
冷製かにみそ
担々麺
800円

かにみそラーメン
かにのせ 1,100円
うにの貝焼きめし
1折 2,160円

かにのうまみが
存分に活きています。

かに船
【いわき市】 

9/23水～27日

鈴木飯店【会津若松市】 
つけめん 900円
つけめんチャーシュー 1,200円
あごしおラーメン ８５０円
あごしおチャーシュー 1,050円

9/28月～10/1木 辛いっ！がうまいっ！！
名物つけ麵。

あふれる気品が魅力。

9月 出店スケジュール
9/18㊎  海鮮フーズ（海産物） 
9/18㊎～20㊐  都路スイーツゆい（ゆいプリン）
9/18㊎～20㊐  渡辺豆腐店（豆腐）  
9/18㊎・23㊌～25㊎・28㊊～10/1㊍
  ひふみ堂（オリジナルケーキ）
9/19㊏～20㊐  奥の松酒造（地酒）
9/19㊏～20㊐  福島商業高校（どら焼き・パン）
9/19㊏～22㊋・26㊏～29㊋ 燻製木香（燻製商品）
9/21㊊～22㊋  ふくしま農家の夢ワイン（ワイン）
9/21㊊・28㊊  佐倉ファーマーズ（季節の野菜）
9/23㊌～25㊎  アルマ（シルク製品） 
9/25㊎～10/１㊍　佐久商店（いか人参） 
9/26㊏  わたなべパン店（オリジナルパン）
9/26㊏～27㊐  花春酒造（地酒） 

シャインマスカットスイーツ
エメラルドの輝き

てしろぎ会津若松市

トルコキキョウ･･･････････1束 500円

9/18㊎～21㊊9/18㊎～22㊋ 10：30頃到着予定

渡辺麹屋金山町
フルーツのいとう園福島市

9/18㊎～22㊋

●

●

●

●

●

ザ・セレクトン福島●
ホテル福島
グリーンパレス アパホテル

東横イン

西華

コラッセ
ふくしま

福
島
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。

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 9月下旬号

シャインマスカット
タルト
･･････････ 1個 584円

シャインマスカットの
大福 ･･････ 1個 250円

シャインマスカット
タルト
･･････････1個 530円

シャインマスカットと
ヨーグルトムース
･･････ 1個 435円

シャインマスカットのマカロン
･･････････････････････････････ 1個 460円

シャインマスカットの
エクレア
････････････････1個 432円

シャインマスカットの
レアチーズタルト
ショコラブラン
･････････････････････ 1個 550円

シャインマスカットの
ショートケーキ
･･････････････ 1個 480円

シャインマスカットの
ゼリー ･･･ 1個 480円

シャインマスカット
レアチーズヴェリーヌ
･････････････････1個 460円

シャインマスカットの
タルト

･･･････････････ 1個 480円

白ワインとマスカットのジュレ
･････････････････････････････1個 410円 シャインマスカットの

レアチーズデザート
･･･････････････1個 594円

⑤純米吟醸 明日の日本を語る酒
･････････････････････････････････････････････720㎖ 1,650円

④蔵太鼓 純米吟醸 中汲み
･････････････････････････････････････････････720㎖ 2,200円

喜多の華酒造場喜多方市

⑥特別純米酒ひやおろし･･･720㎖ 1,518円
花春酒造会津若松市

①特別純米原酒ひやおろし 720㎖ 1,265円
奥の松酒造二本松市

②辛口原酒 ･････････････････････････720㎖ 1,265円
③限定記念酒 純米大吟醸 720㎖ 3,300円 ⑦人気一 ひやおろし純米吟醸

