
ふくしまラウンジ

飲食、喫茶、飲み比べ等が楽しめる
憩いのスペース

10：30～19：00
（ラストオーダー18：30）

営業時間

11：00～売り切れまで飲食コーナー
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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 8月下旬号福島県観光物産館だより

赤かぼちゃのまりとっつぉ
･･････････････････････････1個 450円

赤かぼちゃプリン
････････････ 1個 420円

赤かぼちゃ甘食
･･･････1個 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。

奥会津金山

赤かぼちゃ
スイーツ

レーズン入りのブリオッシュに、
赤かぼちゃ生クリームを
たっぷりサンドしました。

赤かぼちゃのコクと甘みが
凝縮されたプリンです。

伊達市 Patisserie Allumette
パティスリーアリュメット

二本松市
ケーキ工房 Patisserie ＭoＭo

パティスリーモモ

福島市 ケーキ家Piggy
ピギー

福島市 Sweety Shinri
スイーティー　  シンリ

二本松市
Patisserie Reconnaissance

パティスリールコネサンス

二本松市 菓子処まつもと

福島市 はちまん

福島市 オジマ

Latta Lutta
マフィン専門店らったるった

福島市（飯坂温泉）

松川 松月堂菓子店福島市松川町
SHOGETSUDO MATSUKAWA

福島市 PATISSERIE SEISENDO
菓匠清泉堂

福島市 KERIKERI
ケリケリ

福島市 Patisserie EcLore
パティスリーエクロール

桑折町 Ohnoya
大野屋

福島市 甘食・茶屋　結
ゆわえ

8/20㊎～22㊐・28㊏

赤かぼちゃを練り込みました。

赤かぼちゃのプリン
･････････････1個 300円
赤かぼちゃをふんだんに使った、
シンプルな味わいのプリン。

マフィンパイ
･･････････････････････ 1個 260円
パイ生地のカップに、チーズと
赤かぼちゃを練り込んだマフィンを
流し込みました。

赤かぼちゃのモンブラン
･･････････････････････････1個 500円
ブリュレ、あん、クリームのすべてに
赤かぼちゃを使用。
シナモンのサブレがアクセントです。

赤かぼちゃとチーズの
テリーヌ
･････････････ 1個 450円
赤かぼちゃのねっとり感と
クリームチーズが
絶妙にマッチしたテリーヌ。

赤かぼちゃの
エクレア
････ 1個 430円
赤かぼちゃのクリームと、ほうじ茶のクリーム、
ナッツのクラッカンを組み合わせました。

赤かぼちゃのモンブランタルト
････････････････････････････････1個 500円
赤かぼちゃのタルト、赤かぼちゃの
クレームブリュレ、赤かぼちゃのクリームと、
赤かぼちゃづくし。

赤かぼちゃの
モンブランロール
･･････････････ 1個 488円
メープルクリームにヌガーを
しっとり生地で巻き、
赤かぼちゃのクリームを
たっぷり絞りました。

