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で掲載希望の方は左記ネットワークへご連絡ください。
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農家民宿①
なかむらさんち

住所：郡山市逢瀬町多田野字本郷102
TEL ：024-957-2712

新鮮な野菜で作った田舎料理を築120年の農
家でお楽しみください。

農家民宿⑦
株式会社 阿部農縁 SHINSEKI

住所：須賀川市和田沓掛49-2
TEL ：0248-75-2382

収穫から調理までを楽しむ体験や季節ごとの収
穫プログラムなどの体験ができます。

農家民宿②
なんだべ村

住所：郡山市逢瀬町多田野字南山田原1-2
TEL ：024-957-2095

石窯で焼く田舎ピザづくり体験では、旬の
野菜を使って生地作りからピザ作りの体験が
できます。

農家民宿⑧
ゲストハウス ナフシャ

住所 ：須賀川市矢沢字八幡山45-24
問合せ：https://nafsha-gh.com

１日１組のセミプライベートのお部屋で須賀
川の里山生活を体験していただけます。

農家民宿③
エル・タパド

住所：郡山市西田町土棚字内出346-1
TEL ：024-972-2325

夕食はホストファミリーと一緒に楽しむこ
とができます。

農家民宿⑨
のうか民宿 みちくさ

住所：田村市船引町船引字中ノ内前43-1
TEL ：0247-73-8020

親戚を迎える様な気持ちでおもてなししてい
ます。

農家民宿④
まかちゃん家

住所：郡山市逢瀬町多田野字西刎土原18
TEL ：024-957-3363

自然が豊かで景色が良く、空気が美味しい
環境でおくつろぎください。また、楽しい農
業体験（野菜の収穫体験等）も出来ます。

農家民宿⑩
民宿 とまとハウス

住所：田村市船引町船引字扇田174
TE L：0247-82-0689,080-8882-2681

田舎でゆっくりマインドフルネス。空気がおい
しくおすすめです。

農家民宿⑤
わたや

住所：郡山市湖南町福良字古町42
TEL ：024-983-2907

手作りとお話が大好きなお母さんが、田舎
料理でお迎えします。

農家民宿⑪
農家民宿 ココ

住所：岩瀬郡天栄村大字牧之内字小丸山80-1
TEL ：0248-82-2786,090-7015-4346

福島県、天栄村が大好きな移住者です。

農家民宿⑥
ぶんぱち

住所：郡山市湖南町福良字中町81
TEL ：024-983-2774

自家栽培野菜と山菜料理をご賞味ください。

民泊
天空のハーモニーメビウスの虹

住所：岩瀬郡天栄村大字上松本字上屋敷28
TEL ：0248-82-3109

妙見山のふもとの天栄村の自然あふれるお宿
です。

民泊
農園 やい子ばあちゃん

住所：石川郡石川町大字南山形字羽貫田141
TEL ：0247-26-4773

築100年の古民家で、農家の暮らしを体験し
てください。

民泊
みんなの家

住所：石川郡古殿町大字田口字石畑135
TEL ：0247-57-5147

築150年の古民家を利用しており、日本の
伝統や文化に触れていただけます。

民泊
里山園芸民泊

住所 ：石川郡石川町大字中田字山田81
問合せ：pieris@ruby.ocn.ne.jp

里山や園芸体験を希望する方にご利用いただ
いています。体験メニューはご相談ください。

民泊
四季の彩里

住所：石川郡古殿町大字大久田字越代139
TEL ：0247-53-3860

標高500ｍの緑豊かな山間にあります。近
くには県指定天然記念物「越代のサクラ」が
あります。

農家民宿⑫
農家民宿 お福来郎

住所：石川郡平田村大字北方字皿目木180
TEL ：0247-54-2501

緑豊かな山々、田園風景に囲まれて、季節ご
との農作業や料理が体験できます。

農家民宿⑮
あぶくま高原 花の里

住所：田村郡小野町大字和名田字戸沢90
TEL ：0247-61-5988

何もない田舎、ちょうど良い田舎でほっと
するひと時を。移住4年目の夫婦と一緒に農
作業体験ができます。

農家民宿⑬
農家民宿 ふる里

住所：石川郡平田村大字蓬田新田字中根８
TEL ：090-4310-2730

季節によって山菜採りや柏餅作りができます。
蓬田岳の麓にあり、ジュピアランドや道の駅ひ
らたが近いです。

農家レストラン①
菜園レストラン エル・タパド

住所：郡山市西田町土棚字内出346-1
TEL ：024-972-2325

店の前の畑で育てた朝採れ野菜で本場のイ
タリア料理をお楽しみください。

農家民宿⑭
農家民宿 春一番

住所：石川郡平田村大字永田字石坪102
TEL ：0247-55-2137

四季折々の野菜収穫や農林業体験ができま
す。平田村のふるさとの原風景を感じてくださ
い。

農家レストラン②
石窯ピザとそば処『うっちゃんの倉庫』

住所：須賀川市吉美根字土橋61-5
TEL ：0248-76-5294

「手打ちそば」や「石窯ピザ」がおすすめ
です。

民泊
福縁の宿

住所：石川郡平田村大字上蓬田字薬師前98-1
TEL :090-1935-5759

マインドセラピストが運営する体験型オーガ
ニックゲストハウスです。

農家レストラン③
穀物菜食レストラン 銀河のほとり

住所：須賀川市滑川字東町327-1
TEL ：0248-73-0331

自然食レストランとしてできるだけ自家製、
安全安心な食材を使用した創作精進料理でお
待ちしてます。

地方協議会（郡山市）

郡山ふるさと田舎体験協議会

事務局：中潟 亮兵
TEL   ：080-3495-2232

地方協議会（須賀川市）

須賀川市グリーン・ツーリズム推進協議会

事務局：須賀川市役所農政課
TEL   ：0248-88-9138

地方協議会（田村市）

田村市グリーン・ツーリズム連絡協議会

事務局:田村市役所観光交流課
TEL   ：0247-81-2136

地方協議会（天栄村）

一般社団法人 天栄村ふるさと夢学校

事務局：一般社団法人 天栄村ふるさと夢学校
TEL   ：0248-94-2232

地方協議会（石川郡）

石川地方グリーン・ツーリズム推進協議会

事務局:福島県県中農林事務所企画部
地域農林企画課

TEL   ：024-935-1510

農家レストラン④
そば茶屋てんえい

住所：岩瀬郡天栄村牧之内女神75
TEL ：0248-82-3888

地元そば粉100％です。
旬の山菜や野菜の天ぷらをお楽しみください。

農家レストラン⑤
農園Cafeやい子ばあちゃん

住所：石川郡石川町大字南山形字羽貫田141
TEL ：0247-26-4773

築100年の古民家で癒やしの時間をお過ごしく

ださい。
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