
https://fukufuku
marche.com

福島の旬な物を
お取り寄せ！！
福島のものを
買うならココ！！

検索ふくふくマルシェ

まだ間に合います！
お歳暮はオンラインで！

かけそば（冷） 500円

9：30～17：30（12/19㊐は17：00まで）

●ＮＰＯ法人００７３（福島市）
●燻製工房木香（福島市）
●大石３ちゃん倶楽部（伊達市）
●株式会社smile farm（川俣町）
●ちゃばたけおとこ会（川俣町）

●RETOWA（三春町）
●大畑屋食品（三春町）
●生産組合ペルサルーテ（小野町）
●滝根町観光協会（田村市）
●都路町観光協会（田村市）
●渡辺酒店（田村市）
●みやこじスイーツゆい（田村市）

12月出店者 ●ホップジャパン（田村市）
●結び（鮫川村）
●海鮮フーズ（相馬市）
●あぶくま川内（川内村）
●工房マートル（飯舘村）
●かつらお元気プロジェクト（葛尾村）

かけそば（温） 500円

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
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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
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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。

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月下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。

12/20月～23木12/20月～23木

12/26日～29水12/26日～29水

12/24金・25土12/24金・25土
「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。

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

新米を使用した新酒ならではの味わい。
果実のようなフルーティな香り、軽やかな旨さが楽しめます。

奥の松酒造二本松市
①純米吟醸 新酒しぼりたて
････････････････････････････････････････720㎖ 1,375円

もろみ本来の素朴な風味と純米酒ならではの
芳醇な味わい。

②特別純米 にごり原酒 720㎖ 1,265円

宇宙へ打ち上げた酵母「うつくしま夢酵母」を使用した、
ロマンあふれる日本酒。

人気酒造二本松市
③宇宙に行ってきました。純米大吟醸
････････････････････････････････････････720㎖ 1,760円

新米でつくられた今年の新酒。生のままで出荷される
若さが魅力の酒。

④純米吟醸 初しぼり
････････････････････････････････････････720㎖ 1,518円

にごり酒ならではの芳醇な味わいと、穏やかな吟醸香が
楽しめます。

⑤純米吟醸 にごり
････････････････････････････････････････720㎖ 1,518円

浪江産米を55%まで磨き福島県オリジナル酵母TM-1で醸した
純米吟醸。清涼感のある香り。ほのかな果実味とすっきりとした味わい。

⑦磐城壽 純米吟醸 もやい離せ
････････････････････････････････････････720㎖ 1,700円

浪江町産の米、米こうじ、水を使った、穏やかで優しく
きれいな味わい。

鈴木酒造店浪江町
⑥磐城壽 大漁祝 紺碧 純米吟醸生酒
････････････････････････････････････････720㎖ 1,700円

香りはほどほど。甘く爽やかでフルーティー、
グレープフルーツのような味わい。

夢心酒造喜多方市
⑧純米生酒 奈良萬 中垂れ
････････････ 720㎖ 1,430円・1.8ℓ 2,860円

濃厚ヨーグルトに純米酒とはちみつをブレンドしました。
濃厚な味わいのヨーグルト酒です。

大和川酒造店喜多方市
⑨夜ぐると･･････････････････････500㎖ 1,508円

本格スパークリング。ほのかな酸味と純米酒らしいコク、
自然な甘さが味わい。

⑩珠泡SHU AWA純米大吟醸
････････････････････････････････････････500㎖ 1,100円

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 750円（650円）
ハンバーグカレー 950円（850円）

