
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。

燻製玉子
･･････････････････････････････････････････ ● 00円

金華さばの
焼き鯖棒寿司

 5貫入 780円

特売価格

600缶限定販売

脂ののった上品な
金華さばがシャリと
よく合います。

玉鈴醤油のめんつゆ付です。

レジ袋削減のため、
マイバッグの持参
にご協力ください。
マイバッグの持参

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。

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

大椙食品
おおすぎ

棚倉町

青豆よせ豆腐
･･･････････350g 400円・200g 250円

清らかな水と良質な大豆を使用。

※写真はイメージです。

山都そば処 萬長喜多方市

山都そば手打ち十割
･････････････････････････････ 3食入 1,700円

新そば「会津のかおり」を使用。

自家製のつゆ付き。

パスタ専用デュラム小麦粉、塩、酒精、地下水
のみで丁寧に練り上げた、滑らかでモチモチ
食感の「生パスタ」です。

水耕栽培で育てたメロンです。

ふっくら、肉厚なしいたけです。

昆布と天然塩の絶妙な味付け。

ザクザク食感がクセになります。

ご飯のお供に。

予約も承ります

本物の味が楽しめる、
天然天草で作った寒天です。

十勝小豆のこしあんを
包んだみたらし団子です。

二本松市・亀谷坂露伴亭の
スリランカカレーを使用。

町産「天のつぶ」の米粉を使用した
チョコレートケーキに、芳醇な香りの
ブランデーを染み込ませました。

焼ショコラに県産苺のジャムとセミドライ苺を
トッピング。

11：00～11：30到着予定

太郎庵のあんみつ

･･････････････････････････１個 464円

あまから団子
･････････････････････････3本 390円

太郎庵
会津坂下町

11：00～11：30到着予定

ピノキオ二本松市

パン各種（ハンバーガーなど）
･･････････････････各1個 129円～345円

タケダパン福島市

パン各種（サラダパンなど）
･･････････････････各1個 129円～183円阿部留商店福島市

黒いクンセイ玉子
･･･ 10個入 1,150円・5個入 580円

日乃出屋猪苗代町

懐かしのブランデーケーキ
チョコレート････････････ 1箱 1,458円

種まきうさぎ伊達市

食べるラー油と
柿の種
･･･ 160g 756円

食べる辣油 
国産海老三昧
･･････80g 648円

バイオグリーン研究所福島市

天空のメロン
（マスクメロン）
 1玉 1,400円～

エム・ガーデン磐梯町

会津磐梯
里山しいたけ 特大
･････････270g 540円

会津磐梯
里山しいたけ
･･･････････ 230g 378円

喜多方振興公社
喜多方市

全国新酒鑑評会
金賞受賞数8連覇達成
福島の銘酒 
大吟醸風サイダー
･･･････340㎖ 300円

円谷製麺浅川町

うどん屋さんが作った もっちり
生パスタ プレーン
･･････････････要冷蔵、200g（２人前） 490円

一晩寝かせた ぶっかけうどん
･････････ 要冷蔵、３５０ｇ（２～３人前） 590円

菓子処まつもと二本松市

スリランカ
カメーパン

･･1個 310円

いわきチョコレートいわき市

ホロッと苺クッキー
 9個入 1,080円

花鯛の幸せ煮
･････････････････････････････････････ 1匹 864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。
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

味も見た目も上品な和菓子。

紅屋福島市

上生菓子
・流金 ・朝の霧 ・岩清水 ・清流
････････････････････････････････････････各 250円

地酒をふんだんに使った昔ながらの味付けで、
じっくりと骨まで柔らかく煮込みました。

湯本高校美術部がデザインした
パッケージの「常磐もの」。

ノンアルコールのお酒風味の地サイダー。

会津物産南会津町

棒たら甘露煮
･････････････････････････････････････90ｇ 394円
行者にんにく しょうゆ漬
･････････････････････････････････････40ｇ 486円

