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ホテル

〒960-8053
福島市三河南町１-20 コラッセふくしま１Ｆ

■掲載内容は、広告制作時の情報です。出展者
および商品・価格などは変更となる場合がありま
すのでご了承ください。■催事内容は予告なく
変更することがあります。■表示価格は、全て税
込み価格です。■写真はイメージです。実際の商
品とは異なる場合があります。■車でお越しの
際は、コラッセふくしま駐車場（30分無料）をご利
用ください。また、大型バスは西口バスプールを
ご利用いただけます。

TEL.024-525-4031
営業時間　９：30～19：00　年中無休
【運営】公益財団法人福島県観光物産交流協会

の色の部分が各社の出展日となります。※最新の出展者情報はホームページをご覧ください。

福島県観光物産館

福島県観光物産館だより 2019 12月下旬号 12/31㊋のみ18：00閉館

天ざる･････････････････････  1,000円
藤八そば･･････････････････････  700円

ド田舎水原郷そば打ち会
福島市

しらゆき･･･････････････････････ 1個 200円
わらび餅････････････････････200g 540円

會津 豊玉猪苗代町

りんご ････････････････････････････････････店頭発表
高沢果樹園福島市

さんまささ干 1尾 350円 あじささ干････1尾 350円

12/14㊏
のみ出店

丸由水産いわき市

おかわり･･････････････････････  500円

花春酒造会津若松市

一慶
･･･････････720㎖ 2,090円

をちこち（マスカットベリー）
･･･････････････ 720㎖ 1,870円

ふくしま農家の夢ワイン二本松市

納豆革命 ･････････････････････････ 5パック 540円
国際米流通センター猪苗代町

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

自然栽培の薄井農園須賀川市

ふくしま未来農業協同組合伊達市

川俣町農業振興公社川俣町

ハム工房都路田村市 カネセン水産いわき市

庄助の宿 瀧の湯
会津若松市

おのざきいわき市 河京喜多方市

地酒の森
郡山市

香ばしい黄奈粉でまぶした、
弾力のあるわらび餅です。

11：00～
12月 出展スケジュール 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火
佐久商店（いか人参）

冬のニット
フェアと
うまいもの
市

菅野房吉商店（季節の果物）
大竹漆器店（會津漆器）
とうふや大楽（豆腐）
わたなべパン店（オリジナルパン）
手作り石鹸プリマリア（手作り石鹸）
海鮮フーズ（海産物）
佐倉ファーマーズ（季節の野菜）
愛和産業（すっぽん粉末）
奥の松酒造（地酒）
会津自然栽培の会（米・地酒）
岡田海苔店（海産物）
高沢果樹園（季節の果物）
木香（燻製商品）
扇田食品（豆腐）
大七酒造（地酒）
ひふみ堂（オリジナルケーキ）

うまいもの市
冬のニットフェアと

9 :30～19 :00（最終日17：00）
2019.12.13 15金 日

冬物ニット製品、小物、毛糸など5,000点が集結！
産地直売価格で販売いたします

■出店企業【福島県ニット工業組合 伊達市】
●㈲大槻メリヤス
●㈱木幡メリヤス
●八巻メリヤス㈲
●㈱インフィニティー
●㈱セントラルニット
●㈱大三
●ライズファクトリー
●金泉ニット㈱

「減農薬」葉とらず完熟サンふじ
 3kg箱8～11個 5,616円
 5kg箱13～16個 8,640円

あんぽ柿（ひらたね無柿）
200g入3パック
  3,700円
200g入6パック
  5,000円
200g入8パック
  6,200円
800g（9～15個入）
  5,500円

川俣シャモ　スモークハーフ
 約600g、箱入 4,752円

あんぽ柿（蜂屋柿）
230g入3パック
  4,000円
230g入6パック
  5,500円
230g入8パック
  6,700円
1kg（7～15個入）
  6,200円

