
11月 出店スケジュール
10/30㊎ 花春酒造（地酒） 
10/30㊎・３１㊏ 燻製木香（燻製商品） 
10/30㊎・11/4㊌・５㊍・９㊊～１２㊍
 ひふみ堂（オリジナルケーキ） 
10/30㊎・３１㊏ 福島県養蜂協会（ハチミツ） 
10/31㊏ わたなべパン店（オリジナルパン）
11/１㊐～３㊋ 金水晶酒造店（地酒） 
11/２㊊・９㊊ 佐倉ファーマーズ（季節の野菜）
11/7㊏・８㊐ 会津自然栽培農家の会（米・地酒）
11/9㊊～１２㊍ 千藤（会津漆器・会津木綿） 
11/9㊊～１２㊍ 佐久商店（いか人参） 

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

辛いっ！がうまいっ！！
名物つけ麵。11/4木～8日 11/9月～12木

10/30金～11/1日

麺やうから家から【福島市】 

会津ブランド馬肉
さくらの会（鶴我）
【会津若松市】 

味噌らーめん ８７０円
味噌生姜らーめん ９２０円
味噌味玉らーめん ９９０円
味噌ちゃーしゅーめん １,２２０円
味噌ネギらーめん １,０２０円

ごま油の香ばしさと一味の辛さが
食欲をそそります。

全国に誇る

酒

ほっこり

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

上馬刺し定食 1,500円
並馬刺し定食 980円
定食の内容（仕入れ状況により変更有）
・馬刺し　・小鉢３品
・お新香　・ご飯　・味噌汁
 
馬刺しパック
    シンタマ  1パック 1,080円

11/2月・3火 野菜とチャーシューが
盛りだくさんのタンメン。

坂新【会津若松市】 

白春工芸会津坂下町

人気酒造二本松市

ホームベーカリーコビヤマ
会津若松市

いい
モノ
がたり

リンゴのプレザーブを
さつまいもクリームの
上にのせました。

特別企画レポート発信中！
日刊シティ情報ふくしまwebコラボ企画

福島県観光物産館でみつけた！
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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
【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 11月上旬号

⑤大吟醸 ひやおろし･････ 720㎖ 2,200円
笹の川酒造郡山市 ⑪さすけね 無濾過生原酒

 ････････････････････････････････････････････720㎖ 1,595円

会津錦喜多方市

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。 11/23㊊㊗はコラッセふくしま館内設備メンテナンスのため終日休館いたします。

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

大玉村 八起農園のさつまいも「シルクスイート」と

「紅はるか」を使用した特別スイーツです！

さつまいものモンブランマカロン
･････････････････････････････････ 1個 480円
なめらかなさつまいもクリームが
マカロンととてもよく合います。

