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5ポイントコース
達成！

3ポイントコース
達成！

10ポイントコース
達成！

15ポイントコース
達成！

（    3  ・  5  ・  10  ・  15   ）ポイントコース応募コースに
○を付けてください

ご希望の賞品を
ご記入ください

第１希望

第２希望※希望と異なる賞品が
届く場合があります

このハガキを持参して、会計時にキャンペーン参加の旨をお伝えく
ださい。シールを３枚以上集めると、プレゼントに応募できます。
応募箱に投函、または切手を貼って郵送にてお送りください。

※慈徳寺の種まき桜、大蔵寺のしだれ桜、大森城山公園、高倉山、花やしき公園、芳水の桜、右輪台山、つつじ
山公園、福島市古関裕而記念館ではシールの配布をしておりません。スマートフォンからご利用ください。

シールラリー台紙シールラリー台紙

応募締切
５月31日（月）
消印有効

　世界中のハナモモ
40品種・約300本
が咲き誇る。

●各所では、新型コロナ感染症対策として、こまめな換気、消毒を行っています。おでかけの際は、極力密を避け、マスクをするなどの感染症予防をしてご利用ください。 ※新型コロナウイルス感染症の流行状況等により、受け入れを中止する場合があります。お出かけ前に、最新の情報をご確認ください。

プレゼント

https://cjpass.jp
検 索CJパス

Webサイト「CJパス」に
アクセスして会員登録

各スポットを利用して、設置、
または提示されたQRコードを
読み込み、ポイントをGET！

このチラシに付いているハガキを、
各スポットへ忘れずに持参

各スポットを利用して、
シールをもらおう

※対象店舗では、会計時にキャンペーン
参加の旨を伝えてください。

※大蔵寺のしだれ桜、芳水の桜は、GPS
機能をオンにし、画面に従って操作してください。

※応募箱は、花見山本部、花見山臨時手荷物預かり所（福島駅東
口）、福島市観光案内所（福島駅西口）、ふくしま情報ステーション
（コラッセふくしま１階）、飯坂温泉観光協会、土湯温泉観光協会、
高湯温泉観光協会に設置しています。

〈 キリトリ 〉

※対象店舗では、会計時にキャンペーン
　参加の旨を伝えてください。
※シール1枚=１pt

応募
ハガキ

□□□-□□□□

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●シール

応募箱

ポイントを集めたら、その場で応募！

市内に設置してある応募箱※に投函！
もしくは、ハガキに切手を貼り郵送してください

対象スポットをめぐって、

豪華賞品を当てよう！

春から初夏にかけて、様々な花を楽しめる福島市。
花スポットをめぐって、おいしいご飯を食べて、
宿に泊まって、素敵な賞品をGETしましょう！

キャンペーンに参加しながら、ふくしまの美しい景色を満喫してください。

見頃／３月下旬～

□所福島市渡利　□問福島市観光案内所（福島駅西口）　☎024-531-6428

　「花見山公園」を中心に、サクラ、レンギョウ、ボケ、ハクモクレン、ハ
ナモモなど、様々な花が咲き競う様子は、まさに“桃源郷”。３月27日(土)か
ら４月18日(日)までは、特産品などを販売する「物産ひろば」も開かれる。

