ふくしま健⺠カード事業

協⼒店⼀覧

新

2022/11/22

店舗名

NEW

アロマテラピースクール

NEW

⼼理とスピリチュアルの専⾨家

NEW

⼋⼆醸造有限会社

住

カテゴリ

My Earth

井上直哉

hair revo Lamp
さらしなパン・フェ

あんことおはぎ ⽇々餡

会津⽥舎家

リオン・ドール磐梯店

くつろぎ,癒し,
美容,美容・健康

所

電

会津若松市栄町2-25 アビスビル2F

くつろぎ,暮らし 会津若松市栄町2-25 アビスビル2F

話

0242-27-1672

My Earth内

0242-27-1672

特 典
アロマスクール対象講座申込でアロマオイル1本プレゼント
対象講座︓アロマテラピー検定対策講座
メンタルヘルスセミナー「⼼を癒す魔法の⾔葉セミナー」 1000円割引
（初級講座が対象となります。）

河沼郡会津坂下町字市中⼆番甲3631

0242-83-2051

お会計より10％引き

美容,美容・健康 ⼤沼郡会津美⾥町字本郷上甲3076-1

0242-56-3838

粗品プレゼント︕

耶⿇郡磐梯町⼤字更科字堰下4638-172

0242-23-8882

会計から50円引き

会津若松市真宮新町北2丁⽬1番地

0242-93-7600

お買い上げ1.000円以上で5％引き︕

喜多⽅市梅⽵7276-2

0241-23-2774

アイスせんべい サービス

耶⿇郡磐梯町⼤字磐梯字⼭道311-55

0242-73-3322

耶⿇郡猪苗代町⼤字川桁字天王坂2414

0242-66-2690

買物

お⼟産,憩い,買
物,飲⾷
お⼟産,お菓⼦,
その他
ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

買物

毎⽉10⽇・20⽇・30⽇に、税抜き1000円以上お買い上げでポイントカードへ10ポイント進呈
いたします︕
猪苗代ハーブ園

ホテルリステル猪苗代 パーク内 猪苗代ハーブ園

レジャー

通常⼤⼈350円／⼦供250円から
⼊園料50円引き︕

宮古そば 権三郎
サイズリゾートホテル裏磐梯

インドレストラン シタール

JOYFIT24会津インター

酒場 時遊⼈ 旬の会津
貸別荘＆コテージ オール・リゾート・サービス

會・マチエール matiere

飲⾷
くつろぎ,憩い,
温泉

飲⾷

喜多⽅市⼭都町蓬莱字中村4576

0241-38-2586

耶⿇郡北塩原村⼤字桧原字剣ケ峯1093-255

0241-23-7776

会津若松市⻄七⽇町6-17

0242-93-5801

美容・健康,運動 会津若松市インター⻄108

ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷
レジャー,宿泊

ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

0242-93-5646

会津若松市栄町４４６

0242-93-5323

耶⿇郡猪苗代町字出雲壇35-1

0242-63-0355

会津若松市飯寺北2丁⽬3-80

0242-23-8713

⼩鉢1品サービス
ホテルご利⽤の⽅(電話予約時お伝えください) or ランチご利⽤の⽅(⼊店時ご提⽰ください)
10％ OFF︕
昼（AM11:00〜PM3:00）→ドリンク1杯サービス
夜（PM5:00〜PM9:30）→全品10％サービス
ご⼊会時、⼊会⾦2,000円⇒無料
担当インストラクターによるカウンセリング・運動のアドバイス付
4000円以上のコース料理ご予約で会津銘産 桜刺⾝をサービス
★電話予約時にお伝え下さい。
スパークリングワイン1本をプレゼント︕（ご予約時にお申し出いただいた⽅）
★1,000円以上ご購⼊ マイバック袋最⼩化にご協⼒で
ミニラスク プレゼント︕
★14:00〜16:30にTAKE OUT BOXのご利⽤で10％OFF

ふくしま健⺠カード事業

協⼒店⼀覧

新

店舗名
會津の⾷彩 花咲

居酒屋 舞酒

介護タクシー會津

英会話イーオン 会津若松校

四季菓匠 ⻑岡家
本丸茶屋

Some¯ru

いろり湯の宿 ⼤阪屋

銀しゃり 会津坂下店

2022/11/22
住

カテゴリ
ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷
ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

その他,暮らし

教養,暮らし

お⼟産,お菓⼦,
飲⾷
くつろぎ,飲⾷

おしゃれ,暮ら
し,美容・健康

くつろぎ,温泉,
美容・健康

おみやげ,飲⾷

所

電

話

特 典

会津若松市花春町4-30

0242-85-8889

ランチ提供の⽅に飲み物をサービスいたします。

会津若松市上町1-19

0242-24-6420

季節のお新⾹サービス︕

会津若松市扇町131-31

0242-25-4917

福島県会津若松市中町4-32 ⻑沢ビル1F

0242-28-6499

河沼郡会津坂下町字逆⽔23-2

0242-93-5585

1,000円以上お買い上げのお客様へ、通常スタンプに+1個のスタンプをサービスいたします︕

会津若松市追⼿町4-1

0242-26-2139

お⾷事頂いたお客様に、天ぷら饅頭1つプレゼントいたします。

⼤沼郡会津美⾥町字思堀向71 シャングリラビル 1F

0242-77-6071

ふくしま健⺠カードご提⽰の⽅へ、往復御利⽤時1割引き
※⽚道御利⽤時は不可
健⺠カードをご提⽰の⽅へ
⼊学⾦（⼀般通常33,000円・中学⽣以下通常11,000円）を無料にいたします︕︕

[健⺠カード利⽤とお伝えください]
◆カラー施術される⽅
ベーシックトリートメント(システムトリートメント)通常1,000円→500円︕
耶⿇郡猪苗代町⼤字蚕養字沼尻⼭甲2855-138

0242-64-3016

銀しゃり 会津坂下店

0242-83-2747

福島農場

お⼟産,飲⾷

喜多⽅市岩⽉町宮津字下村前481-1

0241-22-2026

紋平茶屋 ⼿打ちそば・きのこ料理

暮らし,飲⾷

河沼郡会津坂下町⼤字気多宮字柳⽥1052

0242-83-2379

池⽥商店

暮らし,買物

会津若松市御旗町7-1

0242-27-0400

[健⺠カードご提⽰の⽅]
◆⽇帰り⼊浴のお客様⼊浴料より100円引きいたします︕◆
[健⺠カードご提⽰の⽅]
⾃家製⽟⼦焼1⽫（2貫）サービスいたします︕
[健⺠カードご提⽰の⽅]
1,000円以上お買い上げで粗品進呈いたします。
[健⺠カードご提⽰の⽅]
◆そばがき粉プレゼントいたします︕◆
[健⺠カードご提⽰の⽅]
◆ご来店、またはお電話でご注⽂のお客様へ、お買上げ⾦額に応じたお楽しみ(おまけ)あり︕
◆

漆器蔵 會津野

お⼟産,暮らし,
買物

喜多⽅市字天満前8919-1

0241-22-0711

雪花

くつろぎ,飲⾷

河沼郡会津坂下町市中⼆番甲3642

0242-83-2559

韓・茶・房コリアンダイニング 花郎亭

くつろぎ,飲⾷

会津若松市上町8-30 センチュリーホテル1F

0242-32-8073

[健⺠カードご提⽰の⽅]
◆お買い上げの合計より50円引きいたします︕◆
[健⺠カードご提⽰の⽅]
◆オリジナルボールペンプレゼントいたします︕◆
[健⺠カードご提⽰の⽅]
ディナーをご予約後にご来店いただいたお客様限定でデザートをサービスいたします。

ふくしま健⺠カード事業

協⼒店⼀覧

新

店舗名
まるギター教室＆ベース、ウクレレ

2022/11/22
住

カテゴリ
教養,⽂化・芸
術,暮らし

所

電

話

会津若松市⼭⿅町6-64

0242-27-1327

会津若松市花畑東3-39

0242-22-3218

特 典
[健⺠カードご提⽰の⽅]
⼊学⾦ 4,000円→半額の2,000円︕
[お会計の際、健⺠カードご提⽰の⽅]

パリミキ 若松本店

おしゃれ,買物

◆店内全品5％OFF︕
※セール品を除く

⽵本鍼灸指圧院

熱塩温泉 ⼭形屋

保健,暮らし,美
容・健康

くつろぎ,温泉

健⺠カードご提⽰の⽅]
⼤沼郡会津美⾥町永井野字下川原70

0242-54-6611

◆せんねん灸のサンプルをプレゼントいたします︕◆
＊⾃宅でお試しいただけるよう、ご使⽤⽅法も丁寧にお教えいたします

喜多⽅市熱塩加納町熱塩字北平⽥甲347-2

0241-36-2288

健⺠カードご提⽰の⽅
◆⽇帰り⼊浴100円引きいたします︕◆
ご精算時に「ふくしま健⺠カード」ご提⽰の⽅
◆お買上げ⾦額より5％OFFいたします︕◆

コナカ会津若松店

おしゃれ,買物

会津若松市南千⽯町2-36

0242-28-7047

※他の割引券との併⽤不可
※その他特約店割引との併⽤不可
※お直し代、ネーム⼊れは割引対象外

Domille

美⾥あいあいタクシー情報センター「まってらん処」

華会席 瑞兆

おしゃれ,おみや
げ,お菓⼦

暮らし

くつろぎ,飲⾷

福島県河沼郡湯川村⼤字熊ノ⽬字三ツ江2428-7

⼤沼郡会津美⾥町字⾼⽥甲2757

喜多⽅市字3-4830

0241-23-6148
予約専⽤
0242-55-0330
0241-25-7251

ぎ,ベジ・ファー 会津若松市栄町3-20

0242-85-6638

おしゃれ,くつろ
ぎ,ベジ・ファー 耶⿇郡猪苗代町⼤字三ツ和字波々帰⽬1106-1

0242-65-2828

スト協⼒店,飲⾷

ZAPPAYA

おしゃれ,おみや 耶⿇郡猪苗代町⼤字三ツ和字家北770-1
げ,買物,雑貨

美⾥あいあいタクシーご利⽤の際、健⺠カードご提⽰で、更にスタンプ1個サービス︕
※スタンプカード５枚貯めると素敵な景品と交換できます。
[健⺠カードご提⽰の⽅]
◆宴会ご予約(8名様以上)いただいたグループ様へお抹茶サービス︕

