会津の新しい伝統は、ここから始まる。

店舗
全46 催
同時開

ウィーク
〜21

平成25年

期間

7 13

日土

月

日日

プ レ ゼ ントキャンペ ーン
期 間 中 、裏 面 に 記 載 の 店 舗 で

A賞

「美 食メニュー」を注 文し、アン

B賞

ケートにお答えいただくと、抽選
で10 0名様に豪華賞品が当たる

C賞

キャンペーンを開催します。
「赤

田代和久氏

20名様 3,000円分 の お食事券
60名様 1,000円分 の お食事券

美食を提供する店舗、宿泊施設で使える
「お食事券」
となります。

いのぼり」が目印です。

ラ・ブランシュ 代表

20名様 5,000円分 の お食事券

※当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。
（8月頃）

KIHACHI 総料理長

鈴木眞雄氏

サッカー日本代表帯同シェフ

西

芳照氏

山際食彩工房 代表

山際博美氏

ランチ

本 県 ゆ か り の シェフ た ち に 会 える！

◆

７月１5 日（祝・月）

◆

７月１7日（水）

11：30〜13：30 ご予約は前日12：00まで

山際シェフ×
「鰊屋敷 太田」料金／1,680円（税込）〜
（立川牛蒡の飛竜頭付御膳セット）
11：30〜13：30

ご予約は前日12：00まで

鈴木シェフ×
「そばカフェ じーま」料金／1,380円（税込）
（ほろ苦野菜と福島牛のシャブシャブのサラダとそばのランチ）

ディナー

西シェフ×
「鶯宿亭 飯寺店」料金／2,100円（税込）
（粒そば饅頭とそばのセット）

◆

新会津伝統美食とは…
会津地方に古くからある伝統料理
に、著名なシェフ５名が新たな息を
吹き込 んで 開 発したの が「新 会 津
伝統美食」です。
裏面のお店で期間中提供しており
ますので、
「 赤いのぼり」を目印に、
是非お立ち寄りください！

主催

７月１6 日（火）

限定
提供!

17：30〜19：00

田代シェフ×
「レストラン ラシーヌ」料金／4,000円（税込）
（マスのディセック酒粕じゅうねん味噌マリネ赤ワインソース など）

鈴木シェフ×
「食彩アトリエ あいづ家」料金／2,500円（税込）〜
（会津地鶏とキャベツの田舎風煮込み など）

予約特典
「デザート一品」
サービス

当日は混雑が予想されるため、事前のご予約をオススメします。

ご予 約 は

※デザートは店舗に
よって異なります。

・福島県

ＴＥＬ.024-525-8190

（平日 10：00〜18：00）

詳しくは

新会津伝統美食

検索

美 食 提 供 店 舗・施 設
店 舗・施 設 名

美 食 ウィーク開 催 中

●…「美食ディナー」開催店舗
●…「美食ランチ」開催店舗

提 供 メニュー

予約

電話番号

住所

会津若松市

0242-28-4000
0242-29-0371
3宿 たかや
身欠きニシン奉書巻き/しんごろうの牛肉巻き/ニシンの酒粕揚げ（宿泊者限定） 要
0242-22-2265
4割烹 萬里
要
緑こづゆ / 田舎雑炊
0242-22-8502
5彩喰彩酒 會津っこ
不要 0242-32-6232
ニシン山椒の棒寿司 / 豆腐と野菜の田舎漬け
6鶯宿亭 大手門通り店
不要 0242-22-1457
会津そば
7鶯宿亭 飯寺店●
不要 0242-28-4015
会津そば
8鰊屋敷 太田●
ニシン山椒漬け奉書巻き
（コース料理で提供、単品提供は要予約） 一部要 0242-22-2274
9舞酒
不要 0242-24-6420
つまみ鱈と季節野菜の酢漬け
こんにゃくの南蛮味噌和へ / ニシン山椒漬け奉書巻き / 高遠おろしそば（おろしそばの手打ちは要予約） 不要 0242-32-8088
10ねぼけ茶屋
11居食屋 大平楽
不要 0242-29-6385
八重の三点盛り
12すし万 大将
要
0242-22-1980
会津玉子寿し
（「会津御膳」
セットメニュー内で提供）
13古民家レストラン 独鈷 車麩の甘煮（コース料理内で提供）
要
0242-27-8059
14ちっちゃいレストラン ぴろす 凍み豆腐のマリネ（セットメニュー「身知らずセット」内で提供） 不要 0242-26-0730
15レストラン ラシーヌ●
要
マスのディセック酒粕じゅうねん味噌マリネ赤ワインソース
0242-27-6938

1渋川問屋

2食彩アトリエ あいづ家●

立川牛蒡の飛竜頭（コース料理で提供、
宿泊者限定）
会津地鶏と夏キャベツのブレゼ

喜多方市

16会津田舎家
17割烹寿司 おゝ多
18丸見食堂

19お料理 舟場α
20民宿 えびすや

21熱塩温泉 山形屋

22熱塩温泉 ホテルふじや
23宮古そば 権三郎

24そばカフェじーま●

山塩風味冷やしこづゆ

26三沢屋 宮廼

会津若松市七日町 3-28
会津若松市七日町 2-51

0241-23-2774
0241-24-5075
要
0241-22-0506
不要 0241-23-8008
要
0241-24-4470
要
0241-36-2288
要
0241-36-2121
不要 0241-38-2586
一部要 0241-24-3001
不要

