
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
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リッチモンド
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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

2022 1月下旬号福島県観光物産館だより

純米大吟醸 富岡魂（火入れ）･････････ 720㎖ 2,400円
純米大吟醸 富岡魂（生酒）････････････ 720㎖ 2,400円
スパークリング純米吟醸 萌(きざし)、萌DRY、
純米大吟醸 富岡魂･･･････ 各300㎖、３本セット 2,500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。

・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。1/19㊌は棚卸しのため18：00閉店

1/14㊎・１５㊏
とみおかプラス販売会

愛され　いちごスイーツ

伊達市 Patisserie Allumette
パティスリーアリュメット

二本松市 ケーキ工房 Patisserie ＭoＭo
パティスリーモモ

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

Latta Lutta
マフィン専門店らったるった

福島市（飯坂温泉）

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

福島市 Cafe de Fleur
カフェ・ド・フルール

福島市 半熟チーズ専門店 HIKARI
ヒカリ

福島市 CAFE& BAKERY KERIKERI
カフェアンドベーカリー ケリケリ

郡山市
Patisserie Le Perroquet

パティスリー ル・ぺロケ

福島市（飯坂温泉） 一味庵

国見町 Patisserie La 4 区
パティスリー・ラ・ヨンク

二本松市 Patisserie ESSOR
パティスリー エソール

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

伊達市

中村屋菓子舗福島市（飯坂温泉）

フレジェ･･････1個 590円

チヒロフレーズ
･･･････････････････････････1個 496円

いちごのマリトッツォ
･･･････････････････････････ 1個 410円

いちごのレアチーズ
･････････････････････1個 480円

プリン工房はちまん福島市

レーヴ鮫川店鮫川村

※いちごのサイズにより飾りを変更する
　場合があります。

10：00頃到着予定

富岡産の米で醸造した日本酒や、
復興策の一つとして新たな品種
開発から生まれた米と麹のみを
使って瓶内発酵させた、
甘口の純米吟醸スパークリング
を販売します！

フレジェ
 1個 550円

ルコネサンスで人気のタルト、
特製カスタード、大粒のいちごを
使用したケーキです。

濃厚ないちごムースとベリーの果肉入り
ジュレをザクザクいちごチョコで
コーティングしました。 さっぱりとしたレアチーズに

南相馬市・伊賀いちご
農園のこだわりいちごをのせ、
ジュレを流し込みました。

アーモンドたっぷりの生地で
カスタードといちごをサンドしました。
さくらんぼのお酒を使用。

タルトフレーズ
･･････････････････････ 1個 540円

ココア生地にチョコクリームと
まるごといちごをトッピングした、

大人気のマフィンです。

いちごのマフィン
････････････1個 400円

ホワイトチョコレートの中には
いちごのムースとアーモンドの
生地が隠れています。

半熟食感が特徴の、福島県産
とちおとめをふんだんに使用した
甘酸っぱいチーズケーキです。

フレーズ・ショコラ
･･･････････ 1個 500円

甘酸っぱいいちごの
ジャムがアクセントの
三層プリン。

フレッシュいちごの
プリン
････････････1個 480円

大粒とちおとめを、こしあんと
道明寺で包みました。

福いちご
･･････････････ 1個 250円

バタークリームがいちごの酸味を
引き立たせる、エソール
こだわりのケーキです。

フレジェ･･･ 1個 518円

アーモンド生地に、
いちごクリームと
いちごのガナッシュを
サンドしたケーキです。

いちごのオペラ
････････････････････ 1個 480円

福島県オリジナル
品種いちご
「ふくはる香」を