赤かぼちゃの生クリームあんぱん
･･････････････････････････････････････････ 1個 200円

赤かぼちゃの冷たい
クリームパン･････ 1個 200円
赤かぼちゃの特製カスタードと生クリーム、
ラムレーズンをブリオッシュに閉じ込めました。

かぼビエちゃん
･･････････････1個 300円
疫病退散の願いを込めて。
赤かぼちゃあんが詰まった、
可愛いアマビエちゃん。

まるごとかぼちゃの
レアチーズ
･････････････ 1個 490円
2種類のかぼちゃを使用した、
かぼちゃ好きには
たまらない一品です。

赤かぼちゃと栗のマカロン
･･････････････････････････1個 440円
なめらかな赤かぼちゃクリームと
栗の渋皮煮が入ったマカロンです。

赤かぼちゃ
水まんじゅう
････････ 1個 140円
つるっとした喉ごしと、
上品な赤かぼちゃの
甘味が楽しめます。

ポティロン
･････････････1個 380円
赤かぼちゃのコンフィチュールを
塗ったクッキー生地に
チーズケーキを乗せ、スイート
かぼちゃを重ねました。

夏の
赤かぼちゃタルト
･････････････････1個 700円

レモンとサワークリームを
使用した、夏に食べたく
なるさっぱり風味のタルト。

赤かぼちゃパン
 1個 200円
かぼちゃをイメージ
したパンの中には、
赤かぼちゃのペースト。
ほんのり甘いパンです。

福島市 Cafe de Fleur
カフェ・ド・フルール

福島市（飯坂温泉）

一味庵

中村屋菓子舗

二本松市
Patisserie ESSOR 

パティスリー
エソール

奥会津金山赤かぼちゃ生産者協議会金山町

肉厚でホクホクとした食感と
豊かな甘さが特徴。

※出荷状況により数量が少ない場合があります。

金山町の
秋の
特産品！

金山赤かぼちゃ特別販売
･････････････････････････････････時価

8/27㊎・28㊏ 14：00～

福島県の酒米を使い、山口県の酒蔵が仕込みました。

金水晶酒造店福島市
①純米吟醸 精一杯････････････720㎖ 1,650円

日本酒スパークリング。きめ細かい天然の泡が口の中で
心地よく踊ります。

大和川酒造喜多方市

③純米大吟醸 珠泡-SHUAWA
･････････････････････････････････････････････500㎖ 1,100円

下関市豊田町産の酒米と、伊達市の湧き水を使った
純米吟醸酒。

②純米吟醸酒 蛍乃輝････････720㎖ 2,000円
米と米こうじのみで発酵させ、その過程で造られる炭酸ガスを
瓶の中に入れました。

人気酒造二本松市
⑥瓶内発酵 スパークリング 純米吟醸
･････････････････････････････････････････････････ 300㎖ 616円

添加物は一切使用していないナチュラルな甘味、酸味が特徴です。

⑧人気一 Rice Magic スパークリング 
純米大吟醸 ･････････････････････････････ 300㎖ 880円

細やかな気泡、シズル感のある音。パーティーの主役になれる
華やかさがあります。

⑨人気一 Rice Magic スパークリング 
RED ･････････････････････････････････････････ 300㎖ 880円

アルコール高めの辛口スパークリング。 甘さ控えめなので、
料理との相性抜群。

⑦人気一瓶内発酵スパークリングブリュット
辛口 ･････････････････････････････････････････ 300㎖ 710円

きめ細かく弾ける泡の清涼感、吟醸香、米の旨みと
後味のキレの良さ。

奥の松酒造二本松市
⑩純米大吟醸 スパークリング 290㎖ 616円

あまずっぱい味わいの日本酒ベースの微発泡酒、
のどごし爽やかです。

末廣酒造会津若松市
④しゅわりん･････････････････････････････240㎖ 451円

粗搾りしたお酒を瓶詰めし、瓶内発酵にて出てきた炭酸ガスを
そのまま閉じ込めました。

⑤微発泡酒ぷちぷち･･･････････････300㎖ 440円

夕方からのお楽しみ 15:30～18：30
テイクアウトできます福島市のソウルフード

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

8/27金・28土8/27金・28土
ふ
く
し
ま
餃
子
の
会

日刊CJ Monmo WEB レポート発信中！
福島県観光物産館でみつけた！

8/25水～8/25水～

※写真はイメージです。

残暑の疲労を
体の内側から
整えましょう！

特別ペアリング企画福島県観光物産館×
シティ

情報ふ
くしま

飯坂グラノーラ×
アンチエイジング甘酒
 １杯500円

Patisserie Mains de Chaton
パティスリーマンドゥシャトン伊達市

赤かぼちゃのタルト
･････････････････ 1個 500円
赤かぼちゃの
バタークリームとカシューナッツの
タルトを合わせました。

赤かぼちゃのマフィン
･････････････････････1個 380円
生地にも赤かぼちゃを
練り込みました。

福島市（飯坂温泉）
ポティロン
･･････････････････ 1個 540円
程よい甘さのクリームと
土台にメレンゲを使用した
赤かぼちゃのモンブランです。

