
中国飯店 精華苑福島市 NEW

あんぽ柿のチーズサンド
････････････････････････1個 260円

100周年を迎えたあんぽ柿とクリーム
チーズを混ぜ合わせ会津
山塩を隠し味にした
赤ワインに合う
サブレサンドです。

福島県産りんごと
キャラメルを合わせ、
たっぷりとサンドしました。

SHOGETSUDO 
MATSUKAWA

松川松月堂菓子店福島市松川町

キャラメル
りんごのサンド 1個 280円

プレミアムあんぽ柿本陣
･･･････････････････････１個 250円

伊達のあんぽ柿と濃厚で味わい深い
マスカルポーネを栗きんとん餡と
餅で包みました。

ニュー木村屋福島市

あんぽバター
ケーキ
･･･････････････････ 1個 500円

あんぽ柿の食感が楽しめる
上品なケーキ。

ケーキ家 Piggy
福島市

会津みしらず柿の
シャーベット、
クリームチーズと
会津みしらず柿の
アイスクリーム
 各１個 400円

会津みしらず柿を
ふんだんに使用。

柿の風味に
満ちています。

12か月のジェラート
湯川村

エガオの手打ちパスタ
ファルファッレ ペペロンチーノ

･･･１折 1,300円

10：00頃到着予定
春の青菜と自家製でスモークした
サーモンを使ったペペロンチーノ。

TRATTORIA LA EGAO福島市

海苔のり牛めし

･････ 1折 1,300円

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。

福豆屋郡山市

海苔海老天重
･･･････････････････1折 930円

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。

海鮮と天ぷら 魚の伊達市

海鮮太巻
･････････････････1本 900円

マグロなど海の幸が
たっぷりの
太巻です。

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

10：30～11：00到着予定
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。

うわさのカツ亭
福島市

さわらのネギみそ焼弁当
･･･････････････････････････････････････ 1折 1,100円

春の魚「さわら」を
ひとあし早くご賞味ください。

あかま福島市

会津わっぱ

 1折 1,080円

10：00頃到着予定

鮭、山菜などの具材がたっぷり。

割烹 田季野会津若松市

精華苑特製肉饅頭
･･･････････････ 冷凍、１個 500円

精華苑の味を手軽にご家庭で。王道の肉饅頭と
甘辛く仕上げた豚バラ煮込みトンポーロー饅頭。

レガーレ桑折ピザスタ桑折町

NEW

NEW

エビとモッツァレラのピザ

 1枚 2,970円

エビとモッツァレラの
春らしい色合いが特徴です。

10：30～11：00頃到着予定

福島県産いちごのサラダ
･･･････････････････････1折 846円

県産いちごがのったサラダに
「シェフ特製絶品いちご
ドレッシング」がついた、
この時期だけの品。

精華苑特製トンポーロー
饅頭
･･････････････ 冷凍、１個 550円

海鮮ソースカツ丼
･････1折 1,250円

ほっき貝、ヒラメ、キス、ホタテを
フライにして甘めのスッキリソースを

たっぷりかけました。

たこ八（カネヨ水産）相馬市

青のりとアサリの
松川浦飯　
･････････ 1折 850円

松川浦の生青のり、アサリを
醤油味で炊き込みました。

エゴマ豚
ハンバーグ弁当
・デミグラスソース
・和風ガーリック
　ネギソース
・トマトバジルソース
･･･････････････････････････････････････ 1折 1,250円

