
金水晶酒造店福島市

福島路ビール福島市

？営業時間

10：30～19：00
（ラストオーダー18：30）

11：00～売り切れまで

飲食コーナー

ふくしま

飲食、喫茶、飲み比べ等が楽しめる
憩いのスペース
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駅

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 2020 4月上旬号

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

香村工芸桑折町

古関ご夫婦こけし メロディア
･･････････････････････････ 2個セット 7,260円

古関ご夫婦こけし 赤い糸
･･････････････････････････ 2個セット 7,260円

第一印刷福島市

古関裕而レターセット　
･･････････････････････ 495円

矢の餅
 2個入 346円・6個入 1,037円

ら・さんたランド福島市

古関金子さん
黄金メロンパン
･･････1個 250円

パナックス福島市

会津人参石けん夏・乾燥肌用
･････････････････････ 100g 3,850円

ニュー木村屋福島市

苺タルト
･･･ 1個 250円

大江製菓相馬市

彩りせんべい･･･････････････  1,080円

湊屋（齋藤産業）川俣町

スケッチ画ポストカード
～福島盆地・安達太良山～川俣シルク

一味庵福島市

森山福島市

ふくしまフルーツカルテット
････････････････････････････ 1個 450円

福々和本舗福島市

古関メロディ
 720㎖ 3,960円・1.8ℓ 6,930円

スマッシュペールエール
2020年エールシリーズ限定
醸造第一弾 ･････････300㎖ 632円

福島夜曲（せれなあで）
････8個入 1,620円
･････････4個入 810円

古関裕而作曲
「福島夜曲」をイメージ。

シロップ漬けの
りんごを包みました。

厳選した果物を
たっぷり使いました。

卵黄のみを使った
クッキー生地で金メダルを
表現しました。

古関裕而が幼い頃好きだったという
大福を復刻しました。

沖縄産黒糖を加えた
もっちり生地と自家製粒餡が
ベストマッチ！

ほんのり甘い素朴なお煎餅。3つの味が楽しめます。

古関裕而・金子夫妻をモデルにした優しいお顔の創作こけしです。

十勝産の自家製小豆餡を、
卵たっぷりの生地で包んだ

優しい味わい。

自家製タルトに極上苺の
コンフィチュールをのせた
ニュー木村屋の新商品。

古関裕而が描いたスケッチ画を
川俣羽二重に印刷しました。

若き日の
古関裕而・金子夫妻の
写真がアクセント。

会津人参の果実由来の美容酵素がたっぷり入った
無添加石けん。

高級石材である大谷石を加工したキャンドルスタンドです。

駒田屋本舗福島市

伊藤石材工業福島市

Ishi-no-nukumori「エール」キャンドル
････小（6×6㎝） 3,750円・大（8×8㎝） 7,580円
Ishi-no-nukumori「エール」お家のオブジェ
･･･････････････････････高さ15×幅12×厚さ6㎝ 4,680円

けしまんぢう
･･10個入 1,100円

くろどら
････５個入 1,000円

心に響く

古関メロディー口ずさみ召し上がれ！

おみやげ協奏曲

3/27㊎～29㊐・4/4㊏・5㊐

各日30個限定販売

20枚入（麦つきせんべい10枚・ごま5枚・青のり5枚）

4月 出展スケジュール 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

佐久商店（いか人参）
会津自然農家の会（地酒・米）
HANA（手作り小物）
月の輪ノ森（手作り小物）
ふくかんねっと（キムチ・ビビンパ）
ニコニコ菅野農園（ナツハゼジャム）
海鮮フーズ（海産物）
名倉山酒造（地酒）
佐倉ファーマーズ（季節の野菜）
ひふみ堂（オリジナルケーキ）
菅野房吉商店（県産果物）

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。

福島県観光物産館

①春本生濾過前酒「山王丸」
･･･････････････････････････････ 720㎖ 1,540円

開当男山酒造南会津町

②笹の川大吟醸無濾過
生原酒「今朝しぼり」
･･･････････････････････････････ 720㎖ 2,420円

笹の川酒造郡山市

③萌（きざし）スパークリング純米吟醸
････････････････････････････････････ 300㎖ 622円

人気酒造二本松市

④花泉酒造2020年限定醸造酒 720㎖ 2,020円
花泉酒造南会津町

⑤山の井６０生 720㎖ 1,430円・1.8ℓ 2,860円
会津酒造南会津町

⑥榮川純米吟醸「夢の香」一火原酒
････････････････････････････････････････････････････ 720㎖ 1,466円

