
福、笑いギフト
･････････････････････････････････････  3,456円C-01

お福分けギフトセット
････････････････････････････････････  4,320円C-02

浜・中・会津 
純米酒セット
･････････････････････････････････････  4,800円

福島地酒 
セット
･･･････････････････････････････････  4,500円C-04C-03

まきばのジャージー
まきばのジャージー
アイスクリーム6個セット
･･････････････････････････････････････  3,950円A-09

霊山の麓にある牧場で飼養しているジャージー牛の
新鮮なジャージー牛乳を使用。
コクのあるミルクをベースに、こだわりの製法・材料
で作ったアイスクリームです。

会津産の新鮮なミルクをベースに、旬の野菜や
果物を丁寧にペースト加工して作った
手作りジェラートです。

10種ミックスうまいお豆をはじめ、豆菓子専門店
おくやの人気豆菓子セットです。豆そのものの
美味しさ、食感、素材の旨みを存分に楽しむことが
できます。

太郎庵No.1人気商品のブッセ「会津の天神さま」のチーズと
季節限定味を加えたアソートセットです。

福島県産白桃を使用したゼリー。
角切りの桃が入っていて、食べ応えたっぷりです。

挽き立ての深煎り豆を使用し、
ドリップ仕立てで仕上げました。

「ひとつ、みっつやっか～」のテレビCMでおなじみの
地元のあられです。パリパリの
おせんべいと香り高い海苔の
組み合わせが絶品。

米どころ、ふくしまの想いをのせて。
14年もの月日をかけてたどりついた
「かおり、あまみ、ふくよかさ」。

福、笑いと、
物産館オススメの
ごはんのお供。

アイスクリーム140㎖×6個（ミルク・塩ミルク・
ブルーベリー・ラズベリー・抹茶・ごま）

明陽食品工業
深煎り珈琲ゼリー6個セット
･･････････････････････････････････････  3,365円A-08
深煎りコーヒーゼリー100g×6個　賞味期限：1年

ダイオー
いもくり佐太郎
･･･････････････････････････････････････ 4,100円A-01
いもくり佐太郎１６個入　賞味期限：１４日

木村ミルクプラント
プリン・ヨーグルトセット
･･･････････････････････････････････････ 4,400円A-07

木村パスチャライズ牛乳と卵、
生クリームをふんだんに使った
焼きプリンと、添加物を使わずに
牛乳の美味しさを生かした
ヨーグルトのセットです。

濃厚プリン90g×5個、こだわりヨーグルトスパウト
タイププレーン1,000g×1個、飲むヨーグルト
800㎖×1本　賞味期限：6日

黒潮海苔店
相馬あられ詰合せ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3,900円A-03
大豆せん3枚、醤油せん5枚、ザラメせん5枚、
のり巻3枚、千代の巻3枚、一味5枚、海苔巻（大）
3枚、粒より小餅15g、大豆海苔巻3枚、
相馬巻2枚×2　賞味期限：120日

おくや
おくや豆づくし
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4,240円A-05
10種ミックス豆140g、花嫁甘納豆210g、
山葵そら豆・黒胡椒豆・赤味噌落花生・塩豆・
煎黒豆 各90g、梅ぼし豆80g　賞味期限：60日

菅野房吉商店
フルーツゼリー白桃12個セット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3,100円A-06
フルーツゼリー白桃90g×12個　賞味期限：8ヶ月

長門屋本店
長門屋特選詰合せ
（香木実・羊羹ファンタジア）
･･････････････････････  6,430円A-02

渋みが少なく、柔らかく良質な会津産鬼くるみを、
甘さを抑えたこし餡で丸ごと包んだ1粒菓子と、切る度に
断面の絵柄が幻想的に変化していく話題の羊羹。

香木実17個、羊羹ファンタジア１棹　
賞味期限：１４日

12か月のジェラート
会津産の旬のデザート8個セット
･･･････････････････････  4,300円A-10
アイスミルクカップ120㎖×８個
（いちご・ブルーベリーヨーグルト・玄米くるみ・塩ミルク・
はちみつ・桃のソルベ・酒粕ミルク・栗かぼちゃ）

