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しらかわ

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）

11：00～売り切れまで飲食コーナー
飲食、喫茶、飲み比べ等が楽しめる憩いのスペース

Fukushima Lounge
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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。■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。

福島県観光物産館だより 2020 2月上旬号

TEL.024-525-4031
営業時間　９：30～19：00　年中無休
【運営】公益財団法人福島県観光物産交流協会

柏屋食堂本宮市

ちーず六方焼き
･･･････････････････････････････1個 189円

きねや本宮市

⑤純米吟醸 福がある
･･････････････････････････････ 500㎖ 1,430円

福島県南酒販×郡山市

末廣酒造コラボ商品会津若松市

③花泉 上げ樋直詰め
･･･････････････････････720㎖ 1,599円

花泉酒造南会津町

あまざけヨーグルト････1個 110円

東北協同乳業×
宝来屋

本宮市
郡山市

カカオニブ＆ドライフルーツ ・巨峰 ・桃まどか
････各65g 1,250円

ふくしま未来研究所×岡崎伊達市

⑥あぶくま 純米吟醸無濾過生原酒
･･･720㎖ 1,568円・1.8ℓ 3,135円

玄葉本店田村市

⑦生粋左馬 純米吟醸中取直汲み
･･･720㎖ 1,948円・1.8ℓ 3,896円

有賀醸造白河市

④大和屋善内 純米吟醸
･･･････････････････････720㎖ 1,925円

峰の雪酒造場喜多方市

②純米おりがらみ生
･･･････････････････････720㎖ 1,510円

物産館オリジナル商品
花春酒造会津若松市

いわなのアヒージョ
････････････････････････６０ｇ 702円

いわな贅沢ごはん
 190ｇ２合用 918円

スモークいわな

 １尾 648円・２尾 972円

あぶくま川内川内村

炙りいわな

 １尾 540円・２尾 864円
いわな骨酒用

･････１尾 540円

のびーるチーズブッセ
････････････････････････････････････1個 194円

ぬか茂菓子店本宮市

白河市 田楽食堂田楽食堂

白河市 白河観光物産協会白河観光物産協会

白河市 けんちゃんファームけんちゃんファーム

白河市 北條農園北條農園

こうじ

白河市 鈴木糀店鈴木糀店

白河市 ひじりん館ひじりん館

西郷村 お家パンオブお家パンオブ

棚倉町

たなぐら
まちづくりメイト

たなぐら
まちづくりメイト

白河市 こまや合同会社こまや合同会社

西郷村 西郷ゆば工房西郷ゆば工房

棚倉町 ふくしま百貨店ふくしま百貨店

日本酒
試飲

ガラポン
抽選会

2/2㊐限り

2/2㊐限り

2/1㊏限り

2/1㊏限り

各日50個限定販売

30個限定販売

30個限定販売

30個限定販売

30個限定販売

30個限定販売

各日5０個限定販売

1/31㊎～2/2㊐・８㊏・9㊐

1/31㊎～2/2㊐・８㊏・9㊐

2/3㊊～

1/31㊎～2/2㊐・８㊏・9㊐

1/31㊎～創業100年以上の歴史を誇る
柏屋食堂自慢の逸品です。

11：00販売開始予定

11：00販売開始予定

11：00
販売開始
予定

ヨーグルトの酸味と米こうじの甘みをご堪能あれ。

カカオニブは栄養価の高さから
注目を集めています。

復興
応援！
台風被害から
再開したお店を
応援します。

チーズを使った
モチモチのお菓子です。

甘さの中にチーズの
程よい塩味が感じられます。

阿武隈山系の豊かで清らかな緑と水に
恵まれた川内村産のいわなを使用。

①純米吟醸原酒 ふくしま春空
･･･････････････････････720㎖ 1,496円

はる たか

飲食
コーナー

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

ソースカツ丼
 ロース1折 980円・ヒレ1折 1,150円

各日各3０折限定販売

初出品

2月 出展スケジュール 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

佐倉ファーマーズ（県産農産物）

冬の
しらかわ
食の市

ひふみ堂（オリジナルケーキ）
佐久商店（いか人参）
福島アグリネットワーク（あんぽ柿）
高沢果樹園（県産果物）
手作り石鹸プリマリア（手作り石鹸）
ニコニコ菅野農園（ナツハゼジャム）
花春酒造（地酒）
県南酒販（地酒）
おおなみ（干しいも）
わたなべパン店（オリジナルパン）
八起農園（やきいも）
菅野房吉商店（県産果物）

