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〈にしさか〉
酒まんじゅう 
￥140［税込］
「長」の焼き印の
にしさか。ほのかな
甘酒の風味とまろや
かな餡が調和した銘菓。

〈小山屋〉
酒まんじゅう ￥140［税込］
創業100年余。ふんわり、しっと
りとした皮と甘すぎない餡で、小
豆の風味が特徴です。

〈涛花堂〉
酒まんじゅう ￥140［税込］
焼き印は「涛」。パリッとした
皮にしっとり餡がマッチ。

あわら温泉 
湯のまち・三国湊フェア
今年3月にご好評いただいたフェアの第2弾！福井で随一の温泉
「あわら温泉」と北前船が寄港した海「三国湊」の「風情を感じる」
美味しい海の幸、山の幸をお届けします！
協力：あわら三国広域観光推進協議会

あわらおもてなし
キャラクター湯巡権三

詳しくはこちら→

北前船の船乗りから製法を
学び作られた、伝統の
和菓子「酒まんじゅう」。

週替わりで3店舗の
名店が登場します！ 

お店によって焼き印が違います！ 

このフェアの限定登場です。餡の風味を最大
限に活かし、上品な優しい味に仕上げたどこか
懐かしい味です。

〈にしさか〉水ようかん 　 　￥700［税込］

300年続く三国で最も歴史ある優雅な和菓子
です。

〈大和甘林堂〉
うぐいす餅 　　　　　　 　￥160［税込］

福井県産のコシヒカリと脂の乗った焼鯖、アクセ
ントと奥行にガリと味付け椎茸を合わせました

〈三丹本店〉
焼き鯖寿司 ￥1.320［税込］

日本海特有の荒磯に
育った小粒の“バフン
雲丹”の卵を、生のま
ま塩で固めた越前造

りの塩うには、
磯の香りと甘
い塩味が特
徴的です。

〈波屋〉
塩うに 30g ￥3,240［税込］
　　　52g ￥5,400［税込］  

新鮮な甘えびをたっぷり、特製「海老醤油」をま
とわせて。老舗旅館「望洋楼」の味をご自宅で。

〈望洋楼 蟹の坊〉
甘えびてんこ盛り ￥1,051［税込］

とろっとしたまろやかさと甘みが広がる越前甘海
老を生のまま冷凍しています。

〈スターフーズ〉
甘えび寿司 　　　　　 　￥1,836［税込］

おからの出ない製法
で作られる大豆がまる
ごと入った豆腐です。

〈きっちょんどん〉
豆腐 ￥280［税込］

大豆の味が濃厚で栄養満点
の豆乳です。 まろやかでとても
飲みやすいと大人気です。 

大豆まるごと豆乳 
￥246［税込］

坂井市のみずみずしい梨と福井県ブランド若
狭牛を贅沢に使用！ 

〈近ちゃんふぁーむ〉
美梨カレー 　　　　　　　￥663［税込］

〈奉仕堂〉
北陸あわら温泉美肌の湯
（3個セット） ￥660［税込］
湯巡権三足袋ソックス・ブルー（レディース） ￥550［税込］
湯巡権三ジャガードタオル  ￥770［税込］
湯巡権三マルチトートバッグ ￥1,100［税込］

日本海近く、ときおり波の音が
きこえるあわら市の自然豊かな
農家さんです。

〈堂下園芸〉
お野菜各種 

坂井市三国町にある「川合農園」は
農業に携わる女性のグループ。坂
井市産の農産物の情報発信を目
的にマルシェなどで活躍しています。

〈川合農園〉
お野菜各種

この１本に梨を50％以上使用した、じっくり熟
成させた果汁たっぷりの万能タレ！ 

〈近ちゃんふぁーむ〉
美梨から生まれた「ものがたれ」
甘口・辛口220g 　　　　 　￥834［税込］

三丹自慢の美味しいシャリには福井県産米、老舗の
寿司酢を使用。鮭、小鯛、鯖の三種の柿の葉寿司。

越前あわらの柿の葉すし三昧 ￥1,250［税込］

（通常販売価￥3,036）
「あわら温泉を訪れた人しか飲
めない買えない」特別なお酒で
す。女将と蔵元が米作りから酒
造りまでこだわってつくった日本
酒。フェア限定特別価格！

〈久保田酒造〉
純米吟醸生貯蔵 
女将 辛口 720㎖ 
￥2,200［税込］

トマトピューレを寒天、白あん
と混ぜ合わせ水ようかんにし
ました！口のなかでトマトの酸
味と甘みが広がります。

〈カメハメハ大農場〉
トマト水ようかん 
100㎖ ￥432［税込］

越前がに殻などのこだわりの
肥料で育てた酸味、甘味の
バランスがよいトマトジャム。 

トマトジャム 150㎖ 
　　　　　￥648［税込］

福井県産の越のルビートマ
トジャムをたっぷり使用した
贅沢なバウムクーヘン。紅
茶などのお供にどうぞ。

〈カメハメハ大農場〉
トマトばぁむ 
　　　　　￥310［税込］

フェア限定
特別価格

フェア限定
特別価格

フェア限定
特別価格

1/8(土)、29(土)限定入荷！

週末限定入荷！

週末限定入荷！

1/15(土)限定入荷！

1/22(土)限定入荷！

オンライン
ツアー実施

ご予約承ります

越前がにのセリ潜入＆グランドオープンしたあわら温泉
旅館べにやに訪問（越前がにむき方レクチャー付き）
参加者募集中！ ●実施日:1月28日金

新
商品

G1認証タグ付
き越前かにのメス
「せいこがに」の外子内子、かに
味噌を詰め込んだ贅沢な逸品。

〈三丹本店〉
せいこ蟹缶詰
(磯の香、欧の香) 
￥3,980［税込］

【観光情報についてのお問合せ】●あわら市観光協会　0776(78)6767 月～金  8：30-17:00   ●東尋坊観光案内所  0776(82)5515  9:00-17:00