栄川酒造磐梯町

⑦ねっか只見線ラベル･･････････････ 720㎖ 1,650円
ねっか奥会津蒸留所只見町

全国に誇る酒

4/1水～3金

4/8水～10金4/7火

4/4土～6月どんなラーメンかは
当日までのお楽しみ！

創作麺やま鳶【いわき市】
とんび

ふくしま春の限定らぁ麺
 900円

当日発表！ かけそば ６００円
ざるそば ６００円

蕎麦酒房 天山【川内村】 そば粉ワッフル ・プレーン 350円
 ・ナツハゼジャム 400円
クラフトビール
（ホップジャパン）300㎖ ５００円
 

Kokage Kitchen【川内村】

川内村の湧水を使って
打ったコシのあるそば

4/4土～6月 3月下旬に完成した
ばかりのキッチンカーで
販売します。

（キッチンカー）

中華蕎麦こばや
【福島市】

セリそば醤油 1,000円
半熟味玉 150円
肉盛 300円
大盛 100円

生セリの香りと
旨味たっぷりの
和風中華そばを
コラッセ限定にて
醤油味で提供。

山都そば処 萬長【喜多方市】
ふくかんねっと【福島市】

かけそば・もりそば 各８５０円
寒ざらしそば １,１００円
山都そばセット（ソースかつ丼） １,２００円

ビビンパ　　870円　　  冷麺　　1,000円
トッピング
漬物（醤油漬・ナシキムチ） １００円
薬膳蒸し豚肉（２切れ） ２００円

風味、香り、喉ごしに
こだわった十割そば。

4/11土～15水 韓国のヘルシー料理をどうぞ。

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

ポストカードサイズ ･･･････････････････880円
ポストカードサイズ額入り･･･2,750円
A4サイズ額入り･･･････････････････6,600円

おみやげ食べ比べ
レポート発信中！

福島県観光物産館でみつけた！

日刊シティ情報ふくしまwebコラボ企画
おみやげ食べ比べレポート発信中！福島県観光物産館でみつけた！

日刊シティ情報ふくしまwebコラボ企画 

ら・さんたランド

福島市

古関金子さん黄金メロンパン

福島夜曲

せれなあで

矢の餅

福々和本舗
福島市

駒田屋本舗
福島市

このポップ
が目印！



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。
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塩味がきいた大人味の
モンブラン。

上質な素材を使った
ふわふわ食感の
チーズケーキ。

ロールケーキ
････････ 1個 389円

ガトーショコラ
････････ 1個 465円

チョコバナナ
ショートケーキ
････････ 1個 508円
エソール
････････ 1個 648円

クレームダンジュ
････････ 1個 432円

ロールケーキ
･･･ 1本 1,980円

パティスリーエソール二本松市

手作りシュトーレン
･･･････････ 中1個 1,782円・小1個 1,307円 食パン･･････････1個 270円

コロッケパン 1個 216円

ホームベーカリーコビヤマ会津若松市

ジャージー牛乳のプリン

 1個 320円

桜のロールケーキ
･････････････････････････ 1本 1,485円

カシスショコラキャラメル
バナーヌ････････････････････1個 460円

バスクチーズケーキ  1個 460円

フローラルブーケ
 1個 450円
フルール

 1個 450円

アトリエ・ド・ガトー二本松市

スフレフロマージュ4号

･･････ 1台 1,188円
モンブラン

･････ 1個 454円

コルネ 猫のしっぽ

・苺 ･･････････････ 1個 290円
・カスタード 1個 270円
なめらかプリン

･･････････････････････ 1個 380円

パティスリーマンドゥシャトン伊達市

あいづの天神さま
いちごミルク
 5個 799円

あいづの天神さまラムレーズン
･････････････････････････････････ 5個 799円

太郎庵会津坂下町

11/19-Ｂ1
乳酸菌ヨーグルト
････････80g 130円

あまざけ
ヨーグルト
･･70g 119円

会津山塩
バニラプリン
･･70g 119円

東北協同乳業本宮市

うなぎの長蒲焼
･･･冷凍、１４０ｇ 1,900円

自家製うにみそ
 220g 1,620円

相馬海鮮ソースカツ丼
･･････････････････････････1折 1,250円

ホッキ天丼

 １折 1,000円

NO UFO, NO LIFE. Ｔシャツ
･･････････････････････････････  2,800円

NUNLふくしま福島市

みんなにエール
･････････････････････････１折 1,080円

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW
銘酒「会津娘」に漬け込んだ
會津身不知柿などを練り込みました。

ジャージー牛乳の
パンナコッタ桜ジュレ

････ 1個 320円

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

Ｓｗｅｅｔｙ Shinri
スイーティー　  シンリ

福島市

ふくしまアーモンド
チョコレート ふくたね
・ブロンド      ・酒粕
・ストロベリー ・桑の葉 
･･･････････････････各60ｇ 各702円

ラポール泉福島市

香ばしい素焼きアーモンドに、
2種類のチョコレートをコーティング。

自家製小倉あんと
モチモチの求肥が
入っています。

ミニだるま最中
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６個入 594円
・・・白河だるま入り、最中５個入 724円