使ったクリームに、
生のいちごを
添えました。

ふくはる香の
パンケーキ･･ 1個 450円

バニラビーンズたっぷりの
カスタードに、県産の
甘いいちご「とちおとめ」 を
ふんだんにのせました。 国産バターをたっぷり使用。

さくほろ食感と
甘酸っぱいいちごが
やみつきになります。

いちごのタルト
･･･････････････････1個 530円

福島産いちごをピューレにした
パンナコッタとジュレの上に
カットいちごをのせて、
バニラのムースを流しました。

いちごのパンナコッタ
･･････････････ 1個 380円

県産いちごとカスタードを
たっぷり使用。

ルージュ
･････････ 1個 650円

伊達市霊山町・松葉園の完熟
とちおとめを自慢のスポンジと
フレッシュなクリームでサンドしました。

いちごの
ショートケーキ
････････････ 1個 450円

さっと溶ける濃厚な
バタークリームと、ピスタチオが
香ばしいアーモンドの生地、
松葉園の甘くてジューシーないちご
を使用しました。

福島県産いちごのジャムと
チーズクリームを合わせました。

いちごと生クリーム、つぶあんを
サンドしたマリトッツォ。

伊達市霊山町・松葉園の
いちごを丸ごと使用。

いちごの
ブールドネージュ
 4個入1袋 190円

いちごとチーズの
マカロン
･･････････････ 1個 140円

いちご大福
･･･････ 1個 250円

いちごを使った人気のスイーツを集めました。
1/14㊎～16㊐・22㊏・23㊐ 各日各20～30個入荷予定

いちごロール
･･････････････ハーフ 780円

程良い甘さのクリームと
ふわふわスポンジ。

鶏の旨味と醤油が香る
スープにストレート
細麺が絡む一杯。

スッキリとした口当たりの中に、柔らかい甘みが舌の上に
広がります。

有賀醸造白河市
①陣屋 福乃香 純米辛口生酒
････････････ 720㎖ 1,430円・1.8ℓ 2,640円

クリーミーな味わいと米の旨味。甘さ控えめで
シャープな飲み口の冬季限定にごり酒。

笹の川酒造郡山市
②宇宙酵母 辛口純米冬原酒 蔵出し
････････････････････････････････････････720㎖ 1,265円

まろやかな風味があり、少し甘口の呑みやすい生酒。

豊國酒造会津坂下町
③豊國 宇宙酵母 純米無濾過生原酒
････････････････････････････････････････720㎖ 1,430円

軽やかな甘さながらも、喉ごしはスッキリとした辛口。

会津男山酒造会津美里町
④会津男山 -わ- 純米夢の香 
初しぼり直汲み生･･････････720㎖ 1,562円

シャンペンのように瓶発酵させた微発泡性のにごり酒。
涼しげな香りと、果実のような甘み。

大七酒造二本松市
⑤雪しぼり にごり酒･･････720㎖ 1,500円

国権酒造で史上最も辛口。すっきりした飲み口で後味が軽快。

国権酒造南会津町
⑥國権 辛口純米酒 俺の出番
･････････････････720㎖ 1,485円・1.8ℓ 2,970円

口に含むと旨さ、甘さを感じます。

佐藤酒造三春町
⑦三春駒大吟醸 極 ･･･････････ 720㎖ 5,500円

穏やかできれいな香りと、軟質の旨味が共存しています。

曙酒造会津坂下町

⑧新米新酒 天明 中取り参号
････････････････････････････････････････････ 720㎖ 1,705円

山田錦ならではの味わいと爽やかなキレが特徴です。

ほまれ酒造喜多方市
⑨純米吟醸 からはし 山田錦 無濾過生原酒
･････････････････720㎖ 1,650円・1.8ℓ 3,300円

濃醇でフレッシュなお酒だけを直詰めした生の原酒です。

花泉酒造南会津町
⑩純米無濾過生原酒 上げ桶直詰め
･････････････････720㎖ 1,599円・1.8ℓ 3,200円
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半熟ストロベリー
････････････････････1個 280円

1月 出店スケジュール
1/15㊏ とうふ屋大楽（豆腐）
1/16㊐ 納屋カフェ椿（クッキー・スコーン）
1/16㊐ あぶくま高原あぐり会（焼き芋）
1/17㊊・24㊊ 佐倉ファーマーズ（季節の野菜）
1/18㊋・１９㊌ 福島ネットワーク（あんぽ柿）
1/１９㊌～２１㊎ 佐久商店（いか人参）
1/２１㊎ らったるった（マフィン）
1/25㊋・２６㊌ 海鮮フーズ（海産物）
1/２６㊌・２７㊍ 国際米流通センター（米・納豆）
1/２６㊌・２７㊍ 八起農園（石焼いも）
1/２６㊌・２７㊍ ひふみ堂（オリジナルケーキ）