カネセン水産いわき市

創作麺 やま鳶いわき市

タコ飯の素
1袋150g、2合炊用
･･････････ 788円

レーズン食パン
･････････････････････････････１斤 540円各日20斤限定販売

田季野会津若松市

メイプルサーモン炊き込み茶飯と
会津夏野菜弁当
･･･････････････････････････････1折 1,080円

メイプルサーモンタルタル
フライと会津夏野菜弁当
･･･････････････････････････････1折 1,200円

メイプルサーモン塩麹焼きと
会津夏野菜弁当
･･･････････････････････････････1折 1,080円

たこ八（カネヨ水産）相馬市

メイプルサーモンのはらこ飯
･･･････････････････････････････ 1折 1,500円

メイプルサーモン漬け丼
･･･････････････････････････････ 1折 1,180円

あかま福島市

メイプルサーモンのいろどり握りずし
････････････････････････････････････1折 800円

BLTカフェ福島市

メイプルサーモン
ハンバーガー

 1個 1,100円

海鮮と天ぷら 魚の伊達市

昆布〆メイプルサーモンの
カリフォルニアロール
雲丹クリームソース添え
･･･････････････････････････････ 1折 1,000円

メイプルサーモンポワレ&
ハンバーグ フレンチ重 
～シャリアピンソース～
･･･････････････････････････････ 1折 1,480円

メイプルサーモンの
スモークと
ズッキーニの
クレーマ ファルファッレ

 1折 1,500円

メイプル
サーモン・
スペシャル
おつまみBOX

 1折 2,000円

林養魚場西郷村

メイプルサーモン
・西京漬 ・粕漬 ・塩麹漬
･････････････････････････切身、各90g 698円

若銀サケの
燻製オイル漬

 150ｇ 500円

Petit Rizière二本松市
プティリジエール

らん亭～美日庵郡山市

文月の会席弁当
･･･････････････････････････････ 1折 3,500円

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。

メイプルサーモンの冷燻（半生の燻製）、
マリネ、キッシュ、アランチーニを召し上がれ。

新鮮で脂のりがよく身の
締まったメイプルサーモンを
昆布で締めました。

メイプルサーモンとゼンマイの
炊き込みご飯に、様々な
会津夏野菜を添えました。

メイプルサーモンフライに
会津地鶏の
タルタルソースを
たっぷりとかけました。

脂ののったメイプルサーモンを
塩麹焼きにした、海苔弁風のお弁当。

スモークしたメイプルサーモンとズッキーニの
クリームソースは相性が最高。

高級な銀たら、メイプルサーモン、ローストビーフを
一度に食べられる、よくばりなお弁当。

玉鈴醤油を使った秘伝のタレに
漬け込んだ、しっかり味の
漬け丼です。

サーモンはもちろん、
サーモンのだしを
活かしたご飯も美味。

メイプルサーモンのフライと、
オーガニックエゴマを練り込んだ
BLTカフェオリジナルバンズのコラボ。

11:00頃到着予定

昆布の旨味が効いた上品な味わいのサーモン、
ズッキーニと、雲丹マヨソースの相性が抜群です。

ターメリックライスにメイプルサーモンポワレと
ハンバーグ、季節野菜、豆の惣菜を合わせた
田舎風フレンチテイストの弁当です。

20折限定販売

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

4種のチーズピザ
･･･････････････････････････････ 1枚 1,666円各日10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

予約制予約制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。

20

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

うなぎの半沢二本松市

肉厚のうなぎとタレの染み込んだ
ご飯が絶妙。

焼くだけで本格的な味を楽しめます。

メイプルサーモン特集メイプルサーモン特集
西郷村・林養魚場が誇る、鮮度抜群の

メイプルサーモンを使った美味しいモノが大集合！

福島県観光物産館

１8周年
フェア

７/9㊎～18㊐ 物産館ポイントカードの
ポイントが２倍！

物産館買い物で
物産館１8周年特典

会員様特典 新規入会で県産品プレゼント！

スマイルポイント5倍
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。

1,000円お買上げごとに1ポイントが、期間中2倍！
20ポイントで500円分の商品券としてご利用できます。

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。

７/9㊎～11㊐・16㊎～18㊐
新規ご入会で日本酒やお米をプレゼント！

入会金・
年会費
永年無料

メイプルサーモン海鮮弁当
･･･････････････････････････････1折 1,100円

よくばり弁当
･･･････････････････････････････1折 1,250円

TRATTORIA LA EGAO福島市
トラットリア ラ エガオ

新物ほっき飯弁当
････････････････････････････1折 1,000円

※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。

各日30折限定販売

本県出身力士「若隆
景関」を福島から応援
するため、グッズを販売
します。
通常、国技館や興行
場所でしか購入できな
い特別なものです。

大相撲新小結「若隆景」グッズ販売

７/9㊎～18㊐

30

30

30

20

20

30

30

20

30

40 20

30

20

35

ふ
く
し
ま

ふ
く
し
ま



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

7/14㊌は棚卸しのため18：00閉店

全国に誇る酒

自家製ブリオッシュに、
フランボワーズ入りクリームを
ふんだんに絞り入れました。

福島市 はちまん
フランボワーズ
まりとっつぉ
･････････････1個 350円

●

●

●

●

●

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 7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。

