


☆富久山町・八山田の物件をメインに管理しています

八山田2丁目
2DK（和6、洋6、DK6）★

ガスコンロ・TVホン付

●共益費／なし　  ●駐車料／1台分付無料
●敷　金／2カ月　●礼　金／2カ月
●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

46,000円
家賃
月額 2F角部屋

富田東5丁目
2DK（洋6×2、DK7.5）★
　ペット専用・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
●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

66,000円
家賃
月額

公園・
コンビニ近く

ペット可

富久山町久保田
　　　　3LDK（1F：LDK17.5、2F：洋5.5・6・10）★

スーパー隣

●共益費／なし　  ●駐車料／2台分付無料
●敷　金／2カ月　●礼　金／2カ月
●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・IHクッキングヒーター・BS

93,000円
家賃
月額 人気のメゾネット

八山田2丁目
　1K（洋10、K3）★

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
●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・BS・1F角

48,000円
家賃
月額 洋室広々10帖

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
●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3丁目
　　2LDK（和7、洋6.5、LDK11.62）★

追焚付・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
●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

56,000円
家賃
月額

スーパー・
コンビニ近く

八山田5丁目
2DK（和6、洋7.5、DK5）★
ガスコンロ・TVホン付

●共益費／なし　  ●駐車料／1台分付無料
●敷　金／2カ月　●礼　金／2カ月
●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・ガスコンロ・モニター付インターホン・
BS

52,000円
家賃
月額 2F角部屋

お家賃、初期費用、ご相談ください。
★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

●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！

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月は無休　日祝9：00～17：30　http://kubota-f.com

●シャトレーゼ
●村さ来●Vチェーン

●パチンコ
　マルハン

●

●デニーズ

久保田
不動産●

　●
北工

セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン

●

●ラーメン●
ショップ GS

総合南東北病院

内環状線㍿久保田不動産
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休営

富田東6丁目
1K（洋8、K3、ロフト）

2F角

●共益費／なし　  ●駐車料／1台分付無料
●敷　金／2カ月　●礼　金／1カ月
●仲介料／1カ月　●即日入居可
●給湯 ･シャワー・エアコン・洗浄便座

38,000円
家賃
月額 バス・トイレ別



2022年1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1,518円。

提供／笹の川酒造

1

ELT 024-945-0261

＜2名＞

純米吟醸酒「福がある」

福島県南酒販女性社員企画し「日本
酒っておいしい」と感じてもらえるよ
う福島県産にこだわった純米吟醸酒。
製造は末廣酒造。ボトルはブルーの瓶
で、1月29日発売。500ml1,320円。
提供／福島県南酒販

2

ELT 024-932-3251

＜1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

3
＜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)2022年1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。

ミネラルバランス抜群。
根強いファンが多い一杯
ミネラル分豊富な沖縄天然塩と丸鶏をぜい
たくに使ったスープを合わせ、カドが無い、
すっきりまろやかな味わいに根強いファンが
多い「しおらーメン」。甘みがプラスされる
バターとコーンのトッピングがあさくさファンの
定番で「みそ」や「しょうゆ」に比べてカ
ロリーも控えめ。 ▲「しおらーメン」（690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 11：30～20：30（LO20：00）※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/ 

新あずき収穫感謝祭 第2弾好評開催中！
「柏屋風どらトッツォ」好評につき販売延長
柏屋「新あずき収穫感謝祭」では、和菓子やケーキにも「新
あずき」を使用。好評につき「柏屋風どらトッツォ」（432円）
が販売延長に！柏屋人気のどらやき生地に、新あずきのつぶ
あんと甘酸っぱい苺ジャム、そして、たっぷり生クリームに、
フレッシュな苺をトッピング。「柏屋のシベリア風モンブあん」
（756円）は、しっとりふんわりスポンジ生地に滑らかなこし
あんを分厚くサンド。生クリームをナッペし、こしあんを細く絞っ
たらまるでモンブラン！

▲「柏屋風どらトッツォ」（432円）つぶあんと苺の組合せは、美味しさにこだわる柏屋ならではの味

 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/ 

▲「柏屋のシベリア風モンブあん」（756円）



2022年1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。

お花見は、ふくしまの酒で決まり！
ふくしまの酒「春セット」限定発売！

福島県と福島県酒造協同組合では、画家・橋本広喜さんが描く県内の風景53種類をラベリングした「日本酒720ml3本＋福島県産
おつまみ付セット」を企画・販売。１月１７日（月）から２月２８日（月）まで販売予約を受付中。キャンペーン価格は5,000円で、春ラベルの
日本酒（720ml）3本に福島県産のおつまみ付で送料無料。さらに、「ふくしまの酒」が当たる抽選券が付いている。商品の発送は、3月
中旬予定。お求めは、お近くの酒販店まで。詳しくは、福島県酒造協同組合のホームページで。

受付期間：2022年1月17日（月）～2月28日（月）
出荷予定：3月中旬頃

※銘柄は、何が入っているのか？開けてのお楽しみ！
※お酒は20歳になってから。
※酒販店毎に決済方法が異なりますので、購入時にご確認ください。

【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/

▲キャンペーンのホームページ。
注文はここからでもできます！

「日本酒720ml3本＋福島県産おつまみ付セット」が5,000円（税込・送料無料）

～1月17日（月）から2月28日（月）まで予約受付中～

キャンペーン価格

5千円
（税込・送料無料）



（4）2022年1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。

最新版

vol.12022ら～めんカタログ2022ら～めんカタログ
味噌で知られる老舗の
隠れ人気“濃い味醤油”

濃い味しょうゆ　820円

秘伝ダレ“とりのつゆ”を用いた
「しょうゆらーメン」の西ノ内店
限定濃い味。特製味付き背脂入り
で、スープ濃度や味も濃いめ。
郡山市西ノ内1-2-2K’ｓガーデン1F
024-921-7088
11：30～20：30（LO20：00）
※材料なくなり次第終了
金　　　有（50台）
http://www.kknet.com/asakusa.ra-men/

住所

TEL

営業
定休

定休

URL

あさくさらーメン西ノ内店 

●

●

●

●
●

●

龍宮城

あさか開成高校

うねめ通り

ファミリー
マート
ファミリー
マート

太田西ノ内
病院
太田西ノ内
病院 シミズ

ストア

セブンイレブン

★

P

淡麗系名物ラーメンに
コクと甘みをプラス

こってり肉醤
しょうはく

白　700円

淡麗系名物ラーメン「醤白らー
めん」に、コクと甘みをプラスし
た一杯。肉の旨味を閉じ込めた
チャーシュー、自家製麺も評判。
郡山市安積町荒井字火口内56-10
024-946-7750
11：00～19：30
※材料がなくなり次第終了
木
有（10台）

住所

TEL

営業

定休

P

らーめん厨房  ケラン 

セブン
イレブン●

●

●●

R
4
あ
さ
か
野
バ
イ
パ
ス

　オリエント
パークあさか

トライアルトライアル

柴宮小学校

柴
宮
団
地

★

昭和28年創業！
大衆食堂の人気ラーメン

肉野菜らーめん　800円

「肉野菜らーめん」は、豚肉、キャ
ベツ、モヤシ、ニンジンなど具だ
くさん！醤油味のスープで、ボ
リューム満点。
郡山市大町1-3-13
024-932-0173
11：00～21：30
日
契約有（1,500円以上の利用で
1時間無料）

