
ベジ・ファースト協力店リスト【会津・南会津地区】 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 会津若松市 本格焼肉 カルビ大将 会津若松駅前店 965-0024 会津若松市白虎町27-1 0242-22-5678

[月～金]

17:00～24:00／L.O 23:30

[土日祝]

11:30～24:00／L.O 23:30

※最終入店時間23:00迄

無休

2 会津若松市 魚菜KanPana 965-0037 会津若松市中央1-5-8 0242-22-7171
Lunch　11:00～14:00　(火～金)

Dinner　17:00～23:00　(火～日)
月曜日

3 会津若松市
うまいものいっぱい いろはにほへと

会津若松店
965-0041

会津若松市駅前町6-42

山惣センタービル1F
0242-39-7427

[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

4 会津若松市 會津バル 965-0042
会津若松市大町1-9-5

石川ビル1F
0242-36-7257

[ランチ]　11:30～15:00／L.O 14:00

[ディナー]　18:00～22:00／L.O 21：30
無休

5 会津若松市 赤から 会津若松ニトリ店 965-0053 会津若松市町北町上荒久田村北90 0242-23-8003

[月～金]

ランチ 11:00～15:00／L.O 14:30

ディナー 17:00～23:00／L.O 22:00

[土日祝]

11:30～23:00／L.O 22:00

無休

12/30と1/1はお休

み

6 会津若松市 すし万 大将 965-0057 会津若松市町北町藤室字達磨162-2 0242-22-1980
11:00～14:00

17:00～20:30

月2回日曜日

不定休によりお電

話ください

7 会津若松市 会津武家屋敷（御食事処 九曜亭） 965-0813 会津若松市東山町大字石山字院内1 0242-28-2525 九曜亭　11:00～14:30／L.O14:00
九曜亭12月～2月

不定休

8 会津若松市 ＹＵＫＫＵＲＡ Inn～ゆっくらイン～ 965-0813 会津若松市東山温泉院内637 0242-29-1126

24時間

 ご宿泊：チェックイン15:00／チェックアウト10:00

 日帰り入浴：13:00～20:00

 ※要問い合わせ

無休

9 会津若松市 東山温泉 原瀧 965-0814 会津若松市東山町湯本235 0242-26-4126 日帰り入浴　15:00～18:00 無休

10 会津若松市 いろりの宿 芦名 965-0814 会津若松市東山町湯本下原232-1 0242-26-2841
ご宿泊・チェックイン　16:00

チェックアウト　10:00
無休

11 会津若松市 大江戸温泉物語　東山グランドホテル 965-0814 会津若松市東山町大字湯本字上湯本5 0242-27-3500 [日帰り入浴]　15:00～18:00
詳細はお問い合わ

せください
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12 会津若松市 庄助の宿 瀧の湯 965-0814 会津若松市東山町湯本字滝の湯108 0242-29-1000

24時間

 ご宿泊：チェックイン15:00／チェックアウト10:00

 日帰り入浴：13:00～20:00

 ※要問い合わせ

無休

13 会津若松市 くつろぎ宿 千代滝 965-0814 会津若松市湯元寺屋敷43 0242-26-0001
[ご宿泊]

 チェックイン 15:00／チェックアウト 11:00
無休

14 会津若松市 居酒屋 ばんげや 965-0871 会津若松市栄町1-38 0242-32-9112 17:00～23:00／L.O22:30 日曜日

15 会津若松市 和風れすとらん くいしん坊 965-0871 会津若松市中町4-31 0242-26-8239 11:00～21:00 不定休

16 会津若松市
元祖輪箱飯 割烹・会津料理

田季野
965-0871 会津若松市栄町5-31(鐘つき堂小路) 0242-25-0808 11:00～21:00／LO20：00 無休

17 会津若松市 Restaurant&Bar Beans 965-0871
会津若松市栄町2-25

アビスビル1F
0242-28-5077

ランチ　11:00～14:00／月～金

ディナー　17:30～23:00
日曜日

18 会津若松市 鶴ヶ城会館 965-0873 会津若松市追手町4-47 0242-28-2288 11:00～15:00 無休

19 会津若松市 麗｜URARAKA 965-0878 会津若松市中町2-78 0242-23-7716

ランチ／月～金：11:30 ～14:00

ディナー／月～土：17:00 ～23:00

L.O フード22:30

日曜日、祝日

※連休などの営業

についてはお問合

せ下さい

20 会津若松市 會津芦ノ牧温泉 大川荘 969-5147 会津若松市大戸町大字芦ノ牧字下平984 0242-92-2111
宿泊/チェックイン15:00　チェックアウト10:00

