
第３回福島競馬　Ｌｅｔ's Goキャンペーン参加店舗一覧

店舗名 所在地 ビル名 電話番号

入江町 定食の店　司 福島市入江町14-20 　 024-534-1434
ショーハウス　PALAWAN(パラワン) 福島市大町1-20 セントラルマンションB1F 024-526-0077
養老の瀧大町店 福島市大町2-16 　 024-521-1286
きたのはな 福島市大町2-23 吉田ﾋﾞﾙ2F 024-521-0330
焼肉　誠 福島市置賜町2-12 立花館1F 024-523-3733
プレジール 福島市置賜町2-12 立花館4F 024-522-1568
韓国家庭料理　峰 福島市置賜町4-2 ニューズ置賜ﾋﾞﾙ1Ｆ 024-522-5229
中華料理　小香港 福島市置賜町4-2 ニューズ置賜ﾋﾞﾙ2Ｆ 024-523-2380
スナック　奇蹟 福島市置賜町4-3 司ﾋﾞﾙ1　5F 024-521-3416
酒蔵　〇ちゃん 福島市置賜町4-9 　 024-521-8087
スナック　フラワー 福島市置賜町4-10 舩山ビルＢＦ 024-521-6188
芳水 福島市置賜町4-10 舩山ビル1Ｆ 024-524-3678
やきとり　余市のいち 福島市置賜町4-11 　 024-563-1129 
地鶏炭火焼　鳥人（トリンチュ） 福島市置賜町4-12　 FSB２ビル　２F 024-563-1991
森ふじ 福島市置賜町4-13 　 024-521-2136
海の　誠 福島市置賜町4-15 　 024-524-2233
宴joy酒場　豪∞ 福島市置賜町4-16 ジャガービル1F 090-1937-1023
BUBBLE（バブル） 福島市置賜町4-16 ジャガービル2Ｆ 024-521-0332
カラオケﾗｳﾝｼﾞ　うつわ 福島市置賜町4-16 ジャガービル5F 024-522-8044
Bar　わるいこ 福島市置賜町4-16 ジャガービル5F 024-573-4229
Lounge　Bort（ボルト） 福島市置賜町4-16 藤原屋ジャガービル２F 024-572-5408
スナック　純 福島市置賜町4-24 都ビル1Ｆ 024-522-7423
CLUB　Genesis（ジェネシス） 福島市置賜町4-24 都ﾋﾞﾙ2F 024-522-1599
花のれん 福島市置賜町4-26 ｸﾞﾘｰﾝタウン置賜1Ｆ 024-597-7817
ロ・シェル 福島市置賜町4-26 ｸﾞﾘｰﾝタウン置賜2Ｆ 024-524-2282
ソワレド 福島市置賜町4-26 グリーンタウン２F 080-6265-0612
そば居酒屋　一会庵 福島市置賜町4-27 工藤ﾋﾞﾙ1F 024-524-3150
Ｐrogress（ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ） 福島市置賜町4-28 エースセブンﾋﾞﾙ3Ｆ 024-524-1412
CLUB　AZUL 福島市置賜町4-28 ACEセブンビル１F 024-573-0263
HOMIES　BAR 福島市置賜町4-28 エースセブンﾋﾞﾙ５F 090-7070-7539
Hostess　Bar　Razuli（ラズリ） 福島市置賜町4-28 エースセブンﾋﾞﾙ４F 024-524-1412
Bar　くろねこ 福島市置賜町4-29　１F 　 024-597-8268
Cozza Garne 福島市置賜町5-10 第2清水ﾋﾞﾙ2Ｆ 024-563-6939
Daisy　デイジー 福島市置賜町5-10 第2清水ビル５F 024-563-1733
味乃　桃の井 福島市置賜町5-12 　 024-521-2007
ふりこ亭 福島市置賜町5-13 シルクﾋﾞﾙ2F 024-573-4618
リアス 福島市置賜町5-13 シルクビル2F 024-597-7765
炭火焼肉　オムテソン 福島市置賜町5-15 永井ﾋﾞﾙ1F 024-522-7702
焼肉酒場　96KURO 福島市置賜町5-15 永井ﾋﾞﾙ1F 024-556-1777
鉄板屋台　將（タスク 福島市置賜町5-15 永井ﾋﾞﾙ2F 090-3646-7567
鉄板や誠 福島市置賜町5-15 MT2ﾋﾞﾙ1F 024-573-9333
もつ焼きと円盤餃子　もつ治 福島市置賜町5-19 加藤ビル１F 024-523-5420
屋台や　十八番 福島市置賜町5-31 　 090-9636-4414
サイトウ洋食店 福島市置賜町5-33 長谷川産業ビル1Ｆ 024-521-2342
缶詰café＆Bar　フェルーム 福島市置賜町5-33 長谷川産業ビル1Ｆ 090-5834-8918
轟座 福島市置賜町5-35 　 024-524-2825
Bar　然 福島市置賜町6-1　 2Ｆ 024-524-2611
スナック　Noah(ノア 福島市置賜町6-12 鴻野屋ﾋﾞﾙ3F 090-2606-2584
炭火焼酒夢来　忠司 福島市置賜町7-3 第一佐勝ﾋﾞﾙ1Ｆ 024-523-1637
福島焼肉センター 福島市置賜町7-3 第1佐勝ビル２F 024-521-3212
ダーツBAR　オールディズ 福島市置賜町7-3 第6佐勝ﾋﾞﾙ　Ｂ１Ｆ 090-29759597
ラトリエサラン 福島市置賜町7-8 　 024-523-3546
Orpieg（オルピーグ） 福島市置賜町8-2 ツルタヤﾋﾞﾙ2F 024-521-8011
一期 福島市置賜町8-3 アオイﾋﾞﾙ2Ｆ・3Ｆ 024-521-5670
灯あかり 福島市置賜町8-7 ホリエﾋﾞﾙ3Ｆ 024-521-8405
ＰＡＲＡＤＩＳＥ（パラダイス） 福島市置賜町8-15 ピア21ﾋﾞﾙ1Ｆ 024-521-8900
モンシェールトントン 福島市置賜町8-15 ピア21ﾋﾞﾙ3F 024-521-9521
風（かぜ） 福島市置賜町8-15 ピア21ﾋﾞﾙ3Ｆ 024-523-0606
スナック　EGOIST（エゴイスト） 福島市置賜町8-15 ピア21ﾋﾞﾙ3F 024-524-0177
和食　裕 福島市置賜町8-15 ピア２１ﾋﾞﾙ１F1 024-522-6699
パブ　M 福島市置賜町8-19 第1清水ﾋﾞﾙB1F 024-522-3515
ラピス 福島市置賜町8-19 第1清水ﾋﾞﾙ3F 024-524-3646

