
施設名称 施設所在地 認定日

手打ちそば　なお 福島市荒町2-8 R3.4.27

ふくの季 福島市荒町5-35 R3.9.2

酒彩　幸味亭 福島市五月町8-10 R3.9.2

三立十割　蕎麦人 福島市五月町8-42 R3.10.21

日高 福島市五月町8-42 R3.10.27

酒蔵　秀 福島市早稲町2-4 R3.7.29

トラットリア バッカーノ 福島市早稲町4-16 ラヴィバレ一番町２Ｆ R3.4.27

うまか亭　匠 福島市早稲町4-16-2Ｆ R3.4.27

串焼　こきち 福島市早稲町5-2 R3.10.15

餃子の店　山女 福島市早稲町5-23 R3.7.14

中国料理　天辺 福島市早稲町6-3　高徳第8ビル1Ｆ R3.12.3

一品料理　さち 福島市早稲町7-25　1Ｆ R3.10.8

夕月 福島市早稲町7-9 R3.9.2

SALUD 福島市早稲町8-27  コートパセフィコ1階 R3.5.27

よね久 福島市早稲町8-35 R3.9.6

創作和食ダイニング　ふくすけ 福島市中町2-6 R3.8.26

中国料理 華林 福島市中町4-21 R3.9.2

ふくしま家 福島市中町6-21 R3.9.2

福島県庁消費組合　議会食堂 福島市杉妻町2-16　本庁舎1階 R3.9.2

杉妻会館 福島市杉妻町3番45号 R3.6.17

キョウワプロテック（株）福島県警本部　食堂 福島市杉妻町5-75 R3.12.13

もみじ庵　福島店 福島市栄町10　やまさやビル2Ｆ R3.9.24

塚田農場 福島駅前通り店 福島市栄町10-2 やまさやビル1階 R3.10.15

ぎんぶた福島駅前店 福島市栄町10-3　ＳＫ栄町ビルⅢ R3.10.8

そば処 ふくしま 福島市栄町1-1 R3.10.21

ｈｏｎｅｙｂｅｅ　エスパル福島店 福島市栄町1-1 R3.10.27

うまか亭福島駅ピボット店 福島市栄町1-1 R3.4.27

餃子の照井　東口店 福島市栄町1-1 R3.10.21

カフェ アボカーレ 福島市栄町1-1 JR福島駅西口2F R3.10.21

スターバックスコーヒー　福島エスパル店 福島市栄町1-1　エスパル福島 R3.11.8

そば処 丸松 エスパル福島店 福島市栄町1-1 エスパル福島1Ｆ R3.8.26

麻婆豆腐・担担麺専門店　石林　エスパル福島店 福島市栄町1-1 エスパル福島1階 R3.12.3

ロッテリア福島エスパル店 福島市栄町1-1 エスパル福島1階 R3.12.24

魚河岸処　仙 福島市栄町1-1 エスパル福島店1階 R3.11.8

ドドールコーヒーショップエスパル福島店 福島市栄町1-1　エスパル福島店1階 R3.10.8

東北寿し肴　福ぐら 福島市栄町1-1　ホテルメッツ福島1Ｆ R3.10.8

和処ダイニング暖や　福島駅ピボット店 福島市栄町1-1　福島駅西口駅舎１階 R3.5.12

M＆Ｍ 福島市栄町11-10 栄町ビル1Ｆ R3.9.2

肴や　ＫＩＨＡＣＨＩ 福島市栄町11-10　栄町ビル１階4号 R3.10.8

鶏ヤロウ　福島栄町店 福島市栄町11-10　栄町ビル2F R3.9.2

パリ食堂波平 福島市栄町11-10　栄町ビルＢ1 R3.9.2

居酒屋みるてん 福島市栄町11-10　栄町ビルB1 R3.11.19

焼鶏　はりまう 福島市栄町11-10　栄町ビルB1F R3.10.8

ワイズバー 福島市栄町11-10栄町ビル地下1階-第5号 R4.2.4

鮨処 みさき 福島市栄町11-25 ＡＸＣ1Ｆ R3.9.24

ｍｏｍ　ｃａｆｅ 福島市栄町11-25　ＡＸＣビル1F R4.6.17

中国料理レストラン　泰山 福島市栄町11-25　ＡＸＣビル1階 R3.11.8

カラオケまねきねこ　福島駅前店 福島市栄町11-25　ＡＸＣビルＢ1Ｆ R4.2.24

まむ舎 福島市栄町11-25　ＡＸＣビル外 R4.6.17

ｇａｒｄｅｎ　ｃａｆｅ　Ｍ 福島市栄町11-25　ＡＸＣ福島2Ｆ R3.5.12

沖縄料理ぱいなっぷる家 福島市栄町11-25　アックスビル2F R3.9.2

丸信ラーメン 駅前店 福島市栄町12-1 R3.11.19

ぼんてん漁港福島駅前店 福島市栄町12-1　第1寿ビル2階 R3.8.26

ラムニク×レモンサワー　ラムマル　福島駅前店 福島市栄町12-1　第一寿ビル1F R4.2.21

本格インド料理　チャイパニ 福島市栄町12-1　第一寿ビル1階 R3.8.26

若大将 福島市栄町12-1　第一寿ビル1階 R3.12.3

庵八　福島店 福島市栄町12-1　第一寿ビル2Ｆ R3.11.8

ＢＡＲ　ホンキートンク 福島市栄町12-10　ひかりビル1Ｆ R3.9.2

ビアレストラン　ローゼンケラー 福島市栄町12-10　ひかりビル1F R3.10.15

ル・ソワレ　ＨＡＲＵ 福島市栄町12-10　ひかりビル2Ｆ R3.8.26

和食ＤＩＮＩＮＧ優彩 福島市栄町12-10　ひかりビル2Ｆ R3.11.8

Ｃａｓｕａｌ　ｌｏｕｎｇｅ　ＣＨＡＯＳ 福島市栄町12-10　ひかりビル2Ｆ R3.11.8

ミュージックＢＡＲ時代屋シーズンⅡ 福島市栄町12-10　ひかりビル2Ｆ R3.11.19

クラブリッツ 福島市栄町12-10　ひかりビル3Ｆ R3.12.3

Ｔｈｉｓ　Ｂａｓｅｍｅｎｔ　Ｉｎ　ＲＵＩＮＳ 福島市栄町12-10　ひかりビルB1 R3.10.15

メロディーハウス　フェアリー 福島市栄町12-10　ひかりビルＢ1 R4.1.26

スナック　ゆとリッチ 福島市栄町12-10　地下1 R3.9.24

微熟女クラブ 福島市栄町12-10ひかりビルB-1 R3.10.15

ファース倶楽部ジゴレット 福島市栄町12-12　サモン館1Ｆ R3.8.26

ふくしま感染防止対策認定ステッカー交付施設一覧　　R5.2.末時点
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福島×イタリアン　Ｃｕｃｉｎａ 福島市栄町12-12　サモン館1Ｆ R3.9.2

禅 福島市栄町12-12　サモン館1F R3.12.24

ＤＩＮＥＲＳ　ＢＩＧ３ 福島市栄町12-12　サモン館2Ｆ R3.11.8

沖縄ダイニング　八重やま 福島市栄町12-12　サモン館2階206号室 R4.9.30

オープンラウンジ ジュリア 福島市栄町12-13 R3.9.2

地酒と飯　かど福 福島市栄町12-13　おさらぎビル1Ｆ R3.12.3

浪漫亭 福島市栄町12-13　おさらぎビル3Ｆ R3.8.26

わたなべ鮮魚店 福島市栄町12-15 R4.8.5

ＣｅｌｔｉｃＢａｒ　Ｃａｓｈｅｌ 福島市栄町12-24 R3.9.24

中国レストラン香港楼 福島市栄町12-27　1Ｆ R3.10.27

焼ギョーザの勝二郎 福島市栄町12-27　第3スミキビル R3.9.2

もつけん 福島市栄町12-27　第3隅木ビル2F R3.12.3

鳥とん 福島市栄町12-28 R3.10.8

ホルモン大豊　福島店 福島市栄町12-28 R4.5.20

龍馬福島店 福島市栄町12-29　グリーンタウン栄町2Ｆ R3.12.13

炭火焼　久兵衛 福島市栄町12-3　シルクホテル1F R3.10.8

茶寮　おりおり 福島市栄町12-32　ユートピアビル4Ｆ R3.8.26

Ｇ－ｃｌｅｆ 福島市栄町12-32　ユートピアビル5F R4.5.26

味処　石舟サン 福島市栄町12-32 ユートピアビル5階 R3.11.26

IZUMI 福島市栄町12-32ユートピアビル5F R3.10.21

酒蔵　つやこ 福島市栄町12-33 R3.10.15

ムーチャークーチャー 福島市栄町12-7　あづま第2ソシアルビル2Ｆ R3.10.15

ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ（創作中華） 福島市栄町12-7　第2あづまソシアルビル1Ｆ R3.8.26

クイーンオブハート 福島市栄町12-7　第2あづまソシアルビル1Ｆ R3.12.3

レトロバー　木馬館 福島市栄町12-7　第2あづまソシアルビルＢ1Ｆ R3.11.12

花むら 福島市栄町12-9　あづま会館Ｂ1 R3.8.26

呑処 一盃 福島市栄町12-9 あづま会館ビル1F R3.8.26

路地バルＬａｂｏ 福島市栄町12-9　あづま会館ビル1F R3.9.24

スナック　さゆり 福島市栄町12-9　あづま会館ビル1Ｆ R3.9.2

日本酒バー椛 福島市栄町12-9　あづま会館ビル2F R3.10.21

ラ・セーヌ 福島市栄町12-9　あづま会館ビル2Ｆ R3.8.26

酒肴や　猫の手 福島市栄町12-9　あづま会館ビル2階 R3.10.21

串揚げＤｉｎｉｎｇ　たかひろ 福島市栄町12-9　あづま会館ビルＢ1Ｆ R3.12.24

ワンコイン焼肉アンドン 福島市栄町12-9　あづま会館ビル地下1Ｆ R3.10.15

Rｅｉｋａ ～麗華～ 福島市栄町12の10 ひかりビル3Ｆ R3.9.6

ｋａｅｄｅ 福島市栄町12の9　あづま会館ビルＦ1 R4.2.1

あんたが大将 福島市栄町21-2-4 R3.8.26

二代目あっぱれ大将 福島市栄町21-2-5 R3.8.26

サイゼリヤ　福島駅東口店 福島市栄町6-1エスタビル2階 R3.12.13

えびず 福島店 福島市栄町6-4 南條ビルB１階 R4.2.1

鳥放題 福島駅前店 福島市栄町6-5 南條ビル 3階 R3.8.26

大衆酒場ナミヘイ駅前店 福島市栄町6-5　南條ビル1Ｆ R4.10.14

すし処辰巳 福島市栄町6-6 R3.8.26

インフィニティバーフィフティファイブ 福島市栄町6-7　フロンティアビル2Ｆ R3.12.3

庄や福島店 福島市栄町7-1　駅前清水ビル1Ｆ R3.10.8

カラオケまねきねこ　福島駅前２号店 福島市栄町7-1　清水ビル2Ｆ R4.2.24

餃子会館 福島市栄町7-15 R3.8.26

（有）鳥ぎん 福島市栄町7-16 R3.10.27

イタリア厨房　麦畑 福島市栄町7-23　ＭＤビル1Ｆ R3.10.15

あぶりや吉鳥 福島市栄町7-23　ＭＤビルＢ1 R3.8.26

魚民 福島東口駅前店 福島市栄町7-25 斉藤胃腸科ビル 2階 R3.11.8

くいもの屋わん　福島店 福島市栄町7-25　斉藤胃腸科ビルB1F R3.11.12

（株）ザ・ホテル大亀1Ｆビア＆レストラン「トータス」 福島市栄町7-3 R3.11.19

牛たん炭焼 利久 福島駅前店 福島市栄町7-32 吾妻ビル1階 R3.9.6

コート・ダジュール 福島駅前店 福島市栄町7-32 吾妻ビル2～5Ｆ R3.10.27

馬肉ＳＡＫＡＢＡウマ〇福島駅前店 福島市栄町7-32　吾妻ビル7階 R4.2.4

つぼ八福島駅前店 福島市栄町7-33　錦ビル1Ｆ R3.8.26

珈琲グルメ 福島市栄町7-33　錦ビル2F R3.11.26

ｏｚｅｎｄａｔｅ　ＭＡＳＵＺＯ 福島市栄町7-33　福島トヨタビルB1F R3.11.12

浜焼き酒場　波平商店 福島市栄町7-5　新冨ビル1Ｆ R3.9.2

粋酔　肴 福島市栄町7-6 R3.4.27

三代目 鳥メロ 福島駅東口店 福島市栄町7番32号 吾妻ビルB 1階 R3.8.26

伏見珈琲店 福島市栄町9-1 R3.9.24

庵ぐら　福島駅前店 福島市栄町エスタビル地下１階 R3.10.8

カラオケ館　福島駅前店 福島市置賜町1-1 R4.1.24

ふくや 福島市置賜町1-29　佐平ビル1Ｆ R3.9.24

ワイン＆チーズ マリアージュ 福島市置賜町1-29 佐平ビルB1 R3.9.6

和風居酒屋　ふう凜 福島市置賜町2-10　1Ｆ R4.2.7

焼肉 誠 福島市置賜町2-12 R3.11.26
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地酒と肴 ウマスケ 福島市置賜町2-12 R3.10.27

