
10月 出店スケジュール
２㊎～１６㊎ 佐久商店（いか人参） 
２㊎・５㊊～９㊎・１２㊊～１６㊎
 ひふみ堂（オリジナルケーキ） 
３㊏・４㊐ ひまわり農園（パッションフルーツ） 
３㊏・４㊐ あいづ自然栽培農家の会（米・地酒）
５㊊・１２㊊ 佐倉ファーマーズ（季節の野菜） 
８㊍～１５㊍ 千藤（会津漆器・会津もめん） 
１０㊏・１１㊐ 都路スイーツゆい（ゆいプリン） 
１０㊏・１１㊐ 渡辺豆腐店（豆腐） 
１０㊏・１１㊐ 手作り石鹸プリマリア（手作り石鹸） 
１０㊏・１４㊌ わたなべパン店（オリジナルパン）
１１㊐ Kokage Kitchen（そば粉ワッフルのキッチンカー）

渡辺麹屋
金山町

10/2㊎～4㊐
秋のびっ栗パラダイス

く り

冷製かにみそ
担々麺
 800円

かにみそラーメン
かにのせ 1,100円
うにの貝焼きめし
1折 2,160円

焼小籠包　12個入
 1,000円

かにのうまみが
存分に活きています。

15：00～17：00

かに船【いわき市】 10/14水～16金

鈴木飯店【会津若松市】 

手作りマルシェ【福島市】 

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

〈エールランチ〉
ふくしま特産キーマカレー
 880円
 〈デザート〉
いいたて雪っ娘カボチャ
シフォンケーキ 270円

10/2金 10/3土・4日辛いっ！がうまいっ！！
名物つけ麵。

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。

10/9金～13火

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

麺処ひろ田製粉所【福島市】

10/5月～8木

麺やうから家から【福島市】 
新商品　ピリ辛ネギらーめん
しょうゆ味 920円
しお味 970円
塩らーめん 820円
しょうゆらーめん 770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

