


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 ※2・3月無休（日祝17：30まで営業）　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

★★お家賃、ご相談ください★★
●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！
★印の物件は当社で直接ご契約頂くと仲介手数料無料です。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6丁目
1K（洋10、K2.8、ロフト）★
ガスコンロ付

●共益費／なし　  ●駐車料／3,300円
●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・ガスコンロ・BS・2F角

42,000円
家賃
月額 南東北病院近く

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）★
1F角部屋

●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・ガスファンヒーター・BS・角部屋

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）★
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

八山田2丁目
2DK（洋6、洋7.5、DK6）★

コンビニ・コインランドリー隣

●共益費／なし　  ●駐車料／1台分付無料
●敷　金／2カ月　●礼　金／なし
●仲介料／なし　  ●即日入居可
● 追焚給湯 ･ 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・角部屋・カードキー

55,000円
家賃
月額 洋室のみ



2021年2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。

春の定番「いちごのもんぶらん」
「柏屋」にお目見え
「柏屋」に春の定番「いちごのもんぶらん」
（378円）がお目見え。ラズベリーのピュー
レを加えてふんわり焼いたスポンジに、いち
ごクリームをのせて、いちご餡を絞った、な
めらかな口当たりが評判の味。「開成柏屋」
をはじめ、最寄りの柏屋洋菓子取り扱い店
で発売中。 ▲春の定番「いちごのもんぶらん」378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/

お得なクーポン券が309枚付き！
「こおりやま日帰り温泉」好評発売中
郡山市を中心に、県中・県南地域、猪苗代、裏磐梯、
会津若松、いわきなどの日帰り温泉施設を74件掲載。定
価880円。巻末には、2022年1月25日まで有効のお得な
クーポン券が309枚も付いている。その中には、宿泊時に
も利用できるクーポン券もある。癒しを求めて、福島県内の
日帰り入浴の温泉施設を探すのに役立つ一冊。さらに、
A5判なので、車の中に置くのにちょうどよいサイズ。県内
主要書店、コンビニ、アマゾンなどで発売中。

▲県内には数多くの日帰り温泉施設がある。写真は、磐梯熱海温泉の「きらくや」の露天風呂

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/

▲ 定価880円。A5サイズ、車
の中に常に置いて、日帰り
温泉を楽しもう



※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。

(2)2021年2月25日

福島一辛口「 いち 」＆ウ
イスキー「山桜　黒ラベル」

笹の川 福島一辛口「いち」は、福
島県内で一番辛口の日本酒。ロック
推奨、燗ツケ厳禁。ブレンデッドウ
イスキー「山桜　黒ラベル」とセッ
トでプレゼント。
提供／笹の川酒造

1

☎024-945-0261

＜2名＞

ブレンデッドウイス
キー963　2本セット

郡山の風土が磨き上げた「喜び」と
「驚き」を秘めた郡山産の「ブレン
デッドウイスキー963」。新商品の
「リッチ＆スウィート」と「スムー
ス＆ピーティー」の2本セット。
提供／福島県南酒販

2

☎024-932-3250

＜1名＞

郡山産ワイン「Vin de Ollage（ヴァ
ン・デ・オラージュ）」赤白セット

郡山市で収穫されたブドウのみで醸
造した郡山産ワイン「Vin de Ollage
（ヴァン・デ・オラージュ）」のルー
ジュ2019、シャルドネ2019の赤白
ワインボトルセットを2名に。
提供／ふくしま逢瀬ワイナリー

3

☎0120-320307(10時~17時)

＜2名＞

お食事券　3000円

郡山市朝日にある黒毛和牛専門店
「もうもう亭」。焼肉はもちろん、す
き焼、しゃぶしゃぶも人気の味。

提供／黒毛和牛専門店　もうもう亭

4
＜1名＞

柏屋薄皮饅頭　こしあ
ん　10個入

「日本三大饅頭」で全国的に有名な
「柏屋薄皮饅頭」。しっとりとした風
味の「こしあん」は、評判のおいし
さ。

提供／柏屋

5
＜2名＞

名物大黒屋のくるみゆ
べし 10個入り

全国菓子大博覧会最高賞名誉総裁賞
受賞の代表銘菓「名物大黒屋のくる
みゆべし 」。最良質のもち米に、良
質のくるみをたっぷり用い、本醸造
の良質醤油が香ばしい味わい。
提供／郡山銘菓庵 大黒屋

6
＜2名＞

富久栄珈琲　フォンダ
ンショコラ

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

東北初のビーントゥバーチョコレー
トと専門店「富久栄珈琲」から「フォ
ンダンショコラ」をプレゼント。世
界のトップクラスの珈琲豆も各種販
売している。

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／富久栄珈琲

提供／欧風バルde PETITGREEN（プチグリーン）

7

11

☎024-934-8899

＜1名＞

＜ペア3組＞

開成山大神宮 ブレン
ドコーヒー

ラジオ福島　オリジナ
ルバスタオル

開成山大神宮と富久栄珈琲のコラボ
企画で誕生したスペシャルブレンド
コーヒー。開成山大神宮での限定販
売の商品。3パック入り600円。

1953年に開局した「ラジオ福島」
から、オリジナルバスタオルをプレ
ゼント。スマホやパソコンの「ラジ
コ」でも放送番組が聴ける。

提供／開成山大神宮

提供／ラジオ福島

8

12

＜3名＞

＜2名＞

ますや本店　中華そば　
郡山ブラック　4食入り

「ますや本店　中華そば　郡山ブ
ラック」（1,080円）は、生麺4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

9
＜1名＞

らーめん応援茶

2020年富多屋生麺創業50周年を記
念して発売された「らーめん応援茶」。
1箱に30包入り。富多屋生麺のネッ
トショップでも販売している。

提供／富多屋生麺

10
＜2名＞

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

13

☎024-958-2316

＜2名＞



2021年2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。

※「タウン情報全国ネットワーク」では、「月刊ながの情報」が創刊した1月29日を「タウン情報の日」に制定しています。現在「月刊ながの情報」は、「ながの情報 NEXT」
　としてフリーマガジンになり、カシヨ株式会社が発行しています。

