
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

1月 出店スケジュール
24㊐　Home Mede Endoh(天然酵母or国産小麦パン）
24㊐～２６㊋・29㊎～３１㊐ 燻製木香（燻製商品）
24㊐・２５㊊・31㊐ 海鮮フーズ（海産物） 
24㊐～27㊌ アルマ（シルク製品） 
25㊊ 佐倉ファーマーズ（季節の野菜）
25㊊・２６㊋ 内池醸造（野菜が好きになるスープ）
２６㊋～２８㊍ 八起農園（焼いも） 
27㊌ わたなべパン店（オリジナルパン）
28㊍ パナックス（手作り石鹸） 
２８㊍・２９㊎ 手作り石鹸プリマリア（手作り石鹸）
２７㊌～２９㊎ ひふみ堂（オリジナルケーキ）

全国に誇る酒
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西口バスプール
タクシー乗り場
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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

2021 1月下旬号

⑬Honeur（ハニール）････ 500㎖ 3,300円
奥の松酒造二本松市

⑧天明 掌玉 mellowness reborn 純米大吟醸
･･････････････････････････････････････････ 720㎖ 8,850円

曙酒造会津坂下町

①特別純米酒 田植おどり 720㎖ 1,405円
檜物屋酒造店二本松市

③ふくしまゆめのかおり 720㎖ 4,950円

②特別純米酒 十二神楽 720㎖ 1,528円
金水晶酒造店福島市 ⑩葛尾村でれすけ 純米吟醸 甘口

･･････････････････････････････････････････ 720㎖ 1,760円

⑨葛尾村でれすけ 純米吟醸 辛口
･･････････････････････････････････････････ 720㎖ 1,760円

鈴木酒造店長井蔵山形県（震災前：浪江町）

⑪ばがねっか 壱型 ･･････････ 720㎖ 2,200円
ねっか奥会津蒸留所只見町

④花泉 創業百周年記念醸造酒 純米大吟醸
･･････････････････････････････････････････ 720㎖ 5,800円

花泉酒造南会津町

⑤花泉 一ロ万
･･･････････････720㎖ 2,800円・1.8ℓ 5,100円 ⑫開当男山 七峰･････････････ 750㎖ 2,200円

開当男山酒造南会津町

⑮一慶 2019樽熟成･･･････ 720㎖ 2,970円
ふくしま農家の夢ワイン二本松市

⑭会津のはちみつ酒 美禄の森
･･････････････････････････････････････････ 520㎖ 3,300円

峰の雪酒造場喜多方市

⑥純米大吟醸 弥右衛門1801
･･････････････････････････････････････････ 720㎖ 5,500円

大和川酒造店喜多方市

⑦榮四郎 大吟醸･････････････ 720㎖ 6,600円
榮川酒造磐梯町

福島県観光物産館だより

■玉鈴醤油
味富士
 500㎖ 300円

■須田屋

入金最中 ６個入 713円

和風ワッフル
･･･････････････5個入 594円

シフォンケーキ
ホール
（プレーン）
･･････ 1個 780円

■滝口商店　

本紅鮭 ･･･････１切 810円

■パティスリーアリュメット
キャラメルプリン
････････ 1個 230円

■保原振興公社

豆っこ汁
 １箱 1,080円
■トラットリア・ラ・ワサビ

伊達産野菜の
ピクルス
･････1袋 650円

■トラットリア・
　ラ・ワサビ

伊達産の根菜たちと
荏胡麻豚ベーコン
トマトソーススパゲッティ
（サラダ付）･･･  1,100円

■保原町商工会
　女性部

■海鮮と天ぷら 魚の

豆っこ末廣膳
･･････････････････  880円

