
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

6/16㊌は棚卸しのため18：00閉店

夕方からのお楽しみ 15:30～18：30
福島市のソウルフード

全国に誇る

酒

担々麺 850円
汁なし担々麺 850円
冷やし担々麺 850円

大玉産の炊きたてごはんサービス

アットホーム
おおたま
【大玉村】

陳建一直弟子・吉田氏から指導を
受けた正統派の担々麺。
辛味・酸味・麻（しびれ）・甘味・
香りを堪能できます。

創業55周年を迎えた、手作り餃子・
ラーメンの店。

招福萬来
みらく
【福島市土湯温泉】 

開運満月餃子
4人前(20個) 1,450円

開運カレー満月餃子
4人前(20個)  1,800円

ザクザク食感の野菜から溢れ
出る旨味と甘みがクセになります。

おつまみにピッタリ！レモンを絞って
食べる、カレー風味の珍しい餃子。

※お持ち帰りは生レモンではなくレモン果汁での提供になります。
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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月中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。

現代の名工を受賞した殿川慶一が、長年培った
知識と技術を活かしたこだわりの逸品です。

①殿川 大吟醸雫酒･････････720㎖ 3,960円
奥の松酒造二本松市

酒袋から自然に滴る雫だけを集めた貴重な酒。
大吟醸造りの繊細さと、芳醇な香味が絶妙です。

②金賞受賞酒 大吟醸雫酒 十八代伊兵衛
･････････ 720㎖ 5,500円・1.8ℓ 11,000円

すっきりした飲み口ながら旨味があり、自然に薫りたつ上品な
芳香と、やわらかに円熟した舌ざわりの緻密さは絶品です。

⑥純米大吟醸 箕輪門･････300㎖ 1,900円
大七酒造二本松市

メロン、バナナのような果実香と醗酵バターのような香り。
魚介料理、懐石料理や、クリーム風味の料理とよく合います。

⑦純米吟醸 真桜･････････････300㎖ 1,450円

ふくよかな香りと豊かな味わいは、冷酒からぬる燗まで楽しめます。

③笹の川 「ふ」 福乃香 純米吟醸
･･････････････････････････････････････････720㎖ 1,650円

笹の川酒造郡山市

軽やかな飲み口と、梅や柑橘類を思わせる綺麗な酸味が特徴です。

⑤三春駒 純米大吟醸原酒50 福（FUKU）
･･･････････････････････････････････････････720㎖ 2,200円

佐藤酒造三春町

華やかな香りとキレの良さがとても際立つ、
芳醇辛口大吟醸です。

④雪小町 大吟醸原酒 入魂の雫
･･･････････････････････････････････････････720㎖ 6,050円

渡辺酒造本店郡山市

様々な樽で熟成させた原酒でウッディさを表現しつつ、
フレッシュさも感じるウイスキー。

⑩963 ブレンデッドモルトウイスキー 
ウッディ＆ユースフル･･･････700㎖ 4,180円

福島県南酒販郡山市

グラスに注いだだけで香り立つ瑞 し々い洋梨系の吟醸香。
きれいな甘さの余韻が長く続きます。
 

⑧大和屋善内 純米大吟醸 720㎖ 3,630円
峰の雪酒造場喜多方市

海に沈めてできた「海中熟成酒」。波の振動や海の水温などの
影響でアルコールの刺激が柔らかく、まろやかな味わい。

⑨喜TAKATA（きたかた） 720㎖ 7,700円
笹正宗酒造喜多方市

招福萬来みらく【福島市土湯温泉】 

麺はかんすい等の添加物が少ない
体にやさしい麺。半世紀の歴史ある
懐かしいらーめんをご賞味ください。

温玉きのこ
バターらーめん
 1,000円
元祖醤油らーめん
 750円
野菜たっぷり
ひんやりらーめん
 1,000円

6月 出店スケジュール
6/１１㊎～１３㊐ 甘食・茶屋 結（甘食） 
6/１１㊎・１６㊌～１８㊎・２１㊊・２２㊋ ひふみ堂（オリジナルケーキ）
6/11㊎・２１㊊～２４㊍ 佐久商店（いか人参） 
6/12㊏ とうふ屋大楽（豆腐） 
6/１２㊏・１３㊐ 奥の松酒造（地酒） 
6/１２㊏・１３㊐・１９㊏・２０㊐ 
 　　　 KOORI BRAND（地域おこし協力隊製品）
6/１３㊐～１５㊋ 海鮮フーズ（海産物） 
6/14㊊・２１㊊ 佐倉ファーマーズ（季節の野菜）
6/18㊎ らったるった（マフィン）
6/１８㊎～２０㊐ 大七酒造（地酒） 
6/１９㊏・２０㊐ 山口こうじ店（甘酒）
6/２０㊐ 納屋カフェ椿（クッキー・スコーン）
6/２１㊊～２４㊍ 国際米流通センター 

