
494 257

1 飯坂町 ｏｎｃａｆｅ 福島市飯坂町字湯沢26 024-542-3159 〇
2 飯坂町 ｏｎｃａｆｅ茂庭店 福島市飯坂町中茂庭36 - 〇
3 飯坂町 麺飯酒家 万来 福島市飯坂町字十綱町5 024-542-2969 〇
4 飯坂町 湯らっとさばこちゃん 福島市飯坂町字馬場15 024-542-4481 〇
5 飯坂町 旅館 湯乃家 福島市飯坂町湯野字湯ノ上18 024-542-3333 〇
6 飯坂町 山房 月之瀬 福島市飯坂町北原7 024-542-1000 〇
7 飯坂町 渓苑 花の瀬 福島市飯坂町湯野字新湯７ 024-542-0800 〇
8 飯坂町 BAR 楽屋 福島市飯坂町字若葉町39 024-542-3008 〇
9 飯坂町 まつぼっくり 福島市飯坂町湯野字橋本1 024-542-2161 〇

10 飯坂町 焼肉・円盤餃子 ひたち 福島市飯坂町字鯖湖町7 024-542-3505 〇
11 飯坂町 龍鳳園 福島市笹谷字片目清水31-6 024-556-0732 〇
12 飯坂町 飯坂ラーメン こぶし 福島市飯坂町平野字山海道1-1 024-542-6370 〇
13 飯坂町 味処 東本店 福島市飯坂町平野字森7-1 024-542-7711 〇
14 飯坂町 居酒屋けやき 福島市飯坂町釜場10-24 024-542-5518 〇
15 飯坂町 土産屋 福島市飯坂町字湯沢24-1 024-597-7208 〇
16 飯坂町 栄楽茶寮 福島市飯坂町字十綱町9 024-542-2661 〇
17 飯坂町 匠のこころ 吉川屋 福島市飯坂町湯野字新湯６ 024-542-2226 〇
18 飯坂町 ハーブ・キッチン Rosmarino 福島市飯坂町字梍町41-9 090-1934-4086 〇
19 飯坂町 遊乃里 福島市飯坂町字錦町4-1 024-542-1304 〇
20 飯坂町 笑楽庵 福島市飯坂町字旭町3 024-542-4326 〇
21 飯坂町 とんかつ利福 福島市飯坂町平野壇ノ南10-1 024-542-5766 〇
22 飯坂町 寿司酒蔵 紫樹 福島市飯坂町字東堀切11-21 024-542-8800 〇
23 飯坂町 カラオケ＆呑み処 ＠ｈｏｍｅ 福島市飯坂町湯野字切湯ノ上9-5 024-503-9541 〇
24 松川町 井寿々旅館 福島市松川町字中原29-9 024-567-2431 〇
25 松川町 笑処 肴菜屋 福島市松川町字天王原80 024-567-2072 〇
26 松川町 光陽軒 福島市松川町字本町6 024-567-2612 〇
27 松川町 和風料理 絹の里 福島市松川町下川崎字西原25-4 024-567-5520 〇
28 松川町 エスポアール 福島市松川町字平舘19-2 024-567-3234 〇
29 松川町 雷寿し 福島市松川町字中原42番地 024-567-5656 〇
30 松川町 旨いとんかつ カツ亭 福島市松川町下川崎字佐久間85-1 024-531-3225 〇
31 桑折町 力餅 伊達郡桑折町字西町21 024-582-3170 〇
32 桑折町 照寿し 伊達郡桑折町字本町2-3 024-582-6662 〇
33 桑折町 もくれん 伊達郡桑折町西段25-4 024-582-2426 〇
34 桑折町 器＆カフェレストラン遊 伊達郡桑折町字沢12 024-582-6141 〇
35 桑折町 Pizza Sta 伊達郡桑折町大字下郡字下郡前5-2 024-572-3216 〇
36 桑折町 齊藤笑店 伊達郡桑折町字北町42 080-5220-8083 〇
37 桑折町 桑折町民研修センター うぶかの郷 伊達郡桑折町大字南半田字川端22 024-582-4500 〇
38 桑折町 どさん子桑折店 伊達郡桑折町大字谷地南2-1 024-572-6761 〇
39 桑折町 和風スナックみち 伊達郡桑折町字東大隅13-1 024-582-6381 〇
40 桑折町 居酒屋螢 伊達郡桑折町字上町63 024-573-4608 〇
41 桑折町 一品料理さこちゃん 伊達郡桑折町字桑島三63-3 024-582-6387 〇
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42 桑折町 そば処翻゜久里亭 伊達郡桑折町大字谷地字石近28-3 024-582-3384 〇
43 桑折町 割烹 仙台屋 伊達郡桑折町南半田字六角14 024-582-3169 〇
44 桑折町 軽食堂わらっく 伊達郡桑折町大字南半田字二本木25-11 024-597-7902 〇
45 桑折町 すし竹桑折店 伊達郡桑折町字西町75-1 024-597-7640 〇
46 国見町 中国料理桜華楼 伊達郡国見町西大枝字堤前25 024-577-0305 〇
47 国見町 かくいち魚店 伊達郡国見町大字藤田字北73 024-585-2019 〇
48 国見町 ひふみ食堂 伊達郡国見町大字藤田字南66 024-585-2268 〇
49 国見町 まんだら屋 伊達郡国見町大字藤田字北27 024-585-5234 〇
50 国見町 Trattoria da Martino 伊達郡国見町大字山崎字舘東14-8アカリビル1F 024-573-9014 〇
51 国見町 Ｇｅｌａ３１９ 伊達郡国見町大字山崎字東滝山20 024-585-2310 〇
52 国見町 武田魚店 伊達郡国見町大字塚野目字三本木3-1 024-585-2727 〇
53 国見町 桃花亭 伊達郡国見町大字藤田字渡二18-1 024-585-2132 〇
54 国見町 ももたんカフェ 伊達郡国見町大字藤田字渡二18-2 024-585-2132 〇
55 伊達市 まるだい 伊達市月舘町月舘字町62 024-572-2339 〇
56 伊達市 すし竹梁川店 伊達市梁川町幸町58 024-577-7810 〇
57 伊達市 すし竹伊達店 伊達市北後8-10 024-583-2150 〇
58 伊達市 生パスタのお店REGAROイオン福島店 福島市南矢野目西荒田35 イオン福島店1F 024-572-4530 〇
59 伊達市 食堂 よしかわ 伊達市梁川町希望が丘25 024-577-2261 〇
60 伊達市 つきだて花工房 伊達市月舘町下手渡字寺窪7 024-573-3888 〇
61 伊達市 割烹 時代寿し 伊達市梁川町字中町7-1 024-577-5252 〇
62 伊達市 味処 栄寿し 伊達市梁川町広瀬町96 024-577-1213 〇
63 伊達市 居酒屋きゃにおん 伊達市梁川町青葉町34 024-577-6870 〇
64 伊達市 鉄板焼居酒屋しょう助 伊達市梁川町南本町40-2 024-577-6481 〇
65 伊達市 ㈲丸銀 伊達市月舘町布川字赤井堂8 024-572-2039 〇
66 伊達市 中華料理ちんめん 伊達市梁川町幸町138 024-577-1322 〇
67 伊達市 にしんや 伊達市梁川町字大町二丁目53-1 024-577-0112 〇
68 伊達市 ㈲三島屋 伊達市長岡1番地 024-583-2042 〇
69 伊達市 手造りの味 あきる野 伊達市月舘町月舘字町14 024-572-2320 〇
70 伊達市 お好み亭さとう 伊達市馬場口45 024-583-2975 〇
71 伊達市 鮮魚丹季 伊達市梁川町右城町25-1 024-577-0029 〇
72 伊達市 からあげ伊達屋 伊達市梁川町字東塩野川57 024-577-7555 〇
73 伊達市 昱粋庵なかむら 伊達市梁川町青葉町17 024-586-2777 〇
74 伊達市 さとう食堂 伊達市梁川町字栄町32 024-577-0611 〇
75 伊達市 りょうぜん紅彩館 伊達市霊山町石田字宝司沢9-1 024-589-2233 〇
76 伊達市 やなぎや 伊達市梁川町字上町78-1 024-577-0115 〇
77 伊達市 すし辰 伊達市右城1 024-583-3974 〇
78 伊達市 居酒屋番々 伊達市岡前29-1 0120-63-7167 〇
79 保原町 すし竹 赤橋店 伊達市保原町字赤橋44-3 024-575-2920 〇
80 保原町 割烹こばやし 伊達市保原町字赤橋23-2 024-575-2288 〇
81 保原町 マ・シャンブル 伊達市保原町字城ノ内102-2 024-576-7606 〇
82 保原町 癒喰堂幻 Lu-pin 伊達市保原町字八丁目37 024-563-7899 〇
83 保原町 カラオケサウンド フジコ 伊達市保原町泉町108 024-529-6916 〇
84 保原町 居食屋 時幻 伊達市保原町字八丁目15 2階 024-575-3142 〇
85 保原町 駅前食堂 伊達市保原町字七丁目6-1 024-576-4525 〇
86 保原町 海鮮と天ぷら 魚の 伊達市保原町字八丁目16-3 024-573-2550 〇
87 保原町 寿司と折膳弁当 魚ぜん 伊達市保原町字泉町92-1 024-575-1580 〇
88 保原町 とんかつ宗次郎 保原店 伊達市保原町泉町92-1 024-597-7200 〇
89 保原町 TRATTORIA  La Wasabi 伊達市保原町字市柳町1-1 024-575-5363 〇
90 保原町 カフェ・ドゥ・ルポ 伊達市霊山町下小国字桜町3-1 024-573-4880 〇
91 保原町 大扇 伊達市保原町6丁目12-3 024-575-2147 〇



