
全国に誇る酒全国に誇る酒

8月 出店スケジュール
8/２１㊎～３０㊐ 佐久商店（いか人参） 
8/22㊏ とうふや大楽（豆腐）
8/２２㊏・２９㊏ わたなべパン店（ちくわパン）
8/24㊊・31㊊ 佐倉ファーマーズ（季節の野菜） 
8/26㊌～２８㊎・8/３１㊊～9/3㊍
 ひふみ堂（オリジナルケーキ） 
8/２８㊎～３１㊊ 燻製木香（燻製商品）
8/２９㊏～３１㊊ 海鮮フーズ（海鮮物）

※写真はイメージです。
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ホテル福島
グリーンパレス アパホテル
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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 8月下旬号

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

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。

伊藤石材工業福島市

石のぬくもりキャンドル
･･････ 大 4,980円・小 2,980円
石のぬくもりコースター
････････････････ 丸 800円・角 800円

金水晶酒造店福島市
純米吟醸 無濾過生原酒「なかどり」
･････････････････････････････720㎖ 2,057円

曙酒造会津坂下町
天明 純米大吟醸
ちょいリッチ47シリーズ
・山田錦×五百万石
･･････････････････ 720㎖ 1,980円
・山田錦×夢の香
･･････････････････ 720㎖ 1,980円

高橋庄作酒造店会津若松市
会津娘 純米吟醸「花坂境２２」
･･････････････････････ 720㎖ 2,225円
会津娘 純米吟醸「羽黒前２７」
･･････････････････････ 720㎖ 2,225円

峰の雪酒造場喜多方市
峰の雪コシヒカリ９０
･･････････････････････ 720㎖ 1,265円
ハツユキソウ 720㎖ 1,265円

白井酒造店会津美里町
風が吹く
・「銀」特別純米生 720㎖ 1,485円

・「金」うすにごり･･ 720㎖ 1,705円

・「緑」山廃純米吟醸生
･････････････････････････････ 720㎖ 1,650円

・「赤」純米吟醸生 720㎖ 1,595円
・「黒」山廃純米生 720㎖ 1,540円

第一印刷福島市 ポストカード
･･･････ 1枚 各165円

手づくりマルシェ福島市

レトロモダン革小物 
がまぐちポーチ･･････  18,150円
がまぐち小銭入れ ････  6,930円

スクエア皿 ･･10×10㎝ 1枚 550円
ピアノの小物入れ
････････････････ 5×7.5×5.5㎝ 1,100円
カゴの小物入れ
･･･････････････････6×7.5×8㎝ 1,100円

山ぶどうバッグ（乱れ編と花結び編み）  130,000円
クルミバッグ（ますあじろ編み）・・・・・・・・・・・・・・・・ 46,000円
アクセサリーくるみペンダント・・・・・・・・・・・ 3,300円
山ぶどうブローチトンボ・イヤリング  3,000円

