
ミラクルロール
ハイネックショルダー
Ｍサイズ･･･････････6,050円

湊屋（齋藤産業）
川俣町

12/13㊊～16㊍

12/10㊎・11㊏

首元からの冷気の侵入を防ぎます。

③純米吟醸 精一杯
･･･････････････････････････ 720㎖ 1,650円

②純米吟醸 生酒 あらかわ
･･･････････････････････････ 720㎖ 1,930円

地域の良さを活かした酒づくりを目指す「福島地域酒米研究会」。
福島市内で作られた酒米を使った地酒を販売します。

福島地域酒米研究会

ふくしまラウンジ

飲食、喫茶、飲み比べ等が楽しめる
憩いのスペース

10：30～19：00
（ラストオーダー18：30）

営業時間

11：00～売り切れまで飲食コーナー

全国に誇る

酒

●

●

●

●

●

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。

TEL.024-525-4031
営業時間　９：30～19：00
【運営】公益財団法人福島県観光物産交流協会

福島県観光物産館

2021 12月中旬号福島県観光物産館だより 来店時のお願い ・可能な限り少人数でお越しください。
・マスクの着用をお願いいたします。

・入口で手指のアルコール消毒をお願いいたします。
・レジ精算待ちの際は間隔を空けてお並びください。

12/3金～7火12/3金～7火

12/12日・13月12/12日・13月 12/14火～16木12/14火～16木

12/8水・9木12/8水・9木
「会津山塩」を使った
キラキラと透き通る
スープは、まろやかな
味わい。

丸鶏、貝、
煮干しの旨味に、
５種類の塩を合せた
「塩らぁ麺」。

鶏の旨味と醤油が香るスープに
ストレート細麺が絡む一杯。

べこの乳ソフトの中に
グラノーラと
あんぽ柿を入れ、
上にもトッピング！

会津山塩　山塩ラーメン 800円
玉食オリジナルソースソースカツ 900円
浄土平レストハウス名物 小富士カレー 700円

シュトーレンは銘酒「会津娘」に漬け込んだ会津身しらず柿や
ドライフルーツがたっぷり。

うなおむすびは田村市産の米と
うなぎを使い、いわき市「HAGI
フランス料理店」が開発。

米農家が米粉を使った
皮で手作りした、
ネギみそ餃子（蜜入り）。
餡は地元野菜や
県産エゴマ豚肉が
たっぷり。

自然栽培された
安心安全な
サツマイモを
加工しています。
抜群の甘味と
旨味が自慢の
干し芋です。

女
性
に
も
好
ま
れ
る
、

す
っ
き
り
と
し
た

ま
ろ
や
か
な
味
わ
い
で
す
。

県産米で作った「う米めん」は、科学的根拠に
基づき開発したもちもち食感の米粉麺です。

第６回特別賞
第３回特別賞

第４回特別賞

第６回銀賞

第５回特別賞

第３回特別賞

12/４㊏・５㊐

會津が香る
シュトーレン、
パン各種

ホームベーカリーコビヤマ会津若松市

うなおむすび、
うなぎの蒲焼き

ニューフロンティア田村市

第６回
福島民報社奨励賞
う米めん
（白米麺、玄米麺）、
きくらげ 南会津産・会津産精油、

マスクスプレー、
木製ディフューザー等

干し芋、
ポン菓子

アルファ電子天栄村

もっちり餃子など

日本酒・本格焼酎他

自然食品ばんだい喜多方市
荒川産業喜多方市

一十八日南会津町

プロジェクトＦ２１
福島市

ふくしま産業賞フェア 福島民報社は、優れた取り組みを続ける県内企業をたたえる「ふくしま経済・
産業・ものづくり賞（ふくしま産業賞）」を毎年度、実施しています。
今回、産業賞を受けた8社がコラッセふくしまに集い、自慢の商品をPRします。

