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日進堂印刷所福島市

空山NEO【会津若松市】川俣シャモレストラン

シャモール【川俣町】 空(醤油) 700円
山（味噌） 700円
天網（煮干醤油） 700円

喜多方ラーメンの
進化版。

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

10
月 

出
店
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

16㊎ 佐久商店（いか人参）
16㊎・17㊏ 国際米流通センター（米・大豆製品）
16㊎・17㊏・２８㊌～３０㊎ ひふみ堂（オリジナルケーキ）
17㊏ とうふ屋大楽（豆腐）
17㊏ 岡田海苔店（海産物）
17㊏・１８㊐ AIZ’S-EYES（アイズアイズ）（清酒） 
19㊊～２２㊍ アルマ（シルク製品） 
１９㊊・２６㊊ 佐倉ファーマーズ（季節の野菜） 
２１㊌・３１㊏ わたなべパン店（オリジナルパン） 
２６㊊～３１㊏ 燻製工房木香（燻製商品）

全国に誇る

酒

汁なしかにみそ担々麺
 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。

香ばしく炙った
特上モモ肉に
卵黄を乗せました。 福島市のソウルフード。端麗スープと柔らかチャーシュー。

15：00～17：00

かに船【いわき市】 
10/16金～18日 10/19月～22木

10/27火～29木 １5：3０～１８：３０10/17土・18日10/26月

しもごううまいものフェア

10/23●金～25●日 9：30～18：00（10/25㊐は17：00）

10/18日

２０２1年版福島県民手帳
・月間ダイアリー 横罫版（表紙：深緑）
・月間ダイアリー カレンダー版（表紙：りんどう色）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1冊600円

