
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 ７/30㊍まで開催中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

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

１８㊏～１９㊐ 会津自然農家の会（会津春泥（酒）、米）

２０㊊・２７㊊ 佐倉ファーマーズ（季節の野菜）

２３㊍～２６㊐ 海鮮フーズ（海産物）

２３㊍～２６㊐ ニコニコ菅野農園（ナツハゼジャム）

２３㊍～２９㊌ 燻製木香（燻製商品）

２４㊎～２６㊐ 大七酒造（地酒）

２５㊏ わたなべパン店（ラヂウム玉子パン）

２７㊊～３１㊎ アルマ（シルク製品）

２９㊌～３１㊎ ひふみ堂（オリジナルケーキ）

7月 出店スケジュール

●

●

●

●

●

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

冷製かにみそ
担々麺
800円

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月下旬号

宮泉銘醸会津若松市

①Nanasi（ななし）白･･･････ 720㎖ 1,500円
②Nanasi（ななし）黒･･･････ 720㎖ 1,500円

榮川酒造磐梯町

③特別純米 氷熟にごり原酒 720㎖ 1,265円
奥の松酒造二本松市

④吟醸「夢の香」････････････････ 720㎖ 1,529円
会州一山口合名会社会津若松市

⑤善き哉 無濾過生酒
････････････････720㎖ 1,980円・1.8ℓ 3,630円

名倉山酒造会津若松市

末廣酒造会津若松市

豊国酒造会津坂下町

⑩會津宮泉 純米吟醸 福乃香
････････････････720㎖ 1,934円・1.8ℓ 3,882円

⑥純米大吟醸 福乃香･･････ 720㎖ 1,870円

⑦夏・純吟原酒･･････････････････ 720㎖ 1,430円
⑧純米大吟醸「夏霞」････････ 720㎖ 1,595円

⑨純米生貯蔵酒「超」･･･････････1.8ℓ 2,530円
豊国酒造古殿町

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。

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

かにみそラーメン
かにのせ 1,100円
うにの貝焼きめし
1折 2,160円

７/１７金～２６日

福島県観光物産館

１７周年
フェア

7/19㊐ 田村市観光キャンペーンクルー来所！

７/１７㊎～１９㊐
田村市には豊かな自然と食あり！

田村市うまいものフェアふくしま

お買い上げの方に
おからサービス！
(各日30袋限定)

