


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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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
　2DK（和6、洋6、DK6）★
コンビニ近く

●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・BS

43,000円
家賃
月額 追焚付

富田東5丁目
2LDK（和6、洋8、LDK9）★
追焚・トランクルーム付

●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・ガスコンロ・モニター
付インターホン・トランクルーム・BS

63,000円
家賃
月額

2階角部屋
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、DK6）★
追焚付・コンビニ近く

●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・ガスファンヒーター

50,000円
家賃
月額 1階

八山田3丁目
　   2LDK（和7、洋6.5、LDK11.6）★
スーパー・コンビニ近く

●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

57,000円
家賃
月額 最上階

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

富久山町久保田
オープン（16.36坪）

テナント・288号線沿い

●共益費／5,000円
●駐車料／別契約3,300円
●敷　金／3カ月　●礼　金／2カ月
●仲介料／なし　  ●即日入居可
● トイレ・流し台・照明器具

144,000円（税別）
家賃
月額

東邦銀行
斜め向い
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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。

大吟醸 ひやおろし　
（720ml） 1本

「大吟醸 ひやおろし」は、山田錦を
原料米とし、寒時期に仕込み、夏の
間ゆっくりと寝かせた。この「ひや
おろし」は、この秋飲み頃を迎えた。
常温で味わうのがおすすめ。
提供／笹の川酒造

1

ELT 024-945-0261

＜1名＞

ますや本店　中華そば　
郡山ブラック　2食入り

「ますや本店　中華そば　郡山ブラッ
ク　2食入り」（540円）が新発売。
生麺2食入り、スープ付き。製造者
は、「あらい屋製麺所」。郡山のお土
産としてもおすすめ。
提供／ますや本店　台新店

2
＜2名＞

「食べ歩き　白河らー
めん」（880円）

「食べ歩き　白河らーめん」は、9月
25日発売。白河、西郷のラーメン
を55店、110杯を写真で掲載。巻末
には69枚クーポン券付き。県内主
要書店、コンビニで発売中。
提供／こおりやま情報編集室

3

ELT 024-922-3131

＜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）

4

ELT 024-934-8899

＜ペア3組＞

カーコーティング「アーク
バリア21」新車2万円優待

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
車機で洗うだけで、車はピカピカに。
通常価格より2万円優待。（新車限定
となります）
提供／タキタ自工

5

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。

寒い季節に最適な一杯
「ごまみそらーメン」
冬の売れ筋商品「ごまみそらーメン」が、
好評のため通年販売している駅前店に加え
て、西ノ内店でも好評発売中。西ノ内店
では冬季のみの限定発売となる。栄養価
が高く、健康成分も多く含んだゴマと、あさ
くさ秘伝の味噌ダレとの相性が抜群。体の
芯から温まる寒い季節に最適な一杯。 ▲冬季の目玉商品「ごまみそらーメン」（755円税別）

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～LO19：30※材料なくなり次第終了
【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/

『食べ歩き 白河らーめん』
好評発売中！
こおりやま情報グルメBOOK『食べ歩き 白河らーめ
ん』は、白河市、西郷村のラーメン屋さんを55店掲
載。巻末にはクーポン券が69枚付き。さらに、白河
＆西郷ワンハンドスイーツ情報＆立ち寄りご当地グルメ
情報も見逃せない。定価880円。県内主要書店、
コンビニ、アマゾンで発売中。

◀『食べ歩き 白河らーめん』は、主要書店、コンビニ、アマゾンで

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/

栗の風味豊かに、
「マロン・マロン」発売中
柏屋の「マロン・マロン」（2,592円）は、
栗好きにはたまらない、栗尽くしのデコレー
ションケーキ。栗の風味豊かに、程よい甘
さに仕上げ、渋皮栗と黄栗がゴロゴロ。サ
ンドの黄栗がホクホク…。見た目も味も満
足。お求めは、開成柏屋か、最寄りの柏
屋洋菓子取扱店まで。 ▲「マロン・マロン」（2,592円）

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/



※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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（4）2020年10月25日

※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2-1-12　【営】11：30～LO翌1：30　
※ランチ11：30～13：30　【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 4,500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
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駅前大通り

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）

郡山市大町1-2-18　【営】17：00～24：00（ラスト
オーダー23：00）　【休】日 ※他、臨時休業有
【P】無　【席】60席　http://turuga829.com/

会津郷土食　鶴我 
℡024-931-1056

会津のブランド馬肉を使った桜鍋
をはじめとする馬肉料理と会津郷
土料理など、徹底的に会津にこだ
わった味わいが堪能できる店「鶴
我」。接待をはじめ、美食を好む大
人の宴会に最適。

ブランド馬肉、桜鍋、会津郷土料理を堪能

▲厳選した会津食材が人気の宴会コースの一例

料理　1人3,000円（税別）～
宴会料金

宴会人数／個室
2～30名／個室（8室）

◆おすすめ宴会プラン◆
■會津懐石コース　5,000円（税別）
■季節膳宴会コース　３時間飲み放題付き　6,000円（税別）
■極上會津懐石高級酒
　３時間飲み放題コース　10,000円（税別）
■會津懐石とA5ランク會津牛
　高級酒３時間飲み放題大満足コース　13,000円（税別）
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こおりやま情報編集室が送る忘新年会情報パート1。こおりやま情報編集室が送る忘新年会情報パート1。
今年は“新しい生活様式”を取り入れた忘新年会にしましょう。今年は“新しい生活様式”を取り入れた忘新年会にしましょう。



2020年10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。

郡山市桑野4-8-10
【営】11：30～LO14：30　17：00～LO22：00
【休】火　【P】有（24台）　【席】54席

お食事とお酒の店　益元 
℡024-922-9011

「2時間飲み放題付き4,000円コー
ス」は、予約なしでOK、1 ～8名ま
で受付。先付、刺身、あん肝または
白子酢またはかき酢から1品、豚角
煮、とり唐揚げ、湯豆腐または茶碗
蒸しプラス2時間飲み放題付き。

