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この度は「 ぶ ら り 須 賀 川 食 巡 り 」をご覧いただきありがとうございます。
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このガイドブックに掲載されているお店は、左記団体がおすすめするお店です。
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須賀川で飲食店や宿をお探しの際には、迷わずこの一冊をご利用ください。
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51 黒毛和牛 縁 ー Eｎー
松明通り

２ 割烹 萩の井

翠ヶ丘公園

1

26 四季酒菜庵 魚徳
82 スナック 鶴

92 恵び寿屋菓子店

千用寺

神炊館
神社

21 吟醸料理・酒 ゆめぜん
111 ホテルウィング
インターナショナル須賀川

116 グランシア須賀川

31 須賀川 kitchen あぐり
35 美酒佳肴 梟

東邦銀行
市民交流
センター

至R４号

73 レストラン＆パーラー 和蘭丹
５ 日本料理 智泉

十念寺

84 スナック 木蓮

27 酒肴 旭屋

須賀川税務署

95 くまたぱん本舗

54 蕎麦・うどん 大黒亭
109 井桁屋本舗

17 居酒屋
四季あかり

須賀川 ◎
市役所

63 中華 朋絢
大東
銀行

29 旬肴旬菜 幸村

中央公民館
図書館

軒の栗
庭園

99 千成菓子店

75 Café とまり木

94 かみしめ屋

東北本線

福島県
県中保健所

42 やきとり オノヤ

JA夢みなみ
本店

妙見
公園

100 玉木屋本舗
南町 〶
郵便局

労働基準
監督署

10 Sushi＆Grill あづま

４ 日本料理 時田

ハローワーク
須賀川

105 パン工房 ふるかわ

3

至石川

勝誓寺

118

89 鹿鳴館

107 ベーカリーカフェ
アンジュール

64 松屋ダイニング 龍皇

15 鮨佳

19 居楽屋 ＳＹＵＺＥＮ あかし

62 チャイニーズレストラン
とん珍

25 四季彩 和の花

須賀川
商工会議所

80 ａｓｉａｎ

結の辻

８ 日本料理 利休

3

2

33 天祥かぶら

41 焼き鳥 とり峰
40 日比谷
鳥こまち

32 だんまや水産
須賀川店

五老山

71 ダルジャン

39 とりや 芋蔵

87 ミステリオ

66 中華そば 香伏
22 くい処 のみ処 やま田

79 Aivy
86 PUB COLORS
90 Club Ciel

28 酒房 北の酒膳

中町郵便局
〶

妙林寺

７ 和食ダイニング 和可松
112 ホテルサンルート須賀川

37 料理店 港

須賀川信用金庫
二階堂
神社

須賀川市立
博物館

70 オールデイダイニング ＫＡＩ
113 ホテル 虎屋

Z
85 スナック Y’
保健
センター

78 BAR Modern 長松院

須賀川
警察署

117 法事専門店 須賀川法要館
１ 割烹 万松

常陽銀行

83 スナック believe

65 かまや食堂

72 マンマ 鎌倉屋

福島県商工
信用組合

20 魚鮮水産 須賀川店

106 ブランジェリー
マルジュー

2

N

ミニストップ

普應寺
福島県
労働金庫

至R49号

至須賀川駅

〶
須賀川
郵便局

武道館

こだわりやま 須賀川店
Dining Bar ＡＮＲＩ
スナック ocean
ＭOＭO

23
76
81
88

30 食彩 仁

1

L

長禄寺

東北電力

至118号バイパス

8

※

：有料駐車場

9

N

O

P

西袋周辺MAP

至郡山

GS

セブンイレブン

至長沼

６ 和洋亭 楽らく

1

69 ラーメン 一本松

53 焼肉レストラン 天山

西袋第一
小学校

101 夢・菓子工房
かめまん

須賀川
桐陽高校
三万石

３ 季節料理 なじみ
東北本線

東北自動車道

43 道とん堀
須賀川店
52 焼肉・牛たん 五徳

須賀川IC

38 和風ダイニング
どんどん 丸田店

須賀川市
文化センター

61 ニュー芭蕉苑

須賀川
病院

2

ファミリー
マート

伝右衛門
はちみつサイダー

須賀川市立
第一小学校

3

至白河

ふりかえると坂道がほほえむ

市
賀 川
県 須
福 島

須 賀 川 は 坂 の 多 い ま ち で す。
「馬の背」と呼ばれるまちの界
隈を歩けば、
上り下りの路地
い ろ い ろ。ふ と 足 を 休 め て
見渡せば、昔ながらの商家や
由緒ある神社仏閣、あるいは
新たな時代の個性的な建物
などが軒を連ね、道行く人を見守っています。
かつて奥州街道有数の宿場町として、諸国の旅人を迎
え入れてきた須賀川の懐は今なお深く、訪れる人の心
を変わらぬやさしさで包んでくれるのです。ぶらり
坂道 馬の背の街
－歴史と、人情と、
味わい深い文化
を訪れて、すかがわまちなか歩きをしてみませんか。

道

らり坂
馬の背の街

すかがわ

時雨塚の坂

マップ片手に散歩へ
出かけませんか？
すかがわ坂物語まちなかマップ
10

お問い
合せ先

須賀川ふるさと創生倶楽部合同会社
須賀川市花岡34-2 須賀川市産業会館内

TEL0248-72-1020

4

ダイユーエイト

庵坂

「すかＱ」

デニーズ

67 ラーメン一番 影沼店

ぶ

きゅうりの焼酎

消防署

ローソン

3

伝右衛門
はちみつ
のど飴

48 炙り焼き
丸高精肉店

56 そば処 いげた
須賀川
アリーナ

須賀川駅

カワチ

58 蕎麦屋 藤田
はたけんぼ P60

1

純米吟醸酒「銀牡丹」

ヨークベニマル

須賀川ふるさと創生倶楽部
オリジナル商品
純米原酒「寿香川誉」

36 養老乃瀧
須賀川西川店
16 鰻 ゑびや

2

N

24 小料理 椛

岩瀬の渡し坂

舘の坂

お問い合せ

■ 須賀川商工会議所
〒962-0844 福島県須賀川市東町59-25
TEL.0248-76-2124 FAX.0248-76-2127

フェイスブック・ツイッターで
福島空港の最新のお得な情報や
イベント情報を発信中!

facebook.com/fas1650

@2011_fas

株式会社 福島エアポートサービス
福島空港店

石川郡玉川村北須釜字鎺田21

MAP

岩瀬病院店

須賀川市北町20

MAP

TEL 0247-57-1650 FAX 0247-57-1500 E-3

TEL 0248-75-7085 FAX 0248-75-7085 H-5

11

割烹 万松

MAP

須 飲 料 L-1

２

割烹 萩の井

MAP

須 料 L-1

「夏涼しく、冬暖かく」といったおもて
なしの心を大切に、四季折々の旬の味を
落ちついたお座敷で、ぞんぶんに味わっ
ていただきたいと思います。また、お祝
事や法事等の仕出し料理も承ります。
懐石料理 5 , 0 0 0 円（税別）より。

須賀川市上北町85
℡ 0248-73-2641 ℻ 0248-73-4433

３

日本料理・寿司・うなぎ

日本料理・寿司・うなぎ

１

11：00～14：00、17：00～22：00
※完全予約制
駐 ７台
営

季節料理 なじみ

MAP

須 飲 O-2
昼は食堂、ＰＭ４：00からは居酒屋とな
ります。お気軽にお越しください。
（予約不要）
コース料理は予約制になります。飲み放題
付き（２時間）¥3,500～承ります。
ご家族連れ大歓迎です。お食事のみも可。

おすすめメニュー
●牛すじ丼 ･････････････････ 850円
●牛すじ入りラーメン ･･････ 850円
●白もつ炒め定食 ･･････････ 700円
●生ビール（中） ･･････････ 450円

おすすめメニュー
●平日限定おすすめランチ ･････････････ 季節により金額が違います
●昼のミニ会席 ････････････････････････････････････ 2,700円
●昼の花籠弁当 ････････････････････････････････････ 2,160円
●松花堂弁当 ･･････････････････････････････････････ 1,620円～
●会席料理 ････････････････････････････････････････ 4,320円～
●仕出し各種（弁当、パック、会席料理） ･･･････ ご相談に応じます
●オードブル料理 ･･････････････････････ ４～５人盛 6,480円～

須賀川市岡東町87
℡ 0248-76-2900
URL https://kiseturyouri-najimi.jimdo.com/

４

12

昼 11：30～14：00
夜 17：00～21：00
休 不定休
駐 15台
営

休

日本料理 時田

MAP

須 飲 M-3
季節の素材を生かした料理と釜めしが人
気の店です。注文を受けてから炊く釜め
しは待ってでも食べる価値アリですよ。
おいしい釜めしで、心も体もホカホカに
なってください。各種仕出し料理・ご宴
会もご予約承り中です。

四季折々の旬の味覚を存分に楽しめる日
本料理店。大切な方々や気の合う仲間た
ちと過ごすひとときを心ゆくまでお楽し
みいただけますよう、「一期一会のおも
てなし」のこころで皆様をお迎えいたし
ます。
尚、完全個室となりますので、万松なら
ではのプライベート空間の中でのお食事
をお楽しみください。ママ友会、女子会
等にもご利用できます。
ご予算に応じた料理等もございますので
お問い合わせください。

須賀川市宮先町75
℡ 0248-73-2394 ℻ 0248-73-2210
URL https://manmatsu.com

11：30～22：30
日曜日
駐 ８台
営

おすすめメニュー（税別）
●釜めし各種 ･･････････ 1,000円～
●定食各種 ････････････ 1,000円～
●うな重 ･･････････････ 3,000円
●まぐろ丼 ････････････ 1,800円
●幕の内弁当（配達可）･･ 1,000円～
●ランチ（11時～14時）･･ 800円～

須賀川市旭町92
℡ 0248-76-0893 ℻ 0248-76-0496

11：00～14：00、17：00～
月曜日
駐 10台
営
休

13

日本料理 智泉

MAP

須 飲 料 L-2

７

和食ダイニング 和可松

MAP

須 飲 L-2

日本料理・寿司・うなぎ

日本料理・寿司・うなぎ

５

各種ご法要、ご宴会は３０名様までご利
用いただけます。
京都の老舗で長年修行した料理人が腕を
ふるうお料理をお楽しみください。

おすすめメニュー
●単品料理各種多数あり
●コース料理 ･･････････ 3,240円～
※その他、お気軽にご連絡ください。

須賀川市加治町６-７
℡ 0248-76-6035 ℻ 0248-76-6035
駐 ５台 ※他もあり

６

営
休

17：30～23：00
日曜日 ※月曜が祝日の場合は日曜営業
月曜休み

和洋亭 楽らく

MAP

須 飲 O-1

おすすめメニュー
こだわりのメニューに合うお酒も充実ラインナップ。
「今月のおすすめ日本酒」も月替わりでご用意しております。
●ランチおすすめメニュー
若菜膳 ････････････････････････････････････････････1,650円
和可松弁当 ････････････････････････････････････････1,080円
海鮮丼 ････････････････････････････････････････････1,080円
●ディナーおすすめメニュー
和食コース（６品） ････････････････････････････････3,240円
和洋コース（７品） ････････････････････････････････3,780円
和食コース（８品） ････････････････････････････････4,320円
その他一品物も多数ご用意致しております

店内の雰囲気も大切にしながら、和食、洋
食を組み合わせ、お客様の体が喜ぶメニュ
ーをご用意しています。ランチ、夜の宴会
３０名様位まで対応しています。お料理は
居酒屋風の単品メニュー、コース料理など
季節の食材を取り入れて居ります。

「白」と「黒」
それぞれコンセプトの違った２つの顔を
合わせ持つ、こだわりの店内。
伝統的な和会席とオーソドックスなフレ
ンチをベースに、素材にこだわった自由
な発想の料理でお客様の素敵なひととき
を演出致します。
女性お一人でも気軽に入れる、居心地の
いい大人の雰囲気！

おすすめメニュー（税別）
●バランス定食（食材30品） 1,000円
●海鮮弁当 ･･････････････ 1,000円
●和洋膳 ････････････････ 2,000円
●晩酌セット ････････････ 1,200円
●楽らくアヒージョ ････････ 500円
●生春巻 ･･････････････････ 500円

須賀川市北山寺町247
℡ 0248-72-1855 ℻ 0248-72-1855
14

11：30～14：00（L.O）、17：30～22：00（L.O）
日曜日、月曜日（御宴会応相談）
駐 15台
営
休

須賀川市加治町５
℡ 0248-76-3333 ℻ 0248-76-3339

11：30～14：30
17：00～23：00
休 無休
駐 77台
営

15

日本料理 利休

MAP

須 L-2

10

Sushi＆Grill あづま

MAP

須 社 L-3

日本料理・寿司・うなぎ

日本料理・寿司・うなぎ

８

福島県産はもとより全国各地の新鮮な魚介、野菜、肉を
使用し、和食の基本を守りつつも、あらゆる調理法を用
いて感性豊かな創作料理を提供いたします。温もりあ
ふれる店内は、お一人でも気軽に立ち寄れる割烹スタ
イルのカウンターが人気です。寛ぎのテーブル席は４
名様から最大10名様までご利用いただけます。

おすすめメニュー（税別）
本日のおすすめアラカルトメニュー
あります。
利休コース（予約） ･･･ 4,000円～
当日、その他コースあります。
お気軽にご連絡ください。
福島県の日本酒各種ご用意しております。

須賀川市本町５-３
℡ 0248-75-6700
駐 ６台

９

11：00～14：00 ※なくなり次第終了
17：30～22：00
休 日曜日・不定休あり
営

回転すし まぐろ亭 須賀川店

MAP

須 D-2

地元商店街の少し奥まった場所に位置し
本格握り寿司と新鮮な旬の刺身、創作料
理が味わえます。キッズルーム、掘りご
たつ座敷など、色々な個室を完備してま
す。宴会、御法要にもお使いいただいて
おります。バス送迎ございます。

いらっしゃいませ！ 新鮮な旬の魚を仕
入れ鮮度のたかい、ネタの大きいお寿司
を提供しています。そして自家製厚焼玉
子はまぐろ亭自慢のおすすめです。おい
しいお寿司を召しあがりにおいでくださ
い。

おすすめメニュー（税別）
●極上生寿司 ･･････････ 3,000円
●上生寿司 ････････････ 1,700円
●海鮮丼 ･･････････････ 1,500円
●近江牛ステーキ ･･････ 2,000円
●たらば蟹焼 ･･････････ 2,000円
●旬の焼き魚 ････････････ 700円～
●ランチメニュー ････････ 700円～
●おまかせコース ･･････ 3,000円～

おすすめメニュー
●まぐろ尽くし（４貫・１皿）600円
●北海三昧（３貫・１皿） ･･ 600円
●自家製厚焼玉子（１皿） ･･ 151円
●平日ランチ（11：00～14：00）
ちらし丼・まぐろ丼・にぎり皿各1,000円
●おみやげセット各種承ります。

須賀川市仲の町59
℡ 0248-63-9220 ℻ 0248-63-9221
16

11：00～22：00
不定休
駐 50台
営
休

須賀川市馬町108
℡ 0248-75-6274 ℻ 0248-76-0990
URL http://sukagawa-azuma.com

11：30～14：30、18：00～23：00
不定休
駐 20台
営
休

17

川東寿司幸

MAP

大 J-4

14

ちから寿し

MAP

長 A-2

新鮮な魚貝類を使った県内随一のボリュ
ーム満点の寿司が特徴です。目立つ赤い
看板車両で配達も迅速にお届けします。
御祝い、御法要等の仕出し料理も様々な
御要望に対応しています。豪快バラちら
しも喜ばれています。

おすすめメニュー

日本料理・寿司・うなぎ

日本料理・寿司・うなぎ

11

●寿司幸特製豪快バラちらし 3,300円～
●特上にぎり ･･････････ 2,200円
●上ちらし ････････････ 1,600円
●鮭といくらの親子丼 ･･ 1,500円
●本格懐石膳 ･･････････ 4,500円～
●お弁当各種 ･････････････応相談

