
5/13月5/3金~10金 5/16木~17金4/27土~29月

初出店

ふんわり・しっとりの皮の中に、つぶ餡と
生クリームがたっぷりと詰まっています。

粒あん入りよもぎだんごを隈笹で包み
ました。

とろける食感のほろ苦抹茶ぷりんに、
自家製小倉あんを合わせました。

ドライフルーツ、ナッツ、會津身不知柿を銘
酒「会津娘」に漬け込み、生地に練り込んで
焼き上げた極上品。

文政2年創業以来、ほのかな甘さ、みず
みずしい味わいが多くの人に愛されてい
ます。

甘さ控えめ、小豆本来の
香りと食感が楽しめます。

昔懐かしい素朴な味わいです。
端午の節句にどうぞ。

創業以来、変わらない味
を守り、丁寧に時間をか
けて手作りしています。

濃厚なミルク味のア
イスの中に、練りあん
がたっぷり入ってい
ます。

メロンの皮をお皿にして、スポンジ
と生クリーム、その上に丸くくり抜
いたメロンをのせました。

やわらかな生地に包まれたひんやり
としたクリームが、これからの時期に
ぴったり。
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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。

福島県観光物産館だより 2019 5月上旬号 4月27日㊏～5月2日㊍8：00開館 ５月３日㊎～６日㊊９：00開館

TEL.024-525-4031
営業時間　９：30～19：00　年中無休
【運営】公益財団法人福島県観光物産交流協会

ふくしまラウンジ

営業時間 10：30～19：00（ラストオーダー18：30）
期間限定 4/27㊏～5/2㊍ 8：00～　5/3㊎～6㊊ 9：00～

11：00～売り切れまで飲食コーナー
飲食、喫茶、飲み比べ等が楽しめる憩いのスペース

Fukushima Lounge

田村市 ニューフロンティア
うなおむすび 単品（１個）399円

 ５個箱入2,360円

み
ん
な
で
食
べ
た
い
お
菓
子
が
満
載
！！

白河市 田楽食堂

会津若松市 坂新

白河ラーメン 600円
チャーシューメン 850円

べこの乳ソフトクリーム
（ミルク・コーヒー）
３５０円が２００円！

カーネーションご予約承り中

肉そば ９００円
支那そば ７００円
あぶラーメン ９００円

独自製法チャーシュー
が人気です。

福島市 玉万厨房
鯵フライ定食 ７００円
生姜焼定食 ７００円
カレーライス ５００円

冷やし中華
はじめました！

地域の方々とつながる
メニューを提供します。

あぶくま高原産「福うなぎ」を使った
おむすびです。

各日30点限定販売 お一人様２点まで

各日50点限定販売

各日5個限定販売

各日20個限定販売

舌も目も魅了される黄金スープ。

期間限定
「朝ラー」実施！

朝からラーメンは
いかがですか♪
４/27㊏～５/２㊍
８：00～売り切れまで

ホームベーカリーコビヤマ
會津が香るシュトーレン
･････････････････････････････････小 1,307円

会津若松市

30個限定販売

どら焼のどらや
生どら･･････････････････････５個入 800円
猪苗代町

生きんつば･････････････１個 180円
芋ようかん･･････････････１個 180円
栗むし･････････････････････１個 190円

かめまん須賀川市

一味庵
和心ぷりん ･････････････････１個 220円
アーモンドブランデーケーキ
･････････････････････････････････････････ 900円