日帰り入浴　11:00～17:00
無休

21 会津若松市 会津芦ノ牧温泉　丸峰 969-5147 会津若松市大戸町大字芦ノ牧字下夕平1128 0242-92-2121
朝食　7:00～9:00

夕食　18:30～20:00
不定休

22 喜多方市 蔵屋敷あづまさ 966-0051 喜多方市字東町4109 0241-24-5000 9:00～17:00 無休

23 喜多方市
喜多方市ふるさと振興(株)

道の駅 喜多の郷　ふるさと亭
966-0901 喜多方市松山町鳥見山字三町歩5598-1 0241-21-1139 ふるさと亭　10:00～18:00／L.O17:30 年末年始

24 喜多方市 宮古そば処 とのや 969-4104 喜多方市山都町蓬莱字殿屋敷3376 0241-38-2598 11:30～16:00 不定休

25 北塩原村 ペンション木まま 966-0400 耶麻郡北塩原村桧原剣ケ峯1093 0241-23-8360
[チェックイン]　15:00

[チェックアウト]　10:00
不定休
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26 北塩原村 小さなホテル 四季の森 山荘 966-0401 耶麻郡北塩原村桧原字雄子沢原1070-106 0241-33-2468
[チェックイン]　15:00

[チェックアウト]　10:00
不定休

27 北塩原村 塩姫の宿 ホテル観山 966-0402 耶麻郡北塩原村大字大塩字中島道北5111 0241-33-2233
[チェックイン]　15:00

[チェックアウト]　10:00
不定休

28 北塩原村 ゆ乃宿湯流里 966-0501 耶麻郡北塩原村大字桧原字楢木平原1048-110 0241-34-2084
[チェックイン]　15:30

[チェックアウト]　10:00

無休 ※お問い合わ

せください

29 北塩原村 ホテル＆リストランテ イルレガーロ 969-2701
耶麻郡北塩原村大字桧原字剣ヶ峰1093-344

裏磐梯五色沼入口1093
0241-37-1855

[ランチ]　11:30～15:00

[ディナー]　17:30～20:00

火曜日(祝日の場

合は営業)

その他不定休あり

30 北塩原村 En café 969-2701
耶麻郡北塩原村桧原曽原山1095-60

レイクウッドペンション村内
0241-23-5552 10:00～16:45／L.O 16:00

火・水・木

※祝祭日・連休・

お盆期間を除く

31 北塩原村 ペンションハイジ 969-2701 耶麻郡北塩原村桧原剣ケ峯1093 0241-32-2008
[チェックイン]　15:30

[チェックアウト]　10:00
無休

32 北塩原村 裏磐梯高原 おやど風来坊 969-2701 耶麻郡北塩原村大字桧原字曽原山1096-461 0241-32-3077
[チェックイン]　15:00

[チェックアウト]　10:00
不定休

33 北塩原村 Active Resorts裏磐梯 969-2701 耶麻郡北塩原村桧原剣ケ峯1093-309 0241-32-3111
15:00～20:00

最終受付　19:00

貸切・混雑時・休

館日によりご利用

頂けない場合がご

ざいます。

 お問い合わせくだ

さいませ。

34 北塩原村 リゾートペンション藍 969-2701 耶麻郡北塩原村大字桧原字曽原山1096-505 0241-32-2052
[チェックイン]　15:00

[チェックアウト]　10:00
不定休

35 北塩原村 丘の上のペンション ぐ～たらパパ 969-2701 耶麻郡北塩原村剣ヶ峯1093 0241-32-3600
[チェックイン]　15:00から

[チェックアウト]　10:00迄
不定休

36 西会津町 西会津町 温泉健康保養センター ロータスイン 969-4401 耶麻郡西会津町登世島字下小島187 0241-45-2900 10:00～21:00(日帰温泉) 第4月曜日

37 西会津町 道の駅にしあいづ 交流物産館よりっせ 969-4406 耶麻郡西会津町野沢字下條乙1969-26 0241-48-1512 9:00～19:00 大晦日・元旦
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38 磐梯町 カントリーイン 雲のアルルカン 969-3301 耶麻郡磐梯町磐梯町七ツ森7426-30 0242-73-2035
[チェックイン]　15:00

[チェックアウト]　10:00
不定休

39 磐梯町 会津遊食 たか膳 969-3302 耶麻郡磐梯町大字更科字堰下4659-1 0242-73-2828

11:00～14:30

17:00～季節等により終了時間が変わります

※詳細はお問い合わせ下さい

木曜日

40 猪苗代町 平澤屋旅館 969-2752 耶麻郡猪苗代町蚕養沼尻山甲2855-133 0242-64-3821

宿泊：

チェックイン　15:00～／チェックアウト　～10:00

個室休憩・入浴：～16:00

1回入浴～17:00

不定休

※宿泊状況によ

り、日帰り入浴に

制限がある場合が

あります。日帰り

入浴の方は一度お

電話でご確認くだ

さいませ。

41 猪苗代町 磐梯 西村屋 969-2752 耶麻郡猪苗代町大字蚕養字沼尻山甲2855-144 0242-64-3311
ご宿泊：チェックイン15:00／チェックアウト10:00