自然なさつまいもの
甘味とナッツの食感が
美味しいタルト。

メープル風味の芋クリームの下には、
ゴロっとしたさつまいもとサクサクの
チョコレートが入ったクリーム、
ふわふわスポンジ。

シルクスイートを贅沢に使い、
御養卵、北海道生クリームと素材に
こだわった焼プリンです。

焼いもをゴロッと練り込んだ、
食感が楽しいケーキ。

さつまいもプリンの上にかぼちゃの
ムースを加えて秋味に仕上げました。

10/22㊍福島市笹谷にオープンした洋菓子店です。

焼いものペーストを練りこんだプリンと
焼いものクリームを二層仕立てにし、
焼いもを飾りつけた濃厚なプリンです。

10/30㊎・31㊏シルクスイート
11/1㊐・3㊋紅はるかを使用します。

いも感がある
餡を特別仕立て。

世界に１つの「オリジナルハロウィン練り切り」
が作れます。

ゴマの生クリームに、さつまいもの風味を
生かしたクリームを絞りました。

さつまいもを
たっぷりと練りこんだ
アリュメット風スイートポテトに
キャラメルクリームを合わせました。

紅はるかをたっぷり使い、バター、白あん、生クリーム
ブランデー、バニラと合わせて、じっくり焼き上げました。

生地にメープルを練り込み、
さつまいものモンブランと
甘露煮をトッピングしました。 

菓子処まつもと二本松市

中村屋福島市

プリン工房はちまん 福島市

八起農園大玉村

Patisserie Reconnaissance パティスリールコネサンス二本松市

Atelier de Gateaux アトリエ・
ド・ガトー 二本松市

PATISSERIE SEISENDO 福島市菓匠清泉堂

Patisserie ESSOR 二本松市 パティスリー
エソール

Patisserie Allumette パティスリー
アリュメット伊達市

Sweety Shinri 福島市スウィーティー
シンリ

Patisserie Mains de Chaton伊達市 パティスリー
マンドゥシャトン

一味庵福島市（飯坂温泉）

SHOGETSUDO MATSUKAWA 松川松月堂菓子店福島市松川町

ケーキ家 Piggy福島市 ピギー

Ohnoya桑折町 大野屋

Latta Lutta 福島市（飯坂温泉）らったるった

いも大福
･･1個 200円

焼いも ・シルクスイート ・紅はるか ････1本 300円～

⑥純米吟醸 若清水････････ 720㎖ 1,875円
若清水酒造平田村

⑦特別純米 若清水････････ 720㎖ 1,365円
⑧特別純米 若清水 無濾過原酒
･････････････････････････････････････････ 720㎖ 1,500円

①蔵粋 ザ・プレミアム アマデウス
･････････････････････････････････････････ 720㎖ 1,540円
くらしっく

くらしっく

小原酒造喜多方市

②特別純米 アマデウス 蔵粋
･････････････････････････････････････････ 720㎖ 1,100円

③登龍 特別純米････････････ 720㎖ 1,457円
大谷忠吉本店白河市

⑨南郷純米吟醸 うらら･･ 720㎖ 1,820円
矢澤酒造店矢祭町

④白陽 純米吟醸････････････ 720㎖ 1,793円

50パック限定販売

⑩吟醸無濾過原酒 南郷 720㎖ 2,000円

マーメイド
縦１８×横２９×幅１２㎝ 

26,400円
他多数出品

軽くて丈夫な
馬革のバッグです。

11/10㊋発売
情報誌「Monmo」

で紹介

ホクホクがたまらない！ホクホクがたまらない！

人気一 Rice Magic 
スパークリング RED（300㎖） 1本

會津が香るシュトーレン 1カット

福島県観光物産館×Monmo特別ペアリング企画

セットで 1,300円

スイートポテト
････1個 480円

焼いもケーキ
 1個 260円

おいもとメープル
･･････････････1個 454円

さつまいもプリン 1個 450円

さつまいも
紅はるかの
パンケーキ
･･････1個 400円

パンケーキ
（プレーン）
 1個 400円

さつまいもと
ナッツのタルト
･･････1個 486円

紅はるかの
スイートポテト
････････1個 216円

さつまいものモンブラン 1個 430円

物産館
限定

おうちでつくろう！
ハロウィン練り切りセット
･･････････････････････････････４個分 1,500円

さつまいもの妖精
「いもねえちゃん」

メープル風味のタルトにスイートポテト
クリームを絞り焼き上げました。
ほんのりシナモンが香ります。

スイートポテトタルト
････････････････････････････1個 350円

焼いもプリン 1個 280円

×

焼さつまいもでプリン
～ココット風～ 1個 529円

さつまいも
モンブランマフィン
･････････････････1個 400円

オイシー
ノ♡

① ② ③ ④ ⑤ ⑦⑥ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪



　11/23㊊㊗はコラッセふくしま館内設備メンテナンスのため終日休館いたします。　　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。

福島県の新ブランド米です。
福島市では物産館だけの販売となります。

ナタデココといちご
･･････････････････････200g 302円
ブルーベリー 200g 259円

他　20種類

なめらかな舌ざわりとコクのある
深い味わいが楽しめる
ヨーグルトです。

※売り切れ次第終了

ナタデココと甘夏
･･････････････････････200g 302円

パティスリー澤田屋
福島市

夜の果樹園 アップルパイ
･････････････ 5号 2,500円・６号 3,500円

パティスリー
アリュメット

伊達市

小池菓子舗
柳津町

あわまんじゅう

 10個入 1,080円

マルゲリット・マリーラ･････2～3個入 750円
ラ・フランス･･･････4個入 500円

ＪAパールライン福島市

福、笑い。

･････････････予定販売価格 2㎏ 1,728円

山都そば処 萬長喜多方市

手打ち十割蕎麦（持ち帰り用）
･･･････････････････････････････････････3食入 1,700円

会津御山の果樹園
オーチャード斉藤

会津若松市

柿（会津みしらず）
 約3㎏ 2L 12玉 3,300円～
 約3㎏ 3L 11玉 3,600円～
 約3㎏ 特上 9玉 4,000円～

感謝農園平井桑折町

どこよりも早く

今年のあんぽ柿を

販売します。

あんぽ柿ひらたね
･･･････････････ 1パック 864円

酒井農園
伊達市

ふくふくしめじ
･･････････････ 100g 700円

モーニングヨーグルト郡山市

ワークセンターさくら広野町

オニクオイシクナール 
・旨辛 ・大辛
･･････････････ 100g 410円
こんにゃくラーメン 
・醬油 ・辛子味噌
･･････････････ 180g 230円