6/11㊎～13㊐・19㊏・20㊐

フランボワーズを贅沢に使用し、相性の良いチョコと
ナッツを合わせました。香り付けにキルシュを使用。

フランボワーズ
クリームをサンドした

爽やかなどら焼きです。

バニラビーンズ入りババロアに
フランボワーズがふんだんに

入っている贅沢なガトーです。

ほろ苦いショコラムースに
フランボワーズとたっぷりの
生クリームを合わせました。

中にはしっとり濃厚な
ブラウニー入り。

フランボワーズとの相性が良い
高級ピスタチオのペーストを

たっぷりと使用。

ミルクチョコとフランボワーズの
甘酸っぱいチョコレートムースと、
ピスタチオのブリュレのケーキです。

ココナッツのムースに
フランボワーズの
寒天ゼリーです。

卵白、粉糖、アーモンドプードル、こがしバターを
練り込み、フランボワーズのピューレを

合わせて焼き上げました。

フランボワーズを使った
ガナッシュとジャムをサンドしました。

自家製ブリオッシュに、
フランボワーズ入りクリームを

たっぷり絞り入れました。

黒糖甘食に、たっぷりの
クリームチーズ、ストロベリージャムを
サンドし、フランボワーズをトッピング。

見た目も可愛らしい
ジャムサンドクッキーです。

優しい味のミルクプリンに、
甘酸っぱいフランボワーズ

ムースとジャムを重ねました。

クリームチーズとフランボワーズ
ジャムを生地に閉じ込め、

フランボワーズをトッピングしました。

コクのあるべこの乳ソフトに
物産館オリジナルの

甘酸っぱいフランボワーズ
ソースをトッピング。

フランボワーズをジャムと
バタークリームに仕上げ、

アーモンドの生地と重ねました。

フランボワーズを
使用した4層仕立ての
デザートです。
上に添えられたバニラの
ソースをかけると
味の変化を楽しめます。

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】

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。

6/21月～24木6/21月～24木

6/11金・12土6/11金・12土

6/18金～20日※最終日17：00終了6/18金～20日※最終日17：00終了

6/17木～20日6/17木～20日

6/11金～13日6/11金～13日 6/14月～16水6/14月～16水

冷やしラーメン
 750円
冷やし
チャーシューメン
 1，000円
土産冷やし
ラーメン
 1，150円

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 Latta Lutta
マフィン専門店らったるった

福島市 Cafe de Fleur
カフェ・ド・フルール

福島市 ケーキ家Piggy
ピギー

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

福島市 中村屋菓子舗

ふくしまラウンジ

ラウンジで
販売

福島市（飯坂温泉） 一味庵

松川 松月堂菓子店
福島市松川町 SHOGETSUDO MATSUKAWA

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。いい

モノ
がたり

出店販売

福島市 PATISSERIE SEISENDO
菓匠清泉堂

桑折町 Ohnoya
大野屋

旬に恋するフランボワーズ

福島の餃子は
ここからはじまりました。

元祖 円盤餃子
満腹
【福島市】 

円盤餃子
 30個1枚 1,750円

奥会津 三島町フェア

大玉村フェア

農家直送大玉村産
季節の野菜販売！

本格焼酎 米 天田

･････ 720㎖ 1,780円 辛さ恋しい
会津地鶏カレー
・キーマ ・グリーン
････････････････ 各 750円

フランボワーズショコラ