須賀川市小作田字足原内22-２
℡ 0248-79-3218 ℻ 0248-79-3218

12

11：00～21：00
不定休
駐 20台
営
休

すし観（寿志・料理 観）

MAP

岩 B-1

へい！ いらっしゃい！
旧岩瀬村のすし観です。市場と産直仕入れ
の旨い魚でにぎる寿司は最高です。また、
具沢山の「海鮮生ちらし」や「名代 京ち
らし」（写真）もどうぞお召し上がりくだ
さい。お気軽にどうぞ！ ※送迎あり

おすすめメニュー
●名代 京ちらし ･･････････ 750円
●生寿司にぎり ････････ 1,100円～
●海鮮生ちらし ････････ 1,200円～
●ランチ（寿司とそばセット）800円～
●大皿華ちらし ････････ 3,500円
●須賀川かっぱ麺 ･････････ 850円

須賀川市今泉字上鶴51-２
℡ 0248-65-2995 ℻ 0248-65-3001

13

10：00～22：00
月曜日（祝祭日の場合は営業）
駐 15台
営
休

鮨峰月（すしほうげつ）

MAP

須 E-2

近海鮮魚と本まぐろを中心に長沼十割手
打ちそばなども取り揃え、家族との会食
や会社での接待、または御祝い・法事等
の御会食にも御利用いただけます。送迎
等は大型・中型・小型の車両を完備し、
お客さまの笑顔作りのお手伝いを考えて
います。

生鮨をはじめ、甘く煮たかんぴょう、玉
子焼、おぼろきゅうりの入った太巻きも
人気があります。皆様のご来店をお待ち
しております。

須賀川市和田字作ノ内38-２
℡ 0248-76-8088
18

おすすめメニュー

おすすめメニュー

●上生鮨 ････････････････ 1,512円
●上生ちらし ････････････ 1,620円
●エビの押し鮨 ･･････････ 1,404円
●太巻鮨 ･･････････････････ 864円
●五目ちらし ･･････････････ 756円
●和鮨 ････････････････････ 648円

●特上寿司 ･･････････････ 2,900円
●上寿司 ････････････････ 1,900円
●海鮮ランチ（本鮪トロ握り付）1,500円
●まぐろ丼ランチ ･･････････ 900円
●上寿司夜セット ････････ 2,700円
●長沼十割手打ちそば ･･････ 850円

11：00～21：00
水曜日
駐 ５台
営
休

須賀川市長沼字金町32
℡ 0248-67-2623 ℻ 0248-67-2634

11：00～22：00
不定休
駐 30台
営
休

19

鮨佳

MAP

須 M-2

17

居酒屋 四季あかり

16

MAP

L-2

おすすめメニュー

おすすめメニュー

●特選寿司 ･･････････････ 3,240円
●スペシャルランチ ･･････ 1,404円
●にぎりランチ ････････････ 972円
●海鮮丼ランチ ･･････････ 1,080円
●特海鮮丼 ･･････････････ 3,240円

●あかりの生地なしトロ～りピザ 550円
●プルットロ豚の角煮 ････ 550円
●飲放題込宴会コース（5名様～） 3,500円～
●季節の鮮魚刺身（盛り合わせ有） 550円～
●とってもジャンボなお好焼豚玉 750円
●ボリューム満点ワンコインランチ500円～

11：00～14：00、17：00～22：00
不定休
駐 10台
営
休

鰻 ゑびや

MAP

須 料 O-1

須賀川市本町１-２
℡ 0248-76-8882

18

平 日 11：30～13：30、17：30～22：30
土日祝 17：30～22：30（ランチ休み）
休 不定休
駐 ３台
営

一品料理 五月

うなぎ専門店
和の空間で、白焼き、蒲焼き、肝焼きを
ご賞味ください。

須賀川市山寺町46
℡ 0248-76-6666 ℻ 0248-73-2275

須賀川社交料飲業組合
青年部ぼたん会会員

明治のなごりを残す蔵。そのものの持ち
味。ゆったりとした時間へタイムスリッ
プ！ おいしいお酒と料理で仲間や家族
で和気あいあいで、過ごしませんか！
２階貸し切り２５名様迄。女性特典多数
あり！ ご予算にも応じます！

新鮮なネタを毎日仕入れして、お客様に
ご満足いただきますように心がけて商い
をしております。シャリとネタのバラン
スのとれた寿司をご賞味くださいませ。
店主のおすすめはすべておいしいと思っ
てください。よろしく。

須賀川市東町62-９
℡ 0248-76-2541 ℻ 0248-72-5757

社

MAP

須 社 H-4

田舎料理を中心に、季節の“魚”や“野菜”
など手作りのあったかいお料理をお楽し
みいただけます。
壺酒などおいしいお酒も取り揃えており
ますので、ぜひお試しください。
お一人でも気軽に飲めるお店です。

おすすめメニュー

おすすめメニュー

●うなぎ御膳 ･･････････ 4,500円
●うな重 ･･････････････ 2,100円～
●蒲焼膳・白焼膳 ･･････ 3,500円
●石焼まぶし（季節限定） 3,200円～
●大蒲焼・白焼 ････････ 2,900円
●銘冷酒・銘焼酎 ････････ 450円～

●刺身各種 ･･････････････ 600円～
●鍋物各種 ･･････････････ 600円～
●焼魚各種 ･･････････････ 500円～
●煮物 ･･････････････････ 400円～
●揚物各種 ･･････････････ 600円～
●おしんこ ･･････････････ 400円

11：00～14：00、17：00～20：00
水曜日
駐 ６台
営
休

居酒屋・焼き鳥・お好み焼き

日本料理・寿司・うなぎ

15

須賀川市栄町150-１
℡ 0248-76-5980

19

17：00～24：00
日曜日
駐 １台
営
休

居楽屋 SYUZEN あかし

MAP

須 飲 社 L-3

福島県ブランド認証の“川俣シャモ”を
使った創作料理を始め、焼き鳥や新鮮な
お刺身、旬の食材をご用意しております。
キンキンの生ビール＆シャモネギマ串＆
刺身３点盛りの『あかし晩酌セット』が
おすすめです♪

おすすめメニュー
●川俣シャモ串焼盛り合せ 1,300円
●お刺身盛り合せ（２人前） 2,000円
●あかしサラダ ･･････････ 680円
●おぼろ豆腐 ････････････ 400円
●カニあんかけオムレツ ･･ 780円
●ランチ ････････････････ 750円～

須賀川市馬町55
℡ 0248-73-2737 ℻ 0248-76-5322
20

11：30～14：00、
17：00～23：30（L.O.23：00）
休 水曜日
駐 10台
営

21

魚鮮水産 須賀川店

MAP

須 L-2

22

くい処 のみ処 やま田

北海道・青森直送の活貝の他、奄美産の
本マグロなど、鮮度・品質抜群の刺身が
自慢の海鮮居酒屋！ファミリー利用に最
適のお席もございます。大人気の宴会コ
ースは飲み放題が３時間！宴会場は須賀
川最大級の７６名まで収容可能です！

新鮮な旬の魚介類と料理が自慢。和食を
中心に、なつかしの食堂メニューも幅広
くお楽しみいただけます。ご宴会は３０
名様位まで、飲み放題付き宴会コースは
４,０００円より。気の合う仲間やご家
族と共に。

おすすめメニュー（税別）

おすすめメニュー

●鮮魚刺身５点４貫盛り ･･ 1,790円
●生マグロの大漁盛り ･･････ 790円
●特大！北海縞ほっけ ･･････ 890円
●まぐろ白子天ぷら ････････ 490円
●彩りにぎり寿司５貫 ･･････ 590円

須賀川市宮先町80
℡ 0248-63-8801 ℻ 0248-63-8801

21

16：00～
無休
駐 30台
休

吟醸料理・酒 ゆめぜん

●刺身盛り合せ ････････ 2,000円～
●天ぷら盛り合せ ････････ 950円
●豚の角煮 ･･････････････ 650円
●ニラレバー炒め ････････ 600円
●ふわふわ厚焼き玉子 ････ 650円
●手作り焼き餃子 ･･････････450円

須賀川市中町60
℡ 0248-73-2739 ℻ 0248-94-4055

営

MAP

須 社 L-2

MAP

須 飲 L-2

23

居酒屋・焼き鳥・お好み焼き

居酒屋・焼き鳥・お好み焼き

20

17：30～
基本日曜日
駐 約３台
営
休

こだわりやま 須賀川店

MAP

須 L-1

海の幸、山の幸を豊富に取り揃えており
ます。北海道市場より直送の鮮魚。もつ
源より引き継ぎ、北海道牛もつ鍋も継続
しました。炭焼きで１本１本丁寧に焼き
上げた、ジューシーな焼き鳥を是非、ご
賞味ください。

おすすめメニュー（税別）
●焼き鳥盛り合せ ････････ 690円
●特大北海縞ほっけ ･･････ 890円
●スペアリブ ････････････ 490円
●馬刺し ････････････････ 590円
●丸腸もつ鍋 ････････････ 980円
●地酒各種 ･･････････････ 520円～

須賀川市宮先町100 エクセレント館１F
℡ 0248-94-5328 ℻ 0248-94-5329

24

22

休

小料理 椛（もみじ）

MAP

須 P-1

おでんは９月から５月迄です。その他に
一品料理としてお客様が食べたい料理を
自分だけのおつまみとしてオーダーでき
ます。お気軽に声をかけてください。
宴会 2 , 0 0 0 円から。１５名様位迄ＯＫ
です。

「生産者の見える店」をコンセプトに地
産地消にこだわった食材の数々。白河高
原清流豚、生産者の朝採れ野菜、市場か
ら毎日届く新鮮なお魚、契約農家のコシ
ヒカリなどの厳選した食材を和食ベース
にお料理しています。

須賀川市中町36-１
℡ 0248-72-1421 ℻ 0248-72-0707
URL http://www.hotelwing.co.jp

17：00～24：00
無休
駐 ３台
営

おすすめメニュー

おすすめメニュー

●黒鶏卵の出汁巻き玉子 ････ 637円
●自家製つくねの竹筒焼き ･･ 518円
●じゃがいものパリパリサラダ ･･ 734円
●天然まぐろのお造り ････ 1,382円
●まぐろテールステーキ ････ 824円
●会津産馬刺し ･･････････ 1,296円

●おでん ･････････････････ 80円～
●やきとり ･･････････････ 100円～
●焼魚 ･･････････････････ 300円～
●刺身類 ････････････････ 500円～
●イカ一夜干し ･･････････ 500円
●ぬか床おしんこ ････････ 300円

17：30～23：00
不定休
駐 57台
営
休

須賀川市西川字前田６ なんぶビル１F
℡ 080-1848-2707

17：00～23：00
日曜日
駐 ２台
営
休

23

四季彩 和の花

MAP

須 K-3

28

酒房 北の酒膳

地元ノ旬な食材で作る料理を肴に一杯い
かがですか？落ち着いた雰囲気の座敷で
ゆったりお召し上がりください。座敷は
１６名まで、カウンターは３席。
ランチ、貸し切り宴会、女子会などご予
約お待ちしております。

MAP

須 社 L-2

日本酒にも旬があり四季折々の楽しみ方があ
ります。そんな旬の日本酒に合った旬の鮮魚
を中心に清酒との相性を考えた料理を提供し
ています。福島県認定『食彩ふくしま地産地消
推進店』。
『酒どころ福島』の希少酒『飛露喜』
『泉川』
『写楽』など多数取り揃えております。

おすすめメニュー（税別）

おすすめメニュー

●晩酌セット ････････････ 1,500円
●四季彩ランチ（デザート付き） 1,100円
●週替りランチ ････････････ 750円
●海鮮ちらし ･･････････････ 900円
●和牛スジ赤みそ煮込み ････ 750円
●鶏の唐揚げ ･･････････････ 600円

須賀川市大町72-１ サンライズビル102
℡ 0248-94-5567 ℻ 0248-94-5567

26

ランチ 11：30～14：30
夜 17：30～
休 日曜日（不定休）
駐 ５台

須賀川市中町39 まふねビル２F
℡ 0248-76-1292 ℻ 0248-76-1292

営

四季酒菜庵 魚徳

●ふわふわ大きな玉子焼 ･･ 545円
●とろとろ豚角煮
･･････ 652円
●鶏ささみサクサクカレー ･･ 524円
●こってりモツ煮込み ････ 470円
●旬の蒸し温野菜 ････････ 648円
●北海道直送ラムスペアリブ ･･ 665円

MAP

須 L-1

29

17：00～24：00
月曜日、元日
駐 10台
営
休

旬肴旬菜 幸村

朝、市場で魚・野菜の顔色を伺い、仕入
れ、調理法を考え提供しています。
食は安全、身体に良い物、そして食べて
おいしい物と考えています。
今日も社員一同、笑顔でお客様を迎えま
す。

MAP

須 L-2

梁や柱から明治時代の醤油蔵の趣がある
店内で、新鮮な魚介類・全国から仕入れ
た日本酒、焼酎が楽しめます。５０名様
収容の二階座敷もございます。お昼も営
業しておりますので、ご来店を心よりお
待ち申し上げます。

おすすめメニュー

おすすめメニュー
●旬のお造り ･･････････ 1,404円
●おまかせ三品 ････････ 1,620円
●出汁巻き玉子 ･･････････ 702円
●牛ヒレステーキ ･･････ 1,296円
●豚の角煮 ･･････････････ 648円
●生ハムサラダ ･･････････ 594円

●お造り ････････････････ 750円
●旬の焼き物 ･･････････ 1,080円
●コース料理
（雪・月・花） ･･････ 3,240円～
●冬季限定 ふぐコース（２名様より）

須賀川市宮先町69 前田プラザ
℡ 0248-72-0039 ℻ 0248-72-0039
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17：00～23：00
日曜日
駐 ５台

須賀川市八幡町24-10
℡ 0248-94-8611 ℻ 0248-94-8611

営
休

酒肴 旭屋

MAP

須 L-2

30

17：00～23：00
日曜日
駐 ６台
営
休

食彩 仁

名物「するめ天ぷら」は、百年以上続く
味。ここでしか食べられません。徹底し
た品質管理、提供を実現した店のみ認定
される「樽生超達人店」。

MAP

社 K-1

四季折々の美味しいものを豊富なメニュ
ーでラインナップ！お友達同士での飲み
会からご家族でのお食事まで幅広くご利
用頂けます。「美味しかった」「ありが
とう」の声を目指してスタッフ一同頑張
りますので、ぜひお越しください。

おすすめメニュー

おすすめメニュー
●さしみ三点盛り ････････ 880円
●さしみ五点盛り ････････ 880円
●からあげ ･･･････････････ 580円
（おふくろの味）

●旭屋名物 するめ天ぷら ･･ 830円
●季節のお刺身盛り合せ 1,500円～
●料理のみ 宴会コース ･･ 2,500円～
●飲み放題 宴会コース（５名様～）4,000円～
●ザ・プレミアム・モルツ 530円

須賀川市中町17-６
℡ 0248-72-8213 ℻ 0248-72-8213
URL http://s-asahiya.com
24

17：30～24：00
日曜日
駐 ４台
営
休

居酒屋・焼き鳥・お好み焼き

居酒屋・焼き鳥・お好み焼き
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須賀川市弘法坦46
℡ 0248-94-7757

17：00～21：00
月曜日
駐 12台
営
休

25

須賀川 kitchen あぐり

MAP

須 L-2

34

のみくい処 福の家

須賀川の食材と白河高原清流豚にとこと
んこだわったお店です。また、近隣日本
酒蔵４蔵と提携した本物の地酒をはじめ
としたドリンク類も充実。

誰もが気軽に立ち寄り、旨い魚を楽しみ
ながら語り合える落ち着いた空間です。
少人数から最大２４名様までのご宴会も
ＯＫ！ 福の家で親しき仲と囲む、愉快
な宴を一層楽しく！