花見山

見頃／4月中旬～

□所福島市桜本字荒神38　□問浄楽園　☎024-591-1304 

　室町時代初期の京都庭園を再現。桜からシャク
ナゲ、ハナショウブと、順に見頃を迎える。

浄楽園
B

対象スポット
●掲載花スポット（A～K） １pt
●掲載飲食店・花見山物産ひろば 1,000円ごとに１pt
●福島県観光物産館 1,000円ごとに１pt

●ランチで食うポン参加店 
 対象メニュー注文ごとに１pt
●宿泊施設 2pt

飯坂温泉、高湯温泉、土湯温泉対 象

※レシートを「福島ラウンジ」で提示してください

※対象施設はWEBでご確認ください

●福島市古関裕而記念館 １pt

ハガキ スマホ

ハガキ
ハガキ スマホ

スマホ

ハガキ スマホ

ハガキ スマホ

このチラシに記載されている花スポットや立ち寄りスポッ
トをめぐると、ポイントを集められます！ポイントを集めて
応募すると、抽選で福島市の名産品が当たります。

Step1

Step2

応募

Step1

Step2

応募

見頃／4月中旬～

□所福島市小倉寺字拾石7　□問大蔵寺　☎024-523-5215

　弁天山の麓にある樹齢300年といわれている
しだれ桜が美しく花を咲かせる。

大蔵寺のしだれ桜
C

□所福島市佐原字寺前9
□問宝珠山 慈徳寺　☎024-593-1736

　県の緑の文化財、福島市の天然記念物に指定
されているしだれ桜。カタクリなども群生。

見頃／4月中旬～
宝珠山慈徳寺の種まき桜

A

本格フレンチをカジュアルに楽しめ
る。２種のランチメニューが人気。
□所福島市黒岩字戸ノ内７  ☎024-539-5066
□営11：30～14：00LO／17：30～20：00LO
□休毎週水曜日、火曜日の夜、他不定休あり  □P ９台

Bistro Petit Bonheur
（プチ ボヌール）

観光果樹園。果物たっぷりスイーツを
提供するカフェ「森のガーデン」も併設。
□所福島市飯坂町平野字森前50-１ ☎024-541-4465
□営８：00～17：00（「森のガーデン｣は10：00～16：00、
土・日曜祝日は～17：00、各15分前LO)
□休無休（「森のガーデン｣は4月上旬より営業再開）　□P 40台

まるせい果樹園（4月上旬～）

熟成させた会津
産玄そばを使用
した、“十割熟成
そば”を提供。

□所福島市町庭坂字黄金坂10-４ ☎024-591-3838
□営11：00～15：00 ※そばがなくなり次第終了
□休毎週水曜日、第２火曜日  □P 40台

十割蕎麦
貴福茶屋

名物は「特製ソースカツ
丼（限定）」（1,000円）!!
テイクアウトも可（要電話）。
□所福島市二子塚字道北40
☎024-591-1422
□営11：00～ ※夜は休業中
□休毎週水曜日、第３火曜日
□P あり

めし屋 はないち

古関裕而をイメージした
「アンサンブル」（１個180
円）もおすすめ。
□所福島市飯坂町字立町８
☎024-542-2427
□営８：30～18：00
□休毎週水曜日　□P 30台

Patisserie Sawada（パティスリー サワダ）

会津の名物「裁ちそば」を
十割で味わえる。
□所福島市在庭坂字桃畑39
☎024-591-1785
□営11：00～そばがなくなり次第終了
　（14：30まで入店なら取り置き可）
□休毎週木曜日　□P 20台

裁ちそば 紅葉亭

□所福島市飯坂町
　字舘ノ山地内
□問飯坂温泉観光協会
☎024-542-4241

スマホ

見頃／4月上旬～下旬

飯坂温泉 花ももの里
D

スマホハガキ

スマホ

スマホハガキ

上記の店舗で合計1,000円の利用ごとに１pt。
複数店舗の合算も可能です。合算の場合は
購入時のレシートを確認いたします。

花見山 物産ひろば
●ニュー木村屋（菓子類）
●佐久商店（惣菜、菓子類、他）
●福島市シルバー人材センター（雑貨、植木物）
●やない製麺（素麺）
●三万石（菓子類）
●寿楽園茶舗（お茶、菓子類、他）
●菅野房吉商店（菓子類）
●鈴木養蜂場（ハチミツ、加工品、他）
●甘食・茶屋 結（菓子類、コーヒー）
●花見山  花と農産物のふれあい市  
　友の会（野菜、苗、他）

好みの焼き加減で楽しめる牛カ
ツ、洗練された和食を楽しめる。
□所福島市大明神８-１　☎024-573-6177
□営11：00～14：00LO／17：00～20：00LO
□休毎週木曜日、日曜日の夜　□P 46台、信夫山公園Ｐも利用可

福島信夫山 迎賓館
牛かつ 牛若丸／和食 くろ沢

スマホ …スマートフォンで参加して　ポイントを集めようハガキ …ハガキで参加して　ポイントを集めようA～Kの各花スポットは、記事中
のアイコンをご確認ください

アイコンの見方

スマートフォンで応募ハガキで応募

キャンペーン

買って食べて応募！春の春の

データの見方　 LO…ラストオーダー

濃厚なスープと、ボリューミー
なコシのある麺が人気！
□所福島市南矢野目字中江12-１
☎024-557-3479
□営11：00～14：55LO（つけ麺は
　14：40LO）／18：00～19：55LO 
　※スープがなくなり次第終了
□休毎週水曜日、木曜日不定休  □P ４台

