
イベント詳細は
コチラ➡

10令和元年とき

福島駅前通り（JR福島駅東口）

チケット販売は終了1時間前まで

福島県観光物産館、福島県酒造協同組合（福島市南矢野目字古屋敷54-11）

ところ

月26●
日
土 27●日日

【11：00～１8：００】 【11：00～17:00】

○20歳未満のアルコール類の購入や飲酒は法律で禁止されています。○飲酒運転は法律で禁止されています。

https://www.fukunosake.com

前売券の
お求め

1,000円（6枚綴り）前売券 1,000円（5枚綴り）当日券
※購入後のチケットの払い戻しはできません。

本事業に関する問合せ先 福島県県産品振興戦略課 TEL.024-521-7296

○飲食はチケット制になります。
　商品に応じて必要な枚数をお渡しください。
○一部現金制ブースあり。

福島の伝統と現代が出会い、新たな風がここにふく

（数量限定）

相馬野馬追

ふくしまの食、酒、伝統工芸

7年連続日本一記
念 おいしい
ふくしまフードも
たくさん！

福島県内
初開催！

県内5
7蔵から160銘柄が勢揃い！県内5
7蔵から160銘柄が勢揃い！

味噌醤油まつり 県内の味噌・醤油が大集合！県内の味噌・醤油が大集合！同時
開催

Sake Festival in Fukushima
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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 10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

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

10/4金・8火~11金

10/16水~18金

二本松市 麺屋しん蔵
田舎の醤油 800円
百姓の塩 800円
大盛り 100円

タマネギの産地化による
福島の復興を目指しています。

あっさり味のスープが
手揉み縮れ麺と
よく絡みます。

南相馬市 豊かな福島をつくる

豊福ファーム
野馬土手カレー
軍師（並盛） ６００円

べこの乳
ソフトクリーム
ミルク・コーヒー
食べ比べ　360円

ネギ増し 100円
メンマ 100円
チャーシュートッピング 250円

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。

10月 出展スケジュール 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

佐久商店（いか人参）

かれんいちば
ひふみ堂（オリジナルケーキ）
千藤（会津漆器・会津木綿）
手作り石鹸プリマリア（手作り石鹸）
花春酒造（地酒）

かれんいちばかれんいちば初開催 10/4㊎~6㊐ 福島県加工者連絡協議会
（愛称：かれん）の会員が生
産した農産物や加工品、
新米を使ったお弁当など
を販売します！

※少量販売のため、売り切れの際は
　ご容赦ください。

最終日
１８：００まで

丹精込めて育てた農産物を自分で加工し、温かみがある商品になりました。

９：３０～１９：００

かれんｓキッチン新米御膳
  770円
味おこわ  320円
10/5㊏・６㊐ 11時～

10/5㊏・６㊐

福島県観光物産館

グリッシーニ･･･････････････････  410円
カンパーニュ･･････････１/４個 400円
木の実のパン･････････１/２個 450円

胡瓜のピクルス･････････････  350円
茄子のピクルス･････････････  350円
大蒜のピクルス･････････････  500円にんにく

スプレット
・きゅうり ・ナス ・南瓜
･････････････････････････････････････  各500円
苺ジャム･･････････････････････････  500円
にんにくのスプレット（白）
･･･････････････････････････････････  1,000円
にんにくのスプレット（黒）
･･･････････････････････････････････  2,000円

キクイモドレッシング････  580円
キクイモピクルス･･････････  580円

けんちん汁･････････････････････  850円

ドレッシング　・人参+豆乳
・人参+ゆず ・人参+トマト
･･････････････････････････････････････各850円

ポタージュ（サツマイモ）  600円

切り餅
・白餅・豆餅・草餅・のり餅・しそ餅・柿餅
･･････････････････････････････････････各400円

天のつぶ
･･････････････････････････････５kg 1,950円
･･･････････････････････････････････２kg 980円

蒸しパン ･････････････････････････  160円

漬物各種 ･･････････････････････各380円

シフォンケーキ ･･･････････････････････････････････  510円 各日100食限定販売

各日50食限定販売

みそ ････････････････････････････････  580円

しそ葉まき･･････････････････････  500円
豆みそ ････････････････････････････  270円

りんごパイ(丸）････････････････････････････････････ 200円
りんごパイ(四角）･･･････････････････････････････  300円
りんごミニパウンドケーキ
･････････････････････････････ばら売り 300円
････････････････････････････････ 3個入 900円

りんごジュース（シナノゴールド）
･･･････････････････････････････ 180㎖ 270円
りんごジュース（グラニースミス）
･･･････････････････････････････ 180㎖ 300円