須賀川のいいとこを欲張りに楽しみたい
方に最適です。

須賀川市中町66 フカヤビル２F
℡ 0248-94-2454 ℻ 0248-94-2472

32

おすすめメニュー

おすすめメニュー

●須賀川産お野菜料理 ････ 378円～
●二瓶豆富の黒豆納豆きつね焼き 734円
●こだわりのだし巻き玉子 626円
●豆苗のにんにく炒め ････ 755円
●白河高原清流豚の炙りロース 1,598円
●白河高原清流豚の炙りタン 734円

●あじのたたき ････････････ 550円
●もつ煮こみ ･･････････････ 400円
●揚出汁とうふ ････････････ 380円
●さざえのつぼ焼き ････････ 700円
●生ハムサラダ ････････････ 680円
●須賀川かっぱ麺 ･･････････ 500円

営
休

17：00～24：00
不定休

だんまや水産 須賀川店

須賀川市栄町191
℡ 0248-72-3085 ℻ 0248-72-3085

MAP

須 飲 L-2

35

33

MAP

須 L-2

数多くの創作料理を堪能できるお店で
す。宴会コースも充実。最大５０名様ま
で収容できる座敷もあるので、多人数の
宴会にもオススメです。個室もあり、食
事やデートにも最適です。

おすすめメニュー

おすすめメニュー
●豚バラチーズ巻きフライ 570円
●エビとアボカドのサラダ 750円
●季節の創作料理 ････････ 450円～
●ビワミンハイボール ････ 470円
●くまんばち各種 ････････ 550円
●飲放題付 宴会コース（５名様～）4,000円～

16：30～24：00
無休
駐 18台

須賀川市中町66 フカヤビル１F
℡ 0248-75-3250 ℻ 0248-75-3250
URL http://b-fukurou.com

営
休

MAP

須 飲 M-2
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17：30～22：00
不定休
駐 40台
休

休

17：00～24：00
不定休

MAP

須 P-1

開店からタイムサービス、１８：３０ま
で生ビール・他２５０円でご提供。日替
りおすすめや、各種焼き鳥などを、常時
１００種以上取り揃えております。個室
造りの店内でゆっくりご利用ください。

おすすめメニュー
●鮮魚の刺身 ････････････ 380円～
●各種 串焼 ･･････････････ 130円～
●刺身徳用七点盛り合せ 1,728円
●揚物盛り合せ（２～３人前） 1,015円
●サッポロ生中 ･･････････ 420円
●サワー・カクテル各種 ･･ 356円～

完全予約制
営

営

養老乃瀧 須賀川西川店

和食を中心としたリーズナブルなお店で
すので、ご家族でお気軽にご来店くださ
い。慶事・法事等各種ご宴会承ります。
（２名様～７０名様）
１０名様以上で無料送迎いたします。
ご法要・各種宴会などお気軽にご相談く
ださい。

26

休

●寿司盛り合せ（２～３人前） 1,296円
●刺身だんまや桶盛り ･･ 1,620円
●串焼盛り合せ ･･････････ 918円
●本日の鮮魚 ････････････ 390円～
●サッポロ 生中 ･･････････ 323円
●サワー・カクテル各種 ･･ 356円～

天祥かぶら

須賀川市東町125
℡ 0248-72-7544 ℻ 0248-72-7554

17：00～23：00
日曜日、祝日
駐 ７台
営

美酒佳肴 梟

高い品質の商品をお手頃価格で…。
美味しさと値段には、誰もがびっくり。
市場直送の新鮮な魚貝類でおもてなし。
個室も有ります。

須賀川市八幡町24-９
℡ 0248-75-4613 ℻ 0248-75-4613

MAP

須 社 H-4

居酒屋・焼き鳥・お好み焼き

居酒屋・焼き鳥・お好み焼き

31

須賀川市西川字前田23-25
℡ 0248-73-1546 ℻ 0248-73-1546

16：30～24：00
無休
駐 10台
営
休

27

料理店 港

MAP

須 社 L-2

40

日比谷 鳥こまち

魚市場へ行き、新鮮な魚介類を、仕入れ
「おまかせ」でやっています。ご注文が
あれば、ご希望にこたえます。カウン
ターで飲むのも良し、隠れ部屋で飲むの
もいいでしょう。ＴＥＬかＦＡＸにて、
ご予約ください。

須賀川市宮先町40
℡ 0248-76-0908 ℻ 0248-76-0908

38

MAP

須 L-2

備長炭でじっくり焼き上げた美味しい串
焼きとうまい酒。ちょっぴりお洒落な雰
囲気で、リーズナブルなお値段で、少し
ずつ色々な串焼きをお楽しみいただける
お店です。

おすすめメニュー

おすすめメニュー

●おまかせ ････････････ 1,000円～
●スッポンや各種鍋 ････ 3,000円～
●生ビール ･･････････････ 600円
●純米冷酒 ･･････････････ 700円～

●レバー ･･････････････････ 130円
●ねぎま ･･････････････････ 150円
●ささみ梅じそ ････････････ 180円
●アスパラ巻き ････････････ 200円
●鳥わさ ･･････････････････ 580円
●鳥雑炊 ･･････････････････ 580円

17：00～23：00
日曜日
駐 ５台

須賀川市本町１
℡ 0248-72-4666 ℻ 0248-72-4666

営
休

和風ダイニング どんどん 丸田店

MAP

須 P-2

41

営
休

居酒屋・焼き鳥・お好み焼き

居酒屋・焼き鳥・お好み焼き

37

17：00～23：00
日曜日

焼き鳥 とり峰

MAP

須 L-2

少人数から５０名様迄の個室宴会ＯＫ。
カラオケ付き宴会場３ルーム有り。
宴会１０名様より無料送迎いたします。
ランチメニューも豊富にご用意していま
す。ぜひご利用ください。
※コースは全て２時間飲み放題付

おすすめメニュー
●ランチ ････････････････ 680円～
●宴会コース ･･････････ 3,500円～
●宴会鍋コース ････････ 4,000円
●豚しゃぶしゃぶコース 4,000円
●和牛すき焼き・しゃぶしゃぶコース 5,000円

須賀川市丸田町117
℡ 0248-72-0008 ℻ 0248-72-0008

39

ランチ 11：30～14：30
夜 17：00～24：00
休 無休
駐 35台
営

とりや 芋蔵

MAP

須 L-2

伊達鶏は丸鶏のまま仕入れ、店内でさば
いたものを一串一串仕込み、こだわりの
塩とタレで味付けし、こだわりの炭で繊
細に焼き上げます。希少部位を味わえる
めずらしい鶏屋です。

肉屋から業種転換した生業の店です。
「小さな店に籠るぬくもり」をモットー
に、アットホームな和みのある店を目指
しています。
気軽さが当店の「ごちそう」です。
心よりお待ちしております。

おすすめメニュー

おすすめメニュー（税別）

●熟成鶏串焼き ･･････････ 280円
●白レバーのステーキ ････ 680円
●ヒリヒリつくね串 ･･････ 250円
●伊達鶏のたたき ････････ 800円
●白レバーのたたき ･･････ 680円
●旬魚のお造り ･･････････ 680円～

須賀川市中町14
℡ 0248-72-2044 ℻ 0248-72-2044
28

17：00～24：00
日曜日 ※祝日の場合は月曜日
駐 ３台
営
休

●やきとり各種 ･･････････ 100円～
●とりもも揚 ････････････ 280円
●馬刺（国産） ･･････････ 950円
●とり峰風うま!! キャベツ･ 350円
●焼きそば ･･････････････ 400円
●野菜炒め ･･････････････ 450円

須賀川市本町２-３
℡ 0248-75-4129 ℻ 0248-73-2251

17：00～23：00
日曜日
駐 ５台
営
休

29

やきとり オノヤ

MAP

須 社 L-3

44

あじみ食堂

昭和３６年から注ぎ足ししているたれを
使った本格炭火焼やきとり（１０種類）
を是非ご賞味ください。お酒も日本酒・
焼酎・ウイスキーなど豊富に取り揃えて
おります。宴会は２０名様までのお部屋
と８名様までの個室もございます。

43

一人でも気軽に入れるお店
～まんぷくのボリューム～
昭和５０年創業当店一番人気は「タンメ
ン」です!!「チャーハン」「ソースカツ
丼」も創業以来変わらず人気のメニュー
です。ぜひ一度お立寄りください。

おすすめメニュー

おすすめメニュー

●手づくりやきとり（１本） ･･･ 100円～
●本日おすすめ品（天ぷら・刺身・焼魚） 500円～
●刺身盛合せ ･･････････ 1,500円～
●天ぷら盛合せ ････････ 1,000円～
●オノヤ鍋コース（おまかせ料理）3,000円

●タンメン ････････････････ 680円
●中華野菜そば ････････････ 680円
●みそラーメン ････････････ 700円
●チャーハン ･･････････････ 700円
●野菜炒め定食 ････････････ 800円
●ソースカツ丼 ････････････ 880円

17：00～23：30
不定休
駐 ５台

須賀川市山寺道２-７
（福島交通須賀川営業所さん裏通り）
℡ 0248-75-1743

営
休

道とん堀 須賀川店

MAP

須 O-2

45

休

割烹 阿部

食べ放題メニュー好評です。全35品の
お好み焼き・もんじゃ焼きが食べ放題!!
お一人様 税込1,490円、シニア割引
（65歳以上）お一人様 税込972円、
ジュニア割引（小学生対象）お一人様
税込745円。

須賀川市岡東町７
℡ 0248-73-3938 ℻ 0248-73-3938

11：00～19：00
日曜日
駐 11台
営

MAP

岩 C-2

からあげ定食がおススメ！ 単品での注
文も承っております。また御膳や折詰、
お弁当、オードブルなど各種仕出しも
行っております。
ご予約いただければ、各種会合、宴会に
もご利用いただけます。

おすすめメニュー

おすすめメニュー

●超得豚玉 ････････････････ 538円
●マジ盛り豚玉 ････････････ 599円
●道とん堀ミックス ････････ 862円
●広島焼き ････････････････ 916円
●もち明太子 ･･････････････ 862円
●スナックラーメンもんじゃ ･･･ 499円

●からあげ定食 ･･････････ 850円
●日替り弁当 ････････････ 500円～
●御膳（税別） ････････ 4,000円～
●お刺身定食 ･･････････ 1,000円
●生寿し〈１人前〉（税別）1,000円～
●折詰（税別） ････････ 1,000円～

平 日 16：00～23：00
土日祝 11：30～24：00
休 無休
駐 24台
営

う
･ どん・中華料理・ラーメン

須賀川市馬町113
℡ 0248-76-5577 ℻ 0248-76-5577

MAP

須 飲 G-4
食堂・焼き肉・そば

居酒屋・焼き鳥・お好み焼き

42

須賀川市大久保字宿56
℡ 0248-65-3222 ℻ 0248-65-3400

46

11：30～14：00、夜は完全予約制
不定休
駐 15台
営
休

とんかつ よもひろ

MAP

須 D-1

2017年４月に新規オープンしたとんか
つ屋です。どこか一味違うとんかつをご
提供するため、手間と努力を惜しみませ
ん。豚肉本来の味をお楽しみください。
カウンター席も広く使えますのでお一人
のお客様もお気軽にどうぞ。

おすすめメニュー
●ヒレかつ定食（40g×3） 1,490円
●ロースかつ定食（120g） 1,390円
●エビヒレ定食 ･･････････ 1,790円
●ロースかつ定食（大）250g 1,890円
●カツ丼（ライス大盛り可） 1,190円
●お子様プレート ･･････････ 500円

須賀川市池ノ下町４-２
℡ 0248-94-5531 ℻ 0248-94-5532
30

11：00～20：00
木曜日
駐 15台
営
休

31

やぶき食堂

大

MAP

I-5

50

ＧＡＪＡ イオンタウン店

定食、丼類、カレー、麺類を４０種類ほ
ど揃え、幅広いメニュー構成と昔ながら
の味を提供しています。肉は国産のもの
を、野菜は地元のものを仕入れるなど、
素材にこだわっております。昔ながらの
ソース焼そばも人気です。

48

良質な輸入牛から安心安全な国産黒毛和
牛をそろえており、お一人様から団体様
までお気軽にご利用いただけます。
飲み放題付ご宴会４名様から承ります。
姉妹店ＧＡＪＡ西川店もよろしくお願い
致します。

おすすめメニュー

おすすめメニュー

●ミソタンメン ････････････ 700円
●タンタンメン ････････････ 800円
●タンメン ････････････････ 700円
●ラーメンミニカレーセット 800円
●メンチ定食 ･･････････････ 800円

●ドラゴンカルビ ･･････････ 680円
●幻カルビ ････････････････ 680円
●上カルビ ････････････････ 620円
●上ハラミ ････････････････ 630円
●金のホルモン ････････････ 590円
●黒毛和牛三種盛合わせ ･･ 3,380円

11：00～19：00
火曜日
駐 15台

須賀川市仲の町169-１
℡ 0248-63-7130 ℻ 0248-63-7130
休 無休

営
休

炙り焼き 丸高精肉店

MAP

須 P-2

51

49

一頭買いの上質な牛を自社で枝分けする
ため希少部位の品揃えも豊富。少人数～
30名様まで、シーンに合わせたお部屋
をご用意します。
“癒しの個室”でゆったりとしたひとと
きをお過ごしください。

おすすめメニュー

おすすめメニュー
●女子会プラン（3名様～・飲み放題付） 4,000円
●宴会コース（5名様～・飲み放題付）5,000円
※10名様より無料送迎いたします。
●Ａランチ 黒毛和牛焼肉カルビ ･･ 1,380円（税別）
●Ｂランチ 石焼ビビンバ ･･････････ 780円（税別）
●Ｃランチ 冷麺ミニビビンバ ･･････ 850円（税別）

営

17：00～24：00（L.O.23：00）
日・祝日 17：00～23：00
（L.O.22：00）

須賀川市宮先町57 GAINビルII １F
℡ 0248-94-4807 ℻ 0248-94-4807

MAP

須 飲 E-2

52

ラ ン チ 11：30～14：00
ディナー 17：00～24：00
休 無休（月２回不定休あり）駐 ９台
営

焼肉・牛たん 五徳

ファミリー価格で多彩なメニュー。宴会
１０名様より無料バス送迎有り。
ご家族・お友達同士はもちろん、忘年会
や新年会、歓送迎会も大歓迎。カラオケ
宴会もＯＫ。ぜひご利用ください。

32

MAP

須 社 L-1

●極旨！カルビ ･････････････ 431円
●牛ハラミ ･････････････････ 863円
●クダナンコツ ･････････････ 431円
●白河高原清流豚レバー ･････ 431円
●若鶏のせせり ･････････････ 486円
●ホルモン焼きそば ･････････ 702円

安楽亭 ぼたん店

須賀川市和田番屋71-１
℡ 0248-72-3101 ℻ 0248-72-3101

平 日 17：00～25：00
土日祝 11：30～15：00（L.O.14：30）
17：00～25：00

黒毛和牛 縁 －En－

炭火焼きにこだわり「七輪焼き」のスタ
イルを守っています。秘伝のタレで頂く
炭火焼き肉は最高です。
毎月ゼロの付く日と２９日は色々お肉が
おトクに食べれる。個室もあります。
お気軽にご利用ください。

須賀川市館取町116
℡ 0248-75-5599 ℻ 0248-75-5599
休 月曜日
駐 12台

営

MAP

須 O-2
こだわり和牛の焼肉をお手頃価格で、安心
してお召し上がりください。本物の味がこ
こにあります。飲み放題付4,000円から
宴会のご予約承り中。毎月5日・15日・
25日は五徳の日、生ビールorソフトドリ
ンク一杯無料です。

おすすめメニュー

おすすめメニュー

●焼肉宴会コース（お料理５～７品）
･･･ 3,500円･4,000円･5,000円
●豚しゃぶコース（お料理９品）4,000円
●和牛すき焼又は和牛しゃぶしゃぶコース
（お料理９品） ････････ 5,000円
※宴会コースは全て２時間飲み放題付

