
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

2月 出店スケジュール
10㊌～１２㊎・２４㊌～２６㊎ ひふみ堂（オリジナルケーキ） 
10㊌～１２㊎・１９㊎～２３㊋ 佐久商店（いか人参） 
１１㊍～１４㊐・２２㊊・２３㊋・２５㊍・２６㊎ 　燻製木香（燻製商品）
１３㊏・１４㊐・20㊏・２１㊐  わたなべパン店（オリジナルパン）
13㊏  とうふ屋大楽（豆腐） 
１３㊏・１４㊐  豊國酒造（地酒） 
１４㊐・２０㊏～２３㊋  海鮮フーズ（海産物） 
１５㊊～１９㊎  国際米流通センター（納豆・米） 
１５㊊・２２㊊  佐倉ファーマーズ（季節の野菜）

営業時間 

全国に誇る酒
① ② ③ ④ ⑤ ⑦⑥ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬
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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

2021 2月下旬号福島県観光物産館だより

パンペイザン
古代小麦使用の
食事パン
･･･････ 1個 270円

デュラムバゲットの
レーズンバターサンド
 1個 324円

わさびなの全粒粉食パン
･････････････････････････････････････1個 562円

本格焼酎 米 天田
･･････････････････720㎖ 1,780円

会津山塩100％使用
天のつぶ煎餅 天田 ･･ 90ｇ 500円

森のそば屋
宇山

大玉村

手打ち 二八生そば

････････････････････････････2食入 700円

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。

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。

2/10水～12金 2/13土・14日

①三春駒 みはる純米 傅
･･････････････････････････････････ 720㎖ 1,650円

佐藤酒造三春町

③大吟醸さくら････････ 720㎖ 1,650円

②三春駒 滝桜純米酒 720㎖ 1,628円
奥の松酒造二本松市

④大七 純米吟醸 真桜
････ 300㎖ 1,450円・720㎖ 2,900円
⑤純米吟醸酒 螺鈿（らでん）
･･････････････････････････････････ 720㎖ 2,900円

大七酒造二本松市

⑥萌（きざし）スパークリング 純米吟醸
･･･････････････････････････････････････ 300㎖ 622円

人気酒造二本松市

⑦磐城壽（ことぶき） 中汲み純米酒
･･･････720㎖ 1,485円・1.8ℓ 2,970円

鈴木酒造店山形県（震災前浪江町）

⑧かすみ口万（純米吟醸うすにごり生原酒）
･･･････720㎖ 1,650円・1.8ℓ 3,249円

花泉酒造南会津町

花春酒造会津若松市

⑩夜ぐると････････････････ 500㎖ 1,508円
大和川酒造店喜多方市

⑪米焼酎 ねっか３０度
･･････････････････････････････････ 720㎖ 2,500円

ねっか奥会津蒸留所只見町

⑫大吟醸 學十郎 責メ
･･･････720㎖ 2,200円・1.8ℓ 4,620円
⑬純米大吟 永温２年熟成原酒
（鑑評会出品用）･･･････ 500㎖ 2,200円

豊國酒造会津坂下町

⑨純米吟醸原酒 ふくしま春空（はるたか）
･･････････････････････････････････ 720㎖ 1,496円

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】 中華蕎麦こばや【福島市】
手揉み中華そば
 800円
半熟味玉 150円