住所

TEL

営業

定休

P

三松会館

郡
山
駅●

● ●

●

●

●

●

●
ビ
ッ
グ
ア
イ

三万石

郡山シティ
ホテル

郡山ビューホテル
アネックス

トイス
かんの

ア
ー
ケ
ー
ド

郡山シティ
ホテル

菊
屋
茶
舗

ロ
ー
ソ
ン ア
テ
ィ
郡
山郡山ビューホテル

アネックス

トイス
かんの
トイス
かんの

ア
ー
ケ
ー
ド

P

駅前大通り
★

自慢の手打ち麺で堪能
ピリ辛「胡麻味中華」

胡麻味中華　850円

蕎麦のような舌触りをイメージ
して打つ手打ち麺が、自家製練
り胡麻のピリ辛スープと絡み、
なめらかに変化する一杯。
石川郡石川町大字形見字大工内161
0247-26-0511
11：00～15：00 ※材料がなくなり次第終了
水（火曜日不定休）
有（11台）
http://www.san-ra-men.com/

住所

TEL

営業

定休

P

URL

手打中華 餐
さん

県
道
40
号

●
●

●

●★御
斉
所
街
道

水
郡
線 県道14号

ファミリーマート

石川
警察署

ビバホーム
石川店

母畑温泉 八幡屋

石川カントリー
クラブ

磐城石川駅磐城石川駅県道274号

R118

石川



※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。

2022年1月25日（5）

Ｗスープと自家製麺
なつかしい支那そば 

支那そば　半熟煮玉子入り　850円

丼の中であわせるダブルスープ
が、店主こだわりの味。自家製
麺に良く合い、なつかしい「支
那そば」が味わえる。
郡山市桑野2-7-15
024-935-6363
11：00～LO15：00　17：00～LO20：00
※スープがなくなり次第終了
水（祝日の場合は翌日）
有（16台）

住所

TEL

営業

定休

P

支那そば　正月屋 

●

●

●

●

● ● ●

うねめ通り

郡山
郵便局

福島放送

ビバホーム

ファミリーマート

春木屋春木屋

 GS

★
開成館

トクちゃん本店で修業。
トクちゃんの味を伝承

トクちゃんらーめん　750円

石井店長は、トクちゃん本店で修
業後、須賀川店を開店。「トクちゃ
んらーめん」は、コシのある手打
ち麺とコクのあるスープが評判。
須賀川市森宿狐石127-22
0248-94-7899 
11：00～19：00
火（祝日の場合は翌日）
有（14台）
http://tokuchan-rahmen.jp/

住所

TEL

営業

定休

P

URL

手打中華 トクちゃんらーめん 須賀川店 

●
●

●

●
●

至郡山

GS
スシロー

南部自動車学校

ローソン

フレスポ
須賀川
グリーン
モール

タイヤ館

★

Ｒ
４

2層スープの
醤油味専門店 

ラーメン 700円

2層スープのため、味の変化が
楽しめる醤油ラーメン。自家製
チャーシュー、平打ちぢれ麺が
自慢！
田村市船引町春山字赤間田34-1
0247-82-2980
11：00～14：30　17：00～20：00 
※材料がなくなり次第終了
火11：00～13：30
無　　　有（50台）

住所

TEL

営業

定休

　　丸信ラーメン 船引店 

● ●

磐越東線

GS

かんのや
三春インター店

セブン
イレブン

船引三春IC

三春バ
イパス

R288
●

磐越自動車道

至
船
引
駅
前

至
三
春
町

至
三
春
町

★

船引

P

野菜がたっぷり
タンメンの専門店 

タンメン　800円　

柔らかいキャベツをはじめ、健
康的な野菜がたっぷり入ったタ
ンメンの専門店。自家製の餃子
（300円）と一緒に味わいたい。

郡山市菜根3-12-12
024-938-1421
11：00～LO20：00
無
有（15台）
http://daisangen-gyoza.com

住所

TEL

営業

定休

P

URL

餃子とタンメンの店　大三元 

●

●

●

★ セブンイレブン

ホワイト
歯科

郡山第三
中学校

R49

静御前通り

P

愛され続ける昭和味
老舗の名物タンメン

タンメン　780円

さっぱりだけどコク深い味で人
気の名物「タンメン」。味自慢の
「半チャーハン」(300円)との
セットが常連客の定番。
須賀川市山寺道2-7
0248-75-1743
11：00～19：00
日
有（12台）

住所

TEL

営業

定休

P

URL

　　　昭和の味 あじみ食堂

●

●

● ●

●

須賀川駅須賀川駅

カワチ

ヨーク
ベニマル

★

R
4

須賀川
第二中学校
須賀川
第二中学校

丸亀製麺

ドン・キホーテ

しまむら

福島交通
須賀川営業所
福島交通
須賀川営業所

須賀川

ラーメン通をうならす
しょうゆラーメン 

トクちゃんらーめん　750円

店長の浅川さんがラーメン作
りにこだわる「正統派しょうゆ
らーめん」。コシのある手打ち
麺とコクのあるスープが自慢。
郡山市桑野1-25-9
024-925-3390
11：00～19：00
火（祝日の場合は翌日）
有（18台）
http://tokuchan-rahmen.jp/

住所

TEL

営業

定休

P

URL

手打中華 トクちゃんらーめん 本店

開成山公園
●

スズキ写真館

●

さくら通り

Ｒ
49

●

開成山大神宮

郡山
女子大学
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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

自家製ダレで煮込んだ
チャーシューが自慢！

みそチャーシューメン　980円

チャーシューは、注文を受けてか
ら手切りすることで、脂と旨味が
逃げずにスープに溶け出しコク
も増す。ダントツ人気の一杯。
郡山市駅前2-3-3
024-922-2908
11：30～LO15：30、17：00～LO20：30、
金土 LO23：00
水　　  契約有（48台）
http://www.kknet.com/asakusa.ra-men/

住所

TEL

営業

定休

定休 P

あさくさらーメン駅前店

●ダイワ
ロイネット
ホテル郡山駅前

三松会館

●● ●
くしぜん

天くう

ば
ん
ざ
い

セブン
イレブンセブン

イレブン
●

●

URL

ピリ辛名物ラーメン＋
野菜大盛+味付とり肉

ごまみそラーメン 野菜大盛+味付とり肉　900円

名物「ごまみそラーメン」に、野菜
1日摂取目標の2/3を使用した
「野菜大盛」、秘伝タレ「味付とり
肉」入り。麺は自家製「竹踏み麺」。
須賀川市柱田字中地193
0248-65-2008
11：00～14：30
※夜は配達のみ
日
有（10台）

住所

TEL

営業
定休

定休

P

千代乃や食堂 

●

セブンイレブン

須賀川特撮
アーカイブセンター

★
県
道
55
号

県道67号●

●

●
JA

岩瀬中

須賀川

1日分の野菜350ｇ入り
創業以来人気No.1商品

野菜みそラーメン　750円

1日の必要量350ｇの炒め野菜
と豚バラ肉を使用した創業以来
人気No.1の一杯。もちもちの自
社製中太麺もスープと相性抜群。
郡山市八山田西1-127
024-933-3363
10：45～20：00
無
有（25台）

