
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

4月 出店スケジュール
3/26㊎ 国際米流通センター（納豆・米）
3/26㊎ 千藤（会津漆器・会津木綿）
3/26㊎～３１㊌ 燻製木香（燻製商品） 
3/26㊎・27㊏ 湊屋（齋藤産業）（ミラクルロール）
3/26㊎～２８㊐ 白春工芸（馬革バック）
3/27㊏・２８㊐ パナックス（手作り石鹸） 
3/27㊏・4/３㊏・４㊐ わたなべパン店（オリジナルパン）
3/２８㊐ 玉川村観光協会（さるなしプリン）
3/２９㊊・30㊋ フェルムナチュレール・コクブン（あんぽ柿）
3/２９㊊～３１㊌ 海鮮フーズ（海産物）
3/２９㊊・4/５㊊ 佐倉ファーマーズ（季節の野菜）
4/４㊐ みやこじスイーツ結（結プリン）
4/４㊐ 渡辺豆腐店（豆腐・油揚げ）
4/７㊌・８㊍ ひふみ堂（オリジナルケーキ）

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】

3/26金～28日

3/26金・27土 らーめん石狩
【福島市】
円盤餃子

 20個1枚 1,350円

 50個1枚 3,000円

各日50枚限定販売

各日10枚限定販売

夕方からのお楽しみ
15:30～18：30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

AB's DINER【福島市】

じっくり煮込んだコクの
深いカレーを召し上がれ。

毎週月・水・金曜 キッチンカー出店

ヒレカツカレー ９００円
欧風カレー ７００円
野菜カレー ８５０円

麺はいわき湯本
温泉の源泉を配合。

イワキサンシャイン
ラーメン 750円

3/30火3/29月

創作麺やま鳶
【いわき市】

とんび

お持ち帰り用

「常磐もの」
お魚詰め合わせ
セット 1,000円

巾着付き
イワキ
サンシャイン
ラーメン
 1,350円

大玉村フェア３/３１㊌～４/４㊐

３/26㊎～28㊐・４/2㊎～4㊐

●

●

●

●

●

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 4月上旬号

会津男山 ―わ―
⑨純米酒 夢の香････････････ 720㎖ 1,562円
⑩純米大吟醸 福乃香････ 720㎖ 2,002円
⑪純米大吟醸 八反錦････ 720㎖ 2,442円

⑤陣屋 特別純米････････････ 720㎖ 1,563円
有賀酒造白河市

⑥陣屋 純米辛口 福乃香
･････････････････････････････････････････ 720㎖ 1,265円

①にしごう 原酒･･････････････ 720㎖ 1,026円
白河銘醸西郷村

②純米吟醸原酒 谷乃越
･････････････････････････････････････････ 720㎖ 1,188円

⑦特別純米 登龍････････････ 720㎖ 1,430円
大谷忠吉本店白河市

千駒酒造白河市

③千駒 しらかわ吟醸･･････ 720㎖ 1,760円

⑧自然郷 大吟醸 霞生詰
･････････････････････････････････････････ 720㎖ 2,530円

大木代吉本店矢吹町

男山酒造店会津美里町

④千駒 特別純米････････････ 720㎖ 1,298円

福島県観光物産館だより

あだたらの里直売所
師匠納豆 粒ぞろい大粒
･･･････････････････････････････ 1パック 300円

大玉村農家さんの新鮮な野菜も販売！

学生が開発した二段弁当

豆くん納豆 サイズミックス
･･･････････････････････････････ 1パック 200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。

