
（写真は適塩に仕上げたひじき煮・うの花・切干大根・切昆布煮など「やさしい惣菜」各種178
円（税込）～）毎日「だし」から手作りする健康を気遣ったお惣菜です。だしには、北海道産の昆
布と相性抜群の静岡県焼津産のかつお節を使用。会津人の大好きなひじき煮、うの花・切干大
根・切昆布煮の4種を定番に、季節の味も登場。「やさしい惣菜」のシールを目印に。

〒965-0878 中町4-36　☎0242-26-2111
市内各店舗（神明通り・七日町・駅前・滝沢・会津アピオ・河東・年貢・門田・千石）
9：00～21：00※店舗により営業時間が異なります。（年中無休）

㈱リオン・ドールコーポレーション
（写真は野菜のガーリックスパゲティ850円（税込））
野菜多めのメニューがあり、サラダは玉ねぎたっぷりの手作りド
レッシングで提供します。

〒965-0862 本町1-34　☎0242-29-7388
11：00～（夕方からは要予約）

（第2・4土曜日定休）

R・K
カフェ＆キッチン

（写真は郷土料理と会津地鶏鍋プラン1泊2食17,000（税別）～、夕食のみ6,000
円（税別）もあります。）一品一品に思いを込めて。小さな宿だからできる地元生産
者こだわり食材での会津郷土料理をお一組様ひとつのいろりでゆったりと。源泉
かけ流しの温泉とともに、心もからだも癒される、芦名とっておきのプランです。

【市街図】

〒965-0814 東山町大字湯本下原232-1　☎0242-26-2841
チェックイン16：00～/チェックアウト10：00
※要予約

芦名
いろりの宿

（写真はランチセットの一例　デザートサラダ付 1,300円（税込））
「ランチは野菜を食べる」をコンセプトに、自家製野菜料理を提供し
ています。
※「限定15食」ランチ　11：30～14：00

【市街図】

（写真は日替わりメニュー500円（税込）おかずのみ400円(税込)）
ごはんの量は調整可。手作りにこだわった、野菜たっぷりヘルシー
なお弁当をお届けします。

〒965-0846 門田町飯寺村東276-9
☎0120-97-8185　Fax　27-2088
8:30～17:30（日・祝祭日定休）

キッチン・モモ
街の小さなお弁当屋さん

（写真はコースのサラダ宴会コース飲み放題
付き3,500円（税込）以上のご注文から対応
可）揚げ物が多くなりがちな宴会料理ですが、
かんのやでは野菜の種類たっぷりサラダが付
きます。

〒965-0033 行仁町4-11　☎0242-22-3904
11：00～14：30（夜は要予約）

（火曜日定休）

かんのや

（写真は特上にぎり寿司　2,580円（税抜）、
すし屋のサラダ880円（税抜））手軽に新鮮な
ネタが味わえます。お吸い物の塩分が気にな
る人は減塩が可。サラダもついて野菜もとれ
ます。

〒965-0057 町北町藤室字達磨162-2　☎0242-22-1980
昼11：00～14：00
夜17：00～21：00（不定休）

すし万　大将

（写真はハンバーグセット750円（税込））野菜
は1食あたり約150ｇ。おでんや野菜多めの
お食事など、栄養バランスを考えたメニュー
をご用意しています。

〒965-0871 栄町2-12　☎0242-25-2002
平日　7：00～20：00
土日祝　8：00～18：00（無休）

パーラー ジロー

（写真はポップオーバーサラダ650円（税込））
ポップオーバーに生ハム、フレッシュサラダ、
季節のスープが付いたお得なセットです。スー
プは栄養に配慮し、野菜たっぷりのチャウダー
やポタージュなど季節替わりで楽しめます。

コパン
ベーカリー＆カフェ

〒965-0005 一箕町亀賀字北柳原52　☎93-7566
10：00～17：00（日曜日定休）

（塩タンメン670円（税込）キャベツ・もやし・
きくらげ・人参、300ｇものボリューム）塩分
を控えても野菜の旨味で食べれちゃうラーメ
ンです。※約１％塩分に調節可