福島県統計協会 2021手帳販売中！

●

●

●

●

●

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月下旬号

⑧ふじや彦十郎 純米吟醸
･･･････････････････････････････････ 720㎖ 1,980円

佐藤酒造店郡山市

⑨藤乃井大吟醸 ･･･････ 720㎖ 2,750円

⑩伊達の酒 純米吟醸 生酒
･･･････････････････････････････････ 720㎖ 1,980円

金水晶酒造店福島市

①ふくしまゆめのかおり純米大吟醸
･･･････････････････････････････ 720㎖ 3,850円

金水晶酒造店福島市

花泉酒造南会津町

③しもふりロ万
･･･ 720㎖ 1,650円・1.8ℓ 3,249円

⑪伊達の酒 純米吟醸 火入れ酒
･･･････････････････････････････････ 720㎖ 1,980円

⑦乗丹坊吟醸 ･･･････････ 720㎖ 1,540円

④純米吟醸 会津 秋あがり
･･･････････････････････････････ 720㎖ 1,650円

会津酒造南会津町

⑤特別純米酒 ひやおろし寿月
･･･････････････････････････････････ 720㎖ 1,517円

マーガレット
････････････縦18×横34×幅16㎝ 37,400円

寿々乃井酒造店天栄村

⑥乗丹坊純米酒 ･･･････ 720㎖ 1,760円
磐梯酒造磐梯町

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

① ② ③ ④ ⑤ ⑦⑥ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

10/16金

伊達市 大石３ちゃん倶楽部
新鮮朝採り野菜

福島市 燻製工房木香
つと豆腐燻製、大根燻製、
ヤマメ・イワナ・アユ・ヒメマス燻製、
くじら燻製、玉子燻製、豆燻製、他各種

玉川村 道の駅たまかわ
生食さるなし
さるなしドリンク
さるなし100％ジュース

田村市 福福堂
黒米、黒米甘酒、もち米甘酒、
エゴマ豚みそ、ブルーベリージャム、
ふくしま黒米、手延べ麺

田村市 ハム工房都路
ベーコン（ブロック）、チョリソー＆チーズソーセージ、
ショルダーハム（ブロック） 
他各種ハム・ソーセージ

玉川村／キッチンカー Want To
ハンバーガー
（アメリカンバーガー、ハワイアンバーガー）
フレンチフライ
フライドオニオン
チキンナゲット
特製レモネード

小野町 生産組合ペルサルーテ
黒にんにく

棚倉町 叶や豆冨大椙食品

青豆寄せ豆腐
バジル de 青豆
おからドーナツ　
他各種

矢祭町 やまつり清流の里協議会
白米
野菜

棚倉町 棚倉町ブルーベリー愛クラブ
ブルーベリージャム、ブルーベリー果汁飲料、
ブルーベリー濃縮液（フレッシュ愛）

塙町 塙町地域おこし協力隊
ダリアの販売
「三角形の道」「奥久慈街道」の
リーフレット配布

川内村 あぶくま川内
炙りいわな
いわなのアヒージョ

相馬市 海鮮フーズ
あんこうの肝和え
烏賊きりこみ
あおさゆべし
あおさあられ他

川俣町／ラウンジ出店 川俣シャモレストラン シャモール
川俣シャモ特上炙り親子丼
川俣シャモ炙りそぼろ親子丼
川俣シャモ地鶏焼き
シャモメンチ

10/24㊏・25㊐10/23㊎

古殿町／ラウンジ出店 食彩酒房九竜
えごまラーメン
黒ごま担々麺

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】 

ゴールデンヨーグルト
 大 450円
 小 300円

原木しいたけ ･･････ 350円

じゅうねん大福････････････････ 470円

にんにく味噌･･･････････････････ 650円

とち大福････････････････････････  360円

しんごろうパン･･････････････  150円

金子牧場

しもごう農園

福泉堂浅井菓子舗

富田商店

そば処大川

ホイップ

新米（ひとめぼれ） 5ｋｇ 2,100円 りんご（ひめかみ） 5ｋｇ 6,000円
お 米 みなみ農園

川俣シャモ特上炙り親子丼 1,300円
川俣シャモ炙りそぼろ親子丼 1,000円

10/27㊋は棚卸しのため18：00閉店

10/24㊏・25㊐

10/23㊎

10/24㊏・25㊐10/23㊎・24㊏10/25㊐

他多数出品

白春工芸会津坂下町
10/28㊌～11/4㊌

VOL.1

11/20●金～22●日 9：30～18：00（11/22㊐は17：00）お楽しみに！VOL.2

下郷町の特産品が当たる！
先着
300名様

お買い上げ1,000円毎に1回、抽選に
参加できます。（お一人様5回まで）

大抽選会
下郷町の農産物及び加工品を販売！ 9：30～17：00

②十ロ万
･･･ 720㎖ 1,900円・1.8ℓ 3,590円
と  ろ まん

円盤餃子
 20個1枚 1,400円

夕方中華 朴伝【福島市】 
ぼく でん

各日50枚限定販売

いい
モノ
がたり軽くて丈夫な

馬革のバッグです。

1日1ネタふくしま雑学が楽し
い!



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。

いわなのダシが日本酒に
溶け込みます。

人気漫画キャラクターと
赤べこ＆白虎隊がコラボ！

※お一人様2個まで
※売り切れ次第終了

昭和15年創業清泉堂の、
おいしさ・まごころに満ちたお菓子です。

昔懐かしい「甘食」がラスクになりました。

コーヒーエキスを使用した
大人味のカップデザート。

ソースをかけると
濃厚プリンに変身します。

ふっくら鮭の身とプリプリの
イクラがたっぷり。

カレースープと細目の麺が
絡み合います。電子レンジ対応。

そば本来の風味をに舌鼓。

身の柔らかい幼魚の若銀のみを
贅沢に使用。

なめこの自然なとろみがついています。

おつまみやご飯のお供に。

新物

レモン風味
バスクチーズ

･･･････････････１個 420円

オペラ

･････････１個 420円

アトリエ・ド・ガトー二本松市

ケーキ工房 パティスリーMOMO二本松市

パティスリールコネサンス二本松市

クロワッサンワッフル生チョコサンド
･･････････････････････････１個 450円

生チョコロール
･･････････････････････････１個 430円

バスクチーズ

･･･１個 350円

クロワッサンワッフル
シルクスイート･････････････････････････････１個 450円

本家 丹波屋二本松市

おいもどん
かぼちゃどん
 各１個 120円

清泉堂福島市

しあわせたまご
･････････････････････１個 130円
ダックワーズ １個 150円

くまさんの焼き菓子
・メープル ・ショコラ
･･････････････････各１個 216円

甘食・茶屋 結（デミアン）福島市

パティスリー・ラ・4区国見町

魔法のプリン

･･･････1個 340円
大人のカフェモカ

 1個 410円

若銀サケの燻製オイル漬
･･････････････････････150g 730円

メイプルサーモン
中腹骨水煮 ･･･ 180g 466円

林養魚場西郷村

いわきチョコレートいわき市

ふくしま銘醸ショコラ
「いわきろまん」 4個入 1,080円

菓子処まつもと二本松市

薩摩芋
シルクスイートの
パンケーキ

･･････1個 400円

パンケーキ
（プレーン）

 1個 300円

Shinri no
シュークリーム

･････････････ 1個 281円
Shinri no 黒シュー

･････････････ 1個 324円

たこ八相馬市

鮭はらこ飯
･･････････････････････1折 1,500円
謹製ほっき飯弁当
･･････････････････････1折 1,000円

会津製麺
会津若松市

うんめぇ～
らあめん！
カレーラーメン
･･･120g 270円

あぶくま川内川内村

いわな骨酒用･･１尾 648円
スモークいわな
･････････････････････････1尾 648円

加茂農産いわき市

なめこ麻婆
･･･････････････････････ 160g 540円

カジュアルスイーツカジュアルスイーツ

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW
NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

