
ときめき きらめき
クリスマスケーキ

川俣シャモの丸焼き
･･･････････････････････1点 5,940円

川俣農業振興公社川俣町

30点限定販売

山都そば処 萬長喜多方市

手打ち十割蕎麦
････････････････････････3食入 1,700円

新そば「会津のかおり」を使用。

深みのあるコクと適度な弾力の川俣シャモ。

11月 出店スケジュール
11/27㊎ 菅野房吉商店（季節の果物）
11/27㊎～３０㊊ 燻製木香（燻製商品）
11/27㊎～２９㊐ 大七酒造（地酒） 
11/２7㊎～12/１㊋ 八起農園（石焼いも） 
11/２８㊏・２９㊐ わたなべパン店（オリジナルパン）
11/30㊊ 佐倉ファーマーズ（季節の野菜）

11/27金
ラーメンの上に少しピリ辛に
味付けされたネギが山盛。

坂新【会津若松市】 

ワイン飲み比べ

汁なしかにみそ担々麺
 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】

11/28土・29日

お菓子
付き

お菓子
無し

④夢のつぶ（ふくしま農家の夢ワイン）
⑤新鶴シャルドネ2018（メルシャン）
⑥北会津ワイン（大竹ぶどう園）

11/30月～12/3木

麺やうから家から【福島市】 
味噌らーめん ８７０円
味噌生姜らーめん ９２０円
味噌味玉らーめん ９９０円
味噌ちゃーしゅーめん １,２２０円
味噌ネギらーめん １,０２０円

ごま油の香ばしさと一味の辛さが
食欲をそそります。

11/28土・29日 らーめん石狩
【福島市】 
円盤餃子

 20個1枚 1,350円

冬のニットフェア
12/４㊎～6㊐開催

予告

 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

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

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。

冬ニット製品約5,000点が集結

出店販売 いい
モノ
がたり

 700円
 1,000円
1銘柄
2銘柄
 400円
 800円
1銘柄
2銘柄

①ヌーヴォー2020（いわきワイナリー）
②フジノユメ2019（いわきワイナリー）
③一慶（ふくしま農家の夢ワイン）

お菓子　
宝潤羹（玉嶋屋）１個

●

●

●

●

●

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
【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 12月上旬号

トリプル
チーズケーキ
 4号 3,750円

切り株チョコレートケーキ
････････････････ 5号 3,400円
････････････････ 6号 4,000円

Xmasモンブランタルト
･････････････････････5号 4,700円

クリスマスケーキ
････５号 4,000円

ベイクドチーズケーキ
･････････････ 5号 2,800円

ラ・フレーズ
 4号 2,500円
 5号 3,600円
 6号 5,000円

生クリームケーキ
････5号 4,000円

和栗のモンブラン
 5号サイズ(10×16cm) 4,200円

いちごのショートケーキ
･･･････････････ 5号 4,500円

ドームフレーズ
 ４号 2,700円
 ５号 3,888円

ショコラオランジュ

･･･････････5号 4,212円

⑥榮川 感謝 純米大吟醸原酒
･････････････････720㎖ 1,950円・1.8ℓ 3,900円
⑦榮川 感謝 純米吟醸原酒
･････････････････720㎖ 1,250円・1.8ℓ 2,500円

榮川酒造磐梯町

⑨ヌーヴォー2020････････････ 750㎖ 2,420円
いわきワイナリーいわき市

⑩シードル2018 ･･･････････････ 750㎖ 2,200円
逢瀬ワイナリー郡山市

①オーク樽貯蔵大吟醸･････ 750㎖ 2,200円
開当男山酒造南会津町

②おこし酒 純米大吟醸 飯舘 720㎖ 2,750円
大和川酒造店喜多方市

⑪シードル2017 ･･･････････････ 375㎖ 1,450円⑧自然郷 梅酒 ･･･････････････････ 500㎖ 1,236円
大木代吉本店矢吹町

③純米大吟醸 きたのはな 720㎖ 3,850円
喜多の華酒造場喜多方市

④純米原酒 てふ
･････････････････720㎖ 1,760円・1.8ℓ 3,520円

国権酒造南会津町
七福おとそ･･ 300㎖ 3,300円

大七酒造二本松市

⑤純米生原酒 國権垂れ口
･････････････････720㎖ 1,650円・1.8ℓ 3,190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。

