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1 角田製麺

ジンジャー味噌らーめん‥‥‥‥‥850円
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2 レストラン・ボンマルシェ

3 椿 ラーメンショップ 玉川店

ハンバーグランチ‥‥‥‥‥‥‥‥700円

ネギ ラーメン‥‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ 740円

モチモチとした自家製麺にオリジナル味噌と国
産生姜の相性が 抜群のやみつきになる一杯で
す。ぜひご賞味ください！！

昔ながらの洋食屋さんです。スパゲッティ、ピ
ラフ、ハンバーグ、ピザと手作りにこだわり、
ランチメニューは値段もお得です。

■住
所：玉川村大字竜崎原作田26-7
■電
話：0247-57-3688
■営業時間：11：00〜14：30 (ラストオーダー)
※材料がなくなり次第終了
■定 休 日：月曜日

■住

所：玉川村大字竜崎字原作田371-1

■住

所：玉川村大字中字道上28-2

■電

話：0247-57-3995

■電

話：0247-57-4515

■営業時間：11：00〜15：00
11：00〜14：00(ランチ)
■定 休 日：水曜日
MAP

MAP

9 樹洛

U

MAP

メニューです。

■住

所：玉川村大字小高北畷48-1

話：0247-57-3487

■電

話：0247-57-2264

■定 休 日：水曜日

118

4

至矢吹町

■住
所：玉川村大字中字屋敷前35-4
■電
話：0247-57-2026
■営業時間：8：00〜18：00
■定 休 日：不定休

昔ながらの製法により作った豆腐です。大豆本来
の甘み・香りの旨味を味わってください。

毎日４０種類ほどの焼きたてパンを用意。季節の
食材を使ったパンは、まさに旬の味。通年でいろ
いろな味が楽しめるお店で、毎回、訪れるのが楽
しみです。店内で作るお弁当も好評です。通勤前
にもお立寄りください。
■住
所：玉川村大字川辺字中沖318-1
■電
話：0247-57-4208
■営業時間：7：00 〜 20：00
■定 休 日：無休

こぶしの里
道の駅たまかわ

川辺八幡神社

福島空港
Ｉ．
Ｃ.
たまかわ
クックの森

県道曲木中野目線

16
17
18

20 あぶくま高原 そば処（こぶしの里内）

レストラン・シャロン
21 （福島空港内）

アーマ・テラス 福島空港店
22 （福島空港内）

■住

所：玉川村大字北須釜字 田21空港内2F

■電

話：0247-57-1580

話：090-4477-3795

■定 休 日：金曜日
MAP

■定 休 日：火・金曜日

MAP
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海鮮丼‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥880円
寿司職人の目利きが覗える店主イチオシ！海鮮
丼。その他おすすめのマグロ丼はランチタイム各
10食限定です。自慢の寿司もご賞味下さい。お祝
い事等でもご利用いただけます。

■住
所：玉川村大字小高字北畷36-3
■電
話：0247-57-4041
■営業時間：11：00〜13：00
17：00〜21：00
■定 休 日：月曜日

MAP

12 ㈱タゴショウフーズ 日の丸亭 玉川店

奥たまかわ温泉

焼き立てシュークリーム‥‥‥‥‥125円

唐揚げ弁当‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥560円

焼き立てシューは注文をいただいてからクリーム
を入れます。香ばしい生地にさっぱりしたクリーム
がイチ押しです。いちご大福、さるなし大福も
おすすめで女性に大人気です。

国産生どりから当店秘伝のタレでじっくり漬け込ん
だ、毎日食べても飽きない自慢の鶏の唐あげです。

■住

所：玉川村大字小高南畷78-3

■電

話：0247-57-2109

■住
所：玉川村大字小高字南畷15-3
■電
話：0247-57- 4541（FAX兼）
■営業時間：8：30〜20：00
8：30〜14：00（水曜日のみ）
■定 休 日：定休日なし
（正月三が日のみ）
●事業本部 ㈱タゴショウフーズ
福島県いわき市好間町中好間字中川原52
TEL.0246-36-6188
FAX.0246-36-6102
MAP

17 レストラン独留馳 (ドルチェ)

16 cake＆café fon

15 フレッシュカトヤ

たまかわには、美味しいお店がいっぱいです。
ぜひお出かけください。

■住
所：玉川村大字岩法寺字宮ノ前140-2
■電
話：0247-57-3800
■営業時間：11：00〜15：00
■定 休 日：元旦

■営業時間：10：00〜16：00
※商品がなくなり次第終了

26
25

至石川町

■住
■電

MAP

11 菓子工房 いわきや

至郡山

石川母畑
Ｉ．
Ｃ.