おかげさまで「こおりやま情報」は、40年目を迎えました！
＜表紙で見る＞こおりやま情報40年の歩み

　日本最古のタウン情報誌は、昭和48年1月29日（※）に長野
市で創刊した「月刊ながの情報」（㈱ケイシイシイ発行）です。「月
刊こおりやま情報」は、「月刊ながの情報」の姉妹誌として、昭和
56年12月25日にプレ創刊号（PR号）発行、昭和57年2月25日
に創刊号が発行されました。定価は200円。昭和57年は、東北
新幹線が大宮まで開通した年でもあります。
　平成元年5月号は、A5判からB5判にサイズアップして、定
価が250円になりました。その後、何回かの表紙ロゴデザイン
の変更などを経て、平成23年3月11日の東日本大震災の影響
により、同年8月号で有料雑誌としてのタウン情報誌は休刊。9
月号からは「こおりやま情報FREE」としてリニューアルしました。

「こおりやま情報FREE」は、その後も毎月25日に発行し、今日
に至っています。
　タウン情報誌は、インフォメーションとコミュニケーションを
基本に構成され、地域の皆様に役立つ情報、地域の皆様との
2WAYコミュニケーションをコンセプトに出版をしてきました。
この「ながの情報」の基本コンセプトは、今も変わらずに「こお
りやま情報」に受け継がれています。令和3年2月25日「こおり
やま情報」は、40年目を迎えることができました。これからも郡
山市を中心に、地域に密着した役立つ情報を発信していくこと
で、地域社会に貢献してまいりますので、「こおりやま情報」をよ
ろしくお願いいたします。

日本最古のタウン誌「ながの情報」
1973年（昭和48年）1月29日創刊号発行

PR号のこおりやま情報プレ創刊号は
1981年（昭和56年）12月25日発行

創刊号は、1982年（昭和57年）2月25日発行
定価200円　A5判　キャラは、ペン太君

1989年（平成元年）5月号からB5判に変更
定価250円

1992年（平成4年）創刊10周年表紙ロゴ変更 1996年（平成8年）創刊15年目に
表紙マークをKJに変更

1997年（平成9年）4月号から表紙ロゴ変更 2006年（平成18年）1月号から
WEB版も連動し、表紙ロゴ変更

2006年（平成18年）7月号から
新キャラ・うねめ姫、コウちゃん登場

2011年（平成23年）8月号表紙
特集は「郡山老舗の味」

2011年（平成23年）9月号から
A4判のフリーマガジンに

2021年（令和3年）3月号の表紙（本号）
通巻484号



※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。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、※新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、
各店舗により時間短縮営業している場合がございます。各店舗により時間短縮営業している場合がございます。

（4）2021年2月25日

地鶏のコク深いスープ
渾身の手打ち麺を堪能

ワンタンチャーシュー麺（普通）　1,100円

卵、保存料不使用の手打ち麺。地
鶏ガラ、丸鶏、ゲンコツからコク
と深みを引き出したスープ。燻製
チャーシュー、ワンタンも絶品。
郡山市富久山町久保田大原104-11
090-1068-2523
11：00～15：00
※材料がなくなり次第終了
月
有（8台）

住所

TEL

営業

定休

定休

P

手打ち中華　麺匠 ぜん

●

●

●

●

●

磐越西線

東
北
本
線

うねめ通り

三春街道
善宝池

総合南東北病院

ワークマンワークマン

コナカ
奥羽大学
歯学部附属病院

奥羽大学

行健中

★ ●
善宝池
公園

元祖・東池袋大勝軒の
山岸一雄直伝のつけ麺 

つけ麺（並盛）　750円+味玉110円

「東池袋大勝軒」の山岸一雄直伝
の「つけ麺」は、スープに辛み、
甘み、酸味がある。麺の量が大
盛の場合は40円増になる。
郡山市八山田西1-109
024-935-4262
11：00～21：00
※スープがなくなり次第終了
水（祝日の場合は翌日）
有（20台）

住所

TEL

営業

定休

P

東池袋　郡山大勝軒 

●

●

●

●

●

カインズ
ホーム

R4あ
さか
野バ
イパ
ス

★ヨーク
タウン
ヨーク
タウン

磐
越
西
線

セブンイレブン
ヤマダ電機

GS

AOKI

丼一杯のボリューム
「もやしらーめん」 

もやしらーめん　720円

人気の「もやしらーめん」は、お
いしいと評判の深沢の名水を使
用。もやし、ニンジン、ニラな
どが豊富なあんかけが美味。
郡山市熱海町熱海2-74
024-984-3635
11：00～14：30　17：30～LO20：00
木
有（10台）
http://ww5.et.tiki.ne.jp/~arichan/

住所

TEL

営業

定休

P

URL

あたみ食堂

●

●

●

●

●

交番
消防署

公園

磐梯熱海駅

★熱海
郵便局

フットボール
センター

旧R49

節香る個性派！
大人の味噌ラーメン

和の味噌中華そば　900円

豚ベースのスープに、赤味噌と
白味噌をブレンドしたオリジナ
ル味噌だれ、煮干し油、魚粉を加
えた旨味とコク深い一杯。
郡山市安積町荒井林の越1-7
024-946-2122
11：30～13：50
※スープがなくなり次第終了
土日祝 ※土日祝も営業する場合あり。詳しくは
お店の公式Twitter 　　　　有（12台）

住所

TEL

営業

定休

定休

P

昼ふろや

●

●

●

● ●

●

セブン
イレブン

セ
ブ
ン

イ
レ
ブ
ン

郡山国道
事務所 ローソン

ヨーク
ベニマル三万石

郡山南インター線

内
環
状
線

長沼
街道

★

ラーメン作り40年の
本格手打ち手切り麺 

手打ちラーメン　720円

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
製麺が自慢。幅広い世代に支持さ
れる体にやさしいラーメンだ。
郡山市大町1-3-4
024-933-9161
11：30～14：00（火水日ランチ営業）
17：00～翌3：00
月
無

