〈ヒゲ商店〉

うちまめ

石焼きいも販売会

打豆 試食販売会

〜
1/9［水］

青山 店

― 福井県アンテナショップ ―

〈髙橋製粉所〉

青山 店

鯖すし・柿の葉すし 販売会

2/16［土］
・2/17［日］

大豆を石臼の上でつぶして乾燥させた、
福井の郷土食「打豆」。調理した打豆の
試食販売会を行います。

銀座店

若狭の伝統の食文化から生まれた
焼き鯖すし、柿の葉すしを販売いたします。

〈髙橋製粉所〉 打豆 100g ¥270［税込］
黒打豆 50g ¥216［税込］

青山 店

3/1［金］
〜3/3［日］

青打豆 50g ¥281［税込］
炊き込みご飯用打豆 25g ¥216［税込］

場所：屋 外
ベンチエリア付近

キュアリング貯蔵したおいもを、超高遠赤外
線で焼きあげたスウィーツのような甘さ・食
感の石焼きいも。
あわら産「とみつ金時」な
ど数種類の石焼きいもを販売。

ふくい南青山 291
食の國 福井館

イベントのご紹介
E V E N T I N F O R M AT I O N
青山 店

揚げたて！
〈谷口屋〉試食販売会

〈久保田酒造〉

試飲販売会

青山 店

銀座店

手揚げの「おあげ」を販売。坂井市
丸岡町竹田にある本店レストランは、
たくさんの人がはるばる揚げたてお
あげを食べに訪れる人気店です。

2/1［ 金 ］〜2/28［木］
名勝「東尋坊」を有する坂井市の

おいしい食材やお酒をご紹介します。

〈若廣〉 焼き鯖すし ¥1,188［税込］

めんたい焼き鯖寿し ¥1,188［税込］
柿の葉すし 北陸三昧 ¥1,080［税込］など

ご飯と炊いたり
味噌汁やスープ
サラダにも！

2月

銀座店

2/9［ 土］
・2/10［日］

＊調理例

1月

2/8［ 金］〜2/10［日］
「丸岡城 」や「一筆啓上」
「鬼作左」
などの銘柄を持つ、1753 年創業の
坂井市丸岡町唯一の酒蔵です。
「富
久駒」として地元で愛されてきました。

〈久保田酒造〉純米生原酒

鬼作左 袋吊り搾り

青山 店

720ml ¥1,760 ［税込］

銀座店

福井県アンテナショップ

水がに販売会 2月下旬ごろ

＊脱皮して間もない
越前がにオスの、脚・
肩 部 分 のみ の 販 売
です。
＊開催日・販売価格
は決まり次第店頭と
ホームページでお知
らせいたします。

北陸新幹線延伸 5 県アンテナショップ

メンバーズカード
年会費・入会金無料

二子玉川ライズ「福井県 物産フェア」

PRADA

グラッセリア青山

営業時間 11:00-19:00
東京都港区南青山 5丁目 4-41 グラッセリア青山内
TEL:03-5778-0291 FAX:03-5778-0305
www.facebook.com/291fukui

有楽町
マリオン

東京
交通会館

有楽町
D9

いしかわ
百万石物語

わした
ショップ

日本 海 に面した 三 里 浜 砂丘 産。
二度冬を越えたらっきょは小粒で
繊維が大変細かく、真っ白で歯切
れのよい食感が特徴です。

オフィシャルサイト

まるごと IBARAKI
sense
高知

人気商品やギフト商品を
ご購入いただけます！

あわら市
東尋坊
三国港

三里浜
おいしい
山形プラザ

営業時間 10:30-20:00（月〜土）10:30-19:00（日・祝）
東京都中央区銀座 1 丁目 3-3 銀座西ビル 1F
TEL:03-5524-0291 FAX:03-5524-0299
www.facebook.com/291ginza

三国駅

あわら温泉

丸岡駅

http://shop.291ma.jp/

東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」3番出口 徒歩1分
銀座線「銀座駅」C8 出口 徒歩 5 分
JR「有楽町駅」京橋口 徒歩 3 分

福井定番のお菓子。石窯を使って一
枚ずつ焼き上げ、甘めの生地と落
花生の香ばしさが引き立ちます。坂
井市に本社・工場・本店があります。

福井市 エンゼルランド
ふくい

とうじんぼう

芦原温泉駅
J
R

丸岡城

谷口屋
本店

坂 井市
春江駅
福井県総合
グリーンセンター

越前
竹人形の里

永平寺町
福井駅

＊掲載内容は 2019 年 1 月初旬時点のものです。＊天候等の影響により入荷日などが変更になる場合がございます。＊工芸品は青山店のみお取り扱いしています。

1 枚 ¥110 ［税込］
4 枚入 ¥432 ［税込］〜

波の浸食によって荒々しくカットされた
岩肌は約 1 キロも続き、絶壁に日本海
の荒波が打ち寄せるさまは、実に豪快。
これほど巨大な輝石安山岩の柱状節
理は、日本ではここ一ヶ所しかなく、
地質学的にも貴重で、国の天然記念
物にも指定されています。