福島市

駒田屋本舗

柏餅・・・・・・・・・・・・・・１個 129円

福島市

玉嶋屋

メロンボール 1,500円

二本松市

せんべや
せんべやの揚げ饅頭

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４個入砂糖付き 500円

猪苗代町

松本家

松本家の水ようかん
･･･････････５本入 880円
･･･････････２本入 453円

会津若松市

みやこじスイーツゆい

ゆいプリン（リッチ）
････････････１個 350円

田村市

宝来堂製菓
笹だんご･･････････････冷凍販売 540円
猪苗代町

菊屋
菊屋の栗羊羹
･･･････････１棹 1,650円・1,230円
菊屋の最中
・粒あん  ・ごま･･･････････ 各１個 120円

福島市

お菓子のさかい
冷やしパン
・酪王カフェオレ ・あずき
・クリーム
･･･････････････････････････各1個 205円

石川町

松永牛乳
アイスまんじゅう････････１個 140円
南相馬市

カーネーション
････････････５号鉢 １,７００円
････４号鉢（２鉢） １,９００円

５月１０日㊎～１２日㊐
物産館出店

※５月１２日㊐にお届けします。（送料別）

貝沼農園会津若松市

パティスリーアリュメット

コーヒープリン･････････････250円
キャラメルプリン･･････････230円
シュークリーム
･････････････････････････ 4個入 1,000円各日5点限定販売

フラピス ････････････････････････486円

伊達市

GWわくわくスイーツGWわくわくスイーツ
牛乳「べこの乳」の甘み・風味が丸ごとソフトクリー
ムに。深いコクと口どけが魅力です。

大人なカフェゼリーソフト
椏久里珈琲×
べこの乳ソフトクリーム
 450円
ほろ苦い大人なコーヒーゼリーと濃厚ミルク
のソフトクリームが見事にマッチ。物産館でし
か味わえないオリジナル限定商品です。

５月５日㊐
こどもの日！

5/12
㊐母の日

大人も

OK！

油で揚げたもっちり生地と、しっかりとした甘さ
の餡、そしてたっぷりまぶした白砂糖がクセにな
ります。

新
都路産の卵を使用したカ
スタードプリン。とろける
口当たりと、素材のコクを
お楽しみください。

地元の素材を使っ
た、保原町ならではの
手作りのケーキをお
楽しみいただけます。

４/２７㊏～２９㊊・５/１㊌・3㊎・５㊐

４/２７㊏～５/６㊊・５/１１㊏～１２㊐

４/２７㊏～５/５㊐

４/２７㊏～５/６㊊・５/１１㊏～１２㊐

４/２７㊏～２９㊊・５/１㊌・５/３㊎・５㊐

４/２７㊏～２９㊊・５/4㊏～６㊊

４/２７㊏～２９㊊・５/３㊎～６㊊４/２７㊏～５/６㊊

毎日少量入荷

毎日少量入荷

毎日少量入荷

毎日少量入荷

毎日少量入荷

毎日少量入荷

各日10箱限定販売

10：00～10：30到着予定

10：00～10：30到着予定

※4/27㊏のみ他のパンも販売します。

4/27土~5/2木・11土~12日・14火~15水

9：30～10：00頃
到着予定

各日150個限定販売

伊達市 カフェ & レストラン
「raku-raku」

五目ちらしランチ 700円
和風豆腐ハンバーグ 700円

（NPO法人 福祉ハウスボネール）

各日各40食限定ランチ

ラーメン
 ６００円から
冷やし中華
 650円

の色の部分が各社の出展日となります。※最新の出展者情報はホームページをご覧ください。

27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

荒井農産（たれ・ソース）
玉万食品（ゆずみそ）
佐久商店（いか人参）
燻製木香（燻製製品）
菅野房吉商店（季節の果物）
佐倉ファーマーズ（季節の野菜）
わたなべパン店（オリジナルパン）
県南酒販（ウイスキー）
岡田海苔店（海産物）
大七酒造（地酒）
小原酒造（地酒）
海鮮フーズ（海産物）
扇田食品（豆腐商品）
ひふみ堂（オリジナルケーキ）
愛和産業（すっぽん製品）
ブルーベリー園みうら（ブルベリー製品）

