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※表示価格は、令和2年2月現在の税込価格です。

日本三大ラーメンの一つ

喜多方といえば「ラーメン」！
平打ちでコシがある

縮れ麺が醤油ベースのスープによく絡む
美味しいラーメンをご家庭で

喜多方といえば「ラーメン」！
平打ちでコシがある

縮れ麺が醤油ベースのスープによく絡む
美味しいラーメンをご家庭で

R A M E N

㈱五十嵐製麺
字町尻東7468
TEL.0241-22-0457　FAX.0241-22-0459
MAIL／kitakata@aioros.ocn.ne.jp
［営業時間］9：00～17：00
［定休日］日曜日

喜多方自家製
乾燥ラーメン
喜多方生麺を48時間
低温熟成乾燥させた
乾燥めんです。味は
醤油味、みそ味、しお
味、担々麺、冷やし中
華（夏限定）。

各種12食 2,400円

らーめん一平
松山町村松字石田1453
TEL.0241-23-0699　FAX.0241-23-0699
MAIL／toppi35jp@ybb.ne.jp
［営業時間］7：00～18：00（スープなくなり次第終了）
［定休日］水曜日

らーめん一平
おみやげ5食
店頭でしか販売
していないこだ
わりのお土産
らーめんです。

5食入 1,300円

㈲朝日屋食品
字押切南二丁目16
TEL.0241-22-1125　FAX.0241-25-7745
MAIL／jimu_asahiya@amail.plala.or.jp
［営業時間］8：00～17：00
［定休日］元日

麺道楽5人前

飯豊山伏流水仕込み、
多加水熟成手もみ麺5
食。2種のスープと、と
ろける食感のチャー
シュー、メンマも付い
た贅沢セット。

5食入 2,180円

㈱曽我製麺
関柴町上高額宮越517-18
TEL.0241-22-4020　FAX.0241-22-4023
MAIL／info@sogaseimen.co.jp
［営業時間］8：00～17：00
［定休日］元日

こだわり肉そば
5食入ラーメン
究極の麺づくりに取り組む曽
我製麺。市内のラーメン屋さん
からの注文が多く、お店と同じ
味を食卓でお楽しみいただけ
ます。独自の製法で仕上げたこ
だわりの逸品をどうぞ。

5食入 3,240円

游泉　三浦屋
岩月町喜多方字林崎621-1
TEL.0241-24-4735　FAX.0241-24-4705
MAIL／yusen@kitakata-miuraya.com
［営業時間］11：00～15：00
［定休日］水曜日

喜多方ラーメン 游泉
白箱10食入（しょうゆ）
多加水熟成麺と杉の
木桶仕込みのしょう
ゆを使用した天然だ
しスープ。お店の味
をご家庭の食卓に！

10食入 1,500円

㈲宮沢商店
字寺町4750
TEL.0241-22-1313　FAX.0241-22-8018
［営業時間］9：00～17：00
［定休日］日曜日

喜多方生ラーメン
飯豊山より伏流水
となって湧き出る
清冽な水と厳選し
た小麦粉を使った
中華そばです。

5食入 670円
10食入 1,340円

㈲永善 蓮沼製粉製麺工場
字諏訪208
TEL.0241-22-0543　FAX.0241-23-3661
MAIL／info@hasunuma-men.com
［営業時間］平日（火曜日を除く）8：00～17：00　日曜9：00～15：00
［定休日］火曜日、1月1日～1月3日

元祖生ラーメン

「おいしい麺で人を喜ばせ
たい」の思いで少量生産に
こだわり、霊峰飯豊山の伏
流水が独特のコシの強さと
まろやかで風味豊かな「は
すぬま」の麺を生みます。

5食入 918円

㈲喜多方麺茶家
豊川町米室字二本杉5580-16
TEL.0241-23-1266　FAX.0241-22-5946
MAIL／menchaya@tmt.ne.jp
［営業時間］8：30～16：30
［定休日］土・日・祝日

