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会津
西線

磐越

⓳
⓲
❺
❻

⓫

❿中ノ沢温泉

磐越

東線

会津若松市

Ashinomaki Onsen

阿賀川の絶景が広がる風光明媚な温泉地

常磐線

❾芦ノ牧温泉

Information

❶

浜通り

4月上旬 ばんだいあづま
以降予定 磐梯吾妻スカイライン冬季通行止め解除

安達太良山麓にある静かな温泉街。都会
の喧噪から離れてゆったりとした時間を楽し
むのにぴったりの温泉です。火山性の強酸
性の湯がじっくりと身体を温めてくれます。
交

会津

通：JR磐越西線 猪苗代駅から
バス約30分
中ノ沢温泉旅館組合
TEL 0242-64-3449

Noji Onsen
Nakanosawa Onsen
The onsen town that inspired the famous Japanese song
“Kogen Ressha wa Yuku”

千数百年前、行基上人が発見したと伝えられる温泉。会
津を治めていた芦名家の軍馬牧場があったことからこの名
が付いたと伝えられています。昔も今も変わらない雄大な
渓谷美と湯量豊富な温泉が人々の疲れを癒してくれます。

ひがし やま

⓫東山温泉

Higashiyama Onsen

時をとめてゆったりと
会津を味わう旅の名湯

交 通：会津鉄道 芦ノ牧温泉駅からタクシー約5分
芦ノ牧温泉観光協会 TEL 0242-92-2336

ぢ

標高1200ｍにあり、「雲上の湯めぐり宿」
とも言われている乳白色のお湯は、東北の美
湯の一つにも数えられています。
交

名前は4月発表予定。
詳しくは芦ノ牧温泉
駅Webサイトへ！

ふた また

⓭二岐温泉

⓬磐梯山清水平温泉

萩姫伝説が伝わる美人をつくる湯

Information

交

温泉街のお土産

磐梯町

磐梯山から沸き上がる温泉は疲労回復の効果で
定評の泉質です。日々の疲れを癒やすひと時をお
過ごしください。
交 通：JR磐越西線 磐梯町駅から車で約15分
星野リゾート 磐梯山温泉ホテル
TEL 0570-073-022

温泉街のお土産

Bandai Atami Onsen
This hot spring water is thought to make bathers
beautiful- as in the Japanese legend of Hagihime

あな ばら

⓳穴原温泉

Highland resort surrounded by Mt. Bandai and mountain passes

交

通：福島交通飯坂線 飯坂温泉駅からタクシー
約５分
飯坂温泉観光協会 TEL 024-542-4241

福島市

山峡に湧く聖徳太子ゆかりの湯
開湯は古く、夢枕にたった聖徳太
子が教えたと伝えられ、1000年以上
の歴史を有しています。こけしの里
としても知られる情緒たっぷりの温
泉街には共同浴場や足湯もあります。
交 通：JR東北新幹線•東北本線
福島駅からバス約40分
土湯温泉観光協会
TEL 024-595-2217

Iizaka Onsen

The original secluded onsen - enjoy hot spring water
overﬂowing with rustic beauty at Futamata Onsen

いい ざか

⓲飯坂温泉

はな

み

やま

花見山

Famous onsen town located at the base of Mt. Adatara.
Visited by the powerful feudal lord Mito Komon
だけ

⓴岳温泉

Iizaka Onsen 福島市

松尾芭蕉も訪れた奥州三名湯のひとつ
日本武尊が東征の折に病を癒したと伝わる古湯
で、松尾芭蕉や与謝野晶子、正岡子規といった文
人墨客も数多く訪れています。摺上川沿いに温泉
宿が建ち並び、独特の風情を醸し出しています。

坂上田村麻呂が発見したと伝えられる名湯で、江戸時
代にはあの水戸黄門も訪れたとか。源泉から引かれるう
ちに自然と湯もみされた湯は肌に優しく、とても温まり
ます。全国的にも珍しい酸性泉をご堪能ください。

ヤマトタケルノミコト

Tsuchiyu Onsen

Hanamiyama
Area

福島市

●見頃：4月上旬〜中旬

所 福島市渡利
■
交 交通規制あり。
詳しくは「こらんしょふくしま」のWebサイト
■
（右記QRコード参照）をご覧ください。
問 福島市観光案内所 TEL 024-531-6428
■

交

通：福島交通飯坂線 飯坂温泉駅から徒歩すぐ
飯坂温泉観光協会 TEL 024-542-4241

花見山から車で約20分
20min by car

ラヂウム玉子

ラヂグラソフトを
お試しあれ！

ラヂウム玉子と
飯坂温泉グラノーラ、
べこの乳ソフトクリームを
組み合わせた新感覚スイーツ。
料 イートイン 470円、
■
テイクアウト
（ソフトクリーム含まず）320円
所 福島市三河南町1-20 コラッセふくしま1F
■
問 福島県観光物産館 TEL 024-525-4031
■

Anabara Onsen
Enjoy fantastic views of the Surikami River's clear
waters passing through this beautiful valley

交

通：JＲ東北本線 二本松駅からバス約２５分
岳温泉観光協会 TEL 0243-24-2310

グラノーラ

桃源郷とも称される花の名所「花見山」には、桜だけでなくハナモモや
モクレンなど様々な花が咲き競います。
During the spring, Fukushima Cityʼs Hanamiyama area bursts with
color and beauty. Highlights include various cherry and peach
blossoms, white magnolia ﬂowers, and more. See Hanamiyama
at its most beautiful in early to mid-April.
詳しくは

