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【会津若松市】会州一酒造
①会州一 東北復興宇宙酒
（火入れ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・720㎖ 1,650円
宇宙酵母で仕込み、辛口でフルーティな香りです。

【喜多方市】ほまれ酒造
②純米吟醸からはし 
山田錦無濾過生原酒
・・・・・・・・720㎖ 1,727円・1.8ℓ 3,645円
純米吟醸黒ラベル山田錦の新酒無濾過生原酒
バージョンです。
【会津若松市】髙橋庄作酒造店
③会津娘 純米吟醸うすにごり
雪がすみの郷・・・・・・・・・・・720㎖ 1,452円
霞のような儚さ、雪のように綺麗な白く濁った
うすにごり。爽やかで清らかな味わいの生酒です。

【会津美里町】男山酒造店
④会津男山 回 純米酒 夢の香 
無濾過生酒 直汲み・・720㎖ 1,562円
新酒らしいシュワシュワの発泡感とオリを
絡めた苦みが特徴です。

【二本松市】大七酒造
⑤純米吟醸酒 螺鈿（らでん）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・720㎖ 2,900円
大輪の花のような華やぎのある香りと
芳醇で艶やかな味わい。

⑥大七 雪しぼり にごり酒
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・720㎖ 1,500円
生酛造りのお酒を瓶で二次醗酵させた
微発泡性のにごり酒です。

⑦大七 雪しぼり 生原酒
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・720㎖ 1,580円
酸味のあるフレッシュな甘みと芳醇な
コクが口中に広がります。

【矢吹町】大木代吉本店
⑧自然郷梅酒ヌーボー
2022・・・・・・・・・・・・500㎖ 1,360円
無加水の原酒で、フレッシュで
華やかな香り。

【南会津町】花泉酒造
⑨純米無濾過生原酒 上げ桶直詰め
・・・・・・・・720㎖ 1,599円・1.8ℓ 3,200円
濃厚でフレッシュなお酒だけを直詰めした生の原酒です。

【本宮市】大天狗酒造
⑩大天狗の純米酒で丁寧に仕込んだ
梅のお酒・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500㎖ 1,210円
大天狗の純米原酒で仕込んだ甘さ控えめの
さっぱりとした梅酒です。

【郡山市】笹の川酒造
⑪YAMAZAKURA安積蒸溜所＆４
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・700㎖ 4,400円
安積蒸溜所原酒をキーモルトとして
世界5大産地ウイスキー原酒をブレンドしました。

【会津坂下町】曙酒造
⑫令和４年 絆舞 佳酔 一回火入れ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500㎖ 2,200円
全国47都道府県の米で仕込んだ、
しっかり豊かな味わいの酒です。

1月出店スケジュール

楢葉町産 天のつぶ
ならはう米GABA＋

キクイモ
ブラウニー

･･･ 1個 220円

一條豆腐店
梁川地区

青肌豆腐
････････１丁 300円
わらじ揚げ
････････１枚 350円

三島屋
伊達地区

特製幕の内弁当
･･ 1折 1,200円

Rogue GrillRogue Grill
ローグ グリルローグ グリル
伊達地区

クッキー
･･･････１個 400円
パイ １個 500円

菊甲食品梁川地区

伊達のいか人参
１袋、140g
 ･･･････ 432円

福島紅葉漬福島紅葉漬梁川地区
阿武隈の紅葉漬
･･････ 90g 540円
ベニ紅葉漬
･･････ 80g 648円
からし紅葉漬
･･････ 90g 540円

Patisserie Allumette
パティスリーアリュメットパティスリーアリュメット保原地区

いちごのショートケーキ
･･････････････２個入 960円

海鮮と天ぷら 魚の
保原地区

海苔えび天丼
･･･････ 1折 960円

こだわりの高級油「綿実油」で揚げた、
海老４本と海苔、野菜の天ぷらが
入った天丼です。

保原町振興公社
保原地区

豆っこ汁･･３～4人前 1,200円
豆っこ･･････････････15個入 600円

生揚げ醤油の芳醇な
香りと肉厚なスルメから
出る旨味が人参に
染み込んでいます。

保原名物「豆っこ」は、
青ばた大豆と
ジャガイモで作った団子です。

伊達市霊山町・松葉園の完熟
とちおとめを自慢のスポンジと

フレッシュなクリームでサンドしました。

伊達の
人気割烹の味を
お弁当で。

1/16㊊～19㊍ 八起農園（焼き芋）
1/16㊊～19㊍、23㊊～26㊍
佐久商店（いかにんじん）
1/16㊊～19㊍、25㊌・26㊍
福島檜工房（檜グラス）
1/21㊏ 大楽
（こだわり豆腐、ゆば、豆乳スイーツ）
1/23㊊・24㊋
プリマリア ＆ y.herｂs（手作り石鹸）
1/24㊋～26㊍ 
国際米流通センター（米、納豆）
1/25㊌・26㊍ 
ひふみ堂（オリジナルケーキ）

