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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 10月14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

物産館
からの
お知らせ

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

・お買い上げ１００円(税抜)毎に１ポイント付与（１００円未満は切り捨て）
・５００ポイントで５００円の金券レシート発行（発行日から1年間有効）

旧カードのポイントは引き継ぐことが可能です。新カードへの早めの切替えをお願いいたします。

ポイントカードが新しくなりました！●レジ袋や保冷剤が有料と
　なります。

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。

●駐車場サービス券の発行金額が
　変更となります。
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10/19㊌は棚卸しのため18：00閉館

のむもも各種
････････････････ 各1本 356円

大人なカフェゼリーソフト
・ミルク味  ・コーヒー味
 各500円

10/14金10/14金

辛旨ラーメン 
 860円
味噌ラーメン 
 830円
地鶏醤油そば
 800円
ニンニクは別皿で提供いたします。

麺屋 つどい
【郡山市】

数種類のブレンド味噌スープと、
自家製麻婆あん、ニンニクの
旨味が、中太麺に
絡み合います。

10/16日～23日10/16日～23日
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。

10/24月～26水10/24月～26水

海老香味油仕立ての
藻塩ラーメン 
 780円
味玉藻塩ラーメン 
 880円

麺飯酒家 
サイトウキッチン
【福島市】

まろやかな塩味の藻塩と
自家製海老香味油を合わせた
絶品塩ラーメン。

10/27木10/27木

坦々麺
 900円

ピリ辛の辣油に
スープの甘みを
堪能できる一杯。　

鈴木飯店
【会津若松市】

ふくしまラウンジ
営業時間 10：30～19：00（ラストオーダー18：30）

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

10/16㊐～21㊎ 佐久商店（いかにんじん）
10/17㊊・18㊋・26㊌・27㊍ 
ひふみ堂（オリジナルケーキ）
10/20㊍・21㊎ 国際米流通センター（米、納豆）
10/21㊎・22㊏ みけつかみ（ロハ酒）
10/22㊏ 大楽（こだわり豆腐、ゆば、豆乳スイーツ）
10/22㊏ 県南酒販（地酒）
10/22㊏～25㊋ 木香（燻製商品）
10/23㊐ わたなべパン店（ちくわパン）
10/26㊌・27㊍ 福島県養蜂協会（はちみつ）

伊達市保原町の
美味しいものづくし！

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】

10/14金15：30～・15土10：30～10/14金15：30～・15土10：30～
10/15㊏のみオリジナル
「札幌みそラーメン」を
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

ふ
く
し
ま
餃
子
の
会

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

【南会津町】会津酒造
①純米吟醸 秋あがり 會津
･･････････････････････ 720㎖ 1,650円・1.8ℓ 3,300円
南会津産米と山系地下水を使用し生詰めでひと夏貯蔵した、
秋あがり純米吟醸。

【南会津町】開当男山酒造
②山王丸（さんのうまる）秋ひやおろし 純米酒
･･･････････････････････････････････････････････720㎖ 1,540円
「山王丸」秋バージョン。秋まで熟成させた1回火入れ生詰の純米酒。

【会津美里町】白井酒造店
③純米大吟醸 伊佐須美の杜 720㎖ 3,143円
綺麗な甘み、ふくよかさ、白井酒造店渾身の作品。

【二本松市】奥の松酒造
④奥の松 特撰 純米大吟醸･720㎖ 2,700円
心地よい華やかな香りと旨味ある深い味わいが絶妙に調和した逸品。

【福島市】吾妻山麓醸造所
⑥ふくしまシードル2021
･･････375㎖ 1,380円・750㎖ 2,200円
福島市産りんごを贅沢に使用。
スウィーティーのような香りでフルーティー。

【会津若松市】末廣酒造
⑤末廣 純米吟醸原酒 ひやおろし
･････････････････････････････････720㎖ 1,430円
厳冬に仕込み、半年間の熟成を経て、
まろやかさと爽やかさが融合。

【喜多方市】大和川酒造店
⑦ぶどうリキュール 
　YAUEMON RUBY
･････････････････････････････････500㎖ 2,200円
二本松産ヤマソーヴィニヨンと甘口の純米酒を
ブレンド。スッキリとした甘さ。