住所

TEL

営業

定休

定休

P

らーめん酒房　平八朗

郡
山
駅

●

● ●

● ●

●
● ●

●

●

●

★

郡山ビュー
ホテル
アネックス

郡山シティホテル

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

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

三種のチャーシュー堪能
自家製ツルモチ麺も自慢

淡麗中華そば　720円

会津産醤油、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。「モモ」「肩」「バラ」
の三種のチャーシュー入り。
岩瀬郡鏡石町本町154-8
0248-62-2303
11:00～15:00
※売り切れ次第終了
火
有（20台）

住所

TEL

営業

定休

定休

P

中華そば 本田商店

●

●

●

●

●
東邦銀行

鏡石町役場

鏡石郵便局

ウエルシア

いちい

鏡
石
駅

★
至Ｒ４至郡山

Ｒ
４

郡山ブラックのスープと
白河ワンタンを融合

特製ワンタン麺（並・大）　1,000円

数種類の濃口醤油をベースにし
た郡山ブラックの漆黒スープ
と、白河ワンタンを融合させた
一杯。麺は中太ちぢれ麺。
郡山市駅前1-7-9安斉ビル1F
024-953-4447
11：00～15：00　17：00～20：30
第2・4火
無

住所

TEL

営業

定休

P

P

  NOODLE CAFE SAMURAI 

JOYSOUNDJOYSOUND
● ●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

ツルハ
ドラッグ
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あっさりした醤油味
昔ながらの中華そば

らーめん　600円

「らーめん」は、昔ながらのあっ
さりとした醤油味。スープは、鶏
ガラと香味野菜でダシを取り、
醤油は2種類をブレンドした。
郡山市虎丸町1-26
070-5471-9329
11：30～13：30　18：00～LO21：30
火祝11：30～13：30
不定
契約有 ※NPC郡山虎丸第二パーキング

住所

TEL

営業

定休

定休

P

まる虎

●

●

●

●

●

Ⓟ

鮨家だるま

ろうきん

静岡屋茶舗
契約パーキング

ホテル
ハマツ

合同庁舎

さくら通り
ファミリーマート

★

ジャパニーズパスタ
まぜそばの新メニュー

贅沢な極上塩まぜそば（並・大）　990円

「贅沢な極上塩まぜそば」は、
2021年新メニュー。白トリュフ
仕立て、パスタとまぜそばを融合
した味わい。スープ、追い飯付。
郡山市駅前2-7-16
024-991-6570
11：10～14：00　17：30～翌2：00
金土11：10～14：00　17：30～翌3：00
日（祝日の場合は営業）　　　無
http://rinrintei.com/

住所

TEL

営業

定休 P

URL

　まぜそば 凜々亭　郡山本店

●

●

●

●

●ＣＬＵＢ＃9

トイス
かんの
トイス
かんの●

●

●

菊
屋
茶
舗

郡山ビューホテル
アネックス
郡山ビューホテル
アネックス

ダイワ
ロイネットホテル
郡山駅前

ロ
ー
ソ
ン

三万石

ビ
ッ
グ
ア
イ

ア
テ
ィ
郡
山

ア
ー
ケ
ー
ド

駅前大通り 郡
山
駅

やわらかジューシーな
厚切り国産牛たっぷり

牛肉入りあんかけラーメン　1,000円

やわらかくジューシーな厚切り
国産牛肉がたっぷり入った一
杯。食べ応え満点で、コク深いま
ろやかさと後味の良さが上品。
郡山市御前南1-81-1
024-961-5518
11：30～14：45  ※スープがなく
なり次第終了　17：30～20：45
水（祝日の場合は営業）
有（10台）

住所

TEL

営業

定休

定休

P

　　　中国料理 呂望 岱
たいざんてい

山亭

★

● ●

●

●

●

●

●

●

ヨークベニマル

セブンイレブン

朝日が丘小学校
第七中学校

カワチ

ユニクロ

静御前通り

コ
ス
モ
ス
通
り

元
気
寿
司

静御前堂

インパクト強めで人気
モッチリ弾力自家製麺

にくにく味噌らーめん　880円

青森産にんにくをつぶして投
入！香ばしいニンニクチップ
や、まろやかな味噌と溶け合い、
中太ちぢれ自家製麺に絡む。
須賀川市小作田塚目8-8
0248-94-7370
11：00～14：30
※材料なくなり次第終了
月
有（25台）

住所

TEL

営業

定休

定休

P

 角田製麺 川東店

●
●

川
東
駅

県道63号

川東郵便局

至R49

至
Ｒ
４

至
Ｒ
４

県
道
１
４
１
号

★

県道138号

大東地域体育館

須賀川

ごまの風味濃厚な、
四川山椒香る担々麺

担々麺　860円

練りごまのクリーミーなコク、
自家製ラー油と四川山椒の鮮烈
な辛さ。肉味噌の旨味も溶けだ
して、まさにクセになる味わい。
郡山市朝日1-20-30ロンパイスビル1F
024-939-0380
11：30～14：30　18：00～22：00、
金土11：30～14：30、18：00～翌1：00
日祝
共同有（8台）

住所

TEL

営業

定休

P

紅
こうえんしゅか

焔酒家　光
こ う か

華 

●
●

●

●

●●

★
セブン
イレブン

ネッツ
トヨタ
郡山

ファミリー
マート開成柏屋

セブン
イレブン

がんがん丸

内
環
状
線

さくら通り

開成山公園

郡山市役所

濃厚豚骨×酒井製麺
横浜家系、本場の味

お得ラーメン　950円

家系御用達「酒井製麺」中太スト
レート麺に、濃厚豚骨スープ。
チャーシュー、のり、味玉などを
フルトッピングした人気の一杯。
郡山市桑野3-18-20
024-983-8122
11：00～14：45 18：00～21：00 
※材料がなくなり次第終了
木
有（9台）