福島産ゆきちから石臼挽き小麦をブレンドした
熟成高加水の手揉み太縮れ麺に、
川俣シャモの旨味たっぷり淡麗スープを合わせた、
コラッセ限定の中華そば。

あぶらーめん
 ９００円
支那そば
 ７００円

ラーメン  750円
ミルクみそラーメン
  950円
チャーシューメン 950円
ミニソースかつ丼 700円

昔ながらの大人気
会津ラーメンです。

牛乳屋食堂
【会津若松市】 

2/15月～19金 2/20土～25木

大盛り 200円増し

特別純米酒 田植おどり
････････････････720㎖ 1,405円
特別純米酒 十二神楽
････････････････720㎖ 1,528円

肉盛り 300円
ネギ盛り 150円
麺大盛 100円

タンメン 850円
ねぎラーメン ８５０円
肉そば ９００円

福島県流通ネットワーク協同組合福島市

福島名産 そうすけ漬
･･･････････････････････････ 1枚 335円

福島県きのこ振興協議会
郡山市

本しめじ なめ茸  200ｇ
ふくふくしめじご飯の素  ２合用
････････････････････････セット特別価格 900円

白味噌に柚子を練り込み独自の
ブレンドで作り上げた味噌（そうすけ漬）に、
三元豚ロースを漬け込みました。

福島県で開発され、新技術により栽培された、
風味豊かなきのこです。

NEWNEW

NEWNEW

2/10㊌～14㊐大玉村「天田」フェア
あ ま た 宮中行事「新嘗祭」に献上する大玉村産米

「天のつぶ」と同じ田んぼから収穫した
コメの煎餅「天田」と焼酎「天田」の販売会です。

にいなめさい

その他、大玉村産
季節の野菜 販売！

本格焼酎 米 天田1本購入の方に、
煎餅 天田1袋プレゼント！

③ハムカツパン
･･･････････････････ 1個 183円
④焼きそばパン
･･･････････････････ 1個 183円

たけだパン福島市

①チキンカツ
･･･････････････････ 1個 183円
②ツナサラダ
･･･････････････････ 1個 183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

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

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

①

②

③ ④ ④

③

③
②

②

①
①

マヨネーズから手作り。優しい味わいです。

懐かしさに満ちています。 昔ながらの素朴な風味。

食べる手が止まらなくなる、軽やかな煎餅。

10：00頃到着予定

※写真はイメージです。

他数種類 他数種類 他数種類

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

② ①

材料一つ一つに
こだわっています。

マザーヤマキ伊達市 ホームべーカリー
コビヤマ

会津若松市

伊達鶏の
カレーパン
 1個 200円

一番
人気

さつまいもパン 1個 150円

ごぼう
サラダパン
 1個 160円

メロンパン
 1個 130円

アマンドクロワッサン
･････････････････････････ 1個 160円

シナモンロール
 1個 160円

フランスパン 1個 250円
マーブルブレッド････ 1個 440円

くるみとレーズン
ごろごろブレッド
 1個 350円

クリームチーズデニッシュ
･････････････････････････････････ 1個 180円

夢あんぱん
･････ 1個 160円

地元の素材をいかした手づくりパンです。

9：30～10：00
到着予定

10：00頃到着予定

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

海老かつサンド
･････････････････････････････････････１折 850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。