喜多方らーめん
喜多の舞
良質な原材料を使用
し、コシが強く、少し細
目のらーめんです。
醤油味4食、味噌味2食。

6食入 1,188円

星醸造㈱
字北町2906
TEL.0241-22-0101　FAX.0241-25-7363
MAIL／info@kurakuratei.co.jp
［営業時間］8：00～17：00
［定休日］日曜日

4食入
煮干醤油ラーメン
子供の頃食べた煮干し
が効いた醤油ラーメン
です。モチモチした中
太多加水麺と煮干し香
る醤油スープが特徴の
喜多方ラーメンです。

4食入 760円

㈱坂内　坂内食堂
字細田7230
TEL.0241-22-0351　FAX.0241-24-3879
MAIL／info@bannaisyokudou.jp
［営業時間］7：00～18：00
［定休日］木曜日・他予定

坂内食堂
おみやげAセット
スープ、調味水、チャー
シュー2本付！もちもち麺
と塩ベースのスープです。
贈り物としても人気です。

5食入 3,500円

喜多方市ふるさと振興㈱
松山町鳥見山字三町歩5598-1
TEL.0241-21-1139　FAX.0241-21-1157
MAIL／info@furusatosinkou.co.jp
［営業時間］9：00～18：00
［定休日］年末年始

お土産生ラーメン

地元製麺所の生ラーメ
ンと当店厳選の醤油
スープが4人前入った
お土産ラーメンです。
ご当地限定販売品！

4食入 600円

㈱河京 ラーメン館 本館
字梅竹1
TEL.0241-21-1414　FAX.0241-21-1415
MAIL／ramen1@ramenkan.com
［営業時間］10：00～17：00（変更有）
［定休日］12月31日

5食ラーメン
醤油3・味噌2・スープ付
熟成の太縮れ麺と、
スッキリ醤油スープ、
味噌スープもミックス
した、定番のお土産
ラーメンです。

5食入 1,080円

㈱喜多方らーめん本舗
関柴町西勝字井戸尻48番地2
TEL.0241-22-5123　FAX.0241-25-7474
MAIL／kikaku@kitakata-ramen.jp
［営業時間］9：00～17：30
［定休日］日・祝日

5食蔵で生まれた
喜多方ラーメン
醤油味・味噌味
みちのく産小麦を使用した、もちもちと
した歯ごたえのある太ちぢれ麺に、スー
プは地元会津の老舗醸造元の醤油・味噌
を使用した、あっさりとした醤油スープ
に濃厚感のある味噌スープです。
839g 1,080円
（めん120g×5、醤油スープ45ｇ×3、味噌スープ52g×2）

老舗 まるや
字寺南2628
TEL.0241-22-0613　FAX.0241-24-4328
MAIL／forever-young.boat@orange.zero.jp
［営業時間］10：00～19：00 ※15：00～17：00は休憩
［定休日］火曜日※物産展出店時は臨時休業

まるやオリジナルラーメン
醤油味スープ付き
喜多方の山々の清らかな伏流水
で練り上げた独特の「平打ち、太
め、ちぢれ麺」もちっとした食感
です。スープは動物系、海産物
系、植物系の合わせたダシです。
タレは一子相伝の醤油味です。

5食入 1,200円



伝統の味を守りながら
新しい味に挑戦

厳選した素材を活かした
伝統のお菓子から

新しいお菓子まで勢揃い

厳選した素材を活かした
伝統のお菓子から

新しいお菓子まで勢揃い

S W E E T S

喜多方ラーメン「わんわん」
関柴町西勝字西原309-6
TEL.0241-24-3775　FAX.0241-24-3775
MAIL／wanwan@key.ocn.ne.jp
［営業時間］11：00～19：30
［定休日］不定休

わんわん特製
喜多方ラーメン
昔ながらの特製醤
油ラーメン。あっさ
りした醤油味5人
前です。是非一度食
べてみてください。

5食入 1,080円

まこと食堂
字小田付道下7116
TEL.0241-22-0232　FAX.0241-22-9855
［営業時間］7：30～15：00
［定休日］月曜日　※祝日の場合火曜日