◆ピザご注⽂でソフトドリンク100円引き︕
※お酒、スペシャルドリンクは除く

スト協⼒店,飲⾷

美蕎旬菜 三城

◆1,000円以上お買い上げで⼿作りクッキープレゼント︕

[健⺠カードご提⽰の⽅]

おしゃれ,くつろ

Pizzeria Da Ciro

[健⺠カードご提⽰の⽅]

CAFEオヤジ様 駐⾞場内

090-2974-3888

[健⺠カードご提⽰の⽅]
◆ご飲⾷されたお客様お会計より5％引きサービス︕

1,000円以上お買い上げでお会計より10％OFF︕︕
[健⺠カードご提⽰の⽅]

ドライブイン相津

飲⾷

耶⿇郡猪苗代町⼤字三ツ和字波々帰⽬1106-3

0242-65-2708

◆コーヒー1杯サービス︕
※ご注⽂時にご提⽰ください

ふくしま健⺠カード事業

協⼒店⼀覧

新

店舗名

2022/11/22
住

カテゴリ

所

電

話

特 典
[健⺠カードご提⽰の⽅]

⼭形屋

おしゃれ,買物

会津若松市栄町3-23

0242-27-2553

◆お会計より10％OFF︕
※バーゲン期間中は除く

塩蔵2924

⺠芸の館 松良

介護タクシー たいよう

たいようの⼿ ⾼齢者訪問リラクゼーションサービス

リラクゼーションRio

HAIR&MAKE EARTH 会津若松店

韓国料理 明洞

IZAKAYA くま福

おしゃれ,飲⾷

お⼟産,レ
ジャー,教養

その他,暮らし

憩い,暮らし,美
容・健康
おしゃれ,美容・
健康
おしゃれ,美容・
健康

飲⾷

ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

会津若松市中町4-16

0242-93-7500

会津若松市飯盛3-15-33

0242-24-2503

会津若松市城東町14-36

0242-77-4762

会津若松市城東町14-36

0242-77-4762

会津若松市城東町14-36-23

070-6496-7829

会津若松市千⽯町6-55

0242-36-7155

河沼郡会津坂下町字古町川尻459-1 佐藤⽣花店1F

0242-83-2787

[お⾷事1,000円以上ご利⽤の⽅]
◆1会計に付き50円引き︕
季節限定ソフトクリームをはじめ、常時10種類以上あるソフトクリームを50円引きいたしま
す︕
介護保険を使わない便利で温かなサービスの⾃費ヘルパー
◆外出⽀援(お散歩)30分500円引きいたします︕
[ビューティータッチセラピー]
◆各メニュー10分延⻑サービスいたします︕
[ハワイアンロミロミ]
◆10分延⻑サービスいたします︕
◆カラー、カット、パーマ
各2,500円(税別)
お⼀⼈様につきお会計から50円引き
（すべてのメニュー対象）
[ご飲⾷された⽅]

河沼郡会津坂下町五⾹字六百苅1103

080-5221-6108

①飲⾷代より100円割引︕
②ソフトドリンク1杯無料︕

つけ麺 弐瓶

飲⾷

会津若松市東千⽯2丁⽬1ｰ18 ⻫藤ビル1F

0242-36-7757

最上屋

飲⾷

会津若松市城東町1

0242-26-9035

カントリーイン 森のゴリラ

宿泊

耶⿇郡北塩原村⼤字桧原字剣ヶ峰1093

0241-32-2018

耶⿇郡猪苗代町⼤字磐根字磐根69-2

0242-93-5320

耶⿇郡北塩原村桧原字荒砂沢⼭1082番93

0241-32-2530

ご注⽂時に健⺠カードご提⽰で
◆『麺⼤盛』『煮⽟⼦』『メンマ』のいずれか1つサービスいたします︕◆
麺類単品でご注⽂の⽅（セットメニューは除く）

森のほぐしや 鈴⽊整体館

美容・健康

◆50円引きサービスいたします︕◆
※⼟⽇祝・ゴールデンウィーク・お盆・お彼岸・会津祭りの期間を除く

健⺠カードご提⽰のご宿泊者の⽅
◆グラスワイン1杯サービスいたします︕◆
＊初めての⽅、初診料+施術料5,000円のところ
◆健⺠カードご提⽰で1,000円割引きいたします︕◆

スポーツ,レ

グランデコスノーリゾート

ジャー,遊び,運
動

優待料⾦にてご案内

ふくしま健⺠カード事業

協⼒店⼀覧

新

店舗名
會津藩校 ⽇新館

2022/11/22
住

カテゴリ
レジャー,教養,
⽂化・芸術

所

電

話

会津若松市河東町南⾼野字⾼塚⼭10

0242-75-2525

会津若松市中央1-1-20

0242-27-2187

特 典
⼊館料
◆団体料⾦適⽤にいたします︕◆
定価商品お買上げのお客様

marusa

おしゃれ,買物

◆お会計より5％OFFいたします︕◆
※セール品は対象外となります"

リステルスキーファンタジア

スポーツ,レ
ジャー

耶⿇郡猪苗代町⼤字川桁字天王坂2414

0242-66-4111

＊リフト1⽇券
◆500円引き︕（18歳以上の⼤⼈）
健⺠カードご提⽰で

せせらぎ荘

温泉,美容・健康 ⼤沼郡⾦⼭町字⽟梨新板2049-1

0241-54-2830

◆施設会員カードへのスタンプサービス通常1つを、ご来店のたびに3つにいたします︕◆
※20個貯まると1回分⼊浴料無料となります
リフト1⽇券（全⽇）価格を割引︕︕

沼尻スキー場

スポーツ,レ
ジャー

耶⿇郡猪苗代町⼤字蚕養沼尻⼭甲2855-434

0242-67-1250

⼤⼈→3.300円（税込）
シニア→2.300円（税込）
⼦供→2.300円（税込）

カフェ&雑貨 瑞祥館

教養,雑貨,飲⾷

会津若松市相⽣町7-17

0242-22-2678

みつい⽣花店

おしゃれ,買物

喜多⽅市字3-4818

0241-24-2406

河沼郡会津坂下町⼤字坂本字糖塚⼄1144

0242-83-1101

耶⿇郡⻄会津町新郷⼤字笹川字上ノ原道上5752

0241-47-3200

そばカフェ ファットリアこもと

⻄会津国際芸術村

Lake side inn Beehive(びーはいぶ)

ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

レジャー,教養,
⽂化・芸術

宿泊,温泉

Dress shop Ringo

おしゃれ,買物

⼤正浪漫 渋川問屋

飲⾷

⾻董倶楽部 昭和なつかし館

洋⾷家 ふらいと

⽂化・芸術,買
物,飲⾷

飲⾷

セットメニュー(ランチセット・ハーフセット)ご注⽂の⽅
◆10％OFFいたします︕◆
＊500円(税別)以上お買い上げの⽅
◆かわいいお花1本サービスいたします︕◆
お⾷事セットコーヒー＜通常価格より50円割引＞
250円→200円にいたします︕
健⺠カードご提⽰の⽅
◆ワークショップ提供、飲⾷提供

5％OFFにいたします︕◆

※他のクーポン券との併⽤不可
耶⿇郡北塩原村⼤字桧原字簗部沢⼭1091-352

0241-32-2708

会津若松市中町1-11

0242-29-2025

会津若松市七⽇町3-28

0242-28-4000

会津若松市⼤町1-1-46

0242-27-0092

宿泊ご予約のお客様
◆⼣⾷時ドリンク1杯サービスいたします︕◆
セール品・下着を除く商品お買い上げの⽅へ
◆お会計より10％OFFいたします︕︕
ご飲⾷のお客様に起き上がり⼩法師プレゼントいたします︕
＜⼊館料＞
通常200円→10％割引 180円︕
※昭和なつかし館⾒学の⽅に姉妹店の珈琲館蔵での飲⾷10％引券を配布いたします︕