1/14金1/14金
1/15土・16日11：00～売り切れまで1/15土・16日11：00～売り切れまで

麺屋さ近【いわき市】 

1/17月～19水1/17月～19水

麺屋つどい【郡山市】 

Tritonらーめん：塩 700円
地鶏SOBA：醤油 750円
麺大盛・メンマ 各100円

豚骨の旨味と鶏白湯の
コクをいいとこ取りした
Tritonらーめん。
クセになる味わいです。

1/20木・21金・24月・25火1/20木・21金・24月・25火
辛いっ！がうまいっ！！名物つけ麺。

1/26水～28金1/26水～28金 温泉からつくられた
希少な山塩をスープ
に使用。

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

鶏醤油そば 780円
鶏とはまぐりの中華そば 830円
味噌ラーメン 800円
辛味噌ラーメン 830円

鈴木飯店【会津若松市】 会津らぁ麺 うえんで
【会津若松市】 
会津山塩ラーメン 800円
会津山塩チャーシューメン 1,050円
大盛 150円増し

招福萬来みらく
【福島市土湯温泉】 

麺はかんすい等の添加物が少ない体に
やさしい麺。半世紀の歴史ある懐かしい
らーめんをご賞味ください。

温玉きのこバターらーめん 1,000円
元祖醤油らーめん 750円
開運餃子 １人前（６個）440円
開運カレー餃子 １人前（６個）550円

テイクアウト用
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

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩



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

ぐりむわーるど
福島市

モーモーのおやつ 1個 160円
アップルカスタード
･･････････････････････････････ 1個 200円
クリームチーズデニッシュ
･･････････････････････････････ 1個 230円

たこ八（カネヨ水産）相馬市

相馬海鮮
バラちらし
･････････････････････････････････１折 1,200円

田季野会津若松市

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

モーニング郡山市

海鮮恵方巻
･････ ⑦1本（18cm） 1,500円・⑧ハーフ（9cm） 800円

恵方巻⑤ 1本（18cm） 750円・⑥ハーフ（9cm） 400円
⑨大名恵方巻
･･･1本（9cm） 1,630円

令和3年度

tomo farm川俣町

きくらげラー油･･････････100g 594円
きくらげ高菜ラー油･･110g 648円

あかま福島市
恵方巻
太巻
････⑩１本 550円・⑪ハーフ 300円

・海鮮巻
 ⑫１本 1,200円・⑬ハーフ 600円

まめや郡山市

磐梯豆 白糖････････････････80g 270円
いり豆 白豆･･･････････････130g 432円

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

割烹三島屋特製 幕の内弁当
････････････････････････････････ 1折 1,200円各日30折限定販売 各日10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。

ごはんや冷奴のお供に。

玉子、干瓢、味付き椎茸、イナリ、でんぶ、キュウリ入り。

マグロ、ネギトロ、イクラ、海老、ホタテ、サーモン、大葉、キュウリ、とびっこ入り。

マグロ、うに、ネギトロ、イクラ、
ホタテ、甘エビ、ホタテ、サーモン、
海老などを巻きました。

干瓢、玉子焼、きゅうり、桜でんぶ、椎茸、
かにかまぼこの６品を巻きました。

生産者としての誇りをかけて育てた食材。
だからこそ、自らの手で理想の逸品を作り、
本物のおいしさを届けたい。
「ふくしま満天堂」ブランドは、
そんな生産者たちの“思いの証”です。