ひまわり
 縦25×横35×マチ11㎝ 44,000円

他多数出品他多数出品

わたなべパン福島市

エールちくわパン
・いかにんじん味
・しそみそ味
･････････各1個 300円
ラジウム玉子パン
････････････1個 220円

岩城屋米穀店福島市

舌にとろけるラジウム玉子（たれ付）
･･･････１０個入 760円・６個入 550円

パティスリーエクロール福島市

クレ・ドゥ・ソル

 １箱 1,296円

森山福島市

湯庵プリン４種
はちみつ、抹茶、みのり２種
･･･････････････････････････ 計４個 1,800円

せいざん福島市

ブルマンエールブレンド
飲み比べセット
ブルマンエールブレンド・モカブレ
ンド・トラジャブレンドの3種セット
････････ 100g×3 1,080円

はみんぐはーと弁当福島市

マサさんのエール弁当
･･････････････････････････････ 1折 2,000円

1980年代に販売していた抹茶入り煎茶が
テトラバッグで復刻しました。

松北園茶舗福島市

がんばれ茶
･････････････ 45ｇ（3ｇ×15袋） 864円

飯坂温泉名物、
阿部留商店の
ラヂウム玉子が
丸ごとゴロン！

ごぼうやチーズなど
様々な具材とちくわが競演。
愛知県豊橋市ヤマサチクワ使用。

各日100食限定販売

Ｍａ Ｐriere福島市
マ・プリエール

8/21㊎～23㊐・28㊎～30㊐

8/21㊎～23㊐・28㊎～30㊐

8/21㊎～

8/21㊎～23㊐・29㊏・30㊐

8/28㊎～31㊊

8/21㊎～23㊐

ら・さんたランド福島市

ずっしり！
つぶあんぱん
･････ 1個 250円

白河ラーメン 750円
ワンタンメン 950円
チャーシューメン
 1,000円
限定チャーシュー
ワンタンメン 1,200円
大盛 100円増

馬刺し定食 特別価格９２０円　
定食内容（仕入れ状況により変更有）
・馬刺し　・小鉢3品（桜もつ煮込み、桜すじ煮込み、桜時雨煮）
・お新香　・ご飯　・味噌汁

8/21金～23日
白河手打ち
ラーメン
あずま食堂
【白河市】

鈴木飯店【会津若松市】 
會津郷土食と桜鍋 鶴我【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

8/24月～27木 8/28金・29土

8/30日・31月

辛いっ！がうまいっ！！
名物つけ麵。

9/1火～3木

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

すっきりとした味わいの
冷たいスープです。

高級石材である大谷石を加工した
キャンドルスタンドです。

使う程に味わいが増します。

馬革を使った、
軽くて丈夫な
バッグ。

『re:tro』(リトロ)本革製革友禅使用。
和装にもカジュアルにも合う
リバーシブルデザイン。

古関夫婦の写真が印刷されています。

福島県産米粉１００％使用。
クレ・ドゥ・ソルとは、フランス語でト音記号のこと。
うず巻き模様の米粉クッキーで、クリームをサンドしました。

心に響く

おみやげ
協奏曲

みほん

公益財団法人　福島県観光物産交流協会　物産部物産振興課
福島市三河南町1－20　コラッセふくしま 7階　TEL 024－525－4081
平日9：00～17：00　土日祝祭日は休み

福島県

令和3年1月31日㈰

販売価格

利用期限
商品券販売・利用施設

１部5,000円で7,000円分（500円×14枚綴り）の商品券を
お一人様５部まで購入できます。 ※現金販売のみで、売り切れ次第終了となります。

お問い合わせ先
（販売者）発行者

8月21日金8月21日金
販売開始‼販売開始‼

のお買い物

5,000円で、

枚数限定！

■ふくしま逸品堂（福島空港1階売店）
　福島エアポートサービス(FAS) 
　福島空港店（福島空港2階売店）※2階売店は商品券利用のみ
■小峰城御休処二ノ丸茶屋 （白河市）
■鶴ヶ城天守閣売店 （会津若松市）
■田島駅ふれあいステーションプラザ売店 やまなみ（南会津町）
■野馬追通り銘醸館　（南相馬市）
■いわき・ら・ら・ミュウ（銘品プラザほか）（いわき市）

商品券販売施設 商品券利用可能施設

■福島県観光物産館 （福島）
■日本橋ふくしま館MIDETTE （東京）
■福島県観光物産館 大阪サテライトショップ（大阪）

※詳しくはHPよりご覧ください。
　https://www.fukushima-ouen.com/

■「福の酒」「まじうまふくしま！」登録店の一部（東京ほか）

福島県アンテナショップ 販売 利用

販売 利用

販売 利用

利用

福島県内連携店

福島県産品取扱飲食店

ふくしま県産品応援商品券
福島県産品を買って
生産者を応援しよう!!
福島県産品を買って
生産者を応援しよう!!

通常では
食べられない
特別価格！

８月２９日は馬肉の日

おみやげレポート発信中！

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

各日30個限定販売

各日少量入荷

各日少量入荷

各日20折限定販売

いい
モノ
がたり

ものづくり
まちなか工房
つくっぺ

石川町 白春工芸会津坂下町

坂新【会津若松市】
味玉ワンタン麺 900円
肉そば 900円
あぶラーメン 900円

各日30食限定販売

舌も目も魅了される
黄金スープ。

幸♡福エール 手ぬぐいストール
･･･････････････････････････････1枚 2,200円

サチ子の貸衣装福島市

大きな花柄が目をひきます。

音楽や福島にちなんだ絵が描かれています。

赤玉子を使用。黄身が舌の上でとろけます。

やさしい甘さの手づくり無添加プリン。

お得な3種のコーヒーセット。

伊達鶏の揚げ焼き、桃のコンポートなどが
入っています。

餡が惜しみなく
入っています。



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。商品の到着は天候や交通事情により遅れる場合があります。

