
STEP2 対象店舗（福島県）
★駅ビル、駅構内の店舗も対象となります（STEP2 対象店舗です）。
※店舗の退会等により交通系電子マネーが利用できない場合があります。
店舗名 住所
そば香房 佐吉 鎌田店 福島県福島市鎌田字蛭川２－５
メロンデメロン福島鎌田店 福島県福島市鎌田字下釜１６－１
まいどおおきに福島鎌田食堂 福島県福島市鎌田字陳光１－５
魚民福島本内店 福島県福島市本内北町裏７－３大山商事本内店１階
阿武隈うどん 正伍郎 福島県福島市本内字中井４０
平禄寿司 福島矢野目店 福島県福島市南矢野目字荒屋敷５８－３
お菓子の専門店カストマー 福島県福島市南矢野目字上戸ノ内１０－５
居ー呑 福島県福島市南矢野目字谷地６８－６
八剣伝 南矢野目店 福島県福島市南矢野目字谷地７０－１
ＨＡＰＰＹＨＡＰＰＹＣＵＲＲＹ 福島県福島市北矢野目小原田西５－９
鶏笑 福島店 福島県福島市宮代字明光田３６－４門馬店舗Ｂ
ｃａｆｅ ＨＩＲＡＮＡＧＡ 福島県福島市飯坂町湯町２８－２安斉アパート１号室
びっくりドンキー平野店 福島県福島市飯坂町平野字小三郎内１６
はみべん 福島県福島市笹谷字下成出１０－３
パンケーキカフェ CANDY-DO 福島県福島市笹谷字稲場２８－４
Ｒｏｇｕｅ Ｇｒｉｌｌ 福島県伊達市坂ノ上９－１Ｍｉｋｏｔｏ３西
すし竹伊達店 伊達市北後８－１０
ＩＣＨＩＹＡＮＡＧＩ 福島県伊達市保原町市柳町５－１
割烹 こばやし 福島県伊達市保原町字赤橋２３－２
すし竹赤橋店 伊達市保原町赤橋４４－３
うまか亭保原店 伊達市保原町上保原字観音前３－４
味蔵 保原店 福島県伊達市保原町字旭町２１
すし竹梁川店 伊達市梁川町幸町５８
松葉園 福島県伊達市霊山町山戸田字上落合４２
樹楽里 松川本店 福島県福島市松川町下川崎字西原２５－４
ｗｅｓｔ７ｔｈｇａｔｅ 福島市松川町水晶沢５５
中華蕎麦 こばや 福島県福島市松川町関谷字坂下７１
SEKIYA COFFEE & GOOD TIMES 福島県福島市松川町関谷字藤窪６－１
松月堂 上名倉店 福島県福島市さくら３－１－１８
Ｐｉｎｅ ｃｏｎｅｓ Ｃａｆｅ 福島県福島市荒井字地蔵原丙１－６
足湯ＣａｆｅＣａｓｖａｌ 福島県福島市土湯温泉町杉の下２０
十割そば 貴福茶屋 福島県福島市町庭坂字黄金坂１０－４
羅布乃瑠沙羅英慕福島店 福島県福島市天神町１５－４
喜多八 福島県福島市天神町１４－２２
鳥放題 福島駅前店 福島県福島市栄町６－５南條ビルＡ館３Ｆ
九州男児 福島栄町店 福島県福島市栄町７－３２コート・ダジュール福島駅前店６
Ｍ＆Ｍ 福島県福島市栄町１１-１０栄町ビル１Ｆ
つぼ八 福島駅前店 福島市栄町７－３３錦ビル１Ｆ・Ｂ１Ｆ
ぎんぶた福島駅前店 福島県福島市栄町１０－３博向堂ビル１Ｆ
月の花福島東口駅前店 福島県福島市栄町１１－３０ゼビオビル１階
笑笑福島東口駅前店 福島県福島市栄町１１－３０ゼビオビル地下１
肴やＫＩＨＡＣＨＩ 福島県福島市栄町１１１０栄町ビル1F
炙り酒場 庵八 福島店 福島県福島市栄町１２－１第一寿ビル２Ｆ
Ｏｚｅｎｄａｔｅ ＭＡＳＵＺＯ 福島県福島市栄町７－３３福島トヨタビルＢ１Ｆ
伏見珈琲店 福島県福島市栄町９－１
（有）太陽堂むぎせんべい本舗 福島県福島市陣場町９－３０
ＷＩＮＥＢＡＲＨＯＳＨＩＮＯ 福島県福島市万世町１-３８今江ビル１Ｆ
MINAMO CAFE 福島県福島市万世町５－１万世町ビル１Ｆ
花宴つぼみ 福島県福島市万世町５－５
ＤｉｎｉｎｇＣａｆｅＢＡＲＣＡ 福島県福島市置賜町７-３第一佐勝ビル５Ｆ
中屋酒店 福島市置賜町４－２１
十八代目鶏や清兵衛 福島市置賜町５－１８
海鮮居酒屋 鮮 福島市置賜町８－７遊食館ホリエビル１Ｆ
うまか亭乙姫 福島市置賜町８－８パセナカミツセ２Ｆ
宴 福島県福島市置賜町４－１バラビル２階
本格焼酎家やすらぎ 福島県福島市置賜町４－２４都ビルＢ１Ｆ
しま田 福島県福島市置賜町４－７
炉端酒家 たすいち 福島県福島市置賜町５－１３シルクビルＢ１
母家たすいち 福島県福島市置賜町５－２５
94DEPT（クシデプト） 福島県福島市置賜町５－３第３二瓶ビル
ほの花 福島県福島市置賜町８－６ふくしま屋台村こらんちょ横丁内
