
出店スケジュール

6/26金 あごしおのさっぱり
風味は女性にも人気。

6/２６㊎～２９㊊・7/10㊎ ふくかんねっと（キムチ）
6/２６㊎～２９㊊ 石井農園（えごま商品）
6/２６㊎～２９㊊ 月の輪ノ森（手作り小物）
6/２６㊎～３０㊋ 燻製木香（燻製食品）
6/２７㊏～２９㊊ ニコニコ菅野農園（ナツハゼジャム）

6/２９㊊・7/6㊊ 佐倉ファーマーズ（季節の野菜）
7/1㊌～10㊎ 佐久商店（いか人参）
7/4㊏～6㊊ 海鮮フーズ（海産物）
7/4㊏～10㊎ ひふみ堂（オリジナルケーキ）
7/10㊎　　手作り石鹸プリマリア（手作り石鹸）

6/26金

・りんごメープルピザ
・マルゲリータピザ
・桃とマスカルポーネピザ
・カレーチーズピザ
・トマトチーズピザ 各500円

１０：００～１６：００
※コラッセ南側
　車止めにて
　販売
※売り切り次第終了

県産フルーツをたっぷり使った
ピザ。おやつにもぴったりです。

大野農園のスイーツピザ専門店キッチンカー

Orageno【石川町】 
オラゲーノ

小手姫うどん【伊達市】 
お  で ひめ

もちもち・つるつる麺に
あっさりつゆ。

元祖小手姫うどん 600円
牛すじどきどきうどん 800円
葉わさびうどん（冷） 880円
かき揚げうどん ８００円
おにぎり １５０円

6/27土・28日

麺やうから家から【福島市】 
塩らーめん 820円
塩生姜らーめん 870円
しょうゆらーめん 770円
ちゃーしゅーめん 1，120円

中華蕎麦こばや【福島市】
鶏そば醤油 800円
半熟味玉 150円
チャーシュー肉盛 300円
ネギ盛り 100円  特製盛り 500円

坂新【会津若松市】
タンメン（限定30食） 850円
肉そば 900円
あぶらーめん 900円
支那そば 700円

食堂いしやま【会津坂下町】
冷やしラーメン 750円
冷やしチャーシューメン 1，000円
土産冷やしラーメン 1，150円

かに船 特別販売
6/27㊏・28㊐

シンプルながら
素材本来の旨味が
凝縮したラーメン。

6/29月～7/1水 伊達鶏の旨味を凝縮した
あっさりの中華そばを

物産館限定にて醤油味で提供。

7/2木～5日 野菜とチャーシューが
盛りだくさんのタンメン。

7/6月・7火 すっきりとした味わいの
冷たいスープです。

7/8水～10金

バニラビーンズが香ります。

卵とクリームにこだわり。口の中でとろけます。

10：00～10：30頃到着予定

次回7月末入荷予定

村で飼育されている
ジャージー牛の
牛乳を使用。

プリン食べ比べ
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

コーヒージュレ＋シナモンパンナコッタ＋
カフェムースの三層。

少量入荷

6/26㊎～28㊐、7/1㊌・4㊏・5㊐・8㊌
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●
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●
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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。