28あるぱいんロッジ

31ペンション ぽぽんた

ニシンの酒粕揚げ
ニシンの山椒漬け奉書巻き / そばがき汁（宿泊者限定）
会津米茄子のグラタン
（宿泊者限定）
緑こづゆ / ニシンの山椒漬け奉書巻き
（宿泊者限定）
そばがき揚げ
そばクレープ
（予約不要）/ ニシンの棒寿司（要予約）
やく膳水餃子〜杜のじげん
（おたねにんじん入りスープ）

不要

セットメニュー「小夏籠膳」内でニシンの山椒漬け奉書巻きを提供

要

４名様以上の宿泊で夕食にメニューより
『伝統美食』
コース提供

要

馬刺のカルパッチョ / かぼちゃのズッパイングレーゼ（宿泊者限定）

要

36紋平茶屋

41温泉民宿 にしきや

45ほていや旅館

星ビル 2F

会津若松市追手町 4-47
喜多方市梅竹 7276-2

喜多方市通船場 19
喜多方市豊川町高堂太字免田 1211-5
喜多方市熱塩加納町熱塩字北平田 347-2
喜多方市熱塩加納町熱塩字熱塩甲 807
喜多方市山都町蓬菜字中村 4576
喜多方市字水上 6767

0242-54-3267 大沼郡会津美里町高田甲 2760
0242-54-7778 大沼郡会津美里町字宮林甲 4376-8

0242-83-6318 河沼郡会津坂下町市中三番甲 3678-1
0242-83-2379 河沼郡会津坂下町大字気多宮字柳田 1052

あげそばがき

不要

馬肉味噌（宿泊者限定）

要
要

耶麻郡猪苗代町字中町 5527
耶麻郡猪苗代町字土町 38
耶麻郡猪苗代町西葉山 7110-20
耶麻郡猪苗代町大字磐根字佐賀地 2557-8
耶麻郡猪苗代町長田手洗川西 3838-6
耶麻郡猪苗代町磐根字重蔵橋 2312
耶麻郡猪苗代町大字蚕養宇沼尻山甲 2855-166

0241-42-2600 河沼郡柳津町柳津下平乙 150-1
0241-42-2302 河沼郡柳津町字諏訪町甲 61-2

ニシン山椒漬け奉書巻き / 姫しんごろう柚子風味 / こづゆ（宿泊者限定）

要

0241-68-2146 南会津郡下郷町湯野上居平乙 752
0241-67-3003 南会津郡下郷町弥五島道上 3253-1
0241-68-2413 南会津郡下郷町湯野上居平乙 784

そばの実汁 （宿泊者限定）

要

0241-78-5138 南会津郡南会津町高杖原 458

鮭白菜巻 / 棒たらとジャガイモのドフィノワーズ / 凍み豆腐のマリネ / 赤かぼちゃのデザート（宿泊者限定）

要

0241-57-2283 大沼郡昭和村両原天狗屋敷 537

会津牛のローストビーフ
（宿泊者限定）
棒たらとジャガイモのグラタン

要
不要

車麩のクロックムッシュ風（宿泊者限定）

要

0241-45-3113 耶麻郡西会津町野沢字上原乙 2450
0241-45-2011 耶麻郡西会津町野沢字原町乙 2233

只見川こづゆらーめん

要

0241-54-2429 大沼郡金山町川口字下町 601

鴨塩煮

不要

金山町

46民宿食堂おふくろ

会津若松市中町 4-37

要

西会津町

44割烹 はるよし

会津若松市門田町御山村中 372

ニシンの山椒漬け奉書巻き / 会津里芋山葵和へ（宴会コースにて提供）

昭和村

43民宿 松屋

会津若松市町北町藤室字達摩 162-2

0241-32-2090 耶麻郡北塩原村檜原曽原山 1096-547

要

南会津町

42ペンション エンドレス

会津若松市桧町 3-3

要

要

下郷町

40珈琲家マザーリップ

会津若松市宮町 4-6

そばクレープ / 凍み豆腐のマリネ / そばがきのスープ仕立て から１品を提供（宿泊者限定）

凍み豆腐のマリネ/ニシンの山椒漬け奉書巻き
（宿泊者限定）

38柳津温泉つきみが丘町民センター 「奥会津 新会津伝統美食膳ぷらん」コース料理内で新会津伝統美食メニューから提供
39つるや旅館

会津若松市上町 1-19

会津里芋山葵和へ / 馬肉味噌（宿泊者限定）

要

柳津町

37瀞流の宿 かわち

会津若松市相生町 2-10

要

要

しんごろうの肉巻き
（宿泊者限定）

会津坂下町

35さいとう食堂

会津若松市門田町飯寺村西 113-2

0242-62-4316
0242-62-3350
0242-63-0855
0242-65-2515
0242-63-0369
0242-65-2533
0242-64-3789

北塩原村

34ペンション ハーティ

会津若松市栄町 5-49

喜多方市町田 8257-5

32西の沢温泉 たなべの湯 ニシン山椒漬の天ぷら
（宿泊者限定）
33御宿 万葉亭

会津若松市栄町 4-49

喜多方市谷地田 7394-2

29ペンション ヴェルレーヌ 7/16より
「鴨のブレイズ」提供（宿泊者限定）
30国民宿舎 さぎの湯

会津若松市栄町 4-37

高遠おろしそば
（コース料理内で提供）

猪苗代町

27アットホーム おおほり

会津若松市七日町 5-25

粒そば饅頭（予約不要）/ ホタテのとこいろ青豆のバター焼き（要予約） 一部要

会津美里町

25杜のこばやし

要

不要