2時間飲み放題付き4,000円コース新登場

▲「2時間飲み放題付き4,000円コース」の料理例（予約不要）

料理　2,600円～
宴会料金

宴会人数
1～8名／個室有

◆おすすめ宴会プラン◆
■2,600円コース　2,600円
　先付、刺身、焼物、酢の物、煮物または鍋、水菓子など
■3,100円コース　3,100円
　先付、刺身、焼物、酢の物、煮物または鍋、揚物、水菓子など
■3,600円コース　3,600円
　先付、刺身、焼物、酢の物、煮物または鍋、揚物、食事、菓子など
※コース料理は2名から予約を受付
※プラス1,550円で2時間飲み放題
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郡山市亀田2-18-16　
【営】11:00～22:30（LO22：00）　【休】無
【P】有（40台）　【席】70席

えびかに料理専門店　かに徳
℡024-931-2188

蟹の旨味と風味が詰まった絶品鍋
をはじめ、彩り豊かな蟹尽くしの
料理が揃う。各種宴会、慶事法事
にも多く利用され、最大70名様
まで可能な宴会、法要宴プランは、
10名以上で無料送迎あり。

各種宴会や法要宴にも10名以上で無料送迎可

▲松茸とカニずくし会席「金木犀」3,980円（税別）

4,000円（税別）～
料理+2時間飲み放題付き

宴会料金

宴会人数／個室
4～70名／個室（3室）

◆おすすめ宴会プラン◆
■【かに徳刺身満足コース】2時間飲み放題付き7品3,500円(税別)
■【ズワイすき鍋満足コース】2時間飲み放題付き8品4,000円(税別)
■3種からメインが選べる【美味満載会席】　　
2H飲み放題込　通常7品8,100円→4,500円
■蟹2倍増量！【美味満載会席】
　2H飲み放題込通常7品9,720円→5,500円
■ご法要プラン　黄水仙(きすいせん)
　全11品4,000円(税別)～

● ●
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●
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須賀川市長沼金町32
【営】11：00～22：00　【休】水　【P】有（30台）
【席】120席

　　　 近海鮮魚と本まぐろ　ちから寿し 
℡0248-67-2623

山間部にありながら、新鮮魚介を堪
能できる意外性に富んだ寿司店。
宴会は、営業時間内22時まで心ゆ
くまで楽しめる「時間無制限飲み放
題」が評判。大型バスも完備し、大
人数での宴会、法要宴にも対応。

大型バス完備で安心“時間無制限”飲放の宴

▲宴会コース5,000円（税別）の一例、マグロの兜焼き（要予約）も目玉

4,000円（税別）～
料理+時間無制限飲み放題（6名以上）

宴会料金

宴会人数／個室
6～120名／個室（7室）

◆おすすめ宴会プラン◆
■定番宴会コース　3,500円（税別）（6名以上）
　お通し、鍋、刺身、揚げ物、食事、焼き物、前菜
■鍋料理 4,000円（税別）～10,000円（税別）（6名以上）
　あんこう鍋、海鮮キムチ鍋、真鯛姿鍋、
　シーフードカレー鍋、スッポン鍋
■女子会プラン　2,700円（税別）～（4名以上）
※ 各コース+1,500円（税別）で時間無制
限飲み放題（6名以上）　
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須賀川市
長沼支所

長沼
小学校
長沼
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郡山市大町1-3-13　【営】11：00～21：30
【休】日（祝日の場合は翌日）【P】契約有※1,500円
以上の利用で1時間無料　【席】150席

お食事処　三松会館 
℡024-932-0173

和洋中合わせて100種類以上の
メニューが揃う。一昨年リニュー
アルして2・3階の宴会場も充実。
夜の宴会であれば、当日昼までの
予約でもOK。日本酒、焼酎、ワ
インメニューも豊富な品揃えだ。

大衆食堂のならではの味と価格が魅力

▲エレガントな雰囲気の2階の宴会場

予算に応じる
宴会料金

宴会人数
2～50名 

◆おすすめ宴会プラン◆
■ 料理＋酒は、予算に合わせて、店主が内
容を決める、大衆食堂ならではのリー
ズナブルなプラン。料理と酒の割合は、
相談次第
■会議＋会食
昼の利用も便利。予算に応じているの
で相談を 
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「笹の川  大吟醸 ひやおろし」は、
季節限定、秋の味覚と共に味わいたい

秋の味覚「栗」を使った限定商品発売中。
季節限定「モンブランどらやき」、「大黒屋の栗どら」

あさくさらーメン駅前店、西ノ内店ともに、
コロナ飛沫感染防止用・特注アクリル板設置

「古民家ラーメンわさび」のクリーミーな味噌ラー
駅前「路地ダイニングわさび」ラーメンランチも再開

くしぜんの新メニュー「焼肉会席」は、
郡山うねめ牛や伊達鶏などが味わえる

「大黒屋」では、秋の味覚「栗」
を使った限定商品が発売中。写真
右「モンブランどらやき」（204円）
は、モンブランのような栗風味のバ
タークリーム餡に、渋皮付きの大き
な栗入り。写真左「大黒屋の栗どら」
（204円）も渋皮付きの大きな栗と
北海道十勝産高級小豆100％使
用の特製餡で仕上げた贅沢どらや
き。この他、栗風味の生クリームに、
渋皮付きの大きな栗を丸ごと入れた
要冷蔵「栗生どら」（204円）や 

栗の風味と味わいの生チョコ「栗生チョコケーキ」（1個176円）を揃えている。

大正14年創業、秘伝自家製味
噌による、あっさりしながらもコクの
ある「みそらーメン」（645円税別）
が人気の「あさくさらーメン」では、
駅前店・西ノ内店ともに、コロナ
飛沫感染防止用の特注アクリル
板パーテーションを設置。「当店で
はお席の間隔を設け、従業員のマ
スク着用、消毒除菌も徹底してお
ります。安心してご来店ください」
と店長。なお、昭和46年頃から
愛される「焼き餃子」テイクアウト

