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A1～9

●スペインバル＆リストランテ カメレオン ●福島牛ステーキと肉汁ハンバーグ 文や ～FUMIYA～ ●イゾラフェリーチェ ●ZIG-ZAG

●粉まる ●シルクコスメティックラヴィドール ●サロン・ド・フォスティーヌ ●ハルモニア ●Can  I  D ressy  福島店

●シンガポール 創作中華 ●Bar くろねこ ●小香港 ●Tea&Bar MAGIE NOIR ●サイトウ洋食店 ●母家 たすいち ●炉端酒家 たすいち

●WINE BAR HOSHINO ●串酒場 呑楽里 ●創作ダイニング ku楽ri ●darts bar OLDIES ●オルピーグ ●あねさの小法師

●十八代目 鶏や清兵衛 ●MINAMO CAFÉ  ●もめん亭 ●ミュージックBARハーヴェスト ●福島ワイン酒場 S2021

●bistro本田飲食堂 ●アケボノ バラック ●味わい（手打蕎麦処） ●彩食美酒 小町 ●Dave`s Diner
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パセオ通りパセオ通りよってmisse きてmisse

プ レ ミ ア ム ラ リ ー

TEL.024-522-0011お問合せ

■主催：仲見世睦会　■協力：株式会社仲見世・置賜町スズラン通り商店街協同組合
■後援：福島市、福島商工会議所、福島まちづくりセンター、福島民報社、福島民友新聞社、福島コミュニティ放送

プレミアムチケット販売：参加店及び仲見世睦会事務局、福島市役所売店

仲見世睦会事務局（パセナカMisse 月～金10:00～17:00）

令和4年度商店街等にぎわい回復促進事業令和4年度商店街等にぎわい回復促進事業
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プレミアムチケット

3,300円
税込

各店舗で使える

詳しい内容は中面へ

旅行が当たる
大抽選会

次回参加店舗で
使える

2023年1月31日まで

とってもおトクなプレミアムチケット（4枚綴り）のセット内容

チケット2枚
抽選券 5%OFF券

何枚でも購 入 O K！

参加店マップ 参加店を利用すればするほど、おトク満載！！

お支払いは
プレミアム付
電子商品券

でもOK

Mail info@pasenakamisse.com

令和4年度商店街等にぎわい回復促進事業令和4年度商店街等にぎわい回復促進事業

TEL.024-522-0011お問合せ

■主催：仲見世睦会　■協力：株式会社仲見世・置賜町スズラン通り商店街協同組合
■後援：福島市、福島商工会議所、福島まちづくりセンター、福島民報社、福島民友新聞社、福島コミュニティ放送

プレミアムチケット販売：参加店及び仲見世睦会事務局、福島市役所売店

仲見世睦会事務局（月～金10:00～17:00）

Mail info@pasenakamisse.com

misse-f.com
詳しくはHP

misse-f.com
詳しくはHP

10 13木

オープニングイベント 大 抽 選 会
場所

まちなか広場17：30より

福島牛
日本 酒
試 飲 会

第1弾
第2弾
第3弾

毎 回
当たる

18：00から

（福島移動販売業協同組合）

しゃぶしゃぶ
試 食 会

福島県産

ステージショー マハロフラスタジオKATANO、
完熟ピーチ、Takano&Miyuki

しゃぶしゃぶ、日本酒は
なくなり次第終了

（NPO法人ドリームサポート福島）

キッチンカー出店
当選発表当選発表 ●発送をもってかえさせていただきます

●第1弾11月中旬、第2弾12月上旬、第3弾1月上旬

北海道の旅 【福島空港発着】
ペアークーポン券（6万円分） 1名特賞

大 阪 の 旅 【福島空港発着】
ペアークーポン券（4万円分） 1名1等

福島県産品  詰め合わせ 20名2等

3,000円分 100名
参加店で使える
クーポン券2等

出演

抽選券は参加店にある応募箱に投函してください



A6 シルクコスメティック ラヴィドール
1枚
チケット

●10:00～18:00（最終受付17:00）
●福島市置賜町8-8 パセナカミッセ１F

TEL.024-572-3839 ●定休日：日曜日、他不定休

チケットの
ご利用方法

参加店 所在地
裏面にあるMAPの番号を参照してください

店内でのマスクの着用や入り口設置の消毒液の使用などご配慮をお願いします。

[発汗]遠赤外線デトックスドーム40分
（10:00～16:00まで）

2枚
チケット [新規のみ]

