
いちごの
ショートケーキ
･･････5号 4,104円
 3,800円（税抜）

ノエルティラミス
･･ 5号 4,860円
 4,500円（税抜）

エソールこだわりの
生クリームを使用した

いちごのショートケーキです。

二本松市 I Patisserie Essor
パティスリーエソール

ピスターシュベリー
･････ 17㎝ 4,104円
 3,800円（税抜）

ピスタチオムース、
３種類のベリーソース、
フランボワーズクリーム、

ピスタチオ風味の
クランチの層で作った

ケーキです。

二本松市 I Patisserie Essor
パティスリーエソール

12/24㊏ 25日

木こりのチーズケーキ

A-01
素材にこだわった
口当たりなめらかな
ティラミスです。

二本松市 I Patisserie Essor
パティスリーエソールA-02 A-03

A-12

ブッシュドノエル・ショコラ
 17㎝（3～5人用） 4,428円
 4,100円（税抜）

小麦粉不使用のショコラ生地に、
なめらかなショコラクリームと
生クリームをたっぷりと。

ロールの中には
生チョコとキャラメルソース。

ざくざくナッツの食感がアクセント。

国見町 I Patisserie La 4区
パティスリー・ラ・ヨンクA-04

ショコラオランジュ
･･････5号 4,968円
 4,600円（税抜）

果肉入りオレンジジュレと
ヴァローナのチョコレートを

使用した、
なめらかで濃厚な
大人のショコラ。

12/24㊏ 25日 12/24㊏ 25日

12/23㊎ 24㊏ 12/23㊎ 24㊏

熊本県阿蘇産の和栗を使った
モンブランクリームをたっぷりと。

ふわふわスポンジに
生クリーム、渋皮付き栗を
サンドした贅沢な一品。

国見町 I Patisserie La 4区
パティスリー・ラ・ヨンク A-05

ガナッシュをふんだんに
サンドした、
チョコ好きにはたまらない
チョコレートケーキです。

福島市 I ケーキ家 Piggy
ピギーA-07

Xmas 
デコレーション
･･ 5号 4,500円
 4,167円（税抜）

Xmas 
生ショコラ
･･ 4号 4,000円
 3,704円（税抜）

こだわりの純生クリームと
いちごをたっぷり
サンドしたケーキです。

福島市 I ケーキ家 Piggy
ピギー

Xmas 
ベリームース
･･ 4号 3,800円
 3,519円（税抜）

いちごとバニラのムースを
フランボワーズで
コーティングした
ラグジュアリーな
ケーキです。

福島市 I ケーキ家 Piggy
ピギーA-08

いちごの
ショートケーキ
･･･5号 4,800円
 4,445円（税抜）

伊達市霊山町・松葉園の
美味しいいちごを

たっぷり使いました。

伊達市 I Patisserie Allumette
パティスリーアリュメットA-10

モンブラン
直径16cm（６～７人用）
 ･････････････5,500円
 5,093円（税抜）

人気の和栗のモンブランを
クリスマスケーキに
仕立てました。

伊達市 I Patisserie Allumette
パティスリーアリュメットA-11

生クリーム
デコレーション
･･･ 5号 3,600円
 3,334円（税抜）

あっさり生クリームと、
自慢のふわふわスポンジ。
甘酸っぱいいちごがのった

大人気のケーキです。

福島市 I SHOGETSUDO MATSUKAWA
松川松月堂菓子店A-14

二本松市 I チーズケーキ工房 カフェ風花
人気のベイクドチーズケーキに
ハニーレアチーズケーキを重ねた、
クリスマスだけの贅沢なダブルチーズケーキ。 
クレープ生地をリボンで結んで
木こりのプレゼント風に仕上げました。

