
ふくしまラウンジ

飲食、喫茶、飲み比べ等が楽しめる
憩いのスペース

10：30～19：00
（ラストオーダー18：30）

営業時間

11：00～売り切れまで飲食コーナー

夕方からのお楽しみ 15:30～18：30
福島市のソウルフード

テイク
アウト
できます

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
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●

●

●

●

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 6月上旬号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。

大吟醸 金水晶・・・・・・・・・・・・・・720㎖ 4,889円
金水晶酒造店福島市

千駒 大吟醸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・720㎖ 3,850円
千駒酒造 6月上旬入荷予定白河市

あぶくま大吟醸 無濾過原酒 720㎖ 4,400円
玄葉本店田村市

寿々乃井 大吟醸・・・・・・・・・720㎖ 3,850円
寿々乃井酒造店天栄村

廣戸川 大吟醸・・・・・・・・・・・・・・・・・720㎖ 店頭発表
松崎酒造 6月上旬入荷予定天栄村

東豊国 大吟醸・・・・・・・・・・・・・・720㎖ 4,400円
豊国酒造 6月上旬入荷予定古殿町

大吟醸雫酒 十八代伊兵衛 720㎖ 5,500円
奥の松酒造 6/11㊎入荷予定二本松市

花春 大吟醸････････････････720㎖ 4,290円
花春酒造 6/11㊎入荷予定会津若松市

名倉山大吟醸 鑑評会出品酒 720㎖ 5,500円
名倉山酒造会津若松市

吉の川 大吟醸････････････720㎖ 3,300円
吉の川酒造店喜多方市

大吟醸 ササ正宗････････720㎖ 4,000円
笹正宗酒造喜多方市

開当男山 大吟醸････････720㎖ 3,300円
開当男山酒造南会津町

大吟醸 田島・・・・・720㎖ 3,300円
会津酒造南会津町

大吟醸 榮四郎 720㎖ 6,600円
榮川酒造磐梯工場
5/29㊏入荷予定

磐梯町

大吟醸 玄宰・・・・・720㎖ 5,500円
末廣酒蔵博士蔵会津美里町

萬代芳 大吟醸・・・720㎖ 店頭発表

白井酒造店
6月下旬入荷予定

会津美里町

一生青春 別撰大吟醸
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・720㎖ 3,520円

曙酒造会津坂下町

たすいち福島市

富樫縫製×二本松市
民報印刷福島市

たすいちのコース料理
オードブル

･･････ 3～4人前 4,500円

ナノビエブロックマスク
・アマビエデザイン　・べこビエデザイン
･･･････････････････････････ 各１枚 1,100円

栗と胡桃

････････ 1個 580円

鬼ぐるみ・
ラムレーズン・カフェ
･･････････････････････････････････････････････ 1個 500円

会津鬼ぐるみメープルプリン
･････････････････････････････1個 500円

タルトレット・オ・キャラメル
･･･････････････････････････････1個 480円

プレジール

･･････ 1個 507円

会津産鬼ぐるみと
発酵バターの

ケーキ

･･･････ 1個 490円

鬼ぐるみのロールケーキ
･･････････････････････････････････････････････ 1本 800円

鬼ぐるみと
キャラメルのマリトッツォ
････････････････････････････････････1個 600円

エガオの特製イタリアンオードブル
･･････････････････････････････3～4人前 4,500円

レストランki-ichigo福島市
きいちご

TRATTORIA LA EGAO福島市
トラットリア ラ エガオ

彩りパーティーオードブル

 2～3人前 3,500円

ローストビーフ、鴨ステーキ、海老のソテー、
他６種類入の本格オードブル。

福島産エゴマ豚イタリア風ロースト、エビのフリット
など盛りだくさん。地粉を使った手打ちニョッキは
ゴルゴンゾーラで最高のおつまみに。

予約制予約制

予約制予約制

予約制予約制

予約制予約制

予約制予約制
各日10折限定販売

各日10折限定販売

各日10折限定販売

La Wasabi 
厳選オードブル

 3～4人前 4,500円
各日10折限定販売

黒毛和牛のロースト、天使の海老の白ワイン蒸し、伊達鶏モモ肉の
パン粉焼などのイタリアンオードブル。

10：00お渡し

11：00お渡し

16：30お渡し

10：00お渡し

9:30～10：00
到着予定

5・6月 出店スケジュール
5/29㊏ 納屋カフェ椿（クッキー・スコーン）
5/29㊏～31㊊ 燻製木香（燻製商品） 
5/30㊐ 渡辺豆腐店（豆腐） 
5/30㊐ みやこじスイーツゆい（プリン） 
5/31㊊・6/7㊊ 佐倉ファーマーズ（季節の野菜）
5/31㊊～6/４㊎・７㊊～１１㊎　ひふみ堂（オリジナルケーキ）
6/4㊎ らったるった（マフィン） 
6/４㊎・５㊏ 手作り石鹸プリマリア（手作り石鹸）
6/４㊎～１１㊎ 佐久商店（いか人参） 

