
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・3月 出店スケジュール
2/26㊎ プリマリア（手作り石鹸） 
2/２７㊏・２８㊐ あいづ自然栽培農家の会（地酒・米）
2/２６㊎～２８㊐ 燻製木香（燻製商品） 
2/２６㊎・3/１㊊～４㊍・８㊊～１１㊍ 
 ひふみ堂（オリジナルケーキ） 
2/２６㊎・２７㊏ 福島県養蜂協会（はちみつ） 
2/２７㊏・２８㊐ パナックス（手作り石鹸） 
2/２７㊏・２８㊐ ワークセンターさくら（こんにゃく）
2/28㊐  Home Made Endoh(天然酵母to国産小麦のぱん)
3/１㊊・８㊊ 佐倉ファーマーズ（季節の野菜）
3/６㊏～８㊊ 海鮮フーズ（海産物）
3/7㊐ みやこじスイーツ結（結プリン） 
3/7㊐ 渡辺豆腐店（豆腐・油揚げ） 
3/７㊐～１１㊍ 佐久商店（いか人参） 
3/９㊋～１１㊍ 曽根漆器（漆器） 

全国に誇る酒

伊達市霊山町・松葉園の
いちごを丸ごと使用。

いちご大福

･･･････ 1個 250円
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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 3月上旬号

⑦純米吟醸 無濾過 善き哉
････････････････720㎖ 1,980円・1.8ℓ 3,630円
⑧純米酒 しぼりたて無濾過生原酒 月弓
････････････････720㎖ 1,540円・1.8ℓ 2,805円

名倉山酒造会津若松市

⑨純米吟醸酒 しぼりたて無濾過生原酒 月弓
　かほり  720㎖ 1,653円・1.8ℓ 2,695円

②会州一 特別純米酒 無濾過生酒原酒
････････････････720㎖ 1,560円・1.8ℓ 3,015円

山口合名会社会津若松市
①会津娘 芳醇純米生酒･････1.8ℓ 3,350円

高橋庄作酒造店会津若松市

③儀兵衛 純米吟醸山田錦中取り
････････････････････････････････････････････720㎖ 2,233円

⑩自然郷 ＳＥＶＥＮ 生詰 ････720㎖ 1,507円
大木代吉本店矢吹町

⑪生枠左馬 純米酒･･･････････720㎖ 1,453円
有賀醸造白河市

④純米吟醸生酒 奈良萬 中垂れ
････････････････720㎖ 1,800円・1.8ℓ 3,300円

夢心酒造喜多方市

⑤純米吟醸酒 からはし 夢の香
････････････････････････････････････････････720㎖ 1,500円

ほまれ酒造喜多方市
⑫生枠左馬 純米吟醸･･･････720㎖ 1,606円

⑬たきね北醇 赤2019
････････････････････････････････････････････720㎖ 1,665円

サッポロビール※田村市産のぶどう100％使用

⑥純米吟醸酒 からはし 山田錦
････････････････････････････････････････････720㎖ 1,650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。

2/26金・27土
麺やうから家から【福島市】 

玉万厨房【福島市】 

3/8月～12金 ごま油の香ばしさと一味の辛さが
食欲をそそります。

2/26金～3/4木 山塩スープに大きなトンカツを浮かべました。 3/5金～7日

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
15:30～18：30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