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

プリン工房はちまん福島市

PATISSERIE SEISENDO福島市 菓匠
清泉堂

Sweety Shinri福島市 スウィーティー
シンリ

Patisserie Mains de Chaton伊達市 パティスリー
マンドゥシャトン

SHOGETSUDO MATSUKAWA 松川松月堂菓子店福島市松川町

Ohnoya桑折町 大野屋

ケーキ工房
Patisserie ＭoＭo二本松市

パティスリーモモ

良質な和栗と洋栗を贅沢に使用した
モンブラン。土台は渋皮付の栗が
入ったタルトで、カシスのコンフィチュール
がアクセントです。

2種類のチョコ生地を使い、チョコクリームと
キャラメルクリームを合わせました。
あっさりながら奥深い味わいです。

しっとりとしたスポンジに
北海道産のフレッシュ
クリームと苺をサンド
しました。

濃厚なベイクドチーズケーキを
クリスマス仕立てにしました。

生クリーム
クリスマスケーキ
･･･････････5号 3,500円

甘さ控えめあっさりクリームと
ふわふわスポンジ、福島市松川町産
苺の組み合わせ。

濃厚な二層のチーズケーキの中に、爽やかないちごの
ムースをはさみました。３つの味のハーモニーをお楽しみ
ください。※ケーキの飾りは変わることがあります。
 

バスクチーズ、レアチーズケーキ、
チーズクリームの3層の
贅沢なチーズケーキです。

しっとり口どけの良いスポンジに
イチゴをサンド。甘さひかえめの
生クリームがたっぷり！

和栗のクリームと栗のブリュレ。
土台はクルミがアクセントのガレットです。

伊達市霊山町・松葉園の
美味しい苺をたっぷり使いました。

モンブラン
････････････16cm 5,000円

人気の和栗のモンブランを
クリスマスケーキに仕立てました。

定番の生クリームと苺のショートケーキ。
高級なバニラエッセンスを使用した、
シンプルイズベストな一品です。

果肉たっぷりのオレンジジュレと濃厚なショコラ
ムースを、自家製ショコラソースでコーティング。

なめらかで濃厚な大人のショコラです。

クリスマス♥フレーズ

･･････････････5号 4,212円

濃厚でなめらかな苺ムースの中には
苺ソースとバニラクリーム。
それらを苺チョコレートで
コーティングした、苺づくしです。

苺のポインセチア
････････ 5号 3,927円

クリスマスの花に見立てた
苺たっぷりのタルトです。

創業40年を誇る、かに料理専門店のおせち。目利きが選んだ素材の良さを引き出すため、
丁寧に調理しています。

料理研究科・平出先生ご指導の元、鶴我の
料理人が真心を込め作りました。無添加です
ので、お早めにお召し上がりください。

全
国
に
誇
る

酒

鶴我会津若松市

鶴我のおせち
････････････････････････････  38,000円

かに船（アザスコーポレーション）いわき市

かに船おせち（二段重）
全54品、重箱サイズ 179×269×132㎜
････････････････････････････  19,800円

かに船おせち（四段重6.5寸）
全58品、重箱サイズ197×197×207㎜
･････････････････････････････ 29,800円

七つの生薬を
配合しています。

年
末
年
始
の
ご
ち
そ
う

ご予約
承り中！

Atelier de Gateaux アトリエ・ド・ガトー二本松市

１２/２３㊌・２４㊍・２５㊎１２/１０㊍まで完全予約制
※限定数に達し次第、受付終了となります。

お渡し日
お引き渡し
9：30～18：30にご来館ください。各ケーキ１５個限定

ご予約はこちらまで  TEL.024-525-4031

ご予約受け取り日の

送料込 送料込 送料込

盛付不要盛付不要

10個限定販売

10個限定販売

お渡し日12/23㊌～26㊏・30㊌・31㊍

お渡し日 12/30㊌・31㊍

ねぎラーメン ８５０円
タンメン ８５０円
肉そば ９００円
あぶらーめん ９００円

30食限定

お届け日 12/31㊍・1/1㊎ 直接お客様へお届けします。

来館にて引き渡しとなります。
電話にて
予約受付

来館にて予約受付おせち そば

① ② ③ ④ ⑤ ⑦⑥

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

⑧

⑨ ⑩ ⑪

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

Patisserie Allumette パティスリー
アリュメット伊達市

ケーキ家 Piggy福島市 ピギー

Patisserie La 4 区 パティスリー・
ラ・ヨンク国見町

11/30㊊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。

他１０種類程度

首振り招福丑（桜）
･･････････････････････････････････････････････ 1個 2,200円
首振り招福丑（白）松竹梅
･･････････････････････････････････････････････ 1個 2,000円

