
ベジ・ファースト協力店リスト【郡山市】 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 郡山市 のんびり温泉 963-0126 郡山市三穂田町山口字山崎山11-1 024-953-2611 7:30～22:00 無休

2 郡山市 やすらぎの宿 郡山三穂田温泉 963-0128 郡山市三穂田町駒屋字四十坦原16-19 024-954-2626 6:00～22:00 無休

3 郡山市 ナチュレルビュー 963-0209 郡山市御前南1-82 024-954-5887

8:30～19:00

[ランチ]　11:00～14:00

※土日祝　15:00まで

水曜日

※火曜は不定休

4 郡山市 ｆorest バン 源田 963-0213 郡山市逢瀬町多田野源田5 024-957-2320

[日帰り温泉]

 春～秋期(4月～11月)　9:00～18:00

 冬期(12～3月)　10:00～18:00

 ※19:00からは宿泊者様の貸切となります

毎月第3火曜日

 ※祝日の場合、翌

週の第4火曜日

5 郡山市
生パスタ専門店　Gran Pasta

イオン郡山フェスタ店
963-0534

郡山市日和田町小原1

日和田ショッピングモールフェスタ1F フードコート
024-973-7703 10:00～21:00

6 郡山市 菜園レストラン　el TAPADO 963-0904 郡山市西田町土棚内出３４６−１ 024-972-2325 10:00～19:00／L.O 18:30 月曜日

7 郡山市 萩姫の湯 栄楽館 963-1309 郡山市熱海町熱海4-47 024-984-2135

チェックイン　15:00／チェックアウト　10:00

日帰り温泉 一部　10:00～12：00・二部　13:00～16:00

露天風呂付き貸切風呂の日帰り利用時間　11:00～15:00

無休

8 郡山市 ホテル華の湯 963-1309 郡山市熱海町熱海5-8-60 024-984-2222
チェックイン　15:00／チェックアウト　10:00

日帰り温泉　10:00～17:00

無休

※現在コロナの影

響で4/30まで全休

となっておりま

す。5月も現在検

討中です。

詳しくは、公式

HPをご確認下さ

い。

9 郡山市 ゆとりろ磐梯熱海 963-1309 郡山市熱海町熱海5-18 024-984-2811
[チェックイン]　 15:00

[チェックアウト]　 10:00

不定休

※新型コロナウイ

ルスの影響で2020

年6月末日まで休

館しております。
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10 郡山市 磐梯熱海温泉 山城屋旅館 963-1309 郡山市熱海町熱海5-145 024-984-2216
[チェックイン]　15:00～18:30

[チェックアウト]　 10:00
無休

11 郡山市 月の庭 963-1309 郡山市熱海町熱海5-143 024-984-2301

[チェックイン]　15:00

[チェックアウト]　10:00

[日帰り温泉入浴]　11:00～16:00

不定休

12 郡山市 きくちや本舗 963-1633 郡山市湖南町福良字家老9413-1 024-983-2406 8:00頃～18:00頃

無休

※臨時休業の場合

あり

13 郡山市 和牛旬菜 あ吽（あうん） 963-8001 郡山市大町1-2-9 024-954-7880 ディナー　18:00～23:00　(L.O 22:00) 日曜日、祝祭日

14 郡山市
DiningRestaurant Eté

(ダイニングレストラン　エテ）
963-8001 郡山市大町一丁目2-16 024-983-1117

[ランチ]　11:30～14:30　(L.O 14:00)

[ディナー]　17:00～23:30　(L.O 23:00)
火曜日

15 郡山市 赤から 郡山駅前大通り店 963-8002
郡山市駅前1丁目4-7

ビッグエコー陣屋店5F
024-954-8830

[月～木]　17:00～翌2:00

[金・土・祝前日]　17:00～翌3:00

[日・祝]　17:00～24:00

(L.O 30分前)

無休

16 郡山市
うまいものいっぱい いろはにほへと

郡山駅前店
963-8002

郡山市駅前2-7-15

やぶ玉ビル2F
024-931-0168

[日～木・祝日]　17:00～翌1:00／L.O 0:00

[金・土・祝前]　17:00～翌2:00／L.O 翌1:00
無休

17 郡山市 トラバル 963-8002
郡山市駅前1-4-7

エリート41ビル6F
024-953-5688

[月～木、祝日]

16:00～翌0:00／L.O　料理・ドリンク　23:00

[金、土、祝前日]

16:00～翌1:00／L.O　料理・ドリンク　翌0:00

[日]

16:00～23:00／L.O　 料理・ドリンク　22:00

☆無休 ※営業時間

外のpartyや結婚

式2次会の貸切な

ど、お気軽にご相

談ください☆

18 郡山市 BAR THREE MONKEYS 963-8002
郡山市駅前二丁目3-2

 駅前グリーンビル3F
024-927-0096

[月～木、日・祝]　20:00～4:00／L.O 3:30

[金・土・祝前日]　19:00～5:00／L.O 4:30
無休

19 郡山市 串酒場 ピザ酒場 おれんじ 963-8004 郡山市中町6-14 024-931-2036
11:00～14:30

17:30～22:00
水曜日

20 郡山市 ama terrasse Cafe 963-8004
郡山市中町13-1

うすい百貨店4F
024-973-6356 10:00～19:00／L.O 18:30

うすい百貨店に準

ずる
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21 郡山市 串揚げ 居酒屋 ハシゴ 963-8004
郡山市中町11-2