置賜町

大町
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しらさか 福島市置賜町8-27 　 024-521-1228
寿司処　前野 福島市置賜町8-27 　 024-572-6822
会津郷土料理　楽 福島市置賜町8-36 パレスﾋﾞﾙ1F 024-523-5124
秋田料理炭焼き　成瀬 福島市置賜町8-36 パレスﾋﾞﾙ1F 024-502-8009
スナック　ムーミン 福島市置賜町8-38 三浦屋ﾋﾞﾙ1F 024-522-4881
食彩　ひとくち 福島市置賜町8-38 三浦屋ﾋﾞﾙ1F 024-522-5400
Two　Face 福島市置賜町8-38 三浦屋ﾋﾞﾙ1F 070-2028-2214
ＤＩＮＩＮＧ　とらのまき 福島市置賜町8-38 三浦屋ﾋﾞﾙ２F 024-529-6973
カフェバー　Life（ライフ） 福島市置賜町8-41 阿部ビル2F 024-524-0208

黒岩 琥珀 福島市黒岩字素利町3 　 024-546-0478
旬香酒稲　辰巳 福島市栄町6-6 ユニックスﾋﾞﾙ１F 024-522-2800
波平商店 福島市栄町7-5 新宮ビル１F 024-522-6102
粋酔　肴 福島市栄町7-6 　 024-522-3374
鳥ぎん 福島市栄町7-16 　 024-522-1214
あぶりや　吉鳥 福島市栄町7-23 ＭＤﾋﾞﾙＢＦ 024-524-2377
居酒屋　みるてん 福島市栄町11-10 栄町ﾋﾞﾙB1F 024-563-7471
肴やKIHACHI 福島市栄町11-10 栄町ビル１F 024-573-4175
久兵衛 福島市栄町12-3 シルクﾎﾃﾙ1Ｆ 024-522-8145
BAR　木馬館 福島市栄町12-7 第2ｿｼｱﾙあづまﾋﾞﾙBF 024-521-3693
キッチン　楓 福島市栄町12-9 あずま会館ﾋﾞﾙBＦ 024-572-6833
吞処　一盃 福島市栄町12-9 あずま会館ﾋﾞﾙ1Ｆ 070-4391-9148
日本酒バー　椛【モミジ】 福島市栄町12-9 あづま会館ﾋﾞﾙ２F 024-573-2774
ﾃﾞｨｽﾍﾞｰｽﾒﾝﾄ　ルインズ 福島市栄町12-10 ひかりﾋﾞﾙＢＦ 024-521-4230
微熟女クラブ　雅 福島市栄町12-10 ひかりﾋﾞﾙＢＦ 024-522-8144
時代屋ｼｰｽﾞﾝⅡ 福島市栄町12-10 ひかりﾋﾞﾙ2F 024-522-5676
ビアレストラン　ローゼンケラー 福島市栄町12-10 ひかりビル１Ｆ 024-522-8611
ジゴレット 福島市栄町12-12 サモン館ﾋﾞﾙ1Ｆ 024-522-8419
禅 福島市栄町12-12 サモン館１F 024-522-0444
姉キャバ 福島市栄町12-13 おさらぎﾋﾞﾙ2F 024-521-1211
浪漫亭 福島市栄町12-13 おさらぎﾋﾞﾙ3Ｆ 024-521-0699
ｵｰﾌﾟﾝﾗｳﾝｼﾞ　ジュリア 福島市栄町12-13 おさらぎﾋﾞﾙ4F 024-521-3311
酒蔵　つやこ 福島市栄町12-23 　 024-522-5927
大政食堂 福島市栄町12-24 　 024-522-1355
鳥とん 福島市栄町12-28 　 024-573-0322
G-clef 福島市栄町12-32 ユートピアビル５F 070-2023-2032
たこ寅 福島市新町1-2 　 024-522-3626
ニューすばる 福島市新町1-8 せいでんビル3Ｆ 024-522-2022
スナック　瑠璃 福島市新町1-8 せいでんビル4Ｆ 024-524-1006
CADJA MEISONⅢ 福島市新町1-13 アオヤギビル１F 024-597-7177
シークレットバー　レディントン 福島市新町1-21　１F 　 090-7565-9079
味わい 福島市新町1-26 第7清水ﾋﾞﾙ1F 024-522-0578
かげろう 福島市新町2-4 新町ﾋﾞﾙ1F 024-522-7715
