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アットホームな雰囲気が魅力のレストラ
ン画廊で、ちょっぴり贅沢なクリスマスは
いかがでしょうか？特製ビーフシチュー
は、とろけるように柔らかい和牛バラ肉
がたっぷり！愛情かけてじっくり煮込ん
だデミグラスソースは絶品です。

老舗洋食レストランで味わう
毎年好評のクリスマスディナー

郡山市富久山町久保田字大原62-1
□営業時間／11:30～15:00・17:30～22:00（L.O.21:00）
□定休日／火曜日　12/31（土）～1/2（月）休み
□駐車場／有

レストラン画廊
TEL.024-933-9214

2016 レストラン画廊
クリスマスディナー

12/23（金）24（土）25（日）のみ
要予約
〈3,000円コース〉※税別
前菜・スープ・魚または肉料
理・デザート盛り合わせ・ドリ
ンク
〈5,000円コース〉※税別
前菜・スープ・魚＆肉料理・デ
ザート盛り合わせ・ドリンク
※肉料理はステーキまたはビ
ーフシチューとなります。
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開成での営業は残りわずかとなりました。
今までの感謝の気持ちを込めて、まいみ
んsai持参の方にドリンク・デザートセット
500円をサンキュー価格390円に。「行って
みたかったけれど足を運ぶ機会がなかっ
た」そんな方は移転前にぜひお越しください。

オープンから2年半本当に
ありがとうございました！

上：ミートナポリタン　下：とろ～りチーズたっぷり焼カレー上：ミートナポリタン　下：とろ～りチーズたっぷり焼カレー上：ミートナポリタン　下：とろ～りチーズたっぷり焼カレー

郡山市開成2-2-8
□営業時間／10：30～14：30
□定休日／木曜日

（予約OK）
手づくり 癒しカフェ ふれあい
TEL.090-8253-4635
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●

はやま通り

開成山公園

癒しカフェふれあい

チーズたっぷり焼カレー…1,000円
もっちりパスタ各種……1,000円

1品300円 2品500円 3品700円
旬のお野菜サラダ・さくらウインナー、
さくらハンバーグから選べます
ドリンク・デザート各種…300円

［お食事メニュー（スープ付）］

［トッピング］

お食事ご注文の方
ドリンク・デザートセット
500円→390円にサービス中

移転準備のため
12/28（水）までの
営業となります
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静御前通り

五百渕公園
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至会津 至福島

福島県南酒販●福島県南酒販●
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●忘・新年会プラン
　（全10品）

●飲み放題プラン
　（120分）

●ふぐのコース
8,000円～

6,000円～

2,000円～
毎年好評の「忘・新年会プラン」、今が旬の
ふぐを味わい尽くす「ふぐのコース」。厳選食
材を一品一品丁寧に仕上げ、ご宴会に最適
なプランをご用意しました。ゆっくりくつろげる
個室で冬の味覚を存分にお楽しみください。
※各プラン3日前までのご予約で承ります。

旬を彩る伝統の日本料理で
忘・新年会を華やかに演出

郡山市開成4-29-5
□営業時間／昼11:00～14:00
　　　　　　夜17:00～22:00
□定休日／日曜日   □駐車場／有
　※日曜日は予約があれば営業

日本料理  開成  亀久田（きくでん）
TEL.024-983-8568
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料理の一例料理の一例料理の一例

おせち料理
ご予約受付中
受付12/15まで

※ご予算に応じて承ります
※3日前まで要予約
※料金は税別

各種鍋料理も承ります

北海道産キタワセを丁寧にお湯で練り、
手間ひまかけて作る十割そばが好評の
富田茶屋。期間限定「山菜揚げもちそ
ば」は、風味豊かなそばを揚げたてのお
餅の香ばしさとともにたのしめる一品で
す。年越しそばとしてもご利用ください。

