
7/5㊎・6㊏は20:00まで営業！

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
わさんの鯛茶づけ ８００円

7/5金~7日・9火・13土~14日
うまいにこだわった
定食や丼をどうぞ。

7/10水~12金

会津坂下町 食堂いしやま
冷やしラーメン ７００円

50年以上の歴史を
誇る冷やしラーメン。

大人なカフェゼリーソフト
椏久里珈琲×べこの乳ソフトクリーム
 450円

ほろ苦い大人なコーヒーゼリーと濃厚ミルクのソフトクリーム
が見事にマッチ。物産館でしか味わえないオリジナル限定商
品です。

「飯坂温泉グラノーラ×べこの乳ソフトクリーム×菱沼農園
りんご蜜」の物産館オリジナルパフェ！

飯坂温泉
グラノーラパフェ
 　　450円

7/５㊎・６㊏は２０：００まで（ラストオーダー１９：４０）
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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 7月上旬号

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

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

独自製法チャーシュー
が人気です。

6/29土~7/22月

7/8月・15月

6/28金~30日

　空（醤油） 650円
　空肉盛（チャーシュー麺） 900円
　山（味噌） 650円
　雲(塩） 650円

会津若松市 空山NEO

喜多方ラーメンの進化版。

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

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。

7月 出展スケジュール 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

佐久商店（いか人参）
燻製木香（燻製製品）
扇田食品（豆腐製品）
岡田海苔店（海産物）
ソルトボックス（シフォンケーキ）
わたなべパン店（オリジナルパン）
ひふみ堂（オリジナルケーキ）
手作り石鹸プリマリア（手作り石鹸）
菅野房吉商店（季節の果物）
海鮮フーズ（海産物）
千藤（会津漆器）

福島県観光物産館

7/1月~4木

会津若松市 坂新

鮫川村

ファームつばさ

肉そば ９００円
あぶラーメン ９００円
支那そば ７００円

舌も目も魅了される
黄金スープ。

福島県産米

天のつぶ
（5㎏）

A
（お酒の銘柄は選べません。）

※写真は
イメージ

B ワンダーファーム
WONDER RED
トマトジュース（95g×6本）

C
新規ご入会で、いずれか1点もれなくプレゼント!!特典

その2

全国新酒鑑評会金賞受賞酒（720㎖）33名様
全国新酒鑑評会金賞受賞蔵の酒（720㎖）44名様

特典
その1

期間中累計
1万円以上のカードご利用

ホームページより
エントリー＋

左記条件を満たした
Fukurumカード会員様
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カード」推進協議会までお問い合わせください。

平成30酒造年度全国新酒鑑評会入賞
（金賞含む）からセレクト

おすすめ日本酒（720㎖×1本）

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77名様にプレゼント！（お酒の銘柄は選べません。）

キャンペーン期間 まで８月３１日土

全国新酒鑑評会金賞受賞数
7年連続日本一記念キャンペーン

全国新酒鑑評会金賞受賞数

７/5㊎～１９㊎

日本一の「ふくしまの酒」をお楽しみください！
２２銘柄すべて揃いました。

10：30～19：00
（ラストオーダー18：30）

２２銘柄の金賞受賞酒から選べる
日本一のふくしまの酒
飲み比べフェア

金賞受賞酒
飲み比べセット

7/5㊎ わさんの日替わり
おつまみ

ふくしまラウンジのおつまみ

３種類 ７００円   ５種類 １,１００円
４種類 ９００円

・川俣シャモ食べ比べ
 ４種類     ８００円

オープニング
セレモニー
金賞受賞蔵
国権酒造 細井社長、
喜多の華酒造場 星花英さんの鏡割

金賞受賞酒
国権 きたのはな

振る舞い

1,000円3銘柄

700円2銘柄

22銘柄の金賞受賞酒からお選びください。

限定酒のため、数に限りがございますので、品切れの際にはご了承ください。

金水晶････････ 金水晶酒造店（福島市）
寿々乃井･････ 寿々乃井酒造店（天栄村）
廣戸川････････ 松崎酒造（天栄村）
雪小町････････ 渡辺酒造本店（郡山市）
さかみずき･･ 若関酒造（郡山市）
あぶくま ･････ 玄葉本店（田村市）
三春駒････････ 佐藤酒造（三春町）
東豊国････････ 豊国酒造（古殿町）
奥の松････････ 奥の松酒造（二本松市）
会津中将･････ 鶴乃江酒造（会津若松市）
名倉山････････ 名倉山酒造（会津若松市）

