工芸品・雑貨イベント

青山 店

＊工芸品は青山店のみのお取り扱いとなります。

イースター（復活祭）おもてなしテーブル講座

3 5火 3 6水

― 福井県アンテナショップ ―

ふくい南青山 291
食の國 福井館

時間：13:00 〜15:00（両日）場所：1Ｆ店舗内

「イースター」をテーマに、モダンな漆器と福井の食材を
テーブルコーディネートに取り入れた講座を開催します。

E V E N T I N F O R M AT I O N

3月

春の お花見フェア 3 5 火 〜4 8 月

講座内容
初心者の方でも
手ぶらで参加して、
楽しく学べるレッスンです！

イベントのご紹介

講師：水谷美枝子さん
（テーブルコーディネーター）

1. テーブルコーディネート講座
「テーマ：イースター」と漆器 の Q & A

春のお出かけやお花見にぴったりな、お弁当や食品をご紹介します。
足羽山でお花 見と言えば…

青山店限定 お弁当

2. ティーパーティー＆テーブルコーディネート体験
参加費用：600 円（事前予約制・当日払い）
＊1. のみ参加の場 合は無料

参加お申込み先：ふくい南青山 291
TEL:03-5778-0291（11:00-19:00）

同時開催

青山 店

〈箸の里ふるさと館〉箸研ぎ出し体験

3 10

日

毎週
月曜日
限定

〈山久漆工〉漆器アウトレットセール 3 月 5 日（火）〜3 月11日（月）

あつあつの田楽を
ご用意！
3/16［土］
・3/17［日］

〈麸市〉田楽こんにゃく ¥230［税込］
手作りおみそ 甘口 / 辛口 ¥432［税込］

11:00〜18:00 場所：1Ｆ工芸コーナー

こんにゃくのおでんは福井市街地の中央に
位置する、足羽山の茶屋で提供されてい
るものが有名です。甘みそと辛みそをつけ
た２種類の味があります。

幾重にも塗り重ねられた漆を研ぎ出して
お箸を仕上げる体験会です。

〈ふくい、望洋楼〉 牛しぐれ弁当
¥900 ［税込］

厳 選された牛肉をたっぷりと使 用し、
千切り生姜がピリリと効いた望洋楼の
人気の一品です。＊数量限定・ふくい、
望洋楼休業日はお休みします。

〈ふくい南青山 291〉すずめひょうたん
2 個入 ¥380 ［税込］

福井の特産物で作った、ふくい南青山
291 のオリジナルおむすび。いちほま
れをベースにした、古代米むすびと大
麦梅むすびの 2 個セット。

一人前 ¥300［税込］

所要時間：10〜 15 分 参加費： 500 円（当日参加可）

研ぎ出していただいたお箸はお持ち帰り頂けます。＊画像はイメージです

青山 店
銀座店

棚卸のため 3 月 31日［日］は両店舗とも終日お休みをいただきます。
福井県アンテナショップ 青山店

福井県アンテナショップ 銀座店

ふくい南青山２９１
←渋谷

agnès b.

