
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

2月 出店スケジュール
1/29㊎～３１㊐・2/１１㊍・１２㊎ 燻製木香（燻製商品）
1/29㊎～2/4㊍・8㊊～12㊎ ひふみ堂（オリジナルケーキ）
1/30㊏・31㊐ あいづ自然栽培農家の会（地酒・米）
1/31㊐・2/１㊊ 海鮮フーズ（海産物） 
2/１㊊・８㊎ 佐倉ファーマーズ（季節の野菜）
2/4㊍～７㊐ 甘食・茶屋 結（甘食）
2/５㊎～７㊐ フェルムナチュレール・コクブン（あんぽ柿）
2/６㊏・７㊐ 福島県南酒販（地酒） 
2/８㊊～１２㊎ 佐久商店（いか人参）

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。

他19種類 ●

●

●

●

●

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

2021 2月上旬号

⑦ゆずとろ･･･････････････500㎖ 1,320円
奥の松酒造二本松市

⑨うめとろ････････････････500㎖ 1,320円
⑧ももとろ････････････････500㎖ 1,320円

①純米吟醸 自然郷ＳＥＶＥＮ
･･････ 720㎖ 1,496円・1.8ℓ 2,985円

大木代吉本店矢吹町

②自然郷 梅酒 ･････････500㎖ 1,236円

⑪ショコラにごり酒
･･･････300㎖ 660円・500㎖ 1,210円

⑩梅酒 ･･････････････････････720㎖ 1,320円
ほまれ酒造喜多方市

⑫はちみつ梅酒････････････300㎖ 836円
花春酒造会津若松市

③純米吟醸 赤べこ･･720㎖ 1,650円
末廣酒造会津若松市

④実入り梅酒･･･････････720㎖ 2,200円

⑤純米酒 ハツユキソウ Apple
････ 720㎖ 1,265円・1.8ℓ 2,530円

峰の雪酒造場喜多方市

⑥本醸造生原酒　雪しぼり
･･････････････････････････････････720㎖ 1,609円

大七酒造二本松市

福島県観光物産館だより

かにみそラーメンかにのせ
 1,100円
うにの貝焼きめし 2,160円
汁なしかにみそ担々麺
 800円

かにのうまみが
存分に活きて
います。

麺はいわき湯本
温泉の源泉を配合。

かに船【いわき市】

1/29金～2/1月
1/29金・30土

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

⑫

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。

2/3水～6土 2/7日

麺やうから家から
【福島市】 

いわきサンシャイン
ラーメン 750円
やま鳶の和え玉
 250円
トッピング用
ローストポーク
 300円
味玉 150円

ごま油の香ばしさと一味の辛さが
食欲をそそります。 鈴木飯店

【会津若松市】 
つけめん
 900円

辛いっ！がうまいっ！！
名物つけ麵。2/8月～12金

2/2火 創作麺やま鳶
【いわき市】

とんび

お土産用箱麺（3食入り） 1,000円
お土産用やま鳶巾着袋 500円

全国に誇る酒

松葉園のいちごバター
･････････････････････････1個 860円

フレジェ
 1個 550円

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

テイクアウト
できます
テイクアウト
できます

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

福島市のソウルフード

タンメン
（限定30食）
 850円
肉そば 900円
あぶらーめん
 900円
支那そば
 700円

野菜とチャーシューが
盛りだくさんのタンメン。坂新

【会津若松市】 しょうゆらーめん
 770円
生姜らーめん 820円
味噌らーめん 870円
味噌味玉らーめん
 990円
味噌ネギらーめん
 1,020円
 

あごしおチャーシュー
 1,050円

つけめん
チャーシュー
 1,200円

あごしおラーメン
 ８５０円

有効期限 3/３１㊌まで
ふくしま県産品応援商品券のご利用期間が
延長になりました

ルコネサンスで人気のタルト、特製カスタード、
大粒のいちごを使用したケーキです。

一味庵福島市（飯坂温泉）

中村屋福島市（飯坂温泉）

菓子処まつもと二本松市

レーヴ鮫川店鮫川村

モーニングヨーグルト郡山市

Patisserie Allumette パティスリー
アリュメット伊達市

Sweety Shinri 福島市スウィーティー
シンリ

ケーキ家 Piggy福島市 ピギー

Patisserie ESSOR 二本松市 パティスリー
エソール

Latta Lutta福島市（飯坂温泉） らったるった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

ケーキ工房
Patisserie ＭoＭo 二本松市

パティスリーモモ

PATISSERIE SEISENDO福島市 菓匠
清泉堂

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

プリン工房はちまん福島市

菓子舗いづみ屋伊達市

マー農園須賀川市

タルトフレーズ･･････････････ 1個 540円

チーズクリームといちごの
コンフィチュールが詰まっています。
いちごとチーズのマカロン
･･････････････････････････････ 1個 470円

