
全国に誇る酒

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

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。

じっくり煮込んだコクの
深いカレーを召し上がれ。

AB's DINER【福島市】
ヒレカツカレー
 ９００円
欧風カレー
 ７００円
野菜カレー
 ８５０円

食堂いしやま【会津坂下町】今野畜産【南相馬市】

すっきりとした味わいの
冷たいスープです。

5/14金～20木5/14金～20木 5/21金・24月・25火5/21金・24月・25火

5/26水～28金5/26水～28金5/23日 9：3０～5/23日 9：3０～

冷やしラーメン
 750円
冷やし
チャーシューメン
 1，000円
土産冷やし
ラーメン
 1，150円

創業55周年を迎えた、
手作り餃子・ラーメンの店。

5/14金・15土 １５：3０～18：305/14金・15土 １５：3０～18：30
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

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。

キリリと冷やして、フルーティーで華やかな吟醸香と
爽やかな味わいをお楽しみください。

にごり原酒でしか味わえない「もろみ」のほんのり
とした甘味、程良い酸味となめらかな舌ざわり。

厳選された良質の米を使用。マイナス5度の低温
貯蔵庫で熟成させ、まろやかな味わいに仕上げました。

純米の持つ旨みと大吟醸のおだやかな香りのバランスが抜群。
フルーティーな味わいとフレッシュさのある、軽やかな飲み口です。

喜多方産山田錦100％使用。穏やかに香る上立ち香、口に
含むと広がる爽やかな甘みとミネラル感、軽快でキレのある後味。

白桃のような馥郁（ふくいく）とした香りと、酸との調和が取れた
綺麗な味わい。クセがなくスッキリとしています。

※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。

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

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！

メンチ 1個 １50円
ハムフライ 1個 １10円

カレーコロッケは松永牛乳をふんだんに使用。

一番人気のメンチカツとカレー
コロッケを揚げたてでご用意。

5/25㊋は棚卸しのため18：00閉店

5/22土  １0：0０～18：305/22土  １0：0０～18：30 福島の餃子は
ここから
はじまりました。元祖 円盤餃子

満腹
【福島市】 

円盤餃子
 30個1枚 1,650円

カレーコロッケ
 1個 １30円

●

●

●

●

●

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 5月下旬号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。

５/14㊎ ～

５/21㊎ 10：００頃 ５/２１㊎ １７：００～

5/27㊍・28㊎９：３０～１８:00（28㊎は１７:00まで）

金賞酒コース

①純米吟醸 月弓 夏限定
･･･720㎖ 1,408円・1.8ℓ 2,596円

名倉山酒造会津若松市

②特別純米 氷熟 にごり原酒
･････････････････････････････････720㎖ 1,265円

奥の松酒造二本松市

③三春駒 純米吟醸 夏のひやざけ
･････････････････････････････････720㎖ 1,584円

佐藤酒造三春町

④自然郷 大吟醸無濾過
････････････････ 720㎖ 2,530円・1.8ℓ 5,060円

大木代吉本店矢吹町

⑤皐口万（さつきろまん）
････････････････ 720㎖ 2,120円・1.8ℓ 4,150円

花泉酒造南会津町

⑥喜多方テロワール 純米吟醸 山田錦
･･････････････････････････････････････････････ 720㎖ 1,650円

ほまれ酒造喜多方市

サマーニットフェア

●大三
●セントラルニット
●大槻メリヤス
●八巻メリヤス
●木幡メリヤス
●ライズファクトリー
●金泉ニット
●ガルネラ

金賞酒飲み比べ全国新酒鑑評会 金賞受賞酒は酒類総合研究所の
ホームページにて発表予定です。

鑑評会出品酒
どこよりも
早い！！

約４０蔵出品中、２7銘柄販売予定！

※金賞酒発表前のため、銘柄が異なる場合が
　あります。
※販売開始時期が遅くなる銘柄もあります。
　ご了承ください。

※金賞酒発表前のため、銘柄が異なる場合が
　あります。
※販売開始時期が遅くなる銘柄もあります。
　ご了承ください。

① ③ ⑤② ④ ⑥

２銘柄 700円
３銘柄 １,０００円

８年連続１位に期待！全国新酒鑑評会 出品酒販売会

サマーニット製品、小物、毛糸など５,０００点が集結！
産地直売価格で販売します。

大野農園（石川町）のフルーツティー
（りんご）と共にホッと一息。

食べるバラ コンフィチュール
にこにこバラ園須賀川市

金子牧場下郷町

ティータイムセット500円

×

ゴールデン ヨーグルト

菱沼農園福島市 発送時期：6月中旬

※写真はイメージです。

佐藤錦
・バラ詰め・・M・L混合1㎏ 4,320円
・秀手詰め
・・・・500ｇ 2,485円・1㎏ 4,860円
・特秀手詰め
・・・・500ｇ 3,990円・1㎏ 7,770円