･･････････････ 1個 518円

貴重な県産（矢祭町産）のフランボワーズを使用したスイーツが大集合！

物産館
限定

ピスターシュ
フランボワーズ
･･････････････････ 1個 572円

ルージュ･･････ 1個 500円 ラブ・ラズベリー
･･･････1個 450円

フランボワジエ
･･････････････ 1個 520円

アニバーサリー
･･････････････ 1個 480円

くろどら
フランボワーズ
･･････････ 1個 280円

べこの乳ソフト
フランボワーズ添え
･･････････････１個 450円

ケーク・オ・
フランボワーズ
箱入り、1本
･･･････  1,300円

甘食サンド クリームチーズ
&ベリー････････････ 1個 300円

福島市 はちまん
フランボワーズプリン
･････････････････････ 1個 430円

ティグレ・フランボワーズ
･･･････････････････････････････････1個 250円

ジャムサンドクッキー
･････6枚入、1缶 900円

マカロン・フランボワーズ
･･･････････････････････1個 140円

フランボワーズ
まりとっつぉ･･ 1個 350円

フランボワーズ大福 1個 230円

ヒンベーレ･･･1個 380円

フランボワーズマフィン
････････････････････ 1個 380円

会津地鶏ラーメン
･････････････････各1袋 300円

奥会津編み組細工

はちみつ
･････････････････････140g 1個 1,000円

会津山塩100％使用
天のつぶ煎餅 天田 ･･･････････90ｇ 500円

食べる手が止まらなくなる、軽やかな煎餅。 数量限定

① ② ③ ④ ⑤
⑥ ⑦

⑧ ⑨ ⑩

価格は商品ごとに異なります

木いちごは
フランス語で

「フランボワーズ」、
英語で「ラズベリー」
と言います！

福島市 甘食・茶屋　結
ゆわえ

優しく上品な味の白餡に
フランボワーズを合わせた特製餡。



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。

うな重弁当
･････････････････････････････････ 1折 2,300円各日20折限定販売

サバラン

･････････････500円
各日20個限定販売

レジ袋削減のため、
マイバッグの持参
にご協力ください。
マイバッグの持参

らん亭～美日庵郡山市

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

ぱん工房あかべこ柳津町

17：00～

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。

20折限定販売

Petit Rizière二本松市
プティリジエール

たすいち福島市

たすいちのコース料理オードブル
･････････････････････････3～4人前 4,500円

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

16：30お渡し

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。

17：00お渡し

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

父の日ギフト
マドレーヌなど
5個入 1,350円

季節野菜とカニ海鮮ちらし寿司
･････････････････････････････ 3人前 3,950円
･････････････････････････････ 1人前 1,350円
各日10折限定販売
各日30折店頭販売