石川県

北潟湖

ふくい291
オンラインショップ

〈五月ヶ瀬〉五月ヶ瀬煎餅

東尋坊

https://fukui.291ma.jp/
富津地区

首都高
外堀通り
（国道405）

銀座
C8

〈三里浜農協〉
三年子 花らっきょ ¥365［税込］

バフンウニの卵巣を、
越前造りで塩分控え
めに塩漬けしました。
アルコールや添加物
不使用。

北陸本線

銀座
B8

¥3,240［税込］〜

東京→

JR有楽町

有楽町
イトシア

〈波屋〉越前塩うに

北陸自動車道

Nicolai
Bergmann

東京メトロ千代田線・銀座線・半蔵門線
「表参道駅」B3 出口より徒歩 5 分

←新橋

坂井市

えちぜん鉄道 三 国 芦 原 線

AVEDA

食の國 福井館

晴海通り

青山学院大学

Aoビル
原宿↑
青山通り
（国道 246）
Max
agate
B3 表参道駅
Mara
Spiral
A5

「太白純正胡麻油」100％で揚げたおあげ。
＊週末限定入荷

アンテナショップ人気商品をギュッと集約して参加します！
兵左衛門の若狭塗り箸コーナーも人気です。

福井県アンテナショップ 銀座店

ふくい南青山２９１

たいはく

〈谷口屋〉太白おあげ ¥648［税込］

二子玉川ライズ 地下 1 階 東急フードショーセンタースクエア

＊各県アンテナショップ先着100 名様、お一人様１セット限りの販売とさせていただきます。

福井県アンテナショップ 青山店

菜種油でじっくり揚げた油揚げ。外側はカ
リッと、中はじゅわっと。フライパンで焼い
た「あげステーキ」のほか炊き込みご飯や
煮物にも。

2/21［木］〜2/27［水］

プレミアム商品券 ¥2,000［税込］

小原流
会館

〈谷口屋〉谷口屋のおあげ ¥570［税込］

福井県アンテナショップ 参加イベント情報

平成３１年３月１４日で北陸新幹線の金沢開業４周年を迎えることから、
長野・新潟・富山・石川・福井、
5 県のアンテナショップ 7 店舗で使える
500 円の商品券 ×5 枚セットを販売いたします。お楽しみくじ付き！

agnès b.

ポイント
5 倍 !!

＊ 100 円［税別］ごとに 1 ポイント付与されます。
＊ 1 ポイント＝1 円としてご利用いただけます。
＊2月は 28日に振替となります。
＊「食の國 福井館」
「ふくい南青山 291」共通です。 ＊2月7日の「ふるさとの日」
もポイント5 倍！

プレミアム商品券セット 発売

←渋谷

即日発行

圧力をかけず袋から滴るしずく
だけを採る「袋吊り搾り」は、
雑味が出ず優しい口当たりのお
酒で、吟醸を思わせる純米酒
です。

毎月2
9日は

永平寺

丸岡城

日本最古の天守閣を持 つ平山城 で、
霞ヶ城の別名の通り、春満開の桜の中
に浮かぶ姿は幻想的でひときわ美し
い。戦国時代に一向一揆の備えとして
織田信長の命により柴田勝家が甥の勝
豊に築かせました。

越前竹人形の里

真竹、孟宗竹等を用いて郷土に伝わる
風俗や能、狂言、歌 舞伎等を題材に
作られた優れた竹人形や竹工芸品が多
数展示されています。職人さんが竹人
形を創作している工房の見学や竹細工
実習もできます。

3.

青山 店

2.

銀座店

4.

1.

ふくいのあったか

〈一本義久保本店〉
伝心 冬 しぼりたて生酒
720ml ¥1,296［税込］

銀座店

しぼりたて

新酒

〈安本酒造〉
白岳仙 しぼりたて純生
720ml ¥1,512［税込］

酒処福井の酒蔵の中から、おすすめ
の新酒を入荷いたします。新年会の
手土産などにいかがでしょうか。

1/8［ 火］〜 1/31［木］

〈吉田酒造〉
白龍 初しぼり生原酒
720ml ¥1,350［税込］
〈一本義久保本店〉
一本義 シボリタテ
720ml ¥1,188［税込］

新酒

7.

秋に収穫された新米を使って作る日本酒で、
弾けるように若々しい味わいが特徴です。

8.