全
国
に
誇
る

酒

おかむらの「おかぶらっく」に
背脂とブラックペッパーを

加え、間違いない美味しさに仕上げました。

ようやく完成した
納得の辛味噌使用。

1/13金1/13金

クラシカルおかぶらっく 800円
らぁ麺 おかむら【郡山市】

1/14土・15日1/14土・15日

極旨辛味噌ラーメン 900円
ラーメン 750円
チャーシューメン 950円
ミルクみそラーメン 950円

牛乳屋食堂【会津若松市】

豚骨と鶏ガラで煮込んだ
スープに中太縮れ麺。

1/16月～18水1/16月～18水

「麺屋つどい」の
　喜多方ラーメン 830円
　チャーシュー麺 980円
　ブラックラーメン 850円

麺屋つどい【郡山市】

餃子の餡を使用した
濃厚スープは絶品。

1/21土1/21土

らーめん 石狩【福島市】

かんすい等の
添加物が少ない
体にやさしい麺。

1/19木・20金1/19木・20金

温玉きのこバターらーめん 1,000円
元祖醤油らーめん 750円
開運満月餃子 20個1枚 1,550円
開運カレー満月餃子 20個1枚 1,900円

招福萬来 みらく
【福島市】

ピリ辛の辣油に
スープの甘みを
堪能できる一杯。　

1/22日～28土1/22日～28土

坦々麺
900円

鈴木飯店
【会津若松市】

ふくしまラウンジ

飲食コーナー11：00～
売り切れまで

Fukushima Lounge

飲食、喫茶、飲み比べ等が楽しめる
憩いのスペース

営業時間 10：30～19：00
（ラストオーダー18：30）

販売会
普段の買い物で福島県産品を応援できる「Fukurumカード」。
カード利用額の一部が、県内の生徒や学生が取り組む
新商品開発などに役立てられています。
今回、支援を活用して開発した商品を高校生たちが販売します。

喜多方
市

●大槻メリヤス
●ガルネラ　●大三
●八巻メリヤス
●ライズファクトリー

福島県伊達市は全国有数のニット産地です。
高度な技術を持ったメーカーが
一堂に集まり、冬物ニット製品、
小物、毛糸などを産地直売価格で
販売いたします。

冬のニットフェア ����㊎～��㊐����㊏・��㊐
9：30▶18：00
※1/22㊐は17：00終了

実演餃子テイクアウトできます餃子テイクアウトできます 餃子テイクアウトできます餃子テイクアウトできます
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し
ま
餃
子
の
会
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ならはう米GABA＋････ 300g 300円
･･･････････････････････････････････ 2㎏ 1,200円

楢葉町で収穫した米に一手間加えた、
GABA（アミノ酸の一種）を

玄米の約3倍、白米の約10倍含む米。
血圧が気になる方へおすすめです。

販売会

1/13金～15日1/13金～15日

いちごパフェ

ゆうやけベリーの
いちごパフェ 800円

福島県が開発した

を使用

新品種

ゆうやけベリー
円盤餃子 20個1枚 1,350円
　 50個1枚 3,000円
 
うらもやしみそラーメン 98０円
物産館スペシャル

県立喜多方高等学校

大葉玄米
味噌スコーン

･･･ 1袋 200円

会津
坂下町

県立会津農林高等学校

ここマフィン
・チョコチップ
・抹茶小豆

 各1個 200円

田村市 県立たむら支援学校

広野町 県立ふたば未来学園高等学校

りんどら
（りんごのどら焼き）

ふくしま牛の
しぐれ煮
（すき焼き風味、
豆板醤風味、
トマトバジル・
パラペーニョ風味） 

あぽれ
（りんごのカヌレ）

石川町 県立石川高等学校

シシトーネ

 1個 2,000円

会津
若松市

県立若松商業高等学校

TEA & THINGS
(ティーアンドシングス） 
YASURAGI 
FOR YOU
（ヤスラギフォーユー） 

･･･ 1缶 850円

伊達市 聖光学院高等学校

ふくしま
フルーツ
チップス

･･･ 1個 300円

福島市 県立福島明成高等学校

スマイル
フルーツパン

･･･ 1個 200円

福島市 県立福島商業高等学校

基金ふくしまの未来を創る

支援団体 1/24㊋
13：30～

まい

実演

●

●

●

●

●

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。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

2023 1月13日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。1/25㊌は棚卸しのため18：00閉館


