
全国でも唯一、2つの村と町とで整
備した道の駅です。美味しい、楽し
い、お洒落でワクワクするような時間
を地域の方々、そして観光のお客様
と共有できることを目指しています。

■〒969-3555
　河沼郡湯川村大字佐野目字五丁ノ目 78番地1
■TEL0241-27-8853・FAX0241-23-5830
■9：00～19：00（季節によって変動あり。 要問合せ）
■駐車場105台（大型11台）　㊡無休
URL／http://heso-aizu.jp

あいづ 湯川・会津坂下あ道の駅　

本格手打ち「会津坂下の生そば」
野菜バイキング・ドリンクバー付き
本本本格手本格本格本格手本格本格手本格本格手本格手本格手
野野菜バ野菜バ野菜バ野菜バ野菜バ野菜バ野菜バ
本格手打ち「会津坂下の生そば」
野菜バイキング・ドリンクバー付き

￥1,480（税込）

69-35
沼郡湯
L0241-
00～19
車場10
／http:

■〒96
　河沼
■TEL
■9：0
■駐車
URL／

手打手打手打手打手打手打手打ち「会津ち「会津ち「会津ち「会津ち「会津ち「会津ち「会津ち「会津坂下の生坂下の生下の生下の生下の生坂下の生坂下の生坂下の生坂下の生坂下の生下 そばそばそばそば」そば」そば」そば」そば」そば」そば」手打ち「会津坂下の生そば」
バイバイバイバイバイバイバイバイバイバイイイキング・キング・キング・キング・キング・キング・キング・キングキングキングキングキンググググ ドリンクドリンクドリンクドリンクドリンクドリンクドリンクドリンクドリンクドリンクドリンド バー付きバー付きバー付きバー付きバー付きバー付きバー付きバー付きバー付きー付きー付きバー付きバー付きバイキング・ドリンクリンクンクンクバー付きバ 付きバ 付き付き付き

￥1￥1￥1￥1￥1￥1￥1￥1￥1￥1￥1￥1￥￥￥ ,4444,4,4,4,4,4,44,4,4,4,48080808000080（税込）（税込）（税込））））￥1,480（税込）

し
間
様
。

備した道の駅です 美味しい 楽備した道の駅です。美味しい、楽
い、お洒落でワクワクするような時間
を地域の方々、そして観光のお客様
と共有できることを目指しています。

おすすめグルメ

磐梯山のふもとに位置し、ドッグラ
ンやWiFiなども設置した時間を忘
れて楽しめる新しい道の駅です。

■〒969-3301耶麻郡磐梯町大字磐梯字十王堂38番地
■TEL0242-74-1091・FAX0242-73-2229
■8：00～20：00
■駐車場82台（大型9台）　　㊡無休
e-mail／aizunenosato_1@cure.ocn.ne.jp
URL／michinoekibandai.com/
※EV急速充電器設置（有料）　1回30分　500円

ばんだいばば道の駅　

磐梯山ころっけ　1個 磐磐梯山こ磐梯山こ磐梯山こ磐梯山こ磐梯山こ磐梯山こ磐梯山こ磐梯山こ磐梯山こ磐梯山ころっけ　1個 会津山塩ラーメン会会会会会会会津山会津山塩会津山塩会津山塩会津山塩会津山塩会津山塩会津山塩会津山塩ラーメン￥150（税込）

■〒969 330
-
0
2
z
h
充

■TEL0242-
■8：00～20
■駐車場82
e-mail／aiz
URL／mich
※EV急速充こここここころっけろっけろっけ　ろっけ　ろっけ　っけ　っけ　っけ　っけ　ろっけろっけろっけろっけろっけけ　け　　1111個 1個 1個 1個 1個 1個1個1個1個ころっけ　1個 ￥1￥1￥1￥1￥1￥1￥1￥1￥1￥1￥￥￥ 50505000050（税込）（税込）（税込））））￥150（税込）

