
ベジ・ファースト協力店リスト【県中・県南地区】 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 須賀川市 ニュー芭蕉苑 962-0027 須賀川市堀底町54-2 0248-75-1766

11:00～14:00

17:00～20:00

※上記は最終オーダー時間

火曜日

(火曜日祝日の場

合は、翌水曜日)

2 須賀川市 近海鮮魚・本まぐろ ちから寿し 962-0203 須賀川市長沼字金町32 0248-67-2623 11:00～22:00 不定休

3 須賀川市 銀河のほとり 962-0403 須賀川市滑川東町327-1 0248-73-0331 11:30～14:00　(オーダーストップ) 毎週水曜日

4 須賀川市 Cafe & Dining Chiffon 962-0405 須賀川市季の郷149 0248-94-8675 11:00～21:00／L.O 20:00

第1～第3水曜、木

曜連休

基本的に祝日は営

業⇒翌日に変更

5 須賀川市 阿部農縁 962-0813 須賀川市和田沓掛49-2 0248-75-2382 10:00～17:00 不定休

6 須賀川市 旬味一菜 ふく寿 962-0833 須賀川市馬町78 0248-73-1245 [ディナー]　17:00～23:00／L.O 22:30 月曜日

7 須賀川市 下町潤虎食堂 ツムラ屋 962-0852
須賀川市仲の町56-1

オーシェルナカノマチ1F
0248-94-7775

昼　11:30～14:30／L.O 14:00

夜　17:30～22:00

★各種宴会承ります（貸切り可）

※カウンター席を含め１８名様まで収容可

水曜日

8 田村市 割烹 加賀 963-4111 田村市大越町上大越字久保田45-3 0247-79-2469 ※完全予約制(5名以上からご予約承っております) 不定休

9 田村市 JA福島さくら農産物直売所 ふぁせるたむら 963-4312 田村市船引町船引字遠表143 0247-82-4800 9:00～18:00／イートインコーナー　10:00～16:00 毎月第3水曜日

10 田村市 スカイパレスときわ 963-4601 田村市常葉町山根字殿上160 0247-77-2070

[レストラン]

営業時間　11：00～14：00

営業日　金・土・日・祝日

[日帰り入浴]　11：00～16：30

夏季（夏休み）期

間は水曜日定休

11 天栄村 道の駅 羽鳥湖高原 962-0622 岩瀬郡天栄村大字田良尾字芝草1-3552 0248-85-2547
9:00～18:00

[食堂]　10:00～16:00
無休

12 天栄村 温泉ペンション メリーキングス 962-0623
岩瀬郡天栄村大字羽鳥字高戸屋32-7

レジーナの森内
0248-85-2300

[チェックイン]　15:00

[チェックアウト]　10:00
無休
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13 石川町 癒しの湯 高蔵内源泉(母畑温泉) 963-7831 石川郡石川町大字母畑字湯前32番地の1 0247-26-5111
[チェックイン]　15:00

[チェックアウト]　10:00
不定休

14 石川町 味の駅 沙瓏 石川店 963-7836 石川郡石川町大字塩沢字広畑34-5 0247-26-8393 11:00～20:00／L.O 19:30 水曜日

15 石川町 農園Cafe やい子ばあちゃん 963-8712 石川郡石川町大字南山形字羽貫田141 0247-26-4773 11:00～16:00
毎週水曜日

※ 完全予約制

16 玉川村 レストランシャロン 963-6304
石川郡玉川村大字北須釜字金祖田21

国内線旅客ターミナルビル 2F
0247-57-1580 7:00～18:00／L.O 17:30 無休

17 玉川村 道の駅たまかわ『こぶしの里』 963-6311 石川郡玉川村岩法寺字宮ノ前140-2 0247-57-3800 8:30～18:00 無休

18 浅川町 オネストテロワール 963-6204 石川郡浅川町大字浅川字月斉陣場49-5 0247-36-2003 8:00～20:00 火曜日

19 三春町 イタリア家庭料理 三春 ラ・ベリータ 963-7721 田村郡三春町春沢1-29 0247-88-9005
[ランチ]　11:30～15:30／L.O 15:00

[ディナー]　予約のみ（７名様以上より承ります）

営業日

第２週目水・木・

金・土

※時期により特別

営業日あり

20 三春町 TO-FU cafe おおはたや 963-7722 田村郡三春町大字西方字石畑253 0247-62-1113 9:00～17:30 正月1・2日

21 三春町 cafe nanala 963-7722 田村郡三春町西方字浮貝428-2 0247-61-6848 10:00～17:00／L.O 16:00 木曜日

22 三春町 cafe narumari 963-7732 田村郡三春町大字上舞木字明部作38-29 024-973-5841

11:00～21:00

[ランチ]　11:00～15:00(L.O)

[ディナー]　17:30～20:00(L.O)

月曜日

※祝日の場合は営

業、翌火曜日休み

23 三春町 CAFĒ BLIKJEINU 963-7766
田村郡三春町中町4

二ノ蔵
0247-61-6757

[LUNCH TIME]　11:00～14:30

[TEA TIME]　14:30～17:30

[DINNER TIME]　17:30～21:00／L.O 20:00

木曜日

24 小野町
ｃｉｒｃｏｌｏ　ｉｌ　ｐｉｃｃｏｌｏ　ｃａｍ

ｐｏ
963-3401 小野町大字小野新町字仲通92 0247-61-5505 11:30～17:00／L.O 16:30 木曜日
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25 白河市 えきかふぇ SHIRAKAWA  「楽市」 961-0074 白河市郭内222 0248-23-5530

11:00～17:00／L.O 16:30

[ランチ]　11:30～14:30／L.O 14:00

土日祝もランチやっております。

毎週木曜日

26 白河市 美酒・鮮菜 Haru 961-0856
白河市新白河2-61

 高山ハイツ1F
0248-27-5120 17:00～23:00／L.O フード・ドリンク 22:30 日曜日

27 西郷村
那須白河フォレストスプリングス

FS Cafe
961-8061 西白河郡西郷村大字小田倉字金子石16 0248-25-3535

[平日]　11:00～16:00

[土日祝]　10:00～16:00
無休

28 西郷村 元湯甲子温泉 旅館 大黒屋 961-8071 西白河郡西郷村真船字寺平1 0248-36-2301 日帰り入浴　10:00～15:00 無休

29 西郷村 五峰荘 961-8071 西白河郡西郷村大字真船字馬立1 0248-36-2222 立ち寄り入浴　11:00～15:00 無休

30 西郷村 農産物産館 まるごと西郷館 961-8091 西白河郡西郷村熊倉字折口原146 0248-25-5007 9:00～18:00

毎月第3火曜日、

年末年始(12月30

日から1月5日)

31 泉崎村 直売 カフェ こころや 969-0101 西白河郡泉崎村大字泉崎字川畑37-1 0248-53-5568
[直売]　10:00～18:00

[カフェ]　11:00～14:00
日曜日

32 中島村 なかじま産直館KIRASSHE 961-0102 西白河郡中島村大字滑津字中ツ島33-1 0248-52-3434 10:00～18:00
水曜日

年末年始

33 塙町 湯遊ランドはなわ 963-5533 東白川郡塙町大字湯岐字立石21番地 0247-43-3000
[チェックイン]　15:00

[チェックアウト]　10:00

毎年2月にメンテ

ナンスのため4日

間あり

34 塙町 道の駅はなわ 天領の郷 969-7201 東白川郡塙町塙字桜木町388-1 0247-44-0123 9:00～18:00
1月1日・2日のみ

お休み
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