
2022磐梯エリア　アクティビティクーポン利用施設一覧 クーポン→アクティビティクーポン 　

エリア アクティビティ名 内容
最少 
催行 
人数

定員
料金（税込） クーポン 

利用

時間
場所

期間
カテゴリ 該当年齢 予約有無 備考

大人 子供 所要時間 開始 終了

中ノ沢温泉

エクストリーム温泉ガイドツアー

レモンにも匹敵する2.1pHの効能から薬湯とも評され、単一の源泉としては日本一の
湧出量を誇る「沼尻温泉」。その源泉である沼尻元湯は険しい道の先にあり、気軽に
立入れる場所ではありません。 
しかしその景色は幻想的で壮大。エクストリーム温泉はその道のりと大自然の中で
入る高品質の温泉を楽しめる全く新しい温泉体験です。 
さらに泉質と運動による身体的な健康に加え、森林の景色や幻想的な風景による心
の健康への効果も期待できます。 
エクストリーム体験は専門のガイドにより案内いたしますので、険しいながら安全に
ご案内いたします。全国的にも珍しい温泉体験をぜひ体感ください！

1 8

2名グループ 
お一人様12,650円 
（3名G　9,350円 
4名G 8,800円 

5名G 8,250円～）

〇
往復約3時間 

①9:00発～12：00 
②13：00発～16：00

nowhere 
(沼尻高原ロッ

ジ隣り)
5月上旬 11月初旬 大人

小学生 
以上

要予約 
（3日前） 
TEL : 

0242-93-7081

※参加条件 
・体力に自信のある方(登山になります)。 
・ツアーガイドの指示に従って頂きます。 
・未就学のお子様はご遠慮願います。 

※取消料 
当日100%　前日50% 

　※悪天候等によるによるキャンセルについては
無料 

※その他詳細はHPをご確認ください。 
https://www.numajiri-lodge.com/nowhere/12/

CAFE

“しあわせと笑顔をもたらす、こころとからだの栄養源”をコンセプト 

30種類以上の具材・スパイスを使用した辛口の”沼尻温泉カレー”、nowhereのベーカーが
焼き上げたパンを使用した 
オリジナルのジビエドッグ等こだわりのランチとともに、厳選した深煎り豆を使用した 
オリジナルブレンドコーヒー、自家製のレモネードやジンジャーエールなど 
ここでしか味わえないメニューをご用意致しております。

- -

・nowhereチーズケーキ 
・ジビエドック 

・ローストビーフサンド 
・オリジナルブレンドコーヒー 

・紅茶 
・自家製ドリンク 

(レモネード・ジンジャエール) 
etc

〇
営業時間／10:00〜16:00 
営業日／土日祝日 

※詳しくはSNSをご確認ください。

nowhere 
(沼尻高原ロッ

ジ隣り)
通年 大人 - 不要

nowhere SAUNA

沼尻でトトノウ始めました。 
沼尻スキー場を背に磐梯山を眺め絶好のロケーションの中でプライベート感満載のテント
サウナを体験。 
個人・グループでの貸し切りサウナになるのでお好みのタイミングでロウリュウも可能 
一度、沼尻で整ってみてはいかがですか 

※料金に含むもの 
サウナ・薪5kg・水風呂・ロウリュウセット・インフィニティチェア・タープ

1 4

・1名利用　4,400円 
・2名利用　3,300円 
・3名利用　3,300円 
・4名利用　2,970円

〇

2時間制　(事前予約制/当日空き
があればご利用可) 

①10:00～12:00 
②13:30～15:30

nowhere 
(沼尻高原ロッ

ジ隣り)
5月上旬 11月初旬 家族

小学生 
以上

要予約 
（3日前） 
TEL : 

0242-93-7081

※ご利用方法 
　・サウナ内外は水着やTシャツ類の着用必須 

　・カフェ利用の際はタオルポンチョ等着用にてお
願い致します。 

　・ロウリュウは一気に大量の水を掛けると危険
ですので少量ずつおすすめします 

　・グループ単位(個人利用可)での貸し出しにな
りますので自分の好きな温度に調整可能 

※その他詳細はHPをご確認ください。 
https://www.numajiri-lodge.com/nowhere/238/

ツリーハウスDAYキャンプ

owhereから車で5分の森に佇むツリーハウス。 
つり橋を渡りツリーハウスに到着したら、雄大な猪苗代の自然を体験する癒しの時間の始
まりです。 
ツリーハウスでの時間を満喫した後は、源泉かけ流しの沼尻温泉に浸かって心も体もリラ
ックス。 
DAYキャンプの前後はcafe&activity nowhereでアクティビティを楽しんだり、こだわりのコー
ヒーと共にのんびりとお過ごしください。