海鮮太巻
･････ 1折 800円天重 ･･････････ 1折 800円

■割烹 古ばやし

鰻得弁当･･1折 1,000円

モンブランショコラ
･････････････････････････････ 1個 540円

奇跡の口溶け生ショコラ
･････････････････ 8個入 918円

ベリーショコラのマカロン
･････････････････････････････ 1個 470円

わらびショコラ
･･････････････ 1個 400円

アンペリアル
ショコラ
･･････ 1個 480円

ムース・オ・ショコラ
～小さな贈り物～ ･･･ 1個 540円

オランジュ・ショコラ
･･････････････････････････ 1個 470円

ショコラバナーヌ
････････････････････ 1個 410円

濃厚チョコと
苺のパンケーキ
･･･････････････1個 450円

半生ガトーショコラ
･･････････････････ 1個 465円

ココア生地の中にクリームチーズを入れ、
ナッツとチョコをたっぷりトッピング。

サクサクのメレンゲに、コアントローの香りの
生チョコクリームと、カシスジャム、
大粒の渋皮付栗。仕上げに濃厚で
口溶けの良いガナッシュを絞りました。

国産生クリームと上質なガナッシュで作った
魅惑の口溶け生ショコラです。

フランス産高級チョコレートを使用
した、濃厚なガトーショコラです。

フワフワのパンケーキに、濃厚な
チョコレート生クリームをサンドして、
ふくしまの苺「福はるか」を
あしらいました。

ミルクチョコとホワイトチョコのなめらか
ムース。フランボワーズのブリゼ入り。

ビターな濃厚チョコレートムースに
生のフレッシュオレンジが入ったタルト。

一口食べると、
なめらかさに驚きます。
クーベルチュール
ビタースイート
（カカオ65％）使用。

生チョコレートのムース
ケーキをパリッとした
チョコレートで
コーティングしました。

濃厚なチョコレートのムースに、
ガナッシュ＆ショコラ生地の
チョコづくし。

ガトーショコラ
･････････････････････1個 450円

砕いたクルミを混ぜ込んだザクザクの土台に、
濃厚なチョコレートの生地を
重ねて焼き上げました。

ココアスポンジにバナナと
フランス産チョコレートをサンド。

ババロアズ・オ・ショコラ
････････････････････ 1個 454円
ショコラババロアの中には、
ラズベリーのジュレ・コンフィ、
土台にはコクのある
チョコスポンジ。

一味庵大人気の
黒糖わらびもちで、ガナッシュ、
クリーム、こしあんを包みました。

ラズベリーガナッシュと
チョコクリー厶をサンド。

チョコレートのムースの中に
なめらかなガナッシュクリームと
フランボワーズのコンフィチュール。

チョコナッツクリーム
チーズマフィン･･･1個 380円

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

Atelier de Gateaux アトリエ・ド・ガトー二本松市

Patisserie ESSOR 二本松市パティスリー
エソール

菓子処まつもと二本松市

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 Allumette パティスリーアリュメット伊達市

Ohnoya桑折町 大野屋

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

一味庵福島市（飯坂温泉）

Latta Lutta福島市（飯坂温泉） らったるった

ケーキ家 Piggy福島市 ピギー

パリ・ショコラ
････ 1個 500円

とろけるショコラプリン
･･･････････････････1個 480円

ショコラフランボワーズ
･････････････････････････ 1個 430円

プリン工房はちまん福島市

菓子舗いづみ屋伊達市

1/22㊎・23㊏・24㊐

太っ腹!