住所

TEL

営業

定休

P

URL

ラーメン　みそ伝 八山田店 

●

●●
●

磐越西線

★
ヨーク
タウン

R4あさか
野バイパス

ツルハ
ドラッグ

アラジン

カインズ
ホーム

アラジン 郡山北
警察署

至R288至R288

カインズ
ホーム
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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。

辛さと清涼感あふれる
深夜人気の〆ラーメン

激辛！セロリトマトラーメン  880円

清涼感を増すセロリやトマト、たっ
ぷりの野菜を炒め、鶏ガラベースの
スープと合わせ醤油、特製辛子味
噌を合わせたオリジナルラーメン。
郡山市中町12-9 1F
024-923-9177
18：00～翌3：00
日
無
http://www.foodsworks.co.jp/

住所

TEL

営業

定休

P

URL

ハイボール酒場　かどいち

郡
山
駅

駅前大通り

ツルハ
ドラッグ

秋田銀行

ア
テ
ィ
郡
山

● ●

●

● ●

●

●

●

● ●

●

●
●

●

●

うすい

ホテル
プリシード
郡山

JOYSOUND
ダイワ
ロイネット
ホテル
郡山駅前

郡
山
ビ
ュ
ー
ホ
テ
ル

ア
ネ
ッ
ク
ス

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

★姑娘飯店

人気の名店げんこつ屋
上質な東京豚骨ス－プ 

東京豚骨しょうゆらーめん　720円

毎朝店内で炊き上げる、上質な
東京豚骨スープは、豚骨ならで
はの奥行きのある旨味に、特製
醤油だれが芳香を添える一杯。
郡山市富久山町久保田田池1-3
024-935-1388
月～木11：00～17 ： 00、
金～日11：00～22 ： 00
不定休
有（15台）

住所

TEL

営業

定休

定休

P

東京豚骨　げんこつ屋 

●

●

●

セブンイレブン

ツルハドラッグ

奥羽大学

大東銀行

うねめ通り

★

クリーニング専科

●

●
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解体麺書
　ラーメンは「スープが命」と言われているが、スープに合った「麺」も、うまいラーメンの重要な要素といえる。
麺をすすると麺にスープが絡んで、口の中いっぱいにうまみと風味が広がる。この麺とスープの究極の組み
合わせが、『ラーメン通』には、たまらない至福のラーメンが楽しめる瞬間だ。そこで、富多屋生麺のヌードルプ
ロデューサー渡辺一明社長にラーメンの「麺」について伺った。

麺の基礎知識麺の基礎知識
　麺の品質を一番左右するのは、小麦粉と水、そ
のほかの材料を混合する工程である。こね合わ
せる速さや時間がポイントになる。近年では真空
状態で混合する方法もある。そして、麺の味は、
小麦粉の種類や加水量の違い、卵などの配合や
麺の形状で変わってくる。さらに、麺の熟成時間
や茹で時間、組み合わせるスープでも変わってく
る。これらの技の組み合わせが、ラーメン職人の
腕の見せ所といえる。
 

麺の形状
　麺の形状は、「ストレート」「ちぢれ」「揉みちぢ
れ」などに分けられる。断面は、一般的には「角」
「真角」「平」「丸」に分かれる。最近では、「ダ
イヤモンド型」や「溝入タイプ」も登場している。
「麺」の太さは、「幅」と「厚み」からなることを押
さえておこう。

麺の幅
　麺の幅は、10分の1ミリ単位の世界になる。標
準的な生中華麺の幅は1.5ミリで、この幅を基準の
「中麺」としている。これより細いものを「中細麺」
「細麺」「極細麺」、これより太いものを「中太麺」
「太麺」「極太麺」と一般的には呼ぶ。

《代表的な例》
九州ラーメン
　麺の幅１.１ミリ～１.２５ミリ　極細麺
札幌ラーメン
　麺の幅１.７ミリ　中太麺
東京醤油ラーメン
　１.２５ミリ～１.５ミリ　中細麺・中麺
喜多方ラーメン
　２.２ミリ～２.５ミリ　太麺
極太つけ麺
　２.５～３.０ミリ　極太麺・超極太麺

備考：この幅は「生麺」に付き、実際に茹で上がっ
た麺は、水分を含むのでこの幅と異なる。（茹でる
と1.1～1.5倍になる）さらに、それぞれの店によっ
て、太さ（幅）の基準が異なる場合もあるので、一
般的な目安になる。また、手打ちの包丁切りの場
合は、麺の幅が不規則になるので「乱切り麺」と
呼ばれることもある。

麺の厚み
　通常の場合、麺の幅に対して厚みの割合は、「４：
３」といわれている。好みで「１：１」の「真角」にし
たり、喜多方ラーメンの場合は「５：２」の平打ちにし
ている。また、横浜の家系ラーメンの場合は、麺の
幅よりも厚みが多い「逆切り」（深堀）にしている。

　
麺
の
断
面
図

取材協力／富多屋生麺 Ⓒ 無断転載はご遠慮ください。麺の幅は富多屋生麺の基準で表示しています。

～こだわりの麺を知ろう～
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福島県南酒販の女子社員が企画をした
第4弾の純米吟醸酒「福がある」1月29日発売

柏屋では「新あずき収穫感謝祭」開催中！
「新あずき」の柏屋薄皮饅頭を好評発売中

2月14日（月）は、バレンタインデー。
完璧な口どけと芳純なカカオの香りを贈ろう

寒い季節は、体が温まる味噌ラーメンが食べたい
ふくしま感染防止対策認定店「ケラン」の味噌

体がポカポカ温まる一杯。
「たっぷり生姜の鶏そば」冬季限定登場

東北のパリ、郡山のモンマルトルを目指して！
「売寅（ウルトラ）初売セール」2月10日まで開催中

2月号の表紙は、郡山コミュニティ放送 kocoラジ
「愚痴ってなんぼ！￥」遠藤さんと小林さん

欧州三ツ星出身シェフの店「PET
IT GREEN」では、バレンタイン
デーに最適な「テリーヌ・ド・ショ
コラ」の予約を受け付け中。世
界のトップパティシエたちに愛され
る、フランスヴァローナ社ハイカカ
オチョコレートを使用した、完璧な
口どけと芳純なカカオの香りの極
上スイーツで、サイズはヨコ7cm×
タテ18cm×高さ4cm 、価格は
3,780円。また、濃厚な甘さがク
セになる大人プリン「ルチェ・フラン」

（1ホール6号）3,780円もあり。どちらも要予約、地方発送OK。

甘辛麻婆の汁無しオリジナル麺
「元祖 紅焔そば」（780円）が名
物として知られる、朝日の「光華」
では、「たっぷり生姜の鶏そば」
（880円）が冬季限定登場中。し
めじ、白菜、ネギ、ニンジン、きく
らげ、鶏胸肉、生姜がたっぷり入っ
て具だくさんな一杯。さっぱりした
鶏白湯風スープに、生姜の清涼
感が加わり、体がポカポカ芯から
あたたまるので、寒い季節に最適。
女性にもおすすめの味わい。麺は