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

福島県観光物産館

2020 7月上旬号

営業時間　10：30～19：00
　　　　　（ラストオーダー18：30）

ふくしま

飲食、喫茶、飲み比べ等が楽しめる
憩いのスペース

ラウンジ

11：00～売り切れまで

飲食コーナー

小野印刷所伊達市

白河だるま総本舗
白河市

アマビエだるま
･･･ 高さ８５㎜×横８０㎜、1個 1,650円

NEWNEW
NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

鈴木飯店【会津若松市】 
つけめん 900円
つけめんチャーシュー 1,200円
あごしおラーメン ８５０円
あごしおチャーシュー 1,050円

河京喜多方市

喜多方ラーメン
よもぎつけめん
･･･････････2食入 432円

一味庵福島市

ブルーベリー大福
あじさい散歩

 1個 250円

福島まちづくりセンター福島市

観光福島市ガイド
･･････････････････W85㎝×H59㎝1,800円

NEWNEW

NEWNEW

安彦染工場福島市

福島市Tシャツ
･･･････S・M・L、各1枚 2,750円

江戸番重菓子 駒屋福島市
和菓子
･･････････ 15個入 1,500円・20個入 2,000円

新商品
コーナー

注目！

プリン特集ひとくちで
幸せ ソースをかけると

濃厚プリンに変身します。

上品な甘さと華やかな見た目が特徴の伝統菓子。

人気商品のセットです。

1980年代に販売していた抹茶入り煎茶が
テトラバッグで復刻しました。

内容が変更になる場合があります。

人気漫画キャラクターと赤べこがコラボ！

パステルカラーが
可愛らしい
アマビエの
白河だるまです。

よもぎの風味に満ちた、のど越しの良い麺。

ブルーベリー園みうらの
福島市産ブルーベリーを使用。

色鮮やかな大福に
仕上げました。

魔法のプリン
･････ 1個 330円

パティスリー・ラ・４区
国見町

一味庵福島市

とろける食感のほろ苦抹茶ぷりんに、
自家製粒あんを合わせました。

和心ぷりん
 １個 220円

マンゴープリン
･･･････ 1個 400円

①三春駒 純米大吟醸原酒「福」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・720㎖ 2,200円

うにの貝焼きめし
･････････ 1折 2,160円

海鮮丼
･････上、1折 1,300円
かにめし
･････････ 1折 1,080円

コーヒーゼリー
･･･････ 1個 357円

NEWNEW

NEWNEW

Ｓｗｅｅｔｙ Shinri
スイーティー　     シンリ

福島市

コーヒープリン
･････････ 1個 250円

キャラメルプリン
･････････ 1個 230円

パティスリーアリュメット
伊達市

地元の素材を活かしています。

半熟プリン
 1個 270円

NEWNEW

NEWNEW
大野屋桑折町

あだたらやわらかぷりん
 1個 280円

アトリエ・ド・ガトー
二本松市

佐藤酒造三春町

②人気一 純米大吟醸「福乃香」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・720㎖ 2,200円

人気酒造二本松市

③大天狗 純米大吟醸すばらしき友
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・720㎖ 3,300円