の色の部分が各社の出展日となります。※最新の出展者情報はホームページをご覧ください。

初出店

福島県観光物産館

白河ラーメン ････････････650円
チャーシューメン･･････900円

とら食堂
お土産ラーメン
･･･････ 1,000円
バウムクーヘン
････････････ 350円

ナツハゼの実ジャム
･･････････････  1,000円
日本蜜蜂の蜂蜜
･･････････････  2,000円

リンゴケーキ
（ミニ）
 3個入 900円
りんご
･･･ 1袋 500円

甘酒 ･･･ 450g 450円
白河みそ里の
あかつき
･･････1㎏ 800円

初舞台（生酒）
･･･････････････････720㎖ 1,580円

乾燥シイタケ ･･････････ 500円

プレッツェル
････････････  300円
太平エール
･･･ 330㎖ 700円

おからドーナツ
 12個入 400円
まつたけ最中
･･････････  100円

鶏に合うジャン･･･ 200g 626円

キャベツキムチ･･ 200g 540円

西郷ゆば
････ 150g 440円
にしごう豆腐
････ 200g 230円

いちご
･････1パック 500円

川俣シャモ地鶏との
コラボ。

独自製法チャーシューが
人気です。

いわき市 創作麺やま鳶
とんび

川俣シャモらぁ麺 900円
サイドメニューは当日発表

相馬野馬追カレー
・はちみつマイルドポーク（サラダ付） ７００円
・スパイシーチキン（サラダ付） ７００円

2/11火～13木

2/3月～9日麺はもちもちの中太ちぢれ麺、
スープは鶏ガラ豚骨ベースのあっさり味。

しらかわ地方の特産品を販売します。
1,000円以上お買い上げの方に、
白河だるま(ミニ)をプレゼント。

高アントシアニン、抗インフルエンザ等、
機能性に富むジャムです。
ヨーグルトに添えてどうぞ。

日本では栽培量が少ない
青リンゴ「グラニースミス」を
たっぷり使ったミニパウンド
ケーキです。

厳選された国産米を用い、
糀一粒一粒に思いを託して
醸しました。

県オリジナル酒造好適米「夢の香」を
使い、矢吹町の大木代吉本店で
醸造した純米吟醸生酒です。

豆冨とおから、豆乳をふんだんに使った
ヘルシーな『おからドーナツ』です。

甘味が強く、深い味わいの在来種大豆
「にしごう」で作りました。

食にこだわりを持つ元おにぎり屋さんが栽培した、
甘酸っぱく整った味が特徴の「とちおとめ」。

「ふくしま満天堂2017」準グランプリ受賞。
県産のネギをたっぷり使用した香味タレです。

県内地方の
美味しい地酒試飲！
数量に限りがあります。

県南地域の特産品が当たります。
冬のしらかわ食の市出展商品を含む
お買い上げ合計1,000円（税込）ごとに１回、
抽選会にご参加いただけます。

自家醸造のクラフトビールとその酵母、
国産小麦、天然塩、オーガニックシュガーを使用した
素朴な天然酵母パンです。

無料

白河市

福島市

田楽食堂

めし ひろ田

白河ラーメン 650円
チャーシューメン 900円

・半熟味玉マトンめし 900円
・マトンめし 800円
(味噌汁、御新香付き)
・マトン煮込み定食 950円
・豆腐煮込み定食 750円
 (麦飯、味噌汁、副菜2品、御新香付き)
・半熟味玉 100円
・生卵 80円
・麦めし大盛 100円

