


TEL.024-932-8787 FAX.024-939-7520
郡山市八山田5-12 メインビル八山田

   9：00～18：00　  日祝　http://kubota-f.com
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総合南東北病院

内環状線㍿ 久保田不動産
日本賃貸管理協会会員・全国宅地建物取引業協会会員

福島県知事（7）第20508号

☆富久山町・八山田の物件をメインに管理しています

休営

★印の物件は当社で直接ご契約頂くと仲介手数料O円です。
●防犯上、鍵は入替前にボックスごと新品に交換しています。
● 当社の管理アパートは全て入居される方が変わるごとに、
　ハウスクリーニングと室内完全消毒を行っています。

当社で直接ご契約の方には
ミニストップファストフード無料券と
おそうじスリッパをプレゼント！

富久山町久保田
1LDK（和6、LDK12.26）★

追焚・ガスファンヒーター付

●共益費／なし　  ●駐車料／1台分付無料
●敷　金／2カ月　●礼　金／2カ月分サービス
●仲介料／なし　  ●即日入居可
● 追焚給湯 ･シャワー・エアコン・シャンプー
ドレッサー・洗浄便座・ガスファンヒー
ター・BS・モニター付インターホン

48,000円
家賃
月額 ベランダ広め

八山田6丁目
1LDK（洋6.3、LDK11）★
インターネット無料

●共益費／なし　  ●駐車料／1台分付無料
●敷　金／2カ月　●礼　金／2カ月分サービス
●仲介料／なし　  ●即日入居可
●  追焚給湯 ･シャワー・エアコン・シャンプードレッ
サー・洗浄便座・モニター付インターホン・トラ
ンクルーム・システムキッチン・BS

70,000円
家賃
月額 角部屋

八山田2丁目
2DK（和6、洋6、DK6）★
追焚・ガスコンロ付

●共益費／なし　  ●駐車料／1台分付無料
●敷　金／2カ月　●礼　金／2カ月分サービス
●仲介料／なし　  ●即日入居可
● 追焚給湯 ･シャワー・エアコン・ガスコンロ・
モニター付インターホン・暖房便座・BS

46,000円
家賃
月額 TVホン付

今なら礼金サービス＆仲介手数料ナシ！
お家賃、ご相談ください。 ホームページはこちら

富久山町久保田
1K（洋11.2、K4.3）★

モニター付インターホン

●共益費／なし　  ●駐車料／1台分付無料
●敷　金／2カ月　●礼　金／2カ月分サービス
●仲介料／なし　  ●即日入居可
● 給湯 ･ シャワー・エアコン・シャンプード
レッサー・洗浄便座・モニター付インター
ホン・BS

47,000円
家賃
月額 洋室広々11帖

富久山町久保田
2DK（和6、洋7.5、K6）★
角部屋・追焚付

●共益費／なし　  ●駐車料／1台分付無料
●敷　金／2カ月　●礼　金／2カ月分サービス
●仲介料／なし　  ●即日入居可
● 追焚給湯 ･シャワー・エアコン・シャンプー
ドレッサー・洗浄便座・モニター付インター
ホン・BS

50,000円
家賃
月額 コンビニ近く

八山田3丁目
　   2LDK（和7、洋6.5、LDK11.6）★
アクセントクロス・追焚付

●共益費／なし　  ●駐車料／1台分付無料
●敷　金／2カ月　●礼　金／2カ月分サービス
●仲介料／なし　  ●即日入居可
●  追焚給湯 ･シャワー・エアコン・シャンプー
ドレッサー・洗浄便座・モニター付インター
ホン・トランクルーム・BS

55,000円
家賃
月額 1F

八山田3丁目
2DK（洋6×2、DK5.5）★

 　　ペット可・アクセントクロス

●共益費／なし　  ●駐車料／1台分付無料
●敷　金／2カ月　●礼　金／2カ月分サービス
●仲介料／なし　  ●即日入居可
●  追焚給湯 ･シャワー・エアコン・洗浄便座・
モニター付インターホン・BS・カードキー・
2F角部屋

55,000円
家賃
月額 洋室のみ

ペット可

富田東5丁目
        2LDK（洋5.5、洋5.6、LDK7.8）★

ペット飼育専用物件

●共益費／なし　  ●駐車料／1台分付無料
●敷　金／2カ月　●礼　金／2カ月分サービス
●仲介料／なし　  ●即日入居可
● 追焚給湯 ･シャワー・エアコン・シャンプー
ドレッサー・洗浄便座・モニター付インター
ホン・システムキッチン・BS

65,000円
家賃
月額 公園近く

ペット可
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※お問い合わせの際は「こおりやま情報を見た」とお伝えください。

笹の川　純米吟醸「ふ」

福島県が開発した新しい酒造好適米
「福乃香」100％で仕込んだ純米吟
醸酒。ふくよかな香りと綺麗で豊か
な味わいは、冷酒からぬる燗まで楽
しめる。
提供／笹の川酒造

1

ELT 024-945-0261

＜1名＞

欧風バルde PETIT GREEN 「金券
1,000円」※ディナータイムのみ利用可

欧州三ツ星レストラン出身シェフに
よる、カジュアルイタリアンとフレ
ンチの店「PETIT GREEN」。ワイン
も市内屈指の品揃え。月曜から木曜
の平日夜のみ利用可。要予約。
提供／欧風バルde PETITGREEN（プチグリーン）

2

ELT 024-934-8899

＜ペア3組＞

加藤菜々子CD「Roma
nce」

ヴァイオリン・加藤菜々子、ピアノ・
小池美奈の演奏によるCD。曲目は、
愛の挨拶、タイスの瞑想曲、ロマン
ス第2番、カヴァレリア・ルスティ
カーナより間奏曲。
提供／加藤菜々子後援会

3
＜2名＞

カーコーティング「アー
クバリア21」1万円優待

ガラス100％のカーコーティング
「アークバリア21」は10年保証。洗
車機を使って拭き取るだけで、車は
ピカピカに。通常価格より1万円優
待。
提供／タキタ自工

4

ELT 024-958-2316

＜3名＞
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※お問い合わせの際は「こおりやま情報を見た」とお伝えください。

個性派「焼ギョーザ」を
テイクアウトで味わう。
昭和46年頃より愛されている、あさくさの手
作り餃子。蒸籠で蒸し、皮の両面をパリッ
と焼き上げた食感が個性的で、ビールとの
相性も格別。餡には、野菜をたっぷり使い、
ニンニクが少なめなのも人気の理由のひと
つ。2人前（12ケ）627円よりテイクアウ
ト期間限定提供中。 ▲写真は「焼ギョウザ」2人前（12ケ）627円　

あさくさらーメン駅前店／西ノ内店
ELT 024-922-2908／024-921-7088

【住所】郡山市駅前2-3-3／西ノ内1-2-2K’ｓガーデン1F
【営業】 駅前11：30～LO15：30、17：00～LO20：30、金土 LO23：00

西ノ内11：30～LO15：00、17：00～LO20：00　※時間短縮の場合あり
【休】駅前：水／西ノ内：金　【P】駅前：契約有（48台）／西ノ内：有（50台）
【URL】http://www.kknet.com/asakusa.ra-men/

コロナ対策万全。
個室で対応！
「玉藻」は、少人数で利用できる個室を完
備しており、店内の除菌・消毒にも万全を
期しているので、安心して家族や仲間で食
事ができる。四季の味（税別2,600円）
や刺身定食、ジャンボ海老天丼などおいし
い味が勢揃い。キャッシュレス対応OK、テ
イクアウト弁当も好評。 ▲各種個室が用意されている

和風レストラン玉藻
ELT 024-925-5455

【住所】郡山市富久山町八山田経堂65-1
【営業】 11：00～15：00　17：00～LO20：45 

土日祝11：00～LO20：45
【休】水（祝日の場合は翌日）　【P】有（30台）
【URL】http://www.kknet.com/tamamo/

『郡山　酒場のうまいもん』
好評発売中！
こおりやま情報グルメBOOK『郡山 酒場のうまいも
ん』2020年版の特集は、福島県で一番辛口の日
本酒「いち」、ふくしま逢瀬ワイナリー、〆ラーメン情
報など。ジャンル別に店の情報が45軒掲載。巻末
にはクーポン券が104枚付。定価800円（税別）。
主要書店、コンビニ、アマゾンで発売中。

◀『郡山　酒場のうまいもん』は書店、コンビニで

こおりやま情報編集室
ELT 024-922-3131

【住所】郡山市中町14-19 YSビル3F
【URL】http://www.koriyama.co.jp/

柏屋から“とうもろこし餡”の饅頭
「夏とうみぎ」発売開始
「とうみぎ」は福島の方言で“とうもろこし”のこと。柏屋では、
季節限定の味「夏とうみぎ」（9個入864円）を発売開始。
あっさりとした口どけの“白餡”に、とうもろこしペーストを練
り込んで、うすくち醤油を隠し味にしている。とうもろこしの
風味豊かな“甘じょっぱい”饅頭に仕上げた一品。なお、「夏
とうみぎ」は、8月下旬までの販売予定で、予定数量がなく
なり次第終了となる。お求めは、最寄りの柏屋各店まで。

▲甘じょっぱいとうもろこし餡を口どけのよい薄い皮でふんわりと包んだ饅頭「夏とうみぎ」

開成柏屋
ELT 024-922-5533

【住所】郡山市朝日1-13-5
【営業】9：00～19：00
【休】無　【P】有（43台）
【URL】https://www.usukawa.co.jp/

▲ 季節限定の味「夏とうみぎ」は、9個入
864円
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※お問い合わせの際は「こおりやま情報を見た」とお伝えください。

居酒屋、和食、洋食、中華、食事処、BARなどの「酒場のうまいもん」を紹介する特集、第2弾。居酒屋、和食、洋食、中華、食事処、BARなどの「酒場のうまいもん」を紹介する特集、第2弾。
こおりやま情報グルメBOOK「郡山酒場のうまいもん2020」800円（税別）も、こおりやま情報グルメBOOK「郡山酒場のうまいもん2020」800円（税別）も、

書店・コンビニ・アマゾンで好評発売中！書店・コンビニ・アマゾンで好評発売中！
※新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、各店舗により営業時間が変わることがあります。※新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、各店舗により営業時間が変わることがあります。

郡山市駅前2-7-14
【営】17：00～24：00（LO23：20） ※時間外予約は応相談 
【休】不定　【P】無　【チャージ】900円（税別）

フルーツレストラン　Aika  
℡ 024-923-9201

東京大田市場から仕入れた果物を
使用。常時30種類以上の果物を
生搾りで味わうフルーツカクテル
が好評。洗練された美しい料理の
数々が華やかに盛り上げる。〆の
「完熟マンゴーパフェ」も人気。

完熟果実を飲み干す、旬の生搾りカクテル

▲クラウンメロンのカクテル2,000円（税別）～

2,500円（税別）～
宴会料金

人数
100名収容

◆おすすめ◆
■

■

郡
山
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●

●
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P

駅前大通り

三万石

● ●

★
日の出通り
郡山テアトル

フィッシュ＆チップス（シングル）980円（税別）、果物屋さ
んのフルーツパフェ1,480円（税別）、完熟マンゴーのパフェ
1,780円（税）～、マンガリッツァポークのカツサンド1,800
円（税別）、静岡産クラウンメロンのパフェ1,980円（税別）
スイカのソルティードック 1,300円（税別）、桃のフロー
ズンカクテル 1,500円（税別）、クラウンメロンのカクテ
ル 2,000円（税別）～、完熟マンゴーのフローズンカクテル
1,800円（税別）、安積ザ・ファースト1,800円（税別）

