


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、12/29午後～1/4（年末年始休業）　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！

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
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・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・BS・2階

45,000円
家賃
月額 追焚付

八山田2丁目
2DK（和6、洋6、DK6）★
ガスコンロ・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・ガスコンロ・
モニター付インターホン・BS

45,000円
家賃
月額

モニター付
インターホン

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

八山田3丁目
2DK（和6、洋7.5、DK5.5）★

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・洗浄便座・
インターホン・BS

48,000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
● 整体院・事務所向き

144,000円（税別）
家賃
月額

東邦銀行
斜め向い



2020年12月25日(1)

※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 春酒 純米吟醸
生酒 （720ml）1本

季節限定の「春酒 純米吟醸生酒」。
しぼりたての純米吟醸生酒で、米、
米麹だけで仕込んでいる。720ml入
り参考小売価格1,380円(税別)。

提供／笹の川酒造

1

ELT 024-945-0261

＜2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＞

こおりやま情報グルメBOOK
「郡山で会食2021」

こおりやま情報グルメBOOK「郡山
で会食2021」は、特集「今話題の福
島一辛口・いち」や「963ウイスキー」
リニューアル情報など。個室の有無
など店探しに役立つ情報も掲載。
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

＜2名＞



(2)2020年12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。

寒い日に温まる一杯
“濃い味みそ”
西ノ内店限定“濃い味みそ” は、あっさり
系で知られる「あさくさみそらーメン」よりも
スープの濃度や味が濃いめで、味わい深い
“こってり系みそ”。体の芯から温まる寒い日
にも最適な一杯。トッピングに味付たまご
（105円税別）もおすすめ。「濃い味しょうゆ」
（707円税別）もあり。 ▲西ノ内店限定「濃い味みそ」（755円税別）

あさくさらーメン西ノ内店
ELT 024-921-7088

【住所】郡山市西ノ内1-2-2K’ｓガーデン1F
【営業】11：30～LO15：00、17：00～LO19：30 ※材料なくなり次第終了
【休】金　【P】有（50台）
【URL】http://www.kknet.com/asakusa.ra-men/

初物七十五日「新物あずき」の
「柏屋薄皮饅頭」発売中
「柏屋」では、令和2年に収穫した「新物
あずき100％」の自家製あんで作った「柏
屋薄皮饅頭」を期間限定で発売中。「初
物を食べると寿命が七十五日延びる」とい
うことわざにあやかり、縁起を担いで、新物
あずきの柏屋薄皮饅頭を食べると、何かい
いことが起こるかも？最寄りの柏屋各店で。 ▲新物あずきの薄皮饅頭は1月下旬頃まで発売予定

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/

『郡山で会食2021』
好評発売中
こおりやま情報グルメBOOK『郡山で会食2021』は、
巻頭特集「963ウイスキーリニューアル情報」、「今
話題の福島一辛口『いち』」、「郡山の地酒ガイド」
など。飲食店はジャンル別で44店を紹介。巻末には
クーポン券が90枚付。定価880円。県内主要書店、
郡山商圏のセブンイレブン、アマゾンで発売中。

◀『郡山で会食2021』は、ジャンル別でお店紹介

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/



2020年12月25日（3）

※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。

2021年2021年

丑初詣初詣&&年賀年賀～新年の初詣＆優良企業やお店からの年始ご挨拶～



（4）2020年12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。



2020年12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。



（6）2020年12月25日

℡024-941-4126　住 郡山市向河原町4-40 郡山駅東ショッピングセンター内
営 7：00～25：00 深夜営業25：00～翌9：00※深夜1時以降、入館希望の方は電話連絡を
休 無　 P  有（570台）※共同駐車場

美肌効果のお風呂とサウナでデトックス 泉質／適応症  泉質名なし／適応
症なし

風呂の種類  露天風呂、壺湯、大浴
場、ジェット風呂、寝湯、座湯、腰湯、岩
盤鉱石風呂、チーク風呂、大理石風呂、
水風呂、サウナ、ソルトサウナ

※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。

入
浴
料

「こおりやま日帰り温泉」2021年版の発売記念特集。郡山市内の
11の日帰り温泉を紹介。寒い季節は温泉で、体の芯からポカポカ
温まろう。こおりやま情報レジャー BOOK「こおりやま日帰り温
泉」2021年版は1月25日発売。入浴半額券や各種割引券などのお
得なクーポン券が300枚以上付いてます。

並木温泉 ゆの郷
入浴料 大人550円、小人280円、3歳未満無料

℡024-991-1126　住 郡山市並木3-5-14
営 8：00～22：00　休 水（祝日の場合は営業）　 P  有（85台）

気軽に立ち寄れる街の中心部で温泉三昧 泉質／適応症  硫酸塩泉／神経痛、
筋肉痛、関節痛、五十肩、冷え性な
ど

風呂の種類  大浴場、水風呂、サ
ウナ

カラオケ
BanBan

石橋ヘルス温泉
入浴料 大人600円、小人（小学生以下）300円   （150分）

℡024-946-7800　住 郡山市安積町成田字島河原24-2
営 10：00～20：00　休 第3木　 P  有（30台）

豊富な湯量の温泉。健康づくりに貢献 泉質／適応症  塩化物泉／神経痛、
筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、
冷え性など

風呂の種類  大浴場、露天風呂

うねめ温泉
入浴料 大人450円、小人（小学生）250円、幼児（3歳以上）150円

℡024-951-8801　住 郡山市富田町字大徳南31-3
営 5：00～23：00　休 無　 P  有（30台）

早朝から夜中までＯＫ。便利な市街地の湯 泉質／適応症  ナトリウム- 炭酸
水素塩泉／神経痛、筋肉痛、関節
痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわ
ばり、慢性皮膚病など

