
トルコギキョウ
････････････････････１束 500円

てしろぎ会津若松市野田鉄工福島市

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。

ブルーベリーのような香りと穏やかな酸味が特徴のロゼ。

県産リンゴ「ふじ」を100％使用。フレッシュな香りと果実味が味わえます。

レモンクリームのような柔らかさと、白い花のような香りのワイン。

2～3年寝かせた、飲み頃のワイン。豊潤でさっぱりとした後味。

糖度・酸味・香りに優れたワイン好適種のぶどうを使用。

醪に一切の圧力をかけずに遠心分離にするため、香りが高く
雑味がありません。

華やかな立ち香に加え、口に含むと果実のような香りと上品で
さわやかなコク。

爽やかな酸味と優しい甘味、スッキリとした後味で、
飲みやすい仕上がり。

芳醇な旨みと酸味の利いたキレ、ぬる燗も最高です。

辛口かつ爽快で、飲み飽きしない味わいが特徴です。

軽いリンゴ系の香りと柔らかな米の旨味が力強く、後口のキレも
際立ちます。

いい
モノ
がたり

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

全国に誇る酒

夕方からのお楽しみ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

●

●

●

●

●

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 8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。

吾妻山麓醸造所福島市

ふくしま逢瀬ワイナリー郡山市

②カベルネ・ソーヴィニヨンロゼ
･････････････････････････････････････････････ 750㎖ 2,400円

①CHARDONNAY2020 750㎖ 3,500円

③逢瀬ワイナリー シードル 2019
･････････････････････････････････････････････ 750㎖ 2,200円

大竹葡萄園会津若松市

佐藤酒造三春町

⑤北会津ワイン 赤･････････････ 500㎖ 1,820円

④北会津ワイン 白･････････････ 500㎖ 1,820円

⑥三春駒 おりさげ純米大吟醸
･････････････････････････････････････････････ 720㎖ 2,970円

宮泉銘醸会津若松市

⑦會津宮泉 大吟醸鑑評会出品酒
･････････････････････････････････････････････ 720㎖ 5,890円

会津酒造南会津町
⑧会津の夏 純米酒････････････ 720㎖ 1,430円

白井酒造店会津美里町
⑨風が吹く 緑 山廃純米吟醸 生 720㎖ 1,650円

喜多の華酒造場喜多方市

⑩蔵太鼓 辛口純米生原酒･････････720㎖ 1,485円

⑪蔵太鼓 辛口純米酒･････････････････720㎖ 1,375円

火花 みたらし
･････････････････････････1個 350円

縁～酒蔵シリーズ～　
（檜物屋酒造店、笹の川酒造）
････････････ 3個セット 1,650円

らぁ麺
おかむら
【郡山市】

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

「ラーメンWalker福島グランプリ2021」
総合部門１位の人気店です。

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

 8 /7土～12木 8 /7土～12木

8/6金8/6金 昭和25年創業の鶏料理専門店。
伊達鶏の肉はパサついておらずしっとり。
秘訣は焼き方と切り方にあり！
 

8/13金～19木8/13金～19木

8/7土・13金・14土8/7土・13金・14土

8月 出店スケジュール
8/6㊎ らったるった（マフィン） 
8/6㊎～9㊊・13㊎～15㊐
acchicocchi shop（KOORI BRAND製品）
8/6㊎～13㊎ 甘食・茶屋 結（甘食）
8/7㊏ 工房 washito（上川崎和紙） 
8/7㊏～9㊊ 大七酒造（地酒） 
8/7㊏～9㊊ ニューキムラヤ（お菓子） 
8/11㊌～15㊐ 燻製木香（燻製商品） 
8/13㊎・14㊏ 喜多の華酒造（地酒） 
8/14㊏ とうふ屋大楽（豆腐） 
8/16㊊　佐倉ファーマーズ（季節の野菜）
8/16㊊～19㊍ ひふみ堂（オリジナルケーキ） 