会津若松市東⼭町⼤字⽯⼭字院内152-3

0242-27-6027

【ご飲⾷のお客様】
ソフトドリンク1杯サービスいたします︕

ふくしま健⺠カード事業

協⼒店⼀覧

新

店舗名

2022/11/22
住

カテゴリ

所

電

話

特 典
健⺠カードご提⽰でお⾷事された⽅のみ全員

中華そば めでたいや

飲⾷

会津若松市千⽯町3-1

0242-33-0288

◆ソフトドリンク1杯サービスいたします︕◆
※ミニ丼類、ミニ麺類、おつまみ単品を除きます

ベジ・ファース

蔵屋敷あづまさ

ト協⼒店,⽂化・ 喜多⽅市字東町4109

0241-24-5000

芸術,飲⾷

⼿作り⼯房 ⽊之本

雑貨 佳趣

Coffee＆漆器ギャラリー 1888

お⼟産,⽂化・芸
術,買物
お⼟産,買物,雑
貨

買物,飲⾷

喜多⽅市字天満前8859

0241-23-1611

会津若松市飯盛3-15-60

0242-27-8920

耶⿇郡北塩原村⼤字桧原字剣ヶ峯1093-37

0241-32-2777

CAFE BAR lien

飲⾷

会津若松市⾏仁町4-1 翁嶋ビル

0242-23-9779

リオン・ドール 千⽯店

買物

会津若松市平安町1-23

0242-23-9311

ご利⽤の⽅(団体様は除く)
◆起き上がり⼩法師を1個(顔絵付け体験)プレゼントいたします︕
⼿描き体験各種をご予約の⽅
◆料⾦より100円引きのサービスいたします︕
[1,000円(税込)以上お買い上げのお客様]
50円券プレゼントいたします︕
[500円以上ご飲⾷の⽅]
◆50円割引サービスいたします︕
【ご飲⾷の⽅】
アイスクリームサービスいたします︕
毎⽉10⽇・20⽇・30⽇に、税抜1,000円以上お買い上げで『ふくしま健⺠カード』ご提⽰の
お客様へ、
ポイントカードへ10ポイント進呈いたします︕︕
【ご飲⾷の⽅】

ゆがわ家

飲⾷

河沼郡湯川村⼤字清⽔⽥字川⼊52

0241-23-5072

ラーメンのトッピング、煮⽟⼦or極太メンマ
またはデザートのいずれか1品サービスいたします︕︕
★他のクーポンとの併⽤は出来ません★

味処 岩代

飲⾷

北の茶屋

飲⾷

会津若松市⾨⽥町⼤字飯寺字村東591-13

0242-23-8767

健⺠カードご提⽰で宴会ご予約の⽅
◆お1⼈様4,000円〜／10名様以上のグループ様へ1品サービスいたします︕
1,000円以上ご飲⾷の⽅

耶⿇郡北塩原村⼤字桧原字⼤府平原1172

0241-32-2474

健⺠カードご提⽰で
ずんだもち1個プレゼントいたします︕
1,000円以上ご利⽤の⽅

會津 幸泉⼩法師

買物,飲⾷

会津若松市⼀箕町⼤字⼋幡字⽜ヶ墓236-1 飯盛⼭下

0242-85-6218

健⺠カードご提⽰で
◆起き上がり⼩法師◆1個プレゼントいたします︕

cafe＆shop SORA

⼭⼝製菓本店

ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

買物,飲⾷

河沼郡湯川村⼤字勝常字⾼⽔⼝942

0241-23-7095

喜多⽅市緑町4532

0241-22-0336

◆セットドリンク100円引きいたします︕◆
※お⾷事をご注⽂のお客様に限ります。
隣接の蔵⼀番やまぐちにて600円以上のラーメンをご注⽂の⽅
「⽇本⼀まずいバターパン」を1個プレゼントいたします︕

ふくしま健⺠カード事業

協⼒店⼀覧

新

店舗名

2022/11/22
住

カテゴリ

所

電

話

特 典
5,000円以上のご利⽤でお会計より500円引きいたします︕︕

⾚から 会津若松ニトリ店

ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

会津若松市町北町上荒久⽥村北90

0242-23-8003

※ディナー限定
※健⺠カードご提⽰の1グループ有効
※他のクーポンとの併⽤不可

蔵⼀番 やまぐち

福島県⽴博物館

飲⾷

喜多⽅市字緑町4532

教養,⽂化・芸術 会津若松市城東町1-25

0241-22-0336

0242-28-6000

600円以上のラーメンをご注⽂の⽅
「⽇本⼀まずいバターパン」を1個プレゼントいたします︕
⼊館料を団体料⾦に割引いたします︕
※常設展・企画展とも

ベジ・ファース

道の駅 奥会津かねやま

ト協⼒店,レ
ジャー,買物,飲

⼤沼郡⾦⼭町⼤字中川字上居平949-8

0241-55-3334

⼤沼郡三島町⼤字川井字天屋原610

0241-48-5677

健⺠カードご提⽰のお客様
ソフトクリーム50円引きいたします︕

⾷
ベジ・ファース

道の駅 尾瀬街道 みしま宿

ト協⼒店,レ
ジャー,買物

タリーズコーヒー アピタ会津若松店

買物,飲⾷

サーティワンアイスクリーム アピタ会津若松店

買物,飲⾷

靴のコバヤシ

本格焼⾁ カルビ⼤将 会津若松駅前店

うまいものいっぱい いろはにほへと 会津若松店

買物

ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷
ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

会津若松市幕内南9-10 MEGAドン・キホーテUNY会津若松

税別500円以上お買物のお客様へ
粗品をプレゼントいたします︕

0242-36-6055

お好きな商品を1点10円引きいたします︕

会津若松市幕内南9-10 アピタ会津若松店1F

0242-29-0431

お好きなアイスクリーム1点10円引きいたします︕

喜多⽅市字三丁⽬4801

0241-23-5455

会津若松市⽩⻁町27-1

0242-22-5678

ドリンクバー無料︕

会津若松市駅前町6-42 ⼭惣センタービル1F

0242-39-7427

アイスクリームをプレゼント︕

店1F

会津桐下駄、草履、雪駄
2割引きいたします︕︕

カラオケ代10％OFF︕
カラオケ時遊館 会津若松駅前店

レジャー,遊び

会津若松市⽩⻁町227-2

0242-37-2335

※最⼤割引額上限は2,000円まで
※他のパックプラン、サービス券との併⽤不可
※お会計時に『健⺠カード』をご提⽰ください
お会計時に総額より10％OFF︕

ビッグエコー 会津若松店

レジャー,遊び

会津若松市北⻘⽊1-6

0242-36-5080

※会員料⾦との併⽤可
※お会計時に健⺠カードをご提⽰ください

かっぱ寿司 会津若松店

飲⾷

会津若松市平安町1-12

0242-37-1278

1グループお会計時5％割引︕

かっぱ寿司 会津若松南店

飲⾷

会津若松市⻄年貢1-4-4

0242-38-3538

1グループお会計時5％割引︕

ふくしま健⺠カード事業

協⼒店⼀覧

新

店舗名
パティスリー⽩亜館

2022/11/22

買物

ベジ・ファース

磐梯 ⻄村屋

ト協⼒店,温泉

ゆっ蔵(榮川酒造直売店)

買物

元祖輪箱飯 割烹・会津料理 ⽥季野
そば処 花扇

住

カテゴリ

ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷
飲⾷

所

電

話

特 典
お買上げ⾦額2,000円以上のお客様へ

会津若松市天神町24-14

0242-27-0898

耶⿇郡猪苗代町⼤字蚕養字沼尻⼭甲2855-144

0242-64-3311

⽇帰り⼊浴料700円→500円に︕︕

耶⿇郡磐梯町⼤字更科字中曽根平6841-11

0242-73-2300

ご来場者の⽅健⺠カードご提⽰で、1名につき1個蛇の⽬のお猪⼝1個サービス︕

会津若松市栄町5-31(鐘つき堂⼩路)

0242-25-0808

お⾷事のお客様に、ソフトドリンク⼀杯サービス致します。

⼤沼郡会津美⾥町藤家舘字領家191

0242-54-7311

全メニュー価格より50円引き︕

5％割引いたします︕

ヤマハ⼤⼈の⾳楽教室・ヤマハウェルネス教室・ヤマハ⼤⼈の英会話教室への
ＭＵＳＩＣ

ＰＬＡＺＡ

⽩⽔堂（坂下教室）

⽂化・芸術

河沼郡会津坂下町 稲荷塚67-1

0241-22-0196

ＭＵＳＩＣ

ＰＬＡＺＡ

⽩⽔堂（猪苗代教室）

⽂化・芸術

耶⿇郡猪苗代町北半坂5647

0242-36-6488

ＭＵＳＩＣ

ＰＬＡＺＡ

⽩⽔堂（喜多⽅教室）

⽂化・芸術

喜多⽅市 ⻄四ツ⾕183-1

0241-22-0196

ＭＵＳＩＣ

ＰＬＡＺＡ

⽩⽔堂（千⽯教室）

⽂化・芸術

会津若松市慶⼭1-8-5

0242-36-6488

ＭＵＳＩＣ

ＰＬＡＺＡ

⽩⽔堂（若松教室）

⽂化・芸術

会津若松市⽶代2-2-5

0242-36-6601

耶⿇郡磐梯町磐梯町七ツ森7426-30

0242-73-2035

グラスワインかソフトドリンク １杯サービス

耶⿇郡北塩原村⼤字桧原字曽原⼭1096-505

0241-32-2052

ソフトドリンク１杯サービス︕

喜多⽅市⼭都町蓬莱字殿屋敷3376

0241-38-2598

お⼀⼈様1,500円以上お買上げの⽅に、料理⼀品サービスいたします。

河沼郡会津坂下町⼤字三⾕字佐藤分670-2

0242-83-3723

全品8％OFF︕

0242-65-2828

お⼟産・ご飲⾷5％割引き︕

0241-32-3010

宿泊費5％引き︕

080-3336-7122

全品50円割引︕

カントリーイン 雲のアルルカン

リゾートペンション藍

宮古そば処 とのや

ベジ・ファース
ト協⼒店,宿泊
ベジ・ファース
ト協⼒店,宿泊
ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