風呂の種類  大浴場、岩盤浴「う
ねめの癒」（900円）

ヨークタウン
希望ヶ丘

郡山温泉
入浴料 大人（中学生以上）500円、小人（3歳～小学生）300円　（120分）

℡024-951-1231　住 郡山市大槻町字西勝ノ木38-1
営 9：00～21：00　休 不定休　 P  有（120台）

美肌効果も高い。源泉かけ流しの湯 泉質／適応症  単純温泉／神経痛、
運動機能障害、慢性消化器病、疲労
回復など

風呂の種類  大浴場、打たせ湯、
露天風呂、露天寝湯、水風呂、遠赤
外線低温サウナ

月光温泉クアハイム
入浴料 大人550円、小人（小学生）320円、3歳～小学生未満160円　（60分）

℡024-947-1126　住 郡山市安積町笹川字四角坦43-1
営 8：00～24：00　休 無　 P  有（200台）

かけ流しの湯を堪能。街の温泉ホテル 泉質／適応症  アルカリ性単純温
泉／神経痛、筋肉痛、関節痛、関節
のこわばり、運動麻痺など

風呂の種類  大浴場、露天風呂、
ジェット風呂、打たせ湯、泡風呂、
水風呂、サウナ

紅葉館きらくや
入浴料 大人600円、小人（3歳～小学生）300円 ※日祝は大人800円、小人（3歳～小学生）400円　（180分）

℡024-984-2130　住 郡山市熱海町熱海4-39
営 10：30～16:00　20:00～21:00  休 不定休  P  有（50台）

肌美人のぬる湯と露天風呂を楽しむ 泉質／適応症  アルカリ性単純温
泉・単純硫化水素泉／神経痛、筋肉
痛、関節痛、五十肩、運動麻痺など

風呂の種類  大浴場、露天風呂、
サウナ、ぬる湯
※貸切風呂（宿泊者のみ）
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郡山湯処
まねきの湯

7：00～25：00 大人平日 620円・土日祝 720円 ※家族同伴で小学生以下無料
7：00～11：00 ※13時までの利用 大人440円 ※保護者同伴の無い小学生は280円
※深夜追加料金 25：00～朝9：00 大人・小学生以下一律 入館料＋1,440円
　（大人は＋入湯税100円）
※深夜入浴のみ 25：00～朝6：00　※90分まで890円



2020年12月25日（7）

※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。

のんびり温泉
入浴料 大人 土日祝800円（平日700円）、小人（4歳～12歳まで） 土日祝400円（平日350円）、3歳以下無料

℡024-953-2611　住 郡山市三穂田町山口山崎山11-1
営 7：30～22：00（最終受付21：30）　休 無　 P  有（80台）

時間無制限で堪能。源泉かけ流しの湯 泉質／適応症  ナトリウム硫酸塩
泉・塩化物温泉／神経痛、筋肉痛、関
節痛、五十肩、関節のこわばりなど

風呂の種類  大浴場、パノラマ
大露天風呂、露天岩風呂、ジャグ
ジー、サウナ、水風呂（各男女別）
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なりた温泉
入浴料 大人550円、小人（小学生）350円、幼児（3歳から）180円※1時間コースの料金、他に3コースあり

℡024-947-2626　住 郡山市安積町成田字車川原27
営 6：00～23：00　休 無　 P  有（100台）

さらりとした泉質で疲れを癒す天然温泉 泉質／適応症  単純アルカリ塩泉
／神経痛、関節痛、五十肩、切り傷、
やけどなど

風呂の種類  大浴場、泡風呂、露
天風呂、打たせ湯、水風呂、サウナ

オリエントパーク
あさか

ホテル
バーデン

バーデン温泉
入浴料 大人740円、小人（小学生）370円、幼児（1歳以上）210円（月～金4時間、土日祝2時間）

℡024-947-1233　住 郡山市安積町成田字島河原1-1
営 10：00～22：45（最終受付21：45）　休 無　 P  有（225台）

ホテル併設の温泉。豊富な湯量が人気 泉質／適応症  ナトリウム塩化物
泉／神経痛、関節痛、切り傷、やけ
ど、慢性婦人病、慢性皮膚病など

風呂の種類  大浴場、露天風呂、
野天風呂、ジャグジー、バイブラバ
ス、サウナ

やすらぎの宿 郡山三穂田温泉
入浴料 大人550円、小人（小学生）350円、幼児（3歳以上）200円

℡024-954-2626　住 郡山市三穂田町駒屋字四十坦原16
営 6：00～22：00　休 無　 P  有（50台）

自家源泉１００％のかけ流しの湯を堪能 泉質／適応症  塩化物泉／神経
痛、関節痛、関節のこわばり、冷え
性、産後回復期など

風呂の種類  露天風呂、内風呂



※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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レンジアップご飯「天栄米」が新発売！
道の駅羽鳥湖高原、道の駅季の里天栄で発売中

会津白味噌使用、甘みのあるまろやかな一杯。
「みそラーメン（数量限定）」（830円）新登場

天然本マグロの希少部位“脳天”を使用した
松㐂鮨 の「特製ネギトロ」が評判の味

季節限定「笹の川 春酒 純米吟醸生酒」は、
米、米麹だけで仕込んだしぼりたて生酒

バレンタインデーにも最適なトリュフケーキ
特製生チョコ入り「郡山生チョコケーキ」

「くしぜん」の味を家庭で味わう企画が始動！
「主婦の休日・ミートアラカルト」に注目

スープ濃度や味が濃い、寒い季節に最適な一杯。
西ノ内限定「濃い味みそ」「濃い味しょうゆ」

「天栄村ブランド化推進協議会」
では、電子レンジで温めるだけで
簡単に食べられる2種類のレンジ
アップご飯「天栄米」を開発した。
「漢方環境農法天栄米」（品種：
こしひかり）は、米のつやと味わ
いがある歯応えが特徴。「天栄米
ゆうだい21」（品種：ゆうだい21）
は、米のつやともっちりとした食感
が特徴。内容量150ｇ、1個390
円で、「道の駅 羽鳥湖高原」と「道
の駅 季の里天栄」にて販売して

