


☆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

47,000円
家賃
月額 追焚付

八山田4丁目
1K（洋10、K3.5）★

コンビニ・スーパー近く

●共益費／なし　  ●駐車料／1台分付無料
●敷　金／2カ月　●礼　金／2カ月
●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・浴室乾燥機・モニター
付インターホン・BS

49,000円
家賃
月額

洋室広々
10帖

八山田2丁目
1K（洋10、K3）★

コンビニ・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／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・BS

48,000円
家賃
月額 カードキー

富田東5丁目
　　2LDK（洋5.5、洋5.6、LDK7.8）★

ペット可

●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・システムキッチン・BS

66,000円
家賃
月額

ペット用
シャワールーム付

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

八山田西4丁目
　　2DK（洋6、洋7.5、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　  ●5月下旬入居可
●追焚給湯･シャワー・エアコン・シャンプー
ドレッサー・洗浄便座・ガスコンロ・モニター
付インターホン・トランクルーム・BS

62,000円
家賃
月額 洋室のみ

八山田3丁目
   2LDK（和6、洋6、LDK10.6）★

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
●仲介料／なし　  ●即日入居可
●追焚給湯 ･シャワー・エアコン・シャンプー
ドレッサー・洗浄便座・モニター付インター
ホン・BS

55,000円
家賃
月額 トランクルーム付

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　日祝9：00～17：30　http://kubota-f.com
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休営

八山田6丁目
1LDK（洋6.3、LDK11.7）★
インターネット無料

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

72,000円
家賃
月額 床暖房

ペット可



2022年5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。

「ふくしま もも SPAR
KLING WINE」

「ふくしま逢瀬ワイナリー」として
は、初リリースとなる桃のワイン。
福島県産もも100％「ふくしま も
も SPARKLING WINE」（1,485円 ）
を3名に。
提供／ふくしま逢瀬ワイナリー

1

ELT 024-953-3131

＜3名＞

福島一辛口「 いち 」

笹の川 福島一辛口「いち」は、福
島県内で一番辛口の日本酒。アル
コール度数が19度。ロック推奨、
燗ツケ厳禁。大辛口なので、料理と
の相性が良い。
提供／笹の川酒造

2

ELT 024-945-0261

＜2名＞

ウイスキー963オリジ
ナルスキットルボトル

「ウイスキー963」のロゴが刻印さ
れたオリジナルスキットルボトル
（5,000円・170ml）が新発売。ステ
ンレス製、高級感あふれる輝きを放
つデザイン。
提供／福島県南酒販

3

ELT 024-932-3251

＜1名＞

ますや本店　中華そば　
郡山ブラック　乾麺　2袋

「中華そば ますや本店　元祖 郡山ブ
ラック」の乾麺は、1袋に2人前入
りでスープ付き。醤油の香りが漂う
中華そば。製造者は「あらい屋製麺
所」。
提供／あらい屋製麺所

4

ELT 024-946-2800

＜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）

5

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

6

ELT 024-958-2316

＜2名＞



(2)2022年5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。

滋味深い旨味と後味の良さ
西ノ内限定「濃いみそつけ麺」
西ノ内店限定「濃いみそつけ麺」は、並盛・大盛
まで同一料金1,000円、特盛1,250円で数量限定
提供中。具だくさんのつけ汁は、西ノ内店名物「濃
い味みそ」をベースに開発され、天然だしにこだわる
同店だけに、滋味深い旨味と後味の良さも秀逸。最
後はスープ割りで堪能しよう。

◀「濃いみそつけ麺」1,000円。写真は大盛

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】11：30～20：30 （LO20：00）※材料なくなり次第終了
【休】金　【P】有（50台）
【URL】http://www.kknet.com/asakusa.ra-men/

「フレッシュメロンのデコレーション」
期間限定6月30日まで発売中！
柏屋から、この季節ならではのメロンづくしのケーキ「フレッ
シュメロンのデコレーション」（2,484円）がお目見え！メロン
風味のスポンジに、メロン風味のクリームをたっぷり絞り、2
色のメロンをごろっと、デコレーション！フレッシュメロンとまろや
かなクリームが重なり合って、爽やかなおいしさが広がる味わ
い。販売期間は、6月30日（木）まで。開成柏屋をはじめ、
最寄りの柏屋洋菓子扱い店で発売中。

▲メロンづくしのケーキ「フレッシュメロンのデコレーション」（2,484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/

▲開成柏屋は、さくら通り沿いにある



※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5月25日（3）

郡山の名物グルメpart.2

郡山市駅前2-1-12
【営】16：00～LO24：00 【休】日（祝日の場合は翌日）
【P】契約有　※2,000円以上の利用でエリートパーキング1時間無料

鮨 うなぎ 割烹　新月
℡024-922-0908

初代は宮内庁の料理人として退職
後に、昭和８年に郡山で創業。郡山
で初めて生寿司の提供をはじめた
老舗。四代目の女将おすすめは、
「うまき」。うなぎを玉子焼きで巻
いた一品料理。

老舗ならではの味「うまき」が評判

▲うまき　2,530円

4,400円～
コース料金

人数／個室
2～40名／個室有

◆おすすめ◆
■

■

郡
山
駅●

●

●
●

●

●●

●

郡山ビューホテル
アネックス

菊
屋
茶
舗

郡山シティ
ホテル
郡山シティ
ホテル

四方山
ゴクート
三万石

トイス
かんの

セブン
イレブン★
駅前大通り

郡山ワシントン
ホテル

並寿司 1,650円、上寿司 2,640円、
鰻重 竹3,740円、新月特選おまかせ握
り寿司5,500円、新月コース（要予約）
4,400円
生ビール（中）660円、日本酒（燗）1合
550円、笹の川吟生300ml880円、玄宰　
大吟醸　1合1,650円、ワイン 寿司ラベル
（白）720ml 3,300円

郡山市駅前2-3-2　駅前グリーンビル１Ｆ
【営】18：00～翌3：00　日17：00～24：00 
【休】月　【P】無

とり・てつ焼き　甚六 
℡024-938-3636

ジューシーで味わいのある「伊達
鶏」の良質の部位を使った焼き鳥
約20種類を主力にしたモダンな
雰囲気の焼き鳥店。特製ピリ辛ダ
レで炒めた肉と野菜を熱々の鉄鍋
で提供する「鉄鍋」も名物品。

「伊達鶏焼鳥」と「鉄鍋」が名物の人気焼鳥店

▲鉄鍋三種盛り　1,700円

4,000円～
料理+120分飲み放題付き

宴会料金

人数
3～24名

◆おすすめ◆
■

■
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郡山ビューホテル
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ア
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駅前大通り

珍満

ますや

東邦銀行

郡山シティ
ホテル

三松会館
★

三万石
●

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

●

伊達鶏焼鳥 200円～、鉄鍋 580円～、し
いたけのチーズ入り肉巻き 2ケ 730円、
クリームポテトの明太チーズ焼き 680
円、トロトロ鶏レバー800円
焼酎 480円～、京の華 純米吟醸（福島） 一
合 900円、越乃景虎 超辛口大吟醸（新潟） 
一合 1,400円、サントリープレミアムモルツ　
ジョッキ 660円、ハイボール 490円～

郡山市駅前2-6-19 増子時計店地下1階
【営】17：00～24：00、金土・祝前17：00～翌1：00
【休】月　【P】無　http://www.foodsworks.co.jp/

