
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

シャインマスカットとりんごのタルトセット 。

伊達の人気割烹の味を
お弁当で。 自然の味、

昔の味を
大切にした、
地元で人気の
手作り商品。

タピオカ粉を練り込んだドーナツ生地に
きな粉をまぶしました。

太くカットしたメンマをおつまみ風に
仕上げました。

保原名物「豆っこ」は、青ばた大豆と
ジャガイモで作った団子です。
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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 11月下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。 11/23㊋㊗はコラッセふくしま館内設備メンテナンスのため終日休館いたします。

11/24水・25木11/24水・25木

11/12金～14日11/12金～14日

11/19金・20土11/19金・20土

11/15月～18木11/15月～18木

菓子舗いづみや保原町

秋のタルトセット･････1箱 1,000円

松葉園
霊山町

いちごクリーム
パイシュー････････････････････１個 500円

ファイブウッド保原町

きなこもちもち････････････１個 100円

保原町振興公社保原町

豆っこ汁･･･････････3～4人前 1,200円
豆っこ･･･････････････････････15個入 600円

伊達市の自慢の
品が勢揃い！

三島屋旧伊達町

三島屋特製 幕の内弁当
･････････････････････････････････1折 1,200円

一條豆腐店
梁川町

あおばた豆腐･･･････････････1丁 280円
一條のわらじあげ････････１個 330円

ヴィルタス霊山町

おつまみ太メンマ･････120g 430円

協和産業
梁川町

肌を整える天然水～機能水金剛～
･････････････････スプレー100㎖ 2,000円
･･････････････････････ ジェル50㎖ 1,300円