① ② ③ ④

⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

3/31㊌は棚卸しのため15：00閉店

ティラミス
･･･････････1個 410円

桜ロール
･･･長さ13㎝ 850円

ティラミス
･････････････････････････1個 470円

カヌレ・ド・ボルドー
･････････････････１個 200円

マカロン
････････････････１個 140円
･････ 3個入ギフト 480円
･････ 5個入ギフト 820円

クレームブリュレ
････････････1個 600円

カヌレ（小）
 1個 172円

いちご果肉入りヨーグルト
･････････････････････････････････200g 454円
いちごとナタデココ 200g 302円

SHOGETSUDO MATSUKAWA 松川松月堂菓子店福島市松川町 ベルギーワッフル
･････････ 1個 129円

パン

マフィン
プレーン
･･ 1個 250円

ピノキオ二本松市

Atelier de Gateaux アトリエ・ド・ガトー二本松市

Sweety Shinri福島市 スウィーティー
シンリ

プリン工房はちまん福島市

Cafe de Fleur カフェ・ド・フルール福島市

Patisserie Reconnaissance パティスリールコネサンス二本松市

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。

２０２０年に福島大学 食農学類生で結成された「食農Caféサークル」と
コラボし、県内の美味しい食材をふんだんに使用したお弁当を作りました。

※写真はイメージです。

2日間生地を休ませ、
高温で1時間焼きました。
素材にも作り方にもこだわっています。

モーニング郡山市

Happy BerryHappy Berry矢吹町 ハッピー
ベリー

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

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！

米粉を使用したモチモチの生地で
桜風味のクリームと大納言をロール。

イタリアの伝統菓子を
アリュメット風にアレンジしました。

口当たり滑らかなティラミスを
パリパリのチョコレートでコーティングしました。

心地良い甘さの
マスカルポーネチーズと
ほんのり苦いコーヒーの
ハーモニー。

※商品の仕上がりや
　容器は写真と異なる
　場合があります。

農家直送平飼いたまごと
低温殺菌無調整牛乳に国産
生クリームをふんだんに加え、
贅沢で濃厚に仕上げました。

ジャージー牛乳のパンナコッタ
オレンジジュレ････････････････････････ 1個 360円

オレンジの果肉がたっぷりのった、
味も見た目も爽やかなパンナコッタ。

いちご・レモン・抹茶・ココナッツ、
他８種類の味のマカロンが
勢揃い。

外はカリッと香ばしく、
中はモチッと柔らかい
食感がやみつきに。

会津養鶏協会【会津若松市】
会津地鶏ふわとろ親子丼 950円
会津地鶏ラーメン 750円
会津地鶏チャーシューメン 950円

担々麺 特別価格750円
汁なし担々麵 特別価格750円

コク・歯ごたえに優れた
会津地鶏をどうぞ。

4/5月～8木

Pâtisserie Rêve鮫川村 パティスリー
レ―ヴ

アットホームおおたま
【大玉村】

3/31水～4/4日 陳建一直弟子・吉田氏から指導を受けた正統派
の担々麺。辛味・酸味・麻（しびれ）・甘味・香りを

堪能できます。

福島 春の十色 ご縁弁当･･･････････････････････････1折 1,500円

旬まっさかり

真っ赤に完熟した甘みと酸味の
バランスが最高の極上いちごです。
 

横田農園須賀川市

甘園房（あまえんぼう）

････････････････３Lパック800円

いちご味ヨーグルト・アイス
食レポ発信中！

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！

パリチョコティラミス
････････････････････････････1個 540円

Patisserie ESSOR 二本松市 パティスリー
エソール

他18種類

Patisserie Allumette パティスリー
アリュメット伊達市

キャラメルの香ばしさ、チーズの
トロトロ感、しっかりと焼目をつけた、
流行のバスク風チーズケーキ。

フレッシュバター１００％、
あられ糖を使用。
サクサクした食感ながら
コクがあります。

Latta Lutta福島市（飯坂温泉） マフィン専門店
らったるった

バスク
チーズケーキ
･･････････ 1個 460円

他数種類

青春のお菓子ビターorスイーツ?

