
ベジ・ファースト協力店リスト【いわき・相双地区】 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 いわき市 カフェハウス めーあ･べるく 970-1145 いわき市好間町北好間字権現堂122-1 0246-36-5757 10:00～19:00／L.O 18:30 月曜日

2 いわき市 カフェ＆こだわりカレー　カリー工房 970-8024 いわき市北白土宮前59-1 0246-21-9454 11:00～20：00／L.O 19：00 木曜日

3 いわき市 はなcafe a noeud 970-8025 いわき市平南白土1丁目16-12 0246-23-1620
10:00～17:00／L.O 16:30

[ランチ]　11:00～14:00
毎週火曜日

4 いわき市 焼肉居酒屋 粋家 970-8026
いわき市平三町目36-4

銀座930ビル3F
0246-24-9200 17:00～22:00 月曜日

5 いわき市 お食事処 一膳 970-8026 いわき市平字童子町2−12 0246-25-4404
[ランチ]　11:00～14:00

[ディナー]　17:00～20:30／L.O 20:00
日曜日、祝祭日

6 いわき市 浅草だるま屋 970-8026
いわき市平字二町目16

マルワビル2F
0246-84-5729 16:00～24:00／L.O 23:30 無休

7 いわき市 グランパークホテル パネックスいわき 970-8026 いわき市平字白銀町9-1 0246-35-5515 [ランチ]　11:30～14:30／L.O 14:00 日曜日

8 いわき市 Caferia 970-8026 いわき市平新川町54-2 0246-25-8230 11:30～18:00／L.O 17:00
毎週日・月曜日・

不定休あり

9 いわき市 かじまち ライトハウス 970-8026
いわき市平倉前116-4

倉前クリーンビル1F
0246-23-8233 12：00～18：00 日・月・金

10 いわき市
うまいものいっぱい いろはにほへと

いわき平二町目店
970-8026

いわき市平二町目33-1

2F
0246-35-0800

[月～木・日祝]　17:00～翌1:00

[金・土・祝前]　17:00～翌3:00

(L.O お食事閉店1時間前／ドリンク閉店30分前)

無休

11 いわき市 カルビ大将 いわき店 970-8036 いわき市平谷川瀬3-23-1 0246-24-1281

[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

12 いわき市 平コノイエ 970-8036 いわき市平谷川瀬3丁目13-6 0246-23-8006
10:00～17:00

[ランチ]　11:00～14:00

木曜日

不定休

13 いわき市 イタリア料理とワインの店 terrazza 970-8047 いわき市中央台高久1-13-3 0246-29-8810
[ランチ]　11:00～15:00／L.O 14:30

[ディナー]　17:30～21:30／L.O 21:00

月曜日

第１日曜日
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14 いわき市 craft cafe Lunetta 971-8135 いわき市小名浜金成字町田25-1 0246-29-7621

[ランチ]　11:00～15:00

月・火・水・金・土・第2、4日曜日

[ディナー]　17:00～22:00

金・土

木曜日

※第1、3日曜日も

定休日

15 いわき市 焼肉だるま屋 971-8146
いわき市鹿島町御代字柿境25-5

TS鹿島ビル1F
0246-85-5559 17:00～23:00／L.O 22:30 無休

16 いわき市 浅草だるま屋　いわき泉店 971-8182 いわき市泉町滝尻定ノ田205 0246-84-6656 17：00～23：00／L.O フード22：15 ドリンク22：30

月曜日　※月曜祝

日の場合は営業、

翌火曜休み

17 いわき市 食処 くさの根 972-0201 いわき市四倉町字東2丁目167-1 0246-32-6460 7:00～22:00／L.O 21:00 無休

18 いわき市 Cafeくるみの樹・ドックランKururu 972-8316 いわき市常磐西郷町岩崎15 0246-51-3504

10:00～17:00

※ドックランは日没まで

[ランチ]　11:30～14:30

火曜日※その他不

定休あり(ホーム

ページにてご確認

ください)

19 いわき市 橋本酒店 community cafe & bar 972-8318 いわき市常磐関船町迎35-2 0246-42-2248
11:00～14:30

