
平成29年10月29日（日）
西四ツ谷観光駐車場  9：00集合
4,300円（交通費・昼食・拝観料含む）
40名（最少催行人数15名）
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● 思い出も出会いもここから始まった。「喜多方うるし銀座」

● 心もほっこり…スイーツアラカルト♡

● 全国新酒鑑評会・
　 インターナショナルワインチャレンジ（IWC）受賞酒

● 近代化産業遺産
　 三津谷の登り窯「やっこぼし」(小法師)
● Pick up! 情報

● 会員情報

喜多方観光物産協会（喜多方市観光交流課内）
〒966ｰ8601 喜多方市字御清水東 7244 番地 2
TEL.0241-24-5200　FAX.0241-24-5284
E-mail：info@kitakata-kanko.jp　URL：http://www.kitakata-kanko.jp/
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きたかた観光
秋

【お問合せ】会津喜多方商工会議所  TEL:0241-24-3131

【旅行企画・実施・旅行申込】喜多方観光バス（株）  TEL:0241-21-1100 （福島県知事登録旅行業第2-312号 総合旅行業務取扱管理者  石嶋和義）
【イベント企画・お問合せ】喜多方観光物産協会  TEL:0241-24-5200  

【お問合せ】（資）会津錦  TEL:0241-44-2144
 　　　　   高郷町西羽賀字西羽賀2524

【お問合せ】喜多方市熱塩加納総合支所
 　　　　   TEL:0241-36-2115

喜多方市の早朝名物
「喜多方おはようマル
シェ（朝市）」が10月の
第4日曜日に最終開
催。地元産農作物をは
じめ地域食材を使った
軽食や雑貨が販売さ
れます。
新鮮たまごや出店店舗
の一品が当たるミニ抽
選会を開催！豪華景品
が当たる大抽選会も！
詳しくは会津喜多方商
工会議所まで。

● 高郷町吹屋地区で守り続ける三十三観音立像特別
ご開帳、西羽賀「非公開の蔵座敷」限定公開

● 山都町久昌寺の木造十一面観音菩薩坐像特別ご開帳
● 新そばと酒蔵見学

西四ツ谷観光駐車場（9：10） ➡ 伝小野小町塚 ➡ 高郷町 吹屋観音 ➡ 西羽賀地区  通常非公開の蔵座敷 ➡ 
会津錦  酒蔵見学  試飲・お買い物 ➡ ふれあいランド高郷（昼食） ➡ 山都町  館原  久昌寺観音堂 ➡ 宗像神社 ➡ 
慶徳町  新宮熊野神社 ➡ 西四ツ谷観光駐車場（15：00）　※出発時間等は予定です。詳細は出発前の確定書面によります。

揚津棚田コシヒカリ米を
使用した特別純米酒
●720ml・・・1,620円（税込）
●1800ml・・3,650円（税込）

雲海とは、雲が海のように広がること
により、山々が島にみえる現象で夜明
け前から早朝にかけて湿度が高く十
分な放射冷却があり、無風状態の時
に見ることができる。

頃10月 頃4月～末12月 ～ 発売開始

※画像はイメージです

『    こぼし』〔小法師〕  やっ
近代化産業遺産 三津谷の登り窯

　瓦を焼くときに使用されていた窯道具のひとつで、幾度も1200度を超え
る窯の中で瓦を支え続けましたが、瓦の生産終了とともにその使命を終え、
ひっそりと土の中で眠っていました。
　最初は素焼き状態のものですが、何度も繰り返し使用されたために、飛び
釉によって様々な色に変化したり、形もつぶれたりしていて同じものは2つと
ありません。（瓦の生産期間は1890［明治23年］～1970［昭和45年］です）
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頑張り続けたヤッコを
“どんな状況においても、くじける事なく支えて下さるお守り”
　　　　　　　　と願いを込め、こぼしに仕立てました。

喜多方煉瓦會
（きたかた  れんがかい）
http://www.kitakata-renga.jp
煉瓦會事務局 0241-23-5004 まで
※「三津谷の登り窯での販売のみ」
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【問合せ】 TEL:0241-22-0543【問合せ】 TEL:0241-22-0437

喜多方市字諏訪208
平　日 8：00～17：00
日曜日 9：00～17：00
年始
http://hasunuma-men.com/

住　所

定休日
Ｈ　Ｐ

時　間
喜多方市字北町2905番地  
9:00～18:00
毎週木曜日・元日

住　所

定休日
時　間

会員情報 有限会社 永善和飲蔵/星酒店

明治時代初期の蔵をワイン
セラーに改装し、酒小売店と
して活用。地酒、洋酒なども取
り揃え。見学のみも可です。

喜多方ラーメンの仕掛け人
「はすぬま」の麺は工場直送！
老舗店の味をご家庭にお届けします。

毎週木曜日・元日定休日 毎週木曜日・元日毎週木曜日・元日

Pick up!情報
おはようマルシェ 三ノ倉スキー場（三ノ倉高原）の雲海

美蔵紀行2017
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～学芸員がご案内する特別公開の文化財～