会津中央乳業「べこの乳」
ソフトクリームと、
椏久里珈琲
「ブレンドコーヒー」
を使用した
コーヒーゼリーとの
相性が絶妙。

10/14㊎
15㊏太っ腹！保原市太っ腹！保原市

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
････････････････････ 150ｇ 10,800円
・巨峰
････････････････････････150ｇ 4,200円

自家農園で栽培した
ブドウを枝付きのまま
セミドライに
仕上げました。
添加物不使用。

TayoRi café α
タヨリカフェアルファ

シフォンケーキ ホール
・プレーン
・Wチョコ
・チョコバナナ
････････････ 各1個（17㎝） 850円

添加物不使用！思い出に残る
1シーンにピッタリなお菓子達です。 保原振興公社

豆っこ･･････････ 15個入 600円

青ばた大豆と
ジャガイモで
作った団子。
さまざまな料理に
アレンジできます。

Trattoria La Wasabi
トラットリア・ラ・ワサビ

パスタセット
････････････････････ 1折 1,350円

おつまみセット
････････････････････ 1折 1,850円

地元の豊かな食材を使用した本格イタリアンをお楽しみください。

海鮮と天ぷら 魚の

会津産金山赤かぼちゃと
海老天重
･････････････････････････ 1折 980円

海鮮ミルフィーユ
････････････････1折 1,280円

綿実油で揚げたてサクサクの天ぷらと、
新鮮な海鮮食材を使った料理が楽しめます。

割烹 古ばやし

うな得弁当
････････････････････ 1折 1,500円

丁寧に焼き上げた国産うなぎを、福島
のブランド米、会津産コシヒカリと共に。

菓子舗いづみや

クッキーシュー・
ずんだシューセット
･････････････････････････ 2個 360円

程良い甘さのクリームが
たっぷり入っています。

玉鈴醤油

かけじょうゆ
･･500㎖ 486円

江戸時代から丹念に
心を込めて醤油づくりを
続けています。

須田屋

和風ワッフル
･････････････････････････ 1個 130円

創業時からの代表銘菓。
素材にこだわり、
一つひとつ心を込めて手作り。

加茂農産いわき市

なめこの佃煮
･･･････90g 410円

じっくり煮詰めて甘じょっぱい
味付けに仕上げました。

tomo farm 川俣町

きくらげラー油
･････100g 594円
きくらげ高菜ラー油
･････100g 648円
生きくらげ･･････1パック 200円

福島県産きくらげ使用。
コリコリとした食感が
絶妙でご飯が進みます。

山のごちそう本舗
矢祭町

旨しいたけ
････････120g 540円

どんぐりの木から採れた
原木しいたけの
豊かな風味と食感。

せいざん福島市

フクシマ エール ブレンド
・ライト ・ミディアム ・ストロング
･･････････････････ 各10g（1杯分） 172円

ライト・ミディアム・ストロングの3つの
テイストが楽しめるカップオンの
ハンドドリップコーヒー。

ドリップコーヒーゼリーの素
･･････････････････ 1個 200円
･･････････ 6個入 1,080円

ドリップして冷蔵庫で3時間冷やすと
コーヒーゼリーができあがります。

椏久里珈琲
福島市

アグリブレンド
10g（1杯分） 160円
10g5袋入
 （5杯分） 750円

