
福島県観光物産館

イベントインフォメーション
Event Information■催事情報
7月6日～16日　営業時間9：30～20：00 催 事 開 催 時 間

▶9：30～17：30

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下さい。

JR福島駅西口（徒歩３分）・コラッセふくしま1F　運営：公益財団法人 福島県観光物産交流協会 ※チラシ表示価格は税込価格です。※催事の内容は予告なく変更することがあります。
※コラッセふくしま駐車場（30分無料）をご利用下さい。※写真はイメージです。営業時間 9：30～19：00TEL.024-525-4031 年中無休

平成30年 7月6日㈮～16日㈪

鏡割り＆振舞い酒でおもてなし！

18210207　物産館チラシ（7/1～）　おもて　サトー　06.25

飲 食
コー ーナ
ふくしまの逸品グルメを
ご堪能ください

11：00～15：00（14：30ラストオーダー）

ふくしまラウンジ

の色の部分が各社の出展日となります

2月

ラーメン 600円・チャーシューメン 850円

白河市

田楽食堂

9月-11水

冷やしラーメン 700円

会津坂下町

食堂いしやま
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千藤（会津漆器　会津木綿）
木香（燻製製品）
菅野房吉商店（県産果物）
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）
アルマ（まゆ石鹸）
ひふみ堂（オリジナルケーキ）
佐久商店（いか人参）
佐藤酒造（地酒）
岡田海苔店（海産物）
大竹漆器店（会津漆器）
喜多の華酒造（地酒）
サンビック（健康食品）