職人仕込みベーコン ＆ ウインナーセット
 ベーコン350g、ウインナー4種各100g 5,292円

特撰蛸三昧セット
 蒸し蛸、味付蛸、ピリ辛蛸、梅酢蛸 3,780円

瀧の湯名物 
だしすき焼
福島牛もも300g、
出汁330cc
  7,560円

あんこうキムチ鍋米粉麺セット
  6,502円

喜多方ラーメン6食こだわりギフト
 6食分 3,996円

福島の酒「浜・中・会津」純米酒飲み比べ
 720㎖、3本セット 5,654円

全国発送送料込み価格です。
（沖縄・離島は別途）

メーカーから直接お客様へ
商品をお届けします。お歳暮フェアお世話になったあの方へ、

真心込めて。

デミアン
福島市

素朴な味ながらも、
しっかりとした食感。

ごまばっ菓子
･･････バラ 432円

甘食パン
････3個入 421円

12月まで着果させた超完熟の味をどうぞ。

※写真はイメージです。

一口かむとトロリとした
口当たりが楽しめます。

特製のタレに漬け熟成させ、桜のチップでじっくりスモーク。

DLG（ドイツ農業協会）食品競技会で金賞受賞。 さまざまな調理法の蛸を楽しめます。

創業130余年、
老舗旅館の名物の味を
ご家庭で。

辛さの中にマイルドな味。しめに米粉麺をお楽しみください。 チャーシュー、メンマ、フリーズドライネギが付いています。

又兵衛
いわき郷純米酒、
大七純米酒、
末廣山廃純米酒
のセット。

初しぼり 純米吟醸・・・・・・・・・・720㎖ 1,430円

打ちたてのそばをご賞味ください。

農家たちの
誇りが詰まった
「純朴果実酒」。

今が旬！ 蜜がたっぷり入っています。 自社栽培のあやこがね大豆を使用した大粒納豆。

水揚げされた新鮮な魚を自慢の液に一昼夜漬け込みました。

会津産コシヒカリを使用し、うつくしま煌酵母で
ゆっくり醸しました。

あんこう切身350g×2、タレ150g×2、
麺120g×2



ふくしまラウンジ

営業時間 10：30～19：00（ラストオーダー18：30）

11：00～売り切れまで飲食コーナー
飲食、喫茶、飲み比べ等が楽しめる憩いのスペース

Fukushima Lounge

福島市 玉萬厨房
雪うさぎカレー ５００円
鯵フライ定食 ７００円
生姜焼定食 ７００円
ラーメン  ６００円～

吾妻山の雪うさぎを
イメージした
カレーが人気！

12/17火~19木

12/20金~22日

12/31㊋のみ18：00閉館

・ワイン 1杯
・フランクフルト 1本
・福島牛串 1本
・金子牧場しぼりたてチーズ 1本
セットで1,000円

12/13金~ 0次会は
物産館で！

男性にも
オススメ！

・みちのく福島
 路ビール（生）

 1杯
・フランクフルト

 1本
・福島牛串 1本

セットで
1,000円

0次会セット

女子会セット

ご予約承り中
AIZ’S EYES（清酒）
････････････720㎖ 2,750円
あいず   あいず

會津アクティベート
アソシエーション

会津若松市

奥の松 大吟醸雫酒 十八代伊兵衛
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・720㎖ 5,500円・1.8ℓ 11,000円

奥の松酒造二本松市

大吟醸 名倉山 鑑評会出品酒
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・720㎖ 5,500円・1.8ℓ 11,000円

名倉山酒造会津若松市

大吟醸 末廣・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・720㎖ 4,400円
末廣酒造 嘉永蔵会津若松市

さかみずき 大吟醸
･･････････････････720㎖ 2,750円・1.8ℓ 5,500円

若関酒造郡山市

あぶくま 大吟醸無濾過原酒
･･････････････････720㎖ 4,400円・1.8ℓ 8,800円

玄葉本店田村市

廣戸川 大吟醸
･･････････････････720㎖ 3,404円・1.8ℓ 6,495円

松崎酒造店天栄村

会津宮泉 純米大吟醸
･･･････････････････････････････････････････････ 720㎖ 5,930円残り12本

宮泉銘醸会津若松市

雪小町 大吟醸五十一合袋吊り
･･･････････････････････････････････････････････ 720㎖ 3,850円

渡辺酒造本店郡山市

大吟醸 男山・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・720㎖ 3,300円
開当男山酒造南会津町

大吟醸 男山 金賞受賞酒ボトル
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・720㎖ 4,400円

大吟醸 きたのはな・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・720㎖ 3,850円
喜多の華酒造場喜多方市

特撰大吟醸 國権・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・720㎖ 5,500円
国権酒造南会津町

大吟醸 榮四郎・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・720㎖ 6,600円
榮川酒造 磐梯工場磐梯町

學十郎 大吟醸 金賞受賞酒ボトル
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・720㎖ 5,500円・1.8ℓ 11,000円

豊國酒造会津坂下町

ふくしまアーモンドチョコレート ふくたね
・ブロンド ・酒粕 ・ストロベリー ・桑の葉 
･････････････････････････････････････････････････ 各60ｇ 各702円

