
②恵方巻 ･･･････････ 1本（18㎝） 750円
③恵方巻 ･･････････ハーフ（9㎝） 400円

④海鮮恵方巻 1本（18㎝）1,500円
⑤海鮮恵方巻 ･･ハーフ（9㎝） 800円

⑥大名恵方巻
････ 1本（9㎝） 1,900円

あかま福島市

⑦恵方巻
･････････････１本 700円
⑧恵方巻
･････････ ハーフ 350円

玉子、干瓢、味付き椎茸、イナリ、でんぶ、
キュウリ入り。

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。

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。

かんぴょう、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。

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。

海鮮と天ぷら 魚の伊達市

会津迎賓館
会津若松市

①極寿巻（海鮮）
 １本 3,000円

数の子、ズワイガニなど豪華な
具材を使った高級太巻き。
数の子、ズワイガニなど豪華な
具材を使った高級太巻き。

※店頭販売は2/3㊎のみ。※店頭販売は2/3㊎のみ。

予約も
承ります

店頭販売 2/3㊎・4㊏
����������������

きわみことぶきまき

恵方巻

予約は1/28㊏まで

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

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。

たけや郡山市

味おこわおにぎりセット
･･････････････････････････････････ 3個入 410円

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

たけやベスト１位～３位の
人気おにぎりの
セットです。

レストラン ボヌール福島市

ビーフストロガノフ

･･････････ 1折 760円
レストラン
Bonheur（ボヌール）
冬のイチオシ。

ローストビーフ丼

･･･････ 1折 880円
ハッシュドビーフ

･･･････ 1折 750円

Sweety Shinri
スイーティー シンリ福島市

⑪恵方巻ロール

1本（13×9㎝）
 1,500円

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。

Happy Berry
ハッピーベリー

矢吹町

ハッピーベリーの恵方巻 
⑫ ･･･････････････････････2本パック入 928円
⑬ ･･･････････････････････4本桶入 1,782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。

令和4年度 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。ふくしま満天堂プレミアム受賞商品

うふれっと カスタード
･･･････････････････････ 1個 350円

福島県産
牛乳と卵の黄金比率
から生まれたパンケーキ
サンド。

お菓子のさかい
クリームチーズのトリュフ
みそ漬 ････････････ 35ｇ 648円

人気の
クリームチーズみそ漬け
シリーズ。県産ワインに
合うおつまみ。

菅野漬物食品
骨まで食べられる鯛めしの素
･･ 2合用、鯛1尾付 1,080円

炊き込んで、
本格的な鯛飯を
お楽しみいただけます。
2合用です。

大水
是山 ･･････ 10個入 1,300円
･････････････ 17個入 2,200円

柿ペーストを
柿餡で包んだ一口
菓子で、柿そのものの
美味しさを再現しました。

※不定期入荷長門屋本店
スタミナなめ茸
････････････････････ 370ｇ 830円

スライスした
ニンニクをたっぷり入れた、
スタミナ満点の辛味に
仕上げています。

西野屋食品

タコシウマイ
･･･････ 冷凍、8個入 1,242円

タコの旨味と
食感が、
柔らかめの
餡とともに
口いっぱいに広がります。浜福

湯庵プリン 常磐富岡
パッション ････････ 1個 540円

甘酸っぱい味わいと
芳醇な香りが特徴の、
富岡町産パッション
フルーツを使用。

森山
あおさ香る力（ちから）めん
･････････ 2人前、つゆ付 650円

福島大学
食農学類との
共同研究で
生まれた商品です。

やない製麺
会津みしらず柿ひとくち
干し柿

添加物・砂糖
不使用で自然の
柿本来の甘さが
楽しめます。

山内果樹園
とまと味噌
････････････････････ 130ｇ 650円

トマトの旨味
たっぷりの
美味しさです。

ワンダーファーム

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

チヒロフレーズ
･･･････････････1個 561円

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。

福島市
ケーキ家 Piggy

ピギー

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 530円

二本松市

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

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。
タルトフレーズ
･･････1個 550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。