やわらか～いお餅とそば
今だけの美味しさをどうぞ

郡山市町東1-183
□営業時間／11：00～14：00、18：00～21：00
□定休日／月曜日（祝日の場合は営業）　※1/1、2、3は休み
□駐車場／有

通常950円→500円※

十割手打ち蕎麦処 富田茶屋
TEL.024-973-8765

※11：00～11：40までご来店の方のみ
※なくなり次第終了

至開成山 至須賀川

至福島

ビューティサロン
VAN
ビューティサロン
VAN

大東銀行
富田支店
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山菜揚げもちそば　1,080円

早割で天丼がお得!
冬季限定
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■本　　店／〒963-8052  郡山市八山田5-405
■営業時間／10：00～19：00 （フルーツショップ19：00迄） ■営業時間／10：00～20：00

郡山コスモス通り店　■営業時間／11：00～21：00郡山コスモス通り店　■営業時間／11：00～19：00

フルーツショップ青木
TEL.024-932-0190　http://fruits-aoki.com/ 本　店

TEL.024-932-0251　http://fruitspeaks.jp

ホワイトクリスマス
20cm 5,500円

聖なるかがやき
13cm 4,600円

ショコラ・ノエル
13cm 3,800円

クリスマスパニエ
15cm 2,800円

ロイヤルセレクション

12種類のタルトから厳選した
ピースセレクションはご予約を承ります。

10ピース 6,600円

ご予約は12月18日（日）まで
お引き渡し12月21日（水）～25日（日）

Christmasるか聖な かな
13cm 4

Whole Tarte 2016 Fruits PeaksTarte 2016 Fr2016 FWhole W ruits Peaks

フルーツマイスターの
こだわりみかん・フルーツ

人気
NO.1

00円
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果樹園のクリスマス
20cm 6,200円

数量限定先着順

本店・いわき店       30袋限定販売各日

52  郡山市八山田5-405
9：00 （フルーツショップ19：00迄） ■営業時間／10：

郡山コスモス通

木木
http://fruits-aoki.com/ 本　店

TEL.024-932-0

ーツ 本店・いわ

冬のごあいさつに毎年人気の
いろいろなフルーツが
お楽しみいただける

『aoki口福フルーツギフト』は
いかがでしょうか。

13cm 3,800円

冬のごあいさつに
いろいろなフ

冬の贈り物 試食販売会

12種類のタルトから厳選した
ピースセレクションはご予約を承ります。

10ピ ス6,600円

数量限定先着順

の毎年人気の
ーツが

年末恒例!!

フルーツ福袋
12/16（金）～18（日） サンタ袋

1袋5,000円
12/23（祝）・24（土）
限定販売

年末袋
1袋5,000円
12/29（木）・30（金）
限定販売

フルーツマイスターのこだわりみかん
いちご ・ 新潟産ル・レクチェ
12/23（祝）～26（月）

本店・いわき店同時開催

創業以来かわらぬ製法と無添加にこだ
わってつかれた餅。餅米は厳選された
一等米を使用。こしが強く、きめ細やかで
なめらか。煮ても焼いても美味しさが違
います。地元のほか、遠方の方からも毎
年大好評。持込み米での加工も承ります。

安河屋のお供え餅、のし餅
ご予約・地方発送受付中！

郡山市本町2-7-10
□営業時間／9：00～18：00
□定休日／日曜日　□駐車場／有

安河屋
TEL.024-922-4041

白餅1,200円
よもぎ・ごま各1,300円
豆1,350円 ※1本1㎏

お供え餅
大1,200円、中700円、小350円
お祝い餅、一升餅 (誕生祝い餅)など、
用途に合わせてお作りいたします。

●Ｒ
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古川
産婦人科

●

山本
内科
●

幸楽苑●

三菱電機●

P

※店頭での販売、お渡し日は12/31まで。
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炭酸シャンプー無料サービス！
ブリアントで施術をされたお客様へ
初回のみのサービスとなります。