四方山～GOQUUTO～ 
℡024-924-0223

お酒の飲み方、合わせる料理にこ
だわった“オトナカジュアル”な
店。肉・魚介・チーズ料理をはじめ、
パスタ、デザート、コーヒーまで、
各種ワインや豊富なお酒と一緒に
心ゆくまで楽しめる。

お酒の飲み方、合わせる料理にこだわりあり

▲小海老ときの子のアヒージョ803円、ポテトニョッキのゴルゴンゾーラソース858円、フレッシュモッツァレラチーズのマルゲリータ858円

4,000円～
料理+120分飲み放題

宴会料金

人数／個室
4～35名／個室2室
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■

■
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アネックス

ダイワロイネット
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駅前大通り

●
●

かどいち 姑娘飯店

★

福島牛タタキのカルパッチョ 1,078円、キャベツ
ステーキ～ガーリックアンチョビバターソース～
748円、彩り野菜と温かいソースのサラダ～バー
ニャカウダ風～979円、福島牛モモ肉と野菜の低温
ロースト1,848円、ラム肉のタリアータ1,320円
メーカーズクラフトハイボール638円、＜香る＞
エール660円、グラスワイン580円～、碧～ AO～
770円、カクテル693円

 郡山市大町1-4-3 ワタナベビル1階
【営】11：30～LO13：30※ランチは月・木休み　17：00～22：00※LO30分前
【休】日（祝日の場合翌日）【P】無　http://www.foodsworks.co.jp/

酒楽菜彩　天くう  
℡024-973-5558

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

純和風な雰囲気の中、旬を彩る美食を堪能

▲お造りおまかせ五種盛り4,180円、はやま高原豚角煮1,100円、季節のお野菜天麩羅盛合わせ1,330円、穴子一本揚げ1,540円

5,500円～
会席料理のみ

宴会料金

人数
4～20名

◆おすすめ◆
■

■

郡
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ゴクート
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郡山ビューホテル
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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

駅前大通り

●
●

かどいち 姑娘飯店

★

さば味噌煮田舎風 880円、自家製からすみ大
根 1,100円、金目鯛姿煮 1,980円、天くうお
まかせ天麩羅 8品盛り 1,980円、お造り お
まかせ五種盛り（2～3人盛り） 2,860円
雪小町（郡山） 660円、金宝 穏（郡山） 
純米吟醸 770円、大七生酛作り（二本
松）純米 770円、風が吹く（会津）生酒 
880円、口万（会津）純米吟醸 880円

親しい人や大切な人をもてなしたい。そんな時におすすめの飲食店ガイド。
郡山の名物グルメを味わいながら、素敵な時間を過ごそう。



※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。

（4）2022年5月25日

郡山市富田町下双又15-15
【営】17：00～24：00（LO23：00）※社会情勢に応じて変更あり 
【休】不定　【P】有（30台）　【テイクアウト】有

初 -Hajime-　八山田店  
℡ 024-954-3304

手作りにこだわる料理は、定番に
加え、その時期ならではの魚介類
や、野菜を用いた日替りの一品料
理が多彩に揃う。生ビールのう
まさにも定評があり、十分なボ
リュームのコース料理も人気。

旬の創作和食とうまい生ビール

▲日替り刺身盛合せ　1,650円～

4,300円～
料理7品＋120分飲み放題付

宴会料金

人数／個室
30名まで／個室有

◆おすすめ◆
■

■

●

●
●

●

●

●

●
●

ヨークタウン

ミニストップ

ファミリー
マート

内環状線

洋服の
青山

西松屋

しまむら

GS

★

セブン
イレブン

おもちと豆腐の揚げ出し583円、稲庭
うどん（温・冷）649円、伊達鶏の棒々
鶏ピリ辛サラダ759円、とろとろで極
の角煮979円
日本酒 15種類以上　1合517円～、ア
サヒスーパードライ 中ジョッキ550
円、焼酎 15種類以上グラス495円～、
カクテル各種30種以上517円

郡山市大町1-2-14初瀬ビル1F　【営】11：30～14：00 17：00
～23：00、金土祝前日11：30～14：00 17：00～24：00 ※LOは30分前
【休】無　【P】無　http://www.foodsworks.co.jp/

炉端　ばんざい  
℡024-983-9755

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

懐かしいのに新しい新感覚の炉端焼き店

▲野菜巻き串（焼き・蒸し）各種320円～

4,500円～
料理+120分飲み放題付き

宴会料金

宴会人数
4～50名

◆おすすめ◆
■

■

郡
山
駅● ●

●

●
●

●

●

●

菊
屋
茶
舗

郡山シティ
ホテル
郡山シティ
ホテル

三万石

珍満天くう

セブン
イレブン

●
四方山
ゴクート

郡山ワシントン
ホテル

●

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
ダイワロイネット
ホテル郡山駅前

駅前大通り

●
●

かどいち 姑娘飯店

★

野菜巻き串（焼き・蒸し） 各種320円～、炙り
牛のウニ巻き 480円、特製牛すじ煮込み630
円、牛バラとフォアグラのロッシーニ串バルサ
ミコソース 650円、鶏五目釜飯 880円
パーフェクトサントリービール　ジョッキ 
570円、超炭酸ジムビームハイボール 440
円、メーカーズクラフトハイボール 570円、
翠ソーダ　500円、地酒450円～

郡山市中町12-9 1F
【営】18：00～翌3：00　【休】日　【P】無
http://www.foodsworks.co.jp/

ハイボール酒場　かどいち  
℡024-923-9177

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

ハイボールと自慢の串揚げ〆ラーも人気

▲串揚げ　1本130円～

4,500円～
料理+120分飲み放題付き

宴会料金

人数
4～30名

◆おすすめ◆
■

■

郡
山
駅● ●

●

●
●

●

●
●

●

菊
屋
茶
舗

郡山シティ
ホテル
郡山シティ
ホテル

ばんざい

三万石

珍満天くう

セブン
イレブン

●
四方山
ゴクート

郡山ワシントン
ホテル

●

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
ダイワロイネット
ホテル郡山駅前

駅前大通り

●
姑娘飯店★

焼餃子・水餃子350円、煮込み【白・黒】
各650円、自家製鶏の唐揚げ 700円、
おまかせ串盛り 10本 1,380円、セロ
リトマトラーメン880円
ザ・角ハイボール 420円、ジムビー
ムハイボール 420円、レモン・トマ
トサワー440円、メガジョッキ750
円～、山崎・白州ハイボール700円

郡山市西ノ内1-19-11 CONER西ノ内
【営】17：00～23：00（LO22：30） 
【休】日（祝日の場合は翌日）　【P】有（6台）

Yakitori　鳥久 
℡024-905-7367

鳥久おまかせコースの料理は、前
菜、サラダ、伊達鶏のやきとり5
種、伊達鶏と旬の野菜のテリーヌ、
合鴨のロースト、鳥久コロッケの
和風出汁あんかけ、お食事。なお、
仕入れ状況により内容が変わる。