福豆屋郡山市

会津を紡ぐ
わっぱめし

･････ 1折 1,000円

・会津産馬肉馬ほほ
・会津産馬肉馬肺キューブ（角切り）
・会津産馬肉馬肺スティック（棒状）
・会津産馬肉馬レバークッキー
・国内産鳥レバークッキー･････各10ｇ 550円

西野屋食品いわき市

あっさりなます･･･200ｇ 250円 スタミナなめ茸･･440ｇ 842円

GNS二本松市

たなつもの純正菜種油
････････････････ 330g 918円
たなつもの純正胡麻油
･･･････････ 330g 1,059円

がんばっぺいさざわ企業組合伊達市

あんぽ柿
蜂屋トレー

 230g 864円

旭屋浪江町

川俣シャモ鳥中華
･･･２食入 450円

せいざん福島市

フクシマエールカップオンコーヒー
・爽やか　・ほろ苦　・深煎り
･････････････各１個 172円・３個セット 500円

河内屋商店柳津町

雪堀ロールキャベツ
・デミグラスソース ・コンソメ
････････････････････500g、冷凍、各1個 1,296円
雪堀にんじんのビーフシチュー
･･･････････････････････500g、冷凍、1個 1,728円

プリン本舗 僕はひつじ南会津町

会津地鶏の卵黄プリン
・プレーン ・酒粕 
・クリームチーズ
････････････････････････････ 各1個 700円

パティスリーアリュメット伊達市

サバラン
･････････････････････････ 1個 480円

ケーキ家 ピギー福島市

ヤマサちくわ愛知県豊橋市

イチビキ
愛知県豊橋市國松本店愛知県豊橋市

御菓子司 若松園愛知県豊橋市

上製ちくわ
･･･３本入 260円
野菜ソフト
･･１０個入 320円

無添加八丁味噌
･･･････ 400ｇ 668円

濱納豆徳用袋 ･･･････････ 155ｇ 823円
濱納豆ミニギフト･･･････ 50ｇ 648円

ゆたかおこし
 1本 648円・ハーフ 348円

ちぎりまんじゅう
････････1個 130円

パエリア風炊込みご飯の
上に、濃厚チーズ入り
伊達鶏ハンバーグを
ゴロッとのせました。

とろ～りチーズのゴロッと
伊達鶏バーグおにぎり
･･･････････････････････････････････ 2個入 300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

全国スーパーマーケット協会の「お弁当・お惣菜大賞
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。

ハーブ鶏親子丼

････････････････････1折 430円
新鮮ハーブ鶏の甘辛うま煮
････････････････････････ 1パック 300円

各日30折限定販売
各日30パック限定販売

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

全国スーパーマーケット協会の
「お弁当・お惣菜大賞2020」
丼部門で優秀賞。

各日20折限定販売

鳥安福島市

厳選した国産原料をりんご酢に漬けて仕上げた、
甘さあっさりの特製なますです。

いわき市産なめこと国産えのきにニンニクを加え、
パンチを効かせたピリっと辛味です。

10：30頃
到着予定

11：00頃到着予定

レガーレ桑折 ピザスタ桑折町

マルゲリータ

･･･1枚 1,350円
各日20枚限定販売

各日10個限定販売
アル・ケッチァーノの奥田シェフが監修。

会津産の新鮮な馬肉を、わんちゃんのご褒美おやつとして
製品化しました。

古関メロディーをイメージして
焙煎しました。

謹製ほっき飯弁当
・・・・・・・・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
※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。