いる。

会津高砂屋商店の醤油、鶏の旨
味たっぷりのスープに、自家製ツ
ルモチ麺が相性抜群の「中華そ
ば」を提供する鏡石町「本田商店」
に、数量限定「みそラーメン」（830
円）が新登場。醤油同様、会津
高砂屋商店の会津白味噌を中心
に、数種類の味噌をオリジナルブ
レンドした、甘みのあるまろやかな
味わいに仕上げた。「モモ」「肩」
「バラ」の三種のチャーシュー入り
も喜ばれている。営業時間は11

時～15時※売れ切れ次第終了。定休火曜。

郡山市駅前陣屋通り沿い「松㐂
鮨」の店主小室さんは、東京新
宿の「松㐂鮨」から暖簾分けをし
て昭和50年代に郡山で創業。以
来、郡山で親しまれている鮨店。
現在、松㐂鮨で人気のメニューが、
天然本マグロの希少部位“脳天”
を使用した「特製ネギトロ」。本マ
グロならではの旨味が口の中に広
がる味わいが特徴。今まで通常1
本1,500円で提供していたが、コ
ロナに負けるな応援特別価格とし

て1本1,000円で提供している。

「郡山銘菓庵 大黒屋」冬の人気
商品「郡山生チョコケーキ」は、
ガーナ産カカオを原料に作り上げ
た高級クーベルチュールチョコに、
生クリームをたっぷり使用した特製
生チョコが入った、食べやすいサ
イズのトリュフケーキ。「郡山生チョ
コケーキ」、「郡山ごまチョコケー
キ」、「郡山抹茶生チョコケーキ」、
「郡山いちご生チョコケーキ」の4
種類あり。価格は4個入り598円
税込ほか。中町本店・JR郡山駅

構内売店・ヨークベニマル・ザ・モール郡山店などで発売中。

あさくさらーメン西ノ内店限定「濃
い味みそ」「濃い味しょうゆ」は、あっ
さり系で知られる同店の定番味よ
り、スープの濃度や味が濃いめの 
“こってり系”ラーメン”。秘伝自家
製味噌を用いた「みそらーメン」、
秘伝隠しダレ“とりのつゆ”を用い
た「しょうゆらーメン」を、特製味
付き背脂も加え、スープの濃度や
味を濃いめに仕上げている。体の
芯から温まる寒い日にも最適な一
杯。西ノ内店限定の濃い味シリー

ズをこの機会に味わってみて。

 天栄村ブランド化推進協議会　　 0248-82-2117
 https://m.facebook.com/tenei.brand

 中華そば　本田商店
 0248-62-2303

 松㐂鮨　　 024-923-3424
 http://www.matukizusi.com

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

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

「笹の川酒造」では、季節限定「笹の川 春
酒 純米吟醸生酒」を発売。福島県開発の新
酒造好適米「福の香」を「酒母米」として使
用。麹米と掛米は福島県産の酒造米「五百
万石」で醸造。精米歩合は58％。アルコー
ル分15度。吟醸香の高い純米吟醸生酒で、
味わいが豊か、しぼりたての新酒ならではの切
れ味が特徴。この季節におすすめの純米吟醸
酒だ。720ml入り参考小売価格1,380円(税
別)。酒販店または笹の川酒造ネット通販で販
売中。

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

郡山市大町「旬膳 くしぜん」では、現在のコ
ロナ禍における飲食店ならではの企画が始動し
た。「プロが調理する味を家庭でも味わってもら
いたい」をコンセプトに、福島県産のブランド
牛肉や鶏肉などの食材を加工し、真空パックに
して発売を開始。小分けのパックになっている
ので、気軽に家庭で本格的なプロの味が楽し
める。特に、「主婦の休日・ミートアラカルト」は、
主婦層に期待感が伝わるメニュー構成になって
いる。詳しくは問合せを。

 旬膳　くしぜん
 024-935-5007
 http://kushizen.favy.jp/
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悠久の歴史を誇る
「郡山総鎮守 安積国造神社」へ初詣

「開成山大神宮」の初詣は、
新型コロナウイルス感染対策に配慮して実施

「新あずき」の柏屋薄皮饅頭は、
1月下旬頃まで「柏屋」各店で販売中

十字屋楽器店の「新春キャンペーン」は、
1月2日(土)から1月31日(日)まで開催！

「タキタ自工」は創業55周年を記念して
オイル交換半額「GO！GO！キャンペーン」開催中

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！”

4世紀なかばに安積国が開かれた
時から、当地方の守り神である「安
積国造神社」。平安時代に、坂
上田村麻呂が八幡大神を合祀し
た。新年を迎えご祈祷を受けると
いっそうの御利益がある。元旦は、
午前0時から祈祷が始まり、約8
万人の参拝客でにぎわう。縁起
物の名物「ひょうたん付き破魔矢」
も頒布される。1月8日（金）には、
午前9時から午後7時まで、お神
札としめ飾りをお焚き上げする「ど

んど焼」が行われる。なお、参詣の折のマスク着用を呼びかけている。

郡山市開成49号線沿いにある
「みちのくのお伊勢さま開成山大
神宮」の初詣は、新型コロナウイ
ルス対策をして参拝客を迎える。
先ずは、参拝の列を四列とし、マ
スク着用、神門での手指消毒、さ
らに、会話をなるべく控えるよう呼
びかける。また、御祈祷でお宮に
入る人数は二人までとなり、元日
の午前2時から午前7時までは休
止となる。なお、体調不良の方に
は控えるよう呼び掛けている。詳し

