
あわび、すじこ、数の子、
帆立、有頭えびなどの
粕漬詰め合わせ。

●

●

●

●

●

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 11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

11/23㊏㊗は、コラッセふくしま館内設備メンテナンスのため休館いたします。

旨味噌漬けさんま･･･ 1本 256円

旨味噌漬けさば････ 3切入 600円

旨味噌漬け鮭････････ 3切入 600円
木下醸造元いわき市

塩麹漬け赤魚･･･････････ 1切 428円

旨味噌漬けさわら 3切入 600円

うにみそ ･･･････････ 150g 1,220円

さしみ粕漬（ミニ七浜漬）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,052円

いわき七浜漬・・ 5,940円

大川魚店いわき市

南蛮味噌 ･･････････････････････････････････････････････････ 1個 378円
相馬牛のメンチカツ････････････････････････････････ 2個 540円

鳥久精肉店相馬市

相馬小判
 箱入8個 1,944円
・・・・・・・・・・・・・1個 216円
バター最中
・・・・・・・・・・・・・1個 130円

松林堂
相馬市

相馬もちパイ
・つぶあん ・こしあん
････各180円

中村松川堂相馬市

麦つきせんべい
･････ 16枚入 756円
･･･････ 8枚入 378円

大江製菓
相馬市

被災地応援 個性豊かなウイスキー原酒を
組み合わせました。
エレガントな味わいです。

コクの深さが特徴。

台風19号の被害に見舞われたまちを応援します。

相馬牛のうまみが詰まっています。

クルミ入りのクッキー生地で
つぶあんをサンドし、
チョコレートでコーティング。

創業当初から変わらない
香ばしいおせんべい。

大福もちをサクサクのパイ生地で包みました。

夕食にいかが
でしょうか？

震災復興の想いを
7種類の魚介に込めました。

※写真は調理例です。

ブレンデッドモルトウイスキー９６３
ボンズ･････････････････････････････････７００㎖ 9,504円
ブレンデッドモルトウイスキー９６３
アクシス･･････････････････････････････７００㎖ 5,184円

笹の川酒造×県南酒販
郡山市

郡山市

相馬市

いわき市

ソフトかりんとう
・はちみつ・桃・紅茶  各324円

ぬか茂菓子店本宮市
柏屋のソースかつ丼
揚げせんべい ･･････････ 1袋 380円
柏屋のソースかつ丼
かりんとう･････････････････ 1袋 350円

柏屋食堂本宮市

程良いかたさの食べやすい
かりんとうです。

酒かす
ソフトかりんとう
大天狗
･････350円

大天狗酒造
本宮市

大天狗 純米吟醸･･720㎖ 1,870円

「大天狗」の酒かすの風味が
ほんのり口の中に広がります。

ソースかつ丼風味のお菓子です。本宮市

大天狗の純米酒で丁寧に仕込んだ
梅のお酒････････････････ 500㎖ 1,210円

被災地応援レポート発信中！
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

新鮮な魚を味噌と塩麹に
漬け込みました。

お酒やご飯によくあいます。

謹製ほっき飯
弁当

 1折 1,000円
各日50折限定販売

各日16：30
到着予定

※写真はイメージです。

ほっき貝をたっぷり盛り付けました。

たこ八相馬市 １１/１㊎・2㊏・8㊎・９㊏

１１/12㊋～

油揚げの味噌漬 1枚 390円
豆腐の蒲鉾 絹 7個入 770円

とうふ屋 大楽
だい らくいわき市

長久保のしそ巻き
･･･････････････････ 30本 540円
きゅうりの華
･････････････ 230g2束 540円

長久保食品
いわき市

赤ワインらっきょう
 ･････････････････ 150g 648円
おここさんいちごの
ピクルス･････ 70g 432円
おここさんとまと
（フラガール）のピクルス
････････････････････ 80g 432円

