
おやじの密かな地酒欲望 入賞酒セット発送限定
 商品！

入賞酒のみくらべ開催中
15銘柄をご用意！

令和元酒造年度全国新酒鑑評会 入賞酒

２銘柄 ７００円
3銘柄 1,000円
おつまみ 300円

6/12金

坂新
【会津若松市】 

かに船【いわき市】 

会津養鶏協会
【会津若松市】 

肉そば ９００円
あぶラーメン ９００円
支那そば ７００円

鈴木飯店
【会津若松市】 
つけめん 900円
つけめんチャーシュー 1,200円
あごしおラーメン ８５０円
あごしおチャーシュー 1,050円

舌も目も魅了される
黄金スープ。

入賞酒のみくらべ
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

6/12㊎～19㊎
6/12㊎～14㊐
6/15㊊・22㊊
6/15㊊～20㊏

佐久商店（いか人参）
マーチングfromふくしま（エール商品）
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）

6/16㊋～19㊎、22㊊～25㊍
6/19㊎～21㊐
6/19㊎～23㊋
6/20㊏
6/24㊌・25㊍

　　　菅野房吉商店（県産果物）
大七酒造（地酒）
愛和産業（スッポン・健康食品）
とうふや大楽（豆腐）
燻製木香（燻製商品）

6月出店スケジュール

第2弾

着払いのみ

※かにめし、うにの貝焼きめしはテイクアウトできます。

6/13㊏・14㊐は
テイクアウトのみ販売

6/13土～16火 コク・歯ごたえに優れた
会津地鶏をどうぞ。

6/17水～21日 新鮮な魚介が
堪能できます。 6/22月～26金 あごしおのさっぱり

風味は女性にも人気。

会津地鶏ふわとろ親子丼 1,100円
会津地鶏ラーメン 900円
会津地鶏チャーシューメン 1,100円

海鮮丼（上） １,３００円
うにの貝焼きめし ２,１６０円
かにめし 1,080円
日替わり　蟹天津飯 ７００円
　　　　  親子丼 ７００円
　　　　  カレー南蛮蕎麦 ７００円

●大吟醸 若清水（若清水酒造・平田村）
●千駒 大吟醸（千駒酒造・白河市）
●さかみずき 吟醸酒（若関酒造・郡山市）
 9,500円（送料込）
 

●名倉山 大吟醸（名倉山酒造・会津若松市）
●特選大吟醸 國権（国権酒造・南会津町）
●あぶくま 大吟醸（玄葉本店・田村市）
 16,000円（送料込）

●廣戸川 大吟醸（松崎酒造・天栄村）
●大吟醸 田島（会津酒造・南会津町）
●大吟醸 一生青春（曙酒造・会津坂下町）
 12,000円（送料込）

申し込みは、メールまたはFAXでお願いします。
〇お支払いは着払いのみとなります。
〇発送先は県内・東北・首都圏とさせていただきます。
〇発送までに注文後1週間前後のお時間を頂戴します。
〇到着日の指定はできません。 bussansake@tif.ne.jpメールアドレス 024-536-3188FAX