予約
承り中

大粒の実に甘みが
凝縮されています。

※別途送料がかかります。

ＪＡパールライン福島市

脱気米 「福、笑い」
･･････････････････････････････････････300g 540円

福島県ブランド米 「福、笑い」
･･･････････････････････････････････２kg 1,728円

14年もの月日をかけてたどりついた
「かおり、あまみ、ふくよかさ」。

特別
再販！

ほろよい宅のみ　

5月 出店スケジュール
5/14㊎ らったるった（マフィン） 
5/14㊎・15㊏ 手作り石鹸プリマリア（手作り石鹸）
5/14㊎～23㊐ 佐久商店（いか人参） 
5/15㊏ とうふ大楽（豆腐） 
5/17㊊・24㊊ 佐倉ファーマーズ（季節の野菜）
5/17㊊～21㊎ 千藤（会津漆器、会津木綿） 
5/21㊎～25㊋ 愛和産業（すっぽん商品） 
5/22㊏・23㊐ 山口こうじ店（甘酒） 
5/25㊋・26㊌ 国際米流通センター（納豆・米）

金水晶酒造店福島市

人気酒造二本松市

大吟醸 金水晶

人気一 大吟醸

若関酒造郡山市

玄葉本店田村市

笹の川酒造  郡山市

渡辺酒造本店郡山市
雪小町 大吟醸 蔵元入魂の雫

佐藤酒造店郡山市
藤乃井 大吟醸

あぶくま 大吟醸無濾過原酒

大吟醸 さかみずき

袋吊り 大吟醸原酒

松崎酒造天栄村
廣戸川 大吟醸

吉の川酒造店喜多方市
大吟醸 會津吉の川

曙酒造会津坂下町

寿々乃井酒造店天栄村

矢澤酒造店矢祭町

豊国酒造古殿町

小原酒造 喜多方市

有賀醸造白河市

大木代吉本店矢吹町

寿々乃井 大吟醸

大吟醸酒 月と虹

東豊国 大吟醸

陣屋 大吟醸プレミアム

大吟醸無濾過無加水 自然郷

鑑評会出品酒 蔵粋

峰の雪酒造場喜多方市

ほまれ酒造喜多方市

笹正宗酒造喜多方市

名倉山酒造会津若松市

鶴乃江酒造会津若松市

末廣酒造会津若松市

大和屋善内 純米大吟醸

會津ほまれ 大吟醸

大吟醸 ササ正宗

名倉山 大吟醸 鑑評会出品酒

大吟醸 ゆり

大吟醸 玄宰

別撰大吟醸 一生青春
豊國酒造会津坂下町

国権酒造南会津町

会津酒造南会津町

開当男山酒造南会津町

花泉酒造 南会津町

大吟醸 學十郎

特選大吟醸 國権

斗瓶とり大吟醸 田島

開当男山 大吟醸

ロ万 純米大吟醸



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。

ふ
く
し
ま

ふ
く
し
ま 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

物産館
オリジナルの
サンドイッチ
セットです！

奈良屋
南会津町

会津冷やし中華
（醤油レモン）
太めん160g×３食入
･････････････519円 ※写真は調理例です。

※写真は調理例です。

上質なのどごし。

細打ち熟成麺と、牛骨エキスの旨味が
効いた醤油スープのセット。

ゆずみそのこうばしい香りに
包まれます。

辛味と旨味の
バランスが
癖になります。会津牛骨

らーめん醤油味
 ５食入 1,080円

松林堂相馬市

バター最中
･･････････････････････････････････････1個 130円

田季野会津若松市

たけのこごはん・
けっとばし（馬肉そぼろ）・
　コシアブラごはん
　　おにぎりセット

　　　　　 ･･･3個セット 432円
会津わっぱ飯

 1折 1,080円

喜多方らーめん本舗喜多方市

チーズタルト

 1個 173円

ショコロール
･････････････････････････････････１本 1,300円富田商店下郷町

万能調味料
唐辛子にんにく
･･･ 150g 810円
･････ 50g 432円

ゆず沢の茶屋福島市

ゆずみそ焼きおにぎり･･･････････1個 173円
ランチBOX ･････････････････････････････1袋 421円

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

タコ飯の素
1袋150g、2合炊用
･･････････ 788円

エガオのおつまみBOX
･･･････････････････････････････････1折 1,800円

山都そば処 萬長喜多方市

山都そば
手打ち十割

･･･3食入 1,700円

新そば「会津のかおり」を使用。
自家製のつゆ付き。

予約も承ります

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。

最中の中に最上級のつぶしあんとバターが
入っています。

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

焼きだんご ・しょうゆ ・みそごま 
 ・みそ ･････････････････････････････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。

9：30～10：00到着予定

もちパイ ・こしあん ・つぶあん
･･･････････････････････････････････各1個 180円

中村松川堂相馬市

大福もちをサクサクのパイ生地で包みました。

高級チョコを使用したクリームを、
マカロンを砕いたマカロンクランチで包みました。

風味豊かなピスタチオ生地と、爽やかな酸味の
フランボワーズクリームのマリアージュ。

お菓子の松月堂南相馬市

太郎庵会津坂下町S! BONHEUR郡山市

浮城
･･･････････････････････････････････6個入 972円
･･････････････････････････････････････1個 162円