11：00頃
販売予定

ヤマサちくわ愛知県豊橋市

いか人参揚
････････････････6枚入 312円

川俣軍鶏チキンボール
････････････････6個入 312円

豊橋と福島それぞれのソウルフードを
組み合わせました。

NEWNEW豊橋×福島コラボフード

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。

酢豚、エビチリ、
春巻などのセット。

国産クリームチーズを使った
濃厚なベイクドタイプです。

ベイクド
チーズケーキ
･･････ 1個 432円

いちごのワッフル
･･････････ 1個 500円

カフェショコラ
･･･････････････････････････････1個 470円

奇跡の口溶け
生ショコラキャラメル
･････････････････････冷凍 8個入 1,000円

レ・ショコラ
････････････ 1個 500円

アルザス
･････････････････････････ 1個 432円

レストランKi-ichigo
きいちご

福島市

お花見パーティー
オードブル

 2～3人前 3,500円

中華オードブル

 2～3人前 5,000円

たこ八（カネヨ水産）相馬市

ヒラメとホッキのソースカツ丼
･････････････････････････ 1折 1,100円

白河関のみそ ･･･ 650g 700円
ずんだ味噌････････ 650g 980円

甘酒
・老舗こうじ屋が造った甘酒
･･･････････････140㎖ 270円
・かぼちゃ甘酒 ・くり甘酒 
・さつま芋甘酒 ・赤トマト甘酒  
・ゴールドトマト甘酒 
・青トマト甘酒
････････････各140㎖ 300円

レガーレ桑折ピザスタ
桑折町

会津迎賓館
（寿し万）

会津若松市

玄米パン
・こしあん ・粒あん ・ごま
･････････････････････････････各1個 150円
・カスタードクリーム
････････････････････････････････ 1個 160円

黒毛和牛ローストビーフ
＆デミハンバーグ重 ･･････････････････････････････1折 1,390円

チーズデミハンバーグ＆スパゲティボロネーゼ
･･････････････････････････････････････････････････惣菜のみ 1折  1,200円
トマトチーズハンバーグ＆スパゲティボロネーゼ
･･････････････････････････････････････････････････惣菜のみ 1折  1,200円

PATISSERIE SEISENDO福島市 菓匠清泉堂

ケーキ工房
Patisserie ＭoＭo二本松市

パティスリーモモ

Atelier de Gateaux アトリエ・ド・ガトー二本松市

Patisserie Eclore パティスリーエクロール福島市

Patisserie Reconnaissance パティスリールコネサンス二本松市

ケーキ家 Piggy福島市 ピギー

マスカルポーネチーズを使った濃厚な
ガナッシュと軽い食感のマスカルポーネ
チーズムースを層にし、コーヒーシロップを
染み込ませたアーモンド生地と組み合わせ
ました。