清泉堂福島市

パティスリーぺロケ郡山市

グリオットピスターシュ
･･････････････････････････1個 520円

会津豊玉猪苗代町

麩饅頭

･･･････････････１個 250円

わらび餅（黒みつ付き）

･････２００ｇ、１個 600円

澤田屋福島市

松川松月堂菓子店福島市

ぶどうのマカロン
･･･････････････････････････････････1個 140円

菓子処まつもと二本松市

SUMMER SWEETS
&ひ  ん  や  り 人 気

とろける食感のほろ苦抹茶ぷりんに、
自家製粒あんを合わせました。

和心ぷりん
･････････････････････････････････１個 220円

桃プリン

 1個 350円

昔ながらのプリンに
桃を入れて
夏らしさを演出。

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。 チーズクリームに

あづましずく（ぶどう）を
たっぷりと混ぜ込み
ました。

ラム酒が効いた、口溶けの軽い
レーズンバターサンドです。

フランボワーズまりとっつぉ
･･････････････････････････････････････････1個 350円

メロンと杏仁の
ブランマンジェ
･･････････････････････････1個 430円

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。

ピスタチオのムースの中に
甘酸っぱいチェリーのコンポートと
クリームを入れたケーキです。

香ばしい黄奈粉でまぶした、
弾力のあるわらび餅に
仕上げました。

青海苔を入れたお麩で、
こしあんを包みました。

溶けても溶けない不思議な
葛アイス。飯坂の美味しい
桃を贅沢に使いました。
（香料不使用）

旬のジューシーな桃の中に
特製のカスタードクリームを
詰めました。

鉄工屋が県内の酒蔵から仕入れた酒粕を使って
作ったジェラート。

福島県の特産物を使用したスイーツ。　

パティスリー
ルコネサンス

二本松市

丸ごと桃のタルト
･･････････････････････････   1個 650円

ぶどう氷
3箱入（ぶどう２個・れもん１個） 1,400円
２箱入（ぶどう１個・れもん１個）･････960円
１箱 ･･･････････ぶどう・れもん 各480円