住所

TEL

営業

定休

定休

P

横浜家系ラーメン 龍 郡山桑野店

●●

●●

●

● ●春木屋

Ｒ
49

★

カフェテラス
四季

福島放送ヨークベニマル

郡山
郵便局

カフェテラス
四季

うねめ通り

福島放送

ビバ
ホーム

ヨークベニマル

郡山
郵便局

ホンダ
カーズ福島

正月屋本店の味を伝承。
懐かしい味の支那そば

支那そば 半熟煮玉子入り　850円

定番人気メニュー。旨味豊かな
澄んだスープに、もちもちのち
ぢれ麺が相性抜群。プリプリの
チャーシューは店主渾身の味。

TEL
二本松市若宮1-334-6
0243-23-9588
11：00～14：30　17：00～20：00
水（祝日の場合は翌日）
有（８台）

住所

営業

定休

P

　　　 正月屋分店 支那そば やまき 

●

●

●
●

●

二本松
郵便局

Ⓟ

東北本線
二本松駅

二本松
警察署

GS

松坂屋酒店

至R4

★福島
銀行

二本松
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「応援！感謝！ふくしまの酒キャンペーン」
2月20日から3月20日まで実施中！

　福島県は「全国新酒鑑評会」で2012年から7年連続で金賞受賞数日本一を誇
る日本酒王国。この要因は、福島県の自然に恵まれた水や米、県内蔵元の酒造り
へのたゆまぬ努力と情熱、さらに「福島県ハイテクプラザ」の鈴木賢二副所長の卓
越した指導力などに起因している。
　福島県と福島県酒造協同組合では、「応援！感謝！ふくしまの酒キャンペーン」を
2月20日から3月20日まで実施している。期間中、福島県産の地酒（720ml）を買っ
て、ボトルに付いている専用ハガキ（料金着払い）で応募すると、抽選で1,000名
に福島県の地酒「大吟醸」や「純米酒」などが当たる。自宅での家飲み用やギフト
などに好みの福島県産の日本酒を購入して、豪華賞品をゲットしよう！県内の酒
販店、スーパー、百貨店で販売している。
　この機会に、国内はもちろん、世界的にも評価されている地元福島県の地酒を
味わってみよう。

【問合せ】 福島県酒造協同組合　【TEL】 024-573-2131　【ホームページ】 http://sake-fukushima.jp/

▶
詳
し
く
は
こ
ち
ら

▶
ボ
ト
ル
に
首
か
け
の
応
募
ハ
ガ
キ
が
付
い
て
い
る
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ボリューム満点、洋風総菜盛りだくさんで新発売。
「牛ヒレかつ入り洋風幕の内弁当」1,500円

野菜たっぷり重厚まろやかスープに角切り焼豚
日の出軒静町店限定「野菜味噌」800円（税別）

グルメアワード受賞で話題の石川町「餐」
数量限定「チャーシュー丼」が新登場

あじみ名物「タンメン」の激辛バージョン！
今売れてる一杯「辛しタンメン」（820円）

白河一大勢力「やたべ系」の最新店舗
「手打中華 慶（けい）」がオープン

欧州三ツ星出身シェフの店「PET
IT GREEN」では、お弁当に最
適な「牛ヒレかつ入り洋風幕ノ内
弁当」1,500円（税込）を新発売。
牛ヒレカツ、境港紅ズワイガニのク
リームコロッケ、チキンのトマト煮、
肉団子、エビと野菜の炊き合わせ、
厚焼きだし巻き玉子、ほうれん草
のおひたし、ごはん（天のつぶ）、
お漬物入り。いろんな味が詰まっ
た、食べ応えあるボリューム満点
弁当。働き盛りのビジネスマンの

会議弁当にも。要予約・夕方までの店頭渡し。

昼は昔懐かしい中華そばと、半炒
飯や丼とのセットメニューを主力に、
夕方からは豊富なおつまみを揃え、
飲んで・つまんで・中華そばでシメ
るラーメン居酒屋「日の出軒 静
町店」。静町店限定「野菜味噌」
800円（税別）は、コーン、もやし、
キャベツ、ニラなどたっぷりの野菜
を焼き炒め、オリジナルブレンド味
噌に担々ペーストを加えたスープと
煮込むことで、まろやかな深みを出
している。甘みとコクが重厚に合

わさった飲み干したくなる静町店限定ラーメン。

超大盛りメニューでも知られる須賀
川「あじみ食堂」では、昭和の
時代から長く愛される名物「タンメ
ン」を激辛に仕上げた「辛しタン
メン」（820円）が、ジワジワと人
気を呼び、プチブレイク中。一味
とトウバンジャンで辛味を加えた
真っ赤なスープがあふれそうなくら
いタプタプに注がれていて、スープ
をひと口味わえば、汗が吹き出す
が、たっぷり入った野菜の旨味と
甘味も加わり、ついつい飲み進め

てしまう。麺はモチモチの太麺。

昨年12月にオープンした「手打中
華 慶（けい）」（白河市関辺中道
下51）。白河の名店「やたべ」
で修業し独立した「やたべ系」最
新店舗だ。「やたべ」からは、マ
ルコーラーメン（石川町）、かしま（白
河市桜町）など、続々人気店がオー
プンしていて、白河で今一番勢い
がある注目勢力と言える。写真は、
「極慶ラーメン」（900円）。同商
品は、やたべ系で唯一辛口が選
べる点に注目したい。営業は11

時から14時※材料が無くなり次第終了。定休は火曜・第3水曜。

 欧風バル de PETIT GREEN　　 024-934-8899
 http://www.green-co.jp

 中華そばおつまみ 日の出軒 静町店
 024-952-0303

 昭和の味　あじみ食堂
 0248-75-1743

 手打中華 慶
 0248-21-9946

石川町「手打中華 餐」では、数量限定「チャー
シュー丼」（300円）が新発売。ホカホカご飯
の上に、糸唐辛子、温玉、ゴロゴロチャーシュー
がたっぷり盛られ、サイドメニューに最適。売切
れ次第終了なので、早めの来店注文がおすす
め。また、グルメコミュニティアプリ「SARAH（サ
ラ）」にて開催されているグルメアワード「SAR
AH JAPAN MENU AWARD 2020」にて、
同店の「醤油チャーシューメン」が全国の名店
と並び受賞し、こちらも話題。

 手打中華　餐(さん)
 0247-26-0511
 http://www.san-ra-men.com/
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本格的炭火焼の焼き鳥が評判！
郡山市西ノ内に「焼き鳥　鳥久」がオープン