忘
磐梯山のふもとに位置し、ドッグラ
ンやWiFiなども設置した時間を忘
れて楽しめる新しい道の駅です。

おすすめグルメ

裏磐梯高原の桧原湖や五色沼のす
ぐそばにある道の駅です。会津山塩
や幸せ大福がおススメです。

■〒966-0401
　耶麻郡北塩原村大字桧原字南黄連沢山1157
■TEL0241-33-2241・FAX0241-33-2388
■8：00～17：30（冬期間8：30～17：00）
■駐車場70台（大型9台）
㊡無休（冬期間：水曜日定休）

裏磐梯裏裏道の駅　

￥700（税込）塩塩塩塩塩塩塩ラーメンラーメンラーメンラーメンラーメンラーメンラーメンーメンーメンーメンーラーメンラーメンラーメンラーメンラーメンラーメンラーメン塩ラーメン

■〒966-04
　耶麻郡北
■TEL0241-
■8：00～17
■駐車場70
㊡無休（冬期0000000￥7￥7￥7￥7￥7￥7￥7￥7￥￥ 0000000000 （税込）（税込）（税込）））￥700（税込）

塩
裏磐梯高原の桧原湖や五色沼のす
ぐそばにある道の駅です。会津山塩
や幸せ大福がおススメです。

おすすめグルメ

奥会津の特産品がそろった観光物
産館青柳苑を中心に斎藤清美術館
及び足湯施設が隣接しています。

■〒969-7201河沼郡柳津町大字柳津字下平乙179
■TEL0241-42-2324・FAX0241-42-2243
■9:00～17:00
■駐車場100台　　㊡年中無休
e-mail／seiryuen@tempo.ocn.ne.jp

会津柳津  観光物産館 青柳苑会会道の駅　

そばと柳津ソースカツ丼セットそそそそそばとそばと柳そばと柳そばと柳そばと柳そばと柳そばと柳そばと柳そそそそばと柳津ソースカツ丼セット
￥980（税込）

〒969-72
TEL0241-
9:00～17
駐車場10
mail／sei

■
■T
■9
■駐
e-m

柳柳柳柳柳柳津ソース津ソース津ソース津ソースソースソースソースソーソーソーソーソーー津ソース津ソース津ソース津ソースカツ丼セカツ丼セカツ丼セカツ丼セカツ丼セツ丼セカツ丼セカツ丼セカツ丼セカツ丼セ トトットットットットットットトトットットットットットット柳津ソースカツ丼セ丼セ丼セ丼セ丼セ丼 ットットットットットトト
￥9￥9￥9￥9￥￥￥￥￥￥￥ 8080000080（税込）（税込）（税込））））￥980（税込）

館
奥会津の特産品がそろった観光物
産館青柳苑を中心に斎藤清美術館
及び足湯施設が隣接しています。

おすすめグルメ

自然素材を使った工芸品や山菜加
工品、桐製品を展示・販売しており
ます。食堂では会津地鶏料理が人
気です。

■〒969-7515大沼郡三島町大字河井字天屋原610
■TEL0241-48-5677・FAX0241-48-5678
■8：00～19：00（冬期間　8：00～18：00）
■駐車場50台（大型5台）
㊡1/1～1/3、不定休

尾瀬街道みしま宿尾尾道の駅　

会津地鶏の親子丼

79

会会会会会会会会津地会津地会津地鶏会津地鶏会津地鶏会津地鶏会津地鶏会津地鶏の親子丼 ￥800（税込）

■〒969-75
■TEL0241-
■8：00～19
■駐車場50
㊡1/1～1/3鶏鶏鶏鶏鶏鶏の親子丼の親子丼の親子丼の親子丼の親子丼丼丼の親子丼の親子丼の親子丼丼鶏の親子丼 ￥8￥8￥8￥8￥8￥￥￥￥￥￥ 000000000000（税込）（税込）（税込）））￥800（税込）