●日替りランチ ･･････････ 810円
●ランチメニュー ････････ 626円～
●牛たん定食 ･･････････ 1,296円
●和牛カルビ ････････････ 950円
●上たん厚切り ････････ 1,404円
●五徳セット〈夜〉
（写真）3,218円

11：00～24：00
無休
駐 30台
営
休

う
･ どん・中華料理・ラーメン

う
･ どん・中華料理・ラーメン

須賀川市小作田字竹ノ花15-５
℡ 0248-79-2529

MAP

社 D-2

食堂・焼き肉・そば

食堂・焼き肉・そば

47

須賀川市岡東町108
℡ 0248-73-1129

11：00～14：00
※夜はご相談ください
休 水曜日
駐 15台
営

33

焼肉レストラン 天山

MAP

須 飲 O-2
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手打ち十割そば・讃岐うどん 菊屋らん丸

MAP

須 H-4

食堂・焼き肉・そば

食堂・焼き肉・そば

53

う
･ どん・中華料理・ラーメン

う
･ どん・中華料理・ラーメン
ジャズが流れる“オシャレ”な焼肉レス
トラン。当店自慢のＡ５ランクの特選黒
毛和牛から、馬刺・馬ユッケも取り揃え
た本格焼肉。お酒の種類も豊富で、地元
「飛露喜」から「十四代」などプレミア
銘酒も楽しめます。

須賀川市岡東町184
℡ 0248-76-2794 ℻ 0248-75-0575
URL http://sukagawa-tenzan.com/

54

須賀川駅の並び徒歩３分。コシのある細打ち
の江戸蕎麦は極上蕎麦粉の十割そば。名物は
大根の千切りと蕎麦を一緒に茹でた爽やかな
風味の大根そば。天ぷら・鴨汁・かき揚げ付
きもあり。お客様の声から生れた鴨天大根そ
ばは、見た目も華やかで満足の逸品です。

おすすめメニュー

おすすめメニュー

●和牛上タン塩 ･･････････ 2,354円
●和牛上カルビ ･･････････ 1,814円
●和牛みすじ ････････････ 1,814円
●和牛上ハラミ ･･････････ 1,706円
●和牛カルビ ･･････････････ 950円
●和牛ロース ･･････････････ 907円

●鴨天大根そば ･･････････ 2,480円
●天大根そば ････････････ 1,780円
●鴨大根そば ････････････ 1,650円
●大和芋のつけとろ ･･････ 1,180円
●大根そば ････････････････ 950円
●せいろ ･･････････････････ 850円

11：30～22：00（L.O.21：00）
火曜日
駐 25台
営
休

蕎麦・うどん 大黒亭（井桁屋本舗食堂部）須

MAP

飲 L-2

須賀川市上人坦42-１
℡ 0248-72-2299

56

11：00～14：30、17：00～21：30
火曜日
駐 ８台
営
休

そば処 いげた

創業明治１０年の乾麺製造店が営む食堂
です。自家製の生・乾麺を使ったオリジ
ナル性とボリュームが自慢です。須賀川
名物かっぱ麺・手打長沼十割そば・平日
限定の日替ワンコインランチが大好評で
す。

MAP

須 飲 O-2
清水で手打ち・手切りするそばを提供し
ております。
江戸前伝統の藪系辛口のつゆに、そばを
３分の１くらいサッとつけて、ズッとた
ぐり込むようにして食べるのがちょうど
良いそばです。

おすすめメニュー

おすすめメニュー（税別）

●かっぱ麺 ･･････････････ 1,200円
●土日限定 手打長沼十割割子そば1,300円
●岩瀬きゅうりのらーめん ･･ 800円
●平日限定 日替ワンコインランチ 500円
●野菜天ざるそば ････････ 1,000円
●本わさび付ざるそば ･･････ 930円

須賀川市八幡町24-17
℡ 0248-75-3622 ℻ 0248-76-8036
URL http://www.igetaya-honpo.jp
34

11：00～15：30
月曜日
駐 ８台
営
休

●天ざるそば ････････････ 1,940円
●板そば ･･････････････････ 920円
●そば餃子 ････････････････ 480円
●そば田楽 ････････････････ 550円

須賀川市西川町90
℡ 0248-76-4568

11：00～14：00、17：00～19：30
木曜日
駐 10台
営
休

35

そば処 はなたに

MAP

須 飲 E-3

60

日本そば 田村屋

国内産玄そばを磨き・石抜き・選別・脱
皮の工程を経て、石臼自家製粉し、心を
込めて手打ちすることにこだわります。
化学調味料は使用しません。身体にやさ
しい、安心、安全な手打ちそば作りを心
かけています。

当店の水は井戸水で、硬度は４５～４８
の軟水です。南アルプスの水に近い数値
です。おいしい水で打ったそばをぜひ食
べに来てください。

58

おすすめメニュー

おすすめメニュー

●天ざるそば ･･････････････ 890円
●そばとミニ天丼セット ････ 890円
●そばとミニカツ丼セット ･･ 890円
●ぶっかけそば ････････････ 690円
●ウルトラマンそば ････････ 950円
●須賀川とろりかつ丼セット 1,000円

●せいろ ･･････････････････ 800円
●十割せいろ（ミニ天ぷら付） 1,100円
●鴨せいろ ･･････････････ 1,250円
●Aセット（せいろとミニ天丼）1,250円
●Dセット（かけそばとミニ天丼）1,250円
●天せいろ ･･････････････ 1,750円

平 日 11：00～15：00
土日祝 11：00～15：00、17：00～19：00
休 無休
駐 40台
営

蕎麦屋 藤田

MAP

N-2

須賀川市下宿町55
℡ 0248-75-2652 ℻ 0248-75-2652

61

59

手打ちそば・うどんの他に各種定食も取
り揃えております。また、季節限定で須
賀川名物「かっぱ麺」も食べられます。
各種宴会は、３６名様まで承ります。
宴会ご利用のお客様全員に「お食事割引
券」を進呈。幹事様に特典あり。

おすすめメニュー

おすすめメニュー
●冷し五目そば・うどん ･･ 1,430円
●ヒレカツざるそば定食 ･･ 1,250円
●日替りランチ ････････････ 880円
●海鮮丼 ････････････････ 1,300円
●ソースカツ丼 ････････････ 930円
●かっぱ麺 ････････････････ 880円

11：30～15：00
月曜日
駐 10台

須賀川市堀底町54-２
℡ 0248-75-1766 ℻ 0248-75-1766
駐 15台

営
休

MAP

須 D-2

62

11：00～14：30
17：00～20：30（ラストオーダー）
休 火曜日
営

チャイニーズレストラン とん珍

美味しいそば・うどんを、おもいきり食
べたい方に大人気！ 本格手打ちそば・
うどんの「食べ放題」が楽しめます。お
値段は、ご注文頂いたメニューのお値段
プラス４００円とリーズナブル。ご来店
お待ちしています。

36

MAP

須 飲 N-3

●辛味だいこんそば ･･････ 1,150円
●とろろそば ････････････ 1,150円
●野菜天ざる ････････････ 1,400円
●鴨汁つけそば ･･････････ 1,600円

つれづれ庵

須賀川市桜岡24
℡ 0248-76-1288 ℻ 0248-76-5003
URL http://www.turedurean.jp

休

ニュー芭蕉苑

香りと味を生かす石臼挽き、自家製粉し
た蕎麦粉１００％で打った繊細で香り高
い手打ち蕎麦をご賞味ください。おすす
めは、期間限定（１１月～）辛味だいこ
んそば1,１５０円、えび・季節の野菜が
楽しめる天ざる１,５５０円。

須賀川市日向町82-１
℡ 0248-73-0333

11：00～15：00、17：00～19：00
木曜日
駐 15台
営

MAP

須 飲 L-3

先々代は、須賀川市内を屋台を引いてソ
ース焼そばを売り歩きました。それから
７０年、現在の店舗に至っても、変わら
ぬ懐かしい味を守り続けています。団体
様にもお気軽にご利用いただける個室も
ございます。

おすすめメニュー

おすすめメニュー

●上割り子そば ･･････････ 1,480円
●天ざるそば ････････････ 1,280円
●ぶっかけそば ････････････ 880円
●鴨せいろ ････････････････ 880円
●かっぱ麺 ････････････････ 850円
●ミニ丼定食 ･･････････････ 980円

●春巻 ･･････････････････ 350円
●ソース焼そば ･･････････ 420円
●カントンメン ･･････････ 730円
●エビチリソース ････････ 760円
●平日ランチ ････････････ 780円～
●担々麺 ････････････････ 800円

11：00～20：00
水曜日
駐 30台
営
休

う
･ どん・中華料理・ラーメン

う
･ どん・中華料理・ラーメン

須賀川市前田川字深田142
℡ 0248-76-2008 ℻ 0248-76-2008

MAP

須 D-1

食堂・焼き肉・そば

食堂・焼き肉・そば

57

須賀川市本町23
℡ 0248-75-1188 ℻ 0248-75-1188

11：00～21：00
火曜日
駐 12台
営
休

37

中華 朋絢

MAP

須 飲 L-2

66

中華そば 香伏

本格中華で低料金。豆腐入りラーメンは
大人気メニュー。
黒スープの正油ラーメンもｇｏｏｄ。
中華料理もおすすめです。

64

飯豊山の伏流水を使い、秋刀魚節と一等
級品の真昆布、川俣シャモなどのこだわ
り食材を使用。チャーシューは煮豚バラ
肉、低温調理もも肉の２種類。低加水ス
トレート細麺で味わう中華そば。

おすすめメニュー

おすすめメニュー

●マーボーラーメン ････････ 730円
●四川風トーフラーメン ････ 730円
●海老ヤキソバ ････････････ 780円
●海老のチリソース ････････ 970円
●若鶏のから揚げ ･･････････ 800円
●餃子 ････････････････････ 390円

●中華そば（並） ･･････････ 750円
●チャーシュー丼 味玉付 ････ 350円
●鶏皮煮込丼 味玉付 ････････ 350円
●手巻きチャーシュー（W）････ 250円

営
休

11：30～13：30、18：00～1：00
不定休

松屋ダイニング 龍皇（ロンファン）須

MAP

飲 L-3

須賀川市中町61
℡ 0248-94-4600 ℻ 0248-94-4600
休 木曜日・隔週水曜日
駐 ３台

67

営

ラーメン一番 影沼店

中国料理をアットホームな雰囲気で食べ
ていただけたら……、そんな気持ちで始
めたお店です。先代から続く昔ながらの
ソースかつ丼やタンメン、ラーメンもメ
ニューにございます。
左記の料理は、一例です。

おすすめメニュー

65

おすすめメニュー
●手作りソースのソースカツ丼 896円
●とろり煮込みカツとかっぱ麺1,030円
●ニラ玉ラーメン ･･････････ 783円
●辛みそラーメン
●日替りセット
●各種セット麺

11：30～14：00（L.O.13：30）
18：00～21：00（L.O.20：00）
休 月曜日
（不定休あり） 駐 ５台
営

かまや食堂

MAP

須 飲 K-2

須賀川市影沼町36
℡ 0248-76-0278

68

38

11：00～22：00（L.O.21：30）
第２・４水曜日
駐 15台
営
休

ラーメン 一石

地域のお客様に支えられ、お陰様で創業
から１５0年余となりました。
当店のラーメンは、数種類の鰹節や豚が
ら・鶏がらからとった独自のスープと、
中太縮れの麺が特徴です。
ぜひご来店の上ご賞味ください。

須賀川市八幡町16-16
℡ 0248-76-2864

MAP

須 飲 N-3

ボリュームまんてん。味は万人に好かれ
一度食べたらクセになるほど。特に手作
りソースのカツ丼は、遠方より足を運ぶ
ほど人気。一度二度と食べてクセになり
ます。ギョーザも真心で中身を包んで、
職人の技を表に出しています。

●大海老のチリソース炒め煮
●四川風まーぼー豆腐
●龍皇特製あんかけ焼そば

須賀川市大町181
℡ 0248-75-1877 ℡ 0248-73-2023
℻ 0248-75-1877

11：00～15：00
金・土 11：00～15：00、17：00～24：00
※スープ無くなり次第終了

MAP

長 B-2

手間と時間をかけて、味噌・醤油はもち
ろん、チャーシュー・メンマすべて自家
製の手づくりです。産地直送の会津麺と
の相性は抜群です。店主おすすめの、み
そ五目ラーメン、みそ辛しラーメンは必
食です。

おすすめメニュー

おすすめメニュー

●中華そば ････････････････ 550円
●中華そば 大盛り ･･････････ 650円
●中華そば 煮卵入り ････････ 700円

●みそ五目ラーメン ････････ 850円
●みそ辛しラーメン ････････ 780円
●みそラーメン ････････････ 730円
●塩タンメン ･･････････････ 750円
●濃厚魚介つけめん ････････ 800円
●手づくり餃子（６ヶ） ････ 410円

10：30～18：00
（ただし、スープがなくなり次第終了）
休 金曜日
駐 13台
営

う
･ どん・中華料理・ラーメン

う
･ どん・中華料理・ラーメン

須賀川市東町54-４
℡ 0248-75-1558

MAP

須 L-2

食堂・焼き肉・そば

食堂・焼き肉・そば

63

須賀川市木之崎字寺前70-１
℡ 0248-68-2523

11：00～15：00、17：00～19：50
火曜日
駐 30台
営
休

39

ラーメン 一本松

MAP

須 飲 O-1

70

オールデイダイニング ＫＡＩ

野菜を多めに使用し、会津若松の麺と自
家調合した醤油や味噌とのバランス、そ
して、栄養のバランスを考えた商品作り
を心がけています。冷凍保存していない
自家製の手作りギョウザもお勧めです。

う
･ どん・中華料理・ラーメン

須賀川市陣場町156-１
℡ 0248-75-5591

MAP

須 飲 料 L-2

テーブル席を中心とした「和風モダン」
の店内には、純和風の個室もございま
す。食材で四季を感じていただきなが
ら、ＴＯＲＡＹＡの味をお気軽にお楽し
みいただけます。ご宴会はご予算に合わ
せて承ります。

おすすめメニュー

おすすめメニュー

●みそ五目ラーメン ････････ 860円
●ごまラーメン ････････････ 750円
●辛子みそラーメン ････････ 780円
●塩タンメン ･･････････････ 750円
●冷しごまラーメン（夏季メニュー）830円
●手作りギョウザ ･･････････ 330円

●（夜）おかませ会席 ･･ 3,240円～
●（夜）洋食コース ････ 3,500円～
●（夜）四季の創作逸品 ･･ 550円～
●（昼）開弁当 ････････ 1,730円
●（昼）花かご膳 ･･････ 1,400円
●（昼）週替りランチ ････ 860円

11：00～15：00、16：30～20：00
火曜日
駐 25台
営
休

https://gurutto-mazar.com

須賀川市宮先町41
℡ 0248-76-1121 ℻ 0248-76-1202
URL http://www.hoteltoraya.com/

71

レストラン・カフェ

食堂・焼き肉・そば

69

11：30～14：00
18：00～22：00（L.O.21：00）
休 日曜日の夜
駐 40台
営

ダルジャン

MAP

須 飲 L-2

小ぢんまりとしたお店です。お気軽に洋
食をお召し上がりください。（勝手なが
ら、未就学のお子様連れのお客様はご遠
慮頂いております）

白河・須賀川市周辺の情報サイト

おすすめメニュー
●煮込ハンバーグ（セット） 1,300円
●ビーフシチュー（セット） 2,000円
●黒毛和牛ヒレステーキ100g（セット）2,400円
●ポークジンジャー（セット）1,400円
●ナポリタン（サラダ付）･･ 1,100円
●ミートソース（サラダ付） 1,100円

須賀川市中町17-５
℡ 0248-76-6760 ℻ 0248-76-6760

福島県南地域のグルメ・レジャー・美容・ショッピング・
スクール・不動産・求人・イベント等の情報を探すなら

「ぐるっとまざーる」!!