果樹園やまと
りんごジュース・ 
ドライフルーツセット
･････････････････  4,600円D-04

百年続くりんご農家が作ったりんごジュースと
皮までおいしいドライフルーツです。

物産館オリジナル
日本酒「春空」が
入った、浜・中・会津の
セットです。

物産館販売スタッフ
オススメの夏限定
ギフトセットです。

太陽の光をたっぷりと浴びて育った
いわき市産サンシャイントマトのみを使用した
濃厚なトマトジュースです。

りんごジュース（ストレート）200㎖×6本、
ドライフルーツ30g×2袋　賞味期限：3ヶ月

ワンダーファーム
WONDER RED 
トマトジュース２本セット
･･･････････････････････････････････････ 3,138円D-05
WONDER RED 500g×2本　賞味期限：製造より2年

ドイツビールを始め、福島県
産の果物を使用したフルーツ
ビールなど、バラエティーに
富んだビールを一度に試せる
セットです。

福島路ビール
福島路ビール 飲み比べ6本セット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5,530円D-01
ピルスナー・ヴァイツェン・米麦酒・
AMERICAN IPA・桃のラガー・林檎のラガー 
各330㎖×1　賞味期限：90日

田村市で育てた生ホップとあぶくま洞の天然水で
醸したビールのセット。上質な香りと味わいが特徴。

ホップジャパン

6本アソートセット

5,100円
D-02

ホップジャパンスタッフお薦めの定番品と今しか飲めない
季節限定商品 330㎖×6本　賞味期限：180日

8本アソート
セット

6,260円
D-03

ホップジャパンスタッフ
お薦めの定番品と今しか飲めない季節限定商品 
330㎖×8本　賞味期限：180日

ホップジャパンスタッフ
お薦めの定番品と今しか飲めない季節限定商品 
330㎖×8本　賞味期限：180日

奈良屋
奈良屋 麺いろいろ
　　　　　〈JA-6S〉
3,920円
E-07

奥会津蕎麦200ｇ×3袋、
奥会津山芋蕎麦200ｇ×3袋、
麺つゆ180㎖×1本　賞味期限：1年

･･････････････････ 5kg（13～18玉） 5,510円
････････････････････ 3kg（8～11玉） 3,680円
･･･････････････････････ 2kg（5~8玉） 2,600円
･･･････････････････････ 1kg（4~6玉） 1,730円

菱沼農園 菱沼農園の桃
ア
イ
ウ
エ

8/1～8/12頃
あかつき

7/22～7/31頃
美郷

8/20～8/27頃
黄金桃・川中島白桃

8/12～8/19頃
まどか

9/5～9/15頃
さくら白桃

渡辺養蜂場
国産厳選 
初夏の極上アカシヤ
･･････････････････････ 11,448円B-01

自家採り 
天然アカシヤ 
巣蜜
･････････････････････････ 6,048円B-02

幻の三春索麺6把入り めんつゆ付き
･･･････････････････････････････････････ 4,200円E-04
幻の三春索麺180ｇ×６把、
めんつゆ30㎖×6袋　賞味期限：１年

あぐりかる

産地直送喜多方ラーメン
５食セット 具材付き
･･････････････････  4,600円E-03
麺120g×5袋、醤油スープ50g×5袋、ガラスープ
（ストレート）300g×5袋、大判チャーシュー
40g×5袋、メンマ80g×1袋　賞味期限：30日

スープにこだわった鶏ガラスープに醤油だれを
合わせた本格的味。大判チャーシュー、メンマを
添えてお召し上がりください。

五十嵐製麺

感動食感!米粉麺セット
･･･････････････････････････････････････ 4,510円E-08
カレーうどん（麺120g×3袋、スープ35g×3袋）、
ねぎ麺の塩焼きそば（麺150g×3袋、塩ソース
12g×3袋）、焙煎玄米そば（麺120g×3袋、
つゆ35g×3袋）　賞味期限：8ヶ月