も2人前から受付中。

古民家の雰囲気が心を和ませ、
無化調をモットーに滋味深いラーメ
ンを提供する小原田の「古民家
ラーメンわさび」から、秋冬に売り
上げ杯数が伸びる「味噌ラーメン」
（830円）を紹介。合わせ味噌の
コク、酒粕、白胡麻の風味香るク
リーミーな味わいで、3種の辛味を
加えた「辛子味噌ラーメン」（850
円）も用意。なお、駅前にある
姉妹店「路地ダイニングわさび」
のラーメンランチも半年ぶりに営業

再開。駅前店は日曜ランチが休み。小原田は無休。

郡山市大町増子ビル4階「旬膳 
くしぜん」では、新メニューとして「焼
肉会席」をはじめた。全国の銘
柄黒毛和牛や郡山うねめ牛をはじ
め、伊達鶏、郡山認証ブランド野
菜が食べ比べできるコースで、
6,000円コースと8,000円をご用
意。120分間飲み放題ライトプラ
ン付で、少人数からの予約や個室
での予約にも対応している。また、
この季節から鍋メニューも登場。
新鮮な刺身や秋の味覚と各種鍋

料理も味わいたい。

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

 あさくさらーメン駅前店／西ノ内店　　 024-922-2908／024-921-7088
 http://www.kknet.com/asakusa.ra-men

 古民家ラーメン わさび　　 080-9630-1320
 http://wasabi-dining.com/

 旬膳　くしぜん　　 024-935-5007
 http://kushizen.favy.jp/

風の酒蔵「笹の川酒造」で造った「笹の川 
大吟醸 ひやおろし」は、今年の寒時期に仕
込み、夏の間ゆっくりと寝かせ、秋の訪れと共
に調和の取れた、適度に熟成した旨みたっぷり
の「ひやおろし」に仕上がった。酒造好適米
山田錦使用し、精米歩合は40％。冷して味わ
うのも良いが、常温で味わうのもおすすめ。キ
ノコやサンマなど、秋の味覚と共に味わいたい。
720ml入り参考小売価格2000円（税別）。最
寄りの酒販店、百貨店で発売中。

 笹の川酒造
 024-945-0261
 http://www.sasanokawa.co.jp/
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会津地鶏スープ、ν白湯スープ、背脂スープ、
3種類のスープで、8種類のラーメンが味わえる

今年も食べ飲み放題プランが解禁！
忘新年会にも最適。4名以上から受け付け。

今年のボージョレ・ヌーヴォーは11月19日解禁！
「清水台平野屋」では、予約受付中

富久山町の「和風レストラン玉藻」では、
玉藻オリジナル「おせち」の予約受付中

キャンプスタイル宿泊もできる
一軒丸ごと貸切の宿「響きの宿」

「郡山さくら音頭」復刻プロジェクト発表会は、
11月15日13時からメグレズホールで開催

11月7日（土）に郡山地方広域消防組合では
古くなった家庭用消火器の回収を実施

中テレ開局50周年記念オリジナルドラマ
『浜の朝日の嘘つきどもと』10月30日（金）夜6時50分放送

郡山市大槻町の「らぁ麺 おかむ
ら」では、会津地鶏を活かした清
湯スープ、おかむら流ν白湯（ニュー
ぱいたん）スープ、背脂たっぷり
スープの3種類のスープで、8種
類のラーメンが味わえる。メニュー
のラインナップはもちろん、接客な
どのホスピタリティーにもさらに気を
遣っている。「ラーメンWalkarグラ
ンプリ2020」では、福島総合部
門で第1位になった。営業時間は、
11時から15時、18時から21時。

年中ほぼ無休。

うまい料理と酒に定評がある、駅前
「結-YUI-」(郡山市駅前1-6-15
エリートビル1F)では、食べ飲み放
題プランを今年も期間限定解禁。
4名以上からの受け付けで、4,500
円プランが120分、5,500円プラ
ンが180分、食べ飲み放題となる。
握りたて熱々のおにぎり、ボリュー
ムたっぷりの唐揚げ、みそ汁など。
味自慢の料理に厳選酒が揃う。
満足度が高いプランとしてリピー
ターが多く、1日に対応できる宴会

数に限りがあるため、早めの予約がおすすめ。

今年のボージョレ・ヌーヴォーは、
11月19日(木)解禁。「清水台平
野屋」では、ボージョレ・ヌーヴォー
の予約受付中。おすすめは、「ポー
ル・アンドレ・プロセット、ボージョ
レ・ヌーヴォー、レオ・セレクショ
2020年 」750ml、2,000円。
ボルドーに渡った日本人醸造家
“Clos Leo”を手掛ける篠原麗雄
氏が監修するヌーヴォーだ。航空
便でも、船便でもない、画期的な
欧州中央鉄道による鉄道便を使

用して輸入される。

国道4号沿い富久山町にある「和
風レストラン玉藻」では、玉藻オリ
ジナルおせちの予約を受け付けて
いる。渋谷店長手作りの渾身の
おせちで、新春を迎えてみてはい
かが。限定50個につき予約はお
早めに。価格は2段重15,000円、
受け渡しは12月31日。（おせちの
写真はイメージですので、内容は
変わります）また、冬季限定の味
覚「鍋焼うどん」（1,100円税別）
もお目見え。寒い冬に温まるメ

ニューとしておすすめだ。

郡山駅から車で30分、4000坪
の敷地内で一軒丸ごと貸切の宿
を運営している「響きの宿」（須賀
川市梅田字岩瀬85）では、100
坪ある日本家屋の貸別荘や別館
があり、食器、調理道具など一式
あるので、食材・調味料さえ準備
すれば、BBQ. 焚き火など、アウト
ドア的な楽しみ方もできる。平日は、
基本料金5名まで4万円（税別）、
1名追加ごと+8千円 (税別)。休
日前は、基本料金10名まで10万