あぶり焼き文や 福島県福島市置賜町８－８パセナカＭｉｓｓｅ２Ｆ
スペインバル カメレオン福島 福島県福島市置賜町８－８パセナカミッセ２Ｆ
ＲＩＢＢＯＮ ＣＯＦＦＥＥ 福島県福島市置賜町８－８パセナカＭｉｓｓｅ１Ｆ
魚鮮水産 福島駅前通り店 福島市本町２－１ひらいビル１Ｆ・２Ｆ
中国四川料理 石林 福島市本町５－３０コーワビル２Ｆ
お料理 かねと 福島県福島市新町２－２９金源ビル１Ｆ
OUCHI手縫い革製品革小物専門店 福島県福島市新町８－３みかどビル２Ｆ
洋食居酒屋ｋａｎｎｏ 福島県福島市新町２－２９金源ビル１０３
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店舗名 住所
そば酒房香り家 福島県福島市新町２－２９金源ビル２Ｆ
小紋 福島県福島市新町３－１０
絹工房 おりをり 福島県福島市大町９－１５
五福 本店 福島県福島市大町９－１９
中国飯店 精華苑 福島市大町４－１５
まんなむＣａｆｅ 福島県福島市大町２－３２並木通りコロールビル１階
株式会社 おかめや 福島県福島市大町９－１６
ｍｅｌｏｎｄｅｍｅｌｏｎ福島大町 福島市大町8-20プリティ大町ビル1F
アールグレイ 福島県福島市中町１－２５コアホンダ１Ｆ
うまか亭匠 福島市早稲町４－１６－２Ｆ
トラットリア バッカ－ノ 福島市早稲町４－１６ラヴィバレ－一番丁２Ｆ
ｂｉｊｉ 福島県福島市曽根田町３－１４
今田屋 ＭＡＸ福島店 福島県福島市曽根田町１－１８ＭＡＸ福島１階
カフェ＆ベーカリーケリケリ 福島県福島市曽根田町１－１８ダイユーエイトＭＡＸ福島店１Ｆ
千年の宴福島西口駅前店 福島県福島市三河南町１－１５リッチモンドホテル１階
三万石 福島野田町店 福島県福島市野田町５－１－１８
PETIT PECHE 福島県福島市八島田字桃木町８
八剣伝 福島西店 福島県福島市八島田字勝口２３
天喬庵 樹志 福島市上町２－１８
食堂ひろ田 福島県福島市上町５－６上町テラス１Ｆ
光月堂パン店 福島県福島市豊田町４番１号
福島柏屋市役所前店 福島県福島市五老内町８－８
みどり豆 福島県福島市入江町１２－６入江サウンズ２Ｆ
洋風亭むらまつ 福島県福島市北五老内町７－２６
ｅｃｏショップコバヤシ 福島市渡利舟場１４－１
回転寿司 佐助 北海グルメ 福島県福島市太平寺坿屋敷３５
びっくりドンキー南福島店 福島県福島市鳥谷野字天神１８－１
オステリア デッレ ジョイエ 福島県福島市鳥谷野字二つ石１２－３
ナポリの窯 南福島店 福島県福島市黒岩字素利町３-１
創作うどん はち兵衛 黒岩店 福島県福島市黒岩字中島６－１
三万石 南福島店 福島県福島市黒岩字中島９－１
かぼちゃのたね 福島市伏拝字台田５－１０
かぼちゃのたね 福島市蓬莱町二丁目２－１
まいどおおきに福島方木田食堂 福島県福島市方木田字南島５番地１
Ｈｙｐｅｒ．Ｇａｊａ福島方木田店 福島県福島市方木田樋口２０－１
びっくりドンキー八木田橋店 福島県福島市八木田字中島９－１－９
福島 柏屋 八木田店 福島県福島市八木田字中島７４－１
丸亀製麺 福島 福島市松山町７７
大亀楼 福島市御山中屋敷２３－１
福島柏屋 御山店 福島県福島市御山字前田１１－１
スルタン福島店 福島県福島市御山字稲荷田８３－１
丸亀製麺 福島泉 福島市泉大仏１５－２６
ＢＬＴ ｃａｆｅ 福島県福島市泉字道下１９－７
福島柏屋 泉店 福島県福島市泉字清水田２４－１９
かつ丸 福島西バイパス店 福島県福島市南沢又字清水端１００
うまか亭福島西店 福島市南沢又中琵琶渕６７
びっくりドンキー福島西ＢＰ店 福島県福島市南沢又字下台１３－４
ＲＩＶＥＲＢＥＡＣＨＣＯＦＦＥＥ 福島県福島市南沢又柳清水１９－５河野ハイツＡ
焼肉バル ＭＵＮＡＫＡＴＡ 福島県白河市郭内１－１６８
ＪＡＣＫ＆ＢＥＴＴＹ 福島県白河市郭内３８第７大成プラザ１階
ＳＵＢＳＴＡＮＣＥ 福島県西白河郡中島村二子塚宿浦２８－１
ＳＨＯＺＯ ＳＨＩＲＡＫＡＷＡ 福島県白河市南湖１４
新駒本店 白河市老久保８８－１
食道楽ひさご白河店 福島県白河市老久保４９－１５
御菓子司 えんどう 福島県白河市老久保８８－６