92 保原町 ラブソングスナックあや 伊達市保原町6丁目3番地 024-575-2939 〇
93 保原町 kimama cafe 伊達市保原町字八丁目24 024-575-5106 〇
94 保原町 TayoRi café α 伊達市保原町字古川端35-1 024-597-8785 〇
95 川俣町 割烹居酒屋 松よし 伊達郡川俣町字新中町40 024-565-4623 〇
96 川俣町 お千代 伊達郡川俣町字鉄炮町34-3 024-565-3373 〇
97 川俣町 キッチンパパ 伊達郡川俣町羽田字椚ノ内58－1 024-566-2667 〇
98 川俣町 語らい処 やまこや 伊達郡川俣町山木屋字問屋25 024-563-2342 〇
99 川俣町 株式会社 ニュー新川  伊達郡川俣町字鉄炮町18 024-566-2211 〇
100 川俣町 かけだや 伊達郡川俣町字中丁18 024-565-2045 〇
101 川俣町 焼肉工房じゃんじゃん 伊達郡川俣町飯坂字中道21-8 024-566-3860 〇
102 川俣町 御食事処だいまる 伊達郡川俣町鶴沢字油田3-3 024-565-2660 〇
103 川俣町 ダイニングカフェだいち 伊達郡川俣町字本町33 024-565-2956 〇
104 川俣町 グリムプラザ紫月庵 伊達郡川俣町大字鶴沢字鍛治内1－2 024－566-2301 〇
105 川俣町 グリム川俣本店 伊達郡川俣町字中丁16 024－565-3424 〇
106 川俣町 川俣シャモ道 えん屋 伊達郡川俣町字鉄炮町27 024－573-2788 〇
107 川俣町 あじせん 伊達郡川俣町飯坂字古中道5-2 024-565-3929 〇
108 川俣町 うまい ラーメン屋 壱麺 伊達郡川俣町鶴沢字社前1-1 024-538-2525 〇
109 川俣町 味処 光 伊達郡川俣町字鉄炮町43 024－566-2768 〇
110 飯野町 角打ちビストロ蔵ひろ 福島市新町8-41 024-573-4247 〇
111 飯野町 ら～めん白山 福島市小倉寺字竹ノ内6-1 024-521-0137 〇
112 飯野町 駒どりや 福島市大森字下原田17-4 024-546-5538 〇
113 飯野町 ㈲鮨龍 福島市飯野町字後川48 024-562-4118 〇
114 あだたら 相模屋食堂 二本松市小浜字反町10 0243-55-2150 〇
115 あだたら 宝 華 二本松市油井字天王田89-1 0243-23-3116 〇
116 あだたら ㈲智恵子の湯 二本松市油井字八軒町81 0243-23-1178 〇
117 あだたら 蕎麦音 二本松市油井字背戸谷地20-8 0243-24-6160 〇
118 あだたら キッチン工房わたなべ 二本松市油井字新田町36 0243-53-2109 〇
119 あだたら 一期一会 喬 二本松市小浜字鳥居町54 090-9420-4709 〇
120 あだたら 松月庵あだち店 二本松市油井字野辺35 0243-22-0466 〇
121 あだたら 清峰園 二本松市東新殿字塩ノ作38 0243-56-2538 〇
122 あだたら 大谷屋 二本松市木幡字松木下52 0243-46-2721 〇
123 あだたら みどりや旅館 二本松市木幡字松木下58 0243-46-2727 〇
124 あだたら ウッディハウスとうわ 二本松市木幡字下山田4-4 0243-46-3391 〇
125 あだたら Ｋかとう 二本松市太田字上太北57 0243-47-3226 〇

126 大玉村
サーティワンアイスクリーム
PLANT大玉店

安達郡大玉村大山字仲江271番地 0243-48-1131 〇

127 大玉村 串焼酒肴 弥屋 安達郡大玉村大山字仲ノ内143-5 0243-24-9835 〇
128 大玉村 てらぐね 安達郡大玉村玉井字薄黒内161-3 0243-48-4405 〇
129 大玉村 PiTa 安達郡大玉村字大山79 0243-24-8160 〇
130 大玉村 炭火やきとり勝 安達郡大玉村大山字荒屋敷30-6 0243-48-2775 〇
131 大玉村 丸幸 安達郡大玉村玉井字馬喰内32-1 0243-48-2626 〇
132 大玉村 姉が茶屋 安達郡大玉村玉井字町22-1 0243-24-5251 〇
133 大玉村 洋食屋cocotte 安達郡大玉村大山字大江田中131-5 0243-48-1552 〇
134 大玉村 レストランたかのは 安達郡大玉村大山字荒池4 0243-48-3800 〇
135 大玉村 シャムロック 安達郡大玉村大山字堂ヶ久保17-1 0243-48-4758 〇
136 大玉村 お食事処たまちゃん 安達郡大玉村大山字新田10-1 0243-48-2317 〇
137 大玉村 アットホームおおたま 安達郡大玉村玉井字前ヶ岳国有林7林班 0243-48-2026 〇
138 大玉村 17CAFE 安達郡大玉村大山字荒屋敷17 090-9421-5603 〇
139 大玉村 向山製作所大玉ベース 安達郡大玉村大山西向26 0243-24-7297 〇
140 大玉村 山形屋 安達郡大玉村玉井字馬喰内55-6 080-6007-5432 〇



141 大玉村 食楽壱zen 岳空 本宮市白岩字埋内490-1 0243-24-5939 〇
142 大玉村 森のそば屋 宇山 安達郡大玉村玉井字小高倉山384-1 0243-48-2640 〇
143 大玉村 花菜 安達郡大玉村玉井字袖窪10-1 0243-24-5811 〇
144 本宮市 お食事処あだたら亭 本宮市荒井字ノ内60-6 0243-33-1322 〇
145 本宮市 ブランチ 本宮市本宮字南町裡32-3 0243-33-3855 〇
146 本宮市 だるま 本宮市本宮字中條29 0243-33-3408 〇
147 本宮市 ネーブルシティもとみやaube 本宮市本宮字九縄19-1 0243-24-8140 〇
148 本宮市 家人婷 本宮市本宮字中條79 090-7060-9670 〇
149 本宮市 一二三食堂 本宮市本宮字上町35-3 0243-33-2373 〇
150 本宮市 らーめん 味わい亭 本宮市本宮字舘町144-20 0243-33-2911 〇
151 本宮市 江戸常 本宮市本宮字南町裡26-7 0243-33-2343 〇
152 本宮市 宝寿し 本宮市本宮字南町裡18-4 0243-33-5901 〇
153 本宮市 味の家まさる 本宮市糠沢字石神111-4 0243-44-3999 〇
154 本宮市 山本家 本宮市本宮字南町裡27-1 0243-33-2021 〇
155 本宮市 安達太良スカイレストラン 本宮市本宮天ヶ221 0243-33-1151 〇
156 本宮市 松宴すげの 本宮市本宮字鍛冶免1-9 0243-33-5599 〇
157 本宮市 柏屋食堂 本宮市本宮字仲町33 0243-34-2129 〇
158 本宮市 shogetsu 松月 本宮市本宮字中條16-49 0243-33-5303 〇
159 本宮市 菓匠きねや 本宮市本宮字下町45 0243-34-2341 〇
160 本宮市 鈴石屋 本宮市本宮字仲町39-3 0243-34-2112 〇
161 熱海町 そば家 やまき 郡山市熱海町中山字太田103-10 024-983-6608 〇
162 熱海町 麵屋 正遊 郡山市熱海町高玉字二渡69-1 024-984-0425 〇
163 熱海町 手打ちそば いしむしろ 郡山市熱海町熱海三丁目48 024-984-3719 〇
164 熱海町 そば処森 郡山市熱海町高玉字北梨子平55 024-984-3393 〇
165 熱海町 鞍手茶屋 郡山市熱海町安子島字鞍手山1 024-984-3774 〇
166 熱海町 四季彩一力 郡山市熱海町熱海4-161 024-984-2115 〇
167 熱海町 橋本つり堀ガーデン 郡山市熱海町石筵字腰切8-4 024-984-2012 〇
168 逢瀬町 お食事処にった家 郡山市逢瀬町多田野字南大堺108-6 024-957-3735 〇
169 逢瀬町 そば処コーヒー箸ば味 郡山市逢瀬町多田野字上山田原1-73 024-967-1983 〇
170 湖南町 はたや 郡山市湖南町舘字伊勢ノ前1237-1 024-982-2157 〇
171 三穂田町 お食事処やすた 郡山市三穂田町八幡字北河原31-4 024-954-2040 〇
172 安積町 龍宮城 本店 郡山市安積4-38 024-946-3171 〇
173 安積町 龍宮城 西ノ内店 郡山市西ノ内1-13-9 024-939-4649 〇
174 安積町 焼肉 牛べぇ 郡山市笹川2-185-1 024-947-4129 〇
175 安積町 松舞鮨 郡山市安積荒井2-6 024-945-9856 〇
176 安積町 伝説のすた丼屋 郡山安積店 郡山市安積町荒井字外川原21-1 024-983-8503 〇
177 安積町 萬寿園 郡山市安積町日出山字一本松211 024-943-1809 〇
178 安積町 お食事処 鳥起 郡山市安積町笹川字四角担17-19 024-945-7091 〇
179 安積町 さん徳 郡山市安積北井一丁目108 024-946-2257 〇
180 安積町 たぬき 郡山市安積町成田字西畑39-2 024-945-9846 〇
181 安積町 秘伝の味 つるや 郡山市安積四丁目173 024-945-1160 〇
182 安積町 肉専 郡山市桑野四丁目4-51 024-924-0922 〇
183 安積町 あさかの五麺 郡山市安積町長久保3-2-13 024-945-2766 〇
184 安積町 イザカラヤ歌楽 郡山市安積町荒井柴宮山55-34 024-953-6789 〇
185 安積町 結の里竹栁里 郡山市安積町成田字成田76 024-946-3587 〇
186 安積町 吉野寿司 郡山市安積北井一丁目110 024-946-1400 〇
187 安積町 呑喰い処 和 郡山市安積町日出山字一本松232-2 024-943-5357 〇
188 安積町 パン工房 ブォーノブォーノ 郡山市安積四丁目3-1 024-983-5831 〇
189 安積町 食彩酒楽Fu-Ro-Ya 郡山市安積町荒井三丁目１ 024-946-2122 〇
190 安積町 担々麺ショップ シコシコ 郡山市安積荒井3-147 024-945-8116 〇



