
３ 琉球ダイニングゆがふ 地図 B-2

ランチ・ソーキそば
通常600円（税込）➡ 特別価格 500円（税込）

提供時間 11:30～L.O13:30 

ソーキとは？スペアリブの先の軟骨付きの肉のこ
とです。じっくりと煮込んであるのでやわらかく
トロトロで美味しいです。

営業時間　11:30 ～ 14:00(LO13:30)
　　　　18:00 ～ 24:00(LO23:00)
定休日　水曜日
駐車場　有 (14 台 ) 共用

住所　白河市中町65 「楽蔵」内 ☎（0248）29-8439

13 彩旬彩香　寿美鈴 地図 B-2

海鮮丼
通常1,150円（税込）➡ 特別価格 1,000円（税込）

限定10食　提供時間 平日11:30～L.O13:30

当店で人気の「海鮮丼」を、限定にてご提供！
この機会にどうぞ！

営業時間　月～木 11:30 ～ 14:00
 17:30 ～ 21:30L.O
 金、土 17:30 ～ 22:30L.O
定休日　日曜日
駐車場　有(セントラルパーキング無料券)
住所　白河市大手町10-5 ☎（0248）21-5477

６ 御食事処 四季彩 柔 地図 B-2

海鮮丼＋ソフトドリンク
通常1,500円（税込）➡ 特別価格 1,000円（税込）

1日限定５食　提供時間 11：30～14：00

旬の海の幸をつかった、当店人気の海鮮丼。素材
の良さ、鮮度を活かすため、その日の仕入れによっ
て内容は異なります。

営業時間　11:30 ～ 14:00
 17:30 ～ 21:30L.O
定休日　木曜日
駐車場　有（４台）

住所　白河市中町24 ☎（0248）29-8456

７ えきかふぇ SHIRAKAWA 地図 C-2

ふわふわパンケーキ(ダブル)
通常680円（税込）➡ 特別価格 500円（税込）

1日限定5食 提供時間 14:00～18:00

当店で人気のふわふわパンケーキが今だけとって
もお得に食べられます。

営業時間　（12 月～ 2 月） 11:00 ～ 17:00
 （3 月～ 11 月） 11:00 ～ 18:00
定休日　不定休
駐車場　有（３台）

住所　白河市郭内222 ☎（0248）23-5530

８ カフェ・ド・タントゥ 地図 B-2

プレート・コーヒー・ケーキ
通常1,500円（税込）➡ 特別価格 1,000円（税込）

1日限定10食

プレートはいろんなおかずが入り、ライス or パ
ン、サラダ、スープ付きです。当店の特製半分ケー
キが付きます。

営業時間　11:00 ～ 20:00

定休日　なし

駐車場　有（９台）

住所　白河市大手町11-19 ☎（0248）27-1897

５ グリル銀座 地図 B-2

ナポリタン
通常580円（税込）➡ 特別価格 500円（税込）

1日限定15食

期間限定・特別価格にて提供致します。多くのお
客様に親しまれる定番のメニューです。

営業時間　11:30 ～ 14:30　　　　
　　　　17:30 ～ 20:00
定休日　木曜日
駐車場　有(セントラルパーキング無料券)

住所　白河市中町45 ☎（0248）23-2015

９ ヤング・オーレ 地図 A-2

焼き菓子詰合せ
通常650円（税込）➡ 特別価格 500円（税込）

ヤング・オーレの色々な焼き菓子が楽しめます。

営業時間　10:00～20:00
定休日　火曜日
 （最終火曜は営業）
駐車場　有 ( ４台 )