自家製麺 えなみ

ラーメンと餃子の店。
「餃子定食」（700円）。

□所福島市飯坂町字十綱町５　☎024-542-2969
□営11：00～15：00（14：30LO）／17：00～食材がなくなり次第終了
□休毎週火曜日　□P ５台

麺飯酒家
万来（ばんらい）

焼肉店の餃子が人気！
「円盤餃子」（1,300円）。
□所福島市飯坂町字鯖湖町７
☎024-542-3505
□営17：00～22：00（21：30LO）
　※材料がなくなり次第終了
□休不定休　□P 10台

焼肉・円盤餃子 ひたち

15ptコース…５名様
●JAライフクリエイト「福島牛」2名様
●飯坂温泉・高湯温泉・土湯温泉
　「宿泊券20,000円分」各１名様

10ptコース…20名様
●くだもの畑「モモ&ジュースセット」４名様
●まめ猫の家「ドライフラワー」４名様
●絹工房 おりをり「シルク商品セット」４名様
●菊田透果樹園「フルーツ詰め合わせ」４名様  等

5ptコース…30名様
●Curry dining bar 笑夢「カレーセット」３名様
●やない製麺「商品詰め合わせ」３名様
●トーニチ「アップルシャーベット」３名様
●みちのく福島路ビール「ビール詰め合わせ」３名様  等

3ptコース…50名様
●菱沼農園「木成り完熟もも蜜＆りんご蜜」５名様
●ダイオー桃里庵「いもくり佐太郎」５名様
●観光コンベンション協会「ももりんグッズ」５名様
●内池醸造「調味料詰め合わせ」５名様  等

スマホハガキ

…ランチで食うポン参加店
　では利用できません

… 慈徳寺の種まき桜、大蔵寺のしだれ桜、
大森城山公園、高倉山、花やしき公園、芳
水の桜、右輪台山、つつじ山公園、福島市
古関裕而記念館では利用できません

https://www.cjnavi.co.jp/special/
202102hanakairou/

参加方法 ●  ハガキ、またはスマートフォンのどちらかでご参加ください。併用はできません ●  一例

キャンペーン期間 3月27日土～ 5
月31日月3月27日土～ 5月31日月

３月８日現在の情報です。諸事情により変更の場合あり

川べりに佇むカフェ。自家製スイー
ツや軽食を味わえる。
□所福島市岡部上条60-１  ☎024-597-8009
□営10：00～18：00　□休無休　□P ８台

Kawaberry Cafe
（カワベリーカフェ）

掲載飲食店はハガキとスマートフォン、どちらも利用できます。1,000円ごとに1pt獲得できます。

プレゼントや対象宿泊施設などは
WEBをチェック！

事前に登録しておくとスムーズです

※写真は一例です。当選者の発表は、商品の発送をもって代えさせていただきます。
※「QRコード」は(株)デンソーウェーブの登録商標です。

各スポット１日１回限り

３月に
リニューアル！

福島市古関裕而記念館
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浄楽園浄楽園

花ももの里花ももの里
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見頃／4月中旬～
大森城山公園

E スマホ

株式会社エス･シー･シー

郵 便 は が き
63円切手を
貼って
ください

応募箱に投函の
場合は、切手は
必要ありません

9 06 2 9 01
〈受取人〉
福島市庄野字柿場1-1

「買って食べて応募！
春のふくしま花回廊キャンペーン」
プレゼント係行
（シティ情報ふくしま編集室内）

住　　所

電　　話 　　　           ー    　　　　    ー

氏　　名
男 ・ 女フリガナ

フリガナ

□□□-□□□□

性　別

歳年　齢

●キャンペーンに参加した感想を教えてください。〇を付けてください（複数回答可）。

●キャンペーンを知ったきっかけを教えてください。〇を付けてください。
①チラシ　②ポスター　③シティ情報ふくしま　④WEB　⑤SNS　⑥市政だより 
⑦その他（ ）

①花スポットに行くきっかけになった　　　　②飲食店に行くきっかけになった
③おいしいお店が多かった　④賞品が魅力的　⑤ポイントを集めるのが楽しかった
⑥参加方法が分かりづらい　⑦魅力的なスポットがない
⑧キャンペーン期間が短い　
⑨その他（ ）