ＴＳＵＢＡＫＩ 福島市置賜町2-14　コア置賜ビル3Ｆ R3.10.8

スナック好未来 福島市置賜町2-14　コア置賜ビル3Ｆ R3.8.26

旬菜創心　だいだい 福島市置賜町2-17　スワロービル1F R3.10.21

スナック＆カラオケ　ラブミーシティ 福島市置賜町2-17　スワロービル2Ｆ R3.11.8

レストラン　Ｃｉｔｔａ 福島市置賜町2-17　スワロービル2Ｆ　Ａ号室 R3.9.2

弐乃膳 福島市置賜町2-18　置賜第1ビル1Ｆ R3.8.26

鮨乃家 福島市置賜町2-19-3 R3.11.26

焼肉アンドン 福島市置賜町2-21 R3.11.26

福島元気酒場　ホルモン横丁 福島市置賜町4-1 R3.10.21

居酒屋　喜楽 福島市置賜町4-1　バラビル1Ｆ R3.8.26

宴 福島市置賜町4-1　バラビル2Ｆ R3.9.24

ジョリビー 福島市置賜町4-10　船山ビル1Ｆ R4.11.21

芳水 福島市置賜町4-10　舩山ビル1F R3.8.26

スナックフラワー 福島市置賜町4-10　舩山ビルB-1 R3.7.14

居酒屋ビバフレンド 福島市置賜町4-11 R3.9.2

やきとり　余市のいち 福島市置賜町4-11 R3.12.24

ＨＡＮＧ　ＬＯＯＳＥ　ＤＩＮＥＲ 福島市置賜町4-11　武田ビル1F R4.2.1

やきとり江口 福島市置賜町4-11　武田ビル1階 R4.1.24

中国料理　上海 福島市置賜町4-11　武田ビル2F・3F R3.11.12

砂馬　置賜店 福島市置賜町4-12 R3.9.2

地鶏炭火焼き　鳥人 福島市置賜町4-12　FSBⅡ　2Ｆ R4.8.12

森ふじ 福島市置賜町4-13 R3.10.27

おでん　ふた夜の月 福島市置賜町4-13 置賜第二ビル2階 R3.11.19

やきとん あざます 福島市置賜町4-13 鳥安ビル1F R3.11.8

楽笑　－Ｔａｗａ－ 福島市置賜町4-13　鳥安ビル2Ｆ R3.10.15

海焼酒場 海の誠 福島市置賜町4-15 R3.12.13

エクラン 福島市置賜町4-16　ジャガービル3Ｆ R3.9.24

ＴＨＥ　ＶＯＩＣＥ 福島市置賜町4-16　ジャガービル5Ｆ R3.8.26

～宴ｊｏｙ酒場ＡＲ～豪∞ 福島市置賜町4-16　藤原屋ジャガービル1Ｆ R3.11.8

Ｌｏｕｎｇｅ　Ｂｏｒｔ 福島市置賜町4-16　藤原屋ジャガービル2Ｆ R3.9.2

ミートガーデン　御肉園 福島市置賜町4-16　藤原屋ジャガービル3Ｆ R3.8.26

Ｆｌａｎ　－フランー 福島市置賜町4-16　藤原屋ジャガービル3Ｆ R4.6.6

Ｂａｒわるいこ。 福島市置賜町4-16　藤原屋ジャガービル5Ｆ R3.11.8

SMOKE 福島市置賜町4-16ジャガービル4F-E R3.10.15

カラオケラウンジうつわ 福島市置賜町4-16ジャガービル5F R3.10.15

韓国家庭料理　峰 福島市置賜町4-2　ニューズ置賜ビル1Ｆ R3.9.24

小香港 福島市置賜町4-2　ニューズ置賜ビル2Ｆ R3.9.24

スナック　好連 福島市置賜町4-2　ニューズ置賜ビル4Ｆ R3.8.26

Ｌａｎｄ 福島市置賜町4-2　ニューズ置賜ビル5F R4.3.15

スナック　ＭＡＲＩ 福島市置賜町4-24 R3.8.26

懐家～なつや～ 福島市置賜町4-24　ミヤコビル1Ｆ R3.11.8

スナック純 福島市置賜町4-24　ミヤコビル1Ｆ R4.2.21

居酒屋　茜 福島市置賜町4-24　ミヤコビル1階 R4.2.4

地酒と肴　ウマスケ 福島市置賜町4-24　ミヤコビルＢ1 R4.12.26

Ｉ　ＬＯＶＥ　ＣＥＢＵ 福島市置賜町4-24　都ビル1Ｆ　101号 R4.5.2

クラブGenesis 福島市置賜町4-24都ビル2階 R3.10.8

ソワレド 福島市置賜町4-26　グリーンタウン2Ｆ R3.9.24

花のれん 福島市置賜町4-26　グリーンタウン置賜町1Ｆ-Ｂ R3.11.8

ロ・シェル 福島市置賜町4-26　グリーンタウン置賜町２F R3.10.15

薫子 福島市置賜町4-27　2Ｆ R3.10.8

ぴあの 福島市置賜町4-27　ニコニコビル2Ｆ奥 R3.10.8

そば・居酒屋　一会庵 福島市置賜町4-27　工藤ビル1階 R4.2.4

麺屋　いぶき 福島市置賜町4-27　清水ビル1Ｆ R4.2.8

中華朴伝 福島市置賜町4-27　大野屋1104ビル R3.8.26

ＶＯＧＵＥ 福島市置賜町4-27　第5清水ビル2Ｆ R3.9.6

ｙｕｒｉ 福島市置賜町4-27　第5清水ビルＢＦ R3.9.24

Bunny Hip 福島市置賜町4-27ニコニコビル1F R3.10.8

ラウンジ　シェル 福島市置賜町4-28　ＡＣＥ7ビル5Ｆ R3.10.8

ｃｌｕｂ　ＡＺＵＬ 福島市置賜町4-28　ACEセブンビル1階 R4.1.28

Ｇｒａｎｄｉｒ 福島市置賜町4-28　ACEセブンビル1階 R4.1.28

肉バルＮｉｃｏ　パティオ 福島市置賜町4-28　エースセブンビル2Ｆ R3.10.21

プログレス 福島市置賜町4-28　エースセブンビル3Ｆ R3.9.2

デイジィー 福島市置賜町4-28　エースセブンビル3Ｆ R3.9.2

ＨｏｓｔｅｓｓＢａｒ　Ｒａｚｕｌｉ－ラズリー 福島市置賜町4-28　エースセブンビル4Ｆ402 R3.12.3

ラッキーランド 福島市置賜町4-28 エースセブンビル5-501 R3.9.2

ダイニングバー　Ｒｅｉ 福島市置賜町4-28　エースセブンビル5F R4.2.4

シエル 福島市置賜町4-28　エースセブン置賜ビル5Ｆ R4.9.12

居酒屋しばちゃん 福島市置賜町4-28　グリーンタウン1Ｆ R3.8.26
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施設名称 施設所在地 認定日

ふくしま感染防止対策認定ステッカー交付施設一覧　　R5.2.末時点

Ｂａｒ　くろねこ 福島市置賜町4-29　1F R4.2.24

串カツ酒場ふじまる 福島市置賜町4-3 R4.2.4

自然の恵ダイニング　壱番や 福島市置賜町4-3　司ビル1Ｆ R3.10.21

一軒家貸切　あん 福島市置賜町4-6 R3.12.13

肉酒場　ＷＡＫＵ　ＷＡＫＵ 福島市置賜町4-6　ヒトナカアストー1　ビルディング1Ｆ R3.10.21

しま田 福島市置賜町4-7 R3.8.26

牛タンとがぶ飲みワインＭＡＴＳＵＤＡＹＡ置賜店 福島市置賜町4-7 R3.12.13

酒蔵〇ちゃん 福島市置賜町4-9 R3.12.3

奇蹟 福島市置賜町4の3　司ビル5F南側 R4.4.21

ビストロ　ミカサ 福島市置賜町5-10 第2清水ビル1F R3.12.3

コッツァ・ガーネ 福島市置賜町5-10　第２清水ビル2F R3.11.26

Ｂａｒ　Ａｖｅｎｉｒ 福島市置賜町5-10　第2清水ビル3Ｆ R3.9.2

味乃桃の井 福島市置賜町5-12 R3.7.29

鉄板しゃぶしゃぶ 金と銀 福島市置賜町5-12 ミナモトビル1Ｆ R3.8.26

しゃぶしゃぶ　春夏秋冬 福島市置賜町5-12　ミナモトビル1Ｆ R4.6.6

丸信ラーメン　福島店 福島市置賜町5-13 R3.11.26

てんぷら　ひら井 福島市置賜町5-13　シルクビル1Ｆ R3.8.18

美酒楽　ふりこ亭 福島市置賜町5-13　シルクビル2Ｆ R3.8.26

ジャパニーズバル リアス 福島市置賜町5-13 シルクビル2Ｆ R3.10.27

たすいち 福島市置賜町5-13　シルクビルＢ1 R3.11.12

ＬＡＢＯＯ 福島市置賜町5-13　シルクビルＢ1 R4.2.8

ぐるっぺ 福島市置賜町5-13　シルクビルB-1階 R3.9.6

カサブランカ 福島市置賜町5-13　シルクビルＣ1Ｆ R3.10.8

鉄板や　誠 福島市置賜町5-15　MT2ビル R3.10.27

炭火焼肉オムテソン 福島市置賜町5-15　永井ビル1Ｆ R3.11.26

鉄板屋台　將ＴＡＳＵＫＵ 福島市置賜町5-15　永井ビル2Ｆ R3.12.3

十八代目　鶏や　清兵衛 福島市置賜町5-18　置賜会館1Ｆ R3.9.2

蘂　はなしべ 福島市置賜町5-19　加藤ビル2Ｆ R3.10.21

スナック　いちご 福島市置賜町5-2　1Ｆ R3.8.26

母家　たすいち 福島市置賜町5-25 R3.11.12

大衆酒場ナミヘイ福島店 福島市置賜町5-26　ＡＢＣビル1Ｆ R3.8.26

Ｃａｆｅ　糸　（カフェ　イト） 福島市置賜町5-26　ＡＢＣビル2Ｆ R3.12.3

焼き鳥ワイン日本酒　いろ鶏 福島市置賜町5-3　第3二瓶ビル1Ｆ R3.8.26

原価酒場　神の斬新 福島市置賜町5-3　第3二瓶ビルＢ1Ｆ R3.8.26

ひいろ 福島市置賜町5-30　ユタカビル1F R4.2.4

屋台や　十八番 福島市置賜町5-31 R3.10.8

Bar Lamp 365 福島市置賜町5-33 長谷川産業ビル2Ｆ R3.10.8

ＬＯＵＮＧＥ　アモーレ 福島市置賜町5-33　長谷川産業ビル2Ｆ R3.9.2

きばらし 福島市置賜町5-33 長谷川産業ビル2Ｆ R3.9.24

リスタート 福島市置賜町5-33　長谷川産業ビル2Ｆ R4.1.27

ねねや　福島駅前店 福島市置賜町5-34 R3.9.2

ジンギス厨房　チャップ 福島市置賜町5-34　やとやビル1Ｆ R3.8.26

大集酒処　轟座 福島市置賜町5-35 R3.9.2

花乃助 福島市置賜町6-1 R3.8.26

餃子酒場　笑福 福島市置賜町6-1　1Ｆ R3.9.2

スナックＮｏａｈ 福島市置賜町6-12　鴻野屋ビル3F R3.9.2

シンフォニー 福島市置賜町6-12　鴻野屋ビル3F R3.10.8

にかい也 福島市置賜町6-15　ナンジョウビル2Ｆ R3.9.24

炙屋ジョニー 福島市置賜町6-17　金沢ビル1Ｆ R3.9.2

はりまや 福島市置賜町6-9 清水屋ビル2Ｆ R3.9.2

網焼き酒場　双◎ 福島市置賜町6-9　清水屋ビル3階 R4.7.4

もめん亭 福島市置賜町7-18 R4.10.14

串酒場　呑楽里 福島市置賜町7-2　1階 R3.8.26

創作ダイニング　ｋｕ楽ｒｉ 福島市置賜町7-2　2階 R3.8.26

炭火焼酒夢来　忠司 福島市置賜町7-3　第1佐勝ビル1Ｆ R3.9.24

福島焼肉センター 福島市置賜町7-3　第1佐勝ビル2Ｆ R3.9.24

大人の居酒屋　独歩 福島市置賜町7-3　第6佐勝ビル1F R3.11.8

ＤｉｎｉｎｇＣａｆｅ＆Ｄａｒｔｓ　ＢＡＲＣＡ 福島市置賜町7-3　第一佐勝ビル5Ｆ R3.12.3

ｃａｆｅ＆ｐｕｂ　Ｌｅｅｅ 福島市置賜町7-5　アドニード121　3Ｆ R3.9.2

Ｄｉｎｉｎｇ　Ｃａｆｅ　ＲＡＧＵ 福島市置賜町7-5　アドニード121ビル1Ｆ R3.10.8

ＨＡＲＵＫＡ 福島市置賜町7-5　アドニード121ビル3Ｆ R3.11.12

ＥＣＬＡＳ 福島市置賜町7-5　アドニード121ビル3Ｆ R3.11.12

喰房　はなれ 福島市置賜町7-8　1F R3.9.2

LAPIS LAZULI BAR L 福島市置賜町7-8　1F R3.8.26

たわわ 福島市置賜町8-14 R3.9.2

ゴールデン・ネバダ 福島市置賜町8-14　2F R4.2.1

ミュージック　ＢＡＲ　ハーヴェスト 福島市置賜町8-15 R3.8.26

ＢＡＲ　Ｙ．Ｅ．Ｓ 福島市置賜町8-15　ＰＩＡ２１ビル5F R4.2.10

和食  裕 福島市置賜町8-15 ピア21ビル1F R3.11.8
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パラダイス 福島市置賜町8-15　ピア21ビル1Ｆ R3.10.15

