
5/27月

5/17金

5/18土~23木5/31金~6/2日
6/1土・2日

5/24金~25土
１１：００～無くなり次第終了

17：00～
日本酒にピッタリの
おつまみ提供

5/17㊎・18㊏・22㊌・24㊎・25㊏・31㊎は20：00まで営業！
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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

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。

福島県観光物産館だより 2019 5月下旬号

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

大野農園のスイーツピザ専門店キッチンカー
「Orageno」

石川町

・りんごとシナモンピザ　・マルゲリータピザ
・桃とマスカルポーネピザ････････････････････････各500円

川俣シャモキッチンカー　
（株）川俣町農業振興公社

川俣町

川俣シャモメンチ
･････････････････････300円
川俣シャモメンチ
･･････････５枚 1,200円
川俣シャモ焼鳥 正肉
･････････････････････300円

レーヴ鮫川店
鮫川村

ジャージー牛乳の
プリン････････････320円
ジャージー牛乳の
パンナコッタオレンジ
ジュレ････････････320円

黒潮海苔店南相馬市

特別限定品
寿司はね
 全形３５枚+５枚増量 1,080円

會津豊玉猪苗代町

小豆のほのか豆腐
･･････････････････････････780円
しらゆき････････････220円
わらび餅･･･････････540円

丸由水産いわき市

さんまささ干 ･･１尾 350円
あじささ干･･･････１尾 350円
目光丸干･･････････８尾 810円

道の駅たまかわ
こぶしの里

玉川村

・玉川村産の新鮮野菜
・さるなしジュース
･･････････････････店頭にて発表

玉嶋屋二本松市

玉羊羹 ･･･････････････････････5個入 540円
玉羊羹詰合 ･･･････････････6個入 700円

福島りょうぜん漬本舗伊達市

よくばり漬････････1,080円

メロンボール
････････････ 1個 時価

菊の小町
･････････････････ 300g 1,080円

ふくしまラウンジ

営業時間 10：30～19：00（ラストオーダー18：30）

11：00～売り切れまで飲食コーナー
飲食、喫茶、飲み比べ等が楽しめる憩いのスペース

Fukushima Lounge

白河市 田楽食堂
白河ラーメン 600円
チャーシューメン 850円

福島市 わさん

福島市 わさん

牛たん塩焼き定食  1,200円
本まぐろ漬け丼 1,200円
真鯛の胡麻ダレ丼 980円
わさんの牛丼 750円

独自製法チャーシュー
が人気です。

地域の方々とつながる
メニューを提供します。

会津若松市 坂新 玉川村 こぶしの里
肉そば ９００円
あぶラーメン ９００円
支那そば ７００円

　手打ちぶっかけそば 650円
　とりごぼうそば 650円

舌も目も魅了される
黄金スープ。

「朝カレー」
お楽しみに！

温
冷

伊達市 カフェ & レストラン
「raku-raku」

五目ちらしランチ 700円
和風豆腐ハンバーグ 700円

（NPO法人 福祉ハウスボネール）

各日各40食限定ランチ

5/28火~30木

5/17金~26日

サッカー日本代表の
専属料理人の
西芳照シェフ
NISHI's KITCHEN
が出店！

5/17㊎発表本日 ７年連続１位になるか?
全国新酒鑑評会

金賞受賞酒発表記念

１７：００～
金賞受賞酒
振る舞い

金賞受賞酒コース ２銘柄 ７００円
　　　　　　　　 3銘柄 1,000円

どこよりも早い
金賞受賞酒
飲み比べフェア

平成３0酒造年度全国新酒鑑評会で金賞を
受賞した日本酒をどこよりも早く、
飲み比べできます！

日本酒
銘柄は
当日発表

１７：００～
ラストオーダー
19：40

うまいもの市
春のニットフェアと

9 :30～19 :00（最終日17：00）
2019.5.24 25金 土

春夏物ニット製品、小物、毛糸など15000点が集結！
産地直売価格で販売いたします

■出店企業【福島県ニット工業組合 伊達市】