･････････････････････････････････････････････720㎖ 1,518円

人気酒造二本松市

⑧千駒 純米ひやおろし･････720㎖ 1,375円
千駒酒造白河市

⑨あぶくま純米吟醸ひやおろし
･････････････････ 720㎖ 1,613円・1.8ℓ 3,225円

玄葉本店田村市

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。

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

Patisserie La 4 区 パティスリー・
ラ・ヨンク国見町

一味庵福島市

中村屋菓子舗福島市

酒井ぶどう園伊達市

Patisserie Allumette パティスリー
アリュメット伊達市

SHOGETSUDO MATSUKAWA 松川松月堂菓子店福島市松川町

Sweety Shinri福島市 スイーティー
シンリ

Ohnoya桑折町 大野屋

9/18金・19土 らーめん石狩
【福島市】 
円盤餃子

 20個1枚 1,350円

 50個1枚 3,000円

各日50枚限定販売

各日10枚限定販売

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

福島市のソウルフード

9/18金～22火

醤油ラーメン ７５０円
支那そば 700円
肉そば 900円

舌も目も魅了される
黄金スープ。

坂新【会津若松市】 

新規ご入会キャンペーン

Fukurum
カードとは？

普段の買い物で福島県産品を
応援できるカードです。

カード利用額の一部が県内の学生等が取り組む新商品開発などに役立
てられます。※支援金の発生に伴う、カード会員への負担はありません。

９/１９㊏～２1㊊限定
新規ご入会で
福島の日本酒やお米をプレゼント！

Patisserie Reconnaissance パティスリールコネサンス二本松市

ケーキ工房
Patisserie ＭoＭo二本松市

Atelier de Gateaux アトリエ・
ド・ガトー二本松市

PATISSERIE SEISENDO福島市 菓匠清泉堂

Patisserie ESSOR 二本松市 パティスリー
エソール

Patisserie Sawada福島市 澤田屋

Latta Lutta福島市 らったるった

Patisserie EcLore福島市 パティスリー
エクロール

枝つき干しぶどうシャインマスカット
･････････････････････････････････････････････････ 150ｇ 9,720円
干しぶどうシャインマスカット
･･･････････････････････････････････････････････････ 60ｇ 2,160円

