
いず~~ e~） を

ごゆ/kJコ／‘分一万
礼申川©~丸事川o~

くら

B.そば蔵いずみ
4号線沿いで、石臼挽きの手打ちそばが好評のお店。
そば・うどんにコシがあり、えび天ざ、るがおすすめ。
コーヒーとアイスクリームの無料セルフサービスがあります。

ミ二天井と
ざるそばのセット 900円

TEL. 0248-53-4434 
住所／泉崎村大字泉崎字四ツ屋前6
営業時間／ 11:00～ 14:00 休／不定休席数／ 30席

r.ふくふく
中太縮れ麺、香りよく爆した自家製チャーシユーがおいしい
ラーメンが人気です。辛さレベル1丁目～4丁目までの地獄
ラーメンもおすすめです。

800円

TEL oqo-qo30-7qo3 
住所／泉崎村大字関和久字如f言宋 62-2

営業時間l11:00～ 14:00 休／同曜日 席数／ 30席

泉崎村飲食店組合を中心｜こ、

泉崎村商工会員の店舗を掲載しています。

泉崎村商工会
泉崎村飲食店組合制作

こびき

A.木挽食堂
4号線沿いで人気のラーメン店。昧噌ラーメンやタンメン
が好評。サービスでおろしニンニクをのせてくれます。
昔ながらのしょうゆラーメンも根強い人気です。

TEL. 0248同 53-283q
住所／泉崎村大字踏瀬字三ツ屋前 20-1
営業時間／ 11:00～ 14:00 休／火・水曜日
席数／ 20席
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G.鮪芳
泉崎村の人気寿司店。
ラーメンとミ二井セット、にぎりセットなどお得なランチが
好評。夜は一品料理もおいしく、落ち着いて楽しめます。

いすユマ：．

ごゆ人つ‘ン 寸

、宮川口川署）川o~TEし 0248-53-2717 
住所／泉崎村大字泉崎字八戸L73-1 
営業時間l11:00～ 14:00 17:00～22:00 

休 I~曜日席数／ 30席

J.くるま食堂
自家製手打ち麺が好評。
おすすめの「ふとっちょ麺Jは一日に限定 20食なので、
食べられたらラッキーです。注文の際はご確認を！

泉崎村商工会

泉崎村飲食店組合太しようゆラーメン 825円

TEL. 0248-53-2383 
住所／泉崎村大字北平山字古内 28
営業時間／ 11:00～ 15:00 休／水曜日 席数／ 40席

泉崎村商工会ホームページ回h・
QRコードはこちら→ ． 

福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字下宿 55-6 TEL. 0248-53-2202 

~ izumi2@coraしocn.ne.jp ホームページhttps://www.izum izaki. net/ 
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TEし0248-53-283q
営業時間I11:00～ 14:00 

休／火－水曜日

B.そば蔵いずみ （詳細裏面あり）

TEし0248-53-4434
営業時間I11:00～ 14:00 

休／不定休

C.やきとりかす

す」
やきとりの他、お手頃な一品料理やもつ鍋
もおすすめ。ランチも営業しています。
ラーメン・定食などやきとりの他にも色々
なメニューがあります。

TEし0248-53-5012
住所／泉崎村大字泉崎字梅木平 233

営業時間I11 :oo～ 14:00 

17:00～ 23:00 

休／日曜日 席数I2s席

コロナ対策実施中

安心安全にサービスを

ご利用いただけるように

精一杯対策をして

おります

まさ

0.うお政

鮮魚店が営むお食事処。海鮮メニューが豊
富です。刺身・仕出しの注文承ります。
昧・ボリュームともに満足感があります。

TEし0248-53-2007
住所／泉崎村大字泉崎字山ケ八 45-1

営業時間I11:00～ 13:00 

休／日曜日 席致I40席（宴会応相談）

E.さがわ食堂

駅前の食堂。ラーメンの種類が豊富です。
お店の裏に広い駐車場あり。
昔ながらの優しいしょうゆラーメンと辛め
ガッツリ系とお好みで昧わえます。

TEし0248-53-2556
住所／泉崎村大字泉崎字舘 2q

営業時間I11:00～ 13:40 

休／同・火曜日 席数I1 O席

しょくさいこう lまう

F.食菜工房えん

「会津のかおりJ使用の十割そば。天ぷら
などに使用される野菜は自家製で発酵肥料
の無農薬です。喜多方喜一とのコラボ「え
んの塩そば」もおすすめです。

TEし0248-21-7588
住所／泉崎村大字泉崎字天王山 8-27

営業時間／休／席数／…Googleマップから

webサイトへ、またはお電話で確認の上ご来店

いただくことをお勧めいたします。

（冬季等変更があるため）

至郡山市 季移動参捧
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G.鮪芳 （詳細裏面あり）
くるま食堂111

TEL. 0248-53-2717 
営業日寺間I11:00～ 14:00 

17:00～ 22:00 

休／同曜日

r.ふくふく （詳細裏面あり）

TEしoqo-qo3o-7qo3 
営業時間I11:00～ 14:00 

休IFl曜日

J.くるま食堂 （詳細裏面あり）

TEし0248-53-2383
営業時間I11:00～ 15:00 

休／水曜日
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H.泉崎カシトリーヴィしッジ、

ご宿泊のお客様でなくても、あ食事・喫茶・
ランチをご利用いただけます。
特製生萎焼セット・よくばりセットが人気
です。

TEし0248-53-4211
住所／泉崎村大字泉崎字笹立山口

営業時間／昼食 11:30～ 13:30
喫茶 13:30～16:00

休／年中無休席数I100席

いそ lまち

K.磯ハ

新鮮な海鮮を中心とした料理が好評です。
季節のお刺身盛合せの他、穴子の天ぷらや
タコの唐揚げなど一品料理もおすすめです。

TEし0248-53-3583
住所／泉崎村大字関和久字中宿 244-2

営業時間I11:00～ 23:00 

休／日曜日 席数I30席

しそば処さんぺい

泉崎村産のそば粉を自家製粉し、手打ちし
ています。打ち方の違う2種類のそばが楽
しめます。

TEし0248-53-37 55 
住所／泉崎村＊字関和久字豊田 3q-1

営業時間I11 :oo～ 14:00 

休／同・火曜日 席叡I20席
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