ふじょう

アーモンドタルト

 1個 173円

会津の天神さま
ピスタチオ＆フランボワーズ
･･･････5個入 1,395円・1個 270円

驛辨浪漫 おむすび編

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１折 850円

えきべん

「福島の味」をぎゅっと
詰め込みました。

たけやベスト１位～３位の
人気おにぎりのセットです。

福豆屋
郡山市

大椙食品
おおすぎ

棚倉町

青豆よせ豆腐
 350g 400円・200g 250円

清らかな水と良質な大豆を使用。

※写真はイメージです。

プルプルの白身に、
ねっとりとした黄身。

大作玉子屋福島市

ラジウム玉子
･･･････････････････････････････････････ 10個入 650円

各日15：00～

良い原料・水・環境を追求して作りました。
のむ玄米黒酢ブルーベリー
･･･････････････････300㎖ 1,441円

太田酢店須賀川市

のむ酢うめ 300㎖ 1,117円
・味付タコ
・ピリ辛タコ
・梅酢タコ
 各110ｇ 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。

おいしさと笑顔むすぶ

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。

お に ぎ り

TRATTORIA LA EGAO福島市
トラットリア ラ エガオ

オムライス
煮込みハンバーグ

･･･････1折 1,620円
各日20折限定販売

ふわふわオムライスをのせた
バターピラフと、デミグラス
ソースたっぷりのハンバーグ。

３種類のクリームチーズをブレンドして、
濃厚でなめらかに仕上げました。

生クリーム入りのフワッとした食感の
杏仁と、いちごソースがベストマッチ。

BLT、海老、ロースかつ、ローストビーフの４種類を
サンドイッチセットにしました。

青えんどう豆を良縁生地で
包み、焼き上げました。

会津産のはちみつを
贅沢に使用した、
耳まで柔らかい食パンです。

バターをたっぷり使用し、
しっとりふわふわの
食べごたえ満点マドレーヌです。

※内容が変更になる場合もあります。

TRATTORIA La Wasabi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 4,500円

※写真はイメージです。

各日20折限定販売 各日10折限定販売

シャリアピンステーキ、伊達鶏
マスタードソースかけ、
サーモンのマリネ、エビと
イカのタルタルソースがけ、
バターが効いたピラフを
セットにした豪華なお弁当。

地粉きぬあずま100％使用の
ショートパスタを、
じっくり煮込んだ
福島県産エゴマ豚、
地元産スナップエンドウと
共にトマトソースで
召し上がれ。

甘えび、大生えび、蒸しえびのほか、カニ、ホタテ、イクラ、
ウニがたっぷり入った、豪華海鮮ちらし寿司です。

10：30～11：00到着予定
9：30～10：00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

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。

予約制予約制

Sweety Shinri
スウィーティーシンリ

福島市

福島市 ケーキ家Piggy
ピギー

Patisserie La 4 区
国見町 パティスリー・ラ・ヨンク

チーズテリーヌ

･････････1個 420円

ふわっと杏仁

･･････ 1個 357円

ふ
く
し
ま

極みの良縁豆ぱん

････････ハーフ1本 350円

特選えび海鮮ちらし寿司
･････････････････････････････1人前 1,200円各日20折限定販売

ら・さんたランド福島市

スペシャルサンドイッチ
･････････････････････････････････ 1折 1,000円

ぱん工房あかべこ柳津町

耳までやっこい
食パン

････１本（２斤） 735円

ハニーベア
 １個 320円

各日30個限定販売

各日20個限定販売

各日30個限定販売

各日10本限定販売

耳薄パンドミー食パン
･････････････････1斤 360円

60本限定販売

各日20個限定販売

各日20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

Cafe de Fleur福島市
カフェ ドゥ フルール

海鮮と天ぷら 魚の伊達市

海鮮太巻

 1本 900円

まぐろ、いくら、えび
など具だくさん。

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円各日20折限定販売

各日１０折限定販売
エガオの手打ちパスタBOXカバテッリ
････････････････････････････････････････1折 1,300円各日２０折限定販売

福島県産牛
シャリアピンステーキと伊達鶏グリルの洋風弁当
･････････････････････････････････････････････････････････････････1折 1,580円各日２０折限定販売

ハンバーグ&ナポリタン
･･････････････････････････････････ 1折 1,080円各日20折限定販売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。

味の駅シャロン玉川村・石川町

トラットリア ラ ワサビ

レストランki-ichigo福島市
きいちご

エスボヌール

地元の野菜とイタリアンを融合させた、
本格的な前菜の盛り合わせです。
一つ一つを丁寧に手作り。

Petit Rizière二本松市
プティリジエール

おうちで
行楽気分！

9：30～10：00到着予定

9：30～10：00到着予定

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。

9：30～10：00到着予定

10：00～10：30到着予定


