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キャンプエリア詳細



キャンプ場エリア施設概要

場内設備

ウォシュレット式トイレ 給湯 製氷機

売店 炊事棟 AC電源（一部のみ）

洗濯機 簡易温水シャワー BBQレストラン

カヌーレンタル ハンモックレンタル 手漕ぎボートレンタル

お役立ち情報

ペットOK 携帯電話OK 直火以外の焚火OK

団体貸切OK 生ビール販売 ワイン販売

2時間飲み放題プラン 周辺温泉情報 ハンモック

たき火セット（薪＆スタンド） BBQセットレンタル テーブルセットレンタル

BBQ用ステーキ販売 BBQタープレンタル

体験・遊び
アクティビティ

カヌー SUP 水遊び

BBQ ハイキング 温泉巡り

釣り 星空観察 季節の花



キャンプ場施設利用料一覧
品 名 価 格 品 名 価 格

駐車料（乗用車 日帰り～1泊） 1,000円 キャンピングカープラン（電源＆駐車料込み） 3,000円

2泊目以降 1泊追加 1,000円 キャンプサイト基本料 電源なし（フリーサイト） 2,000円

中型車（４ｔ以上＆マイクロバス）日帰り～1泊 2,000円 キャンプサイト基本料 電源あり（区画限定） 3,000円

2泊目以降 1泊追加 2,000円 バイクツーリングプラン テントサイト＆駐車料 1,500円

大型車（定員30名以上バス）日帰り～1泊 2,500円 ソロテント（1名）キャンププラン 1,500円

釣りボート用トレーラー 日帰り 1,000円 タープ設置料 1張り 500円

釣りボート出艇料（2020年度は無料） 500円 宿泊料 中学生以上 1名 1,000円

カヌー＆釣り用フローター出艇料（1艇） 500円 宿泊料 小学生以下 1名 (3歳以下は無料) 500円

バイク駐車料 1日 300円 入場料（日帰り利用・スケッチや写真撮影など） 500円

手漕ぎボートレンタル 2時間 2,000円 ごみ袋４５ℓ（ゴミの処理費込み）分別必須 200円

手漕ぎボートレンタル 1日 3,000円 バスタオル 350円

2人乗りカヌーレンタル 2時間 3,000円 たき火セット 薪＆たき火台 2,000円

2人乗りカヌーレンタル 1日 4,000円 薪1束 1,000円

SUPレンタル 1時間 2,000円 洗濯機 1回 洗剤付き 300円

10人乗りメガSUPレンタル 1時間 8,000円 タープテント（3m×3m） 1泊 1,000円

エレキボートレンタル 1日（17時返却） 5,000円 ハンモックレンタル 1泊 1,000円

チェックイン 13:00～17:00
チェックアウト 11:00
前後の時間延長は 1名 1時間 300円

テーブルセット（最大6名） 2,000円

BBQグリル一式（炭つき） 2,000円

BBQ用ステーキ販売（熟成リブロース450g） 5,000円

BBQ用ソーセージ（450ｇ）販売 2,000円



キャンプ場写真一
覧



裏磐梯ウォーターパークの魅力
1800坪のBBQエリアとウォータエリアで様々な体験ができる日本初の複合的ウォーターリゾート施設。

ファミリーや友人、女子旅などの他に教育旅行や子供会、企業研修のワークショップなどの受け入れが
可能。またWI-FIの使用が可能でSNSの利用、企業間での接待や商談、MICEなどフィールドでのワーク
ショップを組み入れた企業様のご利用も可能な施設です。

