会津酒場スタンプラリー参加店舗一覧
五十音 店舗名
あ行

か行

会津の夜を楽しむべぇ♪

2020年11月30日現在・五十音順

住所

おもてなしサービス

會津桜鍋 鶴我 会津本店

会津若松市東栄町4-21

ソフトドリンク 1杯サービス

会津とんかつの店 とん八

会津若松市扇町80-2

生ビール半額

會津バル

会津若松市大町1丁目9-5 石川ビル1階

おつまみ一品サービス

ランチ11:30～15:00
ディナー18:00～22:00

無休

あいづ浪漫亭しおぐら

会津若松市中町4-16

生ビール一杯サービス

10:30～21:00 (L.O 20:00)

水曜日

居酒や ゑびす亭

会津若松市上町1-26

小鉢一品サービス

17:00～23:00

毎週日曜日

居酒屋 大統領

会津若松市上町1-20

おつまみ1品サービス

17:30～23:00

日曜日

居酒屋 竹の娘

会津若松市東千石1-5-8

おつまみ1品サービス

17:00～22:00(L.O 21:30)

火曜日

居酒屋 野むら

会津若松市上町1-12 アサヒアルパ1F

おつまみ1品サービス

17:00～24:00(LO:23:30)

日曜日(ただし、月曜祝日の場合営業)

居酒屋 舞酒

会津若松市上町1-19

おつまみ1品サービス

17:00～23:00

不定休

居酒屋 源

会津若松市古川町3-5

おつまみ1品サービス

17:00～23:00

火曜日

居酒屋 土竜

会津若松市中央1丁目1-48

おつまみ1品サービス

17:00～23:00(LO:22:30)

月曜日

居酒屋 よさく

会津若松市馬場町1-42

おつまみ1品サービス

17:00～23:30

不定休

居食屋 太平楽

会津若松市桧町3-3

今日のお薦めの逸品

17:00～22:00

不定休

エンジェルドリーム

会津若松市栄町6-1マリンビル4階

ビール1杯

19:00～26:00

日曜日

お食事処 居酒屋 楽天家

会津若松市大町1丁目8-20

鶏もも軟骨唐揚げ、枝豆、自家製なす漬、とうもろこし
から1品日替わりサービス

17:00～23:00 / 22:30(L.O.)

日曜日
(日・月連休の際は月曜日休日となります)

kaien Hotel ＆ Cafe BAR

会津若松市七日町3-37

おつまみ1品サービス

10:00～20:00

不定休

香おる

会津若松市栄町6-5

生ビール1杯

19:00～24:00

日曜日

語らいとダイニングの店 ゆめじ

会津若松市宮町4-12 明月ビル1F

会津夏野菜 三五八漬け

18:30～24:00

日曜日

Cafe&Bar UNO

会津若松市七日町2-40

カップデザート

18:00～23:00

月曜日

上酒林

会津若松市上町1-16

おつまみ1品サービス

17:00～23:00

不定休

カラオケ喫茶&スナック せせなぎ

会津若松市上町7-24 上町第一ビル1F

おつまみ1品サービス

12:00～22:00

毎週月曜日・火曜日の昼・第二日曜日

カラオケスナック かずぼ

会津若松市栄町4-32 キヨミズライオンズビル1F

カラオケ２曲サービス or 生ビール１杯サービス

19:00～25:00

水曜日

カラオケスナック Volume

会津若松市中町2-81 中町ビル1F

おつまみ1品サービス

18:30～24:00

日曜日

おつまみ1品サービス

17:00～24:00

日曜日（連休の場合、連休最終日が休みとなります)

おつまみ１品サービス

昼11:00～14:30
夜 予約のみ

不定休

元祖 ほるもん道場 会津清水通り店 会津若松市栄町4-28
かんのや

会津若松市行仁町4-11

営業時間
ランチ 11:30～14:00
夜 17:00～24:00
平日 11:08～15:08 / 17:38～21:08
土日祝 11:08～15:08 / 17:08～21:08
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定休日
不定休
毎月第一・四水曜日