あわら市・坂井市の新鮮お野菜が、
フェア限定で入荷します！
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初
登場
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初
登場

初
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初
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初
登場

EVENT 
INFORMATION
〈福井県アンテナショップ〉ふくい南青山2 9 1・食の國  福井館  イベントのご案内  

＊店舗によりお取り扱いのない商品がございます。  ＊冬季の道路状況により入荷遅延・中止の場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。 
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数量
限定

越前がに産地直送宅配プランはや川 羽二重くるみ限定入荷！
送料無料!

1月4日㊋～3月31日㊍まで

2月5日㊏・6日㊐限定

◎発送期間／2022年

福井県アンテナショップにて
県内の魅力ある商品や
新商品を月替わりで紹介する
「チャレンジ291」。
1月の採用商品をご紹介いたします！

1月4日㊋～31日㊊
銀座店青山店

銀座店
青山店

チャレンジ291
C H A L L E N G E 2 9 1

月1

Amazonライスヌードル部門
1位獲得商品！

〈ウォンツ〉
いちほまれスーパー麵  
 ￥421［税込］

木目とブルーの相性を楽しむ
癒し系の器です

〈曽明漆器店〉
KyutarouBlue青いお皿 
各種   ￥4,950［税込］

無添加和風だしの
ピクルス専門店が作りました

〈ノンポーバ〉ピクルス食堂
きざみドレッシング
   ￥850［税込］

低張性
弱アルカリの
温泉水を
活用しました

〈伊自良の里〉伊自良温泉
（化粧水）￥1,500［税込］
（石けん）￥1,400［税込］

〈成前〉越前がに甲羅盛 
　　　400~500g
(1ヶ)  ￥13,000［税込］
(2ヶ)  ￥26,000［税込］

〈成前〉越前がに 1.0~1.1kg
￥39,700［税込］

銀座店青山店

銀座店青山店

青山店銀座店青山店 青山店

2022年3月31日㊍まで実施期間

対象商品

購入方法キャンペーン好評開催中！ キャンペーン好評開催中！ 
送料無料送料無料 いちほまれ2㎏・5㎏

❶店頭購入後のご配送  
❷オンラインショップでの
　ご購入
❸電話御注文でのご配送
    （代引配送を含む）ご注文は店頭、オンライン、お電話でもOK！

＊銀座店は一部のみお取り扱いとなります。 

お待たせしました！
福井県勝山市の銘菓、
「羽二重くるみ」を
2日間だけの限定販売！

●ふくい南青山291☎03-5778-0291

詳しくは店頭、お電話、オンラインショップにてお問合せ、ご確認ください。
福井の美味しいお米「いちほまれ」! 毎月先着100名様を
全国送料無料といたします。
この機会にぜひ、ご自宅で、ご家族でお召し上がりください。

いちほまれ   いちほまれ   

オンラインからも
ご注文いただけ
ます！

オンラインショップは年末年始一時休業させていただきます。
2022年1月5日（水）午後よりご注文受付けを再開いたします。

越前かにの美味しさは、足
の部分だけでなく甲羅の中
にある味噌も最高のごちそ
うなのです。絶妙な塩加減
でゆで上がった蟹味噌は、
濃厚なクリームのよう。

〈はや川〉
羽二重くるみ
6個入り
￥660［税込］

「羽二重餅」に自家製の甘く煮詰めた
和くるみを練りこみ、シュー生地でサンド。

冬の味覚の王者『越前がに』。肉厚でふくよか
な甘さが身上。きっと忘れられない味になります。

〈成前〉
越前がに 
1.3~1.4kg 
￥58,000［税込］
越前かにはさまざまな基準でランク付けされ
ており、皇室献上級は最高級の越前かに
『極』にもっとも近い品質です。

皇室
献上級

お一人様
5箱まで

◎青山店 ☎03-5778-0291  ◎銀座店 ☎03-5524-0291
ご予約承ります

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

＊掲載内容は2021年12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。 

食の國 福井館

福井県アンテナショップ
銀座店

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

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

ふくい南青山２９１

福井県アンテナショップ
青山店
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いしかわ百万石物語
・江戸本店

いしかわ百万石物語
・江戸本店

IBARAKI
sense

オフィシャルサイト
https://fukui.291ma.jp/

ふくい291オンラインショップ
http://shop.291ma.jp/

人気商品やギフト商品をご購入いただけます！

お酒の販売始めました！

ともだち
募集中！

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
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

※新型コロナ感染拡大防止のため営業時間を変更させて頂く
　場合がございます。

インスタグラム