口の中でとろける食感をお楽しみください。

シナモンのババロアに苺のクリームを絞り、
ピスタチオのフィナンシェの
上に乗せた、春のスイーツです。

香ばしいワッフルの生地に、
いちごのスライスと
たっぷりのいちごクリームを
サンドしました。

ワッフル風のクロワッサンで塩ミルクや
つぶあんをサンド。

Patisserie Allumette パティスリー
アリュメット伊達市

桃ふく････････････････････････１個 194円

桃の果肉を甘さ控え目の
白あんと生クリームで
包んだ優しい味。

Ohnoya桑折町 大野屋

二本松藩御用達の焼きだんご 
・しょうゆ・みそ・みそごま
･･････････････････････････････････各1本115円

やわらかく食べやすい
人気のだんごです。

黒毛和牛ローストビーフ、３種のソースのハンバーグ、キッシュ、
スパゲティボロネーゼ、揚げ物、海老サラダのセット。

ローストビーフ、鴨ステーキ、
海老のソテー、他６種類入の
本格オードブル。

看板メニューのローストビーフと
ハンバーグを詰め合わせた
贅沢弁当。

大人気のチーズハンバーグと、
自家製ボロネーゼ
パスタの組み合わせ。

※写真はイメージです。
仕入れ状況により
内容が一部変更に
なる場合もあります。

完全
予約制
完全
予約制

完全
予約制
完全
予約制

完全
予約制
完全
予約制

完全
予約制
完全
予約制

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。

レガーレ桑折 ピザスタ桑折町
10：30～11：00到着予定

10：30～11：00
到着予定

10：00～10：30到着予定

10：30頃到着予定

10：30頃到着予定

海鮮と天ぷら 魚の伊達市

海鮮太巻

 1本 900円

桜鱒とマス子の
親子寿司弁当

･･･････････1折 1,300円

桜の季節の鱒は、
淡い甘みと、とろける
ような身質が特徴です。

まぐろ、いくら、
えびなど
具だくさん。

華やかな
花ちらし寿司を
メインに、彩り豊かな
山海の食材を丁寧に
調理しました。

9：30～10：00到着予定

10：30頃到着予定

プティリジエール二本松市
10：30～11：00到着予定

10：30～11：00到着予定

桜華楼国見町

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

10：30頃到着予定
たっぷりの具材に
トロ～リあん。

トラットリア・ラ・ワサビ伊達市

La Wasabiお花見オードブル
･･････････････････････････････････････････ 2～3人前 4,500円

※写真はイメージです。
内容が異なる場合があります。

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。

相馬名物の新鮮な海の幸を召し上がれ。

にしんの笹寿し

 ５個入 850円

にしんを山椒の葉と
正油・酒・酢に漬け込み、
笹で包みました。

おく愛ズ金山町

姫ます寿司

･･･１折6貫入 1,500円

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。

10：00～10：30到着予定

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

鮭、山菜などの具材がたっぷり。
9：30～11：00到着予定

山都そば処 萬長喜多方市
山口こうじ店白河市

山都そば
手打ち10割

･･ 3食入 1,700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。

自然の甘さと爽やかな香りのノンアルコール甘酒。
マイナス3度域で熟成させた高品質の味噌。

新そば「会津のかおり」を使用。

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

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。

10：00～10：30到着予定

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。

福豆屋
郡山市

小原庄助べんとう
･･････････････････････････１折 1,150円

ボリューム満点、
2段弁当。

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。

３/26㊎～28㊐・４/2㊎～4㊐

洋食オードブル･･････････････････････････････････････1折 1,800円

本家 丹波屋本家 丹波屋二本松市

大黒屋大黒屋白河市

クロワッサン
ワッフル
・塩ミルク&バター
・つぶあん&バター
･･･････････各1個 370円
生チョコサンド
･･････････････ 1個 450円

アーモンド生地に、いちご
クリームといちごのガナッシュを
サンドしたケーキです。

いちごのオペラ
･･･････････････････1個 480円

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

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

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。

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

各日30個限定販売

一味庵一味庵福島市
とろける食感のほろ苦抹茶ぷりんに、
自家製粒あんを合わせました。

和心ぷりん
 １個 220円

小池菓子舗小池菓子舗柳津町

桜あわまんじゅう
･･･････････････････････10個入 各1,080円

あわまんじゅう
･･･････････････････････10個入 各1,080円

各日20個限定販売

各日20個限定販売

各日20個限定販売

あわともち米でできた、
まんじゅうです。

お花見弁当･････････････････････････････････････････････1折 1,100円

エクアドル産のチョコレートを使用した
ムースに、トンカ豆のクリームを合わせ
ました。

レストランKi-ichigo福島市
きいちご

自家製のつゆ付き。

花より団子♪
ウキウキ スイーツ

毎日がもっと美味しい！ 予約制オードブル
TEL.024-525-4031
ご予約は希望受取日の前日15：00まで

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

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

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。

ゆず沢の茶屋福島市

茶屋弁当
･･････････････････････････１折 1,080円

おにぎり、煮物、ミニ田楽などのセット。

予約承ります

11：00頃到着予定

ブルーコーンズダイニング会津若松市

完全
予約制
完全
予約制

プティリジエール二本松市

洋食屋さんの
肉肉オードブル

 2～3人前 4,320円

16：00～17：00到着予定
黒毛和牛ローストビーフ、ハンバーグ、
キッシュ、海老、パスタ、揚げ物、その他惣菜
全7～8品入。
※写真はイメージです。
内容は変わる
場合があります。