9：30～17：30 主催：

辛いっ！がうまいっ！！名物つけ麺。

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
会津白べこらぁ麺 900円

鶏醤油そば 780円
鶏とはまぐりの
中華そば 830円
大盛り 100円
味玉 100円

塩らぁ麺 900円
白醤油らぁ麺 950円
味付け替え玉 300円

ふくしまの
あんぽ柿パフェ
 ７００円

鈴木飯店
【会津若松市】 

宇宙に打ち上げた酵母で作りました。爽やかな香りと
爽快な辛口が特徴です。

渡辺酒造本店郡山市
①純米大吟醸 雪小町 Ｆ７-ｓ 
･･･････････････300㎖ 660円・720㎖ 1,760円

爽やかな香り、果実的な酸味と、瑞 し々い甘味が
バランスよく広がります。

会津酒造南会津町
②山の井 白 生 うすにごり
････････････ 720㎖ 1,540円・1.8ℓ 3,080円

芯がありながら、適度に酸味がのった味わいです。

国権酒造南会津町
③純米生酒 てふ
････････････ 720㎖ 1,650円・1.8ℓ 3,300円

生酒のフレッシュ感と甘み、酸のバランスをご堪能ください。

④純米生原酒 國権 垂れ口
････････････ 720㎖ 1,650円・1.8ℓ 3,190円

生酒の旨さとガス感、クセがなくさっぱりとした喉越しで
キレの良い後味。

夢心酒造喜多方市
⑤純米生酒 奈良萬 おりがらみ
････････････ 720㎖ 1,430円・1.8ℓ 2,860円

搾りたての爽やかな香りとフレッシュな味わいを楽しめます。

佐藤酒造三春町
⑥三春駒 初しぼり
････････････････････････････････････････720㎖ 1,089円

G20大阪サミット夕食会提供酒。純米吟醸の
瑞 し々い香りと米の旨みのバランスが取れた逸品。

末廣酒造会津若松市
⑦末廣 山廃純米吟醸 １回火入れ
････････････････････････････････････････720㎖ 1,604円

吟醸造りらしく、スッと入ってくるなめらかな口当たり。

大和川酒造喜多方市
⑧弥右衛門 純米吟醸無ろ過生
････････････････････････････････････････720㎖ 1,320円

酒ならではの若 し々さとガス感があり、呑み込んだ後の、
のど越しの良さも抜群。

高橋庄作酒造店会津若松市
⑨会津娘 芳醇純米生酒 おりがらみ
････････････････････････････････････････720㎖ 3,350円

ほんのりとした甘さが特徴の食パン。
1本につき60円がルワンダの学校に
寄付されます。

第６回特別賞
夢詰麦
（食パン）

まちなか夢工房福島市

① ② ③

12月 出店スケジュール
12/3㊎ 国際米流通センター（米・納豆）
12/3㊎～５㊐ 大七酒造（地酒）
12/3㊎・6㊊～９㊍・１２㊐～１６㊍ 佐久商店（いか人参）
12/3㊎・14㊋～16㊍ 八起農園（やきいも）
12/６㊊～９㊍ アルマ（シルク製品）
12/6㊊・13㊊ 佐倉ファーマーズ（季節の野菜）
12/８㊌・９㊍・13㊊～16㊍ ひふみ堂（オリジナルケーキ）
12/12㊐ わたなべパン店（オリジナルパン）
12/16㊍ 燻製木香（燻製商品）

玉萬厨房【福島市】 創作麺
やま鳶
【いわき市】

麺屋つどい
【郡山市】

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

①純米大吟醸 ふくしま
ゆめのかおり･････ 720㎖ 3,850円



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。

レジ袋削減のため、
マイバッグの持参
にご協力ください。
マイバッグの持参

中村屋菓子舗福島市（飯坂温泉）

清泉堂福島市

長門屋本店会津若松市

夢菓子工房かめまん須賀川市

モンブラン

･････ 1個 500円

home bakery
KOBIYAMA

会津若松市

會津が香るシュトーレン
････････････････････････････ 小、1個 1,508円

お菓子のさかい石川町

シュトーレン
 1個 2,160円

和牛と国産豚のハンバーグ&
旬野菜ナポリタン&海老ピラフ
・デミグラスソース ・トマトクリームソース
・ローストガーリックソース
･･････････････････････････････各1折 1,390円各日各10折限定販売

あかま福島市

生寿司
･････････････････････････････････ 1折 1,500円

田季野会津若松市

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

サイコロ食パン
･･････････････････････････････････････1個 550円
玄米パン ・つぶ ・こし ・ごま
････････････････････････････････････各1個180円

パルファン
･･････････････････････････････････････1個 508円

うにみそ ･･････････････････････７０ｇ 980円

バスク
チーズケーキ

･･････ 1個 350円
各日30個限定販売

マルゲリータ＆4種のチーズ
ハーフ＆ハーフ
･････････････････････････････････1枚 1,617円

2種類の味が楽しめるお得なピザ。

前菜盛り合わせ
･････････････････････････････････１折 1,200円

関漆器店会津若松市

蒔絵年賀状
・起き上がり小法師･･････1枚 660円
・干支宝づくし･･････････････1枚 770円

福相食品南相馬市

パスタBOX
･････････････････････････････････1折 1,300円
おつまみBOX
･････････････････････････････････1折 1,800円