191 安積町 とん㐂 郡山市安積四丁目136-3 024-946-1660 〇

192 安積町 coocafe 郡山市を中心に福島県内各地

問い合わせはメール
にて

coocafe_info@yahoo.
co.jp

〇

193 安積町 旬菜肴房 善舞 郡山市安積町笹川西長久保154 024-926-0625 〇
194 安積町 PIZZA BEAT 福島県内各地 090-9744-3280 〇
195 安積町 ラーメンあさかっ子 郡山市安積2-114-1 024-947-1826 〇
196 安積町 四季の食彩 和伊んや 郡山市安積三丁目157 024-973-7234 〇
197 安積町 らぁめんkitchenけんけん 郡山市安積町長久保3-18-7 024-954-4489 〇
198 安積町 Parfum Coffee 郡山市安積町日出山三丁目37 024-954-4802 〇
199 安積町 四川名菜 天心 郡山市安積町荒井字大池3 024-945-9296 〇
200 安積町 四川名菜 天心 麺の刻 須賀川市六郎兵衛116-1 0248-94-4211 〇
201 片平町 飲み喰い処 田丸 郡山市大槻町川向22-4 024-952-7378 〇
202 喜久田町 寿し・海鮮丸保 郡山市喜久田町堀之内字椚内27-6 024-959-2102 〇
203 日和田町 すずらん食堂 郡山市日和田町字蛇ヶ森36-7 024-958-2820 〇
204 日和田町 ガーデンハウス 郡山市日和田町字小原1 日和田ショッピングモールフェスタ1F 024-968-0369 〇
205 日和田町 あじ半 郡山市日和田町字植初10-1 024-958-2834 〇
206 日和田町 花泉パン店 郡山市日和田町字日和田93-2 024-973-8431 〇
207 富久山町 和風レストラン玉藻 郡山市富久山町八山田字経堂65-1 024-925-5455 〇
208 富久山町 呑み喰い処まとい 郡山市八山田4丁目99 024-939-3239 〇
209 田村町 守山温泉白水館 郡山市田村町大供字西原87 024-955-2545 〇
210 田村町 魚清寿し 郡山市田村町桜ヶ丘2丁目233 024-955-3393 〇
211 田村町 手打そば処鈴花 郡山市田村町金屋字上川原284-110 024-944-3376 〇
212 田村町 中華料理喜龍 郡山市田村町金屋字新家34-1 024-943-1899 〇
213 中田町 宿かすみ亭 郡山市中田町高倉字槻ノ口152-1 024-944-6671 〇
214 西田町 株式会社かんの屋本店文助 郡山市西田町大田字宮木田３ 0247-62-2016 〇
215 大東 川東寿司幸 須賀川市小作田字足原内22-2 0248-79-3218 〇
216 長沼 ラーメン一石 須賀川市木之崎字寺前７０－１ 0248-68-2784 〇
217 長沼 ちから寿し 須賀川市長沼字金町32 0248-67-2623 〇
218 長沼 ながぬま食堂 須賀川市志茂字六角65 0248-94-6629 〇
219 鏡石町 鉄板・お好み焼き味の里 岩瀬郡鏡石町本町219 0248-62-6002 〇
220 鏡石町 ろばた味の旅 岩瀬郡鏡石町岡ノ内328 0248-62-4273 〇
221 鏡石町 末広寿し 岩瀬郡鏡石町本町270 0248-62-2366 〇
222 鏡石町 食彩酒楽のきらく 岩瀬郡鏡石町本町219 0248-62-5277 〇
223 鏡石町 キッチンさくら木 岩瀬郡鏡石町本町208 0248-94-7955 〇
224 鏡石町 扇屋 岩瀬郡鏡石町本町324 0248-62-2026 〇
225 鏡石町 鏡石舘・牧歌亭 岩瀬郡鏡石町本町325 0248-62-3171 〇
226 鏡石町 居酒屋わか葉 岩瀬郡鏡石町本町219 0248-62-5973 〇
227 鏡石町 瀧乃家 岩瀬郡鏡石町新町15-2 0248-62-4744 〇
228 鏡石町 金澤庵 須賀川市北山寺263 0248-72-8699 〇
229 鏡石町 支那そば 幸雲 須賀川市大袋町182-1 0248-72-1628 〇
230 鏡石町 本田商店 岩瀬郡鏡石町本町154-8 0248-62-2303 〇
231 鏡石町 ホルモン焼 中央酒場 岩瀬郡鏡石町中央135-1 0245-62-4031 〇
232 鏡石町 麺屋豪快 岩瀬郡鏡石町不時沼265 0248-62-6268 〇
233 鏡石町 八剣伝 鏡石店 岩瀬郡鏡石町不時沼336 0248-92-3725 〇
234 鏡石町 菊寿司 岩瀬郡鏡石町中町256 0248-62-2367 〇
235 鏡石町 焼肉ダイニングあじ庵 岩瀬郡鏡石町中央50-1 0248-62-1224 〇
236 鏡石町 お好み焼き きみこ 岩瀬郡鏡石町笠石1 0248-62-7666 〇
237 鏡石町 NASTRO 岩瀬郡鏡石町中央166 0248-62-2061 〇



238 岩瀬 割烹阿部 須賀川市大久保字宿79 0248-65-2222 〇
239 岩瀬 千代乃や食堂 須賀川市柱田字中地193 0248-65-2008 〇
240 岩瀬 寿志「観」 須賀川市今泉字上鶴51-2 0248-65-2995 〇
241 天栄村 天龍 岩瀬郡天栄村大字飯豊字大山6-197 0248-83-2064 〇
242 天栄村 フォルスタッフパブ 岩瀬郡天栄村大字田良尾字芝草1-8 0248-85-1313 〇
243 天栄村 アスコット ティールーム 岩瀬郡天栄村大字田良尾字芝草1-9 0248-85-1314 〇
244 石川町 食堂楽ひさご 石川郡石川町大字塩沢字大日向71-2 0247-26-5305 〇
245 石川町 居酒屋ろぎん 石川郡石川町字新町66-2 0247-26-0202 〇
246 石川町 蕎麦美人 石川郡石川町大字湯郷渡字米子平1 0247-26-1251 〇
247 石川町 ラーメンハウスこうこう亭 石川郡石川町字石田43-1 0247-26-8718 〇
248 石川町 居酒屋みなみ 石川郡石川町字鹿ノ坂7 0247-26-5700 〇
249 石川町 幸助 石川郡石川町字南町40-6 0247-26-4265 〇
250 石川町 猫啼温泉 井筒屋 石川郡石川町字猫啼22 0247-26-1131 〇
251 石川町 母畑温泉 八幡屋 石川郡石川町母畑字桶田75-1 0247-26-3131 〇
252 石川町 高田屋 石川郡石川町字新町62 0247-26-1125 〇
253 石川町 レストラン スワン 石川郡石川町字長久保100 0247-26-1809 〇
254 石川町 居酒屋Satsu 石川郡石川町双里字八津前56-2ハウス茜1Ｆ 0247-51-4154 〇
255 石川町 マルコーラーメン 石川郡石川町赤羽字新宿65-2 0247-57-8380 〇
256 石川町 西田屋 石川郡石川町字猫啼27 0247-26-1012 〇
257 石川町 やきとり みのり 石川郡石川町字南町33-6 0247-26-7225 〇
258 石川町 峰清館 石川郡石川町字新町92 0247-26-1115 〇
259 石川町 癒しの湯高蔵内源泉 石川郡石川町母畑字湯前32-1 0247-26-5111 〇
260 石川町 マルセン食堂 石川郡石川町中野字高ノ内3-1 0247-26-5597 〇
261 石川町 味の菜華 石川郡石川町双里字桜町20 0247-26-3535 〇
262 石川町 べんとうＳＨＯＰ石川店 石川郡石川町双里字本宮36 0247-26-5454 〇
263 石川町 居酒屋Ｂｅｅｒ’ｓ 石川郡石川町字南町55-3 0247-26-8002 〇
264 玉川村 もてなしのかくれ家 すわや 石川郡玉川村大字四辻新田字津間32 0247-57-2684 〇
265 玉川村 魚秀 石川郡玉川村大字南須釜奥平18-2 0247-57-3105 〇
266 玉川村 みしろ屋 石川郡玉川村大字小高字中畷5-1 0247-57-2106 〇
267 玉川村 マーヴェラス末広 石川郡玉川村大字小高字中畷5-1 0247-57-4388 〇
268 玉川村 玉川村生産物直売所こぶしの里 石川郡玉川村大字岩法寺字宮ノ前140-2 0247-57-3800 〇
269 平田村 和風レストラン 藤乃屋 石川郡平田村永田字切田117 0247-55-3250 〇
270 平田村 中華飯店 萬ん里 石川郡平田村鴇子字札場18-1 0247-55-3305 〇
271 平田村 幸寿し 石川郡平田村上蓬田字上槍らい16 0247-55-2556 〇
272 平田村 平田ドライブイン 石川郡平田村上蓬田字遅沢55 0247-55-2025 〇
273 平田村 手打ち中華そば 味楽 石川郡平田村上蓬田字下槍らい14 0247-55-2157 〇
274 平田村 カフェ 暖らん 石川郡平田村上蓬田字銭神88 0247-55-3530 〇
275 平田村 居酒屋 まる美 石川郡平田村上蓬田字新屋敷38 0247-57-5564 〇
276 平田村 居酒屋 せきね 石川郡平田村下蓬田字関根102-2 0247-55-3570 〇
277 平田村 キッチンまるふく 石川郡平田村上蓬田字下槍らい13 0247-55-2603 〇
278 浅川町 多満留食堂 石川郡浅川町浅川町里白石字宿裏228 0247-36-2367 〇
279 浅川町 和食の店 天ぷら まるみ 石川郡浅川町本町西裏88 0247-36-2115 〇
280 浅川町 ラーメン 問屋 石川郡浅川町里白石字宿裏175 0247-36-4366 〇
281 浅川町 中華料理 華月 石川郡浅川町簑輪蟹沢23-1 0247-36-3677 〇
282 古殿町 居酒屋はやし 石川郡古殿町山上字百目鬼3 0247-53-2327 〇
283 古殿町 食彩酒房 九竜 石川郡古殿町田口字黒長78 0247-53-2151 〇
284 古殿町 たんぽぽ食堂 石川郡古殿町松川字桑原154 0247-53-3413 〇
285 三春町 三春の里田園生活館 田村郡三春町西方字石畑487-1 0247-62-8010 〇
286 三春町 フォーレ 田村郡三春町西方字中ノ内403-4 0247-62-8155 〇
287 三春町 ばんとうプラザ 田村郡三春町平沢字担橋165-2 0247-62-8080 〇