NISHI’s KITCHEN
（ニシズキッチン）
【いわき市】 

※（ ）内はテイクアウト価格 ※テイクアウトにサラダはつきません。

12/24金・25土12/24金・25土
創業55周年を迎えた、
手作り餃子・ラーメンの店。

招福萬来みらく
【福島市土湯温泉】
オリジナル開運満月餃子 20個1,450円
カレー開運満月餃子 20個1,800円

夕方からのお楽しみ 15:30～18：30 テイクアウトできます

福島市のソウルフード土湯温泉名物

らーめん石狩
【福島市】 円盤餃子

 20個1枚 1,350円
 50個1枚 3,000円

ふ
く
し
ま
餃
子
の
会

12/17金・18土12/17金・18土

チーズケーキカップ
･･････････････････1個 550円
あだたら高原プリン
･･････････････････1個 450円

木こりのチーズケーキ

･････････････4号 3,500円
数量限定 売り切れ次第終了

実演

12月 出店スケジュール
12/１８㊏・１９㊐ 奥の松酒造（地酒）
12/20㊊～２２㊌ 国際米流通センター（米・納豆）
12/20㊊～２３㊍ 湊屋（齋藤産業）ミラクルロール
12/20㊊・２７㊊ 佐倉ファーマーズ（季節の野菜）
12/23㊍・２４㊎ 手作り石鹸プリマリア（手作り石鹸）
12/23㊍～２７㊊ 愛和産業（すっぽん商品）
12/２４㊎～２７㊊ 大竹漆器店（会津漆器）
12/25㊏・２６㊐ 会津自然栽培農家の会（米・地酒）
12/25㊏～２８㊋ 燻製木香（燻製商品）
12/２６㊐ わたなべパン店（オリジナルパン）
12/27㊊・２８㊋ 大七酒造（地酒）
12/27㊊・２８㊋ 海鮮フーズ（海産物）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

