
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

福島市 はちまん
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グリーンパレス アパホテル
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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 7月下旬号福島県観光物産館だより

メロンカスタード
･･･････････････････1個 380円

メロンパンマフィン
･･････････････････ 1個 380円

天空メロンのタルト
･････････････ 1個 810円

メロンの
シフォンロール
････････ 1個 475円

メロトッツォ
 1個  450円

メロンのまりとっつぉ
･･･････････････ 1個 450円

メロン
水まんじゅう
････ 1個 230円

メロンと杏仁の
ブランマンジェ
･････････1個 430円

ジュレ・メロン
･････････････････1個 450円

メロンのショートケーキ　
････1個 435円

もっちり
ミルクメロン
･･････････････ 1個 200円

天空のメロン シャーベット
べこの乳ソフト
･･･････････････････････････1個 450円

メロンのマリトッツォ･･････････････････････1個 450円

ミニ・メロンパフェ･･････････････････････････ 1個 500円

メロンのマカロン
･･･････････1個 140円

フレッシュメロンの
ピーチジュレプリン
･･････････････････ 1個 480円

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。

７/１８㊐～２９㊍の間、国際競技大会開催に伴いコラッセふくしま駐車場の利用が大幅に制限される
場合があります。皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力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。

①純米大吟醸
ふくしまゆめのかおり
･･･････････ 720㎖ 3,850円
②純米吟醸 摺上川 生酒
･･･････････ 720㎖ 1,930円
③純米吟醸 精一杯
･･･････････ 720㎖ 1,650円

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。

地域の良さを活かした酒づくりを目指す
「福島地域酒米研究会」。
福島市内で作られた酒米を使った地酒を販売します。

① ② ③

福島地域酒米研究会
7/17㊏・18㊐

全国に誇る

酒

お米の旨味と甘味をしっかり感じつつ、酸のピリッとした
辛口も楽しめます。

①さすけね･･････････････････ 720㎖ 1,595円
会津錦喜多方市

口当たりがよく、濃厚な旨味がある日本酒。
②こでらんに･･･････････････ 720㎖ 1,430円

ほんのりリンゴのような香りと、甘酸っぱい口当たりが
魅力です。

③山の井５０ 純米大吟醸 雄町
･･････････720㎖ 1,980円・1.8ℓ 4,180円

会津酒造南会津町

旨味とまあるい甘味のバランスがよく、飲みやすい日本酒です。

④純米吟醸 愛山 ささまさむね
･････････････････････････････････････ 720㎖ 2,000円

笹正宗酒造喜多方市

夏季限定口万。口当たりは軽く、やわらかい旨みと
程よい甘みが広がります。

⑤七口万 純米吟醸 一火
･･････････720㎖ 1,840円・1.8ℓ 3,480円

花泉酒造南会津町

味わいは柔らかく、しっとりとしていて、香りはさわやか。

⑥風が吹く 銀 特別純米生酒
･･････････720㎖ 1,485円・1.8ℓ 2,970円

白井酒造店会津美里町

大天狗の純米原酒と、本宮市産の白加賀梅を使って
丁寧に仕込んだ梅酒です。

⑨大天狗のうめ酒
･････････････････････････････････････ 500㎖ 1,210円

甘みは芳醇ですが、非常に上品かつ軽やか。
まろやかさもあります。

⑧風が吹く 赤 純米吟醸生酒
･･････････720㎖ 1,595円・1.8ℓ 3,210円
程よい酸味とジューシーな甘みながら、キレもある日本酒。

⑦風が吹く 黒 山廃純米生酒
･･････････720㎖ 1,540円・1.8ℓ 3,080円

大天狗酒造本宮市

熟成を経て旨みが増した日本酒と完熟梅酒を匠の
技によりブレンドしたこだわりの和リキュールです。

⑩梅酒 ･････････････････････････ 720㎖ 1,320円
奥の松酒造二本松市

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 7月 出店スケジュール
7/16㊎ ワークセンターさくら（こんにゃく商品）
7/16㊎・18㊐ らったるった（マフィン） 
7/１６㊎～２０㊋・24㊏～２９㊍ 燻製木香（燻製商品）
7/17㊏ とうふ屋大楽（豆腐）
7/17㊏・23㊎ 納屋カフェ椿（クッキー、スコーン）
７/１８㊐　半熟チーズ専門店HIKARI（チーズケーキ各種） 
7/19㊊・20㊋・28㊌・29㊍ ひふみ堂（オリジナルケーキ）
7/19㊊・26㊊ 佐倉ファーマーズ（季節の野菜）
7/20㊋～２３㊎ KOORI BRAND（地域おこし協力隊製品）
7/21㊌～２５㊐ 大七酒造（地酒） 
7/23㊎～２５㊐ 海鮮フーズ（海産物） 
7/２４㊏・２５㊐ 山口こうじ店（甘酒）
7/28㊌・29㊍ 国際米流通センター（納豆・米）