オリジナルラーメン
当店及び、TEL・注文のみの販売
フリーダイヤル：0120-820-898

2食入 550円
5食入 1,400円

喜多方ラーメン来夢
字稲荷宮7
TEL.0241-23-0287　FAX.0241-22-4422
MAIL／raimu@rouge.plala.or.jp
［営業時間］11：00～22：00（ラストオーダー21：45）
［定休日］無休

喜多方ラーメン
来夢限定
オリジナルギフト
来夢名物とろけるチャー
シューが1本入ってます。つ
るつるもちもちの喜多方
ラーメンの麺との相性は抜
群です！ご自宅用としても
贈答用としても人気です！

8食入 3,240円

㈱福島農場
岩月町宮津字下村前484-1
TEL.0241-22-2026　FAX.0241-22-5692
MAIL／info@noujyo.com
［営業時間］9：00～18：00
［定休日］不定休

玄米かりんとう
農場産こがねもち米を玄米のままつきあげ、サイコ
ロ状にカットして米油で揚げました。米粒をイメー
ジして、小粒に作りました。バターカラメル味と黒糖
味の2種類。

60g入 260円

おくや ピーナッツ工場
字天満前8930
TEL.0241-23-7630　FAX.0241-23-7630
MAIL／shop@oku-ya.com
［営業時間］10：00～18：00
［定休日］元日

会津産
煎りサヤうまピー
会津産の落花生を契約栽培、自社
加工をしています。会津産の落花
生は大粒で油分が多く、クリー
ミーな落花生です。

220g/1袋 950円

小林米菓店
字御清水1
TEL.0241-22-0974　FAX.0241-22-0974
［営業時間］8：00～17：00
［定休日］日曜日

たまりせんべい

国産米100％を使用した喜多方産
の醤油で一枚一枚ハケ塗りした今
も昔も変わらない味のたまりせん
べいです。

40枚 1,425円

老舗 鳴海屋
字一丁目4580
TEL.0241-23-1701　FAX.0241-23-1701
［営業時間］10：00～17：00
［定休日］不定休（冬期間 毎週水曜日）

駄菓子詰合

あんこ玉・きな粉ねじり・
げんこつ飴などの食べ切
りサイズ詰合。

5種類 950円

山中煎餅本舗
関柴町上高額字北町407-1
TEL.0241-22-0004　FAX.0241-23-7020
URL／yamanaka-senbei.com
［営業時間］10：00～16：30
［定休日］年末年始

喜多方たまり
せんべい（厚焼き）
全国観光土産品審査会長賞 3年
連続受賞！創業明治33年。レンガ
窯の炭火で職人が手焼きしてい
ます。100年続く伝統のせんべい
で、国産米100％、福島県産の醤油
を使用しています。

7枚 625円

九重本舗奈良屋
塩川町字新町1846
TEL.0241-27-2045　FAX.0241-27-8287
［営業時間］8：30～19：00
［定休日］毎月 第1日曜日、16日、26日

ここのえ

明治27年の創業からの変わらぬ手
造りの柚子の香りと味わいをお楽
しみください。

150g 562円

ポン菓子専門店 ぽんぽん堂
字長面3074-1
TEL.0241-23-1048　FAX.0241-23-1048
MAIL／matsuzaki-beikoku@outlook.com
［営業時間］10：00～5：00
［定休日］日曜日

おこし詰合せ
「豊年満作」
6種類の味が楽しめるコ
シヒカリ米100％の「おこ
し」の詰合せです。保存
料や添加物を一切使用
しておりません。
1,350円
（黒糖3×1箱、梅しそ3×1箱、醤油バター3×1箱、ココア20g×1箱、抹茶20g×1箱、コーヒー20ｇ×1箱）

田原屋菓子店
字谷地田7393-3
TEL.0241-22-0574　FAX.0241-22-0574
［営業時間］9：00～18：00
［定休日］水曜日

一口まんじゅう
昔から喜多方で食べられ
ている一口サイズのおま
んじゅうです。白皮には
小豆アン、茶皮には白ア
ンが入ってます。

1ヶ 10円（税別）
箱入（25ヶ入） 350円（税別）
　　（45ヶ入） 550円（税別）

㈱江川米菓店
岩月町宮津字若宮13
TEL.0241-23-3862　FAX.0241-23-5662
MAIL／egawabeika10@opal.plala.or.jp
［営業時間］8：00～17：00 配達時間により時間の変更あり
［定休日］土・日・祝日

