
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

3月 出店スケジュール
3/13㊏ とうふ屋大楽（豆腐） 
3/１３㊏・14㊐ 花春酒造（地酒）
3/１３㊏～１６㊋ 燻製木香（燻製商品） 
3/14㊐ 玉川村観光物産協会（特産物）
3/１５㊊・２２㊊ 佐倉ファーマーズ（季節の野菜）
3/１５㊊～１９㊎ ひふみ堂（オリジナルケーキ）
3/１５㊊～１９㊎・２２㊊～２６㊎ 千藤（会津漆器・会津木綿）
3/17㊌ わたなべパン店（オリジナルパン）
3/１８㊍・１９㊎ フェルムナチュレールコクブン（あんぽ柿）
3/１９㊎～２４㊌ 佐久商店（いか人参） 
3/２０㊏・２１㊐ パナックス（手作り石鹸） 
3/２０㊏・２１㊐ ワークセンターさくら（こんにゃく製品）
3/２０㊏～２６㊎ 国際米流通センター（納豆・米）

全国に誇る酒

かにみそラーメンかにのせ
 1,100円
うにの貝焼きめし 2,160円
海鮮丼 1,300円

かにのうまみが
存分に活きています。

かに船
【いわき市】

3/24水～28日3/20土～23火

福島県立
福島商業高等学校

西会津の
魅力が伝わる
よりっせサブレ

（新味）

福島県立若松商業高等学校
福島県立
西会津高等学校

福島県農業総合センター
農業短期大学校

ふくしまの未来を創る
基金支援団体商品販売会

ふくしま
県産品応援
商品券の
ご利用期限

Fukurum
カードとは？

普段の買い物で福島県産品を
応援できるクレジットカードです。

カード利用額の一部が県内の学生等が取り組む
新商品開発などに役立てられます。 
※支援金の発生に伴う、カード会員への負担はありません。

福島県観光物産館× 特別ペアリング企画

特別ペアリング企画
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！

松北園茶舗福島市

小池菓子舗柳津町

ふくしま発 玄米ほうじ茶

あわまんじゅう 1個
桜あわまんじゅう 1個

セットで 

500円

×

無料!
入会金・
年会費

３/３１㊌まで

みほん

●

●

●

●

●

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 3月下旬号

④福乃香 純米吟醸一火原酒
･･････････････････300㎖ 734円・720㎖ 1,446円

榮川酒造磐梯町

⑤かすみ酒 特別純米生原酒
･････････････ 720㎖ 1,572円・1.8ℓ 3,143円

①会津娘 純米吟醸酒 花さくら
･････････････ 720㎖ 1,675円・1.8ℓ 3,350円

髙橋庄作酒造店会津若松市

②花見ロ万
･････････････ 720㎖ 1,470円・1.8ℓ 2,880円

花泉酒造南会津町

純米大吟醸 ゆめのかおり
･･･････････････････････････････ 720㎖ 3,850円

金水晶酒造店福島市

今回は特別に専用箱をプレゼント！

③ゴールデンスランバ
･････････････ 720㎖ 1,650円・1.8ℓ 3,300円

⑥ソルダークラフト
　半田銀山IPA
･････････ 330㎖ 638円

半田銀山
ブルワリー

桑折町

⑧ソルダークラフト 半田銀山ペールエール
････････････････････････････････････････････････330㎖ 638円

⑦ソルダークラフト 王林ペールエール
････････････････････････････････････････････････330㎖ 638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。

麺や
うから家から
【福島市】 

3/12金 幻の２０年熟成味噌と麹たっぷりの
田舎味噌に、９種類の香味料をブレ
ンド。麹と米の風味が漂います。

味噌らーめん
 870円
味噌味玉
らーめん
 990円

⑥ ⑦ ⑧

① ② ③ ④ ⑤

鈴木飯店
【会津若松市】 

AB's DINER【福島市】
キッチンカー出店

つけめん
 900円

辛いっ！がうまいっ！！
名物つけ麵。

じっくり煮込んだコクの深い
カレーを召し上がれ。

3/13土～19金 毎週月・水・金曜

あごしおチャーシュー
 1,050円

つけめん
チャーシュー
 1,200円

ヒレカツカレー ９００円
欧風カレー ７００円
野菜カレー ８５０円
　　　　　　

あごしおラーメン
 ８５０円

鈴木酒造店長井蔵山形県（震災前：浪江町）

物産館
オリジナル

大切な方への
贈り物に

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。

肉盛り 300円
ネギ盛り 150円
麺大盛 100円

商品のみの販売となります。学生が販売します。

 しょうゆらーめん
 770円
生姜らーめん
 820円

9：30～17：00

3/16㊋は棚卸しのため18：00閉店

プロダクトデザイン部門

福島県では、優れたパッケージデザインの
県産品を表彰する「ふくしまベストデザイン
コンペティション2020-21」を開催しました。
応募総数217商品の中から選ばれた受賞
商品を物産館で販売いたします！