営業時間　9：30～17：30頃まで
4～5月 出展スケジュール

福島県観光物産館



出展者および商品・価格は変更となる場合がございますのでご了承ください。

美味しい上に消化が良く、生臭さもありません。
とろりとした黄身の半熟さにやみつきになります。

なかなかない組み合わせ 
『栗』＋『サツマイモ』の
福島限定スイーツ ！

ミルク味の餡を生地で包み焼き上げました。
昔から変わらないやさしい味わいが人気。

飯坂銘菓「けしまんぢう」の味の決め手
は、十勝産小豆の自家製あん。

北海道産大納言小豆を練り上げた小倉
あんを、水を使わずに焼き上げた皮で挟
んみました。

生地に練り込まれたくるみの歯ごたえと
醤油の風味が良いゆべしです。

こしあんをカステラ生地で包み
込みました。科学技術庁長官よ
り創意工夫功労章受賞。

「つるん」と丸く、程良
い甘さの羊羹です。

「こしあん」は上品でなめらか、「つぶあ
ん」は甘さひかえめで素朴な味わいです。

上品な甘みの餡を醤油の香りのもちもち
生地で包み、ケシの実をまぶしました。

小麦粉と落花生を使い焼き上げました。
噛み応えと香ばしさが特徴です。

酸発酵がおいしさの秘訣です。

FUKUSHIMA SELECTION
県内各地から常時約4,000アイテムの商品が集まっています。

その中から館長が厳選した逸品をご紹介！！

卵かけ
ごはん
特集

ふくしま自慢の味みやげ

お出掛けのおともに！

お弁当薄皮饅頭 ・こしあん ・つぶあん
 ８個入 1,080円・５個入 594円
檸檬
 ６個入 1,296円・３個入 594円

柏屋郡山市
けしまんぢう
 １０個入 1,000円・５個入 455円
しっとりカステラ･･･半斤 756円

一味庵福島市

ままどおる
････････････１２個入 1,350円・５個入 540円
エキソンパイ･････････････････････５個入 810円

三万石郡山市

飯坂ゆべし
 １０個入 1,050円・７個入 700円
ミニオレンジケーキ
･････････････････････････････５個入 900円

澤田屋福島市
家伝ゆべし
 １０個入 1,188円・６個入 713円
桃のフィナンシェ
 ８個入 1,290円・４個入 702円

かんの屋郡山市

太陽堂のむぎせんべい
 ２４枚入 1,188円・１２枚入 594円

太陽堂福島市 りょうぜん漬け 詰め合わせ
エゴマ４品････････････････1,132円
エゴマ6品････････････････1,728円

森藤食品福島市

花泉大吟醸
 ７２０㎖ 1,793円・１．８ℓ 3,586円
花泉吟醸
 720㎖ 1,404円・１．８ℓ 2,700円

花泉酒造南会津町

かすてあん会津葵
････････････････････････５個入 1,250円

会津葵会津若松市

楢葉の風 純米大吟醸
･･････････7２０㎖ 2,052円
････････････１．８ℓ 4,104円
楢葉の風 特別純米酒
･･･････････････３００㎖ 540円
･･････････7２０㎖ 1,458円
････････････１．８ℓ 2,916円

白井酒造店会津美里町

会津の天神様 チーズ ･･････５個入 799円
会津チーズ饅頭 くいっちい
･･･････････････････８個入 980円・５個入 540円

太郎庵会津坂下町

純米大吟醸てふ 通称くろてふ
･･････････････････････７２０㎖ 1,836円
･･･････････････････････１．８ℓ 3,780円

国権酒造南会津町

じゃんがら
････６個入 1,190円
･････････３個入 560円
････････････１個 185円

みよしいわき市

ごまばっ菓子････････････５０ｇ４袋 1,728円・１袋 432円
デミアン福島市

玉羊羹
 １０個入 1,200円・５個入 540円

玉嶋屋二本松市

いもくり佐太郎
 ８個入 1,440円・４個入 720円

ダイオー福島市

娘のためのたまご
 10個入 1,080円
・・・・・・・4個入 432円

やますけ農園
会津坂下町

丸大豆二段
仕込み醬油道楽
･･･････ 3００㎖ 648円

高砂屋商店会津坂下町

本家長門屋
羊羹ファンタジア
･･１棹 3,500円

会津若松市

伊達の酒 純米吟醸
１回火入れ酒
･･･････････７２０㎖ 1,890円
摺上川 純米吟醸生
･･･････････７２０㎖ 1,890円
摺上川 純米吟醸
1回火入れ酒
･･･････････７２０㎖ 1,890円