郡山市駅前2-1-12　【営】11：30～LO翌1：30　※ランチ
11：30～14：00　【休】日（祝日の場合は翌日）
【P】契約有　※2,000円以上の利用でエリートパーキング1時間無料

鮨 うなぎ 割烹　新月
℡024-922-0908

初代は宮内庁の料理人として退職
後に、昭和８年に郡山で創業。郡山
で初めて生寿司の提供をはじめた
老舗。三代目女将おすすめは、「新
月特撰おまかせ握り寿司」と「うな
重 松」。

老舗ならではの生寿司と鰻を味わう

▲新月特撰おまかせ握り寿司 5,000円（税別）～、うな重 松 4,400円（税別）

料理4,000円（税別）～
宴会料金

人数／個室
2～40名／個室有

◆おすすめ◆
■

■

郡
山
駅●

●

●

●
●

●

●●

●

郡山ビューホテル
アネックス
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四方山
三万石
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かんの

セブン
イレブン★
駅前大通り

CLUB#9

郡山ワシントン
ホテル

並寿司1,500円（税別）、上寿司2,400
円（税別）、うまき2,300円（税別）、鰻重 
竹3,400円（税別）、新月コース（要予
約）4,000円（税別）
生ビール（中）600円（税別）、日本酒（燗）
1合500円（税別）、笹の川吟生300ml800
円（税別）、玄宰 1合1,500円（税別）、ワイン 
寿司ラベル（白）720ml 3,000円（税別）

郡山市駅前2-5-4　【営】17：00～LO22：30 
【休】日祝　【P】無

酒肴工房　だいこんの花  
℡024-932-0010

「ローストビーフ」は、赤ワイン、香
味野菜で香りをつけて、じっくり
低温で焼き上げた内モモのビーフ
を、グレイビーソースで味わう。
「海老糝薯」は、海老と魚のすり身
を揚げた評判の一品。

ベテランの料理長が腕を振るう

▲ローストビーフ1,100円、海老糝薯（しんじょ）870円

料理4,000円（税別）～
宴会料金

人数／個室
2～35名／個室有

◆おすすめ◆
■

■

郡
山
駅

ローソン
● ●

●

●

●
ビ
ッ
グ
ア
イ

三万石
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郡山
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郡山
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ホテル

●

郡山シティ
ホテル
郡山シティ
ホテル

★
●

駅前大通り

チーズの味噌漬480円、厚焼き玉子600
円、小じゃがみそでんがく600円、刺身
盛合せ1,980円、コース料理4,000円～
奈良萬 純米酒（1合）780円、あぶくま
純米吟醸山田錦（1合）860円、天明 純
米酒（1合）880円、中々720ml 3,800
円、ザ・プレミアム・モルツマスターズド
リーム770円

郡山市駅前2-6-19 増子時計店地下1F
【営】18：00～22：00  【休】無　【P】無
http://www.foodsworks.co.jp/

BAR&CUISINE　四方山（よもやま） 
℡024-924-0223

ラグジュアリー感漂うダイニング
バー。ワインとのマリアージュを楽し
める料理が充実。写真は、スイスの
代表的伝統料理のひとつラクレッ
ト。とろ～り溶けたチーズの深い味
わいと香ばしい香りが食欲そそる。

自慢のワインは30種以上。肉料理も充実の店

▲彩り野菜のラクレット　1,400円（税別）

4,000円～
料理+120分飲み放題

宴会料金

人数／個室
4～35名／個室2室

◆おすすめ◆
■

■

郡
山
駅
●

●
●

●

●

●

●
駅前大通り

ダイワロイネットホテル
郡山駅前

ローソン

庄や

郡山
シティ
ホテル

アティ郡山

ビ
ッ
グ
ア
イ

三万石

★ア
ー
ケ
ー
ド

バーニャカウダ 800円（税別）、アヒージョ各種
800円（税別）、四方山風ナポリタン 800円（税
別）、自家製ロースハム厚切りステーキ 1,000
円（税別）、自家製ローストビーフ1,100円（税別）
ジムビームブラック 500円（税別）、山崎焙
煎樽仕込み梅酒500円（税別）、モルツ生ビー
ル600円（税別）、サントリー山崎700円（税
別）、フレシネエックス3,600円（税別）
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郡山市駅前2-1-4　大村ビルB1F
【営】19：00～翌5：00
【休】月　【P】無

AMERICAN TAVERN　Austin 
℡ 024-938-3330

ロックをBGMにグラスを傾ける。
そんな少し落ち着いた30代から
50代の男性層に支持されるアメリ
カ酒場。ビールに合う「厚切りベー
コンのステーキ」、「自家製チキンナ
ゲット」などの肉料理も充実。

変わらない良さがある、気さくなアメリカ酒場

▲ハムとチーズのHOTサンド850円（税別）、自家製チキンナゲット 800円（税別）、フレッシュトマトのスパゲッティー900円（税別）

2,500円～
料理2品+120分飲み放題

宴会料金

人数
4～30名

◆おすすめ◆
■

■

郡
山
駅

● ● ●

●

●
ビ
ッ
グ
ア
イ

郡山シティ
ホテル

菊
屋
茶
舗

ロ
ー
ソ
ン

ア
ー
ケ
ー
ド

P

駅前大通り

三万石

●

● ●

CLUB#9

★

日の出通り
郡山テアトル

バターコーン650円（税別）、ベーコンのペペ
ロンチーノ850円（税別）、カントリーオムレ
ツ850円（税別）、自家製チキンナゲット800
円（税別）、おかかちゃーはん750円（税別）
バーボンウイスキー 550円（税別）～、生ビー
ル（カールスバーグ）600円（税別）、カクテ
ル600円（税別）～

郡山市大町1-3-4
【営】17：00～翌3：00　【休】月　【P】無

らーめん酒房　平八朗 
℡024-933-9161

毎朝太い竹で打ち、延ばし、4種類
の太さに手切りする本格自家製
麺が深夜3時まで味わえる「平八
朗」。ビールと一緒につまみたい手
作り餃子は、肉のうま味と多めに
入った野菜の甘みがあり人気。

妙味淡にあり。売れ筋人気ギョーザ

▲手造りぎょうざ　400円

◆おすすめ◆
■

■

郡
山
駅

●
●

●

●

●

●
● ●
●

●

★
郡山ビュー
ホテル
アネックス

郡山
ワシントン
ホテル

ホテル
プリシード郡山 うすい

菊
屋
茶
舗

ローソン
ロ
ー
ソ
ン

ビ
ッ
グ
ア
イ

駅前大通り

寿泉堂綜合病院
ア
ティ
郡
山

●

郡山シティホテル

●ダイワロイネット
ホテル郡山駅前

もつ煮込み450円、手打ちラーメン
720円、かつお刺790円、黒毛和牛
カルビ焼(上)1,200円、まぐろ中トロ
1,250円
アサヒスーパードライ中ジョッキ580
円、アサヒスーパードライ中瓶600円、
清酒1合400円、生酒950円、カクテル
各400円

飲み会の席
予約受付は、
3～15名位まで
対応可能

郡山市駅前1-6-10　ダイワロイネットホテル郡山駅前2F
【営】11：00～14：00　17：00～22：30 
【休】無　【P】無

和・郡山　すが波 
℡024-983-3900

親方おすすめの「刺身盛合せ」は、
旬の魚を美しく上品に盛り付け
ている。おすすめコース料理は、
4,000円（税別）から予約を受付。
「旬の贅沢三昧コース」では、季節
の味覚が存分に味わえる。

親方が仕入れる旬のお造りが美味

▲刺身盛合せ　1人前1,800円（税別）※写真は3人前

料理4,000円（税別）～
　

宴会料金

人数／個室
2～40名／個室有

◆おすすめ◆
■

■

郡
山
駅●●

●●

●

●
●●

●駅前大通り

郡
山
ビ
ュ
ー
ホ
テ
ル

ア
ネ
ッ
ク
ス

ツルハ
ドラッグ
ツルハ
ドラッグ

大東銀行
うすい

寿泉堂
綜合病院

ダイワ
ロイネットホテル
郡山駅前

ダイワ
ロイネットホテル
郡山駅前

姑娘
飯店

●

JOYSOUND
ドトール

ホテル
プリシード
郡山

★
ローソン

目光唐揚700円（税別）、旬の西京焼1,200
円（税別）、きんめ鯛煮付け（千葉産）2,000
円（税別）～、福島牛ステーキ3,000円（税
別）、おすすめコース4,000円（税別）～
サッポロ黒生ビール500円（税別）、大七 極
上生酛吟醸1合850円（税別）、萬代芳 風が吹
く 生酒1合850円（税別）、飛露喜1合900円
（税別）～、十四代1合1,000円（税別）～

郡山市駅前1-4-8 さとうやビル1F
【営】18：00～翌2：00
【休】火　【P】無

BAR　FOLIAGE  
℡ 024-973-5955

東北でも珍しいフレアバー
「フォーリッジ」。特にリキュール
類が充実しており、特にジンは、ド
ライジン、ジュネヴァなど60種
類以上揃う。フードはインスタか
らのDMで要望も受け付ける。

ジンは60種以上。郡山唯一のフレアバー

▲ソフトシュリンプのバター炒め800円、ヨーロッパ産生ハム800円、ガーリックトースト600円

3,000円～
料理+120分飲み放題付き

宴会料金

人数
3～22名

◆おすすめ◆
■

■

郡
山
駅●

●●

●

●●

●

●

駅前大通り

郡
山
ビ
ュ
ー
ホ
テ
ル

ア
ネ
ッ
ク
ス

ツルハドラッグツルハドラッグ大東銀行

うすい

寿泉堂
綜合病院

姑娘飯店 ア
テ
ィ
郡
山●

JOYSOUND

ドトール
ホテル
プリシード
郡山

●
ホテル
ロイヤル郡山

●アパ
ホテル

●
チサンホテル

郡山
ビューホテル

ダイワ
ロイネット
ホテル郡山駅前

ダイワ
ロイネット
ホテル郡山駅前

★

●●●

自家製ピクルス550円、ソーセージ盛
り合わせ 850円、沖縄産くんちゃま
ベーコンのステーキ700円、パスタ 
1,050円、森のドライフルーツ 800円
カクテル各種620円～、生ビール・ハー
トランド650円、ウイスキー 580
円～、ワイン500円、ノンアルコール
450円～

 郡山市大町1-4-3 ワタナベビル1階
【営】11：30～14：00（LO13：30）17：00～20：00（LO19：30） 
【休】日（祝日の場合翌日） 【P】無　http://www.foodsworks.co.jp/

酒楽菜彩　天くう  
℡024-973-5558

旬にこだわった和食を中心に、お
造り、焼き物、揚げ物、肉料理、蒸し
物、煮魚、珍味まで、ベテラン板長
が、美しい盛り付けと最高の調理
で提供、油にも衣にもこだわった
天ぷらも自慢の店。

純和風な雰囲気の中、旬を彩る美食を堪能

▲造り盛合せ（2～3人前） 2,800円（税別）、大しいたけ海老肉詰（1本）600円、巻海老（1本）600円、金目鯛煮付1,800円（税別）

税込5,000円より
会席料理+120分飲み放題

宴会料金

人数／個室
4～20名／個室有

◆おすすめ◆
■

■

郡
山
駅●

●

●

●
●

●

●●

●

郡山ビューホテル
アネックス

菊
屋
茶
舗

郡山シティ
ホテル
郡山シティ
ホテル

四方山

三万石

トイス
かんの

セブンイレブン

★

駅前大通り

CLUB#9

郡山ワシントン
ホテル

● ダイワ
ロイネット
ホテル郡山駅前

自家製からすみ大根1,000円（税別）、川俣軍鶏香味
焼き1,200円（税別）、はやま高原豚西京焼き1,000
円（税別）、お造り おまかせ三種盛り1,800円（税
別）、天くうおまかせ天麩羅 8品盛り1,800円（税別）
雪小町（郡山） 600円（税別）、金宝 穏（郡山） 純
米吟醸 700円（税別）、大七生酛作り（二本松）純
米 700円（税別）、風が吹く（会津）生酒 800円
（税別）、口万（会津）純米吟醸 800円（税別）