り
人

自然素材を使った工芸品や山菜加
工品、桐製品を展示・販売してお
ます。食堂では会津地鶏料理が人
気です。

おすすめグルメ

食堂（こぶし館）では町特産のアザ
キ大根を薬味としたそばが人気で
す。「奥会津金山赤カボチャ」を使
用したお土産品もおススメです。

■〒968-0006大沼郡金山町中川字上居平949-8
■TEL0241-55-3334・FAX0241-55-3023
■9：00～18：30（食堂11：00～15：00）
■駐車場54台（大型6台、身障者2台）
㊡12/30～1/2
e-mail／info-kobushikan@aizukaneyama.co.jp　
URL／http://www.aizukaneyama.co.jp/

奥会津かねやま奥奥道の駅　

金山赤カボチャ奥会津カレー

■

金金金金金山金山赤金山赤カ金山赤カ金山赤カ金山赤カ金山赤カ金山赤カ金山赤カ金山赤カ金山赤カ金山赤カボチャ奥会津カレー

￥540（税込）

■〒968 00
■TEL0241-
■9：00～18
■駐車場54
㊡12/30～1
-mail／inf
RL／http:/

■
■
■
■
㊡
e-
U

カカカカカカカカカカ チャボチャボチャ奥ボチャ奥ボチャ奥ボチャ奥ボチャ奥チャチャボチャ奥ボチャ奥ボチャ奥ボチャ奥ボチャ奥 レ会津カレ会津カレ会津カレ会津カレレレレレレ会津カレ会津カレ会津カレ会津カレ会津カレーーーーーーカボチャ奥会津カレカレカレー

￥5￥5￥5￥5￥5￥5￥5￥￥￥￥￥ 40404040404040（税込）（税込）（税込）（税込）））￥540（税込）

で
使

食堂（こぶし館）では町特産のアザ
キ大根を薬味としたそばが人気で
す。「奥会津金山赤カボチャ」を使
用したお土産品もおススメです。

おすすめグルメ

いにしえより、手から手へ受け継が
れてきた、からむしに触れ遠い昔の
記憶が懐かしく蘇る。

■〒968-0215大沼郡昭和村大字佐倉字上ノ原1
■TEL0241-58-1655・FAX0241-58-1680
■9：00～17：00
■駐車場50台（大型5台）
㊡4月から11月　無休
　12月から3月　年末年始及び月・火曜
e-mail／karamusi@vc.ht-net21.ne.jp
URL／http://www.vill.showa.fukushima.jp/sato.stm

からむし織の里しょうわ  織姫交流館かか道の駅　

手打蕎麦セット手手手手手打手打蕎手打蕎手打蕎手打蕎手打蕎手打蕎手手打蕎麦セット ￥1,300（税込）

■TEL0241-
■9：00～17
■駐車場50
㊡4月から1
　12月から
e-mail／kar
URL／http:/蕎麦蕎麦蕎麦麦蕎麦蕎麦蕎麦セットセットセットセットセットセットットトトトセットセットセットセットセットセット蕎麦セット 000000000000￥1￥1￥1￥1￥1￥1￥1￥1￥1￥1￥1￥1￥1￥￥ ,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3000 （税込）（税込）（税込）））￥1,300（税込）

の
いにしえより、手から手へ受け継が
れてきた、からむしに触れ遠い昔の
記憶が懐かしく蘇る。

おすすめグルメ

休憩・お食事・直売所・イベント・お
もてなし・とことんこだわりの道の駅
です。心ゆくまでお楽しみ下さい。

■〒969-5335
　南会津郡下郷町大字南倉沢字木賊844-188
■TEL0241-67-3802・FAX0241-67-3803
■8：00～18：00（12月～3月　8：00～17：00）
■駐車場90台（大型5台）身障1台
■㊡12/31と1/1