１/22㊎・23㊏

中華蕎麦こばや
【福島市】
セリ中華そば 1,000円
中華そば 750円
半熟味玉 150円
肉盛り 300円
セリ増し 200円
麺大盛 100円

朝採り生セリの香りと
鶏の旨味たっぷりの中華そばを
醤油味で提供。ナメコのとろみを
加えた和風テイストです。

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】1/27水～31日1/24日～26火

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

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

1/29金・30土

福島市のソウルフード

白春工芸会津坂下町

たこ八（カネヨ水産）
相馬市

いい
モノ
がたりワンショルダー

３１㎝×２２㎝×８㎝

各33,000円

相馬産ズワイガニ
（ボイル）･･･････････時価

他多数出品
軽くて丈夫な
馬革のバッグです。

※天候により入荷しない場合が
　ございます。

きらめく チョコスイーツ

クリーミーなアルコール＆濃厚ソフトクリームの大人スイーツ。

1/31㊐まで
福島県観光物産館×

ほまれ酒造喜多方市 会津中央乳業会津坂下町
ショコラにごり酒 会津のべこの乳ソフトクリーム

セットで 1,000円
×

■TayoRi café α
たより カフェ アルファ

各日各30個入荷予定

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮

特別ペアリング企画

特別ペアリング企画
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！

飲食コーナー 11：00～売り切れまで

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。1/27㊌は棚卸しのため18：00閉店

シーズン最後の水揚予定。



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。

天候により水揚げされない
場合がございます。

ハッピーベリー矢吹町

ハッピーベリーの恵方巻 
･･････････････････････････････ 1本 432円
･･････････････････････ 4本入 1,728円

