
Fukushima Product Promotion Center新 しい 発 見 と 出 逢 い が 待 っ て い る ふ くし ま の 逸 品 に 会 い に 来 ま せ ん か

■掲載内容は、チラシ作成時の情報です。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。■お車でお越しの際は、コラッセふくし
ま駐車場（30分無料）をご利用下さい。また、大型バ
スは西口バスプールをご利用いただけます。

福島県観光物産館で、1,000円お買い上げ毎に、1ポイント
贈呈。20ポイント貯まったら、次回お買い物の際に500円
割引券として使用できます。

入会時にメールアドレスをご登録いただいた方に情報を随
時お届けします。

会員向けに開催する「ファンクラブ交流会
（仮称）」に参加できます。

福島県観光物産館
ファンクラブ会員募集中！

福島県観光物産館
ファンクラブ会員募集中！
入会費・年会費▶無料入会費・年会費▶無料

ご入会特典
1 入会特典プレゼント

「桃の恵み（1本）」をプレゼント！
2 ポイントカードの割引

3 イベント等福島県観光物産館情報の発信

4 交流会への
 参加

最優秀賞…………1点 県産品 20,000円相当
優 秀 賞……… 10点 県産品  3,000円相当

賞
及び副賞

●どなたでもご応募いただけます。
●応募作品の基準：福島県のアンテナショップとしてふさわし
い愛称とします。
●応募作品は自作、未発表のものに限ります。なお、1人何点で
も応募できますが、それぞれ異なる作品としてください。
●「愛称の意図・コンセプト」を100字程度で説明してください。

福島県観光物産館の愛称を
大募集！！

福島県観光物産館は平成29年12月に全館リニューアルしました。
より多くの方々に親しまれ愛着のある施設とするため、

愛称を募集いたします。
みなさまのご応募をお待ちしております‼

詳しくは、店頭又はホームページをご覧ください。

ファンクラブ ポイントカード

会員番号

ファンクラブ ポイントカード

会員番号募集期間▶平成30年2月28日㈬まで
※見本

リッチモンド
ホテル

西華

駐輪場
指定 コラッセ

ふくしま

東横イン タクシー乗り場

ザ・セレクトン福島

アパホテル
ホテル福島
グリーンパレス

西口バスプール
福
島
駅

TEL.024-525-4031
9:30~19:00

【 運営 】 公益財団法人福島県観光物産交流協会

〒960-8053  福島市三河南町1-20 コラッセふくしま1F

営業時間 年中無休

冬のしらかわ食の市
in コラッセふくしま
～県南地方の美味しい農産物や、６次化商品などの特産品を販売いたします～

2月3日（土）・4日（日）
午前9時30分～午後5時30分

主催：福島県県南地方振興局・ふくしま県南観光推進協議会・しらかわ地域産業６次化推進協議会

白河ラーメンの
ふるまい
田楽食堂の昔ながらの

白河ラーメンをご賞味ください！

10時～

各日 先着50食 限定

特産米すくい取り
500円以上お買い上げ頂いた方へ、
県南地方9市町村の特産米すくい取りを

お楽しみいただけます！

13時～

各日 先着30名 限定

日本酒試飲できます！
アンケートにご回答頂いた方へ、
県南地方の日本酒を数種ご用意して

お待ちしております。

11時～・15時～

各 先着30名 限定

コーナー
ふ く しまの酒

特別酒処 福島
米がいい・水がいい・人がいい

2/1(木)～
ふくしまラウンジ プレミアムコース飲み比べ特別企画
「ダボス会議・ジャパンナイトで振る舞われた県産酒」

３日（土）～４日（日）限定！
「冬のしらかわ食の市」

飲み比べセット

①箕輪門（大七酒造）

③大吟醸　弥右衛門（大和川酒造）

②大吟醸雫酒　十八代伊兵衛（奥の松酒造）

④大吟醸　玄宰（末廣酒造）

大木大吉本店（矢吹町）

大谷忠吉本店（白河市）

千駒酒造（白河市） 

有賀醸造(白河市）

藤井酒造店（矢祭町）

・自然郷 特別純米酒

・白陽純米吟醸

・純米吟醸 慧”ひらめき

・陣屋 大吟醸プレミアム　

・生枠左馬純米大吟醸　

・南郷うらら

ふくしまの酒コーナーは、お酒が作られる、水を感じさせる
空間です。清らかで澄み切った山 を々背景に「福島の水」を
表現しております。
54蔵元から約530銘柄の日本酒と、リキュール類を含め約
700種類の充実した品揃えです。