・りんご飴 ・もも飴･････各280円

きゅうりの佃煮･･･････････････  200円
しそ巻き･････････････････････････  280円

ミニトマト（アイコ）････････  200円

梨（新高）
････････････････････････････････････････  500円
･･････････････････････････････ 1箱 1,200円
りんご（秋映え・シナノスイート）
･･････････････････････････････････････各500円
･･････････････････････････ 1箱  各1,200円
ぶどう（ナイアガラ）
････････････････････････････････････････  400円
･･････････････････････････････ 1箱 1,000円

じゃがいも（ノーザンルビー）
････････････････････････････････････････  200円
伏見甘長（辛子）･････････････  150円
なす･････････････････････････････････  150円

［開催地］福島競馬場

［開催時間］

10:00  18:30

［開催日］

※終了時刻は変更になる
　場合がございます。

福島県の歴史と伝統、文化の魅力を、おいしい食・日本酒と
ともに発信します。ぜひご来場ください！

イベント詳細は
こちら▶FUKU博

［問い合わせ先］ 

福島県県産品振興戦略課 
TEL.024-521-7296

月 日（土）10 12年2019

入場無料

さくさくパイ生地と砂糖煮りんごの相性が抜群。 ふわふわな口溶けがとりこになります。 彩りの良いボリューム満点の弁当。

細長いスティック状のパン。
クラッカーに似た食感です。

ミルク味・コーヒー味どちらも濃厚な味わいです。



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。

ご予約承り中！

高級チョコとオードヴィを使った
贅沢なチョコレートケーキ。

フェイジョアタルト
･････････････････････････冷凍、１個 350円

ゆうゆうファームいわき市

小池菓子舗
柳津町

枝つき干しぶどう
シャインマスカット

 150ｇ 9,720円

枝つき
干しぶどう
巨峰

 150ｇ 3,996円

干しぶどう
巨峰
 ６０ｇ 1,404円
干しぶどう
高尾
 ６０ｇ 1,404円

フルーツのいとう福島市

卵サンド
･･････3個入 500円

厚切りハムサンド

･･･3個入 500円

あんベイ

･････････１個 200円
バスク風チーズケーキ

･･１個 500円

紫芋と白ごまのタルト
･･･････････････････････････････････････１個 497円

菓詩工房わたなべ南相馬市

阿蘇の白い山
･･････････････････････････１個 540円

大人の贅沢
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１個 486円

川俣シャモ地鶏鍋セット
･･････････････････････････････２人前～３人前 3,780円

川俣農業振興公社川俣町

大友パン店
郡山市

あんこう鍋セット･･３人前～４人前 4,395円
おのざきいわき市

喜多方ラーメンプレミアム「厚み」
･･････････････４人前 1,728円・２人前 864円

河京喜多方市

栗の実入りヨーグルト
･･････････････２００ｇ 453円

モーニング
郡山市

①廣戸川純米ひやおろし
････１．８ℓ 2,640円・720㎖ 1,320円

松崎酒造店天栄村

②しもふりロ万
････１．８ℓ 3,249円・720㎖ 1,650円

花泉酒造南会津町

③会津娘 羽黒７純米吟醸
････････････････････････････････ 720㎖ 2,200円

高橋庄作酒造店会津若松市

④開当男山金賞受賞酒
････１．８ℓ 6,600円・720㎖ 3,300円

開当男山酒造南会津町

⑤名倉山鑑評会出品酒（金賞受賞酒）
･･･１．８ℓ 11,000円・720㎖ 5,500円

名倉山酒造会津若松市

⑥大吟醸學十郎金賞受賞酒
･･１．８ℓ 11,000円・720㎖ 5,500円

2020年斎藤清カレンダー（福島テレビ）
････････････････････････････１３枚綴り 3,300円

豊國酒造会津坂下町

ロースカツ弁当
･････････････････････････････････ 1,480円

エビ・ヒレ弁当
･････････････････････････････････ 1,480円

弁当・惣菜

旬のフルーツ

和・洋スイーツ 飲 料

カレンダー

鍋・麺

うわさのカツ亭福島市

ソースカツ重弁当

････････････････ 1,728円

大亀楼福島市

うな重弁当 国産うなぎ使用

･･････  2,592円

うにの貝焼き
食べくらべ弁当
････････････････････････ 1,480円

小名浜
美食ホテル

うにの貝焼き
食べくらべ弁当
････････････････････････ 1,480円

小名浜
美食ホテル

いわき市

りんご サンふじギフト
････５ｋｇ 4,450円・３ｋｇ 3,050円

果樹園やまと福島市

季節のぶどうギフト
････３ｋｇ 5,000円・２ｋｇ 4,300円

酒井ぶどう園伊達市

クリスマス
ショートケーキ