住所　白河市本町5 ☎（0248）22-8249

10 アビラ 地図 B-2

アビラ特製白河ラーメン
通常550円（税込）➡ 特別価格 500円（税込）

提供時間 11：00～14：00

創業から約 60 年、変わらず手づくりで丁寧に
作っている白河ラーメンです！

営業時間　昼 火～日　11:00 ～ 14:00
 夜 火～木　18:00 ～ 22:00

金、土　18:00 ～ 23:00
定休日　月曜日
駐車場　有 ( ２台 )
住所　白河市郭内39 ☎（0248）23-3002

11 Amusement Cafe JACK ＆ BETTY 地図 B-2

バッファローチキンウィング＆バドワイザー
通常1,300円（税込）➡ 特別価格 1,000円（税込）

提供時間 18:00～21:00

アメリカを代表するポピュラーな料理の一つ。
強い辛さから酒の肴として、お楽しみ下さい。
KING OF BEER バドワイザーと共に。

営業時間　17:00 ～ Last

定休日　月曜日

駐車場　無

住所　白河市郭内38 第7大成プラザ1F ☎（0248）27-1956

４ コミュニティ・カフェ　EMANON 地図 A-1

塙町産小麦粉のスコーンとコーヒー･ティーセット
通常730円（税込）➡ 特別価格 500円（税込）

塙町産の小麦と濃厚なバターをたっぷり使用した
スコーンは外はサクサク、中はしっとり。自慢の
コーヒーとどうぞ。

営業時間　12:00～20:30

定休日　水、木曜日

駐車場　有 ( はなすけ Parking)

住所　白河市本町9 ☎（0248）57-4067

店舗名 地図の座標

商　　品　　名

販　売　条　件

商　品　写　真

店　舗　写　真

商　品　Ｐ　Ｒ

営 業 時 間　 

定　休　日　

駐　車　場　

　住　　所　 電話番号　　　　

番号

お店のジャンルについて
■ピ ン ク 色 ➡ 飲食・喫茶
■オレンジ色 ➡ 菓子・惣菜
■紫　　　色 ➡ 生活用品・雑貨
■黄　緑　色 ➡ そ　の　他
■赤　　　色 ➡ 土　産　品
■緑　　　色 ➡ お　　　酒
■青　　　色 ➡ 美容・ファッション

12 お食事処　凜 地図 C-3

にんにくorしょうが焼き定食  小鉢・デザート付
通常1,300円（税込）➡ 特別価格 1,000円（税込）

1日限定10食

当店おすすめメニューのにんにく焼き定食に日替わ
り小鉢と、デザートを付けて提供致します。にんに
くが苦手な方にはしょうが焼きに変更可能です。

営業時間　11:00 ～ 14:00

定休日　日曜日

駐車場　有（10 台）

住所　白河市道場小路80-3 YMOビル１F ☎（0248）22-6771

14 田楽食堂 地図 D-1

ラーメン
通常550円（税込）➡ 特別価格 500円（税込）

「ご当地白河ラーメン」を 500 円で提供致します。

営業時間　11:00 ～ 15:00
 17:00 ～ 19:00
定休日　月曜日
駐車場　有（17 台）

住所　白河市田町92 ☎（0248）23-2007

１日限定10セット

１ モルトブォーノ 地図 B-2

生ウニのクリームソーススパゲッティ
通常1,080円（税込）➡ 特別価格 1,000円（税込）

提供時間 17:30～20:00

生ウニのまったり感に、アンチョビの芳醇な香り
とコク、白ワインの香りが溶け合って絶品の味に
なりました。

営業時間　11:30 ～ 14:00 　　　　　　　　
　　　　17:30 ～ 21:00
定休日　月曜日
駐車場　有 ( ５台 )

住所　白河市大手町10-10 ☎（0248）22-8353

２ ブラッスリー ラ・セゾン 地図 C-3

近藤農園トマトとバジルのパスタディナーセット
通常1,680円（税込）➡ 特別価格 1,500円（税込）

提供時間 17:30～20:30

白河市表郷、近藤農園産トマトを使用
したトマトソース。スープからデザー
トまで手作りの味をお楽しみ下さい。
営業時間　平日 11:00 ～ 16:00
　　　　　　 17:00 ～ 21:30
 土・日・祝 11:00 ～ 21:30
定休日　火曜日
駐車場　有（320台）共用
住所　白河市会津町1-17 コミネス１F ☎（0248）27-2387