かぎや鏡石町
独特の甘さと口どけ。
冷蔵庫で冷やすとなお美味しい！

Shinri no コルネ

･････････1個 270円

Shinri no 
シュークリーム

･･････1個 281円

サクサクの生地に
とろーりカスタード。

サックリのコルネ生地に
しっかりカスタード。

Sweety Shinri福島市 Sweety Shinri福島市 スウィーティー
シンリ

の限定スイーツ

せんべやの
揚げ饅頭
･･･････････････････････････････････5個入 660円

猪苗代町 せんべや

油で揚げたもっちり生地に、
白砂糖をたっぷり
まぶしました。

各日50袋限定販売

各日20個限定販売

各日●個限定販売

鳥めしと水炊きスープ定食
 950円

鳥安
【福島市】

あかま福島市

カフェ・ド・フルール

Cafe de Fleur福島市

おはぎ

つぶあん・ずんだ・くるみ
･･･各1個、3個入 400円

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。

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

ふしぎなピーチバー
･･････････････････････････ 1本 280円

伊達市
Patisserie Allumette

パティスリー
アリュメット

コーヒーゼリー

････････ 1個 350円

本格コーヒーゼリーと
マスカルポーネの
ブランマンジェ。

見た目もみずみずしい
ゼリー。

桃ゼリー
････････････････････････1個 450円

円盤餃子 20個1枚 1,400円

山女
【福島市】

100枚限定販売

アンは
野菜たっぷり。

ふくしま
桃パフェ
650円

福島県産の桃がたっぷり!
菱沼農園りんご蜜
ポップコーンを
トッピング
しました。

福島市『ももがある』の
「ももふる（ゆうぞら）」と、福島市
『みちのく福島路ビール』の
「ヴァイツェン」で作る、
フルーツカクテル。

桃のシャーベットに

ビールを注いで…

フルーツカクテルに！

大人のフルーツポンチ
 850円

一味庵福島市（飯坂温泉）

野菜とチャーシューが
盛りだくさんのタンメン。

坂新【会津若松市】 あぶらーめん
 ９００円
支那そば
 ７００円

タンメン 850円
ねぎラーメン ８５０円
肉そば ９００円



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

たこ八相馬市

あかま福島市

珍萬弁当
･････････････････････････････････1折 1,290円

ランチプレート
･･････････････････････････････････････1折 890円

チーズハンバーグナポリタン
（惣菜のみ）
 ･･･････････････････････････････ 1折 1,200円

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

肉肉ビストロオードブル
･･･････････････････････････････ 1折 5,000円

田季野会津若松市

鮭、山菜などの具材がたっぷり。

会津わっぱ
･･･････････････････････････････ 1折 1,080円

会津産とうもろこし飯のステーキ重
･･･････････････････････････････ 1折 1,400円

珍萬賓館福島市

珍萬パーティセット
･････････････････････････4～5人前 4,980円

生しらす
･････ 200ｇ 300円

割烹 金柚福島市

季節の懐石料理
･･･････････････････････････････ 1折 3,500円

鳥安福島市

伊達鶏のオードブルおにぎり入
･････････････････････････2～3人前 3,000円

酒井ぶどう園伊達市

会津小林畜産会津坂下町

寿司と和風オードブル
･･････････････････････････････4人前 4,980円

笑夢福島市

海老カレー
   200ｇ 680円
グリーン
タイカレー
   200ｇ 702円

黄身は固めの半熟、
白身はトロッ。

プルプルの白身に
ねっとりの黄身。

ほんのり塩味の白身と
濃厚な甘味の黄身。

舌でとろけます。

阿部留商店

 6個入 600円
 10個入 900円

岩城屋米穀店

 6個入 550円
 10個入 760円

ガンバ卵ショ（温泉玉子）
森山（土湯温泉）

 6個入 648円
 10個入 1,080円

大作玉子屋

 10個入 630円

ラジウム玉子
15：00より販売

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

ローストビーフ、カレイ幽庵焼き、海老真丈、手羽先
スパイシー揚げ、コーンクリームコロッケ、おばんざい、
チラシ寿司などを詰め合わせました。

うな重弁当
････････････････････････････････  1折 2,300円

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。

味はもちろん、職人の技を見て楽しめる絶品の
懐石料理です。※日によって中身が変わる場合
があります。

※予約制は
お渡し日時の
前日15：00まで
に連絡を
お願いします。

伊達鶏のうまみを存分に。

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。

10

15

あわび、すじこ、数の子、帆立、有頭えびなどの
粕漬詰め合わせ。

少人数のご家庭に最適です。

いわき七浜漬
約3～5人前

5,940円
約2～3人

3,780円

大川魚店いわき市

※写真はイメージです。

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

Petit Rizière二本松市
プティリジエール

海苔のりべん

 １折 1,000円

ノリノリ♪な
お弁当。

毎日10折限定販売

福豆屋郡山市

レガーレ桑折 ピザスタ桑折町

TRATTORIA LA EGAO福島市
トラットリア ラ エガオ

喜一喜多方市

オリジナル喜多方ラーメン
喜一の朝ラー ４食（熟成醤油2食・Sio2食）
 ･････････････････････････････････････1,296円