たふぃあ

やない製麺
手縒めん詰合せ（二段詰め）　　　　　
 〈Y-50〉･････････ 6,280円E-06
手縒めん太めん180g×2、手縒めん細めん
180g×4、手縒そば180g×2、手縒うどん
180g×2、めんつゆ30㎖×12　賞味期限：365日

手縒めん詰合せ
 〈Y-30〉・・・・・・・・・・・ 4,040円E-05
手縒めん太めん180g×2、手縒めん細めん
180g×2、手縒そば180g×2、めんつゆ30㎖×6
賞味期限：365日

福、笑い2kg×2

福、笑い2kg×1、下郷高菜ときくらげのしぐれ220g×1、
エゴマごぼう（醤油漬け・ピリ辛漬）各100g×2、
青唐高菜のり200g×1、エゴマ豚みそ100g×1、
ピーマン佃煮くんせい80g×1

純米吟醸原酒「春空」・金水晶 純米酒・
磐城壽 純米酒「山吹」 各720㎖

名倉山 純米吟醸「月弓」夏限定酒・花春 夏酒
大吟醸・國権 純米吟醸原酒 各720㎖

南会津産そば粉を使用した山芋入「奥会津山芋蕎
麦」、南会津産そば粉会津のかおりと県産小麦粉ゆ
きちからを使った「奥会津蕎麦」と、麺つゆのセット。

お鍋1つ、フライパン1つで調理できる、スープ付き
米粉麺3種。化学調味料・保存料無添加、かつグル
テンフリーなので小麦アレルギーの方も安心です。

江戸時代、幕府への献上品だった三春索麵の技
法で良質の小麦を使用しじっくり低温熟成させた麺
です。夏は冷たく、冬は温めてお召し上がりください。

熟成と延ばしを繰り返す手延べ製法で仕上げた麺が味わえる詰合せです。

太郎庵
会津の天神さま詰合せ
１５個入
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4,500円
会津の天神さま チーズ５個・
夏みかん３個・ラムレーズン３個・
黒糖クルミ４個（出荷時期により
内容が変わることがあります。）　
賞味期限：８日

A-04

福島の民話を元に、さつま芋と栗と白餡を練り込み
焼き上げた和風のスイート
ポテト。第２６回全国菓子
大博覧会にて最高賞の
名誉総裁賞を受賞。

送料区分 北海道
東北

関東・信越 北陸中部 関西 中国 四国 九州 沖縄

5kg 以下
5kg 超

1,020円
1,330円

820円
1,070円

830円
1,120円

920円
1,230円

1,120円
1,480円

1,230円
1,580円

1,330円
1,690円

2,700円
3,370円

河京
喜多方ラーメン
温冷8食 チャーシュー付き
･･････････････････  3,456円E-01

温かい定番喜多方ラーメンと冷やし中華２種類の
セット。チャーシュー４枚付きです。

生麺120g×8、醤油スープ35g×4、
冷やし醤油スープ50g×2、冷やし
胡麻スープ50g×2、チャーシュー25g×4
賞味期限：４５日

喜多方ラーメン
温冷レンジ麺6個セット
･･････････････････  4,104円
喜多方ラーメンレンジ麺醤油：半生麺105g・醤油
スープ35g・チャーシューメンマ33g×各３個
喜多方ラーメンレンジ麺冷やし中華：生麺（細麺）
120g・冷やし中華スープ50g・紅生姜3g×各３個
賞味期限：４５日