288 三春町 すし大音 田村郡三春町字荒町141-1 0247-62-2556 〇
289 三春町 斎藤の湯元湯下の湯 田村郡三春町斉藤字惣角地83-1 024-944-1158 〇
290 三春町 やま㐂 田村郡三春町貝山字岩田340 0247-62-1317 〇
291 三春町 宝来軒 田村郡三春町桜ヶ丘１丁目4-3 0247-62-1391 〇
292 三春町 むらかみ亭 田村郡三春町字大町28 0247-62-2052 〇
293 三春町 お食事処三條屋 田村郡三春町字大町79 0247-62-2370 〇
294 三春町 大藤屋 田村郡三春町字中町79 0247-62-3053 〇
295 三春町 和久屋 田村郡三春町字大町115-6 0247-62-3065 〇
296 三春町 カフェーブリキイヌ 田村郡三春町字中町４ 二ノ蔵 0247-61-6757 〇
297 三春町 To-Fu ｃａｆｅ おおはたや 田村郡三春町西方字石畑253 0247-62-3309 〇
298 三春町 割烹八文字屋お食事処ほうろく亭 田村郡三春町字大町18-1 0247-62-5757 〇
299 三春町 居酒屋ありがとう 田村郡三春町字八幡町45-1 0247-62-8339 〇
300 三春町 イタリア家庭料理三春 ラ・ベリータ 田村郡三春町春沢字春沢1-29 0247-88-9005 〇
301 三春町 ガーデンレストラン サララ 田村郡三春町斎藤字仁井道348-4 024-942-1465 〇
302 三春町 narumari 田村郡三春町上舞木字明部作38-29 024-973-5841 〇
303 小野町 すずきや食堂 田村郡小野町大字小野新町字中通33-3 0247-72-5252 〇
304 小野町 居酒屋いずみ 田村郡小野町大字小野新町字槻木内81 0247-72-3559 〇
305 小野町 レストラン志木 田村郡小野町大字谷津作字谷津79-5 0247-72-2921 〇
306 小野町 ＫＩＴＣＨＥＮフライパン 田村郡小野町大字小野新町字品ノ木38-1 0247-72-5306 〇
307 小野町 カフェレストラン オリーブ 田村郡小野町大字飯豊字二本木1-2 0247-72-6656 〇
308 小野町 養老乃瀧小野町店 田村郡小野町大字飯豊字二本木10-1 0247-72-4661 〇
309 小野町 うろこや分店 田村郡小野町大字小野新町字東馬番2-7 0247-72-4714 〇
310 小野町 フルフル 田村郡小野町大字小野新町字団子田59-1 0247-72-4533 〇
311 大越町 割烹 加賀 田村市大越町上大越字久保田45-3 0247-79-2469 〇
312 大越町 かわらや旅館 田村市大越町上大越字求中5 0247-79-3135 〇
313 大越町 鳩屋旅館 田村市大越町上大越字元池54 0247-79-2253 〇
314 都路町 食彩みやこ 田村市都路町古道字寺ノ前18-2 0247-75-2018 〇
315 常葉町 やきとりみよし 田村市常葉町常葉字上町80-1 0247-77-2091 〇
316 常葉町 磯善 田村市常葉町常葉字平舘49-1 0247-77-4148 〇
317 常葉町 肴の大友 田村市常葉町常葉字上町78 0247-77-2099 〇
318 常葉町 寿美や 田村市常葉町常葉字上町7４-２ 0247-77-2045 〇
319 常葉町 志田食堂 田村市常葉町常葉字上町50 0247-77-2030 〇
320 常葉町 たっちゃんのＬＩＶＥ ＢＢＱ 田村市常葉町常葉字荒町66 0247-77-2222 〇
321 船引町 レストランドルフィン 田村市船引町船引字五升車65 0247-82-0679 〇
322 船引町 ヱビス食堂 田村市船引町船引字畑添62-4 0247-82-0104 〇
323 船引町 小銭すし 船引店 田村市船引町船引字八丁蒔163-4 0247-82-3630 〇
324 船引町 日本そば 和食 羽生 田村市船引町東部台2丁目293 0247-82-5514 〇
325 船引町 万福 田村市船引町笹山字岩ノ作753 0247-82-5230 〇
326 船引町 ㈲慶慶飯店 田村市船引町船引字北町通29 〇
327 船引町 憩の家 針湯荘 田村市滝根町広瀬字針湯62 〇
328 船引町 きがる湯 田村郡三春町富沢字新館243 〇
329 船引町 けいちゃん弁当 田村市船引町字船引字南町通75 〇
330 船引町 江戸光 田村市船引町船引字扇田15 0247-82-0579 〇
331 船引町 江戸銀 田村市船引町船引字新沼90-3 0247-82-5566 〇
332 船引町 呑みめしや いっぷく 田村市船引町東部台3-69 0247-82-2833 〇
333 船引町 中華のおみせ 栁明 田村市船引町東部台3-65 0247-82-4685 〇
334 船引町 Ｓ（エス） 田村市船引町船引字五升車35 0247-82-0303 〇
335 船引町 麺処さとう 田村市船引町船引字臂曲19-1 0247-61-4202 〇
336 船引町 居酒屋みや 田村市船引町東部台3-4-1 0247-82-3037 〇
337 船引町 焼肉酒家 牛角郡山なかまち夢通り店 郡山市中町11-2ロンデン中町ビル1F 024-990-2901 〇

0247-82-0236



338 船引町 赤から 郡山駅前大通り店 郡山市駅前1-4-7 エリート41ビル5F 024-954-8830 〇
339 船引町 赤から 郡山富田店 郡山市備前舘2-101 024-927-5150 〇
340 船引町 赤から 白河店 白河市昭和町166-1 0248-21-8116 〇
341 船引町 赤から 会津若松ニトリ店 会津若松市町北町上荒久田字村北90 0242-23-8003 〇
342 船引町 レストランMOC 田村市船引町船引字扇田57 0247-82-0986 〇
343 船引町 やすけ 田村市船引町船引字五升車3-5 0247-73-8189 〇
344 西郷村 ミュリール 西白河郡西郷村小田倉字原中154-1 0248-21-9777 〇
345 西郷村 中国料理 清来軒 西白河郡西郷村字道南西106 0248-22-8617 〇
346 西郷村 焼肉炎鵬 西白河郡西郷村字屋敷裏東10番地 0248-31-9101 〇
347 西郷村 焼肉太成 西白河郡西郷村熊倉字折口原255-6 0248-25-3995 〇
348 西郷村 手打中華昭和軒 西白河郡西郷村熊倉字折口原255-1 0248-29-8805 〇
349 西郷村 中国料理 滋味菜館 西白河郡西郷村米字うつぎ窪１８－２ 0248-25-5155 〇
350 西郷村 魚しず 西白河郡西郷村小田倉字大平224 0248-25-2576 〇
351 西郷村 焼肉大昌園 西白河郡西郷村字石塚北27 0248-22-8850 〇
352 西郷村 ラムテーテー Asian Chao 西白河郡西郷村字道南西46番地 0248-27-7778 〇
353 西郷村 手打中華せきた 西白河郡西郷村字道南西93豊作ビル101 0248-27-2810 〇
354 西郷村 ファミリーグルメハウスふくみ 西白河郡西郷村小田倉字原中121 0248-25-2533 〇
355 西郷村 朝日や 西白河郡西郷村真船字茂助屋敷35-6 0248-25-6161 〇
356 西郷村 飲み食い処 千石亭 西白河郡西郷村下前田東3-3サンライズマンション1-A 0248-22-1059 〇
357 西郷村 和来亭 西白河郡西郷村小田倉字大平418-4 0248-25-0570 〇
358 西郷村 焼肉白河牛 西白河郡西郷村小田倉字稗返143 0248-25-2971 〇
359 西郷村 五峰荘 西白河郡西郷村真船字馬立1番地 0248-36-2222 〇
360 西郷村 手打中華 いまの家 西白河郡西郷村小田倉字上上野原70-7 0248-25-4022 〇
361 西郷村 中華料理 太幸苑 西白河郡西郷村真船字折口原1-12 0248-25-4339 〇
362 西郷村 そば処 きんしょうじ 西白河郡西郷村字石塚北77 0248-22-0590 〇
363 西郷村 Berry Cafe 西白河郡西郷村米字中山前213番地1 0248-23-4780 〇
364 西郷村 そば処 追原庵 西白河郡西郷村鶴生字追原山1 0248-25-7245 〇
365 西郷村 カルミヤ 西白河郡西郷村鶴生字由井ヶ原499 0248-36-2947 〇
366 西郷村 生蕎麦 蒼の里 西白河郡西郷村小田倉字原中201-4 0248-25-2462 〇
367 西郷村 ぎょうざ 登 NOBORU 西白河郡西郷村道南西42 0248-27-8050 〇
368 西郷村 レストランt&t 西白河郡西郷村字裏山南16番地 0248-23-2066 〇
369 表郷 おでんの安幸 白河市表郷金山字越堀125 0248-32-3620 〇
370 表郷 割烹若竹 白河市表郷杜田字白旗３ 0248-32-4597 〇
371 表郷 ファミリーレストラン松上 白河市表郷番沢字松上30 0248-32-2712 〇
372 表郷 ひょうたん寿司 白河市表郷金山字越堀１ 0248-32-3628 〇
373 表郷 串焼き本陣 白河市表郷金山字竹ノ内52 080-1667-8456 〇
374 ひがし カフェアンドバーリシェス 白河市東釜子字本町101-2 0248-21-6687 〇
375 ひがし 坂本屋総本店 白河市東釜子字本町89 0248-34-2014 〇
376 ひがし きつねうち温泉 白河市東釜子字狐内47 0248-34-1126 〇
377 ひがし さんぽみち 白河市東釜子字本町74-1 0248-21-8755 〇
378 泉崎村 そば蔵いずみ 西白河郡泉崎村泉崎字四ツ屋前6 0248-53-4434 〇
379 泉崎村 鮪芳 西白河郡泉崎村泉崎字八丸73-1 0248-53-2717 〇
380 泉崎村 そば処さんぺい 西白河郡泉崎村関和久字豊田39-1 0248-53-3755 〇
381 泉崎村 泉崎カントリーヴィレッジ 西白河郡泉崎村大字泉崎字笹立山25 0248-53-4211 〇
382 泉崎村 食菜工房えん 西白河郡泉崎村大字泉崎字天王山8-27 0248-21-7588 〇
383 矢吹町 英 西白河郡矢吹町本町191 0248-44-2562 〇
384 矢吹町 寿司・鰻 王将 西白河郡矢吹町一本木16-2 0248-44-3223 〇
385 矢吹町 オルフェーブル 西白河郡矢吹町八幡町322-11 0248-29-8545 〇
386 矢吹町 いろり家 歳三 西白河郡矢吹町中町234 0248-38-9099 〇
387 矢吹町 春蘭 西白河郡矢吹町中町3-2 0248-42-2990 〇