和風料理 絹の里福島市

田舎釡めし

 1折 1,230円

福島牛釡めし
　
 1折 1,586円

母家たすいち福島市

料理長の
和食弁当 弐

 1折 1,500円

各日20折限定販売

各日20折限定販売

Cafe de Fleur福島市
カフェ・ド・フルール

會ベーグル会津若松市

耳まで
やっこい食パン

･･････２斤 735円

ベーコンチーズペッパー 1個 290円
他、１９種類

いちじく
 1個 250円

プレーン
 1個 200円

あかま福島市

おはぎ
･･つぶあん・ずんだ各1個、2個入 380円

肉肉ビストロオードブル
･･････････････････････････････ 3人前 5,000円各日10折限定販売

レーズン
バターサンド

 4個入 1,200円
･････バラ 300円

チョコレート生地に
キャラメルクリームと
バナナをサンドしました。
（期間限定）

オールドジャマイカラムを
使った定番のサバラン。
ラム酒がいつもの2倍
入っています。
（期間限定）

お父さんと一緒に
楽しめるお菓子の
セットです。

父の日プレゼント父の日プレゼント
お父さんありがとうお父さんありがとう

Patisserie Allumette伊達市

父の日ケーキ
（チョコバナナ）
 25㎝、1本 2,500円

予約
6/16㊌まで
6/19㊏・20㊐
受け渡し

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

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。

※写真はイメージです。

9：30～10：00到着予定

9：30～10：00到着予定

会津迎賓館（寿し万）会津若松市

すき焼きとポークグリルの
青菜ごはん弁当
･････････････････････････････････1折 1,480円

会津のアスパラガスを使った
巻き寿し弁当
･････････････････････････････････1折 1,000円

海老アボカドと野菜たっぷりサラダ巻
･･･････････････････････････････････1人前 730円

たこ八（カネヨ水産）相馬市

新物ほっき飯弁当

･･････ 1折 1,000円
ヒラメとほっきの相馬ソースカツ丼
･････････････････････････････････ 1折 1,200円

にしんの笹寿し

 ５個入 850円
各日30折限定販売

各日20折限定販売

各日30本限定販売各日20折限定販売

各日30折限定販売

にしんを山椒の葉と
正油・酒・酢に漬け込み、
笹で包みました。

※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。

9：30～10：00到着予定

うなぎのおにぎりと旬の野菜を詰めました。
10：00頃到着予定

国産うなぎを使用。
秘伝のタレで仕上げています。

10：45～11：15到着予定

パスタボックス

 1折 1,300円

福豆屋郡山市

相馬野馬追
辨当

･･･1折 1,080円

たけや郡山市

うなむすび弁当
･････････････････････････････････1折 1,000円各日10折限定販売

うなむすび
･･････････････････････････････････････1個 270円各日20個限定販売

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

塩生キャラメル
バスクチーズケーキ
････････････････････････４号、12㎝ 1,500円

ラザニア
（惣菜のみ）

 1折 1,188円
各日15折限定販売

デミハンバーグ＆ナポリタン（惣菜のみ）
････････････････････････････････ 1折 1,080円

うなぎの半沢二本松市

和風れすとらん うな萬
割烹 萬清

福島市

うな重弁当 
・雪 ････････････････････････ 1折 2,100円各日20折限定販売

・月･････････････････････････ 1折 3,200円各日10折限定販売

・花 ････････････････････････ 1折 4,400円

並重 ･････････････････････････1折 3,000円各日10折限定販売
うな重

上重 ･････････････････････････1折 4,500円
特重 ･････････････････････････1折 6,000円

予約制

伍代目 鰻のえびや会津若松市

味の駅シャロン玉川村・石川町

BLTカフェ福島市

オーナーズ
バーガーMサイズ

････ 1個 800円

田季野会津若松市

新芽山椒飯のステーキ重
････････････････････････････････ 1折 1,400円

会津輪っぱめし
････････････････････････････････ 1折 1,080円

たこ八（カネヨ水産）相馬市

相馬産刺身用ほっき貝・ボイル ・生
･･････････････････････････････各１パック 800円

新物

うえんで会津若松市

会津山塩らぁ麺････４食入 1,800円
小田原屋郡山市

食べるラー油
･･････････ 110ｇ 450円

食べるオリーブオイル
･･････････････ 110ｇ 450円

牛乳屋の金賞ソースカツ丼
････････････････････････････････ 1折 1,200円各日60折限定販売

各日30折限定販売

各日30折限定販売

牛乳屋食堂会津若松市

丼ぶりグランプリ
金賞受賞。

コーヒーゼリーとヘーゼル
ナッツペーストを特製の
コーヒークリームに混ぜ、