郡山市大町1-2-14初瀬ビル1F
【営】11：30～14：30　17：00～22：00 　【休】無　【P】無　
http://www.foodsworks.co.jp/

炉端　ばんざい  
℡024-983-9755

新鮮魚介や肉、旬の食材を、カウン
ター越しに焼き上げる「炉端焼き」、
新鮮野菜に肉のうま味が乗ったヘ
ルシーな「野菜巻き串」、新感覚の「創
作アレンジ串焼き」など、ヘルシー
志向で新感覚の炉端焼きが評判。

懐かしいのに新しい新感覚の炉端焼き店

▲野菜巻き串（焼き・蒸し）各種280円（税別）～

4,000円～
料理+120分飲み放題付き

宴会料金

人数／個室
4～50名／個室有

◆おすすめ◆
■
 
 
 
■
 

 

郡
山
駅● ●

●

●

●
●

●

●●

●

郡山ビューホテル
アネックス

菊
屋
茶
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郡山シティ
ホテル
郡山シティ
ホテル

四方山
三万石

珍満

セブン
イレブン

★

駅前大通り

CLUB#9

郡山ワシントン
ホテル

ダイワロイネット
ホテル郡山駅前

野菜巻き串（焼き・蒸し）各種280円（税別）～、炙り牛
のウニ巻き420円（税別）、特製牛すじ煮込み580円
（税別）、牛バラとフォアグラのロッシーニ串バルサ
ミコソース 580円（税別）、鶏五目釜飯780円（税別）
生ビール ザ・モルツ490円（税別）、ビームハイ370円（税別）、
冷凍果実サワー(オレンジ/レモン/パイン/ドラゴンフルーツ)各
480円（税別）、《郡山》天のつぶ　昔仕立て純米酒　もっきり450
円（税別）、《郡山》金宝　穏　純米吟醸 もっきり520円（税別）



2020年5月25日（5）

※お問い合わせの際は「こおりやま情報を見た」とお伝えください。

郡山市駅前1-4-15 
【営】11：00～14：30　17：00～20：30（LO20：00）
【休】日（不定休あり）　【P】提携駐車場あり　【席】250席

中国名菜　姑娘飯店（クーニャンハンテン） 
℡ 024-923-5722

ヘルシーでさっぱりとした、体に
やさしい中国料理をモットーにし
ている老舗「姑娘飯店」。接待に
もふさわしい個室（全6室）や最大
100名までの宴会に対応できる
広々スペースあり。

地域に愛され百余年。ヘルシー中華で乾杯！

▲海老のチリソース煮・小960円、ゆで鶏のサラダ 胡麻ソース840円、くろず酢豚・小740円

4,000円～
2時間飲み放題込

宴会料金

宴会人数／個室
2～100名／個室6室

◆おすすめ◆
■ 渡り蟹の卵白炒め1,900円、豆苗のガーリック炒め 
680円、マーボー豆腐 小 680円、鶏肉のカシュー
ナッツ炒め 小 740円、にらまんじゅう580円
■ 瓶出し紹興貴酒 陳5年　ロック600円 ポット1,000円、
古越龍山 金龍 陳 5年 ロック 500円 ポット 1,000円、
古越龍山 銀龍 陳 3年 ロック450円 ポット900円、【郡
山】雪小町 吟醸生酒　300ml　840円、【山形】マスカッ
トベリーワイン 赤辛口 グラス550円 ボトル2,500円

郡
山
駅

駅前大通り

ツルハドラッグツルハドラッグ
秋田銀行
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山
ビ
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郡山ビューホテル

寿泉堂
綜合病院

チサン
ホテル

ドトール

ローソン菊屋茶舗

★Ⓟ

Ⓟ

郡山市虎丸町18-5
【営】18：00～LO24：00
【休】火　【P】有（5台）※神明町 魚㐂駐車場

古民家バル　酔さ来
℡090-2996-4266

「桜肉カルパッチョ」は、会津産馬
刺しにオリーブオイルと塩・コ
ショウ、自家製ニンジンドレッシ
ングで味わう。「ワラ焼」は、その日
ごとに内容が変わる。写真はカツ
オのワラ焼。

桜肉やワラ焼など、うまい肴が勢揃い

▲桜肉カルパッチョ880円（税別）、本日のワラ焼680円（税別）～

料理4,000円（税込）～
料理7品　2時間飲み放題付き

宴会料金

人数／個室
2～24名／個室有

◆おすすめ◆
■

■

●●

●

●

●

東邦銀行

Ⓟ

ホテルハマツ
●
大友パン

ファミリー
マート 

郵便局

●橋本仏具店

さくら通り

★

魚㐂

酔さ来〆カレー（ライス）580円（税別）、酔さ
来JAHサラダ580円（税別）、ガーリックシュリ
ンプ680円（税別）、たこのアヒージョ 780円
（税別）、炭焼ラムチョップ2本1,580円（税別）
生ビール（一番搾り）480円（税別）、ホッピー
（白・黒）480円（税別）、ウイスキー山桜黒ラベ
ル500円（税別）、沖縄んブルー（レモンサワー）
500円（税別）、芋焼酎もぐら500円（税別）

郡山市駅前1-3-7　陣屋グリーンビル4F
【営】17：00～23：00（LO22：30）、日祝～22：00（LO21：30）
【休】無　【P】無　http://www.foodsworks.co.jp

壱献  
℡024-931-1117

大人の隠れ家的な和食料理店「壱
献」。A5特級和牛を用いたすき
焼きや、味もフグに匹敵するとい
われるかわはぎの造り、あわびバ
ター焼きなど、自慢の美味を地酒・
銘酒と堪能。

季節を彩る旬素材と地酒・銘酒を堪能

▲和牛すき焼き2,400円（税別）、活かわはぎ造り（唐揚げ付）100g1,500円（税別）、あわびバター焼き1,800円（税別）

6,000円（税別）～
会席＋飲み放題コース

宴会料金

人数／個室
4～32名／個室有

◆おすすめ◆
■

■
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駅前大通り
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●
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●
チサンホテル

●郡山
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ダイワロイネット
ホテル郡山駅前

本日のお造り 900円（税別）～、伊達鶏串焼き 3
本 630円（税別）、活かわはぎ造り唐揚げ付き 
100ｇ 1,500円（税別）、A5和牛石焼 1,900円
（税別）、会席コース4,000円（税別）～
泉川 純米酒（会津）1合840円（税別）、田村 純米
吟醸（郡山）1合920円（税別）、口万 純米吟醸（会
津）1合 840円（税別）、穏 純米吟醸（郡山）1合
920円（税別）、吟醸 宮泉（会津）1合890円（税別）

郡山市中町12-9 1F
【営】11：00～14：00（LO13:30）　17：00～22：30（LO22：00）　
【休】無　【P】無　http://www.foodsworks.co.jp/

ハイボール酒場　かどいち  
℡024-923-9177

「串揚げ」は、定番ネタから旬の食
材、高級食材まで種類豊富に用意。
細かく引いたパン粉を使用し、専
用フライヤーで揚げるから、軽い
口当たりでサクサク。ハイボール
との相性も格別。

ハイボールと自慢の串揚げ〆ラーも人気

▲串揚げ　1本110円（税別）～

4,000円～
料理+120分飲み放題付き

宴会料金

人数
4～30名

◆おすすめ◆
■

■
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姑娘飯店

★

焼餃子 320円（税別）、手羽スペアリブの甘辛唐
揚げ5本400円（税別）、煮込み3兄弟 長男・次男・
三男580円（税別）、おまかせ串揚げ5本630円
（税別）、セロリトマトラーメン780円（税別）
ザ・角ハイボール 370円（税別）、かどいち
ハイボール 400円（税別）、メーカーズマー
ク500円（税別）、バランタイン12年500
円（税別）、メガジョッキ630円（税別）

郡山市桑野4-8-10
【営】11：30～LO14：30　17：00～LO22：00
【休】火　【P】有（24台）

お食事とお酒の店　益元 
℡024-922-9011

「おつまみセット松」は、刺身盛り
合わせ、焼物、天ぷらのセットメ
ニュー。さらに、「梅」(刺身、焼物、
豚角煮)や「竹」(刺身、天ぷら、茶碗
蒸し)も人気。馬レバー刺もおすす
めの一品。

おいしい刺身や焼魚、天ぷらが味わえる

▲おつまみセット　松　1,650円

料理2,600円～
　

宴会料金

人数／個室
4～30名／個室有

◆おすすめ◆
■

■

●
●

●
●

●
●●

●

うねめ通り

R
49

ヨーク
ベニマル

サトー商会

GS

福島放送

洋服の青山

セブン
イレブン

ホンダカーズ

●

★

ミニストップ

ビバホーム

季節のかき揚げ650円～、仔牛の牛タン焼
き780円、馬レバー刺1,500円、刺身一人
前1,600円～、おつまみセット梅1,500円
泉川　純米吟醸1合600円、寫楽　純米酒1
合780円、鳳凰美田　純米大吟醸1合800
円、獺祭　純米大吟醸45 1合800円、うい
すきー963ハイボール（赤・黒）590円

本宮市荒井字上前畑1　【営】11：00～21：00（LO20:30）
ランチ（平日のみ）11：00～15：00 【休】無 ※年末年始と施設点検日
【P】有（70台）※大型バス可　http://www.asahifoodcreate.co.jp/

アサヒビール園 福島本宮店 
℡0243-33-1661

写真は、福島県産牛カルビ肉・赤身
肉、麓山高原豚肩ロース、焼野菜の
お得なセット。福島県産グルメと
工場直送出来立て生ビールや氷点
下のスーパードライとの組み合わ
せは、格別なおいしさ体験！

工場出来たてビールと味わう極上県産グルメ

▲福島県産味わいグルメ(特選グリル焼きセット)3,400円※写真は2人前

大人・中人2,650円
特選ラム肉＆豚肉ジンギスカン食べ放題（120分）

食べ放題プラン

人数／個室
290名まで／個室有 

◆おすすめ◆
■

■

東
北
自
動
車道

★アサヒビール福島工場
アサヒビール
福島工場

五百川

五百川駅

東
北
本
線

Ｒ
４

本宮IC

ガーリックトースト 580円、ラムランプ鉄板ステーキランチ
980円、牛ハラミ鉄板ステーキランチ980円、ファミリーセッ
トA（3～4人前）5,900円、ファミリーセットB（3～4人前）
6,900円
アサヒスーパードライ中ジョッキ　560円、氷点下のフリー
ジングハイボール　520円、アサヒスーパードライエクスト
ラコールド 580円、アサヒドライプレミアム豊醸 580円、
アサヒビールオリジナル スペシャルジョッキ700円
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TAKEOUT  MENU

TAKEOUT  MENU

中国菜館　萬壽園
郡山市安積町日出山字一本松211
TEL.024-943-1809
電話予約受付時間  9：30～21：00
営業時間  11：00～21：00
定休日  無
P  有（50台）

中国料理店ならではの
回鍋肉と鶏の唐揚げの弁当

黒毛和牛専門店　もうもう亭
郡山市朝日3-6-3　レジデンス朝日1F
TEL.024-923-9437
電話予約受付時間  10：30～20：00
営業時間  11：30～14：30　17：00～LO21:00
定休日  無
P  有（20台）

