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■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。

福島県観光物産館だより 2019 11月下旬号

TEL.024-525-4031
営業時間　９：30～19：00
年中無休 （11月23日のみ臨時休館）

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。

11月 出展スケジュール 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

佐久商店（いか人参）

休
館
日

菅野房吉商店（季節の果物）
秀の実（畳製品小物）
とうふや大楽（豆腐）
わたなべパン店（オリジナルパン）
金水晶酒造店（地酒）
手作り石鹸プリマリア（手作り石鹸）
こづち山棚田の会（新米）
海鮮フーズ（海産物）
佐倉ファーマーズ（季節の野菜）
HANA（手作り小物）
千藤（会津漆器・会津木綿）
佐藤酒造（地酒）
会津自然栽培の会（米・地酒）
名倉山酒造（地酒）
岡田海苔店（海産物）
高沢果樹園（季節の果物）
木香（燻製商品）
扇田食品（豆腐）
大七酒造（地酒）
ひふみ堂（オリジナルケーキ）
齋藤産業（ミラクルロール）
あぐりあいづ（身しらず柿）
ふくしま農家の夢ワイン（ワイン）
八起農園（焼いも）

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

11/16土・17日

11/26火~28木

会津若松市

坂新

郡山市

麺屋 信成

福島市

麺屋 銀次郎

肉そば ９００円
あぶラーメン ９００円
支那そば ７００円

・特製黒醤油
　 １,２００円
・黒醤油 ８５０円

塩ラーメン 750円
醤油ラーメン 750円

白河市

田楽食堂
白河ラーメン 650円
チャーシューメン 900円

阿部留商店
×

飯坂グラノーラ
×

べこの乳ソフトクリーム
　　　　　　　470円
ラヂウム卵、グラノーラと
混ぜて食べる、新感覚ソフト
クリーム。クリーミーです！

物産館だけで
食べられる
特別スイーツ！

西シェフが腕をふるいます！
11/29金～12/1日

新鮮な魚を自慢の調味液に一昼夜漬け込んだ、
酒と浜の香りが漂う逸品です。

魚のうま味とゴボウの
香りが絶妙です。

揚げているけれど油っぽくないのが
特徴です。

先祖伝来の「解凍術」で、かまぼこ本来の味と
食感を引き出しています。

復興応援

さんまのささ干し････････････ 3本入 950円
さんま梅海干し････････････････ 3本入 864円

丸由水産いわき市

毎日の
さば水煮
 1枚 324円

さばのトマトソース
･･･････････････150g 358円

さんまの南蛮漬････････････････････････  340円
さんま純つみれ････････････････ 6個入 360円

　いわき市

カネキ商店いわき市

縄文干し 目光
････････  650円
縄文干し 鯛
･････････････ 1枚 540円

丸源水産
いわき市

縄文干し とろさば
･････････････ 1枚 650円
縄文干し 柳カレイ
･････････････ 1枚 840円

下郷高菜ときくらげのしぐれ
･･･････････････････････････････････････････ 220g 540円
青唐高菜のり････････････････････ 200g 540円
鈴木農園ジャンボなめこ
たまり漬･････････････････････････････ 380g 702円

ワタスイ須賀川市

おのざきの
うに缶
 1缶入 3,730円
 2缶入 7,560円

おのざき
いわき市

贅沢明太マヨ入りかまぼこ 7個入 713円
トマトのかまぼこ『トマボコ』
･････････････････････････････････････････････ 7個入 756円

かに甲羅かまぼこ･･････････････････ 1本 864円

海鮮白むし
・あさり・いか・えび･･･････ 各1枚 173円

貴千いわき市

揚げかまぼこ あなたにあげ鯛
･････････････････････････････････････････････ 2枚入 778円
珍味かまぼこハーフ 
・うに ・穴子･･･････････････････････････ 各864円
贅沢チーズ入りかまぼこ･･･ 7個入 713円

