
生誕8周年記念キャンペーン!!
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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

白春工芸

食堂いしやま

コスモス ２トーンカラー（パープル×ピンク）
･････････････････････････････････････ 26×34×14㎝ 38,500円
 他多数出品

冷やしラーメン･････750円
すっきりとした味わいの
冷たいスープです。

土産冷やしラーメン
･･････････････････････････1,150円

②純米吟醸 精一杯
････････････････････････････720㎖ 1,650円
③純米吟醸 精一杯 無濾過生原酒
････････････････････････････720㎖ 1,760円

①純米吟醸生酒 あらかわ
････････････････････････････720㎖ 1,930円

冷やしチャーシューメン
･･････････････････････････1,000円

軽くて丈夫な
馬革のバッグです。
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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
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コラッセ
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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
【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月中旬号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。

冬のニットフェア
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。

会津坂下町の特産品を販売
します。自慢の味と技を
お楽しみください。

県南地域の美味しいものが
盛だくさん！

地域の良さを活かした酒づくりを目指す
「福島地域酒米研究会」。
福島市内で作られた酒米を
使った地酒を販売します。

●大三
●セントラルニット
●大槻メリヤス
●八巻メリヤス
●インフィニティー
●金泉ニット
●ガルネラ

9：30～18：00
12/6㊐は17：00終了

●ケンシン（しどみジャム）
●ファームけんちゃん（日本ミツバチの蜂蜜）
●こまや合同会社（豚旨味たれ）
●藤野菜工房（辛子味噌）
●肉の秋元本店（豚肉味噌漬け（ロース））
●山のごちそう本舗（旨しいたけ）
●石井養鶏場（プリン）
●北条農園（りんごケーキ）
 

12 4 6金 日

12 9 10水 木 12 12 13土 日

12 16 17水 木

会津坂下町フェア 福島地域酒米研究会

県南販売拡大促進協議会即売会

新酒は12/12㊏発売
① ② ③



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。

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

関漆器店会津若松市

蒔絵年賀状
起き上がり小法師
･･･････････１枚 550円

干支宝づくし
･･･････････１枚 770円

アマビエ赤べこ
･･･････････１枚 880円

美人画 １枚 990円
花車 ･･･１枚 990円

田村市
エゴマ協議会

田村市

田村のエゴマ油
・生搾り　・焙煎
各1本110ｇ 
･････････1,965円
えごまの実
･････ 100ｇ 450円

花菜喜多方市

もちころ
 しょうゆ 130g 390円

しみもち
・しょうゆ140g ・甘130g
････････････････ 各390円

エフォート二本松市

二本松十万石米（コシヒカリ）

シュトーレン
･･････････････････････････････････････1個 1,944円

お菓子のさかい石川町

30個限定販売

バター風味が豊かな生地とラム酒漬けの
フルーツやクルミがよくあいます。

ハート＆ハート
 12個入 1,944円

6個入 972円
チョコレートを贅沢に練り込んだ、
とろける食感のクッキー。

ホームベーカリーコビヤマ会津若松市

銘酒「会津娘」に漬け込んだ會津
身不知柿などを練り込みました。

會津が香るシュトーレン
・大･･･････････ 1個  3,564円
・中･･･････････ 1個  1,782円
・小･･･････････ 1個  1,307円

大友パン店郡山市

厚切りのパンに
クリームを塗った
甘いパン。

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。

500個限定販売100パック限定販売
喜多方ラーメンプレミアム「厚み」
････････････････････････････････････････４人前 1,728円

河京喜多方市

じっくりと煮込んだやわらかい
自家製チャーシューが入った
喜多方ラーメン。

物産館オリジナル
みんなにエール（福、笑いバージョン）
･････････････････････････１折 1,080円各日50折限定販売

彩り豊かで見た目も楽しい幕の内弁当。
期間限定で、県産プレミアム米
「福、笑い」を使用し販売します。

福豆屋郡山市

メンチカツ

････････････ 冷凍、３個入 400円

今野畜産南相馬市

国産にこだわったジューシーメンチカツ!

自家製小倉あんとモチモチの求肥が入っています。

ミニだるま最中

・・・・・・・・・・・・・・・６個入 594円
白河だるま入り、最中５個入
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・724円