本格コーヒーをお手軽に。
「ふくしまラウンジ」で
販売中。

カネコ・フーズ
会津若松市

きくらげの佃煮
･････220g 540円

おにぎりの具、お茶漬け、
お酒のおつまみに。

小田原屋郡山市

食べる
オリーブオイル 
きのこまみれ
･･･････････････ 110g 648円

きのこの風味豊かな
食べる調味料です。
パスタやピラフに最適。

河京喜多方市

なめこ缶詰合せ
･････････････40g×6缶入 1,944円

国産特撰つぼみ
なめこ使用。
つぶ揃いの
おいしさです。

菱沼農園菱沼農園
福島市

桃果汁100％のこだわりジュース。
珍しい桃の品種を搾りました。

天候により入荷しない場合があります。
農産物新鮮市場

Fresh Marché

※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。

伊達市 酒井ぶどう園
ぶどう ・ピオーネ ・シャインマスカット
・瀬戸ジャイアンツ･･････････････････  時価
福島市 ししどりんご園

高沢果樹園
りんご、梨各種 ･･････････････････････  時価

斎藤金五郎商店
会津坂下町

会津名産むきくるみ
･････････････････････････････100ｇ 648円

香ばしく
歯ごたえ抜群。

JAパールライン福島福島市

新米 福、笑い
･････････････ 300ｇ 540円
･･･････････2ｋｇ 1,728円

米のうちやま天栄村

新米 天栄米（特別栽培コシヒカリ）
　　　 ････････････ 2kg 1,500円
　　　 ･･･････････････ 5ｋｇ 3,400円

米どころ、ふくしまの想いをのせて。
14年もの月日をかけてたどりついた
「かおり、あまみ、ふくよかさ」。

育て上げる土壌にも細心の注意を
払い、米一粒一粒までこだわる

最高のツヤ、食感、甘み。

10/14㊎から販売
軽くて丈夫な
馬革のバッグです。

カサブランカ
縦28㎝×横35㎝×幅11㎝
･･･････41,800円

ドーナツ各種
････各1個 210円から

白春工芸
会津坂下町

わこうぼう

〇粉房郡山市

喜多方ラーメン 830円
喜多方チャーシューメン 990円

型抜きを使わず手作り。

NEW

NEW

NEW



珍満賓館福島市

ランチプレート
 チンジャオロース
 牛肉と野菜の
 オイスターソース炒め
 マーボー豆腐
･･････････････････････････････････････1折 980円

あんかけ海老焼きそば

･･ 1折 920円

甘辛く煮付けた山菜あんと7種の
きのこあんが味の決め手。

11：00頃到着予定

鳥安福島市

10：00頃到着予定

うわさのカツ亭福島市

11：00頃到着予定

TRATTORIA LA EGAO
トラットリア ラ エガオ

福島市

黒毛和牛とエゴマ豚ひき肉の
ラグーソース
ガルガネッリ
･･････････････････････････････････1折 1,300円

10：00頃到着予定
イタリアエミニアロマーニャ州の
伝統的なショートパスタ
「ガルガネッリ」をラグーソースで。

ヒレカツサンド
･･･････････････････････････････････ 3切入 615円

伊達鶏の鶏焼き丼
･････････････････････････････････ 1折 1,180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。