ポイントシルクセラピートライアル60分
※デコルテ、ヘッドスパ、フェイシャルマッサージ（ドーム付）　11,000円相当

A8 ハルモニア
1枚
チケット

●福島市置賜町8-8 パセナカmisse 1F

TEL.090-7525-4072 ●定休日：木曜日

クイック整体20分
（通常2000円）

2枚
チケット クイック整体40分（通常4000円） 又は

アロマスプレーを使ったヘッドスパ（約30分）

A9 Can I Dressy 福島店
1枚
チケット

●10:00～20:00
●福島市置賜町8-8 パセナカmisse 1F

TEL.024-503-7079 ●定休日：年末年始

甘皮ケア+ハンドマッサージ 又は
美顔器体験

A1 スペインバル＆リストランテ カメレオン
1枚
チケット

●17:00～24:00（LO23：00）
●福島市置賜町8-8 パセナカmisse 2F

TEL.024-573-8970 ●定休日：日曜日

カメレオンタパスセット
2ドリンク、タパス6種盛り合わせ、スペイン産生ハム

2枚
チケット カメレオンタパス＆パエリアセット

90分飲み放題、タパス２種、パエリア1種（3種類から）

各店、食材の仕入れ状況により記載メニューから変更となる場合があります。ご了承ください。

A2 福島牛ステーキと肉汁ハンバーグ 文や ～FUMIYA～

1枚
チケット

●11:30～14:00　17:00～21:00
●福島市置賜町8-8 パセナカmisse 2F

TEL.024-572-7648 ●定休日：水曜日

国産牛ランプステーキ + 
定食セット 又は １ドリンク

2枚
チケット 福島牛サーロインステーキ + 

定食セット 又は １ドリンク

A3 イゾラフェリーチェ
1枚
チケット

●11:30～14:30　17:00～22:00
●福島市置賜町8-8 パセナカmisse 2F

TEL.024-523-5510 ●定休日：火曜日

１ドリンク、アンティパスト3種盛り合わせ
又は
１ドリンク、Pizzaマルゲリータ（ハーフサイズ）

2枚
チケット 2ドリンク、

サーロインステーキ＆ポテトフライ

A4 ZIG-ZAG
1枚
チケット

●17:30～25:00
●福島市置賜町8-8 パセナカmisse 2F

TEL.090-3366-0242 ●定休日：不定休

2枚
チケット

A5 粉まる
1枚
チケット

●11:00～15:00　17:30～22:00
●福島市置賜町8-8 パセナカmisse 2F

TEL.090-9429-0570 ●定休日：水曜日

１ドリンク（翠ジンソーダ、レモンサワー、角ハイボール）
お好み焼き1枚、
イカのしょうが炒め 又は
エビのにんにく炒め（どちらか1品）

11 Bar くろねこ
1枚
チケット

●17:00～25:00
●福島市置賜町4-29

TEL.024-597-8268 ●定休日：月曜日

日本酒２種（約80種類から）
フードメニューから1品

2枚
チケット 日本酒5種（約80種類から）

フードメニューから1品

20 darts bar OLDIES
1枚
チケット

●21:00～04:00
●福島市置賜町7-3　第6佐勝ビルB1F

TEL.090-2975-9597 ●定休日：不定休

１ドリンク（生ビール、ハイボール、カクテル、ソフトドリンク）
フード1品

2ドリンク（生ビール、ハイボール、カクテル、ソフトドリンク）
フード1品2枚

チケット

ダーツ無料

ダーツ無料

アケボノ バラック
1枚
チケット

●17:00～25:00
●福島市置賜町8-38

TEL.024-529-7122 ●定休日：日曜日

2ドリンク、特製メンマ、
ネギチャーシュー、冷や奴

飲み放題（90分）、特製メンマ、
ネギチャーシュー、冷や奴、たこのから揚げ2枚

チケット

29

22 あねさの小法師
1枚
チケット

●18:00～26:00
●福島市置賜町8-6 ふくしま屋台村内

TEL.090-5354-1280 ●定休日：不定休

１ドリンク、餃子8個、季節の野菜

2枚
チケット １ドリンク、餃子8個、馬刺し、

季節の野菜 等

21 オルピーグ
1枚
チケット

●19:00～24:00
●福島市置賜町8-2

TEL.024-521-8011 ●定休日：日・月・火・祝日