円（税別）、1名追加ごと+1万円 (税別)。ハイシーズン時の料金は要問合せ。

古関裕而が昭和25年に作曲した
「郡山さくら音頭」のチラシが発見
され、CD化を記念し、11月15日
（日）13時開演、星総合病院内の
メグレズホールで発表会を開催。
帝京安積高校和太鼓部演奏、トー
クショー、復興音源「郡山さくら
音頭」の発表会を行う。桜通り
商店街振興組合の会員店にて
1000円商品購入で、応募用紙1
枚もらえ、抽選で50名を招待。
参加者には「郡山さくら音頭」の

CDをプレゼント。詳しくは事務局まで。

竹原ピストル×高畑充希×タナダ
ユキ監督。オール県内ロケで福
島中央テレビが開局50周年に贈
る、今伝えたいメッセージと福島の
魅力を伝える、福島発のヒューマン
ドラマ『浜の朝日の嘘つきどもと』。
夢破れた売れない映画監督・川
島は、生きる希望を失くして彷徨う
うちに、南相馬市の古びた小さな
映画館「朝日座」へと辿り着き…。
そこに生きる人々、そして引き寄せ
られるように集まってきた人々の“苦

悩と再生”をコメディタッチで描く。10月30日（金）夜6時50分放送。

 らぁ麺 おかむら　　 024-900-3138
 https://www.ramen-okamura.com/

 おむすび・料理・お酒　結-YUI-
 024-924-0330

 清水台平野屋　　 024-932-0373
 http://www.hiranoya-web.com/

 和風レストラン玉藻　　 024-925-5455
 http://www.kknet.com/tamamo/

 響きの宿
 090-1930-2568

 桜通り商店街振興組合プロジェクト事務局
 024-932-2624（十字屋楽器店）

 福島中央テレビ　　 024-923-3300
 http://www.fct.co.jp/50th_drama/

郡山消防本部と郡山地方消防防災協会では、
11月7日(土)の9時から12時まで「老朽化(廃)
消火器の回収」を行う。古い消火器は一般ご
みとして処理できないので、家庭に古くなった
消火器があればこの機会にぜひ。会場は郡山
市内の各分署等(郡山消防署、大槻基幹分
署、中田分署、富久山分署を除く)及び郡山
市中央公民館、富久山行政センター、大槻ふ
れあいセンター、緑ヶ丘地域公民館。処分料
は1本につき1,000 円。廃棄後は新しい消火
器を備えよう。

 郡山地方広域消防組合・郡山地方消防防災協会
 024-923-8172
 http://www.shobo.koriyama.fukushima.jp/
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【こおりやま情報FREE11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. カヌー体験、渓流下り、アクティビティ体験情報募集
      

●みな伝スペシャル「子供の頃に収集していたもの」（名前・ペンネームも書いてね）
　あなたは何を収集していましたか？それにまつわる思い出を教えてください。

●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】
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名称 日時・会場・料金 チケット・問合わせ

若きセザンヌの挑戦 日 9月19日（土）～11月29日（日）9：30～17：30　※11月は17時まで。入館は閉館30分前
まで

会 諸橋近代美術館
料 1,300円　高校･大学生500円　※中学生以下無料
　 ポール・セザンヌ（1839-1906）の初期作品の1つである諸橋近代美術館所蔵の「林
間の空地」中心に、1860年～1870年代におけるセザンヌ初期の画業をフォーカスす
る。

問 諸橋近代美術館
℡ 0241-37-1088

KORIYAMA CYCLE QUEST
（こおりやまサイクルクエスト）

日 11月3日（祝）9：30～14：00※ゴール受付次第終了　※8：00から開場受付
会 郡山カルチャーパーク第4駐車場 ※小雨決行
料 参加費1人500円 ※当日受付にて（おつりのないように）
　 対象者／郡山市内の小学4年生以上の児童とその保護者。先着100名※定員になり次
第締め切り。児童のみの参加は不可。保護者は児童の親または親に代わる方

チ 受付中　FAX10月17日まで、
web10月24日まで

問 郡山青年会議所
℡ 090-4478-8418 新 田 090-
7527-5967 安

DRUM TAO ～THE BEST 
LIVE 祭響 Saikyo ～

日 11月3日（祝）16：00～
会 けんしん郡山文化センター 大ホール
料 全席指定 S席6,900円 A席5,400円 ※未就学児入場不可

チ 発売中（文化セ、うすい、と
うほう・みんなの文化セン
ター、ぴあ、ローチケ、セブ
ンチケ、e+、FTVチケットセ
ンター）
Lコード：21685
Pコード：186-245

問 福テレ音声ガイド
℡ 024-536-8011

島津亜矢　歌怪獣襲来ツアー
2020～2021　35周年記念コ
ンサート　IN　郡山

日 11月4日（水）14：00～
会 けんしん郡山文化センター 大ホール
料 SS席7,000円 S席6,000円 A席5,000円

チ 発売中（文化セ、うすい、若
松屋書店、世界芸能）

問 世界芸能
℡ 022-222-4997

立川談春独演会 日 11月6日（金）(1)14:00 (2)18:30
会 けんしん郡山文化センター 中ホール
料 全席指定4,000円　 ※未就学児入場不可 ※開演後、お座席へのご案内を一部制限さ
せていただきます。ネタ入り後のご入場はできませんので予めご了承ください。 ※
新型コロナウイルス感染症の予防対策として、チケットを2枚以上購入のお客様は、
会場規定によるソーシャルディスタンス確保の為、お客様同士のお席の間隔が空い
たり、前後の並びでのお席になる場合がございます。予めご了承下さい。 ※ご来場
の際は必ずマスクの着用をお願い致します。又、37.5度以上の発熱があった場合は、
ご来場をお断りさせて頂きますので予めご了承ください。 ※チケットは紛失、当日
忘れなどの再発行はできません。 ※車椅子でご来場のお客様はチケットをご購入の
上、事前にキョードー東北までご連絡下さい。