ココア生地にチョコクリームと
まるごといちごをトッピングした、

大人気のマフィンです。

いちごのマフィン
････････････1個 400円

ホワイトチョコレートの
中にはいちごのムースと
アーモンドの生地が
隠れています。

フレーズ・ショコラ
･･･････････ 1個 500円

甘酸っぱい
いちごのジャムが
アクセントの
三層プリン。

フレッシュいちごのプリン
･･････････････････････････････ 1個 480円

伊達市保原町のいちごを
贅沢にのせたタルトです。

いちごのタルト
････････････････････････ 1個 560円

いちご New X
 　　　　　1パック
  3,240円・4,320円・5,400円

大粒とちおとめを、こしあんと
道明寺で包みました。

福いちご
････････････････ 1個 250円

いちごジャム、レモンクリームを
レアチーズムースで包みました。

いちごとレモンのレアチーズ・・・・・・・・・・1個 450円

バタークリームがいちごの酸味を引き立たせる、
　エソールこだわりの
　　ケーキです。

フレジェ･･･ 1個 486円

アーモンド生地に、
いちごクリームと
いちごのガナッシュを
サンドしたケーキです。

いちごのオペラ
･･･････････････････1個 480円

福島県オリジナル品種いちご「ふくはる香」を使った
クリームに、生のいちごを添えました。

ふくはる香の
パンケーキ･･･1個 450円

ピスタチオのムースに、
濃厚ないちごのジュレ、
バニラのクリームを、
いちごのチョコレートで
コーティングしました。

シャルロット・
フレーズ
････1個 450円

バニラビーンズたっぷりの
カスタードに、県産の
甘いいちご「とちおとめ」 を
ふんだんにのせました。

いちごのタルト
･･････････････ 1個 500円

ファームつばさの生乳と
須賀川市・おざわ農園のいちごを使用。 

家庭用 いちご New X
･････････････････････････････････1パック 1,350円
いちご New X ジャム･･100g 648円

県産いちごとカスタードを
たっぷり使用。

ルージュ
･･･････････････････････ 1個 650円

伊達市霊山町・松葉園の完熟
とちおとめを自慢のスポンジと
フレッシュなクリームでサンド
しました。

いちごの
ショートケーキ 1個 450円

さっと溶ける濃厚なバタークリームと、
ピスタチオが香ばしいアーモンドの生地、
松葉園の甘くてジューシーないちごを
使用しました。

松葉園の完熟いちごと
国産バターで贅沢に仕上げました。

伊達市霊山町・松葉園の
いちごを丸ごと使用。

愛され いちご  スイーツ愛され いちご  スイーツ

福島県が誇る最高級イチゴ！

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

会津迎賓館会津若松市

海老フライ巻 ･･１本 600円
極寿巻（海鮮） １本 1,500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

