
会津花見わっぱ
･････････････････････････････････････ 1折 1,620円

10：00頃到着予定
筍ご飯、桜エビのご飯、
桜エビ天ぷら、
郷土料理けっとばし、
人参シリシリ、
ぜんまいなどが入った、
会津らしいわっぱ飯。

割烹 田季野会津若松市

山ぶどう100％ジュース

 500㎖ 1,944円

選抜種の高糖度ニホンヤマブドウを
使用したストレートジュース。
そのままでも、アルコールで割っても。

NEW

春紅麗
・ブランデーベース

････500㎖ 8,800円
・焼酎ベース

････500㎖ 5,500円

養青梅とニホンスモモを
掛け合わせた品種「露茜」を
使用した赤い梅酒です。

「露茜」を使用したやや甘口の
梅ワイン。華やかな赤色と
芳醇な香味が特徴です。

大内安男商店南相馬市

春紅麗 梅ワイン

･･･500㎖ 5,500円

NEW

NEW

NEW

桜の花 塩漬け

･･･50ｇ 410円

桜茶にしたり
ちらし寿司に混ぜたり
漬物に合わせたりと
重宝します。

八島食品伊達市

NEW

ふくしま牛の
しぐれ煮
・すき焼き風味
・トマトバジル・ハラペーニョ味
・豆板醤味
･･･････････････････････････････ 各100g 648円

ふくしま牛とごぼうを使用したしぐれ煮です。

西野屋食品いわき市 NEW

予約 ����㊏・��㊐・��㊋の前日�����まで
TEL ������������予約は電話にて承ります

こちらのマークは予約のみのご提供となります。

予約

予約

白河ラーメン
「二代目いまの家」

鶏ガラ醤油味

･･ 4食入 1,080円

研究熱心な店主が
進化し続け完成させた一杯。

二代目いまの家×西郷村
喜多方ラーメン本舗喜多方市

NEW

塩海山ラーメン

･･ 4食入 1,080円

スープへのこだわりが詰まった
海山ラーメン。
潮の香りに満ちた一杯。

麺屋海山×いわき市
喜多方ラーメン本舗喜多方市

さくら甘酒

････１本 400円

桜の花びらを米麹と
紅麹で発酵させました。
桜の香りと、米麹の甘味、
紅麹の桜色が楽しめます。

山口こうじ店白河市

NEW

會津おでん
････････････････････ 400g 750円

会津の食材を会津ならではの出汁で
煮込んだおでんです。

割烹 田季野会津若松市

NEW

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。

ピスターシュ
ベリー

 1台 3,520円

ピスタチオムース、３種類のベリーソース、
フランボワーズのクリーム、アーモンド生地、
ピスタチオ風味
クランチの層で作った、
ホワイトデー
限定ケーキ。

Patisserie ESSOR
パティスリーエソールパティスリーエソール二本松市

ほんのり紅茶の
味わい。

半生ガトーショコラ
･･････････････････････ 冷凍、5号 3,024円

フランス産高級チョコレート「ヴァローナ」を使用し、
半生に焼き上げたガトーショコラの上に、
北海道産生クリームを
乗せました。

NEW

　　　ジュン

 ･･････････ 1個 432円

ホワイトチョコのババロアに
クリームチーズを混ぜ込みました。
パッションフルーツと
マンゴーのジュレが
入っています。

PATISSERIE SEISENDO
菓匠清泉堂福島市

NEW

おつまみビスケット
OTSUMAMI BISCUIT
･･････････････････････････････････1箱 810円

浜・中・会津の素材を使用。青のり、りんご、
落花生の3種の味が楽しめるビスケットです。

ラポール泉福島市

ピーナッツチョコ 各種、
ふくたね 各種
････････････････････････････････各45ｇ、1箱 702円

福島県産の食材とチョコレートの融合。
ピーナッツチョコは会津産落花生、
ふくたねはアーモンドを使用。

生チョコトリフ
･･････････････････････････････････５個入 750円
･････････････････････････････････ 6個入 907円
････････････････････････････ 8個入 1,209円
･･････････････････････････ 15個入 2,160円

ハート形クッキーなど
ホワイトデー限定の

詰合せです。

玉嶋屋二本松市

クッキー詰合せ

････････２袋入 907円
･･･ 3袋入 1,209円

NEW

NEW

お花見弁当
･････････････････････････1折 1,500円
桜ご飯と鰆西京焼が入っています。

割烹 三島屋伊達市

元祖なかじまの
煮込みソースカツ丼
････････････････････････････････ 1折 1,100円

全国的にも珍しい煮込み玉子とじのソースカツ丼
です。肉厚のカツと特製甘辛ソースが絶品。

11：00頃到着予定
なかじま会津若松市

マルゲリータ
･･･････････････････････････････ 1枚 1,815円

11：00頃到着予定

アル・ケッチァーノの
奥田シェフが監修。

レガーレ桑折ピザスタ
桑折町

エゴマ豚
ハンバーグ弁当
・バジルクリームソース
・和風シャリアピンソース
・デミグラスソース
・トマトソース
･･･････････････････････････････ 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 RiziérePetit Riziére
プティリジエール

二本松市

パスタBOX 
福島県産エゴマ豚と
茄子のポモドーロ カバテッリ
･･･････････････････････････････ 1折 1,300円

10：00頃到着予定

地粉きぬあずまを
使用した
ショートパスタに、
じっくり煮込んだ
エゴマ豚と茄子の
トマトソース。

TRATTORIA LA EGAO
トラットリア ラ エガオ

福島市

ラザニア

･･･ 1折 1,250円

エゴマ豚のボロネーゼソースと、
酪王牛乳を使った
ベシャメルソースで仕立てた、
チーズたっぷりラザニアです。

9：30頃到着予定

NEW

新物葛尾の凍みもち
･･････････････････････････････････６個入 900円
･･･････････････････････････ 12個入 1,700円