ぐるっとまざーる

検索

72

住宅・不動産情報紙
地元の
情報なら！

〒962-0052 福島県須賀川市山寺町192
Tel.0248-63-2800 ㈹ □ info@mazar.jp

40

MAP

須 飲 L-1

つるし飾りのあるお店！ お昼にはご飯
物もあるので、小さなお子様からお年寄
りまでお気軽にご利用ください。６種類
から選べるランチセットには、サラダ・
スープ・ドリンクが付いて８５０円と超
お得！

おすすめメニュー
●４種のチーズのピザ（Ｌ） 1,300円
●もつのトマト煮込 ････････ 650円
●スパグラタン ･･････････ 1,080円
●辛いミートスープ
スパゲッティー ････････ 1,030円
●マルゲリータピザ（Ｌ）･･ 1,080円

おまかせ
ニャン♪

企画発行・運営

休

マンマ 鎌倉屋

福島県南を
もっと楽しく！
元気に！

クーポン満載フリーペーパー

16：00～21：00 ランチタイムは要予約
日曜日
駐 ５台（他にも有）
営

須賀川市宮先町73-２
℡ 0248-72-5592 ℻ 0248-72-5592

11：30～14：30（L.O.）
17：30～21：30（L.O.）
休 火曜日
駐 10台
営

41

73

レストラン＆パーラー 和蘭丹

MAP

須 飲 L-2

76

Ｄｉｎｉｎｇ Ｂａｒ ＡＮＲＩ

須賀川市中町16-６
℡ 0248-72-5605 ℻ 0248-72-5605

74

創業1985年、お客さまのその日の気分
や季節に合わせた『本日の一杯』を変わ
らず提供させて頂いております。
今夜を少しだけ特別な時間に変えてみま
せんか？ あなた好みのお酒がきっと見
つかるはず。スタンディングも!!

おすすめメニュー

おすすめメニュー

●スペシャル盛り合せAセット ･･･ 1,090円
●スペシャル盛り合せBセット ･･･ 1,210円
●イタリアンハンバーグ ･･･ 1,120円
●スパゲティーナポリタン ･･･････750円
●海の幸ピラフ ･･････････ 1,210円
●ミックスピザ ････････････ 720円

●生ビール（ハイネケン） 600円
●カクテル ･･････････････ 700円～
●グラスワイン ･･････････ 700円～
●チーズ ････････････････ 700円
●パスタ ････････････････ 700円
●ピザ ･･････････････････ 900円

11：00～21：00
水曜日
駐 ９台

須賀川市宮先町100 エクセレント館１F
℡ 0248-73-2165

営
休

レストラン ピーターパン

MAP

大 J-5

77

75

須 社

須賀川社交料飲業組合
青年部ぼたん会会員

MAP

L-1

須賀川で遅くまで楽しめるBAR。
店内は木をベースに開放感あるスペース
になっています。
ゆっくりとお洒落に飲みたい方も大人数
で楽しく過ごしたい方にも☆オリジナル
カクテルも承ります☆

おすすめメニュー

おすすめメニュー
●ジントニック ････････････ 600円
●モヒート ････････････････ 700円
●マティーニ ･･････････････ 800円
●自家製生地のピザ ･･････ 1,000円
●ソーセージ盛り ･･････････ 800円
●スパニッシュオムレツ ････ 800円

12：00～14：00、17：00～22：00
水曜日
駐 10台
営
休

MAP

須 L-2

須賀川市宮先町61-1 竹内ビル１F
℡ 0248-75-7007

78

営
休

19：00～4：00
不定休

ＢＡＲ Modern

お１人様でも入りやすい気軽に休める街
のとまり木。モーニング、ランチ、カフ
ェタイムなど、時間ごとにメニューが替
わります。１０名様～の貸切りも受けて
おります。人気のスフレパンケーキは、
１４時からの限定メニュー。

42

19：00～2：00
日曜日（営業する場合あり）

●ランチ（Ａ・Ｂ・Ｃ） ････ 950円
●チーズハンバーグ ･･････ 1,250円
●シーフードピラフ ････････ 900円
●イタリアンスパゲッティ ･･ 850円
●カツカレー ･･････････････ 950円
●ピザ ････････････････････ 900円

café とまり木

須賀川市馬町１-７
℡ 0248-94-7271
休 月曜日
駐 ６台

休

ＢＡＲ ＢＯＯＧＩＥ

手作りログハウスのレストランです。
高い天窓から優しい光が差し込む店内
は、木の温もり漂う居心地の良い雰囲気
で、重厚なテーブル・イス他、薪ストーブ
とアンティークなオルガンが印象的。イ
ベントや会議、忘・新年会の貸し切り可。

須賀川市小作田字殿田58
℡ 0248-79-2557 ℻ 0248-79-2557

営

MAP

須 社 L-2

カウンターでゆったりと過ごせる落ち着
いたバーです。ウィスキー・カクテル・
ビール・ワインなど豊富な品揃えでお飲
みになりたい一杯が見つかるはず。
ボックス席もございますので、グループ
でもご利用いただけます。

おすすめメニュー

おすすめメニュー

●週替りランチ各種 ･･････ 824円～
●オリジナルブレンド（森・風） 540円
●オムライス ････････････ 918円
●なすとベーコンのトマトソーススパゲティ 972円
●パフェ各種 ････････････ 702円～
●スフレパンケーキ各種 ･･ 864円～

●モルトウィスキー ････ 1,200円～
●ゴディバチョコミルク･･ 1,200円
●ソルティドッグ ････････ 800円
●ベルギービール ････････ 900円～
●ヒューガルデン ･･････ 1,000円
●ギロチン ････････････ 1,300円

営

平
日 9：00～20：00
土 曜 日 11：00～21：00
日・祝日 11：00～18：00

バー・スナック・クラブ

レストラン・カフェ

昭和５４年創業、安さと美味しさを提供
し続けお子様からお年寄りまで気軽にご
利用いただいております。人気メニュー
は手作りハンバーグ・昔懐かしいナポリ
タン・ピザ・ピラフなどです。是非ご来
店くださいませ。

MAP

須 社 L-1

須賀川市中町15 アクシーズビル１F
℡ 0248-76-2579

営
休

20：00～1：00
日曜日
43

79

Ａｉｖｙ

社

須賀川社交料飲業組合
青年部ぼたん会会員

MAP

L-2

82

スナック 鶴（つう）

須賀川市中町55 中 町 ビル１Ｆ
℡ 0248-75-5735

80

家庭的な雰囲気の明るく、楽しいお店で
す。一日の疲れを癒しに、お気軽にお越
しください。飲んだ後に須賀川名物かっ
ぱ麺はいかがですか？ 各種クレジット
カードでのお支払い可能です！
最大２４席ご用意できます。

おすすめメニュー

おすすめメニュー

●飲み放題・歌い放題（60分）
･･････････････････ 2,000円
●延長（60分） ･････････ 1,000円
●おつまみ１品 ･･･････ ALL 500円

●焼酎各種 ボトルキープ 3,000円～
●サントリー角 ････････ 4,000円
●生ビール（グラス） ････ 700円
●日本酒一合 ････････････ 500円～
●かっぱ麺 ･･････････････ 500円
●飲み放題プランもあります

営
休

ａｓｉａｎ

21：00～LAST
不定休

須 社

須賀川市宮先町69-１ 前田プラザ
℡ 0248-76-6320 ℻ 024-944-0542

須賀川社交料飲業組合
青年部ぼたん会会員

MAP

L-2

83

81

MAP

社 L-2

初めてのお客様も安心価格なので気軽に
御来店いただけるお店です。おいしいお
酒とともに今日の疲れをビリーヴの女の
子で癒してください。貸切の予約も承り
ます。詳しくはお問い合わせください。
※各種カードもＯＫです。

おすすめメニュー

おすすめメニュー
●焼酎各種 ････････････ 4,000円～
●ウイスキー各種 ･･････ 5,000円～
●ワイン ･･････････････ 5,000円～
●シャンパン ･･････････ 5,000円～
●カクテル ･･････････････ 700円～

営
休

19：00～24：00
月曜日

須賀川市中町13 JUNESビル１F
℡ 0248-63-7558

MAP

須 社 L-1

84

20：00～24：00
火曜日
駐無
営
休

スナック 木蓮

名前の通り海をイメージした空間になっ
ております！ 心地良い感じを味わって
もらいながら、少人数から最大４０名様
まで可能です☆
スタッフ一同お待ちしております！！

44

20：00～24：00
無休

●18：30～20：30までの
早割メニューがあります☆
●飲み放題（60分） ･･･ 3,000円～
・ボトルキープ ・時間無制限
※全て女の子のドリンクは別料金に
なっております！（格安です）

スナック ｏｃｅａｎ

須賀川市宮先町100 エクセレント館３F
℡ 0248-76-1811

休

スナック ｂｅｌｉｅｖｅ

イメージ的にはアジアン風の落ち着いた店内
になっております！ お１人様でいらっしゃ
る方も多く、気軽にお立ち寄り頂けたらと思
います☆スタッフ一同お待ちしております！
早い時間にご来店の方に限り格安でおつまみ
（居酒屋同等メニュー）サービス致します！

須賀川市中町16-９ G a i nビル１Ｆ
℡ 0248-76-2521

営

MAP

須 社 L-2

ゆったりとくつろげるお店です。少人数
から最大30名様まで御利用頂けます。
各種会合、二次会等お使い頂ける様ス
タッフ一同サポートさせて頂きます。
尚、カードのお支払いも承っておりま
す。

おすすめメニュー

おすすめメニュー

●飲み放題（60分） ･･･ 3,500円～
・ボトルキープ ・時間無制限
※全ての女の子のドリンクは別料金
になっております！
（格安です）

●吉四六 ････････････････ 5,000円
●蟻 ････････････････････ 4,000円
●ローヤル ･･････････････ 5,000円

営
休

20：00～24：00
月曜日

バー・スナック・クラブ

バー・スナック・クラブ

年代・性別関係なく楽しめるお店です。
落ち着いて飲むのもよし、カラオケしな
がら騒ぐのもよし、気分転換するには最
適です。二次会や宴会パーティー等にオ
ススメです。
※貸切可・カード支払い可

MAP

須 社 L-1

須賀川市中町56 中島ビル２F
℡ 0248-76-8777

営
休

19：00～24：00
日曜日
45

85

スナック Ｙ’
Ｚ（ワイズ）

MAP

須 社 L-2

88

ＭＯＭＯ

ゆっくり落ち着いた雰囲気の隠れ家的な
お店です。おいしいお酒で一日の疲れを
癒しませんか！

おすすめメニュー

おすすめメニュー
●焼酎 佐藤（白・黒・麦）
････････････････････ 6,000円
●おすすめ乙類焼酎（芋・麦）
････････････････････ 4,000円～

●飲み放題（カラオケ・ドリンク込み）
････････････ 3,000円～
●焼酎ボトル各種 ･･････ 3,000円～
●ウィスキー各種 ･･････ 4,500円～

須賀川市中町２
℡ 0248-72-2266

86

営
休

ＰＵＢ ＣＯＬＯＲＳ

20：00～25：00
無休

社

須賀川市宮先町100 エクセレント館４F
℡ 0248-63-0983

須賀川社交料飲業組合
青年部ぼたん会会員

MAP

L-2

89

87

MAP

社 L-3

店内は明るく広く、ゆったりとくつろげ
る店です。新鮮な野菜、旬の物をとり入
れて提供しています。大迫力の６０イン
チのモニターでカラオケを楽しむことが
できますので、是非ご来店ください。
毎週水曜日カラオケ１曲１００円。

おすすめメニュー

おすすめメニュー
●お一人様 ２時間（４名様より）
････････････････････ 3,000円～
●サントリーローヤル ･･ 6,000円
●おすすめ麦焼酎乙 ････ 4,000円
●吉四六 ･･････････････ 5,000円
●生ビール中ジョッキ ････ 700円

営
休

20：00～24：00
月曜日

須賀川市馬町101 サンロード101-７号
℡ 0248-76-0988

MAP

須 社 L-2

90

19：00～24：00（12：00～17：00 予約のみ）
無休
駐 ４台
営

休

Ｃｌｕｂ Ｃｉｅｌ

男女問わず、お一人様でもくつろいで過
ごしていただける落ち着いた雰囲気のお
店です。お気軽にご来店ください。皆様
のご来店をお持ちしております。

46

19：00～24：00
水曜日

●飲み放題90分 焼酎・ウイスキー・
ソフトドリンク・女の子ドリンク・カラオケ込み
･････････････ お一人 4,000円
●ボトルキープ 焼酎各種 3,000円～
●ボトルキープ ウイスキー各種
････････････････････ 5,000円～

ミステリオ

須賀川市本町１-１
℡ 0248-76-8568

休

鹿鳴館

女性のお客様も多く一人でも気軽に飲み
に行けるお店です。
いろとりどりの女の子が、おいしいお酒
と楽しい時間を提供致します。
是非、あなたのお気に入りのカラーを見
つけに来てくださいね。

須賀川市中町55 中町ビル１F
℡ 0248-75-5700

営

須 社

須賀川社交料飲業組合
青年部ぼたん会会員

MAP

L-2

地域最大の女の子の在籍人数のお店で
す。最大80名様まで入れる空間をご用
意しております。１名様からでも気軽に
ご利用ください。
１度ご来店頂ける事をスタッフ一同心よ
りお待ちしております。

おすすめメニュー

おすすめメニュー

●響 ････････････････ 10,000円
●山崎 ･･････････････ 10,000円
●尽空 ････････････････ 4,000円
●吉四六 ･･････････････ 6,000円
●その他 ボトル ････････ 3,000円～

●焼酎・ウイスキー飲み放題 1set（60分）女の子ドリンク別
（20：00～21：00）2,000円、（21：00～23：00）2,500円、（23：00～LAST）3,000円
●女の子ドリンク ････････ 600円～
●カラオケ（５曲）････････ 1,000円
●指名料金 1,500円、同伴料金 2,500円
場内指名 2,000円、ＴＡＸ 15%

営
休

19：00～24：00
日曜日、祝祭日

バー・スナック・クラブ

バー・スナック・クラブ

カウンターメインの小さなお店ですが
リーズナブルに飲めます。
気軽にお立ち寄りください。
お料理込み宴会も承ります。

MAP

須 社 L-1

須賀川市中町55 中町ビル２F
℡ 0248-73-3702

営
休

20：00～LAST
月曜日
47

91

あがつま菓子店

MAP

長 B-2

94

かみしめ屋

須賀川市横田字横屋敷２-３
℡ 0248-68-2223 ℻ 0248-68-2388

92

天保７年創業の和菓子店で、広く地域の
人々に親しまれています。特に江戸時代
より伝わる「かみしめ」は、
和菓子のルー
ツとも言われ、遠くからのお客様が訪れ
ます。
「松明絵巻」も上品な小豆の甘さが
多くのファンを魅了します。

おすすめ商品

おすすめ商品

●いちご大福（12月より）･･ 130円
●大福 各種（季節限定）･････ 130円
●干しようかん（３本入） ･･ 390円
●あんぱん（小） ･･･････････ 60円
●シュークリーム ･･････････ 120円
●カップケーキ（チョコバター）110円

●かみしめ ････････････････ 113円
●松明絵巻 ･･････････････ 1,100円
●半兵衛最中 ･･････････････ 110円
●さくっとワーズ ･･････････ 110円
●スイートポテト ･･････････ 110円
●松明羊羹 ････････････････ 310円

営
休

7：00～19：00
木曜日

恵び寿屋菓子店

須賀川市馬町２-５
℡ 0248-73-2906 ℻ 0248-73-1228

MAP

須 菓 L-1

95

8：30～18：00
第１・第３火曜日
駐 ２台
営
休

くまたぱん本舗

須賀川観光銘菓「黒奴」は、黒砂糖を使
用し、甘みをおさえたゆべしで、くるみ
がたっぷり入っており、素朴な食感を楽
しめます。国産、地元の食材を中心に安
全なお菓子作りを心掛けています。

MAP

須 菓 L-2

黒糖水に小麦粉を混ぜて練り上げ、こし
あんを包み込んで、小判型に成形して、
こんがり焼き上げ、砂糖をまぶした素朴
なお菓子です。手間暇惜しまず、つくり
だしたお菓子です。