福島県オリジナル品種
「会津のかおり」使用の
二八そば。そばの香りと
つるっとしたのどごしを、
自宅でお楽しみください。

各日30折限定販売

数量限定

各日30折限定販売

各日30折限定販売

プリプリの海老がたまりません。

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。

マルっとおいしい！ 冬のパンマルシェ！

2/16㊋は棚卸しのため18：00閉店

夕方からのお楽しみ夕方からのお楽しみ
創業55周年を迎えた、手作り餃子・
ラーメンの店。

2/10水・11木

招福萬来みらく【福島市土湯温泉】 
開運満月餃子
4人前(24個) 1,700円

開運カレー満月餃子
4人前(24個)  2,150円

ザクザク食感の野菜から溢れ
出る旨味と甘みがクセになります。

おつまみにピッタリ！レモンを絞って
食べる、カレー風味の珍しい餃子。

土湯こけしをモチーフにして誕生した
マスコットキャラクター
きぼっこちゃんも
来まーす♪
2/１０㊌17：30頃
2/11㊍15：30頃

※お持ち帰りは生レモンではなくレモン果汁での提供になります。

15:30～18：3015:30～18：30
テイクアウトできますテイクアウトできます

福島市のソウルフード

NEWNEW



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。

※写真は
イメージです。

麺を焼き固めたバンズで麓山高原豚の
チャーシューをはさみました。

道の駅喜多の郷
ふるさと亭

喜多方市

喜多方ラーメンバーガー
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個 450円各日30個限定販売

パティスリーアリュメット

※一部献立が変わる
　場合があります。

オリジナルブレンドの香辛料を
使った特製ビーフカレーです。

煮物、天ぷら、焼き魚など和づくし。

10：30～11：00到着予定

トラットリア・ラ・ワサビ伊達市

La Wasabi ランチボックス
･･･････････････････････････････････････････････････ 1折 1,400円

La Wasabi 厳選オードブル
･･･････････････････････････････････････････････････ 1折 4,000円

冷凍餃子

 20個入 1,100円

緑屋南会津町

松茸二段弁当 南山のたび
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1折 1,180円

プティリジエール
二本松市

黒毛和牛
ビーフシチューと
煮込みハンバーグ※おかず単品
････････････････････････････････ 1折 1,620円

黒毛和牛
ビーフシチューがけ
オムハンバーグ
････････････････････ 1折 1,850円

黒毛和牛ビーフシチューと
煮込みハンバーグのお弁当※ご飯付
････････････････････････････････ 1折 1,850円

小名浜美食ホテルいわき市

浜べん
･････････････････････････ 1折 1,480円

マルゲリータ
･････････････････････････ 1枚 1,350円

川俣振興公社×
小田原屋

川俣町
郡山市

マー農園鏡石町

ボンボンショコラ ７個入 1,728円

松川松月堂福島市

ハートマカロンショコラ
････････････････････････直径約12㎝ 980円

いわきチョコレートいわき市

ねっか只見町

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

大水福島市

赤魚南蛮漬
･････････ 100g 400円

帆立梅肉南蛮漬
･････････ 100g 450円

ニシン黒酢南蛮漬
･････････ 100g 400円

西シェフのトマトソースパスタ
････････････････････････････････････････････１折 750円

西シェフの代表カレー
････････････････････････････････････････････１折 650円

西シェフのオードブル
･･････････････････････････１折 1,296円

西シェフの和食弁当
･･････････････････････････１折 1,200円

4種のチーズピザ
･････････････････････････ 1枚 1,666円

ハッピーベリー矢吹町
ほろにがキャラメルロール

････････････････････1本 1,792円
いちごとベリーの
ミルキーロール

････････････････････1本 1,814円

パティスリールコネサンス
二本松市

クロワッサンラスク･･ 1袋 400円

生ガトーショコラ

････････････ 5号 1,800円
伊達市

パティスリー・ラ・４区
国見町

スウィーティーシンリ福島市

アニバーサリー

･･･････ 1個 460円

ラポール泉福島市

パティスリーエソール
二本松市

パティスリーMOMO二本松市

ふくたねアソート
･････････････････････････32粒入 1,080円

ボンボンショコラ
･････････････････････････････････ 5個入 1,350円

らったるった福島市（飯坂温泉）

ブラウニー
･･･････････････････････････････････ 1個 300円

一味庵福島市

けしまんぢうショコラ ３個入 450円

アトリエ・ド・ガトー二本松市

いちご New Xの
ショートケーキ（ホール）
･･････････････････････････････････５号 6,000円

黒毛和牛を赤ワインで長時間柔らかく煮込んだ、
シェフ特製ビーフシチューと、ハンバーグオムライス。

黒毛和牛のを赤ワインで
長時間柔らかく
煮込んだ、
シェフ特製
ビーフシチュー。

ふわふわ玉子の上に
カツがのっています。

※写真は調理イメージです。

※写真はイメージです。

自宅で、家族で、レストランの味わいを。

※ご予約承ります。

柳津ソースカツ丼（持ち帰り用）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1折 750円