････５号 4,500円

パティスリーアリュメット伊達市

クリスマスケーキ
フラピス

････５号 5,000円

クリスマスショートケーキ
･････････････････････････５号 4,500円

レーヴ鮫川店鮫川村

川俣シャモの丸焼き
･･･････････････････････････････1点 5,940円

川俣農業振興公社川俣町

鶴我のおせち（３段重）
･････････････････････････････････････38,000円

鶴我会津若松市

大吟醸風味サイダー  340㎖ 300円
喜多方市ふるさと振興
喜多方市

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！！

厚くてやわらかいカツです。

ふっくらうなぎにあっさり味の
タレが染みこんでいます。

冷やして濃厚・温めてとろとろ！
川俣シャモのモモ肉、手羽元、肉だんご、
スープのセットです。

焼きうに・蒸しうにを
存分にご堪能ください。

外はサクサク、中は柔らか！

蜜たっぷり！

房ごと乾燥させました。添加物不使用。

新物です。

酸味と甘みの
バランスがGOOD！

あんこうの切り身とあん肝入り味噌スープで
美肌効果に期待！

最高級の麺の食感・
のどごしが楽しめます。

和栗クリーム
たっぷりのモンブラン。

いちごゼリーとカスタード
クリームのコンビ。
※スイーツです。

パティシエが作った卵サンド。
※スイーツです。

粒あん入りベイクドチーズケーキを
パイで包んだ洋風まんじゅう。

10/5㊏・12㊏

10/6㊐・12㊏・13㊐

10/6㊐・12㊏・13㊐

10/6㊐・12㊏・13㊐
10/12㊏・13㊐

10/5㊏・12㊏

10/12㊏
10/5㊏・12㊏

ソースをかけると
濃厚プリンに変身します。
魔法のプリン

 １個 330円

パティスリー・ラ・４区

国見町

餅米と粉こんにゃくを使用。
とろけるような食感が特徴です。

いわき産の南国果物「フェイジョア」を使った、
爽やかな甘みのタルト。

こんにゃく餅
･････････････････････････････９個入 864円

菓子司陣野塙町

各日30個限定販売

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。

あだたら山の揚げまんじゅう
･･･････････････････････････････････････････ 5個入 550円
････････････････････････････････････ 10個入 1,100円

花月堂花屋二本松市

各日５０個限定販売

各日５０個限定販売

各日3０個限定販売

各日3０個限定販売

各日3０個限定販売 各日3０個限定販売

各日2０個限定販売

各日2０個限定販売

各日2０個限定販売

各日3０個限定販売

各日２０個限定販売

あわまんじゅう

････････ 10個入 1,080円
各日２０個限定販売

10/5㊏・６㊐・１２㊏～１４㊊ 10/5㊏・６㊐・１２㊏～１４㊊

10/5㊏・６㊐・１２㊏～１４㊊

予約受付中

予約受付中

お渡し日12/21㊏・22㊐・24㊋・25㊌

お渡し日12/24㊋ お渡し日12/21㊏・22㊐・24㊋・25㊌
お渡し日 12/31㊋・1/1㊌

10/5㊏・６㊐・１２㊏～１４㊊

10/5㊏・６㊐・１２㊏・13㊐

柳津の名物、あわともち米でできた
珍しいまんじゅう。

クリームボックスプレーン
･････････････････････････････････････････････１個 140円
クリームボックス酪王カフェオレ味
･････････････････････････････････････････････１個 150円

各日１２０個限定販売

各日60個限定販売

各日1０個限定販売 各日1０個限定販売

30個限定販売

30個限定販売

30個限定販売 30個限定販売 20点限定販売
田季野のおせち（３段重）
･････････････････････････････21,600円

田季野会津若松市

20点限定販売

各日15個限定販売

5箱限定販売

10箱限定販売

各日２０個限定販売

各日15個限定販売

厚切りのパンにクリームを
塗った甘いパン。

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。

他20種類ご用意！

1日1ネタふくしま雑学が楽し
い!

リバーシブル表紙

定
価1,200円（税込）10/5㊏発売！

物産館でも販売します！

｢10～っと ふくしま！｣
ジュウジュウジュウ

「穴ザーワールド」
アナアナアナ

HPから他のデザインも
ダウンロード可！

「社長のおやつタイム」
付録の「顔出しパネルコレクション」も要チェック！

など6企画！

今回の特集は…

※写真はイメージです。

絵は外して飾ることができます。

※写真は調理例です。

※写真は調理例です。

クリスマスの準備はお早めに♪

お渡し日 12/31㊋・1/1㊌

おせち料理

送料別、12月中旬発送予定

送料別

ご予約承り中！

① ② ③

④ ⑤ ⑥

サイダー飲み比べレポート発信中！
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

※限定数に達し次第受付終了となります。

※限定数に達し次第受付終了となります。

（しめの麺付き）

（しめのうどん付き）

ジャージー牛の牛乳

････････５００㎖ 702円

ファームつばさ
鮫川村

70本限定販売

10/11㊎～ 売り切れまで

初出品

初出品

初出品