会津酒場スタンプラリー参加店舗一覧
五十音 店舗名
か行

さ行

会津の夜を楽しむべぇ♪

2020年11月30日現在・五十音順

住所

おもてなしサービス

営業時間

定休日

亀鶴寿し

会津若松市中町2-82

日替わり小鉢一品サービス

昼11:30～14:00 夜16:00～22:00
（日曜はネタ切れ次第終了）

月曜日（祝日は営業）

輝星～キラキラボシ～

会津若松市栄町5-35 つな家ビル1F

おつまみ1品サービス

20:00～26:00

不定休

串焼居酒屋 会津豚とん拍子

会津若松市大町1-8-5 カネマンビル1F

おすすめのおつまみ1品サービス

17:00～24:00

日曜日(祝前日は営業)

串焼 さぶろく亭

会津若松市上町1-27

枝豆サービス

17:30～23:30

不定休

GranRose

会津若松市栄町5番46号

カラオケ2曲サービス

20:00～26:00

不定休

グルアール

馬場町1-5モントレービル2階

おつまみ1品サービス

（月～木）20:00～25:00 （金、土）20:00～26:00

日曜日

ココペリ

会津若松市栄町8-25

グラスビール一杯サービス

19:00～24:00

日曜日

こだわりやま会津若松駅前店

会津若松市駅前町6-420

郷土料理 1品サービス

15:00～22:00

月曜日

彩喰彩酒會津っこ

会津若松市栄町4-49

お通しサービス

17:00～23:00

日曜日

櫻

会津若松市栄町5_47

カラオケ無料！

19:00～24:00

日曜日

Supper Club Fool's

会津若松市栄町6-1 マリンビル1-2

飲み放題…30分サービス／単品…1ドリンクサービス

20:00～5:00

日曜日

the bar cozy

会津若松市栄町8-19

ミックスナッツ

19:00～27:00

無し

更紗

会津若松市栄町6‐1 マリン55ビル3F

生ビール1杯

20:00～26:00

日曜日 祝日

Shell

会津若松市上町2-1 パティオビル2F

おつまみ1品

21:00～26:00

水曜日・日曜日

地酒処 天竜

会津若松市大町2-5-15

おつまみ1品サービス

17:00～23:00(22:30LO)

日曜日(翌祝日の場合営業、翌日休み)

Shine～シャイン～

会津若松市栄町6-1ﾏﾘﾝﾋﾞﾙ4F

おつまみ1品ｻｰﾋﾞｽ

20:00～25:00

日・祭日

蛇の目寿し

会津若松市栄町7-24

漬物、みそ汁サービス

19:00～24:00(出前25:00)

日曜日

JUICY～ジューシー～

会津若松市駅前町6-27 フジヤビル1F

おつまみ1品サービス

20:00～25:00

不定休

酒菜天味

会津若松市栄町4-39パピヨンプラザビル1階西

お通しサービス

17:00～23:00

原則日曜日

酒粋心 我流

会津若松市栄町4-39 パピヨンプラザビル中2階

店主おすすめ日本酒1杯サービス

19:00～25:00

月曜日

酒家 盃爛処

会津若松市中央1-3-23

おつまみ一品サービス

17:00～22:00(L.O)

日曜不定休

酒楽工房 わきあいあい

会津若松市宮町4-7

唐揚 2個

17:30～

日曜日

笑楽食酒 ほっぺ

会津若松市栄町5-49

グラス生ビール

17:30～24:00

日曜日(但し事前のご予約のみ営業)

Shot Bar Rush

会津若松市上町2-1 パティオビル1F

おつまみ1品サービス

20:00～5:00

不定休

Soupcurry&Dining tipu

会津若松市東栄町6-24

おつまみ一品サービス

17:30～25:00

火曜日
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会津酒場スタンプラリー参加店舗一覧
五十音 店舗名
さ行

