
｢空気のきれいな施設｣認証施設一覧

県北地区　飲食店

施設名 郵便番号 市町村名 所在地（大字から） 電話番号

池袋　屯ちん　福島店 969-1301 大玉村 大山字広松24-2 0243-48-3602

清川製パン店 960-1451 川俣町 字本町38 024-565-3436

かわまた銘品館シルクピア 960－1406 川俣町 大字鶴沢字東13-1 024-566-5253

手打ちそば処　翻ﾟ久里亭 969-1643 桑折町 字石近28-3 024-582-3384

楽らく亭 960-0611 伊達市 保原町字城ノ内120 024-576-7021

富士通リフレ(株)福島支店 960-0671 伊達市 保原町字東野崎135 024-575-2191

マ・シャンブル 960-0611 伊達市 保原町字城ノ内102-2 024-576-7606

ＴＲＡＴＴＯＲＩＡ　Ｌａ　Ｗａｓａｂｉ 960-0622 伊達市 保原町市柳町1-1 024-575-5363

わんわん食堂  960-0502 伊達市 箱崎字東23-1　北福島医療センター内  024-584-2450

よってって亭 964－0938 二本松市 安達ヶ原4-100 0243-22-7474

ドノッセ 964－0073 二本松市 上葉木坂２－３ 0243-24-3101

道の駅｢安達｣智恵子の里 のぼり食堂 969－1511 二本松市 下川崎字上平33－1 0243-61-3100

さくらの郷 964-0301 二本松市 東新殿字平石田12-1 0243-68-4770

NPO法人コーヒータイム 964-0917 二本松市 本町2-3-1（市民交流センター内） 0243-24-8081

有限会社杉乃家 964-0917 二本松市 本町2-3-1（市民交流センター内） 0243-24-1215

道ナカ食堂 969－1402 二本松市 米沢字下川原田105－2 0243-24-9200

カフェ二本松 969－1402 二本松市 米沢字下川原田105-2 0243-24-9200

二本松ベーカリー（道の駅｢安達｣智恵子の里 下り線内） 969－1402 二本松市 米沢字下川原田105-2 0243-24-9200

イタリアンダイニング　バッカナーレ 964-0917 二本松市 本町2-167-5 0243-23-4563
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美ふじ 960-8042 福島市 荒町2-13 024-522-5222

笑楽庵 960-0201 福島市 飯坂町字旭町3 024-542-4326

ハーブキッチン　Rosmarino 960-0201 福島市 飯坂町字梍町41-9 024-542-6096

麺飯酒家　万来 960-0201 福島市 飯坂町字十綱町5 024-542-2969

そば処　どう楽 960-0231 福島市 飯坂町平野字西屋敷14-1 024-542-3891

手打ち中華そば　和屋（なごみや） 960-0231 福島市 飯坂町平野字原76－1 024-542-8383

茂庭ふるさと館　霧華亭 960-0271 福島市 飯坂町茂庭字清水川原21-2 024-571-7701

oncafe' moniwa 960-0271 福島市 飯坂町茂庭字中茂庭36 024-596-1433

oncafe' 960-0201 福島市 飯坂町湯沢26 024-542-3159

ルフラン 960-8117 福島市 入江町12－6イリエサウンズD1-1 024-531-5317

TayoRi Caf'e 960-8117 福島市 入江町10-17 024-535-6311

レストラン　ビアン 960-8117 福島市 入江町11-31 024-534-9877

南欧料理パストラル 960-8041 福島市 大町7-11 024-525-2245

ラーメンみそ伝大森店 960-1101 福島市 大森字唐橋73-1 024-545-2409

十割手打ちそば処　かわも乃茶屋 960-8204 福島市 岡部字川面64 024-535-5684

（有）鮨長パセオ通り店 960-8034 福島市 置賜町8-2 024-523-3627

麺や　うから家から 960-8034 福島市 置賜町8-37 024-529-6768

おぐら茶屋（御倉邸園内） 960-8064 福島市 御倉町1-78 090-1062-3015

ティールーム　ゼロ 960-8252 福島市 御山字一本木10-9 024-536-0883
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手打ちうどん　ももや 960-8021 福島市 霞町7-18 024-531-1027