 
恵方巻ロール

 13×9㎝ 1本 1,404円

太郎庵会津坂下町スウィーティーシンリ福島市

会津迎賓館会津若松市

海老フライ巻
･･･････１本 600円

カルビ巻 １本 600円
家宝巻 ･･･１本 600円

極寿巻（海鮮）
･･････････････１本 1,500円

たこ八（カネヨ水産）相馬市

生白魚・２００ｇ 432円

おのざきいわき市

ナメタガレイの煮つけ
････････････････････････2切 864円

うにみそ ･･･････････････････････ 220g 1,650円

太郎庵会津坂下町

会津の天神さま きなこクルミ
･･･････････････ 1袋（5個入） 1,145円

小池菓子舗柳津町

こしあんをプチプチ食感の
あわで包みました。

あわまんじゅう

･････････････････････ 10個入 1,080円

カトウファーム福島市

Yellow Beer
Works
クラフトビール

 500㎖缶 1,100円
もち玄米おこわ
450g（75g×6個）
･････････冷凍 810円

DATEファーマーズ
伊達市

ふくふくしめじ
ご飯の素

･････････････････････ 2合用 684円

ブラックココアのクレープでスポンジ・
フルーツ・カスタード・生クリームを巻き巻き。

4本入には、ガリ・しょう油・わさび（リンゴ・キャラメル・あんこ）付き

バナナ・キウイ・イチゴ・オレンジ
などのフルーツを
ブラックココアの米粉
ロール生地で包みました。

シンプルで飽きのこないブッセ。

愛知県豊橋市の
ご当地グルメがせんべいに。

桃のうまみを
閉じ込めました。

甘辛のタレが染み込んだ、
ふっくらカレイ。

奥会津で採れたわらび。

福島県オリジナル品種のほんしめじ、
ごぼう、人参、油揚げ入り。

具材たっぷり、食べ応え抜群。

松川浦産生青のり
・・・・・・・・・・・・・・・200ｇ 270円

磯の香りが食欲をそそります。

謹製ほっき飯弁当

・・・・・・・・1折 1,000円
各日30折限定販売

各日50パック限定販売

各日50パック限定販売

※写真はイメージです。

相馬産のほっき貝を
たっぷり盛り付けました。

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

大ぶり具材が踊る浜のソースカツ丼。
こだわりハンバーグが自慢。

※写真はイメージです。

各日20折限定販売

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。

いわき七浜漬
・・・・・・・・・5,940円

大川魚店
いわき市

すじこ粕漬
････160ｇ 1,512円

さしみ粕漬け
････････････ 2,052円

しまりの良い1等級
すじこを使用。

原電子工業福島市

玄米と雑穀のおつまみグラノーラ
・ブラックペッパー味 ・ガーリック味
・フルーツりんご味 ･･････････････各50g 594円

アルコールによくあう
大人の味。

県産ホップを使用。

モチモチ・
プチプチ食感。

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。

有機栽培した在来種の綿花を
原料にしています。

県産の杉間伐材を使用。

御菓子司 藤川屋伊達市

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。

家伝茶まんじゅう
 6個入 590円

いも感がある餡を
特別仕立て。

いも大福
･･･････････････････････････････1個 200円

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

売り切れ次第終了

赤べこをギュギュッと
たくさん描いた、
抗菌ニス加工のマスクケース。

赤べこ大好きフランス人女性が作った赤べこグッズ。
可愛いキャラクターのイラストとフランス語をミックスした
グッズです！

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20箱限定販売

アル・ケッチァーノの奥田シェフが監修。

酸味と甘味がマッチした具たっぷりピザ。

河内屋商店柳津町

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

甘くてやわらかい雪掘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。

まるい福島市

・味噌･････････････････････････････････････１５０ｇ 432円

磐城髙箸いわき市

キビタンピンバッジ
挨拶・お礼・お酒・おやすみの4ポーズ
･････････････････････････････････ 各1個 330円

日進堂印刷所福島市

キーホルダー
･･･････････････････１個 550円

はがき････････１枚 270円

赤（べ）エコバック
･･････････････１個 1,600円

「赤べこ人生」
マスキングテープ
･･･････････････････１個 620円

起点いわき市

手ぬぐい 潮目の重ね縞
･･････････････････････････････ 1枚 1,650円
ハンドタオル 生成り色 1枚 990円

西シェフのトマトソースのパスタ
･････････････････････････ 1折 750円各日30折限定販売

舟山商店
福島市

中村屋菓子舗福島市（飯坂温泉）

国産果実
白桃果実ゼリー
･････ 400ｇ 648円

会津産業只見町

わらび水煮
 250g 540円

タコとオリーブ、ケイパー、
にんにくのトマトピッツァポリポ
････････････････････････････････ 1枚 1,396円各日20枚限定販売

スマイルリンク
愛知県豊橋市

豊橋カレーうどん
せんべい
･････････････････  1箱（3束入） 648円

Méli et Malice横浜市
メリエマリス

※一部献立が変わる
　場合があります。西シェフの和食弁当

･･････････････････････････ 1折 1,200円各日30折限定販売

福島の柔っこい もつ煮だべしたっ
・旨辛　・醬油 ････････････････････各１５０ｇ 486円

や

NISHI’s KITCHENいわき市
ニシズキッチン

ご当地マスクケース
･･･････････ 6枚入 330円

各日30個限定販売

震災復興の想いを
7種類の魚介に込めました。

11：00頃到着予定

40袋限定販売

プティリジエール二本松市

洋食屋さんのデミハンバーグ&
ナポリタン弁当････････････････････････1折 1,200円各日20折限定販売

洋食屋さんの
イタリアントマト
Wチーズハンバーグ
&ナポリタン弁当

･･････ 1折 1,300円

洋食屋さんの
デミハンバーグ&
キッシュ弁当

･･････ 1折 1,500円

生地にメープルを
練り込み、さつまいも
のモンブランと
甘露煮をトッピング
しました。 

酒のお供に。

さつまいもモンブランマフィン
･･･････････････････････････････1個 400円各日30個限定販売

10：30～11：00
到着予定

1/29㊎まで 2/2㊋ 11：00～予 約 お渡し

ふくしまの美味大集合！

西シェフ自慢の
パスタはいかが。

煮物、天ぷら、焼き魚など
和づくし。

Latta Lutta福島市（飯坂温泉）
らったるった

10：30～11：00到着予定

キテン

きわみことぶきまき

か  ほう まき

イエロー   　ビアー

ワークス

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW
NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

レジ袋削減のため、マイバッグの持参にご協力ください。

フルーツロールを
ココアシュー皮で

巻きました。

恵方ロール

16㎝ 1本 1,100円
50本限定販売

50本限定販売

各50本限定販売

50本限定販売

100本限定販売

50本限定販売

各日50パック限定販売

NEWNEW

恵方巻 南南東を向いてガブリ！

50本限定販売

各日10折限定販売

各日5折限定販売


