
南会津町

国権酒造
華やかな過ぎない上品な吟醸香。
熟成による柔らかさも備わった酒質です。一夏
を越え、角が取れた良い味です！

純米吟醸銀ラベル秋あがり
720㎖1,836円
1.8ℓ3,564円

館長が選んだ！

一味庵
大正十二年創業で、自家製餡にこ
だわった和菓子屋です。しっとりふ
わふわなカステラや抹茶と特製小
倉あんの相性抜群な和心プリン。

福島市

しっとりかすてら
１斤 1,250円 半斤 640円

和心プリン １個 185円 黒どら焼き １個 158円

※９月14～17日　９月21日～24日

菓子処まつもと
甘いどら焼きの皮の中には、程よい甘
さのクリーム、懐かしさのあるチョコの

「ねこどら」と和洋折衷の菓子「芋鼓」

二本松市

ねこどら
（チーズ、チョコ、クリーム）

１個 160円
芋鼓 １個 194円

志賀米店
磐梯山や猪苗代湖など豊かな自然に恵まれた猪苗代町で、一枚ずつ焼き上げた手焼きせんべいです。

猪苗代町

会津そばぽん １袋（５枚入）

１袋（５枚入）

１袋（５枚入）

１袋（５枚入） １袋（５枚入）

150円

いかにんじんせんべい

じゅうねんそばせんべい

糂汰せんべい 会津そばんべぇ

400円

400円
400円 400円

駒田屋本店
福島市

３色おはぎ
（つぶあん・ごま・ずんだ）

３個入 324円
６個入 648円

あらい屋製麺
郡山市

ますや
元祖郡山ブラック

創業百三十年、伝承の黒醤油味深い
コクとキレのある黒いスープ。ストレー
トの中細麺シンプルで完璧なバランス
の拉麺です。

やない製麺
福島市

会津のトマト麺 
１食スープ付 450円

福豆屋
郡山市

海苔のりべん
950円

おとなの秋ごはん

「日本一旨いのり弁」と称賛する口コミ
が多い「二段のりべん」
海苔のり弁当と秋限定！おとななら秋
を楽しまなくちゃもったいない!!
おとなの秋ごはん！

※９月15日～17日　22日～24日

食処くさの根
「さんま丸ごとぽーぽー揚げ」
「いわき前浜しんじょ」。お惣
菜にも酒の肴にもなる、いわ
きの伝統料理シリーズです。

いわき市

いわき前浜しんじょ 432円

さんまの丸ごとぽーぽー揚げ 432円

丸峯庵
厳選された小豆を原料とした甘さ控えめの
こしあんにもちもちしっとりした皮は多くの皆
様に愛されております。

会津若松市

黒糖まんじゅう
1,080円

結城食品
大きな直火釜を使って、火力
調節や煮込みを手作業で心
を込めて作っている、ふるさと
の味。

二本松市

五目ご飯の素 258円 舞茸ご飯の素
ひじきご飯の素 味ご飯の素

３合用

260円３合用 258円３合用

308円３合用

味噌漬処香の蔵
チーズと味噌の融合。今までにない奥深い味わい。ワインのおつ
まみ、クラッカーやサラダのトッピングに最適。

南相馬市

クリームチーズのみそ漬け
伝承蔵とうふみそ漬け

594円

燻鴨のみそ漬け
海のフォアグラ

35g

648円58g

972円60g

972円45g

天鏡閣
猪苗代町にある明治時代の皇
室の別邸をモチーフに、薬膳カ
レーとして開発した天鏡閣ケ
レー。なぜカレーではなくケ
レーか？色 な々諸説はあります
が明治の英発音が当時はカ
レーではなく「ケレー」と…

猪苗代町

天鏡閣ケレー
617円

東栄産業
福島県のブランドフルーツを使用したジャ
ム。パンはもちろん、クリームチーズとの相性
も抜群です。クラッカーと一緒にどうぞ。

郡山市

福島産会津みしらず柿ジャム
福島産南高梅ジャム
福島産あかつき桃ジャム

864円
864円

864円
ケヤキ塗小判二段弁当仕切付 7,020円

ケヤキ塗江戸二段弁当仕切付 7,020円

会津若松市

美しい木目を引き立たせたケヤキ塗で仕上げた会津塗の
木製弁当です。

大沼漆器店

喜多方市 ハンカチ、小風呂敷、弁当包
み、テーブルセンターとしても
可愛いいバンダナです。木之本漆器店

赤べこバンダナ（赤、紺、アイボリー） 540円各

喜多方市 小原酒造
常温、熱燗にぴったしの通の方におす
すめです。醪（もろみ）を搾ったあとに、
火入れをして０度貯蔵。瓶詰め時にそ
のまま充填。

くらしっくひやおろし
純米生詰

720㎖1,350円
1.8ℓ2,700円

会津若松市

山口合名
特別純米酒の1回火入れひやおろし。ひと夏じっくり
貯蔵熟成させました。梨の様な甘酸っぱい口当たり、
香りも落ち着き洗練されてきました。甘みは控えめ、ま
ろやかさを帯びた雑味の無い綺麗な透明感ある旨味
は極上です。

会州一ひやおろし特別純米
720㎖1,530円
1.8ℓ2,960円

会津若松市 辰泉
滑らかな吞み口と広がりのある旨みを
出し、程よい枯れ感のでてきた、落ち着
きのある秋の大定番。食欲の秋！食事
が美味しくなる日本酒です。

辰泉あきあがり純米
720㎖1,404円
1.8ℓ2,592円

会津坂下町 豊国酒造
口に含むと広がる華やかな味わいとコクが、喉を通ってからも余韻を楽しませてくれ
る生詰酒「ひやおろし純米大吟醸」とはじける泡と上品な味わい、伝統と革新が融合
し生まれた日本酒スパークリング。 

