
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
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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 2020 2月下旬号

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

福島大学の純米吟醸 福ぽんしゅ2020 ････500㎖ 1,800円
ふくしまピーチバウム
･････････････1個 324円・4個入、箱付き 1,512円

2月 出展スケジュール 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

ひふみ堂（オリジナルケーキ）

南会津
うまい
もの
フェア

佐久商店（いか人参）
菅野房吉商店（季節の果物）
花春酒造（地酒）
燻製木香（燻製食品）
名倉山酒造（地酒）
とうふ屋大楽（豆腐）
佐藤酒造（地酒）
わたなべパン店（オリジナルパン）
ふくかんねっと（ビビンパ・キンパ）
海鮮フーズ（海産物）
国際米流通センター（納豆）
扇田食品（豆腐）

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。

福島県観光物産館

独自製法チャーシューが
人気です。

白河市 田楽食堂

福島市

麺や
うから家から 

白河ラーメン 650円
チャーシューメン 900円

2/25火

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

しょうゆらーめん 770円
みそらーめん 870円
みそ生姜らーめん 920円
ちゃーしゅーめん 1,120円

温泉からつくられた
希少な山塩をつゆに使用。2/26水～28金

シンプルながら素材本来の旨味が
凝縮したラーメン。2/17月・18火

会津若松市 会津らぁ麺 うえんで福島市 玉萬厨房
雪うさぎカレー ５００円
鯵フライ定食 ７００円

吾妻山の雪うさぎを
イメージしたカレーが人気！

2/19水~24月

生姜焼定食 ７００円
ラーメン ６００円～

ふくしまの未来を創る逸品を販売！
福島大学×サマンサタバサジャパンリミテッド

猪苗代湖の
水飴も

使っています 郡山スイーツ
を召し上がれ！

※写真は
イメージです。

※写真はイメージです。

いわきの
特産品を利用
して商品開発を
しました！

２/２１㊎

２０２０ふくしま
和夢レット
五色セット
････5個入 540円

ごろっと梨っこタルト
･･･････････････１個 350円
美女伝説到来
甘酒シフォン
･･･････････････１個 180円
 

福島大学の学生とファッションブランド・サマンサタバサジャパン
リミテッドの女性社員が、約一年の月日をかけて創り上げました。

オリジナル日本酒と日本酒に合うスイーツ
好評発売中！

ふくしまの未来を創る                基金

詳しくはTwitterをご覧ください
        ＠fukushima_ST    検 索

新商品試食レポート発信中！
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 

21㊎は商品開発した高校生が販売します。
午後から販売開始！



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。

厚切りのパンにクリームを
塗った甘いパン。

カネセンオリジナルの「タレ」
に漬け込んだ珍味。

新
出
品
揃
い
ま
し
た
！

新
出
品
揃
い
ま
し
た
！

いわき逸品ぞろい！ 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！！

羊羹むすめきたか
･････････････････････ 80g 378円

いわき遠野らぱんいわき市

ピーチサイダー･･340㎖ 345円 うまくて
生姜ねぇ!!
ゴールデン
･････753円

ポンせんべい
････････････････････ 10枚入580g 518円
甘酒（粉末タイプ） 1人前 108円

和風シラチャスソース
･･････････････････････594円
ガーリック・シュリンプ
ベース･･･････････594円

いわきユナイトいわき市

さんまのポーポー餃子
･･･････････････････ 8個入 450円
さんまのポーポーそぼろ
･･･････････････････ 200g 450円

さんまふわっとみりん干し
･････････････････････････ 3枚入 450円

めひかり開き干し 5枚 950円

上野台豊商店いわき市

さんまのイタリアン
ハンバーグ 2個入 415円

さばといわしの
ポーポー焼

 2個入 195円

さば開き干し･･････ 1尾 350円
さばみりん干し･･ 2枚 450円

めひかり干し･･････ 1尾 180円

オリーブ飴（オイル）･･･････････ 80g 400円
オリーブ飴（ミント）････････････ 80g 400円

エクストラバージン
オリーブオイル
･････････ 60g 1,600円

いわきオリーブ
いわき市

川俣シャモのシャモ鍋弁当
･･･ 1折 1,400円

カジキソースカツ丼
･････････････ 1折 880円

うにの貝焼き
食べくらべ弁当
･･･ 1折 1,480円

小名浜美食ホテルいわき市

穴子の白干し
･･････ 1尾 840円
穴子の味醂干し
･･････ 1尾 972円

丸源水産いわき市

なめ茸･････････････250g 540円
甘辛野菜味噌 250g 540円
漬物タルタル いぶりがっこ
････････････････････････250g 540円

西野屋食品いわき市

青春ドレッシング
・ゆず ・みかん
 各200g 各540円

西野屋食品×
ふたば未来学園

いわき市
広野町

さんまのぽーぽー揚げ
せんべい
･･････････････････････３枚入 324円

ピリ辛いかげそ揚げ
 300g 648円

貴千いわき市

長久保食品
いわき市

カネセン水産いわき市

メルロー樽熟成２０１８･750㎖ 4,950円
フジノユメ２０１８･･････････ 750㎖ 2,750円
スパークリング梨豊水２０１８
･･････････････････････････････････････ 750㎖ 2,200円

