
鳥安福島市

1杯630円

1杯500円1杯700円

ビールに合う
おつまみも販売！

福島地ビール祭り 7/10㊎～７/30㊍

7/12㊐・13㊊
16：00～18：30

県内の地ビールが勢揃い！
０次会は物産館で!！

・Pilsner（ピルスナー）　・Weizen（ヴァイツェン）
・Red Ale（レッドエール）　・米麦酒（マイビール）
・Peach Ale（ピーチエール）
・高原列車は行く

1杯630円
1杯550円

みちのく福島路ビール
福島市

・Pilsner（ピルスナー）　・Weizen（ヴァイツェン）
・Golden Angel（ゴールデンエンジェル）
・Brown Weizen（ブラウンヴァイツェン）
・Rauch(ラオホ）

猪苗代地ビール
猪苗代町

・ななくさビーヤ
・ななくさ赤
・ストロングビーヤ
・物産館オリジナル
 ゆずビーヤ

ななくさビーヤ
二本松市

蕎麦ビール
・蕎麦畑
・蕎（きょう）

ガルデン会
川内村

クラフトビール
・白河ヴァイツェン
・大平エール
・黒川スタウト
・小田倉ラガー

ハイランドポート
ブルワリー

西郷村

※写真は
イメージです。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

川俣シャモ食べ比べ
･･････････ 4種類 ８００円

焼鳥セット（持ち帰り用）
･････････････  1,080円
伊達鶏もも焼き（飲食用）
２本セット（塩・たれ）
････････････････ 500円

おくや会津産ジャンボ
ゆで落花生 ･･･200円

ラウンジおつまみ

出店スケジュール

かに船 特別販売

うにの貝焼きめし
･････････ 1折 2,160円

海鮮丼
･････上、1折 1,300円
かにめし
･････････ 1折 1,080円

ブルーベリー園
みうら【福島市】×
会津中央乳業
【会津坂下町】

7/１０㊎～１1㊏ 手作り石鹸プリマリア（手作り石鹸）
7/１０㊎～１２㊐ ひふみ堂（オリジナルケーキ）
7/１０㊎～１３㊊ ふくかんねっと（キムチ・ビビンパ）
7/１０㊎～１６㊍ 佐久商店（いか人参） 
7/１１㊏・１５㊌ わたなべパン店（オリジナルパン）
7/11㊏ とうふや大楽（豆腐） 
7/13㊊ 佐倉ファーマーズ（季節の野菜） 

食堂いしやま【会津坂下町】
冷やしラーメン 750円
冷やしチャーシューメン 1，000円
土産冷やしラーメン 1，150円

べこの乳ソフトクリーム
ブルーベリーパフェ
５５０円

7/11土～12日

空山NEO【会津若松市】
空(醤油) 700円
山（味噌） 700円
天網（煮干醤油） 700円

喜多方ラーメンの
進化版。

7/14火～16木すっきりとした味わいの
冷たいスープです。

7/10金

物産館オリジナル商品
④純米吟醸原酒 ふくしま春空 720㎖ 1,496円はる たか

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

一晩じっくりと漬け込み、陽に当てず干し上げた上質な干物。 江戸時代、幕府献上品として知られ伝承技術を
復活させた逸品。

会津産のモチ米と
コシヒカリだけで作った甘酒。

さくらチップでスモークした、やまと豚肉の旨みを味わえるセット。DLG（ドイツ農業協会）食品競技会で２０２０年金賞受賞。 焼かずにそのまま召し上がれる魚介粕漬。

味噌の風味を閉じ込めて熟成の旨みを引き出しました。馬刺しといえば「モモ」。しっかりとした食べ応え、
そして口の中に広がる旨み。

骨を取り除き食べやすい大きさにカットしました。

甘さとすっぱさの
バランスが絶妙！

果汁100％なのに
甘すぎないので、
夏場でも飲みやすい
飲料です。

会津産そば粉使用。滑らかなのど越しと
歯切れの良さが特徴です。

厚みのあるやわらかな
自家製チャーシューに、
メンマ、ネギ付きのこだわりギフト。

物産館オリジナルワインと
日本酒のセットです。
野菜にとても合うワイン「晴空」。
会津産「夢の香」を
１００％使用した「春空」。
物産館でしか買えない逸品です。

醤油ラーメンと冷やし中華醤油ダレ、
中華ごまダレ、
3種の味が楽しめます。

物産館オリジナルの日本酒セットです。
精米３８％の「ゆめのかおり」と
原酒の「晴空」。
どちらも「夢の香」を使用した
美味しいお酒です。

●

●

●

●

●

ザ・セレクトン福島●
ホテル福島
グリーンパレス アパホテル

東横イン

西華

コラッセ
ふくしま

福
島
駅

西口バスプール
タクシー乗り場

駐輪場

指定P

リッチモンド
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

福島県観光物産館

2020 7月中旬号

営業時間 10：30～19：00
　　　　　  （ラストオーダー18：30）

ふくしま

飲食、喫茶、飲み比べ等が楽しめる
憩いのスペース

ラウンジ

11：00～売り切れまで
飲食コーナー

①楢葉の風 特別純米生酒 うすにごり
･･･････････････････････････････････････････････720㎖ 1,700円
②楢葉の風 純米大吟醸生酒 うすにごり
･･･････････････････････････････････････････････720㎖ 2,470円
③萬代芳 純米吟醸「福乃香」 720㎖ 1,760円