月 火
16 17

肉そば 900円・支那そば 700円
あぶラーメン 900円
ねぎチャーシューメン 1,050円

3火-5木会津若松市

坂新 麺＆ダイニング
6金-8日

会津輪箱飯 1,080円
（お持ち帰りもできます）
ねぎそば　   1,026円

会津若松市

元祖輪箱飯 田季野

6金-8日
元祖輪箱飯 田季野

あゆのお茶漬け　　　　　702円
日本酒に合うおつまセット　972円

かき揚げそば 600円
マグロ丼　　 800円

12木-16月いわき市

和食処かに船

※未成年者の飲酒は法律で禁じられています。※車でお越しの方のご飲酒は出来ませんので、予めご了承ください。※お持ち込み飲食は禁止です。

ふくしまの酒
飲み比べフェア‼
日本一の「ふくしまの酒」をお楽しみください！

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。

3種類

史上初！
金賞受賞数

記念記念「「
」」

日本一の

7月6日㈮
オープニングセレモニー

美味しい日本酒のおともに…

時間 17：30～

11：00～20：00

1,000円
（税込）

物産館おつまみ 500円（税込）

19種類の金賞受賞酒から選べる

金賞受賞酒 飲み比べセット

11時～20時
（ラストオーダー19時30分）時 間

◆金 水 晶
◆廣 戸 川
◆雪 小 町
◆三 春 駒
◆東 豊 国
◆人 気 一
◆奥 の 松

◆会津中将
◆名 倉 山
◆会津宮泉
◆弥右衛門
◆笹 正 宗
◆國　　権
◆田　　島

◆榮 四 郎
◆萬 代 芳
◆學 十 郎
◆一生青春
◆又 兵 衛

金水晶酒造店
松崎酒造店
渡辺酒造本店
佐藤酒造
豊国酒造
人気酒造
東日本酒造協業組合

鶴乃江酒造
名倉山酒造
宮泉銘醸
大和川酒造店
笹正宗酒造
国権酒造
会津酒造

榮川酒造 磐梯工場
白井酒造店
豊國酒造
曙酒造
四家酒造店その他　物産館取り扱いお米

殺虫剤も除草剤、土壊良剤、肥料さえも使わず自然農
で使ったお米「春泥」。
自然農法で栽培した酒米オリジナル酒「春泥」も販売し
ます。

「春泥」食べ比べセット　２,０００円

会津自然農法米を広める会
（会津若松産　自然農法コシヒカリ）

●有機栽培コシヒカリ（あじま農園）……………2㎏：1,300円

●天のつぶ（カトウファーム）……………………2㎏：1,000円

●会津継承米氏郷（本田屋本店）3合：494円／2㎏：1,986円

●コシヒカリ有機玄米（(株)GNS） ……………2㎏：2,052円

●カレーのお米ビーフカレー用（すとう農産）……2合：659円

●カレーのお米インドカレー用（すとう農産）……2合：659円

●リゾットのお米乾燥菜とハーブ（すとう農産）110g：734円

お米フェア6金-8日

12木-16月
和食処かに船

うに貝焼き 800円・浜焼き 500円
かにみそ豆腐 400円
かにみそ 500円

19種類の金賞受賞酒から3種類を
お選びください。

7月6日、7日、14日、15日、16日は
2018ミス日本酒 福島代表 堀井雅世さんが
みなさまをお迎えします。



Fukushima Product Promotion Center7月6日～16日　営業時間 9：30～20：00 ふ くし ま の 逸 品 に 会 い に 来 ま せ ん か

■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。■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。

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

会津の天神様
ブルーベリー味

太郎庵会津坂下町

完熟ブルーベリーで自家製ジャムをつく
り、ふんわりフレッシュなブルーベリーク
リームをふわふわのカステラでサンドしま
した。ブルーベリーのさわやかな酸味がク
リームとあいまって夏の人気商品です。

５個入 799円

福島市の菱沼農園と伊達市枝並農園の桃を予約販
売いたします。7月下旬発送予定。

（予定数量に達した場合終了いたします。）

物産館予約販売商品

いずれも人気商品や限定商品につき、売れ切れの場合はご了承ください。

桃あかつき
3㎏ 3,240円～
5㎏ 4,860円～

菱沼農園福島市 飯坂町

送料別 

桃あかつき
3㎏ 3,240円～
5㎏ 5,400円～

枝並農園伊達市 保原町

送料別 

観光物産館のおすすめ商品

マカロンラスク
パティスリーグランブルー
いわき市

パティシエが１枚１枚手焼きし
ました。サクサク食感が人気
の一品です。

100g 324円

カリントまんじゅう
お菓子のさかい石川町

こんがりと香ばしさがどこか懐かしい
味です。黒糖を煮詰めた「こがし蜜」を
練り込んだ風味豊かな生地と、良質
の小豆だけを使ったこしあんを包み、
香ばしく油で揚げました。しっとりした
食感と、甘さを引き立てる苦味をお楽
しみください。

5個入 621円

８個入 1,000円

香木実（かぐのきのみ）

長門屋本店会津若松市

会津産の鬼クルミを上質な餡で丸
ごと包み、表面に黒糖をまぶした一
口菓子。
くるみのほろ苦さと上質な餡が、洗
練された上質な味わいを奏でます。
17個入 1,900円（少量入荷）

福島の果物屋のジュース
３本セット

日本果実加工白河市

福島産限定！１００％ストレートジュース。
福島の桃（あかつき）ジュース、福島の林
檎（サンフジ）ジュース、福島のラ・フラン
スジュース各１本の３本入りセットです。

各500㎖ 2,480円

食彩酢
太田酢店須賀川市

東北唯一の醸造酢メーカーの太田
酢店。米酢とはちみつ、天然塩、に
がりの自然由来の食材で作った「は
ちみつドレッ酢ング」。ピクルス、マリ
ネ風、肉・魚焼き漬けドレシングに。

720㎖ 864円

山の井
純米大吟醸
あやめ

会津酒造南会津町

福島県産酒米夢の香精
米を使用。
暑い季節にちょうど良い、
爽やかさと深みのある味
わいに仕上がりました。

720㎖ 1,620円
1,800㎖ 3,240円

小法師1個 216円
赤ベコ1個 324円

snowdrop
(スノードロップ)