くはホームページ参照。

「新あずき初釜縁起」が、「開成
柏屋」内にある「菓祖神 萬寿神
社」で行われ、2020年に北海道
で栽培された「新あずき」を「菓
祖神 萬寿神社」に奉納した。さ
わやかな風味で、新物ならではの
「新あずき」は、期間限定で柏屋
薄皮饅頭の餡として使用される。
この「新あずき」を使用した柏屋
薄皮饅頭は、「つぶあん」と「こ
しあん」の2種類あり、12月10日
から1月下旬頃まで「柏屋」各店

で販売している。

郡山市清水台さくら通り沿いにある
「十字屋楽器店」では、「十字屋
楽器店新春キャンペーン」を1月2
日(土)から1月31日(日)まで開催
する。ウクレレ、ギター、弦楽器、
管楽器、各種アクセサリー品が新
春特価で販売。さらに、期間中は、
レッスン入会金も半額になる。新
春には、お好みの楽器を購入して、
音楽を楽しもう。詳しくは、十字
屋楽器店のホームページを参照。
また、十字屋音楽教室の受講生

も募集中。

郡山市日和田町の国道4号沿い
にある「タキタ自工」は、創業
55周年を記念して、車のエンジン
オイル交換が半額の50％OFFに
なる「GO！GO！キャンペーン」を
開催中。完全予約制、1日6組ま
で限定。予約は、タキタ自工の
WEBまたは電話で。営業時間9
時から18時。定休は、第1・3水
曜、祝日。この機会にリーズナブ
ルにオイル交換を行おう。また、
「アークバリア21」正規代理店で、

ガラス100％のカーコーティングも行っている。

 安積国造神社　　 024-932-1145
 http://www.asakakunituko.jp/

 開成山大神宮　　 024-932-1521
 http://www.kaiseizan.jp/

 開成柏屋　　 024-922-5533
 https://www.usukawa.co.jp/

 十字屋楽器店　　 024-932-2624
 http://jujiyagakki.jp

 タキタ自工　　 024-958-2316
 http://www.takitaziko.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40分～、土曜17時30
分～）。平日の16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丸2年が
過ぎた。「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/
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名称 日時・会場・料金 チケット・問合わせ

第15回 ビッグツリーページェ
ント　フェスタ in KORIYAMA

日 11月13日(金)～1月11日(祝)17：00～23：30
会 郡山駅西口広場・東口広場

問 ビッグツリーページェント・
フェスタ in KORIYAMA 実行
委員会事務局

℡ 024-921-2610

こおりやま寄席 新春言祝ぎ席 日 2021年1月11日(祝）14：00～
会 けんしん郡山文化センター　中ホール
料 全席指定 特等席3,200円、一等席2,700円、車椅子席1,350円
　 出演者／柳家権太楼ほか※未就学児入場不可※車椅子席は、けんしん郡山文化セン
ターのみ取扱います。※コロナウイルス感染症拡大防止のため、座席は前後左右に
１席置きに間隔を空けて販売します。ご了承の上ご購入ください。

チ 発売中（文化セ、うすい）
問 けんしん郡山文化センター
℡ 024-934-2288

東京ゲゲゲイ歌劇団 vol.IV　キ
テレツメンタルワールド

日 2月6日(土）18：30～
会 けんしん郡山文化センター 大ホール
料 全席指定7,500円※大人1名につき3歳未満のお子様1名まで膝上に限り無料。ただし
座席が必要な場合は購入を。 【車椅子ご利用の方は、チケット購入前にノースロー
ドミュージックまでお問い合わせください】

チ 発売中
Lコード：22306
Pコード：189-816

問 ノースロードミュージック
℡ 022-256-1000

みんなのミュシャ ミュシャか
らマンガへ―線の魔術

日 12月12日（土）～2021年3月7日（日）9：30～17：00（入館は16：30まで）
会 郡山市立美術館
料 一般1,500円、高・大学生・65歳以上900円、中学生以下無料
　 休館日／毎週月曜（1月11日（祝）は開館、翌12日（火）は休館）および12月28日（月）
～1月4日（月）

チ 発売中
問 郡山市立美術館
℡ 024-956-2200

ケロポンズファミリーコンサー
ト

日 3月14日（日）14：00～
会 けんしん郡山文化センター 大ホール
料 全席指定 一般2,000円、こども(小学生以下)500円、車椅子席 各半額　※4歳児未満
ひざ上無料(座席希望の場合は有料) ※コロナウイルス感染症拡大防止のため、座席
は組席で前後左右に席を空けて販売。 2・3枚以上購入の方は、お客様同士の間隔が
空いたり、前後の並びの席となり、席が離れる場合があります。了承の上購入くだ
さい。

チ 発売中
問 けんしん郡山文化センター
℡ 024-934-2288

郡山鉄道まつり 日 2021年3月27日(土)～ 2021年3月28日(日)9:30 ～16:30　※最終日は16:00まで
会 ビッグバレットふくしま多目的展示ホール(1F)
料 入場料：大人1,000円(税込)　小人600円(税込) (大人：中学生以上 小人：4才以上
小学生まで 3才以下無料)

　 内容／東北初上陸おかでんチャギントン体験乗車や4種類のミニ新幹線大集合など、
各種鉄道アトラクションと東北最大級の鉄道用品販売など、子供から大人まで楽し
めるイベント。

問 カラマツトレイン盛岡店
℡ 019-622-2900

東京スカパラダイスオーケスト
ラ　TOUR 2021「Together 
Again!」

日 4月8日（木）19：00～
会 けんしん郡山文化センター 大ホール
料 全席指定8,000円 ※未就学児入場不可

チ 2月6日（土）発売
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。
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【こおりやま情報FREE1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. 郡山または周辺で、おすすめのラーメン店を教えてください。
      