細麺。

「ギャラリー菜根」（郡山市菜根
3-31-15 山田浩代表）は、東北
のパリ、郡山のモンマルトルを目指
して令和2年オープン。1階ギャラ
リーは15坪あり、作品展示などに
利用可能。現在「売寅（ウルトラ）
初売セール」を2月10日（木）まで
開催中で、最大50％OFFで絵画
が購入できる。ミニ額絵ワゴンセー
ルでは、複製絵画などを300円～
500円で販売。営業時間10時か
ら17時。定休は月曜・第1・3日曜、

祝日。駐車場14台。

コミュニティFM「郡山コミュニティ
放送 kocoラジ」。こおりやま情報
今月の表紙は、「愚痴ってなんぼ！
￥」火曜(10：00～10：20)を担
当する遠藤みつひろさん（税理士）
と小林恵さん。お金、保険、税
金などに関して、リスナーの愚痴を、
みっちゃん先生が的確に回答し、
小林さんはリスナーの立場から先
生にコメントする番組。再放送は、
金曜19時40分～20時、土曜22
時20分～22時40分。周波数は、

FM79.1MHz。

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

 紅焔酒家 光華（コウエンシュカ コウカ）
 024-939-0380

 ギャラリー菜根
 024-953-3205

 郡山コミュニティ放送　kocoラジ
 https://www.fm791.co.jp

「福島県南酒販」と「末廣酒造」のコラボ企
画で、第4弾の純米吟醸酒「福がある」は、
1月29日発売。ボトルはブルーで、お洒落なデ
ザイン。福島県南酒販の女性社員が企画し、
華やかな香りとやや甘めな飲み口で、バランス
の取れた酸味がある。原料米は、会津産夢の
香を使用。精米歩合60％、アルコール分
13.5度、「うつくしま夢酵母」＋「うつくしま煌
酵母」を使用。参考小売価格は500ml1,320
円。福島県内のスーパー、酒販店で発売。

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

柏屋では、年に一度の限定出荷「新あずき」
を使用した柏屋薄皮饅頭を2月下旬（予定）ま
で販売中。「つぶあん」は、新あずきならでは
小豆本来の香りがより力強く、ふっくらとした食
感と豊かな風味が特徴。「こしあん」は、新あ
ずきならではよりみずみずしく、繊細な香り。さ
らに、なめらかな口どけと上品に広がる甘味が
特徴。新あずきのパッケージで、直営店、駅、
サービスエリア売店、オンラインショップで扱っ
ている。

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

淡麗系の名物ラーメン「醤白らーめん」で知ら
れる「ケラン」では、味噌系統のラーメンも評判。
甘みがあり、香りの良い西洋ネギ「ポロネギ」
をチャーシューと和えてトッピングした「ポロ葱み
そらーめん」650円（写真上）、背脂とチャー
シューがたっぷり入った「こってり肉みそ」700
円（写真下）がある。麺は、モチモチした食
感とコシ、小麦の香りが特徴の自家製麺。「ふ
くしま感染防止対策認定店」でもある同店で、
体温まる味噌ラーメンはいかが？

 らーめん厨房　ケラン
 024-946-7750
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「こおりやま日帰り温泉」2022年版の発売記念
特集。郡山市内の 10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」2022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347
枚付いてます。

やすらぎの里 井戸川温泉
入浴料 大人600円、小人（小学生）400円、小学生未満100円

℡024-957-2173　住 郡山市逢瀬町多田野字休石35
営 9：00～20：00　休 無　 P  有（30台）

６００円で１日満喫。源泉かけ流しの温泉宿 泉質／適応症  カルシウムナトリ
ウム硫酸塩泉／リウマチ、糖尿病、
神経痛、動脈硬化、冷え性

風呂の種類 大浴場、露天風呂

休石温泉 太田屋
入浴料 大人600円、小人400円

℡024-957-2620　住 郡山市逢瀬町多田野字休石29
営 9：00～21：00　休 12月24日　 P  有（50台）

平安武将の伝説が残る、効能たっぷりの霊泉 泉質／適応症  硫酸塩泉／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

源田湯バス停 さとうとバニラと

蕎麦家
県道6号
（湖南線）

多田野川

至三森峠 ●●
●

源田温泉郷 forest バン源田
入浴料 大人600円（60分）、800円（180分）、小人（小学生以下）300円（60分）、400円（180分）

℡024-957-2320　住 郡山市逢瀬町多田野字源田5
営 10：00～18：00　休 火　 P  有（20台）

豊かな自然に囲まれた、森の中の天然温泉の宿 泉質／適応症  カルシウム・ナト
リウム硫酸塩泉／関節炎、慢性皮
膚病、美肌

風呂の種類 男女別／大浴場、
露天風呂、ジャグジー

逢瀬中

蕎麦家

浄土松
公園

県
道
29
号アトリエ

さとうとバニラと

県道6号

ゆとりろ磐梯熱海
入浴料 大人870円、小人（4歳～12歳未満）550円 ※土日祝 大人1,200円、小人770円

℡024-984-2811　住 郡山市熱海町熱海5-18
営 15：00～21：00　休 不定休　 P  有（120台）

開湯８００余年になる、美肌の湯でくつろぐ 泉質／適応症  アルカリ単純温泉
／神経痛、筋肉痛、打ち身、冷え性
など

風呂の種類 大浴場、露天風呂、
岩風呂、フィンランドサウナ ※フィ
ンランドサウナは男女入替制

ホテル華の湯
入浴料 大人1,200円、小人（小学生以下）600円

℡024-984-2222　住 郡山市熱海町熱海5-8-60
営 10：00～12：30　13：00～18：00（最終受付17：00）
休 無　 P  有（400台）

30種類の風呂で湯舎（ゆや）めぐり 泉質／適応症 アルカリ性単純温泉／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 庭園露天風呂／ひのき
樽風呂、かくれ湯、足ツボの湯など　展望ひ
のき癒しの湯／備長炭の湯、トルマリンの
湯など　貸切風呂／家族風呂、ランプの湯

浅香荘

貸切温泉の宿 深山荘
入浴料 ペア貸切2,000円、ファミリー貸切3,000円（子供を含め4人まで）（50分）

℡024-984-2648　住 郡山市熱海町熱海5-171
営 11：00～16：00（予約のみ） 休 不定休 P 有（6台）

併設カフェ「杢（もく）」は壁画などアート満載 泉質／適応症  アルカリ性単純泉
/ 胃腸病、皮膚病、リウマチ、婦人
病、神経性諸疾患

風呂の種類 五右衛門風呂、大
浴場

楽山

水林亭
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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。

温泉ゲストハウス 湯kori
入浴料 500円

℡024-984-3811　住 郡山市熱海町熱海1-109
営 10：00～16：00　休 不定休　 P  有（5台）

美肌の湯に入って、寛ぎと癒しを感じたい 泉質／適応症  アルカリ性単純温
泉／神経痛、筋肉痛、関節痛、五十
肩、運動麻痺など

風呂の種類 浴室（週替わりで
男女入れ替え）

郡山ユラックス熱海
入浴料 大人400円、中学生300円、小人（小学生以下）200円

℡024-984-2800　住 郡山市熱海町熱海2-148-2
営 9：00～21：00（最終受付20：00） 休 第1火 ※9月
第1週に臨時休館有。詳細施設まで P 有（550台）