玉萬厨房【福島市】
GAP 蕎麦リレー
福島県立耶麻農業高等学校
【喜多方市】

ふくしま。

GAP認証を取得した
高校の生徒たちが
打ちたてのそばを
振る舞います。

長門屋本店会津若松市

チョコ羊羹ファンタジア
･････････････････････････････････1箱 3,500円

會津豊玉猪苗代町

大粒いちご大福

･･ 1個 320円

しらゆき
････････････････････････････････1個 220円

ラポール泉×
オクヤピーナッツジャパン

福島市

ピーナッツチョコ
・カフェオレ ・ストロベリー
･･･････････････各60g 756円 他５種類販売

生チョコの元祖・平塚シルスマリアで修業した
オーナーパティシエが作りました。

切る度に出てくる絵柄が
変化するチョコレート羊羹。
三日月から満月へ変わる中、
鳥が羽ばたいていきます。

大きないちごを自家製の白あんと
求肥で包みました。

濃厚な口当たりに焼き上げた
チョコレート生地に、たっぷりの
生クリームとベリーをのせました。

オクヤピーナッツジャパンの
大粒で柔らかいピーナッツ
をチョコで包みました。

タブレットショコラ

スイート ････････････････1個 1,296円
ルビー･･･････････････････1個 1,458円

50個限定販売

Atelier de Gateaux
アトリエ・ド・ガトー

二本松市

Noël缶
･････････1缶 1,080円
ノエル

プリン工房はちまん福島市
厳選素材を使用し焼き上げた、
たまご形のかわいいマドレーヌ。

抹茶とホワイトチョコのリースクッキー、
ブールドネージュ、フロランタン、
チョコチップクッキー、フィナンシェのセット。

プリンやさんのたまごのマドレーヌ
プレーン、ショコラ、抹茶の３種類入
･････････････････････････････１０個入 1,200円

Sweety Shinri
スウィーティーシンリ

福島市

Shinri no コルネ
･･････････････････････････････････････ 1個 281円

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

サクサクの生地に
とろーりカスタード。

フロランタン、ブールドネージュ、
ケイクショコラ、
バニラクッキー、チョコクッキー、
チョコチップクッキーのセット。

サックリのコルネ生地に
しっかりカスタード。

各日20個限定販売

30箱限定販売

30個限定販売

各日20個限定販売

国産小麦100％使用。
もちもち食感かつ
香り豊か。

會ベーグル会津若松市

・ベーコンチーズ
 ペッパー
･･･････ 1個 290円
他１９種類を販売

・いちじく
･･･････ 1個 250円

・プレーン
･･･････ 1個 200円
ベーグル

各日各20個限定販売

Cafe de Fleur福島市
カフェ・ド・フルール

ケーキ家Piｇｇｙ
ピギー

福島市

ガトーショコラ

･････････ 1個 420円
各日20個限定販売

各日30個限定販売

各日30個限定販売

チーズケーキ工房・カフェ風花二本松市

Xmasギフト

････････6個入 1,500円

外はカリカリ、中はしっとりが
クセになります。

カヌレ・ド・ボルドー
･･････････････････････････････････････１個 260円

ふたば茶亭いわき市

まさひろロールカット
･･････････････････････････････････････１個 237円

濃厚なベイクドチーズケーキに
ハニーレアチーズケーキを重ねた
ダブルチーズケーキ。

出店
販売

あだたら山の揚げ饅頭
･････････････････････････１０個入1,100円
････････････････････････････････５個入550円

花月堂花屋　二本松市

10：00頃到着予定
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。

各日10個限定販売
各日60個限定販売

home bakery
KOBIYAMA

会津若松市

會津が香るシュトーレン
･･･････････････････小、1個 1,528円

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。

ホームベーカリー コビヤマ

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 カフェアンドベーカリー ケリケリ

クリスマス
スイーツ



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

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

割烹 三島屋伊達市

三島屋特製 幕の内弁当
･････････････････････････････････ 1折 1,000円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。

大豆の風味が生きています。

添加物を使用しない、
安全安心な生もち。

福島大学とコラボして、パッケージデザインや
弁当の中身を考案。福島の特産物を豊富に
使用しました。

10：00～10：30到着予定

お肉や揚げ物は控えめでヘルシーな
盛り合わせ。

栗きんとん
･･････････････････････････････６粒300g 1,058円150個限定販売

エフ・ケイフーズ椎名いわき市

※写真はイメージです。

上品な甘味と
ホクホク感。

珍味かまぼこハーフ
・かに ・うに ・穴子・サーモン
･････････････････････････････････････････ 各1個 864円

ロングセラーの高級かまぼこ。

弾力のある食感。

ベニズワイガニを練り込んだかまぼこの上に、
かに身をたっぷりと乗せました。

かに甲らかまぼこ････････････ 1個   864円

貴千いわき市

板かまぼこ
  魚さし　・赤 ・白･････････各１００ｇ 324円
  迎春小板　・赤 ・白 ････各220ｇ 648円

川俣町農業振興公社川俣町

川俣シャモスモーク バジル＆オリーブ
･･････････････････････････････････････････ 1個 648円

川俣シャモソーセージ パセリハーブ
･･････････････････････････････････････････ 1個 648円

川俣シャモスモークハーフ
･････････････････････････････････････ 1個 3,240円

高橋食品福島市

しみとうふ
････････････････････ 12枚入 680円

おふくろフーズ
葛尾村

あかま福島市

のし餅
しろ
 １㎏ 1,000円・2㎏ 2,000円
豆餅
 １㎏ 1,300円・2㎏ 2,000円

たこ八（カネヨ水産）相馬市

ヤマサちくわ愛知県豊橋市

田季野会津若松市

クリスマスわっぱ
･････････････････････････････････１折 1,296円

HikoBer
ひこべー

川俣町 あかま福島市

海鮮バラ寿司
･･････････････････････････････････････1折 900円

海鮮と天ぷら 魚の伊達市

たこ八（カネヨ水産）相馬市

伊達ハーブ鶏唐揚げ
････････････････････････････････････････大 650円

信濃屋福島市

雪うさぎの恵み弁当
･････････････････････････････････ 1折 1,188円

桃の炊き込みご飯の素
･･････････････････････････････３合用 1,134円

福相食品
南相馬市

県産黒鶏むね肉
（ペッパースモーク）
･･･････････････････････････････････200ｇ 580円

昭和の香り
･･･････････････････････････････････２食入 880円

西シェフの和食いわき市

相馬産天然トラフグのてっさ、
てっちりセット（唐揚げ付き）
･････････1人前 6,000円

西シェフの代表カレー
･･････････････････････････････････････1折 650円
西シェフのハンバーグカレー
･･････････････････････････････････････1折 850円