伊達鶏のやきとりをコース料理で堪能

▲鳥久おまかせコース　3,300円

料理3,300円～
宴会料金

人数
2名～24名

◆おすすめ◆
■

■

●
●

●
●
●

●

龍宮城

あさか開成
高校

うねめ通り

シミズ
ストア

セブンイレブン

★ ファミリー
マート

太田西ノ内
病院

鳥久コロッケ（3個）594円、伊達鶏やきとりおまか
せ（5本）1,430円、伊達鶏やきとりおまかせ（7本）
1,870円、テイクアウト・おまかせやきとり（5本）
860円、テイクアウト・おつまみ6種盛1,080円
プレミアムモルツ（生ビール）580円、笹の川　山
桜純米酒（1合）858円、笹の川　福島一辛口「い
ち」（1杯）935円、ピュアモルト山桜　ハイボール
980円、ワインボトル（小）各種990円～

郡山市桑野2-35-13　郡山地所ビル1F
【営】11：30～14：00　 18：00～22：00　祝土18：00～22：00 
【休】日　【P】有（3台）

のみくい処　藤
℡024-933-7558

「スタ丼」は、ブタ肉をボイルし
てからゴマ油と長ネギで炒めた
豚丼。味噌汁、お新香、小鉢付。ボ
リューム満点で、テイクアウトも
可能。ランチタイムの日替り定食
は800円で味わえる。

豚肉がたっぷり「スタ丼」が名物メニュー！

▲肉たっぷりスタ丼　800円

3,000円～
宴会料金

人数
2～15名まで

◆おすすめ◆
■

●

●

●

●

Ⓟ

●

R
49

洋服の
青山

アオキ

福島民報社 ローソン

うねめ通り

★
須賀川
信用金庫

日替わりランチ800円、チキン南蛮（単
品）780円、チキン南蛮定食800円、ホ
ルモン鍋焼2人前2,500円（要予約）、き
りたんぽ鍋（10月～3月）、秋田稲庭う
どん800円、厚焼玉子サンド（テイクア
ウト）380円、秋田の地酒各種
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クリームボックス ＆ 郡山ブラック
郡 山 ソ ウ ル フ ー ド の お い し さ 再 確 認

厚切りの小型パンに、生クリーム
と牛乳で作ったクリームがたっぷ
り。酪王カフェオレボックスは、酪
王カフェオレを使用している。

大友パン店 虎丸町

白い
クリームBOX
 140円

ふわふわ食感の生地と自家製ク
リームに生クリームを用いて、
さっぱりなのにコク豊かな味わ
い。チョコと桃味3種類あり。ネッ
ト通販も人気。

フォンデュ

クリームボックス
130円

クリームボックスの元祖。濃厚
でコクがありながら後味あっ
さりのミルククリームと、もっ
ちりふわふわミルク風味の食
パンの組合せがベストマッチ。

西ノ内

ロミオ イトーヨーカドー郡山店

クリームボックス
各種
130円

高級最強力粉を使ったもっちり
歯ごたえのある生地に、甘さ控え
めの自家製クリーム。アーモンド
やイチゴ、チョコなど、バリエー
ションも豊か。

手づくりパンの店 ベルボーイ

クリームボックス 
151円

牛乳がほのかに香る
名物「ミルク食パン」
と、昔からのレシピを
守る自家製クリーム
が口の中で溶け合う、
やさしいコクと甘さ。

手造りパン工房 クレール

クリームボックス
各種140円

しっとりソフトでほどよい甘みの
ある食パンに、練乳入りミルクク
リームをたっぷり塗った、練乳ミ
ルクほか、キャラメル、ピーナッツ
の常時3種類用意。

サンエトワール 郡山店

メガクリーム
ボックス
500円

クリームボックス
140円

バターを配合したマーガリン、牛乳、生クリームを使用し、コクがあって
さっぱりとした味わい。メガサイズは通常の5倍のボリュームがある。

Pain de Sucre（パン ドゥ シュクレ）

鳴神3丁目

身近な食べ物であるパンとラーメン。郡山市には、白いご当地パンと黒いご当地ラーメンがある。
そう、今や知名度は全国区の「クリームボックス」と、県内外から注目を集めている「郡山ブラック」
だ。6月25日発売「郡山の名物グルメ」発売を記念して、郡山ソウルフードのおいしさを再確認。

クリームボックス
135円

酪王カフェオレ
ボックス
145円

八山田西

燧田（ピボット内）

西ノ内

クリームボックス
130円

随時焼き立てが店頭に並び、熱々香
ばしい山型食パン、コクがあるのに後
味あっさりしたクリームをほおばれば
“まるで飲み物”とお客さんの声。

手づくりパンの店 チロル
菜根1丁目

富久山町八山田（岩瀬書店富久山店内）
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中華そば 伝
750円

郡山クラシックブラック 郡山ネオブラック
中
華
そ
ば

ま
す
や
本
店
台
新
店
《
台
新
》

ら
ぁ
麺

お
か
む
ら
《
大
槻
町
》

中
華
そ
ば

し
ょ
う
や
《
大
槻
町
》

昼
ふ
ろ
や
《
安
積
荒
井
》

【醤油】
会津坂下町・

キンタカサゴ特級醤油

【製法】
クラシック

【スープ】
豚ガラ

【麺】
細麺、中麺、太麺、
ちぢれ麺から選べる

中華そば
800円

【醤油】
メーカーの特注醤油

【製法】
クラシック

【スープ】
ゲンコツをベース

【麺】
中細麺

おかぶらっく
＜黒醤油＞
800円
【醤油】

香川・かめびし醤油の
再仕込みと濃口醤油、
白河・根田醤油のブレンド

【製法】
ネオ

【スープ】
会津地鶏の丸鶏・ガラ

【麺】
中細麺ストレート

元祖！黒支那
「あさかのブラック」

 880円

【醤油】
たまり醤油と濃口醤油、
薄口醤油ほか
4種類のブレンド

【製法】
ネオ

【スープ】
鶏ガラ

【麺】
細麺ストレート
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酒蔵の搾りたての日本酒のうまさが味わえる！
福島県初の超急速冷凍酒「瞬香秀凍」予約受付中

福島県産桃100％のスパークリングワイン初リリース！
「母心」関あつし氏のアートによるラベルも話題

郡山市朝日「黒毛和牛専門店 もうもう亭」に、
「贅コース」（12,000円）が新登場

全国１位「郡山産鯉」の濃厚魚スープ
郷土食材を用いた郡山名物グルメ

昭和レトロ居酒屋「Fu-Ro-Ya」の注目新商品
特製黒おでん「オデンブラック」

「笹の川酒造」では、酒蔵の搾り
たての日本酒のうまさがいつでも味
わえる、マイナス30度の液体で瞬
間冷凍させた超急速冷凍酒「瞬
香秀凍」（しゅんかしゅうとう）を発
売。福島県初の超急速冷凍酒
「瞬香秀凍」冷凍便は、辛口純
米にごり生原酒300ml 3本、大
吟醸無濾過生原酒300ml 2本　
合計5本セット。価格は冷凍便送
料・税込7,260円。笹の川酒造
のネットショップで予約受付中。6

月中旬より随時発送を開始する。

郡山市朝日「黒毛和牛専門店 も
うもう亭」(郡山市朝日3-6-3)の
コース料理に「贅コース」（12,000
円）が新登場。内容は（漬物）
キムチ・オイキムチ、（酢の物）ク
ラゲの酢の物、ムンチサラダ（焼
物）神戸牛ロース・上タン（逸品）
炙りランプ、（焼物）自家製タレで
味わうヒレ・上ハラミ（焼物）自
家製割下で味わうザブトンの焼きす
き、（食事）ビビンバ、クッパ、冷
麺のいずれか、ミニアイスクリーム。