カウンセリング+洗顔+眉デザイン+お顔剃り+ローション
パック+スキンケア+ヘッド・肩マッサージ+ヘアーお直し

◆ ブリアントシェービング
50分 …………… 4,500円

◆ ブリアントケア（リラクゼーションメニュー）

90分 …………… 8,000円
40分 …………… 3,600円

◆ 炭酸シャンプー …………

ブリアントシェービングブリアントシェービング

ブリアントケアブリアントケア

炭酸シャンプー炭酸シャンプー

3,500円
※料金は税別

プチエステ

　郡山市桑野に女性のための“お顔そり専門
店”がオープンしました。理容師免許を持つ女
性スタッフが優しく丁寧にシェービング。使用
する商材は安全なものばかり、初めての方や
お肌でお悩みの方も安心！すべすべの美しい
お肌に仕上げてくれます。
　お顔剃りは肌にとって最高の美容法。うぶ毛
や古い角質を落とすことでシミやシワ、たるみ、
くすみなどを予防します。剃ったあとは肌荒れ
を防ぎ、化粧のりが良く、化粧くずれしにくい
「ツルツル、もちもち」の素肌に生まれ変わります。
　おしゃれな店内と気持ち良すぎる施術が最
高と、30代～70代の主婦の方や働く女性が
すでにリピーターになってしまうほどの保証付
き！個室で気がねなくくつろぎながら、今まで
と比べものにならないお肌を実感してみませ
んか。成人式、ブライダルシェービング、フェイ
スケアもお気軽にお問い合わせください。

女性のお顔そり専門店

プティ・ブリアント

郡山市桑野4-10-12  レコルテ1-C
□営業時間／10：00～18：00　受付17：00
□定休日／日・祝日 （土曜日不定休）
□駐車場／有
※予約制

TEL.024-953-3229

ビバホーム

●

●

●

● ●
● ●うねめ通り

洋服の
青山

くわのすずき内科
クリニック
くわのすずき内科
クリニック

ウエルシアウエルシア

ヨーク
ベニマル
桑野店ノブコレクション

桑野店
ノブコレクション
桑野店

R49

●

GS

西田皮膚
クリニック
●

見つけたよ！イイ店 新聞屋さんや読者の方から
寄せられたステキな店のご案内

TEL.024-946-5503
郡山市成山町16　
営業時間／11:00～19:00
定休日／火曜日
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郡山南インター線
安積図書館

宮田泌尿器科●
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ヨークベニマル
安積店●

別嬪べっぴん
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TEL.024-954-2282

ホスピス やすらぎ
ペットのための終末

みちのくペット霊園みちのくペット霊園 郡山市三穂田町下守屋字箕輪1-7  

みちのくペット霊園合同会社　ペットホスピスやすらぎ　郡山市三穂田町下守屋字箕輪1-7　種別 保管・譲受
登録番号 福島県26郡保保管第73号 福島県26郡保譲受第2号　登録年月日 平成27年2月2日～平成32年2月1日　動物取扱責任者 大越一仁

TEL.024-953-2212
FAX.024-926-0029
TEL.024-953-2212
FAX.024-926-0029

これからも地域のお店やイベント情報を
たくさんお届けしていきます。
2017年も皆様にとって素晴らしい
1年になりますように。

―― まいみん彩編集室スタッフ一同

今年も一年まいみん彩をご愛読
いただきありがとうございました。

やる気スイッチグループ 忍者ナイン 無料体験会
12/14（水） ①15：45～　②17：00～
12/18（日）  ①11：00～　②13：00～　③15：00～
12/21（水） ①15：45～　②17：00～
会場／フィットネスクラブ デポルテ郡山1Fスタジオ内
〶郡山市桑野1-23-33
問忍者ナイン開成山ラボ 開校推進室 
?0248-75-3905　Shttps://www.ninja9.jp
やる気スイッチグループが運営する体操スクー
ル「忍者ナイン」では来年1/11（水）のオープン
に先駆けて無料体験会を実施します。最新の
バイオメカニクス研究に基づいて考案された
300のプログラムで誰でも必ず運動が上手に！
対象年齢は3歳～9歳まで。参加ご希望の方は
お気軽にお問合せください。 

