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〒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 9月上旬号

①秋上がり 純米辰泉
･･･････････ 720㎖ 1,430円・1.8ℓ 2,640円

辰泉酒造会津若松市

②国権 純米吟醸秋あがり
･･･････････ 720㎖ 1,980円・1.8ℓ 3,850円

国権酒造南会津町

③01BY 秋酒「自然郷 円融純米」
･･･････････ 720㎖ 1,467円・1.8ℓ 2,934円

大木代吉本店矢吹町

特別純米
･･････････ 720㎖ 1,155円・1.8ℓ 2,508円

奥の松酒造二本松市

長期熟成酒 流転 純米大吟醸
･･････････････････････････････････････720㎖ 1,650円

末廣酒造会津若松市

人気一１１純米原酒･･････720㎖ 1,518円
人気酒造二本松市

④金水晶 純米吟醸ひやおろし
･･･････････ 720㎖ 1,676円・1.8ℓ 2,904円

金水晶酒造店福島市

⑤榮川 秋あがり純米酒
･･･････････ 720㎖ 1,100円・1.8ℓ 2,200円

榮川酒造磐梯町

福島県観光物産館だより 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空けてお並びください。

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

三島町産 はちみつ各種
時任養蜂園

伝統工芸品 奥会津編み組細工
生活工芸館

特産物 会津桐製品 各種
会津桐タンス

しそみそ揚げ・会津地鶏製品 ほか
道の駅 尾瀬街道みしま宿

奥会津 三島町フェア

会津養鶏協会
【会津若松市】 

9/4金～6日

9/4金～6日

コク・歯ごたえに優れた
会津地鶏をどうぞ。

会津地鶏ふわとろ親子丼 1,100円
会津地鶏ラーメン 900円
会津地鶏チャーシューメン 1,100円

１5：3０～１８：３０9/11金・12土

どこか懐かしい中華そば、節の香り
が漂う出汁で味わう会津産二八そば、
のど越しの良いうどんのほか、
カレーライスも得々セットで限定提供。

9/7月～11金

麺やうから家から【福島市】 
らーめん石狩【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 円盤餃子

 20個1枚 1,400円

円盤餃子
 20個1枚 1,350円
 50個1枚 3,000円

シンプルながら素材本来の
旨味が凝縮したラーメン。

9/12土～16水

醤油ラーメン ７５０円
醤油チャーシューメン ９５０円
ねぎ醤油チャーシューメン
 1,100円

舌も目も魅了される
黄金スープ。

9/17木

坂新【会津若松市】 

中華そば 750円
チャーシューメン 950円
生そば(冷ざる) 650円
生うどん(冷ざる) 650円

生そば(温) 750円
生うどん(温) 750円
中華そば+半カレー
 1,000円
他メニューあり

麺処ひろ田製粉所【福島市】

全国燗コンテスト燗酒最高金賞受賞

9月出店スケジュール
9/４㊎・５㊏
手作り石鹸プリマリア（手作り石鹸） 
9/４㊎～１３㊐
佐久商店（いか人参） 
9/５㊏・１２㊏・１６㊌
わたなべパン店（ちくわパン） 
9/７㊊・１４㊊
佐倉ファーマーズ（季節の野菜）
9/１１㊎～１３㊐
ふくかんねっと（キムチ） 
9/１１㊎～１３㊐
ニコニコ菅野農園（ナツハゼジャム） 
9/１１㊎・１３㊐・14㊊
アルマ（シルク製品）
9/12㊏
とうふや大楽（豆腐） 
9/１６㊌・１７㊍
ひふみ堂（オリジナルケーキ） 
9/17㊍
海鮮フーズ（海産物） 