多彩な風呂が楽しめる、くつろぎの温泉施設 泉質／適応症  アルカリ性単純温
泉／神経痛、筋肉痛、関節痛、五十
肩、運動麻痺など

風呂の種類 かぶり湯、打たせ湯、
泡沫湯、全身湯、圧注湯、水風呂、サウナ、
露天風呂、寝湯、五衛門風呂、陶器風呂

ほのぼのするお宿　湯のやど 楽山
入浴料 大人800円、小人（小学生以下）500円　（60分）

℡024-984-2325　住 郡山市熱海町熱海5-39
営 10：00～19：00　休 無　 P  有（50台）

個性豊かなお風呂でゆっくりくつろぐ 泉質／適応症 アルカリ性単純温泉／
神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺など
風呂の種類 男女別／大浴場、
露天風呂、露天陶器風呂
貸切風呂／ひのき風呂、親子釜風
呂、立ちんぼの湯

萩姫の湯 栄楽館
入浴料 大人1,000円、小人（3歳～小学生）500円

℡024-984-2135　住 郡山市熱海町熱海4-47
営 10：00～12：00　13：00～18：00（最終受付17：00）
休 無　 P  有（120台）

展望大浴場を彩る、四季折々の情景 泉質／適応症  アルカリ単純泉／
神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運
動麻痺など

風呂の種類 展望大浴場、檜露
天風呂、檜たる風呂
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名称 日時・会場・料金 チケット・問合わせ

郡山の歴史～旧二本松藩士族と
大槻原開墾～

日 2月8日（火）～3月1日（火）（全4回）毎週火曜10：00～12：00
会 中央公民館 2階 第4講義室
料 800円
　 地方史研究者ら4名を講師に迎え、“郡山の歴史”と題し、幕末維新と当時の郡山で

の開墾事業についての講義を行う。定員は40名、先着順で受付し、定員に達した時
点で申込み締切となる。申し込みは、中央公民館窓口・電話・市ウェブサイトにて
受付中。

チ 申し込み受付中
問 郡山市立中央公民館
℡ 024-934-1212

辻井伸行日本ツアー 2021-22 日 2月9日（水）19：00開演
会 けんしん郡山文化センター 大ホール
料 S席 7,800円 A席 6,800円 B席 5,800円 ※未就学児入場不可 ※チケットは1人4枚ま

で。
　 車椅子席については、福島テレビ開発事業部（024-536-8010）まで問合せを
　 出演／辻井伸行詳細・最新情報は、主催者である福島テレビのウェブサイト（外部

サイトhttps://www.fukushima-tv.co.jp/event/2001/09/-202122.html）をご覧くだ
さい。曲目・曲順等は変更になる場合がございます。

チ 発売中（びあ、ローチケ、福
テレチケットセンター（ネッ
ト受付のみ）、福島リビング
新聞社）

問 福テレ音声ガイド
℡ 024-536-8011

こおりやま寄席 三遊亭小遊三
独演会

日 2月11日(金・祝）14：00開演
会 けんしん郡山文化センター 中ホール
料 全席指定(税込) 特等席3,200円、一等席2,700円、車椅子席1,350円 [落語友の会 特等

席2,700円、一等席2,200円] [みゅーあい郡山 会員価格 特等席:2,700円 一等席:2,200
円] ※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販売

　 テレビでお馴染みの三遊亭小遊三さんによる独演会

チ 発売中
問 けんしん郡山文化センター
℡ 024-934-2288

はやしべさとし 三十歳の旅立
ち ～叙情歌を道づれに～　郡
山編

日 2月12日(土）15：00開演
会 けんしん郡山文化センター 中ホール
料 全席指定6,000円 ※未就学児入場不可 ※車椅子でご来場のお客様はキョードー東北

まで連絡を。
　 詳細・最新情報は、主催者であるキョードー東北のウェブサイト（http://www.

kyodo-tohoku.com/artist_page.php?a_id=686）をご覧ください。

チ 発売中（ぴあ、ローチケ、
e+、うすい）
Lコード：22780
Pコード：207-064

問 キョードー東北
℡ 022-217-7788

ホール探検ツアー 日 2月19日(土）（1）10：00開演 （2）14：00開演
会 けんしん郡山文化センター 大ホール
料 無料(要事前申込) 各回20名　※先着順 ※小学生以下は保護者の同伴が必要

チ 2022年1月9日(日)9：00より電
話による申込 ※先着順、定員
になり次第終了

問 けんしん郡山文化センター
℡ 024-934-2288

世界の名器「スタインウェイ」
「ベーゼンドルファー」を弾き
に行こう

日 2月18日（金）～2月20日（日）9：00～19：00　※1枠60分(準備・片付等の入替時間を
含む)

会 けんしん郡山文化センター 中ホール
料 1枠60分(入替時間等含)につき 1台2,500円 2台3,000円 ※録音希望者別途 1,000円※

先着順・要事前申込 ※定員になり次第終了
期 日：2022年2月18日(金)・19日(土)・20日(日)時 間(枠)： 各 日 ① 9:00～10:00　
②10:00～11:00　 ③11:00～12:00④13:00～14:00　 ⑤14:00～15:00　 ⑥15:00～16:00 
⑦16:00～17:00　⑧17:00～18:00　⑨18:00～19:00 ※1枠60分(準備・片付等の入替時
間を含む) ※2台申込むと「スタインウェイ」「ベーゼンドルファー」の弾き比べが
できます。

チ 発売中（2022年1月15日(土)
9:00より電話による申込 ※先
着順、定員になり次第終了）

問 けんしん郡山文化センター
℡ 024-934-2288

※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 近あちこちにコインランドリーと冷凍
ギョーザの無人店舗がオープンしている気

がする。今流行しているのだろうか。
（山陰リスナー）

コインランドリーは布団とか大型のものも
洗濯できて便利で、コロナ禍で人と接しな

くていい冷凍ギョーザの無人店舗は需要があるん
でしょうね。

コ ロナが収束したら温泉旅行沢山行きた
い！！

（M　LOVE）

できるだけ早く、何も気にせず温泉旅行が
できる日が早く来ますように！

ラ ジオのMCの方が、湯たんぽを愛用してい
ると聞いたので、私もマネして買って使っ

てます。
（175）

湯たんぽ！いいですね。これで朝までぐっ
すりですね♪

今 、学校で好きな女の子がいるのに、恥ずか
しくて話したりする事ができません。どう

しよう…。
（タッキー）

何も話せず後悔しないためにも、積極的に
いきましょう♪

漫 画を読む、落語、漫才などのお笑いを視聴
して、心を明るく楽しむことにしようと

思っています。今まで幼年期に漫画を読む体験が
なかった（読書の中に入らなかった）が、弘兼憲
史さんの漫画を入門として私の漫画の世界が広が
りつつあります。新しい経験です。