●お名前　●フリガナ　●郵便番号　
●ご住所　●電話番号　●コース名

申し込み
方法

タイトルの「発送限定商品　おやじの密かな地酒欲望第2弾　注文」と、
以下の内容を記載し、送信してください。

おやじ１コース（各７２０㎖） おやじ２コース（各７２０㎖） おやじ3コース（各７２０㎖）

※名倉山と國権は箱なしです。

●

●

●

●

●

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

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

福島県産品を持ち運ぶ包装資材から福島県の魅力を発信

福島県観光物産館

2020 6月下旬号

物産館の
包装紙・紙袋・レジ袋の
デザインが変わります。

久保修グッズ 販売中

久保修 書籍　５種類
････････････････････････････････2,035円～

・食材　・アート　２種類
････････････････････････････････････････････････････550円

・花シリーズ　・食材シリーズ　２種類
････････････････････････････････････････････････････880円

・夏野菜
・にゃんこ
2種類
････････････････････660円・若桜鉄道

・因幡の白兎
・らっきょうの花　等
１４種類　
･･････････････････１枚 150円～

・因幡の白兎
・枝垂櫻
・大漁旗
３種類
････････１枚  407円

カルビーとの

コラボ商品

新発売！

注目！

OYAKO GIFT
フルグラ®とそのオーツ麦から生まれた
ベビー食器のセット

マストロ・ジェッペットの自然由来素材を配合した安全・安心なバイオマスプラスチック
食器と、栄養にこだわったカルビーのグラノーラ「フルグラ®」のギフトです。
スプーン、フォークには、福島県産の笹・竹を使用しています。

3,300円

マストロ・ジェッペット×カルビー株式会社×福島県南会津町

Ａ４サイズ クリアファイル

ポストカード

付箋セット

マスキングシール

マグネット

書籍

6/23㊋は棚卸しのため18：00に閉館いたします。

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

ふくしま

飲食、喫茶、飲み比べ等が楽しめる
憩いのスペース

ラウンジ

6/13㊏・14㊐・20㊏・21㊐

お買上げ先着50名の方に
プレゼント（粗品）を差し上げます。

さくらんぼ・米・新鮮野菜を販売します。

大玉村さくらんぼフェア開催

いま現代美術の最前線で活躍する、切り絵画家、久保 修(くぼ しゅう)氏に
福島県を代表する主な観光地を切り絵で制作していただきました。
色は赤・青・緑の３色で、赤は桃・鶴ヶ城・白河だるま、青は福島の空・海・湖、
緑は豊かな自然を日本古来の色で表現しました。

切り絵のデザイン原画を展示中

全16種類

NEWNEW

NEWNEW



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。

なめらかな舌ざわりとコクのある深い味わい。

きねや本宮市

パティスリー エソール二本松市

ちーず六方焼き
･･････････････････････････････････････････ 1個 188円

50年以上の歴史を誇る冷やしラーメンです。

※調理例です。

プリンパン

･････････････1個 205円

コーヒープリンパン

･････････････1個 205円
各日30個限定販売

各日30個限定販売

パンの中に大きな
プリンが入っています。

ミルクフランセ

･･･････････1個 151円

コロネット

･･････････1個 140円
各日30個限定販売

中にコーヒー風味の
モカクリームがたっぷり！

程良い甘さの
ミルククリームが
やみつきになります。

予約
承り中

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW
NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

ふんわり・しっとりの皮の中に、つぶ餡と
生クリームがたっぷり！

生どら

･･５個入 800円

猪苗代町 どら焼のどらや

各日40箱限定販売

6/12㊎～14㊐・17㊌・19㊎～21㊐ 6/12㊎～14㊐・17㊌・19㊎～21㊐

6/12㊎～14㊐・17㊌・19㊎～21㊐

せんべやの
揚げ饅頭
･･･････････････････････････ 4個入 640円

猪苗代町 せんべや

油で揚げたもっちり生地に、
白砂糖をたっぷり
まぶしました。

各日50袋限定販売

各日50個限定販売

9:30～10：00到着予定9:30～10：00到着予定

④エソール・・・・・・・・・・・・・・・648円

②ラフィネ・・・・・・・・・572円

⑥クレームダンジュ 432円

③パリチョコティラミス
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・540円

⑤モンブラン・・・・・・・・・・540円

①スクエアシュークリーム
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・324円

クレームダンジュ
････････････････････････････4号 2,000円

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！！

パティスリー ルコネサンス
二本松市

生チョコ
ロールケーキ

･･ 1本 1,390円

パティスリー アリュメット伊達市

道の駅喜多の郷 ふるさと亭
喜多方市

ヨーグルト専門店
モーニング

郡山市

あだたら高原梨
･･････････････････････････････････････････ 1個 248円

太郎庵会津坂下町

アマビエ＆赤べこ天神さま（チーズ）
･････････････････････････････････････5個入 993円

健康を願って！

お父さんありがとう 

福島にエールを！

ねっか
只見町

ねっか
「あかべこ」×「あまびえ」
疫病退散ラベル
･････････ 720㎖ 1,650円

食堂いしやま会津坂下町

冷やしラーメン
･･････････････････････････････････････ 4食入 1,250円

牛乳屋食堂会津若松市

しょうゆ 1食 240円
みそ ･････ 1食 270円
ミルクみそ ･･･････････････････････････ 1食 290円
しょうゆ、みそ、ミルクみそ 3食入 1,190円