三万石 新白河店 福島県白河市新白河２－７０
白河うどんマーケット 櫓 福島県白河市新白河１－１７７
寿司ダイニング 心 福島県白河市新白河１－２１１
コミュニティ・カフェＥＭＡＮＯＮ 福島県白河市本町９
白河そば工場 福島県白河市大手町１０－４
有賀酒店 白河市大工町２８
白河菓匠大黒屋本店 福島県白河市中町４４
日本料理 楓 福島県白河市中町６５－１
白河柏屋 福島県白河市昭和町１５６－１
鈴木松月堂 福島県白河市昭和町５６
白河菓匠大黒屋 福島県西白河郡西郷村豊作東１１
レストランＴ＆Ｔ 福島県西白河郡西郷村裏山南１６番地
ドライブインかなざわ 福島県須賀川市森宿字ヒジリ田４１－１６
ベジタブルレストランＢｌｕｅーＢｅｅ 須賀川市岡東町１５５
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三万石 須賀川インター店 福島県須賀川市岡東町１６０
お菓子のさかい須賀川西川店 須賀川市茶畑町６１
ＧＡＪＡ西川店 福島県須賀川市西山寺町２０２
あがつま菓子店 福島県須賀川市横田字横屋敷２－３
すし観 福島県須賀川市今泉字上鶴５１－２番地
ｓｔａｎ ｃａｆｅ 福島県岩瀬郡天栄村大字田良尾字芝草１－４２７９平和郷２８－１１号地
幸村コーポレーション 福島県須賀川市八幡町２４－１０
ベーカリーカフェアンジュール 福島県須賀川市本町８７－２
居酒屋しのや 須賀川店 福島県須賀川市本町４－９
バールＬＵＮＡ 福島県須賀川市中町１７－４
まる家 須賀川店 福島県須賀川市仲の町６０
Ｈ．Ｂ ＧＡＲＡＧＥ 福島県郡山市安積町日出山字南台３１－１
丸亀製麺 郡山安積 郡山市安積２丁目１０２
横浜餃子軒 郡山安積店 福島県郡山市安積２－２１４
びっくりドンキー安積店 福島県郡山市安積２丁目１０５
モンリブラン 安積店 福島県郡山市安積３丁目３３２－２ランドパレス安積１
ａｔ ｈｏｍｅ．安積店 福島県郡山市安積１－１４３－２
ひとくち茶屋 安積ケーヨーＤ２ 福島県郡山市笹川２－６－１ケーヨーデイツー安積店店頭
とっぴー 郡山安積店 福島県郡山市巳六段２０８番地
和の台所 鉄心堂 福島県郡山市安積町荒井字上北井前４７－１
なりた温泉 ビール園 福島県郡山市安積町成田字車川原２７
あぐりあ（加盟店:福島さくら農業協同組合） 福島県郡山市安積町成田１－１７－１
二代目 串焼き 串バル 二本木 福島県郡山市大槻町字二本木６－３
中華そばおつまみ 日の出軒 静町店 福島県郡山市静町２０－２３
三万石 新桜通り店 福島県郡山市堤２－２
炭火焼肉 かないや 福島県郡山市堤２－２００モールオブコスモス１Ｆ
かつ丸 郡山新さくら通り店 福島県郡山市鳴神１－１３
梅の花 郡山店 郡山市鳴神１丁目３０－２
静御前通り柏屋 福島県郡山市御前南１丁目６０
ＳｏｕｎｄＳｌｅｅｐ 福島県郡山市日和田町字小原１
お菓子の蔵太郎庵 郡山フェスタ店 福島県郡山市日和田町字小原１
グランパスタ フェスタ店 福島県郡山市日和田町字小原１
ピザアボカーレフェスタ日和田店 福島県郡山市日和田町字小原１
口福堂 フェスタ店 福島県郡山市日和田町字小原１
１００円ショップキャンドゥ 福島県郡山市日和田町字小原１番地
ＣＨＡＲＭＩＮ 福島県郡山市日和田町字小原１番地
たこ萬 フェスタ店 福島県郡山市日和田町字小原１番地
ミックス 福島県郡山市日和田町字小原１番地
リトルマーメイド フェスタ店 福島県郡山市日和田町字小原１番地
果汁工房果琳 郡山フェスタ店 福島県郡山市日和田町字小原１番地
香和 福島県郡山市日和田町字小原１番地
ａｔ ｈｏｍｅ．オリエントパーク日和田店 福島県郡山市日和田町字前田９０－１
平禄寿司 福島郡山八山田店 福島県郡山市喜久田町四十坦１２１３
不二家郡山金屋店 福島県郡山市田村町金屋字平舘５５－２
八剣伝 郡山金屋店 福島県郡山市田村町金屋字上川原２７５－１
ＳＨＩＺＵＫＵ ＣＡＦＥ 福島県郡山市田村町金屋字上川原９７
かんのや 本店文助 福島県郡山市西田町大田字宮木田３９
酒の櫻家 郡山市西田町三町目桜内２１３
京都らーめん 絆家 福島県郡山市西田町三町目字仁王ヶ作３７－１