さんまの
イタリアンハンバーグ
･･･････････････2個入 415円

毎日の
さば味噌煮
 1枚 324円

味丸さんま味醂干し･･････････ 380円
味丸さんま味醂干し
辛子 ････････････････････････････････････ 400円

味丸粕漬け 鮭
･･･････････････････ 648円
味丸さば味噌漬
･･･････････････････ 486円

オリーブの実ハーブ漬け
･････････････80ｇ 648円・80ｇ瓶詰め 756円
食べるガラムマサラ･･･････････ 50ｇ 537円

オリーブの実塩漬 ････････････ 100ｇ 648円

オリーブリーフ芽子にんにくソルト
･････････････････････････････････････････････ 80ｇ 540円
ＥＸＶオリーブオイル山椒･･･ 60ｇ 540円
オリーブ麺 ････････ 細、平打ち、200ｇ 420円
オリーブのお茶･････････････ 2ｇ×10ｐ 640円
燻製メヒカリのオリーブオイル漬
･････････････････････････････････････････ 5～6尾 715円
サーモンのオリーブオイル漬
･････････････････････････････････････････････ 50g 715円

オリーブの飴 ･･････････････････････ 80ｇ 400円
鰹揚げ浸しオリーブオイル漬け
･･････････････････････････････････････････････ 3切 464円

いわきオリーブいわき市

ミニ浜やなぎ
･････････････････････ 1枚 180円

揚げかまぼこ
・チーズ・野菜
･････････1枚 各140円

美味一善本舗いわき市

じゃこ天
 3枚入 378円

キムチチャーハンの素･･･････ 40ｇ 280円
カクテキの素･････････････････････ 130ｇ 420円

花菜郡山市

白キムチの素･･････････････････････ 78g 410円
キムチの素････････････････････････ 116ｇ 420円
オイキムチの素 ･･････････････････ 88g 410円

初出品

初出品

初出店

サラダ付き！

サッカー日本代表も食べている人気のカレーです。
お持ち帰りもできます。

代表カレー 800円飯坂グラノーラ出店

サッカー日本代表専属西シェフの

NISHI's KITCHEN（にしずきっちん）

相馬産つぶ貝パスタ（トマトソース） 800円

新発売

11/18月~22金・24日 香り高き芳醇な漆黒系
ネオクラシック信成ブラック！

ラヂグラソフト

自分で盛り付け！

みりんを使っていないみりん干しです。

混ぜるだけ。
家で簡単本格キムチ。

ファーチェ

丸又蒲鉾製造

上野台豊商店

50食限定販売

11/15金~17日 舌も目も魅了される
黄金スープ。

独自製法チャーシューが人気です。11/25月 あっさり、まろやかな
風味が女性にも好評。

福島県観光物産館

①純米吟醸 会津娘穣「松原8」・・・・・・・・・・・・・・・・・・720㎖ 2,200円

②三春駒 初しぼり・・・・・・720㎖ 1,089円・1.8ℓ 2,035円

高橋庄作酒造店会津若松市

佐藤酒造三春町

末廣酒造会津若松市

廣木酒造本店会津坂下町

人気酒造二本松市

花春酒造会津若松市

③しぼりたて 純米吟醸原酒生
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・720㎖ 1,430円・1.8ℓ 2,860円
④初しぼり 純米吟醸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・720㎖ 1,430円

⑥泉川純米吟醸ふな口本生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1.8ℓ 3,080円100本限定販売

⑤令和元年 御即位大礼記念酒・・・・・・・・・・・・・・・・720㎖ 1,650円

台風19号の被害に見舞われたまちを応援します。

「ふくしまラウンジ」実食レポート発信中！
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
11/16㊏

数量限定につきお一人様１本限り。※入荷数は変更になる場合がございます。
※物産館南口入口にて８：００から整理券をお配りいたします。
　限定数に達した場合、整理券の配布時間が変更になる場合がございます。

産地、鮮度、味にこだわった
海産物をお届けします。

しその実が入った、さっぱり味。しその実が入った、さっぱり味。

秘伝の調味液に漬け込み、天候にあわせ
日陰干しすることで、上質な干物に
仕上げています。

いわきならではのオリーブ栽培・商品開発を
行っています。

丸又のさつま丸揚････････ 3枚入 290円
丸又のごぼう巻 ････････････ 4本入 290円
丸又のいか巻････････････････ 4本入 290円
丸又揚ボール････････････････ 9個入 290円