豊かな甘さとホクホクとした食感が特徴の
金山町の赤かぼちゃを使用したスイーツです。

8/26㊍は棚卸しのため18：00閉店

各日各２０個限定

① ② ③

④
⑤

⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

各日各150個限定
お一人様2個まで

実演

金山町公式キャラクター
「かぼまる」

8月 出店スケジュール
8/20㊎・23㊊・24㊋、9/1㊌・2㊍　
ひふみ堂（オリジナルケーキ） 
8/20㊎・27㊎  らったるった（マフィン） 
8/21㊏・22㊐  花春酒造（地酒） 
8/21㊏・22㊐  渡辺豆腐店（豆腐） 
8/22㊐  みやこじスイーツゆい（プリン） 
8/23㊊・30㊊  佐倉ファーマーズ（季節の野菜）
8/25㊌～27㊎  国際米流通センター（納豆・米） 
8/27㊎・28㊏  手作り石鹸プリマリア（手作り石鹸）
8/28㊏  納屋カフェ椿（クッキー・スコーン）
8/28㊏・29㊐  燻製木香（燻製商品） 
8/28㊏・29㊐  福島県南酒販（地酒） 

かにのうま味が
存分に活きています。

8/20金～27金8/20金～27金

冷製かにみそ担々麺 800円
かにみそラーメンかにのせ
 1,100円

かに船
【いわき市】 

8/20金・21土8/20金・21土
創業55周年を迎えた、
手作り餃子・ラーメンの店。

招福萬来みらく
【福島市土湯温泉】
オリジナル開運満月餃子
 20個1,450円
カレー開運満月餃子 20個1,800円

空山NEO【会津若松市】
空(醤油) 700円
山（味噌） 700円
喝（激辛） 900円

9/1水・2木9/1水・2木 端麗スープと柔らか
チャーシュー。8/30月・31火8/30月・31火 九州・佐賀県出身の

店主が作る地元の味。
「佐賀流野菜たっぷり
海鮮不要、自慢の
スープ」をご賞味
ください。

麺家 心花【伊達市】
ときめき

ちゃんぽん 750円
ちゃんぽん野菜増し 900円
味噌ちゃんぽん 950円
味噌ちゃんぽん野菜増し 1,100円

8/28土・29日8/28土・29日

各日100食限定販売馬刺し定食 特別価格９２０円　
定食内容（仕入れ状況により変更有）
・馬刺し　・小鉢3品（桜もつ煮込み、桜すじ煮込み、桜時雨煮）
・お新香　・ご飯　・味噌汁

會津郷土食と桜鍋 鶴我【会津若松市】 

通常では
食べられない
特別価格！

 ８/２９㊐は馬肉の日



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。

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

他15種類

ナタデココと甘夏
････････････････････ 200g 302円

海鮮太巻
･･････････････････････････････････････1本 980円

まぐろ、いくら、えび
など具だくさん。

レジ袋削減のため、
マイバッグの持参
にご協力ください。
マイバッグの持参

酒彩もくれん桑折町

夏野菜ソースのハンバーグ
･････････････････････････････････････ 1折 640円
肉のっけおむすび
･････････････････････････････････････ 1折 320円

鶏唐揚げのお弁当
･････････････････････････････････････ 1折 640円

割烹ますふじ福島市

すき焼と季節を楽しむ和食膳
････････････････････････････････１折 3,000円

金山赤かぼちゃと小海老の
マカロニグラタン&ハンバーグ
・デミグラスソース　
･････････････････････････････････1折 1,250円

たこ八（カネヨ水産）相馬市

たすいち福島市

糀和田屋本宮市

Sakuraのアンチエイジング
・ストレート ・生姜 ・抹茶
･････････････････････････････ 各120ｇ 324円

糀ヨーグルトシュガー マンゴーとアップル
･･･････････････････････････････････････････････････1個 972円
糀ヨーグルトシュガー パインとアップル
･･･････････････････････････････････････････････････1個 972円