大天狗酒造本宮市

④開当男山 純米大吟醸「山王」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・720㎖ 2,750円

開當男山酒造南会津町

⑤花春 純米吟醸「福乃香」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・720㎖ 1,640円

花春酒造会津若松市

⑥純米大吟醸「福乃香」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・720㎖ 1,650円

渡辺酒造本店郡山市

⑦名倉山 純米吟醸「月弓」
 720㎖ 1,408円・1.8ℓ 2,596円

名倉山酒造会津若松市

⑧豊國 夏・純米一つ火原酒
････････････････････ 720㎖ 1,320円

豊国酒造会津坂下町

⑨七ロ万 純米吟醸一回火入れ
 720㎖ 1,840円・1.8ℓ 3,480円

花泉酒造南会津町

⑩山の井 あやめ50 純米大吟醸 夏
 720㎖ 1,650円・1.8ℓ 3,300円

会津酒造南会津町

⑪榮川 純米吟醸生貯蔵酒
･･･････････････････ 720㎖ 1,341円

榮川酒造磐梯町

⑫寿月 特別純米「彩」
･･･････････････････ 720㎖ 1,370円

寿々乃井酒造店天栄村

シェフのこだわりプリン
･･･････････････････ 1個 216円

清泉堂福島市

卵プリン
･･･1個 250円

パティスリー
ルコネサンス

二本松市

ジャージー牛乳のプリン
････････････････････ 1個 350円

レーヴ鮫川店鮫川村 プリン
 1個 380円

アンカフェ
 1個 450円

マンドゥシャトン伊達市

松北園茶舗福島市

森藤食品福島市

がんばれ茶
･･････45ｇ（3ｇ×15袋） 864円

古関裕而のまち
とうちゃん漬・いか人参セット
･･･････････････････ 100ｇ×２ 890円

NEWNEW

福島県観光物産館だより

福島限定 鬼滅の刃
メタルキーホルダー（赤べこ）
････････････････････････････････････１個 440円各30個限定販売

あんこ、カスタード、
生クリームの三拍子が
堪らない！

あんこプリン
･････１個 486円

甘食専門店 結（ゆわえ）福島市

材料、作り方、焼き方に
こだわった、なめらかプリン。

生キャラメルソースと
卵にこだわりました。

福乃香（ふくのか）米使用

全国に誇る

酒

全国新酒鑑評会入賞酒も取り揃えております。 夏限定酒

ばんじゅう

NEWNEW

スイーツ用に開発された
卵を使用して作りました。

マンゴーたっぷりのフルーティーなプリン。

コーヒーゼリー＋練乳クリーム＋コーヒーブリュレ＋キャラメルの四層。

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

NEWNEW

大人用アマビエ夏マスク・・・・・・・・・・・・1枚 1,100円
子供用アマビエ夏マスク 1枚 1,100円

水着の生地と接触冷感機能を持つ素材を使用。

昭和３０年に発行された「観光福島市ガイド」は、
古関裕而が幼少期から青春までを過ごした
福島を色濃く反映した絵地図です。

「福島愛」が込められています。

富樫縫製×二本松市 福島市 民報印刷

6/26㊎～28㊐、7/3㊎～5㊐ 各日各20個限定販売

6/27㊏・28㊐、7/4㊏・5㊐

来店時のお願い ・可能な限り少人数でお越しください。
・マスクの着用をお願いいたします。

・入口で手指のアルコール消毒をお願いいたします。
・レジ精算待ちの際は間隔を開けてお並びください。

100個限定販売

各日20個限定販売



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。

河京喜多方市
プレミアム厚み
 2食入 特別価格 700円

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

味の駅シャロン玉川村・石川町

特製さるなしソースかつ丼
････････････････････････１折 800円
特製さるなしソースかつ丼（卵とじ）
････････････････････････１折 850円

黒鶏卵サンドイッチ

 １折 500円

たこ八相馬市

ゆず沢の茶屋福島市

鳥安福島市

特売ベーコン切り落とし
･････････････････････300g 1,080円

大友パン店郡山市

クリームボックス
プレーン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１個 140円
クリームボックス酪王カフェオレ味
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１個 150円

厚切りのパンにクリームを
塗った甘いパン。

サラダパン
･･･1個 173円

あんパン
 1個 129円

たけだパン福島市

自家製ポテトサラダと
パン生地がベストマッチ！

黒ごまが目印！
シンプル・イズ・ベストな
王道パン。

ばたあぱん

･･････1個 110円
各日50個限定販売

各日80個限定販売

各日120個限定販売

120個限定販売

バタークリームの
砂糖がシャリシャリ
感を奏でます。

①食パン  1斤 320円
②焼サラダパン
････････････････ 1個 180円

喫茶 オジマ
福島市

④あんぱん
････････････････ 1個 190円

③そぼろパン
（ピーナツクリーム入）
････････････････ 1個 200円

ジャーマンポテト
････････････････ 1個 180円

④

③

②

①昔ながらの素朴な風味。

一味庵福島市

とろける黒糖わらびもち
･･････････････････････ 2パック入 650円

沖縄県産黒糖を練り込んでいます。
ぷるん・もっちりな食感がやみつきに！

福豆屋郡山市

相馬野馬追辨当

 [期間限定]1折 1,080円

ヨーグルト専門店 モーニング郡山市

ナタデココと甘夏
･･･････200g 302円
ブルーベリー
･･･････200g 259円

海苔のりべん

 １折 1,000円

ベイクドチーズ ･･･････････････････････････････194円
ベイクドショコラ････････････････････････････････194円

