
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

年末年始のご案内
12/３１㊍　９：３０～１７：００
  1/  １㊎　休館
       2㊏　９：３０～１７：００　初売り
        ３㊐　９：３０～１７：００

12/26㊏から
特別9：30スタート

12/26土～31木 かに船【いわき市】
特別販売

うにの貝焼きめし
･････1折 2,160円 特製海鮮丼 1折 1,300円

かにめし･････ 1折 1,080円

生誕8周年記念キャンペーン!!
～ １２　１㈫

2020年 2021年２　２８㈰
開催
期間

新規ご入会で、県産のお米・お酒・ジュース
から1点プレゼント!!

特典
その2

特典
その1

ご利用期間中の ホームページよりエントリー＋
上記条件を満たした　　　　　　　会員様が対象となります。
※エントリーの詳細についてはホームページ、または「Fukurum（フクラム）カード」
　推進協議会までお問い合わせください。

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。

抽選で６０名様に県内の学生等が
開発した新商品をプレゼント！

Fukurumカードご利用累計1万円以上ご利用の会員の中から

12/25金～31木 ラーメンの上に少しピリ辛に
味付けされたネギが山盛。

坂新
【会津若松市】 

12/21月～24木 麺やうから家から
【福島市】 
味噌らーめん ８７０円
味噌生姜らーめん ９２０円
味噌味玉らーめん ９９０円
味噌ちゃーしゅーめん
 １,２２０円
味噌ネギらーめん １,０２０円

ごま油の香ばしさと一味の辛さが
食欲をそそります。

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

辛いっ！がうまいっ！！
名物つけ麵。12/19土・20日12/18金

中華蕎麦こばや
【福島市】
セリ中華そば 1,000円
中華そば 750円
半熟味玉 150円
肉盛り 300円
セリ増し 200円
麺大盛 100円

朝採り生セリの香りと
鶏の旨味たっぷりの中華そばを
醤油味で提供。ナメコのとろみを
加えた和風テイストです。

あごしおラーメン ８５０円
あごしおチャーシュー
 1,050円

全国に誇る酒

●

●

●

●

●

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
【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 12月下旬号

⑦穏 純米大吟醸････････････ 720㎖ 3,300円
仁井田本家郡山市

⑧天明 掌玉 mellowness reborn
　純米大吟醸 ･････････････････ 720㎖ 8,850円
⑨スノードロッププレミアム 生
･･････････････ 360㎖ 990円・720㎖ 1,788円

曙酒造会津坂下町
①自然郷 SEVEN（セブン）荒走り
･･････････････720㎖ 1,507円・1.8ℓ 3,015円

大木代吉本店矢吹町

②純米生酒 奈良萬 中垂れ
･･････････････720㎖ 1,430円・1.8ℓ 2,860円

夢心酒造喜多方市

⑩花春純米吟醸 初しぼり
･････････････････････････････････････････ 720㎖ 1,430円

花春酒造会津若松市

⑪純米吟醸 奥の松しぼりたて
･････････････････････････････････････････ 720㎖ 1,375円
⑫特別純米 にごり原酒
･････････････････････････････････････････ 720㎖ 1,265円

奥の松酒造二本松市

ウイスキー963 ブレンデッド
③スムース&ピーティー
④リッチ&スウィート
･･････････････････････････････････････ 各700㎖ 3,300円
⑤笹の川 蔵元焼酎 吟粒
･････････････････････････････････････････ 720㎖ 2,200円

