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店名 電話番号

1 ホテルメトロポリタン盛岡ニューウィング
⽇本料理　対い鶴

〒020-0033 盛岡市盛岡駅前北通2-27 019-625-1211

2 純情産地いわての店　みのるダイニング 〒020-0034 盛岡市盛岡駅前通1-44フェザンおでんせ館1階 019-601-7214

3 スパゲッテェリア　フレスキッシマ 〒020-0034 盛岡市盛岡駅前通1-44フェザン本館B1階 019-629-2235

4 ビアバーベアレン　盛岡駅前 〒020-0034 盛岡市盛岡駅前通8-11盛岡駅ビル地下1階 019-601-7110

5 ステーキ鉄板料理　和かな 〒020-0025 盛岡市⼤沢川原１丁⽬3-33 019-653-3333

6 レストランパイオニアファーム 〒020-0015 盛岡市本町通2-1-34 019-656-6224

7 ⽶内商店（⾁の⽶内） 〒020-0885 盛岡市紺屋町5-16 019-624-2967

8 敲太楼⼭荘 〒020-0887 盛岡市上ノ橋町1-2 2F 019-654-5264

9 盛岡グランドホテル
レストラン「グランヴ　ヌール」

〒020-8501 盛岡市愛宕下1-10 019-625-2111

10 地産地消イタリアン酒場サルーテ 〒020-0022 盛岡市⼤通1-11-18 019-651-1186

11 美醸旬菜　匠の 〒020-0022 盛岡市⼤通1-11-4 019-652-1804

12 ⾁バルサンダー　盛岡店 〒020-0022 盛岡市⼤通2-3-7 050-5592-7761

13 ヌッフデュパプ 〒020-0022 盛岡市⼤通2-4-22　４階 019-651-5050

14 原価市場 〒020-0022 盛岡市⼤通2-7-9　⽩崎⼆番館2階 019-601-9700

15 OTTO　（オット） 〒020-0022 盛岡市⼤通2-8-35 019-651-8878

16 銀河離宮 020-0024 盛岡市菜園1-4-10　第２サンビル1階 019-606-3739

17 菜園マイクロブルワリー with kitchen 〒020-0024　 盛岡市菜園1-5-10  019-606-0171

18 番屋ながさわ 〒020-0024 盛岡市菜園2-6-1 019-622-2646

19 ⼋栄堂 〒020-0024 盛岡市菜園12-6　アーヴァーズビル１階 019-656-7108

20 酒屋Juikuku 〒020-0021 盛岡市中央通1-7-4　オーデンビル1階 019-622-1199

21 ちゃんこ太五郎 〒020-0021 盛岡市中央通3-11-3 019-625-8159

22 ろかーれ あーしゃ ⼭⽥いたりあん 〒020-0023 盛岡市内丸4-14 019-601-6323

23 盛の⾷卓 〒020-0871 盛岡市中ノ橋通1-1-10 プラザおでって1階 019-613-5871

24 ビアバーべアレン中ノ橋 〒020-0871 盛岡市中ノ橋通1-1-21 019-651-6555

25 ワインバーアッカトーネ 〒020-0871 盛岡市中ノ橋通1-5-2-2F 019-624-3310

26 福⽥パン　⻑⽥町本店 〒020-0062 盛岡市⻑⽥町12-11 019-622-5896

27 酒居家　夢の蔵 〒020-0133 盛岡市⻘⼭町3-23-10⻘中ビル2階 019-646-9070

28 福⽥パン　盛岡みたけ店 〒020-0122 盛岡市みたけ22-9-60アクロスプラザ内 019-658-8809

29 ユートランド姫神 〒028-4134 盛岡市下⽥⽣出893-11 019-683-3215

30 川⻑⼭荘 〒020-0524 岩⼿郡雫⽯町鶯宿10-64-1 019-695-3333

31 ホテル森の⾵  鶯宿 〒020-0574 岩⼿郡雫⽯町鶯宿第10地割31-23 019-695-2171

32 ⽞武⾵柳亭 〒020-0585 岩⼿郡雫⽯町⻑⼭網張1-11 019-693-3000

33 岩⼿⼭サービスエリア事業部
岩⼿⼭サービスエリア（上り線）

〒028-7113 ⼋幡平市平笠2-1-47 0195-75-0641

34 地産地消レストラン＆⾷楽の宿スターダスト 〒028-7306 ⼋幡平市安⽐⾼原165-17 0195-73-5132

35 新安⽐温泉 〒028-7533 ⼋幡平市叺⽥43－1 0195-72-2110

36 福⽥パン　⽮⼱店 〒028-3621 紫波郡⽮⼱町広宮沢11-502-1 019-697-8400

37 レストラン　HAIKARA-YA（ハイカラヤ） 〒025-0039 花巻市諏訪町2-1-14 0198-23-6919

38 焼き⾁レストラン　⽇和佐 〒025-0075 花巻市花城町11-41 0198-24-0636

39 ホテルグランシェール花巻
レストラン「Le Aube」

〒025-0092 花巻市⼤通1-6-7 0198-22-7777