染み込んだタレが
堪らない！

ラムレーズンにゃんこ
････････････････････････ 1個 346円

紅茶の生チョコにゃんこ
････････････････････････ 1個 346円

フランス産高級チョコレートと、
アールグレイを使用。
フランス産高級チョコレートと、
アールグレイを使用。

あわともち米でできた、
まんじゅうです。
あわともち米でできた、
まんじゅうです。

柳津の
あわまんじゅう

･･･ 10個入 1,200円

柳津の
あわまんじゅう

･･･ 10個入 1,200円

北海道産バターたっぷりのクリームと
自家製ラムレーズンを使用しました。
北海道産バターたっぷりのクリームと
自家製ラムレーズンを使用しました。

「いなわしろ天のつぶ」の米粉を
小麦粉に加え焼き上げました。
「いなわしろ天のつぶ」の米粉を
小麦粉に加え焼き上げました。

懐かしの
ブランデーケーキ

･････････････････ 1本 1,458円

懐かしの
ブランデーケーキ

･････････････････ 1本 1,458円
チョコ ････････ 1本 1,620円チョコ ････････ 1本 1,620円

ごはんのおとも

太郎いも
 5個入 1,000円

自然なさつまいもの甘味と
ナッツの食感が
美味しいタルト。

さつまいもとナッツのタルト
･･････････････････････････････ 1個 486円

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

コクのある焼き芋
シルクスイートを、
デニッシュに豪快に
のせました。

焼き芋スイート
ポテトデニッシュ
･･････････････････････1個 410円

福島市
CAFE&BAKERY KERIKERI

カフェアンドベーカリー ケリケリ

表面をキャラメル状に焼いたさつまいものパイ。
上に振ったゴマの香りが
アクセントです。

パタドゥース

･･･････ 1個 420円

郡山市
Patisserie Le Perroquet

パティスリー ル・ぺロケ

さつまいもプリンの上に
かぼちゃのムースを加えて
秋味に仕上げました。

さつまいもプリン

･･･････ 1個 480円

福島市
プリン工房 はちまん

しっとり焼き芋が
たっぷり贅沢にのった、
バニラ香るサクサクの
タルト。

蜜焼き芋タルト
････････････････････････ 1個 650円

伊達市
Patisserie Mains de Chaton

パティスリーマンドゥシャトン

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。

さつま芋プリン
･･････････････････････････････ 1個 300円

福島市 ケーキ家 Piggy
ピギー

バタークリームとさつまいもを合わせた、
スイートポテトのような味わい。

さつまいものマカロン
･･････････････････････1個 140円

福島市松川町
SHOGETSUDO MATSUKAWA

松川 松月堂菓子店

いも感がある餡を
特別仕立て。

いも大福

･････ 1個 200円

福島市（飯坂温泉） 中村屋菓子舗

黒ごまのクリームに、
さつまいもの風味を生かした
クリームを絞りました。

さつまいものモンブラン
･･････････････････････1個 430円

福島市

PATISSERIE 
SEISENDO
菓匠清泉堂

メープル風味の芋クリームの下には、ゴロっとした
さつまいもとサクサクのチョコレートが入ったクリーム、
ふわふわスポンジ。

おいもと
メープル
･････････････････････ 1個 500円

福島市 Sweety Shinri
スイーティー　  シンリ

レンジで温めると
美味しさアップ！

焼き芋クリームチーズ

　　　　　 ･･･････1個 380円

福島市（飯坂温泉）

Latta Lutta
マフィン専門店らったるった

チョコのスフレ生地に
キャラメルムース
(角切りサツマイモ入)、
上にはスイートポテトを
絞りました。

キャラメルスイートポテト
･･････････････････････1個 528円

ケーキ工房 Patisserie ＭoＭo
パティスリーモモ

産地直送の鳴門金時をじっくり蒸しあげた、
さつまいもの小さなおまんじゅうです。

会津坂下町 太郎庵

シルクスイートといちじくの秋の味覚が詰まった
パウンドケーキです。

おいものケーク

 1本 1,480円

 カット 185円
シルクスイートを
練りこんだ
クッキーです。

さつまいもクッキー
　 ･･････････････････1枚 172円

福島市 Cafe de Fleur
カフェ・ド・フルール

リンゴのプレザーブをさつまいもクリームの
上にのせました。

さつまいも
紅はるかのパンケーキ
･･････････････････････････････ 1個 450円

二本松市 菓子処 まつもと

紫芋と
白ゴマのタルト
･･････････････････････････････ 1個 572円

ほんのり塩気が効いた
紫芋のクリームに、
白ゴマのサクサクタルトを
合わせました。

あだたら山の
揚げ饅頭
･････････････････････ 5個入 550円
･･････････････ 10個入 1,100円

ふたば茶亭いわき市日乃出屋猪苗代町Patisserie ESSOR
パティスリー エソール

二本松市小池菓子舗柳津町

果汁を煮詰めた
シロップを
絡めました。

果汁を煮詰めた
シロップを
絡めました。

ポップコーン各種

･･････ 各1個 715円
ポップコーン各種

･･････ 各1個 715円

レモン2種類と
ピールを使った、
奥行きのある味わい。

レモン2種類と
ピールを使った、
奥行きのある味わい。

レモンケーキ
･･････････････････････ 1個 250円
レモンケーキ
･･････････････････････ 1個 250円

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。
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。