会津喜多方
たまりせんべい
創業明治25年会津喜多方たま
りせんべいの製造メーカーで
す。会津米100％で焼き上げた
ふんわりサクサクのお煎餅び
味付けは工場で一から手作り
したソースを使用します。

5枚入各種　588円

お菓子のヤマグチ
字一本木上7741-3
TEL.0241-22-0526
［営業時間］8：30～18：00
［定休日］木曜日

喜多方ら～めん大福

ラーメンスープで煮た自家製餡と
ホイップクリームを柔らかい餅で
包み、表面にナルト、ホワイトペッ
パーをトッピング！

1個 150円

株式会社　蔵のまち農園
字屋敷免3960
TEL.0241-21-1511　FAX.0242-36-7335
MAIL／orikasa@amarc.co.jp
URL／https://amarc-farm.com/
［営業時間］8：00～17：00　［定休日］土・日・祝日

焼き芋を干し芋にしました。
堆肥を製造している当農
園が、有機肥料を使用し栽
培したさつま芋（紅はるか）
を一度焼き芋にし、旨味を
引出した後、干し芋にし、更
に旨味を引出しています。
A 650円/袋
B 500円/袋



喜多方の良質な水で仕込んだ
醸造品の数々

喜多方の盆地ならではの風土と、地元の米の
旨みと飯豊山の伏流水が織りなす味わい
喜多方の盆地ならではの風土と、地元の米の
旨みと飯豊山の伏流水が織りなす味わい
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720㎖ 1,100円

酒蔵 くらしっく 小原酒造㈱
字南町2846
TEL.0241-22-0074　FAX.0241-22-0094
MAIL／shop@oharashuzo.co.jp
［営業時間］9:00～17：00
［定休日］12月31日・元日

特別純米酒  蔵粋 
アマデウス
日本初の“モーツァルトを聴いて
育てた日本酒〝蔵粋（くらしっ
く）”山田錦60％精米した純米酒で
す。フルーティな飲みやすい酒で
す。

㈾吉の川酒造店
字一丁目4635
TEL.0241-22-0059　FAX.0241-22-0791
MAIL／yoshinogawa@sky.plala.or.jp
［営業時間］9：00～17：00
［定休日］土・日・祝日

会津吉の川
手造り純米酒
契約栽培された喜多方産五百
万石を100%使用し、低温でじっ
くり醸された飲み口が良くふ
くらみのある純米酒

720㎖ 1,430円

ほまれ酒造㈱ 雲嶺庵
松山町村松字常盤町2706
TEL.0241-22-5155　FAX.0241-24-4600
MAIL／k_saito@aizuhomare.jp
［営業時間］9：00～16：30
［定休日］年中無休（年末年始を除く）

会津ほまれ
播州産山田錦仕込
純米大吟醸酒
フルーティーで気品ある香りに
まろやかな口当たり、甘みと酸
味のバランスも良くとれた爽
やかな逸品

720㎖ 3,850円

夢心酒造㈱
字北町2932
TEL.0241-22-1266　FAX.0241-25-7177
［営業時間］8：00～17：00
［定休日］土・日・祝日

純米大吟醸
奈良萬
喜多方産米「五百万石」を原料
に使用。含み香と米の旨味を感
じながらもキレが良いため、呑
み飽きしない味わい。

720㎖ 2,750円

㈲峰の雪酒造場
字桜ガ丘一丁目17
TEL.0241-22-0431　FAX.0241-22-0432
MAIL／info@minenoyuki.com
［営業時間］9：00～16：30
［定休日］土・日・祝日

