
8月 出店スケジュール
8/7㊎  ひふみ堂（オリジナルケーキ） 
8/7㊎～９㊐  手づくり石鹸プリマリア（手づくり石鹸）
8/７㊎～１０㊊  佐久商店（いか人参） 
8/8㊏～１０㊊・１３㊍～１６㊐ 燻製木香（燻製商品） 
8/8㊏～１０㊊  大七酒造（地酒） 
8/８㊏・15㊏  わたなべパン店（オリジナルパン） 
8/１０㊊・１７㊊  佐倉ファーマーズ（季節の野菜） 
8/１1㊋～20㊍  国際米流通センター（米・納豆） 
8/15㊏・１６㊐  花春酒造（地酒） 

15:30～18：3015:30～18：30夕方からのお楽しみ夕方からのお楽しみ テイクアウトできますテイクアウトできます

円盤餃子
 20個1枚 1,400円

全国に誇る
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西口バスプール
タクシー乗り場

駐輪場
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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。

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

福島県観光物産館

2020 8月お盆特集号

営業時間 10：30～19：00
　　　　　  （ラストオーダー18：30）

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

ラウンジ

11：00～売り切れまで
飲食コーナー

⑥特別純米「雪明り」････････････････････････････720㎖ 1,650円
会津酒造南会津町

⑦純米大吟醸 弥右衛門1801････････････720㎖ 5,500円
大和川酒造喜多方市

⑧生酛 本醸造熟成生原酒･･････････････････720㎖ 1,700円
大七酒造二本松市

①純米大吟醸 ふくしまゆめのかおり･720㎖ 4,950円
金水晶酒造店福島市

⑤純米大吟醸 伊佐須美の杜･･････････････720㎖ 3,143円
白井酒造店会津美里町

②開当男山 純米辛口･･････････････････････････720㎖ 1,375円
開当男山酒造南会津町

③開当男山 「南山」純米吟醸 ･･････････････720㎖ 1,650円
④開当男山 純米大吟醸「久宝居」･･････720㎖ 5,500円

福島県観光物産館だより 来店時のお願い ・可能な限り少人数でお越しください。
・マスクの着用をお願いいたします。

・入口で手指のアルコール消毒をお願いいたします。
・レジ精算待ちの際は間隔を空けてお並びください。

8/7金～10月・14金～16日

西シェフのオードブル

 ３人前 3,300円
西シェフの
オードブル

 １人前 1,100円

レガーレ桑折 ピザスタ桑折町

マルゲリータ

････････････････････ 1枚 1,350円
福島産しらすマルゲリータ

･･･････１枚 1,500円

ビアンカネーベ

   １枚 1,500円

ゆず沢の茶屋福島市
ロースカツサンド
･･････････････････････････････１折 800円

海老かつサンド
･･････････････････････････････１折 850円

物産館オリジナルマスク
・セピア ・グレー
･･･････････････････････ 各1枚 1,100円

うわさのカツ亭福島市

NISHI’s KITCHEN（ニシズキッチン）いわき市

海苔のりべん

 １折 1,000円

ノリノリ♪な
お弁当。

各日20折限定販売みんなにエール
･･･････････････････････････１折 1,080円各日20折限定販売

彩り豊かで見た目も楽しい
幕の内弁当。

福豆屋郡山市

自家製おかかと
牛肉の相乗効果！

海苔のり牛めし

・・・・・・・・・・・・１折 1,200円
各日20折限定販売

相馬野馬追辨当

 [期間限定]1折 1,080円

伝統の祭りがモチーフ。

各日20折限定販売

鳥安福島市 8/7㊎～16㊐

8/8㊏～15㊏

鳥めし＋たつ田揚げ＋から揚げのセット。

たつから鳥めし弁当
･････････････････････････････････ 1折 800円各日10折限定販売

10：30頃到着予定

10：30頃到着予定

うな重弁当
･･････････････････････････  1折 2,300円

うなぎの半沢二本松市

各日20折限定販売

肉厚のうなぎとタレの染み込んだご飯が絶妙。
9：30～10：00到着予定

9：30～10：00到着予定8/7㊎～10㊊・13㊍～15㊏

