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※画像はイメージです。

きたかた観光
下 期号

N0.84寛永元年創業のお店で手作りのお菓子が並びます。老舗の菓
子の詰め合わせはいろいろな味をお楽しみいただけます。
昔懐かしい味をぜひご賞味ください。

ぽん菓子はアイス・プリン・ゼリーなどにトッピングして食べる
とサクサクとした食感が楽しめるデザートポンに変身します。

伝家のカスモチ原酒 弥右衛門酒
米麹を通常の倍ほど加え、四段仕込でモチ米を使う
事で、濃厚でコクのある秘伝の甘美酒です。

【問合せ】 TEL:0241-24-2529 【問合せ】 TEL:0241-23-1701

抹茶ゼリーとかわいい冷し白玉クリームぜんざい

定休日

喜多方市字西四ツ谷324
11：00～16：30
不定休

住　所
時　間

定休日

喜多方市一丁目4580
10：00～17：00
不定休

住　所
時　間

抹茶ゼリーは創業当時からのメニューで、私の娘の一番のお
気に入りです。だからぜひ一度食べてもらいたいなぁ。

ふるさと懐石 志ぐれ亭 -いろり古民家の宿-

￥500（税込）

昼 ￥1,700（税込）から
夜 ￥3,600（税込）から

720ml
　￥1,500（税抜）
1,800ml
　￥3,000（税抜）

【問合せ】 TEL:0241-23-1048

イス・テーブル席になりました（全席個室、完全予約制）

定休日
喜多方市字長面3074-1　　　　　10：00～17：00
日曜日　　　　　https://ponpondou-shop.com

住　所 時　間

座敷席からリニューアル！
ソーシャルディスタンスにも
配慮した個室を、安心の完全
予約制でご利用ください。

【問合せ】 TEL:0241-22-2233

定休日
喜多方市字寺町4761　　　　　9：00～16：30
元日のみ　　　　　http://www.yauemon.co.jp/

住　所 時　間

大和川酒蔵北方風土館

ぽんぽん堂

Ｈ　Ｐ

Ｈ　Ｐ

【問合せ】 TEL:0241-24-4905

定休日

喜多方市上三宮町吉川字日照畑374-1
11：00～13：00入店／17：00～19：00入店（昼／夜とも予約制）
火曜日　　　　　http://www.shiguretei.com

住　所
時　間

Ｈ　Ｐ

会員情報 vol.02
甘味処 うらら 老舗 鳴海屋

駄菓子詰合  ￥950（税込）

創業二百余年の酒蔵を観光施設として開放。
見学後は試飲も出来る売店を併設。

【問合せ】 TEL:0241-22-1002

ＦＭきたかた
セレクトショップ

定休日

喜多方市字通船場19
ネットショップ24時間
配送定休日：土日、年末年始
https://shop.fm-kitakata.co.jp/

住　所
時　間

喜多方を知りつくした地元
ラジオ局が、喜多方ラーメン
をはじめ喜多方の魅力ある
物産品をお届け。

喜多方シティエフエム株式会社

Ｈ　Ｐ

食べ切り
サイズの
詰合

●きな粉ねじり
●あんこ玉
●げんこつ飴
●青豆大豆きな粉ねじり
●キャンディー

デザートポン 3袋セット

￥1,035（税込）

●食品添加物不使用
●喜多方産コシヒカリ米100％使用

ココアポン・抹茶ポン
コーヒーポン

蔵屋敷／喜多方市字御茶屋6344番地
月観庵／喜多方市字諏訪48番地
24時間営業　　　　　なし

住　所

時　間

【問合せ】 TEL:0241-22-0740

安く安心して泊まれる古民家民泊です
喜多方の中心街にあり、まちの歴史を語り継ぐ二棟の大きな
屋敷です。素泊り・禁煙・自炊設備完備の民泊なので、学生団
体や若い人、女性のご利用お待ちしております。

シェアハウス古民家（民泊）

大　人…￥4,500／学　生…￥3,500

定休日

※価格は税込です。　※幼児無料。 
※2名より団体割引あり 
※3日前までにご予約下さい

次年度のつかってみんべぇ券
は４月よりリニューアルして
発行します！
会員様のお得な情報が沢山
ありますので是非ご覧くださ
い♪

※画像はイメージです。

みんべぇ券ができます。

お知ら
せ

Second half



喜多方市塩川町東栄町2-5-5
喜多方市塩川町字東栄町2-5-5
11：00～14：00　　　　　不定休

会員情報 vol.01

【問合せ】 TEL:0241-22-1808 ／ FAX:0241-22-3886

【問合せ】 TEL:0241-27-3756（代表）

住　所

塩川町では鳥モツ煮を出しているお店が多数あります！
是非食べ比べてみて下さい。

塩川鳥モツ伝承会

川瀬味噌醤油醸造店

塩川鳥モツ伝承会パンフレット好評配布中！

定休日

喜多方市熊倉町
熊倉字熊倉827
8：00～18：00
年中無休（年末年始除く）

住　所

時　間

磐梯朝日国立公園「雄国沼」の麓で自然豊かな環境の中、清
冽でおいしい水を使用し、発酵・熟成した手造り味噌（国産大
豆使用）昔ながらの味噌漬けが人気となっております。
丹念に熟成させた味噌に各種野菜の旨みがでています。
細かくした野菜に混ぜても大変美味しく召し上がれます。
ごはんのお供にいかがでしょうか？

