
9：30～17：00

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

【須賀川市】内藤酒店
①みぞれ 和梨酒
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500㎖ 1,680円
須賀川産のみずみずしいもぎたて
和梨を100％使用。

【只見町】合同会社ねっか
②JR只見線全線再開通記念
特別ギフト奥会津ハイボール
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,980円
米焼酎ねっか300㎖×１本、奥会津金山
天然炭酸の水330㎖×２本が入った
特別BOX。
③米焼酎ねっか 只見線応援
ラベル・・・・・・・・・・・・720㎖ 1,870円
香り高く、米のうまみが感じられる米焼酎
「ねっか」の只見線応援ラベル桜verです。

【福島市】ワインサロンともがら
④ともがら・・・・・・・・・・・・・・720㎖ 2,640円
山葡萄の野性的な風味とソーヴィニヨンの
上品で芳醇な香りをお楽しみください。

【会津坂下町】曙酒造
⑤スノードロップ ケールとりんご
・・360㎖ 1,150円・720㎖ 2,250円
栄養価が高いケールに林檎の甘酸っぱさが
すっきりと飲みやすい、体にもやさしいお酒です。

⑥天明 中取り 参号  720㎖ 1,694円
透明感のあるスマートな甘さと、包み込むような
酸との調和が綺麗なお酒です。

⑦天明 中取り 肆号  720㎖ 1,890円
透明感のある豊かな旨み、甘さ、みずみずしい
酸が調和した爽やかでまろやかな味わいです。

【田村市】玄葉本店
⑧あぶくま 純米吟醸 無濾過
生原酒・・・・・・・・・・・・・・・720㎖ 1,743円
山田錦を麹に50%精米、五百万石を掛に55%
精米で醸した純米吟醸の無濾過生原酒です。

【二本松市】檜物屋酒造店
⑨千功成 純米 無濾過生原酒
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・720㎖ 1,745円
濾過、加水、加熱処理を一切行って
いない香り高く濃厚な味わいのお酒です。

【磐梯町】榮川酒造
⑩榮川かすみ酒 特別純米
生原酒・・・・・・・・・・・・・・・720㎖ 1,650円
火入れしない生酒ならではのフレッシュ感
と、良質な米由来の甘味と薄にごりらしい
やわらかな口当たりが特徴。
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ピリ辛の辣油に
スープの甘みを
堪能できる一杯。　

3/6月～10金3/6月～10金

坦々麺
900円

鈴木飯店
【会津若松市】

とろとろの半熟卵と
たっぷりの出汁が食欲をかきたてます。

2/27月・28火2/27月・28火

元祖 川俣シャモの
ぶっかけ親子丼 １,２１０円

あじせん【川俣町】

ベトナム料理の
フォーをイメージ。
川俣シャモと
県産鶏ガラを使用した
オリジナルスープに、
福島県産
GAP認証農産物を
ふんだんに使用。

八芳園と連携協定を締結している
岩瀬農業高校の米粉を使用。
ふんわり・もっちりとした
食感と、優しい甘み。

県産GAP認証そば粉を
加えて油で揚げた
凍み餅です。
ソースは県産
GAP認証トマトや林檎を
合わせたオリジナル。

3/4土・5日 10：00～14：00（売り切れ次第終了）

①GAP認証野菜と川俣シャモ
　出汁の「う米めん」
　・白米麺・玄米麺 各880円
②凍み餅のそば粉フリッター 
～GAP認証トマトと林檎の
　ケチャップ添え～ 300円
①＋②のセット 1,000円
③米粉バウムクーヘン（カット）
　（ふくしまラウンジで終日提供） 300円

八芳園【東京都】

ＧＡＰマルシェも同時開催！！

豊田町から渡利の新店舗にお引越し。
今回は一番人気のにぼしそばをご提供。

3/1水～3金3/1水～3金

純にぼしそば 800円
純にぼしそば味玉 900円
大盛 100円

麺飲酒家 
サイトウキッチン【福島市】

餃子の餡を使用した
濃厚スープは

絶品。

2/24金～26日2/24金～26日

らーめん 石狩【福島市】

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

ふ
く
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ま
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円盤餃子 20個1枚 1,400円
　 50個1枚 3,200円
 
うらもやしみそラーメン 98０円
物産館スペシャル

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）

3/1水～

瑠璃釉 長皿
高さ２×13×長さ38㎝
･･････････････････････4,950円

端正かつモダンなフォルムと
鮮やかな瑠璃色が
特徴。

ビールはもちろん、アイスコーヒー
などにもお使いいただけます。

大堀相馬焼の伝統的な駒絵が描かれています。
ビールに最適です。

納豆鉢 
縦13×横19×高さ８㎝
････････3,300円

取っ手があるので、納豆はもちろん、とろろや卵を
安定してかき混ぜる
ことができます。

水切り皿（3種）
 １セット 6,600円
器：直径185×高さ50㎜、
水切り皿：直径155㎜、
合計重量：750g

冷奴、おそば、うどんなどのせいろ
代わりになります。
肉料理は油切りにも。

近藤陶器店いわき市

2・3月出店スケジュール
2/24㊎ みけつかみ（ロハ酒）
2/24㊎・25㊏ 福島県養蜂協会（はちみつ）
2/24㊎～26㊐ 
スリービーシステムズ（和紅茶）
2/24㊎～28㊋ 木香（燻製商品）
2/25㊏ 山口こうじ店（味噌、甘酒）
2/25㊏・26㊐ あいづ自然栽培の会（地酒）
2/26㊐ わたなべパン店（ちくわパン）
2/26㊐ HIKARI（チーズケーキ）
2/26㊐～28㊋ 玉萬食品（山塩製品）
2/27㊊・28㊋、3/6㊊・7㊋ 
八起農園（焼き芋）
3/1㊌～3㊎・6㊊～8㊌ 
佐久商店（いかにんじん）
3/1㊌～3㊎・6㊊～10㊎ 
ひふみ堂（オリジナルケーキ）
3/1㊌～3㊎・6㊊～10㊎ 
福島檜工房（檜製品）
3/5㊐ らったるった（マフィン）
3/8㊌～10㊎ 国際米流通センター（米、納豆）
3/9㊍～13㊊ 千藤（会津木綿、会津漆器）