●みな伝スペシャル「私の命の次に大事なもの」（名前・ペンネームも書いてね）
　あなたにとって命の次に大事なものはなんですか？教えてください。（理由も）

●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1月4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. 郡山または周辺で、おすすめのラーメン店を教えてください。

　

●みな伝スペシャル「私の命の次に大事なもの」（名前・ペンネームも書いてね）
　あなたにとって命の次に大事なものはなんですか？教えてください。（理由も）

●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FREE1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. 郡山または周辺で、おすすめのラーメン店を教えてください。

　

●みな伝スペシャル「私の命の次に大事なもの」（名前・ペンネームも書いてね）
　あなたにとって命の次に大事なものはなんですか？教えてください。（理由も）

●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FREE1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。
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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。

コロナに負けるな！応援企画として
「和・郡山 すが波 」では「ふぐ三昧コース」を
令和3年1月31日まで特別価格6,500円（税別）で提供！

　郡山駅前ダイワロイネットホテル2階にある「和・郡山　すが波」
では、昼のランチタイムは、和食の定食などを提供。夜は、季節の
一品料理やコース料理を提供している。店内には、カウンターと
テーブル席、個室で構成され、個室は全10室、最大40名までの人
数を収容。
　親方の菅波さんは、コロナ禍の中、“コロナに負けるな！応援企
画”を考案。通常10,000円（税別）の「ふぐ三昧コース」を、期間限
定（令和2年12月1日～令和3年1月31日までの2カ月間）で、特別
価格6,500円（税別）で提供している。この機会に、親方が丹念に
調理した、ふぐ刺しやふぐ鍋などの「ふぐ三昧コース」を味わって
みたい（要予約）。
　また、「旬の贅沢三昧コース」では、今の季節は「蟹」（3月まで）や
「金目鯛」が味わえる。なお、GOTOイートの商品券が使用できる。

【宴会料金】
料理「安積」4,000円（税別）、料理「麓山」6,000円（税別）、
料理「采女」8,000円（税別） ※2名から受付（予約なしでも可）
「ふぐ三昧コース」6,500円（税別） ※期間限定・要予約
プラス2,000円（税別）で120分飲み放題
人数／2名～40名　個室／有

「和・郡山　すが波 」
【住所】 郡山市駅前1-6-10 ダイワロイネットホテル郡山駅前2F
【TEL】 024-983-3900
【営業時間】 11：00～14：00
　　　　　 17：00～22：30
【定休日】 無　【クレジットカード】可
※年末年始休業：12月30日㊌～1月3日㊐

ふぐ刺し（3人前の盛合せ）

ふぐ鍋（3人前）



※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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コ ロナに振り回され沢山の我慢をしてきた年
でした。そして何より、としまえんの閉園

が一番さみしく悲しかった。８月末に仲良しくん
を誘い最後の入園をした。涙の閉園を皆で迎えた。
一部アトラクションは移設される。 （べじりんく）

良い思い出は心の中に…キラン。

絶対良い事言ったと思ってんでしょ。何キ
ランって！光ってんの？

コ ロナで外出も控えるようになって、家での
楽しみといえば食べること！という事で案

の定、体重増加しましたー。散歩や筋トレして筋
肉を増やしたいです。 （イルカ）

同感です（泣）す～～～～ごく分かります
よ～。

来 年の東京オリンピックって本当に開催でき
るのでしょうか。私はとても疑問です。ま

だお薬も開発中で投薬されてなくて、感染者は増
加中...。オリンピック開催は悲願では有りますが、
果たしてコロナ収束が出来ない現状を考えるとね
…。 （WM）

いろいろと意見が分かれるところですね。
みんなが安心・納得できるオリンピック開

催を願ってます！

教えてください

コ ロナのせいか…ストレスでおならが止まら
ない（泣）りんご等は、食べると少し効果

があるような気がします。他に何か良い食材はあ
りますか？ （プータにゃ）

① ペットボトルのキャップを集めてました
が、回収している所が２カ所終了してしま

いました。どこかありますか？②肩から腕が痛い
ので、病院で診てもらったが原因不明。良くなっ
た方はどうしたのか知りたい！！ （ママ）

年 越しそばはどこが美味しいか、美味しいお
そば屋さんを教えてください。基本的にざ

るそばしか食べないです。天ぷら＆ざるそばセッ
トなんか大好きです。 （ごしゃがれ21人前）

チ ャンジャが売っているお店教えて下さい！
（甘酒）

郡 山市内で、安くて美味しいカレー屋さんを
おしえてください。お待ちしております。

（ヒロぱぱさん）

現 在読者モデルは募集しておりますか。
（あずみ）

２011年まで、須賀川で営業していた「中華
レストラン相楽」さんの「麻婆ラーメン」

が忘れられないので、近い味わいの麻婆ラーメン
を提供しているお店があったら教えてください。
自家製テンメンジャンが味の決め手で、甘旨口の
麻婆に、麺は中細麺だったような。 （M78）

