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三島町役場地域政策課
〒969-7511  福島県大沼郡三島町大字宮下字宮下 350
TEL.0241-48-5533　FAX.0241-48-5544
URL  http://www.town.mishima.fukushima.jp

三島町観光協会
〒969-7511  福島県大沼郡三島町大字宮下字宮下 214-5「からんころん」内
TEL・FAX.0241-48-5000
URL  http://www.mishima-kankou.net　E-mail  mishima@oboe.ocn.ne.jp
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早戸地区西方地区

宮下地区

三島町観光交流舘からんころん
〈開館時間〉9：30～18：30　☎0241-48-5000
　三島町観光協会が運営する観光案内・休憩所です。ほっと一息つき
たいときは、桐炭ろ過コーヒーがおすすめ。特産
品も販売しているほか、毎月第２・４土日曜日に
「からんころん茶屋」を営業し、地元のこだわり蕎
麦と手作り豆腐を味わうことができます。

会津地鶏
が美味しい

！三島町
産

み
お食事処
しまの

奥会津三島町のお食事処１2軒を紹介します。

さぁ、みしまの美味しいものの食べ歩きに出かけましょう。

　お気に入りのお店を見つけたら

　家族に、友達に、教えてあげて

　くださいね。



0241-52-2034
日曜日・祝日
１0：００～１８：００

　お客さんの要望でメニューが
増えていったという会津宮下駅近
くの食堂。おすすめは、商品化もさ
れた焼きそばラーメン。カレーラーメ
ンは、遠方からのリピーター続出。
会津のＢ級グルメ、カレー焼きそば
も味わえるボリューム満点のお店。

0241-52-3242
月曜日
１１：３０～１９：００

　高清水橋のすぐ近くにある
喫茶店。軽食の他ドリンクメ
ニューが充実しています。コー
ヒーは注文を受け、豆を挽いて
からいれてくれます。心地よい
空間の中で、ホッと一息。時間
がたつのを忘れてしまいます。

０２４１-４２-７３５５
水・木曜日
１２：００～１８：３０

　三島町大谷地区産のそば粉を
使用したガレットは、そばの香りが
食欲をそそります。季節によって中
の具材が変わり、四季折々の旬な
味を楽しめます。ドリンクやデザート
メニューもあり、只見川を見ながら
ゆっくりとした時間を過ごせます。

❽双葉食堂 ❾ハシノハシ

11つるのIORIカフェ

0241-52-2364
不定休
10：00～18：00

　昭和４８年創業。奥会津
の伝統食を守り続け、当初か
ら「生そば」と「もち」を売りに、
ドライブインの先駆けとなった
老舗です。つきたてのお餅が
入った名物お餅ラーメンは、
昔からの人気メニュー。

❼ドライブイン 雪国茶屋
食堂・喫茶店

地鶏ならではの

うまみが特徴！

❶道の駅 尾瀬街道みしま宿

0241-48-5677
1/1～1/3
10：00～16：00

　第一只見川橋梁ビューポ
イントのすぐ近くにある道の
駅。親子丼や唐揚げ定食、
カレーなど三島町産地鶏メ
ニューが充実しています。こ
こでしか味わえない真っ黒な
桐炭ソフトは、甘さ控えめの
チョコレート味です。

❹中野屋食堂
　三島町役場前にある、
親子で営む昔ながらの食
堂。ラーメンから丼物まで
定番メニューがそろってい
ます。会津地鶏親子丼
は、会津地鶏の特徴であ
る適度な歯ごたえと旨味
が味わえます。

０２４１-５２-３０１５　 
不定休
１１：００～20：00

❸奥会津のんびり館

0241-42-7008
11：00～１４：００（要予約）

　海外からの観光客も大
勢訪れる旅館。おすすめは、
塩焼きの地鶏が味わえる会
津地鶏焼き定食。塩焼きに
すると脂の甘味、肉の旨味
を引き立て絶品です！宿泊
のお客様には、夕食で会津
地鶏をご用意しています。