日帰り温泉：10:00～15:00
木曜日

42 猪苗代町 御もてなしの宿 悠ゆ亭 969-3103 耶麻郡猪苗代町林崎461-3 0242-63-1900
宿泊

チェックイン　16:00　チェックアウト　10:30
不定休

43 猪苗代町 HERO'S DINER 969-3103 耶麻郡猪苗代町字上村前1574 0242-72-0530 9:30～19:00

毎週金曜日※木曜

日は15：00までの

営業となります

44 猪苗代町 デセール カワウチ 969-3111 耶麻郡猪苗代町字五百苅138-1 0242-62-4359 10:00～20:30L.O

水曜日

※祝日、イベント

時は翌日

45 猪苗代町 美蕎旬菜 三城 969-3284 耶麻郡猪苗代町大字三ツ和字波々帰目1106-1 0242-65-2828
11:00～16:00／L.O 15:30

※夜はご予約のみ

水曜日

※変動あり(HPを

ご参照ください)
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46 猪苗代町 磐梯高原 南ヶ丘牧場 969-3286 耶麻郡猪苗代町大字磐根字遠山1039-38 0242-65-2707 8:00～17:30

無休

※1月4日～3月ま

での冬期平日は

close

47 湯川村 cafe＆shop SORA 969-3556 河沼郡湯川村大字勝常字高水口942 0241-23-7095
11:00～18:00／L.O 17:30

※酵素玄米ランチは15:00まで
月曜日

48 柳津町 瀞流川霧の宿 かわち 969-7201 河沼郡柳津町下平150-1 0241-42-2600
[チェックイン]　15:00

[チェックアウト]　10:00　　※相談に応じます
無休

49 三島町 道の駅 尾瀬街道 みしま宿 969-7515 大沼郡三島町大字川井字天屋原610 0241-48-5677

8:00～18:00

食堂(桐花亭)10:00～16:00

 ※ソフトクリーム・コーヒーはいつでもOK

無休

 ※1月1日～3日休

み

50 金山町 道の駅 奥会津かねやま 968-0006 福島県大沼郡金山町大字中川上居平９４９−８ 0241-55-3334 9:00～ 17:30

無休

 12月30日～1月2

日迄はお休み

51 会津美里町
会津美里町ふるさと観光物産館 ニイツル森カ

フェ
969-6403 大沼郡会津美里町鶴野辺字下長尾2398 0242-78-2727

9:00～18:00

[ランチ]　11:00～14:00
月曜日

52 会津美里町 Cafe＆marche Hattando 969-6405 大沼郡会津美里町米田字吹上下甲505 070-6624-6340 11:00～17:00／L.O 16:30 木曜日

53 南会津町 会津田島祇園会館 967-0004 南会津郡南会津町田島大坪30-1 0241-62-5557
9:00～16:30

ランチ　11:30～14:00

12月～3月の毎週

火曜日、年末年始

54 南会津町 会津・味処　富じ亭 967-0004 南会津郡南会津町田島字東荒井26-3 0241-62-2555 11:00～22：00／L.O21:00
不定休日あり（元

旦と年2,3回）

55 南会津町 会津西街道 道の駅たじま 967-0014 南会津郡南会津町糸沢男鹿沼原3242-6 0241-66-3333
[4月～11月]　7:00～19:00

[12月～3月]　7:00～18:00
無休

56 南会津町 ガストホフ 逢う日会うでい 967-0315 南会津郡南会津町高杖原447 0241-78-5147
チェックイン　15：00

チェックアウト　10：00　※8:00～21:00（ＴＥＬ受付）
不定休

57 南会津町 ペンション フェリチェ 967-0315 南会津郡南会津町高杖原519 0241-78-5890
[チェックイン]　15:00

[チェックアウト]　10:00
無休
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58 南会津町 道の駅きらら289 967-0611 南会津郡南会津町山口字橋尻1 0241-71-1289

【リンドウの湯・山桜の湯・露天風呂・サウナ】

　日曜日～金曜日　10:30～20:00(火曜日定休)

　土曜日　10:00～21:00

【レストラン】

　日曜日～金曜日　11:00～18:45L.O(火曜日14:00まで)

　土曜日　11:00～19:30L.O

 ※平日15:00～16:00は準備中になります。

【物産館では南会津の特産品を各種取り揃えております】

　日曜日～金曜日　9:30～20:00(火曜日17:00まで)

　土曜日　9:30～21:00

火曜日(祝日の場

合は翌日休み)

59 下郷町 珈琲家 マザーリップ 969-5204 南会津郡下郷町弥五島字道上3253-1 0241-67-3003
平日　10:00～19:00

日曜日　10:00～18:00

令和2年1月より定

休日金曜日
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