関さん
らーめん餃子のお店

〒965-0877 西栄町4-85　☎0242-38-8134
昼11：30～15：30（LO）
夜17：00～20：30（LO）（火曜日定休）

【市街図】

（写真は「タンメン」税込750円）
野菜たっぷり約300ｇ入り。※注文時に希望
するとスープを約1％塩分に調節可。

(写真は菜園ランチは野菜のオードブル、パス
タ・ドリンクで1,296円（税込）～。その他セッ
ト有。）野菜の彩りを生かしたメニューです。

ポタジエ
レストラン

〒965-0003 一箕町八幡字牛ヶ墓14-1　☎0242-93-8404
昼11：00～14：30（LO）
夜17：30～20：00（LO)
※月・日曜日のディナー定休（火曜日定休）

【市街図】

（写真はけんちんそば・うどん1,000円（税込））根菜
類、きのこ、青菜がたっぷり入ったあったまる1品。夏
期は冷たいサラダうどんも提供しています。麺少なめ・
小盛り有り。※温かい麺類の汁は約1％塩分に調節可

徳一
手打ちそば・うどん

〒965-0818 東千石1-5-17　☎0242-28-5681
昼11：30～14：45　夜17：00～20：15

（月曜日定休）※休日の場合翌日

【市街図】

【市街図】

【市街図】

【拡大図】

【市街図】

【拡大図】

【市街図】

【市街図】

（写真はふくしまのおもてなし弁当1,080円（税
込）、野菜120g程度使用）福島県食材を全メ
ニューに取り入れたおもてなし弁当。野菜も会津
大豆・ねぎ・大根・人参とふんだんに取り入れてい
ます。注文時の希望で漬け物を野菜料理に変更可。

〒965-0014 大塚2-5-10　☎0242-85-7703
9：00～17：00（日・祝定休）

山際食彩工房

【拡大図】

【拡大図】

（写真は青菜150ｇを茹でてソースをかけるシンプルな
美味しさ 青菜オイスターソースがけ６00円（税込））台
湾料理に会津野菜を取り入れ、野菜ソムリエが季節の野
菜をおいしくアレンジして宴会料理も提供しています。

會津ウルトラ
台湾キッチン

〒965-0035 馬場町1-10　☎0242-32-5233
18：00～23：30（LO 23：00)

（日曜日定休）

（写真は穂多瑠御膳1,500円（税込））
野菜をメインに、会津郷土料理を取り入れ、農
家さんが自家栽培した元気な野菜や、発芽玄
米と黒豆のごはん（要予約）などのお膳料理が
自慢です。

穂多瑠
農家民宿

〒965-0118 北会津町石原406　☎0242-58-2729
11：30～（無休）

居酒屋 舞酒 【拡大図】

（野菜生春巻・会津地鶏仕立て750円（税別））
シャキシャキ野菜で目もおなかも大満足な一
品。他にもサラダメニュー等有り。

〒965-0034 上町1-19
☎0242-24-6420
17:00～23:00　

（年末年始、月曜日定休）

宅
配

（写真は野菜多めのマクロビ弁当780円（税別））
日替わり500円（税込）も選べます。

〒965-0872 東栄町5-19 菅家ビル102
☎28-9055(FAX注文不可）
11:00～14:00

（日・祝祭日定休）※団体予約は対応可

ITAL KICHEN COCO
アイタルキッチン　ココ

（写真は日替わり宅配弁当　おかずのみ450円、ご飯つき500円
（税込））1食野菜150ｇ・600kcal前後（半ライス、おかゆ対応可）、
魚・肉のおかず付。

宅
配

〒969-6042 会津美里町字瀬戸町甲3162
☎0242（85）6275・0242（85）6616
平日　8：00-17：00
土曜　8：00-12：00（日・祝祭日定休）