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
 

会津山塩トンカツ
ラーメン 900円
会津山塩ラーメン 750円
ソースカツ丼 900円
カツカレー 800円
カレーライス 650円
大盛 100円増し

2/26㊎～28㊐

特別純米酒
十二神楽
・澱酒 ・生酒
･･･････各１本７２０㎖1,528円

ひな祭り
デコレーション
ケーキ
 5号 3,564円

ひな祭り
いちごの
ショートケーキ
 ５号 3,600円

ひな祭り
ガトーフレーズ
 4号 3,000円

家族団らんオードブル
･･･････････････････････････約3人前 4,180円

ホームパーティーサンドイッチ
･･･････････････････････････････1折 3,000円

福島県産の甘い
とちおとめを
ふんだんにサンド。

うわさのカツ亭福島市

春待ちスイーツ

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

ひな祭りケーキのご予約承ります。
※ご予約は前日の15：00まで

ひな祭りオードブル＆お弁当

小池菓子舗柳津町

生地に桜のエキスを、あんこに刻んだ
桜の葉を入れ、ピンク色に
仕上げました。

各日20折限定販売

「三春滝桜」をイメージした
春限定商品。

三春滝桜べんとう

・・・・・・・・・・・・１折 1,080円

福豆屋郡山市

中村屋福島市（飯坂温泉）

桜餅

･･･１個 130円

桜餅

 ３個入 450円

パティスリー
アリュメット

伊達市

ひな祭り
ショート
 ４号 2,300円
 ５号 3,500円

ひな祭りムース
 ４号 2,500円
 ５号 3,800円

スウィーティーシンリ福島市

一味庵福島市

大野屋
桑折町

パティスリーアリュメット
伊達市

桜のモンブラン
･････････････････････････････１個 500円

アトリエ・ド・ガトー二本松市

フレジェ

 1個 518円

2/28㊐は棚卸しのため17：00閉店

ひな祭り
ショートケーキ
 5号 4,536円

パティスリーエソール二本松市

プティリジエール二本松市

洋食屋さんの
肉肉オードブル
･･････････････････････ 2～3人前 4,320円

海鮮と天ぷら 魚の伊達市

海鮮バラちらし
 3～4人前 3,800円

･････････････････････････ 1人前 1,250円

海鮮太巻

 1本 900円

練り切り 手鞠
････････････････････････１個 300円

春を知らせる桜餅。くちどけのよい
特製こしあんです。

プチプチお餅の中に上品な甘さの餡。 旬のいちごをふんだんに使って、ふわふわ
スポンジと甘さ控えめな生クリームで包みました。

人気の定番
ショートケーキを
ひな祭り風に
アレンジ。

定番のショートケーキを
甘酸っぱいラズベリー
クリームで可愛らしく
ピンク色に
仕上げました。

ベリームース、レアチーズムース、
桑の葉ムースの3層で、
ひし餅風に仕上げました。

色鮮やかな手鞠を
練り切りで
表現しました。

ジャージー牛乳の
パンナコッタ桜ジュレ

････ 1個 360円

レーヴ鮫川店鮫川村

ファームつばさのジャージー牛乳を
使用したパンナコッタ。

黒毛和牛ローストビーフ、ハンバーグ、
キッシュ、海老、パスタ、揚げ物、その他惣菜
全7～8品入

うわさのカツ亭一番人気のオードブルです。
ロースかつ１枚、ヒレカツ３枚、えびフライ３本、
チキンかつ１枚入

まぐろ、いくら、えび、ほたてなど具だくさん
ちらし＆太巻き。

9：30～10：00到着予定

9：30～10：00到着予定

※写真はイメージです。
内容は変わる
場合があります。

16：30～10：30～11：00到着予定

飼育頭数の少ない
貴重なジャージー牛の
牛乳です。

ファームつばさ
鮫川村

ジャージー牛乳

･･･500㎖ 752円

地元の素材を使った、
保原町ならではの手作りのケーキを
お楽しみいただけます。

厳選した北海道生クリームにこだわり。
いちごをたっぷり使用しています。

味の駅シャロン玉川村・石川町

大玉村フェア

旬まっさかり

大玉村の美味しい新酒ができました！
村無形民俗文化財「十二神楽」と
同名の「澱酒」と「生酒」を
数量限定販売します。

真っ赤に完熟した甘みと酸味の
バランスが最高の極上いちごです。
 

その他、大玉村の農家さんが育てた新鮮野菜や果物を販売！

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬

ラーメン  750円
ミルクみそラーメン
  950円
チャーシューメン 950円
ミニソースかつ丼 700円

昔ながらの大人気
会津ラーメンです。

牛乳屋食堂
【会津若松市】 

大盛り 200円増し

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。

イタリアンオードブル
･････････････････････････２～３人前 3,500円

イタリアン惣菜、地元野菜料理、日本海の
魚料理など、１０種盛のイタリアンオードブル。

カツサンド、ハムサンドなど
食べ応えたっぷり！

※ご予約承ります。

レガーレ桑折 ピザスタ桑折町

10：30～11：00到着予定

森のそば屋 宇山

手打ち 二八生そば

･･･････････ 2食入 700円

福島県オリジナル品種
「会津のかおり」使用の
二八そば。

ひな祭りケーキ
２/２７㊏・２８㊐・３/３㊌・6㊏

横田農園須賀川市

甘園房（あまえんぼう）

････････････････３Lパック800円

西シェフの
オードブル
 2人前 2,592円・3人前 3,888円

NISHI’s 
KITCHEN

いわき市
ニシズキッチン

10：30～11：00
到着予定

･･････････････････ 1人前 1,296円
各日20折限定販売

予約制

予約制

3～4人前
予約制

2人前
3人前
予約制

予約制

予約制
予約制

予約制

予約制

予約制

予約制

予約制

※ご予約は前日の15：00まで

うきうき

各日15パック限定販売



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。

厳選素材を使用し焼き上げた、
たまご形のかわいいマドレーヌ。

キャラメルチョコチップをたっぷりと練り込んだ
生地に、クッキーとナッツをトッピングしました。

ホワイトデースイーツ
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！

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。

定番の人気和菓子

エビとロマネスコのピッツァ
プリマヴェーラ
････････････････････････････････ 1枚 2,098円

プティリジエール二本松市

生ガトーショコラ ベリー