大和田新と杉本彩が動物愛護の根幹に迫る!?
「アニマルトークセッション2  リベンジ！」
1/22（日）
時間／14：00～16：30 （受付・開場13：30～）
会場／コラッセふくしま4F 多目的ホール　料金／無料 （要申込）
〶福島市三河南町1-20
問NPO法人 SORAアニマルシェルター
?024-529-6267
Shttp://soranokizina.com
動物と人の共生を考える「SORAのきずな2016
勉強会」。第5回のゲストは、8月に台風の影響
で参加が叶わなかった杉本彩氏が「リベンジ！」
として、大和田新氏と待望のトークセッションを
繰り広げます。勉強会の終了後は、交流会も予
定しておりますのであわせて参加してみては！？

「産業カウンセラー養成講座」  無料体験セミナー
1/14（土）
時間／14：00～16：00　会場／郡山中央公民館
料金／無料（先着20名）　〶郡山市麓山1-8-4
問（一社）日本産業カウンセラー協会 東北支部
?022-715-8114　FAX 022-715-8115
{sankakyo@crux.ocn.ne.jp
Shttp://www.counselor-tohoku.jp
人と人とがこころを結びつけ、自信と元気をとり
もどすカウンセリング。産業カウンセラーは①「働
く人のメンタルヘルス対策の援助」・②「キャリア
開発の援助」・③「職場における人間関係開発
への援助」を中心に活動しています。あなたも
『はじめてのカウンセリングセミナー』を無料体験
してみませんか？ お申込はFAXまたはE-mailに
て（お名前・ご連絡先をお送りください）。

行くしかない！！合同就職面接会in郡山
12/16（金）
時間／12：00～16：30 （受付：11：30～）　会場／ビッグパレットふくしま
料金／無料　〶郡山市南2-52
問福島広域雇用促進支援協議会
?024-524-2121 （土日祝日を除く）　
Shttps://fkkoyou.net
簡単な質問で、自分の”行動スタイル”がわかり
ます。“行動スタイル”を知ることで、経歴にとら
われず、今まで考えてもみなかった企業と出会
うチャンスとなります！さらに、面接会のオープニ
ングイベントとして、企業と求職者との交流イベ
ントを開催します。先輩社員から、現場の生の
声を聞くことができます。参加無料、入退場自
由、予約不要、服装自由のカジュアルな就職面
接会です。お気軽にご参加ください。

マジェーザの新作バッグとクリスマスリースフェア
開催中～12/25（日）
時間／10：00～18：00 12/15、20は13：00～
会場／ロッソローザ
料金／入場無料　㊡12/14
〶郡山市土瓜1-76-1 ガレリア・アシュ1F
問ロッソローザ
?024-961-7570 
天然素材を使い、エコ精神を大切にしながら
丁寧に作られたマジェーザの新作バッグがた
くさん入荷しました！洋装・和装にも合う使い
勝手の良い品ばかり。この機会にぜひご覧く
ださい。また、クリスマスリースフェアを同時開
催。クリスタルreiが手がける、ドライフラワーや
プリザーブドフラワーを用いたリース・お正月
飾りを店内いっぱいに展示販売しています。

読者と編集室がお送りする
おすすめイベント情報

このコーナーは無料で掲載できます。ご希望の方は、12月15日（木）の締切日まで、
お気軽にTEL.024-956-2113またはsai@fcp.co.jpまでお問合せください。
※各イベントの詳細は直接お問合せください。