大和屋善内
純米生詰
喜多方産の五百万石とチヨニシ
キを使用した純米酒です。軽快
な飲み口と上品な香りが味わえ
ます。

720㎖ 1,375円
1.8ℓ 2,750円

大和川酒蔵 北方風土館
字寺町4761
TEL.0241-22-2233　FAX.0241-22-2233
MAIL／sake@yauemon.co.jp
［営業時間］9：00～16：30
［定休日］元日

純米辛口 弥右衛門

自社田・自社栽培米「夢の香」を
使った純米酒。米の旨味とキレ
のバランスが絶妙です。

720㎖ 1,210円
1.8ℓ 2,420円

笹正宗酒造㈱
上三宮町上三宮籬山675
TEL.0241-24-2211　FAX.0241-23-1575
MAIL／order@sasamasamune.com
［営業時間］8：30～17：00
［定休日］日・祝日

純米吟醸 「笹正宗」

契約栽培された喜多方産の酒
造好適米を使用。上品な甘旨が
特徴です。

720㎖ 1,650円

㈾喜多の華酒造場
字前田4924
TEL.0241-22-0268　FAX.0241-22-0268
MAIL／info@kitano87.jp
［営業時間］9：30～17：00
［定休日］年末年始

特別純米無濾過生原酒
星自慢
甘味と香りの楽しめる濃醇な生原
酒です。

720㎖ 1,430円
1.8ℓ 2,750円

川瀬味噌醤油醸造元
熊倉町熊倉字熊倉827
TEL.0241-22-1808　FAX.0241-22-3886
［営業時間］8：00～18：00
［定休日］無休

雄国みそ
雄国みその郷は磐梯国立公
園雄国沼のふもとです。そ
んな自然がいっぱいの恵ま
れた環境の中でおいしい水
でもって仕込醗酵熟した手
造の地場みそです。

500g 515円
1㎏ 876円

若菜農園
岩月町宮津字勝耕作3819
TEL.0241-22-9459　FAX.0241-22-9459
MAIL／wakanakurakannkou_nouen@yahoo.co.jp
［営業時間］8：00～17：00
［定休日］無休

れんがみそ

当園でとれた米を使いこうじを作
り、当園で栽培した大豆と塩を練
り、当家のれんが蔵みそ蔵で熟成
し仕上げた手作りみそ「れんがみ
そ」です。

1㎏詰 800円

淀屋 武藤合名会社
塩川町字新町1858
TEL.0241-27-2022　FAX.0241-27-8276
MAIL／xw443538@sc5.so-net.ne.jp
［営業時間］8：00～18：00
［定休日］第2日曜日

三十五割糀みそ とよきち
米糀が大豆の3.5倍入った三十五
割糀みそ。会津産大豆と会津産コ
シヒカリを100％使用。当社比30％
減塩の甘口味噌。この味を知った
ら他の味噌には戻れない。
750g 1,080円
750g×3個 3,240円
750g×6個 6,480円

中の越後屋醤油店
字一丁目4647
TEL.0241-22-2211　FAX.0241-23-0358
［営業時間］8：00～18：00
［定休日］無休

会津マルコシ
手造りみそ
良質の国産大豆と会津米を原料と
して、麹を多く入れお塩を少なく
しました。本当の味噌の味をご賞
味ください。

750g 950円

㈱伊藤金四郎商店
字寺町4747
TEL.0241-22-1515　FAX.0241-22-9495
MAIL／nisitama@indigo.plala.or.jp
［営業時間］8：00～18：00
［定休日］不定休

特別限定品
酵母仕込みそ
脱皮した国産大豆と地
元会津産米の米麹を使
用し、香味良い味噌酵
母を加え熟成させた甘
口タイプの赤系味噌。
1kg 918円
1kg×2（箱入） 1,836円

㈲若喜商店
字三丁目4786
TEL.0241-22-0010　FAX.0241-23-1446
MAIL／wakaki@bz04.plala.or.jp
URL／http:/www.wakaki-kura.jp
［営業時間］9：00～17：00　［定休日］不定休

