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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。

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

2022 1月新春特別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。

リンゴのキャンディやコンポートのような果実香。
上品な甘味かつキメ細かな舌ざわり。

末廣酒造 嘉永蔵会津若松市
②純米大吟醸 玄宰････････ 720㎖ 8,800円

もち米を35%まで精米した類を見ない大吟醸酒。
瑞 し々さと華やかさ、そしてやさしさを感じます。

花泉酒造南会津町
③創業百周年記念醸造酒 純米大吟醸
･････････････････････････････････････････ 720㎖ 5,800円

米の甘みとフレッシュ感あふれる酸味が一体となり
ジューシーで、天明らしく綺麗な味わい。

曙酒造会津坂下町
④天明 亀の尾65 本生 re preparation
･････････････････････････････････････････ 720㎖ 2,040円

フレンチオークの赤ワイン樽熟成原酒をメインに、バーボン
バレル熟成の長熟原酒をブレンド。

⑩ウイスキー963 963 セレクトリザーブ
ファーストエディション･･･････････････ 700㎖ 19,800円

口に含んだ瞬間、透き通った湧水を飲んでいるような、
雑味のない味わいです。

大和川酒造店喜多方市
①純米大吟醸 いのち････ 720㎖ 8,030円

多彩なモルト原酒を厳選し、
長期熟成したグレーン原酒と
丁寧にブレンドしたものを樽で熟成。

笹の川酒造郡山市
⑨ブレンデッドウイスキー
963 21年
････････････700㎖ 22,000円

山廃らしい酸がしっかりとした辛さをもたらしつつ、
吟醸香と透明感のある甘味。

白井酒造店会津美里町
⑥風が吹く[金]  山廃純米吟醸 中取り生
･･････････････720㎖ 1,650円・1.8ℓ 3,300円

長時間低温でじっくり仕込んだフルーティーで上品な
口当たりはワインのような感覚。

栄川酒造西会津町
⑤大吟醸 石田三成････････ 720㎖ 2,750円

アルコール度数が30度と少し高く、しっかりとした味わいを
楽しめます。

ねっか奥会津蒸留所只見町
⑦物産館オリジナル ねっか 720㎖ 2,500円

日本酒の吟醸酒と同じように米を精米歩合60%まで削って
仕込んだ贅沢な米焼酎です。

⑧ばがねっか壱型･･･････････ 720㎖ 2,200円

※福袋は、専用レジを設けるため現金のみになります。
　クレジットカード等はご利用いただけませんので、
　あらかじめご了承ください。
※ポイントカード・駐車サービス券は対象外となります。

数量限定
売り切れ御免！

数量限定
売り切れ御免！

プレミアム
飲み比べ

あけまして
おめでとう飲み比べ

福袋
の販売 8：00～

物産
館南側フロアにて販売開始

令和4年も福島県観光物産館で
は、福島の美味しいもの・技あり
の逸品を取り揃えて、皆さまのご
来館をお待ちしております。 
1/2㊐より営業いたしますので、
お年始やお土産などに最適な福
島の産品をお買い求めください。 
本年も皆さまにとりまして幸多き
一年となりますようスタッフ一
同、心からご祈念申し上げます。

メーカー福袋
物産館限定！他では買えません！

3,000円30袋
限定

太郎庵
菓子詰合せ

3,000円30袋
限定

根田醤油
味噌・しょうゆ詰合せ

7,000円20袋
限定

会津小林畜産
馬刺し詰合せ

3,000円30袋
限定

河京
ラーメン詰合せ

3,000円50袋
限定

黒潮海苔店
海苔詰合せ

3,000円30袋
限定

大川魚店
干物詰合せ

5,000円30袋
限定

会津蜂蜜
蜂蜜詰合せ

3,000円30袋
限定

おくや
豆菓子詰合せ

3,000円30袋
限定

川俣町農業振興公社
川俣シャモ詰合せ

3,000円30袋
限定

ハム工房都路
ハム・ベーコン詰合せ

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
3銘柄 ７７７円

にごり酒３銘柄
おつまみ付き　７７７円

12/29水12/29水1/2日・3月 9:30～1/2日・3月 9:30～

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。

12/30木～1/5水12/30木～1/5水 チャーシューたっぷり！
中太ちぢれ麺に澄んだ
黄金スープがよく絡みます。

坂新
【会津若松市】 

肉そば ９００円
ねぎラーメン ８５０円
あぶらーめん ９００円
支那そば ７００円

1/6木～10月1/6木～10月
「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

玉萬厨房【福島市】

1/11火～14金1/11火～14金

麺屋さ近【いわき市】 
Tritonらーめん：塩 700円
地鶏SOBA：醤油 750円
麺大盛・メンマ 各100円

豚骨の旨味と鶏白湯の
コクをいいとこ取りした
Tritonらーめん。
クセになる味わいです。

１２月３１日㊎ ９：30～１７：00
  １月  １日㊏ 休館
  １月  ２日㊐ ９：３０～１７：００
  １月  ３日㊊ ９：３０～１７：００
  １月  4日㊋ ９：３０～１9：００