福島路ビール福島市

賀正ビールセット
賀正ビール・ピルスナー・ヴァイツエン・
レッドエール・桃のラガー・マイビール
･････････････各330㎖6本セット 4,170円

福島県味噌醤油
工業協同組合

二本松市

受賞醤油
ミニボトルセット
 6本入 2,430円

海鮮太巻き
･････････････････････････････････････ 1本 980円

特上蒲鉾
ハーフセット
 紅・白 1,296円

特上蒲鉾 紅・白
 各1本 1,080円

伊達巻
  648円

美味一膳本舗いわき市

吟味した原料のみを
使っています。

会津地鶏使用。
手間暇を掛けて
作りました。

会津地鶏卵 和三盆糖使用 
特選伊達巻
････････････････････････････････････   １本 2,160円

古関裕而の妻 
金子さんのふるさと

会
津
地
鶏
の
卵
と
魚
の
す
り
身
を
合
わ
せ
て
、

丁
寧
に
焼
き
上
げ
ま
し
た
。

物産館オリジナル商品

こんぶ白菜･････････････････････250g 324円
ゆず千枚･････････････････････････170g 324円
天かぶ･････････････････････････ 半割1個 410円

みずなます･････････････････････200g 324円

八島食品伊達市

※写真はイメージです。

さっぱりとした風味です。

丸十製麩所西会津町

志ら玉麸
・紅白　・白
 各30g 270円

丁寧に作られた
伝統の味。

※写真は調理例です。

甘く、繊細な味わい。

ハム工房都路田村市

ホワイトロースハム
････････････････････ 360g 2,550円

原木ロースハム
････････････････････ 360g 2,550円30個限定販売

30個限定販売

オノギ食品会津若松市

会津のこづゆレトルト････ 2人前 786円
会津のこづゆお料理セット
････････････････････････････････････ 5人前 1,100円

簡単調理で会津の郷土料理を味わえます。

※写真はイメージです。

うな重弁当
････････････････････････････････  1折 2,300円各日20折限定販売

各日20折限定販売

各日20本限定販売

各日20折限定販売

うなぎの半沢二本松市

肉厚のうなぎとタレの染み込んだ
ご飯が絶妙。

ブランド豚「麓山高原豚」の本来の味を
楽しめるようシンプルに仕上げました。
ご飯がすすむ甘辛い味付けと、
豚肉の柔らかさをご堪能ください。

伊達物産伊達市

からあげ伊達屋伊達市

県産雛鳥の
ローストチキン（15㎝～20㎝）
･･････････････････････････････････････1羽 980円

少人数での食事に最適です。近海マグロやサーモン、ほたて、エビ等を
使い、旨みたっぷりに盛りつけました。

レガーレ桑折ピザスタ
桑折町

10：30～11：00到着予定

9：30～10：00到着予定

壱ノ段：地鶏揚げ、林檎の会津煮の生ハム巻き、
　　　　北会津紅ほっぺのケーキなど

ひとつのお弁当でクリスマスをたっぷり楽しめます。

弐ノ段：海老、いくら、かまぼこ、椎茸の甘煮、
　　　　錦糸卵のちらし寿司など

9：30～10：00到着予定

4種のチーズピザ
･････････････････････････････････1枚 1,666円

ゴルゴンゾーラ、タレッジォ、モッツァレラ、
グラナパダーノがベストマッチ。

マルゲリータ
･････････････････････････････････1枚 1,350円

河内屋商店柳津町

雪掘ロールキャベツ
・デミグラスソース ・コンソメ
･････････････500g、冷凍、各1個 1,296円
雪掘にんじんのビーフシチュー
････････････････500g、冷凍、1個 1,728円