会津の弁当屋　ドットコム

〒965-0804 花春町4-30　☎0242-85-8889
11:30～19:00（水曜日定休）
※夜のご宴会についてはお問い合わせください。

（要予約）

會津の食彩 花咲

【拡大図】

（写真は会津地鶏と野菜のせいろ蒸し税別
850円）地鶏とともに、季節の野菜をふんだん
に味わえます。サラダも各種有り。

〒965-0871 栄町4-49　☎0242-32-6232
17：00～23：00（LO22：30)
 （日曜日定休※変更あり）

彩喰彩酒 會津っこ

【拡大図】

（写真は左より小鉢、鶏モツ煮430円（税込）、
こづゆ500円（税込））旬の野菜を使った会津
の家庭料理が食べられます。

〒965-0871 栄町8-49　☎0242-32-5380
17:00～23:00（日曜日定休・不定期休みあり）
※事前にお問い合わせください

会津居酒屋 籠太

【市街図】

（写真はロースかつ定食1,300円（税別）） 
小鉢もついてバランス良くたっぷり野菜。
キャベツのおかわり1回（約100ｇ）できま
す。

〒965-0818 東千石二丁目1-32
☎0242-27-6327
昼 11：00～14：30・夜 16：30～20：30

（水曜日定休）

とんかつ 番番

〒965-0805 天寧寺町1-5　☎0242-28-4885
昼 11：00-14：00
夜 17：00-19：45（LO19：30）
※スープがなくなり次第終了（火曜定休）

一風亭

【市街図】

（写真はみそタンメン780円（税別））
野菜炒め等単品メニューは+200円（税別）で
定食にできます。※注文時に希望すると約1％
塩分に調節可。

〒965-0826 東年貢町1-5-2　☎0242-28-3680
昼 11：00～15：00
夜 17：00～21：00※スープがなくなり次第終了

（月曜日夜の部定休。祝日は営業、翌日の夜の部はお休み）

頓珍館

（写真はねぎラーメン800円（税別））
ねぎは自家製でたっぷりと。※注文時に希望するとスープを約1％
塩分に調節可。

【市街図】

〒965-0021 山見町130　☎0242-24-6448
平日　11：00～15：00
土日祝日　昼 11：00～15：00・夜 17：00～20：00
※スープがなくなり次第終了（月曜定休※祝日は営業）

ほていや

（写真は日替わりランチB※ごはん少なめ・野菜多め650円（税別））
おかずがメイン（Aセット）、野菜多め（Bセット）が選べます。事前予
約でこづゆや芋汁もつけられます。

【拡大図】

〒965-0878 中町4-31　☎0242-26-8239
11：00～21：00
※日替わりランチは日祭日除く11：00～14：00まで

和風れすとらん くいしん坊

（写真は野菜食べ放題サラダバー）メインの料理とともに新鮮野菜
と手作り人参ドレッシングで野菜料理をたっぷりとお召し上がり
いただけます。手作りのケーキもおすすめです。※4月からのメ
ニュー内容は店舗にお問い合わせください。

【市街図】

〒965-0025 扇町49-2 JAよつば
☎0242-24-5522
11：00-16：00
※ランチ11：00-14：00（第1・3水曜定休)

あぐりかふぇ C’S

しゅんさい うろこ 【拡大図】

（写真はランチバイキング日替りA650円、
B850円（税込））メインディッシュを選び、野
菜のおかずをお好みで取り分けるスタイルで
す。

〒965-0872 東栄町4-28　☎0242-85-6492
昼 火・水・木のみ　11：30～14：00（LO)
夜 月～土　17：00～22：00（LO)

（日曜日定休※変更有）

【拡大図】

（写真は特製そば・冷600円）
キャベツと昆布がたっぷり約150ｇ
※そばの量と汁の濃さは調整できます。

〒965-0871 栄町4-16　☎0242-22-1751
11：00～16：00(不定休)

栄安

（写真はタンメン700円（税込））野菜たっぷ
りの品数の多い定食をお出ししています。※
注文時に希望するとスープを約1％塩分に調
節可。

〒965-0022 滝沢町1-15　☎0242-24-6085
7：00～20：00（不定休）

万世楼飯店 【市街図】

【市街図】

（Ⓒあいづ食の陣実行委員会提供）
野菜の多いメニューをいろいろ選べます。

【拡大図】

〒965-0878 中町4-37星ビル2階　☎0242-26-0730
昼11：00～14：00
夜18：00～（不定休）

ぴろす
ちっちゃいレストラン

（Ⓒあいづ食の陣実行委員会提供）
ふんだんに野菜を取り入れたコース料理でからだも心も健康に。

【拡大図】

〒965-0044 七日町2-39　☎0242-93-7887
昼11：30～14：00（LO)
夜18：00～（不定休）

リストランテ パパカルド

（写真は野菜多めでヘルシーなグランデリ・ランチ）
野菜多めでヘルシーなデリ（惣菜）はお持ち帰りもできます。

【市街図】

〒〒965-0005 一箕町亀賀字川西39-4　☎0242-36-7710
11：00～18：00（LO17：30）
祝日11：00～17：30（LO17：00）
ランチ営業は11：00～15：00
(日曜定休※祝祭日は営業　年末年始・お盆はお休み）