しもごうし道の駅　

会津地鶏親子丼会会会会会会津地会津地会津地鶏会津地鶏会津地鶏会会津地鶏会津地鶏会津地鶏会津地鶏親子丼 ￥850（税込）

■〒969-53
　南会津郡
■TEL0241-
■8：00～18
■駐車場90
■㊡12/31と鶏鶏鶏鶏鶏鶏親子丼親子丼子丼子丼子丼丼丼親子丼親子丼親子丼親子丼鶏親子丼 00000000￥8￥8￥8￥8￥8￥8￥￥￥￥￥ 5555 （税込）（税込）（税込））））￥850（税込）

駅
休憩 お食事 直売所 イベント お
もてなし・とことんこだわりの道の駅
です。心ゆくまでお楽しみ下さい。

おすすめグルメ

道の駅たじまでは、山菜、そば、会
津木綿など町の特産品を販売。国
道沿いで、おみやげ選びにも便利
です。

■〒967-0014
　南会津郡南会津町糸沢男鹿沼原3242-6
■TEL0241-66-3333・FAX0241-66-3335
■7：00～19：00（12月～3月　7：00～18：00）
■駐車場40台（大型10台）
㊡無休

たじまた道の駅　

南会津産アスパラパスタ・うどん南南南南南南南南南南南会津産アスパラパスタ・うどん

各￥1,030（税込）

〒967-00
南会津郡
EL0241-
：00～19
駐車場40
無休

■〒
　南
■TE
■7：
■駐
㊡無

南会津会南会津産南会津産南会津産南会津産南会津産南会津産アスパラアスパラアスパラアスパラアスパラアスパアスパラアスパラアスパラアスパラアスパラアス パスタ・パスタ・パスタ・パスタ・パスタ・パスタ・パスタ・パスタ・パスタ・パスタ・パスタ・パスタ・パスタ うどんうどんうどんうどんうどんうどんうどんうどんんんんんんんんんうどんうどんうどん南会津産アスパラパスタ・パスタ・パスタスタスタ うどんうどんどんどんどんどん

各各各各各各各各￥1￥1￥1￥1￥1￥1￥1￥1￥1￥1￥1￥￥￥ 0,0,0,0,0,0,0,03030303030030（税込）（税込）（税込）））各￥1,030（税込）

国
利

道の駅たじまでは、山菜、そば、会
津木綿など町の特産品を販売。国
道沿いで、おみやげ選びにも便利
です。

おすすめグルメ

渓流を望む露天風呂をはじめ、大
浴場、サウナなど一日を通して楽し
める温泉施設を備えております。

■〒967-0611南会津郡南会津町山口字橋尻１
■TEL0241-71-1289・FAX0241-71-1290
■10：00～20：00
食堂11：00～19：00（火曜日は14：00）
売店10：00～20：00（火曜日は17：00）
■駐車場54台（大型4台）㊡温泉は火曜日

きらら289きき道の駅　

トマトラーメントマトラーメン￥780（税込）

■〒967-06
■TEL0241-
■10：00～2
食堂11：00～
売店10：00～
■駐車場54

トマトトマトトマトトマトトマトトマトトマトトマトトマトトマトマトトマトマトト ラーメラーメラーメラーメラーメラーメラーメーーーラーメラーメラーメラーメラーメラーメラーメンンンンンンンンンンンンンンンンントマトラーメンン￥7￥7￥7￥7￥7￥7￥7￥￥￥￥￥ 8080808080080 込）））））込）（税込（税込（税込（￥780（税込）

し
渓流を望む露天風呂をはじめ、大
浴場、サウナなど一日を通して楽
める温泉施設を備えております。

おすすめグルメ

国道352号尾瀬街道の入口に位置
してます。地元の舘岩そばと行者に
んにく入り餃子が味わえます。

■〒967-0324南会津郡南会津町番屋4
■TEL0241-78-2785・FAX0241-78-2785
■8：00～17：00（食堂9：00～16：00）
■駐車場21台（大型3台）
㊡無休（冬期間は不定休）