10.

柔らかく煮上がるので、煮しめやおでんに最適です。
〈奥井海生堂〉は北前船交易の中継地として栄えた敦
賀において最高級昆布を取り扱う老舗。ギフトの他日
用使いのできる商品も幅広くお取り扱いしています。

〈加藤吉平商店〉
梵・ しぼりたて初雪 山田錦
720ml ¥1,944［税込］

＊季節限定品ですので、
なくなり次第販売終了となります。

6.

1.〈奥井海生堂〉おでん用結び昆布 ¥367［税込］

9.

青山 店

＊一部商品は青山店のみ
お取り扱いしています。

2.〈熊川くず生産組合〉くずきり ¥540［税込］

3.〈北前船のカワモト〉黄金のだし ¥540［税込］〜

4.〈野村 醤 油〉舞茸ぽん酢 ¥540［ 税込］

日本三大葛のひとつに数えられる若狭の熊川くず。若
狭湾へ注ぐ北川上流に自生する葛根を、数多くの作業
を経て葛粉にし、口当たりの良い葛きりを作りました。
全国になかなか出回らない貴重な商品です。

厳選した六種類の国産素材を使用。煮出すだけで上
品ながらも深い旨みのあるだしがとれます。
＊減塩タイプ、化学調味料不使用タイプもございます。

大野市の醤油味噌醸造が手がけるぽん酢。福井産九
頭竜まいたけのダシを贅沢に使用。うまみが凝縮し、
酸味はまろやか。1 本に舞茸約 100 g のビタミン・ミ
ネラル入り。お鍋のほか湯豆腐にも。

5.〈とば屋〉とば屋のポン酢 ¥540［税込］

6.〈国見えのき〉干しえのき ¥432［ 税込］

7.〈越前隊〉山うに

老舗のお酢醸造会社が作るこだわりポン酢。ゆずとす
だちの天然果汁と「壺之酢」が作り出す優しい酸味が
鍋物の美味しさをひき立てます。無加糖なので、健康
志向の方にもおすすめ。

生とは違うシャキシャキとした歯ごたえと濃い旨みを味
わえます。上品な出汁が出るので、鍋物や雑炊、炊き
込みご飯などに、出汁と具材の両方を兼ねて入れるの
もオススメです。

カルビーのご当地ポテトチップスの味にも選ばれた、
柚子の皮と果汁、赤なんばを練り上げた鯖江市河和田
地区の薬味。柚子の香りが華やかで、マイルドな辛さ
です。水炊きやおでん、うどんに添えて。

季節の
おすすめ

8.〈まるたけ蒟蒻〉おでんこんにゃく ¥216［税込］

9.〈米 五〉鍋みそ ¥504［税込］

10.〈カネイチ商店〉名田ゆず七味 ¥580［ 税込］

米五の永平寺御用達味噌「蔵」をベースに、福井産に
んにくと地からし、国産唐辛子を隠し味にブレンドし
た鍋みそです。だしを入れなくてもおいしく調理できま
す。約4人前×2 回分、使いやすいチューブ入り。

嶺南の道の駅でも人気の七味。名田庄村のおばあちゃ
んのレシピの復刻版。柚子皮が半分以上ブレンドされ
ているため香り良くバランスも絶妙で、鍋の薬味にも合
います。希少な手作りの味をご賞味ください。

なたしょう

福井県優良観光土産品フェア 1/24［木］〜2/14［木］

これまでの福井県優良観光土産品審査会の受賞商品や、
候補商品の中から 291 がセレクトしたお奨め商品をご紹介いたします。

2/2［土］
2 /3［日］
限定入荷！

銀座店

チョコレート

ヴァレンタインやプチギフトに。
季節限定を含む、福井のチョコレートをご紹介します。

〈森八大名閣〉酒ぼんぼん

3個入 ¥1,080［税込］
5個入 ¥1,620［税込］

各種 ¥518［ 税込］

昔ながらの弾力と歯ごたえにこだわった、お鍋におで
んに大活躍のこんにゃく。黒ゴマと唐辛子が味のアク
セントです。三角にカット済みなのでお手軽に使えま
す。国産こんにゃく芋粉を使用。

青山 店

青山 店

5.

