
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
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〒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 12月上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。11/30㊋は棚卸しのため15：00閉店

11/26金～30火11/26金～30火 12/1水・2木12/1水・2木

華やかでふくらみのある洋梨のような香りが口中を漂い、
ほんのりと甘みを伴う柔らかな口当たりが続きます。

国権酒造南会津町
①純米大吟醸國権（金ラベル）
････････････ 720㎖ 2,750円・1.8ℓ 5,500円

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を感じる味わい。

宮泉銘醸会津若松市
②會津宮泉 大吟醸鑑評会出品酒
････････････････････････････････････････720㎖ 5,890円

上品な香り、キレの良さが際立ち、
バランスがとれた繊細な酒。

③會津宮泉 純米大吟醸鑑評会出品酒
････････････････････････････････････････720㎖ 5,890円

福島県オリジナルの酒米「夢の香」を40%まで磨いて
仕込んだ、限定の純米大吟醸です。

④會津宮泉 純米大吟醸 夢の香四十
････････････････････････････････････････720㎖ 4,460円

オーク樽で熟成した大吟醸です。木樽の風味と独特の
味わいをお楽しみください。

開当男山酒造南会津町
⑤オーク樽貯蔵大吟醸
････････････････････････････････････････750㎖ 2,200円

華やかな香り(吟醸香)と米の本来もつ旨味、
それらをバランスよく楽しめるお酒。

矢澤酒造店矢祭町
⑥矢澤 純米大吟醸 白孔雀
････････････････････････････････････････720㎖ 6,000円

麹が生み出すきれいな甘みの中に、艶やかさを感じさせる。

⑧生粋左馬 純米吟醸 生原酒　
････････････ 720㎖ 1,760円・1.8ℓ 3,520円

旨味とコクが引き出され、葡萄のような甘く芳醇な味わいに
仕上がっています。

花泉酒造南会津町

⑨花泉 純米にごり酒
････････････ 720㎖ 1,415円・1.8ℓ 2,830円

にごりの甘味が加わり、どっしり濃厚。にごりのボリューム感と
活性のプチプチ感が見事にマッチ。

⑩花泉 活性 純米吟醸にごり酒
････････････ 720㎖ 1,575円・1.8ℓ 3,150円

綿あめのような香りとやさしさを感じる赤ワインです。

吾妻山麓醸造所福島市
⑭MUSCAT BAILEY A 2021 ･･････ 750㎖ 1,980円

夏祭りで飲んだラムネのような懐かしさを感じる
辛口ワインに仕上げました。

⑮DELAWARE 2021 ････････････････････ 750㎖ 1,980円

高級ワインのようなキレ味と、
さわやかな甘味と酸味のお酒です。

峰の雪酒造場喜多方市
⑯会津のはちみつ酒 美禄の森 ･･････ 520㎖ 3,300円

福島県産酒造好適米"夢の香"を使用したフレッシュで、
香り華 し々い酒。

有賀醸造白河市
⑦陣屋 特別純米 初しぼり本生
････････････ 720㎖ 1,485円・1.8ℓ 2,970円

キンキンに冷やして飲むのがおすすめで蜜本来の香りと
さらりと澄んだ喉ごしが味わえます。

⑰花織 KAORI ･････････････････････････････････ 180㎖ 1,540円

華やかな香りと原酒ならではのしっかりとした
呑み応えのある深い味わいです。