路

さるなしソースのソースかつ丼‥‥1,100円

■営業時間：11：00〜16：00

■定 休 日：不定休

V

東野の清流

宥音聖人堂

東福寺

あぶく
ま高原
道

玉 川 村 特 産 のさるなしをベ ースにした自家 製
とんかつソースとサクサクとんかつが地元野菜と
ベストマッチ。是非ご賞味ください。

話：0247-57-3480

MAP

A

大庄屋桜

須釜小学校

天ざるそば

■電

■営業時間：11：00〜18：30

■定 休 日：不定休

W

だよ！

14 15

MAP

所：玉川村大字岩法寺字宮ノ前140-2
（こぶしの里敷地内）

話：0247-57-2106

A

由ノ杜公園

長慶寺

地元玉川村産のそば粉を使用した本格手打ちそ
ば。そば通もうなるのど越しとそばの香りは最高
です。四季折々の旬の野菜、山菜の天ぷらを添
えてどうぞ！

所：玉川村大字川辺字武道389

所：玉川村大字小高中畷5-1

■電

MAP

23

玉川村産の美味しいブルーベリーを使用した商品を主
に取り揃えており、国産きび砂糖で作ったジャムやシロッ
プ、厳選素材のケーキやタルト等が並びます。また、ハン
ドメイド雑貨も多数ご用意しております。こだわりの有
機栽培コーヒー豆で淹れたコーヒーもおすすめです。

■住

■住

話：0247-57-2133

■定 休 日：第２・４火曜日

24

ケーキ各種‥‥‥‥‥‥‥‥140〜410円

むお店の大人気メニューです。

所：玉川村大字小高字中村前64-1

須釜神社

豚ロース辛子みそ焼き定食‥‥‥1,250円
かな甘みと自家製辛子の辛味が絶妙。甘辛の豚

自家製麺に醤油ベースのスープ、
トロアツの餡
（アン）
が麺とスープに絡み、
まさに絶品。店主こ
だわりの餃子は、皮まで自家製の手作り。ボリュー
ム満点でもちもち食感の餃子を添えてどうぞ！

■電

K

8 鮨むなかた

■営業時間：8：00〜20：00

自家製辛子みそソースが絶品の一品。味噌のほの
ロースが２枚で、ボリュームもたっぷり。ご飯が進

A

野菜あんかけラーメン ‥‥‥‥‥‥650円
手作り餃子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥400円

■住

たまグル

M

たまかわ文化体育館

至水戸

19 草野農園

福島空港
空の駅たまかわ

金毘羅桜
玉川村
商工会 玉川第一小学校

宮ノ前古墳

ジャンボカスタードメロンパン‥‥158円
チーズメロンパン‥‥‥‥‥‥‥‥148円
ミニクロワッサン‥‥‥‥‥‥‥‥118円

クッキーや焼き菓子、季節限定のお菓子などが好
評の和洋菓子店。手間暇かけて作られたお菓子
は、手土産やプレゼントなどにも喜ばれています。
ご購入の際は事前にお問い合わせください。

空港公園

玉川中学校

13

玉川村工業団地

もめんとうふ ‥‥‥‥‥‥ ‥ ‥ ‥180円
きぬとうふ ‥‥ ‥‥‥‥‥ ‥ ‥ ‥150円
ごまとうふ ‥‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥‥200円

クッキー各種‥‥‥‥‥‥‥‥‥108円〜

■営業時間：不定
MAP

MAP

21
22

ボートピア玉川

5
7
6
玉川村役場
8
大雷神社
9
10 11 27
12
主要地方矢吹小野線
玉川
Ｉ．
Ｃ.

18 レストラン湖上

話：0247-57-4388

19 20

MAP

至矢吹 I.C.

MAP

所：玉川村大字中字道上84

■電

3

14 モンペリ玉川熊田店

■住
所：玉川村大字蒜生字羽根石133‐2
■電
話：0247-57-3650
■営業時間：10：00 〜 19：00
■定 休 日：日曜日

■住

県道母畑須賀川線

13 はねいし豆富店

創業130年の老舗製麺所。時間をかけた自然乾
燥によるこだわりの半生麺はなめらかな舌触り。
大関酒造とのコラボによる、酒かす入り半生うどん
や銀座トトキのシェフ監修のつけ麺は、
大人気です。

主要地方道古殿須賀川線

MAP

多目的に利用されているコンベンションホール。
ボリューム満点のランチが大人気です。コーヒー
サービス付きで日替わり定食や定番のカレーラ
イスのほか、土日限定メニューも好評です！

グルメ マップ

県
道
福
島
空
港
西
線

■営業時間：9：00〜19：00

■定 休 日：不定休

酒かす入り半生うどん‥‥‥‥‥‥500円
つけ麺‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥700円

A

7 みしろや食堂

6 湯沢菓子店

石造五輪塔

郡線
ＪＲ水

所：玉川村大字小高南畷15-1

5 釘屋商店

詳しくはＱＲコードで
検索してください。

名物は手作りのメンチカツ。遠くからもお客様が
買い求めに来られるほどです。また、石川牛や福
島牛などの国産牛、生ラムなど品質の良いお肉に
こだわり、
取り扱っています。是非ご賞味ください。

■電

T

日替わりランチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥650円
カレーライス‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥550円

メンチカツ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 100円
野菜コロッケ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥85円