大堀相馬焼 陶吉郎窯

駒絵窯変フリーカップ
 直径８×高さ11㎝ 5,500円

瑠璃釉タンブラー
高さ13.5×幅9×径9㎝
･･････････････5,500円

桜餅
･･･１個 150円

もち米のつぶつぶ感を
生かした桜餅。
上品なこしあんが秀逸。

中村屋菓子舗
福島市（飯坂温泉）

桜餅
･･･････････････1個 97円

桜の季節になると食べたくなるのが桜餅。
春を感じさせる、とても風流な和菓子です。

駒田屋本舗福島市

桜餅
･････････3個入 500円

春を告げる桜の香り。口溶けの良い
自家製こし餡を焼皮で包みました。

一味庵福島市（飯坂温泉）

うぐいす餅
･･･････････････････1個 180円

北海道産小豆の自家製こし餡を
柔らかい求肥で包みました。
鮮やかなウグイスきな粉が

春を告げます。

桜のあわまんじゅう
･･･････････････････････････１０個入 1,200円

生地に桜のエキスを、あんこに刻んだ
桜の葉を入れ、ピンク色に
仕上げました。

小池菓子舗柳津町

七福おはぎ

40ｇ×7個入
1,000円

曲げわっぱの中に七つの福が詰まった、
カラフルで可愛らしいミニおはぎのセット。

あんことおはぎ日々餡あんことおはぎ日々餡会津若松市

桜あずきヨーグルト
･･･････････････････････200ｇ 453円
いちごの果実入り
ヨーグルト･････200ｇ 475円

桜の花びらの塩味感じるヨーグルト。
やわらかく煮たあずき入り。

１９種類、
総数１２００個
入荷予定

ヨーグルト専門店 
モーニング

郡山市

いちごと
ホワイトチョコのムース

････････････1個 500円

ホワイトチョコといちごの
ムースを2層にし、
いちごのソースで
仕上げました。

ケーキ家 Piggy福島市

桜

福島県では、優れたパッケージデザインの県
産品を表彰する「ふくしまベストデザインコン
ペティション2022-23」を開催しました。
応募総数176商品の中から選ばれた受賞
商品を物産館で販売いたします！

ふくしまベストデザインコンペティション
2022ー23 受賞販売会 3/4㊏・5㊐

特集

福島県が取り組む産学官連携「ふくいろキラリプロジェクト」。そこから開発された商品の
一斉 販売会 を行います！福島県の技術が詰まった工業製品や工芸品！福島県ものづくり
企業の「開発力」産学官連携による「技術革新」商品を取りそろえております。

パッケージデザイン部門
パッケージ
デザイン部門
ゴールド

パッケージデザイン部門
シルバー

パッケージデザイン部門
ブロンズグランプリ

創菓 
嘉永餅 
4個入 799円

柏屋
（郡山市）

ほんのりバター風味の粒あんと松の実を、もちもちと
した食感の生地で包み焼き上げました。

タコ
シウマイ 
8個入 1,242円

浜福
（新地町）

赤いタコのパッケージが目印。タコの旨味と食感が、
柔らかめの餡とともに口いっぱいに広がります。

福島県内六酒蔵酒粕
ジェラートセット 
6個入 3,240円
野田鉄工（福島市）

キャッチコピー・ネーミング部門
キャッチコピー・ネーミング部門
ゴールド

キャッチコピー・ネーミング部門
シルバー

キャッチコピー・ネーミング部門
ブロンズ

プロダクトデザイン部門
ブロンズ

ドラれもん 
1個 200円

ははとはれのひ
はははのはなし 
背守りスタイ
1枚 2,970円

くわざわ
（石川町）

明治創業の和菓子店が作った、シロップ漬けにした刻
んだレモンとつぶあんをサンドしたどら焼きです。

tenten（福島市）
吸収性と速乾性にすぐれた会津木綿、裏地にはパイ
ル地オーガニックコットンを使用し、中に芯を入れて、
よだれの吸収率UP。

金曜日の煮凝り
 3個セット 2,300円
おのざき（いわき市）
「常磐もの」を新鮮なうちに加工し、
手間ひまかけてじっくりと丁寧に煮
込むことで、魚本来の旨味を最大限
に引き出しました。

プロダクトデザイン部門

とまと味噌ギフトボックス 
1箱2個入 1,500円

ワンダーファーム
（いわき市）

ごまばっ菓子 
1袋 432円

デミアン
（福島市）

あるくメカトロ
ウィーゴ 
1体 109,780円

リビングロボット
（伊達市）

ロングライフデザイン部門 審査委員特別賞

①玄米麺

①白米麺

③

②

県内の酒蔵の酒粕を使用したジェラート。酒粕の配合率は全体の35％以上で、県内
6酒蔵のそれぞれ異なる酒粕の風味や舌触りを強く感じられます。

「食べて応援」ふくしまカラフルGAP野菜フェア

身長約13㎝、体重約230gの小型二足歩行ロボット。
ご飯やパンのお供に相性抜群。パスタ、
お肉・野菜炒めなどにも使える万能調味料。

1枚に約大さじ1杯のゴマを使用。
バター・油分等は一切使用せずに手づくり。

NEW

NEW

ピギー

NEW

NEW

NEW
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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。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 2月24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。