10月 第４日曜日 棚田の煌
揚津（あがつ）棚田オーナーの皆さんと収穫し
た「コシヒカリ」を使用し、地元の蔵元にお願い
して特別純米酒を丹精込めて造りました。
コシヒカリで醸造した日本酒は珍しく、揚津の
棚田米を使用した数量限定の日本酒です。

お米の旨みをしっかりと引き出した
「棚田の煌」は12月に完成予定です。

に見ることができる。に見ることができる。

1029日

旅行行程

出 発 日
集合場所・時間

料　　金
募集人数

高郷支部
情報

熱塩加納
支部情報

（福島県知事登録旅行業第2-312号 総合旅行業務取扱管理者  石嶋和義）



住所 喜多方市字御清水３
TEL 0241-21-1417

時間 10:00～17:00
休日

住所
時間 休日

住所TEL
時間
休日 ＨＰ ＨＰ火曜日（祝日の場合は営業）

スイーツアラカルト♡

全国新酒鑑評会・インターナショナルワインチャレンジ（IWC）受賞酒
全国新酒鑑評会 金賞

純米大吟醸  夢心

夢心酒造株式会社
喜多方市字北町2932
TEL:0241-22-1266

インターナショナルワインチャレンジ（IWC）受賞酒

Cocco tree（コッコツリー）

とろ～りなめらかぷりん＆ジュレ

心もほっこり…

県内産の新鮮なたまご（いきいきたまご）と会
津のブランド牛乳「会津べこの乳」を使用した
ぷりんが人気です！！

住所 喜多方市字谷地田7393-3
時間 AM9:00～PM6:00 休日 水曜日（祝日は営業）

田原屋菓子店
いもようかん

さつまいもと砂糖と塩
だけのシンプルな芋羊
羹です。素朴な味です
が懐かしい感じをお楽
しみください。

きんつば
今川焼、大判焼きと呼
ばれているものです。何
故か田原屋では「きんつ
ば」と言われています。
秋冬の定番商品です。

米は喜多方産の「五百万
石」、酵母の福島県が開発
した「うつくしま夢酵母」で
地元産の金賞受賞酒。

喜多方市字南町28670241-24-5190 TEL 0241-23-0441

TEL 0241-22-0547
住所 喜多方市字一丁目4647-1 蔵人kuraudo内
時間 AM10:00 ～PM5:00 休日 水曜日

糀café醸し家(蔵人）
酒粕ソフト

会津べこの乳をベースに峰の雪酒造場の大吟
醸酒粕を絶妙なバランスで配合し、出来たソフ
トクリーム。アルコール分はなく、牛乳と酒粕の
本来の甘みと風味を楽しめます。大人から子供
まで大人気！当店人気ナンバー１の商品です！

山ぶどうシロップ掛けソフトクリーム
こちらは、オススメトッピング！
熱塩加納町で採れた山ぶどうを当店オ
リジナルのシロップに変身！
酸味と甘みの絶妙なバランス。会津べこ
の乳ソフトクリームとの相性もバッチリ！

TEL 0241-23-2411
TEL 0241-22-5778 mail info@cachecache.cc

11:00～16:00（ラストオーダーは15:00）
日・月曜日 http://kunugimame.com

樟山珈琲店の『フライパン』

季節のパフェ（季節により異なります）
さくらんぼパフェは北塩原村、五十嵐さん家のさくらんぼ佐
藤錦。毎年、期間が短くて、なかなか巡り会えないかも…。

喜多方市字天満前8919-1
9：30～18:30 第２・第４木曜日
http://www.hachiro-bei.com

珈琲蔵ぬりの里

オムアイス
￥660（税込）

注!!オムライスではありません！「オムアイス」です!!
卵に見立てたクレープ生地の中には夢がいっぱい
詰まっております。
皆様の秋のスイーツ胃袋も大満足間違いなし!！

住所
営業

喜多方市岩月町橿野字菅原1518-2
毎週土・日店舗オープン（10：00～なくなり次第終了）
※商品は季節により異なります。

Cache Cache(カシュカシュ)

≪パティシエ紹介≫

こだわりを持った材料を使
用して食べて下さる方の幸
せな顔を想像しながら、一
つひとつのお菓子に心を込
めて手作りしております。
カシュカシュとはフランス
語で「かくれんぼ」のこと。
かくれたおいしさ、喜多方の地から皆様へお届けいたします。

ル・コルドンブルー東京校（製菓）修了
イル・プルーシュル・ラ・セーヌ店教室修了・同店師範取得
お菓子教室展開中（毎月第２日曜日）

この「さくらティー」は、梅酢と昆
布茶をブレンドしています。余分
な塩分を洗い落とせば、香の物
として味わえます。また、漬物と
いっしょに漬け込めば、いろど
りも美しい逸品になります。