388 矢吹町 祭や 西白河郡矢吹町白山946-3 0248-45-2002 〇
389 矢吹町 圓八 西白河郡矢吹町中畑130 0248-43-2744 〇
390 矢吹町 居酒屋わらべ 西白河郡矢吹町本町181-2 0248-44-2278 〇
391 矢吹町 kitchen nakajima 口福 西白河郡矢吹町小松251-4 0248-44-2963 〇
392 矢吹町 プリモピアット 西白河郡矢吹町舘沢144 0248-42-3300 〇
393 大信 旬菜かふぇアゼリア 白河市大信増見字北田76-1 090-4554-4135 〇
394 大信 石窯☆ピザ兄貴 白河市大信増見字北田76-1 080-3885-2337 〇
395 大信 大信飯店 白河市大信増見字増見84 0248-46-3552 〇
396 大信 カラオケダイニングりばーさいど 白河市大信下新城字桑ノ木田131 0248-46-2772 〇
397 大信 しらかわ温泉弁天荘 白河市大信下新城字桑ノ木田１３１ 0248-46-2505 〇
398 棚倉町 かなざわ亭 東白川郡棚倉町棚倉字中居野179-12 0247-33-2045 〇
399 棚倉町 櫛本 東白川郡棚倉町棚倉字城跡1-1 0247-33-5834 〇
400 棚倉町 ㈱新富家 東白川郡棚倉町棚倉字鉄砲町17 0247-33-4147 〇
401 棚倉町 光明そば 東白川郡棚倉町棚倉字広畑130-7 0247-57-6888 〇
402 棚倉町 こばり食堂 東白川郡棚倉町棚倉字古町76-3 0247-33-3346 〇
403 棚倉町 福寿司 東白川郡棚倉町棚倉字新町15-1 0247-33-3058 〇
404 棚倉町 竹の家 東白川郡棚倉町棚倉字城跡86-10 0247-33-3045 〇
405 棚倉町 御食事処 花かすみ 東白川郡棚倉町棚倉字新町48 0247-33-3226 〇
406 棚倉町 幸世庵 東白川郡棚倉町流字桜下58 0247-33-6605 〇
407 棚倉町 蕎麦釜処 茅の器 白河市新白河1丁目204番地 0248-23-1882 〇
408 棚倉町 おもてなし館 花のん 東白川郡棚倉町大字流字桜下60番地 0247-57-6682 〇
409 棚倉町 居酒屋 翔べ 東白川郡棚倉町大字棚倉字新町50 0247-33-5607 〇
410 棚倉町 食彩工房 もみじ亭 東白川郡棚倉町大字棚倉字古町16-4 0247-33-7751 〇
411 棚倉町 café 望希蔵 東白川郡棚倉町大字棚倉字古町16-4 0247-33-9711 〇
412 棚倉町 フード＆バー アゲイン 東白川郡棚倉町大字棚倉字新町20-4 0247-33-3536 〇
413 棚倉町 サムライ 東白川郡棚倉町大字棚倉字新町37-1 0247-33-3043 〇
414 棚倉町 Bar 1985 東白川郡棚倉町大字棚倉字北町84-2 0247-57-6831 〇
415 棚倉町 居酒屋 おっかさん 東白川郡棚倉町大字棚倉字北町8０-4 0247-33-8467 〇
416 棚倉町 にらなんばんらーめん めん吉 東白川郡棚倉町大字棚倉字北町80-4 0247-33-8793 〇
417 棚倉町 ブルーリーフ 東白川郡棚倉町大字棚倉字北町80-4 0247-33-3735 〇
418 棚倉町 ㈱ルネサンス棚倉 東白川郡棚倉町大字関口字一本松43-1 0247-33-4111 〇
419 棚倉町 荘華 東白川郡棚倉町大字関口字一本松120-2 0247-33-0696 〇
420 棚倉町 ふるさと鳥久 流店 東白川郡棚倉町流字永君44-5 0247-33-7999 〇
421 棚倉町 おそばと懐石 馳走亭 東白川郡棚倉町大字花園字沢目155-4 0247-33-5722 〇
422 棚倉町 麵屋 五蔵田 東白川郡棚倉町大字逆川字前山62-1 0247-33-8777 〇
423 棚倉町 ボーカル南 東白川郡棚倉町大字棚倉字南町34 0247-33-8155 〇
424 棚倉町 赤ちょうちん 東白川郡棚倉町大字逆川字前山78 0247-57-8460 〇
425 棚倉町 鮨割烹 市原 東白川郡棚倉町大字棚倉字広畑131-8 090-7722-4113 〇
426 棚倉町 中川屋 東白川郡棚倉町大字棚倉字古町4 0247-33-3368 〇
427 棚倉町 割烹 磯市 東白川郡棚倉町大字棚倉字町裏52 0247-33-3139 〇
428 棚倉町 Café’s Bond 141 東白川郡棚倉町大字寺山大豆柄34-1 0247-33-8141 〇
429 棚倉町 リストランテ・ピッコロ 東白川郡棚倉町大字逆川字大谷地11-1 0247-33-8893 〇
430 矢祭町 那須屋旅館 東白川郡矢祭町東舘字舘本46-1 0247-46-2010 〇
431 塙町 さかがみ魚店 東白川郡塙町大字川上字清水10-7 0247-43-0620 〇
432 塙町 レストラン ジョイ 東白川郡塙町大字塙字大町2-19-3 0247-43-2155 〇
433 塙町 すし処 酒菜 東白川郡塙町大字台宿字後宿1 0247-43-3254 〇
434 塙町 旭屋 東白川郡塙町大字竹之内字高畦3-5 0247-43-1618 〇
435 塙町 成光 東白川郡塙町大字伊香字豊作95 0247-43-0943 〇
436 塙町 湯遊ランドはなわ レストラン四季彩 東白川郡塙町大字湯岐字立石21 0247-43-3000 〇
437 塙町 やきとり健 東白川郡塙町大字塙字大町3-39-1 090-2796-6035 〇



438 塙町 天領の郷はなわ 〇
439 塙町 お食事処 天領 〇
440 鮫川村 やきとり気楽 東白川郡鮫川村大字赤坂東野字広畑171 0247-49-3337 〇
441 鮫川村 早女川食堂 東白川郡鮫川村大字中野字新宿65 0247-49-2123 〇
442 鮫川村 ㈲鹿角平観光センター 東白川郡鮫川村大字渡瀬字青生野234-1 0247-48-2010 〇
443 鮫川村 そば処好菜会 東白川郡鮫川村大字赤坂中野字真坂39-2 0247-49-3751 〇
444 鮫川村 居酒屋 未鈴 東白川郡鮫川村赤坂中野字道少田37-6 0247-49-3817 〇
445 鮫川村 Reve 東白川郡鮫川村大字赤坂中野字道少田18-2 0247-57-6550 〇
446 鮫川村 おしゃべりキッチン 東白川郡鮫川村大字赤坂中野字巡ヶ作195 0247-57-6820 〇
447 南会津町 海人山人 ちょっ古蔵 南会津郡南会津町田島字中町甲3936-11 0241-62-3511 〇
448 南会津町 麺や焚く蔵 南会津郡南会津町田島字行司83 0241-64-8835 〇
449 南会津町 旅館須賀屋 南会津郡南会津町古町字千苅143 0241-76-2253 〇
450 南会津町 丸山館 南会津郡南会津町田島字中町甲3943 0241-62-1133 〇
451 南会津町 麺queen 南会津郡南会津町田島字後原3524 0241-62-2898 〇
452 南会津町 中華料理 秋華 南会津郡南会津町界字居平3315番地1 0241-73-2323 〇
453 南会津町 旬彩酒家 和 南会津郡南会津町田島字中町甲3912-1 080-6001-7742 〇
454 南会津町 あいづ亭 南会津郡南会津町糸沢字宇治山3200 0241-66-3054 〇
455 南会津町 ペンションアルミッシュ 南会津郡南会津町高杖原448 0241-78-2587 〇
456 南会津町 レストラン希林 南会津郡南会津町和泉田字寺町3523 0241-73-2826 〇
457 南会津町 道の駅 きらら289 南会津郡南会津町山口字橋尻1 0241-71-1289 〇
458 南会津町 会津清香園 南会津郡南会津町田島字元八幡甲327-2 0241-62-2629 〇
459 南会津町 ちょろっとＣＡＦＥ 南会津郡南会津町田島字後後原甲3468 0241-64-5281 〇
460 南会津町 (有)すがや 南会津郡南会津町界字上田下1020 0241-73-2116 〇
461 南会津町 コーヒー＆パブ らふ 南会津郡南会津町和泉田字沼橋2930 0241-73-2005 〇
462 南会津町 味の食卓 はだかや 南会津郡南会津町田島字東荒井37 0241-62-1884 〇
463 南会津町 らーめん・焼肉・もつ鍋 渡 南会津郡南会津町中荒井戸尻195 0241-62-8929 〇
464 南会津町 会津田島祇園会館 南会津郡南会津町田島字大坪30-1 0241-62-5557 〇
465 南会津町 味のれん さくら 南会津郡南会津町田島字中町3947 0241-62-4357 〇
466 南会津町 ラーメンの店 幸 南会津郡南会津町田島字本町3840-7 0241-62-3188 〇
467 南会津町 食・酒・笑 リアン 南会津郡南会津町田島字谷地甲43-2 0241-64-5870 〇
468 南会津町 雷安 南会津郡南会津町田島字後原甲3743-3 0241-62-2268 〇
469 南会津町 会津食処 富じ亭 南会津郡南会津町田島字東荒井26-3 0241-62-2555 〇
470 南会津町 旅館山口屋 南会津郡南会津町山口字村上1131 0241-72-2103 〇
471 南会津町 BAR&DINING CAUDALIE 南会津郡南会津町田島字後原甲3792 0241-64-5195 〇
472 南会津町 厨 南会津郡南会津町田島字中町甲3939 0241-62-5187 〇
473 南会津町 中華料理 一道 南会津郡南会津町古町字小沼1951 0241-76-2352 〇
474 南会津町 Pasta&Coffee TOPOLINO 南会津郡南会津町田島字後原甲3526-1 090-2364-9166 〇
475 南会津町 柏屋 南会津郡南会津町田島字後町甲3972-6 0241-62-0348 〇
476 南会津町 寿司竹花 南会津郡南会津町田島字谷地甲16-1 0241-62-0534 〇
477 南会津町 こたき食堂 南会津郡南会津町古町字居平26-5 0241-76-2256 〇
478 南会津町 アルカディア 南会津郡南会津町滝ノ原字恋路川端1779 0241-66-2478 〇
479 下郷町 分家玉や 南会津郡下郷町大字大内字権現上358 0241-68-2948 〇
480 下郷町 大和屋 南会津郡下郷町大字大内字山本6 0241-68-2911 〇
481 下郷町 美奈味 南会津郡下郷町大字栄富字下平89-1 0241-67-2418 〇
482 下郷町 そば処大川 南会津郡下郷町大字豊成字大割3971-3 0241-67-3447 〇
483 下郷町 魚園大倉 南会津郡下郷町大字豊成字下川原120 0241-67-3407 〇
484 下郷町 若つき 南会津郡下郷町大字塩生字下タ原156-1 0241-67-4701 〇
485 下郷町 和風レストランまほろば 南会津郡下郷町大字安張60 0241-67-3638 〇
486 下郷町 蕎麦処ゆう 南会津郡下郷町大字塩生字下タ原1660-1 0241-67-4655 〇
487 下郷町 そば処なかい 南会津郡下郷町大字大松川字宮内甲808 0241-67-3514 〇