ごんぼっ葉を練り込んだ
葛尾村の「おふくろの味」。

ふるさとのおふくろフーズ
葛尾村

三春滝桜べんとう

･････1折 1,100円

「三春滝桜」をイメージした
春限定商品。

福豆屋郡山市

ほっき天丼

･･･ 1折 1,080円

サクサクの衣をまとった
ホッキ貝に甘辛いタレが
絡んだ絶品天丼。

たこ八（カネヨ水産）相馬市
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

海鮮ちらし寿司

･･･ 1折 1,350円

これからが旬の真鯛や、
ホタテ、イクラ、ウニ、甘エビ等の

10種類のおすすめ
海鮮食材が入っています。

10：00頃到着予定

会津産米の上には、炭火で焼いた
「照り感」のある「ふっくら」とした鰻。

六代目 鰻のえびや会津若松市

贅沢モンブランロール
･･･････････････････････････････ 1本 2,676円

フランス産マロンのマロンクリーム、
マロンバター、
マロングラッセを
たっぷり使った
ロールケーキ。
ラムレーズンと

無糖生クリームが
絶妙。

発酵バターで焼き上げた
パウンドケーキにブランデーを
たっぷりと染み込ませ、じっくり熟成。
しっとり、どっしり、口溶けなめらか。

ハッピーベリー
HappyBerry矢吹町

NEW

マフィン
専門店のカヌレ
プレーン2個、
チョコ2個

･･････4個入 1,200円

マフィン専門店のカヌレ。
外カリ、中しっとり食感。

Latta Lutta
マフィン専門店らったるった

福島市（飯坂温泉）

ドライフルーツ、ナッツ、
會津身不知柿を銘酒「会津娘」に

漬け込み、生地にたっぷりと
練り込んで焼き上げた
極上の洋菓子です。

home bakery KOBIYAMAhome bakery KOBIYAMA
ホームベーカリー コビヤマホームベーカリー コビヤマ会津若松市

ティラミス

･････冷凍、1個 410円
※商品の仕上がりや容器は
　写真と異なる場合があります。

心地良い甘さのマスカルポーネ
チーズとほんのり苦い
コーヒーのハーモニー。

生チョコロール

 冷凍、1本 1,500円

チョコをふんだんに使用。

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

オペラ

･･･ 1個 600円

コーヒーの生地に、
ヘーゼルナッツとコーヒーの
バタークリームを
交互に重ねて組み上げた
大人リッチなデザート。

ケーキ家 Piggy
ピギー

福島市

シンリの生チョコ
････････････････････････････9個入 1,000円

フランス産のチョコレートを
2種ブレンド。
オレンジ風味の生チョコ。

NEW

甘さを引き締めるバニラがアクセント。
別添えの練乳をかけるとミルキー感UP！

いちごとベリーのミルキーロール
･･･････････････････････････････ 1本 2,095円
ほろにがキャラメルロール
･･･････････････････････････････ 1本 1,857円

ブランデーケーキ

･･･ 1本 2,052円

ブラウニー

･･･1個 300円

ナッツたっぷりの
しっとりブラウニー。

ノワゼットショコラギフト
････････････････････1箱 702円

シェフこだわりの
ホワイトデーギフトです。

Patisserie La 4区
パティスリー・ラ・ヨンク

国見町

アマンドショコラギフト
････････････････････1箱 675円
リースギフト
（各リースを1個ずつ、計4個入り）
･･･････････････1箱 1,728円

NEWシンリの焼き菓子セット
･････････････････････････････７種類 1,500円
･･････････････････････････ 13種類 2,400円

マドレーヌ、ディアマン、フルーツケーキ、
グリオットショコラ、フィナンシェが入っています。

Sweety Shinri
スウィーティーシンリ福島市

凄腕職人の
こだわりパン。

コーヒーロール
･･･････････････････ 1個 356円

クロワッサン
・コーヒー ・ビィーツ
・ショコラ
　　　　 ････････ 各1個 313円

ブーランジェリー マルジュー
須賀川市

うな重弁当 
・雪 ･･･････････････････････ 1折 2,367円
・月 ･･･････････････････････ 1折 3,564円
・花 ･･･････････････････････ 1折 4,752円

會津が香るシュトーレン

･･････････ 小、1個 1,650円
･･････････ 中、1個 2,200円

※写真は
　イメージです。

※写真はイメージです。

Sweets&

お花見弁当
春の慶び詰め込んで

こ
ち

らもオス

ス
メ

こ
ち

らもオス

ス
メ

あすか
エコテック

石川町

桜あずき
ヨーグルト
･･････････ 200ｇ 453円

いちごの果実入り
ヨーグルト

･･･200ｇ 475円

桜の花びらの
塩味感じるヨーグルト。
やわらかく煮た
あずき入り。

１９種類、
総数１２００個
入荷予定

ヨーグルト専門店 
モーニング

郡山市

コクのあるヨーグルトに、ざく切りの完熟
いちごをたっぷりと加えました。

※写真はイメージです。

紅茶の生チョコ
6個入 1,296円

ほっき飯

･･･ 1折 1,200円

ほっき貝をたっぷり
盛り付けました。

※写真は
　イメージです。

その他、15種類

職人が
１粒１粒丁寧に
手作りしています。

気になる新商品

テイクアウト
「花」のみ
予約制
前日
15：00
まで