たこ八相馬市 10：30～11：00到着予定

10：30～11：00
到着予定

ほっき天丼

 １折 1,000円
謹製ほっき飯弁当
・・・・・・・・1折 1,000円

各日20折限定販売 各日10折限定販売
※写真は
　イメージです。

新物のほっき貝をたっぷり盛り付けました。

切り絵画家・久保修さんが描いた
「吾妻小富士」「鶴ケ城」「相馬野馬追」など、
県内7方部の自然や名所、文化を
テーマにしたマスクです。

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。

8/7㊎～10㊊

味の駅シャロン玉川村・石川町

黒鶏卵サンドイッチ
･･････････････････････････････１折 500円

黒鶏の卵を使用した
ぜいたくな逸品。

バラエティに富んだ
オードブル。

鴨ロース煮、アスパラ豚肉巻き、鰻巻き玉子、豚煮、鳥唐揚げ、海老チリ、筑前煮、銀タラ焼、
海老フライ、カニフライ、サーモンマリネ、フルーツ

各日20折限定販売

各日10折限定販売

各日20折限定販売
伊達鶏もも焼き（飲食用）
２本セット（塩・たれ）
  500円

焼鳥セット（持ち帰り用）
  1,080円

うわさのカツ亭カツサンド
････････････････････････････････ 3切 590円

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。

プリプリの海老がたまりません。

各日20個限定販売

10：30～11：00到着予定

かに船 特別販売

うにの貝焼きめし
･･･････････････ 1折 2,160円

海鮮丼 上、1折 1,300円
かにめし  1折 1,080円

① ② ⑤③ ④ ⑥ ⑦ ⑧

各日30枚限定販売
昼

夕方

夕方

各日10枚限定販売

各日10枚限定販売

各日20折限定販売

各日10折限定販売

11：00頃到着予定

16：00頃到着予定

16：00頃到着予定

アル・ケッチャーノの奥田シェフが監修。

宮城料理長の
物産館オリジナル
特別ピッツァ。

8/8㊏～16㊐ 8：00開館

福島市

福島市

会津坂下町

福島市

会津坂下町

鳥焼き丼

･･･････････････1折 1,080円
各日10折限定販売

染み込んだタレが堪らない！ 8/7㊎～10㊊

8/7㊎～15㊏

茶屋弁当
･･･････････････････････････１折 1,080円各日20折限定販売

おにぎり、煮物、ミニ田楽などのセット。

福島県観光物産館× 福島市 民報印刷水着生地を使用した
夏用マスク

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

福島市の
ソウルフード

8/7㊎～16㊐8/7㊎～16㊐

8/7㊎～11㊋

8/7㊎～16㊐

20セット限定販売

20セット限定販売 各日50枚限定販売 50枚限定販売

ふくしま
桃パフェ
650円

桃のスムージー４５０円

福島県産の桃がたっぷり!
菱沼農園りんご蜜
ポップコーンを
トッピング!

フレッシュな桃の果汁を
存分に味わえます。

肉厚でジューシーなカツと
たっぷりの野菜を挟みました。

自分で盛り付け！

阿部留商店
　　×
飯坂グラノーラ
　　×
会津中央乳業
べこの乳ソフトクリーム
　　　　　　　470円

物産館だけで
食べられる
特別スイーツ！

ラヂグラソフト

ラヂウム卵、グラノーラと混ぜて食べる、
新感覚ソフトクリーム。クリーミーです！

肉そば
 ９００円
あぶラーメン
 ９００円
支那そば
 ７００円

白河ラーメン 750円
チャーシューメン 1,000円
限定チャーシューワンタンメン 1,200円
大盛 100円増

舌も目も魅了される
黄金スープ。

8/7金～16日

8/17月～23日
8/9日・10月8/8土 8/11火

坂新
【会津若松市】 

山女【福島市】

鳥安【福島市】

白河手打ち
ラーメン
あずま食堂
【白河市】

餃子の満腹【福島市】
円盤餃子
 30個 1枚 1,650円

Delicious！人 気 の

お 弁 当 大
合集 ホッとする

優しい味わいと
香り。

椏久里珈琲
イタリアンブレンド
　　　×
会津中央乳業
会津べこの乳

・アイスカフェラテ
・ホットカフェラテ  各３５０円

期間限定
「朝ラー」実施！
朝からラーメンはいかがですか♪
8/ 8㊏～12㊌ ８：00～14:00
8/13㊍～16㊐ 8：00～売り切れまで



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。商品の到着は天候や交通事情により遅れる場合があります。