曙酒造会津坂下町

会津中央乳業の濃厚な
ヨーグルト、会津坂下産 
瑞穂黄金を使用。
すべて地元の原料にこ
だわった日本酒ベースの
ヨーグルトリキュール。

720㎖ 1,646円

360㎖ 875円

1,800㎖ 3,291円

縄文干し目光
丸源水産いわき市

縄文干しの美味しさを、ま
ずはおためし！

10尾 594円

きくらげの佃煮
カネコフーズ会津若松市

会津の郷土料理。きくらげの佃
煮 しその実入り。

220g 540円

ごはんももの うめじゃこ
ももがある福島市

高田梅を贅沢に使用し、しその実
とじゃこを合わせたさっぱり味のま
ぜご飯です。
カリカリの高田梅と、食べ応えの
あるじゃこ、アクセントのしその実
が生み出す爽やかなハーモニー
が楽しめます。
食欲の無い時でもなぜか食べた
くなる一杯です。

※写真はイメージです

ごはんももの とりごぼう
伊達鶏と三春の三角油揚げ
の旨味がごぼうにしみてなん
杯でもおかわりしたくなるおい
しさです。
添加物を使用していないので
嫌な後味がありません。
お肉、野菜も手軽にバランス
良く摂れる、忙しい人のつよ
い味方です。

※写真はイメージです

カレーのお米２合
ビーフカレー用・インドカレー用

すとう農産会津若松市

ビーフカレー用は、会津産ひ
とめぼれに、ガーリックパウ
ダー、パセリが入っています。
インドカレー用は、会津産コシ
ヒカリに、タメリックとクミンが
入っています。

各659円

ずんだめんお徳用
やない製麺福島市

「ちゃまめ」をつぶして、小麦粉に練り
込み、乾麺に仕上げました。茹で上
がると枝豆の香りと味・甘みがある、
ツルツルとして腰の強い麺です。

320g 540円
※写真はイメージです

３食「麺造蔵」
喜多方冷し中華
プラチナ

喜多方ラーメン本舗喜多方市

喜多方に平打ちぢれ麺で召し
上がる冷やし中華。

３食入（醤油味）540円

はとむぎ入りせんべい
JA夢みなみ矢吹町

JA夢みなみと(株)天乃
屋との共同開発により
誕生しました。
原料には白河地方産
のうるち米とはとむぎを
使用しています。
香り豊かなサクサクの
おせんべいをぜひご賞
味ください。

12枚入 280円

かりんとラスク
フルラージュ郡山市

ラスクのために焼き上げた、こ
だわりのフランスパンを二度
焼きし、沖縄産黒糖で仕上げ
た懐かしいかりんとう風のラス
クです。

４枚入540円

福島ホルモン
まるい福島市

福島県産麓山高原豚の白もつの
みを使用し、希少部位の菊脂を
入れコクと旨みを追求しました。
たれも福島県産の果実・大豆に
こだわった、「和だれ」をベースに
醤油味に美味しく仕上げました。

1パック 各540円

雪掘ロールキャベツ
河内屋商店柳津町

奥会津柳津町の雪掘キャベツと、厳選し
た国産の牛肉100%使用した、特別仕立
ての最高級ロールキャベツです。

500g

500g
1,296円
1,296円

コンソメ味

デミグラスソース

味噌仕立て、しょう油仕立て、塩ガツ

手描き蝋燭
山形屋会津若松市

福島県伝統的工芸品指定。
昔ながらの手作業で丁寧
に作り上げた会津独特の
民芸品・絵ろうそくです。

各種 486円

国産馬刺し用
ももブロック

会津小林畜産会津坂下町

日本三大馬刺に数えられる
会津馬刺しです。!夜のおつ
まみにも大活躍！

160g 1パック 1,790円

2合用 540円 2合用 540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

起上り小法師、赤べこ箸置き
樹の音工房会津美里町

ひとつひとつ丁寧に手描きされる表情
は、素朴でどこかぬくもりを感じ、会津
本郷焼の窯元のなかでも、特に若い世
代に人気。

1個 1,800円

大竹漆器店会津若松市

堆朱塗は会津塗の伝統的な塗技法の
代表的な一つであります。 物によっては
数十回～数百回と大変手間をかけて塗
り固めた素地に、会津独特の方法で彫
刻や加工をして仕上げた工芸品です。

会津堆朱（ついしゅ）工芸
十二支ストラップ

※写真はイメージです