●大槻メリヤス
●大幡メリヤス
●八巻メリヤス
●インフィニティー
●セントラルニット
●大三
●ライフファクトリー

令和最初 大感謝セールの

県産フルーツをピザにアレンジ。
おやつにもぴったりです。

玉川村産の新鮮野菜や
特産品を販売します。

伝統の和・洋菓子の
味を堪能してください。

あんは有機栽培された小豆を使
用。材料にこだわり、一つひとつ
丁寧に手作りしています。

水揚げされた新鮮な魚を自慢の液
に一昼夜漬け込んだ、酒と浜の香り
が漂う逸品です。

乳酸発酵が
おいしさの秘訣です。

5/31金・6/1土
１7：００～

川俣シャモの美味しさを
ご堪能ください。

磯の風味が漂う味わい深い海苔
を提供。

職人が手打ちした
のど越しの良い二八そば。

うまいにこだわった
定食や丼をどうぞ。

夜のおつまみ提供

予告

数量限定

各日限定５０セット

オ ラ ゲ ー ノ
今話題の、ファームつばさの
ジャージー牛の生乳を使用した、
自慢の一品です。

5/24㊎のみ

ニットフェア出展

の色の部分が各社の出展日となります。※最新の出展者情報はホームページをご覧ください。

5月 出展スケジュール 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

愛和産業（すっぽん製品）

春の
ニット
フェアと
うまいもの
市

ブルーベリー園みうら（ブルーベリー製品）
佐久商店（いか人参）
とうふ屋大楽（豆腐製品）
サンビック（健康食品）
菅野房吉商店（季節の果物）
わたなべパン店（オリジナルパン）
佐倉ファーマーズ（季節の野菜）
岡田海苔店（海産物）
大七酒造（地酒）
プリマリア（手作り石鹸）
海鮮フーズ（海産物）
扇田食品（豆腐商品）
ひふみ堂（オリジナルケーキ）

福島県観光物産館

代表カレー 700円
相馬産あさりパスタ
（トマトソース） 700円

サラダ付き！

「ふくしまラウンジ」
実食レポート発信中！
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



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。

県産の果物と会津ほまれの純米大吟醸酒を使った
コンポート。上品な大人の味をお楽しみください。

素材のおいしさを多くの方に伝えたい。そんな思いを
込めた愛情たっぷりの品。

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。

安達太良山を模しています。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。

甘くてやわらかい雪堀キャベツと国産牛肉
100％を使用した、最高級ロールキャベツです。

季節のヨーグルト
・さくらんぼ
・レッドマスカット
･･･････ 各２００ｇ 各280円

モーニング郡山市

ヨーグルト
・キウイとアロエ
・ナタデココと甘夏●
・いちごとナタデココ
･･･････ 各２００ｇ 各280円

生パウンド

･････････1,080円

フルラージュ
郡山市

玄米パン こしあん、粒あん、ごま
･･････････････････････････････････････････････････････････････ 各150円

かめまん須賀川市

あわまんじゅう

 10個入 1,080円

小池菓子舗
柳津町

・マンゴー
・いちごの果実入り●
･･･････ 各２００ｇ 各432円

各日各30個限定販売

各日20個限定販売

各日20個限定販売

各日各50個限定販売

5/18㊏・24㊎・25㊏

5/18㊏・24㊎・25㊏

5/18㊏・24㊎・25㊏

あだたら山の揚げまんじゅう
･････････････････････････････････････････････････････････5個入 450円
･･･････････････････････････････････････････････････････10個入 900円

花月堂花屋二本松市

各日30個限定販売

各日10個限定販売

5/18㊏・19㊐・24㊎・25㊏・26㊐

5/18㊏・19㊐・24㊎・25㊏・26㊐

大人の大吟醸コンポート
ラ・フランス、プルーン、桃
････････････････････････････････････各２１０ｇ  各3,024円
････････････････････････････････････各100ｇ  各1,620円