イチノイチコーヒー 福島県郡山市熱海町熱海１－２３７
KITCHEN フライパン 福島県田村郡小野町小野新町品ノ木３８－１
よしだやコムコム小野町店 福島県田村郡小野町飯豊字五反田６３
すいこ伝 船引店 福島県田村市船引町船引字城ノ内８４
麺処さとう船引店 福島県田村市船引町船引字臂曲１９－１
お肴どころ みよた 福島県田村市船引町船引北町通り４５－２
呑みめしや いっぷく 福島県田村市船引町東部台三丁目６９番他
かんのや 三春インター店 福島県田村市船引町笹山字大畑２８７
笹原パン店 福島県東白川郡塙町大字川上字堀ノ内１４－６
お菓子のさかい棚倉店 福島県東白川郡棚倉町流永君５７ー１
ＧＥＴ ＷＥＬＬ ＳＯＯＮ 福島県東白川郡棚倉町流字能登田３８
光明そば 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字広畑１３０－７
ソリッドショップせきかわ 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字新町１－３
新富家 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字南町１５３
ＦＬＡＴ ＷＨＩＴＥ 三春店 福島県田村郡三春町大字斎藤字仁井道３４８番４
ガーデンレストランサララ 福島県田村郡三春町大字斎藤字仁井道３４８番４
寿司大音 福島県田村郡三春町荒町１４１－１
よしだや 中野店 福島県石川郡石川町大字中野字矢ノ内５７－２
菓子モードさかい⾧久保店 福島県石川郡石川町⾧久保２７７ー２０
ＣＢｃａｆｅ 福島県石川郡石川町⾧久保７９



STEP2 対象店舗（福島県）
★駅ビル、駅構内の店舗も対象となります（STEP2 対象店舗です）。
※店舗の退会等により交通系電子マネーが利用できない場合があります。
店舗名 住所
お菓子のさかい 石川本店 福島県石川郡石川町下泉２３１
味処すずめ 福島県郡山市大町１丁目１２ー１０
旬味 きらく 福島県郡山市大町１丁目１７-５
炉端ばんざい 郡山市大町１丁目２－１４
天くう 郡山市大町１丁目４－３ワタナベビル１Ｆ
北海道本格ジンギスカン ひつじや 福島県郡山市大町１－２－１４
會津郷土食 鶴我 郡山 福島県郡山市大町１－２－１８
中華美味 福島県郡山市大町１－２－９
ホルモン・韓国料理 きるとん 福島県郡山市大町１－４－１２フタバビル１Ｆ
ｉｌｌｕｏｇｏ 福島県郡山市大町１丁目１２－１０オーマチキクチビル２ＦＡ
やきとり道場 郡山陣屋店 郡山市駅前１丁目５－４陣屋ビル１Ｆ
利久 郡山駅前店 郡山市駅前１丁目６－１０ダイワロイネットホテル郡山駅前２Ｆ
利久 郡山食肉センター 郡山市駅前１丁目６－１０ダイワロイネットホテル郡山駅前２Ｆ
スターバックスコーヒー 郡山モルティ店 郡山市駅前２丁目１１－１ビックアイ
ピアチェーレ 郡山モルティ店 郡山市駅前２丁目１１－１ビックアイ
ポムの樹 郡山モルティ店 郡山市駅前２丁目１１－１ビックアイ
ラ・メゾンアンソレイユターブル 郡山モルティ店 郡山市駅前２丁目１１－１ビックアイ
双喜亭 郡山モルティ店 郡山市駅前２丁目１１－１ビックアイ
分はた野 郡山モルティ店 郡山市駅前２丁目１１－１ビックアイ
はなの舞 郡山駅前店 郡山市駅前２丁目１－１４エリ－ト２４ビル１Ｆ・２Ｆ
塚田農場 郡山駅前店 郡山市駅前２丁目３－８エリート３９－６Ｆ
さかなや道場 郡山駅前店 郡山市駅前２丁目６－２０駅前大学ビル１Ｆ
山内農場郡山駅前店 福島県郡山市駅前２－３－１２越後屋プラザ２階
笑笑郡山駅前店 福島県郡山市駅前２－３－７エリート３０ビル５階
千年の宴郡山駅前店 福島県郡山市駅前２－３－７エリート３０ビル６階
三万石 郡山本店 福島県郡山市駅前２－２－１３
Ｇａｒｌｉｃ＆Ｇｉｎｇｅｒ 福島県郡山市駅前１－１－１２黒沢ビル１Ｆ
Ｖｏｎ・Ｖｏｙａｇｅ （ボン・ボ 福島県郡山市駅前１－１－１２黒沢ビル２Ｆ
ＣＲＯＳＳ ＲＯＡＤ 福島県郡山市駅前１－３－７陣屋一番館ビル１Ｆ北
Ｂｅｅｒ Ｈｏｐ 福島県郡山市駅前１－４－３陣屋ＳＳポートビルＢ１Ｆ
ＴＲＡＢEＬ 福島県郡山市駅前１－４－７エリートビル４１６Ｆ