番屋番番道の駅　

天ざるそばセット
（天ぷら・番屋揚げ・小鉢付）
天ざるそばセット
（天ぷら・番屋揚げ・小鉢付）￥1,550（税込）￥1,550（税込）
天ざるうどんセット
（天ぷら・番屋揚げ・小鉢付）

天ざ天ざ天ざる天ざる天ざる天ざる天ざる天ざる天ざる天ざる
（天ぷら・（天ぷら・（天ぷら・（天ぷら・（天ぷら・（天ぷら（天ぷら（天ぷら・（天ぷら・（天ぷら（天ぷら（天ぷらら

天天ざ天ざる天ざる天ざる天ざる天ざる天ざる天ざる
（天ぷら（天ぷら（天ぷら（天ぷら（天ぷら（天ぷら（天ぷら（天ぷら
天ざるうどんセット
（天ぷら・番屋揚げ・小鉢付）￥1,440（税込）

■〒967-03
■TEL0241-
■8：00～17
■駐車場21
㊡無休（冬期

000000000000（税込）（税込）（税込）））（税込）（
るそるそるそるそるそるそ セットばセットばセットセットセットセ トセ トトトばセットばセットばセットばセットばセットばセットるそばセット
・番・番番番番屋揚げ・小鉢屋揚げ・小鉢屋揚げ・小鉢屋揚げ 小鉢げ 小鉢げ 小鉢げ 小げ 小げ 付）付）付）付）付））））・番・番番番番屋揚げ・小鉢屋揚げ・小鉢屋揚げ 小屋揚げ 小屋揚揚揚 付）付）付）付）付 000000000￥1￥1￥1￥1￥1￥1￥1￥1￥1￥1￥￥ 5,5,5,5,5,5505050￥1￥1￥1￥1,5,5,5,5,550505050500
ううるうるうるうるうるうるうどんセッどんセッどんセッどんセッんセんセんセんセんセんセどんセッどんセッどんセッどんセッどんセットトトトトトトトトトトトトトトトるうどんセット
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に
国道352号尾瀬街道の入口に位置
してます。地元の舘岩そばと行者に
んにく入り餃子が味わえます。

おすすめグルメ

喜多方ラーメンバーガーなどオリジ
ナルメニューいっぱいのレストラ
ン、蔵の湯など自然溢れる道の駅で
す。

■〒966-0901
　喜多方市松山町鳥見山字三町歩5598－1
■TEL0241-21-1139・FAX0241-21-1157
■ふるさと亭　10:00～18:00（夏季10:00～19:00）、
　蔵の湯　10:00～21:00（最終入館 20:00）
　大人350円、小人300円
17：00～21：00 大人150円、小人100円
■駐車場226台（大型5台）
㊡ふるさと亭 12/31、1/1
蔵の湯　毎月第１水曜日、12/31
e-mail／info@furusatosinkou.co.jp
URL／http://www.furusatosinkou.co.jp

喜多の郷喜喜道の駅　

ラーメンバーガーラーメンラーメンラーメンラーメンラーメンラーメンラーメラーメーメーーラーメンラーメンラーメンラーメンラーメンラーメンババババババババババラーメンバーガー ￥350（税込）

　大人350円
17：00～21
■駐車場22
㊡ふるさと亭
蔵の湯　毎
e-mail／inf
URL／http:/バーガーバーガーバーガーバーガーバーガーバーガーバーガーバーガーーガーーガーーガーーガーーガーーバーガーバーガーバーガーバーガバーガー 00000000￥3￥3￥3￥3￥￥￥￥￥￥￥￥ 50505050（税込）（税込）（税込）））￥350（税込）

ラ
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喜多方ラ メンバ ガ などオリジ
ナルメニューいっぱいのレストラ
ン、蔵の湯など自然溢れる道の駅で
す。