浜通り

会 津

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

花月堂花屋　二本松市

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。

8/7㊎～9㊐・12㊌

各日50個限定販売
各日20個限定販売

お一人様5箱まで各日100箱限定販売

NEWNEWNEWNEW

ふくしまの王道名物セレクションふくしまの王道名物セレクション

中通り

県内各地の
お土産品が
ズラリ！

会津の天神さま チーズ
･･･････････････････････５個入 799円

太郎庵会津坂下町

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。

会津米と水で作りました。

こしあんをカステラ生地で
包み込みました。

かすてあん会津葵
 ５個入 1,250円・４個入 980円
江戸葵 ･･･････････ 4個入 1,060円

会津葵会津若松市

羊羹ファンタジア ････････１棹 3,500円
本家長門屋会津若松市

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。

ままどおる
 １２個入 1,350円・５個入 540円

三万石郡山市

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。

家伝ゆべし
 １０個入 1,188円・６個入 713円

かんの屋郡山市

玉羊羹
１０個入 1,200円・５個入 540円

玉嶋屋二本松市

ぶどう氷
3箱入（ぶどう２個・れもん１個） 1,296円
２箱入（ぶどう１個・れもん１個）･････864円
１箱 ･･･････････ぶどう・れもん 各432円

かぎや鏡石町

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みました。

じゃんがら   ６個入 1,285円
    3個入 604円・１個 199円

みよしいわき市

「つるん」と丸く、程良い甘さの羊羹です。

麹たっぷりの懐かしい味。

独特の甘さと口どけ。
冷蔵庫で冷やすとなお美味しい！

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。

福島紅葉漬伊達市
紅葉漬詰め合わせ
・・・・・・ 3,240円・ 2,160円
紅葉漬・・・・・・・・・・・・・・・100ｇ 540円
紅葉漬 紅鮭
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100ｇ 648円

薄皮饅頭 ・こしあん ・つぶあん
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８個入 1,080円

柏屋郡山市

薄皮饅頭宇治抹茶
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８個入 1,166円

花ことば・・・・・・・・・・・・・・・・・6個入 948円

檸檬
 ６個入 1,296円・３個入 594円

エキソンパイ･･････５個入 810円

紅葉漬 からし
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100ｇ 540円

かめまん須賀川市

こっくり桃プリン
････３個 864円 ・１個 320円

会津二丸屋会津若松市

にしん山椒漬 100ｇ 648円

サイコロ食パン １本 460円

かめパン･･･････････１本 430円

モーニング郡山市
マルマン醸造古殿町

ふるどの
天然醸造みそ 
・・・・1kg 600円

ふくしま桃のフィナンシェ
 ８個入 1,290円・４個入 702円

喜多方ラーメン ･･６食入 1,080円

五十嵐製麺喜多方市
ふるさと会津そば････ 180g 191円
ふるさと田舎うどん  200g 179円
蔵のまち喜多方よもぎそば
･･････････････････････････････････ 180g 179円

大三伊達市

ダイオー福島市

クールクールマスク
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1枚 990円

ニューキムラヤ福島市
栗本陣
 １０個入 2,200円・２個 420円
苺のタルト
･･４個入 1,100円・１個 250円

澤田屋福島市

太陽堂福島市駒田屋本舗福島市

オレンジケーキミニ
････････････････････････････ 5個入 980円
ピュアオレンジケーキ
･･････････････････････････ 1本 1,800円

香木実 ･････････････････････１７個入 2,000円
くるみべし　花雪･･･１０個入 1,200円
金ごまゆべし　月舟 １０個入 1,200円

デミアン福島市

菱沼農園福島市

菊屋福島市

江川米菓店喜多方市
江川米菓店のおせんべい
・たまり ・ピり辛 ・梅 
・ゆずみそ･････5枚入 588円
・ミックス･･･････････････  598円

会津チーズ饅頭くいっちい

一味庵福島市

夢街道

きてくたされ

あぶくまブランド
農産物生産組合

郡山市

干し芋
 200g 842円・100g 453円

璃実花 RIMIKA福島市

おいしい果物と純米大吟醸コンポート
・プルーン ・苺 ・林檎 ・ラフランス ・桃 ・杏 ･･････100ｇ 1,620円
・プルーン ・林檎 ・ラフランス ･･･････････････････････････200ｇ 3,024円

最中 ・小豆 ・ごま 各1個 130円

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！

生どら

･･５個入 800円

猪苗代町 どら焼のどらや

各日40箱限定販売

8/7㊎・12㊌～14㊎

せんべやの揚げ饅頭
･･･････････････････････････ 5個入 640円

猪苗代町 せんべや

油で揚げたもっちり生地に、
白砂糖をたっぷり
まぶしました。

各日５０袋限定販売

8/7㊎～16㊐

いもくり佐太郎
 １２個入 2,160円・8個入 1,440円
・・・・・・・・・・４個入 720円・1個 162円

福々和本舗福島市
福島夜曲
 ８個入 1,620円・４個入 810円

味の決め手は、十勝産小豆の
自家製あん。

けしまんぢう
 １０個入 1,100円・５個入 540円

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 ！

餅の中に栗まるごと1個と
自家製こし餡が入っています。

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。

シロップ漬けりんごを生地で包みました。

果物と純米大吟醸を組み合わせた、大人のコンポート。

飯坂ゆべし
 １０個入 1,200円・７個入 810円

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 572円
 白河だるま入り、最中５個入 724円

大黒屋白河市

8/7㊎～16㊐

8/7㊎～16㊐

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。

8/7㊎～16㊐

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

菓子司陣野塙町

ポップコーン
・もも蜜×ココナッツ
・もも蜜×ブラックペッパー
・りんご蜜×アーモンド
・りんご蜜×バナナ
･････････････････････････････各715円

