
11月 出店スケジュール
１３㊎・17㊋～１９㊍ ひふみ堂（オリジナルケーキ）
１３㊎～１５㊐ 佐久商店（いか人参） 
13㊎～１６㊊・２５㊌・２６㊍　八起農園（石焼いも）
14㊏ とうふ屋大楽（とうふ） 
１４㊏・１５㊐ 手作り石鹸プリマリア（手作り石鹸）
１４㊏・１５㊐ わたなべパン店（オリジナルパン）
16㊊ 佐倉ファーマーズ（季節の野菜）
１６㊊～１９㊍ アルマ（シルク製品）
24㊋～26㊍ 菅野房吉商店（季節の果物）
26㊍ 燻製木香（燻製商品） 
26㊍ 齋藤産業（ミラクルロール）

手作りマルシェ×まちなか夢工房【福島市】11/13金～15日

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

11/16月・26木
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】 りんご
スイーツ

可愛や

空山NEO【会津若松市】
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。

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

エールランチ
ふくしま特産
キーマカレー
 880円

カラフル☆ファーマーズ・
サンドイッチ ランチBOX
 1,000円

いいたて
雪っ娘カボチャ
シフォンケーキ
 270円

かにのうまみが
存分に活きています。

土湯温泉「ガンバ卵ショ温泉卵入り
キーマカレー、数量限定！

こだわり食パン「夢詰麦」と
カンタファームの
福島県産野菜を使用。 

日本酒とスイーツの
絶品組み合わせ！

端麗スープと柔らかチャーシュー。
かに船【いわき市】 11/24火・25水11/17火～19木

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

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

×
海鮮丼
上、1折
 1,300円

福島の
採れたて
野菜サラダ
付き

デザートに！

りんご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

オイシーワヨ♡ ほっぺた おちるよ♪

●

●

●

●
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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
【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月下旬号

⑦花春 純米大吟醸･･････････720㎖ 3,457円
花春酒造会津若松市

⑧自然郷 梅酒ヌーボー･･･500㎖ 1,284円
大木代吉本店矢吹町

①開当男山 純米大吟醸 山王
･･･････････････････････････････････････････720㎖ 2,750円

開当男山酒造南会津町

②萬代芳 純米吟醸 福乃香 720㎖ 1,760円
白井酒造店会津美里町

⑫963赤・黒 ミニボトル 100㎖×2 1,430円
⑬963赤・黒 トマトジュースセット
 【963】200㎖×2、【トマトジュース】95g 1,650円

福島県南酒販郡山市

⑨干支（牛） 純米原酒 ･･････350㎖ 1,650円
国権酒造南会津町

⑩又兵衛 純米大吟醸･･････720㎖ 4,510円
⑪又兵衛 純米吟醸･･････････720㎖ 2,640円

四家酒造店いわき市

④金水晶 大吟醸原酒 しずく搾り
･･･････････････････････････････････････････720㎖ 7,700円

③萬代芳 特別純米 夢の香 720㎖ 1,320円
金水晶酒造店福島市

⑤金水晶 純米大吟醸原酒 しずく搾り
･･･････････････････････････････････････････720㎖ 5,500円
⑥ふくしまゆめのかおり 純米大吟醸
･･･････････････････････････････････････････720㎖ 3,850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。 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