 伊達な いいもんうまいもんフェス

フレッシュな荒 し々さと、しぼりたての爽やかな香り、
甘さとコクのある酒質。

国権酒造南会津町
①國権春一番 ひやおろし
････････････ 720㎖ 1,650円・1.8ℓ 3,080円

濃醇さがありながらもフレッシュ。マイルドで後味の
すっきりした酒質です。

②純米原酒 紫てふ
････････････ 720㎖ 1,760円・1.8ℓ 3,520円

とろりとした旨味と爽やかな香味が楽しめ、時が経つと
よりまったりした完熟の奥深さ。

大七酒造二本松市
③純米生酛 生詰め
････････････ 720㎖ 1,498円・1.8ℓ 2,995円

お米の旨みがキッチリと生かされ、しっとりした味わい。

末廣酒蔵会津若松市
④しぼりたて 純米吟醸原酒生
････････････ 720㎖ 1,430円・1.8ℓ 2,860円

高橋庄作酒造店会津若松市

口に含むと素敵な香りが鼻を通り、舌には爽やかな
酸味と、穏やかで優しい甘みが広がります。

開当男山酒造南会津町
⑧開当男山 特純風のうつろひ 秋あがり
････････････ 720㎖ 1,650円・1.8ℓ 3,300円

控えめな吟醸香、穏やかで上品な気品溢れる呑口。

⑦会津娘 純米大吟醸 山田錦
････････････････････････････････････････720㎖ 2,995円

名倉山酒造会津若松市

ひと夏じっくり熟成させることで、より味わい深い酒質に
なりました。

⑥純米吟醸 竹正宗秋上がり
････････････ 720㎖ 1,650円・1.8ℓ 3,300円

辛口ながらも、優しい口当たり。精米歩合70％を感じ
させない品のある後味が特徴。

ほまれ酒造喜多方市
⑤喜多方テロワール EPISODE Ⅱ
（喜多方夢の香）･････････････720㎖ 1,100円

火入れをしていないため「Snowdrop～スノードロップ」
よりもヨーグルトの風味がより濃厚。

曙酒造会津坂下町

⑨Snowdrop プレミアム 生
･･･････････････360㎖ 990円・720㎖ 1,788円

さるなしの発酵力でじっくり熟成させました。
飲みやすいスパークリングタイプのワインです。

こぶしの里玉川村
⑩さるなしスパークリングワイン
････････････････････････････････････････720㎖ 1,990円

ふくしま三大ブランド鶏
推進協議会

辛いっ！がうまいっ！！
名物つけ麺。

伊達鶏、会津地鶏、川俣シャモ
の三大鶏が味わえます。

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】 

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

ふくしま三大ブランド鶏 混ぜご飯　700円

カレー開運満月餃子 20個1,800円

県南販路拡大推進協議会
11/２４㊌・２５㊍

11/13㊏・１４㊐

県南地域の美味しいものが
盛だくさん！

●ケンシン（しどみジャム）
●ファームけんちゃん（日本ミツバチの蜂蜜）
●藤野菜工房（辛子味噌）
●肉の秋元本店（豚肉味噌漬け（ロース））
●山のごちそう本舗（原木しいたけ）
●北条農園（りんごケーキ）
●東日本薬草合同会社（にんにく粉末）
 

天然成分100％。
ペットのお肌に
うるおいを 。

アンケートにお答えいただいた方に
素敵な商品プレゼント！

パリパリ
乾燥いちごを
トッピングした
贅沢パイシュー。

夕方からのお楽しみ 15:30～18：30 テイクアウトできます

福島市のソウルフード 土湯温泉名物

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

創作麺
やま鳶
【いわき市】

食材本来の味を
活かしています。

らぁ麺 800円
らぁ麺大盛り 900円
ローストポーク 300円
限定出汁ラーメン（日替り） 900円

9：30～17：30（11/21㊐と12/19㊐は17：00まで）

●燻製工房木香（福島市）
●大石３ちゃん倶楽部（伊達市）
●シャモール（川俣町）
●株式会社smile farm（川俣町）
●道の駅たまかわ（玉川村）
●RETOWA（三春町）
●生産組合ペルサルーテ（小野町）
●海鮮フーズ（相馬市）

●Kokage Kitchen（田村市）※11/19のみ
●ホップジャパン（田村市）
●福福堂（田村市）
●棚倉町ブルーベリー愛クラブ（棚倉町）
●矢祭町地域おこし協力隊（矢祭町）
●株式会社山のごちそう本舗（矢祭町）
●叶や豆冨 大椙食品（棚倉町）
●までい工房美彩恋人（飯舘村）

廣木酒造本店会津坂下町

泉川 純米吟醸 ふな口本生
･･･････････････････････････････････････････1.8ℓ 3,080円100本限定販売

※物産館西口入口にて８：００から整理券をお配りします。
　8：00前でも先着人数に達し次第、整理券を配布する
　場合がございます。
※数量限定につき、購入はお一人様１本限りとなります。
※予約・お取り置きはできません。
※内容は予告なく変更することがあります。

11：00～引き替え

特別販売

11月出店者

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

ふ
く
し
ま
餃
子
の
会

11/12金・13土11/12金・13土



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。

モンブラン

････････1個 490円

上質なマロンクリームと
コクのある純生クリーム、
さっくりとしたメレンゲ、
カシスのコンフィチュール。
王道のモンブランです。

Patisserie
Reconnaissance

二本松市
パティスリールコネサンス

・とりかわ山椒･･･････････80ｇ 840円
おつまみ缶詰

・鶏もつとキノコのアヒージョ
･････････････････････････････････････80ｇ 840円
・手羽元の塩漬けフレーク
･････････････････････････････････････80ｇ 980円

後味さわやかな焼き鳥。

会津地鶏みしまや三島町

本格イタリアンをご家庭で。
9：30～10：00到着予定

9：30～10：00到着予定
会津地鶏の甘辛い照り焼きと
会津産ネギ焼、
田季野の象徴である
山菜を合せました。

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

Petit Rizière二本松市
プティリジエール

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

フルラージュ郡山市

リッチ生パウンド
･････････････････････････････････1本 1,188円

ぐりむわーるど福島市

サーモンと根菜の
デニッシュ･････････1個 300円
はっさくのデニッシュ
･･････････････････････････1個 300円
生ブール･･･････････1個 360円