笹の川酒造郡山市

⑥干支（牛） 純米原酒 ････ 350㎖ 1,650円
国権酒造南会津町

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。

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。

奈良屋
南会津町

会津高原そば
生3食入、つゆ付
･･･････････････････  950円

年越しそばもうすぐ
新年

川俣町農業振興公社川俣町

レガーレオードブル

･･･････････２～３人前 3,500円・４人前 4,500円

山都そば処 萬長喜多方市

手打ち十割蕎麦
･････････3食入 1,700円

新そば「会津のかおり」を使用。

※写真はイメージです。

南会津産のそば粉を使用し、
奥会津の雪解け水で丹念に打ちました。

お渡し日 12/30㊌・31㊍
来館にて引き渡しとなります。

電話にて予約受付

川俣シャモの丸焼き特別価格
････････････････････････････････････････････ 1点 4,320円各日50点限定販売

深みのあるコクと適度な弾力の川俣シャモ。

イタリアン惣菜、地元野菜料理、
日本海の魚料理など、
１０種盛のイタリアンオードブル。

11：00頃到着予定

レガーレ桑折 ピザスタ桑折町

マルゲリータ

･･･1枚 1,350円

マルゲリータ

･･･1枚 1,350円
各日20枚限定販売

各日各10皿限定販売

アル・ケッチァーノの
奥田シェフが監修。
アル・ケッチァーノの
奥田シェフが監修。

川俣シャモ地鶏鍋セット
（しめのうどん付き）････冷凍、２～３人前 3,780円

川俣シャモのモモ肉、手羽元、肉だんご、
スープのセットです。

※写真は調理例です。

茶綾

三島町産 はちみつ各種
時任養蜂園

伝統工芸品 奥会津編み組細工
生活工芸館

特産物 会津桐製品 各種会津桐タンス

しそみそ揚げ・会津地鶏製品 ほか道の駅 尾瀬街道みしま宿

奥会津
三島町フェア

12/19㊏・20㊐

●栃のはちみつ(140g瓶)
●春のはちみつ(140g瓶) ほか

●会津桐米びつ、
　会津桐弁当箱「会津三昧」　ほか

山ブドウバッグ、ヒロロバッグ、
またたびザル ほか

小さな箪笥のような見た目の茶筒。
機密性に優れています。

●みそのかくれんぼ(しそみそ巻き揚げ)
●会津地鶏ラーメン(しょうゆ/塩白湯/みそ)
●会津お酒のおともお土産品コンテスト
　初代グランプリ受賞　会津地鶏入りカルパス
●辛さ恋しい地鶏カレー(グリーンカレー/キーマカレー)　ほか

三島町の自慢の味と技が楽しめます。

会津地鶏 3００ｇ～
･･･ 冷凍、もも 1,380円～
･･･ 冷凍、むね 1,180円～

会津地鶏みしまや
三島町

川俣シャモ カット２００ｇ 
･････冷凍、もも 970円
･････冷凍、むね 885円

脂っぽくないのに深みのあるコク、適度な弾力が特徴です。

奥会津の自然が育んだ、
良質な鶏肉をどうぞ。

① ② ③ ④ ⑤ ⑦⑥ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

お渡し日12/24㊍～26㊏・30㊌・31㊍

ねぎラーメン ８５０円
肉そば ９００円
あぶらーめん ９００円
支那そば ７００円

おうちでパーティー クリスマス

NEWNEW



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。

特製キャラメルクリームを使った
コクのあるフィナンシェ。

「奥の松」大吟醸酒の酒粕と西京味噌に漬込みました。

奥の松大吟醸粕漬西京漬
････････････････････････６切セット 4,525円

12月 出店スケジュール
１8㊎ 国際米流通センター（米・納豆）
１９㊏・２０㊐ みやこじスイーツゆい（プリン） 
１９㊏・２０㊐ 渡辺豆腐店（豆腐） 
１９㊏・２０㊐ 奥の松酒造（地酒） 
２１㊊ 佐倉ファーマーズ（季節の野菜） 
２１㊊～２３㊌ 菅野房吉商店（季節の果物） 
２１㊊～２４㊍ 佐久商店（いか人参） 

２３㊌・３０㊌ わたなべパン店（オリジナルパン）
２３㊌～２７㊐ 八起農園（石焼いも） 
２４㊍～２７㊐ 大竹漆器店（会津漆器） 
２４㊍～２８㊊ 愛和産業（スッポン食品）
２５㊎～３１㊍ 燻製木香（燻製製品） 
２６㊏～３０㊌ 海鮮フーズ（海産物） 
２７㊐～３０㊌ 大七酒造（地酒） 
２８㊊・２９㊋ 手作り石鹸プリマリア（手作り石鹸）