ＥＧＯＩＳＴ 福島市置賜町8-15　ピア21ビル3Ｆ R4.7.4

風 福島市置賜町8-15　ピア21ビル3階 R3.10.27

みちくさ 福島市置賜町8-15　ピア21ビル4F R4.2.8

スナック響子 福島市置賜町8-15　ピア21ビル5Ｆ　Ｄ R3.11.8

チャイナスナック海 福島市置賜町8-15　ピア21ビル6Ｆ R3.8.26

福島ワイン酒場 福島市置賜町8-15　ピア21ビル7F R3.10.21

福島ワイン酒場　Ｓ２０２１ 福島市置賜町8-15　ピア21ビル7Ｆ R4.7.4

山形そば 清水ビル店 福島市置賜町8-19 R3.10.21

ｄｒｏｐ－ｉｎ 福島市置賜町8-19　第１清水ビル1F R3.8.26

やきとり萩 福島市置賜町8-19　第1清水ビル1Ｆ R3.10.27

関西料理　いし田 福島市置賜町8-19　第１清水ビル1F R3.11.19

鮨割烹　和蔵 福島市置賜町8-19　第１清水ビル1F R4.5.20

海ぶどう　沖縄料理店 福島市置賜町8-19　第１清水ビル1階 R3.9.2

ダイニングバー　桐 福島市置賜町8-19　第1清水ビル1階 R3.9.24

トワレ 福島市置賜町8-19　第1清水ビル2Ｆ R3.9.24

Ｄ×Ｄ×Ｄ 福島市置賜町8-19　第1清水ビル2Ｆ R3.9.24

りぶれ 福島市置賜町8-19　第1清水ビル4Ｆ R3.10.15

クリスタルオスカー 福島市置賜町8-19　第1清水ビル4Ｆ R3.9.2

Ｍｅｒｃｉ 福島市置賜町8-19　第1清水ビル4Ｆ R3.10.15

スナック　ヒマワリ 福島市置賜町8-19　第1清水ビルＢ1Ｆ R3.10.15

パブ・Ｍ 福島市置賜町8-19　第1清水ビル地下1Ｆ R3.10.8

リーベン 福島市置賜町8-19　第一清水ビル1Ｆ R3.10.8

Ｊｕｊｕ 福島市置賜町8-19　第一清水ビル1F R3.9.24

夢二 福島市置賜町8-19　第一清水ビル1階 R3.10.8

パブ　グラン 福島市置賜町8-19　第一清水ビル2Ｆ R3.9.2

スナック　ラピス 福島市置賜町8-19　第一清水ビル2Ｆ R3.9.2

Vａｉｎｑｕｅｕｒ 福島市置賜町8-19　第一清水ビル2Ｆ R3.8.26

Mａｇａｒｉ　Ｂａｒ　Ｏｒｅｎｃｈｉ 福島市置賜町8-19　第一清水ビル3Ｆ R3.9.2

いなっくＮＡＤＥＳＨＩＫＯ 福島市置賜町8-19　第一清水ビル4Ｆ R3.10.8

ESCORT 福島市置賜町8-19第一清水ビル4F R3.10.8

鮨長 福島市置賜町8-2 R4.6.24

酒亭　みむら 福島市置賜町8-27 R3.9.2

寿司処前野 福島市置賜町8-27 R3.10.8

しらさか 福島市置賜町8-27 R3.11.12

手打ちそば　よしなり 福島市置賜町8-3 R3.10.21

ＧＡＲＤＥＮ＆ＦＯＲＥＳＴ　一期 福島市置賜町8-3　アオイビル2・3Ｆ R3.9.24

会津郷土料理　楽 福島市置賜町8-36　パレスビル1F R4.3.24

炭焼き　成瀬 福島市置賜町8-36　パレスビル1階 R3.11.19

NO.１ 福島市置賜町8-36 パレスビル2F R3.10.8

Ｒｅｙ’ｓ 福島市置賜町8-36　パレスビル2階　Ｆ室 R3.11.8

麺や　うから家から 福島市置賜町8-37 R3.8.26

居酒屋なべとも 福島市置賜町8-38 R3.9.2

アケボノバラック 福島市置賜町8-38 R4.2.1

食彩ひとくち 福島市置賜町8-38　三浦屋ビル1Ｆ R3.4.27

Ｔｗｏ　Ｆａｃｅ 福島市置賜町8-38　三浦屋ビル1F R4.2.1

スナックムーミン 福島市置賜町8-38　三浦屋ビル1Ｆ R4.2.4

お忍びＤＩＮＩＮＧ　とらのまき 福島市置賜町8-38　三浦屋ビル2Ｆ R3.10.27

炭火焼　鶏こう 福島市置賜町8-38　第一三浦ビル一階 R3.9.2

カフェバー　ライフ 福島市置賜町8-41　阿部ビル2Ｆ R4.5.26

タイ屋台　ＳＡＧＡＴ 福島市置賜町8-6 R3.11.8

串揚げ　あっきー。 福島市置賜町8-6　ふくしま屋台村 R3.9.6

ラーメンいいね 福島市置賜町8-6　ふくしま屋台村 R3.11.8

あねさの小法師 福島市置賜町8-6　ふくしま屋台村内 R3.11.8

味処屋台まるはん 福島市置賜町8-6　福島屋台村こらんしょ横丁 R4.3.2

なお美 福島市置賜町8-7　ホリエビル3Ｆ R3.9.24

海鮮居酒屋　鮮 福島市置賜町8-7　遊食館ホリエビル1Ｆ R3.9.24

灯　あかり 福島市置賜町8-7　遊食館ホリエビル3Ｆ R3.10.21

Lｕｃａ 福島市置賜町8-7　遊食館ホリエビル3Ｆ3号室 R3.10.27

あぶり焼き文や 福島市置賜町8-8 パセナカＭｉｓｓｅ2Ｆ R3.8.26

屋台や十八番　パセナカミッセ店 福島市置賜町8-8 パセナカmisse2階 R3.10.8

イゾラ　フェリーチェ 福島市置賜町8-8　パセナカミッセ2Ｆ R3.10.15

スペインバル　カメレオン 福島市置賜町8-8　パセナカミッセ2F R3.10.21

粉まる 福島市置賜町8-8　パセナカミッセ2F R3.12.24

牛たん焼き専門店 虎仙 福島店 福島市置賜町8-8 パセナカミッセ2階 R3.10.21

うまか亭　乙姫 福島市置賜町8-8-2Ｆ R3.9.2

月香 福島市置賜町8の19　第１清水ビル3F R3.8.26

アルバトロス 福島市置賜町8の19　第一清水ビル4Ｆ R3.9.24

Ｏｒｐｉｅｇ　オルピーグ 福島市置賜町８番２号　ツルタヤビル２Ｆ R3.10.8
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中華飯店 龍鳳 福島市置賜町8番地1号 R3.12.3

バーちあき 福島市置賜町ニコニコビル1F R3.8.26

ＯＬＤＩＥＳ 福島市置賜町置賜町7-3　第6佐勝ビルＢ1 R3.12.17

ＲＥＧＡＬＯ　ＣＡＦＥ 福島市本町1-2　モトマチツインハトヤ1Ｆ R4.3.10

魚鮮水産 福島駅前通り店 福島市本町2-1 ひらいビル1F・2Ｆ R3.10.15

赤井商店 福島市本町2-3 R3.11.19

オステリア．ラ．ボッカ．デッラ．ベリタ 福島市本町2-8　リードパセオビル3F R3.10.8

魚よし　本町店 福島市本町2-8　リード本町ビル1階 R3.8.26

ＴＯＭ’Ｓ　ＣＡＢＩＮ 福島市本町4-8　エリプスビル1ＦＢ R3.9.2

おと楽キッチン　８３４１ 福島市本町4-8　エリプスビル1ＦＢ R4.2.4

Cafe Lounge Luana 福島市本町4-8　エリプスビル2F　 R3.10.27

NEO 福島市本町5-1パートナーズビル地下1階 R3.9.2

レストランバーレカルトクラブ 福島市大町1-10　ヴァンベール大町2Ｆ R3.12.3

ほっこり家庭料理 みまり 福島市大町1-16 竹苑ビル1F R3.8.26

ｂｉｓｔｒｏ　本田飲食堂 福島市大町1-20　セントラルマンション1Ｆ R4.10.7

ショーハウス　パラワン 福島市大町1-20　セントラルマンションB1 R3.8.26

Ｇｒｉｌｌ　Ｊａｍａｉｃａ 福島市大町1-20　第３寿ビル1F R3.12.17

四季旬彩　霜月 福島市大町1-7 R3.10.15

味処おこぜ 福島市大町1-7 R3.9.2

ビッグアップル 福島市大町1-7　本間ビル2Ｆ R3.8.26

バー山小屋 福島市大町1-8 R3.8.26

辛麺屋　輪 福島市大町2-11 R3.10.15

有限会社 珈琲の街 福島市大町2-14 R3.10.21

養老の瀧　大町店 福島市大町2-15 R3.9.2

シャモとワインの店　陽風水 福島市大町2-18 石屋小路ビル1Ｆ R3.5.12

Ａｏｙａｇｉ 福島市大町2-2 R3.12.13

四季の席　きたのはな 福島市大町2-23　吉田ビル2Ｆ R3.12.13

タベルナ　イル・ピアット 福島市大町2-30 R3.10.8

Ｈｏｏ　Ｃｈｙ　Ｃｏｏ 福島市大町2-32　コロールビル3Ｆ R3.12.27

まんなむｃａｆｅ 福島市大町2-32　並木通りコロールビル1Ｆ R3.11.26

串アン 福島市大町2-8　アンザイビル2Ｆ R3.8.26

CRAFT  LOVE 福島市大町2-8　アンザイビル3F R4.5.20

中国料理上海　大町店 福島市大町2-8　シャンハイビル R3.11.12

ら・さんたランド チェンバおおまち店 福島市大町4-15 R3.9.2

Ｌｉｖｅ　Ｓｐａｃｅ　Ｃ－ｍｏｏｎ 福島市大町4-24　杉本ビルＢ1Ｆ R4.1.24

精華商事株式会社　 福島市大町4番15号 R3.9.2

レストラン　ＫＥＹＡＫＩ 福島市大町7-11 R3.4.27

Ｃａｆｅ＆Ｄｉｎｉｎｇ　Ｂａｒ　ｃｈｏｕ　ｃｈｏｕ 福島市大町8-20 R3.9.2

ｋａｋａｔｏ 福島市大町9-14 R3.9.2

ＣＡＮＤＹ－ＤＯ大町店 福島市大町9-14　1Ｆ2Ｆ R3.9.24

大町 おかめや 福島市大町9-16　 R3.9.2

五福 福島市大町9－19NTTビル R3.12.3

旬彩さちこ 福島市大町9-6 R3.9.2

花小町 福島市大町9-7 R3.5.12

Ｄａｖｅ’ｓ　Ｄｉｎｅｒ 福島市上町2-13 R4.5.26

てんぷら しおや 福島市上町2-14 R3.8.26

せら庵 福島市上町3-4 R3.9.24

手打そば　ますだ 福島市上町3-4　コマ福島ビル1Ｆ R3.8.26

Ｂａｒ　Ｆｕｒｕｋａｗａ 福島市上町3-4　コマ福島ビル1Ｆ R3.10.15

ＬＯＶＥ　ＳＯＮＧ 福島市上町3の4　コマ福島ビル1Ｆ R3.10.27

Coeur a Coeur Liente SUNPALACE (クーラクーリアンテ　サンパレス） 福島市上町4-30 R3.5.12

アクア・ディ・マーレ 福島市上町5-18-1 R3.10.8

Ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ　Ｅｃｌｏｒｅ 福島市上町5-6　上町テラス1F R3.8.26