9/4㊎～6㊐

① ② ③ ④ ⑤

１5：3０～１８：３０

夕方
夕方

中華 朴伝【福島市】 
ぼく でん

チョコレート好きにはたまらない
濃厚かつ上品な味わい。

最高級の鳴門金時で作った、
ほくほくスイーツ。

型にはまらないお菓子を提供します。

昔ながらの原材料と製法にこだわり。
モチモチの皮の中に
餡子がきっしり。

砂糖不使用のヘルシーな飴。
蜂蜜のような柔らかさです。

9/4㊎～・11㊎～
9/4㊎～・11㊎～

9/11㊎～

9/11㊎～

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW
NEWNEW

9/4㊎・5㊏・11㊎・12㊏

リッチ生パウンド
･･･････････････････････1個 1,134円

「ふわっ」と焼き上げたチーズケーキの生地で、
「とろっ」とした生クリームをたっぷり巻き込みました。
スプーンですくって食べる新タイプです。

売り切れ次第終了

ふわとろ
チーズロール

 冷凍 1本 1,458円
30本限定販売

30個限定販売

秋の味満載 和洋菓子

フルラージュ郡山市

ふわふわのスポンジに生クリームを
たっぷり詰めた贅沢な一品です。

安達
純生ロール

･･1本1,080円

ふわふわスポンジに
たっぷり生クリーム＆カスタード。

アトリエ・ド・ガトー
二本松市

各日10本限定販売

パティスリー ルコネサンス二本松市

生チョコロールケーキ

･･･････････････････1本 1,390円
各日10本限定販売

チョコをふんだんに使用。

東北協同乳業本宮市

宝来屋郡山市

ゆずあまざけ
ヨーグルト

････ 1個 130円
太郎庵会津坂下町

太郎いも･･････････････････５個入 896円
シャインマスカット果実入
･････････････････････････････････ 200g 454円
ぶどうの果実入り･･･ 200ｇ 454円
ナタデココと甘夏･･･ 200ｇ 302円

ヨーグルト専門店
モーニング

郡山市

テリーヌショコラ
･･････････････････････････････冷凍 1,600円各日10個限定販売 各日120個限定販売

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

やわらかく食べやすい
人気のだんごです。

●栃のはちみつ(140g瓶)
●春のはちみつ(140g瓶)　ほか

●会津桐米びつ、
　会津桐弁当箱「会津三昧」　ほか

山ブドウバッグ、ヒロロバッグ、
またたびザル ほか

小さな箪笥のような見た目の茶筒。
機密性に優れています。

●みそのかくれんぼ(しそみそ巻き揚げ)
●会津地鶏ラーメン(しょうゆ/塩白湯/みそ)
●会津お酒のおともお土産品コンテスト
　初代グランプリ受賞　会津地鶏入りカルパス
●辛さ恋しい地鶏カレー(グリーンカレー/キーマカレー)　ほか

三島町の自慢の
味と技が楽しめます。

10：00頃到着予定

各日各180本限定販売

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

ミルクチョコレート「タナリヴァ・ラクテ」を使
用しアールグレイの香りをつけたムースに、
ベルガモットの爽やかなクリームとジュレなど
を合わせました。

各日50個限定販売
各日10個限定販売

中村屋福島市

物産館オリジナル豆大福
････････････････････････････････････ 1個 180円30個限定販売

菓子処 まつもと二本松市

みそまんじゅう
･･･････････････ 1個 100円
いも鼓････ 1個 210円

ミルク羊羹
･･････ 1本 150円

松本家会津若松市

湯の花羊かん
･･･１０本入 1,490円・5本入 745円

ヤマサ商店只見町

たぐり飴････････ 500g 650円
全国に誇る

酒 イチビキ

平松食品

國松本店

古関裕而の妻・金子さんの故郷
「豊橋交流商品」販売中！

無添加国産生赤だし
････････････････････････････ 500ｇ 459円
無添加八丁味噌 400ｇ 648円

連続テレビ小説「エール」
・さんまの蒲焼
･･･  120g（真空パック） 650円
・あさりしぐれ
････････････････ 90g(真空パック) 650円

濱納豆徳用袋 155g 823円
濱納豆ミニギフト
･････････････････････････ 50g 648円

9/4㊎～6㊐・11㊎～13㊐
9/4㊎～6㊐・11㊎～13㊐

9/4㊎～6㊐・11㊎～13㊐ 9/4㊎～6㊐・11㊎～13㊐

9/4㊎～6㊐・11㊎～13㊐

9/4㊎～6㊐・11㊎～13㊐

各日50枚限定販売

各日10枚限定販売各日50枚限定販売

パティスリー アリュメット
伊達市

タナリヴァ
････････････････････････････････････ 1個 500円

他17種類

なめらかな舌ざわりと
コクのある深い味わい。

売り切れ次第終了。

甘酒の甘さとゆずの酸味が深い味を演出。

15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。

カカオニブは栄養価の高さから注目を集めています。

大水福島市

鯛めし
炊き込みご飯の素
････････････ 3合用 1,080円

会津物産
南会津町

舞茸の炊き込み
ご飯の素
････ 2合用 540円

結城食品二本松市

五目ご飯の素
･･････････････････ 3合用 280円

味ごはんの素
･･････････････････２合用 280円
ひじきご販の素
･･････････････････２合用 280円

舞茸ご飯の素
･･････････････････ 3合用 330円

八島食品
伊達市

国産ザーサイ
･･････････  443円
山ごぼう昆布
･･････････  500円

手・まめ・館
鮫川村

マーボーの素
･･･････････････････････220g 350円

小泉食品いわき市 うに炊き込み
ご飯の素
･･･2合用 432円
かに炊き込み
ご飯の素
･･･2合用 432円

自然食品
ばんだい

喜多方市

もっちり餃子
 １０個入 680円

大川魚店いわき市
自家製 うにみそ
･･･････････220ｇ 1,620円 丸源水産食品いわき市

目光の縄文干し･･･ 6尾 650円

かに船
（アザスコーポレーション）

いわき市

から揚げ用メヒカリ
･････ 250ｇ 1,224円

上野台豊商店いわき市

小名浜めひかりの開き干し
･･･････････････････････冷凍、5枚 950円
小名浜めひかりレトルト
･･････････････････････････････ 1枚 190円