プロダクトデザイン部門
ゴールド

プロダクトデザイン部門
シルバー

プロダクトデザイン部門
ブロンズグランプリ

ふくしまベストデザインコンペティション
2020-21 受賞販売会

2020-21

1袋 972円

FLIG no Solo Meshi
（炊き込みご飯の素）

フリグノソロメシ

ジャイアントハマ

イエロービアワークス

ワイアードブレインズ（郡山市）

無洗米、具材、水を調理器具に入れて火にかけるだけで
炊き込みご飯が味わえる、アウトドア用キット。

1セット 17,380円

ウィークエンド漆職人
金継ぎ編

坂本乙造商店（会津若松市）
割れてしまった、欠けてしまった
陶磁器を、自分の手で修理する
キット。週末はあなたも漆職人に。

1個 2,200円
赤べこ絵付けキット

やないづ振興公社（柳津町）
会津の民芸玩具「赤べこ」の絵付けが手軽に行えるキット。赤色
無地の赤べこ本体、3色のアクリル絵の具、筆が入っています。

3/12㊎～

パッケージデザイン部門
パッケージデザイン部門
ゴールド

パッケージデザイン部門
シルバー

パッケージデザイン部門
ブロンズ

缶入り500㎖ 1,100円

Yellow Beer Works
テイクアウトビール

カトウファーム（福島市）
県産のホップを使用したクラフトビール。
自宅で楽しむ、昔ながらの量り
売りビールがコンセプト。

5種類800㎖
 540円～648円

木村パスチャライズ牛乳
800mlボトルシリーズ
木村ミルクプラント（いわき市）
牛乳本来の栄養素や風味を生
かすパスチャライズ殺菌製法で
製造。パッケージにはいわき市
の風土などを描きました。

10個入×2パック 1,800円
GIANTHAMA

磐城飯店（いわき市）
ジャンボサイズが特徴の餃子とシュウマイ。
パッケージの「ジャイアントパンダ」が印象的。

キャッチコピー・ネーミング部門
キャッチコピー・ネーミング部門
ゴールド

キャッチコピー・ネーミング部門
シルバー

キャッチコピー・ネーミング部門
ブロンズ

松永牛乳オリジナル
ステッカー
（のんだら乗るな のむなら牛乳）

4種類 各1枚 300円
松永牛乳（南相馬市）
ユーモアを交えた標語がステッカーに。色は相馬野馬追
の神旗争奪戦で用いられる御神旗になぞらえています。
交通安全の祈祷済み。

700㎖ 1,760円
（辛口・甘口）

純米吟醸 福島県葛尾村
でれすけ
葛力創造舎（葛尾村）
葛尾村産の食用米「里山のつぶ」を使
用。名前の「でれすけ（ダメなやつ）」
は、酒の席で親しみを込め、そう呼び
合うことから。

