

その日、夜空が一番美しく見えるスポットへ、バスでご案内。大洲
海岸の防波堤で「相馬サブレ」や淹れたてのコーヒーとともに、満
天の星空や月明かり、波の音に包まれるひとときを楽しめます。

0244-35-3300（相馬市千客万来館）

9:00～17:15

〒976-0042 福島県相馬市中村北町５５－１
https://asita-sanpo.jp/area02/312/

　9

090‒3122-5577

午前4:00出港～11:00帰港（季節によって異なります）
（定休日無し  ※天候により出港が中止になる場合があります）

〒971-8101  福島県いわき市小名浜港

初心者の方でも大丈夫！釣れる方法を伝授いたします。大人も子どもも
大歓迎です！釣りの楽しさだけでなく、福島の大自然を感じる醍醐味も
あります。一緒に楽しい一日を過ごしましょう！！

https://shinkimaru.com

釣り船  辰紀丸

「松川浦ガイドの会」のガイド付き！
海を楽しむ体験型宿泊プラン

体験ができる旅館一覧

0244-38-8216
福島県相馬市尾浜字船越92-1

旅館いさみや
0244-38-8113
相馬市尾浜字牛鼻毛33

丸三旅館
0244-38-7000
福島県相馬市和田中迫104-3

ホテル飛天
0244-38-8153
福島県相馬市尾浜字船越129

亀屋旅館
0244-38-8115
福島県相馬市尾浜字追川137

ホテルみなとや

ここにしかない自然とのふれあい

満点の星空と波の音に癒やされる

写真：相馬市観光協会提供

●モデルコース
　総距離数：約20.4km　所要時間：約5時間30分※

新
地
駅

新地町役場

龍昌寺

ボヌールやすひろ６６

新地地場産市場あぐりや

右近清水

鹿狼山

鹿狼の湯

※所要時間は、歩く速度や施設での滞在時間によって変わりますので、
　計画を立てる上での目安としてご覧ください。



松川浦の浜焼き1

松川浦旅館の若旦那たちが、松川浦で昔からさかんに行

われていた浜焼きの職人技を伝授します。カレイやイカ、

とうもろこし、エビなど、自分でじっくり丁寧に焼き上げ

て食べる浜焼きは絶品です。

※対象の宿に宿泊のお客様のみが体験できるプランです。
　詳細は p.9 をご覧ください。

首都圏市場で人気の高い“常磐もの”と呼ばれる海産物をはじめ、清らかな水質が育むサケやイワナ、肥沃な土地
が実らせる農産物など海、川、森、里の豊かな恵みに満ちた浜通り。ここでしか味わえない郷土料理だけではなく、
地元の特産品を生かした新たな名物グルメも続々と誕生しています。多彩な食文化をどうぞご堪能ください。

味わう

潮目の駅

浜野駅 松川浦

キッチン・ポテ

相馬市観光協会（松川浦の浜焼き）

いわき・ら・ら・ミュウ

ワンダーファーム（サンシャイントマト）

いわきチョコレート（めひかり塩チョコ）

道の駅なみえ

Cafe Amazon 川内村店
道の駅ならは（楢葉町のゆず）
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浜の駅  松川浦2

相馬で水揚げされたヒラメやカレイなど常磐ものといわれる新鮮な水産物や
農産物などをお買い得な値段で販売しています。食堂『浜の台所くぁせっと』
では相馬の新鮮で美味しい魚を使った料理が楽しめます。