井桁屋須賀川市

かっぱ麺
････････････････････ 2食入 660円

富樫縫製×二本松市 福島市

アマビエ夏マスク････････1枚 1,100円 アマビエキーホルダー 1個 605円～

甘食・茶屋 結（ゆわえ）福島市

昔懐かし甘食ぱん エールパック
･･･････････････････････････････････････ 3個入 500円
黒糖甘食ぱん エールパック
･･･････････････････････････････････････ 3個入 550円
牛乳甘食ぱん エールパック
･･･････････････････････････････････････ 3個入 600円

マーチングfromふくしま福島市

福島×世田谷コラボキャンディー
ユージの応援歌･･････････････40ｇ 550円

大川魚店いわき市

うに味噌 ･･ 220g 1,620円

NISHI’s KITCHEN（ニシズキッチン）いわき市

西シェフのステーキ丼
････････････････････････････ 1折 1,800円

西シェフの
ハンバーグ丼

･････････1折 750円
鳥安福島市

たこ八相馬市

福豆屋郡山市

ブルーコーンズ会津若松市

會津ショートブレッド
・會津エゴマ・會津山塩
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2個8袋入 1,080円 ピノキオ二本松市 レガーレ桑折 ピザスタ桑折町

マルゲリータ

･･･1枚 1,350円

光月堂福島市

鶴我 東山総本山会津若松市

桜すき焼き弁当
････････････････････････････ 1折 1,080円

クロワッサンワッフルサンド
・塩ミルク&バター
・スイートポテト&バター
・つぶあん&バター
･･･････････････････････････････ 各1個 370円各日各20個限定販売 お菓子のさかい石川町

やわらかな生地に包まれたひんやりとした
クリームが、これからの時期にぴったり。

冷やしパン 
・クリーム ・酪王カフェオレ・あずき　
･･･････････････････････････････････････ 各1個 205円

ジャージー牛乳のパンナコッタ
あじさい色のジュレをのせて
･･･････････････････････････････････ 1個 350円各日20個限定販売