スイス・ダボスで開かれる世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）の関連イベントの
「ジャパンナイト」で、県内の日本酒が振る舞われました。今回その日本酒を用意しました。

３日（土）～４日（日）「冬のしらかわ食の市」が開催されます。
ラウンジでは、２日間限定！県南地域の日本酒を用意しました。

２種 ７００円

３種 ５００円

田楽食堂

コミュニティ・カフェ
EMANON

北條農園

ルバーブの島田農園

岡崎農園

直売カフェこころや叶(有)大椙食品

鈴木糀店

ひじりん館

にしごう村
夢プロジェクト

白河ラーメン

白河ひよっこプリン 

500円

400円

りんごジュース（ふじ） 200円
りんご 500円

ももれーどジャム 
700円

鶏ガラ豚骨等をベースにして、あっさ
りとしたスープに仕上げています。
麺は２種類の小麦をブレンドし、も
ちもちとした中太ちぢれ麺です。

白河実業高校畜産班と、白河
市東地区の老舗菓子店「坂本
屋総本店」の共同開発商品
「白河ひよっこプリン」を販売
します。鶏の世話をする高校生
たちが考案した、唯一無二のプ
リンをお楽しみください。

新鮮な果実と、北條農園の果物で
つくったジュースやスイーツを販売
します。４種のりんごジュースの違
いを味わってみてください。

真っ赤なルバーブは、ベリーの
ような爽やかな酸味を楽しむ
ことができます。この美味しさ
を多くの方に味わっていただき
たく、ジャムやお菓子をつくり
ました。

作物にストレスがかからないよう
手をかけ、病気を防ぎ、元気な作
物を日々育てています。そんな大
地の美味しさがたっぷり詰まった
自家製トマトをソースにしました。

那須の森林ノ森牧場とコラボして
考案した、たまごプリン、カボチャ
プリンは、牧場のジャージー牛乳
を使用しており、美味しいこだわり
のお菓子作りを目指しています。

厳選された国産米を用いて、糀一粒
一粒に思いを託す。そこから自然と
醸した糀屋の味が生まれる当店の
味を堪能してください。

（初舞台4合瓶、さしみコ
ンニャク、コシヒカリ煎
餅、コシヒカリ300g×2、
肉みそ）

健康効果に注目されている山椒を
使った調味料一筋に開発改良を重ね
ています。

白河市の野菜、くだもの、加工品
を中心に販売しています。

白河観光物産協会

3日（土）のみ 3日（土）のみ 4日（日）のみ

3日（土）のみ 3日（土）のみ 4日（日）のみ

お土産用
白河ラーメン

870円
バウムクーヘン

350円

しらかわ地方の特産品を販
売します。1,000円以上お買
い上げの方に、白河だるま
(ミニ)をプレゼント。

85g

山椒ドレッシング
300円150㎖

山椒和風ドレッシング
300円150㎖

トマトソース
702円350g

白河餃子
540円10個入

明治３４年創業「豆腐は世界
の健康食」をテーマに美味し
いお水と伝統の技で、ステキ
な叶や豆冨を提供します。

バジルde青豆
400円350g

おからドーナツ
400円12個入

真っ赤なルバーブジャム
1,200円150g

ルバーブクランブル
280円55g

たまごプリン
350円80g

カボチャプリン
350円80g

甘酒 430円450g

白河みそ 星のあかつき
870円1kg

生ラーメン
350円3食

ギフトセット
3,630円

140㎖

180㎖

1.8kg

ふくしまラウンジ　9：30～19：00（ラストオーダー18：30）