【BBQを楽しもう】
 極厚の熟成肉にかぶりつくBBQ。最大で100名が屋根の下での食事が可能（団体様の受け入れ可能）

 レストラングレードのステーキの焼き上がりを楽しめるBBQ専用の高級グリルを導入

 ハートランド生ビールや県内初上陸のイタリア産スパークリングワインなどが飲み放題で楽しめる

 お母さんも安心してお子様に飲ませられるナチュラルロハス飲料『IZZE』は県内でウォーターパークだけ

【水遊びを楽しもう】
 水上に浮かぶ2階建ての水上テラスと2階から滑り降りるビックスライダーに大興奮

 浮き遊具などによる水上アトラクション『フローティングエリア』

 大人気の『小野川湖スプラッシュレイクカヌー』

 大人10名や子供20名が乗れる巨大なメガSUPは団体のご利用におすすめ。

【魅力の施設】
 巨樹の木陰で楽しむハンモックコーナー（1,500坪のフィールドはFree-WIFI完備）

 水遊びの後は温水シャワーと更衣室でスッキリ

 清潔感のあるウォシュレット付き水洗トイレ

 手荷物預かりコーナーや貴重品を預ける鍵付きロッカーが完備

 貸切プライベートデッキやプランご利用のお客様は手漕ぎボートが無料でご利用可能



裏磐梯ウォーターパーク イメージ写真

プライベート感満載の静寂な入り江 青空と木立ちに囲まれる空間 カヌーなどのアクティビティも楽しめる 冷えたビールやワインが楽しめる

ウォーターパーク入口 落ち着いた大人の空間にはWI-FI完備 星空の下でたき火を囲んでグラスを傾けよう たき火で楽しむ焼きマシュマロ

仕事を終えた夕方にサンセットクルーズ ランチは大人のBBQレストラン 上質で極厚な熟成肉のステーキBBQ ４０ｃｍオーバーのサーモン



裏磐梯ウォーターパーク
福島県耶麻郡北塩原村桧原字簗部沢山1091-17 

HP : https://u-waterpark.com

FB ：http://www.facebook.com/waterpark365

Instagram：http://www.instagram.com/naturalbiz365

Access : google map で『裏磐梯ウォーターパーク』と検索

裏磐梯の主要ホテルから5分の好立地

【お車でお越しの場合】
磐越自動車道 猪苗代・磐梯高原インターから国道115号線経由で
国道459号線（25分）

【電車でお越しの場合】
JR磐越西線 猪苗代駅下車～路線バス（磐梯東都バス）利用
① 裏磐梯高原駅方面行きに乗車～小野川湖入口下車～徒歩10分
② 休暇村裏磐梯方面行きに乗車～ホテル小野川荘前下車～徒歩3分

裏磐梯ウォーターパーク アクセス



【湖上に響き渡る歓声】

水遊び満喫プラン

期 間 2020年7月23日（木・祝）～8月30日（日）

対 象 4歳以上 （3歳以下は無料） ファミリー・カップル・インバウンド・女子旅・子供会

内 容 ⚫ 水上に浮かぶ2階建ての水上テラスと2階から滑り降りるビックスライダーに大興奮
⚫ 遊具が浮かぶ水上アトラクション『フローティングエリア』
⚫ 水上ソファでゆったり過ごせば夏のリゾート満喫間違いなし♪
⚫ 水遊びの後は温水シャワーと更衣室でスッキリ
※当プランをご利用のお客様は、手漕ぎボートレンタルが60分無料‼

行 程 【ウォーターパーク営業時間】９：００～１６：００

定 員 1名～最大入場は100名までOK

締め切り 前日20時（それ以降でも空きがあればご利用可能）

料 金 販売価格 中学生以上 3,500円 小学生以下 2,500円 ※消費税・パーク入場料込み

レンタル品 ライフベスト・ウォーターシューズなどが無料でご利用いただけます

集合場所 直接会場へお越しください（駐車料1台1,000円は会場にて直接お支払いください）
会場までのアクセスはGoogleMapで『裏磐梯ウォーターパーク』と検索してください

備 考 駐車料を含む現地でのレンタルやオプションプラン、ドリンクなどのご飲食代は現地にて別途ご精算
ください。
貴重品の保管は会場のロッカーをご利用ください。
お子様だけのご利用はできません。
遊園地などの入場料と同様に、ご来場のグループ全員が同じプランにてご精算いただきます。
飲酒後のご利用はお控えください。

裏磐梯ウォーターパーク
実施プログラム



2階建ての水上テラス
とビッグスライダー

プライベート感満載
の静寂な入り江

夢中であそぶ
フローティングエリア



【大自然で楽しむ満腹ランチ】

ステーキBBQプラン
期 間 2020年7月23日（木・祝）～10月11日（日）

対 象 4歳以上 （3歳以下は無料） ファミリー・カップル・インバウンド・女子旅・子供会

内 容 ⚫ 極厚熟成肉の1ポンドステーキやTボーンステーキ、肉汁たっぷりの極太ソーセージに45㎝サイズ
の極厚生サーモンを桜の板ごとスモークをかけて焼き上げる極上の一品などがおすすめ‼

⚫ 会津米食べ放題の満腹保証BBQ
⚫ ハートランドビールやスパークリングワインなどの飲み放題プランもあり
⚫ 貸切りプライベートデッキ（有料）でくつろぎ楽しむワンランク上のBBQタイム♪
⚫ オリジナルで作れるカクテルジュースがドリンクバーで楽しめる
⚫ お母さんも安心してお子様に飲ませられるナチュラルロハス飲料『IZZE』は県内でウォーターパークだけ
⚫ 当プランをご利用のお客様は、手漕ぎボートレンタルが60分無料‼（飲酒後のご利用いただけません）

行 程 【BBQサイト営業時間】１１：００～１6：００（ラストオーダー14:00）
※ BBQエリアのご利用は2時間制となります

定 員 2名～最大入場は100名までOK

締め切り 前日20時（それ以降でも空きがあればご利用可能）

料 金 入場料金 中学生以上 1,500円 小学生以下 1,000円 ※消費税込み
※ お飲み物を含むお食事代やオプションプランなどは現地にて別途ご精算いただきます
※ 大人の方のお食事代を含む参考金額（1名） 4,300円～（ご注文のメニューによって異なります）