厳選したアカシヤ蜂蜜を瓶に詰めました。
クセのない上品な甘さをご堪能ください。

ミツバチの集めた蜜をそのまま食べる贅沢な蜂蜜です。

巣蜜1個（約95㎜×約90㎜×約40㎜、天然物のため
巣ごとに多少のばらつきがあります）　賞味期限：2年

国産アカシヤ1kg×1個　賞味期限：2年

E-02

チャーシュー、メンマが付いた定番
喜多方醤油ラーメンと、
生麺使用の本格冷やし中華の
レンジ麺セット。

＊収穫時期はおおよその目安です。天候により前後する場
合があります。 ＊商品発送の際は別途配送料を頂戴しま
す。 ＊一度に同サイズ3箱まで、同時梱包が可能です。 ＊お
届け日時は収穫の都合上、お受けできません。 ＊常温で配
送いたしますが、遠方へのお届けは冷蔵便も可能です。

Summer Gift

お世話になった
　　　あの方へ、
　　　　真心込めて。 ギフト2 0 2 2

●

●

●

●

●

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。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。■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

物産館
オリジナル
ギフト

物産館
オリジナル
ギフト

メーカーから直接お客様へ商品を
お届けします。全国発送、送料込み
価格です。（沖縄・離島は別途）

Sweets
銘菓

Fruits
果物

Drink
飲料

Noodle
麺



会津ブランド馬刺し（上・並）
食べ比べ4～8人前
････････････････････････････ 5,000円
会津ブランド馬刺し上100g、会津ブランド馬刺し
並100g　賞味期限：冷蔵5日

F-02

會津懐石 鶴我 東山総本山
会津ブランド馬刺し（上）3～4人前
････････････････････････････ 3,000円
会津ブランド馬刺し上100g　
賞味期限：冷蔵5日

F-01

Meat＆Delicaとみやま
福島牛焼肉セット
2～3人前（A4～A5ランク）
･･･････････････････････････････････････  8,700円
ウチモモ肉300g、カルビ300g　賞味期限：冷凍100日
F-03

うつくしまエゴマ豚
バラチャーシュー
････････････････････････ 5,852円
エゴマ豚バラチャーシュー800g　
賞味期限：冷蔵7日

F-08

肉匠
うつくしま
エゴマ豚
しゃぶしゃぶ
食べ比べセット
････････････････････････ 7,040円
エゴマ豚肩ロース・バラ・モモ各400g
賞味期限：冷凍90日

鈴畜中央ミート
極熟 香味和紙包み 
極コース
　　 ････････････････ 6,500円

合せ味噌80g×4枚、合せ味噌と
りんご80g×3枚、麹味噌と酒粕と
りんご味噌80g×3枚　
賞味期限：冷蔵21日

F-04

川俣町農業振興公社
川俣シャモスモークハーフ
･････････････････  4,860円
川俣シャモスモーク650～700ｇ（半身）、
箱入　賞味期限：冷蔵３０日

F-05

会津地鶏ネット
会津地鶏おつまみ詰合せ
･･･････････････････････････････････････ 4,950円
会津地鶏炙り焼き70g×3袋、会津地鶏生ハム
40g×3袋　賞味期限：冷凍1年

福島県産豚ロースを1枚ずつ和紙で
丁寧に包み、味噌漬けにしました。

福島県ブランド認証地鶏「川俣シャモ」を
特製のソミュール液で熟成させ、
桜のチップでじっくりとスモークしました。

会津地鶏のもも肉とむね肉を風味良く味付けし、
焼き上げた「炙り焼き」と、むね肉の生ハムの
詰め合わせです。おつまみに最適。

F-06

職人仕込み
ベーコン＆ウインナーセット
････････････････････････  4,700円F-10
ペッパーソーセージ120g、荒びき
ソーセージ120g、チョリソー＆チーズ
120g、ベーコン350g　
賞味期限：冷蔵 ベーコン２５日、
ウインナー２０日

職人仕込み
ハム＆ソーセージセット
････････････････････････  4,700円F-11
ポークソーセージ350g、ショルダーハム
250g、ポークパストラミ250g、荒びき
ウインナー100g、辛口ウインナー100g
賞味期限：冷蔵ウインナー20日、
ポークパストラミ・ポークソーセージ25日