太田酢店
須賀川市

食彩酢
･･････ 300㎖ 469円
･･････ 720㎖ 939円

西郷ゆば工房西郷村

あやみどり豆腐
･･･････････ 200g 299円

ゆうゆうファーム西郷村

ふくしまガパオの素
・甘口 ・辛口･･････････ 各6人前 560円

林養魚場西郷村

いわきオリーブいわき市

オリーブリーフソルトカボス
･････････････････････････････････････60g 540円
オリーブリーフソルト芽子にんにく
･････････････････････････････････････60g 550円
オリーブパスタ･････････200g 427円

モーニング郡山市

田季野会津若松市

いわきチョコレート
いわき市

いわきいちご焼きショコラ･････ 9個入 1,080円
いわきとまとショコラサンド･･･ 6個入 1,080円

御菓子処たまのや田村市

ブランデーケーキ
･･･････････････････････････････････････ 1個 1,600円

たばこ煎餅
･･････････････････････････････････2枚入×8袋 540円

菓子司陣野塙町

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

会津天宝会津若松市

岩魚味噌（いよみそ）
････････････････････････150g 1,080円

吾妻食品猪苗代町

いぶり生姜っこ
･････ 240g 754円

納豆入りうまくて
生姜ねぇ!!
･････ 240g 754円

香精下郷町

下郷高菜漬け･････････300g 500円

たこ八（カネヨ水産）相馬市

予約制予約制

たけや郡山市

味おこわ おにぎりセット
･･････････････････････････････３個セット 410円

たらこ・しゃけ・味ごはん
おにぎりセット
･･････････････････････････････３個セット 378円

たけやベスト１位～３位の
人気おにぎりのセットです。

10：45～11：00頃到着予定
かぼちゃ、ベシャメルソース、バジルソースの夏らしい
海老マカロニグラタンとハンバーグの、
惣菜詰め合せです。

味の駅シャロン玉川村・石川町

Petit Rizière二本松市
プティリジエール

燻製メヒカリの
オリーブ
オイル漬け
･･･････････････････････････････････６尾入 702円

そのままでもパスタの
具材でもおすすめ。

鶏挽き肉の国産ホーリーバジル炒めの素。

希少な在来種大豆「にしごう」
を使用しています。 ドレッシング、

マリネ、肉・魚の焼き
漬け、ピクルス、
すべてこれ一本。 米糀の甘酒にヒアルロン酸とコラーゲンを配合。

飲みやすい甘酒です。

関西風すき焼きと季節の会席料理。

ヨーグルトに混ぜるだけで、麹菌・甜菜糖のオリゴ糖、
りんごのペクチン、ヨーグルトの乳酸菌が同時に摂取できます。

大畑屋三春町

三春三角油揚
･････････5枚入 426円

※写真は調理例です。

豆腐職人が昔ながらの技で
丁寧に手作りしています。

各日50袋限定販売
売り切れ次第終了

味も見た目も上品な和菓子。

※商品が変わる場合があります。

ほろっとほどける新食感の
いちごショコラ。

たばこの葉がモチーフの、昔懐かしい
素朴な味わいの煎餅。

紅屋福島市

上生菓子
・流金 ・朝の霧 ・岩清水 ・清流
･･････････････････････････････････････････････各 250円

会津豊玉猪苗代町

小豆のほのか豆腐
･････････････････････････････････････････････1本 780円

こしあんの風味を生かして、
さっと練り上げました。

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。

新物ちりめん
（しらす干し）
･････１００ｇ 432円
･････２００ｇ 864円
 ５００ｇ 1,937円

カタクチイワシの幼魚。
シラス干しとも言います。
カチリに仕上げました。

腸内を健康に！

川俣町・カミノ製作所の納豆とコラボしました。

酒井ぶどう園伊達市
フルーツのいとう園福島市

葡萄　あづましずく
･････････････････････････････････････時価

福島県生まれの大粒・種無しぶどう。

さっぱりした味わいと
冷めても美味しいのが特徴。

※写真はイメージです。

尾瀬の源流で育った
岩魚がまるごと１匹
入っています。

刻んでご飯にのせたり、
チャーハンの具にしたり。

ちりめんじゃこ等と
炒めても美味しいです。

御稲プライマル本宮市