17:30～20:30

月曜　第3・5日曜

日

20 いわき市 NISHI’S KITCHEN 972-8322
いわき市常磐上湯長谷町釜ノ前1-1

いわきFCパーク3F　NISHI'S KITCHEN
0246-38-4024 11:00～14:00／L.O 17:00～21:00 火曜日

21 いわき市 cafe SHUCROOM 972-8322 いわき市常磐上湯長谷町上ノ台123-5 0246-43-0787 11:00～16:00
火、日曜日、その

他不定休あり

22 いわき市 春木屋旅館 972-8325 いわき市常磐白鳥町勝丘118 0246-43-2724
[チェックイン]　15:00

[チェックアウト]　10:00
不定休

23 いわき市 喜楽苑 972-8325 いわき市常磐白鳥町勝丘119 0246-43-2227 9:00～17:00 無休

24 いわき市 彩花園 972-8331 いわき市渡辺町泉田字一町目24 0246-44-3641 9:00～17:00　※なくなり次第終了
月、火、木、金、

土曜日

25 いわき市 カフェ&カントリー雑貨 Den-en 1958 974-8221 いわき市小浜町北ノ作33-75 0246-56-6903
10:00～16:00

土・月のみ11:00～

日曜日、祝日

第2・第4土曜日
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26 いわき市 ダイニングキッチン 月海 -Ruu- 974-8261 いわき市植田町中央1丁目3-3 1F 0246-38-4880
[火・水・木・日]　18:00～22:30／L.O 22:00

[金・土]　18:00～23:00／L.O 22:00

月曜日のディナー

は定休

27 いわき市 天婦羅・とんかつ 天宝 979-0145 いわき市勿来町四沢清水29-1 0246-65-4567

[ランチ]　11:00～14:00

※日・祝日を除く

[ディナー]　17:00～21:00

※15:00～17:00の間は準備中

火曜日

 ※祝日の場合は

営業、翌日休み

28 いわき市 道の駅よつくら港 979-0201 いわき市四倉町5-218-1・1Ｆ直売所 0246-32-8075

[3月～10月]

　1F直売所　9：00～18：00

　2Fフードコート　10：00～18：00／L.O 17：30

[11月～2月]

　1F直売所　9：00～17：00

　2Fフードコート　10：00～17：00／L.O 16：30

毎週火曜日　1/1

＊祝日・GW / お

盆期間・初売り

1/2・3は営業。

29 いわき市 SLOW DAYS Café 979-0333
いわき市久之浜町久之浜北町21

浜風きらら内
090-6450-0876 10:00～16:00

日曜日、月曜日

※その月により異

なります

30 南相馬市 珈琲亭 いこい 975-0004 南相馬市原町区旭町1-18 0244-23-3643 7:30～19:00 毎週木曜日

31 南相馬市 お食事処 食彩庵 975-0008 南相馬市原町区本町2丁目52番地 0244-22-2204 11:30～14:00 日曜日

32 南相馬市 道の駅 「南相馬」 975-0033 南相馬市原町区高見町２丁目30-1 0244-26-5100
[物産館]　9:00～18:00

[お食事処さくら亭]　11:00～15:30／L.O 15:00
無休

33 南相馬市 新田川温泉 はらまちユッサ 975-0071 南相馬市原町区深野荒戸沢15 0244-26-0026 11:00～21:00 木曜日

34 広野町 ホテル双葉邸 979-0402 広野町大字下北迫字二ツ沼45番地32 0240-23-6810 [レストラン]　 18:00～22:00／L.O 21:30
[レストラン]

日・祝日

35 広野町 くっちぃーな 979-0402
広野町大字下北迫字苗代替24-1

イオン広野店フードコート内
0240-27-1524 11:00～13:45 不定休

36 広野町 和風 みさか 979-0404 広野町大字折木字正木内224-1 0240-27-4571 11:00～14:30 土・日・祝
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37 川内村 小松屋旅館 979-1201 川内村上川内町分211 0240-38-2033
[チェックイン]　15:00

[チェックアウト]　10:00
水曜日

38 新地町 味菜ひろば よりみち 979-2702
新地町谷地小屋樋掛田4-1

JAそうま新地総合支店 内
0244-62-5588 9:00～16:00 年末年始
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