１ドリンク、オリジナル特製カレー、
デザート

2枚
チケット

１ドリンク、日本酒1杯、おつまみセット

14 サイトウ洋食店
1枚
チケット

●18:00～24:00
●福島市置賜町5-33　長谷川産業ビル１F

TEL.024-521-2342 ●定休日：月・火曜日

１ドリンク、前菜、オムライス

2枚
チケット

ディナーコース7品

18 串酒場 呑楽里
1枚
チケット

●17:00～24:00
●福島市置賜町7-2  1F

TEL.024-572-6530 ●定休日：日曜日

１ドリンク（日本酒除く）、先付け、
つくね串盛合わせ5本セット

2ドリンク（日本酒除く）、先付け、刺身盛り合わせ、
つくね串盛合わせ5本セット2枚

チケット

彩食美酒 小町
1枚
チケット

●17:00～22:00（LO21:30）
●福島市新町1-12

TEL.024-573-5888 ●定休日：日・月・祝日

当店の晩酌セット+ちょい足し一品
（１ドリンク、お通し、豆腐料理、一品）

おひとり様1枚でご利用ください。

31

23 十八代目 鶏や清兵衛
1枚
チケット

●17:00～24:00　　
●福島市置賜町5-18　置賜会館１F

TEL.024-527-5725 ●定休日：火曜日

2ドリンク（オススメ日本酒、生ビール、ハイボール、レモンサワー）
お通し、串焼き3本

2枚
チケット 清兵衛焼とりコース

（90分飲み放題、お通し、串焼き盛り合わせ5本、オススメ1品）

27 福島ワイン酒場　S2021
1枚
チケット

●17:00～24:00（LO23:00）
●福島市置賜町8-15　ピア21ビル7F

TEL.024-523-5225 ●定休日：火曜日
（不定休あり）

世界のチーズ5種盛り合わせ （1,900円相当）　

2枚
チケット

ボトルワイン1本 （当店価格3,500円～3,900円）

30 味わい（手打蕎麦処）

1枚
チケット

●月曜日～金曜日11:30～13:30　月曜日～土曜日17:30～22:00
●福島市新町1-26　第７清水ビル１F

TEL.024-522-0578　 ●定休日：日・祝日

晩酌セット（夜のみ）
地酒グラス1杯、鴨スモークサラダ、
手打ちもり蕎麦1人前

28 bistro本田飲食堂
1枚
チケット

●11:00～1430（LO14:00）　17:30～22:00（LO21:30）
●福島市大町1-20　セントラルマンション１F

TEL.024-526-0015 ●定休日：日・祝日、 
 土曜日のランチタイム

生ビール（エビス）又はグラスワイン白or赤（180cc）
オードブル盛り合わせ

19 創作ダイニング ku楽ri
1枚
チケット

●17:00～24:00　　
●福島市置賜町7-2 ２F

TEL.024-572-6631 ●定休日：月曜日

１ドリンク、シーザーサラダ、ミニパネチキン

2枚
チケット 2ドリンク、シーザーサラダ、カルパッチョ、

ミニパネチキン、リンゴとチーズの春巻き

25 もめん亭
1枚
チケット

●17:00～20:00
●福島市置賜町7-18

TEL.090-7523-0730 ●定休日：日・祝日
※予約時は別

生ビール（エビス）1杯、イカ人参、ポテトサラダ
川俣シャモ餃子のドレッシングかけ、

2枚
チケット 生ビール（エビス）2杯、イカ人参、ポテトサラダ、

川俣シャモ餃子のドレッシングかけ、
川俣シャモのつくね、田楽

26 ミュージック BAR  ハーヴェスト
1枚
チケット

●19:00～24:00
●福島市置賜町8-15　ピア21ビル４F

TEL.024-556-1161 ●定休日：日・祝日

3ドリンク＆おつまみ

音楽とドリンクでリフレッシュ

16 炉端酒家 たすいち
1枚
チケット

●17:00～23:00（LO22:00）
●福島市置賜町5-13　シルクビルB1

TEL.024-521-1552 ●定休日：日曜日

1ドリンク （生ビール、サワー、ハイボール）
カツオといくらの のっけ寿司

13 Tea & Bar  MAGIE NOIR
1枚
チケット

●18:00～25:00
●福島市陣場町８－８　ホーユウコンフォルトビルＢ１F

TEL.024-522-5535 ●定休日：日・祝日

鮮魚のポワレ、鶏もも肉のコンフィ など

2枚
チケット クレープシュゼット (お二人様)