あぶくま高原の新鮮夏野菜
販売します。

｢エゴマ米飴キャラメル｣は
｢ふくしま満天堂グランプリ2019｣受賞。

銘柄豚「やまと豚」を原料に「職人の技」で
手づくりした「絶品ハム･ベーコン･ソーセージ」。

「都路たまご」や「田村市産果実」を原料に
手づくりした「絶品スイーツ」。

がもう農園滝根町
トマト
ミニトマト
新たまねぎ　ほか

ハム工房都路船引町
ウインナー各種
切り落としベーコン
ポークパストラミ
レバーの燻製　ほか

みやこじスイーツゆい都路町
ゆいプリンリッチ
チーズケーキ各種
シフォンケーキ各種
キュウリマンジャム　ほか

渡辺豆腐店都路町田村市エゴマ振興協議会田村市 ホップジャパン × Kokage Kitchen都路町
地場産青肌都路豆腐
三角揚げ
厚揚げ　ほか

エゴマ油 エゴマの実
エゴマパウダー エゴマショコラ
すりエゴマ エゴマ米飴キャラメル

クラフトビール（瓶）
そば粉ワッフル
アイスコーヒー

ニューフロンティア滝根町

うなおむすび
あぶくま高原 福うなぎ蒲焼き

7/18㊏・19㊐のみ

清らかな阿武隈山系の
湧き水を使い毎日手づくり。

あぶくま高原の恵みからつくられた美味しいビールと
スイーツをキッチンカーで提供。

あぶくま高原産「福うなぎ」を使った
おむすびです。

物産館買い物で
物産館１7周年特典

会員様特典 新規入会で県産品プレゼント！

スマイルポイント5倍
Fukurum
カードとは？

普段の買い物で福島県産品を
応援できるカードです。

カード利用額の一部が県内の学生等が取り組む新商品
開発などに役立てられます。※支援金の発生に伴う、
カード会員への負担はありません。

物産館オリジナル
ねっか奥会津蒸留所【只見町】コラボ商品

期間中物産館ポイントカードの
ポイントが２倍！

7/18㊏・19㊐、23㊍～26㊐限定
新規ご入会で
日本酒やお米をプレゼント！

赤身
 120g 1,080円

ヒレ 60g 990円
ロース
･･･････ 60g 880円

馬刺し本来の旨みを引き出すために“純国産馬刺
し”にこだわり抜きました。

目玉商品
各日３０パック
限定販売

９：30～18：00
各日、税込500円以上
お買い上げのお客様
先着100名様に、
滝根町｢がもう農園｣
新鮮野菜プレゼント！

7/17㊎･18㊏のみ

7/27月～29水 もちもち・つるつる
麺にあっさりつゆ。

かにのうまみが
存分に活きて
います。

牛すじどきどきうどん ８００円
元祖小手姫うどん ６００円
かき揚げうどん ８００円
きつねうどん ６００円

小手姫うどん【伊達市】
お で ひめ

麺やうから家から【福島市】 
かに船
【いわき市】 

塩らーめん 820円
塩生姜らーめん 870円
しょうゆらーめん 770円
ちゃーしゅーめん 1,120円

シンプルながら素材本来の
旨味が凝縮したラーメン。

7/20月・21火・30木・31金

鈴木飯店【会津若松市】 
つけめん 900円
つけめんチャーシュー 1,200円
あごしおラーメン ８５０円
あごしおチャーシュー 1,050円

7/17金～19日 7/22水～26日辛いっ！がうまいっ！！
名物つけ麵。

ヤマサちくわ

NISHI’s KITCHEN（ニシズキッチン）【いわき市】
7/１７㊎～１９㊐、２３㊍～２６㊐ 10:00頃到着予定

河京【喜多方市】

上製ちくわ、豆ちくわ、野菜ソフト
など８種類
古関夫婦が愛したちくわです。

古関裕而の妻
金子さんのふるさと
豊橋交流物産展

目玉商品

國松本店

円盤餃子販売 １５：００～１８：３０

らーめん石狩【福島市】
7/１７㊎～１９㊐

市販されていない特別品です。

テイクアウト
できます

餃子の満腹【福島市】
7/２０㊊～２２㊌

入会金・
年会費
永年無料

かに船【いわき市】
7/２２㊌～２６㊐

会津馬刺屋 小林畜産【会津坂下町】
7/２３㊍～２６㊐

福島市のソウルフード。ご予約承ります。

贅沢な寿司です。

かに船特製
銘柄「福島牛」ローストビーフ
金箔握り寿司
･･････････････････････････３貫 1，000円
･･････････････････････････６貫 1，700円
各日50折限定販売
各日30折限定販売

ふくしま
桃パフェ
650円

※写真はイメージです。

米焼酎ねっか３０度 久保修 切り絵ラベル７種類 各720㎖ 2,500円

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

※写真はイメージです。

7/23㊍販売開始

7/28㊋は棚卸しのため18：00閉館
豊橋交流物産展の商品１
品以上と物産館の商品合
わせて1,000円以上お
買い上げの方先着500
名様にイチビキの赤みそ
プレゼント！

濱納豆　地元産大粒大豆を
粒のまま半生乾きさせた味噌。
（歴史ある魔法の調味料）

平松食品
三河のつくだ煮（めひかり、いわし、若さぎ）、
エールパッケージ商品など１０種類

イチビキ
赤みそ  愛知県名物の八丁味噌・赤みそ。

福島県産の桃が
たっぷり!
菱沼農園りんご蜜
ポップコーンを
トッピング!

