
 



おやつ処一覧【２００７年版】 
 

 

●剣が峯エリア    市外局番０２４１ 
no 施設名 

電話 
提供曜日 提供時間 提供期間 メニュー 備考 

１ リストランテイルレガーロ 
37-1855 

毎日営業

火曜定休 
11:30-20:00 
 

通年 ガトーショコラ・りんごとホワイトチョコのムー

ス・ティラミス・カプチーノ・こけももジュース 
テラスにてペットＯＫ 

２ モントレー 
32-2623 

毎日営業

水曜定休 
9:00-17:00 通年 チーズケーキ、こけももシャーベット・飲み物 レストラン営業 老舗の味にはくつろぎも・・・ 

３ Café&漆器ギャラリー 
32-2831 

毎日営業 9:00-17:00 通年 抹茶（菓子付）、ところてん、抹茶くずきり 漆器ギャラリー併設 

４ しらかばペンション 
32-2746 

日曜のみ 11:30-14:30 7～１１月 トマトとお豆のカレー（サラダ・飲み物付き）   身体に優しいトマトとお豆だけのカレーです。ルーから

香辛料までこだわってみました。 
５  Un Café（アンカフェ） 

32-2658 
毎日営業 11:00-21:00 通年 コーヒー・紅茶 ケーキ B&B シェイシダ営業・スープランチ、カレーランチ他 

ペットok 休業日http://un-café.jp/ 記載 
６ 白とナチュラルのティーガ

ーデン      32-2855 
日曜のみ 11:00-1６:３0 ５中旬～ 

１１月 
コーヒー・紅茶・ハーブティ、 自家製スイーツ 基本的にガーデンのみのＣＡＦＥ 

ワンちゃんＯＫです。 
７ カフェ・「クララ」 

32-2008 
土曜・日曜

のみ 
12:00-15:00 ５～１１月 ミルクティー・野草茶・季節の手作りおやつ

（田舎ぜんざい・クレープなど） 
ペンションハイジ営業・鉄道模型のレイアウト有り。 
要予約にて昼食ご用意いたします。 

８ ドナルドペンション 
32-2926 

日曜のみ 11:30-15:00 
 

5 中旬～
１0月 

自家製ピロシキ、グリブイ（クリームソースの

つぼ焼き）          
テラスはペット OK 

９ ＢＥＲＲＹＳ ＣＡＦＥ（ベリ

ーズカフェ） 
080-5222-8527 

毎日営業

木曜定休   

10:30-1７:00 ４～１２月

中旬 
アイスクリーム 10種・ ホットドッグ４種 
日替わりケーキセット・エスプレッソ 
・カフェラッテ 

ＴＶでも紹介された手作りホットドッグとアイスが人気

のカフェ あらびきソーセージと自家製オリジナルパン

はボリュームも満点。イタリア「イリーブランド」の本格

エスプレッソも味わえる。テラス席ペットＯＫ 
10 橅屋 

32-2783 
火曜定休 11:00-15:00 通年 コーヒー・ケーキ・生ビール 

 
お食事できます（エゴマ豚を使ったメニュー）・裏磐梯

や自然に関する本があり、道案内や観光の相談 OK 
11 

 

松原キャンプ場 
32-2247 
32-2929 

毎日営業 
 
 

11:00-15:00 
 
 

5～10 月
中旬 

ジュース・ビール・ 
＊但し夏団体の利用がある場合利用できな

い場合があります。 

桧原湖畔遊歩道にあり、トレッキングの一休みに湖を

望むオープンテラスでのひと時は最高です。 
予約にてバーベキューできます。 

 