「ふっくら」生地に、
上品な甘さのつぶ餡が
たっぷり包まれています。

さっぱりした味わいと
冷めても美味しいのが特徴。※写真はイメージです。

八芳園×東京都

福島県立
岩瀬農業
高等学校

鏡石町

福島県立岩瀬農業
高等学校産米
無添加糀あまざけ
･････････････520㎖ 1,296円

にんじんをトロっと煮詰めた
甘さ控えめお野菜ジャム･･･180ｇ 648円
トマトの風味が香る果肉たっぷり
甘さ控えめお野菜ジャム･･･180ｇ 648円

柚子の風味と香り広がる
甘さ控えめお野菜ジャム･･･180ｇ 864円

かぼちゃをホクホク煮詰めた
甘さ控えめお野菜ジャム･･･180ｇ 648円

枝豆のつぶつぶ感が美味しい
甘さ控えめお野菜ジャム･･･180ｇ 864円
生姜の香りがツンときて辛味が活きた
甘さ控えめお野菜ジャム･･･180ｇ 864円

８/２2㊏・２３㊐

フラガールカレー　
・ココナッツチキン味 中辛
・ファイヤービーフ味 辛口
････････････････････210g 各500円

常磐興産いわき市

天鏡閣ケレー 200ｇ 670円

国指定重要文化財天鏡閣
猪苗代町

・会津地鶏 カレー 中辛口
・会津地鶏 激辛カレー
･････････････････ 220ｇ 各680円

会津地鶏ネット
会津若松市

川俣町農業振興公社川俣町

伊達鶏キーマカレー
･･･････････････････････180ｇ 550円

川俣シャモ 
地鶏カレー 中辛
･･････ 200g 540円

まほろばフーズ
伊達市

白河高原清流豚カレー
・トマト200ｇ ・中辛口185ｇ

肉の秋元白河市

････････････････････････････ 各581円

今日もおつカレー！

カレー特集

香り高い脂とコクが特徴の会津地鶏。
スパイスと調和しています。

白河の里山でのびのびと育った
豚はカレーとピッタリ。

川俣シャモのうま味とじっくり煮込んだ
カレーソースが美味しさを奏でます。

明治ロマンの味。福島県産牛肉使用。

伊達鶏挽肉の深い味わいと香り高い
スパイスが効いています。

南国気分が味わえます。

道の駅ひらた平田村

ハバネロ戦隊
カラインジャー
激辛レッド
･･･････200g 603円

ハバネロ戦隊
カラインジャー
･･･････200g 603円

西シェフの
代表カレー（お弁当）
 1折 650円

西シェフのハンバーグカレー
（お弁当）･･･････････････1折 850円

テクニカルスタッフ会津若松市
会津カレー焼きそば
名店「寿楽」
 ２人前 1,080円

しんごＳＵＮ本舗いわき市 ハワイアン
カレーせんべい
・・・・・130g 562円 たふぃあいわき市

米粉でとろ～りカレールゥ
･････････ 150ｇ（約７皿分） 486円
米粉でとろ～りカレーうどん
ルゥ･････ 140ｇ（４食分） 486円

会津製麺会津若松市 うんめぇ～！
カレーそば
 100ｇ 270円

ふくしまの
フルーティーカレー
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・180g 540円

道の駅ひらた平田村

ハバネロ味噌
･･････････････ 160g 634円
ハバスコ 60㎖ 603円

南相馬市産ハートかぼちゃの
肉巻きコロッケ
･･･････････････････････････････････1個 150円

西シェフ鶏のから揚げ

･････････････････････････････ 3個入 200円
たこ八相馬市

相馬産やわらか煮アナゴ丼
････････････････････････････ 1折 1,250円

玉嶋屋二本松市

ポケモンラッキーの桃ようかん
･････････････････････････････････････････････3個入 864円

酒井ぶどう園伊達市
葡萄　あづましずく････････････････500円～

御稲プライマル
本宮市

新米五百川
･････５ｋｇ 2,592円
･････２ｋｇ 1,180円

●●●●●●

パティスリーグランブルーいわき市

ふっく

福来らドラ焼
塩バター入り

･･･1個 248円

NISHI’s KITCHEN（ニシズキッチン）いわき市

カレーコロッケ
 冷凍３個 320円
メンチカツ
 冷凍３個 400円

今野畜産南相馬市

じっくり煮込んだ相馬牛が
口の中でとろけます。

鳥久精肉店相馬市

相馬牛たっぷりビーフカレー
･････････････････････････････････････････････････････冷蔵 500g 540円各日20個限定販売