ハム工房都路

職人仕込みハムセット
･･････････････････  6,800円F-09

DLG（ドイツ農業協会）食品競技会で２０２０年金賞を受賞した
ハムです。さくらチップでスモークし、やまと豚肉の旨みを
味わえるセットです。

ＤＬＧ（ドイツ農業協会）食品競技会で金賞受賞した人気
セットです。ウインナーの食べ比べや、ポークパストラミをス
ライスしてサラダやパンにオススメ。

DLG（ドイツ農業協会）食品競技会で２０２０年金賞受賞の
ベーコンと各種ウインナーです。

ショルダーハム250g、ポーク
ソーセージ350g、原木ロースハム
360g、ポークパストラミ250g
賞味期限：冷蔵25日

大川魚店
いわき七浜漬 大
･････････････････････････････････  7,800円G-02

いわき七浜漬 中
･････････････････････････････････  5,700円G-03

焼かずにそのまま召し上がれる魚介粕漬。

あわび（中）、すじこ200ｇ、数の子80ｇ、無着色
たらこ１腹、有頭えび３尾、ほたて１個、チリ産
うに貝焼１個、ほっき貝２枚、いか（お造り）、
サーモン（お造り）　賞味期限：冷凍３０日

すじこ120ｇ、数の子50ｇ、無着色たらこ１腹、
有頭えび２尾、ほたて１個、チリ産うに貝焼１個、
ほっき貝2枚、いか（お造り）　
賞味期限：冷凍30日

おのざき

さすいち

大吟醸奥の松
粕漬・西京漬8切

･････････････････････  7,790円G-01
粕漬／金目鯛・さわら・紅鮭・銀たら
西京漬／金目鯛・紅鮭・さわら・
銀たら　賞味期限：冷凍30日

【魚屋の娘厳選】
7種の煮魚・焼魚
  8,665円G-04
サバ味噌煮（約120ｇ）×１、
サバ生姜煮（約120ｇ）×１、
メヒカリ開き焼４枚入（約50ｇ）×１、
焼鮭（約60ｇ）×１、
金目鯛煮付（約200ｇ）×１、
赤魚煮付（約200ｇ）×１、
ブリ柚庵焼（約150ｇ）×１　
賞味期限：冷凍30日

大水
福島県産桃の甘みでおいしい
さば味噌煮セット
･･････････････････････････････････････ 4,780円G-07
半身（フィレ）×４枚、切身約60ｇ×４枚　
賞味期限：冷凍1年

柴栄水産
ちりめん（しらす・白魚）食べ比べセット
･･････････････････････････････････････ 4,980円
干しらす（500g）化粧箱入、上乾しらす（80ｇ）
真空パック入、近海一夜干し白魚（240g）
真空ハードケース入　賞味期限：冷凍90日

丸源水産食品
縄文干し特選6品詰合せ
･･････････････････････････････････････  6,480円G-05 G-06
吉次、あこう鯛、目光、水鰈、金頭、真鯖半身
（水揚げ状況により内容が一部変わることが
あります。）　賞味期限：冷凍180日

一晩じっくりと漬け込み、陽に当てず干し上げた
「縄文干し」。上質な干物の味を
ご堪能ください。

河京
なめこ缶詰合せ
 〈S3-33〉・・・・・・・・・・ 3,456円H-01
なめこ2号缶×8個、なめこ6号缶×3個　賞味期限：3年

西野屋食品
ご飯のお供8点セット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4,200円H-04
いか人参180g、のり佃煮150g、ピリ辛なめ茸
150g、漬物タルタルいぶりがっこ150g、甘辛
野菜味噌150g、大根しそ巻60g、漬物タルタル
カリカリ梅150g、やわらかむすび昆布90g
賞味期限：いか人参30日 ※他商品は90日

