
特典付き まち歩きカード 参加店一覧

店名 営業時間 定休日 住所 電話番号 紹介メッセージ

1 酒菜・そば厨房　咲くら
11：00～14：00
17:00～23：00

火曜日
（祝、祭日は営業）

二本松市若宮二丁目201番地2
0243-
22-0962

お昼はセットメニュー充実のお食事処。夜はゆったりくつろげる居酒屋。夜
は、お魚料理を中心に旬の食材を使った、おすすめメニューをお出ししてい
ます。二本松の日本酒と一緒にお試しください。

2 麵屋しん蔵
11：00～14：30
17：30～20：00
（スープがなくなり次第終了）

水曜日 二本松市根崎一丁目４６番地
0243-
24-6488

「ラーメンで二本松の町を活気づけたい！」との思いから2018年に開店。
一押しメニューの「田舎の醤油」は、木樽で醸造した醤油を使用し、あっさり
した味のスープの中に東北では馴染みの”あまじょっぱさ”が魅力です。

3 お食事処　翠々亭
11：00～14：00
夜は御予約のみ営業

日曜日　月曜日 二本松市竹田一丁目１４３番地
0243-
23-8751

三元豚（福島県産）を使用したロースとんかつや生姜焼きがおすすめ。アッ
トホームでくつろげる店内が自慢です。
ぜひ、ご来店をお待ちしております。

4 鮨富　（スシトミ） 11：00～21：30
火曜日
第3木曜日

二本松市若宮二丁目１５９番地１８
0243-
22-2166

地元で根強い人気を誇るお寿司屋さん。
こだわりの新鮮ネタ提供します。
平日ランチもおすすめです。

5
国田屋醸造
蔵カフェ 千の花

国田屋
9：00～18：00
千の花
11：00～14：00
15：00～18：00
日曜日は17：00

月曜日 二本松市竹田二丁目３０番地

国田屋
0243-
22-0108
千の花
0243-
24-7018

霞ヶ城址と智恵子の生家のちょうどまん中、国田屋は小さなみそ、しょうゆ
屋です。蔵を改装したカフェには、甘酒、ランチセットなど、身体にやさしい
メニューがいっぱいです。

6 御菓子司　玉家玉振堂

8：00～19：00
（日曜日8：00～18：00）
※冬期12月～2月　8：00～
18：00

月曜日 二本松市竹田一丁目７７番地
0243-
22-0455

玉家玉振堂は嘉永６年創業の老舗の和菓子屋です。和菓子の命である餡は
材料を吟味し、自社工場で製餡しています。新鮮な材料と伝統の技術を生
かし、豊かに作り上げた伝統の味を守り続けています。

7 大七酒造　(株) 8：30～16：30
土曜日・日曜日・
祝日

二本松市竹田一丁目６６番地
0243-
23-0007

最高級の日本酒をバリエーション豊かに取りそろえております。
明治の洋館風の広々とした落ち着いた店内でゆったりとお買い物をお楽し
みください。見学は事前予約で受けたまわっております。

8
イタリアンダイニング　バッカナー
レ

11：00～14：30
17：30～20：00

水曜日 二本松市本町二丁目１６７番地5
0243-
23-4563

二本松の隠れ屋的存在で市内唯一のイタリアンレストラン。
店内テラスより電車の走る様子が見られます。
ランチメニューも豊富で、前菜・ドリンク・デザートのついたセットもお得で
す。

9 (株)檜物屋酒造店 8：00～18：00 日曜日・祝日 二本松市松岡１７３番地
0243-
23-0164

明治7年創業の蔵元。地元二本松でこよなく愛されてきた地酒「千功成」醸
造元です。他ではなかなか手に入らない「千功成」、この機会にいかがで
しょうか。

10 めぐみ家
11：30～14：30
18：00～21：00

火曜日　不定休 二本松市若宮二丁目１５４番地５
0243-
24-8397

お魚料理をメインにした定食屋さん。
会津若松の旅館で総料理長経験のある店主が一品一品こだわり抜いた絶
品料理を提供しています。

11 やなぎや食堂 11：00～14：00 火曜日 二本松市本町二丁目７６番地
0243-
22-0372

明治四十年創業、二本松最古の食堂です。十割蕎麦、かつ丼、唐揚げ、ラー
メンなど。グーグルマップでメニューや臨時休業情報を掲載中です。どうぞ
ご覧ください。

12 麵処一凛花
11：00～21：00
（L.O）20：30

なし 二本松市槻木１１０番地２
0243-
22-2120

国道４号沿いにあるラーメン店。豚骨と鶏ガラからとった味わい深いスー
プに、秘伝の醬油ダレと、もっちりとした自家製麵のハーモニーをご揕能く
ださい。

13 奥の松酒蔵ギャラリー 10：00～17：00
当面の間　日曜定休
年末年始

二本松市長命６９番地２
0243-
22-3262

1716年創業。2022年全国新酒鑑評会金賞受賞など高い評価を受ける奥
の松酒造。
酒蔵ギャラリーでは季節限定の酒をはじめ、奥の松の商品を無料でご試飲
いただけます。
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14 九頭見菓子舖 9：00～18：00 水曜日 二本松市安達ヶ原二丁目７番地３
0243-
22-0080