24 漆器と陶器の専門店　あいづや 地図 B-3

朱　6.0一段重南天　名入れ付
通常1,500円（税込）➡ 特別価格 1,000円（税込）

１日限定5個

南天は難を転じると言われ縁起物です。年かさね
のお祝いに金文字名入れで大切な人の厄を払って
あげて下さい。

営業時間　９:00 ～ 17:30

定休日　日曜日

駐車場　有 ( ６台 )

住所　白河市中町73 ☎（0248）24-0083

37 ブティックまつい 地図 B-2

本革おしゃれポーチ(小)
通常3,024円（税込）➡ 特別価格 1,500円（税込）

期間中限定 10 個

小ぶりですが、中の仕切りが多くキーホルダーも
付いてます。

営業時間　 10:00 ～ 18:30

定休日　日曜日

駐車場　有 ( １台 )

住所　白河市大手町9-1 ☎（0248）23-2101

38 lulu nail ＆ eyelash 地図 B-3

甘皮のお手入れ
通常1,500円（税込）➡ 特別価格 1,000円（税込）

爪の形を整えて、甘皮周りの余分な皮膚をカット
し、表面をピカピカに磨いて仕上げます。プロの
技術を体験して下さい。

営業時間　10:00 ～ 17:30

定休日　日曜日

駐車場　無

住所　白河市中町68 藤ビル101 ☎080-5738-3131

16 山田パン 地図 A-1

自家製ラスク詰合せ
通常565円（税込）➡ 特別価格 500円（税込）

1日限定10セット

自家製食パン・フランスパンを使用したラスクで
す。3 種類の味をお楽しみ下さい。

営業時間　平日 8:00～18:00 
 土、祝日   8:00～17:00 
 日10:00～16:30
定休日　正月三が日
駐車場　有（３台）
住所　白河市本町55 ☎（0248）27-3330

　19 山木屋菓子店 地図 B-4

白河銘菓　黒煉羊羹
通常600円（税別）➡ 特別価格 500円（税込）

総数50本限定

黒あんまんじゅう用の黒糖あんを使った羊羹で
す。山木屋創業の味を特別価格であなたに！

営業時間　９:00～19:00

定休日　不定休

駐車場　無

住所　白河市天神町9 ☎（0248）23-2407

15 あづま豆腐店 地図 A-2

おからドーナツ 11個入り
通常550円（税込）➡ 特別価格 500円（税込）

期間中限定500個

健康に良いおからと豆乳を使った、甘さ控えめで
美味しいドーナツです。油も体にやさしいものを
使用しています。

営業時間　7:00 ～ 17:30

定休日　日曜日

駐車場　有 ( ２台 )

住所　白河市愛宕町39 ☎（0248）23-2351

18 冨士屋 地図 A-1

ワンコインdeスウィーツ天国
通常560円（税込）➡ 特別価格 500円（税込）

内容は日によって変わります。おたのしみに！

営業時間　10:00 ～ 18:00

定休日　日曜日

駐車場　有 ( ２台 )

住所　白河市年貢町22-1 ☎（0248）23-2557

25 筧製綿株式会社 地図 B-4

長座布団
通常1,800円（税込）➡ 特別価格 1,500円（税込）

柄は現状取扱いのもの

お布団やさんのフワフワ長座布団(60 ×110cm)。
自社工場で製造しているボリュームが自慢の長座
布団です。

営業時間　9:00 ～ 17:00

定休日　土、日、祝日

駐車場　有 ( ５台 )

住所　白河市昭和町145 ☎（0248）22-8181

（イメージ図）

17 野村屋 地図 B-3

アイスキャンデーしらかわんセット
通常560円（税込）➡ 特別価格 500円（税込）

人気のミルクキャンデーと定番を 5 本セットに。
暖かい部屋で冷たいアイスキャンデーがのどを潤
わせます。

営業時間　10:00 ～ 19:00

定休日　不定休

駐車場　有 ( ３台 )

