
ベジ・ファースト協力店リスト【県北地方】 令和２年６月現在

No. 地区 店舗名 郵便番号 住所 電話番号 営業時間 休日

1 福島市 神戸のあかり 異人館 960-0112 福島市南矢野目字阿弥陀前23-4 024-552-1517
[ランチ]　11:00～15:00／L.O 14:00

[ディナー]　17:30～21:30／L.O 20:30

火曜日(祝日の場

合は営業)

2 福島市
福島片岡鶴太郎美術庭園

(併設松屋レストラン)
960-0201 福島市飯坂町字銀杏1-13 024-542-0555

9:00～17:00／レストランは16:00まで

1～3月　9:00～16:00

無休

※冬季はお休みを

頂く場合がござい

ます

3 福島市 oncafé 960-0201 福島市飯坂町字湯沢26 024-542-3159 10:30～18:00 水曜日

4 福島市 なかむらや旅館 960-0201 福島市飯坂町字湯沢18 024-542-4050 [日帰り入浴]　10:00～15:00

5 福島市 摺上亭大鳥 960-0201 福島市飯坂町字中ノ内24-3 024-542-4184
[日帰り入浴]　11:30～15:00まで

[ご宿泊]　チェックイン15:00／チェックアウト10:00

不定休

 月に3日程度、不

定期で大浴場の大

掃除を行いますの

で、ご利用できな

い場合がございま

す。詳しくはお問

い合わせくださ

い。

6 福島市 ナポリピッツァ専門店　ラッポルティ 960-0241
福島市笹谷字稲場37-2

パルメディオ1F
024-573-2075

[ランチ]　11:00～14:30(L.O)

[ディナー]　17:30～20:30(L.O)

※生地が無くなり次第終了

水曜日

祝日の場合は営業

翌日休み

7 福島市 東日本健康ランド カッパ王国 960-0404 伊達市原島63 024-583-5526

2020年4月15日（水）より当面の間、営業時間を下記の通り

変更させて頂きます。

10:00～23:30（最終入館受付23:00）

お食事L.O 21:00

無休

8 福島市 道の駅つちゆ　つちゆロードパーク 960-1243 福島市松川町水原字南沢41-2 0243-24-2148

[4月～11月]　売店9:00～18:00／食堂9:30～17:30

[12月～3月]　売店9:00～17:30／食堂9:30～17:00

※外売店は12月～3月はお休みです

無休

9 福島市 たまごカフェ 960-1244 福島市松川町関谷字大窪47 024-573-8400
10:00～15:00／L.O 14:00

[ランチ]　 11:00～14:00
月、日曜日
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10 福島市 味処 みずほ 960-2152 福島市土船字中谷地48 024-593-2335 11:00～19:00 無休

11 福島市 珈琲グルメ 960-8031
福島市栄町7-33

錦ビル2F
024-523-4035

月～木　11:00～22:00

金・土　11:00～22:30

日　11:00～21:30

ランチ　11：00～15：00（平日のみ）

無休

12 福島市 garden cafe M 960-8031
福島市栄町11-25

AXC2F
024-522-7544

11:30～23:00／L.O　フード 22:00、ドリンク 22:30

ランチ11:30～15:00／L.O 14:30
無休

13 福島市 黒潮亭 960-8033
福島市万世町5-43

パセオビル1F
024-521-9640 17:00～24:00／L.O 23:30 日曜日・祝日

14 福島市 Dining Bar 灯 TOMOSHIBI 960-8034
福島市置賜町7-5

アドニード121ビル2階西
024-563-4307 18:00～23:30／L.O 23:00 毎週月曜日

15 福島市 Cafe Lounge Luana 960-8035
福島市本町4-8

エリプスビル2F
024-524-3770 9:30～15:00L.O 土日祝

16 福島市 彩食 おさい 960-8036 福島市新町8-21 024-522-3584
[ランチ]　11:30～14:00

[ディナー]　17:30～21:00
火・水曜日

17 福島市 Curry dining bar 笑夢 960-8041
福島市大町2-35

サトウビル2F
024-522-1841

[ランチ]　11:30～14:30

[ディナー]　18:00～21:00

※日曜は18:00～22:00

火曜日

18 福島市
art & café  PETIT PÉCHE

960-8056 福島市八島田字桃木町8 090-3646-1656 11:00～18:00

不定休

詳細はホームペー

ジにてご確認くだ

さい

19 福島市 みどり豆 960-8117
福島市入江町12-6

入江サウンズ2F
024-531-8833

11:00～21:00／L.O 20:15

ランチ11:00～14:00／L.O 14:00

※火～土のみ

20 福島市 コーヒー＆レストラン 風の谷 960-8155 福島市清水町北谷地16-1 024-548-0786 10:00～20:00／L.O 19:30 水曜日
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21 福島市 Cafe桑の実 960-8251 福島市笹谷字上成出5 024-563-1310
9:30～17:00

[ランチ]　11:00～14:00

土・日曜日・祝祭

日

22 二本松市 空の庭 自然レストラン 964-0074 二本松市岳温泉2-56 0243-61-1837 11:00～15:00／L.O 14:30 無休

23 二本松市 空の庭 リゾート 964-0074 二本松市岳温泉1-197-2 0243-24-2306 10:00～16:00／最終受付　15:00 無休

24 二本松市 ながめの館 光雲閣 964-0074 二本松市岳温泉1-85 0243-24-2101 11:00～14:30

 休館日あり

お問い合わせくだ

さいませ

25 二本松市 道の駅 ふくしま東和 964-0111 二本松市太田字下田2-3 0243-46-2113
[4月～11月]　9:00～18:00

[12月～3月]　9:00～17:00

1月1日・２日・24

日

26 二本松市 道の駅 さくらの郷 964-0301 二本松市東新殿字平石田12-2 0243-68-4770 9:00～17:00／食堂営業時間　11:00～15:00 1/1～3

27 二本松市 こらんしょ市　二本松店 964-0865 二本松市杉田駄子内20-1 0243-62-4218 9:00～18:00
年末年始・お盆期

間

28 二本松市 あいおい 964-0904 二本松市郭内1-195-1 0243-23-7021
[ランチ]　11:30～13:30

[ディナー]　17:30～22:00／L.O 21:00
月曜日

29 二本松市 レストラン かすみ 964-0904 二本松市郭内3-287 0243-22-1502 11:30～19:30 日・祝祭日

30 二本松市 安達ケ原ふるさと村　農特産売店 964-0938 二本松市安達ケ原4-100 0243-22-7474 9:00～17:00 元旦のみ

31 二本松市
道の駅「安達」智恵子の里　下り線

農産コーナー
969-1402 二本松市米沢字下川原田105-2 0243-24-9200

 8:30～19:00

 [12月～2月]　8:30～18:00
無休

32 二本松市
道の駅「安達」智恵子の里　上り線

やさい家駅菜都
969-1511 二本松市下川崎字上平33-1 0243-61-3107 9:00～18:00 元旦のみ

33 伊達市 りょうぜん紅彩館 960-0807 伊達市霊山町石田字宝司沢9-1 024-589-2233
夏季(4月～11月)　10:00～20:00

冬季(12月～3月)　10:00～18:00
毎月第4水曜日
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34 本宮市 こらんしょ市 本宮店 969-1164 本宮市本宮字戸崎41 0243-63-2822 9:00～17:00 お盆、年末年始

35 大玉村 ふくしま県民の森フォレストパークあだたら 969-1302 安達郡大玉村玉井字長久保68 0243-48-2040
9:00～21:00

日帰り入浴は12:00～21:00

第1・第3火曜日

(GW、夏休み、年

末年始を除く)
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