チ 発売中（ローチケ、ぴあ、
e+）

問 キョードー東北
℡ 022-217-7788

※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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最 近仕事が忙しい旦那さん。一緒にいる時間
が少ないけど、一緒にいる時間は楽しい。

これからも一緒にいる時間を大事にしようと思い
ます！

（あったこぎしょ）

お熱いですね！そんな風に想われてみたい
（笑）

子 供が学校行事でさつまいも掘りで沢山持ち
帰って来ました。甘くてホクホクで美味し

いかったです。ありがとう！
（チョコ）

お子さんが一生懸命掘っている姿を想像し
て食べると、より美味しいですね♪

今 更ですが、信号待ちの時でもウインカーを
出さない、またウインカー出さないままの

車も見かけます。危ないので気をつけましょう。
（スクーピーDAC）

おっしゃる通りです！自分勝手な運転は、
絶対してはいけませんね！！

教えてください

果 物が好きです。おいしい果物が買える場所
を教えてほしいです。

（きらりん）

イ ンプラントした方、利点と欠点を教えてほ
しいのと、おすすめの歯科医もお願いしま

す。
（ぽこちゃん）

栗 とさつまいものデザートやパンがおいしい
お店を教えてほしいです！

（サンサン）

マ スクをつけないと、お店に入りお買い物で
きないことから布マスクを探しています。

布マスクの種類が多くあるお店があったら、ぜひ
詳しく教えてください。お願いします。

（春日女の子たんじょうおめでとう）

モ ーニングのおすすめのお店を教えてくださ
い。土日祝日に朝、７時～８時ぐらいから

営業しているお店を知りたいです。
（あねたか）

旬 のデザートのお店を教えてください。
（ゆかちん）

教えます

こ おりやま情報10月号の山陰リスナーさん
へ。私もそうなんです。反対に感動するこ

とも、たくさんありますよね。決めつけはできな
いですが、きっと優しくて繊細な方なのです
ね！！そう言った方の集まりもありますので参加
してみるのも良いですよ。共感してもらえて元気
がでます！！

（まじゃこ♡）

こ おりやま情報９月号のゆかちんさんへ。デ
リバリーですが、ピザーラのモントレー、

イタリアンバジルがおすすめ。
（郡山市６年２組のSW2510）

こ おりやま情報10月号のあねたかさんへ。お
すすめ和食弁当のお店は「益元」さんです。

（175）

こ おりやま情報10月号のれいこってぃーさ
ま。冷え性には根菜類がいいようです。お

味噌なども体をあたためるそうなので、芋煮の美
味しい季節でもありますし、お味噌汁を芋煮にす
るイメージで、ほかほかの汁物で体の中から温め
てはいかがでしょうか。スープジャーなどでお弁

怖がる必要はありませんよ！何もないのが
一番ですが、早期発見できれば対処も可能

なので、検診は大事ですね。

家 のばあちゃんは100歳。大正９年生まれで、
戦争、関東大震災など、昭和・平成・令和

と生き抜いているばあちゃんです。元気に毎日過
ごしてます。

（ハム太郎）

元気が一番！もっともっと健康で長生きし
ていただきたいですね！

私 は先日、交通安全の祈願と厄除けを神社で
してもらった。今まで以上に車の運転へ気

を配るようにしている。
（山陰リスナー）

御祓していただくと気持ち的にも引き締ま
りますよね♪

甥 っ子や姪っ子が低学年にいるクラスメイト
がいる。ママパパは20代！友達のファン

キーな甥っ子姪っ子に皆メロメロ♡
（郡山市６年２組のSW2510）

弟や妹とは違った可愛さがあるかもしれま
せんね♪パパママも若い！

主 人と二人暮らしですが、いつまでも仲良く
二人で幸せに暮らしたいです。

（れいちゃん）

そのお気持ち、素晴らしいです（泣）夫婦
円満万歳♪

暑 い夏も終わり、実りの秋がやってきました。
今年もおいしい米を孫達に食べさせたいで

す。
（M.M）

新米美味しいですもんね！ご飯をおかずに
ご飯が食べれる（笑）

今 年の夏は暑かったぁ～！（毎年言ってる気
がしますが。）涼しくなってホッとしていま

す。若い頃は夏が終わると淋しい気持ちになりま
したが、今は全然思わない…。

（にゃんこ先生）

同感です（泣）最近は何事にもときめかな
くなって…（泣）

私 の両親は大病を患っています。父の通院に
付き添った日、診察を終えて一緒に薬局に

行った際、男の薬剤師さんに“奥さん”と言われ
ました。父は76歳。私は40代後半。確かに実年
齢よりは老けてるけど、70代に見られるとは…。
親のために生きてる日々、私に心の余裕などあり
ません。ショックでした。

（LOOK）

認識不足、ちゃんと見てなかったのでしょ
う！両親のお世話をお一人でしている

LOOKさんは、とても素敵な方ですよ！

カ ラオケかゲーセン。なくなって困るのは
どっち？と、友達からの質問に私はカラオ

ケと答えた。皆さんはどっち？カラオケはストレ
ス発散の場所であり一人カラオケ歴も長い。この
間も行ったが、部屋とマイクとヘッドホンは使用
前後に消毒、全ての客はマスク着用。安心して歌
える♪

