
福、笑いギフト
･････････････････････････ 3,812円D-01

10種ミックスうまいお豆をはじめとした、
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。

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。

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。

福、笑い2kg×2
※物産館より発送いたします。

喜多方ラーメンの４食ギフト。
小分けの厚切りチャーシュー、
乾燥ねぎとメンマが付いた
具材付きギフトセットです。

※写真は調理例です。
※写真は調理例です。
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　イメージです。
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※写真は調理例です。

※写真は調理例です。

※写真は調理例です。

喜多方市内のラーメン店でも指折りの人気店、
食堂はせ川と一平の醤油ラーメンをセットに。

定番の喜多方醤油ラーメンに自家製
厚切りチャーシューが１６枚付いた
特別な８食ギフト。大切な方への贈り物に。

･･････････････････････  10㎏（24～32玉） 6,480円
･･････････････････････  10㎏（36～40玉） 5,400円
････････････････････････  5㎏（12～16玉） 4,110円
････････････････････････  5㎏（18～20玉） 3,550円
･･････････････････････････ 3㎏（8～11玉） 2,600円
････････････････････････････ 2㎏（5～7玉） 1,950円
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･･･････････････････････････････  500g（6個入） 3,000円
･･･････････････････････   1kg（10～12個入） 5,000円
････････････････････････････････ 230g×4個入 4,500円

B-01
B-02
B-03

＊ 玉数が少ないほど大玉になります。
＊ 商品発送の際は別途配送料を頂戴します。
＊ 同サイズ最大3箱まで、同時梱包が可能です。
＊ 天候によりお届けが多少前後する可能性がありま
す。 あらかじめご了承ください。

樹で完熟させたサンふじは、甘みと酸味のバランスに
優れた後引く美味しさです。

原料柿の生産から製造、販売まで一貫して行っています。
一粒一粒厳選した大粒の「あんぽ柿」をお届けします。

五十沢産 あんぽ柿（蜂屋柿） 出荷時期:12/20㊋～

喜多方ラーメン4食
こだわり具材付きギフト
･･･････････････〈KG-520〉  3,240円C-01
生麺120g×4、醤油スープ35g×4、
チャーシュー25g×4、メンマ50g×1、
フリーズドライネギ1ｇ×4　賞味期限：45日

喜多方ラーメン銘店セット

〈M2-639〉･･･････ 3,240円
C-03

オリジナルPB麺120g×8、
はせ川しょうゆスープ50g×4、
一平醤油スープ50g×4　賞味期限：４５日

喜多方ラーメン8食　
こだわり具材付きギフト 
･･･････････････〈KK-578〉  5,940円
生麺120g×8、醤油スープ35g×8、
チャーシュー25g×16、
メンマ50ｇ×2　賞味期限：４５日

産地直送
喜多方ラーメン
５食セット 具材付き
･･････････････････････････････････････ 4,600円C-04
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

幻の三春索麺
6把入り めんつゆ付き
･･････････････････････････････････････ 4,200円C-07
幻の三春索麺180ｇ×６把、めんつゆ30㎖×6袋　
賞味期限：１年

感動食感! 米粉麺セット
･･････････････････････････････････････････････････  4,510円C-09
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

奈良屋 
麺いろいろ
 〈JA-6S〉････････ 3,920円C-08
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

手縒めん詰合せ
 〈Y-30〉
・・・・・・・・・ 4,040円
C-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：1年

手縒めん詰合せ
（二段詰め）
 〈Y-50〉
･･･････  6,280円
C-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：1年

いもくり佐太郎
･･････････････････ 4,100円A-02
いもくり佐太郎１６個入　賞味期限：１４日

会津の天神さま
詰合せ１５個入
･･･････････････････････････････  4,300円A-05
会津の天神さま チーズ５個・ピーナッツバター
４個・ちょこ３個・キャラメルりんご３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

おくや豆づくし
･･････････････････ 4,240円A-04
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

フルーツゼリー白桃12個セット
････････････････････････････････････････････  3,100円A-08
フルーツゼリー白桃90g×12個　賞味期限：8ヶ月

プリン・ヨーグルトセット
･･･････････････････  4,400円A-07

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

深煎り珈琲ゼリー6個セット
･･････････････････ 3,365円A-06
深煎りコーヒーゼリー100g×6個　
賞味期限：1年

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

サンふじりんご

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。

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。

「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。

長門屋特選詰合せ
（香木実・羊羹ファンタジア）
･･････････････････ 6,430円A-01
香木実17個、羊羹ファンタジア１棹　
賞味期限：１４日

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麺の技法で良質の
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。

JAパールライン福島
×

福島県観光物産館

出荷時期：12月上旬～１２月下旬 北海道

北陸中部

関西

中国

四国

九州

沖縄

送料区分

1,020円

820円

830円

920円

1,120円

1,230円

1,330円

2,700円

3kg 以下

1,330円

1,070円

1,120円

1,230円

1,480円

1,580円

1,690円

3,370円

3kg 超

東北
関東・信越

C-02

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」。
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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

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

Sweets

銘菓

Fruits

果 物

Noodle

麺ギフト２０２２
お世話になった
あの方へ、
真心込めて。 冬

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）

11/23㊌は館内
メンテナンスのため休館