5/29㊏・30㊐、6/5㊏・6㊐

タルトカフェモカ

･･････････ 1個 610円

自家製くるみプラリネと
コーヒー味のビターな
ガナッシュ入りタルト、
コーヒーとブロンド
チョコレートのムースを

乗せました。

くるみがたくさん入った
コーヒー味のブラウニーで
コーヒー味のガナッシュを

サンドしました。

ナッツの食感と、プラリネや
ショコラの風味を楽しめる
7層のケーキです。

鬼ぐるみの自家製ペーストを
ふんだんに練り込み焼き上げた、
香ばしいプリン。ミルクムース、
メープルを重ねました。

鬼ぐるみを使った
ダッコワーズに栗の

バタークリームを合わせました。
カシスジャムがアクセント。

キャラメリーゼした和ぐるみとナッツに
塩キャラメルソースをかけ、
生チョコレートで飾りました。

ベーカリーサクマのブリオシュに
自家製塩キャラメルソースと
生クリームをたっぷりサンド。

くるみの風味と
食感がアクセントです。

風味の良い鬼ぐるみと発酵バターを
使用したケーキです。コーヒーと
ブランデーのシロップで味に
深みを出しています。

鬼ぐるみ入り
チョコクリームを、
鬼ぐるみ入り
黒糖スポンジで
巻き上げました。

アマビエマスクが
高性能に進化
しました！

医療用レベルのマスク性能を日常へ。

鬼ぐるみを使用した
ラムレーズンの
クリームを、コーヒー
風味の生地で
サンドした

バターケーキです。

スイーツDE
会津産鬼ぐるみ

物産館限定スイーツ！！

会津坂下町・斎藤金五郎商店の
高級会津産鬼ぐるみを
使ったスイーツが大集合！

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。

5/29㊏・30㊐、6/5㊏・6㊐限定
新規ご入会で
日本酒やお米などの
県産品をプレゼント！ 入会金

年会費
無料

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

食堂いしやま【会津坂下町】

らぁ麺 おかむら【郡山市】

すっきりとした味わいの
冷たいスープです。

辛いっ！がうまいっ！！
名物つけ麵。6/7月～13日6/7月～13日

5/28金・29土5/28金・29土

「ラーメンWalker福島グランプリ2020」
総合部門１位の人気店です。6/１火～６日6/１火～６日

5/28金5/28金 5/29土～31月5/29土～31月

冷やしラーメン
 700円
冷やし
チャーシューメン
 1，000円
土産冷やし
ラーメン
 1，250円

会津地鶏らーめん 800円
会津地鶏らーめん塩 800円
ニュー白湯そば 800円
煮玉子 100円

フォアグラつけ麺 1,000円

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
大盛り 200円増し

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】 

国見町 Patisserie La 4 区
パティスリー・ラ・ヨンク

伊達市 Patisserie Allumette
パティスリーアリュメット

福島市 プリン工房はちまん

福島市 ケーキ家Piggy
ピギー

郡山市 Patisserie Le Perroquet