　松川町水原地区の道路沿いに、108本の
しだれ桜が咲き並ぶ。560ｍほどの桜のト
ンネルをゆっくりと歩いて楽しめる。

〈 キリトリ 〉

□所福島市飯野町字東鎮石内地内　□問福島市観光案内所
☎024-531-6428

見頃／4月中旬～下旬

　約7,000本ものハナモモなどが咲き誇る。遊
歩道も整備されており、高台からの眺望も良い。

花やしき公園
G スマホ

□所福島市大森字本丸82　□問福島市信夫観光協会（信夫支所内）
☎024-545-2170 □所福島市山田　□問福島市信夫観光協会（信夫支所内）

☎024-545-2170

　大森城跡の広場を中心に整備した公園で、市内３
大桜の名所の一つ。

納屋を改装した店内
で、石窯で焼いたピザ
を味わえる。

□所福島市方木田田仲10 ☎024-563-3098  □営11：30～14：00／17：30～20：00 
（各30分前LO）  □休毎週水・木曜日  □P ６台

くつろぎ納屋 
森のキッチン

温泉の他、“美容と健康のため
に”と糀を使ったグルメも人気！

□所福島市土湯温泉町字堂ノ上７-１ ☎024-595-2170
□営11：00～21：00  ※日帰り入浴は11：00～20：00（最終受付19：00）  □休不定休  □P あり

YUMORI 
ONSEN HOSTEL
by SANSUISO

全11種類のつけ麺を楽しめる。
定番は「醤油つけ麺」（800円）。
□所福島市上鳥渡土手内31-３ ☎024-529-6930
□営11：00～14：30／17：00～20：00（各30分前LO）
　※材料がなくなり次第終了
□休毎週火曜日  □P 10台

つけ麺 まさはる

□所福島市土湯温泉町杉の下20 
☎024-563-1429  □営11：00～19：30  
□休毎週月～金曜日  □P なし

源泉かけ流しの足湯に浸かり
ながら、本格カレーを楽しめる。

足湯Cafe Casval（キャスバル）

カフェのような店内で本
格十割手打ちそばを味
わえる。

□所福島市飯野町字町105-３ ☎024-529-7064
□営11：00～14：00／17：00～19：30 ※そばがなくなり次第終了の場合あり
□休毎週日曜日、水曜日の夜（祝日は営業）  □P あり

手打ちそば 
くるみの木

石窯で焼く手作りパン
が人気。名物は「おやじ
パン」（160円）！

□所福島市飯野町52-４ ☎024-562-2420
□営10：00～18：30　□休毎週日曜日　□P 近くに無料駐車場あり

オレンジジャム

「ダブル地鶏飛魚ラーメ
ン」（750円）が名物のパ
ノラマ食堂。

□所福島市飯野町青木小手神森１-299 ☎024-562-4711
□営11：00～15：00  □休毎週月曜日（祝日の場合は営業、翌日休み） □P 50台

UFO物産館 鹿児島県産熟成ロースカツを
使用したとんかつを提供。
□所福島市松川町下川崎佐久間85-１
☎024-567-4272
□営11：00～14：45LO／17：00～20：45LO
※土・日曜祝日は通し営業　□休年中無休　□P 60台

旨いとんかつ カツ亭 松川本店

鮮度抜群のすしを提供。
ランチは1,210円から。
持ち帰りは10%オフ！

□所福島市飯野町字後川48 ☎024-562-4118  □営11：30～14：00（13：30LO）
※来店の際は事前連絡がおすすめ　□休毎週火曜日　□P ７台

鮨龍（すしたつ）

旨辛な「辛いまぜ
そば」（830円）
は、一度食べたら
やみつきに。

□所福島市松川町字鼓ヶ岡38-２ ☎024-502-6452
□営11：00～15：00／17：30～20：00
□休毎週水曜日　□P ８台

麺処 
あんかつ

｢煮干中華蕎麦｣を
はじめ、多彩なラー
メンを提供。

□所福島市松川町関谷字坂下71　☎024-573-1106
□営11：00～14：00 ※土・日曜日は～14：30／17：30～20：00
　※麺、またはスープがなくなり次第終了
□休毎週月曜日、火曜日の夜　□P 13台

中華蕎麦
こばや

完全無化調で作
る、清湯系・二郎系
のラーメン。

□所福島市置賜町８-37　☎024-597-7887
□営11：00～15：00頃  ※水・木曜日は17：30～スープが
　なくなり次第終了  □休毎週火曜日　□P なし