AVEDA

Nicolai
Bergmann
小原流
会館
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

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

3/1［金］
〜3/3［日］

オフィシャルサイト

銀座店 は
試食販売会も開催！

3/9［土］
・3/10［日］

https://fukui.291ma.jp/

東京→

JR有楽町

有楽町
イトシア

銀座
B8

PRADA

お弁当・お寿司が、週 末限定入荷！

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

週替り

有楽町
マリオン

東京
交通会館

有楽町
D9

首都高
外堀 通り
（国道405）

銀座
C8

人気商品やギフト商品を
ご購入いただけます！

いしかわ
百万石物語

わした
ショップ

ふくい291
オンラインショップ

まるごと IBARAKI
sense
高知
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

〈若廣〉 焼き鯖すし

¥1,188［税込］

絶妙な焼き加減の肉厚の鯖と福井県
産コシヒカリの酢飯を、１本１本職人
が手巻きにしました。

〈若廣〉 柿の葉すし 北陸三昧
¥1,080［税込］

北陸三県にちなんだ、のどぐろ・小鯛・
鱒を香り豊かな柿の葉で包みました。
3 種 6 貫入り。

3/16［土］
・3/17［日］
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

＊掲載内容は 2019 年 2月時点のものです。＊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。

〈番匠〉越前かにめし

¥1,250［税込］

せいこがにの赤身やみそを炊き込んだ
ご飯に、かにの身を敷き詰めた人気の
駅弁です。

〈番匠〉おとなの焼き鯖寿司
1 本 ¥1,100［税込］

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。

3/23［土］
・3/24［日］

青山店 は
試食販売会も開催！

〈三丹本店 〉

のどぐろの柿の葉寿司
6 個入り ¥1,296［税込］
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。福 井県
産の米・寿司酢を使用し
ています。

〈三丹本店 〉焼き鯖棒寿司 7 貫

¥1,296［税込］

ジューシーでふんわりした焼き
鯖、福井県産米、無添加のガリ、
全てにこだわった人気商品。

〈北前船のカワモト〉鯖寿し各種 ¥1,296［税込］〜

脂の乗った肉厚の鯖と福井産コシヒカリを使った
「鯖寿し」はリピーターも多い人気商品です。

季節のおすすめ

〈朝日風月堂〉

春の お花見フェア

桜上用まんじゅう ¥150［税込］
桜の花の塩漬けをあしらったふわ
ふわの生地。しっとりしたこしあ
んで上品なおまんじゅうです。

福井の名店の銘菓や
春限定のお菓子をご紹介します。

春酒

青山 店
銀座店

お花見にぴったりのお酒や
春限定のお酒などをご紹介します。
小さなボトル・
ワンカップのお酒

〈朝日風月堂〉

田舎まんじゅう ¥130［税込］

薄めの生地で自慢のつぶあんを
たっぷり包んだ、地 元でも大 人
気のおまんじゅうです。

朝日風月堂
平成 28 年
「優秀和菓子職」
認定。
「うちは餡を食べさ
せる」という職 人の 意 気
込みを込めた餡に絶 対の
自信を持つ越前町の菓子
店です。

箱入りで
贈り物にも
10 個入り箱に、
お好きな組み合わせで
詰め合わせいたします。
＊ご予約を承ります。

＊青山店のみの
お取り扱いとなります。

〈吉田酒造〉DRAGON KISS
200ml ¥432［税込］

若鹿 上撰
¥231 ［税込］

微発泡で飲みやすく、甘口ながら、アルコー
ル度数 12.5 度とやや高めの本格的スパー
クリング日本酒。

くずまんじゅうを手がける和菓子店の、みずみずしいあんと桜の風味が絶
妙な丁稚ようかんとどらやきです。
＊季節限定商品。

伊 勢 屋 名水「雲城水」を使用し、夏にはくずまんじゅうで行列が
できる有名店です。天保元年の創業以来、小浜市で和菓子を作り
続けてきました。平成 28 年 六代目上田浩人氏 優秀和菓子職に認
定（福井県内初）
、平成 29 年 くずまんじゅう、五代目上田藤夫氏
伝統和菓子職に認定（福井県内初）
。

銀座店

シーズン最終販売！

水がに販売会
3/2［土］
・3/3［日］

〈新珠製菓〉桜の羽二重餅

10 枚入り ¥594［税込］

¥432 ［税込］

ソースカツ ¥180［税込］

揚げたてのカツにソースをし
みこませ た、福 井 のソウル
フードです。

若狭牛入りメンチカツ
¥250［税込］
キャベツがザクザク、
食べごたえありの一
品です。
＊大量のご注文は事前にご予約をお願いいたします。
食の國 福井館 TEL:03-5524-0291（10:30-19:00）

銀 座店
参加イベント

販 売は
3 月末
まで！

7 県のアンテナショップを回り、各県自慢のお酒を 1 杯と
おつまみをお召上がりいただけます。スタンプカードなしで
もお楽しみいただける、有料試飲のご用意もいたします。