福島県南酒販の女子社員が企画をした
第3弾の純米吟醸酒「福がある」新発売

郡山女子大学付属高等学校の生徒が開発した
「開成プリンセスポテト」が柏屋から新発売！

さわやかな季節に最適な、旬のお菓子
「郡山名物・大黒屋の梅どら」

郡山駅前の区画整理事業に伴い、
不動産の「マイルドホーム」が移転オープン！

久保田不動産は、2月3月は休まず営業！
家賃や初期費用も気軽に相談を

3月6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

KFBの特番「福島県民ラーメン総選挙2021」は、
3月10日水曜18時45分から放送が決定！

郡山市西ノ内に「焼き鳥　鳥久」
（郡山市西ノ内1-19-11CORNER
西ノ内）がオープン。店内にはカ
ウンター席が16席、テーブル席が
8席あり、店主の高久さんが炭火
で焼く「焼き鳥」が評判の味。「5
本のコース」（1300円）は、おま
かせ「焼き鳥」5本に鶏スープが
付く。焼鳥の種類は、20～25種。
営業時間は17時からラストオー
ダー22時30分、定休は日曜（祝
日の場合は翌日休み）、駐車場は、

店の向かい側に6台有る。

「郡山女子大学付属高等学校」
の生徒が主体となり、「柏屋」と
「JA福島さくら」が協力して開発し
たお菓子「開成プリンセスポテト」
が2月5日新発売。福島県産さつ
まいも「紅はるか」を使用し、素
材の味を活かした、しっとりとした
食感が口に広がる。5個入り756
円。この商品は、開成柏屋をはじ
め、郡山市内の柏屋直営店、福
島県観光物産館などで販売。な
お、2月5日から販売しており、数

量に限りがあるので商品がなくなり次第終了となる。

全国菓子大博覧会最高賞名誉総
裁賞受賞「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」（郡山市
中町14-8）。この季節おすすめは、
貴重な白加賀梅の甘露煮が入っ
た、ご褒美スイーツ系どら焼き「郡
山名物・大黒屋の梅どら」（1個
213円ほか）。特製梅あんが、さっ
ぱりとした梅味で、ふっくら焼き上
げられた皮に良く合う。また、「さく
ら生どら」も季節限定販売する。

「マイルドホーム」は、このたび郡
山駅前の区画整理事業に伴い、
新住所「郡山市駅前二丁目10
番22号」に移転した。なお、移
転先は、旧事務所同様に区画整
理事業地内に付き、一定期間経
過後に、再度事務所を移転するこ
とになる。なお、電話番号、ファッ
クス番号は変更ない。同社では、
郡山市内を中心に賃貸アパート・
マンションの管理業務、宅地分譲、
売買物件の斡旋を主とし、不動

産賃貸・売買物件を取り扱っている。

郡山市八山田「久保田不動産」
では、郡山市北部の八山田、富
久山町をメインに賃貸アパートなど
を管理しており、2月3月は定休日
無しで、休まず営業。営業時間
は9時から18時、2月3月の日曜・
祝日は、9時から17時30分まで営
業。仲介手数料が無料の物件も
多数あり、家賃や初期費用も気
軽に相談を。また、入居者が変わ
るごとに、ハウスクリーニングと室
内の完全消毒を実施。鍵はボック

スごと交換しているので安心。

福島放送では、福島県内の人気
No.1ラーメンを決定するスペシャ
ル番組「福島県民ラーメン総選
挙」を、3月10日（水）18時45分
から放送決定！インターネットやハガ
キで集めたデータをもとにランキン
グ。ラーメン大好き福島県民が選
んだNo.1ラーメンとは！?職人たちの
“ラーメン作りへの情熱”や、そこ
から生まれた自信作の数 も々見どこ
ろ。出演者は、あばれる君、平
子祐希（アルコ＆ピース）、武田

玲奈。

 焼き鳥　鳥久
 024-905-7367

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

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

 マイルドホーム　　 024-924-0050
 https://www.mildhome.net/

 久保田不動産　　 024-932-8787
 http://kubota-f.com/

 福島放送　　 024-933-1111
 http://www.kfb.co.jp/

「福島県南酒販」と「末廣酒造」のコラボ企
画で、第3弾の純米吟醸酒「福がある」が新
発売。ボトルの色合いは四つ葉のクローバーに
ちなんだグリーンに変更。福島県南酒販の女
性社員が企画し、女性の目線で飲みやすさに
こだわり商品を開発した。原料米は、会津産
夢の香。精米歩合60％、アルコール分13.5度、
「うつくしま夢酵母」使用。参考小売価格は、
500ml入1,300円（税別）、200ml入650円
（税別）。県内のスーパー、酒販店で発売中。

 福島県南酒販
 024-932-3251
 https://kurasu-alpha.com/

郡山消防本部と郡山地方消防防災協会では、
3月6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、湖南分署、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、逢瀬公民館。リサイクル料は
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
 024-923-1850
 http://www.shobo.koriyama.fukushima.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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【こおりやま情報FREE3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. 週に何回スーパーを利用しますか？
      

●みな伝スペシャル「○○もらってHAPPY！」（名前・ペンネームも書いてね）
　 宝くじや懸賞で当たった最高のもの、または人からもらってうれしかったものを教えてください。

●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3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. 週に何回スーパーを利用しますか？

　

●みな伝スペシャル「○○もらってHAPPY！」（名前・ペンネームも書いてね）
　宝くじや懸賞で当たった最高のもの、または人からもらってうれしかったものを教えてください。

●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FREE3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. 週に何回スーパーを利用しますか？

　

●みな伝スペシャル「○○もらってHAPPY！」（名前・ペンネームも書いてね）
　宝くじや懸賞で当たった最高のもの、または人からもらってうれしかったものを教えてください。

●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FREE3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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名称 日時・会場・料金 チケット・問合わせ

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

THE ADVENTURES proje
ct016

日 3月14日(日)11:00 ～15:30
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：有料　カタログ代600円
　 内容／オールジャンル同人誌展示即売会子供から大人まで楽しめるイベント。主催

