
“健康のおもてなし”広報についてのお問い合わせは

会津若松市 健康増進課 ☎（39）1245

　今回はさらに、「栄養バランスを考えた組み合わ
せの弁当や定食などのメニュー」として、健康に寄
与する食事*メニューの取組協力店を紹介します。

　市民の健康行動を、はじめやすく、継続しやすく
するためのしくみづくりとして、飲食店舗に取組実
施店として参加・登録いただいています。
取組項目は

◎「健康のおもてなし」とは ◎おいしい！ヘルシー！お得でうれしい！健康朝食

必須①　野菜の多いメニューがある
　　　　（約100-150ｇの野菜やきのこ、海藻がとれる）
必須②　塩分控えめに対応できるメニューがある

　平成31年度（令和元年度）会津若松市集団健診会場・大江戸温泉物語あいづでは、
当日の健診受診後に、「温泉入浴」や「健康朝食」（先着100名）をご利用いただけます。
○「健康朝食」とは？
　ボリューム満点＆野菜もたっぷりの1食約600kcal、塩分控えめでも味わいしっかりの
献立がお召し上がりいただけます。（朝食のみ550円、朝食+温泉入浴セットで770円）

実施日時　10月11日・11月6日
　　　　　朝食は午前8時から　　入浴は午前10時から
　　　　　※検診の受付は午前8時までにお済ませください。
　　　　　※朝食のご利用は、事前申し込み（５日前まで）が必要です。
申し込み先　国保年金課 ☎0242（39）1244

2019.9作成

メニュー

「健康のおもてなし」取組店舗詳細情報は、ローカル情
報交流アプリ「ペコミン」で確認することができます。

ローカル情報交流アプリ「ペコミン」

Iphone版 Andoroid版

**「ふくしま“食の基本”」とは
生活習慣病の発症・重症化予防を図るため、県全体で
バランスのよい食事「主食・主菜・副菜」＋「減塩」の実
践をすすめる取組。
***「健康な食事・食環境」認証制度とは
健康な食環境整備をめざし、外食・中食・事業所給食
で「スマートミール」を、継続的に、健康的な空間（栄養
情報の提供や受動喫煙防止等に取り組んでいる環境）
で健康な食事（主食・主菜・副菜がそろう、健康に資す
る可能性のある栄養バランスのとれた食事）を提供し
ている店舗や事業所を認証する制度。
認証を行うコンソーシアム参加団体
日本栄養改善学会／日本給食経営管理学会／日本高血圧学

会／日本糖尿病学会／日本肥満学会／日本公衆衛生学会／

健康経営研究会／日本健康教育学会／日本腎臓学会／日本

動脈硬化学会／日本補綴歯科学会／日本産業衛生学会

*健康に寄与する食事
「**ふくしま“食の基本”」（福島県）をふまえ、「スマート
ミール」（「***健康な食事・食環境」認証制度）に準ずる
もの。

野菜の多いメニューがある、塩分控えめに対応できる（一部メニュー）
そんな“健康のおもてなし”に協力いただいている店舗を紹介します。

健康のために
さりげなく、おもてなし
健康のために
さりげなく、おもてなし

〒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）

カフェ＆キッチン R・K
〒965-0033 行仁町4-11
☎0242-22-3904

11：00～14：30（夜は要予約）
無休

かんのや

〒965-0817 千石町3-35
☎080-5559-6454

昼11：30～15：00
夜17：30～21：00
金曜定休

はちべえ
〒965-0817 千石町3-1
☎0242-33-0288

11：00～21：00
日・祝11:00～20:00
*スープがなくなり次第終了
火曜定休

めでたいや

〒965-0005 一箕町亀賀字北柳原52
☎0242-93-7566

10：00～17：00
日曜定休

ベーカリー＆カフェ コパン
〒965-0877 西栄町4-85
☎0242-38-8134

昼11：30～15：30（LO）
夜17：00～20：30（LO）
火曜定休

らーめん餃子のお店 関さん

〒965-0035 馬場町1-10
☎0242-32-5233

18：00～23：30（LO23：00)
日曜定休

台湾キッチン 會津ウルトラ
〒965-0118 北会津町石原406
☎0242-58-2729

11：30～
無休

農家民宿 穂多瑠

〒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
〒965-0034 上町1-19
☎0242-24-6420

17：00～23：00　
年末年始、月曜定休

居酒屋 舞酒

〒965-0871 栄町4-49
☎0242-32-6232

17：00～23：00（LO22：30)
日曜定休*変更あり

彩喰彩酒 會津っこ
〒965-0871 栄町8-49
☎0242-32-5380

17：00～23：00
日曜定休・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

〒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
〒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