豆腐本来の味を
ご堪能ください。

懐かしさを誘う
香り豊かな漬物。

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。

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

　　　  ラーメン  750円
ミルクみそラーメン
  950円
チャーシューメン 950円

11/11月~17日

会津若松市

坂新
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。

昔ながらの
大人気会津ラーメンです。

会津山塩ラーメン(並) 800円
会津山塩チャーシューメン
 1,050円
大盛 150円増し

11/1金~4月

11/1金~
11/8金~10日

「ラーメンＷａｌｋｅｒ福島
グランプリ2019」総合１位！

いわき市

創作麺やま鳶
とんび らぁ麺 800円

らぁ麺大盛 900円

白河市

田楽食堂

会津若松市

牛乳屋食堂

つゆに温泉からつくられた
希少な山塩を使用。11/6水・7木

会津若松市
会津らぁ麺

うえんで
白河ラーメン 650円
チャーシューメン 900円

・みちのく福島
 路ビール（生） 1杯
・フランクフルト 1本
・福島牛串 1本
セットで1,000円

0次会セット

0次会は物産館で！

独自製法チャーシュー
が人気です。

11/5火

11月 出展スケジュール 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

平井農園（干し柿）
ひふみ堂（オリジナルケーキ）
花春酒造（地酒）
わたなべパン店（オリジナルパン）
齋藤産業（ミラクルロール）
佐久商店（いか人参）
佐倉ファーマーズ（季節の野菜）
岡田海苔店（海産物）
ニコニコ菅野農園（ナツハゼジャム）
菅野房吉商店（季節の果物）
秀の実（畳の小物）

福島県観光物産館

命の雫 木村
のむヨーグルト
・プレーン ・いちご
・ブルーベリー
・・・・・・・・・・・・・各150㎖ 185円

命の雫 木村
こだわりヨーグルト
スパウトタイプ
・プレーン ・スイート
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各1000g 810円

木村ミルクプラントいわき市

初出店



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。

半熟スフレ
チーズ3個、チョコ2個
･･･････ 箱入5個 804円

太郎庵会津坂下町

①
④② ⑤③

松茸のうまみを
存分に味わえます。

人気に
こたえて

バターカステラ･･････････････１個 162円

ふたば茶亭双葉町

まさひろロールカット････１個 200円ひとくちゆべし･･････････ 1個 480円
いも羊羹････････････････････ 1個 190円
栗むし････････････････････････ 1個 190円

生きんつば････････････････ 1個 190円

華の湯シュークリーム「桃香」 1個 300円

玄米パン・こしあん・粒あん・ごま
････････････････････････････････････････････各1個 160円

③ハムカツパン
････････････････ 1個 184円
④焼きそばパン
････････････････ 1個 184円

たけだパン
福島市

①チキンカツ
････････････････ 1個 184円
②ツナサラダ
････････････････ 1個 184円

③白身魚フライ
････････････････ 1個 205円

②ハンバーグ
････････････････ 1個 205円

①サラダパン
････････････････ 1個 162円

光月堂福島市

マーブル
････････････････ 1個 140円

①ピザパン
････････････････ 1個 129円

ピノキオ二本松市

②ハンバーガー
････････････････ 1個 183円
③ベーコンフランス
････････････････ 1個 140円
④チーズフランス
････････････････ 1個 140円

①食パン  1斤 320円
②焼サラダパン
････････････････ 1個 180円

喫茶 オジマ
福島市

④あんぱん
････････････････ 1個 190円

③そぼろパン
（ピーナツクリーム入）
････････････････ 1個 200円

ジャーマンポテト
････････････････ 1個 180円

リッチ生パウンド
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個 1,080円
かりんとラスク
・・・・・・・２枚 150円・８枚 600円