福島県観光物産館
年始営業の
ご案内

通常営業

1/2㊐

新春初売り新春初売り

全国に誇る

酒

12月・1月 出店スケジュール
12/２９㊌・30㊍ 大七酒造（地酒） 
12/２９㊌・30㊍ 海鮮フーズ（海産物） 
12/２９㊌～31㊎・１/2㊐～５㊌ 燻製木香（燻製商品）
１/２㊐・３㊊・１２㊌～１４㊎ 八起農園（石焼いも） 
１/３㊊～５㊌・１２㊌～１４㊎ 国際米流通センター（米・納豆）
１/４㊋～７㊎ ひふみ堂（オリジナルケーキ） 
１/７㊎・14㊎ らったるった（マフィン） 
１/７㊎～１３㊍ 佐久商店（いか人参） 
１/９㊐ わたなべパン店（オリジナルパン）
１/１０㊊ 佐倉ファーマーズ（季節の野菜）

福島県産品
福袋

3,000円
中通り・浜通り・会津地方の産品を
ギュッと詰め込みました！

200袋
限定

福島地酒の
福袋
毎年大好評！！

15,000円24袋
限定

10,000円72袋
限定

6,000円84袋
限定

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

ふ
く
し
ま



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。

会津地鶏 精肉･･冷凍、もも・むね 時価

会津地鶏みしまや三島町
奥会津の自然が育んだ、
良質な鶏肉をどうぞ。

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

うわさのカツ亭福島市

うわさのカツ亭カツサンド
･･････････････････････････････････････3切 590円

もち豚のヒレカツ、キャベツ、特製ソース
の組み合わせです。

10：00～10：30到着予定

BLTカフェ福島市

オーナーズ
バーガーMサイズ

････ 1個 800円
20

オーガニックエゴマ粉使用の
自家製バンズにビーフ１００％の
パテが相性抜群。

味の駅シャロン玉川村・石川町

黒鶏卵
サンドイッチ

････１折 500円
20

黒鶏の卵を使用したぜいたくな逸品。

Monogelモノグル
福島市Patisserie Allumette

パティスリーアリュメット
伊達市

ベイクド
チーズケーキ

･････････ 1個 432円

Cafe de Fleur
カフェ・ド・フルール

福島市

フルールの福箱
･････････････････････････････････1箱 1,680円

らったるった人気マフィン 3個セット
･････････････････････････････1セット 1,080円

上町CHEERS
チアーズ

桑折町

上町CHEERSのカリカリビアチキ
･･･････････････････････････････････5個入 650円各日20セット限定販売

田季野会津若松市

相馬のお刺身盛り合わせ
･････････････････････････････････1折 2,000円

アンコウ
ともあえ

 140g 840円
各日30パック限定販売

各日20折限定販売

各日10折限定販売

あかま福島市

お寿司
 １人前 1,200円・3人前 3,500円

ズワイ蟹の棒寿司
･･････････････････････････････････････1折 900円
魚の海鮮カニちらし
･････････････････････････････････1折 1,480円

今野畜産南相馬市

二丸屋会津若松市

鰊山椒漬
･･･････････100g 670円

河京喜多方市

かんのや郡山市 一味庵福島市（飯坂温泉）

らったるった福島市（飯坂温泉）

川俣町農業振興公社川俣町

川俣シャモお雑煮の素
･･････････････････････４人～５人前 2,500円

Sweety Shinri
スウィーティーシンリ

福島市

本格イタリアンを
ご家庭で。

自社製造のクラフトビールを贅沢に使用した、
外はカリッと中はジューシーな
ビールのつまみに最高の唐揚げです。

9：30～10：00
到着予定

9：30～10：00到着予定

9：30～10：00到着予定

新鮮な海の幸を存分に。

相馬地方の
郷土料理。

じっくり
煮込んだ
若鶏とゴボウの
クリームソース
きぬあずまを使ったタリアテッレ
･････････････････････････････････1折 1,300円各日20折限定販売