40 旨い焼⾁　彩⽉ 〒025-0097 花巻市若葉町3-11-1 0198-22-6620

41 游泉志だて　⾵とオルゴール 〒025-0244 花巻市湯⼝字志⼾平11-2 0198-25-3939

42 ⾁バルサンダー　花巻店 〒025-0251 花巻市豊沢2-14 0198-23-7077

43 鉛温泉　藤三旅館 〒025-0252 花巻市鉛字中平75-1 0198-25-2311

44 鉛温泉　⼼の刻⼗三⽉ 〒025-0252 花巻市鉛字中平75-1 0198-25-2311

45 新鉛温泉　愛隣館 〒025-0252 花巻市鉛字⻄鉛23 0198-25-2341

46 ⼭の神温泉優⾹苑 〒025-0253 花巻市下シ沢字中野53-1 0198-38-5526

47 割烹旅館廣美亭 〒025-0304 花巻市湯本1-88-1 0198-27-2216

48 季節郷⼟料理の店　胡蝶 〒024-0034 北上市諏訪町1-1-11 0197-63-2151

49 焼⾁処　燔々亭 〒024-0061 北上市⼤通り1-2-22　かざわやビル１階 0197-65-5616

50 ビアレストランアリーブ　北上店 〒024-0061 北上市⼤通り1-3-27 ⼊⼭北ビル1階 0197-61-0484

51 隠家　北上店 〒024-0061 北上市⼤通り1-3-1　おでんせプラザぐろーぶB1階 0197-72-5440

52 北上パークホテル
割烹鎌倉

〒024-0061 北上市⼤通り2-2-11 0197-65-2323

53 焼⾁DININGまるぎゅう 〒024-0072 北上市北⻤柳23-69-1 0197-62-3077

54 プラザイン⽔沢　きくすい北上店 〒024-0083 北上市柳原町5-12-30 0197-62-0022

55 ステーキ鉄板料理
和かな北上店

〒024-0084 北上市さくら通り1-7-22 0197-62-5123

56 ときよじせつONODERA 〒024-0094 北上市本通り１-8-28 0197-62-6078

57 プラザイン⽔沢　きくすい⽔沢店 〒023-0003 奥州市⽔沢佐倉河字後⽥29 0197-47-5621

58 ささ忠 〒023-0801 奥州市⽔沢横町205 0197-23-3621

59 ステーキハウスパイオニア牧場 〒023-0841 奥州市⽔沢真城字中上野22-5 0197-22-5555

60 べこや 〒023-1112 奥州市江刺南⼤通り2-6 0197-35-1158

61 ⽇本料理　新茶家 〒023-1113 奥州市江刺中町4-1 0197-35-2025

62 カフェレストラン　ベーシック 〒029-4204 奥州市前沢字本杉20-1 0197-56-5932

63 和⾵れすとらん⽜の⾥ 〒029-4204 奥州市前沢向⽥1-5 0197-56-6115

64 東北⾃動⾞道前沢サービスエリア下り線
平泉観光レストセンター

〒023-4206 奥州市前沢字養ケ森27-6
東北⾃動⾞道前沢サービスエリア下り線

0197-56-2715

65 平泉レストハウス内レストラン源 〒029-4102 平泉町平泉字坂下10-7 0191-46-2011

66 ⽯橋ホテル　いつくし園 〒021-0101 ⼀関市厳美町南滝の上15 0191-29-2101

67 ⽮びつ温泉　瑞泉閣 〒021-0101 ⼀関市厳美町字下り松65-2 0191-39-2031

68 ⿓泉洞温泉ホテル 〒027-0501 下閉伊郡岩泉町岩泉字府⾦48 0194-22-4141

69 ホテル⿓泉洞愛⼭ 〒027-0501 下閉伊郡岩泉町岩泉字松橋1-2 0194-22-4111

70 道の駅いわいずみレストラン⼤地⼯房 〒027-0502 下閉伊郡岩泉町⼄茂字⼄茂90-1 0194-22-4433

71 ロレオール⽥野畑 〒028-8402 下閉伊郡⽥野畑村明⼾309-5 080-9014-9000

72 焼⾁・冷麺　福次郎 〒028-0052 久慈市本町3-28 0194-52-7183

73 HIBIKI SHOKUDO 〒028-0055 久慈市巽町1-32 0194-52-7701

74 STAND HIBIKI 〒028-0061 久慈市中央３丁⽬５８ 0194-52-7701

75 カフェ・ド・ラ・プラス 〒028-0056 久慈市中町2-5-1 道の駅くじ やませ⼟⾵館2F 0194-52-2289

76 まめぶの家 〒028-8603 久慈市⼭形町荷軽部1－59－6 080-1801-9960

77 森ちゃん 〒028-6103 ⼆⼾市⽯切所字枋の⽊24-3 0195-23-8920

78 短⾓亭 〒028-6103 ⼆⼾市⽯切所字荷渡22-2 0195-23-0829

79 鉄板焼き処　來 〒028-6105 ⼆⼾市堀野字⼤川原⽑92-7 0195-23-4303
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