MARC(マルク)
CAFE＆DELI(カフェアンドデリ)

お好みハウス どんどん 【市街図】

（写真は大阪風五目1,300円（税込））
お好み焼きには1枚あたりにキャベツが約
150ｇ。各種定食メニューあり。水・木曜日、牛
すじカレーはじめました。

〒965-0032 旭町7-14　☎0242-32-8055
昼 11：00～14：00（平日のみランチ有）
夜 17：00～22：00
※材料がなくなり次第終了（不定休）

（写真は野菜たっぷりのコースより）
野菜多めメニューなどご予算に応じてお出ししています。

【拡大図】

〒965-0871 栄町5-31　☎0242-25-0808
11:00～22:00

田季野
元祖輪箱飯（わっぱめし）割烹・会津料理

（写真は手前から「シーザーサラダ」税別470円、「えのきバター」税
別370円）お手頃価格で野菜の多い酒の肴あります。

【拡大図】

〒965-0035 馬場町1-42
☎050-5890-9177
夜　17：00～00：00（LOフードのみ22：40）

よさく
居酒屋

（写真はおからコロッケセット　税込800円）
野菜はたっぷり約120ｇ。豆腐やおから、豆乳を使ったメニューを
中心に、できるだけ、お客様にあわせたサービスを心がけています。

【拡大図】

〒965-0871 栄町3-27　☎0242-27-1024
10：30～17：00

（月曜・第1・3日曜定休）

Shun（カフェ　シュン）
豆ふ屋　Cafe

（写真はスパゲティグラタンランチセット税込650円）
ランチはスープ・サラダ付きで、各種スパゲッティやご飯ものも選
べます。

【拡大図】

【拡大図】

〒965-0871 栄町3-14　☎0242-27-9515
10：00～16：00（LO15：00）

（不定休）

琥珀
coffee&tea

【拡大図】

（写真は日替わりのランチ定食税込680円）野
菜多めの定食は、予約で炊きたて釜炊きごは
んで提供いたします。

〒965-0871 栄町1-34　☎0242-25-2577
昼 11：00～13：30 ・夜 16：30～22：00 

（日曜日定休）

花小路 のり平

（写真は税込400円弁当）日替わりで、野菜多めでいろいろなおか
ずを少しずつ詰めています。

〒965-0833 明和町5-5
☎28-5353　FAX　29-7334　昼・夜
※配達エリア：旧市内

（湊、大戸、北会津、河東地区を除いた地域）
定休日なし

（夢弁当）
宅
配

夢と共生の21グループ

（写真は宴会プランの野菜メニュー例)
全てのお料理に使われているのは会津産の野菜。予約時のご要望に
応じて、減塩対策や野菜中心の料理もご用意できます。

【拡大図】

【拡大図】

〒965-0034 上町2-38　☎0242-24-5151
9：00～21：00

ルネッサンス中の島

（写真は「マルゲリータピッツァ」平日Aランチ
税別1,000円より）ランチは前菜3種類から
選び、ピッツァかパスタも選べます。薪の香り
のするピッツァは風味豊かでモチモチ。

フェリーチェ
ピッツェリア

〒965-0042 大町1-2-55　☎0242-36-7666
昼 11：00～14：00（LO) 
夜 17：30～22：00（LO）（月曜定休※祝日の場合は翌日）

（写真はモッツァレラと自家製トマトソースたっぷりのマルゲリー
タ・ピッツァＳサイズ税込780円）国産小麦の胚芽入りオリジナル
生地使用。野菜入りメニューもいろいろあります。

【拡大図】

〒965-0878 中町4-11　☎0242-93-5668
火～日 11：00～22：00

（月曜定休日※祝日の場合は翌日）

one's(ワンズホーム)
THE STANDARD CAFETERIA

（写真は歓送迎会などの宴会プラン税別4,200円プラン）
野菜多めに、塩味控えめになどのご要望に応じています。

【拡大図】

〒965-0878 中町2-78
☎0242-28-2804

ニューパレス
ホテル

（写真は「タンメン」税別750円）
タンメン・味噌タンメンは、地元産野菜がたっぷり250ｇ以上入っ
ている”野菜たっぷり”ラーメン！
※注文時に希望するとスープを約１％塩分に調節可。