メヒカリ焼かまぼこ
････････････ 1枚 173円

いわきオリーブいわき市

燻製メヒカリの
オリーブ
オイル漬け
･･･5～６尾 702円

ふくしま未来研究所福島市
伊達市

カカオニブ ・もも ・巨峰
･････････････････････････････････各６５ｇ 1,250円

猪俣徳一商店会津坂下町

ふくしま路 おとなの秋ごはん
･･････････････････････1折 1,100円
ふくしま路 松茸おべんとう
･･････････････････････1折 1,080円
あぶくま 山菜栗めし
･･･････････････････････････1折 880円

ロースカツサンド
･････････････････････････４ピース 800円
海老かつサンド
･････････････････････････４ピース 850円

食パン･･･････････270円
全粒粉食パン  440円
大麦食パン･･  540円

三ツ山製麺工場福島市

飯坂ラーメン
・しょうゆ味 ・みそ味
･･････････････････各３食入648円

渡部麹屋金山町
蔵出し こうじ味噌
・糀１０割 900g 648円
・糀１５割 900g 864円
・青豆･････400g 600円

糀和田屋本宮市

糀和田屋の味噌
･･･････ 750ｇ 756円

丸栄ふとん店郡山市

やまももぼし
ハンカチ
 28×29㎝ 825円
やまももぼし
ガーゼケット
70×50㎝
 ･･･････2,090円

相馬中乃郷焼入道窯
南相馬市

左駒センス･･･････････ 660円

大畑屋三春町

お好み焼きがんも
････････････1枚 378円

三春三角油揚
････････････5枚 426円

※調理イメージです。

※写真は調理例です。

豆腐職人が昔ながらの技で
丁寧に手作りしています。

大椙食品
おおすぎ

棚倉町

バジル de 青豆

 350g 400円・200g 250円

清らかな水と良質な大豆を使用。

鮎炊き込みご飯の素
 1個 1,200円

田季野会津若松市
9/4㊎～・11㊎～

※写真は調理例です。

伊南川の鮎を使用。

いわな贅沢ごはん
･･･････190ｇ２合用 918円

あぶくま川内川内村

炙りいわな ２尾 972円・１尾 540円
スモークいわな
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２尾 972円・１尾 648円

阿武隈山系の豊かで清らかな水と緑に
恵まれた川内村産のいわなを使用。

さっぱりした味わいと冷めても美味しいのが特徴。

※写真はイメージです。

昼夜の気温差が大きく米作りに適した会津で栽培した自慢の米。

御稲プライマル本宮市

新米五百川 ･･･････５ｋｇ 2,592円・２ｋｇ 1,180円

みず ほ  こ が ね
新米瑞穂黄金 ･･･５ｋｇ 2,600円・2ｋｇ 1,160円

いわなのアヒージョ
･････････････････６０ｇ 702円

伊達鶏・麓山高原豚・福島牛や
郷土料理が炊き込みご飯に。

伊達鶏五目ごはんの素
･･････････････････････････3合用 648円

ふくしまいか人参ごはんの素
･･････････････････････････3合用 583円

まるい福島市

旨しいたけ
･･･120g 540円

山のごちそう本舗
矢祭町

福島ホルモン
・味噌仕立235g 
・醬油仕立235g 
・塩がつ215g  各540円

県産麓山高原豚の白もつのみを
使用し、コクと旨みを追求しました。

素材の持ち味を
活かしています。 2種類のうにと家伝のみそを使用。

松川浦産きくらげ入りのり佃煮
････････････････････････････ 250g、1個 540円

西野屋食品いわき市

木戸川産
鮭フレーク
・みそ味 ・しお味
･･････ 各70g 486円

ふたば未来学園
西野屋食品
木戸川漁業協同組合

広野町
いわき市
楢葉町

ごはんはもちろん、茶漬け、
パスタにもおすすめ。

ふたば未来学園の
生徒がプロデュース！
木戸川産の鮭を使用
した鮭フレークです。

シソの実入り。
さっぱりとしています。

新鮮な会津の食材を使った、
やさしくて懐かしい味。

おとめばんちゃのきくらげの佃煮
･･･････････････････････････････････220g 540円

カネコフーズ会津若松市

下郷高菜ときくらげのしぐれ
･･･････････････････････････････････220g 540円

ワタスイ須賀川市

メヒカリ     味キラリメヒカリ     味キラリ

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･･･････････････････････ 4個入 540円