房ごと乾燥させました。
添加物不使用。

肉厚でホクホクとした食感と豊かな甘さが特徴。

どこよりも
早く販売！

秋の
金山町
特産品！

10箱限定販売

30箱限定販売

シャインマスカット
･･････････････････････････････1,200円～

※写真はイメージです。

今が旬のフルーツを
召し上がれ！

濃厚なカスタードクリームとホワイトチョコレートクリーム、
さっぱりとしたカシスクリームを絞り、シャインマスカットを
飾りました。

大粒で新鮮な
シャインマスカットを道明寺
生地で包みました。

飯坂の素材にこだわった
飯坂ぷりんの上に、
シャインマスカットを敷き詰めました。

たっぷりのシャインマスカットに、
白ワインのゼリーとヨーグルトの
ブランマンジェを合わせました。

バニラビーンズたっぷりの
カスタードクリームの上に、
シャインマスカットが
ふんだんにのった
贅沢なタルト。

自家製ベリージャムとチーズカスタードが
詰まっています。

濃厚なチーズの上にシャイン
マスカットを贅沢にのせました。

フワフワのレアチーズクリームに、
旬のシャインマスカットと白ワインゼリー、
特製生クリームを合わせた贅沢な
デザート。

9/18㊎のみ　12：00～販売

さっぱりとしたレアチーズと
旬の盛り盛りシャインマスカットを
ヴェリーヌに仕立てました。

さっぱりとしたヨーグルト
ムースにクリームチーズを
加えてコクを出し、
ムースの中にはライチの
ジュレを入れました。

フランス産チーズとホワイトチョコのクリームを
詰めた塩味がアクセントのタルトに、
すっきりとした甘さのシャインマスカットをのせました。

求肥（ぎゅうひ）を使い、甘さを極限まで控えた
白餡がシャインマスカットの味を引き立てます。

自慢のスポンジとフレッシュな生クリームに、
シャインマスカットをたっぷりとサンドしました。

皮ごと食べられるシャインマスカットと、
エソールのこだわりクリームを

使用したタルトです。
 

伊達市 酒井ぶどう園のシャインマスカットを使い、物産館オリジナルスイーツに仕上げました。

福島では珍しいマフィン専門店。
温めると一層美味しくなります。

バニラムースの上に白ワインのジュレと
フレッシュなマスカットをたっぷり合わせました。

シャインマスカットの
マフィン 1個 380円

シャインマスカットの大福
･･･････････････････････ 1個 230円

全国に誇る酒
入会金
年会費
無料

シャインマスカットの
ぷりん ･･･････1個 330円

各日20個限定販売
9/18㊎～

9/18㊎～

各日限定入荷

15：00～売り切れまで

パティスリーモモ

① ② ③ ④ ⑤ ⑦⑥ ⑧ ⑨

NEWNEW

各日各50個入荷予定

新発売新発売

ミラクルロール
ひざ・ふくらはぎ兼用
Mサイズ
････ 左右1組 3,850円

金山赤カボチャ特別販売
･･････････････････････････････････････時価

絹織物の機屋 湊屋（齋藤産業）
みなとや

川俣町

羅布麻（らふま）とシルクで
織り上げたサポーターや
インナーは体の芯から温めます。

出店販売

9/30㊌は棚卸しのため15：00閉店



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。

お菓子屋ならではの
高級生クリームを使用。

太田果樹園の桃を使用した天然酵母で焼き上げた
高級食パン。古関裕而パッケージは１本毎に100円が
音楽団体に寄付されます。

甘さ控えめ、小豆本来の
香りと食感が楽しめます。

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

焼きだんご 
・しょうゆ ・みそ ・みそごま

 各1本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。

10：30頃到着予定

各日各120本限定販売

9/18㊎～20㊐

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

鶴我会津若松市

会津馬い弁当 ･･･････････････････････････ 1折 1,500円
会津馬刺しもも ･････････････････････････1パック 980円
会津馬刺しブロック････････････ 100ｇ 1,340円～

いちい×福島の学生×東邦銀行福島市

大わらじ福かつ弁当･･････････････････････ 1折 1,080円

福豆屋郡山市

復刻版 イクラ入り
阿武隈の紅葉漬け

･････････････････････100g 648円

御菓子司 藤川屋伊達市

須田屋伊達市

入金最中
3個入（小豆・白きんとん・グリンピース）
 ･･･････････････････････････････････････356円

マザーヤマキ伊達市

伊達鶏の
カレーパン

･･･ 1個 200円

一番
人気

特製和風ワッフル
･･･････････････････3個入 356円

さつまいもパン 1個 150円

ごぼう
サラダパン
 1個 160円

メロンパン

 1個 130円

アマンドクロワッサン
･･･････････････････････ 1個 160円

シナモンロール
 1個 160円

フランスパン 1個 250円
マーブルブレッド････ 1個 440円

くるみとレーズン
ごろごろブレッド

 1個 350円

クリームチーズデニッシュ
･････････････････････････････････ 1個 180円

夢あんぱん
･････ 1個 160円

まちの駅やながわ・からあげ伊達屋伊達市

肉ゴロッとおにぎり
･･･････････････････････････････････････ 2個入 280円

ハーブ鶏親子丼
･･･････････････････････････ 1折 600円

新鮮ハーブ鶏の甘辛うま煮
････････････････････････ 1パック 300円

鳥安福島市

とりめし弁当 ････････････1折 600円
たつから弁当 ･･･････････1折 800円

シャロン玉川村・石川町

ロースカツサンド･･････････････････････････ 800円
エビカツサンド･･････････････････････････････ 850円
黒鶏卵のサンドイッチ ･････････････････････････ 500円

今井商店白河市

白河だるま
ラーメン

 醤油4食入 698円

華正樓いわき市かめまん須賀川市

サイコロ食パン ･･こしあん 500円
････････････････････････････ プレーン 460円
東白堂ベーカリー復刻版食パン
･･･････････････････････････････････1個 430円
かめパン････････････････････1本 430円