〒969-5122 大戸町上三寄香塩343
☎0242-92-2512
昼 11：00～15：00
夜 17：00～20：00（水曜定休※祝日の場合は翌日）

牛乳屋食堂

宴会料理・朝食ともに、野菜を取り入れています。宿泊は税別
10,000円から。

〒965-0814 東山町湯本下原255-3
☎0242-28-1222

おやど東山

（写真は朝食会場「おふくろバイキング」より）会津のおふくろの味
がテーマの朝食バイキングでは、野菜ソムリエプロデュースによる
野菜料理コーナーで、生産者の顔が見える野菜料理を提供していま
す。（1泊2食朝食付プランは税別12,000円から）

〒965-0814 東山町湯本108
☎0242-29-1000

庄助の宿 瀧の湯

（写真は「会津山塩たんめん」税込800円）こだ
わりスープに、白菜、キャベツなどを加え、会津
山塩で優しいまろやかな味に仕上げています。
おろし生にんにく添えがおすすめです。※注文
時に希望するとスープを約１％塩分に調節可。

〒965-0022  滝沢町6-22 　☎090-2880-6628 
11：00～14：30（火曜定休）

麺や 大一（たいいち）

（写真は味噌タンメン税込800円）日替わり定
食のほか、仕出し弁当も承ります。※“親子で
味噌タンメン”幼児～児童の適塩約0.5％塩分
に調節できます。

〒965-0842  門田町中野大道東12-1 
☎0242-26-0426
昼　11：00～14：00（LO)
夜　予約のみ（水曜定休）

芳登里（ほとり）

（写真は「A：スペシャル日替り定食（小鉢２種
類・デザート付）限定30食」税込600円）B:日
替り定食はメイン中心のお手頃価格（税込
500円）で提供。来店時配布のサービス券で、
コーヒー（税込100円）が無料。

〒965-0871  栄町6-12 　☎080-8848-5628
昼 11：00～14：00
夜 18：00～22：00（予約のみ）（土日祝日定休）

ごはん処 結や

（写真はディナー税別2,500円コース）野菜の美味しさを実感でき
る、前菜、グリーンサラダ、メイン（魚か肉）、ライスか鉄板でつくる
ガーリックライス、スープ、お新香、デザートがつくコースと、メイ
ン両方が選べる5,000円コースがあります。

【拡大図】

〒965-0044 七日町2-51　☎0242-29-0371
昼 11：00～13：30（LO) 夜 18：00～21：00（LO）
 （月曜定休※祝日の場合は翌日）

あいづ家
Teppanyaki

（写真は「野菜タンメン」税別780円）
野菜炒め等単品メニューは+200円（税別）で定食にできます。
※注文時に希望するとスープを約１％塩分に調節可。

〒965-0818 東千石1-3-3　☎0242-85-7338
昼 11：00～14：45
夜 17：30～20：45

（月曜定休※祝日の場合は翌日）

頓珍館 千石店
会津らあめん 【市街図】

（写真は「メインプレートランチ」税別1,200円から）メインプレー
トランチはメインを選び、ミニスープ、サラダ、ドリンク、パンかラ
イス付。選べるパスタプレートランチ（税別1,000円）もあります。

〒965-0877 西栄町7-21　☎0242-93-6355
昼　11:30-15:00（LO14：30）
夜　18:00-22:00（日曜定休）

ラ・レゾン
レストラン 【拡大図】

【拡大図】

（写真は「特製　英世ラーメン」税込750円）知
る人ぞ知る、野口英世青春広場奥のラーメン
店。豚足ベースのコラーゲンたっぷりのあっ
さり味スープが特徴。※注文時に希望すると
スープを約１％塩分に調節可。

〒965-0878  中町1-23青春広場 
☎0242-27-8945 
11:00-19:00（不定休）

英世ラーメン

【拡大図】

（写真は手前から「ハンバーグステーキ」税別870円、
「コンビネーションサラダ」税別550円）メイン料理
につく人参グラッセ、マッシュブラウンポテト、ほう
れん草ソテーは定番の付け合せ。サラダは三種あり。