珍満賓館 福島市北町2番1号 R3.11.8

ダイニングカフェ　１０１０ 福島市北町4-18 R3.10.8

Ｃａｆｅ’　ｄｅ　ＭＯＭＯ 福島市豊田町2の20 R3.9.2

すずらん 福島市豊田町4-10　大島コーポ1F R3.9.2

BON 福島市仲間町1-2 アクシス仲間町 中 R3.9.2

満腹 福島市仲間町1-24 R3.5.12

家庭の味 クリア 福島市仲間町1-5 R3.10.8

ｈｉｒｏ　ＣＨＩＮＥＳＥ　ＤＩＮＩＮＧ 福島市仲間町1-9 R3.8.26

一元 福島市仲間町2-3 R3.10.15

信夢 福島市仲間町4-38 R4.2.4

カレー屋☆流星軒 福島市仲間町8-14 R3.9.6

とり市　 福島市仲間町9-30 R4.1.28

スコッチ 福島市宮町2-43グリーンアカデミービル宮町地下1階 R3.10.15

岩瀧酒蔵 福島市宮町6-15 R3.9.2

スナック アゲーン 福島市新町3-13 R3.8.26

小町 福島市新町1-12 R3.9.24
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お惣菜の店　るるる 福島市新町1-12 R3.9.2

カヂャメゾンスリー 福島市新町1-13 アオヤギビル1階 R3.12.3

鳥政 福島市新町1-17 R3.8.26

居酒屋　いけだ 福島市新町1-17 R4.9.12

３ｒｄ Ｐｌａｃｅ ａｎｄ Ｕ 福島市新町1-18 R3.8.26

焼　ＹＡＫＩＭＡＲＵ 福島市新町1-19 R3.9.2

スナックひろ子 福島市新町1-19　新町ビル1Ｆ R3.9.2

食福楼 福島市新町1-19　新町ビル1Ｆ2Ｆ R3.9.2

たこ寅 福島市新町1-2 R4.2.4

Ｓｅｃｒｅｔ　Ｂａｒ　Ｒｅｄｉｎｇｔｏｎ 福島市新町1-21　1Ｆ R4.10.7

こうちゃん 福島市新町1-22 R3.9.24

スナック凛 福島市新町1-23 R3.8.26

ZUPPA 福島市新町1-26 R3.9.24

十割手打蕎麦　味わい 福島市新町1-26　第７清水ビル1階 R3.8.26

嘉右衛門 福島市新町1-8 R3.10.8

ラハイナ 福島市新町1-8　せいでん5Ｆ　501号 R3.10.27

キッチン＆バール　がやがや 福島市新町1-8　せいでんビル102 R3.9.2

おるごーる 福島市新町1-8　せいでんビル2Ｆ R3.10.15

スナック　みえちゃん 福島市新町1-8　せいでんビル3Ｆ R3.11.26

Ｂａｒ　Ｓ・ＳＯＵＮＤ 福島市新町1-8　せいでんビル404 R3.9.2

スナック瑠璃 福島市新町1-8　せいでんビル4Ｆ R3.9.24

スナックRay 福島市新町1-8せいでんビル4F R3.10.15

ひだまり 福島市新町2-1 R3.8.26

桃花 福島市新町2-1 R3.9.24

いなっく松風 福島市新町2-1　新町ビル1 R3.8.26

春夏冬 福島市新町2-13 R3.9.2

炭火焼肉　福わらひ 福島市新町2-15 R3.11.26

テバク 福島市新町2-15　ガイアスビル1Ｆ R3.9.24

はらくっち 福島市新町2-18　新町ビル1Ｆ R3.10.27

Ｃｈｏｃｏｔｔｏ　ＣＡＦＥ　ｍｏｍｏｎ 福島市新町2-18　新町ビル1Ｆ北 R3.11.8

うたかた 福島市新町2-18 新町ビル地下1 R3.10.27

スナック　恵美 福島市新町2-2　新町ビル1Ｆ R3.10.8

Kanno 福島市新町2-29 金源ビル1F R3.10.27

お料理　かねと 福島市新町2-29　金源ビル1Ｆ R3.8.26

心笑 福島市新町2-29　金源ビル1Ｆ R3.10.21

藤乃家 福島市新町2-29　金源ビル1Ｆ R4.1.26

ｍｏｎｓｉｅｕｒ 福島市新町2-29　金源ビル1Ｆ R4.2.8

一柳 福島市新町2-29　金源ビル1階北側 R4.6.9

そば酒房　香り家 福島市新町2-29　金源ビル2Ｆ R3.10.15

こはる 福島市新町2-6 R3.9.2

あっ！ひがしや 福島市新町2-6 R3.8.26

ＡＰＰＬＥ　ＰＵＢ　ＡＮＤ　ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ 福島市新町2番12号　第1ＦＰビル1階 R3.10.8

小紋 福島市新町3-10 R3.8.26

和肴ごとく 福島市新町3-13 R3.10.21

馳走　ほんま 福島市新町3-20　第8寿カルチャービル1Ｆ R3.10.21

ビストロスズキ 福島市新町3-20　第８寿ビル R3.9.2

リストランテ　ハラシマ 福島市新町3-6 R3.12.3

ｃｈａｏｃｈｉ 福島市新町3-6 R3.12.13

（有）萬清 福島市新町3の22 R3.9.2

スコッチ ぺぺ 福島市新町4-32 丸石ビルＢ1F R3.10.15

ハニーカフェ ビードル 福島市新町6-33 R3.11.8

酒菜　なないろ 福島市新町8-38 R3.10.8

角打ちビストロ蔵ひろ 福島市新町8-41 R3.9.24

パナシア 福島市新町86-3　せいでんビル4Ｆ403 R3.9.6

Ｂａｒ　はっ席 福島市新町せいでんビル２階201号 R3.10.27

串焼　我夢者 福島市万世町1-29　第6清水ビル1Ｆ R3.10.21

華の膳 福島市万世町1-29　第6清水ビル1階 R3.8.26

しゃぶしゃぶ　文 福島市万世町1-29　第6清水ビル2Ｆ R3.12.17

チング 福島市万世町1-29　第6清水ビル3F R3.10.8

Ｋ－ＣＩＲＣＬＥ 福島市万世町1-29　第6清水ビル3F R3.9.2

やきとり　花づくし　パセオ店 福島市万世町1-31 R3.11.8

笑月庵　たむら 福島市万世町1-33 R3.10.27

川俣シャモ炭火焼鳥　縁－ｅｎ－ 福島市万世町1-33　外川ビル2Ｆ R4.8.12

火ぐら師 福島市万世町1-34　2階 R3.9.2

和泉家 福島市万世町1－35 R3.12.24

Ｏｇｙ 福島市万世町1-35　1F R3.12.24

スナック舞樹 福島市万世町1-35　2Ｆ R3.9.2

みかづき 福島市万世町1-36 R3.9.24

旬菜家　てまり 福島市万世町1-36　ＦＳＢＶ1階 R3.10.21
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居酒屋　だいちゃん 福島市万世町1-38　イチバンビル1F R3.12.17

大阪 福島市万世町1-38　ダイイチビル1F R3.10.15

ＷＩＮＥ　ＢＡＲ　ＨＯＳＨＩＮＯ 福島市万世町1-38　今江ビル1Ｆ R3.10.8

ｎｏｎ’ｓ　ＴＡＣＯＳ 福島市万世町1-38　今江ビル2Ｆ南 R3.10.27

ナイトカフェジャック 福島市万世町1-38イチバンビルB1 R3.10.21

杜の花（福島銀行本店　12階食堂） 福島市万世町2-5（株）福島銀行本店12階　 R3.9.2

パブスナック　３４番 福島市万世町4-24　島田ビル2F R3.11.26

アル・ソーニ 福島市万世町4-24　島田ビル2Ｆ-Ｂ R3.9.6

小料理ぼけ 福島市万世町5-1 R3.9.2

Minamo Cafe 福島市万世町5-1 万世ビル1F R3.10.21

居酒や　こと 福島市万世町5-27　OSビル1F R3.9.2

ホルモン部長　成家 福島市万世町5-3　ニュー万世ビル1Ｆ R3.12.3

小皿レストラン　グリルすずらん 福島市万世町5-3 ニュー万世ビル1階 R3.12.3

おかあさん食堂 福島市万世町5-3 ニュー万世ビル2階 R3.12.3

Ｓｏ－ｒａ 福島市万世町5-3　ニュー万世ビルＢ1Ｆ R3.9.24

ＫＩＴＣＨＥＮ　Ｋｅｙ’ｓ 福島市万世町5-3　万世共同ビル2Ｆ R3.11.26

個室串ＢＡＬ　ｔｏｒｉ．cｏｍ 福島市万世町5-38　第8佐勝ビル1Ｆ R3.10.27

駄愚栖 福島市万世町5-38　第8佐勝ビル2Ｆ R3.11.26

パブスナックYA－YA－YA 福島市万世町5-38　第8佐勝ビル4Ｆ R3.9.2

ＡＰＰＬＥ　ＰＵＢ　ＡＮＤ　ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ 福島市万世町5-38　第8佐勝ビル5Ｆ R4.2.9

スナックゆき 福島市万世町5-38　第8佐勝ビル601 R3.11.12

秋田比内地鶏の店　舘 福島市万世町5-4　パセオクイーンビル102 R3.9.2

ラ・シャンテ 福島市万世町5-4　パセオクィーンビル202 R3.9.24

華蓮 福島市万世町5-41 R3.10.8

六文銭 福島市万世町5-41 R3.9.2

花ざかり 福島市万世町5-41 R3.10.8

粉もん居酒屋　たこばーる 福島市万世町5-41　1F R3.11.8

すが野 福島市万世町5-41　ニヘイビル1階 R3.9.2

ウインザー 福島市万世町5-41　ニヘイビル地下1 R3.8.26

ＩＣＨＩＹＡ 福島市万世町5-41　二瓶第2ビル1F R3.9.2

鳳來 福島市万世町5-41 二瓶第二ビル2F R3.9.2

黒潮亭 福島市万世町5-43　パセオビル1F R3.9.24

ラ・クレイドル 福島市万世町5-43　パセオビル4F R3.10.8

春山山 福島市万世町5-43パセオビル2F R3.10.8

恋歌 福島市万世町5-4パセオクイーンビル4階 R3.9.6

ｃａｓｕａｌｂａｒ　ｒ. 福島市万世町5-5 R4.2.4

バージャンゴ 福島市万世町5-5 R4.2.9

串屋 すずよし 福島市万世町5-5 2Ｆ R3.10.8

（有）すし処玉鮨パセオ店 福島市万世町5-5　相良ビル1F R3.10.8

やきとり　土竜 福島市万世町5-5相良ビル2F R3.12.3

チャイニーズキッチン　孫悟空 福島市万世町5-6　第3清水ビル1F R3.9.2

スナックパセオ 福島市万世町5-9　万世協和ビルBF R3.10.8

みちのく居酒屋　のん太 福島市陣場町1-25　ＴＫビル2F R3.11.12

かあさん 福島市陣場町1の21 R3.7.6

カラオケスナック　リバティ 福島市陣場町2-12 陣場佐藤ビル２Ｆ R3.10.15

藤むら 福島市陣場町2-16 R3.7.29

スナック志苑 福島市陣場町4-16 R3.9.6

きち傳 福島市陣場町5-20 R3.10.27

ＫＡＩ 福島市陣場町6-21 R3.9.24

スナック　ニューラファエル 福島市陣場町6-22 R3.8.26

画廊スナック　アトリエ 福島市陣場町7-1　陣場中央ビル2Ｆ R3.9.24

Ｐａｓｔｅｒｉａ　Ｂｕｕ 福島市陣場町7-1　陣場中央ビル2Ｆ R3.8.26

鶏料理　鳥安 福島市陣場町7-10 R4.2.8

ロッカウェイ 福島市陣場町7-20　陣場アーバンハウス1Ｆ102 R3.11.26

居酒屋おんでこ佐渡 福島市陣場町7-25　ＭＫビル1F R3.12.3

やすらぎ 福島市陣場町7-30　第5寿ビル R3.10.27

鈴 福島市陣場町7-30　第５寿ビル１階 R3.10.21

スナック　とも 福島市陣場町7-30　第５寿ビルB1 R3.8.26

スナック　こあき 福島市陣場町7-30　第5寿ビルB1 R3.10.15

ジャングルジム 福島市陣場町7-30　第5寿ビルＢ1 R3.10.15

スポーツバーファントム 福島市陣場町7-30　第5寿ビルＢ1Ｆ R3.10.15

スナック　ニューラファエル 福島市陣場町7-30　第5寿ビルＢ1Ｆ R4.1.26

スナック　ワンダー 福島市陣場町7-30　第５寿ビル地下 R3.9.2

19th nineteen 福島市陣場町7-30 第五寿ビル地下1階 R3.8.26

四季彩うらら 福島市陣場町7-30第5寿ビルB1 R3.10.8

ラウンジケイ 福島市陣場町7-31　ポート９９ビル1F R3.10.21

ＨａＮａＢｉ 福島市陣場町7-31　ポート99ビル2Ｆ R3.8.26

スナック　美咲 福島市陣場町7-31　ポート99ビル３Ｆ R3.9.2

Ｐｕｂ　ｓｎａｃｋ　珊瑚 福島市陣場町7-31　ポート99ビル3Ｆ R3.9.2
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美・エモーション 福島市陣場町7-31　ポート９９ビル4F(CD) R3.9.2