（まりたん）

面白い作品がたくさんあるので、これから
も楽しみですね。面白い映画やドラマの原

作が漫画というのも結構ありますし。

教えてください

お すすめの食事テイクアウトを教えてくださ
い。

（Fuse）

ク リスマス終わってしまいましたが、私の子
供の頃は、ケーキといえばバタークリーム

でした。たま～に食べたくなりますが、なかなか
売っているケーキ屋さんがなく…。三万石さんは
ホールで売っていて、大友パン店さんはたぬき
ケーキ、それ以外のケーキ屋さんで売っている所
があれば知りたいです。

（生クリームケーキも好きです。）

教えます

１月号のはるようさんへ。柏屋の薄皮饅頭や
大黒屋のくるみゆべしがおすすめです

v(=^._.^= )v
（猫娘(=^._.^= )）

厄 年に突入する１月号のミラーストンさん
へ。ゲッターズ飯田さんの占いの本がおス

スメです！１年分の「良い日」「悪い日」がのっ
ていて、悪い時期の過ごし方や注意点などのアド
バイスもあり、私は日々チェックして参考にして
過ごしています！

（女子ママ）

ミ ラーストンさんへ。毎日、朝日を浴びるこ
と。「厄」は「役」と解釈すること。はるよ

うさんへ。薄皮饅頭、ままどおる、ゆべし。さら
に鯉料理と藤乃井（日本酒）。

（H.K）

僕もぐうたらやってきたので、今年こそは
気を引き締めないと！

昨 年の６月頃から、のむヨーグルトを夕食後
にコップ１杯飲んでいます。知人から花粉

症が治ったと聞いたので。
（N.H）

花粉症の方には朗報ですね。ヨーグルトの
種類にもよるそうですが、効果があるよう

ですね。

年 末ジャンボに期待しています。
（ロー）

結果はいかがだったでしょうか？

神 田沙也加さんの訃報が信じられません。ク
ラスメイトが11月にマイ・フェア・レディ

を観たそうで、楽しそうに話してましたが訃報を
知ってショックです。両親も素晴らしいです。やっ
ぱり今でも切ないしさみしいです。本当に泣けま
す（涙）忘れません。

（１年４組学級員SW2510）

ご冥福をお祈りいたします。これからもっ
と活躍されるはずだったのに残念です。

神 田沙也加さんの訃報を知り泣いてしまいま
した。とても悲しいです。かわいらしく、

素晴らしく歌声が大好きです。もっと見たかった
し会いたかった。松田聖子さん夫妻も素敵な人で
すね。

（べじりんく）

僕も悲しいです（泣）アナの声優もやられ
ていて、可愛らしい演技と歌声は素晴らし

かったです。

寒 くて、動けません（涙）
（サー）

今年の冬は本当に寒いですね。外にいるだ
けで涙が出てきます。

干 し柿をブランデーやラム酒につけて大人の
オヤツを食べるのが楽しみです。

（H.M）

うわー♪おしゃれな食べ方ですね！食べる
と酔うのでしょうか？

２021年12月31日帰宅時が吹雪でタクシーで
帰ることに。料金を支払う時にたぶん手袋

落としたんだと思う。黒だから見つけにくかった
んだよね。１月２日仕事始めの帰りに100均でも
ふもふタイプのピンクにネイビーのストライプの
手袋を買いました。びょーんと伸びるタイプと思
い込んで。ところがつけてみると、あれっ、思っ
たより伸びない…小さいまんま...家に着いて付い
てたタグをよーく見たら（子供用）と小さい字で
書いて有りました。トホホ...。

（wm）

あららー、ついてなかったですね。こうい
う事って続きますよね（泣）

孫 にいろいろプレゼントして喜ぶ姿を見るの
が幸せです。

（ひで）

ひでさんもお孫さんもどちらも幸せでいい
ですね♪

今 年も息子家族は帰省しませんでした（コロ
ナ収束しないので）。いつになったら会える

のでしょうか？テレビ電話だけではさみしいで
す。

（K.S）

第６波が懸念されてますからね。当分は我
慢でしょうか（泣）

ひとりもの申す

家 族で温泉旅行に行きたい！いいかげん、コ
ロナよ、落ち着いて～！

（鏡の中の大工さん）

まだ当分は温泉へ行くのにも、しっかりと
した感染対策をするしかないですね。

娘 が今「うつ」になって病院に通っています。
ムリな事３カ月もやらされ、心が折れてし

まいました。会社は辞めました。夜、ようやく眠
れるようにはなりましたが、「不安感」や「あせり」
に苛まれ、まだまだ辛そうです。親として見守る
しかありませんが、キャパ超えのガマンはしちゃ
ダメです。

（WM）

一日でも早く心が癒やされて、今後の人生
を楽しんで過ごせるようになってほしいで

す！

納 豆を買うために売り場に行くと、若い娘さ
んがきれいに積み上げられた納豆パックを

一つひとつどけて、賞味期限の遠いものを購入し
ているのを目撃。一緒にいたお母さんも何も言わ
ない。気持ち分かるけど、コロナ禍なのでなおさ
ら商品にあまり触れず手前取りを心がけたいと思
いました。

（ネバネバ）

フードロスを無くすためにも、手前取りは
大切ですね。今まで私も奥から取っていま

した（反省）

（H♡Y）

素晴らしい施設ですね♪特産品販売所やカ
フェまであるんですね。

た まに行く定食屋のおじさんが、よく話しか
けてくるのでうっとうしいです。なんとか

ならないかな…。さっさと食べて帰りたいのに…。
（バスロマン）

話し好きなんでしょうね。仲良くなって何
でも言えるようになれば解決かな？？

１年が早すぎる。そして、だんだんぐうたら
してきた性格と身体…気持ちも身体も引き

締めねば…。
（コーさん）

※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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料 理する時は、必ずレシピ本等を見ながら指
定量を確実に測り、加熱時間等もレシピ本

に書いてある通りにするようにしています。丁度
良い味付けに仕上がり美味しいです。

（まーたん）

私 は身体を洗う際、左腕から洗うことにして
いる。右側から洗おうとすると、洗い心地

が悪い気がするので。
（山陰リスナー）

お 米は湯川村産。初めて食べた時の衝撃と
言ったらもう…。魚沼産よりも私は大好き

です。
（ふにゃ）

年 を重ねると共になくなりました。
（こん）

毎 月１回は風船を膨らませて（空気と水）割
る。

（タッキー）

新 聞、ラジオ、テレビなどの運勢占いはよく
見てしまいます。できるだけ忠告に従うよ

うにします。あとは朝の一番茶。梅干しとお茶か
らの私の一日（祖母ゆずり）。

（マリたん）

毎 朝FBで「朝のあいさつ」を投稿すること毎
朝５時55分に。少しづつファンが増えて楽

しい交流が広がっています。
（H.K）

ロ ッカーなど、番号を選ぶときは必ず［奇数］
を選択。（今はなかなかその機会がありませ

んが）外に食事に出たときは基本、いつもの場所
でおなじみのものを注文。たまには違うものを、
と冒険することはほとんどないです。そして、量
販店でみんなと同じ服を買うことに昔からためら
いが…。まったく同じ服を来た人が向こうから歩
いてきたらどうしよう、ということは子供の頃か
ら恐怖でした。なるべく人とかぶらない服装や持
ちものを意識しています。