教えます

コ ストコにハマっています。ティラミスがと
てもおいしいです。 （きらきらぼし）

骨 を丈夫にする為に、生しいたけを傘の内側
のヒダの部分を上にして、１時間位、日光

に当ててから調理し食べるといいそうです。
（175）

こ おりやま情報12月号の昭和のヒーローさん
へ。ご家族と一緒にお住まいなら料理をし

てみる。一日一品作るとか。好きな歌手の曲の歌
詞を書いてみる。 （べじりんく）

毎日続けることが大切ですね！健康体でい
きましょう！！

「 どんなに有名な芸能人や声優でも、悩みが
あるのだな」と私は改めて思った。

（山陰リスナー）

そうですね。華やかな世界で活躍していて
も、同じ人間ですから悩みはありますよね。

一人で悩まず誰でもいいので相談してほしいで
す。

今 度こそ年末ジャンボ高額当選だ！！
（さおりん）

10億ゲットだぜ～っ！クーちゃんたのんま
す！！

こりゃ今年も泣くな…。

ず っと前に、松平健さんのライブを見に行っ
たのを覚えています。周りは私より年上の

方ばかりだったけど楽しかったです。ライブ後、
出待ちをして振付師の方と話もでき、ライブに来
て良かったなと思いました。また行きたいなぁ
(=^_^=) （猫娘）

めちゃ盛り上がって楽しそうですね♪元気
がでるライブ大好きです！

買 い物をした時、レシートをよく見ないと、
数が多かったり、違っていたり、買ってな

い物がある時があります。時々よく見たりした方
がいいですよ。 （K.M）

おっしゃる通りです。損をしないためにも
確認は大切かもしれません。

こ おりやま日帰り温泉の2021年版は出ない
んですか？毎年楽しみなのに…。 （るな）

お待たせしました！お得なクーポン券も
300枚以上！2021年１月25日発行です！

今 年は年始めから手術をしました。来年は病
気をしない年になりますように…。

（さんさん）

2021年、さんさんさんが健やかに過ごせま
すように！！

私 はハガキでしか応募できないので、数少な
いハガキ応募できるのは助かります。

ファックスやメールの応募のプレゼントコーナー
が多いので。 （ハム太郎）

確かに最近はデジタル化が進んだせいか、
ハガキ応募が少なくなっていますね。

コ ロナで大変な毎日…孫との行き来もなかな
かできずさみしいものです。 （みや）

コロナは幸せを次々に奪っていきますね
（怒）コロナ撲滅！！

今 年は還暦だったのですが、コロナで何も出
来なくなりましたねぇ。来年は良い年にな

りますようにしたいですねぇ。
（仮面ライダー１号です。）

来年コロナ終息後、盛大に祝ましょう！！

今 年感じた事。市町村対抗駅伝大会の各市町
村の『選手激励会』をした時の集合写真は、

ほとんどが２列３列で撮影されていて、そこで何
故選手が後ろなのか？お偉いさんは前列に座る必
要が有るのか？そう思っているのは私だけなので
しょうか？ （あまなっとう）

言われてみればそうかも（笑）選手たちは
背が高いから後ろ…なんでしょうか（苦笑）

ひとりもの申す

今 年も来年の手帳を買いました。しかしこれ
までの経験上、かなり大きめのサイズが良

いと思いノートサイズにしました。今年の12月
から記入できますが、これが自分でもしっくりき
たと思えるほど良かったです。今度はこれまでよ
りも手帳を使っていけそうな気がします。 （トモ）

スケジュールを決めて行動することは大切
ですね。いっぱい書ける大きい方が便利か

もしれませんね。

１月は母、姉、私の３人の誕生月。温泉にで
も宿泊して女子会！！といきたいところで

すが、それぞれの家庭事情やコロナではばかられ
る現実です。 （モリモリ）

来年後半こそは、コロナが終息して気兼ね
なく女子会できるといいですね♪

か かりつけ医が急にやめてしまい、がっかり
しました。歩いて３分でステキな先生でし

た。 （Tomo）

とても残念でしたね。早く良いかかりつけ
医が見つかるといいですね。

連 続テレビ小説「エール」が終わってしまい、
心にぽっかりと穴が空いてます。さみしい

よ～！ （アップル・スマイル）

エールロスというやつですね。福島県民全
員がそうなってることでしょう（泣）

（ねこてんこもり）

被り物の下は美少年の伊之助ですね♪
ギャップ萌えです（笑）

家 で作るのが難しいと思っていた「パエリア」
のレシピが12月号に載っていたので、チャ

レンジしました。とても美味しく出来て子供も大
喜びでしたよ。 （ねぴねぴ）

レシピ活用ありがとうございます！２月号
からはリニューアルします！！

免 疫アップの食事。朝ウォーキングで、体を
強くしています。 （Yねぇ）

※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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通 信制高校の時に知り合った友人に年賀状を
出したら、あて先不明で戻ってきた。住所

も書いて出したのに～（＞_＜） （猫娘）

漢 字が出てこなくて、ラインで打って調べた
ら、そのまま送信しちゃったとかよくある

ことです。 （さんさん）

漢 字を間違って友達に手紙を出してしまっ
た。三昧（ざんまい）を三味と。 （さち）

ス マホの文字変換で選んだ字と違うのをタッ
チしているみたいで、後で読み直すとビッ

クリする時がある。 （ママ）

気 に入った「お年玉袋」で手紙を入れ切手を
貼りポストに入れた。小さい袋すぎると貼

り紙があり戻って来てしまいました。
（女はクリスマスケーキ25すぎたら半額よ）

結 婚前に、妻に手紙をよく出していました。
その手紙を妻が子どもに見せて自慢してま

した…！！ （ひで）

小 学生の頃のこと。親しくなって間もない友
達に年賀状を出しました。ですが返事はな

く、迷惑だったのかなぁと心配になった頃、友達
からようやく年賀状が。そこにはぴしゃりと『住
所が違ってて、別のところに届いたみたい。気を
つけて』の文字が。別の住所を私に教えた母を恨
むとともに、年賀状なのに～！と正月早々ちょっ
と悲しい気持ちになりました。 （える）