2名以上で要予約。写真は２人前。

欧州三ツ星出身シェフの店「PET
IT GREEN」（郡山市駅前2丁目
6-4）では、市町村別の生産量
全国1位を誇る「郡山産鯉」を用
いた「鮮魚の裏ごしスープ（郡山
産鯉）」1,200円が新登場。「第
22回全国食用鯉品評会」で郡
山市長賞を受賞した一皿。郡山
産鯉のアラと香味野菜を炒め、裏
漉しして旨味を凝縮したフレンチ王
道の食べる魚スープ仕立てで、南
フランス発祥のアイオリソース、

チーズ、バケット付き。シャンパンやワインと一緒に味わいたい。

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

 黒毛和牛専門店　もうもう亭　　 024-923-9437
 http://www.moumoutei.com/

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

“であいのワイナリー”「ふくしま逢瀬ワイナリー」
では、福島県産もも100％のワイン「ふくしま 
もも SPARKLING WINE」（1,485円）を5月
26日に新発売。福島県産川中島白桃を中心
とした桃果汁を使用し、桃のジューシーな果肉
を彷彿とさせるフルーティーな味わいは、ワイン
が苦手な方にも楽しんでいただける、軽快な桃
のスパークリングワイン。お笑い芸人「母心」
関あつし氏が手掛けたラベルも話題の1本。オ
ンラインストア、最寄りの取扱酒販店・百貨店・
スーパーなどで販売中。

 ふくしま逢瀬ワイナリー
 024-953-3131
 https://ousewinery.jp/

和洋取り混ぜた創作料理が評判の昭和レトロ
居酒屋、安積町「Fu-Ro-Ya」。平日昼は昼
限定ラーメン店「昼ふろや」として「郡山ブラッ
ク」も人気のお店。夜営業限定で、同店のラー
メンスープを用いた特製黒おでん「オデンブラッ
ク」が新登場。定番の大根、手羽先、たまご
ほか、おまかせについては、季節・仕入れによっ
て変更するため、お店に行ってからのお楽しみ。
写真は7種盛！日本酒とも相性格別。地酒や
銘酒、焼酎のほか、ウイスキーも充実。

 食菜酒楽Fu-Ro-Ya (昼は「昼ふろや」)
 024-946-2122
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ちょっとした集まりやおそと宴会にも
西ノ内店限定「おつまみセット」900円

「旬膳 くしぜん」の名物メニュー「鯉フライ」が
テレビ番組「居酒屋新幹線」で紹介された

「姑娘飯店」にお得な新ランチメニュー登場！
「牛レバニラ炒めランチ」と「木耳肉炒めランチ」

お土産に！郡山ご当地ラーメンを。
「元祖郡山ブラック」乾麺・生麺新発売

激辛の聖地・平田村「道の駅ひらた」
本当に気を付けたいハバネロ新商品続々

テレビユー福島の「 なんでかんで見っせ！」は、
月曜～金曜午前10時54分から11時20分まで放送中

あさくさらーメン西ノ内店限定で予
約販中の「おつまみセット」（900
円）。自家製ダレで煮込んだ肩ロー
スチャーシュー、蒸して焼く独自製
法のギョーザ、味玉子、メンマ、
枝豆が入っており、冷えたビール
や日本酒との相性も抜群。ベラン
ダでの夜風を感じながらのひとり飲
みから、オープンエアでのちょっと
した集まり、おそと宴会にも利用さ
れているとか。初夏から夏に向け
て、ビールと一緒に手軽なおつま

みセットを楽しんでみては。

郡山市大町「旬膳 くしぜん」は、
第一増子ビルに移転してから17
周年を迎えた。同店の名物メニュー
「鯉フライ」（528円）が、新幹
線が居酒屋になるテイクアウトグル
メドラマ「居酒屋新幹線」で紹介
された。この「鯉フライ」は、郡
山特産品の鯉を使用し、郡山産
の野菜をピクルスにして細かく刻ん
でタルタルソースが作られている。
また、くしぜんでは、郡山市の特
産品「うねめ牛の石焼」や、新

鮮な刺身も味わえる。

品数豊富でお得な中華ランチに
定評がある、郡山市駅前の人気
ランチスポット「姑娘飯店（クーニャ
ンハンテン）」に、新ランチが登場。
ビタミンA、鉄分豊富、牛乳に漬
けこんだ臭みのない牛レバーが自
慢の「牛レバニラ炒めランチ」、
ビタミンDと食物繊維豊富、美容
や腸活の味方きくらげたっぷりでピ
リ辛な「木耳肉炒めランチ（きくら
げと豚肉の卵炒め）」いずれもドリ
ンク付き、ライスおかわり可で880

円。写真は「牛レバニラ炒めランチ」。

乾麺を始め、生麺・ゆで麺・半
生麺を製造している麺の総合メー
カー「あらい屋製麺所」では、「元
祖郡山ブラックますや中華そば」
乾麺スープ付2人前（324円）賞
味期限1年間、「元祖郡山ブラッ
クますや生中華そば」2食入り
（432円）賞味期限30日間を新
発売した。郡山ブラックの代表格
的存在の「ますや本店台新店」
へ通い、平成21年に発売した商
品の好評を受け、日持ちのする乾

麺タイプ、スーパー向け生中華そばが今年新発売となっている。

激辛の聖地を目指し、日本一辛い
村プロジェクトが進行中の平田村
「道の駅ひらた」では、ハバネロ
新商品が続々登場中。日本酒と
一緒に味わいたい「激辛モツ煮」
（594円）や、おばあちゃんに勧
めてはいけない「ハバしょうゆせん
べい」（1枚184円）、手羽先がご
ろっと一本入った激辛「手羽先グ
リーンカレー」（594円）など、同
施設で見かけたポスターにある
キャッチフレーズ「ハートに火をつ

けろ！ハバネロに気をつけろ！！」の通り、本当に気を付けて。

テレビユー福島の「なんでかんで
見っせ！」は、視聴者に夢ある！
お得な！価値ある！生活に役立
つ情報をお届けする情報番組！
食や趣味で楽しいことが見つかる
かも。健康・ペット・家で、夢が
動き出すかも。県内のホットでハッ
ピーな話題をお届けする。毎週変
わる豪華なプレゼントもある。MC
は、月～水曜は浦部智弘アナウン
サー、木・金曜は、高橋広季ア
ナウンサー。リポーターは、ムッシュ・

サイトー。

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

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

 中国名菜　姑娘飯店　　 024-923-5722
 http://kuniyanhanten.com/

 あらい屋製麺所　　 024-946-2800
 https://www.araiya.net/

 道の駅ひらた　　 0247-55-3501
 http://michinoeki-hirata.com/

 テレビユー福島　　 024-531-5111
 https://www.tuf.co.jp/nandekande/



※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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クラシックから最新トレンドまで、
多種多様な味わい集う激戦区郡山らーめん

お得なクーポン券96枚付！

県内主要書店・コンビニ・Amazonで好評発売中！！グルメBOOK

定 価880円（税込）
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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。

