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名前の由来は、自分たちで綿を栽培し、紡いで、織って、縫って

作品にしたいという活動をしていることから、「めん」に「こい」するという意味と、

「かわいい」という方言である「めんこい」を掛け合わせました。

めんこいくらぶの活動は

「めん」も「こい」も皆様と一緒に楽しみながら、

ゆっくりと育んでいきたいと思います。

うまい店ガイド
配布中！！

【問合せ】 TEL:0241-22-2966

定休日
喜多方市字桜ガ丘一丁目26
10：30～15：00　　　　  木曜日

住　所
時　間

塩川鳥モツ伝承会

生江食堂

※画像はイメージです。

えごま味噌

塩川の鳥モツ

店のおすすめ紹介
当店のおすすめは、みそ
チャーシューメン（850
円）とかつ丼（900円）で
す。また、麺が2玉入った
特盛りラーメン（800円）
もおすすめで、家族連れ
の方に大人気です。
※すべて税込

モツ煮込みといえば、豚などのホルモンをやわらかく
味噌で煮込んだものを想像してしまいますが、塩川の
食堂では「モツ定食」を注文すると、この「鶏皮」のモツ煮込みが出
てきます。
鳥モツはご飯のおかずにも、七味をかけて酒の肴にもピッタリで
す。店ごとに違う味付けを食べ比べるのも面白いかも。

鳥モツ伝承会
以前より塩川で食べられてきた「鳥モツ」は、地元では好まれてきたものの、その人気はあくまでも地元だけのものだった。しかし、平成17年
に観光キャンペーン「極上の会津」にて「鶏皮モツ」が紹介されて以来、口コミやマスコミへの露出も増え、市外や県外からのお客様も多くな
りつつあり、安くて、おいしく、地元で愛されている「B級グルメ」がブームとなっているこの機を捉え、有志メンバーにより「鳥モツ」が真に愛
されるご当地グルメとして、発展させることを目的に平成22年6月「塩川鳥モツ伝承会」が発足した。

平成２２年に、豊かな農村地域である喜多方市において、まちなかと農村の女性が連携することで地域をつなぎ活性化することを目
的に女性のためのグリーン・ツーリズムを始動させましたが、綿栽培や一閑張りなどの農泊体験をより充実させるため、平成２３年３月
にＮＰＯ法人喜多方市グリーン・ツーリズムサポートセンターの実践団体として「めんこいくらぶ」を立ち上げました。

一閑張りは、古文書を使っていることから、その作品には外国からのお客様が大変興
味を示してくださいました。

また私たちは、綿の栽培にも取り組んでいます。
会津が発展する源となった「綿」に思いを馳せ、綿でまちづくりができないかと考えました。
近年、オーガニックコットンが注目されるようになったこともあり、日本各地で綿花の栽培が
手掛けられるようになりましたが、私たちはあえて栽培の難しい在来種にこだわりました。
ＮＰＯ法人はるなかさんにご指導をいただきながら、取り組みを始めてから１年後、よう
やく綿花の収穫もできるようになりました。
綿に興味がある方や体験してみたいという方は、お気軽にお問い合せ下さい。

【問合せ】 TEL:0241-27-2022

定休日

喜多方市塩川町字新町1858
8：00～18：00
第2日曜日

（594円／税込）

喜多方市熊倉町熊倉字大竹1364
NPO法人喜多方市グリーン・ツーリズムサポートセンター  TEL：0241-24-4488

住　所

お問合せ

時　間

淀屋武藤合名

100％会津産のえごま、大豆、米を使用
しました。えごまのプチプチとした食感が
特徴の味噌です。
里芋やコンニャク、温かいご飯の上に乗
せて食べると美味しく頂けます。
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めんこいくらぶってなんだべ。



お抹茶を楽しめたり、和のスイーツも充実しています！きたかたでは新店舗もオープンしています。
お家で楽しむもよし、和カフェでゆったり楽しい冬ごもりしませんか⁉

小さなお子さんがいらっしゃる方、
お席の状態など気になりませんか？

気兼ねなく外食できる
お食事処をご紹介します。

きたかたにこんなお茶もあるんです。

日本茶インストラクターと
表千家教授のいる茶舗です。

スペシャリストもいます！

静岡県牧之原台地の東側、旨味の強い
坂部と香りの豊かな本山茶をブレンドし
た飲み応えのある当店オリジナルです。

色々なシーンで使い勝手の良い
気軽な雰囲気のレストランです。

島慶園さんの「五十鈴」と
いう銘柄を使用していま
す。
気持ちを込めて点ててお
ります。
※北海道十勝産小豆をコ
トコト炊き上げた当店自
慢のあんこをふっくらや
わらかなおもちで包み込
みました。
点てたお抹茶との相性
抜群です。