ｊｉｎｙａ ｋｉｔｃｈｅｎ ａｔ （ジン 福島県郡山市駅前１－５－１１野田ビル２Ｆ
６９２９（ロックミート） 福島県郡山市駅前１－５－４陣屋ビル２階
酒場スワロウ 福島県郡山市駅前１－９－４小林ビル１Ｆ
市場直送 鮮ごく 福島県郡山市駅前１丁目８－４増花ビル２Ｆ
甚六 福島県郡山市駅前２－３－２駅前グリーンビル１Ｆ
パワーアップ 元祖 ほるもん道場 駅前店 福島県郡山市駅前２－６－１４
欧風ｄｅバル ＰＥＴＩＴ ＧＲＥＥＮ 福島県郡山市駅前２－６－４富士館ビル１Ｆ
四季の心づくし 鯛のおかしら 福島県郡山市駅前２－６－４富士館ビル３Ｆ
板前料理 膳 ＺＥＮ 福島県郡山市駅前２－７－７
カプリチョーザ郡山中町店 福島県郡山市中町１２－２ホテルプリシードＢ１
かどいち 郡山市中町１２－９－１Ｆ
柏屋 本店 福島県郡山市中町１１－８
炭焼うまいもん 虎々 福島県郡山市中町１０－６
串揚げ居酒屋 ハシゴ 福島県郡山市中町１１番２号ロンデン中町ビル２Ｆ
個室焼肉 Ｋａｇｕｒａ 福島県郡山市中町１２－２ホテルプリシード郡山Ｂ１Ｆ
郡山銘菓庵 大黒屋 本店 福島県郡山市中町１４－８
シュリンプス 福島県郡山市中町７－１４おのやビル２Ｆ
庵ぐら 郡山駅前店 福島県郡山市中町７－１６ミスドビル２階
鉄板居酒屋 一福  ― ひとふく ― 福島県郡山市中町９－６ロンデン駅前ビル２Ｆ
味広さとう 福島県郡山市若葉町６－１８
和食 越 福島県郡山市虎丸町２０－３０虎丸店舗１号室
牛門 福島県郡山市虎丸町１４－２２
肉のニッタ 福島県郡山市虎丸町９－１０
ハバカーる。 福島県郡山市虎丸町８－７
四季の幸 ふぐ料理 きくち 福島県郡山市細沼町６－１７
ストロベリーファーム ザ・モール郡山店 郡山市⾧者１丁目１ー５６ザモール郡山店１Ｆフードコート
サイベックス郡山店 福島県郡山市⾧者３－１－３
手延べうどん むぎの里 郡山⾧者店 福島県郡山市⾧者３－１－８
ヴィレッジヴァンガードブーフ郡山 福島県郡山市西ノ内２丁目１１－３５西部プラザ１Ｆ
開成柏屋 福島県郡山市朝日１丁目１３－５
旨いもの酒場 ふく陣 福島県郡山市朝日１－２０－３０ロンパイスビル１階
肴房 田  （ＫＯＢＯ ＤＥＮ） 福島県郡山市朝日１－６－１１
もうもう亭 福島県郡山市朝日３－６－３レジデンス朝日１Ｆ
キッチン杉の子 福島県郡山市桑野３－１１－１６岡部ビル１Ｆ
ＳＨＩＯＲＩＣＨ 福島県郡山市桑野３－１４－２７
煮炊き わげん 福島県郡山市桑野２－６－１８千代田ビル１０６
居酒屋しのや 郡山桑野店 福島県郡山市桑野２－７－１
庵ぐら 桑野店 福島県郡山市桑野２－７－１３鈴木貸店舗



STEP2 対象店舗（福島県）
★駅ビル、駅構内の店舗も対象となります（STEP2 対象店舗です）。
※店舗の退会等により交通系電子マネーが利用できない場合があります。
店舗名 住所
スープカリーばぐばぐ 郡山店 福島県郡山市桑野３－１４－４クローネ１Ｆ
橙家 桑野店 福島県郡山市桑野４－９－１０
まいどおおきに郡山桑野食堂 福島県郡山市桑野二丁目３６番９号
橙家 朝日店 福島県郡山市朝日３－５－１８千葉ビル１Ｆ
食菜工房 まる山 福島県郡山市並木１－１２－１３
びっくりドンキー桑野店 福島県郡山市下亀田９－３
ジッカリアエスト 郡山市亀田１丁目２８－２１
富久栄珈琲 亀田本店 郡山市亀田１丁目５１－１９
元祖 ほるもん道場 亀田本店 福島県郡山市亀田２－２６－９
お好み焼道とん堀 郡山新さくら通り店 福島県郡山市島２丁目３８－２１
お菓子のさかい 郡山新さくら通り店 郡山市島１丁目２１ー７
かつ丸 郡山富田店 福島県郡山市富田町字下赤沼５－１
かんのや 郡山インター店 福島県郡山市富田町字向舘７５－１
魚貝三昧 まるや 福島県郡山市富田町上の内４－４
千広食堂 福島県郡山市不動前１丁目３４
ｖｏｉｘ ｄｅ ｃｏｅｕｒ 郡山市富田東５丁目７
カフェ エ マリアージュ ルルペパン 福島県郡山市富田東三丁目６５
和風レストラン 玉藻 福島県郡山市富久山町八山田字経堂６５－１
やきとりの扇屋郡山八山田店 郡山市八山田２丁目１９２－３
八山田 柏屋 福島県郡山市八山田１－２５