フルラージュ郡山市

モーニング郡山市

イタリアマロン
･･･････････････････ 8個入 1,080円

柏屋郡山市

ジャージー牛乳のバター

･･･････１５０ｇ 1,700円

ファームつばさ鮫川村

あだたら山の揚げ饅頭
･････････････････････････････････････１０個入 1,100円ジャージー牛乳

･･････････500㎖ 702円 ････････････････････････････････････････････５個入 550円

花月堂花屋二本松市

ゆいプリン（リッチ）

･･･１個 350円

都路スイーツゆい田村市

②裏ロ万･･････････････････････ 1.8ℓ 3,000円うら ろ まん
花泉酒造南会津町

③干支（子）純米原酒 350㎖ 1,650円
国権酒造南会津町

④ヌーヴォー2019
･･････････ 750㎖ 2,343円

いわきワイナリー
いわき市

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！！

11/23㊏㊗は、コラッセふくしま館内設備メンテナンスのため休館いたします。
懐かしい 青春時代のパン

食べ比べ 第２弾

１１/１㊎～４㊊・９㊏・１０㊐

１１/１㊎～４㊊・8㊎～１０㊐

１１/１㊎・2㊏・４㊊・8㊎・９㊏

１１/１㊎・2㊏・8㊎・９㊏

１１/１㊎～3㊐・8㊎・９㊏

１１/１㊎・2㊏・４㊊・8㊎・９㊏

１１/１㊎・2㊏・8㊎・９㊏

１１/9㊏発売予定

１１/9㊏～売り切れまで

かめまん須賀川市 １１/１㊎～４㊊・8㊎～１０㊐

１１/１㊎～４㊊・９㊏・１０㊐

ノリノリ♪な
お弁当。

ボリューム満点、
2段弁当。

福島牛を
たっぷり
使用。

とろけるような食感のチーズケーキと
チョコケーキのセット。

ふくしま路
おとなの秋ごはん

･･１折 1,100円

福豆屋郡山市

海苔のりべん

 １折 1,000円
各日20折限定販売

各日2０折限定販売

秋をイメージした
おかずづくしです。

大人気！
月イチの限定販売。

１１/2㊏～４㊊・９㊏・１０㊐

小原庄助べんとう

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１折 1,100円
各日20折限定販売

20個限定販売

ふくしま路松茸おべんとう

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１折 1,080円
各日20折限定販売

福豆屋の牛めし

･･･････････････1,200円
各日20折限定販売

２０個限定販売

５０本限定販売 各日10個限定販売

各日30個限定販売

各日70個限定販売１１/１㊎～４㊊

くまたぱん･････ 6個入 700円

くまたぱん本舗
須賀川市

こしあんをたっぷり包んだ皮に、
砂糖をふんだんにまぶしました。

都路産の卵を使用
したカスタードプリ
ン。とろける口当た
りと、素材のコクを
お楽しみください。

①会津娘 純米大吟醸 山田錦2019
･･･････････････････････････････････720㎖ 2,995円

高橋庄作酒造店会津若松市

１１/１㊎・2㊏・４㊊・8㊎・９㊏

素朴な味ながらも、
しっかりとした食感。
甘食パン

 3個入 421円

甘食専門店
結（ゆわえ）

福島市

甘さ控えめ、小豆本来の
香りと食感が楽しめます。

コクのある深い味わいが
楽しめるヨーグルト。

発酵バターをふんだんに
使用しました。

創業以来作り続けてきた玄米パン。
もちもち食感は玄米ならでは。

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。

なめらかな口どけのマロンフィリングを
ふわふわ生地で包みました。

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。

他定番のヨーグルト数種類入荷

全国に誇る酒行楽のお供に

まだまだ食欲の秋！

①
②

③
④

④

④

③

③

③

②

②

②

①

①

①

１１/2㊏・９㊏

１１/2㊏～・９㊏～

１１/7㊍発売予定
１１/12㊋発売予定

１１/8㊎発売予定 ⑤ＦＵＪＩ ＮＯ ＹＵＭＥ
2018 750㎖ 2,750円

フ ジ      ノ       ユ  メ

マヨネーズから手作り。優しい味わいです。

材料一つ一つにこだわっています。

懐かしさに満ちています。

昔ながらの素朴な風味。

あんぽ柿（ひらたねなし柿）
･････････････････････････････････････････1パック 650円

福島県秋季鑑評会金賞受賞酒
純米大吟醸　古関メロディー　
･･････････720㎖ 3,940円・1.8ℓ 6,930円

感謝農園平井桑折町

金水晶酒造店福島市

どこよりも早く

今年のあんぽ柿を

販売します。

１１/１㊎～

ラベルのQRコードを読み込むと
古関裕而の作曲リスト
（約5000曲）を
見ることができます。

１１/1㊎～

・栗の実入り
・パンプキンとパンナコッタ
・焦がし蜜と梨
･･････････････････････ 各200ｇ 453円
木いちご･･････････ 200ｇ 302円
メープル･･････････ 200ｇ 345円

昭和のマドレーヌ･･･････････１個 195円

初出品