青春焼肉のたれ
････････230g 540円
青春秘伝の丼たれ
････････230g 540円

いわきワイナリーいわき市

ねっかハイ
 330㎖ 385円

合同会社
ねっか

只見町

季節の果実のパウンドケーキ
・イチジク ・オレンジ･･････ 小 各1,058円

バトン・クーベルチュール
    大 3,300円
ミニ 1,458円
オランジェ
ミニ 1,080円

サクラクリエーションいわき市

ピンピンころりカレー
･･･２００ｇ1人前 756円

自家製キッシュ････････････････････････････ 小 540円

会津美里振興公社
会津美里町

新鶴温泉化粧水
･･････ 200㎖ 1,650円

AIZU BIJIN（会津美人）
･･････････80g 3,300円

アルモヘチマ
ローション
････････150㎖ 2,750円
アルモヘチマ
クレンジングジェル
････････１５０㎖ 3,080円

アルモ郡山市

果樹園のフルビネ
・葡萄 ・桃  ・梨

 各200㎖ 各1,180円
 3本箱ギフトセット 4,000円

とがし果樹園
福島市

ピオーネジュース
･･･････････････ 180㎖ 378円

イタリアントマトジュース
･･･････････････ 180㎖ 378円
りんご屋さとう
福島市

素材を食べる
・えごま生キャラメル
・りんごのキャラメリゼ
・りんご＋日本の柑橘
･････････････各４０ｇ 各398円

石井農園浪江町

桃のコンポート
 200g 1,188円
いちじくの
コンポート
 200g 1,188円

阿部農縁
須賀川市

ごぼうの蒲焼き
・辛口 ・甘口･････各85g 各594円

道の駅ひらた×宗平田村

玄米と雑穀のおつまみ
グラノーラ
・ブラックペッパー ・ガーリック
･･････････････････････各３５ｇ 各496円

原電子工業福島市

里山の
黒真珠
なつはぜじゃむ
････････１５０ｇ 780円

ニコニコ菅野農園
飯舘村

相馬野馬追カレー
・はちみつマイルドポーク
・スパイシーチキン
･････････････････････各200g 各648円

いととんぼ食堂
南相馬市

極上揚げかまぼこ 手まり
・プレーン・たこ
全７種類･･ 各４個入 各389円

おここさんシリーズ
いちごのピクルス
･････････70ｇ 432円
やさいのピクルス
･････････80ｇ 432円

他１０種類
 各60ｇ～80ｇ 各432円

・トマトジャム リコピンⅡ
･･････････････各100g 各648円

・いちご New X ジャム

いちご New X 
 1パック 3,980円

マー農園鏡石町

テリーヌショコラ

 ････････1,800円

アトリエ・ド・ガトー二本松市

あわまんじゅう
 10個入 1,080円

小池菓子舗柳津町

クリームボックス
･･････････････････１個 140円
酪王カフェオレクリームボックス
･････････････････････････････････１個 150円

大友パン店郡山市

いわな塩焼きサブレ
･････････････ 1個 378円・3個 1,080円

あぶくま川内川内村

厳選 日本酒
生チョコレート
 8個入 1,998円

パティスリー・ル・コネサンス×二本松市

4酒蔵二本松市

カヌレ・ド・ボルドー
･･･････････････････････････1個 200円

松月堂菓子店福島市
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外はカリカリ、中はしっとりが
クセになります。

香ばしくお酒にあいます。

只見産の米100％
使用。

低刺激かつ高保湿の
化粧品。

とりこになる食感。

いわなの中骨を魚粉にして生地に練り込みました。
串つきです。

カヌレ・ド・ボルドー
･･･････････････････････････１個 196円

ふたば茶亭双葉町

あわともち米でできた、
まんじゅうです。

焼きうに・蒸しうにを
存分にご堪能ください。

「むすめきたか小豆」をふんだんに
使用した水羊羹。上質な甘さです。

ぶどうの栽培から瓶詰めまで一貫して
生産しています。

無添加・無農薬の
材料にこだわっています。

無添加・無農薬の
材料にこだわっています。

新

新

新

新

新新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

常温のおつまみです。

2/１４㊎～

大七×2個、千功成×2個、
奥の松×2個、人気一×2個

二本松の４蔵が醸造する日本酒の風味をそれぞれ
溶かし込みました。

チョコレート好きにはたまらない
濃厚かつ上品な味わい。

各12本限定販売

蒸し上げお刺身真タコ 250g 1,300円
酢タコ････････････････････････････････110g 500円
ピリ辛味付けタコ･････････････110g 500円
梅酢タコ････････････････････････････110g 500円

ブランド米「Iwaki Laiki」など、
いわきの素材を活かした
「食」を提供します。

素材の持ち味を活かしています。

ポリフェノールたっぷり、無添加の飴。

川俣シャモの炊込み
ご飯、肉団子、つくね
などが楽しめます。

ヘルシーかつジューシーな
味わいが人気。

秘伝の調味液に漬け込み、天候にあわせて日陰干しし、
上質な干物に仕上げています。

料理の味が際立ちます。

学生たちが開発に携わりました。
広野町のみかんや楢葉町のゆずを使用。

いかの身に七味唐辛子を
混ぜ込んだすり身をまぶして揚げました。 ふわふわ・ぷりぷりです。

鮮度・手づくり・塩加減に
こだわっています。

手軽にお酢と野菜・
果物が食べられます。

県産の野菜と豚肉が
たっぷり入っています。

甘すぎず、果物そのままの味が
楽しめます。

トマトの旨味が詰まっています。

水・炭酸水・
牛乳などで

希釈して飲む酢です。
ドレッシングにも。

トースト、餅、コーヒーなど、
多様なものとあいます。

旬の味覚をどうぞ。

ポリフェノールを多く含む
果皮を残した
ホールタイプ。

ごぼうをカリッと香ばしく焼き揚げました。
おつまみに。

おたねにんじんのほろ苦さと程よい
辛さがマッチ。

おたねにんじん配合オールインワン
ジェル。べたつきません。

八年饂飩 320g 490円う どん

20個限定販売

各日30個限定販売

各日30個限定販売

30個限定販売

新

各日各15折限定販売