榮川酒造磐梯町
⑪榮川感謝 純米大吟醸原酒
････････････ 720㎖ 1,950円・1.8ℓ 3,900円

ほど良い香りで米の旨味が感じられる純米吟醸酒です。

⑫榮川感謝 純米吟醸原酒
････････････ 720㎖ 1,250円・1.8ℓ 2,500円

飲み口で感じる軽やかなシュワシュワ感（ガス感）と、
やわらかな甘さ、キレの良さが特徴の純米酒。

大木代吉本店矢吹町
⑬自然郷 芳醇純米
･･･････････････････････････････ 720㎖ 1,430円・1.8ℓ 2,860円

辛いっ！がうまいっ！！
名物つけ麺。

「会津山塩」を使った
キラキラと透き通る
スープは、まろやかな
味わい。

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

会津山塩　山塩ラーメン 800円
玉食オリジナルソースソースカツ 900円
浄土平レストハウス名物 小富士カレー 700円

鈴木飯店
【会津若松市】 

冬のニットフェア

クロワッサンシュー
･･･････････････････････････1個 280円各日40個限定販売

クロワッサンの中に
たっぷりのクリーム。 Atelier de Gateaux

二本松市 アトリエ・ド・ガトーHappy Berry矢吹町
ハッピーベリー

ほろにが
キャラメルロール

･････････ 1本 1,792円

ハッピーロール

･････････ 1本 1,425円

甘さを引き締めるバニラがアクセント。
別添えの練乳をかけるとミルキー感UP！

Patisserie 
Reconnaissance

二本松市
パティスリー
ルコネサンス

バスクチーズ
･･････････････････････････１個 350円
モンブラン
･･････････････････････････１個 490円

フランス産のキリクリームチーズを
使用したクリーミーなチーズケーキです。

ケーキ家Piggy福島市
ピギー

さつま芋プリン
･･･････････････････････････････ 1個 280円

さつまいもをたっぷりと
使用して濃厚に仕上げた、
お芋好きにはたまらないデザートです。

Sweety Shinri
スウィーティーシンリ

福島市

ババロアズ・オ・ショコラ
･･････････････････････････1個 460円

ショコラババロアの中には、ラズベリーの
ジュレ・コンフィ、土台にはコクのある
チョコスポンジ。

Cafe de Fleur福島市
カフェ・ド・フルール

カヌレポム
（りんごのカヌレ）

･･････････････････1個 200円

バナナ入り
オムレット

･･････１個 300円

玉嶋屋二本松市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。

福島県産りんごを使用した、
キャラメルシナモン風味の
タルトです。

松月堂南相馬市

野馬追たると
・アップルシナモン
・チーズ
・アーモンド
　

 各1個 173円

太郎庵会津坂下町

会津の天神さま ちょこ
･････････････････････５個入 878円

チョコチップ入りガナッシュクリームを
ココア生地でサンド。

11/26㊎～28㊐

洋菓子コレクションときめく

玉萬厨房【福島市】

11月・12月 出店スケジュール
11/27㊏・28㊐ 県南酒販（地酒）
11/29㊊ 佐倉ファーマーズ（季節の野菜）
11/29㊊・３０㊋ ひふみ堂（オリジナルケーキ）
11/29㊊・３０㊋ 燻製木香（燻製商品）
11/30㊋～12/３㊎ 八起農園（やきいも）
12/１㊌～３㊎ 佐久商店（いか人参）
12/１㊌～３㊎ 国際米流通センター（米・納豆）

福島県伊達市は全国有数のニット産地です。
高度な技術を持ったメーカーが一堂に集まり、冬物ニット製品、小物、
毛糸など約5,000点を産地直売価格で販売いたします。