新米五百川
････････････５ｋｇ 2,592円・２ｋｇ 1,180円

うえんで会津若松市

会津山塩らぁ麺
････････････････････４食入 1,800円

店の味を再現した、中太ちぢれ麵と
山塩のコクが効いたスープ。

特製さるなしソースかつ丼
･･････････････････････････････････････１折 800円

ソースにさるなし果汁が入っていてフルーティー。

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

特売価格
若銀サケの燻製オイル漬
･･････････････････････  150ｇ 400円200缶限定販売

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。

マザーヤマキ伊達市

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

会津ステーキ重 みょうが・枝豆ご飯
･･･････････････････････････････ 1個 1,400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

12種の彩りおばんざいボウル〈夏〉
･････････････････････････････････1折 1,250円

新物ほっき飯弁当
･････････････････････････････1折 1,000円

※写真は
　イメージです。

新物のほっき貝をたっぷり盛り付けました。

各日30折限定販売

各日20折限定販売

会津わっぱ飯
･･･････････････････････････････ 1個 1,080円各日10折限定販売

計900個入荷予定

金華さばの焼き鯖棒寿司
･･･････････････････････････････････5貫入 780円

レストランki-ichigo福島市
きいちご

季節の素材を五味五色五法で丁寧に調理。
煮物、ローストビーフなど12種類のおばんざいを
盛り合わせました。

もくれん人気ナンバー1、大きな
鶏唐揚げが特徴のお弁当。

11：30頃到着予定

西郷ゆば
･･･････････ 100g 536円
西郷豆腐
･･･････････ 200g 299円
恋まろ豆腐
･･･････････ 200g 321円

シーズンバッグ
縦19×横35×マチ13㎝
 35,200円

山ぶどうバッグ（乱れ編と花結び編み）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 130,000円
クルミバッグ（ますあじろ編み）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46,000円
アクセサリーくるみペンダント
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3,300円
山ぶどうブローチトンボ・
イヤリング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3,000円

他多数出品

その他、バッグ・
財布など
多数販売

使う程に味わいが増します。

※商品のデザイン、価格が変更になる場合があります。

いい
モノ
がたり

ふ
く
し
ま

ふ
く
し
ま

ものづくりまちなか工房つくっぺ石川町 白春工芸会津坂下町

・トマトソース　
･････････････････････････････････1折 1,250円
・和風シャリアピンソース　
･････････････････････････････････1折 1,250円

お弁当

お惣菜

和洋菓子

軽くて丈夫な
馬革のバッグです。

新米

発酵食品「358」
･････････････････100g 432円

サゴハチ

たすいちのコース料理オードブル
･････････････････････････ 3～4人前 4,500円

予約制予約制

各日10折限定販売

ローストビーフ、カレイ幽庵焼き、海老真丈、
手羽先スパイシー揚げ、コーンクリームコロッケ、
おばんざい、チラシ寿司などを詰め合わせました。

8/20㊎のみ当日13：00まで、その他は
前日17：00までにお電話にてご予約ください。

8/20㊎のみ当日13：00まで、その他は
前日17：00までにお電話にてご予約ください。

海鮮と天ぷら 魚の伊達市

ボリューム満点の会津味噌味
国産牛ステーキ。

珍萬弁当
･････････････････････1折 1,290円

珍萬賓館福島市

各日20折限定販売

11：00頃到着予定
エビチリ、野菜炒め、ザーサイなど
人気の総菜が入った
本格中華弁当です。