【愛知県豊橋市】

7/17㊎～26㊐
１0０円引き！

ふくしまラウンジ

西シェフの福島牛ステーキ丼
･････････････････････････ 1折 2,300円

西シェフの
福島牛
ハンバーグ丼

････1折 1,200円

各日20折限定販売 ･･ 20個 1枚 1,350円
各日50枚限定販売

･･ 30個 1枚 1,650円
各日50枚限定販売

各日20折限定販売

食べ応え抜群の
ハンバーグです。

オリジナルソースが肉のうまみを
引き立てます。

強い刺激がやみつきに
なります。

※一部献立が変わる
　場合があります。

西シェフの和食弁当

･･･1折 1,000円

赤辛味噌
ラーメン２食入
･･･････････････････････ 特別価格 500円120個限定販売

各日30折限定販売

全国に誇る

酒
全国に誇る

酒

※飲み比べ・地ビール・
　おつまみは除く
※他割引との併用は
　できません。



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。

生きたままの糀を使い、
時間をかけて育てた甘酒。

長年極めてきた匠の味わい。

ブランデーがたっぷり
染み込んでいます。

１７周年記念

東北協同乳業
本宮市

お菓子のさかい石川町

あまさけゼリー
･･････････････････････ 140g 378円

淀屋 武藤喜多方市

米と糀だけのあまざけ
･･･････････････ 200ｇ 324円

　　　　ふたば茶亭
パティスリーグランブルー
双葉町

手作りジェラート
ブルーベリーの
ジェラート 1個 324円

日乃出屋猪苗代町

雫大福ブルーベリー
 冷凍 6個入 1,080円

懐かしのブランデーケーキ
･･････････････････････････1本 1,296円

ブランデーケーキ

････････････1本 2,500円

宝来堂製菓猪苗代町

沼尻軽便鉄道まんじゅう
･････････････････ 5個入 650円

船橋屋相馬市

カステラせんべい
 約15×20㎝ １枚 216円

柚子の砂糖漬け
･････ 約150g 216円

パティスリー・ラ・4区
国見町

ブルーベリーと
フランボワーズのタルト
･････････････････････ 1個 450円

大野屋桑折町

ブルーベリーのジュレ
･････････････････ 1個 380円

Patisserie
Mains de Chaton

伊達市

パティスリーアリュメット
伊達市

ブルーベリーのサバラン
･･･････1個 480円

喜多方市
ふるさと振興公社
喜多方市

やまと そば粉
（会津の香り）
特別価格
 1㎏ 1,000円

田季野会津若松市

会津地鶏・川俣シャモのわっぱめし
･････････････････････････特別価格1折 1,500円

ロースカツサンド
･････････････････････････ 4ピース 800円

ルバーブの
島田農園

西郷村

真っ赤なルバーブジャム
･････････････････････150ｇ 1,220円

齋藤産業川俣町

さわやか羅布麻マスク
（あて布２枚付き）･･1枚 2,750円

たふぃあいわき市

いわきねぎ麺塩やきそば
･････････ 3食入 1,188円

テクニカルスタッフ会津若松市

③昭和のドレッシング ･･････････････････180㎖ 583円
②昭和のからむし茶･･･････････････････2g×3袋 378円
①昭和のきゅうり漬けの素･･2人前×2回分 378円

④昭和のからむしスープ････････････････ 16g 378円

宝来屋郡山市

百年糀の冷やしあまざけ
・黒ごまあまざけ
・抹茶あまざけ
・ゆずあまざけ
･･････････････････････････ 各350㎖ 399円

香精伊達市

塩甘酒・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・290g 300円

7/17㊎～19㊐

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEWNEWNEWNEWNEW NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW
NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

福島市

Shinri no 
ブルーベリーと
チーズタルト
･･･････ 1個 454円 NEWNEW

清泉堂
福島市

ブルーベリーの
白いロールケーキ
････ 1個 380円

NEWNEW

松川松月堂菓子店
福島市松川町

ブルーベリーとチーズのマカロン  1個 400円

NEWNEW

アトリエ・ド・ガトー二本松市
ブルーベリーのタルト
･･･････････････････････1個 470円

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

パティスリー
ルコネサンス

二本松市

ブルーベリーの
とろける生シフォン
････････････ 1本 750円

NEWNEW

パティスリーエソール二本松市

ブルーベリーミルフィーユの
ケーキ･････････････ 1個 540円

NEWNEW

NEWNEW

ブルーベリー園みうら福島市

ブルーベリージュース　無糖
･････････････････････ 500㎖ 1,500円

ジャム･･････････ 150g 600円
ソース･････････ 150g 600円

日乃出屋猪苗代町

7/17㊎～19㊐・23㊍～26㊐

若木屋川俣町

Ｓｗｅｅｔｙ Shinri
スイーティー　  シンリ

福島市

Ｓｗｅｅｔｙ Shinri
スイーティー　  シンリ

元気をチャージ 甘酒

RED & BLUE CAFE
レッド           ブルー      カフェ

いわき市

生クリームパンケーキ
･･････････････････････････････1個 216円
チョコクリームパンケーキ
･･････････････････････････････1個 259円
メイプルクリームパンケーキ
･･････････････････････････････1個 259円