※お問い合わせの際は「こおりやま情報を見た」とお伝えください。

回鍋肉・とりのからあげ弁当
900円

お任せ弁当 ……………… 750円
五目焼きそば …………… 900円
レバニラ炒め（単品） … 700円

当日
OK

電話注文
おすすめ

店頭
受け渡し

当日
OK

電話注文
おすすめ

店頭
受け渡し

特製和牛弁当
1,100円

カルビ弁当 ……………… 2,000円
上カルビ弁当 …………… 2,800円
ステーキ弁当 …………… 3,500円

中国料理専門店ならではの味を提供。
回鍋肉と鶏の唐揚げの弁当。

こだわり
ポイント！

黒毛和牛専門店の味が、
家庭で味わえる

黒毛和牛専門店の味が、家庭で味わえ
る。弁当の種類も豊富にあるので、
問合せを。

こだわり
ポイント！

#テイクアウト郡山
― 弁当・おつまみ・オードブル etc ―

本誌掲載情報ほかにも、こおりやま情報ホームページや公式Facebook、Instagramにて随時テイクアウト情報発信中。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、各店舗により営業時間が変わることがあります。※新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、各店舗により営業時間が変わることがあります。
※緊急事態宣言の解除を受けて、テイクアウトを休止する場合があります。※緊急事態宣言の解除を受けて、テイクアウトを休止する場合があります。

TAKEOUT  MENU

欧風バル de PETIT GREEN 
郡山市駅前2-6-4　富士館ビル1F
TEL.024-934-8899
電話予約受付時間  営業時間中
営業時間   11：30～LO14：00　18：00～20：00 　  

金土11：30～LO14：00　18：00～20：00 　
※社会情勢に応じて変更あり 

定休日  不定　 P  無

三ツ星シェフの技光る
パーティーオードブルパーティーオードブル

（要予約）  5,000円（税別）

フレンチ三ツ星シェフの洋風弁当
…………………………1,200円（税別）

フレンチ三ツ星シェフの洋風弁当
……………………… 2,000円（税別）

スペシャルオードブル
……………………… 10,000円（税別）

電話注文
おすすめ

店頭
受け渡し

料理一例）牛ホホ肉の赤ワイン煮込
み、チキンのコンフィ、キッシュ、ピザ
マルゲリータ。

こだわり
ポイント！

要予約
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TAKEOUT  MENU

お食事とお酒の店　益元
郡山市桑野4-8-10
TEL.024-922-9011
電話予約受付時間  10：00～20：00
営業時間  11：30～LO14：30　17：00～LO22：00
定休日  火
P  有（24台）

刺身、とり唐揚げなどの
「晩酌セット」で家飲み晩酌セット（おつまみ）

1,000円

とり唐揚げ弁当 …………… 760円
焼肉サラダ弁当 …………… 960円
オードブル盛り合せ …… 3,500円

晩酌セットは、刺身、もつ炒め、とり唐
揚げ、サラダ付。家飲みのおつまみに
ぜひ。

こだわり
ポイント！

TAKEOUT  MENU

和風レストラン　玉藻
郡山市富久山町八山田経堂65-1
TEL.024-925-5455
電話予約受付時間  11：00～20：00
営業時間   11：00～15：00　17：00～LO20：45　

土日祝11：00～LO20：45
定休日  水（祝日の場合は営業）
P  有（30台）

テイクアウトできる弁当は
通常メニューから200円割引油林鶏（ゆうりんちぃ）弁当

780円（税別）

鳥から揚げ弁当 ………700円（税別）

豚キムチ弁当 …………800円（税別）

「油林鶏弁当」は、ナスと国産鶏モモ肉
の唐揚げ、ニンニクの芽の甘酢あんか
け。

こだわり
ポイント！

※お問い合わせの際は「こおりやま情報を見た」とお伝えください。

当日
OK

電話注文
おすすめ

店頭
受け渡し

TAKEOUT  MENU

炉端　ばんざい
郡山市大町1-2-14　初瀬ビル1F
TEL.024-983-9755
電話予約受付時間  営業時間中
営業時間  11：30～14：30　17：00～22：00
定休日  無
P  無

野菜巻き串5本
1,380円（税別）

チーズ入りハムカツ …420円（税別）

長芋の竜田揚げ………480円（税別）

ばんざい特製厚焼き玉子 480円（税別）

名物「野菜巻き串」ほか、
揚物、焼魚テイクアウトOK

新鮮野菜を肉で巻いた名物「野菜巻き
串」は、ヘルシーで、お酒との相性も格
別。

こだわり
ポイント！

当日
OK

電話注文
おすすめ

店頭
受け渡し

当日
OK

電話注文
おすすめ

店頭
受け渡し

TAKEOUT  MENU

ハイボール酒場　かどいち
郡山市中町12-9　1F
TEL.024-923-9177
電話予約受付時間  営業時間中
営業時間   11：00～14：00（LO13：30）、　　　

17：00～22：30（LO22：00）
定休日  無
P  無

おまかせ串揚げ（5本）
630円（税別）

鶏のから揚げ（5ケ） 630円（税別）

手羽先甘辛唐揚げ（5本） 400円（税別）

焼餃子…………………320円（税別）

サクサク食感の名物串揚げ
ハイボールとの相性も格別

軽い口当たりでサクサク食感の名物串
揚げ。ハイボールとの相性も格別。おま
かせ串揚げ10本1,250円（税別）もあり。

こだわり
ポイント！

当日
OK

電話注文
おすすめ

店頭
受け渡し
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※お問い合わせの際は「こおりやま情報を見た」とお伝えください。

TAKEOUT  MENU

中国料理 呂望　岱
た い ざ ん て い

山亭
郡山市御前南1-81-1
TEL.024-961-5518
電話予約受付時間  営業時間中
営業時間   11：30～14：45 ※スープがなくなり次第終了 

17：30～20：45
定休日  水（祝日の場合は営業）
P  有（10台）

名物「五目やきそば」が
期間限定テイクアウトOK五目やきそば　950円

えびのチリソース　1,600円

チンジャオロース …………1,500円
ホイコーロー ………………1,500円
酢豚…………………………1,500円

当日
OK

電話注文
おすすめ

店頭
受け渡し

五目やきそばの餡は、麺と自宅で炊飯
したご飯にかけて2度おいしい。2～3
人でシェアしても満足なボリューム。

こだわり
ポイント！

郡
T

名
期

　　　　TAKEOUT  MENU

居酒屋　まる仙 
郡山市日和田町字日和田96　塩原屋魚店奥
TEL.024-958-2034
電話予約受付時間  15時頃～19時頃まで
営業時間  18：00～LO21：30
定休日  日
P  有（5台）

おうち居酒屋セット
※15時より販売　1,200円～

刺身　1人前 …………… 600円～
おかみさんの唐揚げ ……… 500円
オードブル …………… 2,000円～

おうちで晩酌しながら、
多彩な味わい楽しめる

一例）カキフライ、ホタテと葉ワサビの
お浸し、海老マヨスパサラダ、鮭ハラス
塩焼、あおさ海苔のだし巻き玉子など。

こだわり
ポイント！

当日
OK

電話注文
おすすめ

店頭
受け渡し

TAKEOUT  MENU

松㐂鮨
郡山市駅前1-3-7 エリート7ビル1Ｆ
TEL.024-923-3424
電話予約受付時間  16：00～22：00
営業時間  18：00～翌2：00
定休日  不定休　※日曜営業
P  無

「バラちらし」と「お稲荷さん」
のテイクアウト予約受付中バラちらし　3,000円

お稲荷さん　1,000円

電話注文
おすすめ

出前
配達
あり

店頭
受け渡し

「バラチラシ」は、鮨屋専門店ならでは
のネタの良さ。「お稲荷さん」は7個入
1,000円で予約受付中。

こだわり
ポイント！

郡
T

当日
OK

TAKEOUT  MENU

居酒屋　花月
郡山市駅前2-8-20
TEL.024-932-9060
電話予約受付時間  営業時間中
営業時間   11：30～14：00　17：00～20：00     

※変更になる場合あり
定休日  日
P  無

花月オリジナルカレー　900円
ぴり辛もつ煮 (ライス付)　800円

花月名物“黒カレー”や
“ぴり辛もつ煮”で晩酌！

20年変わらぬ名物「ぴり辛もつ煮」
で晩酌しつつ、オリジナル名物カレー
「黒カレー」でシメ。

こだわり
ポイント！

当日
OK

電話注文
おすすめ

店頭
受け渡し
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※お問い合わせの際は「こおりやま情報を見た」とお伝えください。

　　　　TAKEOUT  MENUT

あさくさらーメン駅前店／西ノ内店 
郡山市駅前2-3-3／西ノ内1-2-2K’ｓガーデン1F
TEL.024-922-2908／024-921-7088
電話予約受付時間  営業時間中
営業時間   駅前11：30～LO15：30、17：00～LO20：30、
　　　　  金土 LO23：00／西ノ内11：30～LO15：00、
　　　　  17：00～LO20：00　※時間短縮の場合あり
定休日  駅前：水／西ノ内：金　 P  駅前：契約有（48台）／西ノ内：有（50台）

テイクアウト焼ギョーザ　
2人前（12ケ）　　 627円

3人前（18ケ）  … 940円
4人前（24ケ） …1,254円
6人前（36ケ） 1,880円

昭和46年頃より愛される
個性派「焼ギョーザ」

昭和46年頃より愛されている、蒸し
て→焼く独自製法のパリ・サク・ジュ
ワッとした食感が特徴の焼ギョーザ。

こだわり
ポイント！

当日
OK

電話注文
おすすめ

店頭
受け渡し

おむすび・料理・お酒
結-YUI-
郡山市駅前1-6-15
TEL.024-924-0330
電話予約受付時間  15時頃～22時頃まで
営業時間  18：00～LO23：30
定休日  日祝
P  無

熱々おにぎりは50種類以上。
子供喜ぶジャンボサイズも

TAKEOUT  MENU
天こむすび（小サイズ5ケ入）　690円
若鶏の唐揚　690円
あつあつ玉子焼　540円

スペシャルジャンボおにぎり 1個 530円
キャベツメンチ …………… 690円
茄子とピーマンのみそ炒め 480円

当日
OK

電話注文
おすすめ

店頭
受け渡し

歯切れのよいパリパリの有明海苔で
巻いた熱々のおにぎりは1個140円か
ら50種類以上あり。

こだわり
ポイント！

TAKEOUT  MENU

やきとり　SABUちゃん 
郡山市細沼町1-29
TEL.024-924-0576
電話予約受付時間  15時頃～営業時間中まで
営業時間  17：00～23：00　※短縮営業の場合あり
定休日  日祝
P  無

備　考  10本以上は前日予約を

粋な店主の焼鳥店。
特大レバーは必食の味おまかせ焼き鳥

5本 700円（税別）～

当日
OK

電話注文
おすすめ

店頭
受け渡し

名物フォアグラレバーをはじめ、備長
炭で焼き上げる90円（税別）～250円
（税別）の焼き鳥をおまかせ盛りで。

こだわり
ポイント！

や
郡
T

粋
特

TAKEOUT  MENU

和の台所　鉄心堂 
郡山市安積町荒井字上北井前47-1
TEL.024-953-3796
電話予約受付時間  営業時間中
営業時間   11：30～14：30 17：30～22：30 　　　

※LO30分前　※短縮営業の場合あり
定休日  不定休
P  有（店舗前6台+第二駐車場7台）

鉄心和膳弁当 
1,290円(税別)