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。

上はマスカルポーネムース、下はベイクドチーズの
二層の食感が楽しめます。わっぱ入り。

サックリのコルネ生地に
しっかりカスタード。

各日30個限定販売

ドゥーブルフロマージュ
･････････････････････････････････３号 1,100円

各日30個限定販売

モンブラン

･････ 1個 500円

中に栗が入っています。

各日30個限定販売

たこ八（カネヨ水産）相馬市

海鮮と天ぷら 魚の伊達市

TRATTORIA LA EGAO福島市
トラットリア ラ エガオ

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

お肉や揚げ物は控えめでヘルシーな
盛り合わせ。

レガーレ桑折ピザスタ桑折町

10：30～11：00到着予定

外はしっとり、中はトロトロ。

鰊の旨味と会津の山椒の香ばしさが
酒にピッタリ。

い  さ  ざわ
がんばっぺ五十沢伊達市

あんぽ柿蜂屋ギフト
･････････････････････････････ 1㎏入 4,500円
あんぽ柿蜂屋････････････230g 864円

うえんで会津若松市

会津山塩らぁ麺････４食入 1,800円

店の味を再現した、中太ちぢれ麵と
山塩のコクが効いたスープ。

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。

各日40箱限定販売

自家製小倉あんとモチモチの
求肥が入っています。

ミニだるま最中･････････６個入 594円
･･･････白河だるま入り、最中５個入 724円

大黒屋白河市

キャラメルだるま最中
･･･････････････････････････････････3個入 324円

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。

こしあんをカステラ生地で
包み込みました。

かすてあん会津葵
･･････････････････････････････５個入 1,250円

会津葵会津若松市

北海道産大納言小豆を練り上げた小倉あん
を、水を使わずに焼き上げた皮で挟みました。

じゃんがら ･･･････････６個入 1,285円
･･･････････ 3個入 604円・１個 199円

みよしいわき市

玉羊羹
・・・・・・・１０個入 1,200円・５個入 540円

玉嶋屋二本松市

「つるん」と丸く、程良い甘さの羊羹です。長門屋本店会津若松市

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。

フランス語で虎を意味する「ティグレ」2種を
含む焼き菓子7点のセット。
肉球ショコラはホットミルクに溶かして
食すのがおすすめです。

縁起の良い紅白の特別なゆべし。

シンプルな材料で作りました。
もっちり食感が
クセになります。

卵と牛乳をたっぷり使った、
フランスの伝統菓子です。

らったるった人気ベスト３のチョコナッツクリーム
チーズ、クッキーキャラメルナッツ、ラムレーズン
クリームチーズを詰め合わせました。

是山
 10個入 1,300円・17個入 2,200円
これやま

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。

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

菓子司 陣野塙町

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。

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

甘食・茶屋 結
ゆわえ

福島市

はちまん
福島市

素朴な味ながらも、
しっかりとした食感。

昔懐かし甘食パン･････3個入 421円

ごちそうで彩るお正月ごちそうで彩るお正月

会津小林畜産会津坂下町

モモ（ブロック）････160g 1,790円
ヒレ（ブロック）････160g 2,248円
ロース（ブロック） 160g 2,135円

馬刺し本来の旨みを引き出すために
“純国産馬刺し”にこだわり抜きました。

※水揚げ状況により内容が変更になります。

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。 喜多方ラーメンプレミアム「厚み」
････４食入 1,728円・2食入 880円
食堂はせ川 淡麗醤油中華そば
･･････････････････････････････４食入 1,080円

じっくりと煮込んだ
やわらかい自家製
チャーシューが入った
喜多方ラーメン。

昭和の香り
･･･････････････････････････････････２食入 880円
喜一の朝ラー
 4食入（熟成醤油2食・Sio2食） 1,296円

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。

※調理例です。

200箱限定販売
200箱限定販売

田舎のシェフの味工房・喜一喜多方市

ガレット・デ・ロワ 
･･････････････････････ 直径約11㎝ 1,800円

ガレット・デ・ロワ 
･････････････････････････直径18㎝  3,000円

フェーブ（人形）では
なく、アーモンドを
一粒お入れします。

「王様のお菓子」
という意味の、
新年を祝う

フランスの伝統菓子。

エガオのおつまみBOX
････････････････････････････････ 1折 1,800円各日15折限定販売

各日20個限定販売各日20セット限定販売

紅白ゆべし
････2個入 238円・10個入 1,296円

各日少量入荷

10個限定販売10個限定販売

各日30個限定販売
地元の野菜とイタリアンを融合させた、
本格的な前菜の盛り合わせです。
一つ一つを丁寧に手作り。

ズワイ蟹をたっぷりと使用。
カニの旨味を存分に
楽しめます。

※写真はイメージです。

国産クリームチーズを
使った濃厚な

ベイクドタイプです。

大粒とちおとめを、
こしあんと道明寺で
包みました。

福いちご

･･･ 1個 250円

カヌレ、ショコラカヌレ　
･･･････････････････････････････････各1個 300円

ベーグル 全１０種類
･･････････････････各1個 190円～320円

各日各15個限定販売

少量入荷

上質な福島牛を
ご堪能ください。
冬はすき焼きが
おすすめ。

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

川俣シャモ肉（２００ｇ）、手羽肉カット（１００ｇ）、
スープ（５００ｇ・冷凍）のセット。 赤身、中トロ、寒ヒラメが入ったお寿司です。

※写真は調理例です。

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
･････････1人前 8,000円

11：00頃到着予定

※写真は4人前です。

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
予約も承ります。

鮭、山菜などの具材がたっぷり。

会津わっぱ
･･･････････････････････････････ 1折 1,080円各日20折限定販売

各日20折限定販売

各日20折限定販売

各日30個限定販売


