
貴千いわき市

かに甲羅かまぼこ
･････････････････････････････････････ 1個 864円

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。

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。
オードブルに最適。

魚さし　・赤  ・白
････････････････････････････････各１００ｇ 302円

弾力ある食感。小ぶりで食べ切りサイズ。
板わさが最高。

伊達巻
･･････････････････････････････････１本 648円

伊達巻の美味しさに気づく逸品。
甘味を抑えた仕上がり。

美味一膳いわき市

特上かまぼこ ・紅 ・白
･･････････････････････････ 各1個 1,134円

特上かまぼこハーフセット　紅白
･････････････････････････1セット 1,404円

吟味した原料のみを使い、
もっちりとした食感がある
高級板かまです。

オノギ食品会津若松市

カネコ・フーズ会津若松市

会津のこづゆレトルト
･･････････････････････････････････ 2人前 842円
会津のこづゆお料理セット
･････････････････････････････････････  1,188円

こづゆ･･･････････････････････ 280ｇ 648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。

エフケーフーズ椎名
いわき市

栗きんとん
･･････････････････････････６粒300ｇ 1,058円

上品な甘味と
ホクホク感。

八島食品伊達市

みずなます･････････････200ｇ 302円
こんぶ白菜･････････････200ｇ 324円
ゆず千枚･････････････････135ｇ 324円
天かぶ･･････････････････････ 半割 410円

さっぱりとした風味です。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

小田原屋郡山市

糖しぼり大根
･････315ｇ 540円

歯切れの良さと
さっぱりとした漬け上がり。

川俣町農業振興公社川俣町

川俣シャモ精肉（冷凍）････････ 時価

川俣シャモ雑煮セット（冷凍）
････････････････････････ 3～4人前 2,500円

川俣シャモ肉（２００ｇ）、手羽肉カット（１００ｇ）、
スープ（５００ｇ・冷凍）のセット。

会津地鶏みしまや三島町

会津地鶏精肉 ･･･冷凍、もも・むね 時価

奥会津の自然が育んだ、
良質な鶏肉をどうぞ。

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

※写真は調理例です。

NEW

NEW

福相食品南相馬市

牛たんジャーキー

･･･････ 150g 450円

国産フランク 
黒こしょう味

･･････････ 180g 390円

全て国産の原料を使用しています。

大七酒造二本松市

大七の七福おとそ
･･････････････････････ 300㎖ 3,300円

「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。

みちのく福島路ビール
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 4,850円

丸十製麸本舗
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。

会津産業只見町

干ぜんまい
･････60ｇ 1,300円
･･･150ｇ 3,240円

ぜんまいの水煮
････････130ｇ 540円

奥会津で育った
やわらかいぜんまい。

※写真は調理例です。

きのこ屋西会津町

会津産弘法の
きくらげ
････････････････20ｇ 500円

西会津産の乾燥きくらげ。
こづゆはもちろん炒め物、
スープなど様々なお料理に。

斎藤吉光食品福島市

立子山
しみ豆腐
････････ 12枚入 810円
･･･ 24枚入 1,620円

やわらかくきめ細かで、
優れた味と香り。

斎藤金五郎商店会津坂下町

会津
むきくるみ
･･･ 100ｇ 648円

そのまま食べても美味しく、
酒、ビール、ウィスキーなどの
おつまみに好適です。

NEW

手まめ館鮫川村

青肌豆、黒豆など
･･･････････････････時価

新豆入荷します。
豆数の子などの
お正月料理に。

おふくろフーズ葛尾村

・白もち
････････6枚入 400円
葛尾のもちシリーズ

・草もち
････････6枚入 420円
・豆もち
････････6枚入 420円

添加物を使用しない、安全安心な生もち。
ねばりが違います。

あかま福島市

のし餅
･･･････････････････････････ 白、１ｋｇ 1,100円
･･･････････････････････････白、2ｋｇ 2,200円
････････････････････････ 豆餅、１ｋｇ 1,450円