田村市うまいものフェア
田村市観光
キャンペーンクルー来館！

1,000円以上お買い上げの
各日先着100名様に
田村市産品プレゼント！

田村市には
豊かな自然と食あり！

田村市の美味しいエゴマオイルを
試せるチャンス！

あぶくま高原の
新鮮夏野菜を販売します。

銘柄豚「やまと豚」を原料に職人の技で
手づくりした絶品ハム･ベーコン･ソーセージ。

ウインナー各種
切り落としベーコン
ポークパストラミ
レバーの燻製　ほか

都路たまごの濃厚な黄身のみ使用した
極上プリン。田村市産品を使用した、
おからショコラ、シフォンケーキ、クッキーも販売。

あぶくま高原の清らかな湧き水を使い
毎日手づくり。お買い上げの方に「おから」
プレゼント（1日40袋限定）。

ゆいプリンリッチ 地場産青肌都路豆腐、
地場産都路豆腐、
三角揚げ、厚揚げ

エゴマ油 エゴマの実
エゴマパウダー エゴマショコラ
すりエゴマ エゴマ米飴キャラメル

新鮮野菜

農薬・化学肥料を使わない
素材の味を生かした黒米商品。

黒米
黒米甘酒
ふくしま黒米手延べ麺
ジャム　など

うなおむすび
あぶくま高原 福うなぎ蒲焼き

あぶくま高原産「福うなぎ」を使った
おむすびです。

まろやかな口当たりの天然水や
あぶくま高原が育んだ山ぶどう商品。

あぶくまの天然水
あぶくまの化粧水
山ぶどうジャム
山ぶどう液　など

ニューフロンティア

あぶくま洞

みやこじスイーツゆい 渡辺豆腐店

田村市や川内村の
食材で作った
オリジナル
「そば粉ワッフル」。

葛尾村の「えごま」と
「青肌豆」を使用した、
サクサクのプチ煎。
その他、葛尾村の
特産品を多数取り
揃えております。

そば粉ワッフル かつらおプチ煎
Kokage Kitchen 葛尾むらづくり公社

アグリクリエイターズたむら 田村市エゴマ振興協議会

香り豊かな田村市産ホップを使用した
クラフトビールをご堪能ください。

クラフトビール
ホップジャパン

福福堂 ハム工房都路

第102回南部杜氏自醸清酒鑑評会「純米酒の部」において優等賞を受賞。
①三春駒 純米大吟醸 極･･････････････････････ 720㎖ 6,050円

佐藤酒造三春町

米の旨甘味をしっかり感じつつ、柔らかい酸味とのバランスが取れています。
②会津娘 純米吟醸 羽黒７･･･････････････････ 720㎖ 2,225円

高橋庄作酒造店会津若松市

熟したメロンのような香りと、米のしっかりとした味わい。
③会津娘 純米吟醸酒 山田穂２０２１････ 720㎖ 2,330円

辛さと米の甘さ・旨さを感じながらも爽やかな風味。
④会津娘 純米吟醸酒 短稈渡船２０２１  720㎖ 2,330円

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。

ストロベリーとラズベリーの濃厚なベリームースに
フランボワーズを合わせました。

人気のバスクチーズケーキを
フランボワーズソースで彩りました。

ムースの中やクリームに
ラズベリーを練り込み
ジュレでコーティングしました。

クレームムースリーヌ、ベリーソースと、
いくつものフランボワーズをサンド。

クリームチーズとラズベリーのタルトにたくさんのラズベリーを
盛り付けました。

ルージュ
･････1個 500円

Latta Lutta
マフィン専門店らったるった

① ② ③ ④

7月 出店スケジュール
7/9㊎ 手作り石鹸プリマリア（手作り石鹸）
7/9㊎ らったるった（マフィン） 
7/9㊎・12㊊～15㊍ ひふみ堂（オリジナルケーキ）
7/10㊏・11㊐ 花春酒造（地酒） 
7/12㊊ 佐倉ファーマーズ（季節の野菜）
7/14㊌・15㊍ 国際米流通センター（納豆・米）
7/15㊍ ワークセンターさくら（こんにゃく商品）