多彩な味わい詰まった
お値打ち特選弁当

毎朝仕込むローストビーフあり、手ご
ねハンバーグあり、天ぷらありとボ
リューム満載。

こだわり
ポイント！

当日
OK

電話注文
おすすめ

店頭
受け渡し
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※お問い合わせの際は「こおりやま情報を見た」とお伝えください。

TAKEOUT  MENU

中国名菜　姑娘飯店
郡山市駅前1-4-15
TEL.024-923-5722
電話予約受付時間  営業時間中
営業時間   11：00～14：30　17：00～20：30

（LO20：00）
定休日  日（不定休あり）
P  提携駐車場あり

親しまれる老舗の味。
当日店頭注文OK！お持ち帰り「中華弁当」

860円

中華オードブル 前日予約
………… 4～5人前　5,000円
中華オードブル 前日予約
………… 2～3人前　3,000円
点心オードブル
………… 3,000円～5,000円

当日
OK

電話注文
おすすめ

店頭
受け渡し

メインのおかずが、エビチリ、青椒肉
絲、酢豚、二種海鮮、回鍋肉から選べ
て、当日店頭注文OK。

こだわり
ポイント！

TAKEOUT  MENU

古民家バル　酔さ来
郡山市虎丸町18-5
TEL.090-2996-4266
電話予約受付時間  11：00～20：00
営業時間  18：00～LO24：00
定休日  火
P  有（5台）※神明町 魚㐂駐車場

麓山高原豚を使用した生姜
焼き。お米は県産ひとめぼれ炭焼生姜焼き弁当

880円（税別）

レバニラ炒め（単品） 680円（税別）

若鶏のマスタード焼き（単品） 780円（税別）

タコライス ……………880円（税別）

当日
OK

電話注文
おすすめ

店頭
受け渡し

単品料理にプラス100円（税別）で弁
当になる。また、プラス200円（税別）
の場合は、焼おにぎり2個セット。

こだわり
ポイント！

TAKEOUT  MENU

とり・てつ焼き　甚六
郡山市駅前2-3-2駅前グリーンビル1Ｆ
TEL.024-938-3636
電話予約受付時間  13時頃～
営業時間   17：30～24：00（LO23：20）　　　　　

※変更の場合あり
定休日  日　 P  無
備　考  期間限定提供

鉄鍋三種盛り　1,580円（税別）
伊達鶏焼鳥　200円（税別）～
とろとろとりレバー　800円（税別）
クリームポテトの明太チーズ焼き … 650円（税別）

しいたけのチーズ入り肉巻き 2ケ … 680円（税別）

お酒が進む名物「鉄鍋」、
焼鳥、とろとろとりレバー

ジューシーな焼鳥、濃厚クリーミーな
レバ刺し風鶏レバー、「鉄鍋」のタレ
は、ご飯や麺で〆にも最適。

こだわり
ポイント！

当日
OK

電話注文
おすすめ

店頭
受け渡し

　　　

TAKEOUT  MENU

チャイニーズレストラン　みかど
郡山市方八町2-19-10
TEL.024-944-8338
電話予約受付時間  営業時間中
営業時間   11：00～20：00　　　　　　　　　　　

※変更の場合あり
定休日  木
P  有（25台）

えびのチリソース煮込 950円（税別）
五目野菜炒め　690円（税別）
キャベツと肉の黒ミソ炒め　590円（税別）

牛肉とピーマン細切り炒め 890円（税別）

酢豚……………………750円（税別）

ぎょうざ（6ケ） ………350円（税別）

食卓応援の中華おかず
晩酌が楽しくなる一品も

本場中華街の味をモットーに、リーズ
ナブルな価格帯の中華料理を提供。
オードブルも受付中。

こだわり
ポイント！

当日
OK

電話注文
おすすめ

店頭
受け渡し

え
五
キ
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TAKEOUT  MENU

割烹　ゆり
郡山市虎丸町21-6
TEL.024-922-9160
電話予約受付時間  9：00～15：00
営業時間  11：30～LO13：45　17：00～21：00
定休日  日祝
P  有（5台）

銀ダラの焼魚、煮物など
バランスが取れた弁当銀ダラ弁当　1,200円

釜揚げしらす重 …………… 850円
豚生姜焼き ………………… 850円
ステーキ重 ………………… 900円

当日
OK

電話注文
おすすめ

店頭
受け渡し

銀ダラ焼きをはじめ、鶏唐揚げ、煮物
など。ご飯は天栄産コシヒカリを使
用。

こだわり
ポイント！

※お問い合わせの際は「こおりやま情報を見た」とお伝えください。

TAKEOUT  MENU

初-hajime- 八山田店 
郡山市富田町下双又15-15
TEL.024-954-3304
電話予約受付時間  16：00～
営業時間   17：00～20：00 　　　　　　　　　　

※社会情勢に応じて変更あり
定休日  不定　 P  有（30台）

モツとニンニクの芽の塩炒め　690円（税別）
極めの角煮 890円（税別）
鶏の唐揚げ 590円（税別）

初-Hajime-の特製サラダ 690円（税別）

串揚げ盛り合わせ ……590円（税別）

マルゲリータピザ ……690円（税別）

創業以来人気のモツ塩炒め、
角煮など、自慢の味が揃う

定番おつまみ40種類のほか、日替わり
料理、オードブル盛り合わせ（2,000
円、3,000円）も受付。

こだわり
ポイント！

当日
OK

電話注文
おすすめ

店頭
受け渡し

TAKEOUT  MENU

仕出し割烹しげよし produce by 壱献 
郡山市駅前1-3-7陣屋グリーンビル4F
TEL.024-931-1117（壱献）
電話予約受付時間  12時～営業時間中
営業時間  17：00～23：00（LO22：30）、日祝～22：00（LO21：30）
定休日  無　 P  無
備　考   注文は3日前の昼12時まで。配達10,000

円以上より。※配達地域により異なる。

粋を尽くした、
繊細で優雅な料理お弁当各種

1,350円（税別）～3,700円（税別）

ステーキ弁当 ……… 2,200円（税別）

かに弁当 …………… 2,800円（税別）

手毬寿司…………… 4,000円（税別）

電話注文
おすすめ

出前
配達
あり

店頭
受け渡し

弁当・会席・御膳ほか、会議・セミナー
向け弁当、法事・団体にも3日前までの
予約にて対応可能。詳細はWEBで。

こだわり
ポイント！

モ
極
鶏

　

仕
郡
T

粋
繊

TAKEOUT  MENU

おべんとハウス　ブレーンバスター 
郡山市富久山町八山田字土布池11-125武田ハイツ101
営業時間  7：00～15：00
定休日  水
P   有（9台）                                     

※店裏26・33・34・35番ほか、サブ駐車場有
備　考  店内飲食、駐車場での飲食不可

フルアーマー弁当
800円

チャーシュー弁当 ………… 600円
唐揚げ弁当………………… 650円
豚汁………………………… 150円

ラーメン専門店が
期間限定お弁当屋さんに

特製にんにくソースが食欲そそる
チャーシュー、メンマ、煮卵、角煮、唐
揚げのフルトッピング弁当。

こだわり
ポイント！

当日
OK

店頭
受け渡し



※お問い合わせの際は「こおりやま情報を見た」とお伝えください。
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笹の川 福乃香 純米吟醸 「ふ」は、
福島県が開発した新酒造好適米「福乃香」使用

地ウイスキー、郷土料理、名物品を盛り込んだ
「郡山の晩酌セット」1,700円(税別)が好評

「生どら」、「生チョコ」の抹茶スイーツ。
季節を感じる和テイストにほっこり

ベートーヴェン生誕250周年を記念して
「ベートーベン・ブレンドティー」発売中

トレンドの宝庫、郡山の最新情報を
幡谷明里アナが“キャッチ！”

郡山駅前グリーンビル3階にある、
隠れ家ロンドンパブ「BAR THR
EE MONKEYS」では、「郡山
の晩酌セット」1,700円(税別)が
新登場。セット内容は、注目を集
める郡山地ウイスキー963レッド、
ブラックどちらか一杯と、福島県の
郷土料理であるイカ人参、ウイス
キーに合うやまと豚の燻製盛り、
開発に3年かかったという店の名
物自家製ラムレーズンバターが付
く。地元色を打ち出した商品構成

が好評だ。郡山の夜は「郡山の晩酌セット」で乾杯。

郡山市開成4丁目「紅茶専門店 
Kaisei紅茶館」では、今年ベートー
ヴェン生誕250周年を記念して、
「ベートーベン・ブレンドティー」を
発売している。ベートーヴェンをイ
メージし、力強い深いコクと、紅
茶の旨味が調和するブレンドティー
に仕立てた。まずストレートで、ミ
ルクとの相性も良いので、ミルク
ティーもおすすめ。袋入り1,200
円、缶入り1,500円（各50グラ
ム）。ベートーヴェンの交響曲を聴

きながら、紅茶を楽しもう。

 BAR THREE MONKEYS
 024-927-0096

 紅茶専門店　Kaisei紅茶館　　 024-934-0670
 http://kaiseikoutya.web.fc2.com/

郡山市笹川にある風の酒蔵「笹の川酒造」
では、「笹の川 福乃香 純米吟醸『ふ』」を新
販売。福島県が開発した新しい酒造好適米
「福乃香」100％で仕込み、精米歩合は
60％、アルコール分15度。ふくよかな香りと
綺麗で豊かな味わいは、冷酒からぬる燗まで楽
しめる。720ml入り参考小売価格1,500円(税
別)、1800 ml入り参考小売価格3,000円(税
別)。最寄りの福島県内酒販店、または笹の
川酒造ホームページのネット通販でも販売中。

 笹の川酒造
 024-945-0261
 http://www.sasanokawa.co.jp/

「大黒屋のくるみゆべし」をはじめとする人気商
品を揃える「郡山銘菓庵大黒屋」では、季節
を感じる抹茶スイーツが登場中。抹茶のホイッ
プクリームをもちもち生地でサンドした、中町本
店のみ期間限定「濃い抹茶生どら」（188円）、
食べやすいサイズのトリュフケーキ「郡山抹茶
生チョコケーキ」4個入り598円。いずれも香
料を一切使用していない、抹茶本来の鮮やか
な色と上品な香りが魅惑のスイーツ。店内販売
と電話予約にて注文を受け付けている。

 郡山銘菓庵 大黒屋
 024-932-3517
 http://www.koriyama-daikokuya.com/

「福テレ」の夕方ニュース番組「テレポートプラ
ス」（月～金曜 16時45分～、土曜17時30
分～）。平日の17時台では「キャッチ！」のコー
ナーで、郡山エリアの最新情報や生活に役立
つ情報を紹介。郡山エリアを担当してもうすぐ
丸2年。「新型コロナウイルス対策に役立つ情
報をキャッチして、皆さんに伝え続けます」と話
す幡谷明里アナウンサー。土曜日はメインキャ
スターとして本社スタジオから最新のニュースや
情報を伝える。

 福島テレビ
 http://www.fukushima-tv.co.jp/



ご家庭にある布生地で、手作りマスクにチャレンジしよう！
手作り立体マスク（大人用）の材料

・表布：型紙通りにカットした布を１枚ずつ

・裏布：型紙通りにカットした布を１枚ずつ

・マスク用ゴム：25cm程度を２本

参照元
「nunocoto fabric」
https://book.nunocoto-fabric.com/
15460.html

⬇作り方は下記ホームページで！

ケータイからはコチラ！
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同感です！ランチ！居酒屋！温泉！旅行！
買い物！はぁ～したいっ！！