餅米と粉こんにゃくを使用。
とろけるような食感が特徴です。

こんにゃく餅
･････････････････････････････９個入 864円

菓子司陣野塙町

ブランデーがたっぷり
染み込んでいます。

ブランデーケーキ
･･････ 1本 2,500円

若木屋川俣町

創作麺やま鳶いわき市

本格白菜 ･････････････････････････250g 324円

ふるさとのおふくろフーズ
葛尾村

・白もち ・草もち ・豆もち
･･･････････････････････ 各6枚入 432円

丸十製麩所西会津町

志ら玉麸
・紅白　・白
･････････････････････各30g 270円

サカイフーズ浅川町

会津地鶏のたまご

･････････････････ 6個入 378円
小島門吉商店いわき市

さしみこんにゃく
240g（こんにゃく100g×2、みそだれ20g×2）
･････324円

サイコロステーキ
240g（こんにゃく100g×2、ソース20g×2）
･･････  302円 みそ田楽

270g（こんにゃく110g×2、みそだれ25g×2）
･･････  302円

栗きんとん
･･･････････････････････････････６粒300g 1,058円

あんぽ柿の里
ガンバっぺい
いさざわ企業組合

伊達市

五十沢産
あんぽ柿（はちや柿）
箱詰め
･･････ 12個入 4,320円

太郎庵会津坂下町

会津の天神さま いちごミルク
･･････････････････････････････ 5個入 878円

オノギ食品会津若松市

会津のこづゆレトルト･･････････2人前 786円
会津のこづゆお料理セット
･･････････････････････････････････････････5人前 1,080円

ホップジャパン田村市

ホップジャパンホワイト
････････････････････････ 330㎖ 580円

ホップジャパンホワイト
････････････････････････ 330㎖ 580円
アブクマレッド 330㎖ 580円

みちのく福島路ビール
福島市

賀正ビール
（ピルスナー）
･･･････････････････････330㎖ 660円

僕はひつじ南会津町

手作りキャラメルフィナンシェ

･･････････････････1個 240円
･･････家の箱4個入 900円

佐島屋印刷所会津若松市

物産館オリジナルエコバッグ
・レッド ・カーキ ・ネイビー･････････各1,100円

300箱限定販売

２４本限定販売

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」で第1位に
選ばれた「喜一」のお持ち帰りラーメン。

※写真は調理例です。

松川浦産
生青のり
････････200ｇ 216円

珍味かまぼこハーフ
・かに ・うに ・穴子・サーモン
･･･････････････････････････････････････････ 各1枚 864円

貴千いわき市 ロングセラーの高級かまぼこ。

ベニズワイガニを練り込んだかまぼこの上に、
かに身をたっぷりと乗せました。

魚の旨味を最大限に
引き出しました。

簡単調理で会津の郷土料理を味わえます。

田村市で栽培したホップを
ふんだんに使用した
高品質なビール。

※写真は調理例です。

ホップの心地良い苦みとさわやかで
スッキリとした味わい。

スイーツのような甘みと、
ふんわり・しっとり食感。

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
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。