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。

食欲をそそるコクと辛さ。

金賞会津ソースかつ丼
･････････････････････････1折 1,200円

牛乳屋食堂会津若松市

各日60折限定販売

丼ぶりグランプリ
金賞受賞。 ふっくら鮭の身とプリプリの

イクラがたっぷり。

今年最後
の販売

たこ八相馬市

鮭はらこ飯
･････････････････････････････････････1折 1,500円各日20折限定販売

小池菓子舗柳津町

あわまんじゅう
･････････････････････････････････････････ 10個入 1,080円

こしあんをプチプチ食感の
あわで包みました。

各日40箱限定販売

外はカリカリ、中はしっとりが
クセになります。

ふわふわ生地にクリームたっぷり。

カヌレ・ド・ボルドー
･････････････････････････････････１個 216円

まさひろロールカット
･･･････････････････････････････１個 216円

ふたば茶亭いわき市

各日30個限定販売 各日30個限定販売

最中のなかにガナッシュを
詰めたオリジナル菓子です。

シャモの出汁スープで
食べる生中華麺。

会津本郷焼の窯元・流紋焼の陶磁器を
器にした、濃厚でまろやかなプリン。

「たなつもの」＝「種のもの」。
1日スプーン1杯の体内改善！

2021年に飾りたい、めでたい＆かわいい置物です。

アンジェリカ

･･････１個 302円
各日30個限定販売

Shinri no コルネ
･････････････････････････ 1個 270円

Shinri no シュークリーム
････････････････････････1個 281円

Ｓｗｅｅｔｙ Shinri
スイーティー　  シンリ

福島市

サクサクの生地に
とろーりカスタード。

サックリのコルネ生地に
しっかりカスタード。

各日30個限定販売 各日30個限定販売

各日30個限定販売

はそべ工房（制作：野沢民芸）会津若松市

うわさのカツ亭福島市

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。

各日20折限定販売

10：00～10：30到着予定

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

他　16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。

※売り切れ次第終了

ナタデココと甘夏
･････････････････200g 302円

モーニング郡山市

甘くてやわらかい雪堀キャベツと国産牛肉
100％を使用した、最高級ロールキャベツです。

地元産大粒大豆を粒のまま
半生乾きさせた味噌。
（歴史ある魔法の調味料）

ちくわは旬の魚を原料に職人が1本ずつ
丹念に仕上げています。

豆みそ由来の旨み・コクが
活きています。

もち米原料のおこしに、
抹茶入りのすあまあんを
はさみました。

薄皮であんこを包み、
豊橋の市章
「ちぎり」の焼印を
押しました。

Heart of WAN二本松市
ハートオブワン

一口かむとトロリとした
口当たりが楽しめます。

小原庄助べんとう
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１折 1,100円

ボリューム満点、
2段弁当。

福島牛を
ふんだんに
使用。

会津コシヒカリ、会津地鶏
など「会津の食」を使用。

特別出品
JR会津若松駅の駅弁

福豆屋の牛めし

 １折 1,200円毎日少量入荷
毎日少量入荷

笑夢福島市

欧風ポークカレー
･･･････････ 1個 680円

焼鳥3種と肉団子のセット。

焼鳥弁当
･･････････････････････････1折 1,080円

各日10折限定販売

レジ袋削減のため、マイバッグの持参にご協力ください。

NEWNEW NEWNEW

福島×豊橋商品食べ比べ
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！NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

お弁当・おにぎり・ピザ・サンドイッチ

ペットフード

スイーツ

工芸

古関裕而の妻・金子さんのふるさと

豊橋フェア

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
ロースカツサンド
･･･････････････････････････････１折 800円

黒鶏の卵を使用した
ぜいたくな逸品。

各日20折限定販売

各日20折限定販売

海老かつサンド
･･･････････････････････････････１折 850円各日20折限定販売

各日30個限定販売
キャラメルプリン

･････････ 1個 230円

地元の素材を活かしています。

懐かしのフランス菓子を
カップデザートにアレンジ。

ピギーのかぼちゃプリン
････････････････････････････････ 1個 250円各日30個限定販売
厳選したかぼちゃのピューレを独自にブレンド
することで、濃厚でなめらかなプリンに仕上げ
ました。底に流した少し苦めのカラメルとご一
緒にお召し上がりください。