会津坂下町 ⽬⿊麹店

買物

旅⾷房(ドライブイン)三城

飲⾷

アウトドアと絵本のペンションもくもく
曽原湖カヌーセンター
葵飯店

レジャー,宿泊

飲⾷

耶⿇郡猪苗代町三ツ和波々帰⽬1106-1 (野⼝英世記念館
前)
耶⿇郡北塩原村⼤字桧原字曽原⼭1096-87
喜多⽅市字梅⽵7294

⼊会⾦を1,000円（税別）割引致します。

ヤマハ⼤⼈の⾳楽教室・ヤマハウェルネス教室・ヤマハ⼤⼈の英会話教室への
⼊会⾦を1,000円（税別）割引致します。
ヤマハ⼤⼈の⾳楽教室・ヤマハウェルネス教室・ヤマハ⼤⼈の英会話教室への
⼊会⾦を1,000円（税別）割引致します。
ヤマハ⼤⼈の⾳楽教室・ヤマハウェルネス教室・ヤマハ⼤⼈の英会話教室への
⼊会⾦を1,000円（税別）割引致します。
ヤマハ⼤⼈の⾳楽教室・ヤマハウェルネス教室・ヤマハ⼤⼈の英会話教室への⼊会⾦を1,000
円（税別）割引致します。

ふくしま健⺠カード事業

協⼒店⼀覧

新

店舗名

2022/11/22
住

カテゴリ

所

電

話

特 典

ベジ・ファース

⼩さなホテル 四季の森 ⼭荘

耶⿇郡北塩原村桧原字雄⼦沢原1070-106

0241-33-2468

オリジナルポストカードプレゼント︕

ト協⼒店,宿泊, 耶⿇郡北塩原村⼤字⼤塩字中島道北5111

0120-55-1826

お会計時100円引き︕

⼩鉢⼀品プレゼント︕

ト協⼒店,レ
ジャー,宿泊
ベジ・ファース

塩姫の宿

ホテル 観⼭

温泉

桐屋・権現亭

飲⾷

会津若松市上町2-34

0242-25-3851

（有）千本蕎⻨

飲⾷

会津若松市河東町⼋⽥沢⽬384-1

0242-94-2051

⽜乳屋⾷堂

飲⾷

会津若松市⼤⼾町上三寄⾹塩343

0242-92-2512

レジャー

会津若松市河東町浅⼭字堂ヶ⼊7

0242-75-3434

耶⿇郡北塩原村⼤字桧原字荒砂沢⼭1082

0241-32-3200

耶⿇郡北塩原村⼤字桧原字曽原⼭1096-461

0241-32-3077

耶⿇郡北塩原村⼤字桧原字楢⽊平原1048-110

0241-34-2084

やすらぎの郷 会津村
裏磐梯グランデコ東急ホテル

裏磐梯⾼原 おやど⾵来坊

温泉

ベジ・ファース
ト協⼒店,宿泊
ベジ・ファース

ゆ乃宿湯流⾥

ト協⼒店,温泉

そばどうふサービス︕
※無い場合はそれに準ずるもの
[健⺠カードをご提⽰された⽅]
⽜乳1本サービス︕
拝観料50円引き︕
[⽇帰り⼊浴]
1,100円→1,000円
ご宿泊されたお客様みなさまにワンドリンクサービスです︕
[ご宿泊の⽅] ワンドリンクサービス︕
[ご⼊浴の⽅] 1割引︕ 500円→450円︕︕

アンティーク＆ジュエリーすずき すずき時計宝飾店

買物

会津若松市⾺場町1-43

0242-22-1187

お買上げ1,000円以上の⽅にサービス品を差し上げます︕

蔵のまち喜多⽅ ⽼麺会 佐久⼭⾷堂

飲⾷

喜多⽅市松⼭町村松字常盤町2712

0241-22-0701

⼀品に限り50円引き︕

会津若松市和⽥2-2-9

0242-28-1001

コーヒー1杯サービス︕

ベジ・ファース

そば処 和⽥

ト協⼒店,飲⾷

⽇帰り⼊浴
くつろぎ,ベジ・

会津芦ノ牧温泉

丸峰

⼤⼈・⼦供ともに20％引き(タオル・貸バスタオル付）

通常 ⼤⼈:1,500円 ⼦供:700円(3歳〜12歳)

ファースト協⼒ 会津若松市⼤⼾町⼤字芦ノ牧字下⼣平1128

0242-92-2121

店,温泉

利⽤時間 13:00〜18:00
ラスト⼊館

17:00

休憩室なし
※事前に要問合せ

丘の上のペンション ぐ〜たらパパ

⼤安⾷堂

ベジ・ファース
ト協⼒店,宿泊

飲⾷

耶⿇郡北塩原村剣ヶ峯1093

0241-32-3600

喜多⽅市字3-4774

0241-22-6268

ペットの宿泊代半額︕
チャーシューメンご注⽂の⽅
健⺠カードご提⽰で50円割引サービス︕︕

ふくしま健⺠カード事業

協⼒店⼀覧

新

店舗名

2022/11/22
住

カテゴリ

所

電

話

ベジ・ファース

⾷彩館 アルビン

ト協⼒店,レ

耶⿇郡北塩原村⼤字桧原字蛇平原⼭1074

0241-32-3190

ジャー

第2ゴールドハウス⽬⿊

レジャー,飲⾷

耶⿇郡北塩原村桧原剣ケ峯1093-37

0241-32-2831

第1ゴールドハウス⽬⿊

レジャー,遊び

耶⿇郡北塩原村⼤府平原1172－4

0241-32-2523

耶⿇郡北塩原村⼤字桧原字湯平⼭1171-1

024-37-1111

特 典
[ご宿泊のお客様]
2名様につきビール1本サービス︕
1,000円以上のご利⽤で、お会計時健⺠カードをご提⽰されたお客様に「起き上がり⼩法師1
個プレゼントいたします︕
1,000円以上のご利⽤で、お会計時健⺠カードをご提⽰されたお客様に 「起き上がり⼩法
師」1個プレゼントいたします︕
[⽇帰り⼊浴]

裏磐梯レイクリゾート

温泉

通常1,200円→700円へ割引︕
※タオルなし

清作茶屋

飲⾷

耶⿇郡猪苗代町三ツ和字波々帰⽬1106-2

0242-65-2108

たまよし⾷堂

飲⾷

喜多⽅市字沼⽥6996

0241-22-7365

ト協⼒店,宿泊, 会津若松市東⼭町⼤字湯本寺屋敷43

0242-26-0001

千代滝

⾚べこキーホルダープレゼント︕
全品50円引き︕
※但し⼩盛ラーメンは除く
[平⽇限定]

ベジ・ファース

くつろぎ宿

[お⾷事をされた⽅]

貸切⾵呂 通常50分1,000円のところを200円引きいたします︕
※⽉に1回限りとさせていただきます。

温泉

【⽇帰り⼊浴14︓00〜20︓30（最終受付20︓00）】
くつろぎ宿

新滝

宿泊,温泉

会津若松市東⼭町⼤字湯本川向222

0242-26-0001

※平⽇限定

⽇帰り⼊浴料300円割引きいたします︕

※⽉1回限りとさせていただきます。
お会計より5％引き︕
裏磐梯物産館

買物

耶⿇郡北塩原村⼤字桧原字湯平⼭1171-1

0241-32-3751

※⼀部対象外商品あり
※⾷堂も対象外となります

早⼾温泉 つるの湯
裏磐梯国⺠宿舎

温泉
レジャー

⼤沼郡三島町⼤字早⼾字湯ノ平888番地

0241-52-3324

⼊湯ポイント2倍

耶⿇郡北塩原村⼤字桧原字蛇平原⼭1074－494

0241-32-2923

オリジナル特別ボールペン1本プレゼント︕

喜多⽅市字細⽥7230

0241-22-0351

坂内⾷堂オリジナル⽸バッチプレゼント︕
坂内⾷堂

飲⾷

（限定1,000個まで）
お⼀⼈様お⼀つ(⼀グループにお⼀つ)でお願いします。

旅館 ⽩城屋

温泉

耶⿇郡猪苗代町⼤字蚕養字沼尻⼭甲2855-104(中の沢温泉)

0242-64-3214

桃⾥道

飲⾷

会津若松市七⽇町1-28

090-7930-5425

お⼣⾷時お酒またはソフトドリンク1本サービス︕

ぜんざい800円を100円引きいたします︕
⽩⽟クリームあんみつを100円引きいたします︕

ふくしま健⺠カード事業

協⼒店⼀覧

新

店舗名
料理旅館 ⽥事
鶴我 会津本店

2022/11/22
住

カテゴリ
レジャー,飲⾷
ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

所

電

話

会津若松市城北町5-15

0242-24-7500

お⾷事された⽅コーヒー1杯サービス︕

会津若松市東栄町4-21

0242-29-4829

ソフトドリンク1杯サービス︕
⽇帰り⼊浴代600円より10％OFFいたします︕

ホテル伏⾒荘

宿泊,温泉

会津若松市東⼭町⼤字湯本字下原257番地

0242-27-2944

⼭中煎餅本舗

買物,飲⾷

喜多⽅市関柴上⾼額字北町407-1

0241-22-0004

ト協⼒店,宿泊, 耶⿇郡北塩原村桧原剣ケ峯1093-309

0241-32-3111

温泉

飲⾷

耶⿇郡北塩原村⼤字桧原字剣ヶ峰1093

0241-32-2003

裏磐梯ライジングサンホテル(旧⽩雲荘)