大黒屋白河市

各日各20個限定販売

フランス菓子の銘店
オーボンビュータンで修業した
オーナーパティシエが作りました。

ボンボンショコラ
･････････････････････････････ 8個入 1,998円

ル・カカオイエ郡山市

30箱限定販売

旨味噌漬けさんま･･･ 1本 256円

旨味噌漬け鮭････････ 3切入 600円

木下醸造元いわき市

塩麹漬け赤魚･･･････････ 1切 428円
旨味噌漬けさわら 3切入 600円

うにみそ ･･･････････ 150g 1,220円

新鮮な魚を味噌と塩麹に
漬け込みました。

※写真は調理例です。

お酒やご飯によくあいます。

12月 出店スケジュール
12/７㊊・８㊋ 菅野房吉商店（季節の果物）
12/７㊊・１４㊊　佐倉ファーマーズ（季節の野菜）
12/13㊐ 岡田海苔店（海産物）

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

辛いっ！がうまいっ！！
名物つけ麵。12/7月・8火

12/4金～6日

主催　福島県農産物流通課
調理　たふぃあ【いわき市】

和惣菜セット 770円

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

12/13日～17木

セリ中華そば
 1,000円
中華そば
 750円
半熟味玉 150円

中華蕎麦こばや【福島市】

12/13㊐～１５㊋ 八起農園（やきいも）
12/13㊐～１５㊋ 海鮮フーズ（海産物） 
12/１４㊊～１７㊍ ひふみ堂（オリジナルケーキ） 

大木代吉本店矢吹町
①自然郷 芳醇純米
･･･････････ 720㎖ 1,430円・1.8ℓ 2,860円

会津酒造南会津町

②山の井 白 生おりがらみ
･･･････････ 720㎖ 1,540円・1.8ℓ 3,080円

夢心酒造喜多方市
④純米生酒 奈良萬おりがらみ
･･･････････ 720㎖ 1,430円・1.8ℓ 2,860円

曙酒造会津坂下町

名倉山酒造会津若松市

⑥曙色桃酒 akebono color ももしゅ
･･･････････････････････････････････････ 300㎖ 1,155円

⑨名倉山 にごり生酒 ････････ 720㎖ 935円

宮泉銘醸会津若松市
⑤會津宮泉 純米大吟醸 鑑評会出品酒
･･･････････････････････････････････････ 720㎖ 5,900円

③会津 斗瓶どり大吟醸 田島
･･･････････････････････････････････････ 720㎖ 6,600円

全
国
に
誇
る

酒

歯切れの良い数の子を、
家伝の酒粕に
漬けこみました。

なめたカレイ煮つけ、三五八漬け、白河高原清流豚とん汁
カレイの煮つけセット 1,100円

サバ味噌煮、三五八漬け、
白河高原清流豚とん汁

サバの
味噌煮セット
 990円

福島牛メンチカツ、三五八漬け、
白河高原清流豚とん汁

14年の歳月をかけて開発した最上位の
米「福、笑い」を味わえます。

福島牛メンチカツセット
 880円

和惣菜3点盛り、三五八漬け、
白河高原清流豚とん汁

県産プレミアム米
「福、笑い」で「いも煮会♪」

「福、笑い」ごはんは
おかわり自由！

⑦純米大吟醸 絆結（興こし酒）
･･･････････････････････････････････････ 720㎖ 2,850円

き   ゆ

⑧純米大吟醸 絆舞（興こし酒）
･･･････････････････････････････････････ 720㎖ 2,250円

きずなまい

御菓子司 藤川屋伊達市 御菓子司 藤川屋伊達市

こだわりの自家製餡と国産黒糖で練り上げた皮。
日本を代表する大物女優もお忍びで購入する話題の逸品。

家伝茶まんじゅう

･･･････････ 6個入 590円
各日50パック限定販売

小池菓子舗柳津町

あわまんじゅう

 10個入 1,080円

こしあんをプチプチ食感の
あわで包みました。

各日40箱限定販売

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。

歯ごたえ抜群のお菓子。

会津らしさが満載の年賀状を大切なあの方に。
しまりの良い1等級すじこを使用。

減農薬・有機肥料で栽培した安心安全な米。新エゴマを使用した
搾りたてです。

各日各120本限定販売

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。

9：30～10：00到着予定

10：00頃到着予定

須賀川市産
とちおとめを使用。

かめまんいちごの
ロールケーキ

 1ロール 1,500円

かめまん須賀川市

各日20本限定販売

今年最後
の販売

今年最後
の販売

金賞会津ソースかつ丼
･････････････････････････ 1折 1,200円

牛乳屋食堂会津若松市

各日60折限定販売

丼ぶりグランプリ金賞受賞。

会津を紡ぐわっぱめし

･････ 1折 1,000円
各日20折限定販売

会津コシヒカリ、会津地鶏
など「会津の食」が満載。

特別出品
JR会津若松駅の駅弁

とろ～りチーズのゴロッと
伊達鶏バーグおにぎり

･･･････････2個入 300円

まちの駅やながわ・
からあげ伊達屋

伊達市

肉ゴロッとおにぎり

･･･････････2個入 280円

全国スーパーマーケット協会の
「お弁当・お惣菜大賞2019」おにぎり
部門で最優秀賞。1日1600個売れた
大人気の伊達鶏入おにぎりです。

ハーブ鶏親子丼

････････････ 1折 430円
新鮮ハーブ鶏の甘辛うま煮

･･･････ 1パック 300円

各日30折限定販売

各日30パック限定販売

全国スーパーマーケット協会の
「お弁当・お惣菜大賞2020」
丼部門で優秀賞。

特選ギフト
300ｇ×７個（2.1kg）
････････ 2,700円

秀
 ２kg 1,900円

伝統 ･･････････････････････････2kg 1,300円

福島県の
新ブランド米です。
福島市では物産館
だけの販売です。

ＪAパールライン
福島市

福、笑い
 2㎏ 1,728円
･･300ｇ 540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。

肉盛り 300円
セリ増し 200円
麺大盛 100円

① ② ③ ④ ⑤ ⑦ ⑨⑥ ⑧

※写真は調理例です。

福島×豊橋商品食べ比べ
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
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クリームボックスプレーン
･･････････････････････････････････････１個 140円

クリームボックス
酪王カフェオレ味
･･････････････････････････････････････１個 150円

各日120個限定販売

各日80個限定販売

レジ袋削減のため、マイバッグの持参にご協力ください。