●大三
●セントラルニット
●大槻メリヤス

9：30～19：00
11/28㊐は17：00終了

●八巻メリヤス
●ライズファクトリー
●金泉ニット
●ガルネラ

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰



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

Petit Rizière二本松市
プティリジエール

海老あんかけ焼きそば
･･････････････････････････････････････１折 860円

喜一喜多方市

みしまや
三島町

辛さ恋しい地鶏カレー
・グリーンカレー ・キーマカレー
････････････････････････････････各１人前 737円

福島市水道局福島市

ももりんウォーター
Sparkling
････････････････330㎖ 300円

フルーツのいとう園福島市

duo de raisins
 （干しぶどう）
シャイン
マスカット
 60g 2,160円
巨峰・ピオーネ ･･････ 60g 1,404円

ごきげんようチーズみそパン
･････････････････････････････････････ 1個 130円

会津産業只見町

ぜんまいの水煮　
････････ 130g 540円
干ぜんまい
･････ 60g 1,300円
･･･ 150g 3,240円

JAパールライン
福島市

福、笑い
 ２ｋｇ 1,728円
･･ 300g 540円

珍満賓館福島市

らん亭美日庵郡山市

たこ八（カネヨ水産）相馬市

海鮮ソースカツ丼
･････････････････････････････････1折 1,250円

会津地鶏のたまごのオムライス&
和牛と国産豚のハンバーグ
・デミグラスソース ・トマトクリームソース
･･････････････････････････････各1折 1,500円

福豆屋郡山市

冬限定駅弁 あったか麓山高原豚
･････････････････････････････････1折 1,300円

あかま福島市

牡蠣フライ弁当
･･････････････････････････････････････1折 800円

三島屋伊達市

三島特選幕の内弁当
･････････････････････････････････1折 1,200円

毎日少量入荷

各日30折限定販売

各日20折限定販売

魚の海鮮カニちらし
･････････････････････････････････1折 1,480円各日20折限定販売

毎日少量入荷

15折限定販売

10：45～11：15到着予定

9:30～10:00到着予定
海鮮と天ぷら 魚の伊達市

金華さばの
焼き鯖棒寿司

 5貫入 780円

脂ののった上品な
金華さばがシャリと
よく合います。

生食用大粒牡蠣のジューシーさを味わえます。

30

たけや郡山市

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。

※調理例です。

奥会津で育ったやわらかいぜんまい。

からあげ伊達屋伊達市

ハーブ鶏親子丼
･･････････････････････････････････････ 1折 430円30折限定販売

全国スーパーマーケット協会の
「お弁当・お惣菜大賞2020」
丼部門で優秀賞。

名物のなす田楽や、たまご焼、
海老フライ、地元野菜の
煮物が入っています。

フワフワ玉子のオムライスとジューシーハンバーグ。
10：00～10：30到着予定

TRATTORIA LA EGAO福島市
トラットリア ラ エガオ

予約制予約制

福、笑い 霜月会席弁当
･････････････････････････････････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。