おすすめ商品

おすすめ商品

くろやっこ

●須賀川観光銘菓 黒奴（くるみゆべし）90円
●須賀川銘菓黄牡丹 ････････ 110円
●いちご大福 ･･････････････ 150円
●かしわ餅 ････････････････ 130円
●あわまんじゅう ･･･････････ 90円
●赤飯まんじゅう ･･････････ 120円

須賀川市諏訪町100
℡ 0248-73-4550 ℻ 0248-73-4550

93

8：00～19：00
月曜日
駐 ３台

●くまたぱん（６ヶ入） ･････ 650円
●くまたぱん（10ヶ入） ･･ 1,000円
●くまたぱん（1２ヶ入）･･ 1,200円
●くまたぱん（20ヶ入） ･･ 2,000円
●くまたぱん（24ヶ入） ･･ 2,350円

須賀川市東町53-５
℡ 0248-73-2941 ℻ 0248-76-0917
URL http://kumatapan.com

営
休

太田屋菓子店

MAP

長 C-2

96

48

7：30～19：00
火曜日（祝祭日の場合は次の日）
駐 １台
営
休

桑名屋菓子店

自家製アンにこだわり、一つ一つ手造り
で季節ごとの味をお届けして居ります。
お茶の友やおみやげに、是非、太田屋の
お菓子をご利用ください。

須賀川市木之崎字蓑輪６-102
℡ 0248-68-2619 ℻ 0248-68-2619

MAP

須 菓 C-1

米処、仁井田の和菓子屋です。和菓子の
命であるアンコは、北海道産・丹波産の
小豆を商品によって使いわけております。
四季折々のこだわりの菓子をご用意いた
しております。

おすすめ商品

おすすめ商品

●二岐まんじゅう ･･･････････ 80円
●ゆべしまんじゅう ･････････ 85円
●最中 ････････････････････ 125円
●クレープケーキ ･･････････ 200円
●手づくりシュークリーム ･･ 120円
●求肥 ････････････････････ 100円

●揚げ万頭（こしあん・白あん） 90円
●どら焼（つぶあん・白あん） 130円
●本生水ようかん（夏期） ･･ 140円
●茶万頭 ･･･････････････････ 90円
●一夜館 ･･････････････････ 120円
●季節の上生菓子 ･･････････ 220円

9：00～19：00
不定休
駐 ７台
営
休

菓子・パン・麺

菓子・パン・麺

密かな人気の「干しようかん」。練りよ
うかんを乾かして作っています。外側は
サックリ。内側はしっとり。一口で２つ
の食感が楽しめます。甘さ控えめでお茶
のお供にぴったりです。

MAP

須 菓 L-2

須賀川市仁井田字東町33
℡ 0248-78-2115 ℻ 0248-78-2115
休 毎月１日、
第３日曜日

7：00～18：00
※６月～９月は19：00まで
駐 ２台
営

49

97

しのぶ菓子店

MAP

須 菓 E-2

100

玉木屋本舗

須賀川市和田道104
℡ 0248-76-0097 ℻ 0248-76-0097

98

宝暦年間創業以来、培われた「おもてな
し」の気持ちをもって『温故知新』。
古くからある和菓子を大事に。そして、
新しい菓子にも挑戦し、お客様のニーズ
に応えられる菓子作りをしていきます。

おすすめ商品

おすすめ商品

●ずんだ大福 ･･････････････ 150円
●奥の須賀川 ･･････････････ 100円
●いちご大福 ･･････････････ 140円
●コーヒー大福 ････････････ 140円
●はぜ栗 ･･････････････････ 130円
●松明太鼓最中 ････････････ 110円

●季節の生菓子 ････････････ 205円
●福俵 ････････････････････ 210円
●牡丹の詩 ････････････････ 120円
●お米の純生和ロール ･･････ 972円
●半熟ちーずけーき・ちょこけーき 120円
●五老山 ･･････････････････ 120円

9：30～18：00
月曜日
駐 １台

須賀川市大町302
℡ 0248-73-2393 ℻ 0248-73-2393

営
休

庄司菓子店

MAP

須 菓 H-4

101

須賀川市岩瀬森１
℡ 0248-75-2465 ℻ 0248-76-0216
URL http://www.sho-jikashiten.com

99

MAP

須 菓 O-2

ウルトラマン焼きショコラ
「ウルトラマンＶＳバルタン星人」
サクサク軽やかなのにとっても濃厚！
ひと粒で食べ応えのあるチョコレート味
の焼き菓子です！

おすすめ商品

おすすめ商品
●ウルトラマン焼きショコラ（５ヶ）680円
●ザクザククッキーシュー ･･ 150円
●玄米パン ････････････････ 135円
●ママン（バニラ・ショコラ・抹茶・レモン・ラズベリー・いちご）130円
●生きんつば ･･････････････ 124円
●なが～いロールケーキ（いちご）2,727円

8：00～19：00
無休
駐 ５台

須賀川市西川町46
℡ 0248-73-2751 ℻ 0248-76-4484
URL http://kameman.net

営
休

MAP

須 菓 L-3

102

7：30～19：00
無休
駐 13台
営
休

和・洋菓子 大つき

毎日てしごとで変わらぬ味をお届けしま
す。店内のお席（１２席）でお召し上が
りいただけます。
★毎年のお花見期間中は生産数に限りが
あるため、事前のご予約をおすすめいた
します。お気軽にご利用ください。

50

休

●あんマーガリン ････････････ 110円
●生どら・抹茶どら ････････ 130円
●マスカルポーネ ･･････････ 180円
●レーズンバター ･･････････ 180円
●大どら 15cm････････････ 600円
●特大どら焼 23cm ････････1,200円

千成菓子店（千成だんご）

須賀川市大町143
℡ 0248-73-2694
URL http://sennarisukagawa.jimdo.com

8：30～19：00
火曜日
駐 ８台
営

夢・菓子工房 かめまん

しっとりふっくらの皮に、絶妙なバラン
スのあんマーガリンが人気です。マスカ
ルポーネやレーズンバターなどの新作も
好評です。話題の大どらは、１５ｃｍ～
３６ｃｍまで４種類を揃え、お祝い事な
どにご利用頂いてます。

大 菓

MAP

I-4

小豆を使った手作りのあんと、ひとつひ
とつ心をこめて作り上げた薄皮の茶万頭
は、絶品です。柏餅は、なんと昔ながら
の味がすると人気です。

おすすめ商品

おすすめ商品

●くしだんご各種 ･･･････ 各85円
●季節の和菓子各種 ･････ 各95円～
●赤飯・おふかし・餅など ご予約注文にて
●季節限定 花見だんご ２色 750円
●おしるこ・ぜんざい ･･ 各400円
●かき氷（夏期のみ） ･･ 各380円～

●茶万頭 ･･･････････････････ 60円
●四方焼 ･･･････････････････ 60円
●大福 ････････････････････ 100円
●柏餅 ････････････････････ 100円
●うさぎ玉（15コ入） ･････ 500円

9：00～18：00
火曜日
駐 ４台
営
休

菓子・パン・麺

菓子・パン・麺

和菓子から季節限定の大福まで作ってお
ります。
国産県内地元産の食材も使用して手作り
の味を心掛けて作っております。

MAP

須 菓 L-3

須賀川市小作田字梨子木内25
℡ 0248-79-2605 ℻ 0248-79-2605

営
休

7：00～17：00
日曜日
51

103

手づくりパンの店 ベスパン

MAP

須 菓 D-2

106

ブランジェリー マルジュー（丸十製パン）

第１回ＴＶチャンピオン全国パン職人選手
権（予選１位、決勝３位）出場のオーナー
が作るパンは、１０年来種継ぎをしている
熟成米（福島県産）酵母を使った安心で安
全な本当においしいパンです。ぜひご賞味
を!!（ただし、焼けているものから販売）

おすすめ商品（税別）

おすすめ商品

●ベスパン ････････････････ 125円
●チビベスパン ･････････････ 63円
●山食パン（国産小麦） ････ 230円
●バケット ････････････････ 250円
●メロンパン ･･････････････ 135円
●カツサンド ･･････････････ 190円

須賀川市古屋敷5-8
℡ 0248-73-0337 ℻ 0248-73-0337
URL http://www.bespan394.com

104

10：00～19：00
日曜日、月曜日、火曜日
駐 ５台

営 10：00～19：00
須賀川市諏訪町70-２
駐 ２台
休 不定休
℡ 0248-73-2082
※パン教室の予定有（問合せ：水野まで）

営
休

パン工房 カギセイ

●クロワッサン ････････････ 220円
●カンパーニュ（中） ･･････････ 400円
●ショコラ・クロワッサン ･･ 300円
●オレンジマフィン ････････ 220円
●天然米酵母のライ麦パン･･ 1,400円
●メンタイフランス ････････ 250円

MAP

須 菓 L-1
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ベーカリーカフェ アンジュール

人気№１の「フルーツパン」など７０種
類の製品を製法にこだわり、素材を生か
し、安心、安全なパンづくりを心がけて
おります。

須賀川市上北町50-１
℡ 0248-73-2645

105

リーズナブルな価格で約１００種類のア
イテムを揃えるパン屋さんです。
おすすめの商品はもちろん、自分好みの
商品をみつけてください。モーニング＆
ランチ・ティータイムのお得なサービス
も実施しております。

おすすめ商品

おすすめ商品
●黄金の食パン アンジュール（１斤）250円
●究極のあんぱん ･･････････ 160円
●ビーフカレーパン ････････ 140円
●ニューヨークバブカ ･･････ 180円
●フレッシュとまとのボロネーゼ 160円
●ロールパン各種 ･･･････････ 25円

9：00～19：00
日曜日、祝祭日
駐 ７台

須賀川市本町87-２
℡ 0248-94-6373 ℻ 0248-94-6374
URL http://www.facebook.com/BakkeryCafeAnjuru

営
休

MAP

須 菓 M-3
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9：00～18：00
火曜日
駐 ９台
営
休

ベーカリー＆ジェラート 森のともだち

素朴な味わいのそぼろパン、スタミナ満
点のチキンカツサンド、赤ちゃんからお
年寄りまで人気のたまごケーキ。定番の
商品が揃ってます。その他、一味ラスク
などオリジナルラスクも人気です。

おすすめ商品

52

9：30～19：00
日曜日、祝祭日
駐 ５台
営
休

MAP

大 E-2

小塩江駅の隣にあるお店です。季節に応
じた食材を使ったパンを作っています。
大人気のジェラートも常時２０種類、土
・日限定の商品もあります。併設したカ
フェで、ゆっくりお召し上がりもできる
ジェラート＆ベーカリーカフェです。

おすすめ商品（税別）

●チキンカツサンド ････････ 194円
●チーズフォンデュ ････････ 194円
●そぼろパン ･･･････････････ 97円
●たまごケーキ ････････････ 248円
●ラスク各種 ･･････････････ 324円
●クッキー各種 ････････････ 356円

須賀川市桜岡３
℡ 0248-73-2276 ℻ 0248-76-2276

MAP

須 L-3

●フルーツパン ････････････ 146円
●アーモンドＢＯＸ ････････ 146円
●カステラパン ････････････ 169円
●アンバターサンド ････････ 158円
●パン・ド・ミー（１斤） ･･ 280円
●松明食パン（大） ････････ 480円

パン工房 ふるかわ

菓子・パン・麺

菓子・パン・麺

全てのパンにホシノ丹沢酵母パン種を使
用し、小麦粉、きび砂糖、あら塩を基本
に特別な味を加えず、時間をかけて発酵
させて焼き上げた、体にやさしいパンで
す。

MAP

須 菓 L-2

●キャラクターパン（カメロン 他）150円
●もちチーズ ･･･････････････ 60円
●大人気 肉球パン ･･････････ 160円
●一番人気 ミルフィーユジェラート 290円
●話題沸騰 ゲランドの塩バニラ 290円
●森のメルヘン ････････････ 290円

須賀川市塩田字西窪100-15
℡ 0248-89-1850 ℻ 0248-89-1860

9：00～19：00
火曜日
駐 12台
営
休
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井桁屋本舗

MAP

須 飲 L-2
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ホテルウィングインターナショナル須賀川

MAP

須 L-2

ホテル・旅館・温泉

菓子・パン・麺

創業明治１０年の乾麺製造専門店です。
夏秋きゅうり収穫日本一の岩瀬きゅうり
のしぼり汁のみで練った「かっぱ麺」
「岩瀬きゅうりのらーめん」、長沼地区
で収穫された蕎麦粉使用の「長沼蕎麦」
「長沼そばそうめん」が好評です。

おすすめ商品
●ふるさとセット（写真）･･ 2,770円
●かっぱ麺（２人前、つゆ・みそ付） 660円
●須賀川マスコットキャラクター「ボータン」味見セット1,980円
●きゅうり尽くしセット ･･ 2,670円
●長沼蕎麦 １束（180g） ･･ 460円
●長沼そばそうめん １束（180g） 330円

須賀川市八幡町24-17
℡ 0248-75-3622 ℻ 0248-76-8036
URL http://www.igetaya-honpo.jp

110

9：00～18：30
月曜日
駐 ６台
営
休

株式会社 高橋製麺

MAP

須 D-2

「かっぱ麺・黒米麺」など、地域に密着
した商品を含め、伝統ある須賀川の乾麺
を１００年以上に渡り造り続けて来まし
た。毎月７日・２７日の２回を「うどん
の日」と決め、全品２０％以上の値引で
販売しています。

おすすめ商品
●かっぱ麺（２人前スープ・味噌付） 394円
●きゅうり麺（２人前スープ付） 345円
●カレー麺（２人前スープ付） 270円
●黒米麺 200ｇ ･･･････････ 270円
●とろろそば 200ｇ ･･･････ 270円
●滝の白糸（細・太）250ｇ 135円

須賀川市桜岡24
℡ 0248-75-6494 ℻ 0248-76-5003
URL http://takahashiseimen.co.jp

8：45～18：00
無休
駐 30台
営
休

快適さと機能性のある客室。きめ細かな
サービスと清潔で明るい快適客室をご用
意しています。※ガイドブックお持ちの
方、下記割引料金でご利用頂けます。

客 室 数

１０６室

宿泊可能人数

１２４名

１泊料金
ＳＢ 素泊 ･･････通常6,690円 Ｇ割引
ＳＢ 朝付 ･･････通常7,446円 Ｇ割引
問合せ先

5,980円
6,730円

0248-72-1411

駐 70台
須賀川市中町36-１
℡ 0248-72-1411 ℻ 0248-72-0707 URL http://www.hotelwing.co.jp
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ホテルサンルート須賀川

MAP

須 飲 L-2
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ホテル 虎屋

MAP

須 飲 料 L-2

ホテル・旅館・温泉

ホテル・旅館・温泉
【スーペリアダブル】

【ツイン】

【モデレートシングル】

▼オールデイダイニング K A I
（ホテル１Ｆ）
食材で四季を感じながら、TORAYAの
味をお気軽にお楽しみください。
◎営業時間
朝 7：00～ 9：30
昼11：00～14：00
夜18：00～22：00（L.O.21:00)
◎定休日／日曜日の夜
▲宴会場
大小５室の会場をご用意。
皆さまの様々なシーンを
お手伝いさせていただき
ます。庭園を眺む落ち着
いた和室もございます。

【デラックスシングル】

冊子をご提示の方へ

【フロント】

室料 10 %割引 !
須賀川インターから車で５分。ビジネスや
旅行の拠点に最適。旅の疲れを癒し、ゆっ
たりと流れるくつろぎの空間をご提供いた
します。2016年10月に新館がオープン｡
全客室に加湿機能付き空気清浄機、有線・
無線ＬＡＮを完備しました。ワンランク上
の上質なお部屋をご堪能ください。
客 室 数
宿泊可能人数

６２室
１０７名

１泊料金

ＳＢ 素泊 ･･ 通常 6,600円 割引 5,940円
ＳＢ 朝付 ･･･ 通常 7,550円 割引 6,890円

須賀川の中心街に位置するビジネスホテ
ル。明治１８年創業の老舗ならではのお
もてなしの心でお迎えします。リーズナ
ブルなお値段で、くつろぎのひとときを
お過ごしください。
各種宴会・法要・宅配料理も承ります。

客 室 数
宿泊可能人数

56

最大５３名

１泊料金

ＳＢ 素泊 ･･････････ 特別料金5,700円
ＳＢ 朝付 ･･････････ 特別料金6,600円
問合せ先

駐 77台
須賀川市加治町５
℡ 0248-76-3333 ℻ 0248-76-3339
URL http://www.sunroute-sukagawa.com

３９室

0248-76-1121

駐 40台
須賀川市宮先町41
℡ 0248-76-1121 ℻ 0248-76-1202 URL http://www.hoteltoraya.com/
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おとぎの宿 米屋

MAP

須 飲 C-2
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グランシア須賀川

MAP

須 飲 料 M-2

客 室 数

２３室

宿泊可能人数

６４名

結婚式場・法事会館

ホテル・旅館・温泉

「おとぎの宿米屋」は、日常を離れ、心
身ともにリフレッシュするために、滞在
そのものを楽しんでいただく宿です。
2016年にビオホテル認証を取得し、よ
りお客様に健康で美味しい料理を味わっ
て頂きたく思っています。

１泊料金（税別）

〈１泊２食〉

29,310円～40,650円
問合せ先

0248-62-7200

駐 30台
須賀川市岩渕字笠木168-２
℡ 0248-62-7200 ℻ 0248-62-7131 URL http://www.e-yoneya.com
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ひばり温泉（ひばり温泉ホテル）須

MAP

飲 D-1

特典
＋来館で
資料請求
資料請求＋
来館で
嬉しいプレゼン
嬉しいプレゼント
ト!!

