
おいしい
おうち時間 翌日受け渡し希望の場合は、

１３：００までにご連絡をお願いいたします。

今話題の
新しいスタイルのお魚屋さん。
久之浜などで捕れた新鮮な
海の幸を提供しています。
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〒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

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

川俣町農業振興公社川俣町

菱沼農園福島市

福島県観光物産館
常磐もの 松花堂弁当

････････････････････1折 1,200円

にしんの笹寿し

 ５個入 850円

デカえび丸太君

･･････････ 1折 850円

うなぎ寿し（国産）

････1折 1,400円

金賞会津
ソースカツ丼

･････････１折 1,200円

川俣シャモの丸焼き
･････････ハーフサイズ 2,600円
･････････････････････１羽 4,320円

会津わっぱめし
･････････････････････････････････････････････1折 1,080円

会津ソースカツわっぱ
･････････････････････････････････････････････1折 1,300円

お渡し日5/30㊏、6/６㊏・７㊐
※他の店より日数が少なくなっております。

5/30㊏・31㊐、6/6㊏・7㊐は
お持ち帰りお弁当を完全予約制で
販売します！

完全
予約制

●お弁当は予約販売のみになります。●予約は電話でのみ承ります。
●当日受け取りの予約はできません。
●現金のみのお会計になります。
●駐車券は発券できませんので、ご了承ください。
●ご来館はできる限り少人数でお願いいたします。

5/30㊏・31㊐、6/6㊏・7㊐
１0：3０～１３：００

お渡し
日時

物産館南側入口お渡し場所

お弁当販売会

ご予約はこちら TEL.024-525-4031

限定特別価格

鮭、山菜などの具材がたっぷり。

ふわふわ玉子の上に
カツがのっています。

魚を使った料理をメインに、
煮物などを詰め合わせました。

※写真はイメージです。

2020 6月上旬号

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

会津若松市 会津迎賓館（寿し万）

会津若松市 割烹 田季野

いわき市 はま水 会津若松市 牛乳屋食堂

各日50折限定販売

各日50折限定販売

各日30本限定販売

各日30本限定販売

各日50折限定販売

発送期間：6/10㊌～6/28㊐

※写真はイメージです。

佐藤錦
・バラ詰め・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・M・L混合1㎏ 4,320円
・秀手詰め・・・500ｇ 2,485円・1㎏ 4,860円
・特秀手詰め
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500ｇ 3,990円・1㎏ 7,770円