〒965-0871 栄町4-16
☎0242-22-1751

11：00～16：00
不定休

栄安
〒965-0022 滝沢町1-15
☎0242-24-6085

7：00～20：00
不定休

万世楼飯店

〒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
月曜定休

お好みハウス どんどん
〒965-0871 栄町5-31
☎0242-25-0808

11：00～22：00
元祖輪箱飯（わっぱめし）割烹・会津料理 田季野

〒965-0814 東山町湯本108
☎0242-29-1000

庄助の宿  瀧の湯
〒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

Teppanyaki あいづ家

〒965-0871 栄町3-14
☎0242-27-9515

10：00～16：00（LO15：00）
不定休

coffee&tea 琥珀
〒965-0871 栄町1-34
☎0242-25-2577

昼11：00～13：30  
夜16：30～22：00 
日曜定休

花小路 のり平

〒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

レストラン ラ レゾン
〒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

〒965-0035 馬場町1-42
☎050-5890-9177

夜17：00～00：00
（LOフードのみ22：40）

居酒屋 よさく
〒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）

〒965-0871 栄町3-35
☎0242-23-8229

昼12：00～15：00（LO13：30)
夜18：00～23：30（LO22：00）
（水曜日・第2.4火曜定休）

ワインとフランス家庭料理 ワインバー ココット
〒965-0878 中町4-31
☎0242-28-8355

10：00～23：00（月～土）
10：00～18：00（日・祝）
年中無休

プロント会津若松店

〒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

ピッツェリア フェリーチェ
〒965-0878 中町4-11
☎0242-93-5668

火～木・日11：00～20：00
金・土　　11：00～22：00
月曜定休*祝日の場合は翌日
ランチ11：00～15：00なくなり次第終了

One's（ワンズ）

〒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
〒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

〒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
 火曜定休

レストラン ポタジエ
〒965-0818 東千石1-5-17
☎0242-28-5681

昼11：30～14：45
夜17：00～20：15
月曜定休*休日の場合翌日

手打ちそば・うどん 徳一

〒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

いろりの宿 芦名
〒965-0871 栄町2-7
☎0242-24-9050

昼11：30～15：30
夜17：00～20：00
水曜定休

らーめん工房 くるくる軒

〒965-0872 東栄町5-19 菅家ビル102
☎0242-28-9055(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）
〒965-0804 花春町4-30
☎0242-85-8889

11：30～19：00
水曜定休
※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

〒965-0818 東千石二丁目1-32
☎0242-27-6327

昼11：00～14：30
夜16：30～20：30
水曜定休

とんかつ 番番
〒965-0805 天寧寺町1-11
☎0242-27-2191

昼11：00～14：00
夜17：00～なくなり次第終了　
月曜定休

とんかつ とん亭

〒965-0021 山見町130
☎0242-24-6448

昼11：00～15：00
*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
〒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)
日曜定休*変更有

しゅんさい うろこ

〒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

ちっちゃいレストラン ぴろす
〒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

〒965-0813 東山町石山院内152-3
☎0242-27-6027

11：00～21：00
木曜定休

洋食家ふらいと
〒965-0871 栄町3-27
☎0242-27-1024

10：30～17：00
月曜・第1・3日曜定休

豆ふ屋 CafeShun（カフェ シュン）

〒965-0024 白虎町201番地
☎0242-22-6111

ガスライト営業時間
朝食6：30～10：00
ディナー18：00～23：00
　　　　　　（ＬＯ22：30）

会津若松ワシントンホテル・ガスライト
〒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

会津らあめん 頓珍館 千石店

〒965-0833 明和町5-5
☎0242-28-5353  FAX29-7334

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

夢と共生の21グループ（夢弁当）
〒965-0034 上町2-38
☎0242-24-5151

9：00～21：00
ルネッサンス中の島

〒969-5123 大戸町上三寄大豆田11-3
☎0242-92-3253

9：00～15：00（月・水～金）
8：00～15：00（土日祝）
火曜定休

うえんで
〒965-0878 中町2-73
☎0242-27-6983

17：00-23：00
不定休

居酒屋 老町（おとなまち） ぼろ蔵

〒965-0878 中町2-78
☎0242-23-7716

昼11：30～14：00（LO13：30）（月～金）祝日
夜17：00～22：00（LO21：30）（月～土）
日曜祝日定休*連休の場合変則有

URARAKA（うららか）
〒965-0871 栄町2-25 アビスビル1F
☎0242-28-5077

昼11：00～14：00（土曜日以外）
夜17：30～23：00
日曜定休

Restaurant＆BarBeans （ビーンズ）

〒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
〒965-0814 東山町湯本下原255-3
☎0242-28-1222

おやど東山

〒965-0878 中町2-78
☎0242-28-2804

ホテル ニューパレス
〒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

※2019.3 現在情報。価格・内容などは予告なく変更される場合があります。詳細は各店舗にお問い合わせください。

◎登録順
＊一部メニュー変更により変動有

野菜の多いメニューがある、塩分控えめに対応できる（一部メニュー）
そんな“健康のおもてなし”に協力いただいている店舗を紹介します。