コ ロナで外出できませんが、会社は通常営業。
休みの日は、もっぱら畑と庭の草むしりを

してます。きれいになったあとは爽快です。
（ムクワン）

達成感が素晴らしいですよね！畑には何が
実るのでしょうか♪

休 みの日に片付けするぞ！！と思っていて
も、洗濯などして休みが終わってしまう。

（もん）

わかりますねぇ～。本当に休みはあっとい
う間です（泣）

私 は入籍して５月６日で１年経った。記念の
時に世間がこの有様であることが許せな

い。 （山陰リスナー）

１周年記念おめでとうございます！コロナ
が終息したら、盛大にお祝いしてください！

春 なのに何とも気分の重い日々です。早く日
常が戻って欲しいと願います。 （Y.H）

どんな困難な日々も必ず終わりが来ます！
みんなで頑張りましょう！！！

新 型コロナウイルス対応の行動自粛のせい
か、いろんなお店の「お得」や「エコリサ

イクル」が消えている。悲しくさみしいです。
（たんたん）

買い物事情も大きく変わってしまいました
からね。早く元通りになってほしいですね！

「 うちの娘じゃ、ミスうねめはムリかぁ」と
９歳の孫を見て言う娘に大笑いしました。

（バアーバ）

あきらめるの早すぎます（笑）成長したら
わかりませんよ♪

コ ロナの影響でなかなか外出できませんが、
家で掃除したり、断捨離をしたり、のんび

り過ごすことができ、いい機会になったと前向き
に捉えることにしています！早く終息しますよう
に…！！ （ふうこ）

そうですね！プラス思考で前向きに行きま
しょう！

家 でゴハンが増えて、メニューに困る日々。
PoRTaTa見て頑張ります。 （ねこまさ）

ぜひぜひレシピ活用してください！！

教えてください

県 内外のおとりよせ情報知りたいです。
（かず）

血 圧が高いです。血圧に効く食べ物や飲み物
を教えてください。 （きらきらぼし）

コ ロナウイルス にかかったら、郡山市内で薬
の「アビガン」を出してくれる病院の場所、

電話番号など教えてください。
（コロナにかかったらアビガンだ）

ヘ ッドスパやお顔剃りエステの出来るお店を
教えて下さい。 （クローバー）

コ ロナウィルスで、飲食店が自粛している店
が多いので、テイクアウトで安くて美味し

いお店教えて下さい！ （桃太郎）

本当に種類がいっぱいで、どれを食べよう
か迷ってしまいますね♪やっぱりクォー

ターかな（笑）

６月30日は主人の誕生日です。６歳離れるの
もこの一日だけで、翌７月１日は私の誕生

日です。合同でお祝いです。 （YB）

１日違いなんて、運命を感じてしまいます
ね♪

コ ロナウイルスが治まったら、孫と散歩した
り、たくさん遊びたいです。 （ひで）

ぜひそうしてください！今までの分も取り
返してくださいね。

コ ロナによる運動不足で便秘っぴです。
（パグすけ太郎）

頻繁にお家の掃除・片付けをして体を動か
すのはどうでしょう？

あ るお店のオープン記念に買い出しがてら出
かけました。せっかくのオープンだという

のに臨時休業！ご時世だから仕方がないんですけ
どねー。 （クロミちゃん）

このフリーペーパーが発行になる頃には、
多くのお店が再開することを願います。

コ ロナの影響でイベントがなくなり、友達と
気軽にお茶すらも出来ず他にも不便に感じ

ることが多いけど、その一方で自宅で過ごす時間
が増えたことで断捨離をはじめ今まで出来なかっ
たことが出来て悪いことばかりでもないな…と思
う今日この頃。 （かりん）

おっしゃる通りです！普段手をつけてな
かったことも出来ますしね♪

郡 山にいる親戚が毎月都内在住の我が家にこ
おりやま情報と一緒に野菜やお菓子を送っ

てくれる。毎回謎のしそまきは友達が絶賛♪今回
は酪王カフェオレとラッキープリン☆ありがとう
ございます！ （べじりんく）

地元の食べ物は最高です！こおりやま情報
を送ってくれる親戚の方も最高です（笑）

大 阪に妻子を残して単身赴任中の40代です。
コロナウィルスの影響で帰阪自粛していま

す。GWはアパートに巣籠もりしており、近所の
河川敷を時々サイクリングしています。１年程度
の郡山住まいで初めての経験で与えられた環境で
懸命に過ごしています。早く家族に会いたいです。

（マツモト）

家族に会えない自粛生活お疲れ様です！一
日でも早く家族に会えますように！！

コ ロナ自粛のおかげで、あんまり飲まなかっ
た缶チュウハイにハマりました。意外にお

いしいのにビックリです。家飲み最高。
（ハム太郎）

新発見できる家飲みも捨てたものではない
ですね♪

柏 屋の「宇治抹茶」まんじゅう食べてみまし
た。お茶好きの私としては、今までに有り

そうで無かったような気がします。 （チャコ）

柏屋さんの新商品はいつも魅力的ですね！
宇治抹茶ぜひ食べてみたいです！

外 出をしちゃいけないコトが、こんなつまら
ないもんだったんですネ。毎晩主人とおう

ち居酒屋してます。酒量が増えて困ってます。あ
～っ焼肉食べたい！飲みに行きたい！旅行に行き
たあ～い！！ （うっかりみ～）

ひとりもの申す

（はるちゃん）

コロナ対策の基本ですね♪忘れずやりま
しょう！

ＢS放送の朝ドラ「はね駒」と「エール」を
見て１日が始まります。どちらも福島が舞

台なので、聞き覚えのある方言が何とも心地いい
です。大変な世の中ですが、福島の良さを皆さん
に知ってもらって、エールを届けられたらうれし
いですよね。 （よしこ）

俳優さんの福島弁お見事です♪面白いので
朝ドラを見て元気を出してほしいですね。

私 の家での楽しみ方。ポップコーンを作り、
映画やミュージックビデオを見る。お家映

画館。アニメを見たりと子供にも好評！！
（なつ）

家族みんなでお家映画館素敵です♪工夫次
第でステイホームも楽しめますね。

気 が緩むからなのか連休（GW）というと歯
が痛む…。ステイホームで食べ過ぎが祟っ

たのかなー。次号までに治せてるといいけど。
（ゼウス）

確かに家にずーっといると、食べ過ぎ注意
ですね。歯の痛みは治ったでしょうか？

今 年の冬は暖かすぎて、一番楽だった。でも
息の詰まりそうなとても苦しい冬で、それ

は今も続いている。 （H.S）

雪がほとんど積らなかったので、確かに過
ごしやすかったです。…早くこの苦しい時

期が終わってほしいですね。

先 日39歳になりました。歳を取るのは複雑で
すが、頑張って産んでくれた親に感謝した

いです。 （サンキュー）

誕生日おめでとうございます！その言葉を
言えるサンキューさんはとても素敵に歳を

重ねてますね。

ピ ザの出前をしてみました。色々な種類が
あって孫もうれしそうでした。 （さち）

※お問い合わせの際は「こおりやま情報を見た」とお伝えください。



2020年5月25日(15)

４月から筋トレはじめました。夜中に両足が
つったりもしましたが、少しずつ回数も増

やせる様になりました。この調子で３カ月はがん
ばろうと思います。 （バァーバ）

小 学５年生の娘に毎晩寝る前に本の読み聞か
せをしています。３歳の頃から続けていま

す。国語だけは得意教科です。 （レインメーカー）

和 室を寝室として使っているのですが、起床
後欠かさずコロコロで掃除しています。コ

ロコロは生活必需品です。 （ふうこ）

２0代から献血をしています！先月も協力し
ました。これまで61回献血しました。今の

状況は不要外出を控えながら生活しています。「継
続は力なり」のテーマですね！まさにそれにあて
はまると思います！！これからも健康管理に気を
付けながら献血していきます！！ （健康献血）

ガ ーデニングからの家庭菜園、でしょうか。
以前からハーブを育てたりはしていました

が、すこしずつ本格的な家庭菜園になりつつあり
ます。昨年はキュウリとトマトを初めて作ってた
くさん収穫し、こんなに穫れるものなのだと驚き
もありました。今回のゴールデンウィーク中、ホー
ムセンターの農業、園芸コーナーにはレジ待ちの
長ーい列が…。今、外出はなるべく避けなければ
なりませんが、みんなそれぞれ家でほっとするた
めにはなにかを育て、花をながめることも必要だ
し…。と思うのでした。残念ながら花火大会も難
しくなってしまう今年の夏、穫りたて、茹でたて
の枝豆をたくさん食べるのが楽しみです。

（える）

赤ちゃん＆ペット

ルン太。ちょっと頑固で、ビビりで、なんでも食
べたい食いしん坊だけど、カワイイ我が家のアイ
ドル、癒しです。

（とことこ）

コロナ予防対策アンケートから

● 買い物は母親である自分だけが行きます。買う
ものはスマホにメモして手短に。とにかく三密
を避ける！！
● 普通です。外出後の服は洗濯サイクルを気分的
に早めスパンで。気管支が弱いのでほんの
ちょっとでも喉が痛かったら葛根湯を飲みま
す。エチケットの観点で。
● １メートル離れて手洗いをこまめにする！体温
を計る！
●手を清潔に保つ、顔に触らない。
● 家族で食事をとる際、アロマディフューザーで
ティートゥリーとラベンダーのオイルの水蒸気
をとばしています。
● 手洗い、うがい、マスク着用、アルコール消毒、
外出はなるべくしない、買い物は代表で！
● なるべく家で過ごす。必要最小限の買い物、テ
イクアウト、通販を利用する。
● 市販の不織布マスクにガーゼをからめて、長持
ちさせています。もちろん手洗いして再使用し
てます。
● 家の中をとにかく清潔にして、こまめに空気を
入れ換えています。

運 動不足を踏まえて、家族でラジオ体操を始
めました。意外といい運動で、ストレス発

散にもなっています。 （はるちゃん）

ゆ っくり走るジョギングをもうすぐ10年続け
てます。 （にわか雨）

ダ イエット。体を考えるとやせないと！！
（H.M）

三 食きちんと食べること。お腹が減るといい
ことないですものね。 （新茶）

ガ ーデニング。毎年、花が咲くのが楽しみで
す。 （みや）

入 社してから予鈴ギリギリだった私。ある日
先輩に陰口をたたかれ一念発起して毎朝女

性では一番早く出社するようにしたら見直してく
れたらしく態度がかわりました！挨拶も毎日元気
にしています！ （さおりん）

時 間がたっぷりあるので、ジャムを作ったり、
いろいろやってみたいです。 （はーちゃん）

続 けている事は、フィギュアスケート、500
円とベルマーク集め。はじめようと思って

いる事は、フェンシング！ （べじりんく）

毎 日、仏様に手を合わせてから出勤していま
す。落ち着いて１日が過ごせている気がし

ます。 （あき。）

運 動不足解消にラジオ体操をしています。第
２までしっかりやると、スッキリします。

（さとぴ）

食 事日記…その日食べたものすべてを手帳に
チェック（記入）。体重コントロールに◎

（ひろちゃん）

本 格的に家庭菜園。数多く野菜を育てたい。
（E.F）

６年前位から朝と夕方の２回体重を測って、
手帳につけています。もちろん増減ありま

すが、増えた理由、減った理由がわかる様になり
ました。 （うっかりみ～）

一 人で温泉。温活。コロナが去ったら再開し
たい。はじめたい事はマスク作りです。手

作りマスク可愛いですね。 （Ｙねぇ）

１度も成功していない貯金や節約をはじめた
い…。 （もん）

私 は親戚の人に「太ったね」と言われた事で
腹が立ち、夜10時以降の食事をやめた。深

夜の食事をやめて早10年。やめていなければ、
もっと酷い事になっていただろう。

（山陰リスナー）

４5年前から懸賞にハマっています。「なすび
さん」より前ですねェ（笑） （175）

掃 除は好きな方ですが、大掃除はなかなかや
らなかったので、これを機にやろうと思い

ます！ （サンサン）

毎 日、日記をつけています。その日の出来事
を書いているだけですが、後日役に立つ事

もあるので、これからも続けていきます。 （Y.H）

写 経。コロナで家にいることが多くなるので、
時間を気にせずできます。 （ハム太郎）

減 塩歴33年。血圧は正常です。
（チャコ）

や っとスマホデビュー。息子と娘に教えを乞
いながらLINEを勉強中です（必死）。

（たんたん）

お いしいレンチンメニューを紹介してほしい
です！ （サンサン）

教えます

５月号で美味しいパン屋さんを探していた
「ゆかちん」さんへ。須賀川市の「ブランジェ

リー マルジュー」、「ベーカリーカフェ アン
ジュール」。郡山市の「石窯パン工房 パンテラス
郡山店」、「パンドゥシュクレ」、「花泉パン店」。
この５カ所は特におすすめです。 （ミラーストン）