いわきチョコレートいわき市
チョコに振り掛けられた海塩がアクセント。

貴千いわき市

魚（うお）さし
･･････ 約100g 302円

めひかりの上質の脂が凝縮しており、
旨味を存分に味わえます。

メヒカリを皮ごとすり身にして
混ぜ込みました。

そのままでもパスタの具材でもおすすめ。

外はカリッと、中はふんわり。
縁起の良い扇子です。

ふんわり織り上げたやさしい肌ざわり。

古来からの製法にこだわった干物です。

ソースカツ丼

･･････1折 1,200円

牛乳屋食堂
会津若松市

各日60折限定販売

9/5㊏・6㊐・12㊏・13㊐

9/10㊍から販売開始！

丼ぶりグランプリ
金賞受賞。 ふくのしま豚の醍醐味

･････････････････････････１折 1,200円

福豆屋
郡山市

會津が香るシュトーレン
・大 ････････1個  3,564円
・中 ････････1個  1,782円
・小 ････････1個  1,307円

銘酒「会津娘」に漬け込んだ
會津身不知柿などを練り込みました。

湯の郷で生まれたこだわりの麺。

香りと旨味のバランスが
とれた無添加米糀味噌。

9/4㊎～

9/4㊎・5㊏・11㊎・12㊏

9/4㊎～6㊐・11㊎～13㊐

ホームベーカリーコビヤマ会津若松市 各日各20個限定販売

ライ麦パンハーフ
･･････････････････････216円
コロッケパン 216円
クリームパン 216円
チーズボール 119円
3色パン････････216円
ベーコンエピ 218円

小麦粉・ライ麦・ハチミツ
からできた天然酵母
「ルヴァン」を使用。
豊かな風味が特徴です。

食パン･･･････････････････････････１斤 210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。

各日120個限定販売

各日80個限定販売

各日３０斤限定販売

素材のおいしさを
多くの方に伝えたい。
愛情たっぷりの品。

ふるさとの味にこだわり。

簡単に麻婆豆腐が作れます。

野菜本来の味を
生かしています。

椎
茸
の
深
い
味
と

香
り
が
楽
し
め
ま
す
。

骨も食べられます。 太平洋の荒磯の香りに
包まれます。

紅ずわいがにのコクを
味わえます。

クセになる
モチモチの食感。

※食べ方の一例です。

飯坂温泉グラノーラ
 １５０ｇ 880円・５０ｇ 380円
ドライフルーツ＆
メープルナッツ
･･････････････････････4０ｇ 400円

湯のまち いいざか グラノーラ工房福島市

飯坂産の季節のドライフルーツと、シロップで甘く
焼き上げたオーツ麦やナッツ類が入っています。
ヨーグルトとよくあいます。

ルコネサンスのクロワッサン
････････････････････････････････････1個 220円

パティスリー ルコネサンス
二本松市

いわな塩焼きサブレ
････ 3個 864円・1個 302円

あぶくま川内川内村

いわなの中骨を魚粉にして生地に
練り込みました。串つきです。

バターをたっぷり使ったリッチな味わい。

佃煮3種食べ比べ
レポート発信中！

日刊シティ情報ふくしまwebコラボ企画

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW NEWNEW

NEWNEW

うわさのカツ亭
福島市

9/4㊎～6㊐・11㊎～13㊐

9/4㊎～6㊐・11㊎～13㊐

うわさのカツ亭
カツサンド

･･････････ 3切 590円

五穀入りのパンと、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。

各日20個限定販売

10：30～11：00到着予定

9：30～10：00到着予定

味の駅シャロン玉川村・石川町

黒鶏卵サンドイッチ
･･･････････････････････････････１折 500円

黒鶏の卵を使用した
ぜいたくな逸品。

各日20折限定販売

各日10折限定販売

各日10折限定販売

各日各40個限定販売

海苔のりべん
･････････････････････････１折 1,000円毎日少量入荷

毎日少量入荷

毎日少量入荷

毎日少量入荷

毎日少量入荷

♬新米を楽しむエトセトラ♪

9/4㊎～6㊐・11㊎～13㊐

9/4㊎～6㊐・11㊎～13㊐

各日各20個限定販売

9/4㊎・5㊏・11㊎・12㊏

岡崎

福島県観光物産館でみつけた！

各日30個限定販売