http://un-cafe.jp/


●曾原エリア     市外局番０２４１ 
no 施設名 

電話 
提供曜日 提供時間 提供期間     メニュー         備考 

12 民宿あやめ荘 
32-2805 

月曜のみ 11:00-16:00 
 

7中～9月 
10～12月 

・むしパン なめこ汁 じゅんさい 
・むしパン時にはおやき なめこ汁 季節の

野菜 

裏の畑は愛情いっぱいの季節の野菜が実り、じゅんさ

い沼で採れるじゅんさいは裏磐梯ならではの逸品です。 

13 ペンション 歩野慕野 
32-2880 

土曜日 
日曜日    

11:00-14:00 5～10月 本格 石窯焼きピザ 体験 生地作り、石窯の火入れ等準備がありますので前日夕

刻までの要予約にてお願いします。4名様以上 
14 パン工房ささき亭 

32-2824 
月曜定休 
第 3月火 

8:00-6:00 通年 焼きたてパン各種・ドリンク類 パンが売り切れ次第終了 

15 ペンションもみの季 
32-2266 

日曜日   11:30-14:30 
 

4月半― 
12月上旬 

ドリンク類・手作りデザート 要予約にて昼食できます。外のテラスはペット OK 
要予約にてフットケアマッサージできます。 

16 おやど風来坊 
32-3077 

土曜・日曜

のみ    
10:00-15:00 5～11月 自家製イワナ・ヤマメの燻製・エビス生ビール 

珈琲 
燻製お持ち帰り出来ます。おみやげにいかがでしょうか 

●狐鷹森エリア 

17 ヒロのお菓子屋さん 
32-2730 

月・木 ・金

土・日曜日  
11:00-16:00 通年 花豆もんぶらん・各種ケーキ・珈琲 

パティシエの作る本格洋菓子 
ペンションヒロ営業 
森の木洩れ日テラス席あります。 

18 ペンションとも 
32-2722 

土曜・日曜

のみ 
11:00-15:00 5～１０月 各種飲み物・アイスクリーム・シフォンケーキ 外のテラスはカワセミなど野鳥観察もできる。植物のお

話などいかがですか。裏磐梯の花々のアルバムあり。 
19 ペンションホンネで勝負 

32-2286 
不定休 11:00-14:00 5～10月 コーヒー・紅茶・ソフトドリンク・生ビール・簡単

なおつまみ 
要予約にてランチは可能です。テラス席はペットも OK 

20 ペンションそら 
37-1840              

土曜のみ  
  

13:00-16:00 5～11月 ケーキ・コーヒー・ソフトドリンク・ビール類    外のテラスはペット OK。風景写真ミニギャラリーあり。 
撮影ガイド案内できます。 