「キッチンプラットホームTHE」が
日本調理技術専門学校の南隣にオープン！

郡山市安積4丁目、日本調理技術専門学校の南隣に「キッチンプ
ラットホームTHE」が4月にオープンした。館内は様 な々キッチンを
内包したプラットホームで、食に携わる様 な々人 が々集い、多様で
多彩な食のサービスを提供する。「作る 学ぶ 食べる 楽しむ 体験
する はじめる 共有する」地域の食文化の各種スポットで構成さ
れ、1階には、レストラン、スイーツ、ショップ、カフェがある。1階の
ショップでは、今話題の地ウイスキー「963」や「山桜」、日本酒の
福島一辛口「いち」も販売している。
2階にはソーシャルキッチン、スタジオキッチン、ベーカリーなどの
施設がある。キッチンを使ったセミナーや勉強会、試作など様 な々
食に関する試みが可能なので、詳しくはお問合せを。

「キッチンプラットホームTHE」
郡山市安積4-230
℡024-973-8033

▲2,200円ランチコース例

レストランに入るとスタッフが笑顔で迎えてくれる。写真は、ランチ
コース2,200円の一例。前菜、メイン、パン、デザート、ドリンクが付
く。メニュー内容は、その日の仕入れ状況や旬の食材により変わる。
ランチは事前の予約なしでも利用できるが、席数に限りがあるので
予約がベター。ディナーは要予約となる。

「THE RESTAURANT」
ランチタイム　木曜～土曜　11：30～15：00（LO14：30）
ディナータイム　水曜～土曜　18：00～22：00（LO21：00）

ランチコース：2,200円、3,850円、5,500円
ディナーコース：11,000円（要事前予約）

席数／44席　予約・問合せ／℡024-973-8062
（キッチンプラットホームTHE 1F）

「THE RESTAURANT」で味わうランチコース
▲ 1F ショップではウイスキー963や福島一辛
口「いち」も販売

▲2F ベーカリー ▲2F スタジオキッチン ▲2F ソーシャルキッチン
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名称 日時・会場・料金 チケット・問合わせ

ヒストリア～神話と物語の世
界～

日 4月27日（水）～7月3日（日）9：30～17：00　入館は閉館30分前まで
会 諸橋近代美術館
料 1,300円　高校･大学生500円　※中学生以下無料
　 第1章は、神秘の世界。ダリ、ボナール、ピカソの作品から神秘の世界を紹介。第2

章は、物語の世界。『神曲』に登場するキャラクターたちを中心に、作中と原典で
のキャラクター像を比較。第3章は、ダリのミューズ ～画家が愛した女性たち～。

問 諸橋近代美術館
℡ 0241-37-1088

横浜美術館所蔵　日本美術院の
作家たち展

日 4月23日（土）～6月5日（日）9時30分から17時まで（入館は16時30分まで）
会 郡山市立美術館
料 一般：800円、高大生・65歳以上：500円、中学生以下、障がい者手帳をお持ちの方

は無料
　 休館日／毎週月曜日現在長期休館中の横浜美術館のコレクションから、日本美術院

に所属した21作家48作品を厳選して展示。

問 郡山市立美術館
℡ 024-956-2200

郡山市民オーケストラ第56回
定期演奏会

日 7月3日(日)14：00～（開場13：00）
会 須賀川市文化センター　大ホール
料 1,000円　大学生以下500円
　 演奏曲目：愛の歌より抜粋（ヨハネス・ブラームス）、ハイドンの主題による変奏

曲（ヨハネス・ブラームス）、交響曲第4番（ヨハネス・ブラームス）、指揮：高井
優希（客演指揮）。電子チケットは、teketで。https://teket.jp/2601/9743　※未就
学児入場不可

チ 電子チケットteket(テケト) 、
郡山市民文化センター

問 郡山市民オーケストラ 事務局
（本田）

℡ 090-3127-3671

上野耕平×三浦一馬×山中惇史
トリオ・コンサート

日 7月3日(日）15：00～
会 けんしん郡山文化センター 中ホール
料 一般3,500円　高校生以下1,750円 車椅子席1,750円 ※未就学児入場不可 ※高校生以

下及び車椅子席はけんしん郡山文化センターのみ販売 ※座席の間隔を空けずに販売
いたします。

　 出演者上野耕平(サックス)三浦一馬(バンドネオン)山中惇史(ピアノ)

チ 発売中（文化セ、うすい、ロー
チケ、CNプレイガイド）
Lコード：22413

問 けんしん郡山文化センター
℡ 024-934-2288

NHK交響楽団郡山公演 日 7月10日(日）15：00～
会 けんしん郡山文化センター 大ホール
料 一般6,500円 高校生以下3,000円 車椅子席3,000円 ※未就学児入場不可 ※高校生以下

及び車椅子席はけんしん郡山文化センターのみ販売 ※座席の間隔を空けずに販売い
たします。

　 出演者沖澤のどか(指揮)エマニュエル・パユ(フルート)NHK交響楽団(管弦楽)詳細
情報／新進気鋭の指揮者・沖澤のどかと、ベルリンフィル首席フルート奏者・エマ
ニュエル・パユによるフランス音楽の名曲をお楽しみください。【演奏曲】プーラ
ンク:バレエ組曲「牝鹿」 プーランク:フルート・ソナタ(L.ﾊﾞｰｸﾘｰによるフルートと
管弦楽編) フォーレ:幻想曲作品79 ラヴェル:マ・メール・ロワ組曲 ラヴェル:ボレロ 
※内容は予告なく変更となることがございます。

チ 発売中（文化セ、うすい、ロー
チケ、CNプレイガイド）
Lコード：22434

問 けんしん郡山文化センター
℡ 024-934-2288

バンクシーって誰？ 展 ― 
WHO IS BANKSY?

日 6月29日（水）～8月24日（水）9：30～17：00（予定）
会 ビッグパレットふくしま
料 ■平日■一般1,600円、 高・大・専門学校1,400円、小学生・中学生900円、■土日祝

■一般1,800円、 高・大・専門学校1,600円、小学生・中学生1,100円

チ セブンチケット http://7tick
et.jp/s/094184/p/20220824/1  
※4月29日(金)～ほかプレイ
ガイドにて販売。

問「バンクシーって誰？展」実
行委員会事務局 （福島中央テ
レビ事業推進部）

℡ 024-924-1100（月～金9：30～
17：30）

※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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実 家からの帰り雨の夜でした。もう少しで自
宅という時、対向車のライトが真ん前

に！！もう色々な事を考えてとにかく子供達を無
事に！と祈っていたらなんとか対向車は気付いて
走り去って行きました。本当にもうダメかと思い
人間いつどうなるか分からないんだなと改めて思
いました。自分が気をつけていても突然人生を奪
われるかもしれないと思ったら怖くなりました。
皆さんも気をつけて！ （たおちん）