（べじりんく）

ゲーセン！心のオアシス！なければ困りま
す！

カラオケ！ストレス発散！なければ暴れま
す！

ひとりもの申す

先 日、息子の幼稚園の運動会がありました。
コロナの心配もあり、親は見に行けず、子

供たちだけの参加でしたが、秋らしい行事ができ
たこと、少し日常が戻ったようでホッとしていま
す。子供たち、のびのび大きくなぁ～れ♪

（はるよう）

お子さん達も大喜びだったことでしょう♪
幸せって何気ない普通の日常を送れること

なんですね。

胃 がん・乳がん・大腸がん検診を受けて全部
大丈夫でうれしかった。健康に自信を持っ

て過ごせる！！
（うっかりみ～）

何事もなくて何よりです！これからも健康
でいきましょう！

つ い先日、免許更新をしました。いつものこ
とながら写真写りが悪い。確かに自分なん

ですけどねぇ。
（あき。）

免許更新あるあるですね（笑）納得のいく
写真になったことがない（泣）

自 宅でキャンプ飯するのにメスティン買いま
した～。楽しみです。

（ねこてんこもり）

メスティン買っちゃうなんて本格的ですね
♪キャンプ飯そそられますね♪

な んかさ、な～んかさ、やっぱつまんないよ。
何の気がねなく旅行に行くことが出来ない

この現実。マスクしてどこ行っても手を消毒して
…。感染者は日に日に増加してるしさ…。ガマン
しますよ、そりゃ、みんな頑張ってんだから。こ
の戦いはいつまで続くのよ、誰かおしえて！！

（うっかりみ～）

そのお気持ち痛いほど分かります！！ほん
とストレス溜まりますよね！

最 近は「あつまれ　どうぶつの森」で遊んで
います。攻略本やサイト等も活用して楽し

んでおります。特に他のプレイヤーとの通信が面
白いので、色々な人と通信して楽しみたいと感じ
ております。

（トモ）

大人気ソフトですね！プレイすると優しい
気持ちになれそうな気がします。姫はやる

べきです！

何が言いたい？ちょっと、給湯室行こうか
…。

今 まで受けていなかった検診を受けました。
結果がこわいです。

（YB）

※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10月25日(15)

タ イムマシンを手に入れたい。過去に遡り、
間違いを犯した場面をやり直したいので。

（山陰リスナー）

ペ ットや植物、昆虫と喋れるおかし。飼って
いるペットにも食べさせ、自分も食べる。

期限なしで永遠に喋れる。
（郡山市６年２組のSW2510）

健 康です。生涯健康で迷惑かけず明るく元気
に過ごしたいです。

（れいちゃん）

元 気に過ごせる老後。お金よりも大事…。
（M.M）

非 現実的で一生手に入らないけど欲しいのは
“ドラえもんのポケット”です。ポケット１

つで何でも叶います。ドラえもんかドラミちゃん、
私の所にも来て欲しいものです！

（春日子供たんじょうおめでとう）

お 金！（笑）大好きなネコを庭中走り回らせ
たい。部屋から出れないのはかわいそうな

ので。なので庭付きの家を買うため。
（にゃんこ先生）

み んなで暮らせる家…。今の家は狭いので、
もう少し大きいとうれしいです。

（はーちゃん）

お 金、愛、親友。恵まれていたら、もう少し
幸せな人生を送れていたかもと考えてしま

う。でも自分にも原因があるから仕方ないですね。
（LOOK）

元 気に働ける体…。仕事ができるって一番大
事だと思います。

（ひで）

世 界平和です。
（175）

旅 行。家族でディズニーランドや温泉に行き
たい。

（H.M）

仲 の良い友達です。どこかへ旅行に行きたい
ナ。でもコロナがおさまらないとダメです

ネ。田村市のあぶくま洞に行きたいナ。
（ヒサCです）

お 金…いくらあってもいい。健康…病院がき
らいなので。

（サンサン）

安 全な平和な日常。何もない普通の日が続く
事。

（ここ）

家 族の健康！元気に毎日過ごせるのが一
番！！

（みや）

な にに急かされることもなく、ひとりゆっく
り気ままにすごすのが好きなので、無人島

でしょうか。でも、津波などきたりしたら…。山
を買ってアウトドアライフを満喫…は、開拓が難
しそうですし、きっとどうしたって誰かはやって
きます。やっぱりここはキャンピングカー、でしょ
うか。キッチン、ベッド、トイレはもちろん、ゆっ
たりとしたお風呂もついた、海外セレブが持つと
いうようないいものを。気の向くままに移動、絶
景の中で料理し、食べてお酒を飲み、お風呂に入
ります。あっ…でも運転が難しそうなのでオート
ドライブ機能付きでなければ！