資料請求し、来館されたカップルや友
人、両親等参加者全員に特製オリジナ
ルスイーツを無料で進呈。
〈要予約〉
時間／ 11：00～20：00
須賀川市池上町74
℡ 0248-75-1166 ℻ 0248-76-0484
URL http://www.grancia.jp

117
ひばり温泉

ひばり温泉ホテル

地下 1 , 0 0 0 ｍから噴き上げる掛け流し
１００％の天然温泉につかって、ゆっく
りとおいしい料理をご賞味ください。個
室休憩や２００名様までの宴会に対応し
ます。恵比寿様・大黒様があたたかくお
迎えいたします。

美人の湯にゆったりつかって、心身を癒
してくれる至福の時をお過ごしください。
１泊２食７,０００円から、素泊まりは
４,６３０円から。
宴会・宿泊とも１０名様以上で無料送迎
バスがつきます。

おすすめメニュー

客 室 数

● ひばりセット ････････････ 600円
● 五目あんかけ麺 ･･････････ 700円
● チャーシュー麺 ･･････････ 650円
● 焼肉定食 ････････････････ 750円
● ジャンボカツカレー ････ 1,000円

須賀川市滑川字関ノ上22-２
℡ 0248-63-1112 ℻ 0248-76-6488
URL http://www.hibari-land.jp
58

宿泊可能人数
１泊料金
問合せ先

休

おすすめメニュー（税別）
●宴会料理 ････････････ 3,000円～
●宴会コース料理 ･･････ 5,000円～
●婚礼料理 ･･････････ 11,700円～
●結納料理 ････････････ 6,000円～

11：00～21：00
火曜日
駐 200台
営
休

法事専門店 須賀川法要館

MAP

須 L-1

思い出を語らうおもてなしの時…精進落
し、四十九日忌から年忌法要のみ承る法
事専門店。大切な故人様を偲び、ご遺族
様と親しかった方々が集い心和む法要の
御席でありますようにご供養のお手伝い
をいたします。

おすすめメニュー
●紅藤懐石 ･･････････････ 5,400円
●牡丹懐石 ･･････････････ 6,480円
●蓮華懐石 ･･････････････ 7,560円

１５室
９０名
〈１泊２食〉
7,000円～8,540円

※バス送迎無料 ※会場費無料
※少人数から大人数まで対応可能

0248-63-1112

6：00～23：00
無休（食事は10：00～21：00ラストオーダー）
駐 200台
営

人数に合わせた会場が５会場有り、１０
名様から３００名様まで収容。特に結婚
披露宴に力を入れています。その他、各
種祝賀会、パーティー、ご宴会、仕出し
等承っております。

須賀川市宮先町66
℡ 0248-76-8876 ℻ 0248-76-0484
URL http://www.houyoukan.com

11：00～18：00
不定休
駐 40台
営
休
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MAP
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～
～
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株式会社

産地
直送

ジェイエイあぐりすかがわ岩瀬

〒962-0053 福島県須賀川市卸町54

TEL 0248-63-8088
FAX0248-63-8065

ブログ
E-mail
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http://blog.goo.ne.jp/hatakenbo
info@hatakenbo.com
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ニュー芭蕉苑
ヘルシーな麺と自家製の肉味噌を
温泉卵でからめてお召し上がりく
ださい。
「きゅうりつけ麺」630円もあり
ます。
「ミニ丼とのセット」がお得
です。

みちのく福島県須賀川市名物
すかがわ岩瀬産きゅうりは、夏秋露地栽培の収穫量が日本トップクラス！※
その「きゅうり」をテーマに開発された「須賀川かっぱ麺」。
「須賀川かっぱ麺」はきゅうりの搾り汁のみで練り込んだ鮮やかな
薄緑色が特徴のきゅうり麺に、新鮮なきゅうりと様々な具材を盛り
付け、各店独自のダシ汁に特製みそを溶かしながら食べる低カロ
リーでヘルシーな麺料理です。
盛り付ける器は市内で採石される「江持石」の粉を配合して作られ
たかっぱ麺専用どんぶりです。つゆを飲み干した後に器の底に突如
現れるのはいったい何？？？
新鮮なきゅうりと各店秘伝の特製みそが、麺と奏でる美味しさのシ
ンフォニー「須賀川かっぱ麺」をぜひご賞味ください。
こののぼり旗が目印です！

（専用の器を使用していない店舗もあります）

※市町村別収穫量・農水省HP調べ

Sushi&Grill あづま
今 年 の か っ ぱ 麺 は、
つけ麺タイ
プ！カツオ、
昆布出汁ベースにゴ
マ・えごま・特製ブレンド味噌・大
葉・きゅうり等が入ったつけ汁と
特製味噌を使ったきゅうりの天ぷ
らがミソです。

MAP

昼 夜 L-3
須賀川かっぱ麺

1,000円

（税別）

住 須賀川市馬町108 □
Ｔ 0248-75-6274
□
営 11：30～14：30、
休 不定休
□
18：00～23：00 □

すし観（寿志・料理 観） 昼
地元“いわせ”の中山さんち等の
きゅうり農家の方々が作る「旨い
きゅうり」と地元仁井田味噌で作
る「旨いピリ辛肉味噌又は甘肉味
噌」を麺にからめて美味「かっぱ
麺」をどうぞ召し上がれ!!

MAP

夜 B-1

須賀川かっぱ麺

880円

蕎麦・うどん 大黒亭（井桁屋本舗） 昼

MAP

L-2

1,200円

マイかっぱ麺（お土産付）

2,100円

住 須賀川市八幡町24-17 □
Ｔ 0248-75-3622
□
営 11：00～15：30 □
休 月曜日
□

こだわって作っている麺は自家製
麺。具材も全て直接農家から。だ
か ら 新 鮮！ 新 鮮 な き ゅ う り を
使った「かっぱ麺」は喉越しが良
く、コ シ が あ っ て と っ て も ヘ ル
シー！

MAP

須賀川かっぱ麺

850円

住 須賀川市中宿149 □
Ｔ 0248-72-9633
□
営 11：00～20：00、
休 年中無休
□
火曜日は～15：00 □

味・ボリュームが自慢のかっぱ麺
です。生麺使用なので美味しさが
違います。
地元の仁井田味噌に、新鮮な具材
と白ごま・胡麻油で風味づけした
きゅうりをトッピング。

62

特製みそを混ぜながら、
麺に絡め
てお召し上がりください。きゅう
り・温泉卵・蒸し鶏などのトッピン
グがとても良く合う自慢の一品で
す。
「とろり煮込みカツとかっぱ
麺（1,030円）
」も新登場！

MAP

昼 夜 N-3
須賀川かっぱ麺
ジャージャー麺風
まぜそば

824円

住 須賀川市影沼町36 □
Ｔ 0248-76-0278
□
営 11：00～22：00（L.0.21：30） □
休 第２・４水曜日
□

居楽屋 SYUZEN あかし
新鮮なきゅうりと鰻の蒲焼きの相
性がGOOD ！ さっぱりとして栄
養満点！
鰻・きゅうり・トマト・白ごまに、
オ
リジナル味噌の風味が食欲をそそ
ります。

MAP

夜 L-3

須賀川かっぱ麺

880円

須賀川 kitchen あぐり
辛味噌をジャージャー麺風に混ぜ
てお召し上がりください。麺を食
べた後のあがりで暖かそば湯を加
えて、
つゆを飲み干すのがおスス
メ。生麺を使用したかっぱ麺は
きゅうりの香りが抜群です。

須賀川かっぱ麺

650円

（税別）

Ｔ 0248-94-2454
□

スナック 鶴（つう）
秘伝の５年もののニンニク醤油を
隠し味で加えた鰹だしの麺つゆ
と、
少し甘めの田舎味噌が良く合
います。飲んだ後のお食事に丁度
良く、
くせになる美味しさです。

MAP

昼 夜 D-2

850円

MAP

夜 L-1
須賀川かっぱ麺

500円

Ｔ 0248-76-6320
□

炙り焼き 丸高精肉店
辛味噌をジャージャー麺風に混ぜ
てお召し上がりください。つゆは
暖かそば湯で、
お好みに応じて加
えますが、
麺を食べた後、
あがりに
入れて飲み干すのが丸高精肉店流
の食べ方です。

MAP

夜 L-2

MAP

夜 P-2
須賀川かっぱ麺

680円

（税別）

住 須賀川市舘取町116 □
Ｔ 0248-75-5599
□
営 17：00～24：00（L.O.23：00）
休 月曜日
□
、日・祝～23：00（L.O.22：00） □

須賀川かっぱ麺

住 須賀川市桜岡24 □
Ｔ 0248-76-1288
□
営 11：00～20：00 □
休 水曜日
□

ラーメン一番 影沼店

住 須賀川市宮先町69-1 前田プラザ
□
営 20：00～24：00 □
休 年中無休
□

昼 夜 D-2

つれづれ庵（高橋製麺）

880円

住 須賀川市堀底町54-2 □
Ｔ 0248-75-1766
□
営 11：00～14：30、
休 火曜日
□
17：00～20：30 □

住 須賀川市中町66 フカヤビル２F
□
営 17：00～24：00 □
休 不定休
□

須賀川かっぱ麺

蕎麦処 金子屋

須賀川かっぱ麺

住 須賀川市馬町55 □
Ｔ 0248-73-2737
□
営 11：30～14：00、
休 水曜日
□
17：00～23：30（L.O.23：00） □

住 須賀川市今泉字上鶴51-2 □
Ｔ 0248-65-2995
□
営 10：00～22：00 □
休 月曜日（祝祭日の場合は営業）
□

新しくかっぱの玉子がつき、
自家
製きゅうりの生うどんやごまだ
れ、野菜たっぷりの豪華な一品で
す。お好みの材料でトッピングを
楽 し ん で 食 べ て い た だ く「マ イ
かっぱ麺」は要予約です。

MAP

昼 夜 N-3

のみくい処 福の家
安い！うまい！シンプル・イズ・ベ
スト！ 具やつゆ共にシンプルな
基本型を忠実に守りながらも、
名
古屋コーチンの卵黄を隠し味に入
れた玉味噌がご主人のこだわりで
す。

MAP

夜 H-4
須賀川かっぱ麺

500円

住 須賀川市栄町191 □
Ｔ 0248-72-3085
□
営 17：00～23：00 □
休 日曜日・祝日
□

［お問い合わせ］須賀川かっぱ麺の会 須賀川市東町59-25 須賀川商工会議所内 TEL0248-76-2124
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かっぱ麺

きらきら有機

750円

（税別）

Ｔ
□

須賀川市中町36-1
0248-72-1421
営 17：30～23：00 □
休 不定休
□

焼肉レストラン 天山

MAP

要予約 O-2

夏の宴会料理〆の一品にかっぱ麺
をご用意しました。天山オリジナ
ル胡麻の風味のサンチュー味噌を
溶いて、
お召し上がりください。

単品では
取り扱って
おりません

住 須賀川市岡東町184 □
Ｔ 0248-76-2794
□
営 11：30～22：00（L.O.21：00） □
休 火曜日
□

割烹 萩の井

認定
要予約

四季折々のコース内のお食事とし
て夏季にお出ししております。
ご予約の際にお問い合せくださ
い。

MAP

単品では
取り扱って
おりません

住 須賀川市上北町85 □
Ｔ 0248-73-2641
□
営 11：00～14：00、
□
17：00～22：00 ※完全予約制

割烹 万松

きらきら野菜
野菜
生ゴミ

野菜クル運動
(循環型社会)

L-1

生産者

肥料

肥料
きらきら有機

MAP

要予約 M-2

2,000円

①連 作 障 害 の 解 消
②土 壌 微 生 物 の 改 善
③団
粒
形
成
④Ｐ
Ｈ
調
整
⑤ 保肥力向上による肥料代節減

宴会料理の一品に、お好みに応じてお付け
できます。約10種類の素材を使って完成
させた、料理長秘伝の味噌が新感覚！ 味
噌と麺つゆのお互いの味を融合させなが
ら、しょっぱくならずに、甘みとまろやか
さを追求した味になっています。

⑥塩 基 置 換 容 量 の 増 大
⑦ 根量増大と健全生育の促進
⑧ 塩類集積・濃度障害の改良
⑨ 有益海洋微生物群大量投与

グリーンコンポスト
要予約

１

単品では
取り扱って
おりません

要予約
単品では
取り扱って
おりません

住 須賀川市宮先町41 □
Ｔ 0248-76-1121
□
営 お問い合せください □
休 年中無休
□

鉢 ､プ ラ ン タ

ーに!

２

・５号鉢(直径１５㎝)に約１カップ、
長さ６５㎝のプランターには約１Ｌ
使用して下さい。
・他の用土との混合は、用土１０Ｌに
対し１Ｌをよく混ぜ合わせて下さい。

住 須賀川市加治町5 □
Ｔ 0248-76-3333
□
営 お問い合せください □
休 年中無休
□

ホテル 虎屋

使用方法

MAP

L-2

MAP

L-2

庭 ､花 壇 ､菜 園

に!