麺や 
うから家から

ハワイアンな空間で
ふわふわのパンケー
キを味わえる。

□所福島市大町９-14　☎024-573-4320
□営11：00～19：00（18：30LO）  
□休毎週木曜日   □P なし

PANCAKE CAFE
CANDY-DO
（キャンディ・ドゥ）大町店

オープンサンドや
手づくりスイーツ
を提供するカフェ。

□所福島市大町９-９  □営10：00～18：00
（フードは～17：00LO、スイーツ・ドリンクは～17：30LO）
□休毎週火曜日、第１・３水曜日  □P なし

Vase（ヴェイス）
～Stay＆Lounge～

「ガパオライス」な
どのタイ料理を楽
しめる。

□所福島市置賜町８-６  ☎070-5275-0076
□営12：00～14：00／18：00～24：00（23：00LO）
　※ランチ営業は月～金曜日のみ  □休毎週日曜日  □P なし

タイ屋台 
SAGAT
（サガット）

テイクアウト専門
店。弁当の他、プ
リンなどもあり。

□所福島市松川町関谷字大窪47 ☎024-573-8400
□営11：00～15：00
□休毎週日・月曜日　□P ３台

たまごカフェ
～小箱ミュー～定番は、自家製ミルク

クリームたっぷりの「ク
リームBOX」！

□所福島市大森字坿７-５ ☎024-546-6858
□営８：30～18：45  □休毎週水曜日、第３日曜日  □P 12台

sweet bakery
Rusk（ラスク）

食事ができるカフェス
ペースを併設したスイー
ツ店。

□所福島市下鳥渡字八幡塚２-３ ☎024-545-6844
□営10：00～19：00（イートインは11：00～18：00LO）  □休 無休  □P 20台

レパコガーデン

辛い「酸辣湯麺」（1,000
円）は、パーナ貝など具だ
くさん！

□所福島市成川字這松３-２　☎024-539-8188
□営11：00～14：30／17：30～20：30（各30分前LO）
□休毎週水曜日、第３木曜日、他不定休あり　□P 20台

中華料理 珉珉（みんみん）

見頃／4月中旬～

　茂庭地区に自生していたとされる「茂庭桜」を
楽しめる。吾妻連峰や安達太良連峰も望める。

高倉山
F スマホ

□所福島市松川町金沢深沢32  □問松川町観光協会（松川支所内）  ☎024-567-2111

見頃／4月中旬～
　昭和天皇の即位を記念し、当時の地主・渡邊芳太郎氏が
植樹。晴れた日には“鏡桜”も見られる。ペット同伴禁止。

芳水の桜H

□所福島市松川町水原字鎌倉山地内
□問松川町観光協会（松川支所内）　☎024-567-2111

見頃／5月上旬～

　「クマガイソウの里まつり」期間中（５月上旬
～下旬予定）のみ公開。絶滅危惧種に指定さ
れているクマガイソウが約3万株群生する。

クマガイソウの里
J スマホハガキ

□所福島市松川町水原字右輪台地内
□問松川町観光協会（松川支所内）
☎024-567-2111

見頃／4月中旬～下旬
右輪台山のしだれ桜

I スマホ

□所福島市土湯温泉町字日向地内　□問土湯温泉観光協会
☎024-595-2217

見頃／5月中旬～

　昔から群生していた野生のつつじを整備。山全体が淡
いピンク色に覆われ、頂上からは吾妻連峰が一望できる。

つつじ山公園
K スマホ

福島駅前グルメスポット福島駅前グルメスポット福島駅前グルメスポット福島駅前グルメスポット

データの見方　 LO…ラストオーダー

※写真は一例

福島市観光交流推進室
☎024-525-3722

ふくしま花回廊について…ふくしま花回廊について…

キャンペーンについて…キャンペーンについて…シティ情報ふくしま編集室
☎024-593-0500お問い

合わせ

福島駅福島駅

スマホ

1,000円超のメニューが税込1,000円に!!

□問福島商工会議所　☎024-572-7118

※ランチで食うポン参加店はハガキのみの対応となります

対象メニュー利用で１pt！

冊子に付いている「食うポンチケット」や、福島商工会
議所HPからダウンロードした、スマートフォンの食うポ
ンチケット画面を提示すると、サービスを受けられます。

http://www.
fukushima-
cci.or.jp/?p
=13646