白井酒造店会津美里町

花春酒造会津若松市

⑥純米吟醸「渡船」弐号･･････････1.8ℓ 4,435円

⑤夏酒大吟醸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・720㎖ 1,472円
宮泉銘醸会津若松市

⑦辛口純米酒「紅てふ」････････720㎖ 1,320円
國権酒造南会津町

⑧純米大吟醸ふくしまゆめのかおり
　（箱付き）････････････････････････････720㎖ 4,950円

金水晶酒造店福島市

⑨弥右衛門純米吟醸「福乃香」 720㎖ 1,650円
大和川酒造店喜多方市

⑩純米吟醸「福乃香」････････････720㎖ 1,650円
ほまれ酒造喜多方市

福島県観光物産館だより 来店時のお願い ・可能な限り少人数でお越しください。
・マスクの着用をお願いいたします。

・入口で手指のアルコール消毒をお願いいたします。
・レジ精算待ちの際は間隔を空けてお並びください。

職人仕込みベーコン＆ウインナーセット
･･････････････････････････････････････････････････････････5,292円
ハム工房都路

ハム工房都路
職人仕込みハムセット･･････7,452円

縄文干し特撰詰合せ･･･････････････････････6,480円
丸源水産食品

幻の三春索麺6把入り･････････････････････4,000円
あぐりかる

日和ジュース
（もも・なし・りんご 各5本）
 190g×15本 3,200円

喜多方ラーメン
夏の12食
お得用セット
･･････  3,240円

喜多方ラーメン
6食こだわりギフト
････････････  4,104円

ふくしま未来
農業協同組合

物産館オリジナル
物産館オリジナル

河京
河京

米と糀だけの甘酒
 200g×6本入 2,714円・200g×20本入 7,360円

淀屋 武藤

国産会津馬刺し モモ･････････････ 600ｇ 8,500円
会津小林畜産 極熟　香味和紙包み

･････････････熟コース 4,340円・極コース 6,500円
鈴畜中央ミート

福島海の宝かつおセット･････････････････3,732円
福島県漁業協同組合連合会

麺いろいろ　奥会津山芋蕎麦
･･･････････････････  3,700円・4,900円

奈良屋

いわき七浜漬･･･････････････････････････････････7,344円
大川魚店

お中元フェアお世話になったあの方へ、
真心込めて。 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。

福島市

枝並農園伊達市

夏の果物予約販売
みずみずしい果物を
産地から直送いたします。

※写真はイメージです。

※予定数量に達し次第、受付終了。

桃 あかつき
 3kg 3,560円～・5kg 4,960円～

菱沼農園

桃 あかつき
 3kg 3,240円～・5kg 5,400円～

※送料別

※送料別

ら・さんたランド福島市
元気な揚げカレーパン
・極旨 ・大辛 各250円

7/10金～12日

7/10金～12日

カレーがぎっしり入っています。
サクサク・アツアツです。

営業時間１０：００～１７：００頃

キッチンカー出店
コラッセ西側車止め付近営業全国に誇る

酒

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

7/11㊏・12㊐出店

7/10㊎

NEWNEW

泉川 純米吟醸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1.8ℓ 2,750円
廣木酒造会津坂下町

坂新【会津若松市】
タンメン（限定30食） 850円
肉そば 900円
あぶらーめん 900円
支那そば 700円

野菜とチャーシューが
盛りだくさんのタンメン。

7/13月

中華蕎麦こばや【福島市】
鶏そば醤油 800円
半熟味玉 150円
チャーシュー肉盛 300円
ネギ盛り 100円  特製盛り 500円

伊達鶏の旨味を
凝縮したあっさりの

中華そばを物産館限定にて醤油味で提供。

60本限定販売
売り切れ次第終了

純米大吟醸
ふくしまゆめのかおり・
純米吟醸原酒ふくしま春空
セット･････････････････6,650円

はるたか
ふくしまワイン晴空・
純米吟醸原酒ふくしま
春空セット･･･4,820円はるたか

はるそら



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。

夏をもっと美味しく、もっと楽しく

大川魚店
いわき市

わら焼かつお火山

 (３kg前後のカツオ半身）
背1筋、腹1筋入
680g 3,780円

向山製作所
大玉村 ポップコーン

・クラシック････････756円
・エスプレッソ････777円
・塩キャラメル＆
 ブラックペッパー 777円
・アーモンド･･･････842円
・塩キャラメル＆
 バナナチップス 842円
・塩キャラメル＆海苔
･･･････････････････････････777円