生きんつば、栗むし、
いもようかん･･･各1個 210円

玉嶋屋二本松市

上生菓子
 6個入 1,460円

上生菓子 バラ

･･ 各1個 225円

中村屋菓子舗福島市

一味庵福島市

おはぎ 5個入 600円・3個入 360円

おはぎ

 2個入 280円

まちなか夢工房福島市

デザート
夢詰麦

 1本 1,500円

ファームつばさ鮫川村

ジャージー牛乳

 500㎖ 752円
会津中央乳業会津坂下町

会津のべこの乳･･･1ℓ 340円
特濃もうひとしぼり 1ℓ 420円
コーヒー特急･･･････1ℓ 420円

木村ミルクプラントいわき市

木村パスチャライズ ・牛乳
・フルーツオレ ・カフェオレ
･････････････････････････････ 各800㎖ 432円

べこの乳のむヨーグルト
･････････････････････････900㎖ 520円

木村のむヨーグルト
・命の雫プレーン ・いちご
・ブルーベリー･･ 各800㎖ 540円
こだわりヨーグルトスパウトタイプ
･･････････････････ 加糖・無糖1000g 810円

伊
達
市
の
ダ
テ
な
味 各日300パック限定販売

各日50折限定販売

各日30パック限定販売

ゆず沢の茶屋福島市

茶屋弁当
･･･････････････････････････１折 1,080円各日10折限定販売

80箱限定販売

24本限定販売

おにぎり、煮物、ミニ田楽などのセット。
鶏肉の旨味が生きています。

たこ八相馬市
9：30～10：00
到着予定

9：30～10：00到着予定

11：00頃到着予定

10:30頃到着予定

9：30～10：00到着予定

会津の食材をふんだんに使った料亭の贅沢弁当。

秋をイメージしたおかずづくしです。

松茸のうまみが詰まっています。

謹製ほっき飯弁当
・・・・・・・・1折 1,000円

各日20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。

9/19㊏～

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

各日20個限定販売

各日20個限定販売
各日10個限定販売

各日20個限定販売

各日30個限定販売

100個限定販売

各日10箱限定販売

各日20個限定販売

各日100個限定販売

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

全国スーパーマーケット協会の
「お弁当・お総菜大賞2020」総菜部門
で最優秀賞。

全国スーパーマーケット協会の「お弁当・お総菜大賞
2019」おにぎり部門で最優秀賞。
1日1600個売れた大人気の伊達鶏入おにぎりです。

伊達鶏の旨味を
存分に味わえます。

第17回 全国菓子大博覧会 特等賞受賞
第22回 全国菓子大博覧会 金賞受賞

自家製のカスタードクリームです。

こだわりの自家製餡と
国産黒糖で練り上げた皮。
日本を代表する大物女優も
お忍びで購入する話題の逸品。

良質の糀で漬け込んだ秋鮭を
イクラと共に。

上品な甘さが口いっぱいに
広がります。

控えめな甘さの中に
しっかりした味わい。

食感の良い会津産ピーナツと
塩味の効いたバターを
ブッセ生地でサンド。

スーパーいちいと福島の学生、東邦銀行が共同開発した
ふくしま素材にこだわった逸品。

9：30～10：00到着予定

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

各日30個限定販売

各日各30個限定販売

各日各10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。

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。

桔梗
こぼれ萩

銀杏
水引草

青柿
すすき

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

菓子司陣野塙町

各日20個限定販売

各日10本限定販売

松本家の水ようかん

･･･････５本入 1,000円・２本入 500円

松本家会津若松市

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
親しまれています。

地元の素材をいかした手づくりパンです。

各日各20個限定販売

9/18㊎・19㊏・21㊊・22㊋

9/19㊏

9/18㊎～

9/18㊎～

いわき産黒豚使用。
具がぎっしり詰まっていて
食べ応え十分。

華正樓名物
満州豚萬

 冷蔵、２個入 1,000円

家伝茶まんじゅう
 6個入 590円

ヨーグルト食べ比べ
レポート発信中！

日刊シティ情報ふくしまwebコラボ企画

福島県観光物産館でみつけた！

しぼりたてチーズ
･･･････70g 460円

ジャージープレーン
ヨーグルト
 小、270g 340円
 大、480g 500円

金子牧場
下郷町 酸味を抑え、チーズの

ようなコク深さです。

時間を掛け真心を込めて
作っています。

素材、製法にこだわった
高品質の乳製品。

富岡町産「天のつぶ」を使用した
純米吟醸「天の希」の酒粕を使用。

上質に満ちた会津塗を日常に。

ハム工房都路田村市

ショルダーハム 250g 1,008円
荒びきウインナー、チーズウインナー、
レモン＆パセリウインナー
･･･････････････････････････各100g 360円