リリー 福島市陣場町7-31　ポート９９ビル5F R3.10.8

Dｓ　ディーズ 福島市陣場町7-31　ポート99ビル5Ｆ R3.10.8

Ｊ’ｓ 福島市陣場町7-31　ポート99ビル5Ｆ-C R3.10.21

スナック　ソアルドピアス 福島市陣場町7-32　第7佐勝ビル1Ｆ R3.9.2

味心　だいのじ 福島市陣場町7-32　第7佐勝ビル1Ｆ R3.9.24

くるみ 福島市陣場町7-32　第７佐勝ビル2F R3.9.2

コナンドイル 福島市陣場町7-32　第７佐勝ビル2F R4.9.30

吾妻 福島市陣場町7-32　第7佐勝ビル2Ｆ201 R3.10.15

スナック　ゆな 福島市陣場町7-32　第7佐勝ビル3Ｆ301 R4.8.12

スナックゆな 福島市陣場町7-32　第7佐藤ビル403号 R3.9.2

アーバン 福島市陣場町7-35　DATEMARUビル2Ｆ R3.7.14

わたなべ精肉店 福島市陣場町7-35　コスモ2001ビル1Ｆ R3.11.19

かかし 福島市陣場町7-35　だてまるビル1Ｆ R3.9.2

韓国王庭料理　幸福（ヘンボク） 福島市陣場町7-35　伊達丸ビル2Ｆ東 R3.7.6

しぞーかおでん　お茶の間 福島市陣場町8-16 R3.8.5

ラーメン工房　墨乃家 福島市陣場町8-2　高徳第５ビル1F R3.9.2

食彩　与太呂 福島市陣場町8-21 R3.10.15

鳥庄 福島市陣場町8-25　街角ビル3Ｆ R3.10.15

支那そばポッポ本店 福島市陣場町8-3 R3.9.2

赤鬼 福島市陣場町8-3 R3.9.2

すなっく　つかの 福島市陣場町8-3 R3.9.2

おたこ 福島市陣場町8-3 R4.2.4

ｓｔｕｄｅｎｔｓ　ｂａｒ　Ｊａｍ 福島市陣場町8-3 R4.5.26

ｓｔｕｄｅｎｔｓ　ｂａｒ　Ｊａｍ 福島市陣場町8-3　清水ビル1Ｆ R3.9.24

やきとり余市 福島市陣場町8-3　狸小路 R3.10.15

アジアな小料理　Ｍｉｒａｙ 福島市陣場町8-3　狸小路内 R3.10.27

スナック　ファンタジー 福島市陣場町8-30　ボルサリーノ2F R4.9.30

スナック　まちかど 福島市陣場町8-30　ボルサリーノ4Ｆ R3.11.19

桃風 福島市陣場町8-30 ボルサリーノビル1Ｆ R3.8.18

スナック　レインボー 福島市陣場町8-30　ボルサリーノビル1Ｆ R4.4.21

さくら 福島市陣場町8-30 ボルサリーノビル2Ｆ R3.9.2

スナック　リメンバー 福島市陣場町8-30　ボルサリーノビル2Ｆ R4.3.31

ＫＵＳＩＮＡ 福島市陣場町8-30　ボルサリーノビル3Ｆ R3.9.2

肴三昧 うかれ太鼓 福島市陣場町8-33 R3.12.13

ｂａｒ　Ｒ　～アール～ 福島市陣場町8-33　プラスαビル4Ｆ R3.9.2

スナックるまんど 福島市陣場町8-33　プラスアルファビル3F R3.7.14

スナックバー雫月 福島市陣場町8-33　プラスアルファビル3階 R3.9.2

ハートフルバー　えりぃ 福島市陣場町8-33　プラスアルファビル4F R3.9.24

ビギン 福島市陣場町8-33　プラスアルファビル4F3 R3.9.24

スナック順子 福島市陣場町8-34　オオコウチビル1Ｆ R3.7.14

ｃｌｕｂ　Ｃ 福島市陣場町8-34　オオコウチビル2Ｆ R3.10.15

スナック明日香 福島市陣場町8-34　大河内ビル1Ｆ R3.7.14

ラウンジ蘭 福島市陣場町8-4　ペガサス30　1Ｆ-Ｄ R4.2.4

めぐり逢い 福島市陣場町8-4　ペガサス30　2Ｆ R3.9.6

スナック桜 福島市陣場町8-4　ペガサス30ビル R3.10.8

Ｂａｒくろねこ　はなれ 福島市陣場町8-4　ペガサス30ビル　1Ｆ-Ａ R4.7.14

ラウンジ・マスカレード 福島市陣場町8-4　ペガサス30ビル1階-B号室 R3.11.12

Ｌｙｓ 福島市陣場町8-4　ペガサス30ビル2Ｆ R3.11.8

Ｗａｎ Ｔｉｍｅ 福島市陣場町8-4 ペガサス30ビル2F-E R3.9.6

ムジゲ 福島市陣場町8-4　ペガサス30ビル3F R4.1.26

Ｚｈａｙ 福島市陣場町8-4　ペガサス30ビル3Ｆ-Ｄ R4.5.20

ｓａｋａｂａ　Ｓ 福島市陣場町8-4　ペガサス30ビル4Ｆ-Ｂ R4.10.7

スナック　ボア 福島市陣場町8-4　ペガサス30ビル5F R3.7.14

呑み処「結」 福島市陣場町8-4　第10佐勝ビル1Ｆ R3.9.2

ビギナー 福島市陣場町8-4　第10佐勝ビル1Ｆ R3.7.14

スナック恵子 福島市陣場町8-4 第10佐勝ビル2F R3.10.8

Ｄｅａｒｌｙ 福島市陣場町8-4　第１０佐勝ビル2F R3.11.26

スナック　Ｙ．グローリー 福島市陣場町8-4　第10佐勝ビル2Ｆ R4.4.21

スナックミキ 福島市陣場町8-4　第10佐勝ビル5Ｆ R3.10.15

ガルソンヌ 福島市陣場町8-4　第１０佐勝ビル5F R4.1.24

SNOW DOME 福島市陣場町8-4ペガサス30ビル1F-C R3.10.15

スナック楓花 福島市陣場町8-5 R3.7.29

サラン 福島市陣場町8-5　第10佐勝ビル2Ｆ R5.2.27

居酒屋スナック　とんがらし 福島市陣場町8-5　第１０佐勝ビル3F R3.7.14

すなっく　紫音 福島市陣場町8-5　第10佐勝ビル4Ｆ R3.10.15

アモーレ銀座 福島市陣場町8-5　第10佐勝ビル4F R4.5.20

ＴＡＭＢＡＹＡＮ 福島市陣場町8-5　第10佐勝ビル4Ｆ R4.12.26

シルク 福島市陣場町8-5　第10佐勝ビル5Ｆ R3.7.6
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Ｑｕｅｅｎ 福島市陣場町8-5　第10佐勝ビル5Ｆ R4.1.26

サンパギータ 福島市陣場町8-5　第10佐勝ビル702 R3.8.26

スナックバーマイガール 福島市陣場町8-5第10佐勝ビル401 R4.2.24

すなっく彩 福島市陣場町8-5第10佐勝ビル7F R3.10.15

癒の空間 福島市陣場町8-6　エルミタージュ1Ｆ R3.10.8

スナックみちよ 福島市陣場町8-6　エルミタージュ3Ｆ R3.9.24

ＳＨＲＩＭＰ　ＤＩＮＩＮＧ　ＡＳＴＩＣＥ 福島市陣場町8-6　エルミタージュビル2Ｆ-Ａ R3.10.8

ｅｍ’ｕ 福島市陣場町8-6　エルミタージュビル3Ｆ－Ｅ R3.11.19

ｃｈｏｃｏｌａｔｅ 福島市陣場町8-7　仲山ビル1Ｆ R3.9.6

割烹「和」 福島市陣場町8-8　ホーユウコンフォルト1Ｆ R3.9.6

くし焼ＫＯＮＮＯ 福島市陣場町8-8　ホーユーコンフォルトニッセイ陣場1F R3.12.3

Ｔｅａ＆Bａｒ ＭＡＧＩＥ ＮＯＩＲ 福島市陣場町8-8 ホーユウコンフォルトビルＢ1Ｆ R3.10.8

新天地 福島市陣場町8番33号プラスα井上ビル3F R3.10.8

Ｌｏｕｎｇｅ Ｏｈａｎａ 福島市陣場町8番地5号 第10佐勝ビル3Ｆ R3.9.24

十兵衛 福島市陣場町9-39 R3.10.15

有限会社おけさ寿司 福島市陣場町9番38号 R3.8.26

イオンシネマ福島 福島市曾根田町1-18　５F R4.2.15

グランパークホテルエクセル福島恵比寿 福島市曽根田町10-6 R3.9.2

味工房　ＭＡＸ店 福島市曽根田町1-18 R3.11.30

Ｍｅｌｏｎ　ｄｅ　ｍｅｌｏｎ　ＭＡＸふくしま店 福島市曽根田町1-18 R4.10.14

うふ　かふぇ（ｏｅｕｆ　ｃａｆｅ） 福島市曽根田町1-18　ＭＡＸふくしま3Ｆ　 R3.5.12

幸楽苑　ダイユーエイトＭＡＸ福島店 福島市曽根田町1-18　ダイユーエイトＭＡＸ福島店1Ｆ R3.12.13

今田屋 福島市曽根田町1-18 ダイユーエイトMAX福島店1F R3.12.13

たこ焼き倶楽部　すずめのお宿 福島市曽根田町1-18 ダイユーエイトMAX福島店1F R4.12.2

峰亀 曽根田店 福島市曽根田町3-33 R3.9.2

伏見珈琲店 福島市曽根田町3-38 R4.5.26

富田食肉店 福島市曽根田町6-17 R3.11.8

そば処　喜多八 福島市天神町14-22 R3.9.24

羅布乃瑠沙羅英慕　福島店 福島市天神町１５－４ R3.12.3

日本料理 多可橋 福島市宮下町17-20 コート・ピアリッジ2Ｆ R3.9.24

マルイチ神田軒 福島市宮下町3-11 R3.9.24

インドカレー　ニューデリー 福島市新浜町5-27　1Ｆ R3.10.15

割烹　ますふじ 福島市松木町5-2 R3.5.12

Cafe tetote 福島市浜田町7-24 R4.2.14

味工房　浜田店 福島市浜田町9-14 R3.11.19

サリバン浜田店 福島市浜田町9-16 R3.12.13

魚菜 福島市五老内町8-12 R3.9.24

居酒屋 せなみ 福島市五老内町9-21 R3.9.2

杜の花 福島市北五老内町5番23号　イワモトビル R3.9.2

洋風亭むらまつ 福島市北五老内町7-26 R3.11.12

貴ほう 福島市花園町6-17　ふじビル1Ｆ R3.11.26

たかのは 福島市霞町8-33 R3.10.15

らいず 福島市春日町9-3 R4.2.8

スシロー福島旭町店 福島市旭町8-24 R3.11.26

やきとり光華 福島市松浪町2-17 R3.12.3

味処　大番　竹林亭 福島市松浪町7-18 R3.10.27

402号　Ｔｗｏｄａｙｓ 福島市松浪町9-23　福島競馬場内 R3.10.21

みどり豆 福島市入江町12の6 入江サウンズ2Ｆ R3.9.2

吉野家　4号線福島入江町店 福島市入江町14-9 R3.12.3

幸楽苑　競馬場前店 福島市入江町26-1 R3.12.17

Ｂｏｎｈｅｕｒ 福島市東浜町6-23 R3.9.2

セブンイレブン福島八島町店 福島市八島町5－23 R3.12.24

モスバーガー福島信夫ヶ丘店 福島市矢倉下5 R3.7.29

ケニヤ 福島市本内南下釜4-6 R3.10.8

丸亀製麺　福島店 福島市松山町77 R3.11.12

福島信夫山迎賓館　和食くろ沢牛かつ牛若丸 福島市大明神8-1 R3.11.19

サイゼリヤ　イトーヨーカドー福島店 福島市太田町13-4イトーヨーカドー福島3階 R3.12.13

ザ・セレクトン福島 ラ・セーヌ 福島市太田町13-73 R3.10.21

ザ・セレクトン福島 ロム 福島市太田町13-73 R3.10.21

福島グリーンパレス レストラン楓・味処　こけし 福島市太田町13番53号 R3.5.12

ラウンドワン福島店1F 福島市太田町14番18号 R3.9.2

ラウンドワン福島店 2F 福島市太田町14番18号 R4.2.4

ラウンドワン福島店 3F 福島市太田町14番18号 R4.2.4

ラウンドワン福島店 4F 福島市太田町14番18号 R4.2.4

ワインブティック＆ベーカリーカフェ　ミディ 福島市太田町15-12 R3.4.27

迪 福島市太田町23-56 R3.10.21

亀寿司 福島市太田町25-12 R3.9.2

ガスト 福島西口店 福島市太田町38-14 R4.1.24

そば処 喜多その 福島市太田町4-40 R3.10.27
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CAFETORA アパホテル福島駅前店 福島市太田町8-20 APA ホテル1Ｆ R3.4.27