A-15

ショコラフランボワーズ
16×8㎝（4～5人用）
･･･････････････････  4,380円
 4,056円（税抜）

ラズベリーと
チョコレートムースの
クリスマスケーキです。

アールグレイのガナッシュ入り。

郡山市 I Pâtisserie
 Le Perroquet
パティスリー ル・ぺロケ

A-13

生クリーム
･･･････5号 4,320円
 4,000円（税抜）

シャルロット・
フレーズ
･･約17㎝ 3,500円
 3,241円（税抜）

しっとり口どけの良い
スポンジで
いちごをサンドしました。
甘さ控えめの
生クリームがたっぷりです。

ピスタチオのムースと、
いちごのジュレ、バニラの
ムースを、いちごのチョコで
コーティングしました。

福島市 I PATISSERIE
 SEISENDO

菓匠清泉堂

福島市 I PATISSERIE
 SEISENDO

菓匠清泉堂
A-17

和栗のブッシュドノエル
 17㎝（4～6人用） 4,968円
 4,600円（税抜）

国見町 I Patisserie La 4区
パティスリー・ラ・ヨンク A-06

ショコラベリー
ピスタチオ
････ 4号 3,600円
 3,334円（税抜）

ミルクチョコのスフレタイプ生地に、
シシリー産ピスタチオペーストを

使ったムース、ラズベリー
ジュレをサンドした、
MoMoクリスマス限定
スペシャルケーキです。

二本松市 I ケーキ工房 Patisserie MoＭo
パティスリーモモ

A-09

A-16

A-23

濃厚な二層のチーズケーキの中に、
甘酸っぱく爽やかないちごの

ムースをはさみました。

福島市 I プリン工房 はちまん

真夜中の
クリスマス
（ショコラドゥーブル
　フロマージュ）
････4号 2,700円
 2,500円（税抜）

ラ・フレーズ
(ドゥーブル
フロマージュ)
 4号 2,700円
 2,500円（税抜）

マスカルポーネムースとベイクドショコラの
チーズケーキです。

いちごムースをはさみ、甘酸っぱい
アクセントを加えました。

やわらかスポンジの間に生クリームと栗をサンドし
サバトンのマロンクリームをたっぷりかけた

風味の良いブリティッシュ
モンブランです。

福島市 I プリン工房 はちまん

Xmas
ガトーショコラ
････ 5号 3,900円
 3,612円（税抜）

しっとり食感の、
濃厚ガトーショコラです。

福島市 I Sweety Shinri
スイーティーシンリ

ピスターシュ
キャラメルベリー
･･･5号 4,860円
 4,500円（税抜）

ピスタチオのまろやかで
優しい甘さとベリーの
爽やかさキャラメル、
ナッツの濃厚さを、
絶妙なバランスに
仕上げました。

福島市 I Patisserie Le Cherien
パティスリー ル・シェリア A-24

A-21

ブリティッシュ
モンブラン
 7号 4,800円
 4,445円（税抜）

福島市 I ニュー 木村屋

いちご
スペシャルケーキ
･･5号 4,500円
 4,167円（税抜）

ふんわりとしたスポンジ生地に
こくのある北海道産

生クリームと
いちごをサンドし、
いちごを贅沢に
飾り付けました。

福島市 I ニュー 木村屋

A-19

A-22

A-20

シャンティフレーズ
･･････5号 4,536円
 4,200円（税抜）

しっとりふんわりとした
自家製の生地に、

北海道産生クリームと
国産いちごを
サンドしました。

福島市 I Patisserie Le Cherien
パティスリー ル・シェリア

A-25

クリスマス
寿司ケーキ
5号（4人前）
････････3,600円
 3,334円（税抜）

サーモン、タイ、ホタテ、イクラ、
甘海老などの海鮮が
のった寿司ケーキです。

特別な日に
おすすめの逸品。

伊達市 I 海鮮と天ぷら 魚の

マカロンタワー
直径約18㎝、高さ約18㎝
････････････  6,200円
 5,741円（税抜）

様 な々マカロンをちりばめた
マカロンタワー。

土台はいちごサンドの
生クリームケーキです。

福島市 I SHOGETSUDO MATSUKAWA
松川松月堂菓子店

A-18

10台
限定

10台
限定

20台
限定

20台
限定

15台
限定

15台
限定

15台
限定

20台
限定

20台
限定

15台
限定

15台
限定

15台
限定

10台
限定

10台
限定

15台
限定

15台
限定

20台
限定

20台
限定

20台
限定

20台
限定

10台
限定

20台
限定

20台
限定

20台
限定

20台
限定

12/23㊎～25日 9：30～出店 12/24㊏ 25日10：00～

※売り切れ次第終了
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9：30～18：00
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ザ・セレクトン福島●
ホテル福島
グリーンパレス アパホテル

東横イン

西華

コラッセ
ふくしま

福
島
駅

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。
■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

We wish you a merry Christmas.We wish you a merry Christmas. 完全予約制完全予約制
ご予約は電話でのみ受け付けますご予約は電話でのみ受け付けます

特別な夜にとっておきのケーキを-。

※限定数に達し次第、受付終了となります。
※ケーキの飾りは変わることがあります。

12/11日ご予約締切日

12/23㊎・24土・25日受取り可能日

① ご希望の商品番号
② ご希望商品の店名
③ 受取り日時
④ 名前
⑤ 電話番号（日中に連絡が可能な番号）

スムーズにご対応させていただくために、担当者へ下記をお伝えください。
※すべて必須項目となりますので予めご準備のうえ、お電話ください。

お電話いただく際のご注意

締切日を過ぎたキャンセルにつきましては、
　　　　　お受けできませんので予めご了承ください。