マグロ、エビ、きゅうり、穴子、サーモン、イクラ、
玉子焼の７品を巻きました。

11：00頃
到着予定

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

珍満賓館福島市

各日20折限定販売

珍満一番人気、えびがゴロッと入った焼きそば。

1/14㊎・２３㊐　チンジャオロース
1/15㊏・２１㊎　麻婆豆腐
1/16㊐・２２㊏　牛肉と野菜の炒め

9：30～10：00到着予定

他２種類

他５種類

10：00～10：30到着予定

珍満ランチプレート
･･････････････････････････････････････1折 890円各日10折限定販売

北矢野目店、南福島店の
人気パンが大集合！

うな重弁当 
・雪 ････････････････････････ 1折 2,100円各日20折限定販売

・月･････････････････････････ 1折 3,200円各日10折限定販売

・花 ････････････････････････ 1折 4,400円予約制

伍代目 鰻のえびや会津若松市

※写真はイメージです。 ※予約はお渡し日の前日12：00まで。

会津産米の上には、炭火で焼いた
「照り感」のある「ふっくら」とした鰻。

10：00～10：30
到着予定

9：30～10：00到着予定

9：30～10：00到着予定

大畑屋三春町

割烹 三島屋伊達市

三春三角油揚
････････ 5枚入 426円

※写真は調理例です。

豆腐職人が昔ながらの技で
丁寧に手作りしています。

各日50袋限定販売
売り切れ次第終了

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。

お赤飯の
お弁当です。

らん亭 美日庵郡山市

おくや喜多方市

会津産おくやの
煎り落花生
･･･220g 972円

厳選した大粒の
落花生。

厳選した国内産大豆を煎った素朴な豆菓子。

海鮮と天ぷら 魚の伊達市

ハッピーベリー矢吹町

ハッピーベリーの恵方巻 
⑯ ････････････････････････････････ 1本 453円
⑰ ････････････････････････ 4本入 1,782円

 
⑭恵方巻ロール

 1本（13×9㎝） 1,500円

太郎庵会津坂下町Sweety Shinri
スイーティー　  シンリ

福島市

会津迎賓館会津若松市

②海老フライ巻
･･･････１本 648円

③カルビ巻 １本 648円
④家宝巻 ･･･１本 648円

①極寿巻（海鮮）
･･････････････････････１本 1,620円

ブラックココアのクレープでスポンジ・
フルーツ・カスタード・生クリームを巻き巻き。

4本入には、ガリ・しょう油・わさび（リンゴ・キャラメル・あんこ）付き。

バナナ・キウイ・イチゴ・オレンジ
などのフルーツを
ブラックココアの米粉
ロール生地で包みました。

具材たっぷり、食べ応え抜群。

予約は1/30㊐まで
予約も承ります TEL.024-525-4031

きわみことぶきまき

か  ほう まき

フルーツロールを
ココアシュー皮で

巻きました。

11：30頃到着予定

⑮恵方ロール

 1本（16㎝） 950円

各100本限定販売

各100本限定販売

各100本限定販売

各100本限定販売

各日50本限定販売
各日50本限定販売

100本限定販売

100本限定販売

30個限定販売

恵方巻

予約は1/28㊎まで
予約も承りますスイーツ恵方巻

奥会津 三島町フェア
1/22㊏・23㊐

辛さ恋しい会津地鶏カレー
・キーマ ・グリーン
･･････ 各 750円

会津地鶏ラーメン３種類
･････････････････････････････ 各1袋 300円

奥会津編み組細工
平成15年に国の伝統的工芸品に指定。
※価格は商品により異なります。

計900個入荷予定
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20種類

いちごの
果肉入り
 200g 454円

北北西を向いてガブリ！
ふくしま満天堂
プレミアム受賞商品

他６種類

道の駅 尾瀬街道みしま宿

しそみそ揚げ
・辛子なし 
・辛子入り
････････各500円

三島町生活工芸館 会津桐タンス
米びつ
 10kg 27,500円

茶綾
･････････････････  9,900円

SampSon（飲食コーナー）
地鶏の塩白湯ラーメン ･･････････････  800円
地鶏カレー ･･････････････････････････････････  600円
地鶏ラーメン・半カレーセット  1,100円

会津地鶏振興会
会津地鶏チキンカツ･･･････････  400円

10：00～10：30到着予定

海鮮と天ぷら 魚の伊達市

伊達鶏の鶏天重
･････････････････････････････････････ 1折 900円各日20折限定販売

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。

予約制予約制

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。
※予約はお渡し日の前日12：00まで。

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。

相馬で捕れたヒラメ、
スズキ、アナゴ、水たこ、
しらす、しらうおを
ちりばめた相馬産ちらし。

会津地鶏照り焼き輪っぱめし
･････････････････････････････････１折 1,296円各日30折限定販売

各日20折限定販売

2/3㊍は
店頭販売も行います。

トモ          ファーム

せんべやの
揚げ饅頭
･･･････････････････････････････････5個入 750円各日50袋限定販売

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。