･････････････････････････５号 1,950円

西シェフのちらし寿司
･･････････････････････････１折 1,296円

La Wasabi ランチボックス
･････････････････････････････････ 1折 1,400円

たこ八
（カネヨ水産）

相馬市

相馬天丼 青のり入り
････（大エビ、穴子、ほっき）1折 1,680円

菓子処まつもと二本松市

みそまんじゅう･････････････１個 100円
芋鼓 ･･････････････････････････････１個 210円伊達なあんぱん饅頭

･････････････････････････････････１個 130円
･･････････････････････････････ 3個入 390円

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

レガーレ桑折 ピザスタ
桑折町

各日10折限定販売

トラットリア・ラ・ワサビ伊達市

La Wasabi ランチボックス
･････････････････････････････････ 1折 1,400円各日40折限定販売 各日40折限定販売

伊達鶏とキノコのパスタ、自家製ソーセージ、
自家製パンなど他３種類

黒毛和牛の肉団子、ブロッコリーとハムのコロッケ、
シチリア風パスタ、海老とインゲン豆のサラダ、
野菜類のマリネ など
 

※写真はイメージです。

※盛付例です。

10：00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。

自家製の粒あんを
もっちり生地で
包みました。

人気のおにぎりの味をご家庭で！

・ロッシェ
 フランス産の高級チョコレートを使用。
 キャラメリーゼしたナッツがアクセント。
・アマンドショコラ
 香ばしくキャラメリーゼしたアーモンドに、
 上質なチョコレートをコーティング。
・ギモーヴ
 マシュマロのような食感とミルクのやさしい風味が特徴。

牛乳屋の金賞ソースカツ丼
････････････････････････････････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。

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。

トマトソースをベースにモッツァレラチーズ、
エビ、ロマネスコをトッピングした
春のピッツァ。

各日各20箱限定販売

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愛されてい
ます。

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

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

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。

玄米みそとハチミツを練り込み、
しその葉で巻いて揚げました。 秘伝のタレで殻ごと

味付けした卵です。

丹念に６日間かけて燻製に
しました。

家伝茶まんじゅう
･･･････････････････････････････････6個入 590円 各日20箱限定販売各日50パック限定販売

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

10：00頃到着予定
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。

各日30個限定販売
各日10個限定販売

各日各20折限定販売

須田屋伊達市

入金最中
（小豆・白きんとん・グリンピース）
 ･････････････････････････････ 3個入 356円
 ･････････････････････････････ 6個入 712円

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

チョコレート詰合せ
･････････････････････････････････････････････1,258円

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

福島市 Patisserie Eclore パティスリー
エクロール

福島市 Cafe de Fleur カフェドフルール

福島市（飯坂温泉） Latta Lutta らったるった

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 Atelier de Gateaux 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

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

二本松市 玉嶋屋

福島市 一味庵

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

60箱限定販売

20箱限定販売

焼き菓子詰め合わせ 
タブレットノワール、アマンドショコラ、
リース、オランジェット･･････････  1,296円

紅茶の生チョコ

 6個入1箱 1,000円
アマンドショコラ

･････････････ 1箱 540円
ノワゼットショコラ

･････････････ 1箱 594円

生チョコサンド

生チョコサンド

さくらロール
ハーフ

････････1本 850円

生ガトーショコラ 宇治抹茶
･････････････････････････５号 1,950円

焼き菓子詰め合わせ

･････････････････････ 1箱 1,200円

マカロン ･････････ 5個入 820円

クッキーキャラメルナッツ
･･･････････････････････････････１個 380円
チョコナッツクリームチーズ
マフィン･･･････････････････････････････１個 380円
ブラウニー･･････････････････････････１個 300円

プリンやさんのたまごのマドレーヌ
プレーン、ショコラ、抹茶の３種類入
･･････････････････････････････････１０個入 1,200円

焼き菓子M
･････････････････････････ 1,080円
焼き菓子L
･････････････････････････ 1,620円

ホワイトチョコと
イチゴのチョコの
マーブルケーキ

･･････････箱入 1,650円

ボンボンショコラ

･･････････････････6個入 1,620円

生チョコトリュフ
････････････５個入 702円・８個入 1,080円
･･････････････････････････････････ 15個入 1,998円
クッキー詰合せ
････････････2個入 739円・3個入 1,101円