心笑 福島市新町2-29 金源ビル１F 024-522-0766
BIN81 福島市新町3-20 第8寿ｶﾙﾁｬｰﾋﾞﾙ1F 024-573-8281
スコッチペペ 福島市新町4-32 丸石ﾋﾞﾙBF 024-522-0352
藤むら 福島市陣場町2-16 　 024-522-5317
画廊スナック　アトリエ 福島市陣場町7-1 陣場中央ﾋﾞﾙ2F 024-522-8007
こあき 福島市陣場町7-30 第5寿ﾋﾞﾙBF 024-522-7252
スナック　とも 福島市陣場町7-30 第5寿ﾋﾞﾙBF 024-522-5888
やきとり本舗　萩 福島市陣場町7-30 第5寿ﾋﾞﾙ1F 024-523-5678
本格焼酎家　やすらぎ 福島市陣場町7-30 第5寿ビル102号 024-523-3600
ラウンジ　Key（ケイ） 福島市陣場町7-31 ﾎﾟｰﾄ99ﾋﾞﾙ1F 024-521-5385
ルスモン 福島市陣場町7-31 ﾎﾟｰﾄ99ﾋﾞﾙ1F 024-521-8831
美・エモーション 福島市陣場町7-31 ﾎﾟｰﾄ99ﾋﾞﾙ4F 024-521-8311
リリー 福島市陣場町7-31 ﾎﾟｰﾄ99ﾋﾞﾙ5F 024-523-1688
サントス 福島市陣場町7-31 ﾎﾟｰﾄ99ﾋﾞﾙ5F 024-522-4470
D’ｓ（ディーズ） 福島市陣場町7-31 ﾎﾟｰﾄ99ﾋﾞﾙ5F 024-524-0577
Club　LAUGH  TALE(ラフテル) 福島市陣場町7-31 ポート９９ビル２F 024-572-3108
ピアス 福島市陣場町7-32 第7佐勝ﾋﾞﾙ1F 024-521-5391
味心　だいのじ 福島市陣場町7-32 第7佐勝ﾋﾞﾙ1F 024-522-8819
渡辺精肉店 福島市陣場町7-35 コスモ2001　1F 024-522-0664
市松 福島市陣場町8-2 高徳第5ﾋﾞﾙ1F 024-523-2551
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やきとり余市 福島市陣場町8-3 たぬき小路 024-522-7900
福島そば　陣場亭 福島市陣場町8-3 　 024-572-7757
まーくんち 福島市陣場町8-3狸小路 　 090-6850-1709
めぐり逢い 福島市陣場町8-4 ﾍﾟｶﾞｻｽ30ﾋﾞﾙ2F 024-521-9707
呑み処　結 福島市陣場町8-4 第10佐勝ﾋﾞﾙ1F 024-523-5009
スナック　恵子 福島市陣場町8-4 第10佐勝ﾋﾞﾙ2F 024-523-2348
ガルソンヌ 福島市陣場町8-4 第10佐勝ﾋﾞﾙ5Ｆ 024-521-6886
マスカレード 福島市陣場町8-4 ペガサスビル1F-B号室 024-521-6668
ムジゲ 福島市陣場町8-4 ペガサスビル３F 024-523-2166
sakaba　S(エス） 福島市陣場町8-4 ﾍﾟｶﾞｻｽ30ﾋﾞﾙ4F 024-521-6010
スナック　グローリー 福島市陣場町8-5 第10佐勝ビル　２F 024-521-3548
癒の空間 福島市陣場町8-6 エルミタージュﾋﾞﾙ１F 024-521-4537
Gentlemans Club 福島市陣場町8-6 エルミタージュﾋﾞﾙ２F 024-572-3611
ホルモン慶彦 福島市陣場町8-22 第2ミヤコﾋﾞﾙ1Ｆ・2Ｆ 024-524-2333
スナック　リメンバー 福島市陣場町8-30 ﾎﾞﾙｻﾘｰﾉﾋﾞﾙ2F 024-522-3729
ファンタジー 福島市陣場町8-30 ﾎﾞﾙｻﾘｰﾉﾋﾞﾙ2Ｆ 024-521-2208
スナック　まちかど 福島市陣場町8-30 ﾎﾞﾙｻﾘｰﾉﾋﾞﾙ4F 024-523-1933
うかれ太鼓 福島市陣場町8-33 ﾌﾟﾗｽｱﾙﾌｧｰﾋﾞﾙ2Ｆ 024-523-2506
スナックバー　雫月 福島市陣場町8-33 ﾌﾟﾗｽｱﾙﾌｧ-ﾋﾞﾙ3F 024-521-8118
クラブＣ 福島市陣場町8-34 オオコウチﾋﾞﾙ2F 024-523-0232