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。

奈良屋南会津町

生裁ち蕎麦八割

 3人前、つゆ付 1,296円

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。

※写真はイメージです。

山都そば 萬長喜多方市

山都手打ち十割そば
･･････････３人前、自家製つゆ付 2,100円

「会津のかおり」を使用。
自家製のつゆ付き。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

たこ八（カネヨ水産）たこ八（カネヨ水産）相馬市

相馬産ズワイガニ
（ボイル）･････時価
※出船しない場合があり、
　ホームページで入荷日
　をお知らせします。

甘く、繊細な味わい。

相撲茶屋 今泉郡山市

相馬産
天然トラフグの

てっさ、てっちりセット
2人前 時価

刺身、皮刺し、野菜、
豆腐、ポン酢などが
付いています。

※写真は4人前です。

松川浦産生青のり
･････････200ｇ 270円

磯の香りが食欲をそそります。

相馬のお刺身
盛り合わせ
･･･････大 2,800円
･･･････小 1,680円

鯛のなめろう、まぐろ、寒平目、
サーモン、さわら、水ダコなど、
相馬で揚がった
貴重な魚介の刺身です。

カネセン水産いわき市

国産タコ水煮（冷凍）
･･･ 250ｇ 950円

カネセンオリジナルの
「タレ」に漬け込んだ珍味。

甘く豊かな風味と、コリコリとした
やわらかな食感。

味付けタコ各種
（冷凍）

･･･ 110ｇ 540円

大川魚店いわき市

数の子粕漬け
･････ 200ｇ 1,890円

すじこ
･････ 160ｇ 1,620円

しまりの良い
1等級すじこを
使用。

歯切れの良い
数の子を、家伝の
酒粕に漬けこみました。

七浜漬け
･･･････････････････････････････････大 7,020円
･･･････････････････････････････････小 5,130円

あわび、すじこ、数の子、
帆立、有頭えびなどの
粕漬詰め合わせ。

今野畜産南相馬市

A5ランク福島牛すき焼き用
･･････････････････････････････ 200ｇ 3,000円

冬はすき焼きが
おすすめ。

※写真はイメージです。

小林畜産会津坂下町

国産馬刺し モモ････････150ｇ 2,118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。

※写真は調理例です。

会津二丸屋会津若松市

鰊の山椒漬け
･･････････････ 100ｇ 669円

鰊の旨味と会津の山椒の香ばしさが
酒にピッタリ。

阿部留商店福島市（飯坂温泉）

元祖ラヂウム玉子
有機卵
･･･････6個入 600円
･････１０個入 900円

黄身は固めの半熟、
白身はトロッ。

※写真はイメージです。

NEW

マルリフーズ相馬市

松川浦かけるあおさ
････････････90ｇ 680円

あおさのつくだに
･･････････130ｇ 648円

松川浦乾燥あおさをなたね油とごま油に漬け込みました。

松川浦産のあおさといわき産の
えごまの実で作った佃煮です。

日本エゴマの会 ふくしま田村市

えごまっ子うどん
 200g、2人前 432円

えごまの搾りかすを有効活用した
風味豊かなうどんです。

えごまっ子そば
200g、2人前 432円

えごまの搾りかすを有効活用した
食べやすいそば風の麺です。

えごま玉
････････ 18粒 540円

焙煎えごま油が持ち運びに
便利なカプセルになりました。

全農パールライス
福島市

福、笑い ２ｋｇ1,728円
･･･キューブ、300ｇ 540円

米どころ、ふくしまの想いをのせて。

※単品でも販売いたします。

※天候により入荷しない場合がございます。

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」。

NEW

※水揚げ状況により内容が変更になります。

NEW

予約制
12/28㊌
12：00
まで

※ご予約承ります。 ※ご予約承ります。

縁起おせちに
12/26㊊～

おそば 準備はお済みですか？

新年を祝うお酒

ごちそうパラダイス
年末年始の逸品が勢揃い!!

年末
に おもち年始

に

物 産 館 特 選