末廣･････････････末廣酒造嘉永蔵（会津若松市）
會津宮泉･･･････宮泉銘醸（会津若松市）
会津吉の川 ･･･吉の川酒造店（喜多方市）
きたのはな････喜多の華酒造場（喜多方市）
國権･････････････国権酒造（南会津町）
開當男山･･･････開当男山（南会津町）
田島･････････････会津酒造（南会津町）
稲川･････････････稲川酒造店（猪苗代町）
榮四郎･･････････榮川酒造磐梯工場（磐梯町）
萬代芳･･････････白井酒造店（会津美里町）
學十郎･･････････豊國酒造（会津坂下町）

乳（ちち）クリームソフト
３５０円

１8：15～
・福島牛串焼
 ５００円

・フランクフルト
 （プレーン・大葉入） ３００円

・会津産馬刺しもも
 500円

※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。

食べに来てね！

牛

豚

馬

鳥

先着
１００名様



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。

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。

① ② ③ ④

7/6㊏・7㊐・１３㊏・１４㊐・１５㊊

今話題のファームつばさの生乳を使用。
若きオーナー、パティシエール青戸明美氏の力作です。

プルプル＆フルーティ｡
冷やすとおいしさアップ！

本物の味が楽しめる、
天然天草で作った寒天です。

昔懐かしい
手作りアイスキャンデー。

外はカリカリ、中はしっとりが
クセになります。

ふわふわ生地にクリームたっぷり。

無臭にんにくを使用しています。

ノリノリ♪な
お弁当。

「奥の松」大吟醸酒の酒粕と西京味噌に漬込みました。 豆腐本来の味をご堪能ください。

相馬牛のうまみが詰まっています。

身体に優しいパンに
こだわっています。

材料、作り方、焼き方に
こだわった、なめらかプリン。

チーズ風味のクリームをサンド。

自家製小倉あんとモチモチの求肥が入っています。

良い原料・水・環境を追求して作りました。

素朴な味ながらも、
しっかりとした食感。

あんこ、カスタード、
生クリームの三拍子が
堪らない！

鮫川村産の大豆
「ふくいぶき」１００％使用。

FUKUSHIMA SELECTION
県内各地から常時約4,000アイテムの商品が集まっています。

その中から館長が厳選した逸品をご紹介！！

手作り天然酵母パン
ブール･･１個  700円
イギリスパン
･････････････  １個 600円

ビール酵母
プレッツェル
･･････････････１個 400円
レーズン １個 700円

シェフのこだわりぷりん･･････１個 194円

ふわふわすふれ
･････････････････････････････････････････････１個  150円

清泉堂 福島市

フレッシュカップ
・ブルーベリー
　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１個 648円

ヨーグルト専門店 モーニング郡山市

20個限定販売

各日20個限定販売

各日50個限定販売

各日40個限定販売

各日40個限定販売

6/29㊏・30㊐

6/29㊏・30㊐・7/6㊏・7㊐・１３㊏・１４㊐・１５㊊フレッシュカップ
・メロン
     ･･･････････････････････１個 507円20個限定販売

各日各20個限定販売

・ナタデココ
   ･･･････････････････････１個 486円20個限定販売

清水屋郡山市

初出品

6/29㊏・30㊐・7/6㊏・7㊐

6/29㊏・30㊐
7/6㊏・7㊐

6/29㊏・30㊐・7/6㊏・7㊐

6/29㊏・30㊐・
7/6㊏・7㊐

6/29㊏・30㊐・7/6㊏・7㊐

6/29㊏・30㊐・7/6㊏・7㊐

生パウンド

･･１本 1,080円

フルラージュ
郡山市

6/29㊏・7/6㊏

6/28㊎・29㊏・7/6㊏・7㊐

お家パン オブ西郷村
少量入荷

少量入荷
6/29㊏・7/6㊏

太郎庵のあんみつ

 １個 420円

太郎庵会津坂下町

6/29㊏・30㊐・7/6㊏・7㊐

カヌレ・ド・ボルドー
･･･････････････････････････１個 196円

まさひろロールカット
･･･････････････････････････１個 200円

アンジェリカ
･･･････････････････････････１個 240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。