璃実花福島市

雪掘ロールキャベツ
デミグラスソース、コンソメ
････････････････････････････････････････各1,296円

河内屋柳津町

国産ピリ辛たこ
･･････････････１１０ｇ 540円雪掘にんじんのビーフシチュー

･･･････････････････････････････････････････1,728円

カネセンいわき市

海鮮
しおさい漬
180ｇ 

1,250円

西野屋食品いわき市

さしみ粕漬 ････････････････2,160円

贅沢
うにみそ

160ｇ

1,250円
大川魚店いわき市

福島ホルモン
味噌仕立235g、醬油仕立235g、
塩がつ215g･････････････････ 各540円

まるい福島市

旨しいたけ ･･･････････････････････････120g 540円

山のごちそう本舗矢祭町

ふきのとう佃煮････････････････････120g 432円

山椒ビリビリヤバイ漬け･･160g 1,296円
山椒ビリビリヤバイ漬けＭＡＸ 90g 540円

④特撰大吟醸国権
････････････････７２０㎖ 5,400円
･･･････････････１．８ℓ10,800円

国権酒造南会津町

⑤斗瓶取大吟醸田島
････････････････７２０㎖ 5,400円
･･････････････１．８ℓ 10,800円

会津酒造南会津町

⑥大吟醸男山
････････････････７２０㎖ 3,240円
･････････････････１．８ℓ 6,480円

開当男山南会津町

⑩一生青春別撰大吟醸
･･･････････７２０㎖ 3,294円
････････････１．８ℓ 6,580円

曙酒造
会津坂下町

⑪大吟醸學十郎
･･･････････７２０㎖ 3,085円
････････････１．８ℓ 6,172円

豊国酒造
会津坂下町

⑦大吟醸吉の川
･････････７２０㎖ 3,240円・１．８ℓ 7,560円

吉の川酒造喜多方市

⑧大吟醸笹正宗 ･････････500㎖ 2,700円
笹正宗酒造喜多方市

⑨大吟醸純米交響曲蔵粋
･････････７２０㎖ 3,294円・１．８ℓ 6,588円

小原酒造喜多方市

①大吟醸名倉山鑑評会出品酒
････････････････７２０㎖ 5,400円
･･････････････１．８ℓ 10,800円

名倉山酒造会津若松市

②大吟醸玄宰
････････････････７２０㎖ 5,400円
･･････････････１．８ℓ 10,800円

末廣酒造会津若松市

③大吟醸ゆり
････････････････７２０㎖ 5,400円
･･････････････１．８ℓ 10,800円

鶴乃江酒造会津若松市

⑫大吟醸金水晶
･･････７２０㎖ 4,200円
････････１．８ℓ 7,000円

金水晶酒造店
福島市

⑭あぶくま大吟醸
･･７２０㎖ 2,700円
････１．８ℓ 5,400円

玄葉本店
田村市 ⑮雪小町大吟醸五十一号袋吊り

･･････････････････････････７２０㎖ 3,780円
･･･････････････････････････１．８ℓ 7,560円

渡辺酒造本店郡山市

⑯穏　純米大吟醸
･･････････････････････････７２０㎖ 3,240円
･･･････････････････････････１．８ℓ 6,480円

仁井田本家郡山市
⑬大吟醸三春駒
 ７２０㎖ 5,400円

佐藤酒造
三春町

⑰大吟醸廣戸川
･･････････････････････７２０㎖ 3,342円
･･･････････････････････１．８ℓ 6,377円

松崎酒造店天栄村

⑱寿々乃井大吟醸
･･････････････････････７２０㎖ 3,780円
･･･････････････････････１．８ℓ 7,560円

寿々乃井酒造店天栄村

㉒東豊国「幻」大吟醸
･･････７２０㎖ 2,732円
････････１．８ℓ 5,767円

豊国酒造
古殿町

⑲大吟醸陣屋プレミアム
･････････････７２０㎖ 2,754円
･･･････････････１．８ℓ 5,508円

有賀醸造
白河市

⑳自然郷無濾過原酒
･･･････７２０㎖ 2,484円
･････････１．８ℓ 4,968円

大木大吉本店
矢吹町

㉑大吟醸一生幸福雫酒
･･････････７２０㎖ 4,320円
････････････１．８ℓ 8,640円

鈴木酒造長井蔵
浪江町

全国に誇る福島の酒をご堪能ください。
全国新酒鑑評会 出品酒特集

つ ま み ざ ん ま い
お酒のお

供に

おやつセレクション

①

⑦

④ ⑤ ⑥

⑧ ⑨

⑭

⑩ ⑪

⑫

⑬

⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑲ ⑳ ㉑ ㉒

② ③

ナタデココと甘夏

いちごの果実入り

くらしっく

震災復興への想いを
７種類の魚介に込めました。

国内産の野菜を厳選し素材の持ち味を生かした、
懐かしい味がする漬物です。

県産麓山高原豚の白もつのみを使用し、
コクと旨みをとことん追求しました。

カネセンオリジナルの「ピリ辛タレ」
に漬け込んだ絶品珍味。

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。

ふわふわのスポンジに生
クリームをたっぷり詰めた
贅沢な一品です。

柳津の名物、あわともち米
でできた珍しいまんじゅう。

げん

※写真はイメージです。

※17日の全国新酒鑑評会後、
　この他に入荷するお酒が
　ございます。