（える）

次回のテーマ
皆伝スペシャルテーマは、「私の休日の過ごし方」
です。アナタの有意義な休日の過ごし方を教えて
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♪

こ だわりは、お祝いには「のり巻き」です。
シンプルに、そぼろ、たまご、しいたけ、

かんぴょう、きゅりを巻いて作る定番のお祝いの
一品です。

（コーさん）

エ コバッグを忘れない。
（Fuse）

早 寝早起。主婦業（笑）になってからのこだ
わりです。

（N.H）

ラ ーメン屋さんでラーメンを食べるときに酢
を入れる。味変をしたい時に試してまあす。

（猫娘(=^._.^= )）

勉 強する時は、物からそろえます！！
（ロー）

靴 を履く時、歩き出す時、必ず左足からにし
てます。何となく無意識に昔からそうして

ます。
（何か意味あったかな？）

外 食の時でも「いただきます」「ごちそうさま」
は、しっかり言うこと！！

（サー）

目 玉焼きの黄身はかため。
（ハム太郎）

学 級員です！でもクラスメイト一人一人の意
見を聞き逃しません。

（１年４組学級員SW2510）

納 豆を食べる時は、必ず何かをトッピングし
ないと気が済まない！（ネギ、キムチ、のり、

玉子、アボガドなど）納豆だけだと、どうしても
物足りない！

（女子ママ）

家 族に自分達でつくった野菜や米を食べさせ
て安心して暮らしたい。

（みや）

ラ ーメンを食べる時、一口目はまずスープか
らいただきます。麺の茹で湯が混ざってい

ないスープ本来の味が楽しめる様な気がします。
（麺魔）

筆 記具はノベルティの社名入りペンを使わな
い。

（昭和のヒーロー）

寒 い冬の日は、アツアツの鍋料理でのりきり
たいです。

（H.M）

靴 下は、右足から履きます。
（かめ）

私 の譲れないこだわりは、タートルネックと
モフモフのもも引きです。やはり冬の間は

譲れないこだわりですねー。年齢には、勝てませ
ん。ぴえん。早く春になって欲しいです！

（モチモチ★もふもふ）

部 屋を掃除して、すっきり生活するのが幸せ
です。

（はーちゃん）

宝 くじの当選を売り場でみてもらう時は必ず
一人でいきます。（一度10万円当たったの

で～）
（K.S）

な んでもプラス志向で、いつも笑顔を忘れな
いこと。決して人のせいにしないことを守

り続けたいと思います。
（れいちゃん）

１月号のミラーストンさんへ。厄年は年齢的
に疲れがでやすい年と聞いたことがありま

す。いつもより、ご自分を労る年にされてはどう
かと思います。そんな私も厄年です。しっかりと
厄祓いし、お互い良い年になりますように。

（ぷぅたろう）

ラブメッセージ

お 父さん誕生日おめでとう。
（ハム太郎）

おいしい味情報

桑 野の「洋食屋カフェ リングツリー」のハ
ンバーグがおすすめです。お肉がとっても

柔らかくジューシー。ソースも種類があり、すご
く美味しいです。ランチもサラダ、スープ、ドリ
ンク付きでお得なので、ぜひ堪能してみてくださ
い。

（まーたん）

須 賀川市長沼のりりぃ洋菓子店。ケーキに注
目しがちですが（もちろんとても美味しい

です）、焼き菓子が素晴らしく美味です。ほど良
い甘さとサクサク食感。木苺ジャムのシエルが特
にオススメです。

（ふにゃ）

白 河の芭蕉亭のチャーシューメン。非常に美
味でそんなに混んでないのでおすすめで

す。
（こん）

本 局近くに出来た「ふじやからあげ郡山店」
とっても美味しいです！！

（175）

おすすめのかかりつけ医

開 成宮本歯科医院はスタッフ一同親切です
し、治療室もおしゃれです。（知人談より）

（１年４組学級員SW2510）

私の譲れないこだわり

シ ャンプーの詰め替えを１液も残さずに出来
る。やりきる！あとは、引き出しをぴちっ

と閉まってないと、すご～くいやです。あとゴミ
箱いっぱいなのもいや。

（WM）

朝 食は絶対に卵かけゴハン！！
（鏡の中の大工さん）

Ｄ isney大好き♡
（M　LOVE）

自 分にとってコーヒーは、ガソリン的存在で
す。

（ミラーストン）

納 豆には酢を入れて食べること。「蒸れた足
臭い匂い」と家族に言われようが、私にとっ

て安価な健康法なのだ～！
（ネバネバ）

く つ下やくつ、ズボンなど必ず左から通した
りする。

（H♡Y）

伊 藤かずえさんのように、古いクルマを大事
に乗り続けていること。ただメンテナンス

が大変…。
（バスロマン）

※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（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（8）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！

郡山住まい情報　
《お 問 

郡山住まい情報編集室　
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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(5)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（11）第20175号　（株）マイルドホーム
郡山市駅前2丁目6-7
℡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（7）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（4）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

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

新規会員募集中！
合 せ》　
TEL024-922-3131　　

手軽に簡単！物件探し！



 

 

 

 

郡山市
富久山町久保田乙高

賃貸アパート

1K2.70万円 無料WiFiあり!!

設備 冷蔵庫 BS DK ネット 給湯

3740151467

敷金・礼金ゼロ!!

設備 照明 TVホン 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
富久山町久保田

賃貸アパート

2DK3.40万円 郡山富田駅徒歩13分!!

設備 照明 BS 給湯 シャワー エアコン

3740156393

郡山駅徒歩16分の好立
地!!

設備 照明 BS DK 給湯 エアコン

3740116762

郡山市
咲田２丁目

賃貸アパート

1K4.50万円

  間  ○洋7.2・K2 
 礼 ○無 

 備 ○ケントハウス、修繕負担金33,000円  

 敷 ○無 
 駐 ○別契約  共 ○2,000円 
 築 ○1993年  構 ○木造・2階建-1F 
 取 ○仲介  入 ○即日可 

 交 ○JR郡山駅徒歩20分 

  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 ○2,200円  共 ○込 
 築 ○1996年  構 ○木造・2階建-1F 
 取 ○仲介  入 ○即日可 

 交 ○JR郡山駅徒歩20分 

  間  ○和4.5・洋6・DK5 
 礼 ○無 

 備 ○エコール桝形、フルリフォーム済!!  