仲間町 金柚 福島市仲間町3-10 　 024-523-3814
天神町 羅布乃瑠 沙羅英慕 福島店 福島市天神町15-4 　 024-525-3110
鳥谷野 ビックエコー　福島南ﾊﾞｲﾊﾟｽ店 福島市鳥谷野字宮畑66-1 　 024-563-7070
中町 なかまち 福島市中町5-14 　 024-573-7699

Lounge　ELE（エル） 福島市万世町1-29 第6清水ビル５F 024-573-4141
笑月庵　たむら 福島市万世町1-33 　 024-524-2424
寿司　和泉家 福島市万世町1-35 　 024-522-8388
Ogy（オギィ） 福島市万世町1-35 024-563-3199
旬菜家　てまり 福島市万世町1-36 FSBV1階 024-521-3330
やきとり余市万世町店 福島市万世町1-38 今江ﾋﾞﾙ1F 024-523-1771
non's TACOS 福島市万世町1-38 今江ビル２F南 024-572-7373
So-ra（ソラ） 福島市万世町5-3 ニュー万世ﾋﾞﾙB1F 024-523-5008
ホルモン部長　成家 福島市万世町5-3 ニュー万世ﾋﾞﾙ1F 024-529-7381
ラ・シャンテ 福島市万世町5-4 パセオクィーンﾋﾞﾙ2F 090-2276-9138
秋田比内地鶏の店　舘 福島市万世町5-4 パセオクインビル１F 090-3792-2930
ｿｼｱﾙバー　ジャンゴ 福島市万世町5-5 　 024-522-8415
チャイニーズキッチン　孫悟空 福島市万世町5-6 第3清水ﾋﾞﾙ1Ｆ 024-524-3138
スナック　パセオ 福島市万世町5-9 万世協和ビルBF 024-523-4703
バー・ウィンザー 福島市万世町5-41 第2二瓶ﾋﾞﾙBF 024-522-0551
個室串BAL　tori.com（トリコム） 福島市万世町5-38 第8佐勝ﾋﾞﾙ1F 024-563-3967

東浜町 Bonheur（ボヌール） 福島市東浜町6-23 　 090-7520-8378
南矢野目 ラーメン　ねぎっこ北福島店 福島市南矢野目字谷地70-1　 024-559-0327
宮下町 多可橋 福島市宮下町17-20 ｺｰﾄﾋﾟｱﾘｯｼﾞ2F 024-534-8222
本内 スナック　モトウチ 福島市本内字北街道下10-1　 024-553-3663
本町 REGALO　CAFÉ 福島市本町1-2 　 024-273-2505

万世町

陣場町