BLTカフェ福島市

伊達鶏バーガー
･･････････････････････････････････････ 1個 860円

ピザスタ桑折町

会津地鶏のたまごの
オムライス&ハンバーグ
・デミグラスソース ・トマトクリームソース
･････････････････････････････   各１折 1,620円 会津地鶏の

スモーク・
ポルケッタ・
コンフィの入った
特製おつまみBOX
････････････････････････････････ 1折 1,800円

じっくり煮込んだ
川俣シャモとオータム
ポエムのポモドーロ・
きぬあずまを使った
タリアテッレ
････････････････････････････････ 1折 1,300円

会津地鶏、川俣シャモ、伊達鶏を食べ比べ！

あかま福島市

川俣シャモの焼鳥弁当
･････････････････････････････････ 1折 1,000円

川俣シャモのネギマリネ焼き弁当
･･････････････････････････････････････ 1折 900円

伊達鶏の鶏天重
･･････････････････････････････････････ 1折 900円

鳥安福島市

伊達鶏の鶏焼き丼
･････････････････････････････････ 1折 1,080円

田季野会津若松市

会津地鶏照り焼き輪っぱめし
･････････････････････････････････１折 1,296円

舞茸ご飯の素････････････２合用 540円
地鶏カレー中辛 ････････１人前 540円
地鶏肉だんご鍋 2～３人前 1,296円

旭屋浪江町

川俣シャモラーメン
川俣シャモ鳥中華
･･･････２食入 450円

しょうゆ味･････････････････････１食 270円
塩白湯味 ･･････････････････････１食 280円
味噌味 ･･････････････････････････１食 300円

会津地鶏ラーメン

サカイフーズ浅川町

会津地鶏のたまご
･･･････････････････････････････････ 6個入 378円

菱沼農園福島市

りんごギフト
 １０㎏ 5,400円～
･･５㎏ 3,350円～
･･３㎏ 2,600円～

奈良屋南会津町

生裁ち新そば 八割
････３食入、つゆ付 980円

モーニング郡山市

野沢民芸（はそべ工房）西会津町

栗の実入り････････････････200ｇ 454円
ラフランスの果実入り 200ｇ 454円
ナタデココ甘夏 ････････200g 302円

他１６種類販売予定

首振り松竹梅　寅
････････小 2,310円
････････中 2,750円
････････大 3,300円

首振り招福　寅
･･･ 小 2,530円
･･･ 中 2,970円
･･･ 大 3,850円

健勝　寅
･･･ 小 2,640円
･･･ 大 3,200円

外はカリカリ、中はしっとりが
クセになります。

ふわふわ生地に
クリームたっぷり。

カヌレ・ド・ボルドー
･･････････････････････････････････････１個 260円

まさひろロールカット
･･････････････････････････････････････１個 237円

ふたば茶亭いわき市

Sweety Shinri
スウィーティーシンリ

福島市

Shinri no コルネ
･･････････････････････････････････････1個 281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。

各日30個限定販売

各日30個限定販売

かんのや郡山市

口溶けの良いしっとりとしたシフォン生地で、
甘さ控えめなクリームを巻き仕上げました。

はちみつロール
･･･････････････････････････････１本15㎝ 972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 小池菓子舗柳津町

あわまんじゅう
････････････････････････････10個入 1,200円

あわともち米でできた、まんじゅうです。

各日40箱限定販売

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） 780円

味の駅シャロン玉川村・石川町

会津地鶏卵
サンドイッチ

 １折 500円

黒鶏卵サンドイッチ
･･････････････････････････････････････１折 500円

会津地鶏の卵を使用した
ぜいたくな逸品。

各日30折限定販売

各日30折限定販売

各日30個限定販売海鮮と天ぷら 魚の伊達市

海鮮と天ぷら 魚の伊達市

たこ八（カネヨ水産）相馬市

謹製ほっき飯弁当
･････････････････････････････1折 1,000円

※写真は
　イメージです。

ほっき貝をたっぷり盛り付けました。

9：30～10：00到着予定 10：00頃到着予定
こだわりの綿実油で揚げた、柔らかい
伊達鶏のとり天と半熟玉子、季節野菜の
天ぷらが入った天重。甘辛丼つゆが絶品です。