ハンバーグには良質な国産合
挽肉を使用。デミグラス煮こみ
の他にはおろしやテリヤキ、カ
レー煮こみも有ります。

喜多方に、
たわわな実りを。
耕作放棄地を甦らせた山間地で、自然
のちからだけをたよりに育ったサフラ
ンです。

アンティークな家具を使用し、
大正ロマンをイメージした、

おちついた雰囲気の店内になっております。
とても香りの良い八女抹茶と、セットのお菓子は
季節ごとの変わり餡をご自分ではさんでお召し上
がり頂く最中です。ぜひご賞味下さい。

▶玉冠　1,080円（税込）

☎
〒 喜多方市字二丁目4656-3
0241‐22‐0325
9：00～18：00　　不定休休

HP

HP

お茶の島慶園

▶八女抹茶ともなかのセット　550円（税込）

☎
〒 喜多方市字天満前8859
0241‐23-1611（木之本漆器店）
11：00～17：00　　　水曜日
http://www.aizu-kinomoto.com

休

cafe terrace わさび

▶喜多方サフラン　1,620円（税込）

☎
〒 喜多方市関柴町上高額字上中1175番地8
0241‐23-5418
9：00～17：00
土・日・祝日
http://www.egawacontractor.com

休

農業生産法人 株式会社エガワコントラクター

「良薬は口に苦し」漢方専門店です。
医薬品もお茶も販売しています。

オタネニンジンを含む8種類の薬草をブレンドしてティー
バッグに。温める力が強く、冷えの季節にオススメ。

▶八重のほっこり茶　1,200円（税別）

クマゴヅルなど会津の山々で育まれる数多くの野草9種
類をブレンド。会津の自然を味わえる最高の野草茶。

▶蔵茶　600円（税別）

オタネニンジンのサポニンは皮に多いため
少し苦いが、成分は抜群に高い。

▶会津特産会津人参［白毛］　500円（税別）

☎
〒 喜多方市字三丁目4835
0241‐22‐0533
9：00～19：00　　　日・祝・年末年始
http://www.aizuninjin.jp

休

清水薬草店

☎
〒 喜多方市字天満前8919-1
0241-22-0711
9：00～18：30
第2・4木曜日休

北見八郎平商店 ぬりの里

☎
〒 喜多方市字惣座宮2700-14  2F
0241-24-3864
12：00～14：00／17：00～21：30
水曜日休

キッチンスペースガーデン

マイスター：
長島さん

▶お抹茶  430円（税込）
▶おふく  660円（税込）：
　もちもち大福とお抹茶のセット
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デミグラス煮こみハンバーグ
880円（税込）

ごはんとおやつとパンとみやげ。
古民家CAFEで、くつろげる空間。

一番人気は旬のおかず定食。
地の野菜と天然調味料をなる
べく使い、体に優しいご飯。アレ
ルギー対応いたします。

☎
〒 喜多方市寺町南5006番地
0241-23-5188
10:00～18:00
（12月～1月は11:00～18:00）
火曜日・水曜日
https://tukitoohisama.com/

休

食堂つきとおひさま

04

旬のおかず定食
1,100円（税込）

カニとエビのピラフ
（サラダ・スープ付き）
1,300円（税込）

野菜をたっぷり使った
ヘルシーメニューを心がけています。

日替りランチはお得で毎日メ
ニューが変わります。
夜は3,800円の飲み放題お料
理6品付が人気です。

☎
〒 喜多方市小田付道下7115-13
0241-24-2439
ランチ 11：30～14：00（平日のみ）
夜　　 17:30～23：00
日曜日休

ぶーちゃんの
お母さんのお店 すてっぷ

02

飲み放題・お料理6品付（夜）
3,800円（税込）

お魚料理を中心とした和食のお店です。
味噌ソフトやコーヒーも人気です。

旬の魚介を中心に、一品料理
を取り揃えています。
宴会や会席料理、ラ
ンチは前日までのご
予約制です。

☎
〒 喜多方市南町2854
0241-23-5595
カフェ 11：30～14：30（LO14：00）
バル   18：00～22：00（LO21：00）
火曜日・水曜日
https://snack-bar-2093.business.site

休

新金忠  食堂＆バル

05

お料理の価格帯
500～1,200円（税込）
※コース、ランチは別料金です。

味噌ソフト
400円（税込）

HP

HP

老若男女、地元喜多方の人に
愛される洋食屋さん。

完成まで約1ヶ月を要して作る
デミグラスソース。
ハンバーグやポークカツなど
にたっぷりかけられます。
食べた人は必ずリピート！大好
評のカニとエビのピラフ！

☎
〒 喜多方市関柴町上高額字北町455-4
0241-25-7272
AM 11：00～14：30
PM 17：00～20：30
木曜日休

レストラン カランドリエ

03

HP

※販売はオンラインショップのみ。
　店舗販売は行っておりません。
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