予約
承り中

※一部献立が変わる
　場合があります。

※盛り付け例です。
※具材が変わる場合があります。

・タコ飯（季節によって、北寄飯、ウニ飯に変更）
・サバの黄金焼き
・あんこうのとも酢和え
・さんまのポーポー焼き団子　など

西シェフの和食弁当
･････････････････････････ 1折 1,000円各日30折限定販売

西シェフのハンバーグカレー
････････････････････････････････････１人前 850円

西シェフの
相馬産アサリのトマトパスタ
････････････････････････････････１人前 700円

各日30折限定販売
西シェフの代表カレー
････････････････････････････････１人前 650円各日50折限定販売

サッカー日本代表専属、
西芳照シェフの味が
楽しめます。 会津の食材を生かした

料理を「輪箱飯（わっぱめし）」
で提供。

芦ノ牧温泉駅そばで
ラーメンやカツ丼を

提供する
人気食堂です。

会津の恵みをふんだんに。
創立以来変わらない味を

お届けします。

いわき市
NISHI’s KITCHEN
（ニシズキッチン）

相馬海鮮ソースカツ丼
･･････････････････････････1折 1,250円

海老・穴子天丼
･･････････････････････････1折 1,430円

ほっき天丼

 １折 1,000円

謹製ほっき飯弁当

・・・・・・・・1折 1,000円
各日50折限定販売

※写真はイメージです。

※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。

大ぶり海老・穴子がセットになったお得なお弁当。

チョコの風味が
口の中いっぱいに
広がります。

噛めば噛むほど
鶏本来の旨味が楽しめます。

大粒の実に甘みが
凝縮されています。

大ぶり具材が踊る浜のソースカツ丼。

サクサクの衣をまとった
ホッキ貝に甘辛いタレが

絡んだ絶品天丼。
※写真はイメージです。

※写真はイメージです。 ※写真はイメージです。

各日20折限定販売 各日20折限定販売

各日20折限定販売

相馬の海の幸を
ご堪能あれ。

鮮度抜群、獲れたてを
提供します。

相馬市 たこ八

6月 出展スケジュール 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

佐倉ファーマーズ（季節の野菜）
ひふみ堂（オリジナルケーキ）
佐久商店（いか人参）

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。

店頭にて
予約受付

店頭にて
予約受付

店頭にて
予約受付

和の食材を中心に栄養・見た目ともに
バランスの良いお弁当です。

ジューシーなハンバーグと
濃厚カレーがベストマッチ。

ボリューム満点の
ソースカツに大満足。

にしんを山椒の葉と
正油・酒・酢に漬け込み、
笹で包みました。 フライとポテトサラダが

入った巻き寿司です。

うなぎを自慢のタレとともに
ふっくらと焼き上げ、押し寿しにしました。

オリジナルブレンドの香料を
使った特製ビーフカレーです。

西シェフ自慢のパスタはいかが。

各日30折限定販売

各日30折限定販売

各日30折限定販売

父の日プレゼント父の日プレゼント
お父さんありがとうお父さんありがとう

パティスリー
アリュメット

伊達市

父の日ケーキ
（チョコバナナ）
 25㎝、1本 2,500円

予約
6/17㊌まで
6/21㊐
受け渡し

予約
6/17㊌まで
6/19㊎～21㊐
受け渡し1 2
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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。

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！！

生きたままの糀を使い、
時間をかけて育てた甘酒。

弾力のある食感となめらかな
喉ごしが特徴です。

具がぎっしり詰まっていて
食べ応え十分。

清泉堂福島市

大島屋白河市

喜一喜多方市マンドゥシャトン伊達市

上野台豊商店いわき市

パウンドケーキ
ふくしま桃語り

･･････１本 3,500円

美味しいところてん
･････････････････････････３個入 648円

オリジナル喜多方ラーメン
喜一の朝ラー

　
 ４食（熟成醤油2食・Sio2食） 1,296円

小名浜めひかり開き干し
･･････････････････････････１尾 190円

さんまふわっとみりん干し
･････････････････････････････････３尾 450円
さばのみりん干し･･･２切 450円

貴千いわき市 魚（うお）さし
 約100g 302円

さんまの
ぽーぽー揚げ
せんべい
･････････3枚入 324円

向山製作所大玉ベース大玉村

numberブレッド ・玄米・クルミ
････････････････････････････各1斤 345円

福の香

 １斤 1,134円
レーズンブレット

･･･････ 1斤 378円 他、人気のパン２５種類ほどご用意！

華正樓いわき市

華正樓名物 満州豚萬

････冷蔵、２個 1,000円

香精伊達市

甘酒セット
（にんじんあまざけ・塩甘酒・もものあまざけ、3本セット）
････････････････････････････････････････････････････各190g 900円