・１坪(3.3㎡)に約１本(２５Ｌ)表土に
散布し、うない込んで下さい。
・年に何回も収穫する野菜(きゅうり、
なす)などは、１坪当たり約２本散布
するのをお勧めします。
・溝肥の場合は、１株あたり１カップ位
使用して下さい。

グリーンコンポストでみんなイキイキ!
●●●●●●●●●●●●

発売元

す
す
ま
ま
ち
ち
育
育
に
に
気
気
元
元

須賀川づくし膳

ホテルサンルート須賀川

￥４５０

●ん
こ
●な
●効
●果
●が
●あ
●り
●ま
●す
●

住 須賀川池上町74 □
Ｔ 0248-75-1166
□
営 11：00～21：00 □
休 火曜日
□
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（２５ℓ入）

きらきら有機

単品では
取り扱って
おりません

グランシア須賀川

かっぱ麺の季節になりますと、主に
宴会プランでご提供させていただい
ております。担々麺風の特製スープ
が、麺との相性バッチリです。
（オー
ルデイダイニング KAIにて、週替り
ランチとしてご提供予定です）

農場

MAP

住 須賀川市宮先町75 □
Ｔ 0248-73-2394
□
営 11：30～14：00、
休 不定休
□
17：00～21：00 □

こだわりの味噌を使ったかっぱ麺
と、とても珍しい牡丹の花びらの
天ぷら・酢の物など地場産物を取
り入れた、
まさに須賀川づくしの
お膳です。

飲食店

休 不定休
□

要予約

かえしを使ったさっぱりしたつゆ
と、地元の仁井田味噌に四川豆板醤
を加え、甘みを抑えた上品な味わい
が特徴です。ご宴会メニューのお
食事としてお出ししていますので、
ご予約の際にお申し付けください。

●●●●●

L-1

生ゴミから作った宝物

住
□

MAP

夜 L-2

大地からの恵みである食べ物
私たちは生ゴミを自然に返し活かして行くことが

今年のかっぱ麺は幅広タイプの生麺を
使用し、麺の旨みをしっかりと味わう
ことができます。つけダレにはゆめぜ
んオリジナル「和風胡桃ダレ」をご用
意。麺と胡桃が相性バツグン！かっぱ
麺の新たな味わいをお試しください。

「食への感謝」
であると考えます。

吟醸料理・酒 ゆめぜん

須賀川料飲リサイクル倶楽部

須賀川市東町59-25 須賀川商工会議所内

TEL.0248-76-2124

詳しくはホームページをご覧下さい

■製造元／國分農場

須賀川料飲リサイクル倶楽部

検索
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うまいもん合戦 in すかがわ

毎年
開催

すかがわグルメ
すかがわグルメ
王座決定戦
王座決定戦

Sｰ１グランプリ
第６回 平成28年10月２日開催

グランプリ 炙り焼き 丸高精肉店

「ホルモン焼そば」

第５回

P-2

アサヒビール福島工場は、社員一人ひとりが
全力でおいしさと品質を追求し、
地元福島の皆さまの感動にまでつながる
「うまい！」をお届けします。

グランプリ

ニュー芭蕉苑

グランプリ

鮨 峰月（ほうげつ） E-2

「須賀川 かっぱ麺」

第４回

MAP

地元福島の
皆さまの
「うまい！」
のために。

MAP

N-3

MAP

「厚焼き玉子」

第３回

グランプリ グランシア須賀川
「和牛ステーキ丼」

第２回

グランプリ

酒房 北の酒膳

グランプリ

グランシア須賀川

「特製とろとろ豚角煮」

第１回

MAP

M-2

MAP

L-2

MAP

M-2

須賀川の「食」の魅力を広く発信するため今後も開催する予定です。
多くの皆様のご来場をお待ちしています！
66

主催／うまいもん合戦 in すかがわ実行委員会
（須賀川商工会議所旅館料飲部会）

ビール 飲酒は20 歳になってから。飲酒運転は法律で
禁止されています。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・
乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。ほど
よく、楽しく、いいお酒。のんだあとはリサイクル。
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須賀川市
の

数ある須賀川のイベント
や観光スポット・施設
の中からより選って
ご紹介します
国指定名勝

須賀川の牡丹園

牡丹園として全国で唯一国の名勝に指定されており、10ヘクタールの園内に
は、樹齢200年を超える牡丹の古木をはじめ、銘柄種や中国牡丹など290種、
7,000株の牡丹が５月上旬から５月中旬にかけて大輪の花を咲かせます。また
紅葉の名所としても知られ、四季折々の花や景色が楽しめます。
有料開園 ４月下旬～５月下旬
有り
場 須賀川市牡丹園
日
P

１万株の花じゅうたん

料

大人500円

きうり天王祭
須賀川の特産品のきゅうり
を２本供え、お護符がわり
に別のきゅうり１本を持ち
帰り、それを食べると１年間病気にかからないといわれている祭りです。祭
神は、石背の国17代国造 豊足彦だと伝えられています。古記によると、生前
の徳により、旭ヶ岡に祭られ岩瀬天王と称され、生前、広いきゅうり畑を有
していたことから「きうり天王様」ともいわれるようになったそうです。
日
場

毎年７月14日
須賀川市南町周辺

小人200円

※開花状況によっては料金の変更があります。

TEL.0248-73-2422
（公財）須賀川牡丹園保勝会

問

大桑原つつじ園

１万坪の広さの園内には、つつじやしゃく
なげ、ぼたん、しゃくやく等、約１万株の
花々が春から初夏にかけて咲き競います。
有料開園 ４月下旬～６月上旬
有り
場 須賀川市大桑原
料 大人600円 小学生以下無料
日
P

※開花状況によっては料金の変更があります。
問

TEL.0248-76-5857

大桑原つつじ園

古寺山あじさい祭り
723年に行基菩薩が開基し、天正年間は須賀川二階堂氏の祈願寺として栄
えた白山寺地内に平成９年から地元住民によりアジサイが植えられてい
ます。現在6,000株が植栽されており、須賀川東部地区の観光名所として
年々知名度が高まっています。フォトコンテスト・ミニコンサート・俳
句会・甘茶サービス他、イベントが開催されています。
毎年７月第２日曜日
白山寺地内３箇所に
駐車場有り
場 須賀川市上小山田
古寺山白山寺地内
日
P

68

須賀川市釈迦堂川花火大会
釈 堂川下流の須賀川市民スポーツ広場で開催される、須
賀川の夏の風物詩です。約１万発もの大輪の花火が夜空で
美しさを競いあう花火大会はもちろん、幻想的な灯ろう流
しも行われ、毎年約30万人の見物客でにぎわいます。
毎年８月下旬の土曜日
有り
場 須賀川市民スポーツ広場（須賀川駅から観賞エリアまで徒歩10分）
問 TEL.0248-88-9144
釈 堂川花火大会実行委員会（須賀川観光協会）
日
P
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福島空港
勇壮なかけ声がこだまする

長沼まつり

大小のねぶたやねぷた約10基が繰り出し、夜の街を幻想的に照らし出す
初秋の風物詩。参加団体の手作りねぶたを囲み、威勢良く跳びはねるハ
ネトは圧巻。よさこい踊りや、長沼音頭の踊り流しと子供みこしが、ま
つりを一層盛り上げ、毎年３万人の見物客でにぎわいます。
毎年９月第２土曜日
有り
場 須賀川市長沼金町通り
問 TEL.0248-67-2111 長沼まつり実行委員会

日
P

日本三大火祭り

松明あかし

420年以上の伝統を誇る日本三大火祭りのひとつ。高さ約10m、重さ約3t
の大松明をはじめ、約30本の松明が五老山へ立てられます。
大松明は若衆に担がれ町内を練り歩いた後、人力のみで立てられます。松
明に一斉に火がつけられ、松明太鼓を背に燃え上がる松明の炎が晩秋の夜
空を焦がします。
毎年11月第２土曜日
有り
場 松明通り、
翠ヶ丘公園内五老山
問 TEL.0248-88-9144
松明あかし実行委員会（須賀川観光協会）
日
P

県内唯一の空の玄関口である福島空港は、福島県のほぼ中央に位置し国
内外各地へ短時間でのアクセスが可能です。2,500メートルの滑走路をも
ち、国内線は北海道（新千歳）と大阪（伊丹）、国際線はソウル（仁
川）に路線が開設されています。
※ソウル便は運休中（平成29年６月現在）
自然の不思議、昆虫の世界を科学する

ムシテックワールド

（ふくしま森の科学体験センター）
ムシテックワールドは、昆虫をテーマ
にその生態や原理を学習したり、先端
科学を楽しく体験できる施設。館内に
は、科学の目で観察、実験する「なぜ
なぜルーム」、身近な自然の素材を使
い、ものづくりにチャレンジできる「わくわくルーム」、驚きと不思議の
「サイエンスショー」、ゲーム感覚で飛行機フライト体験ができる
「SUKAGAWAフライトアカデミー」などがあります。
AM9：00～PM4：30
有り（レストラン有り ※但し、土、日、祝日の営業）
休 月曜日、
祝日の翌日（土日は除く）、年末年始
場 須賀川市虹の台
問 TEL.0248-89-1120 ふくしま森の科学体験センター
営
P

温泉とスポーツの複合施設

いわせ悠久の里

いわせ悠久の里には、いわ
せグリーン球場、いわせ地
域トレーニングセンター、
いわせ運動広場、いわせ多
目的グラウンド、いわせ保
健センター、いわせ老人福
祉センターが充実しています。なかでも、いわせ保健センターには、岩風
呂や檜風呂・石風呂といった露天風呂があり、たくさんの方が来場してい
ます。また、近くにはマレットゴルフコースが36ホールあり、子供からお
年寄りまで楽しめます。
AM10：00～PM9：00
有り
料 １回 大人350円 小人200円 １日 大人700円
問 TEL.0248-66-1582 悠久の里管理センター
時
P
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小人250円
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５月
すかがわ国際
短編映画祭

■

時
場

中旬
須賀川市文化センター

10月
２月

８月

■ 初寅大祭

■ 市民よさこい・
盆踊り大会

旧正月初寅の日
場 長松院

時

時
場

堂川
■ 釈花火大会

４月

■ 須賀川牡丹園
有料開園
時
場

４月下旬～５月下旬
須賀川牡丹園

■ 須賀川さくらまつり
上旬～下旬
場 翠ヶ丘公園
釈迦堂川ふれあいロード

時

■ 宇津峰山開き
時
場

29日
宇津峰

15日
須賀川市中町

７月

下旬の土曜日
場 須賀川市民スポーツ広場

時

■ きうり天王祭
時
場

14日
須賀川市大町

９月

■ 八雲神社の
神興

■ 須賀川秋祭り

旧暦の閏年
場 八雲神社

場

時

■

里守屋
三匹獅子舞

時

７月最後の土・日曜日
須賀川市守屋

場

時

■ 桙衝神社の
太鼓獅子舞
時
場

■

時
場

旧暦の閏年
桙衝神社

日本陸連公認大会
円谷幸吉メモリアル
マラソン大会
第３日曜日
須賀川アリーナ

すかがわ産業
■ フェスティバル
時
場

下旬土・日曜日
須賀川アリーナ

第２土曜日とその翌日
神炊館神社（諏訪神社）

■ 長沼まつり
時
場

第２土曜日
須賀川市長沼金町通り

11月

■ 松明あかし
時
場

第２土曜日
翠ヶ丘公園内五老山
松明通り

■ 牡丹焚火
時
場
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第３土曜日
須賀川牡丹園
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〰

施設のご案内 〰
名

内

称

須賀川牡丹園

JR東北本線須賀川駅下車 竜崎経由石川行きバス牡丹園下車

須賀川市牡丹会館
JR東北本線須賀川駅下車 竜崎経由石川行きバス牡丹園下車

住所・電話番号

1 0ヘクタールの園内には 2 9 0種、7 , 0 0 0株の
牡丹が咲く国の名勝。
牡丹園に併設され、牡丹に関する資料が展示され
ているピオニーホールと多目的ホールがある。
（多目的ホールは牡丹園が有料期間中は食堂になる）

須賀川市フラワーセンター

牡丹園に隣接し、苗から鉢物まで季節の花々
を種類豊富に取り揃えている。

ムシテックワールド（ふくしま森の科学体験センター）

昆虫の生態や先端科学技術を楽しく学べる施
設。映像オリエンテーションや、サイエンス
ショーなど内容盛りだくさん。

JR東北本線須賀川駅下車 竜崎経由石川行きバス牡丹園下車

東北自動車道須賀川Ｉ.Ｃより車で約20分

須賀川市立博物館
JR東北本線須賀川駅下車 福島交通市内バス宮先町下車

東北自動車道須賀川Ｉ.Ｃより車で約25分

スポーツと福祉の総合施設でグリーン球場、
保健センターなどがある。保健センター内の
露天風呂は人気が高い。

いわせ悠久の里
東北自動車道須賀川Ｉ.Ｃより車で約20分

つつじをはじめとする、10,000株の花のじゅう
たん。最も古い“江戸錦”は樹齢 3 0 0年を超え
る。シャクナゲ、シャクヤクも咲き、色鮮やか。

大桑原つつじ園
JR東北本線須賀川駅下車

５万点にのぼる考古・民俗資料。銅版画家・
亜欧堂田善コレクション、青津保寿刀装具コ
レクション等を展示。
市内より出土した考古資料並びに民俗資料、
歴史資料の展示公開の他、参加体験型の各種
講座を開催しています。

須賀川市歴史民俗資料館

タクシーで10分

円谷幸吉メモリアルホール

須賀川市牡丹園80-1

0248-73-2422
須賀川市牡丹園68

0248-73-2422
須賀川市牡丹園72-3

0248-73-3490
須賀川市虹の台100

0248-89-1120
須賀川市池上町６

0248-75-3239
須賀川市長沼字門口186

0248-67-2030

須賀川市畑田字諏訪入56

0248-66-1582

須賀川市大桑原字竹ノ花13

0248-76-5857

東京オリンピック陸上競技マラソンで銅メダ
ルを獲得した円谷幸吉選手の遺品を展示。

須賀川市牛袋町５

岩 瀬 牧 場

文部科学省唱歌「牧場の朝」のモデルとなっ
た日本で初めての西洋式牧場。

岩瀬郡鏡石町桜町225

CCGA現代グラフィックアートセンター

米国タイラーグラフィック社の現代版画アー
カイブコレクションを中心に現代グラフィッ
クアートを収蔵。

JR東北本線須賀川駅下車 福島交通六軒行きバス鍋師橋下車

東北自動車道須賀川Ｉ.Ｃより車で約12分

東北自動車道須賀川Ｉ.Ｃより車で約15分

0248-76-8111
0248-62-6789
須賀川市塩田宮田１

0248-79-4811

須賀川物産店

須賀川市特産のお土産品が数多く揃う。
地方発送も行っている。

須賀川市花岡34-2

須賀川市コミュニティプラザ

JR須賀川駅に併設し、観光案内を行う。
ステンドグラスやからくり時計が人気。

須賀川市中山63-1

JR東北本線須賀川駅下車 竜崎経由石川行きバス牡丹園下車

JR東北本線須賀川駅下車（駅構内）

〰

0248-72-1020
0248-63-2111

料

開館時間・休館日

金

有料開園期間
４月下旬～５月下旬
8：30～17：00

大人500円 小人200円
15名様以上２割引

無

料

8：30～17：00
休館日／年末年始

無

料

8：30～17：00
休館日／年末年始

（多目的ホールのみ有料）

一般400円 高校・大学生200円
小・中学生100円
20名様以上は割引

9：00～16：30
休館日／月曜日、祝日の翌日
（土日は除く）、年末年始

大人200円 高校・大学生100円
小・中学生、65歳以上の方、
障がい者手帳を有する方は無料
大人と高校・大学生は20名様以上で団体
料金適用 大人150円 高校・大学生70円

9：00～17：00
入館時間は16：30まで
休館日／月曜日、祝日の翌日
（土日は除く）、年末年始

無

9：00～17：00
休館日／土・日・祝日、
年末年始

料

各施設の料金・時間等はお問い合わせください。

４月下旬～６月上旬
8：00～18：00

大人600円 小学生以下無料
15名様以上で２割引

無

9：00～17：00
休館日／月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始

料

大人500円
小人300円

9：00～16：00

一般300円 学生200円
小学生以下、65歳以上及び
障がい者手帳を有する方は無料
12月末から２月末は冬季休館

10：00～17：00
休館日／月曜日
祝日の翌日（土日は除く）

無

料

月曜日
（牡丹園開園期間中は無休）

無

料

8：30～17：00
休館日／年末年始

（部屋使用は有料）

交通機関 〰

名

称

J R 須賀川駅
福島交通須賀川営業所
あづまタクシー
岩瀬タクシー
74

容

電話番号

0248-72-9975
0248-75-3184
0248-79-3177
0248-75-3535

名

称

共栄タクシー
須賀川観光タクシー
須賀川タクシー
マルイチ新つばさタクシー

電話番号

0248-75-3811
0248-75-5151
0248-75-3135
0248-75-2525

名

称

マルイチ平和タクシー
マルイチ牡丹タクシー
長沼観光タクシー
福島空港ビル

電話番号

0248-75-2020
0248-75-3511
0248-67-2029
0247-57-1511
75