ロースハム
･･･････････････････････････････３００ｇ 1,080円50個限定販売

西野屋食品いわき市

おのざき　いわき市

海鮮しおさい漬け･･･････９０ｇ 980円

TRATTORIA LA EGAO福島市
トラットリア ラ エガオ

他１０種類程度

ヤマサちくわ愛知県豊橋市

國松本店
愛知県豊橋市

平松食品
愛知県豊橋市

イチビキ
愛知県豊橋市

上製ちくわ
･･･３本入 260円
野菜ソフト
･･１０個入 320円 無添加八丁味噌

････ 400ｇ 668円

ちくわは旬の魚を原料に職人が1本ずつ
丹念に仕上げています。

豆みそ由来の旨み・コクが
活きています。

古関裕而の妻・金子さんのふるさと

豊橋フェア

フランス菓子の銘店
オーボンビュータンで修業した
オーナーパティシエが作りました。

ボンボンショコラ
･････････････････････････････ 8個入 1,998円

ル・カカオイエ郡山市

もちパイ ・こしあん ・つぶあん
･･･････････････････････････････････各1個 200円

中村松川堂相馬市

松川松月堂菓子店福島市松川町

大福もちをサクサクのパイ生地で包みました。

金山
赤かぼちゃプリン

･･･････････1個 290円

カラメルソース、金山赤
かぼちゃプリン、カスタード、
生クリームの4層。

大豆を味噌のように
発酵後、乾燥させました。

あさりに甘辛タレが
染み込んでいます。

和栗の大福 ･･････････････････1個 360円

川内産栗の渋皮煮を１個丸ごと
使った贅沢な逸品です。

ふくしま
アーモンドチョコレートふくたね
・ブロンド ・酒粕 
・ストロベリー ・桑の葉 
･･･････････････････････････････ 各60ｇ 各702円

ラポール泉福島市

香ばしい素焼きアーモンドに、2種類の
チョコレートをコーティング。

見た目も可愛らしい
ジャムサンドクッキーです。

ジャムサンドクッキー
････････････････････････････6枚入、1缶 900円

Cafe de Fleur福島市
カフェ・ド・フルール

ライブアップル、有機レーズンミックス、
国産オレンジピール、

アーモンドをしっとりめに
焼き上げました。

シュトレン･･･････････小、1個 1,836円

CAFE& BAKERY KERIKERI
福島市

大友パン店郡山市

厚切りのパンに
クリームを塗った
甘いパン。

中に栗が入っています。

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

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。

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、生地にたっぷりと
練り込んで焼き上げた極上の洋菓子です。

こんにゃく餅
･･･････････････････････････････････９個入 864円

菓子司 陣野塙町

くまたぱん
･･････････････････････････････････ 5個入 750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。