ももやりんごの「蜜」で
ポップコーンをコーティング。

ごまばっ菓子
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５０ｇ４袋 1,728円
・・・・・・・・・・・・・2袋 864円・１袋 432円

１枚に約大さじ１杯のごまを使っており、
ごまの風味をふんだんに楽しめます。

くまたぱん
････････････････････････････ 5個入 750円各日30個限定販売

各日20個限定販売

各日20個限定販売

くまたぱん本舗須賀川市

こしあんをたっぷり包んだ皮に、
砂糖をふんだんにまぶしました。

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。

菊屋の栗羊羹
････中 1,650円・小 1200円

酸発酵がおいしさの秘訣です。

食べたら止まらなくなる食感と甘さ。

りょうぜん漬け 詰め合わせ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6品 1,728円

森藤食品福島市

「福島わらじまつり」にちなんだお菓子。

福島信夫山 名物わらじパイ
･･･ 10枚入 1,800円・５枚入 900円

清泉堂福島市

長久保のしそ巻き
････････････････････････････････３０本入 540円

長久保食品いわき市

懐かしさを誘う
香り豊かな漬物。

もちパイ
 ８個入（つぶあん4個、こしあん4個）1,670円
・つぶあん ・こしあん 各1個180円

中村松川堂相馬市

大福もちをサクサクのパイ生地で包みました。

ももふる･････････120g１個 432円
ももがある福島市

果肉を瞬間冷凍した
スイーツシャーベット。

プレミアム
喜多方ラーメン厚み
････････４食入 1,728円
･････････････２食入 880円

河京喜多方市麺の食感・のどごしは最高級。

クルミ入りの
クッキー生地でつぶあんをサンドし、
チョコレートでコーティング。

バター最中
････････････････････････････1個 130円

相馬小判千両箱
････････････････････････････ 1,890円
相馬小判
････････････････････････････1個 216円

松林堂相馬市

カネセンオリジナルの「タレ」
に漬け込んだ珍味。

カネセン水産いわき市

味付タコ･･････････ 110g 500円
ピリ辛タコ･･･････ 110g 500円
梅酢タコ･･････････ 110g 500円

蒸れにくい接触涼感マスクです。

※写真はイメージです。

喜一喜多方市

オリジナル
喜多方ラーメン
喜一の朝ラー

４食（熟成醤油2食・Sio2食）

 1,296円

「福島県民ラーメン総選挙2018・2019年」で第1位に
選ばれた「喜一」のお持ち帰りラーメン。

脂ののったにしんと山椒の
若葉をポン酢に漬け込みました。

※写真は調理例です。

マロングラッセシベリア
･･３個入 1,150円・１個 324円
宝潤羹
･･５個入 1,782円・１個 300円

名物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

バニラ風味の甘さとやわらかな食感。

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。

太陽堂のむぎせんべい
 ２４枚入 1,188円・１２枚入 594円

みその素朴な味わいに満ちたパン。

元祖みそぱん
･････５個入 432円・1個入 86円

８個入1,080円・5個入615円
８個入1,080円・5個入615円

８個入1,080円・5個入615円

独自製法の豊かな味。

ナタデココといちご
････････････････････････････ 200g 302円
ブルーベリー ･････ 200g 259円

他　20種類

なめらかな舌ざわりとコクのある
深い味わいが楽しめる
ヨーグルトです。

ナタデココと甘夏 200g 302円

8/7㊎～
売り切れ
次第終了

あわび、すじこ、数の子、
帆立、有頭えびなどの
粕漬詰め合わせ。

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

いわき七浜漬・・・・・・・・・・・・・大5,940円
大川魚店
いわき市

お菓子屋ならではの
高級生クリームを使用。

8/7㊎～16㊐

8/7㊎～16㊐ 各日10個
限定販売

NEWNEW

各日少量入荷8/7㊎～16㊐

8/7㊎～15㊏

8/7㊎～16㊐

各日10個限定販売

各日20個限定販売

各日30個限定販売