東白川郡塙町大字塙字桜木町388-1 0247-44-0123



488 下郷町 民宿 沼袋 南会津郡下郷町大字湯野上字沼袋乙864 0241-68-2623 〇
489 下郷町 手打ちそば みのや 南会津郡下郷町大字大内字山本45 0241-68-2942 〇
490 下郷町 まごころの宿 星乃井 南会津郡下郷町大字湯野上字居平乙783-1 0241-68-2552 〇
491 下郷町 姑娘 南会津郡下郷町大字豊成字林中6092-19 0241-67-2343 〇
492 下郷町 居酒屋 十歩 南会津郡下郷町大字中妻字大百刈1245-4 0241-67-2229 〇
493 下郷町 平野屋 南会津郡下郷町大字音金十文字319 0241-67-2838 〇
494 下郷町 寿司割烹 鯉川 南会津郡下郷町大字中妻字大百刈78-1 0241-67-3012 〇
495 下郷町 お食事処さかや 南会津郡下郷町大字落合字下ノ原805-3 0241-67-3240 〇
496 下郷町 ホテル大島 南会津郡下郷町大字湯野上字大島乙63 0241-68-2311 〇
497 下郷町 星六食堂 南会津郡下郷町大字塩生字宮田1551 0241-67-2366 〇
498 下郷町 塔泉閣 南会津郡下郷町大字湯野上字寄上乙1359-7 0241-68-2513 〇
499 下郷町 天翔窯 南会津郡下郷町大字音金十文字3020 0241-67-3455 〇
500 下郷町 いろり 南会津郡下郷町大字栄富字下タ平丁583 0241-67-3878 〇
501 下郷町 金太郎そば山本屋 南会津郡下郷町大字大内字山本15 0241-68-2912 〇
502 下郷町 （同）本家玉屋 南会津郡下郷町大字大内字山木3番地 0241-68-2946 〇
503 下郷町 焼肉大阪屋 南会津郡下郷町大字豊成字林中6058 0241-67-2429 〇
504 下郷町 茶房やまだ屋 南会津郡下郷町大字大内字山本46 0241-68-2943 〇
505 下郷町 道の駅しもごう 南会津郡下郷町大字南倉沢字木賊844-188 0241-67-3802 〇
506 下郷町 お食事処きらく 南会津郡下郷町大字塩生字豊後海1716 0241-67-3301 〇
507 下郷町 会津下郷駅喫茶室 南会津下郷町大字豊成字下モ6302 0241-67-2320 〇
508 下郷町 下郷町物産館 南会津郡下郷町大字弥五島字道上3177 0241-67-4433 〇
509 下郷町 下郷町三彩館 南会津郡下郷町大字中山字下田3-1 0241-69-5033 〇
510 下郷町 （一財）下郷町観光公社センターハウス 南会津郡下郷町大字落合字左走1808-1 0241-67-2416 〇
511 下郷町 大内宿食の館そば道場 南会津郡下郷町大字大内字薬水1053 0241-68-2800 〇
512 下郷町 大内宿 民宿伊勢屋/宿カフェいせ屋 南会津郡下郷町大字大内字山本33 0241-68-2958 〇
513 下郷町 大内宿 三澤屋久右衛門 南会津郡下郷町大字大内字山本26 0241-68-2927 〇
514 下郷町 富士の湯 えびす屋 南会津郡下郷町大字湯野上字五百地乙193－13 0241-68-2567 〇
515 下郷町 ホテル大坂屋 南会津郡下郷町大字湯野上字居平乙766-2 0241-68-2121 〇
516 下郷町 呑喰処らんぷ 南会津郡下郷町大字塩生字宮田1635-1 0241-67-2200 〇
517 下郷町 つるや旅館 南会津郡下郷町大字湯野上字居平乙752 0241-68-2146 〇
518 下郷町 お食事処 花家 南会津郡下郷町大字中妻字大百刈109 0241-67-3578 〇
519 檜枝岐村 村一 南会津郡檜枝岐村字下ノ台401-1 0241-75-2635 〇
520 檜枝岐村 焼きとり よりみち 南会津郡檜枝岐村字下ノ台460 0241-72-8172 〇
521 檜枝岐村 よってけ 南会津郡檜枝岐村字下ノ台410 0241-72-8200 〇
522 檜枝岐村 どんのぉる なじょ？ 南会津郡檜枝岐村字上ノ台207-8 0241-75-2358 〇
523 檜枝岐村 御食事処 開山 南会津郡檜枝岐村字上ノ原537-3 0241-75-2039 〇
524 只見町 和風レストランまほろば 南会津郡只見町大字只見字宮前1303番地の7 0241-82-2372 〇
525 只見町 喜幸飯店 南会津郡只見町大字黒谷字中千苅114-2 0241-84-2819 〇
526 只見町 旅館・食堂 倉田屋 南会津郡只見町大字黒谷字黒下1126 0241-84-2040 〇
527 只見町 季の郷 湯ら里 南会津郡只見町大字長浜字上平50 0241-84-2888 〇
528 只見町 夢広場 南会津郡只見町大字大倉字窪田1594 090-3003-0531 〇
529 只見町 八十里庵 南会津郡只見町叶津字入中島160-10 0241-82-3401 〇
530 只見町 いわなの里 南会津郡只見町黒谷字上川原2082 0241-84-2926 〇
531 只見町 只見保養センター ひとっぷろまち湯 南会津郡只見町只見字新屋敷下2508-8 0241-82-2393 〇
532 只見町 太郎鮨 南会津郡只見町大字只見字沖1456 0241-82-2731 〇
533 只見町 ダイニングキッチンいわさき 南会津郡只見町大字只見字岩崎259-1 0241-82-2399 〇
534 北塩原村 Ｂａｎｄｉａ（バンディア） 耶麻郡北塩原村大字桧原字曽原山1096-433 0241-32-2829 〇
535 北塩原村 ヒロのお菓子屋さん 耶麻郡北塩原村桧原曽原山1095-47 0241-32-2730 〇
536 北塩原村 米澤屋 耶麻郡北塩原村大字大塩字大塩4447 0241-33-2221 〇
537 北塩原村 ペンションフレージェ 耶麻郡北塩原村大字桧原字剣ヶ峯1093-366 0241-32-3800 〇



538 北塩原村 ペンションラグマーケット 耶麻郡北塩原村大字桧原字中原１０４７－３８ 0241-28－7717 〇
539 北塩原村 銘木食堂 耶麻郡北塩原村大字下吉字家の北1433 0241-22-7634 〇
540 北塩原村 早稲沢屋しお〇 耶麻郡北塩原村大字桧原字中原1047－77 0241-34-2100 〇
541 北塩原村 奥裏磐梯らぁめんや 耶麻郡北塩原村大字桧原苧畑沢1034－19 0241-34-2200 〇
542 北塩原村 ペンション絵夢 耶麻郡北塩原村大字桧原字蛇平原山1074-181 0241-32-2230 〇
543 北塩原村 (有)ドリーム磐梯 耶麻郡北塩原村大字桧原字蛇平原山1074-2289 0241-37-1855 〇
544 きたかた 丸市食堂 喜多方市塩川町字東栄町２-５-５ 0241-27-3756 〇
545 きたかた 吉田屋 喜多方市高郷町上郷字馬場頭戊138 0241-44-2136 〇
546 きたかた 山都そば処萬長 喜多方市山都町字木曽498 0241-38-2231 〇
547 きたかた 新常葉 喜多方市塩川町字反町919 0241-27-2051 〇
548 きたかた 花正楽 喜多方市塩川町字東栄町1-6-3 0241-27-8755 〇
549 きたかた お食事処若竹 喜多方市塩川町小府根字畑ケ田1 0241-27-4169 〇
550 きたかた アタミ食堂 喜多方市塩川町字新丁1825 0241-27-4109 〇
551 きたかた 晩酌処ただいま 喜多方市塩川町字石橋891-9 090-8927-0092 〇
552 西会津町 同気 西会津町野沢字原町乙2168 0241-45-2852 〇
553 西会津町 ロータスイン 西会津町登世島字西林乙2529-10 0241-45-2900 〇
554 西会津町 Restaurant＆café kura. 西会津町野沢字原町乙2211-1 0241-45-2204 〇
555 西会津町 洋食堂K 西会津町野沢字原町乙2224 0241-45-2224 〇
556 西会津町 えちご家 西会津町野沢字上原乙2431-1 0241-45-3248 〇
557 西会津町 はるよし 西会津町野沢字上原乙2450 0241-45-3113 〇
558 西会津町 幸寿し 西会津町野沢字下條乙1969-15 0241-45-3031 〇
559 磐梯町 みちの駅ばんだいお食事処会津嶺 耶麻郡磐梯町大字磐梯字十王堂38 0242-73-2633 〇
560 猪苗代町 森の料亭 マウント磐梯 耶麻郡猪苗代町大字若宮字中ノ湯甲2975 0242-64-3911 〇
561 猪苗代町 温泉ペンション ブンブン 耶麻郡猪苗代町字五輪原7136-172 0242-63-0063 〇
562 猪苗代町 ラ・ネージュ 耶麻郡猪苗代町字城南140-1 0242-62-5070 〇
563 猪苗代町 おいしさづくり日乃出屋 猪苗代町大字蚕養字沼尻山甲2855-131 0242-64-3448 〇
564 猪苗代町 レストラン白鳥 耶麻郡猪苗代町大字中小松字菖蒲谷地32 0242-66-2540 〇
565 猪苗代町 すし割烹はな〇 耶麻郡猪苗代町字本町10 0242-62-3370 〇
566 猪苗代町 あまの食堂 耶麻郡猪苗代町大字千代田字扇田12-15 0242-62-2064 〇
567 猪苗代町 デセールカワウチ 耶麻郡猪苗代町字五百刈138-1 0242-62-4359 〇
568 猪苗代町 ペンションすまいる 耶麻郡猪苗代町大字若宮字大原丙278-3 0242-67-1010 〇
569 猪苗代町 ラーメンハウスとんとん 耶麻郡猪苗代町字新地5710 0242-62-2905 〇
570 猪苗代町 芳本茶寮 耶麻郡猪苗代町大字千代田字扇田9-8 0242-62-5515 〇
571 猪苗代町 いわはし館 耶麻郡猪苗代町大字長田字東中丸344-4 0242-72-0213 〇
572 猪苗代町 レイクサイドホテルみなとや 中国料理西湖 耶麻郡猪苗代町大字翁沢字長浜870 0242-65-2111 〇
573 猪苗代町 玉の湯旅館 耶麻郡猪苗代町大字磐根字本中島2336-7 0242-65-2611 〇
574 猪苗代町 レストラン梨の木 耶麻郡猪苗代町字梨木西50-1 0242-62-3814 〇
575 猪苗代町 café comaya 耶麻郡猪苗代町大字磐里字上野2696-1 0242-85-8203 〇
576 猪苗代町 小西食堂 耶麻郡猪苗代町大字蚕養字沼尻山甲2855-145 0242-64-3128 〇
577 猪苗代町 そば楽人 耶麻郡猪苗代町大字千代田字ドウフケ34 0242-63-0313 〇
578 猪苗代町 紅茶カフェ ウォールナッツ 耶麻郡猪苗代町大字長田字手洗川西3838-35 0242-63-0204 〇
579 猪苗代町 居酒屋 一 耶麻郡猪苗代町大字磐里字村東149-2 0242-63-0038 〇
580 猪苗代町 cafe217 耶麻郡猪苗代町大字長田字南烏帽子660-1 0242-85-8640 〇
581 猪苗代町 天蕎庵 耶麻郡猪苗代町字御三壇4187-4 0242-63-2802 〇
582 猪苗代町 ほうらい堂 耶麻郡猪苗代町大字蚕養字沼尻山甲2855-453 0242-64-3717 〇
583 猪苗代町 そば処こがね 耶麻郡猪苗代町字北半坂5856 0242-62-2207 〇
584 猪苗代町 ㈲ドライブイン磐尚 耶麻郡猪苗代町大字三ツ和字前田80-2 0242-65-2851 〇
585 猪苗代町 スナックじゅんじゅん 耶麻郡猪苗代町大字磐里字村西19-1 さかいコーポレーション0242-62-5411 〇
586 猪苗代町 レストランウッドペッカー 耶麻郡猪苗代町字堰間6342-85 0242-62-5137 〇
587 猪苗代町 和風レストランまるまつ 耶麻郡猪苗代町大字千代田字二丁田字二百苅75-40242-63-0077 〇