高級クリームチーズ、国産高脂肪
生クリームなどの素材と焼きにこだわった、
贅沢なバスクチーズケーキです。

クーベルチュールチョコレートを
ふんだんに使用し、センターに
ガナッシュとフランボワーズジュレで
アクセント。
 

レモンすりおろしを入れたサッパリ風味の
バスクチーズケーキ。アーモンドとヘーゼルナッツを使った

生地に、キャラメルのクリーム、
ミルクチョコをサンド。

バスクチーズ

･･･････････････････  １個 460円
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50個限定販売 各日30個限定販売

各日30個限定販売 各日30個限定販売

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。

おいもどんはさつまいもの餡を、
かぼちゃどんはかぼちゃの餡を、
しっとりパイ生地で包みました。

各日50個限定販売

各日50個限定販売 各日15個限定販売

各日30個限定販売

各日30個限定販売

バナナ入りオムレット
･････････････････････････････････１個 300円

玉嶋屋二本松市

ふわふわスポンジの中にバナナと
生クリームがたっぷり。

フランス産バターが香るクロワッサンワッフルに、
生チョコ、バター、ゲランドの塩をサンドしました。

フランス産の
キリクリームチーズを
使用したクリーミーな
チーズケーキです。

クロワッサンワッフルに、大玉村産シルクスイートのクリームと
バターをサンドしました。

10/16㊎～18㊐・23㊎～25㊐

各日30個限定販売

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。

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。

「TRAIN SUITE 四季島」でもお土産として販売。
フランスチョコの最高峰・ヴァローナ社の
グランクリュを使用した、別格の美味しさです。純米酒「いわきろまん」

を閉じ込めた、地酒風味の
大人のチョコ。

笹の川酒造郡山市
いわきチョコレート×いわき市

太平桜酒造いわき市
いわきチョコレート×いわき市

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

めひかり塩チョコ
グランクリュ･･･10個入 2,160円

まちの駅やながわ・からあげ伊達屋伊達市

肉ゴロッとおにぎり

･･････････2個入 280円

ハーブ鶏親子丼

････････････････････1折 430円
新鮮ハーブ鶏の甘辛うま煮
････････････････････････ 1パック 300円

各日300パック限定販売

各日50折限定販売
各日30パック限定販売

全国スーパーマーケット協会の
「お弁当・お惣菜大賞2020」総菜部門
で最優秀賞。

全国スーパーマーケット協会の
「お弁当・お惣菜大賞2020」
丼部門・優秀賞。

全国スーパーマーケット協会の
「お弁当・お惣菜大賞2019」
おにぎり部門で最優秀賞。
1日1600個売れた大人気の
伊達鶏入おにぎりです。

9：30～10：00到着予定

金賞会津ソースかつ丼

･･････1折 1,200円

牛乳屋食堂会津若松市

各日60折限定販売

10/17㊏・18㊐・24㊏・25㊐
丼ぶりグランプリ
金賞受賞。

ヤマサちくわ愛知県豊橋市
川俣軍鶏カレーおでん
･････････････････････････････････････２～３人前 3,500円32セット限定販売

福島紅葉漬伊達市

紅鮭の西京漬 ･･･1切 486円
鮭の西京漬 ･･･････1切 378円
紅鮭のこうじ漬･･1切 486円

鮭のかす漬････････1切 378円

奈良屋南会津町
奥会津蕎麦
････････････200ｇ 432円
奥会津山芋蕎麦
････････････200ｇ 378円
挽きたて二八････････････････････････200ｇ 303円
会津高原そば････････････････････････200ｇ 270円
裁ちそば････････････････････････････････200ｇ 270円