ラポール泉福島市

相馬田舎みそ
･････････ 500ｇ 734円

糀あま酒
････････ 500㎖ 756円

若松味噌醤油店南相馬市

珍味かまぼこハーフ
・かに ・うに
・穴子 ・サーモン
･････････････････････ 各864円

貴千いわき市

特上かまぼこ
ハーフセット
 白・赤 1,296円

伊達巻
  648円

美味一膳本舗いわき市

ひたし豆 ･････ 130g 324円
菅野漬物食品
（タマゴヤ）

南相馬市

なます   200g 324円
八島食品伊達市

山都そば処 萬長喜多方市

棒タラ
･･･ 270g 864円

鯟の山椒漬
･･････ 3枚 800円
こづゆ
･･･ 280g 600円

カネコフーズ
会津若松市

志ら玉麸
・紅白 ・白
 各30g 各 270円

丸十製麩西会津町

ローストチキン････ 1本 380円

全国新酒鑑評会 金賞受賞酒

鶏つくね

････8個入 380円
◀ボンレスハム・ロースハム

 各500g 各1,080円

FUKUSHIMA SELECTION
県内各地から常時約4,000アイテムの商品が集まっています。

その中から館長が厳選した逸品をご紹介！！

出展者および商品・価格は変更となる場合がございますのでご了承ください。

各100個限定販売

白河市 田楽食堂

喜多方市

山都そば処 萬長

白河ラーメン 650円
チャーシューメン 900円

独自製法チャーシューが
人気です。

12/16月

会津若松市 坂新

肉そば ９００円
あぶラーメン ９００円
支那そば ７００円

9：30～18:00
※ただしスープが無くなり次第終了いたします

もりそば・かけそば 各850円
鴨南蛮 1,000円
天ぷらそば 950円
山都そばセット（ソースかつ丼）
 1,200円

十割手打ち生そば  3人前1,700円・5人前2,800円

12/28土~31火 舌も目も魅了される
黄金スープ。

初出品

12/24火~27金

福島市 麺屋 銀次郎
ファームつばさのバターを使用した
塩バターラーメン 850円
塩ラーメン 750円
醤油ラーメン 750円

あっさり、まろやかな
風味が女性にも好評。

12/23月 川俣シャモ地鶏との
コラボ。

風味、香り、喉ごしに
こだわった十割そば。

いわき市 創作麺やま鳶
とんび

シャモそばヌードル
※当日のトッピングはイベント仕様のため
　変更あり 900円

福相食品
小高ハム　

南相馬市

牛たん（黒こしょう）▶
 300ｇ 1,080円50個限定販売

100本限定販売 100個限定販売

製法と品質に
こだわっています。

※写真はイメージです。

※写真は調理例です。 ※写真は調理例です。

※写真はイメージです。

黒こしょうがうまみを引き立てます。
再入荷しました

再入荷しました

ジューシーやわらか。

アツアツお鍋に！

糀の甘みが効いています。

米糀のみを使用した
昔なつかしの味わい。

東北産青ばた豆を
低塩分調味液で
味付けしました。

さっぱりとした
風味です。

ロングセラーの高級かまぼこ。

会津の郷土料理が
手軽に食べられます。

丁寧に作られた
伝統の味。

会津地域の13の蔵元が会津産の
米と美味しい水でつくりました。

吟味した原料のみを
使っています。

吟味した原料のみを
使っています。

会津地鶏使用。
手間暇を掛けて
作りました。

あわび、すじこ、数の子、
帆立、有頭えびなどの
粕漬詰め合わせ。

さしみ粕漬（ミニ七浜漬）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,052円

いわき七浜漬
・・・・・・・・・・・・・大5,940円
・・・・・・・・・・・・・小3,780円

大川魚店いわき市

震災復興の想いを
7種類の魚介に込めました。

香ばしい素焼きアーモンドに、2種類の
チョコレートをコーティング。

「ふくしまラウンジ」レポート発信中！
福島県観光物産館でみつけた！

日刊シティ情報ふくしまwebコラボ企画

まだまだ買えます！

人気の

1日20杯限定

野菜が好きになるスープ
・オニオン ・トマト
････････ 1人前170g 各540円

内池醸造
福島市

体
も
心
も
ぽ
か
ぽ
か
に

年末年始のごちそう
12/26㊍～

12/26㊍～ 12/25㊌～

初出品

新発売

新発売

12/30㊊・31㊋店頭お渡し

初出品

初出品

12/13㊎～

12/18㊌～