7/16㊎～18㊐

福島市・バイオグリーン研究所が水耕栽培で育てた
天空メロン（マスクメロン）を使ったスイーツが大集合！

美味しさにメロメロ！

スイーツ DE メロン
美味しさにメロメロ！

スイーツ DE メロン

マスクメロンをたっぷりと使った、
贅沢なショートケーキです。

生クリームはコクを
感じつつも、スッキリ
とした味わい。
メロンをふんだんに
サンドしました。

フランス産発酵バターを使用したブリオッシュの中には
メロンと特製カスタード。

食べ応えのあるメロンパンにバニラビーンズを
使用したクリームをたっぷりサンドしました。

メロンパン風ブリオッシュに、
メロン果肉入り
クリームを絞りました。

平飼い卵と成分無調整牛乳を
使用したプリンに、豊かなメロンの
香りが広がるジュレを重ねました。

メロンの果肉を
夏の伝統菓子・
水まんじゅうに
合わせました。

杏仁風味の
ブランマンジェと、
くり抜いたメロンが
ゴロゴロ入った
メロンゼリー。

メロンを特製
バタークリームに
たっぷりと練り込みました。

メロンのムースにココナッツの
ムースを合わせて、メロンの
果肉とジュレで仕上げました。

完熟ジューシーなブランドメロンと白ワインゼリーの
夏らしいタルト。（アルコールは飛ばしています）

しっとりモッチりの
シフォン生地で、
メロンとたっぷりの
生クリームを巻きました。 シロップ漬けにしたメロンと

カスタードの組み合わせです。

メロンムースに生クリーム、
スポンジ、パンナコッタ、
メロンを組み合わせた、
食べ応えのある
メロンパフェです。

もっちり食感のミルクプリンと、
ジューシーメロンのハーモニー。

マスクメロンの甘さを凝縮させるため、
フローズンにして贅沢に使用しました。
※ふくしまラウンジで食べられます。

その名の通り、メロンパンを
マフィンにしました。

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 玉嶋屋

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

Latta Lutta
マフィン専門店らったるった

福島市（飯坂温泉）

中村屋菓子舗福島市（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

桑折町 Ohnoya
大野屋

7/16金7/16金 辛いっ！が うまいっ！！
名物つけ麺。

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
会津白べこらぁ麺 900円

鈴木飯店
【会津若松市】 

会津養鶏協会【会津若松市】

麺屋つどい
【郡山市】

会津地鶏ふわとろ親子丼 950円
会津地鶏ラーメン 750円
会津地鶏チャーシューメン 950円
会津地鶏冷やし中華 850円

コク・歯ごたえに優れた
会津地鶏をどうぞ。

7/17土～20火7/17土～20火

7/21水～25日7/21水～25日 7/26月7/26月 7/27火～29木7/27火～29木中華蕎麦こばや
【福島市】

手揉み中華そば
 800円
半熟味玉 150円

福島産ゆきちから石臼挽き小麦を
ブレンドした熟成高加水の手揉み

太縮れ麺に、川俣シャモの
旨味たっぷり淡麗
スープを合わせた、

コラッセ限定の中華そば。

肉盛り 300円
ネギ盛り 150円
麺大盛 100円

トッピング
自家製味玉、ウズラ卵5個、
穂先メンマ、ねぎ
 各120円

辛旨ラーメン 860円
味噌ラーメン 830円

スープは伊達鶏の丸鶏やガラを使用。
あっさりとした味わいながらも、
奥深さを感じる一杯です。

数種類のブレンド味噌
スープと、自家製麻婆あん、
ニンニクの旨味が、
中太麺に絡み合います。
 

麺家 心花
【伊達市】

ときめき

伊達市 Patisserie Allumette
パティスリーアリュメット

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

二本松市
菓子処まつもと

ふくしまラウンジ

メロンショート
･･････････････････ 1個 550円

トッピング
大盛り 100円
煮卵 100円
チャーシュー増し
 330円

塩チャーシュー麺 950円
塩らーめん 700円
特製心花塩らーめん
 1,050円

ふ
く
し
ま

ふ
く
し
ま

各日各20個限定販売



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。