宿泊

耶⿇郡北塩原村桧原字⼩野川原1092

0241-32-2311

耶⿇郡北塩原村桧原曽原⼭ レイクウッドペンション村内

0241-23-5552

耶⿇郡北塩原村桧原剣ケ峯1093

0241-32-2008

耶⿇郡北塩原村⼤字桧原字早稲沢583

0241-34-2233

ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

お⼀⼈様600円→500円︕

⼤⼈1,210円→800円
⼩⼈1,210円→600円
未就学児は無料

お⾷事処 ⽔峰

En cafe

せんべい炭⽕⼿焼き体験(3枚焼き・お⼟産付き)

[⽇帰り温泉]

ベジ・ファース

アクティブリゾーツ裏磐梯

特 典

30円引き
宿泊料⾦10％OFF︕
※但し直接ご予約または当館HPからのご予約者に限る
ピザ（1000円以上）＋ドリンクご注⽂の⽅
50円割引き︕

ベジ・ファース

ペンションハイジ

ト協⼒店,レ

⼣⾷時グラスワインサービス。

ジャー

[わかさぎつり]⽇帰り10％OFF︕
温泉⺠宿 えんどう

宿泊,温泉

[オールシーズン]宿泊10％OFF︕
[温泉⼊浴]500円→300円に︕

レイクサイドイン ベイクドポテト

レジャー

耶⿇郡北塩原村⼤字桧原字曽原⼭1096-520

0241-32-2127

ご宿泊代⾦5％割引︕

耶⿇郡北塩原村桧原剣ケ峯1093

0241-23-8360

ソフトドリンク1杯サービス︕

耶⿇郡北塩原剣ヶ峯1093

0241-32-2224

グラスワイン1杯プレゼント︕
⼿作りの粗品プレゼント︕

ベジ・ファース

ペンション⽊まま

ト協⼒店,レ
ジャー

ペンション ヴァンヴラン

レジャー

⾚い屋根

飲⾷

会津若松市河東町浅⼭字浅野223

0242-75-3069

ホテル タカコー

温泉

会津若松市東栄町3-35

0242-27-7117

天然温泉⺠宿 ひばら

温泉

耶⿇郡北塩原村桧原字早稲沢610-10

0241-34-2368

平⽇(⽉〜⾦)シングルルームにご宿泊の⽅
朝⾷サービス︕
グラスビールまたはグラスウーロン茶
どちらか1杯サービス︕

ふくしま健⺠カード事業

協⼒店⼀覧

新

店舗名

2022/11/22
住

カテゴリ

所

電

話

ベジ・ファース

ゆっくら

イン(ユックラ

イン)

ト協⼒店,宿泊, 会津若松市東⼭温泉院内625

0242-29-1126

温泉
ベジ・ファース

庄助の宿 瀧の湯

ト協⼒店,温泉

森の旅亭 マウント磐梯

⼤江⼾温泉物語

東⼭グランドホテル

會ベーグル

レジャー,温泉,
美容・健康
ベジ・ファース
ト協⼒店,温泉
飲⾷

会津若松市東⼭町湯本字滝の湯108

0242-29-1000

耶⿇郡猪苗代町⼤字若宮字上ノ湯甲2985

0242-64-3911

会津若松市東⼭町⼤字湯本字上湯本5

0242-27-3500

会津若松市⼤町1-8-13

0242-23-7775

⼤沼郡会津美⾥町新屋敷字上深⽥甲1543-5

0242-78-2135

特 典
6つの眺望貸切⾵呂50分間通常3,300円〜5,500円を、
いずれも2,200円に割引いたします︕
6つの眺望貸切⾵呂50分間通常3,300円〜5,500円を、
いずれも2,200円に割引いたします︕
[⽇帰り⼊浴]
100円引きで700円→600円︕
[平⽇⽇帰り⼊浴]
750円→650円︕
ドリンク全品50円引き︕
・スキャルプスパ(20分)2,100円のメニューご利⽤時にソーダベース(炭酸)をサービス︕

Oshare Zino

美容・健康

・ジェルネイルをされた⽅は、ひじ下ハンドマッサージを無料サービス︕（上記特典と併⽤
可）

丸⾒⾷堂
ホテル＆リストランテ イルレガーロ

飲⾷

喜多⽅市字町⽥8257-5

ベジ・ファース 耶⿇郡北塩原村⼤字桧原字剣ヶ峰1093-344 裏磐梯五⾊沼⼊
ト協⼒店,飲⾷

⼝1093

0241-22-0506

ギョウザ1⼈前100円引き︕

0241-37-1855

ワンドリンクサービス︕

0120-83-2588

健⺠カードをお持ちの⽅のグループ、代表の⽅お1⼈様に、特製クッキーをプレゼントいたし

そばの⾥ 宮古 懐⽯そば かわまえ

飲⾷

喜多⽅市⼭都町蓬莱字中村4575

とんかつ とん亭

飲⾷

会津若松市天寧寺町1-11

0242-27-2191

会津若松市⼤町1-9-5 ⽯川ビル1F

0242-36-7257

耶⿇郡猪苗代町⼤字翁沢字御殿⼭1048

0242-65-2811

會津バル

天鏡閣 本館売店

ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

⽂化・芸術

（0241-38-2588）

ます︕
ソースかつ重50円引き︕
※ミニソースかつ丼は除く
ドリンク1杯サービス︕
天鏡閣オリジナルケレー(カレー)10％引き︕
※5個まで

ラーメン 蔵美

飲⾷

喜多⽅市2-4648-6

0241-24-4053

宝来堂製菓

買物

耶⿇郡猪苗代町⼤字蚕養字沼尻⼭甲2855-453

0242-64-3717

古⺠家レストラン 独鈷

飲⾷

会津若松市⾨⽥町御⼭村中372

0242-27-8059

粗品進呈︕

耶⿇郡猪苗代町⼤字蚕養字沼尻⼭甲2855-131

0242-64-3448

1,080(税込)以上お買上げで⾃家製和菓⼦1個プレゼント︕

おいしさづくり ⽇乃出屋

お菓⼦,飲⾷

喜多⽅ラーメンご注⽂の⽅ 50円引き︕
1,000円以上お買上げの⽅
当店おすすめのお菓⼦1ヶサービス︕

ふくしま健⺠カード事業

協⼒店⼀覧

新

店舗名

2022/11/22
住

カテゴリ

所

電

話

特 典
⼤⼈330円→290円

名勝 会津松平⽒庭園 御薬園

レジャー

会津若松市花春町8-1

0242-27-2472

⾼校⽣270円→240円
⼩・中学⽣160円→140円
予め10点分のポイントを付与したポイントカードを差し上げます。

天然酵⺟パン・焼き菓⼦・⾃家焙煎コーヒー⾖ ⾷⼯房

飲⾷

喜多⽅市⼭都町相川字⾼野甲413-3

0241-38-3102

以後500円お買上げごとに、1点のポイントがもらえます。
50点満点で500円割引の特典が得られます。

岩瀬書店 会津若松駅前店

教養,買物

会津若松市⽩⻁町225

0242-22-3366

税込700円以上お買い上げのお客様に、株式会社岩瀬書店のブックショップポイントカードの
ポイントを10ポイント進呈
以下の４商品のいずれか⼀つを５０円（税込）で提供（１回の来店で⼀⼈１品限り）
・ホットコーヒーS（通常価格 税込100円）

マクドナルド喜多⽅店

飲⾷

喜多⽅市江中⼦４１８１－１

0241-24-5821

・アイスコーヒーS（通常価格 税込100円）
・野菜⽣活100 S（通常価格 税込150円）
・ミニッツメイドオレンジS（通常価格

税込150円）価格 税込150円）

以下の４商品のいずれか⼀つを５０円（税込）で提供（１回の来店で⼀⼈１品限り）
・ホットコーヒーS（通常価格 税込100円）
マクドナルド会津若松アピタ店

飲⾷

会津若松市幕内南町９－１０

0242-36-5130

・アイスコーヒーS（通常価格 税込100円）
・野菜⽣活100 S（通常価格 税込150円）
・ミニッツメイドオレンジS（通常価格

税込150円）

以下の４商品のいずれか⼀つを５０円（税込）で提供（１回の来店で⼀⼈１品限り）
・ホットコーヒーS（通常価格 税込100円）
マクドナルド⾨⽥ヨークベニマル店

飲⾷

会津若松市天神町２２－１２

0242-36-0551

・アイスコーヒーS（通常価格 税込100円）
・野菜⽣活100 S（通常価格 税込150円）
・ミニッツメイドオレンジS（通常価格

税込150円）

以下の４商品のいずれか⼀つを５０円（税込）で提供（１回の来店で⼀⼈１品限り）
・ホットコーヒーS（通常価格 税込100円）
マクドナルド会津アピオ店

飲⾷

会津若松市インター⻄１１６

0242-37-2477

・アイスコーヒーS（通常価格 税込100円）
・野菜⽣活100 S（通常価格 税込150円）
・ミニッツメイドオレンジS（通常価格

税込150円）

以下の４商品のいずれか⼀つを５０円（税込）で提供（１回の来店で⼀⼈１品限り）
・ホットコーヒーS（通常価格 税込100円）
マクドナルド会津若松店

飲⾷

会津若松市滝沢町６－２５

0242-39-2351

・アイスコーヒーS（通常価格 税込100円）
・野菜⽣活100 S（通常価格 税込150円）
・ミニッツメイドオレンジS（通常価格

ホテルリステル猪苗代

レジャー

耶⿇郡猪苗代町⼤字川桁字天王坂2414

0242-66-2233

売店でのお買い物5％OFF︕

税込150円）

ふくしま健⺠カード事業

協⼒店⼀覧

新

店舗名

2022/11/22
住

カテゴリ

所

電

話

特 典
[ワインお買上げのお客様]