 敷 ○2カ月 
 駐 ○別契約  共 ○込 
 築 ○1977年  構 ○軽量鉄骨造・2階建-2F 
 取 ○仲介  入 ○即日可 

 交 ○JR郡山富田駅徒歩13分 

  間  ○洋8・K2 
 礼 ○1カ月 

 備 ○パティオ咲田  

 敷 ○1カ月 
 駐 ○別契約  共 ○込 
 築 ○1997年  構 ○木造・2階建-2F 
 取 ○仲介  入 ○即日可 

 交 ○JR郡山駅徒歩16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)2022年1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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月極Parking情報

赤木町 5,500円 － － 5,500円 1台 1/24～空予定・区画狭い コナンリアルエステート 024-922-6500

赤木町 8,800円 － － 8,800円 1台 1/24～空予定 コナンリアルエステート 024-922-6500

安積町荒井 3,300円 1カ月 － 1カ月 1台   開成土地建物 024-933-0202

安積町荒井 5,500円 1カ月 － 1カ月 5台 ダイユーエイト安積店近く レントライフ郡山店 024-946-6040

安積町荒井東屋敷 4,000円 1カ月 － 1カ月 1台   レントライフ郡山店 024-946-6040

安積町荒井 4,400円 1カ月 － 1カ月 6台 マクドナルド郡山安積店近く マイルドホーム 024-924-0050

開成5丁目 5,000円 － － 1カ月 4台 安積高校近く、舗装、文化通り沿い コナンリアルエステート 024-922-6500

香久池2丁目 4,400円 1カ月 － 1カ月 4台 こおりやま東部学園近く マイルドホーム 024-924-0050

賀庄 4,950円 4,950円 － 4,950円 2台 ダイユーエイト安積店近く レントライフ郡山店 024-946-6040

小原田1丁目 4,400円 1カ月 － 1カ月 5台   開成土地建物 024-933-0202

小原田5丁目 5,000円 － － 1カ月 1台 あじよし食堂近く アースライフ 024-925-6400

小原田2丁目 3,500円 － － 1カ月 5台 東部幹線、こはらだ幼稚園近く コナンリアルエステート 024-922-6500

根3丁目 4,000円 1カ月 － 1カ月 2台 大三元近く レントライフ郡山店 024-946-6040

咲田2丁目 3,500円 － － 3,500円 6台   さくら信宅 024-923-3050

島2丁目 4,500円 － － 1カ月 3台 桑野協立病院近く ウッドライフ 024-956-9811

鶴見坦 4,000円 － － 1カ月 5台 第一中近く アースライフ 024-925-6400

堂前町 8,000円 － － 1カ月 2台 堂前月極駐車場 天野中央不動産 024-938-8503

堂前町 13,200円 － － 1カ月 2台 縦列2台、T堂前町駐車場 天野中央不動産 024-938-8503

富田町大徳南 4,400円 － － 1カ月 4台 うねめ温泉近く 天野中央不動産 024-938-8503

富田町向舘 3,300円 － － 1カ月 15台 希望ヶ丘団地、第六中近く コナンリアルエステート 024-922-6500

深沢2丁目 5,500円 1カ月 － 1カ月 3台   開成土地建物 024-933-0202

富久山町 5,000円 － － 1カ月 1台 若松屋うら アースライフ 024-925-6400

富久山町梅田 5,000円 － － 1カ月 2台 梅田ポンプ場近く 天野中央不動産 024-938-8503

富久山町久保田上野 3,500円 － － 1カ月 33台 舗装、R4・ヨークベニマル富久山店近く コナンリアルエステート 024-922-6500

富久山町久保田大久保 4,950円 － － 1カ月 2台 げんこつ屋近く 天野中央不動産 024-938-8503

富久山町久保田下河原 3,850円 1カ月 － 1カ月 4台 東部幹線近く、ビッグつばめ郡山店東側 マイルドホーム 024-924-0050

富久山町福原 3,300円 1カ月 － 1カ月 13台 富久山自動車学校近く マイルドホーム 024-924-0050

方八町 7,000円 － － 1カ月 3台 イオンタウン郡山近く コナンリアルエステート 024-922-6500

桃見台 6,600円 1カ月 － 1カ月 3台 桃見台小学校近く マイルドホーム 024-924-0050

八山田5丁目 5,500円 － － 1カ月 7台 内環状線沿い、南東北病院近く コナンリアルエステート 024-922-6500

所在地 駐車料 敷金 礼金 仲介料 空き 備考 問合せ ＴＥＬ

この他にも、月極Parking情報は、郡山住まい情報ホームページでチェック。
http://www.koriyama.net/



※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）2022年1月25日

カラオケBanBan

※1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

※1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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わんぱくさいとうこども医院（小児科） 御前南6丁目122 024-983-0189
佐々木医院（内科・循環器科） 町東1丁目196 024-952-3661
さくま耳鼻咽喉科（耳鼻咽喉科） 鶴見坦2丁目9-19 024-990-3387
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
池田内科医院（内科） 安積町荒井字下北井前43-5 024-946-3251
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
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
植松医院（胃腸科・外科・整形外科・内科） 大槻町字六角北30-11 024-952-6755
さかい小児科クリニック（小児科） 富田東3丁目20 024-921-2216
おおた呼吸器クリニック（呼吸器内科・内科） 富田東3丁目105 024-991-0515
相楽眼科（眼科） 大槻町字西ノ宮西81-2 024-961-5115
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
山本内科医院（内科） 本町2丁目7-15 024-933-1133
村上整形外科（整形外科） 安積荒井1丁目182 024-945-8577
桑野協立病院（小児科） 島2丁目9-18 024-933-5422
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
あさか耳鼻咽喉科クリニック（耳鼻咽喉科） 安積3丁目312-3 024-945-2933

あい調剤薬局大槻店 024-962-9766 FAX.024-962-9767
スマイル調剤薬局コスモス通り店 024-951-8117 FAX.024-951-8117
フジ薬局鶴見坦店 024-990-3380 FAX.024-990-3381
さくら薬局みなみ壱番店 024-925-4193 FAX.024-935-4131
アイランド薬局陣屋店 024-925-4189 FAX.024-925-4190
クオール薬局郡山店 024-991-0789 FAX.024-925-6888
コスモ調剤薬局片平店 024-954-5701 FAX.024-954-5702
アイランド薬局横塚店 024-942-1189 FAX.024-942-1192
ひかり薬局中町 024-927-1510 FAX.024-927-1511
調剤薬局ツルハドラッグ八山田店 024-991-8826 FAX.024-991-8826
柴宮調剤薬局 024-937-2790 FAX.024-937-2745
日本調剤郡山薬局 024-941-1301 FAX.024-941-1305
かめだ調剤薬局 024-921-5171 FAX.024-921-5171
コスモ調剤薬局喜久田店 024-963-0077 FAX.024-963-0088
クオール薬局郡山店 024-991-0789 FAX.024-925-6888
ひかり薬局桑野 024-921-3838 FAX.024-921-3533
富田の杜薬局 024-962-7644 FAX.024-962-7445
メルシー薬局南店 024-947-3117 FAX.024-947-3107

※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・歯科）が
9：00～17：00

毎夜間（1月1日を除く）（内科・小児科）が
19：00～22：00

診療場所

住所

お問い合せ

診療時間

医療情報医療情報
Medical Information

たまかわ ふるどの はなわ 季の里天栄 羽鳥湖高原 猪苗代 裏磐梯 ばんだい 喜多の郷 あいづ  湯川・会津坂下
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【こおりやま情報FREE2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. おすすめのお得なランチのお店を教えてください。

      

●みな伝スペシャル「私の休日の過ごし方」（名前・ペンネームも書いてね）
　アナタの有意義な休日の過ごし方を教えてください。

●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2月4日必着）
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　アナタの有意義な休日の過ごし方を教えてください。

●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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　アナタの有意義な休日の過ごし方を教えてください。

●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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※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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