住所　白河市中町69 ☎（0248）23-2601

21 大島屋蒟蒻店 地図 B-4

こんにゃくセット
通常520円（税込）➡ 特別価格 500円（税込）

古式バタ練り製法で練り上げられた蒟蒻です。蒟
蒻職人が 2 日かけて製造しています。

営業時間　11:00 ～ 20:00

定休日　月、火、水、木

駐車場　無

住所　白河市天神町6 ☎（0248）23-2704

22 からあげ屋 黒 地図 A-2

ももからあげ
通常600円（税込）➡ 特別価格 500円（税込）

１番人気のももからあげ！とてもやわらかく
ジューシーです。その他、甘辛揚げや伊鶏入りコ
ロッケも人気です。

営業時間　11:00 ～ 14:00
 16:00 ～ 19:30
定休日　火曜日
駐車場　有（14 台）共用

住所　白河市愛宕町45　楽蔵内 ☎（0248）21-9001

26 和雑貨　麻の葉 地図 B-2

しらかわん手ぬぐいの「ハンカチ」
通常540円（税込）➡ 特別価格 500円（税込）

白河市のご当地キャラ「しらかわん」をプリント
した手ぬぐいの半分サイズの「ハンカチ」です。
お土産用にもオススメ！

営業時間　10:00 ～ 17:00

定休日　水曜日

駐車場　有 (14 台 ) 共用

住所　白河市中町65 「楽蔵」内 ☎（0248）29-8630

28 のぐちフォート 地図 C-2

デジカメフォトプリント(Ｌ版・35枚セット)

通常1,398円（税込）➡ 特別価格 1,000円（税込）

お１人様につき、１日１回のサービス

高品質、スピード仕上げ。その他にも「大伸ばし
プリント 3 枚以上の特典あります。」( ６切～ワ
イド 4 切まで )

営業時間　９:30 ～ 18:00

定休日　日、祭日

駐車場　有 ( ４台 )

住所　白河市大手町3-10 ☎（0248）27-0679

29 ローソン白河駅前大手町店 地図 B-2

おやつごろ(お菓子)詰合せ
通常648円（税込）➡ 特別価格 500円（税込）

一日限定20セット

人気のスナックおやつ頃が６つ入っています。
その日によって中身が違います。お楽しみに！

営業時間　24 時間

定休日　なし

駐車場　有 (13 台 )

住所　白河市大手町12-4 ☎（0248）23-0063

30 佐川だるま製造所 地図 C-1

干支だるま(小) 「亥」
通常750円（税込）➡ 特別価格 500円（税込）

白河だるまの型を使って、製作した新しく迎える
年の干支の「亥」です。

営業時間　８:30 ～ 19:00

定休日　不定休

駐車場　有 ( ８台 )

住所　白河市横町81 ☎（0248）23-4239

27 金章堂印店 地図 A-1

シャチハタ朱肉40号
通常702円（税込）➡ 特別価格 500円（税込）

にじみの少ない鮮明な陰影 ( 携帯に便利な直径
40mm 丸型・蓋ネジ式 )
印鑑・ゴム印他、手掘り印鑑承ります。

営業時間　９:00 ～ 17:30

定休日　日、祝日

駐車場　有 ( ３台 )

住所　白河市年貢町10 ☎（0248）22-1544

20 菓子舗玉家 地図 A-1

烏羽玉・栗むし羊羹入り玉手箱
通常540円（税込）➡ 特別価格 500円（税込）

１日限定20個

当店一番のおすすめ烏羽玉 ( うばたま ) と、栗
がまるごと一粒入った栗蒸し羊羹のセットです。
HP有

営業時間　９:00 ～ 17:00

定休日　水曜日

駐車場　有 ( ２台 )