御菓子司 藤川屋伊達市

こだわりの自家製餡と
国産黒糖で練り上げた皮。
日本を代表する大物女優も

お忍びで購入する
話題の逸品。

家伝茶まんじゅう
 6個入 590円

割烹 三島屋伊達市

三島屋特製 幕の内弁当
･････････････････････････････････1折 1,000円各日30折限定販売

三島屋特製の豚角煮入り煮物と
炊き込みご飯のお弁当です。

こだわりの食材を使用。

10：00～10：30到着予定

Petit Rizière二本松市
プティリジエール

うな重弁当 
・雪 ････････････････････････ 1折 2,100円各日20折限定販売

・月･････････････････････････ 1折 3,200円各日10折限定販売

・花 ････････････････････････ 1折 4,400円予約制

伍代目 鰻のえびや会津若松市

※写真はイメージです。

会津産米の上には、炭火で焼いた
「照り感」のある「ふっくら」とした鰻。

9：30～10：00到着予定

10：00～11：00到着予定

きぬあずまを使った
タリオリーニに、鱈のスモーク、
地元の青味野菜と
フレッシュトマトの
クリームソース。

9：30～10：00到着予定

※写真はイメージです。

ふわふわ玉子の上に
カツがのっています。

道の駅 会津柳津柳津町

柳津ソースカツ丼
････････････････････････････････････ 1折 750円各日50折限定販売

たこ八（カネヨ水産）相馬市

名代ソースカツ丼
････････････････････････････ヒレ1折 1,170円

柏屋食堂本宮市

ロース 

ヒレ

創業100年以上の
歴史を誇る柏屋食堂
自慢の逸品です。

漆が美しいお年玉付き官製年賀状です。

･････････････････････････････ロース1折 920円

10：30～11：00到着予定

11：00頃到着予定

10:50～11:10到着予定

西郷ゆば工房西郷村

あやみどり豆腐
････200g 299円

希少な在来種大豆
「にしごう」を使用
しています。

大畑屋三春町

三春三角油揚
････････ 5枚入 426円

※写真は調理例です。

豆腐職人が昔ながらの技で
丁寧に手作りしています。

各日50袋限定販売
売り切れ次第終了

西郷ゆば
････100g 536円
西郷豆腐
････200g 299円
恋まろ豆腐
････200g 321円

いわなのダシが日本酒に
溶け込みます。

伝統を守り、本物のハムを作っています。
あぶくま川内川内村

いわな骨酒用
･････････１尾 648円

大川魚店いわき市

すじこ粕漬
 160ｇ 1,620円

かずのこの粕漬
 200ｇ 1,620円

歯切れの良い数の子を、
家伝の酒粕に
漬けこみました。

しまりの良い1等級すじこを使用。

・味付タコ　・ピリ辛タコ
・梅酢タコ････････････110ｇ 各500円

カネセン水産いわき市

カネセンオリジナルの「タレ」
に漬け込んだ珍味。

奥の松大吟醸粕漬西京漬セット
･･････････････････････････････････････ 4,500円

銘酒奥の松の大吟醸で72時間熟成させ、
魚の旨さをひきだした逸品です。

バター風味が豊かな
生地とラム酒漬けの
フルーツやクルミが
よくあいます。

11：00頃
到着予定

会津身不知柿のペーストを練り込んだ
白あんで、柿のジュレを包みました。

須賀川市産
とちおとめを使用。

かめまんいちごの
ロールケーキ

･･･1本 1,500円

Sweety Shinri福島市
スイーティー　  シンリ

Patisserie ESSOR 二本松市
パティスリー エソール

カフェアンドベーカリー ケリケリ

他3種を販売

ホームベーカリー コビヤマ

小池菓子舗柳津町

あわまんじゅう
････････････････････････････10個入 1,200円

あわともち米でできた、まんじゅうです。

旬のゆずと良質なアールグレイを
使用した、香り高いケーキです。

各日40箱限定販売

各日20個限定販売

30缶限定販売各日少量入荷

各日少量入荷

50箱限定販売

各日30個限定販売

各日30個限定販売

各日60個限定販売

各日120個限定販売

是山
 10個入 1,300円・17個入 2,200円
これやま

アップルクーヘン
･････････････････････････････････1個 1,080円

プレザーブした「紅玉」と
「ほおずり」がたっぷり。

海老あんかけ焼きそば
･･････････････････････････････････････１折 860円

珍満賓館福島市

各日20折限定販売

各日20折限定販売

珍満一番人気、えびがゴロッと入った焼きそば。

レガーレ桑折ピザスタ桑折町

ふっくら鮭の身とプリプリの
イクラがたっぷり。

お肉や揚げ物は控えめでヘルシーな
盛り合わせ。

メイプルサーモン、近海マグロなどを使用した
上品な生寿司。

新物鮭はらこ飯
･･････････････････････････････････1折 1,500円各日20折限定販売

新物ほっき飯弁当
･･････････････････････････････････1折 1,000円各日20折限定販売

各日10折限定販売

濱納豆
･･･ 1パック 617円

あさりしぐれ
･･････１箱 650円

いくら、つぶ貝、めかぶ、数の子がたっぷり。

9：30～10：00到着予定
会津地鶏の甘辛い照り焼きと
会津産ネギ焼、
田季野の象徴である
山菜を合せました。

会津地鶏
照り焼き輪っぱめし
･････････････････････････････････１折 1,296円各日20折限定販売

海鮮と天ぷら 魚の伊達市

甘海老の棒寿司
･･････････････････････････････････････ 1折 830円各日20折限定販売

金華さばの焼鯖棒寿司
･･･････････････････････････････････５貫入 780円各日30折限定販売

とびっ子を混ぜ込んだシャリと、プリプリ甘海老
の相性がとても良い、贅沢な棒寿司です。

9：30～10：00到着予定