クレープシュゼットは、お二人様分(６枚)のお仕立てになります。
おひとりから３名様までお愉しみいただけます。

12 小 香 港
1枚
チケット

●17:00～2:30
●福島市置賜町4-2 ニューズ置賜ビル２F

TEL.024-523-2380 ●定休日：日曜日

2ドリンク（生ビール、各種サワー、紹興酒等）
お通し、麻婆豆腐、小籠包、豆苗

1ドリンク（生ビール、各種サワー、紹興酒等）
お通し、麻婆豆腐、小籠包、豆苗

2枚
チケット

10 シンガポール 創作中華
1枚
チケット

●11:30～14:30　17:00～23:30
●福島市栄町12-7 第2あづまソシアルビル１F

TEL.024-525-8686 ●定休日：日曜日

1ドリンク（生ビール、各種サワー、紹興酒等）
お通し、鶏唐揚げ、水餃子

2ドリンク（生ビール、各種サワー、紹興酒等）
お通し、鶏唐揚げ、水餃子、春巻き2枚

チケット

●平日11:00～20:00（LO19:00）
●土・日・祝日10:00～18:00（LO17:00）

A7 サロン・ド・フォスティーヌ

TEL.024-522-8633 ●定休日：月曜、第1・3・4火曜

2枚
チケット

シャンプー、カット、ブロー（通常価格3,850円）

●9：00～17：00
●福島市置賜町8-8 パセナカmisse 1F

ドリンク飲み放題（100種類・1時間）
ビスマルクピザ（とろ～りタマゴと生野菜と生ハムのピザ）
デザート盛り合わせ

ドリンク飲み放題（100種類・2時間）
料理5種類（生野菜のサラダ、ウィンナー盛り合わせ、ビスマルク
ピザ、チキンのトマト煮込み、デザート盛り合わせ）

32 Davès  Diner
1枚
チケット

●土曜日17:30～21:00  日曜・祝日11:00～14:00　17:30～21:00
●福島市上町2-13

TEL.070-1140-3737

デイブズバーガーセット、チリビーンズ、
ドリンク 各1品

テイクアウト可能！

デイブズバーガーセット、チリビーンズ、
ドリンク 各3品2枚

チケット

おみやげプレゼント！

おみやげプレゼント！

事前連絡でスムーズに提供

24 MINAMO CAFÉ （ミナモカフェ パセオ店）

1枚
チケット

●CAFÉ 11:00～18:00 BAR 18:00～23:00
●福島市万世町5-1 万世町ビル１F

TEL.024-503-9657 ●定休日：無し
（臨時休業の際はSNS等にて連絡）

CAFÉタイム １ドリンク、パフェ

１ドリンク（600円以下）
宮城県三陸地方産カキ ３ピース、
おつまみ1品

BARタイム

当イベントはコロナ対策実施中です。

各店舗に記載してあるチケット1枚又は2枚利用のメニューからお選びください。
1店舗で1枚だけ使うも良し、2枚とも使っても良し。使い方はあなた次第！
チケットを2枚使用で大抽選会の抽選券と5％OFF券に早変わり！
抽選券は発送をもって、5％OFF券はご希望の参加店で次回お使いください。
プレミアムチケットは何枚でも購入可能なので
抽選券も5％OFF券も複数ゲットできます！！

15 母家 たすいち
1枚
チケット

●17:00～23:00（LO22:00）
●福島市置賜町5-25

TEL.024-523-2808

1ドリンク （生ビール、サワー、ハイボール）
季節の蒸し野菜、
白子ぽん酢又は白子天ぷら

●定休日：日曜日

17 WINE BAR HOSHINO
1枚
チケット

●18:00～24:00
●福島市万世町1ｰ38今江ビル1F

TEL.024ｰ504ｰ1161

本日のおすすめ飲み比べセット
(50ml×3種）

2枚
チケット 本日のおすすめ飲み比べセット"プレミアム"

(50ml×3種）

●定休日：日曜日

生演奏を聴きながら楽しいひとときを・・・

本格的な十割手打蕎麦昭和レトロの店内で楽しいひとときを・・・ どこかなつかしいカナダの料理とワイン

参加店
10/13（木） ▶  11/9（水）
11/10（木） ▶ 12/5（月）
12/6（火） ▶ 12/31（土）

第1弾

第2弾

第3弾