かんのや郡山八山田店 福島県郡山市八山田２－１１
八剣伝 郡山八山田店 福島県郡山市八山田５丁目６番地
びっくりドンキー富久山店 福島県郡山市富久山町久保田字上野１３７－２
中華そば 日の出家 福島県郡山市富久山町久保田字太郎殿前２－８
魚民郡山駅東ショッピングセンター店 福島県郡山市向河原町４－６８郡山駅東ＳＣ１階
やきとりの扇屋郡山横塚店 郡山市横塚２丁目６－２
石窯ベーカリー いずみがもり 福島県郡山市松木町２－８８
香久池 柏屋 福島県郡山市香久池２丁目２４２
うみねこ食堂 福島県郡山市図景２－９－７
羅布乃瑠沙羅英慕郡山南店 福島県郡山市名倉２０８
泉屋 郡山市開成２丁目１６－２
三万石 開成山店 福島県郡山市開成１－３－８
ＡＫｉｔｃｈｅｎ 福島県郡山市開成２－８－６
焼肉 げんき 福島県郡山市開成４－２９－２
和牛ホルモン文吾商店 福島県郡山市開成６丁目４７－１
沖縄料理しゅう 福島県郡山市台新２－２９－２
ジョイフル郡山鶴見坦店 福島県郡山市鶴見坦２丁目１５－１
patisserie Cafe Blanc 福島県郡山市菜根１－１１－５
牛屋 Ｈｉｋｏ Ｂｅｒ 福島県郡山市菜根屋敷４１６－１柳ビル１０１
ｗａｖｅ ｃｏｆｆｅｅ 福島県郡山市愛宕町１－２７ラ・ポーザ２Ｆ
ロムエン 福島県郡山市深沢２－１０－９
直雅 福島県郡山市堂前町１２－１
ミンズヤード 福島県二本松市馬場平１２７－２
玉川屋 福島県二本松市岳温泉１－１３
居酒屋よろずや 福島県二本松市岳温泉１丁目１０７番地
レストラン ティーポット 福島県二本松市岳温泉２－６０
東和季の子工房 福島県二本松市太田字一本松７
三万石 二本松店 福島県二本松市大壇２－１
国田屋醸造 蔵カフェ 千の花 福島県二本松市竹田２－３０
菓子処 豊田屋 福島県二本松市竹田二丁目１－１０
和味家 二本松店 福島県二本松市若宮２－１５１－１
酒菜・そば厨房 咲くら 福島県二本松市若宮２－２０１－２
玉嶋屋 福島県二本松市本町１－８８
會津柏屋 福島県会津若松市一箕町大字亀賀字藤原１７１－１
太郎庵 会津総本店 福島県会津若松市白虎町１８０－１
居楽屋白木屋会津若松駅前店 福島県会津若松市白虎町２３０会津駅前五井ビル１階、
カルビ大将会津若松駅前店 福島県会津若松市白虎町２７－１
炭家 福島県会津若松市上町１－１２アサヒアルパ１Ｆ
三万石 会津若松店 福島県会津若松市中央１－２－２６
山内農場会津若松駅前店 福島県会津若松市駅前町６－４２
２９屋 会津若松市大町一丁目８－５カネマンビル
地酒処 天竜 福島県会津若松市大町２－５－１５
會ベーグル 福島県会津若松市大町一丁目８番１３号
あかべこカフェ 福島県会津若松市七日町６－３
なぬか町茶房結 福島県会津若松市七日町１番２８号
⾧門屋 七日町店 福島県会津若松市七日町３－３０
ｂａｓｋｅｔ． 福島県会津若松市七日町５－３
三万石 会津城前店 福島県会津若松市城前１０－６７
手延べうどん むぎの里 会津若松店 福島県会津若松市宝町４－１１



STEP2 対象店舗（福島県）
★駅ビル、駅構内の店舗も対象となります（STEP2 対象店舗です）。
※店舗の退会等により交通系電子マネーが利用できない場合があります。
店舗名 住所
あたごや食堂 福島県会津若松市東山町石山字天寧９
松本家 福島県会津若松市東山町湯本字居平１２３
Ａｍｉｅ． 会津若松市千石町４－５
まるやま 会津門田店 福島県会津若松市北青木２－５７
太郎庵 会津城南店 福島県会津若松市天神町２２－２４
丸亀製麺 会津若松 会津若松市天神町１５－７
三万石 会津門田店 福島県会津若松市天神町２２－１１
やきとりの扇屋 会津門田店 会津若松市門田町飯寺村西７８３－１
ココカラ いしい 会津若松市日新町１６－２７
⾧門屋 本店 福島県会津若松市川原町２－１０
福福屋会津若松市役所前店 福島県会津若松市栄町１－４０栄町ビル１階、２階
香彩食房 ハジャイ 福島県会津若松市栄町１－２０會津商人館
Ｂｅａｎｓ 福島県会津若松市栄町２－２５アビスビル１Ｆ
居酒屋 お江戸 福島県会津若松市栄町７－１０
日本酒おばんざい朋 福島県会津若松市栄町８－２４