鍋フェア
まだまだ寒い季節、
福井の特産品で味わう
あったかお鍋はいかがでしょうか？

（写真左より）

季節の
おすすめ

黒龍酒造の日本酒をとじ
こめたチョコレートボンボ
ン。お酒好きな方へのプ
レゼントにぴったりです。
＊アルコールを含みます。

〈ほっと今庄〉今庄つるし柿チョコレート

¥1,300［税込］

最優秀賞
燻製の今庄つるし柿をスティック状にし、
チョコレートでつつみました。スモークとカ
カオの苦みがとけ合い、つるし柿の芳醇な
甘みが口いっぱいに広がります。

〈亀 屋製 菓〉越前塩羽二重餅
9 個入り ¥540［税込］

優秀賞
越前海岸の海水から職人が作る「越前塩」
は甘みと旨みを持った自然塩です。この
越前塩を練りこみ、柔らかな塩羽二重餅
にしました。

〈越前海鮮倶楽部〉試食販売会開催！ 2/2 ［土］12:00〜16:00
〈越前海鮮倶楽部〉越前甘えびから揚げせんべい

1/26［土］
1/27［日］
限定入荷！

¥ 864［税込］ たこから揚げせんべい ¥ 756［税込］など

新鮮な海の幸を、天然の旨みそのままに閉じ込めた海鮮せんべいを販売します。

優秀賞
名物駅弁「越前かにめし」を手がけるお
弁当屋さんが作った焼き鯖寿し。葉わさび
を混ぜた酢飯と、焼き鯖の間にも茎わさ
びを入れました。お酒のお供にもどうぞ。

1/27［日］試食販売会開催！

〈三丹本店 〉のどぐろの柿の葉寿司
6 個入り ¥1,296［税込］

優秀賞
のどぐろを使った柿の葉すし。のどぐろは手作業で
炙って香ばしさを出し、ゆず皮で風味付け。米・
寿司酢はすべて福井県産を使用しています。

10 個入り ¥1,080［税込］

定番の五月ヶ瀬煎餅を使用したクランチを
入れて作り上げたチョコレート菓子。さくさ
くの食感とチョコレートのバランスが絶妙。
季節限定商品です。

4 枚入り ¥594［税込］

「人と人の間に愛が続きますように」という
思いを込めたクッキー。サクッと焼き上げ
たプレーンとココアの２色のクッキーで、ミ
ルクとホワイトのチョコレートをサンド。

チョコレート各種 ¥216〜［税込］

ききチョコ 2 個入 ¥1,836［税込］
黒の媚薬 4 個入 ¥1,296［税込］

福井市のチョコレート菓子専門会社。厳
格な国際規格にのっとった上質なクーベ
ルチュールチョコレートを使用。福井県
産の六条大麦・コシヒカリ・大豆を使っ
たシリーズなどを取り揃えます。

＊2 月初旬からバレンタインデーまでのお取り扱いとなります。
＊数量限定につきご予約を承ります。
ふくい南青山 291 TEL:03-5778-0291（11:00-19:00）
食の國 福井館 TEL:03-5524-0291（10:30-19:00）

青山 店

〈五月ヶ瀬〉愛 -a i -

〈横井チョコレート〉

〈森八大名閣〉

工芸品・雑貨イベント ＊工芸品は青山店のみのお取り扱いとなります。

〈ユメロン黒川〉

〈番匠〉おとなの焼き鯖寿司
1 本 ¥1,100［税込］

〈五月ヶ瀬〉
くらんちばーちょこれーと

〈おもちゃのやまだ〉

体験販売会

手作り雛人形ワークショップ

1/19［土］
・1/20［日］

2/23［土］
・2/24［日］

濡れない足湯や、手軽なウォームストーンパッ
クなどの温活グッズをお試しいただる体験会
です。多彩に取り揃えてお待ちしています。

越前和紙を使ってオリジナルのぬくもりある
雛人形を作りませんか？２種類のベースか
らお選びいただけます。

＊予約不要・参加無料

所要時間：約 15 分 ＊予約優先

季節の
おすすめ

若狭塗箸
¥ 648［ 税込］〜
新しい年や新生活を、新しいお箸で迎えませんか？
デザインや素材のバリエーションも豊富に揃えており
ます。贈答用に箱のご用意もございます。

濡れない足湯
湯冷めに無縁の濡れな
い足 湯。テーブルの下
などへ 移動も簡単。天
然 石を温めることで 生
まれる遠 赤外 線とセラ
ミックボールで身 体 の
中 から あた ためま す。
冬 のおもてなしにも最
適です。

おひなさま２体
¥ 1,000［ 税込］
＋参加費 ¥ 200

うさぎ 1 体

¥ 750［ 税込］
＋参加費 ¥ 200

ワークショップお申込み先：ふくい南青山 291
TEL:03-5778-0291（11:00-19:00）

〈宝木石材〉
合格サイコロ
¥ 3,759［ 税抜］
¥ 4,059［ 税込］
「笏谷石（しゃくだにいし）」で職人が手づくりした、
「5 か 9」の目しかない縁起物サイコロ。お値段も税
抜きで 3,759（みなごうかく）円 ! 大切な人の応援に。