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

ホームベーカリー
コビヤマ

会津若松市

トマトバジルブレッド
･････････････････････････････････････ 1個 691円

カプレーゼのバゲットサンド
･････････････････････････････････････ 1個 346円

雑穀の甘み
プティパン

 １個 220円

レモンの
シュトーレン

 １個 1,200円
レーズンブレット

 １本 650円

シャロン石川町・玉川村

夏さっぱり梅風味
ロースかつサンド
････････････････････････････････････1折 850円

たこ八（カネヨ水産）相馬市

相馬産アワビの肝バター焼丼
･････････････････････････････････1折 7,000円

あかま福島市

魚屋の豪快弁当
銀タラの西京焼き弁当
･･････････････････････････････････････1折 850円

BLTカフェ福島市

夏野菜と海鮮天重
･････････････････････････････････1折 1,100円

ラザニア

 1折 1,188円

海老ミートラザニア
･････････････････････････････････ 1折 1,450円

バスクチーズ
ケーキ
塩キャラメル
4号ホール
 
････1,500円

チーズハンバーグ 
トマトソース&
パスタ リガトーニ
････････････････････････････････ 1折 1,350円

チーズハンバーグ デミグラス
ソース&パスタ リガトーニ
････････････････････････････････ 1折 1,350円

バスクチーズ
ケーキ スクエア
ブルーベリー

 3～4人分 1,680円

田季野会津若松市

みょうが枝豆ご飯のステーキ重
･････････････････････････････････1折 1,400円

福島県産
エゴマ豚と茄子の
ポモドーロ 
カバテッリ

 1折 1,300円

玉嶋屋二本松市

地酒ゼリー
・千功成 ・奥の松 ・大七
・人気一 ･････････････････ 各1個 200円

予約制予約制

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。
 

肉肉ビストロオードブル
･･････････････････････････････3人前 5,000円

たむら八彩カレー弁当
･･････････････････････････････････････1折 750円

スカイパレスときわ田村市

煮込みハンバーグ弁当
･･････････････････････････････････････1折 850円

小島門吉商店いわき市

松川浦産あおさ入り
そうめんこんにゃく･･･２食入 324円

レモンとミルクチョコのタルト
･･････････････････････････････････････1個 518円

サトウ果樹園福島市

アイス専用トッピングセット
おうち de パフェ
･･････････････････････････ 1セット 1,080円

もっちり宇治抹茶甘納豆
パウンドケーキ
････････････････････････････････ 1本 1,080円

あだたらのちち二本松市

きよミルク

･････1個 300円

喜多方市
田村市 ニコニコパン店×

オクヤピーナッツジャパン

手焼煎餅
会津産落花生バージョン
･･････････････････････････････････････1枚 200円

会津馬刺屋 小林畜産会津坂下町

らん亭～美日庵郡山市

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

※予約も承ります。

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。

※写真はイメージです。付け合わせは状況に
　より変更になる場合があります。

25折限定販売

300枚限定販売

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

各日15折限定販売

大人のピザヨーチエン
･････････････････････････････････1枚 2,098円各日３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