東稜高校福島市

東稜カレー（レトルトパック）
･･･････････････････････ 1人前 480円

宝来屋郡山市

かぼちゃの甘酒
･････････････････････ 350㎖ 399円

田季野
会津若松市

会津磐梯
わっぱ飯

 1折 1,500円

めんの旭屋浪江町

なみえ焼そば
 3食入 1,080円

赤べこだるま
 中 1,650円
干支だるま 丑
 小 1,100円
 中 1,650円

白河だるま総本舗白河市

アマビエだるま ミニ ３色 各 1,100円

新そば「会津のかおり」を使用。

物産館
限定

一味庵福島市（飯坂温泉）

菓子処まつもと二本松市

Patisserie Allumette パティスリー
アリュメット伊達市

SHOGETSUDO MATSUKAWA 松川松月堂菓子店 福島市松川町

Sweety Shinri福島市 スウィーティー
シンリケーキ家 Piggy福島市 ピギー

Ohnoya 桑折町大野屋

PATISSERIE SEISENDO 福島市菓匠清泉堂

Patisserie ESSOR 二本松市 パティスリー
エソール

Latta Lutta福島市（飯坂温泉） らったるった

ケーキ工房
Patisserie ＭoＭo 二本松市

パティスリーモモ

Patisserie EcLore 福島市パティスリー
エクロール

角田農園福島市

旬のスイーツ

みしらず柿予約注文

ほんしめじの
福島県オリジナル品種です。

送料別

自慢のスポンジにフレッシュな
生クリームと洋梨を
たっぷりとサンドしました。

洋ナシのコンポートと
チーズクリームを
マカロンでサンドしました。

真空調理で瞬間的に
洋梨をコンポートにすることで
生の食感を残しつつ、
洋梨のゼリーとムースの二層に
仕立てました。

もっちり食感の和風ゼリーに、
香り豊かな洋梨がたっぷり
詰まっています。

生地にキャラメル
チョコチップを練り込み、
コンポートにした洋梨を
トッピングしました。

洋梨をコンポートにしてタルトの
上に乗せ、焼き上げました。

キャラメルのムースと
バニラのムースに合う洋梨の
コンポートをたくさん入れました。

生クリーム、カスタードの
ダブルシュークリームと

旬の洋梨の
コラボレーション。

キャラメリゼした洋梨と
キャラメルムースの上に
サクサククランチを乗せました。

もっちり感と
フレッシュ洋梨の
新食感。

バニラが入ったババロアの上に洋梨の
ジュレとマリネ、一番上に白ぶどうの
ジュレを絞りました。四層のヴェリーヌを
お楽しみください。

キャラメルとマスカルポーネチーズの
ムースの中に、洋梨のコンポートとジュレ、
ムースを閉じ込め、クルミの生地を合わせました。

洋梨のコンポート
入りクリームと、
コンポートのスライスを、
ふんわりパンケーキに
サンドしました。

洋梨の香りを活かした
爽やかなプリンです。

200袋限定販売

少量入荷

洋梨のスクエアシュー
････ 1個 410円

キャラメルポワール
･････････････････1個 380円

洋梨のヴェリーヌ
･････････････････1個 400円

洋梨の
パンケーキ
 1個 400円

洋梨もっちり
･････1個 200円

洋梨のマカロン
･････････････････1個 450円

キャラメルポワール
･･････････････････････････････････････････1個 460円

洋梨のジュレプリン
･････････････････1個 480円

洋梨ムース 
瞬間コンポート仕立て

･････････1個 420円

洋梨の大福
･･･ 1個 180円

洋梨のショートケーキ
･････････････････1個 460円

洋梨のマフィン
･････････････････1個 380円

洋梨のタルト
･････････････････ 1個 486円

洋梨キャラメル
･････････････････1個 420円

御菓子司 藤川屋
伊達市
御菓子司 藤川屋
伊達市

9：30～10：00到着予定

こだわりの自家製餡と国産黒糖で
練り上げた皮。日本を代表する大物