1 4 3,850円/人 〇

2部制 
①10:00チェックイン／14:00チェッ
クアウト／14:00-15:00温泉入浴 
②15:00チェックイン／19:00チェッ
クアウト／19:00-20:00温泉入浴

nowhere 
(沼尻高原ロッ

ジ隣り)
5月上旬 11月初旬 家族

小学生 
以上

要予約 
（3日前） 
TEL : 

0242-93-7081

※ご利用方法 
・ツリーハウスは約6畳です.。寝具等はありませ
ん．シュラフやマットをお持ちください。エリア内に

テントは2張りまで可能です 

【設備】 
・ファイヤーピッド2つ(レンガ※固定、鉄製※移動
可)、AC電源（ハウス内、デッキ、炊事場付近） 
、炊事場、テーブルと椅子、簡易トイレ（屋外） 

、小型冷温庫（ハウス内、500mlのペットボトルが
20本入ります）・ホットカーペット（ハウス内） 

※その他詳細はHPをご確認ください。 
https://www.numajiri-lodge.com/nowhere/305/

e-bike(電動アシスト付きマウンテンバイク)

ロードバイクでアスファルト路面を滑走　ママチャリで運動不足解消　も良いけれど 
たまには自然の道を走ってみたい!　もっと体を動かしたい!　という方必見!!! 

e-bike(E-MTB)で山遊びに挑戦してみてはいかがでしょう。 
電動アシスト機能で坂道も余裕の疲れ知らず。 

安達太良山登山目指してLet’s Challenge! 

e-bike(E-MTB)車種 ; GIANT　FATHOM E+ PRO (ファゾム イープラス プロ) 
　　　※車両台数に制限あり[S x3台][M x3台] 

　　　※適応身長…S(155～175cm)、M(170～190cm) 
　　　※他装備品…ドリンクホルダー、LEDライト

1 6

レンタル時間 
レンタル料金(1台) 

1時間　1,650円税込 
2時間　2,750円税込 
3時間　3,300円税込 

延長(30分)　880円税込 
※要事前連絡

〇

・安達太良登山道入口(沼尻側登
山道駐車場)まで往路約20分　復

路約10分 

・達沢不動滝まで往路約25分　
復路約40分 

　 
中ノ沢温泉街まで約10分

nowhere 
(沼尻高原ロッ

ジ隣り)
5月上旬 11月初旬 大人

小学生 
以上

不要 
※台数限定

※注意: 時間を過ぎても連絡がない場合は特別延長
料金にて頂きます(30分1,100円税込) 

※ご利用の際はヘルメット着用が必須になります。
(レンタル有り/持ち込み可) 

■ヘルメットレンタル料金　3時間　550円税込 
※その他詳細はHPをご確認ください。 

https://www.numajiri-lodge.com/nowhere/230/

猪苗代・表磐梯

空中散歩と猪苗代湖の眺望 
※猪苗代スキー場絶景リフト利用

リフトで楽々涼しい山へ！ワクワク、ドキドキの空中散歩と、磐梯山からの眺望を楽
しめる。標高1,100ｍからの猪苗代湖は絶景。 - -

1回800円　最
上部まではリフ
ト2回乗車。下り
利用の場合は
倍。

小学生1回600円 
未就学児（4歳
～）300円。 
最上部までは2
回乗車。 
※下り利用の場
合は倍

〇

1～2時間

猪苗代スキー
場　中央ゲレン
デ　はやま第1
リフト及びはや

ま第6リフト

7/16/22 10/30/22 家族 4歳以上 不要

はやま第1リフト7：30から14：30 
はやま第6リフト7：30から14：10 

※悪天候等により営業の中止及び営業時間が
変更になる場合がございます。無料駐車場有。

磐梯山登山（猪苗代登山口） 
※猪苗代スキー場絶景リフト利用

夏季リフトを利用する事により、標高1,100mまで約20分、リフト降り場から山頂まで約
2時間で山頂まで登山をお楽しみ頂く事ができますので、登山初心者の方にもオスス

メです。
- -

リフト乗継ぎ（2
回乗車） 
1600円 
※下り利用の
場合は倍

リフト乗継ぎ（2回
乗車） 
小学生1,200円 
未就学児（4歳
～）600円 
※下り利用の場
合は倍

往復約4～5時間

猪苗代スキー
場　中央ゲレン
デ　はやま第1
リフト及びはや

ま第6リフト

7/16/22 10/30/22 家族 4歳以上 不要

はやま第1リフト7：30から14：30 
はやま第6リフト7：30から14：10 

※悪天候等により営業の中止及び営業時間が
変更になる場合がございます。マイカーでも電車
でも、磐梯山の他の登山口に比べてアクセスが
良く、駐車可能台数も2,000台まで駐車可能で

す。

手ぶらで楽々！絶景バーベキュー

絶景の猪苗代湖・磐梯山を臨みながら、手ぶらバーベキュー(BBQ)をお楽しみ頂け
ます！設置済みタープ、チェア、テーブル、BBQグリル他、バーベキューに必要な備
品が全て込み込み！《焼くだけ食材（事前予約・有料）》 or 〈持込バーベーキュー〉お
好みのスタイルで、絶景BBQがお楽しみ頂けます！開放的、屋外レジャー空間だか
ら密にならずにバーベキュー(BBQ)!猪苗代スキー場ならでは絶景が臨めるデイキャ