過 敏性腸症候群で悩んでいる方。実は、腸に
良いとされている食品が合わないのかも？

詳しくは「低フォドマップ食」を検索してみて下
さい。 （とことこ）

５月号のマヤクさんへ。故・小林カツ代さん
のレシピで、ごま油で細切りピーマンをしっ

かりと炒めて、削り節をふりかけ、しょうゆをか
け、よく混ぜて「きんぴらピーマン」の出来上が
り…。 （175）

おいしい味情報

肉 のニッタのコロッケ。はじめてたべました
がおいしかった～！通いたいです！ （イチコ）

記 事で知り、居酒屋まる仙の手巻きセット、
注文してみました！刺身がとてもとても美

味しく、子供も大人も大満足でした。こんなに美
味しい海鮮が郡山で食べられるなんて！コロナが
落ち着いたらお店にも行ってみたいです。

（さとぴ）

継続は力なり！

コ ロナが落ち着いたら、ジムに通いたい。
（かず）

２0年間、毎朝ヨーグルトを食べています。
肌荒れも良くなり、腸快適です（笑）

（あずき）

手 書きが減って文字が書けなくなってきてい
るので、新聞や雑誌のコラムを少しずつ書

き取っている。美文字には険しいがコツコツと。
（マル）

毎 日、朝起きた時に500ccの水を飲んでいる。
（H.S）

ペ ットボトルのキャップと缶ジュース等のプ
ルタブは、集めるようになって20年位にな

ります。 （ミラーストン）

普 段無表情の私。家で一人の時、口角を上げ
たり、いつも顔を動かしている。おかげで

少しは前向きに過ごせているかも？ （チロちゃん）

毎 日ふっきんを子供と20回やっています。
（きらきらぼし）

家 の近くを散歩する。
（さち）

力 になってはいませんが…家計簿をずーっと
付けています（38年間、結婚当初から）。

一行日記も付けていて思い出にもなっています
（家計の役にはたってないかも）。 （YB）

コ ロナからくる「移りたくないなぁ～、スト
レス溜まる病」にかかり、外へ出るのが億

劫になりました。「外出を増やして、ストレスな
くそう病」に切り替えて、外出を継続していこう
と思います。 （コロナキライキライ）

６0歳近くになってきたので、いろいろな整
理をしてスッキリしたい。 （ひで）

※お問い合わせの際は「こおりやま情報を見た」とお伝えください。
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http://www.koriyama.net

パソコンや
タブレットからも
楽々物件探し♪

郡山住まい情報のホームページがリニューアル！

福島県知事免許（4）第2281号　（有）アースライフ
郡山市神明町7-5
℡024-925-6400
℻024-925-6401

【営業時間】9：00～18：00
（土日祝9：00～17：00）
【定休日】無

http://www.earth-life.jp　　e-life@viola.ocn.ne.jp

福島県知事免許(2)第3040号　オルセープラン(株)
郡山市虎丸町16-2
℡024-991-9101
℻024-991-9102

【営業時間】9：30～18：30
【定休日】日

https://www.athome.co.jp/ahsd/orsayplan.html　orsay@snow.ocn.ne.jp

福島県知事免許(5)第2095号　（有）天野中央不動産
郡山市咲田1-2-1
℡024-938-8503
℻024-938-8519

【営業時間】9：00～18：00
【定休日】日祝

http://ww5.et.tiki.ne.jp/̃amano/　　amano@mx5.et.tiki.ne.jp

福島県知事免許(11)第20259号　（有）開成土地建物
郡山市駅前1-15-5
℡024-933-0202
℻024-933-0776

【営業時間】9：00～18：00
（日祝10：00～17：00）
【定休日】祝日の月曜

http://kaiseitochi.es-ws.jp/　　kaisei-masateru@if-n.ne.jp

福島県知事免許（7）第20508号　(株)久保田不動産
郡山市八山田5-12
メインビル八山田
℡024-932-8787
℻024-939-7520

【営業時間】9：00～18：00
【定休日】日祝（2・3月は無休）

http://www.kubota-f.com/

福島県知事免許（9）第20345号　キシモトコーポレーション
郡山市富田東1-28
℡024-922-5560
℻024-924-1177

【営業時間】9：00～18：00
【定休日】土日祝

arigato@moche.ocn.ne.jp

福島県知事免許（4）第2372号　（有）コナンリアルエステート
郡山市鶴見坦1-9-25
クレールアヴェニューC号
℡024-922-6500
℻024-922-5058

【営業時間】9：00～18：30
【定休日】日祝（予約あれば営業）

http://www.konan-f.com　　info@konan-f.com

福島県知事免許（8）第20473号　（有）郡山企画開発
郡山市香久池2-6-1
第一マル宗ビル1F
℡024-932-8088
℻024-932-8071

【営業時間】9：00～17：30
【定休日】日祝、第2・3土

http://kikaku5050.co.jp/　　info@kikaku5050.co.jp

福島県知事免許（6）第1803号　（有）郡山住宅情報
郡山市大町1-3-16
℡024-935-5055
℻024-935-0155

【営業時間】9：30～18：30
【定休日】日

http://www.kjj.co.jp　　info@kjj.co.jp

福島県知事免許（4）第2307号　さくら信宅
郡山市虎丸町9-17
℡024-923-3050
℻024-923-3050

【営業時間】10：00～18：00
【定休日】火・第2・4土・祝日

http://sakurashintaku.hp.infoseek.co.jp　　sakushin@yahoo.co.jp

福島県知事免許（1）第3278号　サークルワン（株）
郡山市谷地本町6
℡024-961-5758
℻024-961-5759

【営業時間】9：00～19：00
【定休日】無

circle777555＠yahoo.co.jp

「優良物件提供会員店」紹介

QRコードで簡単アクセス

スマホ
からも

楽々

物件探
し♪

t

！

セス

物

ス

月極Parking情報掲載中。スマホ・パソコンから楽々チェック。

駐車場を探している人も注目！
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福島県知事免許（13）第20083号　（株）第一地所
郡山市桑野1-25-9
アートビルパートⅡ1F
℡024-934-0340
℻024-934-3444

【営業時間】9：00～18：00
【定休日】日祝

http://www.e-daiichijisyo.co.jp/　　info@e-daiichijisyo.co.jp

福島県知事免許（5）第2156号　（有）フクト企画
郡山市島1-14-12
℡024-936-7160
℻024-923-8551

【営業時間】9：00～18：00
【定休日】日祝

福島県知事免許(3)第2533号　（株）誠和住建
郡山市横塚3-13-1
℡024-983-1291
℻024-944-8833

【営業時間】9：30～19：00 
【定休日】日

http://www.zennichi.net/m/seiwazyuuken/

福島県知事免許（10）第20087号　西武エステートシステム(株) 
郡山市桑野2-3-14
℡024-921-3333
℻024-939-7190

【営業時間】9：00～18：00
（日～17：00）
【定休日】祝日

http://www.koriyamachintai.com/　　info@55seibu.com

福島県知事免許（4）第2505号　（有）ゆいコーポレーション
郡山市島1-21-1
伊藤ビル1F
℡024-990-1711
℻024-990-1710

【営業時間】9：00～18：00
【定休日】不定

http://www.yuicorp.jp　　info@yuicorp.jp

福島県知事免許(4)第2383号　ミニミニFC郡山中央店
郡山市富久山町久保田字久保田118
℡024-995-3855
℻024-935-1077

【営業時間】9：30～18：30
【定休日】水（1～4月は無休）

http://minimini.jp/　　chuou@iwill-net.co.jp

福島県知事免許（10）第20175号　（株）マイルドホーム
郡山市駅前2-5-10-2F
℡024-924-0050
℻024-938-8900

【営業時間】9：00～18：00
【定休日】第1・3日

http://www.mildhome.net　　info＠mildhome.net

福島県知事免許（9）第20363号　（有）にっこうこうさん
郡山市豊田町1-88
℡024-939-3911
℻024-938-0011

【営業時間】9：00～18：30
【定休日】水

http://www.nikkokosan.co.jp/　　info@nikkokosan.co.jp

福島県知事免許(5)第2161号　TDホーム郡山（（有）ウッドライフ）
郡山市安積町日出山2-162
℡024-956-9811
℻024-956-9800

【営業時間】9：00～18：00
【定休日】第2・4火、隔水

http://www.wood-life.co.jp　　info@wood-life.co.jp

福島県知事免許（6）第1768号　（有）タイメックス都市開発
郡山市富田東1-16
℡024-921-2860
℻024-991-1600

【営業時間】9：00～18：00
【定休日】無

http://timexweb.com/　　timexweb@timexweb.com

福島県知事免許（2）第3111号　（株）タカムラ　アルマエステート
郡山市富田町字双又19-3
℡024-963-2633
℻024-963-2560

【営業時間】8：30～18：00
【定休日】日

http://kktakamura.jp/

福島県知事免許（3）第2683号　レントライフ郡山店
郡山市安積町荒井字方八丁33
℡024-946-6040
℻024-946-6050

【営業時間】9：00～18：00
【定休日】水

http://www.rent-koriyama.com　　rentlife@asset-h.jp

国土交通大臣免許（5）第5854号　（株）リビングギャラリー 郡山店
郡山市中町2-11-1F
℡024-921-2333
℻024-921-2338

【営業時間】10：00～19：00
【定休日】水（1～4月は無休）

http://www.living-gallery-kanto.com/koriyama/　koriyama@living-gallery.com

福島県知事免許（2）第2927号　（株）リフレクシダ
田村郡小野町大字小野新町中通１
℡0247-72-3141
℻0247-72-3145

【営業時間】8：00～18：00
【定休日】日祝

http://www.r-kushida.com　info@r-kushida.com

郡山住まい情報　新規会員募集中！
《お問合せ》

郡山住まい情報編集室　TEL024-922-3131

手軽に簡単！物件探し！



 

 

 

 