2/10月

南相馬市 いととんぼ食堂
川内村 あぶくま川内

県産の野菜と豚肉がたっぷり
入っています。

2/14金

継ぎ足しの醤油タレで
羊肉(マトン)と特製豆腐を
じっくりと煮込み、麦めしの
上にのせた名物丼。
一汁三菜の定食もどうぞ。

全国に誇る酒

※お一人様最大２回まで

新商品

新商品

新商品

新商品

初出店



出展者および商品・価格は変更となる場合がございますのでご了承ください。

安達
純生ロール

 1ロール1,080円

FUKUSHIMA SELECTION
県内各地から常時約4,000アイテムの商品が集まっています。

その中から館長が厳選した逸品をご紹介！！

2/10㊊～

1/31㊎～

1/31㊎～

2/2㊐

2/8㊎

2/8㊏より発売開始！

1/31㊎～2/2㊐・8㊏・9㊐・11㊋

1/31㊎～・2/8㊏～
1/31㊎・2/2㊐・8㊏・9㊐・11㊋

1/31㊎～2/2㊐・８㊏・9㊐・１１㊋

1/31㊎～2/2㊐・8㊏・9㊐・11㊋
1/31㊎～2/2㊐・8㊏・9㊐・11㊋

フランス菓子の銘店
オーボンビュータンで修業した
オーナーパティシエが作りました。

昨年１０月オープン！

横浜ベイホテル東急で
腕を磨いたオーナー
パティシエが作りました。

イチゴソースを
マスカルポーネの
クリームで包みました。

生チョコの元祖・平塚シルスマリアで修業した
オーナーパティシエが作りました。

ナッツの歯ごたえがアクセント。
ふわふわスポンジに
たっぷり生クリーム＆カスタード。

いわきのショコラティエとの
コラボで誕生。福島一辛口「いち」を、
ビターチョコレートに閉じ込めました。

ふんわり羽二重餅の
中に特製白あんと
大粒いちごが入って

います。

イチゴ、こし餡、生クリームを会津米のお餅で包みました。

米粉を配合した生地と、
発酵バターを使用した
クリームのハーモニー。

純米吟醸
「辛口桑折」と
酒粕を使用
しています。

フルーツロールを
ココアシュー皮で

巻きました。

ロールケーキ1カットの中に
いちごがまるっと1個入って
います。

いちごがたっぷりの
ブッセ。

大粒いちごを、しっとりもちもち
生地で包みました。

海苔はクレープ、酢飯はスポンジ、
具はいちご、バナナの
スイーツ恵方巻き。

クリームの中に
花実園てしろぎと
斉藤農園のいちごの
果肉が入っています。

田村市産のエゴマを使用。
6次化商品ブランド「ふくしま満天堂」
の本年度グランプリ！

炒ったエゴマをチョコに
練り込み、周りにもまぶし
ました。

厳選した材料のみを
使用したこだわりの品々。

・抹茶
・チョコチップ
・パイン
・アップル
・オレンジ
・かぼちゃ

・抹茶
・チョコ
・プレーン

・抹茶
・チョコ
・プレーン

東京の銘店トシ・ヨロイヅカで修業し、
パティスリー・プレジールでパティシエを務めた
ことのあるオーナーが作りました。

チョコ食べ比べレポート発信中！
福島県観光物産館でみつけた！

日刊シティ情報ふくしまwebコラボ企画

大野屋桑折町

笹の川酒造郡山市
いわきチョコレート×いわき市

パティスリーエソール二本松市

タブレットショコラ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・スイート 1,296円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ルビー 1,458円 スティックナッツショコラ

･････････････････････････ 1本 184円
生チョコサンド 1個 194円

焼き菓子詰め合わせ
･････････････････････ 1箱 990円

アトリエ・ド・ガトー二本松市

2/8㊏～
アトリエ・ド・ガトー二本松市

ボンボンショコラ

バレンタインスペシャル
･･････････････8個入 1,942円

ル・カカオイエ郡山市

ショコラバーム（14×3.8㎝）
･････････････････････ 1個 1,296円

ふくしま銘醸ショコラ「いち」
･･････････････････････････ 4個入 1,080円

窯出しブラウニー
 1個 231円

マドレーヌ・チョコ ・モカ
･･1個 165円

太郎庵会津坂下町

太郎庵会津坂下町

生チョコサンド
･････････････････････1箱 1,200円

･････････････････････ バラ 300円

ボンボンショコラ

 5個入 1,200円
～1,500円

レ・ショコラ
･････････････････････1個 500円

パティスリーアリュメット
伊達市

物産館オリジナルロールケーキ
あや香・はる香

 1ロール 1,300円

かめまん須賀川市

フレッシュカップたっぷりいちご
････････････････････････････････1個 694円
たっぷりいちごのヨーグルト
････････････････････････････････1個 600円
ナタデココといちご
････････････････････････････････1個 302円