 ロンデン中町ビル 2F
024-973-8845

[月～木・日]

 17:00～翌0:00／料理L.O 翌23：30 ドリンクL.O 翌23:30

[金・土・祝前日]

 17:00～翌2:00／料理L.O 翌1:00 ドリンクL.O 翌1:30

無休

22 郡山市 ふらんす厨房 Kei 963-8014 郡山市虎丸町21-4 024-921-1383
[ランチ]　 11:30～14:00／L.O 14:00

[ディナー]　17:30～21:00／L.O 21:00

日曜日

 ※祝日は夜予約の

み

23 郡山市 スパゲティーの店 ミオパスタ 963-8016 郡山市豊田町4-8 2F 024-935-2617

11:00～15:00／L.O 14:30

17:30～21:00／L.O 20:30

[ランチ]　11:00～14:00

※土・日・祝はランチタイムなし

月曜日

 ※月曜日が祭日の

場合営業、翌火曜

日お休み

24 郡山市 ストロベリーファーム 963-8017
郡山市長者1-1-56

ザ・モール郡山 フードコート内
024-935-0032

10:00～21:00／L.O 20:00

 [ランチ]　10:00～15:00
無休

25 郡山市 イタリアワイン食堂 ラ・フラスカ 963-8022
郡山市西ノ内1-2-2

ケーズガーデン2F
024-905-7122

[ランチ]　11:00～14:30／L.O 14:30

[ディナー]　17:00～23:00／L.O 23:00
水曜日

26 郡山市 スパゲティー専門の店 Champ 963-8024 郡山市朝日1-6-12 024-939-7227
11:30～21:00／L.O 20:30

ランチ11:30～14:00　※ランチは平日のみ
火曜日

27 郡山市 旨いもの酒場 ふく陣 963-8024
郡山市朝日1丁目20-30

ロンパイスビル1F
024-934-3559 17:00～24：00／L.O 23:30 日曜日

28 郡山市 好々屋 963-8024 郡山市桑野四丁目4-6 024-933-1238
[ディナー]　17:00～24:00

[ランチ]　11:30～13:30　(平日のみ)
日曜日、祝日

29 郡山市 手しごと厨房 がんがん丸 963-8024 郡山市朝日1-19-8 024-991-7789
[ランチ]　 11:30～14:00　※月～金のみ

[ディナー]　17:00～24:00／L.O 23:30
日・祝

30 郡山市 お食事とお酒の店 益元 963-8025 郡山市桑野4-8-10 024-922-9011
ランチ11:30～14:30

ディナー17:00～22:30／L.O 料理・ドリンク 22:00

毎週火曜　特別休

業有

31 郡山市 居酒屋しのや 桑野店 963-8025 郡山市桑野2丁目7-1 024-983-0787 17:00～翌2:00／L.O 翌1:00
日曜日

※祝前日は営業

32 郡山市 cafe LOVERS LEAP 963-8025 郡山市桑野2丁目4-3 024-907-2054 11:00～18:30／L.O 18:00 水曜日
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33 郡山市 米沢牛・炭火焼肉 上杉 郡山店 963-8025 郡山市桑野一丁目5-19 024-933-8929

[ランチ]　11:30～15:00／L.O 14:30

[ディナー]　17:00～23:00／L.O 22:30

[土日祝通し営業]　11:30～23:00／L.O 22:30

無休

34 郡山市 お食事とお酒のお店 漁苑 963-8041 郡山市富田町権現林5-2 024-983-1901 17:00～24:00／L.O　フード 23：00・ドリンク 23:30
無休

年末年始のみ休

35 郡山市 貴文家 幸之助 963-8041
郡山市富田町字大徳南39-1

小松貸家2号
024-905-3361

[ランチ]　11:00～14:00／L.O 14:00

[ディナー]　17:00～23:00／L.O 23:00
月曜日

36 郡山市 赤から 郡山富田店 963-8044 郡山市備前館2丁目101番地 024-927-5150
17:00～24:00

[金・土・日・祝前日]　17:00～25:00
無休

37 郡山市 自然食品とみや 963-8851 郡山市開成2-4-15 024-939-7555 9:30～19:00
無休(正月三が日

はお休み)

38 郡山市 沖縄料理 しゅう 963-8852 郡山市台新2丁目29-2 024-905-7245
[ランチ]　11:30～14:00／L.O 13:30

[ディナー]　18:00～23:30／L.O 23:00
月曜日

39 郡山市 牛屋 HikoBer 郡山店 963-8863
郡山市菜根屋敷416-1

柳ビル101
024-973-7997 17:00～翌1:00 月曜日

40 郡山市 焼肉・冷麺 金剛苑 963-8875 郡山市池ノ台15-27 024-932-4563
[ランチ]　11:30～14:00

[ディナー]　17:00～22:00

火曜日

※祝日の場合は翌

日休み

41 郡山市 創作料理 直雅 963-8877 郡山市堂前町12-1 024-932-0486 17:00～24:00／L.O 23:00

日曜日

※その他不定休あ

り
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