福島市・果樹園やまとの紅玉を
使用した特別スイーツです♪

菓子処まつもと二本松市

プリン工房はちまん福島市

菓子舗いづみ屋伊達市

PATISSERIE SEISENDO福島市 菓匠清泉堂

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

数量限定

物産館
限定

１１/１３㊎～１５㊐
ケーキ工房
Patisserie ＭoＭo二本松市

パティスリーモモ

全国に誇る

酒

各日
各40個
入荷予定

安納芋のクリームと
りんごのコンポート、
生クリームをマカロンで
サンドしました。

りんごと
さつまいもの
マカロン
･･････1個 480円

りんごの甘酸っぱさとミルク餡の
まろやかさが特徴の洋風饅頭です。
一口食べると笑顔でえくぼが
できちゃうおいしさです。

あっぷるみるく饅頭
りんごのえくぼ
･･････････３個入 500円
･････８個入 1,400円

シナモン生地の中に
カスタードを入れて
りんごを乗せました。

りんごマフィン
･･････ 1個 380円

キャラメリゼした紅玉を贅沢に使用し、
おいしさを凝縮したタルトです。

タルト・タタン
･･････1個 450円

りんごのプリンに
りんごムースを重ねました。
2つの美味しさを一度に！

りんごのプリン
･･･････ 1個 450円

りんごの大福
････１個 180円

キャラメリゼしたりんごとレアチーズ、
シナモン風味のフィナンシェを
合わせました。

りんごの
レアチーズ
ケーキ
 1個 430円

シナモンが香るフランジパンヌと
キャラメリゼしたりんごを
じっくり焼き上げたタルト。

ポム
 1個 480円

紅玉の焼きりんごとりんご入りキャラメルクリームを、
ふわふわパンケーキでサンドしました。

焼きりんごと
キャラメルクリームの
パンケーキ
･･･････1個 400円

タルト生地にダマンド・リンゴのコンポートを敷き、りんごを
ふんだんに並べました。素材の味を楽しんでいただけるよう
シンプルな構成です。

タルト・オ・ポンム
 4.5号サイズ
 2,500円

じっくりと煮詰めた紅玉をバタークリームと混ぜ合わせ、
サクサクのパイ生地で挟みました。
キャラメルクリームとりんごのコンポート添え。

りんごの
ミルフィーユ
･･････････1個 500円

キャラメリゼした
りんごとクレームダマンド、
カスタードクリームを
パイで包んで
焼き上げました。

もっちりの皮の中に角切りりんごのシャキシャキ新食感。

キャラメル
焼きりんごパイ
･･････1個 380円

廣木酒造本店会津坂下町

泉川 純米吟醸 ふな口本生
････････････････････････････････ 1.8ℓ 3,080円100本限定販売

11/17㊋

※物産館西口入口にて８：００から整理券をお配り
します。
※数量限定につき、購入はお一人様１本限りとな
ります。
※予約・お取り置きはできません。
※内容は予告なく変更することがあります。

１０：３０～

特別販売タルトタタン
･･･1個 480円

キャラメリゼした
甘いりんごの風味が
口の中に広がります。

中村屋福島市

アップルクーヘン
････ 1個 1,080円

プレザーブした「紅玉」と「ほおずり」がたっぷり。

① ② ③ ④ ⑤ ⑦⑥ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪
⑫

⑬



　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。

東日本大震災から約10年。福島の復興に向けた
様々な活動の中から生まれた商品を販売します。

※調理
イメージです。

葛尾村 ふるさとのおふくろフーズ
凍みもち、生もち、そば、大豆製品 等

飯舘村 工房マートル
いいたてボタニカルキャンドル
アロマワックスサシェ

田村市／キッチンカー Kokage Kitchen
ワッフル

福島市 燻製工房木香
各種燻製品

川内村 あぶくま川内
いわな加工品

伊達市 大石３ちゃん倶楽部
青果物、加工品

二本松市 ふくしま農家の夢ワイン
シードル、ワイン

玉川村 玉川村観光物産協会
６次化商品、農産物 等

田村市 みやこじスイーツゆい
プリン、焼菓子 等

矢祭町 矢祭町地域おこし協力隊
ラズベリー（生／冷凍）
ラズベリージェラート大福
ラズベリージャム

飯舘村 までい工房美彩恋人
カボチャ、豆菓子 
マドレーヌ 等

玉川村／キッチンカー Want To
ハンバーガー
さるなしジュース

相馬市 海鮮フーズ
海鮮加工品

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

11/20●金～22●日
9：30～18：00
（11/22㊐は17：00）

VOL.2

浅野撚糸
双葉町 岐阜県＆ 起点いわき市

ダキシメテフタバ
タオルマフラー
 約14×90cm 1枚 2,200円

手ぬぐい
 1枚 1,650円

ビーンズ
ふくしま

福島市

猫の手キーホルダー
･･････････････････････ 1個 550円

小高ワーカーズベース
南相馬市

拭う、包む、
飾るなど
使い方は自由。

オーガニックコットンを使用し
独自技術で空気の層を成す
撚糸で作ったタオルです。

福相食品工業＆南相馬市
小高工房南相馬市

小高一味
坦坦焼豚
 1個 734円

坂本屋総本店白河市

白河ひよっこ
プリン

･･･ 1個 400円

葛力創造舎葛尾村

甘酒
ノマッシェ
 1個 540円

星 賢孝三島町

奥会津・只見線 歳時記
カレンダー２０２１････････････ 1冊 660円

駒田屋福島市

スイートパンプキン大福
･････････････････････････････ 1個 108円

福豆屋郡山市

原電子工業福島市

玄米と雑穀のおつまみグラノーラ
・ブラックペッパー味 ・ガーリック味
・フルーツりんご味 ････････････････････････各50g 594円

ぽんぽん堂喜多方市 ・黒糖おこし
････････････････6個入（3個入×２袋） 388円
・青のりおこし ・梅しそおこし
・黒ごまおこし  ・醤油バターおこし
･････････････6個入（3個入×２袋） 各378円