千年の宴 福島西口駅前店 福島市三河南町1-15 リッチモンドホテル 1階 R3.4.27

レストランキイチゴ 福島市三河南町1-20　コラッセふくしま12F R3.10.8

福島県観光物産館 福島市三河南町1-20　コラッセふくしま1Ｆ R3.6.17

とんかつ　くら島 福島市三河南町19-20 R3.11.19

アメリーモンシュシュ 福島市三河南町20番18号 R3.5.12

郷土料理  いろり庵 福島市三河南町21-6 R4.10.20

シエル　ドラゴン 福島市三河南町4-10　ＫＴビル1階 R3.11.19

西口キッチン　ひつじのはね 福島市三河南町5-11 R3.9.24

西華 福島市三河北町2-12 R3.10.8

そば懐石　すあん 福島市野田町字中ノ町40 R3.9.2

山海の幸　肴や　久代 福島市野田町1-10-36 R3.12.17

うまか粋亭　 福島市野田町1-16-55 R3.4.27

株式会社ウェディングエルティ 福島市野田町1丁目10番41号 R3.5.12

十割そば会　福島西口本店 福島市野田町２丁目131-6 R3.5.12

デニーズ福島西口店 福島市野田町2丁目4-131 R3.4.27

まんさく食堂 福島市野田町3-2-6 R4.2.4

のだ食堂 福島市野田町3丁目111-6 R3.9.2

アヅマ食堂 福島市野田町三丁目9-26 R3.9.2

ドトールコーヒーショップ福島野田店 福島市野田町4-1-3　ヨークタウン内 R3.12.3

居酒屋 ちその実 福島市野田町4丁目11-11 R3.10.15

サーティーワンアイスクリーム ヨークタウン野田店 福島市野田町4丁目1-2 R3.12.13

菜々家 野田店 福島市野田町4丁目9-2 R3.5.12

鶏笑　福島中央店 福島市野田町5丁目1-22 R3.10.21

満点とんかつ四季彩 福島市野田町6-11 R3.10.21

＆ＭＩＮＯＲＩＥ 福島市野田町6-194-8 R3.11.26

のだまち都寿司 福島市野田町6丁目2-2 R3.10.8

リバーロック4 福島市渡利字岩下22-1 R3.5.12

梅林 福島市渡利字大久保36-1 R4.2.14

喜久寿し 福島市渡利字柳小路59-1 R3.9.2

食酒三昧　豆蔵 福島市渡利字沖町126-1 R3.11.12

株式会社大心亭 福島市渡利字仏根51番地 R3.11.12

南風亭　あねっくす 福島市南向台二丁目10-105 R3.4.27

南風亭 福島市南向台二丁目10-62 R3.4.27

味喜多 福島市小倉寺字堂宮敷1-9 R3.9.24

幸楽苑郷野目店 福島市郷野目字仲6 R3.9.6

和風レストラン　まるまつ福島南店 福島市鳥谷野字天神16-1 R3.6.17

びっくりドンキー南福島店 福島市鳥谷野字天神18-1 R3.5.12

焼肉龍苑 福島市鳥谷野字岩田3-1 R3.11.19

からあげの匠　南福島店 福島市鳥谷野字扇田18-5 R4.5.26

焼肉きんぐ　南福島店 福島市鳥谷野扇田16-1 R3.9.2

デニーズ南福島店 福島市鳥谷野字宮畑60-1 R3.10.15

ビッグエコー福島南バイパス店 福島市鳥谷野字宮畑66-1 R3.10.8

十割そば会　福島鳥谷野店 福島市鳥谷野字宮畑78-1 R3.11.26

道とん堀　福島鳥谷野店 福島市鳥谷野字宮畑80-1 R3.9.2

Ｏｓｔｅｒｉａ　ｄｅｌｌｅ　Ｇｉｏｉｅ 福島市鳥谷野字二ツ石12-3 R3.6.8

ステーキ宮　福島店 福島市鳥谷野字南光原30-1 R3.4.27

生パスタのお店Ｃｕｏｃｃａ（クオッカ） 福島市鳥谷野南光原27-1 R3.10.8

菜々家 太平寺店 福島市太平寺字坿屋敷23-1 R3.5.12

回転寿司　佐助　北海グルメ 福島市太平寺字坿屋敷35 R3.9.2

ステーキ宮　福島太平寺店 福島市太平寺字坿屋敷35 R3.4.27

すし処　菜佳 福島市黒岩字遠沖1-2 R3.9.6

フルーツピークス福島南バイパス店 福島市黒岩字浅井18 R3.4.27

魚べい福島黒岩店 福島市黒岩字中沖42-2 R3.5.27

大志軒 黒岩店 福島市黒岩中沖43-2 R3.5.12

てん丼てんや 福島南バイパス店 福島市黒岩字田部屋22-1 R3.11.8

大阪王将 福島南バイパス店 福島市黒岩字田部屋22-1 R3.9.24

CoCo壱番屋　南福島店 福島市黒岩字田部屋22-1アクションパーク内　CoCo壱番屋南福島店 R3.12.3

丸源ラーメン南福島店 福島市黒岩字中島24-1 R3.11.19

幸楽苑　黒岩店 福島市黒岩字中島3-1 R3.12.13

創作うどん　はち兵衛 福島市黒岩字中島6の1 R3.11.26

ゆず庵　南福島店 福島市黒岩字中島7-3 R3.10.21

Ｓａｎ　ｆｉｌｏ　ｆｕｋｕｓｈｉｍａ 福島市黒岩字中島9-1 R3.8.26

エクセルシオールカフェ福島南店 福島市黒岩字浜井場24-1 R4.2.4

釜飯と串焼 とりでん 南福島店 福島市黒岩字堂ノ後1-78 R3.4.27

かっぱ寿司　福島黒岩店 福島市黒岩字堂ノ後64-1　 R3.10.27

牛角　南福島店 福島市黒岩字堂ノ後78 R3.12.24

吉野家　４号線福島黒岩店 福島市黒岩榎平58-2 R3.12.3

快活 ＣＬＵＢ 福島南バイパス店 福島市黒岩字榎平56-1 R3.10.27
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ｍａｎｈａｔｔａｎ　ｋｉｔｃｈｅｎ 福島市黒岩字沼ノ下14-6 R3.9.2

民報コース　クラブハウス 福島市黒岩字学壇31 R3.5.12

養老の瀧　南福島店 福島市伏拝字田中2-1 R3.9.2

丸安 福島市伏拝字田中2の4 R3.11.12

ゆるりと菜 村さ来 南福島店 福島市伏拝字台田11-4 R3.6.17

グレース 福島市伏拝字台田11-4 R4.2.21

縁 福島市伏拝字台田11-4　サザンプレイス205号 R4.2.28

スナック　クイーン 福島市伏拝字台田11-4　サザンプレイス2-4 R4.2.4

たこ焼き居酒屋しんちゃん 福島市伏拝字台田11-4　サザンプレイス2Ｆ6号 R4.2.8

コーヒー＆レストラン 風の谷 福島市清水町字北谷地16-1 R3.11.8

Ｋａ’ｓ食堂 福島市田沢字日向11 R3.9.2

焼肉　なべさん 福島市森合字前田17-11 R3.8.26

ＡＮＴＩＱＵＥ 福島市森合字屋敷下1-9 R4.2.10

やきとり味鶏 福島市森合字台ノ前24-2-1F R3.12.3

粋心庵　八幡 福島市森合字中谷地9-31 R3.4.27

寿々庵 福島市森合上古屋26 R3.10.15

鮨 江戸政 福島市森合字東上古屋2-28 R3.9.24

煮豚亭砂馬 福島市森合字丹波谷地9-2 R3.9.2

甘食・茶屋　結 福島市森合字台7-1 R3.11.19

Ｃａｆｆｅ＆ｂａｒ　Ｂｉｓ 福島市森合字川前2 R3.9.6

海鮮・ステーキ味里 福島市泉字道下16-23 R3.9.2

酒菜　若の井 福島市泉字大仏5 R3.9.6

丸亀製麺　福島泉店 福島市泉大仏15-26 R3.11.12

大志軒 福島泉店 福島市泉字下鎌35-1 R3.5.12

ラ・セルヴァティカ 福島市御山字遠背戸9-1 R3.10.21

うなぎ専門店　大亀楼 福島市御山字中屋敷23-1 R3.4.27

天ぷら和食処　谷津家 福島市御山字中川原11-2 R3.9.2

ＧＯＯＤ　ＯＮＥ　ＢＡＧＥＬ 福島市御山字中川原84-1 R4.8.18

味処　大番　御山本店 福島市御山字三本松14－1 R3.10.27

ｍｉｌｋ　ｌｉｔｔｌｅ　ｇａｒｄｅｎ　ｒｏｏｍ 福島市御山字仲ノ町103-8 R3.9.24

ティールーム　ゼロ 福島市御山字一本松10-9 R3.10.8

サイゼリヤ　福島南沢又店 福島市南沢又字下琵琶渕90 R3.12.13

ゆず庵　福島泉店 福島市南沢又字中琵琶渕25 R4.1.26

丸源ラーメン　福島泉店 福島市南沢又字中琵琶渕29-1 R4.1.26

うまか亭福島西店 福島市南沢又字中琵琶渕67 R3.4.27

幸楽苑　南沢又店 福島市南沢又字中琵琶渕74 R3.12.17

焼肉きんぐ　福島泉店 福島市南沢又字下台13-1 R3.9.2

びっくりドンキー福島西バイパス店 福島市南沢又字下台13-4 R3.4.27

かつ丸福島西バイパス店 福島市南沢又字清水端１００ R3.7.6

くん太郎本店 福島市南沢又字古舘44-1 R3.9.24

RIVER BEACH COFFEE 福島市南沢又字柳清水19-5 河野ハイツA R3.12.13

味処　うめや 福島市南沢又字上並松1-1 R3.9.24

和風料理 まるふじ 福島市南沢又字上並松3-9 R3.8.26

まるみ食堂 福島市北沢又字成出16 R4.5.6

大和庵 福島市岡部字新山1-1 R4.5.20

もりや食堂 福島市岡部字上条30 R4.2.1

カワベリー カフェ 福島市岡部上条60-1 R3.10.21

松屋 本内店 福島市本内字松川畑2-2 R4.1.14

ガスト 福島本内店 福島市本内字松川畑2-2 R4.1.25

しゃぶ葉 福島本内店 福島市本内字松川畑2-5 R3.9.2

魚民 福島本内店 福島市本内字北町裏7-3 大山商事本内店 1階 R3.5.12

快活 ＣＬＵＢ 福島北店 福島市本内北町裏6 R3.11.8

やまなか家　鎌田店 福島市本内字南中井32-4 R3.9.24

阿武隈うどん　正伍郎 福島市本内字中井40 R3.5.12

そば処おかめや本店 福島市丸子字町頭17-1 R4.9.30

味工房　丸子店 福島市丸子字町裏6-4 R3.11.19

居酒屋　栄縁 福島市丸子字芳堀15-11 R3.10.15

和風レストラン まるまつ 鎌田店 福島市丸子広町14-4 R3.5.12

居酒屋しげちゃん 福島市鎌田字原際78 R3.9.24

すし処　辰巳 福島市鎌田字御仮家79 R3.5.27

まいどおおきに福島鎌田食堂 福島市鎌田字陳光1-5 R3.5.27

猫カフェ 猫と木 福島市鎌田字一里塚5-22 R3.11.12

モスバーガー福島鎌田店 福島市鎌田字一里塚9-19 R3.8.18

牛角　福島鎌田店 福島市鎌田字下釜11-2 R3.12.24

ＬＵＫＫＡ 福島市鎌田字下釜5-1 R4.9.30

VANSAN　福島鎌田店 福島市鎌田字下釜8-2　ヴェルマンション443　1Ｆ R3.9.2

石焼ステーキ贅　鎌田店 福島市鎌田字樋口3-1 R3.9.2

かっぱ寿司 福島鎌田店 福島市鎌田字樋口3-1 R3.10.21

ロイヤル インド レストラン 福島店 福島市鎌田字樋口9-20 R3.11.8
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ケンタッキーフライドチキン 鎌田リオンドール店 福島市鎌田西舟戸11-1 R3.10.8