甘くてやわらかい雪掘キャベツと国産牛肉
100％を使用した、最高級ロールキャベツです。

福島特産の桃の果肉を具材に
使った炊き込みご飯の素。

川俣シャモ地鶏鍋セット
（しめのうどん付き）
･････････････････ 冷凍、２～３人前 3,780円

川俣農業振興公社川俣町

川俣シャモのモモ肉、手羽元、肉だんご、
スープのセットです。

昭和を感じるしょうゆ味の喜多方ラーメン。
煮干し味に相性の良い平打ち太麺を
チョイスしセットにしました。

ペッパーを
たっぷりとまぶした
チキン。

※調理例です。

※写真は調理例です。

あんこう鍋 米粉麺セット
（しめの麺付き）
･････････････････ 冷凍、３～４人前 4,395円

おのざきいわき市

あんこうの切り身とあん肝入り味噌スープで
美肌効果に期待！

令和３年度全国醤油品評会で入賞した
県産醤油の６本セット。使いやすい100㎖
サイズです。蔵ごとの味の違いをお楽しみください。

※単品でも販売いたします。

※写真は調理例です。

11：00頃到着予定

冬はすき焼きが
おすすめ。

※写真は4人前です。

※写真はイメージです。
1人前当たり刺身50g、皮刺し15g。
野菜、豆腐、ポン酢などが付いています。
※天候により入荷しない場合がございます。

2人前から
予約承ります。

予約制予約制

11：00頃到着予定

大七酒造二本松市

七福おとそ
･････････････････ 300㎖ 3,300円

各日50羽限定販売

各日50個限定販売

各日30折限定販売

50個限定販売

4等級・5等級
銘柄福島牛
肩ロース
･･････････････････････････････200g 3,000円各日30パック限定販売

200箱限定販売

年末のごちそう

「お屠蘇（おとそ）」は、酒やみりんに数
種類の生薬を漬け込んだ薬草酒。
一年の邪気を祓い、無病長寿を祈り、
心身を蘇らせる願いを込めていただく、
お正月の祝い酒です。

冷めてもジューシーです。

白もち
･･･ 6枚入 400円 
草もち、 
豆もち
･･各6枚入 420円

伊達鶏の鶏天重
･････････････････････････････････････ 1折 900円各日20折限定販売

こだわりの綿実油で揚げた、柔らかい
伊達鶏のとり天と半熟玉子、季節野菜の
天ぷらが入った天重。甘辛丼つゆが絶品です。

NISHI's KITCHENいわき市
ニシズキッチン

西シェフのオードブル
････････････････････････････････ 1折 1,296円

和洋中を揃えました。

オリジナルブレンドの香辛料を
使った特製ビーフカレーです。

各日30折限定販売

各日30折限定販売

各日30折限定販売

今野畜産南相馬市
15：00頃到着予定

10：00～11：00到着予定

10：00～11：00到着予定

麓山高原豚丼
･････････････････････････････････ 1折 1,200円
は やまこうげんとんどん

各日20折限定販売

相馬産ズワイガニ（ボイル）････････時価
※天候により入荷しない場合がございます。
※今年はあと3回出港します。

奈良屋南会津町

生裁ち新そば 八割

････････３食入、つゆ付 1,296円
各日30個限定販売

南会津産の玄そばを粗挽きに製粉し、
挽きたてのそば粉を使用した香り高い
生そば。甘すぎないあっさりした
麺つゆ付き。

会津産の餅米「こがねもち」を使用。
よく伸び、香り豊かなお餅に
仕上げました。

松川浦産
生青のり
 200ｇ 270円

磯の香りが食欲を
そそります。

味の駅シャロン玉川村・石川町

田舎のシェフの味工房・喜一喜多方市

シャインマスカット
･･･････････････  1,400円～2,000円

酒井ぶどう園伊達市

※写真はイメージです。

みずみずしいフルーツを
召し上がれ！

ホームパーティーサンドイッチ
････････････････････････････････ 1折 3,000円

カツサンド、ハムサンドなど
食べ応えたっぷり！

11：00頃到着予定

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

珍満一番人気、えびがゴロッと入った焼きそば。