わらびモンブラン
････････････････････････････････････････････ 1個 450円

ケーク・オ・フリュイ

･･････････････････････ 1本 1,450円

フルール・セゾン

･････缶入り 1,080円
ふくしまクッキー
アソート
･･････････････ 缶入り 950円

フルール・プランタン
････････････････････････････････････････････ 1個 230円

ふくしまレーズンサンド
････････････････････････････････････････････ 1個 270円

ホワイトデー焼き菓子ギフト
･･････････････････････････････ 1袋 850円

マンドゥシャトンのロールケーキ
･････････････････････････ 1本 1,870円
ブラックショコラ
･･････････････････････････････ 1個 560円
テサブレ（猫カップ）
･･････････････････････････････ 1個 520円

二本松市 ケーキ工房 Patisserie ＭoＭo パティスリー
モモ

河内屋柳津町

雪掘にんじんのビーフシチュー
･･･････････････････････冷凍500g 1,728円

西野屋食品いわき市

みそしそ巻き　
･･９本入 432円
甘辛野菜みそ
･･130ｇ 324円

伊達物産伊達市

肉ゴロッとおにぎり
炊き込みご飯の素
･･･冷凍2合用 540円

あやこ野西会津町

会津おかき物語
・山塩 ・石炭 ・しんごろう
・オタネニンジン････････ 各８０ｇ 648円

モーニング郡山市

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。

希少な雪掘にんじんと国産牛がゴロッと
入っています。

他19種類

いちごの果肉入り
ヨーグルト
･･････････ 200g 454円

会津産の素材に
こだわったおかきです。 甘塩っぱい白餡が詰まっています。

ラム酒香る栗餡、
渋皮栗、生クリームを
黒糖わらびもちで包みました。

いちごのチョコをサンドした米粉のクッキーと、
フランボワーズのメレンゲクッキーで春を先取り。

厳選素材を使用し、
職人が１粒１粒
丁寧に手作り。

ホワイトデー限定のクッキー詰合せ。

8種のクッキーを詰めました。

ホワイトチョコとラムがしっかり効いたレーズンサンドクッキー。

NISHI’s KITCHENいわき市
ニシズキッチン

10：30～11：00到着予定

10：30～11：00到着予定

10：30～11：00到着予定
こだわりハンバーグが自慢。

あなご、えび、かに、むしうに、
いくらをのせた
海鮮ちらしです。

MoMo人気ベスト5の焼き菓子を
詰め合わせました。

フワフワ生地に口当たり軽い
生クリーム。

抹茶の香りが濃厚に広がる宇治抹茶と、ちょっと大人なガトーショコラベリー仕立て。

国産バターのみを使用した
人気の焼き菓子セットです。

人気商品がセットで。

桜の香りに包まれる
ロールケーキ。

高級ラム酒に漬け込んだドライ
フルーツがたっぷり入っています。

人気の味を可愛らしいギフトにしました。

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15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15折限定販売

相馬産カニ飯･･････････１折 1,500円
福虎福島市

くゆ

燻らのたまご
･･････５個入 600円
 10個入 1,200円

スモークハウス小野町

手間が
かかるたまご･･････４個入 480円

アフタヌーンガトー

･･････････ 1箱 1,050円

タブレットショコラ

スイート ･･･ 1個 1,296円
ルビー･･････ 1個 1,458円

ホワイトチョコとイチゴのチョコを
パウンドケーキに混ぜ込み、
マーブル状にしました。
 

ホワイトデー用の
焼き菓子ギフトです。 

全て手作業で、一粒一粒丁寧に心を込めて。

柔らかい舌触りの生チョコをクッキーでサンド。

ホワイトデーGIFT 2/26㊎～3/14㊐

・プレーン ・いちご･･････････････バラ 300円
４個入（プレーン2個・いちご2個）
･･･････････････････････････････････1箱 1,200円

他数種類入荷

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

マルゲリータ
････････････････････････････････ 1枚 1,350円

4種のチーズピザ
････････････････････････････････ 1枚 1,666円
各日10枚限定販売

各日10枚限定販売

各日30折限定販売

各日10枚限定販売

各日１０個限定販売

30箱限定販売

各日15本限定販売

50個限定販売

30本限定販売

各日30個限定販売

30個限定販売
50個限定販売

各日30個限定販売

各日30個限定販売

50個限定販売

30個限定販売

各日30個限定販売

50個限定販売

50缶限定販売

50缶限定販売

50個限定販売

50個限定販売

各日各30個限定販売

各日15個限定販売

各日１０個限定販売

3０箱限定販売

3０箱限定販売

3０個限定販売

各日15本限定販売

3０個限定販売

3０箱限定販売

レジ袋削減のため、マイバッグの持参にご協力ください。