ホンダワイナリー ワイン⼯房あいづ

買物

耶⿇郡猪苗代町⼤字千代⽥字千代⽥3-7

0242-62-5500

柳津町観光物産館 清柳苑

買物

河沼郡柳津町⼤字柳津字下平⼄179

0241-42-2324

ソフトクリーム50円引き︕

憩の館 ほっとinやないづ

レジャー

河沼郡柳津町⼤字柳津字下平⼄151-1

0241-41-1077

ソフトアイス50円引き︕

飲⾷

耶⿇郡北塩原村⼤字桧原字⻩連沢⼭1157

0241-33-2241

ジェラート50円引き︕

レジャー,飲⾷

耶⿇郡北塩原村⼤字桧原字⻩連沢⼭1157

0241-33-2241

ソフトクリーム50円引き︕

道の駅 裏磐梯 森のアイス⼯房
道の駅 裏磐梯 だんご屋

どの種類でも5％OFF︕

会津喜多⽅ラーメン館 本館

飲⾷

喜多⽅市字梅⽵-1

0241-21-1414

ソフトクリーム300円→250円︕

櫻井⾷堂

飲⾷

喜多⽅市字町⽥8279-1

0241-22-0615

ラーメン各50円引き︕

和飲蔵

飲⾷

喜多⽅市北町字2905

0241-22-0437

ワインお買上げ時5％値引きいたします。

⼤沼郡昭和村佐倉字上ノ原1

0241-58-1677

⼊館料団体扱い(50円引き)

耶⿇郡猪苗代町⼤字蚕養字沼尻⼭甲2855

0242-64-3333

からむし⼯芸博物館
磐梯名湯リゾート

⽂化・芸術

ボナリの森

JOYFIT⻄若松

くつろぎ,宿泊,
温泉

美容・健康,運動 会津若松市幕内南9-60

0242-38-2424

[ご宿泊の⽅]
ワンドリンクサービス︕
ご⼊会時、⼊会⾦2,000円⇒無料
担当インストラクターによるカウンセリング・運動のアドバイス付
[ふくしま健⺠カードご提⽰の⽅]

おくやピーナッツ⼯場

飲⾷

喜多⽅市字天満前8930

0120-098-101

ロイヤルピーナッツソフトクリーム
レギュラーサイズのみ
お1⼈様1本限り30円引き︕

清⽔屋製麺

飲⾷

耶⿇郡猪苗代町⼤字若宮字ヘクリ甲2372

0242-64-2228

せんべや

飲⾷

耶⿇郡猪苗代町字諏訪前6795-1

0120-62-3517

新鶴温泉健康センター

温泉

⼤沼郡会津美⾥町鶴野辺字上⻑尾2347-40

0242-78-3222

[1,000円以上お買上げの⽅]
⽣ラーメン1⾷+お好きなスープ1ヶプレゼント︕
[1,000円以上お買上げの⽅]
当店商品のせんべい・スナックなどをプレゼント︕
[⼊館料]
⼀般⼤⼈ 100円引きいたします︕
65歳以上 50円引きいたします︕
[⼊館料]

⾼⽥温泉 あやめの湯

温泉

⼤沼郡会津美⾥町下堀字中川360-1

0242-54-4118

⼀般⼤⼈ 100円引き︕
65歳以上 50円引き︕

ヒロのお菓⼦屋さん レイクウッドカフェ店

飲⾷

耶⿇郡北塩原村桧原曽原⼭1095-47

0241-32-2730

カフェメニューより50円引き︕

ふくしま健⺠カード事業

協⼒店⼀覧

新

店舗名
ほしばん絵ろうそく店

宇川ブルーベリー園

⼤和川酒蔵 北⽅⾵⼟館

2022/11/22
住

カテゴリ
買物

お⼟産,レ
ジャー,飲⾷

⽂化・芸術

所

電

話

会津若松市七⽇町3-33

0242-27-1873

耶⿇郡猪苗代町⼤字三ツ和五⼗軒3358

0242-65-2632

喜多⽅市字寺町4761

0241-22-2233

特 典
絵ろうそく1,500円以上お買上げの⽅
特製のお⼟産をプレゼント︕
[カードご提⽰のお客様]
ブルーベリーあめプレゼント︕
[お酒をお買上げいただいた⽅]
当店オリジナルグラス1個プレゼント︕
[ランチ]

Restaurant&Bar Beans

ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

会津若松市栄町2-25 アビスビル1F

0242-28-5077

ドリンクおかわりサービス︕
[ディナー]
デザートサービス︕
[⼊館料割引]

会津⺠俗館

⽂化・芸術

耶⿇郡猪苗代町三ツ和前⽥33-1

0242-65-2600

⼀般500円→465円
学⽣360円→310円
⼦供260円→205円

⼩池菓⼦舗

買物

河沼郡柳津町⼤字柳津字岩坂町甲206

0241-42-2554

あわまんじゅう10個⼊り（1,080円）をお買上げの⽅、100円引きいたします︕

⾺⼒本願

飲⾷

会津若松市七⽇町7-3

0242-22-0133

ラーメン全品⼤盛りサービス︕

耶⿇郡⻄会津町野沢字下條⼄1969-26

0241-48-1512

耶⿇郡⻄会津町登世島字下⼩島187

0241-45-2900

耶⿇郡磐梯町⼤字更科字堰下4659-1

0242-73-2828

ソフトドリンク1杯サービス︕

道の駅にしあいづ 交流物産館よりっせ

⻄会津町 温泉健康保養センター ロータスイン

会津遊⾷ たか膳

ベジ・ファース
ト協⼒店,買物
ベジ・ファース
ト協⼒店,温泉
ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

2,000円以上お買物されたお客様に『ロータスイン温泉』の⼊浴半額券をプレゼント︕
※特典の内容は変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
ロータスイン温泉⼊浴⾦額100円引き︕
※特典の内容は変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

あじ庵⾷堂

飲⾷

喜多⽅市清⽔が丘１丁⽬11番地

0241-23-6161

チャーシュー3枚サービス

會津壹番館

飲⾷

会津若松市中町4-18

0242-27-3750

飲⾷代10％OFF︕

味の店 たこ坊

飲⾷

会津若松市⾨⽥町飯寺村東482-45

0242-29-2346

zakka shop haruharu

買物

会津若松市花畑東4-35

0242-22-9705

鈴⽊飯店

飲⾷

会津若松市⽶代1丁⽬6-2

平澤屋旅館

ベジ・ファース
ト協⼒店,温泉

耶⿇郡猪苗代町蚕養沼尻⼭甲2855-133

0242-26-8353
出前⽤080-5224-7285
0242-64-3821

3名様以上でご来店された⽅限定︕
1グループにお好み焼き(豚⽟)1枚サービス︕︕
お会計8%OFF︕
※ハンドメイド品は対象外とさせていただきます
お1⼈様につき会計より50円引きのサービス︕

ご宿泊のお客様へ、ソフトドリンク1杯サービスいたします︕

ふくしま健⺠カード事業

協⼒店⼀覧

新

店舗名
伝統⼯芸と⼿打ちそばの店 しおやぐら

2022/11/22
住

カテゴリ
ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

所

電

話

ト協⼒店,レ

0242-62-2330

耶⿇郡猪苗代町⼤字磐根字遠⼭1039-38

0242-65-2707

会津若松市栄町8-35

0242-93-8690

会津若松市栄町1-38

0242-32-9112

おぼろ⾖腐、または、にしんのさんしょう漬けのどちらかサービス︕

ジャー

⼩晴れ

居酒屋 ばんげや

くつろぎ,飲⾷

ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

お⾷事の⽅、とろろおろしを追加サービス︕

耶⿇郡猪苗代町新町4875-2

ベジ・ファース

磐梯⾼原 南ヶ丘牧場

特 典

または、時期と⼈数に応じてのサービス︕
売店もしくはレストランでのお会計時に カードご提⽰で5％割引いたします。
※外のレジャー施設は券売機になるのでご利⽤いただけません。
ご来店のお客様へ、⽣ビール1杯サービス︕
(お1⼈様1杯限り有効)