住所　白河市本町46 ☎（0248）23-2001

検索「白河市玉家」

31 ㈲白井酒店 地図 B-1

西日本豪雨被災者復興支援　純米大吟醸獺祭島耕作720ml
通常1,968円（税込）➡ 特別価格 1,500円（税込）

島耕作と獺祭がコラボし西日本豪雨の被害に前向
きに取り組んだ人気の一本です！

営業時間　9:00 ～ 21:00

定休日　日曜日

駐車場　有 ( ３台 )

住所　白河市中町42 ☎（0248）27-2203

限定５本

33 アルベルワインショップ 地図 B-1

シャトーペスキエ・テラス
通常1,750円（税込）➡ 特別価格 1,500円（税込）

フランスのボルドー、ブルゴーニュ、シャンパー
ニュを中心に、店内は室温 18℃湿度約 70％に
調整し、ベストな状態を保っています。

営業時間　9:30 ～ 18:30

定休日　日曜日(臨時休業あり)

駐車場　有 ( ４台 )

住所　白河市横町15-1 ☎（0248）23-8006

期間中限定12本

34 有賀酒店 地図 A-2

話題沸騰中！酒粕１㎏
通常540円（税込）➡ 特別価格 500円（税込）

今大ブーム！美容、健康に効果あり！酒屋がおす
すめする良質な酒粕です。

営業時間　8:00 ～ 21:00

定休日　日曜日

駐車場　有 ( ６台 )

住所　白河市大工町28 ☎（0248）23-2794

32 いせや君島商店 地図 A-4

奧の松　あだたら吟醸　720ml
通常1,080円（税込）➡ 特別価格 1,000円（税込）

世界最大規模のワイン品評会で日本酒部門のチャ
ンピオン酒。二本松市吟醸酒「奧の松あだたら吟
醸」

営業時間　8:00 ～ 19:00
定休日　日曜日
　　　　(祝日を除く)
駐車場　有 ( ３台 )

住所　白河市一番町17 ☎（0248）23-2223

期間中限定12本

23 Meat ＆ Delica とみやま 地図 B-1

ありがトンセット
通常562円（税込）➡ 特別価格 500円（税込）

限定無し！大量ご用命時は要連絡。

白河を一生懸命 PR してくれるしらかわんと、お
客様へ感謝の気持ちを込めたお得なトンカツ、ヒ
レカツセットです。

営業時間　10:00 ～ 19:00

定休日　日、祝日

駐車場　有 ( １台 )

住所　白河市本町北裏30 ☎（0248）23-2752

店舗名 地図の座標

商　　品　　名

販　売　条　件

商　品　写　真

店　舗　写　真

商　品　Ｐ　Ｒ

営 業 時 間　 

定　休　日　

駐　車　場　

　住　　所　 電話番号　　　　

番号

お店のジャンルについて
■ピ ン ク 色 ➡ 飲食・喫茶
■オレンジ色 ➡ 菓子・惣菜
■紫　　　色 ➡ 生活用品・雑貨
■黄　緑　色 ➡ そ　の　他
■赤　　　色 ➡ 土　産　品
■緑　　　色 ➡ お　　　酒
■青　　　色 ➡ 美容・ファッション

36 手芸用品・化粧品店 こまものや 地図 B-2

布製バックセール(期間限定)
通常2,500円（税込）➡ 特別価格 1,500円（税込）

期間中限定 18 個

当店人気の布製バッグを期間限定で大幅値下げ、
色柄いろいろ、大きさもいろいろ均一価格でご用
意。ご来店をお待ちしてます。

営業時間　   ９:00 ～ 18:30

定休日　無休

駐車場　有(セントラルパーキング無料券)

住所　白河市大手町7-5 ☎（0248）23-3269

35 緑川呉服店 地図 A-1

カラーバスタオル
通常1,000円（税込）➡ 特別価格 500円（税込）

１日５個限定

毎日使うバスタオルを特別価格で !!
みなさんに喜んでいただけるように !!

営業時間　８:30 ～ 19:30

定休日　第２、４木曜日

駐車場　有 ( ３台 )

住所　白河市年貢町5 ☎（0248）23-3355