金水晶酒造店福島市

純米大吟醸 超
･･･････････７２０㎖ 4,320円
純米酒 超
･･･････････７２０㎖ 1,468円

豊国酒造古殿町

岩城屋米穀店
ラジウム玉子
・・・・・・・・・・・・・６個入 540円・１０個入 756円

福島市

七十郎純米大吟醸 無濾過生原種袋吊り
･････････････････････････････････････････７２０㎖ 2,971円
･･･････････････････････････････････････････１．８ℓ 5,760円

稲川酒造猪苗代町

ブレンデットウイスキー
９６３ 黒・赤
････････700㎖ 各3,132円

笹の川酒造郡山市

ばがねっか
････････････７２０㎖ 2,160円
ねっか
････････････７２０㎖ 1,620円
･･････････････１．８ℓ 3,240円

ねっか奥会津蒸留所
只見町

会津美里シャルドネ
･･･････････750㎖ 1,850円

メルシャン会津美里町

ミルキーエッグ
・・・・・・・・・１０個入 830円

大野村農園相馬市

かけじょうゆ ５００㎖ 497円
玉鈴醤油伊達市

会津地鶏のたまご
・・・・・・・・・６個入 380円
サカイフーズ
浅川町

天然醸造しょうゆ ５００㎖ 702円
若喜商店喜多方市

元祖ラヂウム玉子（有機卵）
 ６個入 600円・１０個入 900円

阿部留商店福島市

小原庄助べんとう
・・・・・・・・・１折 1,200円

海苔のり牛めし
・・・・・・・・・・・・・・・・・・１折 1,150円

海苔のりべん

 １折 980円

福豆屋郡山市

ガンバ卵ショ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６個入 648円・１０個入 1,080円

温泉玉子の森山福島市

ゆず沢の茶屋福島市

48本限定販売

24本限定販売

１２本限定販売

６本限定販売

塩味のきいた極上チーズクリームを
はさんだブッセ菓子です。

全国に誇る
ふくしまの酒 ※卵は不定期入荷・数量限定です。

※写真はイメージです。

切
る
度
に
絵
柄
が
徐
々
に
変
化
す
る
、

ア
ー
テ
ィ
ス
テ
ィッ
ク
な
羊
羹
で
す
。

みんな
大好き

TKG！

ゆずみそ焼おにぎり
ランチボックス
･･･････････････････････････････421円

塩コブを入れ、ゆずみそを塗ってこ
んがりと焼き上げました。香ばしさが
懐かしいふるさとの味。

各日15個限定販売

5/1㊌以外入荷

5/3㊎発売

10：00頃到着予定

唯一の国産種「コドウもみじ」のたまご！たまご本
来の旨味・甘味と、白身の違いを感じてください。

白身はほんのり塩味、黄身は卵本来の甘味とコクが
引き立つ豊かな味わいです。

平家の落人が会津に持ち込んだと言われる会津
地鶏のタマゴはコクがあり濃厚です。

自然由来のエサだけで育て
た平飼いのこだわりたまご。

まろやかな旨みと、ふくよかな香りが特徴
の「しょうゆの中のしょうゆ」です。

最高級醤油「玉泉」に、本枯鰹節、
鯖節、昆布だしを加えた贅沢な醤油。

地元産の丸大豆、小麦、赤穂の天塩を2年間
熟成。豊穣な香りと風味に満ちています。

選び抜いたラヂウム
玉子専用の鶏卵を
使用しています。

１枚に約大さじ１杯のゴマを使っており、
ごまの風味をふんだんに楽しめます。

4月27日㊏～5月2日㊍8：00開館

4月27日㊏～5月6日㊊

５月３日㊎～６日㊊９：00開館

各日30折限定販売

各日10折限定販売

各日10折限定販売

9：00頃到着予定

皐ロ万
 ７２０㎖ 2,081円・１．８ℓ 4,075円
さつきろまん

福豆屋の牛めし
･･･････1,200円

各日10折限定販売