ADV企画http://www.adv-kikaku.com/

問 ADV企画 kohga@adv-kikaku.
com

辻井伸行　日本ツアー2021
《ロマン派》

日 3月16日(火）19：00～
会 けんしん郡山文化センター 大ホール
料 全席指定 S席7,700円 A席6,600円 B席5,500円　※未就学児入場不可
　 ■プログラム／シューマン：蝶々／シューマン：子供の情景〈全13曲〉（見知らぬ

国より／珍しいお話／鬼ごっこ／おねだり／満足／重大な出来事／トロイメライ／
暖炉で／木馬の騎士／むきになって／おどかし／子供は眠る／詩人は語る）／リス
ト：リゴレット・パラフレーズ／リスト：愛の夢 第3番／リスト：メフィスト・ワ
ルツ 第1番

チ 発売中（文化セ、うすい、セ
ブンチケット、イープラス、
福島リビング、FTVチケット
センター）
Lコード：21371
Pコード：191-190

問 福テレ音声ガイド
℡ 024-536-8011

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

新日本プロレス　郡山大会 日 4月1日(木)18：30 ～ 20：30
会 ビッグバレットふくしま多目的展示ホール(1F)
料 有料 <前売券>特別リングサイド12,000円　リングサイド10,000円　指定席8,000円 

※当日券は全て500円アップ　 詳細はIKGプロモーションのHPで確認を
　 内容／プロレス興行　主催／IKGプロモーション

チ 発売中
問 IKGプロモーション
℡ 053-440-3880

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 発売中
問 キョードー東北
℡ 022-217-7788

吉幾三コンサート2021　郷愁
～ぬくもりを歌にのせて～　
IN 郡山

日 6月11日(金）（1）14：30～、（2）18：00～
会 けんしん郡山文化センター 大ホール
料 SS席7，500円 S席6，000円 A席4，000円 ※未就学児入場不可

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

※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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ニンテンドースイッチでYouTubeも見る事
ができるんですか！？ニンテンドースイッ

チおそるべし…。

サ ウナ大好きの私にとって、せめてもの救い
は日帰り温泉は営業しているという事。長居

は出来ないけどあちこち行って入りまくってます。
（チキン大好き）

滞在時間を気にせず、ゆっくりしたいです
よね（泣）

教えてください

畑 に建ててある透明のビニール貼りを他人の
手伝いなしに家族のみ３人で早めに貼り終

える方法、風が吹いても貼れるやり方を教えてく
ださい。

（オオニシケンジ）

テ イクアウトができるラーメンを知りたいで
す。

（さくら）

更 年期障害です。何かいい軽減方法あります
か？薬でなく食べ物とかで治るといいな。

教えてください。
（あきばあ）

茶 の間に飾る日本の神様の置物やまねき猫な
ど売っているお店の場所や情報を教えてく

ださい。
（桑野にスシローオープンしたね！）

子 供のニキビに悩んでいます。予約可能な皮
膚科を教えて頂きたいです。

（きらりん）

教えます

お もちは、固まる前に適当な大きさにまるめ
て、１つずつラップして冷凍すると、解凍時

にぷにゅぷにゅのやわらかおもちのままですよ。
（はっぴー）

こ おりやま情報2月号フーチャンさんへ。ベ
ルマークは、郡山第一中の正面玄関に専用

ポストあります。
（M.Y）

こ おりやま情報2月号のえびさんの教え通り、
私もペットボトルキャップを八山田のV

チェーンに持って行きました。
（フーチャン）

コ ンビニのアイスがチョコ系が多く、楽しん
でいます。ぜひ見てみてください。

（よし）

ラブメッセージ

３月生まれの、旦那と息子誕生日おめでと
う！！健康に気をつけて仕事頑張ってね。

悔いのない楽しい１年になりますように。旦那様、
いつも仕事手伝ってもらって本当にありがとう。
これからもよろしくお願いします。

（れんちゃん）

パ パ35歳の誕生日おめでとう♡仕事頑張って
くれてありがとう。これからも家族５人幸

せに暮らそうね！
（れんらんりん）

高 校の時の先輩であるゆかりさんへ。20年ぶ
りにバッタリ再会して、そのままカラオケ

行って頻繁に会うようになり、恋が始まりました。
今ではかけがえのない存在のアナタと今年の終わ
りぐらいに結婚を約束したね！よろしくね！

（ミラーストン）

１月に91歳の義母と86歳の実母が相次いで
亡くなりました。戦中戦後と、私には計り

知れない御苦労があっただろうと思います。２人
共「迷惑かけるから早く死にたい」とよく言って
いました。今の日本の基盤を苦労して作って来た
年代層の方々が、そんな風に思わない日本になっ
てほしいです。ゆっくり休んでください。お母さ
ん達。合掌。

（175）

そうですね。高齢の方々が心健やかに暮ら
せるような国になるべきですね！！

テ レビでスウェーデンの結婚式の風習を見
て、こんな風習があるんだなあと思って見

てました。スウェーデンでは結婚式の際、新郎が
トイレで席をはずしている時、新婦がキスをされ
結婚を祝福されるとか。ちなみに新婦がトイレで
席をはずしている際も同様らしい。うらやまし
い！！