各日20個限定販売

各日10本限定販売

6/12㊎～14㊐・19㊎～21㊐

6/12㊎～14㊐・19㊎～21㊐

6/12㊎～14㊐・19㊎～21㊐

6/12㊎～14㊐・19㊎～21㊐6/12㊎～14㊐・19㊎～21㊐

6/12㊎～14㊐・19㊎～21㊐

6/12㊎～14㊐・19㊎～21㊐

6/12㊎～

6/12㊎～

6/20㊏・21㊐

6/20㊏・21㊐

6/12㊎～・18㊍～

レーヴ鮫川店鮫川村

桃ふく･･･････････････････････１個 194円

大野屋菓子店桑折町
桃の果肉を甘さ控え目の
白あんと生クリームで
包んだ優しい味。

ゆいプリン（リッチ）
････････････････････････････････････１個 350円

都路スイーツゆい田村市

各日24個限定販売

※6/17㊌は20袋限定販売
※6/17㊌は30箱限定販売

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。

喜多方ラーメンバーガーハヤトン
･･･････････････････････････････････ 1個 450円各日20個限定販売

各日20個限定販売

6/12㊎～14㊐・19㊎～21㊐

6/13㊏・14㊐

のびーるチーズブッセ
･･････････････････････････････････････････ 1個 194円

ぬか茂菓子店本宮市

各日5０個限定販売

甘さの中にチーズの程よい塩味が感じられます。

※調理イメージです。

須賀川特産きゅうりのしぼり汁で
練り上げた乾麺。

※調理例です。

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

いわき七浜漬 大5,940円

震災復興の想いを
7種類の魚介に
込めました。

うな重弁当
･･･････････････････････････  1折 2,300円

うなぎの半沢二本松市

各日20折限定販売

肉厚のうなぎとタレの染み込んだご飯が絶妙。

馬肉（桜肉）は
高タンパクで
低カロリーと
言われます。

元祖煮込みソースかつ丼
（持ち帰り）
････････････････････････････ 1折 1,100円

なかじま会津若松市

各日20折限定販売

各日20枚限定販売

アルケッチャーノの奥田シェフが監修。

全国的にも珍しい煮込みの
ソースカツ丼です。

6/13㊏・14㊐・20㊏・21㊐

6/12㊎～14㊐・20㊏・21㊐

6/12㊎～14㊐・20㊏・21㊐

6/12㊎～21㊐

6/20㊏・21㊐6/12㊎・13㊏・16㊋・17㊌・19㊎・20㊏6/12㊎・13㊏・16㊋・17㊌・19㊎・20㊏

各日20折限定販売
各日20折限定販売

鳥めし弁当
･････････････････････････････････ 1折 650円

鳥めし＋たつ田揚げ＋から揚げのセット。 鶏肉をたっぷり敷き詰めました。

たつから鳥めし弁当
･････････････････････････････････ 1折 800円各日20折限定販売 各日20折限定販売

相馬新物ほっき飯

・・・・・・1折 1,000円
各日50折限定販売

※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。

ノリノリ♪な
お弁当。

海苔のりべん

・・・・・・・・・・・・・１折 1,000円
各日20折限定販売

各日50折限定販売

10：30～11：00頃到着予定

パッションとバナナのシブースト
･････････････････････････････････････480円

ラム酒のサバラン

････････････････460円
各日20個限定販売

各日30袋限定販売

各日20個限定販売

各日各10個限定販売

父の日限定レーズンバターサンド
････････････････････････････ 4個入 1,200円

父の日焼き菓子
ギフト４種入り

･･･850円

50個限定販売

50個限定販売

都路産の卵を使用した、
とろける口当たりの
カスタードプリン。

美しい色合いのゼリーが映えます。

チョコをふんだんに使用。

会津の小さな洋食屋さんが作った
「さくさくほろり」のやさしい
焼き菓子。

スイーツが好きなお父さんへ。

クリームのふわふわと
パイ生地のサクサクが

楽しめます。

シンプルかつ優しい
味わいのお菓子。

「会津の天神さま チーズ」に
アマビエと赤べこが描かれています。

食べ応え抜群の
ハンバーグです。

オリジナルソースが肉のうまみを
引き立てます。

アマビエの可愛らしいイラストが描かれています。
※ボールチェーンの色は選べません。

只見町産の米を
使った焼酎です。

水着の生地と接触冷感機能を持つ素材を使用。

似顔絵、ピアノ、音符などの
絵柄によって味が異なります。

大納言を種にみたてた、しっとり仕立ての
焼き菓子です。

サブレとバタークリームの
相性が抜群。

サブレとバタークリームの
相性が抜群。

ナダテココと甘夏 200ｇ 302円
メロンの果肉入り 200ｇ 454円

生クリーム＆珈琲ゼリー
･･････････････････････170ｇ 386円

ココナッツとマンゴープリン
･･････････････････････200ｇ 454円

他１６種類ご用意！

6/13㊏・20㊏

各日50個限定販売

民報印刷

10：30～11：00頃到着予定

10：30～11：00頃
到着予定

9：30～10：00頃到着予定

10：30～11：00頃到着予定

10：30～11：00頃到着予定

10：30～11：00頃到着予定

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

大ぶり具材が踊る浜のソースカツ丼。

※写真はイメージです。

各日20折限定販売

6/12㊎～14㊐・20㊏・21㊐6/12㊎～14㊐・20㊏・21㊐

材料と手間を惜しまず
作り上げています。

チーズの風味が
口いっぱいに広がります。

父の日スイーツ

古関裕而　特集

おうちで食べよう お弁当大集合　

アマビエ
グッズ

①

②

③

⑤

⑥

④