あわわわ…怖い思いをしましたね。ご無事
で何よりです！！

コ ロナには、感染したくないよぉと思いなが
ら、普通に働く毎日である。早く感染者が

減りますように！ （Ｙねぇ）

同感です。重症化のリスクは減ったとはい
え、感染はしたくないです。

最 近、風景印や小型印（絵柄のある消印）の
収集をしております。収集方法は風景印等

がある郵便局に封書で依頼する「郵頼」がメイン
です。風景印だけでも全国に11,000以上もあり
ますけど、すべて集めていきたいと思っておりま
す。 （トモ）

結構凝った風景印があるんですね。コレク
ター心をくすぐりますね。

仕 事をしていて、どうしても愚痴が増えてし
まう。集中力が維持できない。反対に、新

しい事にチャレンジしたい自分もいる。そろそろ、
新しい風を巻き起こしたいですね。気持ちが前向
きになるコメントお待ちしております。 （トライ）

まずは十分な休息をとって、心と体を元気
にしてください！元気があれば何でもでき

る！！

私 は以前と比べ、CDレンタルを使ったり、
CD購入しなくなった。定額配信で事足り

るのは確かである。 （山陰リスナー）

最近よく耳にするサブスクというものです
ね。料金的にもお得だし、端末だけで手軽

にできるので便利です。

息 子たちが料理作るのブームになって、週末
のご飯作ってくれるようになりました。助

かるゥ～！！ （青べこ）

親孝行な息子さん達で良かったですね♪
ブームが長く続くと良いですね。

教えてください

美 味しいランチの店を教えてください。
（とら）

仕 事復帰に向けて娘を預けるため、郡山市内
の保育園を探しています。アットホームな

雰囲気のよい小さな保育園でおすすめの園があり
ましたら、教えてください！ （ゆきんこ）

美 味しいお店の情報待ってまーす。
（うり坊）

サ ウナにはまっています。オススメのサウナ
情報お願いします。 （ころろ）

タ イの料理、雑貨、などが売ってるお店が知
りたいです！ （サンサン）

今 更で申し訳ないんですが、マスクは１日着
用したらすぐ捨てますか？それとも水洗い

して使い続け？(不織布や冷感など)肌が弱いので
同じ様な方がいたら教えてください。

（べじりんく）

雑草の生命力はスゴイです。腰を痛めない
よう気をつけてくださいね！

６月30日は主人の誕生日。翌日７月１日は私
の誕生日。一日だけ６歳はなれます。今年

も２人でお祝いかな～。 （K.S）

誕生日が一日違いだなんて運命的なものを
感じちゃいますね。末長くお幸せに～♪

コ ロナの感染が心配で何処にも行けない。沢
山の人がそう思っているに違いないと思う

…早く安心して出掛けるようになれば良いな。早
く感染のメイドインジャパンの特効薬が出来れば
良いのにね。製薬メーカーさん日本の底力見せて
くれや！！ （てんまでのぼれ）

同感です！製薬メーカーさんに期待！！

コ ロナ禍になってから、料理をする回数が増
えました。最近は、カレーに凝っていて、

ルーから作ってます。色んなスパイスを配合して
楽しいです。 （くみたん）

本格的ですね！僕もスパイスカレーを作っ
たことありますが、お店や市販ルーには遠

く及びませんでした（泣）

表 紙に地元テレビキャスターやラジオDJが登
場してますが、最近疲れ目もあり家でもラ

ジオをよく聴きます。自分が普段まるで選ばない
曲を好きになったり、オススメ映画の単館上映に
遠出したり楽しいです。 （SPファミリー）

ながらでも聴けるラジオは良いです♪情報
収集にも欠かせないですね。

喫 茶店に行った時にテーブルに占いの機械が
あった。お金を入れて自分の星座のボタン

を押すと紙が出てくる。本体がかわいい。また何
処かで見つけたい。 （べじりんく）

上部が球体のものですよね？懐かしい！つ
いついやってしまいますよね（笑）

６月は誕生日、生クリームたっぷりのケーキ
が食べたい！でも子供たちはチョコケーキ

が好きなので私は我慢。今年は一人でこっそり食
べようかな。 （チョコ）

生クリームとチョコのハーフ＆ハーフなん
ていかがでしょうか？

５月４日に結婚20周年を迎えた私達夫婦。５
年くらい前から私の母も連れて沖縄旅行に

行く計画を立てていたのに新型コロナのせいで泣
く泣く延期…でも来年は母が喜寿を迎えるのでま
だまだ元気だけど、体力的な事も考えて来年こそ
は絶対行きます！ （えみ）

素敵な旅行計画です！！絶対実現してほし
いです！

チ ョコレートが大好き。でも、子どもの手前、
なかなか食べられないし、家の中だとなぜ

かすぐ見つかって食べられちゃう。クルマの中が
唯一の隠し場所だけど、もうすぐ夏…涼しくなる
のが待ち遠しい！ （こんちゃん）

なるほど！車は常にロック！考えましたね。
夏場の隠し場所を見つけたいところですね

（笑）

こ おりやま日帰り温泉の本、毎年楽しみにし
ていて今年も買いました。石橋ヘルス温泉

に行こうかと思ってHPを見たら地震の影響で閉
館したとの事で残念です。 （亀子）

めずらしい歩行浴がある温泉施設だったの
に、とても残念です（泣）

ひとりもの申す

の ら犬は減ったけど、のら猫は多くなったよ
うに思います。我が家の庭で必ず排泄物を

残して帰る猫がいて腹が立ちます。どうにかなり
ませんか。 （はるはる）

ホームセンターで猫よけグッズを取り扱っ
てるところもあるので、相談してみてはい

かがでしょうか。

ワ クチン３回目接種後の副反応が人それぞれ
なのだけど、私は２日会社を休みました。

関節痛やひどい寒気がしたとか、発熱したとか辛
かった人多い様ですね。１日も早くコロナ収束し
てほしいものです。 （WM）

副反応が出た人にとっては、３回目の接種
はためらってしまいますよね（泣）

ビ ールに濃いめのウイスキーを飲み、意識を
なくしてしまいました。どうしてか「救急

車に乗りたくない」と居座ること２時間。母に諭
されやっと乗ったそうです。救急隊員の方々にも
大変迷惑をかけてしまい、今では断酒に向けて頑
張っています。 （生き返った私）

お酒の飲み過ぎに失敗はつきものです（泣）
断酒頑張ってください！

コ ロナ禍の中、知人が相次いで入院しました。
お見舞いにも行けず心配ばかりしていまし

た。大事には至らず一安心しましたが、やはり健
康が一番ですね。 （ふくちゃん）

おっしゃる通りです。病院にお世話になら
ない健康な体でいたいものです。

仕 事に不満はないのですが、私にもできるこ
と、役に立てる仕事が他にあるのではない

かと、モヤモヤしています。 （りいみママ）

現状に満足していないということは、成長
できるチャンスかもしれませんね。

ラ ーメン食べ歩きの記事、楽しく読みました。
白河ラーメンをなかなか食べる機会がない

ので、オススメが知れて良かったです。
（さとちゃん）

本誌に載ったラーメン店はほんの一部です。
もっともっと福島県にはおいしいラーメン

がありますよ♪

県 民割を使って温泉を楽しんでます。今まで
行ったことがない温泉に入って良かったで

す。 （はーちゃん）

県民割お得ですよね♪使わない手はな
い！！！

春 になると草が生え、草むしりが大変です。
むしってもむしっても、すぐ生えてきます。

（H.M）

※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5月25日(15)