ンプ場です！

2

1サイ
ト 

8名ま
で

大人1人 
2,500円

小学生1名 
1,500円 
未就学児 

（小学生未満～4
歳迄） 

1名500円

△ 
クーポン利用の場
合は、当日空席確
認・現地払い 

※事前予約はクレジ
ット決済となる為ク
ーポンの利用は出
来ません。

昼の部：10時～15時（5時間） 
夜の部：16:30～20:30（4時間）

THE GELANDE 
BBQ 

iNAWASHiRO 
（猪苗代スキー
場[中央×ミネ

ロ]）

7/16/22 10/31/22 家族 -

要予約 
TEL : 

0242-62-5100　
（8:00～18:30）

天候不良時は屋内施設をご利用して頂く場合があり
ます。（ミネロセンターハウス） 

原則として天候不良によるキャンセルはお受けでき
ません。（ご予約日の３日前より、キャンセル料金が
発生いたします。）バーベキュー(BBQ)機材は、当ス
キー場でお貸し出しする機材のみ利用可能とし、機

材の持込は禁止とさせていただきます。 
※その他、猪苗代スキー場HPを確認ください。 

https://inawashiro-bbq.com/

北塩原・裏磐梯

神秘の五色沼ガイドウォーク 
～木漏れ日を感じる高原散策～

裏磐梯の代名詞、そして凛とした美しさを併せ持つ表情豊かな五色沼を丁寧な解説
によるナビゲート。野生動物たちの気配や野鳥の声に耳を傾けながら歩くとそこには

美しい五色沼が見えてきます。 
明治21年の磐梯山の大噴火で形成された五色沼のダイナミズムを感じよう。 
噴火後に荒れ果てたこの土地を人々の手で植林、復興した五色沼エリア。 

その後、約100年と言う期間に大復活を遂げた裏磐梯の歴史の流れを感じて下さ
い。 

どなたでも参加できるお手軽プランです。

1 25 中学生以上　2,800円 
※ガイド料・税・傷害保険込み 〇

4月中旬～7月22日 
8月31日～12月上旬 
午後の部（14:15～16:00） 

夏休み期間 
（7月23日～8月30日） 

午前の部(8:45～10:30	

ナチュラルビズ 
裏磐梯アクティ
ビティステーシ

ョン

4月中旬 12月上旬 大人

小学生以
上 

※午後の
部は幼稚
園児から
OK

要予約 
TEL:090-7798
-1184 

※前日20時ま
で受付（空き

があれば当日
可）

・雨天時でも楽しめます 
・集合時間に遅れるとご参加いただけない場合

がございます 

※その他、詳細はHPを確認ください。 
http://natural-biz.info/activity/green-act/

gosikinuma/

小野川湖スプラッシュカヌー 
～しぶきを浴びて楽しもう♪～

格別の美しさを持つ裏磐梯の小野川湖。最新モデルのカヤックやパドルを使用し、
気持ち良く快適に上達へ誘ってくれます。ワカサギが回遊するスタート地点の入り江

は風も少なく初心者には安心のフィールド。 

沖に漕ぎだせば人工物が一切見えなくなる裏磐梯唯一の湖。また桧原湖の様にモ
ーターボートや遊覧船もなく参加者が安心して楽しむことが出来ます。 

森の木々が作りだす緑のスクリーンを背景に沖へ進めば、声にならない美しく雄大
な景色が広がります。大小の入り江や島々に彩られた景色、岸辺には日本古来の

ハーブ（ハッカ）が自生し秘密の入江では天然のジュンサイが♪

1 25
10歳以上  5,800円 

9歳以下   4,200円※ガイド料・税・
傷害保険込み

〇

【午前の部】 
8:45 集合・受付 

9:00 出発・移動（約5分） 
～11:30 終了・解散 

【午後の部】 
14:00集合・受付 

14:15 出発・移動（約5分） 
～16:45 終了・解散

ナチュラルビズ 
裏磐梯アクティ
ビティステーシ

ョン

4月下旬 10月上旬 家族

小学生以
上 
※未就学
児は保護
者と二人乗
り

要予約 
TEL:090-7798
-1184 
※前日20時ま
で受付（空き
があれば当日
可）

・スカート以外の動きやすく濡れても良い季節に
適した服装でご集合ください。 
・濡れても良い服装と着替えを持参して下さい
（夏場はTシャツとショートパンツなど） 
・ウェア以外に必要なものはすべて無料で使用
可能で手ぶらでOK 
・集合時間に遅れるとご参加頂けない場合がご
ざいます 

※その他、詳細はHPを確認ください。 
http://natural-biz.info/activity/green-act/
kanu2/