フレーズ・ショコラ 1個 500円

伊達市
Patisserie Allumette

パティスリーアリュメット

伊達市霊山町・斎藤農園の
「ゆうやけベリー」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。

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。

ゆうやけベリーの
ショートケーキ･1個 600円

フレジェ
･･･････ 1個 570円

※いちごのサイズにより飾りを
　変更する場合があります。

※いちごのサイズにより飾りを変更する場合があります。

松川 松月堂菓子店福島市松川町
SHOGETSUDO MATSUKAWA
ホワイトチョコといちごのガナッシュに、
相性の良いトンカ豆で香りづけしました。

マカロン・
ストロベリートンカ
･･･････････ 1個 140円

パティスリー ル・シェリア
福島市

Patisserie 
Le Cherien
アーモンドの生地に、
まろやかなピスタチオ
カスタードクリームと
県産とちおとめを
ふんだんにサンドしました。

フレジェピスターシュ･1個 486円福島市
Sweety Shinri

スイーティー シンリ

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。

いちごの
タルト
1個 530円

福島市
Cafe de Fleur

カフェ・ド・フルール

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。

二本松市 菓子処 まつもと
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 470円

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。

フレジエ･･･ 1個 640円

プリン工房 はちまん福島市
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

いちごの
ブールドネージュ
 4個入1袋 190円

二本松市

ケーキ工房 
Patisserie 
ＭoＭo

パティスリーモモ

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 500円

福島市 中野屋菓子舗

川俣町 スマイルファーム

柚子香るフレジェ
････ 1個 560円

福島市・NCファームの
「おいCベリー」を使用。

県産の柚子が香るクリームを
サンドしました。

Latta Lutta
マフィン専門店らったるった

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

1/13㊎のみクリームチーズバージョンになります。

郡山市

Patisserie
 Le Perroquet

パティスリー ル・ぺロケ

さっぱりとしたレアチーズに
南相馬市・伊賀いちご園の
こだわりいちごをのせ、
ジュレを流し込みました。

いちごのレアチーズ
･･････････････ 1個 600円

レーヴ鮫川店
鮫川村

福島市
PATISSERIE SEISENDO

菓匠清泉堂

県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 400円

福島市（飯坂温泉）

いちご大福

･･･ 1個 248円

大粒とちおとめを、
こしあんと道明寺で
包みました。

一味庵福島市（飯坂温泉）

福いちご
････1個 250円

たっぷりのクリームと、店内で焼いた
約20cmの特大クロワッサンを
組み合わせました。
ゆうやけベリーの
クロワッサン
アラクレーム
 1個 600円

「ゆうやけベリー」を丸々一粒使用した
贅沢ないちご大福です。

ゆうやけベリーの
いちご大福

････ 1個 300円
とちおとめの
いちご大福

････ 1個 300円

今年の恵方は

TRATTORIA LA EGAO
トラットリア ラ エガオ福島市

Petit Riziere
プティリジエール

二本松市

パスタボックス

 1折 1,300円
黒毛和牛のラグーソース
ガルガネッリ･･････････ 1折 1,300円

10：00頃到着予定
ミンチにした海老・イカ・真鯛とオリーブの
アーリオオーリオ ペペロンチーノ。
福島県産のきぬあずまを使ったタリアテッレ。

相馬のお刺身
盛り合わせ
 小 1,680円

麓山高原豚ハンバーグ弁当
・デミグラスソース
・ローストガーリックソース
・トマトソース　・欧風カレーソース
･････････････････････････････････ 1折 1,250円

※水揚げ状況により内容が変更になります。

寒平目、真鯛、水タコなど相馬で水揚げされた
貴重な魚介の
刺身です。

11：00頃到着予定

付け合わせ惣菜は日替わりで旬のものを添えます。

たこ八（カネヨ水産）たこ八（カネヨ水産）相馬市

願いをこめて

おいしく食べよう!南南東

美味しさの
賞味期限
7時間！

⑨海鮮恵方巻
････････１本 1,350円
⑩海鮮恵方巻
･････････ ハーフ 700円

　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。　　

スイーツ
恵方巻

予約販売
のみ

予約販売
のみ

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

テイクアウト

 いちごのスイーツ
いちごを使った

人気のスイーツが大集合！

１/13㊎～15㊐ 各日20個
限定