11/27㊏　17：00お渡し
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

20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。

11/27㊏・28㊐11/28㊐

葛尾の凍もち
･･･････ 6個入 900円
 10個入 1,700円

ふるさとのおふくろフーズふるさとのおふくろフーズ葛尾村

ごんぼっ葉を練り込んだ
葛尾村の「おふくろの味」。

「恭子とRikaのごきげんよう！
FUKUSHIMA！！」コラボ商品。

豆腐本来の味をご堪能ください。

少量入荷

もめん豆腐、きぬ豆腐
･････････････････各１丁 各270円
よせ豆腐････････１丁 290円

豆腐屋 大楽
だい  らく

いわき市

なめこの自然なとろみがついています。

加茂農産いわき市

なめこ麻婆
･･･････････････････････ 160g 540円

ペルサルーテ小野町

黒にんにく
 2～3個入 660円※写真はイメージです。

やわらかさと黒糖のような甘さが特徴。

会津地鶏の手羽元が入って
いるグリーンカレーと、
ひき肉を使用したキーマカレー。

後味スッキリで飲みやすい、
「ふくしまの水」の炭酸水。

伊達鶏のボロネーゼソースと
本格ラビオリを合わせました。

ステラフーズ白河市

マルゲリータ白河高原ナポリ舎
･･･････････････････冷凍、直径約20㎝ 690円

おつまみBOX
･････････････････････････････････1折 1,800円

伊達鶏ボロネーゼソースのラビオリ
･･･････････････････････････ 冷凍、210g 530円

9：30～10：00到着予定

※写真はイメージです。

マーブル････1個 140円

①ピザパン 1個 140円

ピノキオ二本松市

②ハンバーガー
･･･････････････････1個 194円

コロネット 1個 140円
パニーニ････1個 183円

②
①

材料一つ一つにこだわっています。

サラダパン
･･･1個 172円

あんパン
 1個 129円

たけだパン福島市

自家製ポテトサラダと
パン生地がベストマッチ！

黒ごまが目印！
シンプル・イズ・ベストな
王道パン。

ピスタチオクリームとルバーブジャムをデニッシュで包み、
ホワイトチョコをたっぷりかけました。

ライブアップル、有機レーズンミックス、
国産オレンジピール、

アーモンドをしっとりめに
焼き上げました。

9：30～10：00到着予定

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

11/30㊋・12/1㊌

①食パン･･･1斤 320円
②焼サラダパン
･･････････････････1個 180円

喫茶 オジマ福島市

④あんぱん  1個 190円

③そぼろパン（ピーナツクリーム入）
･････････････････････････････････････ 1個 200円

ジャーマンポテト
････････････････････ 1個 180円

④

③

②

①昔ながらの素朴な風味。

12/1㊌・2㊍

ピスタチオクリームと
ルバーブのデニッシュ
･･････････････････1個 346円
シュトレン
･････････････1個 1,836円

カフェ＆ベーカリーケリケリ福島市
10：00頃到着予定11/28㊐・29㊊

11/26㊎・27㊏

一味庵福島市

とろける黒糖
わらび餅････････････････････････････ 250円

国産黒糖を練り込んでいます。
ぷるん・もっちりな食感がやみつきに！

紫月庵川俣町 駒田屋本店福島市

みかん大福（冷凍）
･･･････････････････････････････････3個入 780円

たまのや田村市

ブランデーケーキ
･････････････････････････････････1本 1,600円

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

会津豊玉猪苗代町

ほのか豆腐
･･････････････････････････････････････ 1本 780円

こしあんの風味を生かして、
さっと練り上げました。

わらび餅
･･･････････････････････････････････ 200g 600円

しらゆき

･･1個 220円
こしあんと栗を求肥で
包みました。

自家製小倉あんとモチモチの
求肥が入っています。

ミニだるま最中･････････６個入 594円
･･･････白河だるま入り、最中５個入 724円

大黒屋白河市

あんこが苦手な方に
オススメ。

みかんがまるごと
1個入った大福。

ブランデー香る
大人の味。

14年かけて開発した
福島県ブランド米。

キャラメルだるま最中
･･･････････････････････････････････3個入 324円

、12/1㊌
きんぴらごぼうが入った
めずらしいお餅です。

きんぴらごぼう餅
･･････････････････････････････････････1個 150円

11/27㊏

11/27㊏～

11/26㊎・27㊏ 11/26㊎

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100箱限定販売

「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。

ガルガネッリ
パスタボックス

 1折 1,300円

11/27㊏・28㊐

各日20折限定販売

各日15折限定販売

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。

9：30～10：00到着予定

11/26㊎・27㊏

珍満弁当
･････････････････････････････････ 1折 1,290円各日20折限定販売

各日5折限定販売

エビチリ、野菜炒め、ザーサイなど
人気の惣菜が入った
本格中華弁当です。

できたてのような
ホカホカを楽しめます。

ズワイ蟹とホタテ、ウニ、サーモン、ネギトロ、
イクラなどが入った、満足感たっぷりの
ちらし寿司です。

珍満一番人気、えびがゴロッと入った焼きそば。

11/27㊏チンジャオロース
11/28㊐麻婆豆腐

11：00頃到着予定

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。

房ごと乾燥させました。
添加物不使用。

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。

新鮮な海の幸をカツにしました。

新物ちりめん
（しらす干し）
････１００ｇ 432円
････２００ｇ 864円
 ５００ｇ 1,937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。