9：30頃到着予定
レストランの味をそのまま
詰め込みました。

Petit Riziére
プティリジエール

二本松市

こ
ち

らもオス

ス
メ

トラットリア ラ エガオ

NEW

NEW
ロイヤル缶
･････････････････････････････１缶 1,380円

可愛い見た目の
焼き菓子が５個
入っています。

Café de FleurCafé de Fleur
カフェ ド フルールカフェ ド フルール福島市

NEW

ホワイトデープチギフト
････････････････････････････････１セット 600円

当店人気の焼菓子3種類のセットです。

焼菓子6種類と当店人気のフルーツティー
「ホワイトオーチャード」のセット。

・フィナンシェ ・マドレーヌシトロン ・ディアマン

・フィナンシェ
・パウンド（はちみつレモン）
・ディアマン ・シナモンショコラ
・マドレーヌバニラ ・ガレット・ブルトンヌ

patisserie Le Cherienpatisserie Le Cherien
パティスリー ル・シェリアパティスリー ル・シェリア福島市 おおきなプリン

･････････････････････････････････1個 1,400円

シンプルな材料で作った
なつかしい味わい。

ビスコッティー、ホワイト
チョコラスク、コーヒー

サブレの詰め合わせです。
いちごバターサンド
･･････････････････････････ バラ、1個 350円

いちごバタークリームをしっとりクッキーで
サンドしました。

Patisserie Allumette
パティスリーアリュメット伊達市

いちごバターサンド ２個 ＆
生チョコサンド ２個
･････････････････････････････1箱 1,400円

NEW

焼菓子アソート             １袋 900円
Piggy特製の焼菓子が色々
楽しめる詰め合わせギフトです。

ケーキ家 Piggy
ピギー福島市

NEW

NEW

NEW

ホワイトデー
プチギフト
･･･････････････････････････１セット 1,400円

NEW

会津おかき物語
・山塩 ・石炭 
・しんごろう
・オタネニンジン
･･･････････････････････････････････ 各80ｇ 648円

会津産の素材に
こだわったおかきです。

あやこ野
や

西会津町

Sweety ShinriSweety Shinri
スウィーティーシンリスウィーティーシンリ

福島市プリン工房 はちまん福島市

福島県ご当地コーヒー
・会津・猪苗代セット６個入
・中・浜通りセット６個入
････････････････････各12ｇ×６パック 1,134円

郡山の人気コーヒーショップ
オリジナルブレンドを初出品。

富久栄珈琲郡山市 NEW

ラムレーズンのパウンド
････････････････各1個 890円

ラム酒がきいた大人の味。
いちじくとカシスのパウンド

いちじく、カシス、プラムが入った
甘酸っぱい味わい。

NEW

NEW

NEW

ふくしま応援シェフ特別企画

パティスリールコネサンス
Patisserie Reconnaissance
二本松市

※箱のデザインや飾りが変わる場合があります。

NEW

NEW

ひな祭り
ケーキ

･･････････････････････････････ 5号 3,500円

しっとり口溶けの良いスポンジにいちごをサンド。
甘さ控えめの生クリームがたっぷり。

ひな祭り弁当

････1折 1,500円

ひな祭りらしい
華やかなお弁当。

伊達市 割烹 三島屋

ひな祭りわっぱ、
ひな祭りわっぱ 二段重

･･･････････各1折 1,512円

ひな祭りちらし、会津産たけのこご飯、
会津産くきたち、地鶏の卵焼き、
奥会津のぜんまい煮など、
会津づくし。

上段はひな祭り
ちらし、

下段はおひなさま
スイーツ。

会津若松市 割烹 田季野

福、笑い 甘酒
 

………720㎖ 1,500円

アグリカレッジ福島の学生が
育てた米「福、笑い」を使用。

本宮市 名郷糀屋

桃笑（ももさく）
･････････････････････ 1枚 184円
････････化粧箱、3枚入 734円
･･････ 化粧箱、６枚入 1,350円