マンドゥシャトンのロール

 15㎝、1本 1,500円

明太子と小ネギのキッシュ

 1ピース 400円

あだたら山の
揚げ饅頭

･････････５個入550円
･･･１０個入1,100円

花月堂花屋　
二本松市

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。

5/30㊏・31㊐、6/6㊏・7㊐

5/30㊏・31㊐、6/6㊏・7㊐

5/29㊎～31㊐、6/6㊏・7㊐

5/29㊎～31㊐、6/6㊏・7㊐

5/30㊏・31㊐、6/6㊏・7㊐

5/29㊎～

各日30個限定販売

各日20個限定販売

5/30㊏～100個限定販売
6/ 6 ㊏～100個限定販売

5/29㊎～100箱限定販売
6/ 6 ㊏～100箱限定販売

各日10個限定販売

焼きだんご 
・しょうゆ ・みそ ・みそごま
･････････････････････････････ 各1本115円各日80本限定販売

お一人様
3箱まで

本家 丹波屋二本松市

やわらかく食べやすい
人気のだんごです。

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。

10：00頃到着予定 10：00頃到着予定

こんにゃく餅

･････････････････････････９個入 864円
各日30個限定販売

陣野菓子店塙町

松本家の水ようかん

･････････５本入 1,000円・２本入 500円

松本家会津若松市
文政2年創業以来、ほのかな甘さ、みずみずしい
味わいが多くの人に愛されています。

各日各10箱限定販売

NEWNEW

Shinri no コルネ
･････････････････････････ 1個 270円

Shinri no シュークリーム
････････････････････････1個 281円

レチェフラン
（プリン）

･････1個 302円
フワッと杏仁

･･････1個 357円

Ｓｗｅｅｔｙ Shinri
スイーティー　  シンリ

福島市

サクサクの生地に
とろーりカスタード。

スペイン由来のフィリピンのプリン。
柔らかな口どけが
特徴です。

玉嶋屋二本松市

玉嶋屋のバナナオムレット
･････････････････････････････ 1個 300円

5/29㊎～31㊐、6/6㊏・7㊐

5/30㊏～、6/6㊏～

5/29㊎～31㊐、6/6㊏・7㊐

各日20個限定販売

バナナとたっぷりのクリームを
ふわふわ生地で包みました。

 口当たり軽いミルキーな生クリームを使用し、
苺が丸ごと入ったふわっふわのロールケーキ。

でんぷんを使用せず、
魚本来の味と力を引き出しました。

いわきの郷土料理を
せんべいにアレンジ。

「福島県民ラーメン総選挙2018・2019年」に
2年連続で第1位に選ばれ、
殿堂入りとなった「喜一」の
お持ち帰りラーメン。

手づくり生地のやさしい味わいをどうぞ。
10：00～10：30到着予定

めひかりの上質の脂が凝縮しており、
旨味を存分に味わえます。

背開きにしたさんまを特製のみりんダレに
漬け込んで干しました。

明太子とゴーダチーズが
たっぷり入っています。

サックリのコルネ生地に
しっかりカスタード。

2019年2月、福島市宮代にオープンしたお店。

各日30個限定販売

30個限定販売

20個限定販売 各日30ピース限定販売

各日15本限定販売

20個限定販売

各6斤限定販売

10斤限定販売20斤限定販売

飲食、喫茶、飲み比べ等が楽しめる
憩いのスペース

ふくしま
ラウンジ

11：00～
売り切れまで飲食コーナー

麺や
うから家から
【福島市】 

塩らーめん 820円
塩生姜らーめん 870円
しょうゆらーめん 770円
ちゃーしゅーめん 1,120円

シンプルながら素材本来の
旨味が凝縮したラーメン。

6/1月・2火

6/3水～8月

食堂いしやま
【会津坂下町】 

5/29金・30土

会津地鶏、伊達鶏、川俣シャモの福島三大鶏を贅沢に
炊き出した極上濃厚鶏白湯。

5/31日、6/9火～12金

坂新
【会津若松市】 

冷やしラーメン ７5０円
冷やしチャーシューメン
 1,000円
ラーメン ７００円

麺と透明ですっきり味の
スープがよくからみます。

営業時間 10：30～19：00
（ラストオーダー18：30）

２銘柄 ７００円
3銘柄 1,000円
おつまみ 300円

入賞酒のみくらべ

「どこよりも早い入賞酒のみくらべ」開催中！
第1弾として15銘柄をご用意！

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。

福島鶏白湯 800円
半熟味玉 150円
川俣シャモ団子 300円

福島ラ〜メン組っ！
獅子奮迅隊

チャーシュー盛り 300円
ネギ盛り 150円
特製盛り【限定】 500円

販売中

金水晶　金水晶酒造店・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,889円
寿々乃井　寿々乃井酒造店・・・・・・・・・・・・・・・・3,850円
廣戸川　松崎酒造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,500円
奥の松　奥の松酒造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,500円
会津中将　鶴乃江酒造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,500円
名倉山　名倉山酒造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,500円
嘉永蔵大吟醸　末廣酒造 嘉永蔵・・・・4,400円
國権　國権酒造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,500円
開當男山　渡部謙一（開当男山酒造） 3,300円
田島　会津酒造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,300円
一生青春　曙酒造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,520円
七重郎　稲川酒造店・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,420円
玄宰　末廣酒造 博士蔵・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,500円
又兵衛　四家酒造店・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,410円
さかみずき　たに川酒造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,669円
千駒大吟醸　千駒酒造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,750円
藤乃井　佐藤酒造店・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,750円
会津吉の川　吉の川酒造店・・・・・・・・・・・・・・・3,300円
笹正宗　笹正宗酒造・・・・・・・・・・・・・・・・・・500㎖ 2,700円
若清水　若清水酒造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,720円

●
●
●

●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●

●の中から
選べます

●

あぶくま　玄葉本店
三春駒　佐藤酒造
東豊国　豊国酒造（古殿町）
人気一 　人気酒造
花春　花春酒造
大和屋善内　峰の雪酒造場
会津ほまれ　はまれ酒造
自然郷　大木代吉本店
榮四郎　榮川酒造 磐梯工場
萬代芳　白井酒造店
學十郎　豊国酒造（会津坂下町）
千功成　檜物屋酒造店
ロ万　花泉酒造

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

令和元酒造年度全国新酒鑑評会 入賞酒

以下は入荷次第販売します。

各720㎖

アールグレイティーと福島市の桃を使った
どっしりパウンドケーキ。

※写真は調理例です。