7/12月～16金7/12月～16金

7/9金・10土１５：3０～18：307/9金・10土１５：3０～18：30

かにのうま味が
存分に活きています。

牛乳のコク、味噌のうま味、
野菜の甘みが絡み合います。

7/9金～11日7/9金～11日

冷製かにみそ担々麺 800円
かにみそラーメンかにのせ
 1,100円

7/10㊏・11㊐ 9：30～18：00

かに船
【いわき市】 会津白べこらぁ麺 900円

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

鈴木飯店
【会津若松市】 

べこの乳
ソフトクリーム 
・ミルク
・コーヒー
 各３６０円

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】
オリジナル開運満月餃子
 20個1,450円
カレー開運満月餃子 20個1,800円

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

※最終日は17：00終了

桃のスムージー
４５０円

フレッシュな
桃の果汁を
存分に
味わえます。

深いコクが魅力。

※飲み比べ・地ビール
おつまみは除く。

※他割引との併用は
できません。

100円引きラウンジ
の商品

７/9㊎～18㊐

7/9㊎～11㊐

第2弾　　　　　

フランボワーズ
スイーツ　　　

情熱の
真っ赤な
果実

貴重な県産（矢祭町産）のフランボワーズを
使用したスイーツをご堪能ください！

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。

バターリッチなもっちり生地に、カスタードと
ラズベリー風味ホイップクリームをサンド。

優しい味のミルクプリンに、
甘酸っぱいラズベリーを浮かべた
キルシュジュレを重ねました。

生地にクリームチーズをたっぷり練り込み、
木苺をふんだんに使用しました。

アーモンドとヘーゼルナッツの生地で、フランボワーズの
クリームとスイーツチョコのガナッシュをサンドしました。

甘酸っぱいフランボワーズを夏の伝統
菓子・水まんじゅうに合わせました。

フランボワーズのジュレと
アールグレイのクリーム、
チョコレートムースを層にしました。

ショコラのスポンジにピスタチオのムースと
ココナッツのムースを合わせ、
フランボワーズとフランボワーズのジュレで
仕上げました。

濃厚なスイートチョコレートのババロアに、
フランボワーズのムース。甘さと酸味の
相性がピッタリ。

11:00頃到着予定

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。

べこの乳
濃厚ソフトと
たくさんの
フランボワーズを
合わせました。

もっちり食感のミルクプリンと、
甘酸っぱいベリーのハーモニー。

ムースの中にはクリームチーズと
ベリーのクリームが入っています。

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

Cafe de Fleur
カフェ・ド・フルール

二本松市
ケーキ工房 Patisserie ＭoＭo

パティスリーモモ

二本松市 Petit Rizière
プティリジエール

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 菓子処まつもと

中村屋菓子舗

福島市（飯坂温泉）

福島市（飯坂温泉）

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

福島市 PATISSERIE SEISENDO
菓匠清泉堂

福島市 KERIKERI
ケリケリ

福島市

Patisserie EcLore
パティスリーエクロール

桑折町 Ohnoya
大野屋

物産館
限定

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

イロハベリー････ 1個 540円

フランボワーズ
･･････････････････････････ 1個 380円

ショコラルージュ
･････････ 1個 490円

バスクチーズケーキ・
フランボワーズ
 4号サイズ、1ホール 1,900円

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

ラズベリーマリトッツォ
･･････････････････1個 432円

ジュレ・フランボワーズ
･･････････････････････････ 1個 450円

レ・フランボワーズ
･･････････････････････････ 1個 480円

もっちりミルクベリー
･･････････････ 1個 180円

フレッシュ
フランボワーズ
べこの乳ソフト
 450円

Kiriチーズと
木苺のマフィン
･････････････ 1個 320円

ラズベリージュレプリン
････････････････････1個 450円

オペラ 
フランボワーズ
･･･････ 1個 495円

ラスプ・ベリー
･････････1個 500円

ラズベリーチーズタルト
･･････････････････････････ 1個 530円

フランボワーズのマカロン
･････････････････････1個 440円

フランボワーズ
水まんじゅう
･･･････････････ 1個 230円

福島市 甘食・茶屋　結
ゆわえ うに貝焼きめし

 2,160円

ふ
く
し
ま

（ラズベリー・木苺）