　いわき市

素材本来の美味しさを生かしながら、
丁寧に手づくりしています。

品質の良い魚肉を厳選して使用しています。

全国に誇る
ふくしまの

酒

① ② ③ ④ ⑤ ⑥



麺を焼き固めたバンズで麓山高原豚の
チャーシューをはさみました。

一味庵福島市

パウンドケーキ「Love FUKUSHIMA」
････････････････････････1本 8,640円
････････････････････ハーフ 4,320円

清泉堂福島市

バウムクーヘン会津桐
･･････････プレーン1,188円

メープルバウム会津桐
会津産コシヒカリ米粉使用
･････････････････････1,296円

太郎庵会津坂下町

ホームベーカリーコビヤマ会津若松市

安達純生ロール

･････････ 1本 1,080円

アトリエ・ド・ガトー
二本松市

ハッピーロール

･････ 1本 1,425円

ハッピーベリー
矢吹町

もちどら焼き･･･････････････ 1個 128円

⑥焼きそばパン･･････････ 1個 140円
①フィッシュサンド･･････ 1個 172円
②エッグロール･･･････････ 1個 172円

④まるごとちくわ････････ 1個 140円
③フランスパンサンド 1個 216円

⑤クロワッサンサンド･ 1個 172円

ピノキオ二本松市

ホームベーカリーコビヤマ会津若松市

カヌレ・ド・ボルドー･･1個 230円
アトリエ・ド・ガトー
二本松市

シュークリーム
･･･････････････････････････････ 1個 250円

パティスリー アリュメット
伊達市

パティスリー
アリュメット

伊達市

キャラメルプリン
･････････････････････ 1個 230円

会津産エゴマごぼうピリ辛漬･･･････300円
会津産エゴマごぼう醬油漬･･････････300円

香精伊達市

うに貝焼き食べくらべ駅弁
･･･････1折 1,480円

小名浜美食ホテルいわき市

喜多方ラーメン丼（弁当）
･･････････････････････････････ 1個 650円

道の駅喜多の郷 ふるさと亭喜多方市

喜多方ラーメンバーガー
･･････････････････････････････ 1個 450円

・はなまめ甘露煮180ｇ
・舞茸炊き込みご飯の素160ｇ
・山うど油炒め155ｇ
・ばあちゃんのおもいで130ｇ
・ふきのとうみそ150ｇ
・ふきのとうしょうゆ160ｇ
・なめ茸茶漬け140ｇ
・からしみそ120ｇ
･･･････････････････････････････各 540円

会津物産南会津町

ブランデーケーキ
･･････････････････････････････････１本 2,500円

若木屋菓子店川俣町

ブランデーがたっぷり染み込んでいます。

アーモンドののった生地が
安達太良山を彷彿させます。

ふんわり、しっとりとした口どけ。
（直径14㎝×高さ3.8㎝）

東日本大震災や熊本地震で
被災した8道県の米を
ブレンドした球磨焼酎
「絆咲」を使用。

スイーツ食べ比べ

ドライフルーツ、ナッツ、會津身不知
柿を銘酒「会津娘」に漬け込み、生
地に練り込んで焼き上げた極上品。

會津が香る
シュトーレン

････大 3,564円
････中 2,268円
････小 1,307円

１１/１５㊎～

１１/１５㊎ １０：３０～

矢吹町の超人気店の
ロールケーキ！

素材と製法にこ
だわっています。

焼きだんご ・しょうゆ・みそ・みそごま 
･･･････････････････････････････････ 各1本115円

本家 丹波屋二本松市

早々に完売になる人気商品です。

小池菓子舗柳津町

あわまんじゅう

･････････････ 10個入 1,080円

柳津の名物、あわともち米でできた
珍しいまんじゅう。

自家製小倉あんとモチモチの求肥が入っています。

南会津町の自慢の品 で々す。
ミニだるま最中・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６個入 594円各日20箱限定販売
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・白河だるま入り、最中５個入 720円各日10箱限定販売