具材たっぷり、食べ応え抜群。

1/30㊏まで
2/2㊋ 11：00～

予 約
お渡し

きわみことぶきまき

カルビ巻･･････････１本 600円
家宝巻 ･････････････１本 600円か  ほう まき

各50本限定販売

100本限定販売

50本限定販売

恵方巻南南東を向い
て

ガブリ！

ジャージー乳の
いちごのパンナコッタ
････････････････････ 1個 450円

いちごソースを加えた
フレッシュクリームを
サンドしたブッセ。

太郎庵会津坂下町

会津の天神さま 生 
いちご
････････････････････････････ 1個 210円

いちごの果肉入り
･･･････････ 200g 454円

いちご大福
･･･････ 1個 250円

1/29㊎～31㊐
各日各30～50個入荷予定

いちごロール
･････ハーフ 780円

程良い甘さのクリームと
ふわふわスポンジ。

恵方巻少量入荷販売 2/2㊋１１：００頃



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。

飼育頭数の少ない
貴重なジャージー牛の
牛乳です。

チョコレート詰合せ
 1,253円

おくや喜多方市
会津産おくやの
煎り落花生
･････････ 220g 972円

会津の天神さま 生
【プレミアム チョコ生】

･･････････ 1個 210円

生チョコトリュフ･･･ 15個入 1,998円

ファームつばさ
鮫川村

フルラージュ郡山市

ジャージー牛乳

･･･500㎖ 752円

かんのや郡山市

ふくしま
農家の夢ワイン

二本松市

キッチンワイン  200㎖ 880円
カトウファーム福島市

トリプルベリー
チョコレートビール

･･････500㎖ 1,100円

鳥安×
DATEファーマーズ

福島市
伊達市

ふくふくしめじの炊き込みご飯と
伊達鶏のたつから弁当
････････････････････････････････････････1折 950円

なかじま会津若松市

なかじまの煮込みソースカツ丼
･･･････････････････････････････1折 1,100円

4色のチーズピザ
･･････････････････････ 1枚 1,666円

桑折の野菜とラザニア
･･････････････････････ 1折 1,454円

福豆屋郡山市

海苔のり弁
福、笑いバージョン

･･････････････････････ 1折 1,000円

西シェフのオードブル 1折 1,296円
西シェフの和食弁当･･･1折 1,200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円各日30折限定販売

各日各40折限定販売

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

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。

地元の食材にこだわり。

9：30～１０：００到着予定

１０：００～１０：３０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枚限定販売

各日10折限定販売

アル・ケッチァーノの奥田シェフが監修。
福島県オリジナル品種のほんしめじと、
県オリジナル米「福、笑い」の炊き込みご飯。

こだわりハンバーグが自慢。

和洋中を揃えました。

桑とぶどうが
隠し味。

３種のベリーとチョコレートの
ほのかな香りをお楽しみ
ください。

厳選した大粒の
落花生。

福島県オリジナル米
「福、笑い」を使用。

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30折限定販売
洋食屋さんのデミハンバーグ＆キッシュ弁当
････････････････････････････････････ 1折 1,500円各日10折限定販売

10：30～11：00到着予定

10：30～11：00到着予定

11：00頃到着予定

11：00頃到着予定

Valentineバレンタイン特集 1/29㊎～2/14㊐頑張る自分へのご褒美に。
大切な人への贈り物に。

伊達市 Patisserie Allumette パティスリー
アリュメット

福島市 Sweety Shinriスウィーティーシンリ

福島市 ケーキ家 Piggy ピギー二本松市 Patisserie Reconnaissance パティスリールコネサンス

二本松市 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 Atelier de Gateaux
×マルナカファーム

アトリエ・
ド・ガトー

福島市 PATISSERIE SEISENDO 菓匠清泉堂

桑折町 Ohnoya 大野屋

二本松市 玉嶋屋

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

福島市松川町 SHOGETSUDO MATSUKAWA 松川松月堂菓子店

福島市 プリン工房はちまん

会津坂下町 太郎庵

伊達市 菓子舗いづみ屋

いわき市 ふたば茶亭

福島市 どら焼き専門店　丹坊

ザクザクとした
ナッツが香ばしい、
チョコレート味の
フロランタンです。

フロランタンショコラ
･･････････････････1個 200円
ざくざく食感が楽しい
チョコクランチ。

クランチショコラ
・ノワール ・ロゼ 
・キャラメルサレ
･･･････････････ 各1袋 450円

黒ビールを使用したオリジナルチョコレートケーキ。
お子様でも召し上がれます。 ブラック・ショコラ

･････････････････････1個 450円

Shinri no 生チョコ 18個入 1,400円

外国産チョコレートと、
キャラメル、フランボワーズ
がアクセント。
 クレームショコラ

･･････ 2個入 620円

クーベルチュール
チョコを使用した
生チョコに、胡桃を
合わせました。
バレンタインだけの
特別などら焼きです。

手のひらサイズの
ハート型クリアケース
入り。

ミルク、ビター、ホワイトの
３種類が１個ずつ入って
います。

どら焼き ショコラ
･･････ 1個 350円・3個箱入 1,250円

ねこカップ
･････････････････････1個 420円

焼き菓子
セット各種
 1セット 1,620円

くるみがたっぷり入った濃厚な
チョコレートケーキです。

ブラウニー
････････････････････････････ 1個 170円

一口食べればもう、とりこ。
くちどけの良い

焼きチョコレートです。

２種類のフランス産高級チョコレートをブレンド。
バニラとオレンジの香りをつけました。
２種類のフランス産高級チョコレートをブレンド。
バニラとオレンジの香りをつけました。