白龍の吉田酒造さんが来 館します！

さよなら

＊銘柄は随時入れ替わりで数種類入荷しています。

スタンプカードでご提供するお酒
〈吉田酒造〉白龍純米吟醸新酒
無濾過生原酒 720ml ¥1,620［税込］

スタンプカード

青山 店

では「ズボがに」とも呼びます。2 月中旬～3

なぜ冬の風物詩？

だ柔らかく身の 取り外しがスムーズで、

または土産にした羊羹がルーツという説がありま

3/2［土］
・3/3［日］

かず気温が高いと痛みやすいこと、廊下や縁側

水ようかん 6 種
食べ比べセット ¥300［税込］

月 20 日までしか水揚げされません。殻がま

年末に丁稚奉公先から持ち帰った小豆で作った、

ジューシーな足の身は甘みがあり美味です。

す。また水ようかんは糖度が低いため保存が効

＊脚・肩部分のみの販売で、かにみそはありません。

イートインメニューの揚げ物、テイクアウトできます！

バラエティー豊かなおかきミックス。

シーズンの締めくくりに、定番の銘柄にプラスしたラインナップをご用意。
青山店では食べくらべ試食会も開催します。

水がに 2 束 縄 縛り
Mサイズ ¥4,150［税込］L サイズ ¥5,800［税込］

＊季節限定品のためなくなり次第販売終了となります。

共立女子大学の考案メニューで、
福井市の学校給食でも提供され
ました。
＊期間限定メニュー

〈吉村甘露堂〉春の蔵

水ようかん
脱皮をして間もないオスの越前がに。福井

銀座店

ふくいサーモンと
越のルビーと打ち豆の春巻
¥200［税込］

季節限定の桜の羽二重餅です。

青山 店

若鹿上撰のカップ酒、通称「青バ
ンビカップ」
。かわいい絵柄でお土
産にも最適です。

福井を片手にお花見は
いかがでしょうか？

〈伊勢屋〉桜どら焼 ¥230［税込］
桜 丁稚ようかん 1 個 ¥ 216［税込］ 5 個 箱入り ¥1,230［税込］

〈一本義久保本店〉春之純米酒 アラバシリ 720ml ¥1,512［税込］
〈一本義久保本店〉伝心 春 純米吟醸 生酒 720ml ¥1,620［税込］
〈久保田酒造〉純米吟醸 生貯蔵原酒 富久駒 720ml ¥2,160［税込］
〈久保田酒造〉辛口本酒醸造にごり生酒 花見酒 720ml ¥1,130 ［税込］
〈田嶋酒造〉福千歳 純米さくらヌーボー 720ml ¥1,485［税込］

〈舟木酒造合資会社〉

を自然の冷蔵庫として使っていたことなどから、
冬場が旬になったと言われています。

水ようかん
食べくらべ試食会

＊各日数量限定

前売券 ¥1,400［税 込］

前売券は 3/8［金］まで 食の國 福井館にて販売 ＊当日券 ¥1,500［税込］
当店での購入特典：イートインメニュー 100円引券 プレゼント！

花粉症対策

最高峰の酒米「山田錦」と福井県を代表する酒米「五
百万石」を使い、白山麓の雪どけ水で仕込んだ逸品。
品のあるフルーティな香りと米の甘み、口あたりとと
もに瑞々しい白龍の人気 No.1 の生酒です。
＊品切れの場合、吉田酒造の別のお酒を
ご提供する場合もございます。

辛い花粉の季節、オメガ３系脂肪酸を含む鯖や、
腸内環境を整える食品などで、対策はいかがでしょうか。

〈おおい夢工房〉

梅肉エキス
300g ¥3,240［税込］

おおい町の青梅をじっく
り煮込んだエキス。ヒス
タミンを抑える働きがあ
ります。

〈大入号〉

レンコンオリゴ 糖
600g ¥4,320［税込］

のどに良いレンコンを、腸
環境を整えるオリゴ 糖で
漬けました。お 湯で溶か
してお飲み下さい。

〈大入号〉

粉末生姜
50g ¥1,080［税込］

生姜を乾燥させ微粉末に
加工しました。くしゃみ・
鼻水を鎮めるショウガオー
ルが生の生姜より豊富。