花月堂花屋二本松市Atelier de Gateaux
アトリエドガトー

二本松市菱沼農園福島市

紅茶やコーヒーの風味が広がります。紅茶やコーヒーの風味が広がります。

紅茶かりんとう、
コーヒーかりんとう

･････････各1袋 432円

紅茶かりんとう、
コーヒーかりんとう

･････････各1袋 432円

ぬか茂菓子店本宮市

外はカリカリ、
中はしっとりが
クセになります。

カヌレ・ド・ボルドー

････････････１個 280円

牛乳屋食堂会津若松市

牛乳屋の
ソースカツ丼
･･･････････････････････････････1折 1,260円

海老のり天丼
････････････････････････････････････1折 930円

2015年～2018年
４年連続全国
丼グランプリ
カツ丼の部金賞受賞。

西野屋食品いわき市

具だくさんいか人参
･･････････････････････････180ｇ 594円

スルメイカの旨味が
人参に染み込んでいます。

大畑屋三春町

三角揚げ
･････････････････････････････････････ 5枚入 450円

豆腐職人が昔ながらの技で
丁寧に手作りしています。

※写真は調理例です。

八島食品伊達市

国産パリパリザーサイ
･･････････････････････････100ｇ 432円

ご飯やラーメンのお供に。

小島門吉商店いわき市

サイコロステーキ
240g（こんにゃく100g×2、
ソース20g×2）
･･･････････････････  324円

みそ田楽
270g（こんにゃく110g×2、
みそだれ25g×2）  324円

明治36年創業以来、原料や品質にこだわり、
昔ながらの製法で作っています。

濃厚なさつま芋クリームと
バニラ香る洋梨を贅沢に
組み合わせたケーキです。

さつま芋と洋梨の
サントノーレ

･････････････ 1個 486円

福島市 中野屋菓子舗

會ベーグル会津若松市

ベーグル各種

22種、1個 200円から

国産小麦100％使用。
もちもち食感
かつ香り豊か。

パンパンパンこだわり素材の

大友パン店郡山市

厚切りのパンにクリームを
塗った甘いパン、
「クリームボックス」！

クリームボックス プレーン
･････････････････････････････････････ 150円

クリームボックス
酪王カフェオレ味
･････････････････････････････････････ 160円

割烹 田季野割烹 田季野会津若松市

秋鮭親子わっぱ

･･1折 1,944円

新物イクラと
鮭のわっぱ。

10：00頃到着予定

10：00頃到着予定
こだわりの高級油
「綿実油」で揚げた、
海老４本と海苔、
野菜の天ぷらが
入った天丼です。

牛肉、のり、おかかの相乗効果。
ごはんのミルフィーユ。
ボリューミーな納得の一折。
海苔のり牛めし
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１折 1,300円

福豆屋
郡山市

あかま福島市

牡蠣フライ弁当

 1折 900円
五目栗おこわ弁当
･･････････････････････････････････････1折 850円

生食用大粒牡蠣のジューシーさを味わえます。

たこ八（カネヨ水産）相馬市

ヒラメとホッキの
ソースカツ丼

････１折 1,100円

相馬産ヒラメとホッキの
あっさり海鮮

ソースカツ丼です。

たけや郡山市

おにぎりセット（鮭、たらこ、味ごはん）
････････････････････････････････････3個入 380円
味おこわおにぎりセット
････････････････････････････････････3個入 410円

たけやベスト１位～３位の
人気おにぎりの
セットです。

加茂農産いわき市

なめこ麻婆
･･････････････････････････160ｇ 410円

なめこの自然な
とろみがついています。

結城食品二本松市

舞茸ご飯の素、
五目ご飯の素
･･･････････ 各3合用 330円

味ごはんの素、
ひじきご飯の素
･･･････････ 各2合用 280円

ふるさとの味にこだわり。

酒井ぶどう園
伊達市

ほんしめじ炊き込み
ご飯の素･･･････････２合用 648円
ひらたけ炊き込み
ご飯の素･･･････････２合用 432円

とっても簡単。
研いだお米に
まぜて炊くだけ。

海鮮と天ぷら 魚の伊達市

二本松市

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。

シャインマスカットヨーグルト
･･･200g 474円
その他18種類

ヨーグルト専門店 モーニングヨーグルト専門店 モーニング
郡山市

こ
ち

らもオス

ス
メ

※写真はイメージです。

大作玉子屋大作玉子屋大作玉子屋大作玉子屋
福島市

ラジウム玉子
････････････････････････････10個入 690円

14：00頃
到着予定

プルプルの白身に
ねっとりの黄身。

NEW

NEW

※写真はイメージです。

ノドグロや甘エビ、イクラ、ウニ、カニ等の
海鮮ちらしに、すだちを合わせた、
今の季節にオススメの一品。

季節の海鮮ちらし

･･･1折 1,360円

会津輪っぱめし・・・・・・・・・・1折 1,080円

新物さけはらこ飯
･････････････････････････････････1折 1,700円

サーモンはもちろん、
サーモンのだしを活かした
ご飯も美味。

秋をイメージした
おかずづくし
です。

ふくしま路
おとなの秋ごはん
･･････････････････････････････････１折 1,100円

桑折町 レガーレ桑折ピザスタ
11：00頃到着予定
地元の食材に
こだわり。

桑折の野菜とラザニア
････････････････････････････････ 1折 1,454円

マルゲリータ
･･････････････････････････ 1枚 1,400円

アル・ケッチァーノの
奥田シェフが監修。

太郎庵のさつまいもスイーツ

テイクアウト

さつまいも
スイーツ
10/14㊎～16㊐

大玉村・八起農園のさつまいも「シルクスイート」と
「紅はるか」を使用した、物産館オリジナル

スイーツです。