普通の鶏の約半分しか卵を産まない
会津地鶏。その分、クリーミーで
甘味に満ちています。

各日20折限定販売

舘岩地区でのみ
収穫される
赤かぶの
漬け物です。

平野物産
南会津町

舘岩赤かぶ

････････････････････300g 580円
90袋限定販売

からあげ伊達屋伊達市

冷めてもジューシーです。
10：00頃到着予定
染み込んだタレが堪らない！

伊達屋つくね串 ････････5本入 550円
肉ゴロっとおにぎり･･２個入 280円

伊達ハーブ鶏唐揚げ･････大 650円

川俣シャモ地鶏鍋セット
（しめのうどん付き）
･････････････････ 冷凍、２～３人前 3,780円

川俣農業振興公社川俣町

川俣シャモのモモ肉、手羽元、肉だんご、
スープのセットです。

川俣シャモの商品を盛りだくさん販売します。

伊達鶏のモモ肉をフライして
BLT独自の味付けをしました。

川俣シャモのもも肉をタレで、むね肉を
わさび塩で焼き上げました。
2通りの味と食感を楽しめます。

ジューシーかつ噛みごたえのある川俣シャモの
もも肉を、ネギマリネ焼きにしました。

※写真は調理例です。

山都そば処 萬長喜多方市

新そば　手打ち十割山都そば
･････････････････････････････ 3食入 1,800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。

松竹梅の柄が
アクセント。
松竹梅の柄が
アクセント。

南会津産の玄そばを粗挽きに製粉し、
挽きたてのそば粉を使用した香り高い
生そば。甘すぎないあっさりした麺つゆ付き。

予約も承ります

外はしっとり、中はトロトロ。

い  さ  ざわ
がんばっぺ五十沢伊達市

あんぽ柿ひらたね ･･1パック 864円

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人前

3,780円

大川魚店いわき市

11/23㊋㊗はコラッセふくしま館内設備メンテナンスのため終日休館いたします。

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。

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。

他10種類を販売

オーナーズバーガー
･･････････････････････････････････････ 1個 800円

ふわふわのスポンジに生クリームを
たっぷり詰めた贅沢な一品です。

11月 出店スケジュール
11/12㊎  手作り石鹸プリマリア（手づくり石鹸）
11/12㊎  アルマ（シルク製品）
11/１３㊏・１４㊐  会津自然栽培農家の会（米・地酒）
11/１５㊊～１８㊍  八起農園（やきいも）
11/15㊊・２２㊊  佐倉ファーマーズ（季節の野菜）
11/１７㊌・１８㊍  国際米流通センター（米・納豆）
11/１８㊍～２２㊊  燻製木香（燻製商品）
11/２４㊌・２５㊍  ひふみ堂（オリジナルケーキ）

シャモの出汁スープで
食べる生中華麺。

「ふわっ」と焼き上げたチーズケーキの生地で、
「とろっ」とした生クリームをたっぷり巻き込み
ました。スプーンですくって食べる新タイプです。

福島のりんごは収穫時期
が遅いため、蜜入りで完熟。

ふわとろ
チーズロール

 冷凍、1本 1,566円

10：30頃
到着予定

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。

前日の15：00までにご予約ください。

地方発送承ります。

予約制予約制

各日10折限定販売

ふわふわオムライスをのせた
バターピラフと、デミグラス
ソースたっぷりのハンバーグ。

10:45～11：15到着予定

福島三大鶏フェア
ふ
く
し
ま

ふ
く
し
ま

ワッフル風のクロワッサンで塩ミルクや
つぶあんをサンド。

クロワッサンワッフル
・あんバター ・塩ミルク ・やきいも
･･･････････････････････････････････各1個 420円

北矢野目店、南福島店の人気パンが大集合！

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

11：00頃到着予定
アル・ケッチァーノの奥田シェフが監修。

海鮮太巻
･･････････････････････････････････････1本 980円

まぐろ、いくら、えび
など具だくさん。

会津地鶏の出汁が効いた乾麺です

9：30～10：00到着予定