588 猪苗代町 日々喜 耶麻郡猪苗代町字梨木西139 0242-62-3220 〇
589 猪苗代町 den・en café 耶麻郡猪苗代町大字三ツ和字家北500-3 080-6052-6325 〇
590 猪苗代町 森の空kazu 耶麻郡猪苗代町字芹沢4040-5 0242-93-5675 〇
591 猪苗代町 白城屋旅館 耶麻郡猪苗代町大字蚕養字沼尻山甲2855-104 0242-64-3214 〇
592 会津坂下町 居酒屋元気いっぱい 河沼郡会津坂下町字舘ノ下57-1 0242-83-0778 〇
593 会津坂下町 スナックゆかり 河沼郡会津坂下町字市中三番甲3681-1ビーノクラブ２F 0242-36-7250 〇
594 会津坂下町 カラオケ居酒屋福ちゃん 河沼郡会津坂下町字茶屋町甲3867 0242-83-6910 〇
595 会津坂下町 甍 河沼郡会津坂下町字茶屋町甲3865-5 090-8875-3611 〇
596 会津坂下町 ハンマウム 河沼郡会津坂下町字市中三番甲3722金八ビル103 090-2607-2988 〇
597 会津坂下町 さいとう食堂 河沼郡会津坂下町字市中三番甲3678-1 0242-83-6318 〇
598 会津坂下町 御食事処 宮古家 河沼郡会津坂下町大字宮古字台畑15-1 0242-83-0081 〇
599 会津坂下町 山茶花 河沼郡会津坂下町大字宮古字台畑2-1 0242-83-3968 〇
600 会津坂下町 スナック純 河沼郡会津坂下町字市中三番甲3681-1ビーノクラブ2F 090-2886-4178 〇
601 会津坂下町 紋平茶屋 河沼郡会津坂下町大字気多宮字柳田1052 0242-83-2379 〇
602 会津坂下町 軽食喫茶ロマン 河沼郡会津坂下町字石田1522 0242-83-2823 〇
603 会津坂下町 雪花食堂 河沼郡会津坂下町字市中二番甲3642 0242-83-2559 〇
604 会津坂下町 太郎庵（七日町菓房・にいでら工房・郡山桑野店） 河沼郡会津坂下町字福原前4108-1 0242-83-3267 〇
605 会津坂下町 ファットリアこもと 河沼郡会津坂下町大字坂本字糖塚乙1144 0242-83-1101 〇
606 会津坂下町 ラーメン長八 河沼郡会津坂下町字舘ノ下57-1 0242-83-3318 〇
607 会津坂下町 -繭-Agein 河沼郡会津坂下町字市中三番甲3681-1 ビーノクラブ2F-P 090-9533-4199 〇
608 会津坂下町 飲み喰い処まるいし 河沼郡会津坂下町字沢ノ目1720-5 0242-83-3960 〇
609 会津坂下町 ハンバーグ＆ステーキのあかべこ 河沼郡会津坂下町字上口606-1 0242-83-2683 〇
610 会津坂下町 お食事処宮川 河沼郡会津坂下町字舘ノ下41-7 0242-83-2561 〇
611 会津坂下町 お好み焼家ぐるめ 河沼郡会津坂下町字稲荷塚20 0242-83-4848 〇
612 湯川村 お食事処朝昼夜 河沼郡湯川村桜町村北122-1 0241-31-1018 〇
613 湯川村 ゆがわ家 河沼郡湯川村清水田川入52 090-3121-6221 〇
614 湯川村 道の駅会津湯川・会津坂下 河沼郡湯川村佐野目五丁ノ目78-1 0241-27-8853 〇
615 湯川村 呑み処十六夜 会津若松市栄町3-25 0242-27-7070 〇
616 柳津町 つきみが丘町民センター 河沼郡柳津町大字柳津字諏訪町甲61-2 0241-42-2302 〇
617 柳津町 西山温泉せいざん荘 河沼郡柳津町大字砂子原字長窪921 0241-43-2727 〇
618 柳津町 観光物産館 河沼郡柳津町大字柳津字下平乙179 0241-42-2324 〇
619 柳津町 ほっとinやないづ 河沼郡柳津町大字柳津字下平乙151-1 0241-41-1077 〇
620 柳津町 月本旅館 河沼郡柳津町大字柳津字諏訪町甲１２４ 0241-42-2233 〇
621 柳津町 キッチン柳 河沼郡柳津町大字柳津字寺家町甲168 0241-42-2239 〇
622 柳津町 御殿場茶屋 河沼郡柳津町大字細八字鴇巣甲311-3 0241-42-3293 〇
623 柳津町 花ホテル滝のや 河沼郡柳津町大字柳津字寺家町甲153 0241-42-2010 〇
624 柳津町 すずや食堂 河沼郡柳津町大字柳津字寺家町甲145-1 0241-42-2516 〇
625 柳津町 ゆめ・ya 河沼郡柳津町大字柳津字下平乙２４０－３ 0241-42-2095 〇
626 柳津町 パン工房赤べこ 河沼郡柳津町大字柳津寺家町甲167 0241-42-7111 〇
627 柳津町 瀞流の宿 かわち 河沼郡柳津町大字柳津下平乙150-1 0241-42-2600 〇
628 柳津町 喫茶去 河沼郡柳津町柳津堂林甲８１６－１ 0241-42-7140 〇
629 あいづ 農家民宿 穂多瑠 会津若松市北会津町石原406 0242-58-2729 〇
630 あいづ ひらの食堂 会津若松市河東町広田字広田114 0242-75-2023 〇
631 あいづ まるみや 会津若松市河東町広田字広田22 0242-75-2310 〇
632 あいづ まんぷく食堂 会津若松市河東町谷沢字十文字101 0242-75-2335 〇
633 あいづ ブルーコーンズダイニング 会津若松市河東町広田字横堀98 0242-75-5507 〇
634 あいづ スナック駅まえ 会津若松市河東町広田字広田126 0242-75-3071 〇
635 会津美里町 ほっとぴあ新鶴 大沼郡会津美里町字家東甲4224-2 0242-78-2820 〇
636 会津美里町 新鶴ワイナリー 大沼郡会津美里町米田字吹上下甲505 0242-23-9899 〇
637 会津美里町 天国茶屋 大沼郡会津美里町穂馬字天国甲974 0242-56-3944 〇



638 会津美里町 喜楽屋 神龍 大沼郡会津美里町字柳台甲2331 0242-54-2326 〇
639 三島町 中野屋食堂 大沼郡三島町宮下字宮下375 0241-52-3015 〇
640 三島町 ログハウスどんぐり 大沼郡三島町名入字諏訪の上410 0241-52-2932 〇
641 三島町 糸屋旅館 大沼郡三島町宮下字宮下373 0241-52-2008 〇
642 三島町 早戸温泉つるの湯 大沼郡三島町早戸字湯ノ平888 0241-52-3324 〇
643 三島町 ＳampSon 大沼郡三島町宮下字居平12 0241-42-7242 〇
644 三島町 キッチンMORｙ 大沼郡三島町川井字居平178 0241-52-3064 〇
645 金山町 旅館 鶴亀荘 大沼郡金山町大字本名字上ノ坪1942 0241-54-2724 〇
646 金山町 風の谷 大沼郡金山町大字西谷字沖田474 0241-54-2188 〇
647 金山町 民宿・食堂おふくろ 大沼郡金山町大字川口字下町601 0241-54-2429 〇
648 金山町 スナック麻里 大沼郡金山町大字大塩字休場3153 0241-56-4951 〇
649 金山町 本屋食堂玉小前 大沼郡金山町大字玉梨字横井戸2786-1 0241-54-5505 〇
650 金山町 民宿朝日屋 大沼郡金山町大字小栗山字堂平2116-1 0241-54-2712 〇
651 広野町 居酒屋元気百倍 双葉郡広野町上浅見川字坊田85 090-6689-7071 〇
652 広野町 ホテル双葉邸 ひまわり 双葉郡下北迫字二ツ沼45-32 0240-23-6810 〇
653 広野町 ちょい呑み小恋 双葉郡広野町下北迫字折返72 090-8787-2903 〇
654 広野町 居酒屋ゆり 双葉郡広野町下北迫字新町41 090-7333-9422 〇
655 広野町 居酒屋うさぎ 双葉郡広野町下浅見川字本町１２７番地２ 0240-23-7307 〇
656 広野町 ㈲柏屋 双葉郡広野町下浅見川字築地24-3 0240-27-2322 〇
657 広野町 とんかつ食楽 双葉郡広野町上北迫字二ツ沼14-19 0240-23-5398 〇
658 双葉町 ＭＡＲＵＪＵ(マルジュ) いわき市勿来町酒井青柳14-4 090-2022-1234 〇
659 双葉町 食事処「輪」 いわき市勿来町酒井青柳14-4 0246-84-9774 〇
660 楢葉町 楢葉サイクリングターミナル  レストラン岬 双葉郡楢葉町大字北田字上ノ原27番地の29 0240-23-5080 〇
661 楢葉町 麺joyなごみ家 いわき市平北白土字宮前72-1 宮前ビル1F 0240-23-7585 〇
662 楢葉町 すずみや 双葉郡楢葉町大谷字堂ノ内97 0240-23-5121 〇
663 楢葉町 海・鮮・料理よしだ 双葉郡楢葉町大字井出木屋126-1 0240-25-2253 〇
664 楢葉町 だいこんの花 双葉郡楢葉町大字北田字下山根95-3 090-4542-4616 〇
665 楢葉町 木戸の小料理 結のはじまり 双葉郡楢葉町大字山田岡字小堤21-31 080-3325-2131 〇
666 楢葉町 武ちゃん食堂 双葉郡楢葉町大字井出字木屋126-9 0240-25-2450 〇
667 楢葉町 豚壱 双葉郡楢葉町大字山田岡字大堤入7-1 0240-23-6630 〇
668 楢葉町 ㈱Ｊヴィレッジ内アルパインローズ 双葉郡楢葉町山田岡字美シ森8番 0240-26-0111 〇
669 楢葉町 なら福 双葉郡楢葉町大字波倉字原88-1 0240-23-5966 〇
670 楢葉町 食楽処おらほや 双葉郡楢葉町大字北田字中満256 0240-23-6077 〇
671 楢葉町 陽なたぼっこ 双葉郡楢葉町大字井出字八石36-4 090-9039-0200 〇
672 富岡町 さくら屋 双葉郡富岡町大字小浜字中央416 0240-23-6607 〇
673 富岡町 ホテル蓬人館 双葉郡富岡町小浜44-2 0240-23-7728 〇
674 富岡町 サラータイ 双葉郡富岡町大字小浜字中央714 0240-23-5503 〇
675 富岡町 富岡ホテル 双葉郡富岡町大字仏浜字釜田122-6 0240-22-1180 〇
676 川内村 蕎麦酒房天山 双葉郡川内村大字上川内字町分211 0240-38-3426 〇
677 川内村 ベーカリーリヴィエール 双葉郡川内村大字上川内字早渡11-33 0240-23-7176 〇
678 川内村 幻魚亭 双葉郡川内村大字上川内字炭焼場516 0240-38-3511 〇
679 川内村 かわうちの湯 双葉郡川内村大字上川内字小山平501-1 0240-39-0103 〇