ニューキムラヤ福島市

うつくしまゼリー
････ 3個入 810円
 6個入 1,750円
 9個入 2,550円

みよし堂郡山市
丸deアーモンド
･･･1枚 162円

豆deずんだ
･･･1枚 129円

豆deまっ黒
･･･1枚 129円

あらい屋
製麺所

郡山市

ますやラーメン
 4人前 1,080円

丸ごま　白
････ 1枚 118円

山吉青果食品伊達市

飲むこんにゃくゼリー 各１３０ｇ 148円
ふくしま未来
農業協同組合

伊達市

日和ジュース
（りんご・なし・もも 各1本）
････････ 190g×３本セット 500円

喜多方市
ふるさと振興

喜多方市

大吟醸風味
サイダー
 340㎖ 300円

会津中央乳業会津坂下町

べこの乳アイスクリーム
･･･････････････････････････各種280円

桑折町振興公社桑折町

至福の桃 
飲むこんにゃくゼリー
････････････････1袋 １３０ｇ 150円

福相食品工業＆
小高工房

南相馬市
南相馬市

小高一味 坦坦焼豚（激辛焼豚）
･･･････････････････････････････････････１個 680円

小高ワーカーズベース南相馬市
iriser（イリゼ）
ガラスストロー
「フロストシリーズ」
・チェック ・ドット（水玉）
・らせん（螺旋）
・グラデーション 
・ストライプ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各2,090円