3玉入500g 438円
24玉入4㎏ 2,500円親バカトマト

JA福島さくら いわき地区
ハウス部会 菊田支部（いわき市）
土づくりにこだわり、子どもを育てるように手塩にかけて
栽培。完熟後に収穫する味の濃いトマトです。

200㎖ 106円・300㎖ 131円
酪王カフェオレ

酪王乳業株式会社（郡山市）
生乳を50％以上使用した程良い甘さが特徴。
パッケージはカフェオレの本場パリの優雅な朝食をイメージ。

1折 1,000円
会津を紡ぐ わっぱめし

JR東日本仙台支社 会津若松エリアプロジェクト（会津若松市）
製造：福豆屋（郡山市）

会津コシヒカリ、会津地鶏
など「会津の食材」を詰め
込みました。パッケージと
ネーミングは会津木綿を
イメージ。

福島県が取り組む産学官
連携「ふくいろキラリプロ
ジェクト」で開発された工業
製品や工芸品を販売。もの
づくり企業の「開発力」「技
術力」が集結します。

ロングライフデザイン賞 審査委員特別賞

白春工芸
会津坂下町

湊屋（齋藤産業）川俣町

いい
モノ
がたり

リュック
縦31×横27×マチ13cm

44,000円

ミラクルロール お腹・腰用
Ｍサイズ、1枚 ･･････････････3,960円

他多数出品

軽くて丈夫な
馬革のバッグです。

冷えからしっかり守ります。
オールシーズン用。

※今回は餃子のみのお取り扱いとなります。
※今回は缶入りでの
お取り扱いとなります。

3/18㊍ 10：00～売り切れまで

会津産ネギ、
山塩、酒粕を
使用した
ラスク

自家製小麦
使用商品

本校卒業生の作曲家
古関裕而先生をモデル
にした連続テレビ小説
「エール」にちなんだ
エール商品詰め合わせ



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。

ピスタチオのムースに
ベリーのソースを
かけました。

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。

他18種類

いちごの果肉入り
ヨーグルト  200g 454円

桜華楼国見町

あんかけ
焼きそば

･･･1折 1,000円
･････････････ ハーフサイズ 600円

中華
オードブル

･･････1折 5,000円

完全
予約制

プティリジエール二本松市

鳥安福島市

焼鳥弁当
････････････････ 1折 1,080円

レガーレ桑折ピザスタ桑折町

季節のフルーツの
クリームボックスピッツァ

･････････････････････ 1枚 2,064円

ブルーコーンズダイニング会津若松市

焼きミルフィーユ
ソースかつ弁当

･････････････････････ 1折 1,000円
国産牛特製ハンバーグ弁当

･････････････････････ 1折 1,000円

海鮮と天ぷら 魚の伊達市

桜鯛の
ちらし寿司と

手まりのお弁当
･･･････････1折 1,200円

福豆屋郡山市

マルゲリータ＆4種のチーズ
ハーフ＆ハーフ

･････････････････････ 1枚 1,617円

まちなか夢工房
福島市

夢詰麦 ･･････････････１斤 400円
紅茶ブレッド･････１本 700円
チョコチップブレッド
･･････････････････････････１本 700円

ホームべーカリー
コビヤマ

会津若松市

ほうれん草の全粒粉食パン
･･････････････････････････1斤 562円

ペイザンポッロ
･･････････････････････････1本 346円

ハーブ鯖の棒寿司

････ 1人前4カン 1,500円

大友パン店郡山市

福島市

キャラッツ
･････････････････････････････････････1個 500円

福島市

ジュン

 直径7㎝、1個 400円

伊達市

さくらのモンブラン
･･････････････････････････････････1個 518円

Patisserie La 4 区
国見町

プリン工房はちまん福島市

プレミアムプリン

･･････････1個 450円

二本松市

ピスタチオと
いちごのシュー

････ 1個 442円

SHOGETSUDO MATSUKAWA
福島市

いちごの
ロールケーキ
･･･････････････････････････････････ 12㎝ 980円

菓子処まつもと二本松市

パンケーキ
プレーン

･･･ 1個 300円

伊達市

福島市

ラムレーズン
クリームチーズ
･･･････････ 1個 380円

抹茶つぶあん
クリームチーズ
･････････ 1個 380円

カフェ・ド・フルール
Cafe de Fleur福島市

胡桃と和三盆のブールドネージュ
･････････････････････････････････････ 1缶 980円

お花見プリン

････ 1個 480円

名代ソースカツ丼
･･････････････････････････････ヒレ1折 1,170円

柏屋食堂本宮市

ロース ヒレ

創業100年以上の歴史を誇る柏屋食堂自慢の逸品です。

10：30～11：00到着予定

10：30頃到着予定
10：30頃到着予定

10：30頃到着予定

10：30～11：00到着予定

10：30～11：00到着予定 10：30～11：00到着予定

9：30～10：00到着予定

10：30～11：00到着予定

たっぷりの
具材に
トロ～リあん。

酢豚、エビチリ、
春巻などのセット。

厳選した特選国産豚を分厚くカットした
ポークステーキと、特製たれ、福島産
こしひかりの相性が抜群。

上質な黒毛和牛を丁寧に焼いて
ローストガーリックソースをかけた、
肉肉しいビフテキ弁当。

黒毛和牛を長時間じっくり煮込んだラグーソースと、
ミルキーなベシャメルソースを板状のパスタで
ミルフィーユ状に仕立て、チーズたっぷりで焼きあげました。

春の鯛は桜鯛と言われます。
鯛をふんだんに使った
旬のお弁当です。

脂がのった高級ブランド生鯖を
〆鯖にした職人技の光る
逸品です。

ラザニアと人気のキッシュを共に。

福島のソウルフード「クリームボックス」
がピッツァに！いちごの酸味と
ミルククリームの甘さが絶妙にマッチ。

2種類の味が楽しめるお得なピザ。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

ロース1折 920円

厚切りのパンにクリームを塗った
甘いパン、「クリームボックス」！

クリームボックス
プレーン
････････････････････････････････140円

クリームボックス
酪王カフェオレ味
････････････････････････････････150円

ふるさとのおふくろフーズ葛尾村

ごんぼっ葉を練り込んだ
葛尾村の「おふくろの味」。
どこよりも早く販売。

プルプルの白身に、
ねっとりとした黄身。

葛尾の凍もち
･･･････ 6個入 900円
 12個入 1,700円

春の人気スイーツこだわりの味だより

クロワッサンシュー
･･････････････････････････････････････ 1個 260円各日30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 各日20個限定販売

