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新しい生活様式を踏まえ、一般消費者を対象に「１周年記念 ドライブスルー市場」を開催します。 

ドライブスルー市場は、令和２年 6 月 20 日から開催しており、この度、１周年を迎えるとともに、

7 月 3 日の開催で 50 回目となることから、これを記念し、購入者プレゼントや新商品を販売します。 

 

１ １周年記念事業 

（１）購入者プレゼント 魚肉ソーセージ、バナナ、郡山カルチャーパークドリームランド利用券、

農産物直売施設「あぐりあ」プレゼント引換券 

（２）記念新商品  鮭親子セット、魚卵セット、福島県産黒毛和牛サーロイン 

           ※これまでの人気商品をリニューアル・再販売 

２ 開催概要 

（１）実施主体  朝市実行委員会（卸売市場組合・水産仲卸会・郡山市共催） 

（２）開 催 日  ７月３日(土) １０：００～１１：００ 

（３）場  所  郡山市総合地方卸売市場水産棟前駐車場（郡山市大槻町字向原 114）  

（４）取 扱 品  生鮮魚介類・精肉・野菜・フルーツ等 29 種類 

（５）注文・支払方法  電話・FAX・ウェブサイト申込フォームで注文 

            ※申込開始  6 月 24 日（木）から 

申込期限  電話・ＦＡＸでの申込 ６月 29 日(火)まで 

                   ウェブサイトでの申込 ６月 30 日(水)まで 

                   電話受付は 9：00～13：00 水曜・日曜・祝日定休 

             申込先   朝市実行委員会(郡山市総合地方卸売市場組合内) 

                   電話 024-962-9976 FAX024-962-9978 

            支払方法  受取日に現地で支払（現金のみの取り扱い） 

３ その他  卸売市場組合ウェブサイトはこちら http://www.k-ichikumi.gr.jp/ 

 

 

 ＜ドライブスルー市場＞ 

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、ホテル・旅館・飲食店の需要の落ち込みや「市場の朝

市」の中止等により、入場業者への影響が大きいことから、新規顧客開拓及び販路拡大による事

業継続支援のため、生鮮魚介類等の詰め合わせセット等を販売するものです。 

 

新型コロナウイルス感染症対策 関連情報 

１周年記念 ‼ 
市場の朝市「ドライブスルー市場」を開催します 
 

令和３年６月 22 日 

郡山市農林部 

総合地方卸売市場管理事務所 

担当：矢吹 良樹 

TEL：961－1140 ターゲット 3．3 

SDGｓ ターゲット 3.3 「伝染病を根絶するとともに肝炎、水系感染症及びその他の感染症に対処する」 

郡山市ウェブサイトはこちら 

https://www.city.koriyama.lg.jp/sangyo_business/nogyo_ringyo/5/24246.html 



■主催 郡山市総合地方卸売市場朝市実行委員会

■共催 郡山市総合地方卸売市場組合・郡山市場水産仲卸会・郡山市

■お支払方法
受取日に現地で支払(現金のみ取扱)

■お受け取り場所
郡山市総合地方卸売市場
水産棟前駐車場（大槻町字向原114）
受取場所は裏面のマップをご覧ください。

◆お魚屋さんの詰合せ
５，０００円（税込）

梅ちりめん・イカスタミナ漬 ﾁﾘ
産・鮭ハラス ﾁﾘ産各１パック
/ 塩銀さけ ﾁﾘ産5切れ / 辛子
明太子 ﾛｼｱ産500ｇ / うなぎ
蒲焼 中国産4串

◆和牛・豚・若鳥焼肉セット ５，０００円（税込）

福島県産黒毛和牛もも【A4】300g / 豚ﾛｰｽ ｱﾒﾘｶ産400g / 国産

若鶏もも400g

◆牛肉３点セット ６，０００円（税込）

福島県産和牛ｶﾙﾋﾞ400ｇ / 牛ﾊﾞﾗ ｱﾒﾘｶ産300ｇ / 牛ﾀﾝｽﾗｲｽ ｱﾒ

ﾘｶ産260ｇ

◆福島県産黒毛和牛サーロイン ６，０００円（税込）

（A5）200ｇ3枚

◆厚切り牛タン(10枚) ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ産420ｇ ３，０００円（税込）