天然醸造醤油

地元産大豆、小麦と赤穂の天塩を
土蔵の木桶醸造で2年間熟成させ
た天然醸造醤油。保存料や調味料
を一切加えておりません。伝統の
味。

720㎖ 896円



喜多方の気候に育まれた

万年雪が山頂を覆う飯豊山の湧き水と
豊かな土壌で育った美味しさ

万年雪が山頂を覆う飯豊山の湧き水と
豊かな土壌で育った美味しさ

P R O C E S S E D
A G R I C U L T U R A L 　 F O O D S

会津喜多方産
グリーンアスパラガス
喜多方市は全国有
数のアスパラガス
の産地。豊富な栄養
素と「甘み」「うま
み」をぜひご賞味く
ださい。地方発送も
承ります。

1㎏ 3,500円（送料込）

会津喜多方産
「こしひかり」
極上の「コシヒカリ」
は光沢があり、粒ぞ
ろいを厳選した事
でしっかりした食
感が自慢のおいし
い逸品です。地元発
送も承ります。

5㎏ 2,300円（送料別）

1瓶200g 850円

宮古そば 権三郎
山都町蓬莱字中村4576
TEL.0241-38-2586　FAX.0241-38-2586
MAIL／gon_3burou@ybb.ne.jp
［営業時間］11：00～そばが無くなり次第終了
［定休日］不定休※冬期間休業

宮古10割生そば
昔から守り続けた宮
古そばです。10割の生
そばでしか味わえな
いおいしさです。

5人前 つゆ付き
2,700円（送料別途）

会津よつば
農業協同組合
会津若松市扇町35番地1
TEL.0241-23-2288
FAX.0241-23-2223
MAIL／endou-ya003@ai
［営業時間］8：30～17：00
［定休日］土・日・祝日

SSKセールス㈱ 喜多方工場
字清水台2丁目75
TEL.0241-22-1234　FAX.0241-22-0073
MAIL／shunsuke.otake@so.ssk-ltd.co.jp
［営業時間］8：00～17：00
［定休日］土・日・祝日

会津産ホワイトアスパラガス
のピクルス
会津地方で栽培され
たホワイトアスパラ
ガスを100％使用。ほ
んのり甘みが感じら
れるピクルスにしま
した。

渡部農家
熊倉町新合字小沼甲23-1
TEL.0241-25-7471　FAX.0241-25-7471
MAIL／mm1212@cocoa.plala.or.jp
［営業時間］9：00～18：00
［定休日］不定休

特別栽培米コシヒカリ
「喜多方の馨り」
農薬と化学肥料を通常の5割
以上削減した特別栽培米コ
シヒカリです。雄国山のミネ
ラル豊富な水で育てました。
白米5㎏ 2,500円（送料別）
白米10㎏ 4,500円（送料別）
玄米30㎏ 9,500円（送料別）

小土山活性化実行委員会
高郷町磐見字立岩乙1806
TEL.0241-44-2631　FAX.0241-44-2631
MAIL／tateiwa_fuji508@yahoo.co.jp
［営業時間］8：00～17：00
［定休日］日曜日

美米（うまい）
高郷町の小土山地区にある富士
山から流れる清水により棚田で
生育した、極上のお米をペット
ボトルに詰めました。自慢のお
米をぜひご賞味ください。

450g 300円
5kg 2,500円
10㎏ 4,500円

来夢山都
山都町蓬莱字中村4608
TEL.0241-38-2572/090-2970-8963
FAX.0241-38-2572
［営業時間］8：30～17：00
［定休日］1月1日～1月6日

山都魂

喜多方市山都町
宮古産そばです。

1箱3束入（1束200g入）
2,700円（送料別途）

㈲松本屋商店
塩川町字中町1906
TEL.0241-27-2061　FAX.0241-27-8399
MAIL／matsumotoya61@au.wakwak.com
［営業時間］10：00～17：00
［定休日］木曜日

のれん漬

新鮮な野菜を、松本
屋の特性みそで漬
け込んだ、甘じょっ
ぱいみそ漬。

350g/1袋 650円

㈱山内農林
慶徳町松舞家木曽ノ原843-3
TEL.0241-23-5848　FAX.0241-23-5847
MAIL／bsyynn714@ybb.nejp
［営業時間］9：00～17：00
［定休日］不定休