〶会場住所　問お問合せ先　㊡定休日

ulturevent &E C

5名様La Neige （ラネージュ）
提  供

商品券Happy Socks （1足）
柄はおまかせとなります。

3名様まいみん彩編集室
提  供2名様磐梯熱海温泉旅館協同組合

提  供

磐梯熱海温泉宿泊ギフト券
5,000円分

モンブーフ

ねむぴあのCD
太田美保 （アーティスト）

提  供

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

お買物券 500円分

3名様フォンデュ

PRESENT
提供主さまと編集室からの

ささやかな贈りもの

ご希望のプレゼント番号、郵便番号、住所、氏名、電話
番号、年齢、性別、職業と、アンケートの答えをご記入の
上、官製ハガキ、またはE-mailでお送りください。

応 募方法

宛 先

●ハガキでご応募の場合
　〒963-0724 郡山市田村町上行合字北川田26-3
　福島カラー印刷  株式会社
　「まいみん彩」編集室
●E-mailでご応募の場合
　pre@fcp.co.jp
●携帯電話からもご応募できます。

ア ンケート

締 切日

2016年12月22日（木）消印有効
プレゼント当選者の発表は、商品の発送をもってかえさ
せていただきます。

①「まいみん彩（sai）」の記事の中で
　Ａ・興味のあった記事　Ｂ・興味のなかった記事
②本紙に対するご感想、ご意見
③取り上げてほしい記事、お店
④本紙をどこで手に入れたか
※お寄せいただいたハガキは、紙面づくりと情報提供に
活用させていただきます。

口福プチギフト

3名様フルーツショップ青木
提  供

※季節により変更がございます1 2

4 5 6

3

3名様提  供

まいみん彩
さい 2016.12



ひのき酵素風呂ZEN

郡山市備前舘2-96
営業時間/10:00～20:00（最終受付19:00）
★時間相談可　★当日予約可（予約優先）
定休日/月曜・月曜が祝日の場合は火曜

TEL.024-973-8588TEL.024-973-8588
ZENひのき酵素風呂

ゼ　ン

● ● ● 赤から●

幸
楽
苑

東
邦
銀
行

オノヤ
リフォーム

逢瀬川

●
●トライアル

●ツルハドラッグ

至八山田
ブイブリアン

●
ブ
イ
チ
ェ
ー
ン

●
ブ
イ
チ
ェ
ー
ン

●

内
環
状
線

郡山インター線郡山インター線

公　園 大
昇
楼
●

圧倒的美肌効果＆極上の満足度
世界最高峰コラーゲンマシン

たった30分寝ているだけで！
ただ光を浴びるだけで！
美肌効果を全身で実感

たくさんのたくさんのたくさんの
うれしいうれしいうれしい

続出！！続出！！続出！！話しが話しが話しが

たくさんの
うれしい

続出！！話しが

20代の方
肌の活性とケア
ハリや透明感のある
フレッシュな肌を
実感できます。

さらに透明感やハリ感UP
30代の方

全体的に肌の再生、
ハリ・ツヤ・透明感を
実感できます。

40代～の方

肌に潤いと弾力性が り、
シワの目立たないお肌を

実感できます。

弾力性と輪郭線・シワの減少

4,500円通常
7,000円

特別思いやり料金

美肌・美白・アンチエイジング
セルライトケア・ダイエット・冷え改善
骨密度の増・髪が強く太くなる
リラクゼーション等

効  果コラーゲンランプより633nmの可視光線が放出されます。
可視光線が真皮層の繊維芽細胞に働きかけ、
コラーゲンの合成を促します。

シ ワ

繊維芽細胞

エラスチン
コラーゲン繊維

加齢肌 健康肌

633nmの可視光線

真皮

表皮

真皮

表皮

● シャワーの水がはじけるほど、ふっくらハリとツヤのある肌になりました。
● 1回浴びただけでひざ関節と指関節の痛みが、おどろく程やわらぎました。
● 顔の毛穴が目立たなくなってシミが薄くなり、色白になりました。
● 目のぼんやりがなくなり、髪も強く、太く、しなやかになりました。
● 身体がぽかぽかに温まり、すごく汗をかくようになりました。

福島県初導入！最新モデルは県内では
ZENだけ！

これ1つで全身潤美肌
一流ミュージシャンや女優も使っています。
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