た行

な行

は行

会津の夜を楽しむべぇ♪

2020年11月30日現在・五十音順

住所

おもてなしサービス

営業時間

定休日

すし万 大将

会津若松市町北町藤室字達磨162-2

小鉢一品サービス

11:00～14:00 / 17:00～20:00

第２・４日曜日

スナック アゲイン

会津若松市栄町8-24 エクシード99ビル 1F

カラオケ無料

20:00～25:00

日曜・祝日

スナック楓

会津若松栄町6-1マリンビル3階

生ビール一杯半額です！

20:00～24:00

日祝日

スナック ドルフィン

会津若松市栄町4-39 パピヨンビル1F

カラオケ2曲サービス

平日 20:00～24:00 /金土 20:00～25:00

日曜・祭日 (金・土が祭日の場合営業)

スナック パピヨン

会津若松市宮町4-4北日本ビル新館2F

おつまみ一品サ-ビス

20:00～25:00

日曜日

スナックみき

会津若松市栄町8-24 エクシード99

おつまみ一品サービス

19:30～25:00

日曜日

スナック ルピナス

会津若松市西栄町7-25

生ビール１杯サービス

19:30～24:00

日曜日・祝祭日

スポーツバー ウィザーズ

会津若松市東栄町6-14

（フライドポテトorチキンナゲット）どちらか1品

20:00～3:00

月曜日

炭火焼肉 棕櫚

会津若松市中央1-3-3

お通しサービス

11:30～14:00 / 17:00～22:00(L.O.)

毎週水曜日 / 毎週木曜日(ランチタイム)

蕎麦・居酒屋 あん呑

会津若松市中央1丁目3-15

お通しサービス

昼 11:00～14:00／夜 17:30～23:00

昼のみ 水曜日／昼・夜 日曜日

ダイニングバー オルテンシア

会津若松市行仁町2番23号

おつまみ1品サービス

ランチ 11:30～15:00 ／ディナー 17:30～23:00

月曜日・第3日曜日

Diningbar Clorer

会津若松市栄町4-12 エクシードビルⅡ 1F-A

プチデザートサービス

月～木 18:00～25:00 /金・土 18:00～27:00

日曜日

Taro食堂

会津若松市中央1丁目3-12

アイスサービス

17:30～23:00(L.O.)

日曜日(ただし月曜祝日の場合営業)

Derd(ディード)

会津若松市栄町7-7 ステージ707 1F

秘密のメニューから1つサービス

20:00～24:00

日曜日

Teppanyakiあいづ家

会津若松市七日町2-51

ドリンク1杯無料

11:30～13:30(L.O.) 18:00～21:00(L.O.)

月曜日(祝日の場合翌日)

とおりゃんせ

会津若松市上町2-1 パティオビル3F

チューハイ1杯サービス

20:00～26:00

日曜日
火曜日

DOG HOUSE

会津若松市大町1丁目1-50

ソフトクリームサービス

ランチ 11:30～14:00
バー 17:00～25:00

とんかつ番番

会津若松市東千石2丁目1-32

おつまみ1品サービス

昼 11:00～14:30
夜 17:00～20:00

毎週水曜日

日本酒バー 會津蔵武

会津若松市栄町8-44

お好きな飲み物をグラス1杯サービス
※開封済の飲み物に限ります。

17:00～22:00

日曜月曜

ニューペガサス

会津若松市栄町7-7

カラオケサービス

19:30～24:00

月曜日

煮ん煮くya

会津若松市栄町5-35 つな家ビル1F

おつまみ1品サービス

17:00～22:30 (22:00 L.O)

木曜日

ねぼけ茶屋

会津若松市宮町4-6

小鉢（枝豆）サービス

17:00～23:00

第三日曜日

呑み喰い処 こうめ

会津若松市追手町3-24

おつまみ1品サービス

17:00～22:00

日曜日・祝日

呑み処 ねこ八

会津若松市行仁町1-25 リトル東京1F

おつまみ1品サービス

17:00～22:30

日曜日・祝日

Bar Octave

会津若松市栄町7-17 甲賀ビル1F

自家製生チョコレートをささやかに。

17:00～24:00

時々日曜日
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会津酒場スタンプラリー参加店舗一覧
五十音 店舗名
は行