創業以来、変わらない味を守り、丁寧に
時間をかけて手作りしています。

和栗のモンブラン
･･･････････ 1個 626円

手作りタルト生地に栗を使用。
栗の風味を堪能できます。

土湯温泉「ガンバ卵ショ」温泉卵をのせた
キーマカレーです。福島の採れたて野菜
サラダ付き。

中華そば+半カレー
 1,000円
他メニューあり

物産館
限定

物産館
限定

●

●

●

●

●

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 10月上旬号

至高のモンブラン
･･････････････1個 550円

和栗のモンブラン････････････  1個  570円

栗の妖精
「モンブラ」モンブラン勢揃い！ 会津産和栗を贅沢に使いました！

栗きんとん
････1個 150円

和栗の大福
 大 420円
中 360円

栗羊羹
･･･中 1,700円・小 1,300円

松三郎羊羹 ・くり ・くるみ
 各1本 2,500円

菊屋の最中 ・小豆 ・ごま 各１個 130円菊屋の最中 ・小豆 ・ごま 各１個 130円
和栗の渋皮煮
 1袋 864円・2個入 294円

あぶくま山菜栗めし
･･･････････････････1折 880円

栗本陣
 10個入 2,200円
･･････ 4個入 840円
･･････ 2個入 420円

マロングラッセ入りシベリア
 １個 324円・3個入 1,150円

和栗マフィン
････････････1個 380円

福島産和栗の
モンブラン
･･･････････ 1個 750円

あつかしの白山
  1個  650円

和栗の
モンブランマカロン
･･･････････････1個 485円

ワラビモンブラン　
･･････････1個 400円

木苺と会津和栗・
ノーベルシャインの
タルトセット
････････････  1,080円

和栗のモンブラン
･･････････ 1個 420円

和栗のモンブラン クレメ
･･････････････････････ 1個 540円

和栗のモンブラン
･･････････ 1個 610円

和栗のモンブラン
･･････････････････1個 540円

和栗の
パンケーキ
 1個 450円

パンケーキ
（プレーン）
 1個 300円

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

Patisserie La 4 区 パティスリー・
ラ・ヨンク国見町

一味庵福島市（飯坂温泉）

ふたば茶亭いわき市

菓子処まつもと二本松市

中村屋菓子舗福島市（飯坂温泉）

菊屋福島市 松本家会津若松市 ダノニ―川内村

福豆屋郡山市

ニューキムラヤ福島市

玉嶋屋二本松市

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 スイーティー
シンリ

Ohnoya桑折町 大野屋
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

Latta Lutta福島市（飯坂温泉） らったるった

国産の栗がふんだんに入っています。

天然会津産鬼くるみを使用。

川内産栗の渋皮煮を１個丸ごと
使った贅沢な逸品です。

国産小豆を使用した自家製こし餡と 
風味豊かな一粒栗を餅で包みました。

和栗をラム酒と砂糖だけで
じつくりと煮詰めました。
添え物やデザートなどに。

素朴な味わいが人気の
ロングセラー。秋限定。

マカロンショコラとモンブランを
合わせた新しいおいしさ。

栗あんを瑞 し々い
わらび餅で包みました。 栗がゴロッとのっています。

和栗のクリームと甘露煮を挟みました。

肉厚でホクホクとした食感と
豊かな甘さが特徴。

秋の
金山町
特産品！10/2㊎～

13：00～売り切れまで
今シーズン最後の販売

ケーキ工房
Patisserie ＭoＭo 二本松市

パティスリーモモ

各日各40～50個入荷予定

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

手のひらサイズの
かわいいモンブランです。

高級和栗のクリームをたっぷり使用した
エソール特製モンブランです。

熊本県阿蘇地方の栗ペーストと
会津の栗ペーストを贅沢に使用。
材料にこだわった上品なモンブラン。

和栗100％のクリームに
マスカルポーネ入り
生クリームを合わせました。

アクセントのレモンカスタードと
贅沢シャインマスカットのタルト。

和栗本来が持つ優しい甘みとラズベリーの
甘酸っぱさが効いたモンブラン。

栗を使ったスフレ生地に
栗のクリーム。
和栗をたっぷり使用しました。

会津産和栗ペーストクリームに
練乳クリームムース、キャラメリゼメレンゲ。
カシスソースがアクセント。

上質なマロンクリームとコクのある純生クリーム、
さっくりとしたメレンゲ、カシスのコンフィチュール。
王道のモンブランです。

和栗のクリームと栗のブリュレ。
土台のガレットにはクルミが入っています。

県産和栗をたっぷりと使用した
タルト仕立てのモンブラン。

プチ・和栗
モンブラン
 １個 280円 ⑥山王丸 秋ひやおろし純米酒

･･･････････････････････････････････････････ 720㎖ 1,540円

開当男山酒造南会津町

⑦特別純米酒 風のうつろひ
･･･････････････････････････････････････････ 720㎖ 1,815円

⑧純米吟醸 善き哉秋上がり
････････････････720㎖ 1,980円・1.8ℓ 3,630円