あゆむｃａｆｅ 福島県会津若松市東栄町１－７７
鶴我 会津本店 福島県会津若松市東栄町４－２１
ＡｄｏｒｉＡ北出丸カフェ 福島県会津若松市追手町４－２８北出丸館１階
会津葵シルクロード文明館 福島県会津若松市追手町４－６
太郎庵 西栄町店 福島県会津若松市西栄町２－１６
太郎庵 喜多方店 福島県喜多方市屋敷免３９６２－１
まるやま 喜多方店 福島県喜多方市屋敷免４００７
三万石 喜多方店 福島県喜多方市字西四ツ谷１８２
ニチニチコーヒー 福島県喜多方市桜ガ丘一丁目７１－１
華会席 瑞兆 福島県喜多方市３丁目４８３０
クレープ＆カフェくるくる 福島県喜多方市字３丁目４８２３
喜多方ＢＡＬ 福島県喜多方市２丁目４６６０－１
会津田舎家 福島県喜多方市梅竹７２７６－２
太郎庵 会津田島店 福島県南会津郡南会津町田島字大坪１６－１－２
食・酒・笑リアン 福島県南会津郡南会津町田島谷地甲４３－２
味の食卓はだかや 福島県南会津郡南会津町田島字東荒井３７
ｂａｒｃａｕｄａｌｉｅ 福島県南会津郡南会津町田島字後原甲３５２４
ｈｉｔｏｔｓｕｂｕ 福島県南会津郡南会津町田島字上町甲４００４
和風レストラン まほろば 福島県南会津郡只見町大字只見字宮前１３０３－７
味付マトンケバブカフェ 福島県南会津郡只見町只見字上ノ原１７７７－１Ｙショップ松屋２階
SAKAI SWEETS MARKET 福島県西白河郡矢吹町八幡町５３５ー１
ＨａｐｐｙＢｅｒｒｙＹａｂｕｋｉ 福島県西白河郡矢吹町弥栄６３－２
パン工房 陽だまり 福島県岩瀬郡鏡石町中町１７３－６
勢州屋 本宮店 福島県本宮市仁井田山田１４１
うまか亭本宮店 本宮市荒井久保田１３２－１０－４
本宮 柏屋 福島県本宮市青田字花掛２０－１２
ぬか茂菓子店 福島県本宮市本宮字馬場９８
寿司割烹 江戸常 福島県本宮市本宮字南町裡２６－７
菓匠きねや 本宮市本宮下町４５
ｅʼｓ ｃａｆｅ 福島県本宮市本宮中條１１－２
蕎麦音 二本松市油井字背戸谷地２０－８
すし竹桑折店 福島県伊達郡桑折町字西７５－１
上町ＣＨＥＥＲＳ 福島県伊達郡桑折町上町７２－１
中国料理 桜華楼 福島県伊達郡国見町西大枝字堤前２５
カフェ煙突の木 福島県耶麻郡猪苗代町大字山潟字湊志田１９１
諸橋近代美術館 ミュ－ジアムカフェ 福島県耶麻郡北塩原村桧原剣ケ峯１０９３－２３
磐梯高原 柏屋 福島県耶麻郡猪苗代町字梨木西５３－１
ラ・ネージュ 福島県耶麻郡猪苗代町城南１４０－１
太郎庵 猪苗代店 福島県耶麻郡猪苗代町千代田字上畑田丙３９２
太郎庵 塩川店 福島県喜多方市塩川町東栄町３－２－７
ｃａｆｅ＆ｓｈｏｐ ＳＯＲＡ 福島県河沼郡湯川村勝常字高水口９４２
ＤＥＣＣＯＲＡ 福島県会津若松市大戸町大字芦ノ牧字下タ平１１３０
倉村まんじゅう笹屋皆川製菓 福島県南会津郡下郷町弥五島字道上３３４０－１
下郷町 食の館 福島県南会津郡下郷町大内薬水１０５３
茶房やまだ屋 福島県南会津郡下郷町大内山本４６
美奈味 福島県南会津郡下郷町大字栄富字下平８９－１
株式会社東部 福島県大沼郡会津美里町冨川字松ヶ下１３
杜のこばやし 福島県大沼郡会津美里町字高田甲２７６０
太郎庵 会津高田店 福島県大沼郡会津美里町字高田甲２７４４
太郎庵 会津坂下店 福島県河沼郡会津坂下町字市中三番甲３６９０
銀しゃり 福島県河沼郡会津坂下町稲荷塚２２８１－１
ぱん工房赤べこ 福島県河沼郡柳津町大字柳津字寺家町甲１６７
みよしラトブ店 福島県いわき市平字田町１２０ラトブ内
ラトブ 海鮮寿司 おのざき 福島県いわき市平字田町１２０ラトブ内



STEP2 対象店舗（福島県）
★駅ビル、駅構内の店舗も対象となります（STEP2 対象店舗です）。
※店舗の退会等により交通系電子マネーが利用できない場合があります。
店舗名 住所
Ｔｒａｔｔｏｒｉａ Ｇｕｓｔｏｓ 福島県いわき市平字南町７７
魚民いわき南口駅前店 福島県いわき市平白銀町１－１不二家第一ビル２階
三代目鳥メロ いわき駅前店 福島県いわき市平白銀町６－１駅前セントラルビル
山内農場いわき南口駅前店 福島県いわき市平白銀町９－１ベルフジビル２階