ま行

や行

ら行

わ行

会津の夜を楽しむべぇ♪

2020年11月30日現在・五十音順

住所

おもてなしサービス

営業時間

定休日

花小路 のり平

会津若松市栄町1-34

おつまみ1品サービス

ランチ 11:30～13:30
夜 17:00～22:00

ランチ 土・日・祝日 / 夜 日曜日

Pub entrance Uzia

会津若松市大町2丁目5-3 1F

カクテル１杯サービス

17:00～26:00

日曜日

PUB Bonds

会津若松市上町1-12 Asahi Alpa 2階

単品ショット1杯サービス

21:00～7:00

月曜日

beercafe thirdplace

会津若松市上町8-23 U0823ビル1F

おつまみ1品サービス

17:30～25:00

火曜日
日曜日 （月曜祝日の場合、月曜休み）

ビストロ コロンボ

会津若松市西栄町7-25

ワイン1杯のみ半額

月～金 11:30～14:00/17:30～22:00
土 17:30～23:00

fuzzy

会津若松市上町1-12 アサヒアルパ2F

オカマちゃんの〇〇〇♡

20:00～5:00

日曜日

プロレスBAR INFINITY

会津若松市宮町4-4 北日本ビル3F

おつまみ1品サービス

20:00～25:00

日曜日

芳登里

会津若松市門田町中野大道東12-1

食後のコーヒーサービス

11:00～14:00 /夜 予約のみ

水曜日

マブハイ

会津若松市上町1-36 マルコープラザ1F

おつまみ1品サービス

20:00～25:00

日曜日

Misty

会津若松市上町9-10 センチュリーノアビル3F

ドリンク1杯サービス

20:00～2:00

日曜日・祝日（月曜祝日の場合は、日曜日営業）

魅羽

会津若松市上町9-10センチュリーノアビル407

カラオケ歌い放題

20:00～25:00

日曜日(日月連休の場合月曜日)

やきとり家すみれ会津若松店

会津若松市東千石2-2-1

ワンドリンクサービス 290円(税抜き)以下の商品

平日 16:00～24:00<テイクアウト全日11:30～>
土日祝11:30～24:00

無休

焼きや

会津若松市大町1-8-25

生ビール150円引き

17:00～21:30

日曜日 （予約OK）

やんちゃ

会津若松市上町2-1 パティオビル4Ｆ

生ビール1杯サービス

20:00～ラスト

日曜日

遊食厨房 康

会津若松市東栄町6-22

おつまみ1品サービス

17:00～22:00

日曜日 月曜日

Learning bar AKAGAKI

会津若松市栄町7-48

おつまみ一品

20:00～25:00 事前予約制

日、水、祝祭日

ラーメン居酒屋 寿楽

会津若松市馬場町2-45

お通しサービス

17:00～11:30(L.O.)

日曜日

らぶLOVEラブ

会津若松市栄町5-47

カラオケ

18:00～25:00

日曜日

漁 -Ryo-

会津若松市栄町4-38 アークビル2F

お好きな飲み物１杯サービス

20:00～24:00

日曜日・祝日

Luminous

会津若松市上町9-10 センチュリーノアビル402

おつまみ1品サービス

21:00～25:00

日曜日

Ray

会津若松市宮町4-12 明月ビル2F

焼酎orウイスキー１杯サービス

21:00～24:00

日・祝
火曜日

レストランバー マーティン

会津若松市栄町1-25

イタリア産生ハム

ランチ 11:30～14:30
ディナー 17:30～22:30

和彩だいにんぐ夢家

会津若松市山鹿町6-67 サイトウBuild104

おつまみ1品サービス

17:30～23:00

火曜日

和風れすとらん くいしん坊

会津若松市中町4-31

1品サービス

11:00～21:00

不定休

※参加店舗については、随時更新しております。
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