桃のお菓子、新作第一弾。
福島の桃を使った、

やわらかい生サブレ。
小麦粉も福島産を使用。

郡山市 フルラージュ

NEW

NEW

NEW

ひな祭り
ケーキ

･･･ 5号 4,000円

スポンジは緑、白、ピンクの
三色です。

福島市
パティスリー ル・シェリア

Patisserie Le Cherien

NEW
NEW

ひな祭り
チヒロフレーズ

･･･ 5号 3,888円

国見町産のラズベリーと
いちご、生クリームを

たっぷり贅沢に使用。

濃厚ないちご味のチョコレートムースの
中にはベリージャム。

国見町
パティスリー・ラ・ヨンク

Patisserie La ４区

おひなさまプリン
･･････････････････････1個 500円

甘酸っぱいいちごの
ムース、牛乳プリン、

ほろ苦い抹茶プリンの
ハーモニー。春を感じる

三色プリンです。

福島市 プリン工房 はちまん
NEW

ひな祭り
ケーキ

･････････････････････5号 3,888円

たっぷりいちご、
たっぷり生クリーム、
ふわふわ生地の、
王道ショートケーキ。

二本松市
パティスリーエソール

Patisserie ESSOR

福島市
菓匠清泉堂

PATISSERIE SEISENDO

NEW

NEW

エガオの手打ちパスタ
ファルファッレ クリームソース

･･･１折 1,300円

福島の地粉きぬあずまを使った
手打ちパスタファルファッレに、

自家製スモークサーモンと
春の菜のクリームソース。

NEW

イタリアンオードブル

 ３～４人前 7,581円

野菜や、シェフ手作りのお惣菜、キッシュなどが
中心の、ヘルシーで彩り豊かなイタリアン。

桑折町 レガーレ桑折ピザスタ

ひな祭り
ショート

･･･4号 2,500円
･･･5号 3,800円

ひな祭り仕様の、
ベリー風味ショートケーキ。

ひな祭り
ムース

4号 2,800円・5号 4,000円

ベリームース、レアチーズムース、
桑の葉ムースの三層で、
ひし餅風に仕上げました。

伊達市
パティスリーアリュメット

Patisserie Allumette

ひな祭りいちごの
ドリップケーキ

･･４号 3,440円・5号 4,320円

いちごをサンドしたスポンジにいちごの
生クリームを塗り、その上にいちごの
グラサージュを
かけました。

エガオの特製
イタリアンオードブル

･･･････････････････････････ 3～4人前 5,500円

レストランの味をそのままお届けする
シェフのこだわり自家製惣菜の盛り合わせ。

福島市
トラットリア ラ エガオ

TRATTORIA LA EGAO
福島市

トラットリア ラ エガオ

TRATTORIA LA EGAO

ちらし寿司
････････････････････････1人前 750円
･･･････････････････3人前 1,800円

桃の節句に彩りを添える
はなやかなちらし寿司。

福島市 あかま

予約 ���㊌�����まで
TEL ������������

予約は電話にて承ります

オードブル、ケーキは予約のみのご提供となります。

お渡しお渡し ���㊎～�㊐

　　

ピギー

プリン屋さんの焼菓子セット
 1セット 1,700円

予約
ひな祭り
寿司ケーキ

4人前 3,600円

サーモン、タイ、ホタテ、イクラ、
甘海老などの海鮮が
のっています。

伊達市 海鮮と天ぷら 魚の

予約

予約

予約 予約

予約

予約

予約

予約

予約

ひな祭りケーキ

･･･ 5号 4,104円
予約

寿司と
オードブル

4人前 5,000円

海鮮太巻、甘エビの棒寿司、手毬寿司と
和牛ローストビーフ、チキンステーキ、伊達鶏の
天ぷらなどが入った、物産館限定
オードブルです。

予約

シンリのシュークリーム

シンリのコルネ
 各1個 290円

サクサクの生地に
とろーりカスタード。

サックリのコルネ生地に
しっかりカスタード。

ふたば茶亭いわき市

カヌレ・ド・ボルドー

･･･････････ 1個 280円

外はカリカリ、中はしっとりが
クセになります。

まさひろロール

･･････ 1個 260円

ふわふわ生地に
クリームたっぷり。

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。

ふくしまの海を
おた助六寿司

1折 1,200円

10：30頃到着予定
ホテルラフィーヌ南相馬市

CHANGE FOR THE BLUEとは

「ふくしまの海ごみ削減
プロジェクト２０２２」コラ
ボ商品。地元産天のつ
ぶと海苔、かんぴょうのバ
ランスの妙が楽しめます。

こちらも
オススメ

NEW

NEW

ひな祭り
ガトーフレーズ

･･･････････4号 3,180円

スッキリとした味わいの生クリーム使用。
県産いちごを
ふんだんにサンド。

福島市
スウィーティーシンリ

Sweety Shinri

予約

"これ以上海にごみを出さない"という社会全体の意識を
高めるムーブメントを起こすため、産官学民からなる12の

ステークホルダーと連携し、海洋
ごみの削減モデルを作り、国内
外に発信するプロジェクトです。

　　

特 別 販 売

 

テイクアウト
おいしくお祝い

ひ な 祭 り

みんなで♪

●スイーツ柿