0244-32-1585

営業時間 ： 4～9月 9：00～18：00／10～3月 9：00～17：00
店舗休日 ： 1月1日、1月2日

〒976-0022  福島県相馬市尾浜字追川196番地
https://www.hamanoeki.com

自分で焼いて楽しめる絶品浜焼き

相馬の新鮮な魚介や農産物が勢ぞろい

0244-35-3300相馬市観光協会（相馬市千客万来館）

9：00～17：00

福島県相馬市中村字北町55-1
https://soma-kanko.jp/trip/hamayaki/



1

いわき・ら・ら・ミュウ4

0246-92-3701

魚屋・物販店 9：00～18：00／飲食・レストラン 10：00～18：00

〒971-8101  福島県いわき市小名浜字辰巳町43-1

『いわきをぎゅーっと。』詰め込んだ観光物産センターです。鮮度抜群の
魚介類、いわきの物産品やお土産品、バラエティ豊かなお食事のほか、小名
浜港観光遊覧船、子どもの遊び場も。東日本大震災展の展示も常設して
います。店内では浜焼きも楽しめ、「うにの貝焼き」が人気です。

http://www.lalamew.jp

めひかり塩チョコ7
いわき市の市魚「めひかり」の形を模したチョコの中に、とろりとした食感の生塩
キャラメルを閉じ込めた大人のスイーツ。表面にのった大粒の海塩が、贅沢な味わ
いをより深めてくれます。

0246-53-5265

９：00～18：00

〒971-8101 福島県いわき市小名浜字丹波沼６１－１
https://www.shiochoco.com/index.html

いわきチョコレート

道の駅ならは［お取扱店舗］

12 13

潮目の駅（旧小名浜美食ホテル）5

0246-54-3409

10:00～19:00（レストランは22:00）

〒971-8101 福島県いわき市小名浜字辰巳町43-9

福島県の6次化食品、いわきの浜の名物が集まる観光施設。中でも
2012年に全国グランプリを獲得したこともある名物「カジキメンチ」
は絶品です。

https://www.bishokuhotel.com/

キッチン・ポテ9
アットホームな店内でボリューム満点の洋食を味わえるお店です。看板メニュー
は、ふわふわオムレツと特製デミグラスソースが相性抜群の「ポテ特製オムライ
ス」。日替わりランチなども人気です。

0244-38-7502

昼 11:30-15:00（L.O.14:00） 夜 17:00-21:00（L.O.20:00）

〒976-0011福島県相馬市新沼字大森353-1
https://www.kitchenpote.com/

楢葉町のゆず10
楢葉町では、ゆずの特産品化を目指し純米酒をベースにしたゆず酒「ならはのゆ
ず里愛（ゆずりあい）」を商品化させました。現在では飲み物・食べ物以外に、ハ
ンドソープもラインナップに加わっています。

0240-26-1126

9:00～18:00

〒979-0513 福島県双葉郡楢葉町山田岡大堤入２２－１
https://www.michinoeki-naraha.jp/

C a f e  Am a zo n  川内店8
タイ国内外に3000店舗以上を構える『Café Amazon』が東日本大震災の復興
を願い福島県川内村に日本初出店。次いでJヴィレッジ店もオープン。復興再生
の町づくりの「憩いの場」になっています。

11：00～17：00（通常の営業時間の再開は未定です）

0240-23-5665
〒979-1201　福島県双葉郡川内村大字上川内字町分102
https://www.amazon-cafe.jp/

サンシャイントマト6

0246-38-8851 (お問合せ  9:00-17:00)

森のマルシェ(直売所)  
　9:30~17:00
トマト狩り　《開催時間》土・日・祝　要予約（お問合せ：0246-38-8851）
　10:00～ ②11:00～ ③13:00～ ④14:00～ ⑤15:00～
CROSS WONDER DINING(レストラン) 
　11:00~15:30 (L.O. 14:30)
　※尚、店休日及び営業時間は予告なく変更する場合がございます。
　年間休日はHPトップのnewsにて随時更新いたしますのでご確認ください。
　店休日：2022年　毎週月曜日定休(月曜祝日の場合は翌火曜が定休)、年末年始