「福島県民ラーメン総選挙2018・2019年」に
2年連続で第1位に選ばれ、殿堂入りと
なった「喜一」のお持ち帰りラーメン。

※写真は調理例です。

喜多方ラーメンプレミアム「厚み」
･･･４食入 1,728円・2食入 880円

河京喜多方市
じっくりと煮込んだ
やわらかい自家製
チャーシューが入った
喜多方ラーメン。

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。新そば「会津のかおり」を使用。
自家製のつゆ付き。

予約も承ります

自家製 うにみそ ･･220ｇ 1,620円

2種類のうにと家伝のみそを使用。

川俣町農業振興公社川俣町

川俣シャモの丸焼き
････････････････････････････････ 1点 5,940円

深みのあるコクと適度な弾力の川俣シャモ。

予約制予約制

新物ちりめん（しらす干し）
･･･････１００ｇ 432円・２００ｇ 864円
･･･････････････････････････５００ｇ 1,750円

カタクチイワシの幼魚。
シラス干しとも言います。
カチリに仕上げました。

葡萄　あづましずく･･････････････時価

みずみずしい旬の味。

松林堂相馬市

バター最中
････････････････････････････ 1個 130円

最中の中に最上級のつぶしあんと
バターが入っています。

もちパイ ・つぶあん ・こしあん
･･････････････････････････各1個180円

中村松川堂相馬市

大福もちをサクサクのパイ生地で
包みました。

羊羹ファンタジア ･･･････１棹 3,500円

本家長門屋会津若松市
切る度に絵柄が徐々に変化する、
アーティスティックな羊羹です。

ブランデーがたっぷり
染み込んでいます。

ブランデーケーキ
･･･････････････････････ 1本 2,500円

若木屋川俣町

せんべいの中に有平糖が入って
います。

紅屋福島市

巻せんべい
･････････････････････････ 9本入 324円
･･･････････････････････ 15本入 540円
･･････････････････ 26本入 1,080円

澤田屋福島市

ピュア
オレンジケーキ
 1本 1,800円

しっとりとしたケーキに
フレッシュなオレンジがマッチ。

太陽堂福島市
小麦粉と落花生を使い焼き上げました。
噛み応えと香ばしさが特徴です。

太陽堂のむぎせんべい
････････２４枚入 1,188円・１２枚入 594円

モモ（ブロック）････160g 1,790円
ヒレ（ブロック）････160g 2,248円
ロース（ブロック） 160g 2,135円

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。

BLTカフェ福島市

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。

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

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

各日10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10折限定販売

各日20折限定販売

各日20折限定販売

各日15折限定販売

各日10折限定販売

各日20折限定販売

各日40パック限定販売

各日20折限定販売

マルゲリータ
･････････････････････････････････1枚 1,350円各日15枚限定販売

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。

夏を乗り切る肉料理を詰め込みました。
惣菜7～8品入。

※盛り付け方は変わる場合があります。

ジューシーなハンバーグと、もちもちナポリタン。

※写真はイメージです。

11：00頃到着予定

11：00頃到着予定

11：00頃到着予定

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。

新作いろどり弁当 
･････････････････････････････････1折 1,250円20

二人でつまみ 宅飲みオードブル
･････････････････････････････････１折 1,500円

宅飲みにピッタリな唐揚げ、やきとり、エビチリなどを
詰めました。県産めひかり、メイプルサーモンも。

エビチリ、野菜炒め、ザーサイなど人気の総菜が
入った本格中華弁当です。

※漁によって入荷しない
　場合もあります。

9：30～10：00頃到着予定

10:45～11:00到着予定

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

※写真は
　イメージです。

※写真はイメージです。

暑い夏こそカレー！

新物のほっき貝をたっぷり盛り付けました。

人気の中華総菜６品、直径40cmの大ボリューム。
本格中華をご家庭で。

各日30折限定販売

12種の彩りおばんざいボウル〈夏〉
･････････････････････････････････1折 1,250円

レストランki-ichigo福島市
きいちご

季節の素材を五味五色五法で丁寧に調理。
煮物、ローストビーフなど12種類のおばんざいを
盛り合わせました。

海鮮と天ぷら 魚の伊達市

10：00頃到着予定

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

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。

人気の海鮮太巻きと金華鯖の棒寿司に自家製の
和牛のローストビーフ、鴨肉のロースト、角煮、
煮物等が入ったオードブルです。

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。

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

うわさのカツ亭福島市

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

会津産とうもろこしごはんに、ボリュームある
国産牛ステーキ。