まいどおおきに福島鎌田食堂 960-0102 福島市 鎌田字陳光1-5 024-553-0038

自家焙煎珈琲　じゃ豆 960-0102 福島市 鎌田字町55-10 024-553-0157

四季　魚菜草 960-1107 福島市 上鳥渡字山王65-7 024-593-3293

そば蔵 960-0113 福島市 北矢野目字原田東1-1 024-554-6751

フルーツピークス　福島南バイパス店 960-8153 福島市 黒岩字浅井18 024-544-7090

Ｂｉｓｔｒｏ　Ｐｅｔｔｉ　Ｂｏｎｈｅｕｒ　ビストロ　プチ　ボヌール 960-8153 福島市 黒岩字戸ノ内７ 024-539-5066

手打ちそば切り　胡々里庵 960-2262 福島市 在庭坂字栃清水12-16 024-591-5571

ドトールコーヒーショップエスパル福島店 960-8031 福島市 栄町1-1ｴｽﾊﾟﾙ福島1階 024-528-6083

珈琲グルメ 960-8031 福島市 栄町7-33錦ビル2F 024-523-4035

さく・ら・ぱん 960-2101 福島市 さくら3-2-1 024-593-4134

そば処　信玄 960-8057 福島市 笹木野字中西裏3-2 024-557-6508

支那そば　二階堂 960-0241 福島市 笹谷字稲場37-2 024-559-3272

トラットリア　Ｌａ　ＭｏＭｏ 960-0241 福島市 笹谷字上成出19－1 024-573-2488

そば処　遊里庵 960-0241 福島市 笹谷字塗谷地65 024-559-2924

ラパン・ドール 960-0241 福島市 笹谷成出西4-1 024-559-3220

ぷちろんど 960-8061 福島市 五月町1-15陽光社ﾋﾞﾙ1階 024-526-0556

ベリージェイ　エス・ドーラー 960-8234 福島市 山居70-4 024-535-8223

ピザ工房FARE 960-8032 福島市 陣場町5-15　１F 024-534-5801
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峰亀　曽根田店 960-8051 福島市 曽根田町3－33 024-534-4934

味処　みずほ 960-2152 福島市 土船中谷地48 024-593-2335

喫茶ハーモニー 960-2157 福島市 土湯温泉町字下ノ町9 024-595-2101

まるまつ　福島南店 960-8152 福島市 鳥谷野字天神16-1 024-546-2888

峰亀　成川店 960-1108 福島市 成川字土腐25－1 024-539-8839

満点とんかつ四季彩　野田町店 960-8055 福島市 野田町6-11 024-533-3377

そば懐石　すあん 960-8055 福島市 野田町字中ノ町40 024-558-9172

サリバン　浜田店 960-8107 福島市 浜田町9-16 024-563-7220

Fitness ＆ Café　Ｇ 960-8071 福島市 東中央三丁目17番地 024-535-7111

薬膳カレーの店　近藤 960-8157 福島市 蓬莱町6-20-1 024-549-1526

道の駅　つちゆロードパーク 960-1243 福島市 松川町水原字南沢41-2 0243-24-2148

武庵 960-0111 福島市 丸子字石名田24-11 024-553-1193

おうちそば紺野 960-8254 福島市 南沢又字北屋敷21-1 024-559-3308

ティールーム　木いちご 960-8254 福島市 南沢又字東谷地1－17 024(558)6133

イタリアンレストラン　ラ・フーガ 960-0112 福島市 南矢野目字新田1-12 024-553-3888

とんこつらぁめん　楽　北福島店 960-0112 福島市 南矢野目字古屋敷56-24 024-557-7711

ラーメンねぎっこ北福島店 960-0112 福島市 南矢野目字谷地70-1 024-559-0327

caf'e　スワン 960-0112 福島市 南矢野目字谷地67-7 024-558-8930

手作りパン　まちなか夢工房 960-8035 福島市 本町5-31 024-524-2230
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西欧風煮込み料理・チーズ料理　シェ・ル・ラグー 960-8002 福島市 森合町1-20 024-533-3033

Merci nord-est(メルシーーノードイースト） 960-8003 福島市 森合屋敷下1-9 024-563-6755

ミニストップ福島八木田店 960-8164 福島市 八木田字井戸上103 024-545-9071

中国料理　天辺 960-0684 福島市 早稲町6-3 024-524-3570

小舟の茶屋　くりや 960-8141 福島市 渡利字小舟62－6 024-521-5438

そば処　Ｑ庵 960-8141 福島市 渡利字薬師町124 024-522-8841

ラーメン　みそ壱　鎌田店  960-0102 福島市 鎌田字愛宕前22-1 024-531-1830 

モスバーガー福島鎌田店 960-0102 福島市 鎌田字一里塚9-11 024-553-9705

蕎麦游膳　阿部  960-0102 福島市 鎌田字卸町3-1 024-554-5831

和食美酒たつみ 960-8053 福島市 三河南町5-11 024-536-7577

手づくりねせびきうどん　里の坊 960-8166 福島市 仁井田字石塚37-1 024-545-2263 

レストラン風の谷 960-8115 福島市 清水町字北谷地16-1 024-548-0786

安達太良スカイレストラン 969-1158 本宮市 本宮字天ケ221 0243-33-1151

安達太良サービスエリア下り線　あだたら亭 969-1158 本宮市 本宮字平井228 0243-33-1250

麺や　ねぎ坊 969-1145 本宮市 本宮字葭ヶ入76-1 0243-33-1235