〒965-0871   栄町7-52　☎0242-22-2398 
昼 11：30～14：00（LO14：00）
夜 17：00～22：00（LO22：00)

（月曜定休※年末年始は不定休）

Pizza　瓦

まだまだあります!!“健康のおもてなし”に
ご協力いただいている店舗をご紹介します。

野菜多めのメニューあります◎季節により、メニューや食材は変更となる場合があります。（内容につい
ては、事前に各店舗にお確かめください）

©aizuwakamatsu.city

私たちは何から食塩を取っているの？

　平成27年度実施の会津若松市民対象の食に係る調査結果からは、1か月間程度平
均して、20‒70歳代の方々は、1日当たり、13.4g（男性 15.1g、女性 12.1g）程度
の食塩を摂取しています。（食塩摂取目標量［1日当たり］上限は、男性8g未満、女性
7g未満、高血圧の方は6g未満）
　また、詳細な分析から、漬けものや煮ものからだけでなく、調味料や麺類の汁、味
噌汁から食塩を多く摂取していることがわかりました。

　「魚」は、子どもの頃から食べてほしい食材の一つですが、干し魚や塩鮭などの塩蔵品ばかりだと、食塩の取り
過ぎの原因となります。
　調査で見えてきた市民の皆様の食べ方は、年代別・性別にそれぞれ傾向があり、若い年代の方は、塩味などのお
菓子や加工品などから、高齢の方は干物や煮物などからとる塩分に注意が必要なようです。

※上図：男女別に約1か月の平均的摂取量を1日あたりに表したもの
（分析協力 会津大学）

　日本型食生活は、健康づくりのためにもすすめたい食べ方です。
　しかし、本市に多い、高血圧や心筋梗塞、腎機能に影響するよう
な、食塩過剰になりやすいことが欠点といえます。
　国の定める1日当たりの目標量 幼児3-4ｇ、学童・生徒5-7ｇ、
成人の男性8ｇ未満、女性7ｇ未満となるように、「うす味にす
る」、または濃い味でも「汁を残す」ことから
減塩始めてみませんか？
　※通常の麺類の汁は、レンゲ3口分残す
ことで約1ｇ減塩できます。

「スープ残しますカード」で
ちょこっと減塩

市内ラーメン提供店の皆様のご協力のもと、
カード設置をすすめています。

【市街図】

（写真は上ソースかつ重1,180円（税込））
柔らかいお肉は絶品。ソース控えめもでき、
キャベツはさらに１皿（約100ｇ）追加でき
ます。

〒965-0805 天寧寺町1-11
☎0242-27-2191
昼 11：00～14：00・夜 17：00～20：00　

（月曜日定休）

とんかつ とん亭

（写真はキャベツ・コーン入りの牛乳ラーメン660
円（税込）※注文時に希望するとスープを約１％塩分
に調節可）牛乳ラーメンのほか、タンメンもたっぷり
野菜がトッピング。+100円でさらに野菜追加可。

くるくる軒
らーめん工房

〒965-0871 栄町2-7　☎0242-24-9050
昼11：30～15：30
夜17：00～20：00（水曜日定休）

【拡大図】

2階宴会場
宴会料理春プラン
3,240円（税込）から

旬の食材をふんだんに使い、見た目にも
美しく楽しめる料理の数々です。

白虎町201番地ワシントンホテル10階
☎0242-22-6111

会津若松ワシントンホテル

朝　　食
6：30～10：00
ディナー
18：00～23：00

（LO22：30）

ワシントンホテル10階 ガスライト

シェフおすすめ
ミニコース

3,780円（税込）から

【市街図】

（写真は　季節メニュー・桜エビとキャベツのパスタ、サラダ・コー
ヒー付き税込1,150円）ハンバーグやオムライスにもサラダ・コー
ヒーがつき、季節でワサビやアスパラ、トマト、キノコ類など、旬の
おすすめメニューがあります。

【市街図】

〒965-0813 東山町石山院内152-3
☎0242-27-6027
11：00～21：00（木曜日定休）

ふらいと
洋食家

野菜たっぷりの麺類は、
約1％塩分がおすすめです。
（野菜の甘味を満喫できる食べ方です。）

成人の男性8ｇ未満、女性7ｇ未満となるように、「うす味にす

取組協力店舗募集中!

【市街図】