道の駅 会津柳津柳津町

各日60折限定販売

牛乳屋の金賞ソースカツ丼
･････････････････････････1折 1,200円

牛乳屋食堂会津若松市

各日60折限定販売

丼ぶりグランプリ
金賞受賞。

イタリアンオードブル

･････････････････２～３人前 3,500円

イタリアン惣菜、地元野菜料理、
日本海の魚料理など、
１０種盛のイタリアンオードブル。

ゴルゴンゾーラ、タレッジォ、モッツァレラ、
グラナパダーノがベストマッチ。

※ご予約承ります。

※ご予約承ります。※ご予約承ります。

レガーレ桑折 ピザスタ桑折町

各日20折限定販売

各日20枚限定販売

各日30折限定販売

各日20折限定販売

各日10折限定販売

各日10枚限定販売

今井商店白河市

白河だるま
ラーメン

 醤油4食入 698円
80箱限定販売

水に恵まれた源流の里、
白河の本格的生ラーメン。

ココア生地の中にクリームチーズを入れ、
ナッツとチョコをたっぷりトッピング。

濃厚なブラウニーにナッツをトッピング。
贈り物にぴったりのお菓子です。

100%只見産米を湧き水で仕込んだ
米焼酎「ねっか」が、仏ヴァローナ製の

カカオ香るリッチなチョコレートを
纏いました。

バレンタイン限定アソート。
アーモンドを桑の葉味、
ストロベリー味などの
チョコでコーティングしました。

ハート型の大きなマカロンにチョコレート
ガナッシュをサンドしました。

高カカオチョコレートを練り込んだ
特製ショコラ餡のけしまんぢう。
和と洋の融合です！

チョコナッツ
クリーム
チーズマフィン

･･･････････ 1個 380円

フランス産高級
チョコレートを
使用した、
濃厚なガトー
ショコラです。

甘さを引き締めるバニラがアクセント。

別添えの練乳をかけるとミルキー感UP！

シェフオリジナルの
かわいいボンボンショコラです。

三温糖とバターをまぶしたプレーンと、
ガーリックバターの風味がたまらない
ガーリックの2種です。

ルコネサンスの
人気の生チョコが
入っています。

チョコムースと
ジュレのケーキ。

10：00～11：00
到着予定

１１：００頃到着予定

自家製小倉あんとモチモチの
求肥が入っています。

ミニだるま最中
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６個入 594円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・白河だるま入り、最中５個入 724円

大黒屋白河市

小法師
･･･1,080円

小豆餡と白小豆黄身餡を糖蜜の衣で
包み、小法師の形に仕上げました。

会津葵会津若松市

各日30個限定販売

30個限定販売

会津輪っぱめし（持ち帰り用）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1折 1,080円

割烹田季野会津若松市

各日30折限定販売

各日50個限定販売

鮭、山菜などの具材がたっぷり。

伊達鶏とキノコのパスタ、
自家製ソーセージ、
自家製パンなど他３種類

黒毛和牛のロースト、
天使の海老の白ワイン蒸し、
伊達鶏モモ肉のパン粉焼
などのイタリアンオードブル

10：00～11：00到着予定

10：00頃到着予定

・味付タコ　・ピリ辛タコ
・梅酢タコ･･･ 110ｇ 各500円

カネセン水産いわき市
カネセンオリジナルの「タレ」
に漬け込んだ珍味。

鍋料理やラーメンスープに
おすすめの香り豊かな
しょうゆ味。

甘辛な南蛮タレが効いています。

松茸の炊き込みご飯と、天ぷら、
煮物などを彩り豊かに盛り付け。

カニの身をふんだんに
使ったカニご飯。

令和2年常磐線全線開通の記念弁当として、
浜通りの美味いものを詰め合わせたお弁当です。

NISHI’s KITCHENいわき市
ニシズキッチン

１０：３０～１１：００到着予定

いわなのダシが日本酒に
溶け込みます。

あぶくま川内川内村

いわな骨酒用
･････････１尾 648円

高級チョコと
オードヴィを
使った贅沢な
チョコレートケーキ。

バニラビーンズ入りババロアに
フランボワーズがふんだんに
入っている贅沢なガトーです。

7種類のチョコレートを可愛らしい缶に
詰め込みました。生クリーム不使用。

大人の贅沢

･･･････････････････････１個 486円
30個限定販売

川俣シャモスープの素
･････････････ 330g 800円

最高級いちごを使った、
ぜいたくなケーキ。

いちご＆ベリーの
酸味が絶妙。

いちご New Xの
ショートケーキ（ホール）

･･････････････５号 6,000円
各日３台限定販売

各日３台限定販売

Cafe de Fleur福島市
カフェ ドゥ フルール

いちご New X
･･･････････ 3Ｌサイズ18粒入 1箱 3,240円
家庭用 いちご New X
･････････････････････････････ 1パック 1,350円

福島県が誇る最高級イチゴ！

※天候不順により入荷しない場合があります。

各日15本限定販売

各日15本限定販売

プリン本舗僕はひつじ南会津町

会津地鶏の卵黄プリン
・プレーン ・酒粕 
・クリームチーズ

････････････････････････････ 各1個 700円

11：00頃到着予定
会津本郷焼の窯元・流紋焼の陶磁器を
器にした、濃厚でまろやかなプリン。

たこ八（カネヨ水産）
相馬市

相馬産カニ飯

･･･１折 1,500円
各日20折限定販売

バレンタインチョコ
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！

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

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

うまみがギュッ！

満腹弁当

エブリデイ スイーツ

LOVE
・ホワイト ・ブラック

･･･････････････････････････ 各1個1,400円

半生ガトーショコラ
･･･････････････････････････････････1個 465円