新 しいものに敏感だけど、すぐ飽きること。
（ユーミン）

石 川町は冬の朝は寒く、夏は暑く、りんごが
とてもおいしいですよ。 （K.S）

公 園の数の多さ。子供が小さい時は、色々な
所をめぐりました。久しぶりに行くと遊具

が新しくなってビックリします。 （A.H）

「 美容室」「ラーメン屋」「歯医者」の数が多く、
どこに行って良いかすごく迷います…。

（ゆきへい）

自 宅で食べることが多いので、地元の店には
あまり行かない。 （めだか）

ス ペースパークのワークショップカウンター
に、ボランティアの人が居れば、科学の工

作が出来る。 （昭和のヒーロー）

郡 山あるあるです！人口が多いのに…シネコ
ンがない！福島にあるのに…。シネコン欲

しいです！！イオンはあるのに、イオンモールが
ない。駅前に出来て欲しいです！！駅前のアー
ケード内、昼間が…暗いです。

（ワクチン３回目）

開 成山公園と郡山カルチャーパークは、市民
の憩いのオアシス。広～い公園と可愛い遊

園地は、他にはないと思う。 （Ｙねぇ）

郡 山駅前の乗降（車の）とても混んで危険。
（さち）

郡 山あるある「桜の時期は開成山、公会堂、
滝桜あたりから呼ばれているような気がし

てなんだかそわそわ。とても落ちつかなくなる。」
コロナ禍でお花見の難しいここ数年、特にそう思
います。 （える）

郡 山あるある、クリームボックスは全国にあ
ると思っている（他の市町村のパン屋には

案外ないのに）。ナンバースクール（一中、二中
とか）があるのがすごいのに、すごいと思ってな
い。二本松あるある「坂が多い」。 （なお）

地 元ローカル番組で取り上げられた店へ必ずと
言ってよい程、行きたがる。 （山陰リスナー）

自 分推しのラーメン屋がある。
（青べこ）

私 の住んでいる塙町では、「ダリア」あるあ
るかなぁ…花はもちろん「ダリアソフトク

リーム」等、大々的に紹介されています。他にも
色々あるのですが、ちょっと影に隠れがち…でも
結局私も「ダリアソフト」大好き！！オススメで
すよ。あと個人的に「こんにゃくもち」も大好き
です。おいしいですよ。 （ネモ）

次回のテーマ
みな伝スペシャルテーマは「ついつい買っちゃう
もの」です。買う予定じゃなかったのに、ついつ
い買ってしまうものは何ですか？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！
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。

冬 はかいてん焼きがおいしい安積町のあさか
饅頭 中野屋さんですが、これからの時期は

柏餅がオススメです！ （みり）

地 元に帰省して頂きます。彩華飯店のタンメ
ンがすごく美味しいです。大槻の人のソウ

ルフードです。 （みわ）

郡 山市にある「考えた人すごいわ」というカ
フェ！食パンがとってもおいしい！パフェ

も美味しい♡ （りー）

以 前から気になっていたお店がありました。
「下町情熱食堂 焼オヤジ」です。入ってみ

ると若いサラリーマンやOLの方々で混んでまし
た。お料理とてもおいしかったです。 （175）

フ ルカワ食堂の定食は、ごはんの量が多くて
おかずも美味しく大満足できる。二本松の

亀谷坂 露伴亭のスリランカカレーは絶品！
（なお）

郡山あるある（地域あるある）

郡 山は、昔…東北のシカゴと言われていた。
（175）

ラ ウンド１の駐車場は、いつ行っても混んで
いる。 （きらりん）

他 の地域の人に「鯉料理が有名だよ」と教え
ると、びっくりされる。 （エムラブ）

当 然ですが、ラーメン屋さんがたくさんある。
（ミラーのゆーかり）

白 河ラーメンあるある。ほとんどのお店でい
ろんなサービスがあって、おなかいっぱい

になります。 （鏡の中の大工さん）

居 酒屋には必ずご当地物のお酒がおいてあ
る。 （ミラーストン）

ゴ キブリを見ない（少ない）。クラクション
が優しめ。夜中、花火で迷惑をかける若者

が少なくなった。 （生き返った私）

開 成山公園にある赤い橋をカップルで渡ると
別れてしまう。 （えび）

田 村あるある（田舎の方…）。玄関先に近所
の人からのお裾分けが置いてある。特に野

菜など。助かる。 （りいみママ）

県 の中心地のため、海に行くにも、山へ行く
にもちょうど良いと言う。郡山のおススメ

を聞かれても、すぐ答えられない。 （大福）

郡 山市においしいパン屋さんが多い。
（はーちゃん）

湖 南線を通るたびに飲食店が変わっている
(笑) （はー坊）

私 が今住んでいる町では、買い物に私の母や
私が行くとその後日、私の父や私の玄関へ

差し入れが多く困っています。主に畑で作った
きゅうり、山の山菜、たけのこ…。

（ひらやのいえみちよ）

ヨ ークベニマル のことを「ベニマル 」と呼ぶ。
会津の人は「ヨーク」と言う。なんででしょ

う。 （さとちゃん）

郡 山市。お土産には、エキソンパイとママど
おる！！ （みや）

映 画を見るために福島市や仙台市に行きが
ち。なんで深夜アニメ系の映画は郡山でや

らないんでしょうねぇ……アニメの専門店はある
のに。 （快速鈍行）

野 菜の苗販売、オススメの店教えて下さい。
（ワークスDAC）

郡 山・須賀川の美味しい定食屋さん教えてく
ださい^_^ （ユキ）

愛 犬の食欲がない時があります。おすすめの
餌を教えてほしいです。 （さち）

大 人用紙おむつのパンツタイプがたくさんあ
るのですが、介護度が進みテープ式と尿取

りパッドが必要になりました。交換していただけ
る方、もしくは交換していただける施設やNPO
法人などありましたら教えてください。

（ひろひろ）

教えます

５月号のりいみママさんへ。私は電気の圧力
鍋を購入してから、大分帰ってからの家事

は楽です。朝セットしておくと煮込み料理ができ
ているのは助かります。 （大福）

５月号のりいみママさんへ。家も共働きで、
毎日食事作りが大変ですが、休日に肉や魚

を買って、味付けまでして冷凍しておきます。平
日は、それを焼くだけでラクです。メインだけで
もそれで時短になります！ （ゆきへい）

５月号のM・LOVEさんへ。須賀川市でお得
にランチできるお店は近海鮮魚と本まぐ

ろ ちから寿しさんをお薦めします！ネタも新鮮
で本当に美味しいです。ランチはお得なので是非
行ってみてください。 （モンチッチ）

５月号のきらりんさんへ。高橋動物医院をオ
ススメします。他の病院では見つけられな

かった愛犬の病気を見つけてもらいました。それ
以来、愛犬のかかりつけ病院にしてます。良かっ
たら、行ってみてください。 （みみこ）

須 賀川でお得に食べれるお寿司ランチのお店
を教えます。「寿司・割烹 美登利」の海鮮

丼は小鉢と果物もついて880円で食べれます。お
得で美味しいですよ。 （ムクワン）

ラブメッセージ

ＧW連休中、娘のバレーの大会があり最高の
成績を残してくれました。コロナの影響で

近くで応援する事ができませんでしたが、一生懸
命頑張ってくれた娘に感謝しています。母に感動
をありがとう。 （きらりん）

今 年の６月で２回目の結婚記念日になるね。
忙しく日々を過ごして、あっという間だっ

たけど、掛け替えのない楽しい時間で、沢山思い
出をくれたユミちゃんに感謝♡ありがとう。これ
からもどうぞよろしくお願いします（^▼^）

（ネモ）

おいしい味情報

鏡 石町内の中華食菜 シェイシェイ！安くてボ
リュームがすごいです！

（鏡の中の大工さん）

開 成の菓子処 ヤナギ屋さん。郡山に20年以
上住んで最近知り、おいしいです。手作り

だんご、ワッフル、どら焼きなどなど。 （A.H）

Ａkepan（あけぱん）の白神こだま酵母のパ
ンがとても美味しくておすすめです。

（くり）

鏡 石町内の「中華そば 本田商店」は、いつも
行列で美味しいラーメン屋さんです！

（ミラーストン）

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

パソコンや
タブレットからも
楽々物件探し♪

郡山住まい情報のホームページがリニューアル！

福島県知事免許（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(12)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
富田町

賃貸アパート

2DK3.80万円 前面棟なし日当り良好!!