豊国ひやおろし純米大吟醸生詰 720㎖1,674円

スパークリング豊久仁瓶内二次発酵 720㎖5,400円

甘くみずみずしく育った「南郷トマト」
と北海道産小麦を使い、手延べ製法
で仕上げた、風味豊かなめんです。一
緒のトマトつゆでどうぞ。

10個入 540円５個入

※９月15～17日　22日～24日

４食 1,080円

各日30個

1,100円 各日10個

※９月15日～17日　23日～24日

創業三百年以上の老舗和菓子
屋の昔変わらぬ製法で
作ったおはぎです。

ふ く し ま 選 り す ぐ り

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。

福島県観光物産館



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Fukushima Product Promotion Center

■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

【 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

の色の部分が各社の出展日となります。

出展スケジュール9月 15
土

16
日

17
月

18
火

19
水

20
木

21
金

22
土

23
日

24
月

25
火

26
水

27
木

28 29
金 土

30
日

1¦
2¦
3¦
4¦
5¦
6¦
7¦
8¦
9¦
10¦
11¦
12¦

とうふや大楽（各種豆腐）
菅野房吉商店（県産果物）
高沢果樹園（県産果物）
佐久商店（いか人参）
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）
サンビック（健康食品）
佐倉ファーマーズ（季節の野菜）
千藤（会津漆器・木綿）
アルマ（まゆ石鹸）
木香（燻製商品）
国際米流通センター（大豆商品）

麺＆ダイニング会津若松市 坂新 
平成25年1月に開業し、店主は喜多方の「坂内食堂」の
次男。坂内食堂で30年以上修業した店主が、東日本大
震災を機に独立。

15土-30日

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、 
冷やしラーメン 750円

【 営 業 時 間 】9：30～19：00（ラストオーダー18：30）

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

浄土平レストハウス

（１）実施期間　平成30年９月15日（土）～10月５日（金）

レストラン【サペレ吾妻】
○人気メニューベスト３のメガ盛メニューが登場！！
　１位　ソースかつ丼（メガ盛３人前）     1,800円
　２位　カツカレー（メガ盛３人前）          1,800円
　３位　会津山塩ラーメン（チャーシューメガ盛） 800円

しょうゆラーメン（チャーシューメガ盛）800円
〇王道メニューの福島銘柄牛ローストビーフ丼、土

日祝日は限定数30食！（平日は限定数１０食）

◆フェアメニューをご注文いただき、アンケートにお答えいただいた
方の中から抽選で10名様に福島牛（5,000円相当）プレゼント。

◆軽食コーナーにてアンケートにお答えいただいた方の中から
抽選で１０名様に麓山高原豚（3,000円相当）プレゼント。

軽食【ノーバ】
○県産肉（福島牛、麓山高原豚、会津地鶏、伊達鶏等）

を使用したメニューの提供
　・フェア限定メニュー　福島牛カツ丼１，０００円

売店【アヴィスの森】
○ふくしまの「桃」「梨」「ぶどう」「りんご」を使用した

限定フルーツシューの販売
○美味いもんフェアコーナーの設置

（２）９月15日、22日の２日間は、ライシーホワイトが皆様をお出迎えします！

①県産米ＰＲ
１階入り口付近で展開　開館～11：30頃

②お米88ｇ当てゲーム（２階レストラン入口付近）
レストランご利用のお客様対象
11：30頃～15：30頃（商品が無くなり次第終了）

『ふくしま秋の美味いもんフェア～第２弾～』
♪県産肉と秋の恵みを楽しむ♪

『ふくしま秋の美味いもんフェア～第２弾～』
♪県産肉と秋の恵みを楽しむ♪

11：00～15：00（14：30ラストオーダー）

販売会

桜の聖母短期大学

【開催時間】 9：30～16：30

ふくしま自慢の桃で、きめ細かい実に甘さがギッシリ。
「糖度15以上」でシャキシャキ感を
楽しめる新食感！
秋の桃の味わいを是非お楽しみください。

「桜の聖母短期大学」の
　　学生さんたちがお届けします。

9 23 24日 月 祝・

※浄土平駐車場、ご利用のお客様は「環境美化費」として「普通車500円」別途発生します。

Fuku Press新企画新企画 ＞

福島県観光物産館には、
みんなに教えたくなるような商品がたくさん！

おいしい、可愛い、オシャレ！など
季節に合わせてトレンドを見つけよう

Lesprit MAGARA レスプリマガラ
手作りから生まれる食感と味わいのちがいは、シンプル製法だからこそ。
外はサクッと、中はしっとり。エスプレッソや紅茶、または緑茶とも相性が
良く、いろいろな楽しみ方が出来ます。

まがら洋菓子研究所有限会社
福島県いわき市小名浜君ヶ塚町9-6 水さやか

尾瀬の自然水を透明に固めた水のゼリーです。きりりと冷やしてお召し上
がりください。黒蜜・ゆずソース付き。

パティスリー白亜館
福島県会津若松市天神町24-14

マカロンマカロン

水ゼリー水ゼリー

2
セプテンバーピーチ（さくら白桃）

個入800円

私たちが
自信を持って
おすすめします

セプテンバー ーチピ