集合場所 直接会場へお越しください（駐車料1台1,000円）
会場までのアクセスはGoogleMapで『裏磐梯ウォーターパーク』と検索してください

備 考 必ず、ご利用人数分相当のご注文をお願いいたします。

裏磐梯ウォーターパーク
実施プログラム



リブロースの1ポンド極厚熟成肉は驚異の赤身肉の旨味‼

ハートランドビールやワインの飲み放題にソフトドリンクも充実

憧れのTボーンステーキ‼

40㎝オーバーの極厚生サーモンにメープルシロップと粒マスタードのソースを塗り
国産の天然山桜の原木板に乗せ、山桜の板ごとスモークをかけて焼き上げる極上の一品‼

お子様にも安心のナチュラルロハス飲料



商品名 価格 商品名 価格

熟成１ポンドステーキセット（2名分）
450gステーキ＆極太ソーセージ2本（190g）

5,400円 ライス（会津米）食べ放題
サービススープ飲み放題

Free
Free

Tボーンステーキセット（２名分）
480gステーキ＆極太ソーセージ2本（190g）

6,400円 【トッピング】生胡椒 200円

熟成１ポンド＆Tボーンステーキセット（3名分）
450g＆480gステーキ

9,500円 2時間飲み放題プラン（アルコール＆ソフトドリンク）
ハートランド生ビール・ワイン各種となります

1,800円

サーモンステーキセット（3名分）
サーモン700g＆極太ソーセージ2本（190g）

8,200円 ソフトドリンクバー 2時間飲み放題 1,000円

サーモンステーキ＆熟成１ポンドステーキ（4名分）
サーモン700g＆１ポンド４５０g

11,800円 ハートランドビール生ビール 800円

サーモンステーキ＆Tボーンステーキ（4名分）
サーモン700g＆Tボーン（480g）

12,800円 グラスワイン各種 700円

【単品】 熟成１ポンドステーキ（450g） 5,000円 ジントニック 700円

【単品】 Tボーンステーキ（480g） 5,800円 ハイボール 700円

【単品】 サーモンステーキ（700g） 7,600円 ソフトドリンク単品 400円

【単品】極太生ソーセージ3本（270g）
【単品】極太生ソーセージ5本（450g）

1,200円
2,000円

ナチュラルフルーツ飲料 【IZZE】 500円

【数量限定】シーザーサラダ 1,000円 【数量限定】スイカのソルティドッグ（ノンアル）
フレッシュなスイカをスクィーズしたオリジナルジュース

800円

URABANDAI WATERPARK

【 FOOD MENU 】

※ ご注文はご利用人数相当分のご注文をお願い申し上げます
※ 予告なくメニューの内容や料金が変わる場合がございます

※ 税別価格



【水遊びとBBQの両方を楽しもう】

裏磐梯まるかじりプラン
期 間 2020年7月23日（木・祝）～8月30日（日）

対 象 4歳以上 （3歳以下は無料） ファミリー・カップル・インバウンド・女子旅・子供会

内 容 ⚫ 水上に浮かぶ2階建ての水上テラスと2階から滑り降りるビックスライダーに大興奮
⚫ 遊具が浮かぶエリア最大級の水上アトラクション『フローティングエリア』
⚫ 水遊びの後は温水シャワーと更衣室でスッキリ
⚫ キャンプサイトのシンボルツリーの巨樹の木陰で楽しむハンモックコーナー
⚫ 貸切りプライベートデッキのソファでくつろぎ楽しむBBQタイム（オプション料金）
⚫ 夏も冷たい飲み物がドリンクバーで楽しめる（オプション料金）
⚫ 当プランをご利用のお客様は、手漕ぎボートレンタルが60分無料‼（飲酒後のご利用いただけません）

行 程 【BBQサイト営業時間】 １１：００～１６：００（ラストオーダー14:00）
【ウォーターパークエリア】 ９：００～１６：００
水遊びは営業中は一日を通して楽しむことが可能です。但しBBQコーナーのご利用は2時間制となります

定 員 2名～最大入場は100名までOK

締め切り 前日20時（それ以降でも空きがあればご利用可能）

料 金 販売価格 中学生以上 3,800円 小学生以下 2,800円
※消費税・パーク＆BBQエリア入場料・水遊びプラン料金込み
※ お飲み物を含むお食事代やオプションプランなどは現地にて別途ご精算いただきます
※ 大人の方の水遊びとお食事代を含む参考金額 6,600円～（ご注文のメニューによって異なります）

集合場所 直接会場へお越しください（駐車料1台1,000円）
会場までのアクセスはGoogleMapで『裏磐梯ウォーターパーク』と検索してください

備 考 駐車料を含む現地でのオプションプランやドリンクなどのご利用は現地にてご精算ください。
必ず、ご利用人数分のご注文をお願いいたします。

裏磐梯ウォーターパーク
実施プログラム