（猫娘）

信じられない風習ですね。素敵かもしれま
せんが、キスされる相手にもよりますね（笑）

おっさんは勘弁（泣）

令 和２年12月にますやのラーメン郡山ブラッ
クが当たり、ラーメンを食べておいしかっ

た。ありがとうございます。
（K.S）

おめでとうございました！ますやのラーメ
ンおいしいですもんね♪

資 格取得のため、今春から学校に行きます。
アラフィフですが頑張ります。

（ふなっぴー）

いつになっても向上心をお持ちなのは素晴
らしい！！

（ねこまさ）

キャベツと油揚げを油で炒めて、砂糖、お酒、
みりん、醤油で味付けした一品が大好きで

す♪ご飯何杯でもいけちゃう！

人 波をかきわけて買い物するよーなバーゲン
に行きたいんだぞー！（心の声）

（どこでもドア）

戦場が待っているんですね（笑）早くでき
るようになりたいですね！

２月号に載っていた菜花とじゃこの和風スパ
ゲティを作りました！スパゲティはカッペ

リーニを使いました。これはりピ決定！
（べじりんく）

絶対うまいやつじゃないですか！じゃこの
カリカリ感がたまらない！！

最 近の子供はニンテンドースイッチでYouTu
beを見るのがお気に入りです。特に仕事か

ら帰ってくると、ニンテンドースイッチを持って
きて、見せてと言わんばかりにせがんできます（苦
笑）

（トモ）

ひとりもの申す

や っちまった！お給料日前の一番お金がない
時に2000円落としてしまった！私の気持

ちではお財布に3000円あるはずが1000円しか
ない！「あっ、セルフレジで小銭は確認したけど、
お札をキチンと見てなかった…」あああ…っ！反
省ですぅーっ！

（みと）

給料日前というのが痛すぎますね（泣）一
応お店に問い合わせてはいかがでしょう

か？

最 近困っていることは、モノの名前が出てこ
なかったり、覚えるのに時間がかかること。

先日も母と話していて「この間のアレだけど、そ
うだよね。」とそんな感じです。コレで通じるの
だからある意味すごいけど、ちょっと危ない。

（あき。）

同じです（泣）芸能人とかの名前が出てき
ません（笑）

花 粉症の時期ですが、コロナとの見分けがつ
かないのも怖いですね。

（サンサン）

近くで咳とかクシャミしてると気になっ
ちゃいますね。

な かなか当たらない宝くじや懸賞…。ホント
に当選してる人っているのかな～？「みな

伝」で宝くじ最高でいくら当たった事があるか？
懸賞で何が当選した事があるか？アンケート取っ
てほしいです。

（当てたい）

いただきました！次回のみな伝スペシャル
のお題にさせていただきます♪

私 の休日、日帰り温泉へ出かける事が楽しみ
の一つである。ちなみに私は硫黄の温泉が

好きである。
（山陰リスナー）

休日に温泉！最高のひと時ですね♪日頃の
疲れも癒されますね。

ぽ るたーたが見やすくなって便利になりまし
た。助かります。

（ハム太郎）

リニューアル大成功です！良かった♪

６0歳になり、体に無理ができなくなってき
ました。体に相談しながら、仕事や毎日の

生活をしていきたいです。
（みや）

日頃から無理をしないように、健康でいき
ましょう！

※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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中 学校３年生の時、週番をしていた私。同じ
班の１年生の落とし物を一緒に探し見つ

け、その１年生に渡しありがとうと言ってくれた
時に大人になったと実感しました(=^_^=)中学校
の後輩が帰りの挨拶をしてくれた時はうれしかっ
たです\(=^_^=)/

（猫娘）

お 年玉をもらうのではなく、渡す方になった
時…。

（ふなっぴー）

老 眼になった時。大人というよりじじいです
が。

（T.F）

自 分の意見をはっきり言える様になった時。
（ねこまさ）

居 酒屋さんに一人で行くようになったこと。
（ミラーストン）

成 人式を迎えお酒が飲めるようになった時。
（よし）

苦 いビールが「美味しい！」と思えた22歳の
頃です。

（チキン大好き）

バ レンタインやクリスマスをはじめとするイ
ベントで、もりあがる学生さんなどを見て

「若い人達はいいねぇ…ふふっ」かわいいなぁ
( ´艸｀)という感じになってきたとき。少し前な
ら、浮かれちゃって…まぁー。という感じだった
のに。［大人になった］というより、もはやおば
あちゃんの感覚に近い。

（える）

今 さらですけど…コロナ禍で手洗い、うがい
は毎日してます（笑）当たり前の事って大

人だなぁと感じました。
（歯に全集中）

次回のテーマ

皆伝スペシャルテーマは、「○○もらってHAP
PY！」です。宝くじや懸賞で当たった最高のもの、
または人からもらってうれしかったものを教えて
ください。楽しい投稿をお待ちしてまーす。

赤ちゃん＆ペット写真募集！

我が家の赤ちゃんorペットが一番かわいい！！そ
んな自慢の赤ちゃんorペット写真を募集中。みな
伝投稿フォームでのみの募集となります。ホーム
ページかQRコードから投稿してね。郵送での写
真投稿はご遠慮願います。かわいい写真をお待ち
しております♪

一 つの事を固執せず、多角的に物事を見るこ
とができたと思う。あと、場数を踏み物事

の優先順序も考えられるようになった。
（山陰リスナー）

友 達と居酒屋に行ってたくさん飲んだ時です。
（さくら）

お 年玉がもらえなくなった時。
（あきばあ）

酒 が呑める。いろんな事ができる。親の許可
がなくても。

（ハム太郎）

２1歳で結婚…大人になったと思いました。
（みや）

お 酒が飲めるようになったこと。大人といえ
ばお酒です。もちろん今でも大好きです。

（春よ来い）

免 許をとって車を買ったとき。いろんなとこ
ろに行きました。

（ひで）

子 供が生まれ、お父さんおめでとうございま
すと看護婦さんに言われた時。

（スマイルヒロ）

高 校を卒業し、東京で就職、１人暮らしを始
めた時。すべてを自分でという生活は大変

でしたが、楽しかったです。
（はーちゃん）

化 粧をしてみたいな。パーマをかけてみたい
な。と思った時大人の第１歩に感じました。

（きらりん）

ラ ーメンや焼き肉が重く脂っこく感じて苦手
に！まだ２０代です。この現象はなんだ？

（べじりんく）

成 人式…職場のに参加したのですが、大人に
なった気がしました。

（H.M）

め ちゃくちゃ甘い和スイーツあんこたっぷり
をリピートしてしまう。すあまのおいしさ

にめざめた。
（ドラきゅん）

コ ーヒーがうまい！！と感じたとき。
（パン）

丸 福珈琲店監修のWONDA無糖缶コーヒーの
「極」やバリスタの無糖のブラックコーヒー

の深みの味わいのおいしさが最近わかるように
なった瞬間です。

（ブラックコーヒーはにがし）

おいしい味情報

郡 山大槻のカリーアンドヌードル タイジン
ジャー。朝ラーという事で、常連さんが「い

つもの」と言って次々と入ってきます。気さくな
お店の方の親しみやすい雰囲気は好きになりま
す。朝ラータイムはコーヒー付き。カレーラーメ
ン、カレー、喜多方ラーメンおいしいです。