安達ヶ原ふるさと村の向かいにあるお菓子屋です。人気は九頭見の黒玉、
ずんだまんじゅう、ピーナツっ子！季節のお菓子もありますので、ぜひお越
しください。

15
陽日の郷　あづま館
ゆいの一楽

11：00～13：30
（L.O）13：00

不定休（あづま館HPに掲載） 二本松市岳温泉一丁目５番地
0243-
24-2211

岳温泉　陽日の郷あづま館の中にある自然派ビュッフェ。
メイン料理5品から1品チョイス（メインは不定期で変更）その他、おばんざ
い、料理は食べ放題
食事をされた方は、入浴半額（1,000円⇒500円）

16
丘の暮らしと山の旅 CAFE &
STORE

10：00～18：00 不定休 二本松市岳温泉一丁目１０４番地 080-1490-1828
岳温泉街のお宿花かんざし内にR4年7月にオープンしたカフェ。常時10種
類ほどある「スペシャリティコーヒー」や、濃厚かつ柔らかな甘さが特徴の
「安達太良ミルクソフト」など、本当に美味しい物を揃えています。

17 佐藤物産館 9：00～18：00 水曜日 二本松市岳温泉一丁目１４番地
0243-
24-2504

四代目店主が元料理人の経験を生かし、オリジナル商品の開発にも力を入
れている岳温泉の土産物屋さん。
食感にこだわった「福島の温泉たまごとろんたま」をはじめ、地酒や各種お
土産を豊富に取り揃えております。

18 やまのパン屋しゃっぽ
10：00～18：00
7月8月は、19：00まで営業

火曜日
第4水曜日

二本松市馬場平１４６番地１４
0243-
24-2888

安達太良山の自然に囲まれたパン屋です。ほっとする時間を
お過ごし下さい。

19 ソースかつ丼　成駒

平日
11：30～14：00
土日
11：30～15：00
17：00～21：00

火曜日　水曜日 二本松市岳温泉一丁目１１５番地１
0243-
24-2412

昭和23年創業の老舗食事処。一番人気はボリューム満点の
ソースかつ丼‼二本松市長推奨のB級グルメ安達太良カツカレーも人気‼

20 ミンズヤード
11：00～18：00
（L.O.17：30）

水曜日 二本松市馬場平１２７番地２
0243-
24-3156

当店は、天然酵母と国産小麦粉を使用した生地が自慢のピザカフェです。
大自然に囲まれた落ち着きある空間でアツアツのピザをご賞味ください。

21 アトリエ・ド・ガトー 10：00～18：00
月曜日
(月曜日祝日の場合は翌火曜日)

二本松市油井字古屋敷３番地２３
0243-
22-5100

JR安達駅から徒歩すぐの場所にあるケーキ工房。素材と製法にこだわった
お菓子をお楽しみいただけます。ケーキはもちろん、手土産におすすめな焼
菓子もご用意しております。
購入したスイーツをその場でお召し上がりいただけいただけますので、お
気軽にお立ち寄りください。

22 SWEET HOUSE 10：00～19：00
不定休（ホームページ・SNS等に
て告知）

二本松市油井谷地８５番地５
0243-
23-2845

チョコレート、ケーキ、焼き菓子等を手作りにて製作販売しております。
お客様のご要望に沿った、バースデーケーキ（立体ケーキも出来ます）、記
念日ケーキのご予約も承ります。また、、工芸菓子、パン、和菓子等の製作も
承ります。

23 蕎麦音

11：00～14：30
（L.O.14:00）
17：00～20：30
（L.O.20:00）

火曜日
第3水曜日

二本松市油井字背戸谷地２０番地８
0243-
24-6160

会津坂下の契約農家から取り寄せている玄蕎麦を自家製粉し、毎朝そばを
打っています。蕎麦音の十割手打ちそばをぜひ一度ご賞味ください♪
そば粉で作るスイーツもお土産にもどうぞ！

24 とみや酒店 8：30～18：30 不定休 二本松市油井字八軒町56番地
0243-
22-0762

｢智恵子の生家｣近くにある酒店です。
数々の賞を受賞している二本松4つの蔵元から、選りすぐりの日本酒を取
り揃えております。

25 南屋 cake house Le M's 8：30～19：00
月曜日
（祝日の場合は翌日休み）

二本松市油井字漆原町３１番地
0243-
22-0038

｢智恵子の生家｣近くにある大正13年創業のお菓子屋。和･洋菓子どちらも
お楽しみいただけます。サクッとしっとり不思議な食感とクリームが奏でる
やさしい味…カラフルなマカロンハート型などが大人気です。
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