（える）

も う一人の自分が出る鏡。
（べじりんく）

この世で一番ほしいもの

（はるよう）

函 館（夜景がきれいに見える所）にワンルー
ムマンション！！いつでも行けるように♡

♡部屋から夜景を眺めてお酒を飲みたい。
（うっかりみ～）

お だやかな日常。
（はなのお姉ちゃん）

固 定資産税がかからない土地と建物。
（ミラーストン）

世 界中の人々が、皆平等で穏やかに暮らせる
毎日。

（まじゃこ♡）

最 近、老化現象がひどいので、永遠の美しさ
と健康な体（笑）

（おばさん）

デ ィズニーランドのチケット購入がなかなか
できないので、いつの日にちでも良いから

ディズニーチケットがほしい。
（きらりん）

時 間。
（いっちゃん）

自 宅のうらの山→今は借りて畑を作ってます
が、畑は密もないし、体動かして野菜作る

のは楽しいので、宝くじにでも当たったら“山”
を持ちたい。

（ねこてんこもり）

平 和。
（M.W）

今 の家は古くて狭いので、家族みんながゆっ
くり過ごせる広いマイホーム。

（よしこ）

○○家を継いでくれる男子！主人は男３人兄
弟なのに、子供達はみんな女の子。みんな

お嫁にいっちゃって、○○家は跡継ぎゼロ。自分
達の代で○○家が消滅って何か申し訳なくて。

（うっかりみ～）

コ ロナがゼロになった世の中。安心して海外
旅行した～い。

（雪椿）

ど こでもドアです。職場や買い物に行く時等
に便利なので。

（トモ）

今 はお金です。収入も減って大変。宝くじで
大金当てたい。

（YB）

非 現実ですが、若くて病気で亡くなった弟が
現世に戻ってこれる薬がほしい。未だにど

こかで生きてる気がして…（T_T）
（ぽこちゃん）

ど こでもドア。世界一周と宇宙に行ってみた
い。

（ハム太郎）

当にもできます。スパイスが苦手でなければシナ
モン、カルダモン、クローブ、ジンジャーなどと
紅茶を煮出したミルクティー、チャイもおすすめ
です。子供のころから冷え性に悩んでいた私は、
冬場はシナモンパウダーをオブラートに包み、粉
薬のようにして飲んだりもしています。ですがシ
ナモンなど、スパイスによっては量を摂り過ぎる
と体によくないものもあるようなのでお気をつけ
ください。

（える）

こ おりやま情報10月号のmakoさんへ。「開成
にあるケーズカフェ」「虎丸にあるハバカー

る。」「桑野にあるクリスパマハル」美味しいで
す！

（ありんこりんこ）

こ おりやま情報10月号のmakoさんの美味し
いカレーのお店。うすい地下にあるウィズ

カレーさん。２種合いがけが美味しかったですよ。
テイクアウトもイートインもOK です。

（プリン）

ラブメッセージ

マ マお誕生日おめでとう！！先日の事故は本
当にごめんね(泣)何度も心配かけてごめん

ね(泣)もう心配かけないようにパパ頑張るよ！！
これからもよろしくねー。毎日、美味しいお弁当
ありがとう！！カレーライスは１番美味しい
よ！！また家族で出掛けようねー！！大好きなマ
マへ！

（ペンペンアイスクリーム）

おいしい味情報

韓 国家庭料理 広場（マダン）のチーズタッカ
ルビ！！おいしいよ。

（いっちゃん）

Ｖチェーン八山田店の牛肉入りじゅわうまメ
ンチカツ美味しいです。週に１度は必ず食

べてます。
（きなこもち）

希 望ヶ丘にある「お食事処 金凰亭」のとん
かつやコラーゲンたっぷりのハンバーグが

美味しいですよ。サイドメニューのサラダが美し
くて、手作りの豆腐は濃い～。大満足の定食で
す。

（ひろちゃん）

ド レッシングが余ったら、刺身と和えれば、
漬け丼になります。

（郡山市６年２組のSW2510）

安 積町の「担々麺ショップ シコシコ」です。
一度食べたらやみつきになりますよ。遠く

てなかなか行かれないけど、また行って食べたい
ナ。近いうち食べに行きますネ。

（ヒサCです）

安 積町の「四川名菜 天心」の麻婆豆腐美味
しですよ～。

（くまちゃん）

おすすめのかかりつけ医

須 賀川市仁井田にある「小橋クリニック」。
先生はもちろん、受付の人も看護師さんも

みんな優しくて気さくな人達がいる医療機関で
す。

（ミラーストン）

※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（5）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
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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！

福島県知事免許（5）第2266号　(有)かくた不動産　菜根本店
郡山市菜根5-9-16
℡024-991-5920
℻024-925-7900

【営業時間】9：30～18：00 
（日10：00～18：00）
【定休日】水・祝

saikon9915920@gmail.com
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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(4)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
郡山市鶴見坦1丁目7-11
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】水、第2・4火

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（3）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

1K3.00万円
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

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

郡山市
大槻町西宮前

賃貸アパート

1LDK4.00万円

郡山市
富久山町久保田大久保

賃貸マンション

2DK4.10万円 敷金・礼金ゼロ!!

設備 照明 TVホン 給湯 エアコン B・T別

3740251465

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 ○無 

 備 ○チェリーコーポ、退去修繕負担金33,000円  

 敷 ○無 
 駐 ○2,200円  共 ○込 
 築 ○1994年  構 ○木造・2階建 
 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55,000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6・洋6・DK5.5 
 礼 ○無 

 備 ○退去修繕費用55,000円  

 敷 ○無 
 駐 ○4,400円  共 ○無 
 築 ○1981年  構 ○RC造・6階建-6F 
 取 ○仲介  入 ○即日可 

 交 ○咲田2丁目バス停徒歩6分 

  間  ○和7.5・洋5.25・LDK12 
 礼 ○無 

 備 ○2台目駐車場3,300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

2台目P3,000円

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
富久山町久保田

賃貸アパート

3DK4.50万円 メゾネットタイプです

設備 給湯 シャワー エアコン B・T別 メゾネット

1990155564

駐車場2台込！物置有

設備 CK 追焚 WT 物置 P2可

1990156160

郡山市
田村町徳定

賃貸アパート

1LDK5.50万円

郡山市
昭和２丁目

賃貸アパート

3DK6.00万円 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

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

郡山市
富久山町

賃貸マンション

2K3.00万円

  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  ○和8・6・洋6・DK5.4 
 敷 ○2カ月 

  間  ○洋6.6・LDK 
 礼 ○1カ月 

 入 ○即日可 
 交 ○ 
 取 ○仲介 
 備 ○ネオハイツ徳定  

 敷 ○2カ月  礼 ○無 

 入 ○即日可 
 交 ○ 
 取 ○代理 
 備 ○ハウスリバージュ  

 共 ○込  駐 ○込  共 ○2,000円  駐 ○込 
 構 ○木造・2階建  築 ○1988年  構 ○木造・2階建-2F  築 ○2017年 

  間  ○和6×2・洋11・DK9.3 
 敷 ○3カ月 

  間  ○和6・洋4.5・K 
 礼 ○1カ月 

 入 ○ 
 交 ○ 
 取 ○代理 
 備 ○SATOウィンザービル  

 敷 ○2カ月  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  

 共 ○込  駐 ○込  共 ○無  駐 ○5,000円 
 構 ○木造・2階建-1F  築 ○1990年  構 ○コンクリートブロック造3階建-2F  築 ○1976年 