各50パック限定販売
売り切れ次第終了

会津美里振興公社
会津美里町

ピンピンころりカレー
･･････････････････････ 200g 756円

ウルトラマンさくさく焼きショコラ
･･･････5個入 770円・10個入 1,550円

東栄産業郡山市

喜多方ラーメン本舗
喜多方市

喜多方ラーメン
プレミアムゴールド
････････････････････････ 3食入 540円
喜多方ラーメン
････････････････････････ 3食入 540円

小高一味 一味唐辛子
・大辛（赤） ・大辛（黄）･････10g 各540円
・激辛（緑）･･･････････････････  10g 1,080円

小高工房南相馬市
南相馬市産の唐辛子を使用。

NISHI’s KITCHEN（ニシズキッチン）いわき市

お菓子のさかい石川町

やわらかな生地に包まれたひんやりとした
クリームが、これからの時期にぴったり。

冷やしパン ・クリーム ・酪王カフェオレ
・あずき　････････････････････････各1個 205円

大畑屋三春町

三春三角油揚
････････････5枚 386円

※写真は調理例です。

豆腐職人が昔ながらの技で
丁寧に手作りしています。

ふわふわ生地にクリームたっぷり。

食べ応えたっぷり肉厚アナゴ。 桃の香りが口の中に
広がります。

原料にだわっています。

みずみずしい旬の味。

ふわふわな濃厚カカオが
楽しめる新食感。

まさひろロールカット
･････････････････････････１個 216円

アンジェリカ

 １個 302円

最中のなかにガナッシュを
詰めたオリジナル菓子です。

グローバルGAP
認証取得の
お米で作った
糀あまざけ。

おたねにんじんの
ほろ苦さと程よい
辛さがマッチ。

小麦の代わりに米粉でとろみをつけ
ました。

テイクアウト
できます

各日20折限定販売

各日200個限定販売

各日200セット限定販売

各日10個限定販売

川俣シャモ
トマトカレー 中辛
･･････ 200g 648円

１5：3０～１８：３０8/22㊏・23㊐

8/21㊎・22㊏・28㊎～30㊐

8/21㊎～

8/21㊎～23㊐・28㊎～30㊐8/21㊎～23㊐・28㊎～30㊐

１5：3０～１８：３０

8/21㊎～23㊐・28㊎～30㊐

8/21㊎～23㊐・28㊎～30㊐

夕方

ハバネロ戦隊
カラインジャー
生地獄カレー
･･･････200g 603円
いき  じ ごく

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

喜一喜多方市

オリジナル喜多方ラーメン
喜一の朝ラー
４食（熟成醤油2食・Sio2食）

 ･･･････････････････････1,296円

「福島県民ラーメン総選挙2018・2019年」に
2年連続で第1位に選ばれ、殿堂入りとなった「喜一」の
お持ち帰りラーメン。

※写真は調理例です。

8/29㊏出店

8/21㊎～23㊐・28㊎～30㊐

ゆいプリン（リッチ）

･･････････１個 350円

都路スイーツゆい
田村市

各日48個限定販売

都路産の卵を使用したカスタードプリン。
とろける口当たりと、素材のコクを
お楽しみください。

かめまん須賀川市

サイコロ食パン
･･････１個 460円

かめパン
 １本 430円

深煎り玄米粉を使用したもっちりバターパン。

揚げたてを提供します。

※写真はイメージです。

サッカー日本代表専属、
西芳照シェフの自慢の味。

※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。

松永牛乳をふんだんに
使用したクリーミーなコロッケ。

細いそばとカレースープが絶妙に絡み合います。

ソース味焼きそばにカレーを
トッピングした会津の名物。

この辛さに耐えられるか！？

県産の桃、リンゴ、
トマトを使用。

カレーのコクをそのままに
特製スパイスで仕上げました。

8/21㊎～・28㊎～

各日50袋限定販売
売り切れ次第終了

夕方

夕方

野菜本来の風味を損なわないよう甘さ控えめです。

平田村産ハバネロ使用。

300個限定販売

各日各20個限定販売

各日30個限定販売

各日30個限定販売

各日30個限定販売