磐梯⼭噴⽕記念館

レジャー

耶⿇郡北塩原村⼤字桧原字剣ヶ峯1093-36

0241-32-2888

個⼈でも団体料⾦を適⽤いたします

磐梯⼭3Dワールド

レジャー

耶⿇郡北塩原村桧原字剣ヶ峰1093-716

0241-32-2333

個⼈でも団体料⾦を適⽤いたします
◆⽇帰り⼊浴ご利⽤のお客様タオル無料

会津・⽇中温泉 ひめさゆりの宿 ゆもとや

温泉

喜多⽅市熱塩加納町熱塩字⼤畑29

0241-36-2266

飯豊とそばの⾥センター そば伝承館

飲⾷

喜多⽅市⼭都町字沢⽥3077-1

0241-38-3000

My Earth (マイアース)

買物

会津若松市栄町2-25 アビスビル2F

0242-27-1672

福島屋

飲⾷

喜多⽅市字1-4634-1

0241-23-2702

麺類⼤盛り無料︕(台湾まぜそばは除く)

会津若松市中央1-5-8

0242-22-7171

ご飲⾷のお客様に、ワンドリンクサービスいたします︕

喜多⽅市字3丁⽬4840-1

0241-23-3878

チャーシュー3枚プレゼント︕

⿂菜KanPana
⾹福
ティールーム ⼭ねこ農泊 ⼭ねこ
鶴ヶ城
いろりの宿 芦名

ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷
飲⾷
ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷
⽂化・芸術
ベジ・ファース
ト協⼒店,温泉

河沼郡柳津町⼤字砂⼦原字居平267

0241-43-2632
090-7565-9308

会津若松市追⼿町1-1 鶴ヶ城天守閣

0242-27-4005

会津若松市東⼭町湯本下原232-1

0242-26-2841

◆タオル持参の⽅100円引き
ご来店で さしみこんにゃく⼀⼈前サービス︕
お会計より⼀品を10%OFF︕
(割引品、施術、スクールは対象外)

店主が描いた絵⼿紙をプレゼント︕
天守閣と茶室⼊場券を、10％割引致します。
健⺠カードご提⽰のご宿泊のお客様に、会津の⼿ぬぐいをプレゼント。

本家⻑⾨屋 本店

買物

会津若松市川原町2-10

0242-27-1358

紙⾵船1枚サービス︕

そば処 古川端

飲⾷

福島県喜多⽅市⼭都町蓬莱中村 (通称 宮古地区)

0241-38-2602

天ぷらご注⽂の⽅に、天ぷら1本サービス︕

会津若松市⼀箕町⻲賀字北柳原52

0242-93-7566

ドリンク50円引き︕

障がい福祉サービス事務所 コパン

おみやげ,買物

ふくしま健⺠カード事業

協⼒店⼀覧

新

店舗名
デセール カワウチ
熊野屋菓⼦店 七⽇町店

2022/11/22
住

カテゴリ
ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷
お⼟産,買物

所

電

話

特 典

耶⿇郡猪苗代町字五百苅138-1

0242-62-4359

レストランご利⽤の⽅に、オリジナル季節のシャーベットをサービス︕

会津若松市七⽇町5-17

0242-22-7411

商品代⾦より⼀割引き︕

キッチンひまわり

飲⾷

耶⿇郡猪苗代町字城南137-1

0242-62-4781

お⾷事のお客様 お会計より50円引き︕

本家⻑⾨屋 七⽇町店

買物

会津若松市七⽇町3-30

0242-29-7070

紙⾵船1枚サービス︕

喜楽屋 神⿓

飲⾷

⼤沼郡会津美⾥町字柳台甲2331

0242-54-2326

コーヒー1杯サービス︕
3,000円以上お買い上げのお客様へ、粗品プレゼント︕(陶芸体験は除く)

陶房 彩⾥

⽂化・芸術

⼤沼郡会津美⾥町字川原町甲1868-1

0242-56-5707

美容室 Bi.NONNO

美容・健康

⼤沼郡会津美⾥町字⾼⽥甲2734-3

0242-54-7187

Hair House Miju

美容・健康

会津若松市飯盛3-5-13

0242-26-3100

ご新規のお客様、全メニュー10%OFF☆

レストランバーDOG HOUSE

飲⾷

会津若松市⼤町1-1-50

0242-27-5858

ご飲⾷のお客様にソフトクリームサービス︕

純⼿打そば・うどん 打城

飲⾷

会津若松市⼀箕町松⻑四丁⽬9-67

0242-25-3758

お⾷事された⽅にそばの実⼊りアイスクリームプレゼント︕

えちご家

飲⾷

耶⿇郡⻄会津町野沢字上原⼄2431-1

0241-45-3248

全メニューお会計より50円OFF︕

河沼郡柳津町柳津諏訪町甲６１-２

0241-42-2302

宿泊のお客様に限り、粗品をサービスいたします︕

福島県河沼郡湯川村⼤字佐野⽬字五丁ノ⽬78番地1

0241-27-8853

つきみが丘町⺠センター
道の駅あいづ 湯川・会津坂下

レジャー,飲⾷
お⼟産,レ
ジャー,買物

★初回のお客様限定★
お会計から5％〜10%OFF︕

農家レストランにて
♦お料理ご注⽂のお客様お⼀⼈100円引き♦

寿治左エ⾨

飲⾷

会津若松市追⼿町7-23

0242-28-3985

50円引き

⼿打ちそば・うどん 徳⼀

飲⾷

会津若松市東千⽯1-5-17

0242-28-5681

お会計より5％OFF

会津若松市⻄七⽇町7-3

0242-24-3563

会津若松市東⼭町⼤字⽯⼭字院内1

0242-28-2525

三代⽬ 酒や しもだいら

憩い,飲⾷

ノンアルコールビールorノンアルコールカクテル
いずれか１つプレゼントいたします︕

ベジ・ファース

会津武家屋敷

ト協⼒店,レ

カード提⽰で⼊場料通常850円→750円に

ジャー

★和⾷処 ⼆の丸でお⾷事されたお客様は、お会計より10%OFFいたします︕（飲み物は除

ベジ・ファース

鶴ヶ城会館

ト協⼒店,レ
ジャー,買物,飲

く）

会津若松市追⼿町4-47

0242-28-2288

会津若松市七⽇町5-8

0242-22-0953

1,000円以上お買い上げで10％ＯＦＦ

0242-85-7211

3,000円以上お買い上げの⽅に、粗品進呈いたします。

★⾃家⽤⾞でご来店のお客様は⾷事・買い物等のご利⽤で駐⾞場の割引制度がございます。

⾷

桐屋紙器
合名会社 関 漆器店會津ぬり⼀七⽇町店

買物

⽂化・芸術,買物 会津若松市七⽇町3-36

ふくしま健⺠カード事業

協⼒店⼀覧

新

店舗名

2022/11/22
住

カテゴリ

所

電

話

特 典
浴⾐・着物をお買い上げの⽅に、「その商品とあなたにお似合いなプレゼント」を差し上げま

きもの伝承 きずな

買物

会津若松市七⽇町6-5

0242-24-0227

鰊屋敷 太⽥

飲⾷

会津若松市相⽣町2-10

0242-22-2274

⼩鉢⼀品サービス

(有)北⾒⼋郎平商店

飲⾷

喜多⽅市字天満前8919-1

0241-22-0711

お会計時に50円引き

⾷堂いしやま

飲⾷

河沼郡会津坂下町字市中⼆番甲3617

0242-83-2365

お会計より50円引き

ラ・フラール(有)オークビレッジ

買物

会津若松市飯盛1-1-16

0242-29-1024

耶⿇郡北塩原村⼤字桧原字剣ヶ峯1093-23

0241-37-1088

会津若松市⼤⼾町芦牧下タ平984

0242-92-2111

耶⿇郡猪苗代町磐⾥字⾓⽥73-1

0242-62-5539

1,000円以上お買い上げでお好きな焼き菓⼦を1個プレゼント

耶⿇郡北塩原村桧原字曽原⼭1096-433

0241-32-2829

喫茶ご利⽤の⽅、ハーブティー100円引き

0242-26-4126

⽇帰り⼊浴のお客様 100円OFF

喜多⽅市字1-4536

0241-23-0989

ソフトクリーム半額

福島県会津若松市⾨⽥町⼤字⼀ノ堰⼟⼿外１９４３４

0242-27-9426

健⺠カードご提⽰のお客様に、⼯房内のご案内・ご説明をさせて頂きます。

喜多⽅市松⼭町⿃⾒⼭字三町歩5598-1

0241-21-1139

喜多⽅市南町2856-1

0241-22-5355

お買い上げのお客様に『起き上がり⼩法師』プレゼント!

諸橋近代美術館

會津芦ノ牧温泉 ⼤川荘

お菓⼦⼯房 Fuchs Berg(フクスベルグ)
Bandia（バンディア）

くつろぎ,教養,
⽂化・芸術
ベジ・ファース
ト協⼒店,温泉
お菓⼦,買物,飲
⾷
くつろぎ,飲⾷

す!