手づくりマルシェ福島市

ひとくちおやつの
ころころリンゴ
 1袋 390円

国産ドライべジの
自家製ピクルスのもと
･･････････････････ 1袋 480円

てしろぎ会津若松市

トルコキキョウ
･･････････････････････ 1束 500円

木之本漆器店喜多方市

手描き風鈴ぎやまん風鈴
･･･････････････････････1個 2,200円

新物ちりめん（しらす干し）
 １００ｇ 432円・２００ｇ 864円
････････････････････５００ｇ 1,750円

パティスリー
アリュメット

伊達市

コーヒーゼリー

････････ 1個 350円

玉嶋屋二本松市

メロンボール

････････････････ 1個 1,500円

レーヴ鮫川店鮫川村

ジャージー牛乳のパンナコッタ
オレンジジュレ
････････････････････････････1個 340円

福島民報社福島市

CD古関メロディー
ベスト３０･････････････････ 1枚 3,300円

清泉堂福島市

シューパイ
････1個 162円

パティスリー
ルコネサンス

二本松市

ルコネサンスのシュークリーム
･･･････････････････････････････1個 210円

大野屋桑折町

大野屋のシュークリーム
･････････････････････････････････1個 194円

パティスリー
アリュメット

伊達市

パティスリーエソール二本松市

スクエアシュー ･･･････････ 特別価格1個 300円

福島市

Shinri no シュークリーム
･････････････････････ 1個 281円

松月堂菓子店福島市

クッキーシュー
･････････････････････ 1個 180円

かめまん須賀川市

ザクザククッキーシュー････ 1個 216円

ケーキ工房
Patisserie MoMo
二本松市

シュークリーム美粧石
･････････････････････ 1個 150円

向山製作所大玉村

プルプル＆フルーティ｡
冷やすとおいしさアップ！

ふんわり・しっとりの皮の中に、つぶ餡と
生クリームがたっぷり！

生どら

･･５個入 800円

猪苗代町 どら焼のどらや

各日４０箱限定販売

せんべやの
揚げ饅頭
･･･････････････････････････ 5個入 640円

猪苗代町 せんべや

油で揚げたもっちり生地に、
白砂糖をたっぷり
まぶしました。

各日５０袋限定販売

7/１０㊎～１２㊐・１５㊌

7/１０㊎～１２㊐・１５㊌

7/１０㊎・17㊎

7/１０㊎～17㊎

レガーレ桑折 ピザスタ桑折町

マルゲリータ

･･･1枚 1,350円
各日30枚限定販売

アルケッチャーノの奥田シェフが監修。ピリリとした辛さが
ご飯やお酒にピッタリ。

脂がのった
カツオ本来の
美味しさ。

キレのある黒いスープと
ストレート中細麺。

福島県産の白桃と山形県産ラ・フランスの
果肉をゼリーの中にとじ込めました。

「高原列車は行く」
「栄冠は君に輝く」などを収録。 女性ガラス職人が1本ずつ

手加工で製作しました。
洗浄ブラシ付き。

搾りたての生乳を使った深いコク。

素材が際立つおせんべい。

蒔絵で仕上げた「粋」な風鈴です。

※写真はイメージです。

あふれる気品が魅力。
10：30頃到着予定

福島県産もも・なし・りんごの本来の
甘みを引き出したジュース。

メロンの皮をお皿にして、
スポンジ、生クリーム、
メロンをのせました。

サイダーに大吟醸風味の
香料を加えました。

桑折町産の桃「あかつき」の香りと
プルプルとした食感が楽しめます。

お酢と水を入れるだけで
簡単にピクルスが作れます。

会津美里町産のりんごを乾燥させ
炙ってお茶にしました。

安達太良山をイメージさせる
シュー生地です。

四角い形が目を惹きます。 外はザクッ、中はとろ～り。

薄いシュー生地の中に溢れんばかりの
クリーム。

シューとパイの仲良しスイーツ。
美しい宝石をイメージ。

サクサク感が心地良いシュー生地。

中はクレームディプロマットがたっぷり。

シュー生地にアーモンドを散らしています。

福島県産りんごを使用した、
みずみずしいセミドライフルーツ。

濃厚なキャラメルを
たっぷりまとった贅沢な
ポップコーン。

爽やかなマンゴーの風味が夏にぴったり。

7/10㊎～１２㊐

7/10㊎～１２㊐

7/10㊎～１２㊐

11：00頃到着予定

うな重弁当
･･･････････････････････････  1折 2,300円

うなぎの半沢二本松市

各日20折限定販売

各日20折限定販売

各日20折限定販売

各日10パック限定販売

肉厚のうなぎとタレの染み込んだ
ご飯が絶妙。

鳥安福島市

たつ田揚げ＋から揚げ＋鳥めしのセット。
たつから鳥めし弁当
･････････････････････････････････ 1折 800円各日20折限定販売

10：30～11：00頃
到着予定

たこ八相馬市

ほっき飯

・・・・・・1折 1,000円
各日50折限定販売

※写真は
　イメージです。

ほっき貝をたっぷり
盛り付けました。

カタクチイワシの幼魚。
シラス干しとも言います。
カチリに仕上げました。

10：30～11：00頃
到着予定

福豆屋郡山市
おかかと牛肉の
相性抜群。

海苔のり牛めし

 １折 1,200円
海苔のりべん

 １折 1,000円

南国マンゴープリン
･････････････････････････1個 440円

アトリエ・ド・ガトー　二本松市

各日20個限定販売

各日20個限定販売

各日36個限定販売

各日5個限定販売

numberブレッド 
・玄米・クルミ・あんこ・ブルーベリー
・抹茶大納・イチジク・クランベリー・チョコ
･･･････････････････････････････ 各1斤 345円

福の香

 １斤 1,134円

手づくり生地のやさしい味わいをどうぞ。

本格コーヒーゼリーと
マスカルポーネの
ブランマンジェ。

オレンジの果肉がたっぷりのった、
味も見た目も爽やかなパンナコッタ。

10：00頃到着予定

各6斤限定販売

10斤限定販売

玄米パン ・こしあん ・粒あん
・ごま ・カスタード
･･･････････････････････････････各1個 160円

かめまん須賀川市
創業以来作り続けてきた玄米パン。
もちもち食感は玄米ならでは。

シュークリーム････････1個 260円

アトリエ・ド・ガトー
二本松市

あだたらシュークリーム
･･･････････････････････1個 180円

じっくり焼き上げたシュー生地に、
生クリームを合わせたカスタードクリームを
絞りました。

パティシエ自慢のシュークリーム

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW
テクニカルスタッフ会津若松市

会津のりんご茶
･･････１袋 388円

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

甘い誘惑！

7/10㊎～12㊐

7/10㊎～12㊐

7/10㊎～12㊐
7/10㊎～12㊐

7/11㊏・12㊐ 10：00頃到着予定

7/10㊎～12㊐

7/10㊎～12㊐

7/10㊎～12㊐

7/10㊎～12㊐

7/10㊎～12㊐

レーズンブレッド
･･････････････････････････････････ 1斤 378円各20斤限定販売

クロッカンシュークリーム
･･････････････････････ 1個 238円各日10個限定販売

時間が経ってもサクサクです。

10:00頃到着予定

焼きだんご・しょうゆ ・みそ ・みそごま
･･･････････････････････････････････････････ 各115円

本家 丹波屋二本松市

やわらかく食べやすい
人気のだんごです。

各日120個限定販売

Ｓｗｅｅｔｙ Shinri
スイーティー　  シンリ

10：00頃到着予定

各日各30個限定販売

各日
各30個
限定販売