◆新鮮生マグロ
おろしたてお刺身セット ３，０００円（税込）

めばちマグロ柵約300g / めばちマグロ切落し約400g

◆マグロ三昧セット ５，０００円（税込）

本マグロ中トロ ﾏﾙﾀ産等約250g / ビンチョウ切落とし 国内加
工500g / マグロタタキ(ネギトロ用)  国産500g

◆マグロ贅沢セット １０，０００円（税込）

本マグロ中トロ ﾏﾙﾀ産等約350g / メバチ赤身 台湾産等約
200g / メバチ中トロ 台湾産等約200g / メバチ切落とし 台湾
産等500g / ビンチョウ切落とし 静岡加工500g / まぐろたたき
(ネギトロ用)  国産500g

◆市場厳選 魚介大漁セット １０，０００円（税込）

〔内容例〕キンメダイ / イサキ / アジ / ヤリイカ / 目光 / ホタ
テ貝 / ホッキ貝等 ※入荷状況により内容変更となる場合があります

チラシ掲載写真はイメージです。入荷状況により産地・商品等が変更となる場合がありますのであらかじめご了承ください。

プロ厳選の新鮮な魚介類等

を車に乗ったまま

安心受け取り

ÐＲＩＶE ＴＨＲOＵGH Vol.7

ｳｪﾌﾞ限定

商品など

の詳細は

ｳｪﾌﾞｻｲﾄでﾁｪｯｸ!↑

友だち追加はこちらから！

スタンプカード開催!!
５回購入で

次回購入１０％ＯＦＦ

マグロ三昧セットイメージ

◆辛子明太子
(ｱﾒﾘｶ産1㎏)

４，０００円（税込）

マグロ贅沢セットイメージ

◆干物４枚セット 〔A〕 ２，０００円（税込）

赤魚 ｱﾒﾘｶ産 / アジ ﾉﾙｳｪｰ産/ サバ ﾉﾙｳｪｰ産/ 縞ホッケ

ｱﾒﾘｶ産

◆干物６種セット 〔B〕 ３，０００円（税込）

干カレイ 北海道産/ アジ ﾉﾙｳｪｰ産/ 塩サバ ﾉﾙｳｪｰ産等

合計6種類

◆高級干物詰合せ 〔C〕 ５，０００円（税込）

真ほっけ開き 北海道産・ さば開き 福島県産・ 縞ほっけ開き

ｱﾒﾘｶ産又はﾛｼｱ産 ・ 赤魚開き ｱﾒﾘｶ産・ きんき開き ｱﾒﾘｶ

産又はﾛｼｱ産 各1尾 / 

かながしら開き 福島県産2尾 / 目光 福島県産8尾

◆うなぎ串焼
５，０００円（税込）

中国産130g10串たれ付

新鮮生マグロおろしたてお刺身セットイメージ

◆【業務用】
手作り冷凍餃子

１，０００円（税込）

業務用50個入袋 1袋
1個あたり約20g

◆プロ厳選！お任せﾌﾙｰﾂBOX ３，０００円（税込）

内容は旬のフルーツ詰合せですので毎回異なります。

フルーツＢＯＸ 商品例

商品例 イメージ写真

◆BBQ海鮮贅沢セット １０，０００円（税込）

養殖生アワビ 韓国産4個 / 生サザエ 千葉県産4個 / 生大
ハマグリ 千葉県産8個 / 殻付きホタテ 青森県又は北海道産
8枚 / ブラックタイガー ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ産4尾 / スルメイカ串 中国
産4本 / 各地生マグロのカマ2個

開催日

am１０：００～１１：００

７月 ３日㈯

■予約先 朝市実行委員会(市場組合)

9：00‐13：00 ㊡水・日曜・祝日
☎ ０２４-９６２-９９７６
FAX ０２４-９６２-９９７８

■ご注文方法
電話・ FAX・ｳｪﾌﾞｻｲﾄ
申込ﾌｫｰﾑで予約ください

事前予約のみの販売です
注文はこちらから

◆食卓にぎわいセット
３，０００円（税込）

カツオたたき 静岡県産3本
太平洋熟成まぐろたたき500ｇ

◆生カツオ 一本 ３，０００円（税込）

宮城・千葉（その他）産約3ｋｇ1本

◆生カツオ 身おろし ４，０００円（税込）

宮城・千葉（その他）産約3ｋｇを身おろし（4半身）

お魚屋の詰合せ
食卓にぎわいセット

高級 塩麹漬・西京味噌漬セット

■予約期間

予約受付開始は6/24（木）から

電話・FAXで申し込みの方

6/29（火） まで

ウェブサイトで申し込みの方

6/30（水） まで

１周年記念‼
ドライブスルーや

朝市の最新情報を

お届け！

購入者プレゼント！

◆県産旬鮮直野菜セット〔Ａ〕 ３，０００円（税込）

◆県産旬鮮直野菜セット〔Ｂ〕 ５，０００円（税込）

〔内容例〕ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ、なめこ、小松菜、かぶ、ﾚﾀｽ、ﾄﾏﾄなど。
内容は旬と鮮度にこだわっておりますので毎回異なります。