そば香房　佐吉　福島鎌田店 福島市鎌田字蛭川2-5 R3.9.2

みそ壱 鎌田店 福島市鎌田愛宕前22-1 R3.10.8

レストラン　オーカメ 福島市鎌田卸町10-1　福島卸商組合会館1Ｆ R3.9.2

蕎麦游膳 阿部 福島市鎌田字卸町3-1 R3.11.8

完熟らーめん本丸 福島市瀬上町字本町60 R3.9.24

久米寿司 福島市瀬上町字本町83 R3.10.27

居食厨房ちゃりちゃり 福島市瀬上町字一ノ坪3-6 R3.10.8

美うら食堂 福島市瀬上町字町裏6-1 R4.6.9

自家製中華そば　すずらん 福島市瀬上町字行人堂1-3　オフィスオバラ102 R4.3.2

居酒屋　オサム 福島市瀬上字町尻57-2 R4.7.8

居酒屋　ひだまり 福島市瀬上町字町尻57-2 R3.9.24

スナック豆の樹 福島市瀬上町字町尻91-4 R3.10.15

エノテカ・アズーリ 福島市瀬上町字桜町3-1-12 R3.4.27

喜乃屋 福島市宮代字田尻2-8 R3.9.2

中華料理 喜々飯店 福島市宮代字宝田前1-19 R3.11.26

ひょうたん 福島市宮代字宝田前1-7 R3.10.8

居酒屋　情華 福島市宮代字宝田前1の19 R3.10.8

Sweety shinri 福島市宮代字明光田36-4 R3.11.12

鶏笑福島店 福島市宮代明光田36-4 R3.10.21

居酒屋　樽 福島市宮代字一本松102 R3.9.2

福香亭 福島市北矢野目字成田小屋20-1 R3.11.19

サイゼリヤ　福島矢野目店 福島市北矢野目成田小屋16-16 R3.12.13

からあげの匠　矢野目店 福島市北矢野目字原田50-1　ポワクールＦ103 R4.5.20

モスバーガー　福島矢野目店 福島市北矢野目字原田58-13 R4.2.7

大戸屋福島北矢野目店 福島市北矢野目字原田58-4 R3.9.2

ＪＡホールやのめ 福島市北矢野目字原田59-2 R3.12.17

一凜 福島市北矢野目字原田66-16 R3.12.3

HAPPY HAPPY CURRY 福島市北矢野目字小原田西5-9 R3.11.8

麺食処　じゅんちゃん家 福島市北矢野目字西田23-4 R4.2.17

森の器 福島市北矢野目字戸ノ内23-1 R3.4.27

道とん堀　福島北店 福島市南矢野目字清水前31-2 R3.9.2

粋蕎庵　八幡 福島市南矢野目字道下30番地の11 R3.10.8

ｈｏｎｅｙｂｅｅ　南矢野目店 福島市南矢野目字中屋敷50-3 R3.10.27

ガスト 福島北店 福島市南矢野目字中屋敷50-7 R3.9.2

レストランメヒコ福島店 福島市南矢野目字中屋敷64-6 R3.9.2

花の膳　福島店 福島市南矢野目字中屋敷65-1 R3.9.2

うまか亭魚心 福島市南矢野目字中屋敷65-3 R3.4.27

ラーメンねぎっこ　北福島店 福島市南矢野目字谷地70-1 R3.9.24

スターバックスコーヒー　福島矢野目店 福島市南矢野目谷地70-5 R3.10.27

鉄兵ラーメン矢野目店 福島市南矢野目字中江11-13 R3.9.2

はま寿司　福島矢野目店 福島市南矢野目字中谷地30-5 R3.10.8

八剣伝南矢野目店 福島市南矢野目字中谷地７０－１ R3.10.8

菜々家　矢野目店 福島市南矢野目中谷地30-3 R3.11.26

昭和ホルモン亭　南矢野目店 福島市南矢野目字古屋敷51-1 R3.11.19

ＪＡホールやすらぎ 福島市南矢野目字古屋敷53-1 R3.12.17

中国料理　大唐 福島市南矢野目字西荒田50-17 イオン福島店１F R3.9.24

うまか丼どん亭 福島市南矢野目字西荒田50-17　イオン福島店1Ｆ R3.4.27

ＲＥＧＡＬＯ　イオン福島店 福島市南矢野目字西荒田50-17　イオン福島店1Ｆ R3.10.8

果汁工房果琳イオン福島店 福島市南矢野目字西荒田50-17イオン福島１F R3.11.12

サーティワンアイスクリーム イオン福島店 福島市南矢野目西荒田50-17 R3.5.27

はなまるうどん　イオン福島店 福島市南矢野目西荒田50-17 R4.3.8

幸楽苑　イオン福島店 福島市南矢野目西荒田50番地17 R3.12.24

幸楽苑　矢野目店 福島市南矢野目字桜内147-1 R3.12.17

かっぱ寿司 福島矢野目店 福島市南矢野目字桜内36-2 R3.10.21

かつや 福島矢野目店 福島市南矢野目字鵯目50-2 R4.5.20

ラーメン山岡家　福島矢野目店 福島市南矢野目鵯目51-5 R3.12.17

餃子酒家　照井 福島市南矢野目荒屋敷53-3 R3.9.2

しゃぶしゃぶ温野菜福島矢野目店 福島市南矢野目字荒屋敷58-1 R3.4.27

平禄寿司　福島矢野目店 福島市南矢野目字荒屋敷58-3 R3.9.24

やきとりの扇屋　福島矢野目店 福島市南矢野目字夜梨2-1 R3.11.19

ホテル＆レストラン なりた家 福島市南矢野目字鵯目東2 R3.4.27

麺屋　傑心　ーけしんー 福島市南矢野目字向原16-3 R4.2.8

イタリアンレストラン　ラフーガ 福島市南矢野目字新田1-12 R3.8.26

生きた味　つつみ 福島市南矢野目字鼓原17-1 R3.11.19

やきとり大吉南矢野目店 福島市南矢野目字鼓原17-3 R3.11.8

居酒屋　ばっぱ 福島市南矢野目字高田13-3 R3.11.8

中華さくら 福島市南矢野目字高田19⁻１ R3.10.15

からあげ伊達屋　笹谷店 福島市笹谷東中條14-12 R3.10.8
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Cafe 桑の実 福島市笹谷字上成出5 R3.10.27

つけ麺　勝 福島市笹谷字上成出14-2 R4.2.24

スナック麗子 福島市笹谷字上成出5 R3.9.2

はみべん笹谷店 福島市笹谷字下成出10-3 R3.10.15

炙り屋　銀ちゃん 福島市笹谷字下成出10-6 R3.10.15

ＣＡＮＤＹ－ＤＯ笹谷本店 福島市笹谷字稲場28-4 R3.9.24

赤から福島笹谷店 福島市笹谷字稲場34-7 R3.6.17

フルーツピークス福島西店 福島市笹谷字稲場３５－１ R3.9.2

珈琲の店　きよ乃 福島市笹谷字稲場35-5 R3.11.19

Pizzeria Rapporti 福島市笹谷字稲場37-2 パルメディオ1F R3.11.26

中華料理　龍鳳園 福島市笹谷字片目清水31-6 R3.11.8

大栄寿司 福島市笹谷字横道9-5 R3.9.2

とっちゃん 福島市笹谷字道場7-3 R3.9.2

和風 味な店 玉や 福島市笹谷字中谷地14-13 R3.9.24

リバーロック笹谷店 福島市笹谷字出水上20-6 R3.5.12

炭火焼肉上杉 福島店 福島市笹谷字塗谷地83-2 R3.9.6

BAKERY Tsuchi-pain -つちぱん 福島市笹谷塗谷地26－1 ピークメイル1F R3.12.3

カラオケ北 福島市大笹生字北綱島40-15 R3.6.17

ラーメン　ほんま 福島市大笹生字朱田11の9 R3.9.2

道の駅ふくしまレストラン　あづまキッチン 福島市大笹生字月崎1-1 R4.5.20

道の駅ふくしま　フードコート 福島市大笹生字月崎1-1 R4.5.20

まるげん果樹園カフェ 福島市大笹生字前谷地23-1 R3.10.8

居酒屋はこべ 福島市方木田字葉ノ木立10-3 R3.10.15

新亀食堂 福島市方木田字吉ノ内27-3 R3.11.26

くん太郎方木田店 福島市方木田字上仲田12-6 R3.11.12

くつろぎ納屋　森のキッチン 福島市方木田字田仲10 R3.12.3

有限会社　割烹寿し　かんだ 福島市方木田字永屋9-1 R3.9.2

まいどおおきに福島方木田食堂 福島市方木田字南島5番地1 R3.5.27

ＨＹＰＥＲ Ｇａｊａ 福島方木田店 福島市方木田字樋口20-1 R3.9.2

丸亀製麺　福島西店 福島市方木田字水口35-2 R3.11.19

町田商店　福島西口店 福島市野田町5-1-11 R3.10.8

パスタ食堂 ピアット リッコ 福島市吉倉字前田16-4 R3.8.26

お食事処　寿し・むさし 福島市吉倉字前田18-1 R3.4.27

はま寿司　福島吉倉店 福島市吉倉字谷地76-1 R3.11.26

伊藤商店　吉倉店 福島市吉倉字八幡6-4 R3.9.2

スターバックスコーヒー福島八木田店 福島市八木田並柳117-1 R4.1.26

ドミノ・ピザ　福島八木田店 福島市八木田字中島43-2 R3.4.27

びっくりドンキー八木田橋店 福島市八木田字中島9-1-9 R3.4.27

モスバーガー福島八木田店 福島市八木田中島72-1 R3.7.29

道とん堀　福島八木田店 福島市八木田字井戸上102 R3.9.2

ＪＡホールまごころ 福島市八木田字神明5-1 R3.12.17

手延べ製法　ねせびきうどん里の坊 福島市仁井田字石塚37-1 R3.10.21

にぎ和伊カフェ むろいし 福島市上名倉大石前地内　福島市民家園内 R4.7.14

庭の千草 福島市佐原字後関20-1 R3.4.27

四季茶房　八夢 福島市荒井字中島92 R3.9.2

納屋カフェ椿 福島市荒井字八幡内41 R3.5.12

容福屋 福島市荒井字石仏13番 R3.9.2

はなの舞　福島駐屯地店 福島市荒井字原宿1 R3.5.12

食堂しづ香 福島市荒井字古内3-1 R3.10.8

ｈｏｎｅｙｂｅｅ　本店 福島市荒井字山神下17-14 R3.10.27

くだもの畑 福島市荒井字山神下17-9 R3.10.27

ＪＡふくしま未来　四季の里　アイス店 福島市荒井字上鷺西1-1 R3.9.2

庭園喫茶　風 福島市荒井字上鷺西1-1　四季の里 R3.9.2

アサヒビール園福島四季の里 福島市荒井　川石田1-1 R3.4.27

公益財団法人　ふくしま自治研修センター 福島市荒井字地蔵原乙15番の１ R4.2.15

Pine cones Cafe 福島市荒井字地蔵原丙1 R3.11.26

味処　大番　こけしの里 福島市荒井字地蔵原丁2-2 R3.10.27

ｃａｆｅ ＹＡＭＡＴＯ 福島市荒井字横塚11-2 R3.10.8

ゆず沢の茶屋 福島市荒井字横塚2-8 R3.9.2

老麺ちそう 福島市荒井字横塚3-116 R3.9.24

PROST(有限会社 福島路ビール) 福島市荒井字横塚3-182 R3.10.21

あらい食堂 福島市荒井北三丁目8-6 R3.10.21

鷲倉温泉高原旅館 福島市土湯温泉町字鷲倉1 R3.9.2

ニュー扇屋 福島市土湯温泉町下ノ町18 R3.11.12

源泉湯庵　森山 福島市土湯温泉町下ノ町19 R3.11.12

おららのコミセ 福島市土湯温泉町字下ノ町1 R4.2.8

おららの酒ＢＡＲ・醇醸蔵 福島市土湯温泉町字下ノ町21 R4.2.8

温蒸し食堂　ゆげ 福島市土湯温泉町字下ノ町22-1 R4.2.8

YUMORI ONSEN HOSTEL 福島市土湯温泉町字堂の上7-1 R3.11.12
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YUMORI ONSEN HOSTEL 福島市土湯温泉町字堂ノ上7-1 R3.12.3