(18)2020年10月25日
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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。

2020年10月25日（19）



※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。

（20）2020年10月25日

カラオケBanBan

※10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https://www.city.koriyama.lg.jp/）
※上記のほか、休日・夜間急病センターは、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

※10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
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むかわクリニック（小児科） 八山田5丁目79 024-933-7788
朝田クリニック（内科・胃腸科・小児科・外科） 富久山町久保田字愛宕23 024-921-1866
今泉眼科病院（眼科） 堂前町20-9 024-922-0665
古川歯科医院（歯科） 小原田1-15-13 024-944-3031
さかい小児科クリニック（小児科） 富田東3丁目20 024-921-2216
許田クリニック（内科） 菜根3丁目13-10 024-927-8711
添田整形外科（整形外科） 富田町字町畑24-3 024-951-0870
鈴木歯科医院（歯科） 台新1-33-1 024-934-6123
おおがクリニック（小児科・内科） 片平町字出磬東5-5 024-962-0600
桜クリニック（内科・小児科） 字名倉24-1 024-946-9933
眼科君塚医院（眼科） 御前南1丁目5 024-962-3355
スマイル歯科クリニック（歯科） 富田町字舘南29-2 024-951-4182
じんキッズクリニック（小児科） 字山崎305-6 024-974-2525
おおた呼吸器クリニック（内科・呼吸器内科） 富田東3丁目105 024-991-0515
さとう皮フ科（皮膚科） 富久山町福原字沼下55-138 024-931-6666
クレール歯科医院（歯科） 堤下町1-75 024-932-1032
渡辺美佳子こどもクリニック（小児科） 富田町字下亀田1-35 024-927-8622
ひろさか内科クリニック（内科・循環器科） 富田町字中ノ目41 024-962-0230
石橋医院（泌尿器科） 駅前1丁目14-16 024-922-2882
鈴木歯科医院（歯科） 古川50-1 024-943-6536
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
本間医院（内科・心療内科） 安積町荒井字柴宮山55-68 024-945-1500
山田眼科医院（眼科） 駅前1丁目11-12 024-922-1648
宮本歯科医院（歯科） 駅前1-8-20 024-922-0771
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
小池消化器科・内科クリニック（内科） 八山田西3丁目421 024-991-4855
太田整形外科クリニック（整形外科） 不動前1丁目38-1 024-921-1114
郡山ファースト歯科矯正歯科（歯科） 大槻町北ノ林26-1 024-955-6869

ホクト薬局 八山田5-77 024-935-5505
スマイル調剤薬局富久山店 富久山町久保田字久保田203 024-939-7288
朝日薬局 堂前町18-10 024-923-0156
調剤薬局ツルハドラック八山田店 富田東3-22 024-991-8826
郡山調剤薬局 並木2-12-8 024-939-4193
ハーブ調剤薬局 富久山町八山田字大森新田35-4 024-991-6050
コスモ調剤薬局片平店 片平町字出馨東5-7 024-954-5701
赤木調剤薬局 赤木町13-2 024-923-6162
ウイン調剤みなみ通り薬局 駅前1-9-1 024-932-3332
コスモ調剤薬局山崎店 山崎305-6 024-955-6707
山口薬局大町店 大町2-15-2 024-939-2929
クオール薬局郡山店 八山田7-107 024-991-0789
かめだ調剤薬局 富田町字下亀田1-41 024-921-5171
富田の杜薬局 富田町字鍛冶田10番地1 024-962-7644
ウイン調剤みなみ通り薬局 駅前1-9-1 024-932-3332
クオール薬局郡山店 八山田7-107 024-991-0789
コスモ調剤薬局熱海店 熱海町熱海5-212 024-984-5700
みどり調剤薬局町東店 緑町17-3 024-931-0810
クオール薬局郡山店 八山田7-107 024-991-0789
フジ薬局八山田店 富久山町八山田追越１２-９ 024-990-0388
調剤薬局ミッテル富田店 不動前1-40 024-931-5655

※事前に電話連絡の上、受診することをおすすめします

郡山ビッグハート
郡山市休日・夜間急病センター

〒963-8031　郡山市字上亀田1-1

TEL024-934-5656 （直通）

日曜祝日および年末年始（12月31日～1月3日）

午前 9:00～午後 5:00

診療場所

住所

お問い合せ

診療日

診療時間

※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。

医療情報医療情報
Medical Information
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オリジナルデコレーション檸檬（れも）募集
柏屋「L-1グランプリ」が決定！

柏屋の檸檬（れも）は、愛されて発売30周年を迎えよう
としている。そんな檸檬をモチーフに、柏屋「L-1グラ
ンプリ」は、コロナ禍の中で、家庭で過ごす時間を楽し
んでほしいと企画された。「デコレーション檸檬（れも）」
は、8月10日～9月13日まで募集し、105作品の応募が
あった。社内アンケートで8作品に絞られ、さらにグラ
ンプリ決定決選投票は、試食会で選ばれたファイナリ
スト4作品を、9月21日～9月28日、Twitter ユーザーに
よる投票が行われ、総投票数は2,950票。9月30日に
「L-1グランプリ」が決定した。

●賞品
L-1グランプリ賞：柏屋オンラインショップで使用できる
　　　　　　　　3万円クーポンと檸檬18個入
ファイナリスト賞：柏屋オンラインショップで使用できる
　　　　　　　　5,000円クーポンと檸檬18個入
※グランプリ決定に投票に参加した人の中から抽選で
　10名に、檸檬6個入プレゼントされた。

【L-1グランプリ賞】

【ファイナリスト賞　3作品】

【ベスト8に残った4作品】
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