名倉山酒造会津若松市

①純米吟醸原酒 ひやおろし
････････････････720㎖ 1,430円・1.8ℓ 2,860円

末廣酒造会津若松市

②ふくしまゆめのかおり 純米大吟醸
･･･････････････････････････････････････････ 720㎖ 4,950円

金水晶酒造店福島市

③摺上川ひやおろし･････････ 720㎖ 1,925円

⑨奈良萬ひやおろし 純米生詰
････････････････720㎖ 1,430円・1.8ℓ 2,860円

夢心酒造喜多方市

⑩会津娘 純米吟醸 徳久１１８
･･･････････････････････････････････････････ 720㎖ 2,225円

高橋庄作酒造店会津若松市

④純米生酛 生詰め
････････････････720㎖ 1,518円・1.8ℓ 3,056円

大七酒造二本松市

⑤山の井 秋 黒
････････････････720㎖ 1,650円・1.8ℓ 3,300円

会津酒造南会津町

① ② ③ ④ ⑤ ⑦⑥ ⑧ ⑨ ⑩

数量限定

毎日15折限定

10/3㊏・4㊐

10/3㊏・4㊐

カステラ、羊羹、マロングラッセがひとつに。

金山町公式キャラクター
「かぼまる」

金山赤カボチャ
特別販売 ････････時価

ボクヲ

 ターベーテー

今だ
けの

スペ
シャル

モンブ
ラン！



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。

二本松藩御用達の焼だんご 
・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。

各日各120本限定販売
肉厚でジューシーなカツと
たっぷりの野菜を挟みました。

プリプリの海老とヒレカツが
入っています。

生姜の風味が効いています。

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW
NEWNEW

本宮烏骨鶏酵母卵と
白沢とろろ芋を使用した
しっとり生地。

太郎庵
会津坂下町

会津の天神さま
ピーナッツバター･･････ 5個入1,145円

会津の天神さま
キャラメルりんご
･･････ 5個入799円

シャキシャキの会津産ふじりんごが
入ったキャラメルクリームを
ふんわりブッセでサンドしました。

会津の冬（26）川井

福島テレビ
福島市

斎藤清名作カレンダー
･･････････････1冊 3,300円

ガトーマルシェ･････････1袋 800円
チーズ六方焼き･･･････1個 188円

福へそ 1個 158円

あだたら高原梨･･･････1個 248円
窯だしなぐらシュー
･････････････ 1個 160円

笑夢福島市

バターチキンカレー 冷凍 702円
会津わっぱ

 １折 1,080円
秋鮭親子わっぱ▶

･････････････････････････････１折 1,540円

金山赤かぼちゃの
モンブランパイ 1個 480円

ポティロン
･････････････････ 1個 540円

金山赤かぼちゃと
レーズンのパンケーキ
･････････ 1個 350円

金山赤かぼちゃの
モンブラン 1個 480円

金山赤かぼちゃの
モンブラン 1個 454円

金山赤かぼちゃのタルト
･････････････････ 1個 500円

金山赤かぼちゃ
プリン
･･････1個 486円

金山赤かぼちゃと
ラムレーズンのタルト
･････････････････ 1個 520円

金山赤かぼちゃぷりん
･･･････････････････････････ 1個 390円

金山赤かぼちゃプリン 1個 290円

疫病退散！ 
カボビエちゃん
･････････････････ 1個 300円

金山赤かぼちゃの
マフィン････1個 380円

金山赤かぼちゃの
大福 ･･･ 1個 230円

金山赤かぼちゃプリン
･･･････････････････････････････ 1個 480円

おく愛ズ金山町

姫ます寿司 １折6貫入 1,500円

▼牛わっぱ
････････････････････････････１折 1,080円

ほっき天丼
･･１折 1,000円

相馬松川浦天丼
･･１折 1,700円

豚の生姜焼き丼

････････････････････1折 850円

ペルサルーテ小野町

黒にんにく
 2～3個入 660円

旭屋浪江町

極太なみえ焼そば
常温タイプ
････････2人前 398円

大水福島市

ニシン唐揚（山椒）
････････････････････････････････････････････････ 冷凍 830円

ひまわり農園田村市

パッションフルーツ
キューブゼリー
･･･････････ 120ｇ 540円

ワンダーファーム
いわき市

ワンダーレッド トマト
ジュース･････160ｇ 410円
ワンダーレッド
プレミアムトマトジュース
･･･････････････････160ｇ 594円

やない製麺福島市

連続テレビ小説「エール」タイトルロゴ許諾商品 
花見山めん･･････････････････････ 3人前 1,080円
手縒うどん････････････････････････････ 2人前 445円
手縒めん・太めん ・細めん･･･ 各2人前 345円
ずんだめんお徳用････････････ 約4人前 540円
柚子めんお徳用････････････････ 約4人前 540円