◆魚卵セット
５，０００円（税込）

いくら醤油 ﾛｼｱ産250g / た
らこ ｱﾒﾘｶ又はﾛｼｱ産140g / 
辛子明太子 ｱﾒﾘｶ又はﾛｼｱ
産140g 

◆鮭親子セット
５，０００円（税込）

いくら醤油 ﾛｼｱ産250g / 紅
鮭 ﾛｼｱ産5切 / 秋鮭フレー
ク 国産180g

郡山カルチャーパーク
「ドリームランド1機種無料券」

バナナ(1房)

魚肉ソーセージ
(1束)

農産物直売施設「あぐりあ」
ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ引換券（当日のみ有効）

(受取先着50名）

特典１

特典２ 特典４

特典３特典１

特典２ 特典４

特典３

◆高級 塩麹漬・西京味噌漬
セット(木箱入り)

５，０００円（税込）

銀たら ｱﾒﾘｶ産/ メロ ｵﾗﾝﾀﾞ産/ 金目鯛
ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ産 / 紅鮭 ﾛｼｱ産
90g各1切れ 計8切れ入り

高級干物詰合せ〔C〕

◆BBQ海鮮づくし
セット

５，０００円（税込）

生大ハマグリ 千葉県産8
個 / 殻付きホタテ 青森県
又は北海道産4枚 / ブ
ラックタイガー ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ産
4尾 / スルメイカ串 中国
産4本※スルメイカ串は入荷状況により予告なく

商品変更となる場合があります

BBQ海鮮贅沢セットイメージ

鮭親子セット 魚卵セット

野菜セット 商品例

５０回目の開催

福島県産黒毛和牛サーロイン

写真は身おろし4半身2枚



商品名 価格
（税込）

注文数 支払金額
（価格×注文数）

BBQ海鮮贅沢セット 10,000円 個

BBQ海鮮づくしセット 5,000円 個

うなぎ串焼 5,000円 個

高級 塩麹漬・西京
味噌漬セット(木箱入り)

5,000円 個

市場厳選
魚介大漁セット

10,000円 個

【業務用】
手作り冷凍餃子

1,000円 個

和牛・豚・若鳥
焼肉セット

5,000円 個

牛肉3点セット 6,000円 個

福島県産黒毛和牛
サーロイン

6,000円 個

厚切り牛タン(10枚) 3,000円 個

プロ厳選！
お任せフルーツBOX

3,000円 個

県産旬鮮直野菜セット
〔Ａ〕

3,000円 個

県産旬鮮直野菜セット
〔Ｂ〕

5,000円 個

合計 円
■支払方法は受取日に現地で支払となります。

（現金のみの取り扱い）

■電話でのご注文は

☎ ０２４-９６２－９９７６ まで

受付時間 9：00～13：00

㊡ 水曜・日曜・祝日

朝市実行委員会

(卸売市場組合内)

■ウェブサイトでのご注文はこちらから ↑

【市場内案内】 牛
庭
大
槻
線
（
コ
ス
モ
ス
通
り
）

水産棟 青果棟

バナナ

発酵棟

管
理・

関
連
店
舗
棟

行き
帰り

■お受け取り場所 ※お受け取りの際はマスクの着用をお願いします。

郡山市総合地方卸売市場水産棟前駐車場（大槻町字向原114）

市道・肩張太田西1号線

商品名 価格
（税込）

注文数 支払金額
（価格×注文数）

新鮮生マグロおろしたて
お刺身セット

3,000円 個

マグロ三昧セット 5,000円 個

マグロ贅沢セット 10,000円 個

生カツオ 一本 3,000円 個

生カツオ 身おろし 4,000円 個

お魚屋さんの詰合せ 5,000円 個

食卓にぎわいセット 3,000円 個

鮭親子セット 5,000円 個

魚卵セット 5,000円 個

辛子明太子 4,000円 個

干物４枚セット 〔A〕 2,000円 個

干物６種セット 〔B〕 3,000円 個

高級干物詰合せ〔Ｃ〕 5,000円 個

ﾌﾘｶﾞﾅ
お 客 様
電話番号

－ －

日中ご連絡できる番号を記入ください
お客様
お名前

市場の朝市 ドライブスルー市場 注文書

６/２９（火） までにご注文ください。

受取日 7/3(土)
※受取日に〇をしてください
※受取時間は10：00～11：00

です