ショコラムー
 1個 450円

はちまんの木ビスコッティ 1個 550円

フランボワーズのガナッシュを、
ココアのダックワーズで
サンドしました。

ショコ・ショコラ
･･･････････５個入 1,250円

ハート型のクッキーに、５種類の味わい
(苺、アールグレイ、レモン、抹茶、カフェオレ)
の生チョコレートを詰め込みました。

ハートの生チョコレート
･･･････････５個入 1,250円

ミックスナッツブラウニー 1個 270円
宇治抹茶ブラウニー･････1個 270円

かりんとうラスク
･･･････････････････････････ 8枚入 583円

口溶けの良いしっとりとしたシフォン生地で、
甘さ控えめなクリームを巻き仕上げました。

須賀川市横田農園産の
「あまえんぼう」を使用。

ハニーストロベリー
ロール

 １本15㎝ 1,296円
はちみつロール

 １本15㎝ 972円

紅茶の生チョコ
･････････････6個入 1,000円

リース
・ショコラ・ベリー 1個 270円
・オレンジ・フィグ 1個 302円

生チョコ
････ 8粒入 540円

クリスピー
ショコラ
･････３個入 540円

ボンボンショコラ
･･･････････････････････････ 8個入 1,998円

タブレットショコラ
･････････････････ 1個 1,300円

生チョコサンド
･･･････････････････ 1個 300円
生チョコサンド
･･････ 1箱4個入 1,200円

オランジェット
･･････ 10本入 500円
オランジェット丸型
･･･････････ 1枚 250円

いちごサブレーギフト
･････ 6個入 920円
 16枚入 2,117円

焼き菓子
ギフト
 1袋 1,080円

塩生チョコ 9個入 945円
いちごミルク生チョコ
･･････････････････ 9個入 999円

国見町 Patisserie La 4 区 パティスリー・
ラ・ヨンク

郡山市 LE CACAOYER ル・カカオイエ

厳選 日本酒
生チョコレート
 8個入 2,300円

大七　×2個
千功成×2個
奥の松×2個
人気一×2個

二本松の４蔵が醸造する日本酒の風味をそれぞれ
溶かし込みました。

オレンジピールのシロップ漬けに
フランス産のクーベルチュールを
まとわせました。

×４酒造

フランス菓子の銘店オーボンビュータンで
修業したオーナーパティシエが作りました。

リッチ生パウンド

･･･････････････････ 1個 1,134円

「ふわっ」と焼き上げたチーズケーキの生地で、
「とろっ」とした生クリームをたっぷり巻き込み
ました。スプーンですくって食べる新タイプです。

ふわとろ
チーズロール

 冷凍 1本 1,458円

ふわふわのスポンジに生クリームを
たっぷり詰めた贅沢な一品です。

NISHI’s KITCHENいわき市
ニシズキッチン

焼き菓子セット各種
････1セット 1,080円

豆食べ比べ
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！

肉厚のカツと特製甘辛ソースが
絶品です。

いちご New Xの
ショートケーキ

･･････････････５号 6,000円
各日３台限定販売

60箱限定販売

タブレットショコラ
・スイート ・ホワイト
 ・・・・・・・・各1個 1,296円
・ルビー1個  1,458円

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

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。

レジ袋削減のため、マイバッグの持参にご協力ください。

各日50パック限定販売

生チョコの元祖・平塚シルスマリアで修業した
オーナーパティシエが作りました。

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

純米吟醸「辛口桑折」と
酒粕を使用しています。

しっとり生地にカスタード、
生クリーム、カカオマス63％の
クリームをサンド。

煌ショコラ
 4個入 1,080円
きらめき

NEWNEW