（さとみ）

駅 前のイルミネーションを見た帰りに、こお
りやま情報さんにも載っている「おむすび・

料理・お酒 結」さんでテイクアウトしました。
おにぎりもしらすと梅のコロッケも美味しかった
けど、特に出し巻玉子が絶品でした。また食べた
いです！

（ぱんのこ）

大人になったと思った瞬間

一 人でカフェに入って、道行く人を観察して
いる時。何もしない時間を過ごせる自分っ

て大人！！
（はっぴー）

成 人式の前日、髪を結ったまま高枕でお姫様
のように寝た時。昔のお話です。

（さとみ）

２0歳の時、お酒を飲んだ時。
（M.Y）

車 の免許をとって家族を送り迎えしたり、お
給料で食事やプレゼントをしたこと。

（あき。）

早 起きが辛くなくなった。仕事場で小さなト
ラブルがあっても平常心を保てるように

なった。メンタル強くなった。大人になったなあ
～。

（Yねぇ）

昔 々、成人式の用紙が来た時か？
（フーチャン）

無 口。
（オオニシケンジ）

初 めてクレジットカードで買い物をした時
は、ドキドキしました。

（サンサン）

堂 々とお酒が飲めるようになった時！！それ
までは、影でコソコソ飲んでいたことは、

口が避けても言えませ～ん(＞▼＜)
（のんべえ）

※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

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(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丁目10-22
℡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

洗面・脱衣所のある間取
り

設備 照明 給湯 シャワー エアコン B・T別

3740150878

郡山市
富久山町久保田

賃貸アパート

2K3.80万円

郡山市
大槻町西宮前

賃貸アパート

1LDK4.10万円
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

敷金・礼金ゼロ!!

設備 照明 TVホン 給湯 エアコン B・T別

3740251465

郡山市
富久山町久保田大久保

賃貸マンション

2DK3.90万円

  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・洋6・K3 
 礼 ○無 

 備 ○チェリーコーポ、キッチン独立タイプ  

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

 交 ○JR郡山駅徒歩30分 

  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 ○エルム郡山、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-4F 
 取 ○仲介  入 ○即日可 

 交 ○咲田2丁目バス停徒歩6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
富久山町久保田

賃貸アパート

1LDK5.90万円 ペット飼育は敷金3カ月

設備 TVホン DK エアコン WT メゾネット

1990156071

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  ○洋4.5・LDK 
 敷 ○2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 ○1カ月 

 入 ○即日可 
 交 ○ 
 取 ○代理 
 備 ○ヴィレッタミライ  

 共 ○込  駐 ○込  共 ○無  駐 ○5,000円 
 構 ○木造・2階建-1F  築 ○2016年  構 ○コンクリートブロック造3階建-2F  築 ○1976年 

(18)2021年2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。
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カラオケBanBan

※2月12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/）

休日当番医 診療時間9：00～17：00 郡山市内休日当番薬局

※2月12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。

郡山市休日・夜間急病センター
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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
さかえ内科クリニック（内科） 横塚2丁目15-6 024-941-2202
相楽眼科（眼科） 大槻町字西ノ宮西81-2 024-961-5115
永山歯科クリニック（歯科） 長者1-8-9 024-933-4439
かわなこどもクリニック（小児科） 安積3丁目298 024-947-5377
鈴木ファミリークリニック内科小児科（内科・小児科） 土瓜2丁目2-4 024-952-7711
村上整形外科（整形外科） 安積荒井1丁目182 024-945-8577
いわた歯科医院（歯科） 虎丸町7-2 024-934-6480
ユア・クリニックたかはし（小児科） 虎丸町1-5ロイヤルライフ虎丸1階 024-990-0646
折笠医院（内科・胃腸内科） 横塚6丁目10-18 024-944-1199
すずきクリニック（泌尿器科） 富久山町久保田字伊賀河原12 024-925-0860
猪去歯科医院（歯科） 八山田1-58 024-939-7022
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
佐藤胃腸科外科病院（内科・外科・消化器科） 図景1丁目4-6 024-922-3800
あさかストレスクリニック（心療内科） 安積3丁目341 024-937-6101
安積台遠藤歯科医院（歯科） 安積町笹川字北向6-24 024-945-4118
久米こどもクリニック（小児科） 島2丁目50-1 024-923-0585
永岡医院（内科・小児科） 富久山町久保田字上野17-1 024-922-2818
東部整形外科（整形外科） 字北畑15 024-956-1400
北見歯科医院（歯科） 安積町荒井字北大部1-12 024-947-0541

コスモ調剤薬局片平店 片平町字出馨東5-7 024-954-5701
アイランド薬局横塚店 横塚2-15-6 024-942-1189
クオール薬局郡山店 八山田7-107 024-991-0789
奥羽調剤薬局鳴神店 郡山市鳴神1-1-2 024-983-8535
エール薬局日和田店 日和田町字南原２-３５０ 024-968-1223
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
郡山調剤薬局虎丸店 虎丸町1-5 024-927-8011
コスモ調剤薬局横塚店 横塚6-65-3 024-941-0321
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
コスモ調剤薬局緑ヶ丘店 緑ケ丘東3-1-9 024-941-3100
日本調剤郡山薬局 向河原町4-40　郡山駅東ショッピングセンター内 024-941-1301
調剤薬局メルシー 安積町3-350 024-947-8101
調剤薬局ミッテル桑野店 桑野1-25-7 024-939-0511
クオール薬局郡山店 八山田7-107 024-991-0789
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

※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　郡山市上亀田1-1

TEL024-934-5656

日・祝日（内科・小児科）が9：00～17：00
毎夜間（内科・小児科）が19：00～22：00
　　　　　　　　　　　※1月1日を除く

診療場所

住所

お問い合せ

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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