風望天流太子の湯 山水荘 福島市土湯温泉町油畑55 R3.6.17

足湯ｃａｆｅ　ＣＡＳＶＡＬ 福島市土湯温泉町字杉ノ下20 R3.10.21

味工房　ひさご 福島市土湯温泉町字杉ノ下21 R3.11.12

はるみや旅館 福島市土湯温泉町字杉ノ下72 R4.3.2

ワールドサポート合同会社 福島市土湯温泉町字坂ノ上2 R3.12.3

御とめ湯り 福島市土湯温泉町字見附32-1 R3.11.12

土湯別邸里の湯 福島市土湯温泉町字悪戸尻27-2 R3.4.27

空Ｃａｆｅ 福島市土湯温泉町字茂田1 R4.5.20

野地温泉ホテル 福島市土湯温泉町鷲倉山1番地の2 R3.4.27

ＳＵＺＵ 福島市飯坂町字十綱下8の12 R3.10.15

平野屋旅館 福島市飯坂町字十綱町17 R3.5.12

寿司・居酒屋・源 福島市飯坂町字十綱町34 R3.8.26

麺飯酒家　万来 福島市飯坂町字十綱町5 R3.5.12

すずめ 福島市飯坂町字十綱町5 R3.10.27

和風スナック　もくれん 福島市飯坂町字鯖湖町13-7 R3.9.2

焼肉・円盤餃子ひたち 福島市飯坂町字鯖湖町7 R3.7.6

スナック城 福島市飯坂町字若葉町12-8 R3.8.26

居酒屋とも 福島市飯坂町字若葉町15　ゴードー会館2Ｆ R4.6.6

居酒屋　十勝 福島市飯坂町字若葉町19 R3.8.26

餃子　串処でんでん 福島市飯坂町字若葉町19　澤田屋ビルB1F R4.2.8

酒ＢＡＲ　えでん 福島市飯坂町字若葉町19　澤田屋ビルB1F R4.2.8

居酒屋ようこ 福島市飯坂町字若葉町23-1 R3.4.27

福住旅館 福島市飯坂町字若葉町27 R4.3.31

ＢＡＲ　楽屋 福島市飯坂町字若葉町39 R3.6.17

居酒屋　みやぎ 福島市飯坂町若葉町19-1　沢田ビル5F R3.9.24

餃子の照井 福島市飯坂町字錦町1の21 R3.8.26

遊乃里 福島市飯坂町字錦町4-1 R3.9.2

珈族亭　談妃留 福島市飯坂町字錦町7-9 R3.9.2

湯らっとさばこちゃん（寿楽園分店） 福島市飯坂町字湯沢15 R4.10.14

なかや旅館 福島市飯坂町字湯沢25 R4.2.8

なかむらや旅館 福島市飯坂町湯沢18 R3.4.27

oncafé 福島市飯坂町湯沢26 R3.5.12

寿楽園茶舗 福島市飯坂町字馬場15 R4.10.14

居酒屋ニューふるさと 福島市飯坂町字馬場21の10 R3.8.26

絶好鳥 福島市飯坂町字馬場23 R3.9.6

カフェあっぷるピーチ 福島市飯坂町字筑前27-1（パルセいいざか内） R3.9.24

スナック　はなやま 福島市飯坂町笠松11 R3.9.2

（株）飯坂ホテルジュラク 福島市飯坂町字西滝ノ町27 R3.5.12

ライブキッチン花もも 福島市飯坂町字西滝ノ町27 R3.5.12

保原屋食堂 福島市飯坂町字東堀切11 R3.10.27

居酒屋けやき 福島市飯坂町字釜場10-24 R3.4.27

おふくろ支店 福島市飯坂町字釜場14-7 R3.8.26

ホテル翠月 福島市飯坂町字西堀切13 R3.6.17

双葉旅館 福島市飯坂町字西堀切14 R3.4.27

ひろすけ酒飯処 福島市飯坂町字西堀切14-34 R3.8.26

喜久屋旅館 福島市飯坂町字西堀切16 R3.9.24

ラーメン・餃子　おがた 福島市飯坂町小滝14 R3.9.2

祭屋　湯左衛門　厨房 福島市飯坂町字鍋沢4-1 R4.2.15

公立学校共済組合飯坂保養所 福島市飯坂町字中の内1-1 R3.5.12

摺上亭大鳥　バー香林 福島市飯坂町字中ノ内24-3 R3.10.27

摺上亭大鳥　居酒屋歩楽里 福島市飯坂町字中ノ内24-3 R3.10.27

摺上亭大鳥　 福島市飯坂町字中ノ内24-3 R3.10.27

摺上亭大鳥　喫茶コーナー　 福島市飯坂町字中ノ内24-3 R3.10.27

おきな旅館 福島市飯坂町字北原26 R4.3.2

かじか荘 福島市飯坂町字天王寺23-1 R4.5.6

やまがた辛味噌らーめん　絆 福島市飯坂町字八景9-13 R3.10.27

カラオケ居酒屋　笑福 福島市飯坂町字梅津1-2 R3.10.27

飲み食い処　笑福 福島市飯坂町字梅津1-3 R3.10.27

峰亀 平野店 福島市飯坂町平野字若狭小屋 R3.4.27

お食事処飲食処　おしん 福島市飯坂町平野字八幡前2-11 R3.10.15

びっくりドンキー平野店 福島市飯坂町平野字小三郎内16 R3.4.27

大學ラーメン　平野店 福島市飯坂町平野字小三郎内30-5 R3.9.24

鉄兵ラーメン  平野店 福島市飯坂町平野字原東33-1 R4.11.25

やきとり山ちゃん 福島市飯坂町平野明神町20 R3.8.26

あづま果樹園 福島市飯坂町平野字西原1-13 R3.10.8

飯坂ラーメン　こぶし 福島市飯坂町平野字山海道1-1 R3.6.17

レストラン ピグミー 福島市飯坂町平野字小金塚88-1 R3.10.27

とんかつ利福 福島市飯坂町平野字檀ノ南10-1 R3.10.21
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キッチンカプリッチョ 福島市飯坂町平野字中原37-10 R3.8.26

まるせい果樹園農家カフェ「森のガーデン」 福島市飯坂町平野字森前50-1 R3.10.8

味処東本店 福島市飯坂町平野字森７番地の1 R3.12.3

旅館小松や 福島市飯坂町湯野字橋本1 R3.9.2

旅館 湯乃家 福島市飯坂町湯野字湯ノ上18 R3.10.8

まつぼっくり 福島市飯坂町湯野字湯ノ上19 R3.8.26

居酒屋た代 福島市飯坂町湯野字湯ノ上5-2 R3.6.17

バー夕花里 福島市飯坂町湯野字西畑1 R3.4.27

鶴本 福島市飯坂町湯野字道角14 R4.2.8

松島屋旅館 福島市飯坂町湯野字切湯ノ上14 R4.7.14

清流の宿 花乃湯 福島市飯坂町湯野字切湯ﾉ上32 R3.6.17

ダイニングバー　ポップコーン 福島市飯坂町湯野字切湯ノ上6 R3.8.26

くつろぎの宿 華滝 福島市飯坂町湯野字上川原1-12 R3.8.26

吉川屋 福島市飯坂町湯野字新湯6 R3.4.27

有限会社エスポア―ル 福島市松川町字平舘19-2 R3.8.26

有限会社松川ますや旅館 福島市松川町字中町24 R3.4.27

洋風食堂 AOKIYA 福島市松川町字本町100-2 R3.9.6

光陽軒 福島市松川町字本町６ R3.9.24

井寿々旅館 福島市松川町字中原29-9 R3.9.2

スナック友 福島市松川町字中原29-9 R3.9.2

有限会社雷寿し 福島市松川町字中原42 R4.3.10

いすとりげえむ 福島市松川町字天王原3 R3.9.6

笑処　肴菜屋 福島市松川町字天王原80 R3.4.27

Craft Labo&Factory KANPAI BAR 福島市松川町字天王原98 R4.2.7

たんぽぽ 福島市松川町関谷字大窪9 R3.10.8

SEKIYA COFFEE&GOOD TIMES 福島市松川町関谷字藤窪6-1 R3.10.27

スターバックスコーヒー　福島県立医科大学附属病院店 福島市光が丘１　福島県立医科大学附属病院1階 R3.11.26

ひかり食堂（福島県立医大内） 福島市光が丘１番地 R3.9.24

学生食堂（福島県立医大内） 福島市光が丘１番地 R3.9.24

道の駅つちゆ つちゆロードパーク 福島市松川町水原字南沢41-2 R3.10.21

やすらぎ斎場　松川ホール 福島市松川町沼袋字北366 R3.12.24

旨いとんかつ　カツ亭 福島市松川町下川崎字佐久間85-1 R3.12.3

和風料理　絹の里 福島市松川町下川崎字西原25-2 R3.4.27

バウムラボ樹楽里 福島市松川町下川崎字西原25-4 R3.4.27

八剣伝 南福島店　 福島市永井川字松木下1-5 R3.11.8

ＴＲＡＴＴＯＲＩＡ　ＬＡ　ＥＧＡＯ 福島市永井川字松木下9-1 R3.10.15

居酒屋　瓢 福島市永井川字壇ノ腰1-3 R4.1.28

１７５°ＤＥＮＯ担担麺 福島市永井川字壇ノ腰5-5 R3.6.17

パスタ・アラ・プッタネスカ 福島市大森字城ノ内45-2 R3.10.21

中華ＤＩＮＩＮＧ　龍の壺 福島市大森字高畑7-3 R3.10.27

コーヒー＆キッチン　シセン 福島市大森字北島22　大森Ｋビル1Ｆ R3.11.8

居酒屋さぶちゃん 福島市大森字北島27-2 R3.9.2

ケンタッキーフライドチキン 福島西インター店 福島市大森字北島6-1 R3.10.15

呑み喰い處 すずき 福島市大森字堂ノ前15　大森ハイツ1Ｆ・Ｂ R3.9.24

万福 福島市大森字堂ノ前15　大森ハイツ1-E R3.8.26

味工房　南福島店 福島市大森字舘の内51 R3.11.19

焼肉　これすけ 福島市大森字坿7-10 R3.5.12

スウィートベーカリー　ＲＵＳＫ 福島市大森字坿7-5 R3.11.19

峰亀 成川店 福島市成川字土富25-1 R3.4.27

中華料理 珉珉 福島市成川這松3-2 R3.10.21

うなぎ升冨 福島市成川字西谷地17-1 R3.11.26

ｃａｆｅ＆ｂｏｏｋｓ　清学舎 福島市上鳥渡字茨沢24-1 R3.10.8

なかむら家 福島市笹木野字北中谷地21-1 R3.11.26

蕎麦処　信玄 福島市笹木野字中西裏3-2 R3.12.3

Ｊｕ福島食堂 福島市笹木野字高野2-111 R3.12.17

会津屋　吾妻PA店（上り） 福島市上野寺字和喜3 R4.2.7

幸楽苑　吾妻パーキングエリア店 福島市上野寺和喜25-2 R3.12.13

株式会社　ダイオー 福島市下野寺字薬師堂後4 R3.9.24

いこい処　小袖 福島市下野寺字街道南45-13 R4.3.10

ｂｕｏｎｏ伊太利亜 福島市八島田字勝口15 R3.9.6

八剣伝福島西店 福島市八島田字勝口２３ R3.10.8

いやしカフェ 福島市町庭坂字荒町59-1 R3.11.19

十割そば　貴福茶屋 福島市町庭坂字黄金坂10-4 R3.4.27

古民家 Chief+ 福島市町庭坂字清水37 R3.10.27

旅館玉子湯 福島市町庭坂字高湯7 R3.10.21

花月ハイランドホテル 福島市町庭坂字神ﾉ森1-20 R3.4.27

めし屋　はないち 福島市二子塚字道北40 R3.9.2

CAFE' 　おおとも 福島市在庭坂字遠原13-4 R3.12.3

手打ち蕎麦切り　胡々里庵 福島市在庭坂字栃清水12-16 R3.10.21

16



施設名称 施設所在地 認定日

ふくしま感染防止対策認定ステッカー交付施設一覧　　R5.2.末時点

平和園 福島市在庭坂字石方原31-1 R3.10.21

味処みずほ 福島市土船中谷地48 R3.11.12

（有）マルトー平 福島市庄野字太夫五郎内東9-14 R3.9.6

ユースゲストハウスＡＴＯＭＡ 福島市桜本字舟石15-2 R3.7.6

いとう寿司 福島市東中央1-15-4 R4.1.14

椏久里 珈琲 福島市東中央3丁目20-2 R3.4.27

珍来 福島市西中央3-1 R3.4.27

カラオケまねきねこ　福島西中央店 福島市西中央５丁目33-1 R4.1.26

セント・ヴェルジェ教会 福島市南中央1丁目21-2 R3.11.8

養老の瀧　西部店 福島市南中央3-6 R3.9.2

幸楽苑福島西口店 福島市南中央4丁目1 R3.9.24

おりーぶ屋 福島市北中央1-36 R3.9.24

吉野屋　13号線福島北中央店 福島市北中央１丁目1-1 R3.11.8

鮨龍 福島市飯野町字後川48 R3.11.19

手打ちそば　くるみの木 福島市飯野町字町105-3 R3.4.27

オレンジ　ジャム 福島市飯野町字町52-4 R4.9.30

やすらぎ斎場　飯野ファミリーホール 福島市飯野町大久保字久保21 R3.12.24
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