
1 和食 日本料理　楓 白河市中町65-1 57-4716

2 和食 旅館　大黒屋 西郷村大字真舩字寺平一番地 36-2301

3 和食 梅寿 白河市新蔵町6-1 23-2493

4 和食 廻鮮寿司　八千代　※8月中旬から利用可能 白河市東小丸山92 22-1756

5 和食 おむすび　たさぶろう 白河市十三原道上3-18 21-6555

6 洋食 レストラン　千草屋 白河市豊地大谷地9 22-3363

7 洋食 レストラン二光 白河市向新蔵44-1 23-2230

8 中華 王王楼 白河市立石105-1 22-1979

9 中華 赤門新館　 西郷村石塚北30 22-8855

10 麺類 櫓 白河市新白河１－１７７ 24-0089

11 麺類 新駒本店 白河市老久保88-1 23-2211

12 居酒屋 つぼ八　新白河店 白河市高山72-1 23-2288

13 居酒屋 だいにんぐ膳 白河市高山72-1 24-0565

14 居酒屋 のみくい処　やまだや 白河市昭和町226-1 22-8774

15 居酒屋 ダイニングはなたれ 白河市新白河3丁目54-3　ウイングＩＡ号室 27-3801

16 居酒屋 串亭 白河市新白河3-31ニュープリンス11号 24-3788

17 居酒屋 和風居酒屋　かどや 白河市新白河2丁目46-2 22-5227

18 居酒屋 海鮮居酒屋　美国 白河市新白河3-123 23-0392

19 スナック 月のあかり 白河市新白河1-141 23-1141

20 焼肉 焼肉天心 白河市新白河3-19 22-7730

21 焼肉 炭火焼肉　牛楽　 白河市新白河2-131 24-1223

22 その他 鹿島ガーデンヴィラ 白河市北中川原55 22-8100

　

No ジャンル 店舗名 住所 電話番号

１枚１，１００円の取扱店(プレミアム率10％）

法人事業者は１，１００円、個人事業者は１，２００円の取扱いとなります。

がんばる地元の飲食店応援券 取扱店一覧（令和２年8月7日現在61店）
新型コロナウイルス感染症の影響で利用が大幅に落ち込んでいる飲食店を応援するため、購入したお店でのみ使える

プレミアム付前払利用券を発行します。応援したい飲食店で利用券を購入し、皆さんで応援しよう！

福島県飲食店応援プレミアム付前払利用券事業
おらほ エール

http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/日本料理　楓/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/旅館　大黒屋/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/梅寿/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/おむすび　たさぶろう/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/レストラン　千草屋/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/レストラン二光/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/王王楼/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/赤門/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/白河うどんマーケット%e3%80%80櫓/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/新駒本店/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/つぼ八%e3%80%80新白河店/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/だいにんぐ膳/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/のみくい処　やまだや/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/ダイニングはなたれ/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/串亭/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/新白河かどや/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/海鮮居酒屋%e3%80%80美国/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/月のあかり/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/米沢牛焼肉%e3%80%80天心/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/炭火焼肉%e3%80%80牛楽/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/鹿島ガーデンヴィラ/