子 ども達からの卒業式（中学）での手紙！夫
には「お弁当作ってくれてありがとう」。私

には「仕事をしてありがとう」…なんか違う。
（はーちゃん）

手 紙。昔は書きましたが、今は手書きがほと
んどないので、漢字がなかなか思い出せま

せん。自分が書いたひらがなばかりの文面を見る
と、ガッカリしてしまいます。

（アンタッチャブル）

た まに文字を速く入力して送信したら…誤字
が多くて失敗してます。 （H.M）

赤ちゃん＆ペット写真

愛 しのキミ。お父ちゃんが作った新米を食べ
ました。うまい！！

（グランマ）

る ん。やんちゃで、遊ぶのが大好き。　　　
　　

（れん）

おすすめのかかりつけ医

か かりつけ医は、郡山市の永岡医院です。大
腸、胃検査共に麻酔してくれて、安心感が

あります。 （昭和のヒーロー）

手紙やメール送信での失敗談

特 に思いつかないです。毎回メールを送る時
に間違いはないよね？と思いながら何度も

見直しているので（苦笑） （トモ）

ま ず、小５の時…担任に年賀状を初めて出し
た時、切手ではなく少女マンガの付録の手

紙セットに付いていたウソの切手を貼り出してし
まった…。当然ハガキは自宅に戻り、大好きだっ
た先生には届かず…。次に、メールでの変換誤字
はとても恥ずかしい。 （雪椿）

姑 の愚痴をいつも共感してくれる友人にメー
ルしたつもりが、電話帳の選択を誤って友

人の下段の人に送信…。「そんな事もありますよ
ね。」と大人な返信が来てホッとしたことが。

（モリモリ）

相 手を間違って送ってしまった。メールだと
取り消しできないので、それからは注意し

て送っています。 （きらきらぼし）

メ ールが苦手で、変換違い、カタカナの伸ば
し棒忘れ、点をつけないので読みづらいと

子供や孫に怒られています。 （よしこ）

娘 が「きょうかあさんきれいだねー」と言っ
たので、嬉しくてそんなことないよ…と。

「京香さん（鈴木）きれいだね」でした。がっか
りしました。 （Tomo）

手 紙は覚えてるんですが、メールは送信した
ことを忘れ、何度も何度も同じメールを送

信してしまう。（送信BOXも見る事を忘れる…）
（プータにゃ）

手 紙を書きかけにしていたら～書き出しがい
かにも途中にしてたなって内容になってし

まった。 （ねこてんこもり）

古 いハガキを使って、料金不足で戻って来た。
いつの間に値上がりしたの？ （ねぴねぴ）

歳 とともに目も老眼になるのは当たり前、打
ち違いはいつもです。相手も察してくれて、

すぐツッコミしてくれて、会話（メール、ライン）
もはずみます。 （あ～ちゃん）

懸 賞応募の際、切手の金額を間違えて葉書が
戻ってきたこと。（当時62円から63円に切

り替わったばかりだったため） （ネモ）

友 達に奢ってもらった日に、自分の姉に○○
さんに奢ってもらったぁとメールをしたつ

もりが、友達に送信！！友達にすぐ謝りのメール。
友達は心広く優しいので、笑って反応してくれま
した。 （Ｙねぇ）

Ｂccではなく、Ccで複数の人に私はメールを
していた。何度も一つのメールを他の人に

も送られていると、ある人に怒られて、初めて失
敗したと気付いた。 （山陰リスナー）

中 学生の時、雑誌の文通コーナーに出した事
があって、沢山の人から手紙が来て、その

中の「熊倉さん」を「熊谷さん」と書いてしまい、
「私は熊倉だよぉ～」と返事が。ごめんなさい！

（さおりん）

件 名に用件、本文に名前や連絡先を書いてい
ました。 （T.F）

ラブメッセージ

パ パ、山形への単身赴任頑張ってるね！結婚
15年でもパパが居ないと淋しいのよ…。

（甘酒）

パ パ、ママ、愛してます。
（実～。）

家 族のみんなへ(^^)いつも当たり前に元気
いっぱいにみんなで過ごせている事に、改

めて感謝しています。時には病気になったり落ち
込んだりする事もありますが、そんな時１番近く
で支えになっているのは家族のみんなです。いつ
も一緒にいてくれてありがとう。生まれてきてく
れてありがとう。これからもどうぞよろしく☆私
もみんなを大切に支えます。 （mok）

孫 、１月１日誕生日おめでとう。
（さち）

下 の息子が成人式です。成人まで長いと言え
ば長かったし、あっという間と言えばそう

だったかな？と…でもまだ大学生、まだまだ、親
として頑張らなくていけないです。Y 成人おめで
とう！これからの人生辛い事も楽しい事も沢山あ
ると思うけど。私の息子なら、大丈夫と信じてい
ます。未来に向かって頑張ってください。 （れん）

結 婚してから初めての年末。楽しみな反面、
不安な事も多く悩んでいても、いつも笑顔

で励ましてくれる妻に感謝。ありがとう、ゆみちゃ
ん。イベントづくしの年末を２人で楽しもう
ね！！ （ネモ）

おいしい味情報

西 ノ内のイトーヨーカドー前の「キッチンイー
ト」のランチは大満足ですよ。1000円なの

にボリュームありのサラダにふっくらハンバーグ
＆エビフライ２本、ピカピカの美味しいごはんで
す。ただオーナー１人で頑張っているので待ち時
間は仕方がない。オープン時に行くべきかな。

（ひろちゃん）

１0年ぶりにレストラン三國（日和田）のあ
んかけ焼きそばを食べました。昔の味！！

感激しました。 （あ～ちゃん）

桑 野にあるスピネットドリームは、ボリュー
ムもあって美味しいです。お薦めです。

（とど）

本 宮市万世(４号線沿い)の『ガーデン金丸さ
んの特製並セット』がお勧めです。内容は、

ラーメンと唐揚げライス付きで満腹になるボ
リュームで８５０円と良心的価格です。

（熱燗太郎）

矢 吹町のSUŃ S COFFEEはコーヒーはもち
ろん！フードもとても美味しい子連れO.K

なカフェです。ラテアートも可愛くてオススメで
す。 （グランマ）

安 積の牛べえ。広告見てたまたま行った店
だったのですが、肉の質が美味しいのはも

ちろんサイドメニューも充実してて楽しい時間を
過ごすことができました。 （やまやす）

「 よしだや」のどら焼きは美味しい、バラエ
ティーな種類の味その上価格もお安いで

す。それから「スアマ」と「かりんと饅頭」も是
非一度は食べて見て下さい。 （あきよし）

平 田村【ひさご食堂】のジンギスカン定食は
やわらかくてとても美味しい、特製たれも

最高！平日でも昼時は結構混むので、駐車場に止
めるのが一苦労です^^ （momo）

※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（5）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（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（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（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（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
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し♪
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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！