大野屋桑折町

濃厚でしっとり、チーズ好きには堪らない一品です。

Shinri no コルネ
････････････････････････ 1個 270円

Shinri no シュークリーム
････････････････････････1個 281円

Ｓｗｅｅｔｙ Shinri
スイーティー　  シンリ

福島市

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。

テリーヌショコラ
 ･････････････････････････1,600円

アトリエ・ド・ガトー
二本松市

濃厚かつ上品な味わい。

じっくり煮込んだ相馬牛が
口の中でとろけます。相馬牛のジューシーメンチ

冷凍 ･･･････････････････２個 540円

鳥久精肉店相馬市

相馬牛たっぷりビーフカレー
･･････････････････････････････500g 540円

相馬牛のうまみが詰まっています。 ※写真は調理例です。

特売霜降り牛たん
･････････････････････150g 1,080円50個限定販売

40個限定販売

黒こしょうがうまみを
引き立てます。

伝統の祭りがモチーフ。
ノリノリ♪な
お弁当。

鳥焼き丼

 1折 1,080円

伊達鶏を使用した
ぜいたくな逸品。

茶屋弁当

･･････１折 1,080円

おにぎり、煮物、ミニ田楽
などのセット。

なめらかな舌ざわりとコクのある
深い味わいが楽しめます。

他、17種類ご用意！

自家製のチャーシューの
厚みを堪能してください。

黒鶏の卵を使用した
ぜいたくな逸品。

高級チョコとオードヴィを使った
贅沢なチョコレートケーキ。

パティスリー・ラ・４区
国見町

大人の贅沢
･･･････････････････････１個 486円

・はなまめ甘露煮180ｇ
・舞茸炊き込みご飯の素160ｇ
・山うど油炒め155ｇ
・ばあちゃんのおもいで130ｇ
・ふきのとうみそ150ｇ
・ふきのとうしょうゆ160ｇ
・なめ茸茶漬け140ｇ
・からしみそ120ｇ･･････････････････ 各 540円

会津物産南会津町

南会津町の自慢の
品 で々す。

各日20折限定販売

各日20折限定販売

各日20折限定販売

各日20折限定販売

本物の味が楽しめる、
天然天草で作った寒天です。

つるんとしたみたらし団子で
十勝小豆のこしあんを包みました。

11：30頃到着予定

太郎庵のあんみつ

 １個 420円

太郎庵会津坂下町

外はカリカリ、中はしっとりが
クセになります。

ふわふわ生地にクリームたっぷり。

カヌレ・ド・ボルドー
･････････････････････････････････１個 216円

まさひろロールカット
･･･････････････････････････････１個 216円

ふたば茶亭双葉町

松本家の水ようかん
･･･････････５本入 1,000円・２本入 500円

松本家会津若松市

文政2年創業以来、ほのかな甘さ、みずみず
しい味わいが多くの人に愛されています。

濃厚なミルク味のアイスの中に練りあんが
入っています。
濃厚なミルク味のアイスの中に練りあんが
入っています。

松永牛乳

アイスまんじゅう････････１個 150円

南相馬市

あだたら山の揚げ饅頭
･･････････････････････････････････････５個入550円
･･･････････････････････････････１０個入1,100円