パティスリー ル ペロケ

カフェブラウニー

･････ 1個 2,160円

福島市 Sweety Shinri
スイーティー　  シンリ

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

二本松市 Patisserie ESSOR 
パティスリーエソール

二本松市 菓子処まつもと
ふ
く
し
ま

ふ
く
し
ま

令和２酒造年度
全国新酒鑑評会
金賞受賞酒17蔵

全国新酒鑑評会　金賞受賞数８回連続日本一全国新酒鑑評会　金賞受賞数８回連続日本一 飲み比べで自分好みの金賞酒を見つけて、
ご家族で楽しい宅飲みはいかがですか？

金賞受賞酒飲み比べ　６/11㊎まで
２銘柄700円　３銘柄1,000円

10：30お渡し

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。

野菜のバーニャカウダ、伴助の干物、
おばんざい盛り合わせ、炙り牛寿司、
カツオ藁焼き、鳥半身焼き、クリーム
チーズの王様、ローストビーフを
詰め合わせました。

レガーレ桑折 ピザスタ桑折町

エガオのおつまみBOX
･･････････････････････････････････････1折 1,800円各日2０折限定販売

予約制予約制

地元の野菜とイタリアンを
融合させた、本格的な前菜の盛り合わせです。
一つ一つを丁寧に手作り。

※店頭販売も行います。

おうちでプチぜいたく オードブル

TRATTORIA La Wasabi伊達市
トラットリア ラ ワサビ



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。

モチモチの皮の中に
餡子がぎっしり。

中村屋福島市（飯坂温泉）

物産館オリジナル豆大福
････････････････････････････････････ 1個 180円

レジ袋削減のため、
マイバッグの持参
にご協力ください。
マイバッグの持参

海鮮と天ぷら 魚の伊達市

レストランki-ichigo福島市
きいちご

Petit Rizière二本松市
プティリジエール

田季野会津若松市

TRATTORIA LA EGAO福島市
トラットリア ラ エガオ

福豆屋郡山市 河京喜多方市

喜多方食堂はせ川 
淡麗醤油中華そば
･････････････････････････････４食入 1,080円

夏とうみぎ････････････････ 9個入 864円

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。

鶏と青口煮干しがベースのスープは、
淡麗なのに深みがあり飽きません。

※写真は調理例です。

醤油が隠し味のとうもろこし餡を、
薄い皮で包みました。

須賀川特産きゅうりのしぼり汁で
練り上げた乾麺。

麓山高原豚
ウィンナー
・YUZUジンジャー
・バジルガーリック
・ドイツウィンナー
・ヴァイスヴルスト
･･･････ 各100g 244円

エゴマ豚ハム
・ゆずジンジャー ・チーズ＆くるみ
････････････････････････････････各100g 216円
・バジルガーリック････100g 208円
県産豚そうすけ漬 ････110g 335円

