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至福の温泉

西線

磐越
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雄大な磐梯山を望む
眺望抜群の癒やしの湯

❶

浜通り

a Hot spring of blis s

Urabandai Goshiki Onsen

四季折々の裏磐梯の風景を眺めながら
入るやわらかな肌ざわりのお湯は、身も
心もゆったりと包み込んでくれます。

Experience the beauty of the changing seasons to the full from the
comfort of an open-air bath
うら ばん だい

ご しき

❷裏磐梯五色温泉 Urabandai Goshiki Onsen

浜通り、中通り、会津地方と、
それぞれに自然あふれる福島県では、

交

北塩原村

四季折々の自然を満喫できる露天が魅力

さまざまな泉質の温泉を気軽に愉しむことができます。

五色沼の近くに位置する裏磐梯五色温泉は、四季折々の大自然を満
喫できる露天風呂が人気。森林浴と温泉浴が同時に楽しめます。トレッ
キングなどのレジャーの拠点としてもオススメです。
交 通：JR磐越西線 猪苗代駅からバス約25分
Active Resorts 裏磐梯 TEL 0241-32-3111

例えば、お気に入りの温泉を探しに湯めぐりへ出かけたり、
馴染みの宿でくつろぎ日常を忘れたりと。
温泉で過ごす至福の時間の分だけ、

通：JR磐越西線 猪苗代駅から
バス約30分
裏磐梯高原ホテル
TEL 0241-32-2211

Urabandai Yarokunuma Onsen
This soothing hot spring looks out over outstanding scenery
of the magniﬁcent Mt. Bandai

にっ ちゅう

❺日中温泉 Nicchu Onsen

日頃の疲れが癒やされていきます。

喜多方市

じんわり体を温める効能豊かな鉄の湯

だいら

❹デコ平温泉

四季折々の美しい自然が魅力の開湯約200年の秘湯。鉄分を多く含ん
だぬるめの温泉は、ゆっくりとつかりたい人にオススメです。

北塩原村

Dekodaira Onsen

交 通：JR磐越西線 喜多方駅からタクシー約20分
日中温泉ゆもとや TEL 0241-36-2266

裏磐梯のアクティビ ティを
満喫できる極上リゾート
大自然と満天の星を満喫しながら入
浴できる、肌に優しい温泉。裏磐梯の
観光拠点としても人気です。
交 通：JR磐越西線 猪苗代駅から
送迎バス約35分(予約制）
裏磐梯グランデコ東急ホテル
TEL 0241-32-3200

Dekodaira Onsen
Exquisite resort where you can fully enjoy
the outdoor activities Urabandai has to oﬀer

あつ しお

❻熱塩温泉 Onsen

Atsushio

喜多方市

開湯600年、体の芯まで温まる塩湯が自慢

Information

浜通り

ゆ もと

❶いわき湯本温泉

温泉街イベント

いわき湯本温泉さくらまつり

いわき市

4月上旬〜下旬

Iwaki Yumoto Onsen

塩分が強い高温の湯は、体の芯から温まる
ことから婦人病によく効くとされています。
600年の歴史を持ち、古くから近郷の人々
の湯治場として親しまれてきました。
交 通：JR磐越西線 喜多方駅からタクシー
約15 分
熱塩温泉旅館協同組合
TEL 0241-36-3138

Nicchu Onsen
The abundant supply of iron at this hot spring is really eﬀective at gradually
warming the body

Atsushio Onsen
Discovered 600 years ago, this onsen's high salt
content will spread warmth throughout your whole body

ねこ ま

❽猫魔温泉

千年もの昔から愛され続けた東北の名湯

1200年以上の歴史を持つ古湯は全国でも
珍しい泉質を有し、保温効果が高く「美肌の
湯」とも呼ばれています。

い

通：JR常磐線 湯本駅から徒歩すぐ
いわき湯本温泉旅館協同組合
TEL 0246-43-3017

5 月上旬

温泉神社を中心に、神輿渡御や
献湯祭が行われます。

Revered for 1000 years as one of Tohoku's famous
hot springs, this onsen continues to be loved to this day

Inawashiro Onsen
Open-air baths overlooking Lake Inawashiro are
particularly popular with visitors

Check ou
my blog po t
st
about th
is
shrine!

Zoë’s Blog

RECOMMENDED
福島県観光物産交流協会

ゾーイさん

14

お

がわ

す

わ

じん

じゃ

小川諏訪神社

Ogawa-Suwa Shrine

いわき市

●見頃：4月上旬〜中旬

赤い鳥居と社殿が印象的な神社の境内に、樹齢500年超のシダレザクラが立っています。
開花時期には石段に竹灯籠が灯され、桜のライトアップが行われます。
Beautiful views of a 500-year-old cherry tree in full bloom together with bright
red gates make Ogawa-Suwa Shrine one of Iwaki Cityʼs most popular cherry
blossom-viewing spots. Early to mid-April, when a light-up event will be held, is
the best time to see the blossoms.
所 いわき市小川町高萩字家ノ前140-1
■
交 JR磐越東線 小川郷駅から徒歩約15分
■
問 小川諏訪神社 TEL 0246-83-0178
■

源泉掛け流しの温泉は、天
然の美容成分を豊富に含む「美
肌の湯」
。桧原湖を眼下に望む
絶景露天はファンも多く、赤
褐色の湯と湖面の青のコント
ラストが美しい。

猪苗代湖を望む展望露天風呂が人気

いわき湯本温泉さつきまつり

Iwaki Yumoto Onsen

源泉100%かけ流しの
良質な自噴泉

猪苗代町

Inawashiro Onsen

御幸山公園、観音山公園、上湯
長谷公園で花見提灯を灯します。

交

Let’s Enjoy! ふくしまっておもしろい！
Zoë’s Recommendations

なわ しろ

❼猪苗代温泉

Check out
my blog post
about hiking
Mt. Bandai!

北塩原村

Nekoma Onsen

敷地内の地下1200ｍから湧き出る自家
源泉を利用した温泉で、猪苗代湖が望める
展望露天風呂や、温泉を使ったクアハウス＆
プールもあります。
交 通：JR磐越西線 猪苗代駅から
無料送迎バス約15分
ホテルリステル猪苗代
TEL 0242-66-2233

Nekoma Onsen
100％ naturally free-ﬂowing high-quality
source hot spring water

RECOMMENDED

ばん

交 通：JR磐越西線 猪苗代駅
からバス約30分
裏磐梯レイクリゾート
TEL 0241-37-1111

だい さん

磐梯山に登ろう Climbing
Mt. Bandai

猪苗代町・磐梯町・北塩原村

日本百名山の1つで、福島県のシンボル的存在でもある磐梯山は、標高
1816m。６つの登山口があり、山頂では猪苗代湖や桧原湖などが眼下
に広がる素晴らしい大パノラマを満喫できます。
Fukushima Prefectureʼs iconic Mt. Bandai begins its hiking
season this year on May 24. Six trailheads, starting from
Inawashiro Town, Bandai Town and Kitashiobara Village, lead
up Mt. Bandai. Visitors can enjoy picturesque lake views from
the 1816 m-high summit of the mountain.

Zoë’s Blog

眺望抜群の磐梯山山頂

問 猪苗代町役場 商工観光課
■
磐梯町役場 商工観光課
北塩原村役場 商工観光課

TEL 0242-62-2117
TEL 0242-74-1214
TEL 0241-32-2511

※このデータは2020年3月1日現在の情報です。開催日時等が変更または中止となる場合がございます。 ※掲載写真はすべてイメージです。実物と異なる場合があります。
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