花月堂花屋　二本松市

カリッと香ばしい皮と甘さ控えめな
餡のハーモニーが絶妙。

焼きだんご 
・しょうゆ ・みそ ・みそごま
････････････････････････････････････各1本115円

本家 丹波屋二本松市

会津馬刺屋 小林畜産会津坂下町

やわらかく食べやすい
人気のだんごです。

10：00～10：30頃到着予定 10：00～10：30頃到着予定

10：30～11：00頃到着予定

11：00頃到着予定

10：30～11：00頃
到着予定

10：30～11：00頃到着予定

10：30～11：00頃到着予定

10：30～11：00頃到着予定

10：00～10：30頃到着予定

馬刺し本来の旨みを引き出すために“純国産馬刺し”
にこだわり抜きました。

モモ（ブロック）･･･････････160g 1,790円
ヒレ（ブロック）･･･････････160g 2,248円
ロース（ブロック）･･･････160g 2,135円

福相食品 小高ハム　南相馬市

※盛り付け例です。
※具材が変わる場合があります。

西シェフの
ハンバーグカレー
･･･････････････････１人前 850円

西シェフの相馬産アサリの
トマトパスタ
･････････････････････････１人前 700円

西シェフの代表カレー
････････････････････････１人前 650円 ジューシーなハンバーグと

濃厚カレーがベストマッチ。

オリジナルブレンドの香料を
使った特製ビーフカレーです。

ソースにさるなし果汁が入っていてフルーティー。

西シェフ自慢のパスタはいかが。

ほっき天丼

 １折 1,000円
謹製ほっき飯弁当
・・・・・・・・1折 1,000円

各日50折限定販売 各日20折限定販売

各日30折限定販売

各日30折限定販売

各日30折限定販売

各日20折限定販売

各日20折限定販売

各日20折限定販売

※写真は
　イメージです。

新物のほっき貝をたっぷり盛り付けました。

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。
※写真はイメージです。

弾力のある食感となめらかな
喉ごしが特徴です。

大島屋白河市

美味しいところてん
････････････３個入 648円あまから団子

･････････････････････････3本 388円

11：30頃到着予定

6/26㊎～28㊐、7/4㊏・5㊐

6/27㊏・28㊐、7/4㊏・5㊐

6/27㊏・28㊐、7/4㊏・5㊐

6/27㊏・28㊐、7/4㊏・5㊐

6/26㊎～28㊐、7/4㊏・5㊐

6/26㊎～28㊐、7/4㊏・5㊐

6/27㊏・28㊐、7/4㊏・5㊐

モックモック会津若松市 6/26㊎・27㊏、7/3㊎・4㊏

6/26㊎～28㊐、7/4㊏・5㊐

6/26㊎～

各日50個限定販売

各日20個限定販売

各日30個限定販売 各日30個限定販売

各日20個限定販売

各日20個限定販売 各日20個限定販売

各日20個限定販売
各日20個限定販売

各日50個限定販売

各日10個限定販売各日各80本限定販売

各日各20個限定販売

各日各30個限定販売

各日各10個限定販売

各日50個限定販売

各日30個限定販売

6/26㊎・27㊏

6/26㊎・27㊏、7/1㊌・3㊎・4㊏

6/26㊎～28㊐、7/1㊌・4㊏・5㊐

6/26㊎～28㊐、7/1㊌・4㊏・5㊐

6/26㊎～28㊐、7/1㊌・4㊏・5㊐・8㊌6/26㊎～28㊐、7/1㊌・4㊏・5㊐・8㊌ 6/26㊎～28㊐、7/1㊌・4㊏・5㊐

6/26㊎～28㊐、7/4㊏・5㊐

6/26㊎～28㊐、7/4㊏・5㊐

6/26㊎・27㊏、7/1㊌・3㊎・4㊏

6/26㊎～、7/3㊎～

NISHI’s KITCHEN（ニシズキッチン）いわき市

6/26㊎～28㊐、7/4㊏・5㊐

6/26㊎～28㊐、7/4㊏・5㊐

6/26㊎～7/9㊍

6/26㊎～7/9㊍

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！！

6/26㊎～28㊐、7/4㊏・5㊐

スイーツ

弁 当

惣 菜

パ ン
なつかしい

10：00～
10：30頃
到着予定

NEWNEW