　
がんばる地元の飲食店応援券 取扱店一覧（令和２年8月7日現在61店）

新型コロナウイルス感染症の影響で利用が大幅に落ち込んでいる飲食店を応援するため、購入したお店でのみ使える

プレミアム付前払利用券を発行します。応援したい飲食店で利用券を購入し、皆さんで応援しよう！

福島県飲食店応援プレミアム付前払利用券事業
おらほ エール

23 和食 食堂　みやた 白河市新蔵町8 23-2241

24 和食 料理屋　こうりんぼう 白河市新白河1-160 23-4577

25 和食 割烹　川亀 白河市南町66 23-2654

26 和食 四季彩　柔 白河市中町24 29-8456

27 和食 双葉寿司　　※取扱終了 白河市南登り町75 22-6871

28 和食 白河料亭　花文 白河市池下裏137 22-0165

29 洋食 ブラッスリーラ・セゾン 白河市会津町1-17白河文化交流館1Ｆ 27-2387

30 洋食 CAFE&DINING GRACE 白河市新高山46-1 27-8032

31 洋食 kitchen dining iitte-micca 白河市池下25-1 21-5955

32 洋食 リールブロス 白河市登町24やまと乃長屋七番館 050-5217-3290

33 洋食 レストラン　プラネット 白河市北堀切30-10 23-5395

34 洋食 カフェド・タントゥ 白河市大手町11-19 27-1897

35 洋食 MUNAKATA 白河市郭内1-168 23-2134

36 お弁当 夢の照す 白河市本町2　マイタウン白河Ｂ1Ｆ 090-4048-0666

37 お弁当 弁当　マイルド 白河市道場町25 22-9293

38 麺類 そば処　丸八 昭和町262-2 23-2650

39 麺類 麵屋　雅宗 白河市結城63 070-2158-9716

40 麺類 麵屋　金蔵 白河市大桜岡前110-3 24-8300

41 麺類 大竹屋 白河市本町3-6 23-3773

42 麺類 そば処　茶園 白河市池下142-3 27-7100

43 麺類 そば処　大福家 白河市大手町2-2 23-3021

44 麺類 ラーメン　やたべ 旗宿広表74-1 32-2007

45 麺類 かこい食堂 鬼越45-5 24-7380

46 麺類 三峯屋 登町24やまと乃長屋一番館 080-6010-1184

47 居酒屋 手打ち蕎麦　和楽 白河市新白河1-172 22-3225

48 居酒屋 CARIBOO 白河市中町42 21-9333

49 居酒屋 カフェバール茶房瑠 白河市中町67 21-9172

50 居酒屋 ほらふきや 白河市北堀切30-2-101 27-6115

51 居酒屋 彩旬彩香　寿美鈴 白河市大手町10-5竹ビル1F 21-5477

52 居酒屋 からあげ屋　黒 白河市愛宕町45 21-9001

53 居酒屋 呑み屋　ほの字 白河市愛宕町45 21-8383

54 居酒屋 美酒・鮮菜　Haru 新白河2-61 27-5120

55 居酒屋 大衆割烹　みこし 白河市郭内11-27 22-1987

56 スナック EDEN 白河市高山74　ブルックハウスA

57 その他 荻原屋 白河市五郎窪40番地 23-3679

58 その他 Crape Miｍi 白河市登町24番地やまと乃長屋二番館 21-5570

59 その他 Carino 白河市道場小路96-5　白河市立図書館内 080-9639-0141

60 その他 ランプカフェ 白河市五郎窪38-1 29-8170

61 その他 ブルーミングカフェ 白河市北真舟25-2 21-7345

１枚１，２００円の取扱店(プレミアム率２0％）

No ジャンル 店舗名 住所 電話番号

http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/食堂%e3%80%80みやた/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/料理屋　こうりんぼう/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/川亀/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/四季彩%e3%80%80柔/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/双葉寿司/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/双葉寿司/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/白河料亭花文/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/ブラッスリーラセゾン/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/cafedining%e3%80%80grace/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/kitchen-dining-iitte-micca%ef%bc%88イッテミッカ%ef%bc%89/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/リールブロス/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/プラネット/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/cafe-de-tante%ef%bc%88タントゥ%ef%bc%89/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/munakata（ムナカタ）/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/夢の照らす/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/弁当%e3%80%80マイルド/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/そば処%e3%80%80丸八/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/麺屋　雅宗/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/麺屋%e3%80%80きんぞう/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/大竹屋/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/そば処　茶園/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/蕎麦処%e3%80%80大福家/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/ラーメンやたべ/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/かこい食堂/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/%e6%89%8b%e6%89%93%e3%81%a1%e3%81%9d%e3%81%b0%e3%80%80%e4%b8%89%e5%b3%af%e5%b1%8b/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/手打ち蕎麦%e3%80%80和楽/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/cariboo/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/カフェバール茶房瑠/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/ほらふきや/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/彩旬彩香　寿美鈴/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/からあげ屋%e3%80%80黒/
呑み屋　ほの字
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/美酒・鮮菜haru/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/大衆割烹みこし/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/荻原屋/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/crape-mimi/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/carino/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/ランプカフェ/