北日本印刷所
会津若松市

会津花札
････････  2,200円

お菓子の松月堂南相馬市

浮城
 8個入 1,490円
･････6個入 972円
････････1個 162円

ふじょう

きねや本宮市

お弁当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

福島県観光物産館でみつけた！

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

ケーキ工房
Patisserie ＭoＭo二本松市

パティスリーモモ

Patisserie La 4 区 パティスリー・
ラ・ヨンク 国見町

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 福島市スイーティー
シンリ

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

福島市（飯坂温泉）Latta Lutta らったるった

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

10/9㊎～11㊐ 豊かな甘さとホクホクとした食感が特徴の
金山町産赤かぼちゃを使用しています。

ほっこりほっこり 金山赤かぼちゃスイーツ

驛辨浪漫 おむすび編
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１折 880円
えきべん

毎日15折限定

「福島の味」をぎゅっと
詰め込みました。

がんばってます本宮

福豆屋郡山市

割烹 田季野会津若松市

たこ八相馬市

シャロン玉川村・石川町

うわさのカツ亭福島市

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。

相馬産穴子・ホッキ貝・
大海老の豪華天丼

各日20個限定販売

30折限定
50折限定
40折限定

各日20折限定販売

各日15折限定販売

各日30折限定販売

各日20折限定販売

10：30～11：00到着予定

ぬか茂菓子店本宮市

フルーツや野菜の
風味が楽しめます。 スイーツ甘酒

・ブルーベリー ・りんご
・いちご ・かぼちゃ 
・もも ・レモン
・プレーン ・しょうが
・・・・・・・・・・・各160g 各270円

糀和田屋本宮市

大天狗酒造本宮市

特別価格
300個限定販売

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

2018年カレー・オブ・ザ・イヤー
特別賞受賞。 生食用のブランドトマト

「サンシャイントマト」を100%使用。

パッションフルーツの風味を
ゼリーに閉じ込めました。

甘さ控えめのクルミ入りあんを
パイ生地で包みました。

花の名所「花見山」をイメージしためん。
桜の葉を練り込みました。

山椒の爽やかな辛味が食をそそります。

やわらかさと黒糖のような甘さが特徴。

会津の文化・
民俗・自然が
描かれています。

世界的版画家・斎藤清の世界を
堪能できます。

モチモチの極太麺と
スパイシーな濃厚ソース。

海老ヒレ丼

･･･････････････････････1折 850円
各日15折限定販売 海老カツサンド

･････････････････････････ 1折 850円

ロースカツサンド
･････････････････････････ 1折 800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。

具材たっぷりのわっぱ飯。
新物イクラと
鮭のわっぱ。

アマビエの
上生菓子

･･････ 1個 270円

バターどら焼き
･････ 1個 173円

どら焼き
 1個 151円

もとみやまんじゅう

････････････1個 130円
各日50個限定販売

各日30個限定販売

物産館
限定

中村屋菓子舗福島市（飯坂温泉）

令和元年
台風19号被害から1年

各日10折限定販売

各日各30個限定販売

各日10折限定販売

各日各30折限定販売各日各30個限定販売

※写真はイメージです。

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

金山町公式キャラクター
「かぼまる」

特別価格

11：00頃
到着予定

11：00頃
到着予定

11：00頃
到着予定

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW
11：00頃到着予定

10/2㊎～4㊐
10/2㊎～4㊐

10/2㊎～4㊐

10/2㊎～4㊐・9㊎～11㊐

10/2㊎～4㊐・9㊎～11㊐

柏屋食堂本宮市

創業100年以上の歴史を誇る柏屋食堂自慢の
逸品です。

地元の食材を
ふんだんに使用。

大人気！「アマビエねりきり」の
金山赤かぼちゃバージョンです。

金山赤かぼちゃの甘みが
生きています。

金山赤かぼちゃのバタ―クリームと
カシューナッツのタルトを合わせました。

金山赤かぼちゃを練り込んだタルトに
自家製ラムレーズンクリームと
国見町産のしっとりかぼちゃをのせました。

程よい甘さのクリームと
土台にメレンゲを使用した
カボチャのモンブランです。

金山赤かぼちゃクリームがたっぷり。

生地にも金山赤かぼちゃを
練り込みました。

カラメルソース、金山赤かぼちゃプリン、
カスタード、生クリームの4層。

金山赤かぼちゃ本来の味わいを、
ラズベリージャムで新しい味わいに
仕上げました。

シナモン香る金山赤かぼちゃの濃厚ぷりん。

かぼちゃのペーストをたっぷりと
使用し、生クリームと牛乳と
卵を合わせシンプルな
味わいに仕上げました。
かわいい陶器カップ入りです。

ブリュレ、あん、クリームに
金山赤かぼちゃを使用。
シナモンのサブレがアクセントです。

金山赤かぼちゃのクリームと蜜漬けかぼちゃ、
バニラのクリーム、かぼちゃパイの、
秋を感じる一品。シナモンがアクセント。

金山赤かぼちゃプリン
制作中…乞うご期待！

金山赤かぼちゃをたっぷり使った味わい深いプリン。

ソースカツ丼

 ヒレ1折 1,170円
･･ロース1折 920円

酒かすソフトかりんとう
大天狗 ･･･････････････････････････････350円

大天狗 純米吟醸
･････ 720㎖ 1,870円

「大天狗」の酒かすの風味が
ほんのり口の中に広がります。

大天狗の純米酒で
丁寧に仕込んだ
梅のお酒
･････ 500㎖ 1,210円

12：00頃到着予定10/2㊎
10：00～10：30到着予定

9：30～10：00到着予定

10/2㊎～4㊐・9㊎～11㊐

10/9㊎は13：00から販売

9：30～10：00到着予定

10/2㊎～4㊐・9㊎～11㊐ 10：30頃到着予定

10/3㊏
10：00～10：30到着予定10/10㊏

各日各30～40個入荷予定

10/3㊏～

シャインマスカット
ロールケーキ
･･････････････････････････1,620円各日1０本限定販売

シャインマスカットが
美味しさを引き立てます。

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

モーニング
郡山市

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。

ナダテココと甘夏
･･････････200g 302円

10/9㊎～