伊達鶏ムネ肉
・ゆず味噌漬 ・西京味噌漬
・赤味噌漬
･･･････････････････････････････ 各280g 391円

てんぷらしおや福島市

しおやの天丼
･････････････････････････････････1折 1,500円

会津麦飯ステーキ重
･････････････････････････････････1折 1,400円

手打ち
パスタBOX
ファルファッレ

 1折 1,300円

名物カツ丼の店
白孔雀食堂

会津若松市

名物カツ丼
････････････････････････････････ 1折 1,300円

県産エゴマ豚
ひき肉と地元の
グリーンアスパラの
ペペロンチーノ。

薄く大きなカツに伝統のソースが
たっぷり染み込んでいます。

国産だだちゃ豆で作った和風ゼリー。
もっちりとした食感が特徴です。

新鮮なアナゴ、白身魚や
エビなどの天ぷらを
特製のたれにくぐらせました。

※予約も承ります。

※写真はイメージです。たこ八（カネヨ水産）相馬市

和牛でつくった
ハッシュドビーフ（惣菜のみ）
･････････････････････････････････････ 1折 990円

煮込みチーズハンバーグ（惣菜のみ）
････････････････････････････････ 1折 1,100円

和牛でつくった
ハッシュドビーフ オムライス
････････････････････････････････ 1折 1,480円

デミトマトハンバーグオムライス
････････････････････････････････ 1折 1,620円

カニ海鮮ちらし寿司
････････ 1折 1,350円

料理長の和食弁当
･････････････････････････････････ 1折 1,200円

手作りパンの店 チロル郡山市

メープルラウンド

･･･ハーフ 350円

塩キャラメル
フランス

 1個 172円
フスマのミルクフランス
･････････････････････････････････････ 1個 172円
クイニーアマン･････････････ 1個 216円

ベーカリーカフェ
アンジュール

須賀川市

黄金の食パン アンジュール
･････････････････････････････････････ 1個 700円

究極のあんぱん
･････････････････････････････････････ 1個 240円

王様のメロンパン
･････････････････････････････････････ 1個 240円

柏屋郡山市 一味庵福島市

ずんだもっちり･･･････････ 1個 200円

らん亭～美日庵郡山市

季節の会席弁当
････････････････････････････････ 1折 3,500円

いわきゴールド椎茸の焼売
･････････････････････････････ 8人前 2,200円

いわき芽子ニンニクのスタミナ
餃子 ･････････････････････ 5人前 1,800円

たすいち福島市

福島県流通ネットワーク協同組合福島市

小島門吉商店いわき市

西野屋商店いわき市

浅漬けの素  500㎖ 410円

川俣町農業振興公社川俣町

川俣シャモ 塩玉ちゃん････････2個入 486円
川俣シャモ 味玉ちゃん････････2個入 486円

川俣シャモパス（カルパス）････････ 30ｇ 486円

モーニング郡山市

木村パスチャライズ牛乳
のむヨーグルト
800㎖ボトルシリーズ  540円～648円

会津べこの乳
･････１ℓ 340円
特濃
もうひとしぼり
･････１ℓ 420円
コーヒー特急･･･････････････１ℓ 420円
べこの乳のむヨーグルト
･････････････････････････････････900㎖ 520円

磐城飯店いわき市

会津産のはちみつを
贅沢に使用した、耳まで
柔らかい食パンです。

食パン生地にメープル
クリームを織り込み、
筒状に焼き上げました。

ぱん工房あかべこ柳津町

耳までやっこい食パン
･･･････････････････････････････１本（２斤） 735円

うわさのカツ亭福島市

カフェ＆ベーカリー
ケリケリ

福島市

うわさのカツ亭カツサンド
･････････････････････････････････････ 3切 590円

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。

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15枚限定販売

マルゲリータ＆４種のチーズハーフ＆ハーフ
････････････････････････････････ 1枚 1,617円各日15枚限定販売

アル・ケッチァーノの
奥田シェフが監修。

11：00頃到着予定

麺を焼き固めたバンズで麓山高原豚の
チャーシューをはさみました。

道の駅喜多の郷
ふるさと亭

喜多方市

喜多方ラーメンバーガー
･････････････････････････････････････ 1個 450円各日30個限定販売

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

17:00～

10:00～

あだたら山の揚げ饅頭
････････････････････････････････････５個入550円
･････････････････････････････１０個入1,100円

花月堂花屋二本松市

小池菓子舗柳津町

17：00～

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

あわともち米でできた、
まんじゅうです。

井桁屋須賀川市

かっぱ麺 ･････ 2食入 660円
※写真は調理例です。

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40折限定販売

丼ぶりグランプリ
金賞受賞。

ブルーベリー園みうら福島市

ブルーベリー
100％ジュース
 500㎖ 1,500円
プレミアム
加糖ジュース
 500㎖ 2,000円

減農薬・無化学肥料
栽培のブルーベリーを使用。

濃厚なミルク味のアイスの中に練りあんが
入っています。
濃厚なミルク味のアイスの中に練りあんが
入っています。

アイスまんじゅう･･････････１個 150円

松永牛乳南相馬市

会津中央乳業会津坂下町木村ミルクプラントいわき市

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。

本場ドイツの製法で作りました。

※写真は調理例です。

伊達鶏肉と味噌が絶妙な旨味を引き出します。

「パリパリッ」と弾ける
歯ざわりが楽しめます。

もっちり、ぎっしりのジャンボサイズ。

松川浦産あおさ入りさしみこんにゃく
240g（こんにゃく100g×2、みそだれ20g×2）
･･･････････････････････････････････････････････324円