慶徳玉ねぎドレッシング
和風・洋風
地元の食材 会津慶徳玉ねぎを使
用。食品の残さやミネラル肥料で
オリジナル栽培をしています。

はつ恋ドレッシング
1本150㎖（2種）
400円（和風・洋風）

あじ庵食堂
字清水が丘1-11
TEL.0241-23-6161　FAX.0241-23-6161
MAIL／asian7117@gmail.com
［営業時間］7：00～18：00 
（冬期間12月～2月末）平日10：00～15：00　土日祝7：00～15：00
［定休日］月曜日（月曜が祝日の場合翌日）

会津塩川
しじみ潮だし
当店の山葵塩そばをベースに、し
じみと瀬戸内の塩を使ったタレで
す。スープとしては勿論、鍋、茶碗
蒸し、玉子焼き等にお使いくださ
い。

200㎖ 1,000円

清水薬草㈲
字三丁目4835
TEL.0241-22-0533　FAX.0241-22-2997
MAIL／info@aizuninjin.jp
［営業時間］9：00～18：30
［定休日］日・祝日

会津野草　蔵茶

会津で一番よく利用されてきたク
マゴヅルをはじめ、9種類の野草が
ブレンド。おいしいと評判の本格
的な健康茶です。

16袋入 648円

韓国家庭料理 金（キム）さん
字谷地田7429
TEL.0241-24-2673　FAX.0241-36-2285（自宅）
［営業時間］18：30～24：00
［定休日］不定休

白菜キムチ、大根キムチ、チャンジャ、
イカキムチ、キュウリキムチ（季節）
白菜キムチ、大根キムチにお
いては、自家栽培を主に喜多
方産にこだわっております。

各1,000円

蒲生農園
塩川町五合字松崎丁414
TEL.0241-27-3475　FAX.0241-27-3475
MAIL／mail@gamounouen.com
URL／http://gamounouen.com
［営業時間］9：00～17：00　［定休日］不定休

西洋梨100％ジュース

もっとも完熟している時期に
搾った果汁100％ジュースで
す。香りもギュッと便に詰め込
みました。

500㎖ 700円

五十嵐農園
熊倉町都字宮ノ前丙42-3
TEL.0241-22-7324　FAX.0241-22-7324
［営業時間］9：00～18：00
［定休日］不定休

りんごをまるごと
しぼった果汁100％
りんごジュース
雄国山麓の日当たりの良い畑
で育ったりんごを使用した、果
汁100％のりんごジュースで
す。甘酸適和なジュースです。

1ℓ 700円



手作りならではのあたたかみ

雪深く冬が長い
喜多方独自の風土から生まれた、
作り手の想いがつまった逸品

雪深く冬が長い
喜多方独自の風土から生まれた、
作り手の想いがつまった逸品

T R A D I T I O N A L  C R A F T S

ここにしかない喜多方オリジナル

オンリーワンの商品をご紹介オンリーワンの商品をご紹介

O t h e r

木之本漆器店
字天満前8859
TEL.0241-23-1611　FAX.0241-23-1629
MAIL／23-1611@hechima.co.jp
［営業時間］9：00～18：00
［定休日］元日

ふくろうの福来たれ
桐の木くずと小麦粉で
できた人形です。手ひ
ねりで表現した愛くる
しいふくろう達は、「頼
む、お願い、この通り」
と「福」を呼び寄せてく
れる!？かも。
1セット 3,300円

黒澤桐材店
字一本松木上7749
TEL.0241-22-0928　FAX.0241-22-1363
［営業時間］8：00～18：00
［定休日］元日

漆石目塗舟形（創作塗）

会津桐を自社で伐採、職
人による手仕上げの下
駄、会津漆器とのコラボ、
他に皮張りなどオリジナ
ル品も製作。

S・M・L 33,000円

マルサ漆工房
字天満前8851-2
TEL.0241-22-1103　FAX.0241-22-1482
MAIL／japa.aizu@gmail.com
［営業時間］9：00～18：00
［定休日］不定休