赤べこの絵付け体験が付いた一泊二食付プラン♪
お一人様につき一体、赤ベコの張り子にポスターカ
ラー、水性ペンにて絵付け体験ができます。

高郷町のザーサイ栽培は、約５年前にさかのぼ

ります。

４年目でようやく少し加工所への出荷をし、５

年目にして約６倍もの出荷ができました。

国内栽培がほとんどないザーサイ。「たかさと

ザーサイ」を作りたいという思いを胸に活動が

始まりました。

平成２７年度から行っていた都会との交流事業

「農都交流事業」で出会った方から紹介された

のを期に国内産のザーサイ栽培に早速挑戦！

ザーサイの栽培は中国では盛んですが、日本で

はほとんど栽培されておらず、もちろん周りに

作っている人はいません。そのため栽培方法が

まったくの手探りの中でのスタートでした。

約３ヶ月の生育期間を要するが夏の暑さは暑す

ぎるし、遅くなると雪の下に・・・

気象条件や毎年の肥料管理、生育状況、種ま

きや収穫時期等 の々状況把握を基にしながら

取組みを続けて来ました。

ザーサイは茎の部分にできる「コブ」が、私たち

がよく見る「ザーサイ漬」になります。「コブ」が

大きくならないと商品になりませんが、この「コ

ブ」がなかなか大きくならず、困難な５年もの

間、暗中模索で試験栽培を繰り返し出荷をする

までに至りました。

福島県や喜多方市の補助も終わる時、「このま

まで終わらせたくない、ザーサイを続けてやりた

い」との思いから、地元の皆さんと「たかさと元

気な農村プロジェクト実行委員会」を立ち上げ

ました。

雪が降る地域での栽培の難しさを感じながらも

一から始めてみたい！と意欲的に挑戦していま

す。

また、ザーサイの六次化商品としての加工も始ま

りました。

現在、特産品として売り出すための準備を進め

ており、試験販売として塩漬けの販売を行いま

すが、今後ピクルスや味噌漬けその他の商品

開発を目指していきたいです。

全国でも珍しいザーサイを「たかさとザーサイ」

として、定着し、農業の楽しさをＰＲできるよう

取り組んでいきます！

丸市食堂

味噌漬け  ￥800（税込）

喜多方市慶徳道下5072-1
0241-23-5536　　10:00～17:00
毎週火曜日／第1・3月曜日　　http://www.atelier-crecer.jp

☎
〒

休

Crecer（クレセール）

モカべこ 3号

HP

私たちが大好きなカフェモカみたいに、み
んなに愛されるべこに。野沢民芸で作ら
れるべこの柄はそのままに、カフェモカ色
に染め上げました。モダンな雰囲気をま
とったモカべこは、生活の中ににすっと溶
け込む。甘いカフェモカでホッと一息つく
ように、モカべこに癒されてくださいませ。

￥3,630
（税込）

河京べこオリジナル靴下
￥550（税込）

シンプルな赤べこ
￥1,320（税込）

赤べこ・カラフルべこ

赤べこ（大）

￥1,300（税込）

エコバッグ

￥1,500（税込）

￥1,500（税込）

￥800（税込）

アトリエカラスの
デザインべこ
￥4,500（税込）

こたまりせんべい 10枚 ￥388（税込）
河京べこオリジナル丼

￥1,320（税込）

赤べこ絵付け体験
付きプラン

お子様連れにおすすめ！

和室9～11畳  1室2名様利用  ￥13,350（税込）
和室6～8畳　1室2名様利用  ￥11,700（税込）

※休前日税別料金から＋2,000円

【問合せ】 TEL:0241-27-3756

定休日
住　所
時　間

会津地鶏を使っているモツ煮です。
是非ご賞味下さい。

塩川鳥モツ煮

￥700（税込）

喜多方市字南町2854番地
ランチ11：30～14：00（ラストオーダー13：30）／
カフェは15：00まで／夜の部18：00～（ご予約のみ）
火・水曜日　　　　  https://snack-bar-2093.business.site/定休日