設備 照明 給湯 シャワー エアコン B・T別

3740137017

広めの居室に充実収納!!

設備 照明 給湯 シャワー エアコン B・T別

3740150878

郡山市
富久山町久保田宮田

賃貸アパート

2K3.80万円

郡山市
富久山町久保田大久保

賃貸アパート

2DK3.90万円 セキスイハイム施行!!

設備 照明 TVホン 給湯 シャワー エアコン

3740152761

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

1K4.30万円

  間  ○和6・洋6・DK4.5 
 礼 ○無 

 備 ○さくらコーポ  

 敷 ○2カ月 
 駐 ○込  共 ○無 
 築 ○1986年  構 ○鉄骨造・2階建-2F 
 取 ○仲介  入 ○即日可 

 交 ○JR郡山富田駅徒歩14分 

  間  ○和6・洋6・K3 
 礼 ○無 

 備 ○チェリーコーポIII棟  

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

 交 ○JR郡山駅徒歩31分 

  間  ○和6・洋6・DK7.5 
 礼 ○無 

 備 ○シティハイムエクセル  

 敷 ○2カ月 
 駐 ○4,400円  共 ○無 
 築 ○1989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20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-1F 
 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5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。



※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

安積町荒井 5,500円 1カ月 － 1カ月 1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4丁目 4,400円 1カ月 － 1カ月 1台 日本調理技術専門学校近く レントライフ郡山店 024-946-6040

愛宕町 8,800円 1カ月 － 1カ月 5台   開成土地建物 024-933-0202

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2丁目 5,500円 － － 1カ月 1台 6/1～1台空予定 コナンリアルエステート 024-922-6500

開成4丁目 6,000円 － － 1カ月 1台 マリオン開成山公園南側、舗装、小型車区画 コナンリアルエステート 024-922-6500

開成6丁目 5,000円 － － 1カ月 6台 静御前通沿い 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2丁目 4,400円 － － 1カ月 5台 小原田公園近く、舗装 コナンリアルエステート 024-922-6500

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

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

静町 5,500円 1カ月 － 1カ月 12台   開成土地建物 024-933-0202

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

神明町 5,500円 － － 1カ月 2台 二中北側 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 10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

豊田町 6,600円 1カ月 － 1カ月 4台   開成土地建物 024-933-0202

虎丸町 11,000円 1カ月 － 1カ月 1台   開成土地建物 024-933-0202

虎丸町 14,300円 1カ月 － 1カ月 1台   開成土地建物 024-933-0202

名倉 3,500円 － － 1カ月 4台 双葉第二幼稚園近く アースライフ 024-925-6400

並木4丁目 5,500円 － － 5,500円 2台 福島医療専門学校近く コナンリアルエステート 024-922-6500

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

芳賀2丁目 4,400円 － － 1カ月 2台 芳賀小西側 リビングギャラリー 024-921-2333

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

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

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。
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カラオケBanBan

※5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

※5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
6/5 ㊐

6/12㊐

6/19㊐

6/26㊐

6
／
5
㊐

6
／
12
㊐

6
／
19
㊐

6
／
26
㊐

桑野協立病院（小児科） 島2丁目9-18 024-933-5422

ひわだ太田診療所（内科・小児科・皮膚科） 日和田町字原12-41 024-968-2311

ひさこファミリークリニック（婦人科） 中ノ目1丁目26-2 024-952-4415

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

さかえ内科クリニック（内科） 横塚2丁目15-6 024-941-2202

伊藤眼科（眼科） 富久山町久保田字伊賀河原5 024-990-2528

むかわクリニック（小児科） 八山田5丁目79 024-933-7788

ファミリークリニックさとう（内科・小児科・消化器内科） 開成5丁目12-2 024-932-1390

添田整形外科（整形外科） 富田町字町畑24-3 024-951-0870

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

根本クリニック（内科・外科・脳神経外科） 咲田1丁目5-11 024-922-9405

クリニック兼谷（心療内科・精神科・内科） 中町11-7　アオキヤビル3F 024-931-3000

あさい調剤薬局桑野店 024-931-2134 FAX.024-931-2135

みずき調剤薬局日和田店 024-968-2066 FAX.024-968-2067

ユア調剤薬局 024-961-7736 FAX.024-973-6078

かめだ調剤薬局 024-921-5171 FAX.024-921-5171

アイランド薬局横塚店 024-942-1189 FAX.024-942-1192

さくら薬局みなみ壱番店 024-925-4193 FAX.024-935-4131

アリビオ薬局八山田店 024-935-5505 FAX.024-973-5551

アイセイ薬局郡山久留米店 024-937-2388 FAX.024-947-5230

日本調剤郡山薬局 024-941-1301 FAX.024-941-1305

郡山調剤薬局虎丸店 024-927-8011 FAX.024-927-7717

ひかり薬局中町 024-927-1510 FAX.024-927-1511

アイランド薬局八山田店 024-925-1089 FAX.024-925-1087

※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
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【こおりやま情報FREE6月号アンケート＆みな伝投稿FAX用紙】 fax.024-922-3138
Q1. 「こおりやま情報FREE」をどちらで入手しましたか？

　　
Q2. 県南エリアでおすすめの白河らーめんのお店を教えてください。

      

●みな伝スペシャル「ついつい買っちゃうもの」（名前・ペンネームも書いてね）
　買う予定じゃなかったのに、ついつい買ってしまうものは何ですか？教えてください。

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

プレゼントの
希望番号

名　前

住　所

年　齢

性　別

プレゼントの
希望番号

男　・　女

歳

結　婚 既婚・未婚

第一希望 第二希望

〒

電話番号

（ペンネーム／　　　　　　　　　　　）

（ペンネーム／　　　　　　　　　　　）

キリトリ線キリトリ線

（プレゼント応募締切6月3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. 県南エリアでおすすめの白河らーめんのお店を教えてください。

　

●みな伝スペシャル「ついつい買っちゃうもの」（名前・ペンネームも書いてね）
　買う予定じゃなかったのに、ついつい買ってしまうものは何ですか？教えてください。

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

プレゼントの
希望番号

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

キリトリ線キリトリ線

名　前

住　所

年　齢

性　別

プレゼントの
希望番号

男　・　女

歳

結　婚 既婚・未婚

第一希望 第二希望

〒

電話番号

Q1. 「こおりやま情報FREE」をどちらで入手しましたか？

Q2. 県南エリアでおすすめの白河らーめんのお店を教えてください。

　

●みな伝スペシャル「ついつい買っちゃうもの」（名前・ペンネームも書いてね）
　買う予定じゃなかったのに、ついつい買ってしまうものは何ですか？教えてください。

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

プレゼントの
希望番号

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

キリトリ線キリトリ線

名　前

住　所

年　齢

性　別

プレゼントの
希望番号

男　・　女

歳

結　婚 既婚・未婚

第一希望 第二希望

〒

電話番号

（ペンネーム／　　　　　　　　　　）

（ペンネーム／　　　　　　　　　　）

（ペンネーム／　　　　　　　　　　）

（ペンネーム／　　　　　　　　　　）

※お問い合わせの際は「こおりやま情報を見た」とお伝えください。
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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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