〒979-0215　福島県いわき市四倉町中島字広町1

太陽をたっぷりと受けて育ち、甘くみずみずしい味わいのブランドトマト。「ワンダー
ファーム」ではこのサンシャイントマトの収穫体験ができるほか、直売所やレストラン、
BBQ施設などもそろう。

http://www.wonder-farm.co.jp/wonder/index.html

道の駅  なみえ3

全国唯一、無印良品が併設され、名物なみえ焼そばや請戸漁港で水揚げされたシ
ラス山盛り丼が味わえるほか、浪江の農水産物を原料にしたお土産も多数。浪江
で10年ぶりに再開した鈴木酒造店の試飲・酒蔵体験。ここ限定の甘酒ソフトドリ
ンクなども人気です。

0240-23-7121

営業時間 ： 10:00～18:00
定休日 ： 毎月最終水曜日（なみえの技・なりわい館 大堀相馬焼のみ毎週火・水曜日）

〒979-1513 福島県双葉郡浪江町幾世橋知命寺６０
https://michinoeki-namie.jp/

浪江が誇るご当地グルメがいっぱい

いわきの海と魚のフードテーマパーク 小名浜の美味が集まる人気スポット

ワンダーファーム

浜通りの名物グルメを食べ尽くそう



8 151４

テーマパーク併設のリゾートホテルや天然温泉を備えた宿がある浜通りは、

見て、食べて、泊まるところまで、しっかりと満足できます。

話題のグランピング施設なら、思う存分自然を感じながら優雅に過ごすことも。

プチトリップから長期滞在まで、さまざまな旅のスタイルで浜通りを感じませんか。

癒やされる

Jヴィレッジ

sah, いわき 湯本温泉

天神岬スポーツ公園

スパリゾートハワイアンズ／マウナヴィレッジ

2 3

4
1

5

　

0240-25-3113

10：00～21：00※木曜は15：30～

福島県楢葉町福島県双葉郡楢葉町大字北田字上ノ原２７－２９
http://naraha-tenjin.net

天神岬スポーツ公園

海を見下ろす絶好のロケーションが人気のオートキャンプ場や、林間のフリー

キャンプ場を備えるアウトドアスポット。敷地内には「天神岬温泉 しおかぜ荘」が

あり、汗を流してリフレッシュできます。

1
太平洋を一望できる天然温泉が自慢
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マウナヴィレッジ
2022 年 7 月にリニューアルオープンしたばかりのグランピング施設「マウナヴィ

レッジ」。ハワイアンズでたっぷり遊んだ後に、非日常感あふれる上質なアウトドア

体験を満喫できます。

0570-550-550（ナビダイヤル）

不定休（WEBサイトよりお問い合わせください）

〒972-8336福島県いわき市渡辺町上釡戸橋ノ上216
スパリゾートハワイアンズゴルフコース
https://www.hawaiians.co.jp/tomaru/maunavillage/

2

　4

Jヴィレッジは、日本初のサッカーナショナルトレーニングセン
ターとして開設された施設です。現在はふくしま復興のシンボル
として、どなたでもご利用いただけるホテルやレストランがあり、
仕事をしながら観光も楽しむワーケーションにも最適です。

0240-26-0111
〒979-0513　福島県双葉郡楢葉町山田岡字美シ森８
https://j-village.jp/

Jヴィレッジ
ワーケーションにも適した人気の宿泊施設

　5

大自然の中に用意された豪華なテントやアウトドアアイテムを
使って、手ぶらで快適にグランピング＆バーベキューを楽しめ
ます。宿泊者は「美風の宿」の源泉かけ流し温泉も無料で利
用できます。

S a h ,  いわき 湯本温泉
自然の中でグランピングと温泉を楽しむ

　3
大人気ウォーターパークやビッグアロハ、フラガールショー、温泉施設に
加え、ハワイアンズはホテルが充実。趣きの異なる3つの宿泊施設を備
え、子どもから年配の方まで楽しめる設備が整っています。

0570-550-550（ナビダイヤル）
〒972-8326 福島県いわき市常磐藤原町蕨平５０
https://www.hawaiians.co.jp/

スパリゾートハワイアンズ

思う存分遊んだ後はくつろぎの宿泊体験を

050-3612-8034
〒972-8317福島県いわき市常磐下湯長谷町シザ22
https://www.sah-glamping.com/