紅鮭のみそ漬 ･･･1切 486円
鮭のこうじ漬 ･････1切 378円

鮭のみそ漬 ･･･････1切 378円

川俣シャモ地鶏鍋セット
･････････････････････････････ 冷凍、２～３人前 3,780円

川俣農業振興公社川俣町

あんこう鍋 米粉麺セット
･････････････････････････････ 冷凍、３～４人前 4,395円

おのざきいわき市

川俣シャモのモモ肉、手羽元、肉だんご、
スープのセットです。

あんこうの切り身とあん肝入り味噌スープで
美肌効果に期待！

※写真は調理例です。

長期間熟成させ、ドライフルーツのような
優しい甘味を引き出しました。

※写真は調理例です。

（しめの麺付き）

（しめのうどん付き）

華正樓いわき市 いわき産黒豚使用。
具がぎっしり詰まっていて
食べ応え十分。

連続テレビ小説エールで繋がった「福島×豊橋」の
絆から生まれた創作おでん。
川俣軍鶏（シャモ）を使用。

華正樓名物満州豚萬

 冷蔵、２個入 1,000円
50パック限定販売

甘食ラスク
・プレーン･････ 100g 432円
・黒糖 ・ピーナッツ ・紅茶
・牛乳・チョコ・レーズン
････････････････各100g 486円

お徳用甘食ラスク
・プレーン
･･ 300g 1,080円
・アソート
･･ 300g 1,296円

10/17㊏・24㊏

10/16㊎～18㊐

10/16㊎～18㊐・21㊌・23㊎～25㊐

10/22㊍～

10/16㊎・17㊏・23㊎・24㊏

10/16㊎・17㊏・23㊎・24㊏

10/16㊎・17㊏・23㊎・24㊏

10/16㊎～18㊐・23㊎～25㊐

9：30～10：00到着予定

16：00頃到着予定

※写真はイメージです。

10/16㊎～18㊐・23㊎～25㊐
9：30～10：00到着予定

10/16㊎～18㊐・23㊎～25㊐

10/16㊎～18㊐・23㊎～25㊐

10/16㊎～18㊐・23㊎～25㊐

10/16㊎～18㊐・23㊎～25㊐

10/16㊎～18㊐・23㊎～25㊐

10/16㊎～18㊐・23㊎～25㊐

10/16㊎～18㊐・23㊎～25㊐

9：30～10：00到着予定

福島市

サクサク感が心地良い
シュー生地。

濃厚なチョコレートの
カスタードクリーム。
アクセントにサクサクの
チョコレート入り。

Ｓｗｅｅｔｙ Shinri
スイーティー　  シンリ

二本松スイーツ食べ比べ
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！

うな重弁当
･･････････････････････  1折 2,300円

うなぎの半沢二本松市

各日20折限定販売各日20折限定販売

各日30折限定販売

肉厚のうなぎとタレの染み込んだ
ご飯が絶妙。

9：30～10：00到着予定
10/16㊎～18㊐・23㊎～25㊐

10/17㊏～

10/16㊎～18㊐・23㊎～25㊐

福豆屋郡山市
ノリノリ♪な
お弁当。

海苔のりべん

・・・１折 1,000円
ふくしま路おとなの秋ごはん
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１折 1,100円

毎日少量入荷

毎日少量入荷

10/30㊎～

10/17㊏・18㊐・24㊏・25㊐

各日30個限定販売

各日30個限定販売

旬の鮭を様々な味わいで。

リンゴのプレザーブを
薩摩芋クリームの上にのせました。

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円各日少量入荷 ティラミス ･･････････････････････ 60g 702円

西野屋食品いわき市

フルーティー黒熟にんにく・
黒熟にんにく
 各130g 980円・各200g 1,280円

③ハムカツパン
･････････････1個 184円
④焼きそばパン
･････････････1個 184円

たけだパン福島市
①チキンカツ
･････････････1個 184円
②ツナサラダ
･････････････1個 184円

③白身魚フライ
･････････1個 205円

②ハンバーグ
･････････1個 205円①サラダパン

････････････････ 1個 162円

光月堂福島市

マーブル 1個 140円

①ピザパン
････････････ 1個 140円

ピノキオ二本松市

②ハンバーガー
････････････ 1個 194円

コロネット
･････････････ 1個 140円
パニーニ 1個 183円

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

福島限定 鬼滅の刃
キーホルダー
・赤べこ ・白虎隊

 各１個 440円
各30個限定販売

小野印刷所伊達市

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

① ②

③ ④

④

③

③

②

②

②

①

①

①

マヨネーズから手作り。
優しい味わいです。

材料一つ一つにこだわっています。

懐かしさに満ちています。

昔ながらの素朴な風味。