太郎庵会津坂下町

会津の天神さま ちょこ
･････････････････････５個入 878円

牛乳屋食堂会津若松市

ミルクみそ １食 290円
みそ ･･････････１食 270円
しょうゆ･････１食 240円
牛乳屋こだわり 3食セット 1,190円

果樹園やまと福島市

サンふじ
 3㎏ 2,700円・5㎏ 4,100円（送料別）

・ココアポン　・抹茶ポン
・コーヒーポン
･･･････････････４０ｇ入（２０ｇ×２袋） 各356円

佐島屋印刷所会津若松市

ぷち缶シリーズ
 全１０種類 各550円

くまたぱん
･･････････････････････････････････5個入 750円

くまたぱん本舗須賀川市

こしあんをたっぷり包んだ皮に、
砂糖をふんだんにまぶしました。

餅米と粉こんにゃくを使用。
とろけるような食感が特徴です。

こんにゃく餅
･･････････････････････････････････９個入 864円

菓子司陣野塙町

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
ゴロッとのせました。

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

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。

須田屋伊達市

入金最中
3個入（小豆・白きんとん・グリンピース）
 ･･････････････････････････････････････356円

第17回 全国菓子大博覧会 特等賞受賞
第22回 全国菓子大博覧会 金賞受賞

9：30～10：00到着予定

丈夫なスチール缶です。小物入れに。

※写真はイメージです。

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。

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。

矢の餅
 2個入 346円・6個入 1,037円

古関裕而が幼い頃好きだったという
大福を復刻しました。かぼちゃの甘味がたっぷり。

元祖煮込みソースかつ丼
（持ち帰り用）
････････････････････････････････1,100円

なかじま会津若松市

肉厚のカツと特製甘辛ソースが絶品です。

9：30～10：00到着予定

10：30頃到着予定

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30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」
惣菜部門で最優秀賞。

喜多方産「コシヒカリ米」を100％使用。

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

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

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。

人気の味をご家庭で。

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。

麓山高原豚を
5つの味で。

ふくのしま豚の醍醐味
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１折 1,200円

縄文干し 目光
････････  650円
縄文干し 鯛
･･･････････1枚 617円

丸源水産いわき市

縄文干し とろさば
･･･････････1枚 740円
縄文干し 柳カレイ
･･･････････1枚 960円

秘伝の調味液に漬け込み、
天候にあわせ日陰干しする
ことで、上質な干物に
仕上げています。

アルコールによくあう
大人の味。

チョコチップ入りガナッシュクリームを
ココア生地でサンド。

新鮮な魚を自慢の調味液に一昼夜
漬け込んだ、酒と浜の香りが漂う逸品です。

さんまのささ干し･･･3本入 1,080円
さんま梅海干し･･･････3本入 1,080円

丸由水産いわき市

玄米パン
・こしあん・粒あん・ごま
･･･････････････････････････各1個 160円

創業以来作り続けてきた玄米パン。
もちもち食感は玄米ならでは。

かめまん須賀川市

サイコロ食パン

･･････１個 460円
かめパン

 １本 430円

深煎り玄米粉を使用したもっちり
バターパン。

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

他 16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

モーニングヨーグルト郡山市

11/１３㊎～

ピリリとした辛さが
ご飯やお酒にピッタリ。

葛尾産の米と米麹
のみを使用。
飲まっしぇ！

白河の高校生が開発に携わりました。

さわり心地がクセになります。

福島プラクティス２０２０フェア福島プラクティス２０２０フェア

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。

ＪAパールライン
福島市

「福、笑い」
 2㎏ 1,728円

予約

かつりょく

iriser（イリゼ） ガラスストロー
フロストシリーズ
全４種類・・・・・・・・・・・各2,090円

女性ガラス職人が手加工で
製作しました。

レジ袋削減のため、マイバッグの持参にご協力ください。

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

会津の天神さま食べ比べ
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！