大黒屋白河市

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。

こんにゃく餅 ９個入 864円

菓子司陣野塙町

11/15㊎・16㊏・22㊎

11/15㊎・24㊐

11/15㊎・16㊏・20㊌・22㊎

大友パン店
郡山市

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160個限定販売

各日20個限定販売各日30個限定販売
各日80個限定販売

厚切りのパンにクリームを
塗った甘いパン。

ばたあぱん
･･･1個 110円

モックモック会津若松市

バタークリームの
砂糖がシャリシャリ
感を奏でます。

カヌレ・ド・ボルドー･･１個 195円
ふたば茶亭双葉町

外はカリカリ、
中はしっとりが
クセになります。

11/15㊎～17㊐・24㊐

11/15㊎～17㊐・24㊐

11/15㊎～17㊐・24㊐

11/15㊎～17㊐・24㊐

11/15㊎～17㊐・24㊐

11/15㊎～17㊐・24㊐

11/15㊎～17㊐・24㊐ 11/15㊎～17㊐・24㊐

11/15㊎～17㊐・24㊐

11/15㊎～17㊐・22㊎・24㊐ 11/15㊎～17㊐・22㊎・24㊐

11/15㊎～17㊐・22㊎・24㊐

11/15㊎～17㊐・22㊎・24㊐

11/15㊎～17㊐・22㊎・24㊐

11/15㊎～17㊐・24㊐

11/16㊏・17㊐・20㊌・22㊎・24㊐

アトリエ・ド・ガトー
二本松市

あだたらシュークリーム
･･･････････････････････････1個 180円各日50個限定販売

各日50個限定販売

3本限定販売

3本限定販売

10本限定販売

20本限定販売
30本限定販売

各30個限定販売

10本限定販売

11：00到着予定

10：00頃
到着予定

10：00到着予定（毎週水曜日は除く）

「酒とも2018年度」準グランプリ受賞！

玉子プリン

 1個 250円

パティスリー
ルコネサンス

二本松市

各日50個限定販売

各日各20個限定販売

各日10本限定販売

各日80本限定販売 各日20個限定販売

各日10本限定販売

可愛らしいスイーツに
うっとり！

さくさく生地の中にカスタードがたっぷり。

初出品

初出品

ゆず沢の茶屋弁当
･･････････････････････････････１折 1,080円

ゆず沢の茶屋福島市
おにぎり、煮物、ミニ田楽などのセット。

材料一つ一つに
こだわっています。

ゆずみそ焼おにぎり
ランチボックス･･･････････ 1個 421円
ゆずおにぎり･････････････ 1個 173円

松茸のうまみを
存分に味わえます。

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。

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。

小原庄助べんとう

・・・・・・・・・・１折 1,100円
各日20折限定販売

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折 1,200円
各日20折限定販売

11/15㊎～17㊐・20㊌・22㊎・24㊐

ふわふわ玉子の上に
カツがのっています。

10：00～10:30到着予定

※写真は
イメージです。

11/15㊎～17㊐・19㊋・21㊍・24㊐

名物ソースカツ丼（弁当）

････････････････････････････1個 750円

道の駅 会津柳津柳津町

ご予約承り中！

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
････････････････････････38,000円

鶴我会津若松市

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㊌

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
････････････････････21,600円

田季野会津若松市

20点限定販売

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 ご予約承り中！※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。

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。

モモ、リンゴ、イチゴなど
福島県産の果物がぎっしり！

ロールケーキ

カヌレ

シュークリーム

プリン

①

②

③

④

⑤

⑥

焼きうにと蒸しうにだけでなく、
いくらものった贅沢な品。

ライ麦パンハーフ
･･････････････････････216円
コロッケパン 216円
クリームパン 216円
チーズボール 119円
3色パン････････216円
エピィ････････････216円

小麦粉・ライ麦・ハチミツ
からできた天然酵母「ル
ヴァン」を使用。豊かな風
味が特徴。

ご飯にラーメンスープが
染み込んでいます。

復興焼酎パウンドケーキ
絆咲の華
･････････････1本 2,400円
･････････ハーフ 1,200円

き しょう

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。

各日10折限定販売

各日20折限定販売

各日50折限定販売