満月酒盃

いつでも輝く満月を見
ながら美酒を頂けます。
天然木・本漆をこだわり
の伝統技法で仕上げ贈
り物にも良い。

径7.8㎝ 高5.1㎝ 8,800円

秋葉漆器製造所
字天満前8866
TEL.0241-22-1404/080-1301-6784
FAX.0241-22-1404
［営業時間］9：00～18：00
［定休日］不定休

漆　椀
使いやすくて、漆
以 外 の 塗 装 は
使っていません。
傷んだ漆器の修
理・修復も承って
いますので、ご相
談ください。
1個 4,500円

会津喜多方漆器商工協同組合
字古寺8625-10
TEL.0241-22-2556　FAX.0241-22-2808
［営業時間］8：00～18：00
［定休日］無休

木製多様椀 （大・中・小あり）
この商品は天然木材と喜多方産うるしで出来た高
級なお椀です。平成11年より喜多方市がこども園、
小、中学校の給食の食器として使用しています。
軽くて持ちやすいのが特徴で
体にも優しい一品です。
大（16.5㎝）5,000円
中（14.0㎝）4,000円
小（12.5㎝）3,000円

㈲北見八郎平商店
字天満前8919-1
TEL.0241-22-0711　FAX.0241-25-7789
MAIL／aizuno@world.ocn.ne.jp
［営業時間］9：30～18：30
［定休日］第2・4木曜日

ぼくとわたしの
スプーン
口当たりの良さと温かい手ざわ
りは漆ならではのもの。お子様
のお気に入りの一本を見つけて
ください。

各1本 550円

蔵人-kuraudo-
字一丁目4647-1
TEL.0241-23-2411　FAX.0241-23-3330
MAIL／info@fresh-shintani.net
［営業時間］10：00～17：00
［定休日］水曜日

喜多方「SAKE」
ナイロンバック
喜多方市内の全酒蔵
の公式ロゴを全面
に！これをもってお
出かけすれば注目度
No.1間違いなし！！！

各種 600円

㈲星幸衣服店
字三丁目4796
TEL.0241-22-1255　FAX.0241-22-1405
MAIL／hoshikou1255@gmail.com
［営業時間］9：30～18：30
［定休日］木曜日

会津もめん
ポケットTシャツ
ポケットが会津地方伝
統生地である会津もめ
んのTシャツです。ポ
ケットの色を豊富に取
り揃えています。

XS～XL 2,860円

東北自動車道→磐越自動車道
約 4時間

東北新幹線
約1時間 20分

会津鬼怒川線
約3時間 10分

会津鉄道
約1時間

磐越西線快速
約1時間 30分

磐越西線快速
約 20分

磐越西線快速
約 2時間

東北自動車道→磐越自動車道
約 2時間 15分

車の場合
首都高速

仙台宮城 I.C

新潟中央 I.C

福島大笹生 I.C

東　京

喜多方

郡　　山

新　潟

東武浅草 会津田島 会津若松喜多方

東北中央自動車道
約 30分

R121 大峠トンネル経由
約 1時間

R121
約 30分

会津縦貫北道路 15分

磐越自動車道
約 1時間 15分

米沢中央 I.C

会
津
若
松
I.C

電車の場合

協同組合蔵のまち喜多方 老麺会
字沢ノ免7331　会津喜多方商工会議所内
TEL.0241-24-3131　FAX.0241-24-4435
MAIL／info@ramenkai.com
URL／http://www.ramenkai.com
［営業時間］9：30～15：30　［定休日］土・日・祝日

ラーメン御食事券
老麺会加盟店でお会計の際に、500円分の金券と
してご利用頂けます。
購入申込は事務局、又はFAX・HPにて。

喜多方観光物産協会 検　索

喜多方観光物産協会お
問
合
せ

TEL.0241-24-5200 FAX.0241-24-5284
〒966-8601 福島県喜多方市字御清水東 7244-2
E-mail  info@kitakata-kanko.jp

http://www.kitakata-kanko.jp

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

ホームページ

モ～っと
喜多方を
知りたい
方へ！


