福 島 県 産 白 桃 を 使 用 し た ゼ リー。桃
が角切りになって、ゼリーに入っていて、
食べ応えたっぷりです。

スイーツ・ジャム・はちみつ

福島県の中通りや浜通り地方で昔から伝
統食として食べられていた凍みもちをオ
ヤマボクチ
（ごんぼっぱ）
で作りました。

菅野房吉商店（福島市）

フルーツゼリー白桃
90g×12個
賞味期限：8ヶ月

種まきうさぎ（伊達市）

ごんぼっぱの凍みもち

3,000円 B-027

出荷時期：2月下旬～11月
10枚
賞味期限：150日

2,800円
B-028

原料 すべてが 玉川村産のオリジナル
せんべい。噛めば噛むほどコシヒカリ
米の甘 みあふれる。おいしいお 煎餅。
農家仲間内でも大絶賛です。

福島県産にこだわった逸品。丁寧に
枚 枚手塗りした煎餅は懐かしい中
に上品さも感じるお煎餅です。
1

江川米菓店（喜多方市）

会津喜多方 たまりせんべい

しょうゆ（5枚×1袋）、高田梅（5枚×1袋）、ピリ辛（5枚×1袋）
賞味期限：90日

小麦

2,862円 B-029

7

かに

小麦

落花生

ルバーブの島田農園（西郷村）

真っ赤なルバーブジャム
150g×2個
賞味期限：60日

冷蔵

3,456円 B-031

3,542円 B-030

会津産特撰ハチミツセット 賞味期限：2年

50g×6点セット
山桜の蜜、栃の木の蜜、
アカシア
の蜜、
コシアブラの蜜、野ばらの
蜜、そばの蜜（50g×各1個）

3,240円
B-032

300g×2点セット
山桜の蜜、栃の木の
蜜（300g×各1個）

自家採り天然蜂蜜季節のセット
国産アカシヤ、国産仲秋の百花蜜（220g×各1本）
賞味期限：2年

3,827円 B-034

そば

4,644円
B-033

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
下さい。

このマークの商 品はクール便で
お届けする商品です︒

渡辺養蜂場（二本松市）

10

小麦

上品 な 甘 さのアカシヤ 蜂蜜 と 食べる
と クセになる 甘 さの仲秋の百花蜜の
セットです。花 々によって変化 する味
の趣をどうぞお楽しみ下さい。

卵

冷蔵

さるなし味噌せんべい（７枚×１袋）、空芯菜せんべい
（７枚×１袋）、はちみつ味噌せんべい（７枚×１袋）、
曲がりネギ味噌せんべい（7枚×１袋）

賞味期限：６か月

ハニー松本（会津若松市）

乳

冷凍

コシヒカリ米せんべいセット

島田農園の美しい真っ赤なルバーブを
使用して美味しいジャムを作りました。
爽 やかな 酸味 を どう ぞパンやヨーグ
ルトでお召し上がりください。

えび

そば

こぶしの里（玉川村）

会津産の自社採集蜂蜜です。花によっ
て味わいの異 なる蜂蜜はそれぞれが
個性を持ち、自然の味わいを楽
しませてくれます。

食品衛生法関連法令による﹁アレルギー物質を含む
食品に関する表示﹂により︑特定原材料 品目を下
のマークにより表示しています︒

1

渡辺養蜂場（二本松市）

国産厳選初夏の極上アカシヤ
国産アカシヤ（1kg×1本）
賞味期限：2年

※賞味期限
（消費期限も賞味期限として扱っています）は製造日からの日数となっております。
※価格は税込み・送料込み（沖縄、離島は別途）の価格です。

11,448円 B-035

肉 · 水産
加工食品

肉

馬刺しと言えば「モモ」、しっかりした
食べ応え、そして口の中に広がる旨み、
馬刺しはやっぱりモモですね

ふくしまの

!!

会津小林畜産（会津坂下町）

国産

会津馬刺し モモ600g

冷蔵

庄助の宿 瀧の湯

（会津若松市）

瀧の湯名物だし
すき焼き
福島牛もも300g、出汁330㏄
賞味期限：冷凍10日

7,580円

冷凍

庄助の宿 瀧の湯（会津若松市）

庄助酒彩吟醸漬
福島牛ロース100g、
もも100g
賞味期限：冷凍90日

黒べこ

C-002

冷凍

6,180円 C-003

7

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。

味噌引 き 和紙包 み 製法
で味噌の風味 を 閉 じ 込
め て 熟成 の 旨 み を 引 き
出しました。

鈴畜中央ミート（郡山市）

極熟

香味和紙包み

熟コース
合せ味噌80g×2、合せ味
噌とりんご80g×2、麹味
噌と酒粕とりんご80g×2

4,340円
C-004

川俣町農業振興公社（川俣町）

賞味期限：冷蔵21日

小麦

極コース
合せ味噌80g×4、合せ味
噌とりんご80g×3、麹味
噌と酒粕とりんご80g×3

落花生

冷蔵

6,500円

約600g（半身）
賞味期限：冷蔵30日

小麦

小麦

落花生

乳

卵

このマークの商 品はクール便で
お届けする商品です︒

ＤＬＧ（ドイツ農業協会）食品競技会
で２ ０ ２ ０ 年金賞受賞のベーコンと
各種ウインナーです。

川俣シャモ スライス肉300g、
シャモ肉だんご12個、
シャモ鍋スープ1kg、冷凍うどん230g×2玉
賞味期限：冷凍2ヶ月

かに

冷蔵

4,752円 C-006

福島県ブランド認証地鶏『川俣シャモ』
の、弾力のある肉質とだしの旨味を堪
能できる鍋セットです。

川俣シャモ鍋セット

えび

そば

川俣シャモ スモークハーフ（箱入）

C-005

川俣町農業振興公社（川俣町）

食品衛生法関連法令による﹁アレルギー物質を含む
食品に関する表示﹂により︑特定原材料 品目を下
のマークにより表示しています︒

老 舗 温 泉 旅 館 の 味 を ご 家 庭 で。自 家
醸造味噌と特製酒粕と吟醸酒のタレ
に、調理長厳選のブランド福島牛を漬
け込んだ逸品です。

創業130余年老舗旅館の味をご
家庭で。瀧の湯名物特製出汁で
食べる福島牛のすき焼きです。
夏はさっぱりと牛しゃぶでもお召
し上がり頂きます。

肉

8,500円 C-001

モモ肉200g×3ヶ、味噌タレ100g
賞味期限：冷蔵7日

ハム工房都路（田村市）

小麦

冷凍

5,249円 C-007

職人仕込みベーコン＆ウインナー
（ブロック）350g、
ウインナー（粗びき、
セット ベーコン
辛口、チーズ、
レモン＆パセリ各100g）
5,292円 C-008
小麦

賞味期限：冷蔵 ベーコン25日、
ウインナー20日

乳

冷蔵

冷凍

冷蔵
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