21 ペンションこめら 
32-3186 

平日 
（月～金） 

11:00-15:00 
 

７～１０月

（除 8月 
お茶・コーヒー・紅茶・マスカットジュース 
11・14・.25）要予約にて昼食できます。 

和陶器のギャラリーあります。こめらオリジナル陶器各

種おみやげにどうぞ。２階の眺めの良いダイニングで。 
22 ペンションハーティ 

32-2090 
金日曜日

土曜日 
11:00-15:00 
11:00-14:00 

５～１０月 自家製酵母の天然酵母パン（サンドイｔッチ） 
ドリンク類 

雑貨の販売あり。雑貨のみでもお気軽にお立ち寄り下

さい。四季折々の花のあるオープンガーデンあります。 
23 農園レストラン 

32-2145 
水曜定休 10:00-16:00 

 
冬季休業 ケーキセット・アイスクリーム・ハイジのえくぼ

（白パンにチキンをはさんだバーガータイプ） 
有機無農薬野菜・無添加国産小麦粉使用パン・国産牛

豚鶏肉・有機卵を使った食事。テラスはペット OK 
24 ハ－ブスペース バン

ディア   ３２－２８２９ 
木曜定休

（但ＧＷ７ 
9:00-17:00 
8月は無休） 

通年 ハーブティ・オーガニックコーヒー、ジェラート

（ブルーベリー）、焼きたてパン 
４月半～１０月はランチメニューあります。ガーデンテラ

スはペット OK。ハーブクラフト教室を開いています。 
25 リゾートペンション藍 

32-2052 
金日曜日 11:00-14:00 5～10月 飲み物・シャーベット・オリジナルパスタ 藍染体験できます。（予約でお願いします。） 



26 休暇村裏磐梯 
32-2421 

毎日営業 7:00-17:00 
 

通年 ハーブティ・磐梯山麓牛乳・あいづりんごジュ

ース・ホットケーキ・りんごパイ 
１２：００－１３：００ランチあり。冬季に不定期休館日あり 

27 裏磐梯サイトステーショ
ン    32-2411 

水曜休館 9:00-17:00 
冬は 16:00 

通年 コーヒー・花豆もんぶらん 
 

車椅子 OK・レンタルもあります。トイレはチップ制です。 

28 森のレストラン 
AKABEKO 32-2151 

毎日営業 11:00-15:00 4～11月 ランチ・スウィーツ                  貸し別荘 AKABEKO 営業。夏季はペット同伴のテラス
席あります。                            

●五色沼エリア    
29 諸橋近代美術館 

37-1088 
毎日営業 9:30-17:30 ４～11月 ケーキセット・各種飲み物・ソフトクリーム（別

館土日のみ） 
本館喫茶室のみの利用もできます。 

30 裏磐梯ロイヤルホテル 
32-3111 

毎日営業 9:00-21:00 
 

通年 抹茶セット（抹茶・ささげまんじゅう。じゅんさ

い）・ハーブティ・各種飲み物・ケーキ 
ティーラウンジ・レークサイドにて提供。 

31 幸屋食堂 
050-7513-7730 

毎日営業 11:00-24:00 
 

通年 ラーメン・ギョーザ・しゅうまい・おつまみ・ 
各種飲み物 

全席ペット OKただししつけができていること。 
おやつ以外でもちょっとお腹のすいた時利用してみて。 

32 ふるさと宿 
37-1433 

水曜日 13:00-15:00 7月 20日
～10月 

黒豆寒天・黒豆ところてん・（お茶付き） 磐梯山を見ながら、ゆっくりくつろいでください。予約で

古布や会津木綿の手作りのアクセサリー教えます。 
33 ホテルグランデコ 

32-3200 
毎日営業 10:00-17:00 

 
通年 各種飲み物・ケーキ DECOLUNCHお昼営業・11:30-13:30 

ゴンドラ駅ブナブナ飲み物・軽食あり 

●その他エリア 
34 桧原歴史館 

34-2200 
火曜休館 9:00-17:00 通年 やせうまセット（やせうま・小付・薬膳茶） 資料館併設のお食事どころ。眺望は最高です。 

35 ほっとギャラリー 
こらんしょ 32-3261 

毎日営業

月曜定休 
10:00-16:00 
 

４月末～

11月半 
花豆もんぶらん・各種ケーキ・焼き菓子・ 
コーヒー・紅茶・カフェオーレ・ソフトドリンク 

写真ギャラリー（黒原範雄・他の作品） 

36 磐梯桧原湖畔ホテル 
33-2341 

毎日営業 10:00-17:00 通年 コーヒー・紅茶 雄子沢からみる静かな桧原湖のただずまい。ゆくっりし

た時間が流れます。 
37 裏磐梯高原ホテル 

32-2211 
毎日営業 7:00-21:00 通年 各種飲み物・ケーキ レストランにてランチ営業（11:30-14:00） 

 
38 裏磐梯猫魔ホテル 

37-1111 
毎日営業 10:00-17:00 

 
通年 各種飲み物・パティシエ特製ケーキ・えごま

豚手作りソーセージ 
ランチメニューは 11:30-14:30まで 

39 磐梯サブレ製菓 
32-2638 

毎日営業 9:00-17:00 通年 磐梯サブレ・磐梯シューサブレ・各種飲み物 サブレ生地で作ったシュークリームは新しいテイスト 
お持ち帰りできます。 

●オープンガーデン 丹精込めて作っております。ルールを守ってご覧下さい。 

40 カーティスクリーク 
32-3478 

予約にて 
 

13:00-15:00 
 

6月 
 

イングリッシュローズガーデン 
 

必ず予約してください。 
 



 