新鮮な野菜とエゴマ、食後無臭ニンニクのコラボ
により作り上げた、話題沸騰中のエゴマ餃子です。

新鮮な海苔を自社工場で焼き上げました。
風味豊かな焼海苔をご賞味ください。

ほかほかご飯によく合う、食卓を彩るご飯のお供。

清水屋
エゴマ餃子
･････････････････････  3,700円H-02
エゴマ餃子40個入（20個入470ｇ×2パック）
賞味期限：冷凍４ヶ月

黒潮海苔店
そうま 用途別焼きのり詰合せ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3,900円H-03
おにぎり海苔3切35枚×2、手巻のり30枚、きざみ
のり40g、全形焼のり15枚　賞味期限：270日

福島紅葉漬
阿武隈の紅葉漬・鮭のこうじ漬
詰合せ（紅鮭）
･････････････････････････････････････  3,780円G-08

伝統の紅葉漬と、低温熟成で旨みを引き出した
紅鮭こうじ漬の詰め合わせです。

ベニ紅葉漬230g、ベニこうじ漬6切（3切×2）　
賞味期限：冷蔵14日

ご飯やお料理を簡単に美味しくするおかず味噌。
大葉、にんにく、ねぎ、ゆずの各種を詰め合わせ、
会津伝統の家庭の味を商品化しました。

安心できる原材料選びから
始まり、人の手で仕込み、
人の手で搾り、1つ1つを

人の手で行った、
本物の手造り醤油。玉鈴醤油

玉鈴ギフト
 〈B-01〉・・・・・・・・ 2,549円H-06
味富士1ℓ×1本、かけじょうゆ500㎖×1本、
玉一番つゆ1ℓ×1本　賞味期限：1年

厳選した国産しじみを使用し、豊富な栄養素を
抽出した万能だしです。スープや炊き込みご飯、
炒め物など、毎日のお料理に活躍します。

星醸造
会津塩川
しじみ潮だし
･･････････････････････････････････････  4,500円
しじみ潮だし200㎖×3　賞味期限：3ヶ月

会津天宝醸造
会津天宝おかずみそ
6個セット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,830円H-07
おかず味噌120g：大葉×2個、
にんにく×2個、ねぎ×1個、
ゆず×1個　賞味期限：1年

F-07

H-05

国産馬刺しの聖地・会津の最高級馬刺しです。
鶴我の馬刺しは上質な赤身で、冷凍はせず新鮮なチルドで発送します。

会津旨辛味噌を醤油に混ぜて食べると、酒の肴にもご飯にもぴったりです。
会津ブランド桜の会・会津商工会議所ブランド認定品。

黒毛和種A4～A5福島牛のウチモモ肉とカルビを
合わせて６００ｇご用意しました。
福島県自慢の「福島牛」をご堪能ください。

エゴマ豚は柔らかい肉質と
さっぱりした脂肪の味わいが

秀逸です。
３つの部位（肩ロース、バラ、モモ）で

エゴマ豚をご堪能ください。

うつくしまエゴマ豚の絶品チャーシュー。
脂身が多く、旨みやコクがあり、
ラーメンとの相性は抜群です。

大吟醸粕漬はプロが厳選した魚を福島県が誇る銘酒「奥の松」の
希少な大吟醸酒の酒粕に約72時間漬込み、熟成させた粕漬セット。

創業70年の魚屋「さすいち」。
煮魚が得意だった、
さすいち初代会長伝承の味を
ご家庭でお楽しみください。

魚を見続け120年余り。拘り抜いた上質な素材
と確かな技術で、柔らかくふんわりとした食感と
塩分控えめに仕上げ
ました。

大水オリジナル田楽味噌に、福島県産桃ジュース
を加えました。桃の甘みを感じるさば味噌煮です。

そばやうどんの具材のほか、
大根おろしやお味噌汁でも
美味しくお召し上がりいただ
けます。

Meat
お肉

Fish
お魚

Seasoning
調味料

Processed
food
加工品

ギフト

2 0 2 2