ＫＥＹʼＳＣＡＦＥいわき駅前店 福島県いわき市平字白銀字町７－１ＷＡＴＡＨＩＫＩビル１Ｆ
ＣＲＥＡＭ 福島県いわき市平月見町３３－５
福いる 福島県いわき市平五町目１７－５スガノヤビル１Ｆ
貝鮮浜焼き なると屋 福島県いわき市平字三町目３６－４銀座９３０ビル１Ｆ
牛屋 Ｈｉｋｏｂｅｒ 本店 福島県いわき市平字田町１７－１掘江田町テナント２０６
おもてなしどころ光亭 福島県いわき市平字田町２６番地梅の湯ビル１Ｆ
肉とワイン １５８ 福島県いわき市平字田町５６－１
田町 平安 福島県いわき市平字田町７４大貞ビル２Ｆ
こけし 福島県いわき市平字白銀町２番地の１星野ビル一階
パティスリー アンジェリーク 福島県いわき市平字白銀町５－１０
大酒食堂あきぼし 福島県いわき市平字白銀町８－８サンシャインホテル１Ｆ－Ａ号
割烹亀屋 福島県いわき市平南町１４－２ホテル東洋１Ｆ
お酒と中華そば 南風 福島県いわき市平南町６６
元祖ほるもん道場いわき駅前店 福島県いわき市平白銀５－２石島ビル１Ｆ
ｂｒａｓｓｅｒｉｅＲｕｇｇｅｄ 福島県いわき市平白銀町２－１０夜明け市場内
ＩＳ 福島県いわき市平上荒川字砂屋戸９３－１
食菜工房まる山 いわき平店 福島県いわき市平上荒川字砂屋戸３４－３
タローズカフェ いわき市平谷川瀬１丁目８－７永山ビル１Ｆ
三万石 平店 福島県いわき市平谷川瀬２－１－１２
平柏屋 福島県いわき市平谷川瀬字三十九町４３－１７
かんのや いわき谷川瀬店 福島県いわき市平谷川瀬１－１－７
手延べうどん むぎの里 いわき平店 福島県いわき市平谷川瀬二丁目５－９
ミクストコミュニティｅｎｖａ 福島県いわき市平谷川瀬二丁目６－６
ラ・クレット 福島県いわき市郷ケ丘３－２２－５
イタリアンレストラン テラッツァ 福島県いわき市中央台高久１－１３－３
Ｄｉｎｉｎｇ Ｏｒａｇｅ 福島県いわき市小名浜字船引場２-１７
くまパンブーベ 福島県いわき市小名浜定西４５－１
お米の専門店相馬屋 いわき市小名浜大原東田３３番地１
やきとりの扇屋 いわき小名浜店 いわき市小名浜住吉冠木１３－１
酒のいしかわ いわき泉店 いわき市小名浜島西屋８０
ケーキランド エブリア店 いわき市鹿島町米田日渡５
ちゃい 高木園 エブリア店 いわき市鹿島町米田日渡５
トン太 エブリア店 いわき市鹿島町米田日渡５
パーティリコ エブリア店 いわき市鹿島町米田日渡５
フルーツバーＡＯＫＩ エブリア店 いわき市鹿島町米田日渡５
ペンシル エブリア店 いわき市鹿島町米田日渡５
みよし エブリア店 いわき市鹿島町米田日渡５
浜の名門 丸市屋 エブリア店 いわき市鹿島町米田日渡５
かつ丸 いわき鹿島街道店 福島県いわき市鹿島町走熊字小神山４７－１
パティスリーアンジェリーク鹿島店 福島県いわき市鹿島町久保３丁目２－１ブリスビル１階
飲茶趣々 いわき市鹿島町御代字大一田６－１
割烹しが 福島県いわき市小名浜中町境１－１０
ＨＹＰＥＲ Ｇａｊａ いわき泉店 福島県いわき市泉町滝尻字神力前３９
まめてっぽう 福島県いわき市常磐湯本町天王崎１－９１階
いわき湯本柏屋 福島県いわき市常磐藤原町大畑８５－７
YAKINIKU DINING HOME 福島県いわき市内郷御厩町下宿１３-１０
コーヒー＆タルト コネッション 福島県いわき市内郷御厩町４－２６－５
中華キッチン茉莉花 福島県いわき市内郷高坂町大町３０－６
Shot Bar Room 福島県いわき市植田町中央２丁目２－２１
牛屋 Ｈｉｋｏｂｅｒ 植田店 福島県いわき市植田町中央１－１６－２
エムズ 福島県いわき市植田町本町三丁目４の８
ほっかほっか亭原町東町店 福島県南相馬市原町区東町２丁目７６
菓匠 栄泉堂 福島県南相馬市原町区栄町三丁目４番地
松月堂 福島県南相馬市原町区南町１丁目７５番地
元祖東京いか焼き うまいか本舗 福島県南相馬市原町区桜井町２丁目８６－３
麺屋 楽笑 福島県相馬市馬場野字福迫１８４－１
アポロ食堂 福島県相馬市中村字北町１３９－２アポロ食堂
焼酎ＢＡＲ ひかり家 福島県双葉郡浪江町権現堂字上続７－１カーニバルステーション１Ｆ
食堂真南風 福島県双葉郡浪江町高瀬桜木３２－３
みそ漬処香の蔵 福島県南相馬市鹿島区永田北永田２８－３