2020年12月25日（17）

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】9：30～18：00 
【定休日】日祝

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
℡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

1LDK4.10万円

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

日当良好

設備 照明 給湯 シャワー エアコン 追焚

3740253767

郡山市
富田町音路

賃貸マンション

3DK5.70万円

  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-2F 
 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・洋6・5・DK9 
 礼 ○1カ月 

 備 ○秀和95ビル、駐車場2台目3,300円  

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

 交 ○ 

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 
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カラオケBanBan

※12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

※12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
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
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いいもり子ども医院（小児科） 富久山町久保田字伊賀河原3 024-990-1241
渋谷クリニック（内科・小児科） 安積町成田字西畑13-1 024-947-2122
柴宮整形外科クリニック（整形外科） 久留米6丁目164-1 024-946-4838
宝沢伊藤歯科医院（歯科） 富久山町福原字沼下55-132 024-924-0888
スマイル歯科クリニック（歯科） 富田町字舘南29-2 024-951-4182
緑ケ丘こどもクリニック（小児科） 緑ケ丘東3丁目1-3 024-956-6006
コスモス皮膚科・内科クリニック（内科） 御前南5丁目150 024-962-0201
さくま耳鼻咽喉科（耳鼻咽喉科） 鶴見坦2丁目9-19 024-990-3387
渡辺歯科医院（歯科） 堂前町31-5 024-922-5934
あさい歯科クリニック（歯科） 備前舘1-26 024-924-2224
かわなこどもクリニック（小児科） 安積3丁目298 024-947-5377
いしだ内科（内科） 緑町1-6 024-922-3648
伊藤眼科（眼科） 富久山町久保田字伊賀河原5 024-990-2528
永山歯科クリニック（歯科） 長者1-8-9 024-933-4439
にへい訪問歯科クリニック（歯科） 横塚1-9-26 024-944-9766
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
古川内科眼科医院（内科・消化器科・眼科） 小原田4丁目12-26 024-956-6500
喜久田クリニック（内科・外科・消化器科） 喜久田町堀之内字南椚内8-10 024-963-1601
はしもと歯科医院（歯科） 喜久田町掘之内字畑田19-8 024-959-2121
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
山口内科クリニック（内科） 安積町荒井字萬海83-1 024-973-6866
浅木整形外科医院（整形外科） 富久山町久保田字金堀田40-2 024-923-6543
デンタルクリニックハート（歯科） 新屋敷1-1 024-925-5652
桑野協立病院（小児科） 島2丁目9-18 024-933-5422
塚原産婦人科内科外科医院（内科・小児科・産婦人科） 桑野2丁目34-12 024-922-5789
佐藤眼科医院（眼科） 安積町長久保3丁目15-12 024-947-0221
フルタ歯科医院（歯科） 鶴見坦1-6-3 024-938-4181
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
矢内クリニック（内科） 緑ヶ丘東3丁目1-4 024-942-0871
あまら整形外科（整形外科・リハビリテーション科） 富久山町久保田字伊賀河原9-1 024-953-7257
藤田歯科医院（歯科） 安積町日出山字大洲河原7 024-943-6680
じんキッズクリニック（小児科） 山崎305-6 024-974-2525
本町鈴木クリニック（内科・脳神経外科・リハビリテーション科） 本町2丁目2-7 024-922-0556
ほり耳鼻咽喉科クリニック（耳鼻咽喉科） 横塚2丁目15-5 024-941-8733
水島歯科クリニック（歯科） 富田町大徳南17-11 024-953-8418

柴宮調剤薬局 久留米６-163-1 024-937-2790
さくら薬局みなみ壱番店 富久山町久保田字伊賀河原4 024-925-4193
クオール薬局郡山店 八山田7-107 024-991-0789
コスモ調剤薬局緑ヶ丘店 緑ケ丘東3-1-9 024-941-3100
秋桜薬局 御前南5丁目154番地 024-962-2711
フジ薬局鶴見坦店 鶴見坦2-9-19 024-990-3380
クオール薬局郡山店 八山田7-107 024-991-0789
みどり調剤薬局 緑町2-2 024-935-0810
さくら薬局みなみ壱番店 富久山町久保田字伊賀河原4 024-925-4193
かめだ調剤薬局 富田町字下亀田1-41 024-921-5171
さくらんぼ調剤薬局 小原田4-12-25 024-941-4128
コスモ調剤薬局喜久田店 喜久田町堀之内南椚内4-17 024-963-0077
コスモ調剤薬局片平店 片平町字出馨東5-7 024-954-5701
そうごう薬局郡山店 安積町荒井字萬海83-3 024-946-5591
クオール薬局郡山店 八山田7-107 024-991-0789
ひかり薬局桑野 島2丁目11-17 024-921-3838
ファーコス薬局　メロディー 八山田西3-16 024-927-5455
コスモ調剤薬局大槻西店 大槻町三角田58-1 024-962-7472
アイランド薬局陣屋店 駅前1-1-17フロンティアタワー1F 024-925-4189
コスモ調剤薬局緑ヶ丘店 緑ケ丘東3-1-9 024-941-3100
さくら薬局みなみ壱番店 富久山町久保田字伊賀河原4 024-925-4193
コスモ調剤薬局山崎店 山崎305-6 024-955-6707
クオール薬局郡山店 八山田7-107 024-991-0789
フジ薬局横塚店 横塚２-15-4 024-941-1620

※事前に電話連絡の上、受診することをおすすめします

※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。
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