コーヒー風味のシフォン
生地で巻き上げました。

かわいい起き上がり小法師の
パッケージに
煉羊羹が入って
います。

フライドガーリックとオニオンのザクザク食感が
クセになります。麺類のトッピングや餃子のたれに。

コーン、オクラ、そら豆を添えた、カニたっぷりの
海鮮ちらし寿司です。

9：30～10：00到着予定

クリームチーズと厳選素材の
卵や生クリームで
丁寧に焼きあげました。
キャラメリゼが香ばしさを演出。
予約も承ります。

※写真はイメージです。付け合わせ惣菜は
仕入れ状況により変更になる場合があります。

特選タレで甘辛く味付けしたすき焼きと真空調理で
柔らかく仕上げた豚ロースのグリルを、季節の
青菜ごはんと共に盛りつけました。

味付けには一切液体を使用せずに、
素材と塩の旨味で仕上げています。

玉嶋屋二本松市

バナナ入りオムレット
･････････････････････････････････････ 1個 300円

かんの屋郡山市

カフェロール･･･････････１本 1,200円

会津こぼようかん････ 3本入 600円

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

メロンボール
･･････････････････････････････････････････1個 時価

メロンの皮をお皿にして、
スポンジと生クリーム、
その上に丸くくり抜いた
メロンを乗せました。

昔ながらの製造方法で毎日ひとつずつ
手作りしています。 モーニング郡山市

10：45～11：15到着予定

10：00頃到着予定

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

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

各日15折限定販売

各日20折限定販売

各日50本限定販売

・あん食パン ・抹茶あん食パン
･･･････････････････････････････････1/２斤 378円各日各10個限定販売

各日各20個限定販売

・チーズ食パン ・イチジク食パン
･･･････････････････････････････････１/２斤 378円各日各20個限定販売

レーズン食パン

･･････１斤 540円
各日40斤限定販売

各日15折限定販売

10個限定販売

Petit Rizière二本松市
プティリジエール

Petit Riziére二本松市
プティリジエール

TRATTORIA LA EGAO福島市
トラットリア ラ エガオ

海鮮と天ぷら 魚の伊達市

海鮮と天ぷら 魚の伊達市

味おこわ おにぎりセット
･･････････････････････････････３個セット 410円

たらこ・しゃけ・味ごはん
おにぎりセット
･･････････････････････････････３個セット 378円

たけやベスト１位～３位の
人気おにぎりのセットです。

じゃこ飯、カレイの柚庵焼き、野菜の炊合せ、
ローストビーフ、白身魚の南蛮漬け

を盛り込みました。

※写真は
　イメージです。

9：30～10：00到着予定

ふわふわスポンジの中にバナナと
生クリームがたっぷり。

家族団らんオードブル
･･･････････････････････････約3人前 4,180円各日10折限定販売

うわさのカツ亭一番人気のオードブルです。

うわさのカツ亭福島市

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

黒毛和牛ローストビーフ、キッシュ、ハンバーグ、
天使海老のフライ、パスタ、その他惣菜1～2品。
 

店の味を再現した、中太ちぢれ麵と
山塩のコクが効いたスープ。

山椒の新芽のごはんに、ボリュームある
国産牛ステーキ。

鮭、山菜などの具材がたっぷり。

肉厚のうなぎとタレの染み込んだ
ご飯が絶妙。

会津産米の上には、炭火で焼いた
「照り感」のある「ふっくら」とした鰻。

16：30
お渡し

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

海老かつサンド
･･････････････････････････････････････１折 850円

黒鶏卵
サンドイッチ

････１折 500円

黒鶏の卵を使用したぜいたくな逸品。

オーガニックエゴマ粉使用の
自家製バンズにビーフ１００％の
パテが相性抜群。

各日30折限定販売

各日30折限定販売

各日30折限定販売

予約制

夏限定駅弁。海の幸をはじめ、
浜通りの産品を
盛り込みました。

海老とアボカド、オクラ、コーン、キュウリ、
アスパラの野菜が入ったサラダロールです。

エガオのおつまみBOX
････････････････････････････････ 1折 1,800円各日10折限定販売

各日20折限定販売

9：30～10：00到着予定9：30～10：00到着予定

10：00頃
到着予定

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

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。

各日5折限定販売

パティスリーアリュメット

福島県産エゴマ豚を
使ったラグーソースの
手打ちパスタ。
地粉きぬあずまを使用
したもっちり食感です。

予約制

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。

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

9：30～10：00到着予定

9：30～10：00到着予定

各日10折限定販売

各日10折限定販売