食堂＆バル 新金忠

Ｈ　Ｐ

住　所
時　間

【問合せ】 TEL:0241-23-5595

新しいランチメニューが登場！
ランチは予約無しで気軽にどうぞ。

たかさと元気な農村プロジェクト

実行委員会

TEL:0241-44-2631

高郷 プロジェクト

喜多方市字三丁目4823　　  0241-23-8268　   
10：00～17：00（冬期間）　　木曜日

☎〒
休クレープ＆カフェ くるくる

喜多方市関柴町上高額字北町407-1
0241-22-0004　　10：00～17：00
年末年始のみ
http://www.yamanaka-senbei.com/

☎
〒

休

山中煎餅本舗

HP

喜多方市熱塩加納町熱塩字熱塩甲807
0241-36-2121　　予約受付／8：00～19：00
不定休　　http://www.h-fujiya.com/

☎
〒

休

帰郷のお宿 ふじや

HP

喜多方市上三宮町吉川字日照畑374-1
0241-24-4905
11:00～13:00（以外の時間帯はお電話確認を）
火曜日　　http://www.shiguretei.com

☎
〒

休

いろり古民家の宿  志ぐれ亭

HP

喜多方市字梅竹1　　0241-21-1414
10：00～17：00　　   なし
https://kawakyo.co.jp/
　　　　　　　 shop-honkan/

☎〒
休

（株）河京 会津喜多方ラーメン館本館

HP

河京ラーメン館限定販売、オリ
ジナルデザインのかわいい赤
べこ丼と靴下です。

100年続くたまりせんべいを食
べやすい一口サイズにしました。
レンガ窯の炭火で職人が丁寧
に手焼きしています。醤油味5
枚、ごま味5枚の計10枚入り。

お守りこたまり ￥492
（税込）

レザーキーホルダー
喜多方市天満前8859　　0241-23-1611
9：00～18：00　　年末年始
http://www.aizu-kinomoto.com/

☎〒
休

木之本漆器店

HP

呼ぶと、「ん？」とふりむくベコの様子を桐のこ
で作製しました。赤べこは疫病が流行ったとき
に飾ると治ったと伝えられています。柳津の福
満虚空蔵尊ゆかりの民芸品でもあります。
会津特産の桐の木片を煉り込んだ素地で手さ
わり素朴な人形。彩色も手書きです。

ふりむき赤ベコ 小 ￥1,980（税込）
大 ￥2,530（税込）

赤べこパッケージのたまりせんべい
です。疫病退散！！健康たまりせん
べ！家族団らんのお菓子にいかがで
すか。遠方に暮らす娘さん、息子さ
んにも疫病退散！！

喜多方市岩月町宮津字若宮１３　　0241-23-3862
平日8:30～16:30／土曜日10:00から15:00
日曜・祝祭日　   http://egawa-senbeiya.com/

☎〒

休

株式会社江川米菓店

HP

たまりせんべい

1袋 ￥500（税込）
1箱15枚入り
　　￥1,660（税込）

会津を守る柳津町虚空蔵尊円蔵寺の赤べこが、天
然痘を治した伝説。赤は厄病除け、黒丸は天然痘
の痕、「コロナ終息と感染予防祈願」で大人気です。

会津地方の郷土玩具「赤べこ」の親
しみやすさに新しさをプラスしたデ
ザインで、伝統+革新に挑戦。普段
使うアイテムで、赤べこの新たな魅
力を伝えていければ嬉しいです。

手のひらサイズの赤べこです。
定番の赤、そして金・もも・たんぽぽ・ほうず
き・ひすいの全６色取り揃えております！！

喜多方市字三丁目4786　　0241-22-0010
9：00～17：00　　不定休
http://www.wakaki-kura.jp/

☎〒
休

若喜商店

HP

赤べこ ￥1,100～3,520（税込）
※品切中あり。

会津木綿柄のお守りの形をした
パッケージです。ひょっこりと赤べ
こが顔を出しています。「喜び多
い方へ」と願いを込めて。醤油味
6枚、ごま味6枚の計12枚入り。

里山の古屋敷
の宿で販売し
ております。予約制の食事処としても営業し
ておりますので、赤べことのご縁を結びがて
らお食事のご利用にもお越しくださいませ。

福俵ベ
コも

喜多方市字町田8269-1
0241-22-0033　　7:00～19:00
不定休　　https://www.kai-shouten.jp/

☎
〒

休

甲斐商店

HP

ザーサイを喜多方の名物に！

B E K O I M A S U

橋谷田会長

赤べこは会津地方の疫病退散を祈ったと言われる郷土玩具です。
赤色は魔除けとされ、今年は丑年であることから人気が高いようで
す。喜多方市内の事業所様にも赤べこをはじめ、あらゆる商品が取
りそろえられています。是非お気に入りを見つけてください。

べこいます。

※赤べこ・色べこ商品は品切れとなる店舗もございますのでご了承
　ください。数に限りがありますので各店舗へお問合せ下さい。

本日のおまかせ海鮮丼……￥1,200
生姜焼き定食…………………￥800
味噌ソフトクリーム……………￥400

●人気メニューの一例（税込価格）

32
Second halfSecond half


