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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

2022 9月16日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。

物産館からのお知らせ

シンプル
スイーツ

レジ袋や保冷剤が有料となります。

駐車場サービス券の発行金額が変更となります。

ビニール袋1枚5円、紙袋１枚50円、保冷剤1個30円です。
マイバック持参にご協力ください。

お買い上げ3000円以上で30分無料券1枚のみの
お渡しとなります。
（現行：お買い上げ2,000円以上で1枚、5,000円以上で2枚）

さるなし
サブレ

････････ 3枚入 390円
･･･ 8枚入 1,100円

9/16金・17土9/16金・17土

おかむらの
白河ラーメン 800円

らぁ麺 おかむら【郡山市】
円盤餃子 20個1枚 1,350円
 50個1枚 3,000円

らーめん石狩【福島市】

郡山の人気店が手掛ける、
ご当地ラーメンの
新境地。

9/26月・9/28水9/26月・9/28水

喜多方ラーメン 830円
喜多方チャーシューメン 990円
 持ち帰り 喜多方ラーメン　2食入540円

喜多方老麺 
まるや【喜多方市】

喜多方ラーメン王道の味。
喜多方市老麺会初代会長の店。

川俣シャモの
旨味が詰まった淡麗な味わいで、
最後まで飲み干してしまうスープ。

9/20火～22木9/20火～22木

地鶏醤油そば 800円
地鶏塩そば 800円

麺屋 つどい【郡山市】

徳島県の阿波尾鶏を鶏ガラに使用。
鶏のコクをたっぷりと味わえます。

9/27火9/27火 9/16金～9/16金～

らぁ麺 860円
シャモらぁ麺 960円

やま鳶【いわき市】

こ
ち

らもオス

ス
メ

ふくしまラウンジ

飲食コーナー11：00～
売り切れまで

Fukushima Lounge

飲食、喫茶、飲み比べ等が楽しめる
憩いのスペース

営業時間 10：30～19：00
（ラストオーダー18：30）

9/16㊎～19㊊ 木香（燻製製品）
9/16㊎・21㊌・22㊍ 
国際米流通センター（米・納豆）
9/17㊏・18㊐ あいづ自然栽培の会（地酒）
9/18㊐ わたなべパン店（ちくわパン）
9/21㊌・22㊍・26㊊～28㊌ 
ひふみ堂（オリジナルケーキ）
9/23㊎～25㊐ 県南酒販（オリジナル地酒）

お酒などをお洒落に持ち歩ける
会津木綿のボトルバッグ。

二本松市

Patisserie 
Reconnaissance
パティスリールコネサンス

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。

モンブラン
･･･････････････････････････････ 1個 500円
福島市

Sweety ShinriSweety Shinri
スイーティー シンリスイーティー シンリ

栗を使用したクリームと栗のブリュレ。
土台のガレットには、くるみが入っています。

和栗のモンブラン
･･･････････････････････････････ 1個 500円

二本松市 玉嶋屋玉嶋屋

ふっくらスポンジでバナナと
生クリームをくるりと包みました。

バナナオムレット

･････････････1個 300円

伊達市
Patisserie AllumettePatisserie Allumette

パティスリー アリュメットパティスリー アリュメット

和栗をたっぷりと使用した
タルト仕立てのモンブラン。

モンブラン
･･･････････････････････････････ 1個 500円

国見町
Patisserie La 4 区Patisserie La 4 区

パティスリー ラ ヨンクパティスリー ラ ヨンク

ソースをかけると濃厚プリンに
変身します。

魔法のプリン･････････････････････ 1個 378円
福島市

プリン工房 はちまん
無調整低温殺菌牛乳と平飼いたまごに

国産生クリームを加えた、
濃厚な味わい。

プレミアムプリン

･････････1個 450円

桑折町 OhnoyaOhnoya
大野屋大野屋

スイーツ用に開発された
卵を使用して作りました。

半熟プリン

････1個 280円
NEW玉川村

玉川村観光物産協会玉川村観光物産協会
玉川村産さるなしの
ピューレを使った、
濃厚な味わい。

さるなしパウダーを生地に
練り込んだ、
サクサク食感。

さるなしプリン
･･････････････････････ 1個 340円
･･････････････ 3個入 1,100円

福島市

Sweety ShinriSweety Shinri
スイーティー シンリスイーティー シンリ

サクサクの生地に
とろーりカスタード。

シンリの
シュークリーム

････1個 290円

サックリのコルネ
生地にしっかり
カスタード。

シンリのコルネ

･････ 1個 290円

二本松市

Atelier de 
Gateaux
Atelier de 
Gateaux

アトリエ ド ガトーアトリエ ド ガトー

クロワッサンの中に
たっぷりのクリーム。

クロワッサンシュー
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個 280円

9月出店スケジュール

9/18日10：30～
9/23金・24土 15：30～
9/18日10：30～
9/23金・24土 15：30～
9/18日のみ
オリジナルラーメンも
提供します。

実演

テイクアウトできますテイクアウトできます

休館

ふ
く
し
ま
餃
子
の
会

円盤餃子 30個1枚 1,870円
元祖円盤餃子 満腹【福島市】

9/19月 10：00～9/19月 10：00～
福島の餃子は
ここからはじまりました。

実演

テイクアウトできますテイクアウトできます

ふ
く
し
ま
餃
子
の
会

※写真は
　イメージです。

●燻製工房木香（福島市）
●NPO法人0073（福島市）
●すずめの学校（二本松市）

●大石３ちゃん倶楽部（伊達市）
●RETOWA(三春町）
●スマイルファーム（川俣町）

●生産組合ペルサルーテ（小野町）
　※9/25(日)のみ
●大椙食品（棚倉町）※9/23(金)・24(土)のみ

●道の駅たまかわ（玉川村）
●までぃ工房美彩恋人（飯舘村）
●食堂 光明蕎麦耕房（棚倉町）

日本酒販売コーナー

「秋あがり」
「ひやおろし」
各種続々入荷中！

金山赤かぼちゃ
････････････････････････時価

金山町
金山赤かぼちゃ
生産組合

※写真はイメージです。

※出荷状況により数量が
　少ない場合があります。

会津坂下町 IIE Lab.
会津木綿かぐや包み
･････････････････  四合 2,420円

福島市
高沢農園
桃 ・さくら白桃
･････････････････  時価

福島市
佐藤果樹園
梨 ･････････････  時価

福島市
果樹園やまと
早生ふじ
･･････････ 1袋 500円

Fresh
Marché農産物新鮮市場

天候により入荷しない場合があります。

モンブラン始めました テッパン! プリン♥

秋
の

お
洒
落
に

大好き♥シュークリーム

シャインマスカット
パフェ
･･･････1個 850円

シャインマスカットを
贅沢に使ったパフェ。

��木日 ��金日�
月

1

食感と豊かな甘さが

特徴！

肉厚でホクホクとした

��月�日土より２

レジシステム入れ替えのため

9/23金~25日

9/23金~25日