みずなます･･････････････････････200g 324円

八島食品伊達市

エフ・ケイフーズ椎名いわき市

※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。

※写真はイメージです。

さっぱりとした風味です。

12/26㊏～

12/26㊏～

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。

いわき七浜漬
・・・・・・・・・5,940円

菱沼農園
福島市

ポップコーン
・もも蜜×ココナッツ
・もも蜜×ブラックペッパー
・りんご蜜×アーモンド
・りんご蜜×バナナ
･･････････････････ 各715円

ももやりんごの「蜜」で
ポップコーンをコーティング。

ホワイトチョコを使用したいちごクリームを、
しっとりふわふわブッセでサンドしました。

大川魚店
いわき市

すじこ粕漬
････160ｇ 1,512円

かずのこの粕漬
････ 200ｇ 1,512円

歯切れの良い数の子を、
家伝の酒粕に
漬けこみました。

しまりの良い1等級
すじこを使用。

山ゴボウの葉やヨモギを混ぜてつき上げ、
冬の間に凍らせた後、乾燥させました。

あんこう鍋 米粉麺セット
･････････････････････････････ 冷凍、３～４人前 4,395円

おのざきいわき市

あんこうの切り身とあん肝入り味噌スープで
美肌効果に期待！

明治36年創業以来、原料や
品質にこだわり、昔ながらの
製法で作っています。

水分を多く含み、
ゼリーのような食感。

切り絵画家・久保修さんが描いた「吾妻小富士」「鶴ヶ城」「相馬野馬追」など、
県内７方部の自然や名所、文化をテーマにしたエコバッグです。
丸底で一升瓶が入る大きさながらコンパクトに折りたためます。

いわきの食材を活かしたご当地ラーメン。

※いわきの食材を使用した
盛付例です。

※写真は調理例です。

（しめの麺付き）

江戸番重菓子 駒屋
ばんじゅう

福島市

和菓子
････ 15個入 1,500円

上品な甘さと華やかな見た目が特徴の伝統菓子。

※内容が変更になる場合があります。

丁寧に作られた伝統の味。

ナタデココといちご 200g 302円
ブルーベリー ･･･････････ 200g 259円

他　16種類

なめらかな舌ざわりと
コクのある深い味わいが
楽しめるヨーグルトです。

※売り切れ次第終了

ナタデココと甘夏････ 200g 302円

モーニング郡山市

板かまぼこ
　魚さし　・赤　・白
　 ･････各100g バラ 324円
　迎春小板　・赤　・白
　 ････････････各220g 648円

伊達巻
･･･ 大1本 756円
･･･ 小1本 540円

かに甲らかまぼこ･･････････････ 1個   864円

(約)高さ35㎝、横幅上部51㎝、マチ18㎝、持ち手46㎝、重さ80g、容量18ℓ

IWAKI SUNSHINE
ラーメン 箱
･･････３食入 1,080円

いわき         サンシャイン

味の駅シャロン玉川村・石川町

黒鶏卵サンドイッチ
････････････････････････１折 500円

ロースカツサンド
･･････････････････････････１折 800円

黒鶏の卵を使用した
ぜいたくな逸品。

各日20折限定販売

各日20折限定販売

海老カツサンド
･･････････････････････････１折 850円各日20折限定販売

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。

ゆず沢の茶屋福島市

茶屋弁当
･････････････････････････１折 1,080円各日10折限定販売

おにぎり、煮物、ミニ田楽などのセット。
11：00頃到着予定

年 末 年 始 のごちそう

くまたぱん
･････････････････････････････5個入 750円

くまたぱん本舗須賀川市

こしあんをたっぷり包んだ皮に、
砂糖をふんだんにまぶしました。

Shinri no コルネ
･････････････････････････ 1個 270円

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

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

福島市
サクサクの生地に
とろーりカスタード。

サックリのコルネ生地に
しっかりカスタード。各日50個限定販売

各日30個限定販売

各日10箱限定販売

各日50個限定販売

清泉堂福島市

普通の鶏の約半数しか卵を産まない
会津地鶏。その分、クリーミーで
甘味が凝縮しています。

ハム工房都路田村市

ホワイト
ロースハム
 360g 2,550円

原木ロースハム
 360g 2,550円

※写真は調理例です。

ポークパストラミ
････250g 1,008円

アールグレイティーと福島市産桃の
どっしりパウンドケーキ。

桃の
パウンドケーキ

・・・・・・1本 3,500円
20本限定販売

たこ八相馬市

謹製ほっき飯弁当
・・・・・・・・1折 1,000円

各日30折限定販売
※写真は
　イメージです。

相馬産のほっき貝をたっぷり盛り付けました。

磯の香りが食欲を
そそります。

こんにゃく食べ比べ
レポート発信中！

日刊シティ情報ふくしまwebコラボ企画

福島県観光物産館でみつけた！

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

レジ袋削減のため、マイバッグの持参にご協力ください。