500円以上お買物されたお客様へ、
カードご提⽰で2ポイントプレゼントいたします。(初回限定)。
⼊館料100円引き
⼤⼈の宿泊者様限定
館内利⽤券500円分プレゼント

くつろぎ,ベジ・

東⼭温泉 原瀧

ファースト協⼒ 会津若松市東⼭町湯本235
店,温泉

アンティーク セレクト雑貨 いろは

漆器⼯房鈴武

おしゃれ,くつろ
ぎ,買物
教養,⽂化・芸
術,観光
ベジ・ファース

喜多⽅市ふるさと振興(株)道の駅 喜多の郷

ト協⼒店,レ
ジャー

株式会社 遊喜地酒蔵 ⾺⾞の駅

レジャー

ふるさと亭 レストラン
1,000円以上ご飲⾷で、ドリンクバーサービス

会津中央乳業株式会社『会津のべこの乳 アイス牧場』

飲⾷

河沼郡会津坂下町⼤字⾦上字⾠⺒19-1

0242-83-2324

べこの乳ソフトクリームorコーヒー特急ソフトクリームが20円引き

会津YOROZUYA

買物

会津若松市七⽇町2-37

0242-36-7787

５００円以上ご飲⾷のお客様に１００円引きいたします。

河沼郡柳津町下平150-1

0241-42-2600

ソフトドリンク1本サービス

喜多⽅市南町2866

0241-24-5190

店内喫茶メニュー50円引き(⼀部対象外あり)

耶⿇郡北塩原村⼤字⼤塩字桜峠8664-5

0241-33-2200

お会計の際10％OFF︕

清流の宿 かわち
樟⼭珈琲店のFRYINGPAN
ラビスパ裏磐梯

ベジ・ファース
ト協⼒店,温泉
飲⾷
レジャー

ふくしま健⺠カード事業

協⼒店⼀覧

新

店舗名

2022/11/22
住

カテゴリ

所

電

話

本家 ⼤みなと味平

飲⾷

喜多⽅市関柴町上⾼額字北町396-5

0241-24-2990

リオン・ドール神明通り店

買物

会津若松市中町4-36

0242-26-2115

リオン・ドール七⽇町店

買物

会津若松市⻄七⽇町5-33

0242-22-1000

レジャー

耶⿇郡猪苗代町綿場7126

0242-65-2131

耶⿇郡猪苗代町林崎461-3

0242-63-1900

グランドサンピア猪苗代リゾートホテル&スキー場
御もてなしの宿 悠ゆ亭

ベジ・ファース
ト協⼒店,温泉

リオン・ドール会津アピオ店

買物

会津若松市インター⻄116

0242-32-6511

⼆丸屋武蔵亭

飲⾷

会津若松市材⽊町2-8-18

0242-28-1208

リオン・ドール滝沢店

買物

会津若松市⼀箕町⼤字⼋幡字⽜ケ墓7-1

0242-39-6711

リオン・ドール駅前店

買物

会津若松市中央3丁⽬8-8

0242-22-0065

リオン・ドール年貢店

買物

会津若松市⾨⽥町⼤字⽇吉字⼩⾦井37

0242-28-7700

リオン・ドール喜多⽅仲町店

買物

喜多⽅市字2丁⽬4676

0241-24-4141

リオン・ドール坂下中央店

買物

河沼郡会津坂下町字古町川尻386-1

0242-84-2911

リオン・ドール猪苗代店

買物

耶⿇郡猪苗代町芦原97

0242-62-3069

リオン・ドール野沢店

買物

耶⿇郡⻄会津町野沢字下条⼄2068

0241-45-2311

リオン・ドール⾼⽥店

買物

⼤沼郡会津美⾥町字布才地690

0242-54-2758

リオン・ドール坂下店

買物

河沼郡会津坂下町字舘ノ下18

0242-83-5111

特 典
ラーメン1杯50円引き︕
毎⽉10⽇・20⽇・30⽇に、税抜1,000円以上お買い上げのお客様へ、
ポイントカードへ10ポイント進呈いたします。
毎⽉10⽇・20⽇・30⽇に、税抜1,000円以上お買い上げのお客様へ、
ポイントカードへ10ポイント進呈いたします。
⽇帰り温泉⼊浴料200円引き
ご予約の際に「ふくしま健⺠カードあり」とお伝えいただいたお客様に、
⼣⾷時にお飲み物1本サービス︕
毎⽉10⽇・20⽇・30⽇に、税抜1,000円以上お買い上げのお客様へ、
ポイントカードへ10ポイント進呈いたします。
⾃家製にしん⼭椒漬 or もちもち⽣麩ぜんざい
どちらか1品無料サービス︕︕
毎⽉10⽇・20⽇・30⽇に、税抜1,000円以上お買い上げのお客様へ、
ポイントカードへ10ポイント進呈いたします。
毎⽉10⽇・20⽇・30⽇に、税抜1,000円以上お買い上げのお客様へ、
ポイントカードへ10ポイント進呈いたします。
毎⽉10⽇・20⽇・30⽇に、税抜1,000円以上お買い上げのお客様へ、
ポイントカードへ10ポイント進呈いたします。
毎⽉10⽇・20⽇・30⽇に、税抜1,000円以上お買い上げのお客様へ、
ポイントカードへ10ポイント進呈いたします。
毎⽉10⽇・20⽇・30⽇に、税抜1,000円以上お買い上げのお客様へ、
ポイントカードへ10ポイント進呈いたします。
毎⽉10⽇・20⽇・30⽇に、税抜1,000円以上お買い上げのお客様へ、
ポイントカードへ10ポイント進呈いたします。
毎⽉10⽇・20⽇・30⽇に、税抜1,000円以上お買い上げのお客様へ、
ポイントカードへ10ポイント進呈いたします。
毎⽉10⽇・20⽇・30⽇に、税抜1,000円以上お買い上げのお客様へ、
ポイントカードへ10ポイント進呈いたします。
毎⽉10⽇・20⽇・30⽇に、税抜1,000円以上お買い上げのお客様へ、
ポイントカードへ10ポイント進呈いたします。

ふくしま健⺠カード事業

協⼒店⼀覧

新

店舗名

2022/11/22
住

カテゴリ

所

電

話

リオン・ドール⾨⽥店

買物

会津若松市東年貢1丁⽬2-25

0242-38-4311

リオン・ドール美⾥店

買物

⼤沼郡会津美⾥町字⾼⽥前川原3570

0242-54-3911

リオン・ドール河東店

買物

会津若松市河東町南⾼野字向原15

0242-75-5711

リオン・ドール喜多⽅⻄店

買物

喜多⽅市押切南2丁⽬42-1

0241-21-9411

⼩⻄⾷堂

飲⾷

耶⿇郡猪苗代町⼤字蚕養字沼尻⼭甲2855-145

0242-64-3128

⼤沼郡昭和村字佐倉字上ノ原1

0241-58-1655

特 典
毎⽉10⽇・20⽇・30⽇に、税抜1,000円以上お買い上げのお客様へ、
ポイントカードへ10ポイント進呈いたします。
毎⽉10⽇・20⽇・30⽇に、税抜1,000円以上お買い上げのお客様へ、
ポイントカードへ10ポイント進呈いたします。
毎⽉10⽇・20⽇・30⽇に、税抜1,000円以上お買い上げのお客様へ、
ポイントカードへ10ポイント進呈いたします。
毎⽉10⽇・20⽇・30⽇に、税抜1,000円以上お買い上げのお客様へ、
ポイントカードへ10ポイント進呈いたします。
コーヒー1杯サービス︕
織姫交流館にて

道の駅からむし織の⾥しょうわ

レジャー

4⽉〜11⽉限定
ソフトクリーム50円引き︕

あいづふるさとアンテナショップ 駅カフェ
グランデコリゾート
Cocco tree
芳本茶寮

道の駅ばんだい 徳⼀の⾥きらりお⾷事処 会津嶺

⼿作り体験ひろば 番匠
アイタルキッチンココ

買物
レジャー,遊び,
運動
飲⾷
ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷

レジャー

お⼟産,⽂化・芸
術
飲⾷

会津若松市七⽇町5-1

0242-39-3880

コーヒー1杯50円引き︕

耶⿇郡北塩原村⼤字桧原字荒砂沢⼭1082番93

0241-32-2530

スキーセンター内 売店にて1000円以上お買い上げで100円割引

喜多⽅市字御清⽔3

0241-21-1417

焼菓⼦1つプレゼント

耶⿇郡猪苗代町城南139-1

0242-62-5515

耶⿇郡磐梯町⼤字磐梯字⼗王堂38番地

0242-73-2633

会津若松市和⽥１丁⽬６－３

0242-27-4358

体験された⽅に「⽵とんぼ」1本プレゼント︕

会津若松市東栄町5-19 菅家ビル102

0242-28-9055

健康⽞⽶に変更+50円のところ、無料にて変更いたします。

0242-26-8239

⼀品サービス︕

福島県会津若松市町北町⼤字藤室達摩１６２２

0242-22-1980

ソフトドリンク(コカ・コーラ、ウーロン茶、サイダー、オレンジジュース)1本サービス︕

喜多⽅市町尻⻄4895

0241-22-3320

お買い上げ合計⾦額より10％OFF︕

会津若松市七⽇町3-45

0242-23-8241

1,500円以上のお⾷事をされた⽅
まんじゅうの天ぷらサービス︕
ノンアルコール飲料「サントリーオールフリー」1本に、かわいいおつまみサービスいたしま
す︕

くつろぎ,ベジ・

和⾵れすとらん くいしん坊

ファースト協⼒ 会津若松市中町4-31
店,飲⾷

すし万 ⼤将

雑貨と花 Felice

会津バーガー Lucky Smile

ベジ・ファース
ト協⼒店,飲⾷
おしゃれ,暮ら
し,買物

飲⾷

・オリジナルステッカープレゼント
・ポテト50円引き