マルサ漆器製造所  代表TEL：0241-22-1103

ゆったり蔵空間には日常使いの器、2階
郷土参考館につながる。「蔵カフェ」で
は甘味、郷土料理もラインナップ。

無垢材のフローリングと珪藻土でしつ
らえた客室は、くつろぎの空間。お昼の
ランチも楽しめる。

蒔絵仕上げの風鈴・ビードロ細工・漆器・
グラスのほか、2階には手びねりの桐のこ
人形館（無料）併設。絵付け体験もできる。

木地から塗り、仕上げの蒔絵まで手がけ
る、全国でも屈指の漆工房。素材はすべ
て国産。展示コーナーも充実している。

人気は、会津産ピーナッツをふんだんに使った、
ロイヤルピーナッツソフトクリーム。お土産やテ
イクアウト商品も揃える「おくや」の直売店です。

さくらティー
この「さくらティー」は、梅酢と昆
布茶をブレンドしています。余分
な塩分を洗い落とせば、香の物

さくらティー

として味わえます。また、漬物と
いっしょに漬け込めば、いろど
りも美しい逸品になります。

として味わえます。また、漬物と
いっしょに漬け込めば、いろど
りも美しい逸品になります。

問

きたのはな  大吟醸

（資）喜多の華酒造場
喜多方市字前田4924
TEL&FAX:
0241-22-0268

芳醇な香りとさらりとした
舌ざわりの山田錦40％精
米で醸した大吟醸です。

問

会津ほまれ 大吟醸

ほまれ酒造㈱
〒966-0902
喜多方市松山町村松字常盤町2706
TEL：0241-22-5151  FAX：0241-24-4600
mail：info@aizuhomare.jp

過去14回の金賞受賞を誇る。フルーティーな
香りとやわらかくキレのある味わい、喉ごし
の後の余韻の長さが特徴。

問

ほまれ酒造㈱
〒966-0902  喜多方市松山町村松字常盤町2706
TEL：0241-22-5151  FAX：0241-24-4600
mail：info@aizuhomare.jp

問

大吟醸  弥右衛門

合資会社 大和川酒造店
〒966-0096
喜多方市字押切南２-115
TEL&FAX：
0241-21-1500

フルーティな香りと、瑞々
しく膨らみのある味わい。
大和川ファーム栽培米山
田錦１００％使用。
問

純米吟醸からはし山田錦
純米吟醸酒の部  ＴＲＯＰＨＹ＆ＧＯＬＤ

南国フルーツを思わせる華やかな
香り、瑞々しく、酸味と甘みのバラン
スがとれた、爽やかでキレのある後
味が特徴。

播州産山田錦仕込  純米大吟醸
純米大吟醸酒の部  ＳＩＬＶＥＲ

2015年チャンピオン銘柄。落ち着い
た香りと華やかさ、円やかな口当た
り、口の中でなくなるようなキレが
特徴。

会津ほまれ  大吟醸
大吟醸酒の部  ＧＯＬＤ

フルーティーな香りとやわらかくキ
レのある味わい、喉ごしの後の余韻
の長さが特徴。

夢心
普通酒の部  ＢＲＯＮＺＥ

喜多方産の「チヨニシキ」
で醸した、喜多方市民に
愛されている晩酌酒。

純米  奈良萬  無ろ過瓶火入
COMMENDED

ふくよかで味わいとほのか
な甘さを感じられる純米酒。
リゾート地・モルディブでも
飲まれている1本。

笹正宗酒造㈱
喜多方市上三宮町上三宮字籬山675
TEL：0241-24-2211

問

純米吟醸  ささまさむね
純米吟醸酒の部　ＧＯＬＤ

喜多方産五百万石を100％使用し、
50％精米。
香りは控えめで、雑味なくクリアな
味わいの純米吟醸酒です。

特別純米  ささまさむね
純米酒の部  ＳＩＬＶＥＲ

麹米に喜多方産五百万石を使用し、
掛米に喜多方産の華吹雪を使用。
旨味、キレイさ、微発泡性をテーマに
醸造しています。

大吟醸  ササ正宗
大吟醸酒の部  ＢＲＯＮＺＥ

麹米の兵庫県産特等山田錦を、
掛米に福島県産夢の香を使用。
香り高く、高級感ある味わいが
特徴です。

大吟醸  吉の川

（資）吉の川酒造店
喜多方市字一丁目4635
TEL:0241-22-0059

寒中に低温でゆっくりと発
酵させ、米の最も旨い成分
のみをお酒にした手造りの
贅沢な一品です。

問

夢心酒造株式会社
喜多方市字北町2932
TEL:0241-22-1266

問

綺麗な
和菓子たち…和菓子たち…和菓子たち…
綺麗な
和菓子たち…

オススメはオススメは
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