女優もお忍びで購入する話題の逸品。

こしあんをプチプチ食感の
あわで包みました。

家伝茶まんじゅう

･･･････････ 6個入 590円

鳥安福島市

鳥焼き丼

･･･････････ 1折 1,080円
各日10折限定販売

染み込んだタレが堪らない！

おく愛ズ金山町

姫ます寿司

･･１折6貫入 1,500円

8年ぶりに復活！金山町特産の
ヒメマスを使った押し寿司。
大葉や山椒の風味が豊かな
2種類の味。

パエリア風炊込みご飯の
上に、濃厚チーズ入り
伊達鶏ハンバーグを
ゴロっとのせました。

松茸ご飯、会津の舞茸、玉こんなど、
秋を贅沢に楽しめます。

まちの駅やながわ・
からあげ伊達店

伊達市

とろ～りチーズのゴロっと
伊達鶏バーグおにぎり
･･･････････････2個入 300円

ハーブ親子丼
･･････････････････１折 430円

200パック限定販売

各日30折限定販売

各日40折限定販売

30個限定販売

各日30折限定販売

各日20セット限定販売

各日50パック限定販売

各日40箱限定販売

菓子舗いづみや伊達市

タルトタタン
･････････････････････････････････1個 480円各日20個限定販売

各日20個限定販売各日各5個限定販売

プリン工房はちまん 福島市

福島市飯坂町・まるせい果樹園の
紅玉りんごを使用。米沢市のウコギと
スイートパンプキンがアクセント。

福島市・高沢
果樹園の紅玉を
たっぷり使用。

中村屋福島市

各日各40個入荷予定

福島市 角田農園の洋梨「マルゲリット・マリーラ」を使用したスイーツです！

芳醇♪

田村市うまいものフェア 田村市観光キャンペーンクルー来館！
1,000円以上お買い上げの各日先着100名様に
田村市産品プレゼント！

田村市には
豊かな自然と食あり！

お買い上げの方に
おからサービス！
(各日40袋限定)

｢エゴマ米飴キャラメル｣は
｢ふくしま満天堂グランプリ2019｣受賞。

かぼちゃの風味がたっぷり。

銘柄豚「やまと豚」を原料に職人の技で
手づくりした絶品ハム･ベーコン･ソーセージ。

「都路たまご」や「田村市産果実」を
原料に手づくりした絶品スイーツ。

大越町産ホップを使用した
香り豊かな地ビール。

あぶくま高原の
新鮮秋野菜を販売します。

農薬・化学肥料を使わない
素材の味を生かした黒米商品。

ミネラル豊富な天然水や
あぶくま高原が育んだ山ぶどう商品。

アグリクリエイターズたむら 福福堂 あぶくま洞

ハム工房都路
ウインナー各種
切り落としベーコン
ポークパストラミ
レバーの燻製　ほか

みやこじスイーツゆい

ホップジャパン

ゆいプリンリッチ
シフォンケーキ各種
クッキー各種
スイートポテト　ほか

渡辺豆腐店田村市エゴマ振興協議会
地場産青肌豆腐 都路豆腐
三角揚(油揚) 厚揚　ほか

エゴマ油 エゴマの実
エゴマパウダー エゴマショコラ
すりエゴマ エゴマ米飴キャラメル

新鮮野菜 黒米
黒米甘酒
ふくしま黒米手延べ麺
ジャム　など

ニューフロンティア

うなおむすび
あぶくま高原 福うなぎ蒲焼き

11/7㊏･8㊐のみ

清らかなあぶくま
高原の湧き水を
使い毎日手づくり。

あぶくま高原産「福うなぎ」を使った
おむすびです。

９：30～18：00
11/6㊎～８㊐11/6㊎～８㊐

あぶくまの天然水
あぶくまの化粧水
山ぶどうジャム
山ぶどう液　など

オイシ
ーヨ
ー♪

11/6㊎～8㊐洋梨スイーツ洋梨スイーツ
梨の妖精

「ぶつぶつ梨君」

モチモチの太麺が特徴。
10：30頃到着予定

9：30～10：00到着予定

9：30～10：30到着予定

高校生が考案したチキンカレー。

疫病退散を願った「アマビエ」と
来年の干支「丑」がモチーフ。

焼き肉に
ピッタリ！

国見町の紅玉をサクサクのパイと
カスタードクリームに合わせた
大人気商品です。

タルトタタン

･･1個 500円

レジ袋削減のため、マイバッグの持参にご協力ください。
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