明治36年創業以来、原料や品質にこだわり、
昔ながらの製法で作っています。

お弁当のおかずや、おつまみに。 漬物屋が作った、混ぜて漬けるだけの
手軽な調味料です。

ズワイ蟹と海老、うに、甘エビ等をのせ金華さばを
添えた、満足感たっぷりのちらし寿司です。

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

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

他16種類

ナタデココと甘夏････ 200g 302円

薄切りの国産和牛と玉ねぎを炒めて、
赤ワイン、トマト、香味野菜で煮込みました。
ライスやパンと共に。

国産黒毛和牛と国産豚使用の
ジューシーなハンバーグにチェダーチーズを
のせて、赤ワイン香る濃厚リッチな
デミグラスソースと合わせました。

トマトと玉ねぎ、国産和牛を煮込んだハヤシソースを
オムライスにかけました。野菜や肉の旨味とコクが
効いています。

「松川浦産あおさ海苔」入り
手焼きの卵焼き、
海苔天ぷら、
「福島県産牛」の
牛肉煮が入った
贅沢な仕上がりです。

海苔のり弁887
･････････････････････････････････１折 1,200円

※内容が変更になる場合もあります。

トリュフ薫る黒毛和牛のラザニア
････････････････････････････････ 1折 1,500円各日20折限定販売

TRATTORIA La Wasabi伊達市
トラットリア ラ ワサビ

自家製パニーニと旬野菜のマリネ添え。

自家製酵母を使用。

八寸、焼き魚、焼き胡麻豆腐、炊き合わせ、
炊き込みご飯、デザートなど。

※献立は変更になる
場合があります。

※予約も承ります。

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。
※写真はイメージです。

各日20折限定販売

粒あん、白玉、
ホイップクリームが
入っています。

ふんわりもちもち食感。

メロンクリームが
美味しさの秘密。

シャリアピンステーキ、伊達鶏マスタードソースかけ、
サーモンのマリネ、エビとイカのタルタルソースがけ、
バターが効いたピラフをセットにした豪華なお弁当。

筍ご飯と、夏に向けて鰻の有馬煮、丸茄子の
オランダ煮をメインに、
焼き魚や野菜の煮物を
盛り込みました。

福島県産牛シャリアピンステーキと
伊達鶏グリルの洋風弁当
････････････････････････････････ 1折 1,580円各日２０折限定販売

各日15折限定販売

各日15折限定販売

各日15折限定販売

各日15折限定販売

各日20折限定販売

各日20折限定販売

各日20折限定販売

各日20折限定販売

各日20折限定販売

会津輪っぱめし（持ち帰り用）
･････････････････････････････････1折 1,080円各日30折限定販売

少量入荷

少量入荷

30個限定販売

少量入荷

各日20折限定販売

各日20折限定販売

イカの中に大葉、ガリ、ゴマ
を混ぜた酢飯が入った、
イカの姿寿司です。

イカの印篭寿司

･･･････1折 880円

いんろう す  し

各日20個限定販売

キムチの素
・白キムチ･･･500㎖ 455円
・赤キムチ･･･500㎖ 637円

会津産麦めしに、ボリュームある
国産牛ステーキ。

ふ
く
し
ま

食べ応え
満点！

オススメ！

10：30～11：00
到着予定

10：00頃
到着予定

10：30～11：00
到着予定

10：30～11：00到着予定

9：30～10：00到着予定

9：30～10：00
到着予定

10：30～11：00到着予定

9：30～10：00到着予定

9：30～10：00到着予定

9：30～10：00到着予定