大黒屋白河市

餅米と粉こんにゃくを使用。
とろけるような食感が特徴です。

こんにゃく餅
･････････････････････････９個入 864円

菓子司陣野塙町

小法師
･･･1,080円

小豆餡と白小豆黄身餡を糖蜜の衣で
包み、小法師の形に仕上げました。

会津葵会津若松市

・桜のあわまんじゅう・柳津のあわまんじゅう
･･････････････････････････････････････ 各10個入 各1,080円

小池菓子舗柳津町

生地に桜のエキスを、あんこに刻んだ
桜の葉を入れ、ピンク色に
仕上げました。

花月堂花屋二本松市

安達太良山を模しています。
カリッと香ばしい皮と甘さ控えめな
餡のハーモニーが絶妙。

10:00頃到着予定焼きだんご 
・しょうゆ ・みそ ・みそごま
･････････････････････････････ 各115円

本家 丹波屋二本松市

やわらかく食べやすい
人気のだんごです。

うなおむすび････冷凍、1個 399円

ニューフロンティア田村市

あぶくま高原産「福うなぎ」を使った
おむすびです。

穴子天丼

・・・・・・・・1折 1,188円
謹製ほっき飯弁当

・・・・・・・・1折 1,000円

たこ八相馬市

各日50折限定販売 各日20折限定販売
※写真は
　イメージです。

ほっき貝をたっぷり盛り付けました。 大きく身の締まった穴子を揚げました。

2種類のうにと家伝のみそを使った風味豊かな味わい。

各日10折限定販売 各日10折限定販売

「三春滝桜」をイメージした
春限定商品。新しくなりました。

彩り豊かで見た目も
楽しい幕の内弁当は

春の行楽に
ぴったり。

大ぶり具材が踊る浜のソースカツ丼。

サクサクの衣をまとった
ホッキ貝に甘辛いタレが

絡んだ絶品天丼。
※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

三春滝桜べんとう

・・・・・・・・・・・・１折 1,080円

福豆屋郡山市

ノリノリ♪な
お弁当。

福島牛を
ふんだんに
使用。

おかかと牛肉の
相性抜群。

海苔のりべん

 １折 1,000円
各日10折限定販売

福豆屋の牛めし

 １折 1,200円
各日10折限定販売 各日10折限定販売

海苔のり牛めし

 １折 1,200円

道の駅喜多の郷 ふるさと亭喜多方市

麺を焼き固めたバンズで
麓山高原豚のチャーシューを
はさみました。

喜多方
ラーメンバーガー
（麓山高原豚）
････････････････････450円

うわさのカツ亭
カツサンド
････････････ 3切 590円

うわさのカツ亭

五穀入りのパンと、もち豚の
ヒレカツ、キャベツ、特製
ソースの組み合わせです。 福島市

さしみ粕漬（ミニ七浜漬）
･････････････････････････  2,052円

大川魚店いわき市
震災復興の想いを
7種類の魚介に込めました。

UFO好きをPR！

ラヂＴ
色：赤・青・黄
サイズ：S・M・L・XL
各2,500円

阿部留商店福島市

ラヂウム玉子のパッケージ
デザインがそのままTシャツに！

3/29㊐・4/4㊏

3/27㊎～29㊐・4/4㊏・5㊐

各日各30個限定販売

各日20個限定販売

各日10台限定販売 各日20個限定販売

各日20個限定販売

各日各30個限定販売

各日30個限定販売

各日20個限定販売

各日20個限定販売

各日10本限定販売

各日20個限定販売

3/27㊎～29㊐・4/4㊏・5㊐3/27㊎～29㊐・4/4㊏・5㊐

レーヴ鮫川店鮫川村
3/27㊎～29㊐・4/4㊏・5㊐

3/27㊎～29㊐・4/4㊏・5㊐

3/27㊎～29㊐・4/4㊏・5㊐

3/27㊎～29㊐・4/4㊏・5㊐

3/27㊎～29㊐・4/4㊏・5㊐

3/27㊎～29㊐・4/4㊏・5㊐3/27㊎～29㊐・4/4㊏・5㊐

3/27㊎～

あだたら山の揚げ饅頭
･･･････････････････１０個入 1,100円
･･････････････････････････５個入 550円

10:00頃到着予定

3/27㊎～29㊐・4/4㊏・5㊐

3/27㊎～29㊐・4/4㊏・5㊐

3/27㊎～29㊐・4/4㊏・5㊐

3/27㊎～29㊐・4/4㊏・5㊐

11:00頃到着予定

11:00頃到着予定

各日20折限定販売
各日20折限定販売

20個限定販売

葛尾の凍もち
･･･････ 6個入 900円
 12個入 1,700円

ふるさとのおふくろフーズ葛尾村
大人気！
今年の新物になります。

ごんぼっ葉を練り込んだ
葛尾村の「おふくろの味」。

春にぴったりのかわいいスイーツ。

生地とクリームに桜の風味。
芳醇なラムレーズンとフレッシュバターを
組み合わせた大人のブッセ。

ミルク感たっぷりのクリームと
甘酸っぱいイチゴのハーモニー。

機能性ヨーグルトで「腸活」しませんか？

口の中でとろけます。

桜の
かわいいジュレで
ウキウキ気分に！

サクサク生地の中にクリームがたっぷり。

横浜ベイホテル東急で
腕を磨いたオーナー
パティシエが作りました。

フワフワパンの間に
サクサクコロッケ。

肉厚でプリプリの
うなぎです。

NEWNEW

NEWNEW

各日各15個限定販売
各日各15個限定販売

各日各20個限定販売