Atelier de Gateaux二本松市

クロワッサンの中に
たっぷりのクリーム。

粒あんと生クリームを
サンド。

フラピス

･･･････････････ 1個 486円
フロマージュ
フレーズ
････････････････････････ 1個 500円

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。

さくらロール、ホワイトチョコとヨーグルトを
使用したさくらのムース、さくらのあんこと、
さくらづくしに仕上げました。

アーモンド風味の生地に、キャラメルクリームと
カシューナッツを合わせ、特製バタークリームを
サンドしたケーキです。

いちごジュレをレモン風味のレアチーズ
ケーキに合わせました。
ホワイトチョコレートと
クッキーの食感が
アクセントです。

ピスタチオのクリームと
国産生クリーム、いちごが入った、
四角いシュークリームです。

胡桃の香ばしさと上品な甘さが特徴の
ブールドネージュです。国産バターをたっぷり使用。

自家製ラムレーズンが
入ったマフィン。

つぶあんとクリームチーズの
相性抜群の組み合わせ。

磐梯町産ねぎを使用しています。

ほうれん草の風味が
満ちています。

紅はるかのスイートポテト
･･････････････････････････････････････1個 216円各日30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

各日30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

各日30個限定販売

ソースをかけると
濃厚プリンに変身
します。

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。

魔法のプリン

･････ 1個 324円

大人の贅沢

･･･････１個 480円

Shinri no コルネ

･････････1個 270円

Shinri no シュークリーム
････････････････････････1個 281円

Sweety Shinri福島市 Sweety Shinri福島市
サクサクの生地に
とろーりカスタード。

サックリのコルネ生地に
しっかりカスタード。

各日50個限定販売

各日50個限定販売

外はカリカリ、中はしっとりが
クセになります。

ふわふわ生地に
クリームたっぷり。

カヌレ・ド・ボルドー
･････････････････････････････････１個 216円

まさひろロールカット
･････････････････････････････････１個 216円

ふたば茶亭いわき市

各日30個限定販売

各日30個限定販売

ふわふわスポンジで
いちごのバタークリームと
自家製いちご
ジャムを包みました。

ホワイトチョコのババロアの
中に、トロピカルゼリーを
入れたケーキです。
「ジュン」はフランス語で
「黄色」を意味します。

レモンとオレンジをきかせた、
濃厚なのに軽い口当たりの
焼きチーズタルト。

ペタル････････････････････････････････  570円各日20個限定販売

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

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。

無調整低温殺菌牛乳と平飼いたまごに
国産生クリームを加えた、濃厚な味わい。

いちご・プレーン・抹茶ムースの
春らしい３層のコントラスト。

大作玉子屋福島市

ラジウム玉子

･････････････････････10個入 630円

各日15：00～

焼鳥3種と肉団子のセット。

焼かつは薄切り肉を何枚も重ねチーズを
挟みました。洋風な会津ソースかつ弁当です。

国産牛を使用したハンバーグは厚みがあり
ボリューム満点。ご飯は会津湯川産
コシヒカリです。

愛しのプリン
みんな大好き

黒毛和牛のビフテキ弁当
ローストガーリックソース

･････････････････････1折 2,160円

黒毛和牛のラグーソースでつくった
ラザニア････････････････････････････1折 1,188円
黒毛和牛のラグーソースでつくった
ラザニア&キッシュ
･･･････････････････････････････････････････1折 1,488円

ババロアズ・オ・ショコラ
････････････････････････････1個 460円各日30個限定販売

ショコラババロアの中には、ラズベリーの
ジュレ・コンフィ、土台にはコクのある
チョコスポンジ。

※写真は
イメージです。

ふわふわ玉子の上に
カツがのっています。

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

10：00～11：00到着予定

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

10：00頃到着予定
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。

各日30個限定販売
各日10個限定販売

PATISSERIE SEISENDO 菓匠清泉堂

レジ袋削減のため、マイバッグの
持参にご協力ください。

特選国産豚の
厚切りポークステーキ弁当
ローストガーリック&ジンジャーソース

･････････････････････1折 1,580円

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

各日20折限定販売

「三春滝桜」をイメージした
春限定商品。

三春滝桜べんとう

･････････････････１折 1,080円
ブレンドチーズを使用した
ムースに、レモンクリーム・

アーモンドの生地・クッキーを
組み合わせました。

レアチーズケーキ
･･･････････････････････････････ 464円各日30個限定販売

スウィーティー
シンリ

アトリエ・ド・ガトー

Ohnoya桑折町 大野屋

パティスリー・ラ・ヨンク

松川
松月堂菓子店

Latta Lutta
らったるった

ケーキ家 Piggy
ピギー

Patisserie ESSOR パティスリーエソール

Patisserie Allumette パティスリー
アリュメット

Patisserie
Mains de Chaton

パティスリー
マンドゥシャトン