郡山市
富久山町久保田

賃貸アパート

1K3.20万円
アクセス便利。コンビニ
至近

設備 照明 給湯 シャワー エアコン 角部屋

3740141795

生活便利

設備 照明 給湯 シャワー エアコン

3740155631

郡山市
咲田２丁目

賃貸アパート

1K3.40万円

郡山市
大槻町西宮前

賃貸アパート

1LDK4.30万円
郡山駐屯地近くの
1LDK

設備 照明 シャワー エアコン 追焚 角部屋

374018443

キャンペーン中！

設備 照明 給湯 シャワー エアコン B・T別

3740256381

郡山市
富田町音路

賃貸マンション

2LDK5.70万円

  間  ○洋8・K2 
 礼 ○1カ月 

 備 ○チェリーコーポ  

 敷 ○1カ月 
 駐 ○2,000円  共 ○込 
 築 ○1994年  構 ○木造・2階建 
 取 ○仲介  入 ○即日可 

 交 ○ 

  間  ○洋9・K3 
 礼 ○無 

 備 ○セントヒルズ咲田、退去修繕負担金33,000円  

 敷 ○無 
 駐 ○2,000円  共 ○込 
 築 ○  構 ○木造・2階建-1F 
 取 ○仲介  入 ○即日可 

 交 ○ 

  間  ○和6・LDK9 
 礼 ○無 

 備 ○パレス大槻、退去修繕負担金50,000円  

 敷 ○無 
 駐 ○込  共 ○2,000円 
 築 ○1995年  構 ○軽量鉄骨造・2階建-1F 
 取 ○仲介  入 ○即日可 

 交 ○西の宮バス停徒歩5分 

  間  ○和7.5・洋5.25・LDK12 
 礼 ○無 

 備 ○2台目駐車場3,000円  

 敷 ○2カ月 
 駐 ○込  共 ○込 
 築 ○1995年  構 ○RC造・3階建-1F 
 取 ○仲介  入 ○即日可 

 交 ○音路バス停徒歩3分 

郡山市
富久山町久保田

賃貸アパート

1ルーム4.00万円 仲介手数料無！

設備 ロフト TVホン エアコン B・T別 WT

1990155936

駐車場は2台込

設備 給湯 エアコン B・T別 追焚 P2可

1990146201

郡山市
富久山町久保田岡ノ城

賃貸アパート

2DK4.20万円

郡山市
田村町徳定

賃貸アパート

1LDK5.50万円 駐車場2台込！物置有

設備 CK 追焚 WT 物置 P2可

1990156160

ペット可物件

設備 照明 エアコン B・T別 ペット メゾネット

1990156383

郡山市
昭和２丁目

賃貸アパート

3DK6.00万円

郡山市
富久山町

賃貸マンション

2K3.00万円 駅近、仲介手数料なし

設備 給湯 シャワー エアコン B・T別 追焚

1990255321

残置デスク等の設備は相談可です

設備 給湯

1990456200

郡山市
清水台１丁目

賃貸店舗・事務所・倉庫

店舗・事務所5.00万円

  間  ○洋13.3 
 敷 ○2カ月 

  間  ○和6・洋8・DK6 
 礼 ○無 

 入 ○即日可 
 交 ○JR郡山駅車5分 
 取 ○仲介 
 備 ○ミルキーハウスⅠ  

 敷 ○2カ月  礼 ○1カ月 

 入 ○即日可 
 交 ○ 
 取 ○自社 
 備 ○コーポラス春夏秋冬  

 共 ○込  駐 ○込  共 ○込  駐 ○込 
 構 ○木造2階建-1F  築 ○1994年  構 ○鉄骨造・2階建-2F  築 ○1987年 

  間  ○洋6.6・LDK 
 敷 ○2カ月 

  間  ○和6×2・洋11・DK9.3 
 礼 ○無 

 入 ○即日可 
 交 ○JR郡山駅車5分 
 取 ○代理 
 備 ○ビレッジ二本松  

 敷 ○3カ月  礼 ○1カ月 

 入 ○即日可 
 交 ○ 
 取 ○仲介 
 備 ○ネオハイツ徳定  

 共 ○2,000円  駐 ○込  共 ○込  駐 ○込 
 構 ○木造・2階建-2F  築 ○2017年  構 ○木造・2階建-1F  築 ○1990年 

  間  ○和6・洋4.5・K 
 敷 ○2カ月 

  面  ○34.01㎡(9.70坪) 
 礼 ○1カ月 

 築 ○ 
 入 ○即日可 
 交 ○JR郡山駅徒歩10分 
 取 ○仲介 
 備 ○八幡プラザ1号館  

 敷 ○2カ月  礼 ○1カ月 

 入 ○ 
 交 ○ 
 取 ○代理 
 備 ○SATOウィンザービル  

 共 ○無  駐 ○5,000円  共 ○6,000円  駐 ○無 
 構 ○コンクリートブロック造3階建-2F  築 ○1976年  構 ○RC造・4階  階 ○2F 
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【こおりやま情報FREE6月号アンケート＆みな伝投稿FAX用紙】 fax.024-922-3138
Q1. 「こおりやま情報FREE」をどちらで入手しましたか？

　　
Q2. こおりやま情報グルメBOOKシリーズで、どんなグルメブックが欲しいですか？

●みな伝スペシャル「今までで一番恥ずかしかった出来事」（名前・ペンネームも書いてね）
　 思い出しても赤面する恥ずかしかった出来事を教えてください。

●みな伝「みんなの伝言板」へどんどん応募しよう。
　【イラスト・ひとりもの申す・ラブメッセージ・教えてください・教えます・おいしい味情報・おすすめのかかりつけ医】
　（名前・ペンネームも書いてね）

プレゼントの
希望番号

名　前

住　所

年　齢

性　別

プレゼントの
希望番号

男　・　女

歳

結　婚 既婚・未婚

第一希望 第二希望

〒

電話番号

（ペンネーム／　　　　　　　　　　　）

（ペンネーム／　　　　　　　　　　　）

キリトリ線キリトリ線

（プレゼント応募締切6月5日必着）

キリトリ線キリトリ線

Q1. 「こおりやま情報FREE」をどちらで入手しましたか？

Q2. こおりやま情報グルメBOOKシリーズで、どんなグルメブックが欲しいですか？

　

●みな伝スペシャル「今までで一番恥ずかしかった出来事」（名前・ペンネームも書いてね）
　思い出しても赤面する恥ずかしかった出来事を教えてください。

●みな伝「みんなの伝言板」へどんどん応募しよう。
　【イラスト・ひとりもの申す・ラブメッセージ・教えてください・教えます・おいしい味情報・おすすめのかかりつけ医】
　（名前・ペンネームも書いてね）

プレゼントの
希望番号

【こおりやま情報FREE6月号アンケート＆みな伝投稿用紙】
キリトリ線キリトリ線

キリトリ線キリトリ線

名　前

住　所

年　齢

性　別

プレゼントの
希望番号

男　・　女

歳

結　婚 既婚・未婚

第一希望 第二希望

〒

電話番号

Q1. 「こおりやま情報FREE」をどちらで入手しましたか？

Q2. こおりやま情報グルメBOOKシリーズで、どんなグルメブックが欲しいですか？

　

●みな伝スペシャル「今までで一番恥ずかしかった出来事」（名前・ペンネームも書いてね）
　思い出しても赤面する恥ずかしかった出来事を教えてください。

●みな伝「みんなの伝言板」へどんどん応募しよう。
　【イラスト・ひとりもの申す・ラブメッセージ・教えてください・教えます・おいしい味情報・おすすめのかかりつけ医】
　（名前・ペンネームも書いてね）

プレゼントの
希望番号

【こおりやま情報FREE6月号アンケート＆みな伝投稿用紙】
キリトリ線キリトリ線

キリトリ線キリトリ線

名　前

住　所

年　齢

性　別

プレゼントの
希望番号

男　・　女

歳

結　婚 既婚・未婚

第一希望 第二希望

〒

電話番号

（ペンネーム／　　　　　　　　　　）

（ペンネーム／　　　　　　　　　　）

（ペンネーム／　　　　　　　　　　）

（ペンネーム／　　　　　　　　　　）

※お問い合わせの際は「こおりやま情報を見た」とお伝えください。



※お問い合わせの際は「こおりやま情報を見た」とお伝えください。
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カラオケBanBan

医療情報医療情報
Medical Information

※5月14日現在の情報です。休日当番医は急きょ変更になる場合があります。最新の情報は、郡山市ホーム
ページの休日当番医でご確認ください。（郡山市ホームページhttp://www.city.koriyama.fukushima.jp/）
※上記のほか、休日・夜間急病センターは、休日・祝日（内科・小児科）が9：00～17：00まで、毎夜間（内科・小児科）が19：00
～22：00まで診療しています（1月1日を除く）。　▽郡山市休日・夜間急病センター（上亀田1－1）☎024-934-5656 

休日当番医 診療時間9：00～17：00 郡山市内休日当番薬局

※5月14日現在の情報です。休日当番薬局は、急きょ変更になる場合があります。最新の情報は、郡山薬剤
師会（TEL.024-934-4707）へご確認ください。（郡山薬剤師会ホームページhttp://www.k-yaku.org/）
※休日に調剤を行うにあたっては、薬局近隣医療機関以外の処方せんでは、記載された医薬品はすべて揃わない
場合がありますので、予めお電話でご確認ください。　※店舗名など再度ご確認のうえ、薬局へおでかけください。

休日救急歯科診療
高原歯科クリニック

郡山市堤 3-197-2　TEL.024-962-3116

（医）社団　宝沢伊藤歯科医院
郡山市富久山町福原字沼下 55-132　TEL.024-924-0888

スマイル歯科クリニック
郡山市富田町字舘南 29-2　TEL.024-951-4182

渡辺歯科医院
郡山市堂前町31-5　TEL.024-922-5934

6月7日 ㊐

6月14日 ㊐

6月21日 ㊐

6月28日 ㊐

6/7 ㊐

6/14㊐

6/21㊐

6/28㊐

6
／
7
㊐

6
／
14
㊐

6
／
21
㊐

6
／
28
㊐

さかい小児科クリニック（小児科） 富田東3丁目20 024-921-2216

トータルヘルスクリニック（内科・外科） 山崎171 024-927-0305

おざわ整形外科クリニック（整形外科） 御前南6丁目141 024-966-2811

むかわクリニック（小児科） 八山田5丁目79 024-933-7788

あさかの杜クリニック（内科・耳鼻咽喉科） 安積町成田字漆山50 024-937-3151

山田眼科医院（眼科） 駅前1丁目11-12 024-922-1648

すみこしこどもクリニック（小児科） 本町2丁目11-7 024-935-5000

うさみ内科（内科） 大槻町字三角田88-2 024-961-1114

えんどう耳鼻咽喉科医院（耳鼻咽喉科） 大槻町字広町46-1 024-962-0333

チルドレンクリニック（小児科） 大槻町字二本木12-1 024-952-3721

くわのすずき内科クリニック（内科） 桑野4丁目10-6 024-991-5700

菊池眼科（眼科） 安積荒井2丁目180 024-983-1113

調剤薬局ツルハドラック八山田店 富田東3-22 024-991-8826

スマイル調剤薬局コスモス通り店 鳴神3-70-103 024-951-8117

大槻薬局 御前南6-136 024-973-7336

ホクト薬局 八山田5-77 024-935-5505

あさかのもり薬局 安積町成田字漆山50 024-946-4976

ウイン調剤みなみ通り薬局 駅前1-9-1 024-932-3332

コスモ調剤薬局横塚店 横塚6-65-3 024-941-0321

コスモ調剤薬局大槻西店 大槻町三角田58-1 024-962-7472

調剤薬局ミッテル大槻店 大槻町字広町28-4 024-961-7600

ウイン調剤みなみ通り薬局 駅前1-9-1 024-932-3332

ひかり薬局桑野四丁目 桑野四丁目10-12 024-973-5121

調剤薬局ミッテル安積店 安積町荒井字山ノ神33 024-983-8677

※事前に電話連絡の上、受診することをおすすめします

※来院される前には必ず電話連絡をお願いいたします。
現在、新型コロナウイルス感染症のためビッグハート（郡
山市休日・夜間急病センター）での歯科診療は中止と
なっております。最新の情報は、郡山歯科医師会ホーム
ページの休日救急歯科診療当番表でご確認ください。
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