ヨーグルト専門店モーニング郡山市

恵方ロール

 1ロール 864円

いちご大福
 1個 280円

いちごどら姫
･･････････1個 398円

天神さま
プレミアムいちご

 1個 345円いちごクリーム大福

･････････････ 1個 280円

豊玉猪苗代町

会津産いちご さちのか ふくはる香
･･････････････････････････････････････････････DXパック 900円

花実園てしろぎ会津若松市

マカロン詰合せ
･････５個入 820円

松月堂菓子店福島市

エゴマショコラ
････2個入 1箱 540円

エゴマの米飴キャラメル
･･････････10個入 1袋 540円

いわきチョコレートいわき市

福島市産いちご ふくあや香 1パック 600円
斉藤農園福島市

まさひろロール苺

･･････････1個 238円

ふたば茶亭
双葉町

恵方巻き
･････････････････････3本入 1,296円
･･･････････････････････ 1本バラ 432円

ハッピーベリー矢吹町

スイートポテト
 1個  180円

アップル
ポテトパイ
 1個 300円

スティックケーキ
････ 5本セット 870円
･･･････････バラ 160円

中村松川堂相馬市

焼きドーナツ
 1個  170円

アーモンドブラウニー
 1個 170円

アーモンドブラウニー
 1個 170円

ママクッキー
 1袋 500円

バレンタイン
＆

スイーツ特集

思いを届けよう

今が旬！ いちご大好き集まれ！

煌ショコラ

 4個入 1,080円

きらめき

20個限定販売

20個限定販売

20個限定販売

20個限定販売

30箱限定販売

30個限定販売

30個限定販売

30箱限定販売

30個限定販売

30個限定販売

20個限定販売

初出品

初出品

初出品

初出品

30個限定販売

各日30本限定販売

各日30個限定販売

各日50個限定販売

各日50個限定販売

各日50個限定販売

30本限定販売

60個限定販売

100個限定販売

各日100個限定販売

30個限定販売

1/31㊎・2/2㊐・8㊏・9㊐・11㊋ 30個限定販売

10個限定販売

30個限定販売

2/3㊊

※写真はイメージです。

味も身も締まっていて、食べごたえがあります。

ふくしまアーモンドチョコレート ふくたね
・ブロンド      ・酒粕
・ストロベリー ・桑の葉 
･･････････････････････････････････････････各60ｇ 各702円

ラポール泉福島市
香ばしい素焼きアーモンドに、2種類の
チョコレートをコーティング。

ショコラが香る、
しっとり優しい口当たり。

福島大学×
サマンサタバサジャパンリミテッド
オリジナル日本酒・バウムクーヘン

チョコレート詰合せA
 789円

チョコレート詰合せB
 1,253円

各日20個限定販売
ボンボンショコラ

･････4個入 942円

福島大学の学生とサマンサタバサジャパン
リミテッドの女性社員による「福島大学お米
プロジェクト」のオリジナル日本酒とバウム
クーヘンがついに完成！
発売当日は学生たちが店頭に立ち、商品を
発信・販売します。

めひかり塩チョコ･･･････････････････ 4個入 540円
めひかり塩チョコビター････････ 4個入 540円
紅玉林檎チョコ･･････････････････････ 5個入 540円

チョコに振り掛けられた海塩がアクセント。

詳しくはTwitterをご覧ください
        ＠fukushima_ST    検 索

コクのある深い味わいが
楽しめるヨーグルト。

1/31㊎～

新商品

初出品

初出品

初出品

初出品

1/31㊎・2/1㊏・8㊏・9㊐

1/31㊎・2/1㊏・8㊏・9㊐
1/31㊎・2/1㊏・8㊏・9㊐

③シャルム
･････１個 540円

コンテスト金賞受賞。ムースに
バナナを合わせ、トロピカルな
キャラメルで味を引き出しました。

②エソール １個 648円
チーズムースにレモンクリーム、アーモンド生地、
クッキーを組み合わせました。

①レアチーズケーキ １個 465円

柚子とアールグレイを使用した香り高いケーキ。
④パルファン････････････１個 508円

メレンゲが土台の、軽めのマロンクリーム。
⑤モンブラン ･････････････････１個 540円

各日各10個限定販売
2/1㊏・８㊏ ①

②

③ ④

⑤

各日5本限定販売

初出品

11：00～11：30販売開始予定
11：00～11：30販売開始予定

新商品

10：30販売
開始予定

新商品

2/8㊏～

2/8㊏～

2/8㊏～

1/31㊎～・2/8㊏～

30個限定販売1/31㊎～・2/8㊏～

1/31㊎～

1/31㊎～2/2㊐・8㊏・9㊐・11㊋