680 川内村
Café Amazon[カフェアメイゾ
ン] 川内村店

双葉郡川内村大字上川内字町分102番 0240-23-5665 〇

681 浪江町 キッチン・グランマ 双葉郡浪江町大字権現堂字六反田7-2 0240-34-1007 〇
682 浪江町 味感さとう 双葉郡浪江町大字権現堂字下川原70-3 0240-35-5450 〇
683 新地町 とんかつさくら家 相馬郡新地町谷地小屋字樋掛田47-2 0244-62-2835 〇
684 新地町 GARDEN 相馬郡新地町駅前一丁目5番地D-1 0244-26-9566 〇
685 新地町 やきとり㐂久 相馬郡新地町谷地小屋字萩崎120-121 0244-62-3273 〇
686 新地町 ごはん処はる 相馬郡新地町駒ヶ嶺字新町103-1 0244-62-5311 〇



687 新地町 鹿狼の湯 食処どんぐり 相馬郡新地町杉目字飯樋50 0244-63-2617 〇
688 新地町 ホテルグラード新地 レストラン悠 相馬郡新地町駅前一丁目2番地 0244-37-4677 〇
689 新地町 韓国食品ソウル 相馬郡新地町小川字ソリ畑27 0244-26-8802 〇
690 新地町 まるふじ 相馬郡新地町谷地小屋字萩崎5 0244-62-2335 〇
691 新地町 小春日和 相馬郡新地町駒ヶ嶺字紙衣沢25-18 0244-62-2995 〇
692 新地町 中国スナック星縁 相馬郡新地町駅前一丁目5番地C-2 090-2994-6045 〇
693 新地町 たこ焼きどんどん 相馬郡新地町小川字北原67-2 0244-62-5525 〇
694 新地町 Bistroアンバー 相馬郡新地町駅前一丁目5番地D棟-2 0244-32-0291 〇
695 鹿島 亀八 南相馬市鹿島区鹿島字町151 0244-46-4141 〇
696 鹿島 ドロシー 南相馬市鹿島区鹿島字御前ノ内21-1 0244-46-2581 〇
697 鹿島 ありがとうっ 南相馬市鹿島区鹿島字瀬戸畑1-4 080-3335-0118 〇
698 鹿島 なべちゃん 南相馬市鹿島区寺内字大谷地145-2 0244-32-0303 〇
699 鹿島 喫茶８．３０ 南相馬市鹿島区鹿島字北千倉40-1 0244-46-3136 〇
700 鹿島 たこ焼 円達 南相馬市鹿島区西町2-3-1 0244-46-1177 〇
701 鹿島 たこ焼 円達 セデッテかしま店 南相馬市鹿島区浮田字椴木沢212-1 なし 〇
702 鹿島 めざせ！殿様食堂 南相馬市小高区本町1-24-1 0244-32-1716 〇
703 鹿島 すずき食堂 南相馬市鹿島区鹿島字御前ノ内35 080-5565-6037 〇
704 鹿島 食べ処 澤 南相馬市鹿島区鹿島字町161 0244-46-2296 〇
705 鹿島 中国料理 建安 南相馬市鹿島区鹿島字北田100-1 0244-46-3055 〇
706 鹿島 そば処 木音 南相馬市鹿島区鹿島字北田75-1 0244-46-5466 〇
707 鹿島 清寿し 南相馬市鹿島区鹿島字北畑99-1 0244-46-2554 〇
708 鹿島 魚菜料理 万葉亭 南相馬市鹿島区西町1-76-3 0244-46-4188 〇
709 鹿島 キッチンポポロ 南相馬市鹿島区小島田字原畑70 0244-67-1922 〇
710 小高 食事処 叶や 南相馬市小高区仲町1丁目-1 0244-26-7986 〇
711 小高 Odaka Micro Stand Bar ～オムスビ～ 南相馬市小高区東町1丁目67 0244-32-0914 〇
712 小高 更紗 南相馬市小高区本町1丁目45 0244-44-5446 〇
713 小高 浦島鮨 南相馬市小高区東町1丁目131 0244-44-3257 〇
714 小高 もっきりや 南相馬市原町区錦町1丁目127-5 090-6046-6850 〇
715 小高 山賊焼 セデッテかしま店 南相馬市鹿島区浮田字椴木沢212-1 0244-32-1741 〇
716 飯舘村 ゑびす庵 相馬郡飯舘村飯樋字町374-1 0244-43-2018 〇
717 内郷 お狩場焼 和ッ！ いわき市平白銀町1-5五十嵐ビル1F 0246-38-6711 〇
718 内郷 お食事処 せいの いわき市内郷内町金坂39-4 0246-26-2552 〇
719 内郷 Dining&Bar QUEEN いわき市平字白銀町3-1 0246-21-4128 〇
720 内郷 みどりや いわき市内郷高坂町桜井93 0246-26-2230 〇
721 遠野町 ファミリーレストランみつほ いわき市遠野町上遠野字原前32-3 0246-89-2979 〇
722 遠野町 レストラン地路瑠 いわき市遠野町根岸字鴻ノ目81-2 0246-89-3311 〇
723 遠野町 農家レストランとろろ屋半兵衛 いわき市遠野町上遠野字若宮60-1 0246-74-1112 〇
724 遠野町 うつつ庵 いわき市遠野町上遠野字川張26-1 0246-74-1152 〇
725 田人町 田人おふくろの宿 いわき市田人町旅人字江尻71 0246-68-3321 〇
726 田人町 お食事処ながせ いわき市田人町黒田字掛橋17 0246-69-2146 〇
727 好間町 日の丸亭好間店 いわき市好間町中好間字中川原52 0246-36-2944 〇
728 好間町 日の丸亭十五町目店 いわき市平字十五町目5-3 野﨑ビル1F 0246-23-4992 〇
729 好間町 B級グルメ食堂 大将 いわき市好間町中好間字中川原52 0246-36-2943 〇
730 好間町 日の丸亭玉川店 石川郡玉川村大字小高字南畷15-3 0247-57-4541 〇
731 好間町 日の丸亭石川店 石川郡石川町字南町8-2 0247-26-6911 〇
732 小川町 ヒュッテ手の倉 いわき市小川町塩田字手の倉69-11 0246-83-2389 〇
733 小川町 わらさ いわき市小川町高萩字小路尻31-2 090-3757-4440 〇
734 小川町 ｸﾞﾘｰﾝ＆ﾌﾗﾜｰｶﾞｰﾃﾞﾝ いわき市小川町福岡字喜平後48 090-1063-6071 〇
735 小川町 歌声スナックあや いわき市小川町下小川字上ノ台121-10 090-7564-3275 〇
736 三和町 中華料理 小柳 いわき市三和町合戸字入藪18 0246-87-2028 〇



737 三和町 きのことマサ いわき市三和町上三坂字立町101-2 0246-85-2755 〇
738 三和町 和風れすとらんつばき いわき市好間町大利字小川埼214-1 0246-36-5901 〇
739 三和町 ラーメンさくら家 いわき市三和町合戸字中館下59-1 0246-97-5090 〇
740 四倉町 星の花 いわき市四倉町字栗木作115-2 0246-32-3137 〇
741 四倉町 くさの根 いわき市四倉町字東2-167-1 0246-32-6460 〇
742 四倉町 押田庵 いわき市四倉町字和具35-18 0246-32-2087 〇
743 四倉町 丸喜寿司 いわき市四倉町5-41 0246-32-3626 〇
744 四倉町 お食事酒処 和 いわき市四倉町字6-26-1 0246-32-3221 〇
745 久之浜町 和食処とのがみ 〇
746 久之浜町 仕出し割烹しげよし いわき本店 〇
747 久之浜町 うどん・そば処 あしびいわき店 いわき市久之浜町末続深谷16‐1 090-8856-4816 〇
748 久之浜町 久の浜温泉たきた館 いわき市大久町大久字与平作71 0246-82-3303 〇
749 久之浜町 お食事酒処和 久之浜分店 いわき市久之浜町久之浜字北町134（浜風きらら内） 0246-84-9891 〇
750 久之浜町 からすや食堂 いわき市久之浜町久之浜字北町127 0246-82-2158 〇
751 久之浜町 ドライブイン波立 いわき市久之浜町田之網字横内６４－２ 0246-82-2416 〇

090-3757-6002いわき市久之浜町久之浜字北町１３４（浜風きらら内）