おすすめグルメ

会津の西玄関口「よりっせ」は薬膳
料理「レストラン櫟」や、友好都市
「宮古島コ―ナ―」などがあります。

■〒969-4406耶麻郡西会津町野沢字下條乙1969-26
■TEL0241-48-1512・FAX0241-48-1513
■9：00～19：00
■駐車場86台（大型9台）　　　㊡年末年始

にしあいづにににに道の駅　

車麩（中）車麩（中）￥495（税込）

■〒969-44
■TEL0241-
■9：00～19
■駐車場86

車車車車麩（中車麩（中車麩（中車麩（中車麩（中車麩（中車麩（中）））））））））車麩（中））））￥4￥4￥4￥4￥4￥4￥4￥4￥4￥4￥49595595 込）込）））込）（税込（税込（税込（￥495（税込）

市
。

0）、

会津の西玄関口「よりっせ」は薬膳

、

料理「レストラン櫟」や、友好都市
「宮古島コ―ナ―」などがあります。

おすすめグルメ

会津エリア
道の駅情報
information

おすすめグルメ

平成27年10月～11月

南会津は朝晩の寒暖の差が激しいことから美味し
いそばができると言われています。南会津のそば
打ち名人が集い、香り豊かな新そばを提供します。

日時：10月11日（日）・12日（月）
場所：南会津町御蔵入交流館

■南会津新そばまつり

【お問合せ】南会津町観光物産協会 ☎0241-62-3000

南会津町

只見町や奥会津の新そば、郷土料理などの数々。味
付マトンケバブ、そばやきもちなどの名物料理な
ど、うまいもんがせいぞろいします。

日時：10月10日（土）・11日（日）
場所：JR只見駅前広場

■奥会津只見うまいもんまつり

【お問合せ】只見町商工会 ☎0241-82-2380

只見町

米どころ湯川村の新米の試食や稲刈り体験のほ
か、新米が当たる抽選会やアトラクションなど楽
しさ盛りだくさんです。

日時：10月11日（日）
場所：道の駅あいづ湯川・会津坂下

■湯川村新米祭

【お問合せ】実行委員会 ☎0241-27-8840

湯川村

猪苗代産のそば粉を使った新そばまつり。そば打
ち名人の手打ち実演。特産品の販売なども開催さ
れます。

日時：11月7日（土）・8日（日）
場所：猪苗代町総合体育館カメリーナー

■猪苗代新そば祭り

【お問合せ】猪苗代町新そば祭り実行委員会 ☎0242-62-2116

猪苗代町

会津坂下町産そば粉100％を使用した香りゆたか
な新そばです。そば食べ放題、日本酒・ウーロン茶
飲み放題。

日時：11月14日（土）・15（日）
場所：会津坂下町農村環境改善センター

■ばんげいにしえ街道新そばまつり

【お問合せ】会津坂下町観光物産協会 ☎0242-83-2111

奥会津坂下町

挽きたて、打ちたて、茹でたての3たてにこだわっ
た新そばを召し上がれます。

日時：11月8日（日）
場所：やないづふれあい館

■会津やないづ新そばまつり

【お問合せ】柳津町商工会 ☎0241-42-2552

柳津町

新そばの早喰い、釣りゲーム等のイベントや奥会
津の秋のごっつお（ご馳走）が集結し、食欲の秋を
満喫できるおまつりです。

日時：10月24日（土）・25日（日）
場所：金山町民体育館

■奥会津ごっつおまつり

【お問合せ】金山町役場産業課 ☎0241-54-5327

金山町

矢ノ原高原でとれたそば粉を使った手打ちそば、
新米、キノコなど真っ赤な紅葉を見ながらお楽し
み下さい。

日時：10月25日（日）
場所：昭和村からむし織の里

■昭和村秋味まつり

【お問合せ】実行委員会（昭和村商工会内） ☎0241-57-3100

昭和村
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