お酒に合う「ピザヨーチエン」が登場しました。

※写真はイメージです。

地粉きぬあずまを使用したショートパスタに、
じっくり煮込んだエゴマ豚と茄子のトマトソース。

11：00頃到着予定

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。

會ベーグル会津若松市

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
各日各20個限定販売

大友パン店郡山市

厚切りのパンにクリームを塗った
甘いパン、「クリームボックス」！

クリームボックス プレーン
･･･････････････････････････････････････････140円

クリームボックス
酪王カフェオレ味
･･･････････････････････････････････････････150円

海鮮と天ぷら 魚の伊達市

鳥安福島市

焼鳥弁当
･････････････････････････････････1折 1,080円

焼鳥3種と肉団子のセット。

黒毛和牛と国産豚を使った
ラザニアです。

コーン、ズッキーニ、ナス等の夏野菜と、海老、キス、
イカ等の海鮮天ぷらが入った、今だけの天重です。

地元の野菜を
ふんだんに使用。

じっくり煮込んだトマトソースのハンバーグ。

10：00頃到着予定

黒毛和牛、国産豚と、海老がたっぷり。

塩キャラメルの
風味がアクセント。

Petit Rizière二本松市
プティリジエール

名代ソースカツ丼
････････････････････････････ヒレ1折 1,170円

柏屋食堂本宮市

ロース 

ヒレ

創業100年以上の歴史を誇る柏屋食堂
自慢の逸品です。

･････････････････････････････ロース1折 920円

TRATTORIA LA EGAO福島市
トラットリア ラ エガオ

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。

プリン本舗 僕はひつじ南会津町

会津地鶏の卵黄プリン
・プレーン
・クリームチーズ
････････････････････ 各1個 700円

会津本郷焼の窯元・流紋焼の陶磁器を
器にした、濃厚でまろやかなプリン。

Patisserie La 4 区
国見町

各日30個限定販売

各日20個限定販売

ソースをかけると
濃厚プリンに変身
します。

バニラアイスクリームに
よく合う、カルヴァドス、
細切ドライフルーツ、
スパイスの3種の
トッピング。

あだたらの生乳とオーガニック
シュガーのみで作った
ソフトクリーム。

レモンの酸味・香りと、
ミルクチョコの甘さが
絶妙のバランス。

魔法のプリン

･････ 1個 330円

パティスリー・ラ・ヨンク

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

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。

日本酒の風味が楽しめるゼリー。

会津産ピーナツを使い、
丁寧に焼き上げました。

「身体に優しい」にこだわり、米粉、
米油と会津地鶏卵を使用。

11：00頃到着予定

※7/20㊋・27㊋以外入荷します。

清泉堂福島市
アールグレイティーと福島市産桃の
どっしりパウンドケーキ。

桃のパウンドケーキ
「福島桃語り」

 1本 3,500円
30本限定販売

50個限定販売

お菓子のさかい石川町元祖 円盤餃子
満腹

福島市

やわらかな生地に包まれたひんやりとした
クリームが、これからの時期にぴったり。

冷やしパン 
・クリーム ・酪王カフェオレ・あずき　
･･･････････････････････････････････各1個 205円

各日10個限定販売
各日30個限定販売

各日20個限定販売

本家 丹波屋二本松市

二本松藩御用達の焼きだんご 
・しょうゆ・みそ・みそごま
････････････････････････････････････ 各1本115円

やわらかく食べやすい
人気のだんごです。

10：00到着予定

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

弾力のある食感となめらかな
喉ごしが特徴です。

大島屋白河市

美味しい
ところてん
 ３個入 648円

Panfeel SHUN会津若松市
パンフィール　シュン

夏の美味セレクション夏の美味セレクション

11：00頃到着予定

11：00頃到着予定

11：00頃到着予定

11：00頃到着予定

11：00頃到着予定

11：00頃到着予定

11：00頃到着予定

17:00頃到着予定

赤身
 120g 1,080円

ヒレ 60g 990円
ロース
･･･････ 60g 880円

目玉商品
各日３０パック
限定販売

馬刺し本来の
旨みを引き出すために
“純国産馬刺し”に
こだわり抜きました。

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。 本場イタリアンの味。

貴重な相馬産アワビを使用しています。

各日30折限定販売

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。

よくばり弁当
･････････････････････････････････1折 1,250円20

20

15

15

16個

16個

15

15
オーナーズ
バーガーMサイズ

････ 1個 800円

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。

食材はもちろん、小麦粉や水にもこだわり、
味に深みのあるパン。

三色海鮮ちらし寿司
･････････････････････････････････1折 1,480円

ウニ、カニ、イクラが入った、満足感たっぷりの
ちらし寿司です。

9：30～10：00到着予定

9：30～10：00到着予定

各日20折限定販売

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

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

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。

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。

トマト、モッツァレラチーズ、バジルをはさみました。

梅の酸味が夏にピッタリ。

20

福島の餃子は
ここからはじまりました。

もちもち食感と豊かな香り。

体に嬉しい低カロリー。体に嬉しい低カロリー。

※写真は調理例です。※写真は調理例です。

円盤餃子
･････････････････････････ 30個1枚 1,750円

ふ
く
し
ま

出店
販売

出店
販売

みょうが枝豆ご飯に、ボリュームある
国産牛ステーキ。

・梅酒ゼリー･･････････････ 1個 205円