■住

■営業時間：11：00〜20：30

2

P

主要地
方道飯
野三春
石川線

のセットで長年お客様から愛されている人気の

至郡山
県道玉川田村線

昔ながらの太麺でケチャップの味が懐かしいスパ
ゲッティナポリタンセット。サラダ・スープ・コーヒー

A

たま かわ

至須賀川

スパゲッティナポリタンセット‥‥‥‥680円

M

■定 休 日：水曜日

10 小原精肉店

1

E

■営業時間：11：00〜14：00

■定 休 日：元旦・大晦日

乙字ヶ滝
芭蕉の句碑

D

マーヴェラス末広

4

豚骨、昆布、数種の野菜を煮込んだスープに、
秘 伝 の 醤 油 ダレを使 用し、国 産 の 旨 辛ネギを
のせた一品です。麺も自家製麺を使用。昭和５７年
創業から、
変わらぬ味をご賞味下さい。

■営業時間：月〜土 8：00〜翌1：00
（LO 0：30）
日・祝 11：00〜翌0：00
（LO 23：30）

I

MAP

■営業時間：7：00〜18：00
（フライト状況により変動有り）
■定 休 日：火曜日

MAP

福島県唯一の飛行機の見えるレストラン！
ソースカツ丼、ラーメンなどをはじめ、福島をイ
メージしたフレンチ料理、ドリンクなどをご用意
しております。コース料理、セットメニューも承り
ます。
■住
所：玉川村大字北須釜字 田21空港内3F
■電
話：0247-57-7670
■営業時間：11：00 〜16：00
（ラストオーダー15：00）
（ご来店前にお問合せ下さい）
■定 休 日：木曜日
MAP

至平田村

トマトコロッケ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥140円
お刺身盛合せ
母畑湖 ‥‥‥‥‥‥‥‥1,080円〜
アピオス味噌炒め
（100g）‥‥‥‥‥170円

シフォンケーキセット‥‥‥‥‥‥500円
ランチセット‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥850円
ベーグルサンドセット‥‥‥‥‥‥650円

お刺身盛合せから、御惣菜まで、何でも旨くてボ
リューム満点の地元のスーパー。注目は、注文販
売 のトマトコロッケと栄 養 価 が 豊 富なアピオス
は満足度100％

シフォンケーキにホイップを添え、カフェラテのセット。
ふわっふわでしっとりとした食感で美味しいの一言。毎日
シフォンケーキは１０種類以上用意してますが、ホールで
購入する方もおり、
あっという間に売り切れてしまいます。

■住

所：玉川村大字川辺字中沖303-1

■電

話：0247-57-2013

話：0247-57-4422
ランチ / 11：00〜14：00
カフェ / 11：00〜17：00

MAP

23 魚秀

■定 休 日：月曜日・第2・4火曜日

MAP

新鮮なお刺身が一番おすすめの鮮魚専門店です。ご
注文をいただいてからお作りしますので、事前にご連
絡をいただければお待たせせずにお渡しできます。
要予約となりますが、鮮魚店２階では新鮮な魚を使っ
た料理や海鮮丼他、ランチや宴会もお受けします。

MAP

大 人 気メニュー のハンバ ーグスパゲッティは
ジューシーな肉汁たっぷりのハンバーグとナポリ
タンのセット。ボリューム満点ですが味も満点で
す。一度食べれば満足間違いなし!!
■住
所：玉川村大字川辺字武道388
■電
話：0247-57-3666
■営業時間：11：00〜14：00（火曜日は昼間営業のみ）
17：00〜19：45（LO）
※新型コロナウイルス感染症の状況を
みて時短営業あり（〜18：45LO）
■定 休 日：水曜日・火曜日夜間
MAP

25 森の駅 yodge

24 らーめん響

海鮮丼（ネタは仕入れ状況により変更あり）‥1,500円〜
（バラちらし、刺身ほかテイクアウト用にお作りします。
電話にてご相談ください。）

■住
所：玉川村大字南須釜字奥平18-2
■電
話：0247-57-3105
■営業時間：9：00〜19：00
■定 休 日：月曜日

所：玉川村大字川辺字池下154

■電

■営業時間：テイクアウト / 10：30〜18：00

■営業時間：9：00〜20：00
■定 休 日：不定休

■住

ハンバーグスパゲッティ‥‥‥‥ 1,210円

チャーシューメン‥‥‥‥‥‥‥‥900円

カフェレストランでは、地元で採れた野菜や食
材を使用して、食材の良さを生かした定番・季
節メニュー、カフェメニューをご用意しており
ます。

■住
所：玉川村大字南須釜字柳作67
■電
話：080-1801-9254
■営業時間：平 日 11：00〜14：30
土・日 11：00〜15：00
■定 休 日：火曜日・水曜日
（水曜日は臨時営業あり）

■住
所：玉川村大字四辻新田字村中131
■電
話：0247-57-7440
■営業時間：11：00〜16：00
■定 休 日：無休（不定休）

鶏ガラ、豚骨、野菜をベースのさっぱりとした
スープと麺は、コシのあるもっちり手打ち中太ち
ぢれ麺を使用しております。無添加を心掛け素
材をいかした食べやすく美味しいとお客様に喜
んで頂けるらーめん屋を目指しております。ご来
店お待ちしております。

MAP

MAP