コサカ漆器店会津若松市

新選組夫婦箸 ･････1膳 2,600円

赤べこ夫婦碗･･････1膳 3,000円

赤べこ夫婦箸･･････1膳 2,700円

富岡町観光協会富岡町

とみっぴーフェイスマスク
･･････････････････････････････････1枚 400円

池田食品工業
福島市

手揉み爽めん
･･･････4人前 297円
桧枝岐そば
･･･････3人前 378円

福島紅葉漬け
伊達市

クリームチーズのみそ漬
・ハーブソルト  ・ペペロンチーノ
・ガラムマサラ ・鰹出汁
･････････････････････････････ 各35g 702円
クリームチーズのみそ漬
・仙臺みそ ・八丁みそ
･････････････････････各35g 594円

太郎庵×
ピーナツジャパン（おくや）

会津坂下町
喜多方市

会津の天神さま ピーナツバター
･･････････････････････････････ 5個入 1,100円

NEWNEW

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。

飼育頭数の少ない
貴重なジャージー牛の
牛乳です。

相馬農業高校の
生徒が栽培した

「なたね」を使用。

油菜ちゃんドレッシングしょうゆ、ごま、たまねぎ   各２００㎖ 各600円

南相馬農地再生協議会南相馬市
なたねオイル油菜ちゃん
 ８１０ｇ 2,700円・２７０ｇ 1,080円・１０５ｇ 540円
油菜ちゃんマヨ･･････････････････････････････１７０ｇ 780円

ゆめ  つ  むぎ

新発売

9：30～10：00到着予定 9：30～10：00到着予定

9：30～10：00到着予定

10：30頃到着予定

9/18㊎～20㊐・25㊎・26㊏

9/18㊎～20㊐

9/18㊎～22㊋・26㊏・27㊐

9/18㊎～22㊋・26㊏・27㊐
9/18㊎～22㊋・25㊎～27㊐

9/18㊎～22㊋・26㊏・27㊐ 9/18㊎～22㊋・25㊎～27㊐ 9/18㊎～22㊋・25㊎～27㊐

ふくしま路
おとなの秋ごはん

･･１折 1,100円
毎日少量入荷

200個限定販売

100パック限定販売

各日20折限定販売

各日50パック限定販売

ふくしま路
松茸おべんとう

･･１折 1,080円
毎日少量入荷

毎日少量入荷

みそ漬処
香の蔵

南相馬市

ワインのおつまみや
クラッカーのトッピングに。

霜降り牛たん ･･ 150ｇ 680円
牛たんスモーク 60ｇ 390円
ベーコン･････ 500ｇ 1,500円

福相食品南相馬市

チョリソー･････････１6０ｇ 340円
あらびきポークウィンナー
･････････････････････････１60ｇ 340円

原材料と品質にこだわっています。ドイツの伝統的な製法で素材を活かして
います。

水に恵まれた源流の里、
白河の本格的生ラーメン。

茹で伸び遅くコシのあるめん。

9/18㊎～27㊐9/18㊎～27㊐

9/18㊎～22㊋

9/21㊊・22㊋

9/20㊐～22㊋9/18㊎～22㊋・25㊎～27㊐

9/18㊎～22㊋・25㊎～27㊐

9/18㊎～22㊋・25㊎～27㊐

9/18㊎～22㊋・25㊎～27㊐

9/20㊐・22㊋・26㊏

9/18㊎～22㊋・25㊎～27㊐