Dake Onsen 二本松市

水戸黄門も訪れた安達太良山麓の名湯

ソフト
クリーム

NDED

Dake Onsen

One of three famous onsen areas listed as
'Oshu San Meito'. Iizaka Onsen was even visited
by famous poet Matsuo Basho

Onsen water gushes into the mountain valley
of Tsuchiyu Onsen ‑ a town connected
to the legacy of Prince Shotoku

RECOMME

福島市

飯坂温泉より摺上川の上流約2kmの所にあり、
四季折々の渓谷美が楽しめる山あいの温泉郷。大
型旅館が点在するほか、共同浴場もあります。

Tsuchiyu Onsen

通：JR東北新幹線・
東北本線 新白河駅から
車で約50分、または会津鉄道
湯野上温泉駅から車で約20分
天栄村観光情報センター
Futamata Onsen
TEL 0248-85-2222

Anabara Onsen

摺上川の清流がうがつ渓谷美が魅力

つち ゆ

交
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Information

所 佐藤物産
■
（二本松市岳温泉1-14）
問 TEL 0243-24-2504
■

Bandaisan Shimizudaira Onsen

⓮土湯温泉

日本三百名山の一つ、二岐山の麓に
ひっそりと佇む、1000 年の歴史を持つ
温泉。二俣川のすぐとなりにある露天風
呂は全身で自然を感じることができます。

Zoë’s Blog

通：JR磐越西線 磐梯熱海駅から徒歩すぐ
磐梯熱海温泉旅館協同組合
TEL 024-984-2182

※ご利用は宿泊者のみ。

野趣あふれる湯が楽しめる
秘湯の元祖

Check out
my blog post
about
Hanamiyama!

Takayu Onsen
The naturally-occurring free-ﬂowing hot spring source
here is thought to have medicinal properties

元料理人だった店主が、
食感にこだわり仕込む温
泉たまご。濃厚な黄身のと
ろっとした美味しさをぜひ
お試しあれ(4個入り540
円、8個入り1,080円)。

飯坂温泉をモチーフにした温泉むすめのキャ
ラクター「飯坂真尋」がパッケージにデザイ
ンされた2種類のパイ。いちごパイのイラス
トは当店オリジナルです。
所 福島市飯坂町字立町８
■
営 8:00〜18:30 ■
休 水曜
■
問 パティスリーサワダ TEL 024-542-2427
■

名峰・磐梯山に抱かれた高原リゾート

Futamata Onsen

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

萩姫伝説の伝わる温泉として知られています。
やわらかなお湯は肌をつるつるにしてくれます。
アクセスも便利で、ここを拠点に県内の観光スポッ
トに足を延ばすことも可能です。

温泉たまご
とろんたま

Bandaisan Shimizudaira Onsen

中通り

天栄村

郡山市

Bandai Atami Onsen

ももパイ・いちごパイ
ばん だい さん

芦ノ牧温泉駅に
子ネコが
新たに仲間入り！

み

通：JR東北新幹線･東北本線 福島駅から
車で約50分
土湯温泉観光協会 TEL 024-595-2217

The fantastic scenery of the Aga River stretches out before your
eyes at this scenic onsen town

温泉街 NEWS

ばん だい あた

⓰磐梯熱海温泉

交 通：JR磐越西線 会津若松駅
からタクシー約10分
会津東山温泉観光協会
TEL 0242-27-7051

If planning a relaxed, slow-paced trip to Aizu,
deﬁnitely include Higashiyama Onsen in your itinerary

Information

Noji Onsen 福島市

やわらかく肌を潤す山のいで湯

江戸時代には会津藩の湯治場と
して栄えた名湯です。戊辰戦争の
際には土方歳三が傷を癒し、明治・
大正期には竹久夢二や与謝野晶子
こ
らも訪れました。「からり妓さん」
と呼ばれる芸妓が今もおり、温泉
街に華を添えています。

Higashiyama Onsen

Ashinomaki Onsen

会津若松市

の

吾妻山の麓、標高750ｍの高原にある源泉かけ流しのい
で湯。豊富な湯量が自慢で蔵王、
白布とともに「奥州三高湯」
として知られています。薬効の高い乳白色の硫黄泉は共同
浴場でも楽しむことができます。
交 通：JR東北新幹線･東北本線 福島駅西口から高湯
温泉行路線バス約40分
高湯温泉観光協会 TEL 024-591-1125

磐梯吾妻スカイラインは、高湯温泉と土湯峠を結ぶ山
岳観光道路。人気のドライブコースとなっています。
問 福島市観光案内所 TEL 024-531-6428
■
■
※吾妻山の噴火警戒レベルによって、立ち入りできるエリアが
異なります。お出かけの際は最新情報をご確認ください。

Mountain hot spring water containing properties
that softly moisturize your skin

⓯野地温泉

福島市

薬効が高い源泉かけ流しの自噴泉

温泉周辺の見どころ

名曲「高原列車は行く」の
舞台となった温泉地

水郡線

あし の まき

猪苗代町

Nakanosawa Onsen

東北
本線

東
北
新
幹
線

会津
鉄道

⓭

たか ゆ

⓱高湯温泉 Takayu Onsen

なか の さわ

⓰

❾

線
只見

中通り

⓱
❽ ❹
⓮
❸❷ ⓯
⓬ ❼ ❿⓴

※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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