0241-52-3324　 水曜日
平日　１１：００～１４：００、１６：００～１９：３０（冬期１
８：３０）土日祝日　１１：００～１９：３０（冬期１８：３０）

❷ログハウスどんぐり

0241-52-2932
月曜日（祭日の月曜日は営業）
１０：００～１４：００（１４：００以降は要予約）

　さわやかな風が吹くナ
ラ林に囲まれたお店で
す。会津地鶏もも肉塩焼
き定食は、会津地鶏の旨
味をいかすシンプルな味
付けに納得の一品。打ち
たてのそばも美味しいお
店です。

イチ
オシ

イチ
オシ

イチ
オシ

つるの湯ラーメン・・・・・・450円
からしみそラーメン・・・700円
いちごシャーベット・・・330円

会津地鶏焼き定食・・・1,200円
もつ煮込み定食・・・・・・・800円
ソースカツ丼・・・・・・・・・・・・・900円

山と畑のめぐみカレー・・・700円
会津地鶏卵かけご飯セット・・・500円
カレーうどん・・・・・・・・・・・・・500円

お餅ラーメン・・・・・・・・・・・・・800円
ソースかつ丼・・・・・・・・・・・・900円
ざるそば・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・900円

焼きそばラーメン・・・・850円
カレーラーメン・・・・・・・・・750円
カレー焼きそば・・・・・・・・900円

会津地鶏親子丼・・・・・・880円
ソースカツ丼・・・・・・・・・・・・・930円
ミニチャーハンセット（ミニチャーハン＋ラーメン）・・・880円

会津地鶏親子丼・・・・・・800円
ソースカツ丼・・・・・・・・・・・・・850円
桐炭ソフト・・・・・・・・・・・・・・・・・・330円

会津地鶏もも肉塩焼き定食・・・1,200円
会津地鶏せいろそば・・・1,000円
会津地鶏むね肉唐揚げ定食・・・800円

イチ
オシ

イチ
オシ

12お食事処つるや
　早戸温泉つるの湯に
隣接し、只見川の風景を
一望できるお店。ラーメン
などの定番メニューの他、
期間限定メニューもあり
ます。

10物産館 なごみ
　道の駅尾瀬街道みしま
宿の隣にあるお店。カレーは
セルフサービスでおかわり自
由。地元野菜を使ったサラ
ダやお惣菜も食べ放題で
す。ヤマブドウのバッグなどの
工芸品も販売しています。イチ

オシ
ガレット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・600円
おむすび定食・・・・・・・・・・・・700円
コーヒー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・380円

イチ
オシ

0241-42-7242 　木曜日
12：00～14：00（月・火・水・金）
11：00～15：00（土・日）

　ラーメンは、あっさりとし
ながらもコクがある塩白
湯味で、そのスープは飲
み干したくなるほど絶品で
す。平日には店頭にお惣
菜が並び、お持ち帰りは
もちろんのこと店内で召し
上がることもできます。

❻SampSon

地鶏の塩白湯ラーメン・・・820円
温泉ラーメン・・・・・・・・・・・・420円
コーヒー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200円

イチ
オシ

トマトチキンカレー（サラダ付）・・・700円
コーヒー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・350円
カフェラテ・・・・・・・・・・・・・・・・・・400円

イチ
オシ

イチ
オシ

イチ
オシ

090-3345-3043
日～水曜日
17：30～22：00

　料理は日替わりメニュー
で、アルコールも種類を取
り揃えています。落ち着い
た雰囲気の中で、お酒が
楽しめる町内で唯一の居
酒屋。金・土曜日限定で営
業しています。

❺ゲストハウスソコカシコ

コース料理
（3,000円～4,000円）
※3日前まで要予約

イチ
オシ

三島町
産

会津地鶏取扱
い店

オシャレなこだわりランチから
B級グルメまで。

三島をぐるっと食べ歩き

080-5188-4310
木曜日（11月中旬～４月下旬は
冬期休業）　 9：30～15：30

料金は令和2年1月15日現在のものです。

会津地鶏すき焼き（写真は2人前です）

みしまの味を
召し上がれ
三島町で飼育されている会津地鶏。

三島町の大自然の中で育った地鶏を是非、
三島町のお食事処でご賞味ください。
そのほかにも、三島町のお食事処の

おすすめをご紹介します。

地元産は
穫りたて、新鮮