炊きたてのご飯とよくあいます。

素材の持ち味を活かしています。

みりんを使っていないみりん干しです。

ふわふわ玉子の上に
カツがのっています。

※写真はイメージです。

※写真は
イメージです。

※写真は調理例です。 ※写真は調理例です。

ふたば茶てぃー双葉町

あんこプリン
･････１個 486円

甘食パン
････ 3個入 421円

甘食専門店
結（ゆわえ）
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熱さにカツ！
福島市

限定ヨーグルト
・ピーチ　　・カシス
・ココナッツ
　　 ･･･････････････････････ 各2００ｇ 各280円

初 初
初

・パッション＆マンゴー
　　 ･････････････････････････････２００ｇ 540円

初

初

季節のヨーグルト
・ラズベリー
　の実入り

　　 ２００ｇ 432円

・ブルーベリーの実入り
　　 ･････････････････････････････２００ｇ 432円

初

ヨーグルト
・ハチミツと檸檬ゼリー
　　 ････････････････････２００ｇ 432円

初
20個限定販売

ヨーグルト
・ナタデココと甘夏
・キウイとアロエ
　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各2００ｇ 各280円各20個限定販売

6/29㊏・30㊐・7/6㊏・7㊐

アジサイ色の
パンナコッタ
･･･････････････1個 320円
オレンジの
パンナコッタ
･･･････････････1個 320円
ハートのティラミス
･･･････････････1個 450円

レーヴ鮫川店
鮫川村

6/29㊏・30㊐・7/6㊏・7㊐

もめん豆腐、きぬ豆腐
････････････････各１丁 各270円
よせ豆腐･･･････１丁 290円

豆腐屋 大楽
だい  らく

いわき市

女神の納豆
 45ｇ×２、１パック 180円
こだわり一豆賞
･･･････１パック 125円

カミノ製作所川俣町

松川浦産きくらげ入り
のり佃煮････ 1個 540円

西野屋食品
いわき市

かつおのぶっかけ飯の素
････････････････････････１個 540円

おのづか食品いわき市

相馬牛のジューシーメンチカツ
（冷凍）････････････････････２個入 540円

鳥久精肉店相馬市

味丸さんま極旨干し、
味丸さんま極旨干し ピリ辛
････････････････････････････各 400円
あじまる粕漬（さば、鮭）
････････････････････各1切 各648円

カネキ商店いわき市

奥の松大吟醸粕漬西京漬
･････････････････････６切れセット 3,996円

おのざきいわき市

飲むこんにゃくゼリー
各130g
・イチゴ
・ピーチ
・グレープ
・アップル
・マンゴー
・アセロラ
･･･････････  1個 各148円

山吉青果食品伊達市

・のむ玄米黒酢ブルーベリー
･････････････････････････････1,404円

太田酢店須賀川市

ミニだるま最中・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６個入 594円各日20箱限定販売
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・白河だるま入り、最中５個入 720円各日10箱限定販売

大黒屋白河市

6/29㊏・30㊐
柳津ソースカツ丼

（お持ち帰り用）

････700円

道の駅 会津柳津柳津町

①ゆったり純米吟醸
･････････ 1.8ℓ 3,456円・720㎖ 1,800円

金水晶酒造店福島市

③國権純米原酒
･････････ 1.8ℓ 2,916円・720㎖ 1,458円

国権酒造南会津町

②会津中将 夏吟醸
･････････ 1.8ℓ 2,592円・720㎖ 1,296円

鶴乃江酒造会津若松市

④山の井 あやめ５０純米大吟醸 夏
･････････ 1.8ℓ 3,240円・720㎖ 1,620円

会津酒造南会津町

アイスキャンデー
・アズキキャンデー･････150円
・ミルクキャンデー ･････130円野村屋

白河市

・イチゴキャンデー
・ブルーハワイキャンデー
･･･････････････････････････････････各 100円

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。

味さとの冷凍エゴマ餃子
････････････････････････20個入 1,080円
み

福豆屋
郡山市

海苔のりべん

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１折 980円
各日３０折限定販売

各日5０折限定販売

福島県観光物産館でみつけた
「美味しいモノ」を実食！
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20個限定販売

20個限定販売

20個限定販売

20個限定販売

特別
プレゼント

！
webへG

O！

阿部留商店
「ラヂT」

各日各40個限定販売

10：00～10：30到着予定

11：30頃到着予定

・ハチミツりんご酢
・のむ酢うめ ･･各 1,080円