各日30個限定販売

各日30個限定販売

各日30個限定販売

ごぼうの蒲焼き
・辛口 ・甘口
･･･････各85g 各594円

道の駅ひらた×宗平田村

ごぼうをカリッと香ばしく
焼き揚げました。
おつまみに。

あまざけ
ヨーグルト
･･70g 119円機能性ヨーグルトで「腸活」しませんか？

フルーツや野菜の
風味が楽しめます。

スイーツ甘酒　・ブルーベリー ・りんご
・いちご ・かぼちゃ ・もも ・レモン
・プレーン ・しょうが・・・・・・・・・・・・・・・・・・各160g 各270円

糀和田屋本宮市

JA会津よつば南会津町

南郷トマトジュース
･････ 190g、1本 150円・6本入 900円

減農薬・無化学肥料栽培のブルーベリーを使用。

桃スイーツ 7/23㊍～26㊐

たべるからむし

会津木綿コースター
････････････････････････約12㎝ 528円

IIE Lab.会津坂下町
イーラボ

①

②
③

④

黒ごまあんの香ばしさが口いっぱいに広がります。

紅茶のジュレ、桃のジュレ、
桃のコンポート、桃のゼリー
の４層になっています。

旬のジューシーな桃の中に
特製のカスタードクリームを
詰めました。

桃を白ワインベースのコンポートにして、
ココナッツスポンジとヨーグルトクリームの上にのせました。

ジャムが雫のように
こぼれ出てきます。

素材本来の風味と香りが
活きたジェラート。

その他9種

クリームの中に国見町産
フランボワーズの

コンフィが入っています。

チーズタルトの上にヨーグルトクリーム。

カスタードクリーム・パイ生地・ブルーベリーの三重奏。

真っ白いスポンジ生地に、
ブルーベリーのコンフィチュールを
混ぜ込んだレアチーズクリームを
やさしく巻き上げました。

桃をたっぷりサンドしました。 見た目もみずみずしい
ゼリー。

ブルーベリー、メレンゲ、カスタードの甘みと
カシスソース、レモンクリームの酸味を
　　　　   　　　交互に楽しめます。

10：00頃到着予定

口当たり優しいフロマージュムースで
ブルーベリーを引き立たせたタルト。

すべて県産ブルーベリーを使用

しっとりシフォンに
ブルーベリー生クリームを
絞りいれました。

サバランにカスタードクリーム、
ヨーグルトクリーム、自家製ブルーベリー
ジャムを合わせ、大粒ブルーベリーを
盛り付けました。

カスタードと生クリームを合わせた
口当たりの軽いクリームが詰まっています。

ジュレ・レアチーズ・スポンジの三層構造。

サクサクのタルト生地と、
桃の中にカスタードクリームが
たっぷりのケーキです。

口の中でとろける
柔らかな食感です。

10：00頃到着予定

「いなわしろ天のつぶ」の米粉を
小麦粉に加え焼き上げました。

おせんべいなのにもっちり食感。
福島が誇る2種類の地鶏を食べ比べできます。

10：00頃到着予定

肉厚でジューシーなカツと
たっぷりの野菜を挟みました。

コシのあるそばが
できあがります。

野菜ですが
フルーティーな
酸味が特徴です。

生食用の桃太郎トマトを丸ごと贅沢にしぼりました。 薄手なので夏でも快適です。

ねぎを練り込んだ米粉めんです。

食卓やティータイムを楽しく彩ります。

柚子皮のさわやかな苦みと
砂糖の甘みが楽しめます。

食物繊維とカルシウム豊富な
昭和村の「からむし」を使ったシリーズ。

④お湯を注ぐだけの、クリーミーなポタージュスープ。

甘酒セット（にんじんあまざけ・塩甘酒・
もものあまざけ、3本セット）・・・・・・・・・・・各190g 900円

甘酒飲み比べレポート発信中！
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

味の駅シャロン玉川村・石川町

青い宝石ブルーベリーに包まれて

（有塩だけの取扱いになります）

7/17㊎～19㊐・23㊍～26㊐

7/17㊎～19㊐・23㊍～26㊐

各日30折限定販売
各日各２０個限定販売

各日各30個限定販売

各日30個限定販売

ブルーベリータルト
藍いろ

 1個 560円
あい

パティスリーアリュメット伊達市

桃のショートケーキ 
･･･････････････････････1個 420円

桃ゼリー
･･････････ 1個 450円

パティスリー
ルコネサンス

二本松市

Shinri no ピーチティー
･･･････････････････････1個 432円

丸ごと桃のタルト
･･････････････････ 1個 650円

松川松月堂菓子店福島市松川町

まるごと桃のタルト
･･･････････････････1個 450円

清泉堂福島市
まるごとピーチ
･･･････････1個 500円

クロワッサンシュー
･････････････････････････････････････････1個 280円各日20個限定販売

アトリエ・ド・ガトー二本松市

クロワッサンの中に
たっぷりのクリーム。

あだたら山の揚げ饅頭
･･･････････････････････････････････････５個入550円
････････････････････････････････１０個入1,100円

花月堂花屋　二本松市

カリッと香ばしい皮と甘さ控えめな
餡のハーモニーが絶妙。

焼きだんご 
・しょうゆ ・みそ ・みそごま
･･･････････････････････････････････････各1本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。

10：00頃
到着予定

10：00頃
到着予定

10：00頃
到着予定

10：00頃到着予定

各日40個限定販売

各日10個限定販売
30本限定販売

各日各180本限定販売

7/17㊎～19㊐・23㊍～26㊐

7/17㊎～19㊐・23㊍・24㊎ 7/23㊍～26㊐

会津産のコシヒカリと餅米で
作りました。

郡山市の「宝来屋」が
製造している

米糀のあま酒を使用。

物産館
限定販売！

NEWNEW

NEWNEW

パティスリー
マンドゥシャトン


