
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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〒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月上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。

トルコギキョウ
････････････････････１束 500円

開当男山酒造南会津町
⑫開当男山 大吟醸
･････････････････ 720㎖ 3,300円・1.8ℓ 6,600円
享保元年創業以来３００年に渡り、寒冷地を生かした独自の
酒造りに取り組んでいる開当男山酒造。ほのかで上品な香り、
柔らかな味わい、さらりとした喉ごしが優美さを感じます。　　　　

ふくしま
桃パフェ
650円

福島県産の桃がたっぷり!
菱沼農園りんご蜜
ポップコーンを
トッピング
しました。

ラーメンの上に少しピリ辛に
味付けされたネギが山盛。

塩分を従来の50%にカットし、スープを完飲
しても300kcal以下とヘルシーな1杯。

坂新
【会津若松市】 

創作麺 やま鳶【いわき市】 
ねぎラーメン ８５０円
肉そば ９００円
あぶらーめん ９００円
支那そば ７００円

冷やしらぁ麺 950円
和え玉（大盛、替え玉の代わり） 350円
花鯛の幸せ煮 850円
いわきサンシャインラーメン箱麺 1,000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

7/30金・31土7/30金・31土
ふ
く
し
ま
餃
子
の
会

全国新酒鑑評会 金賞受賞数8回連続日本一！
全国に誇る ふくしまの酒

最高のお酒を自宅でゆっくりと楽しんだり、
お酒が好きな人へプレゼントしたり…。
福島の酒をご堪能ください。

会津酒造南会津町
⑬大吟醸 田島･････････････････････720㎖ 3,300円
恵まれた自然環境を巧みに生かしながら、良質な水と米そして
卓越した蔵人の技で造り上げたお酒。フルーティーな吟醸香と
低温でゆっくりと発酵させたことにより、
まろやかな味わいをお楽しみいただけます。　

榮川酒造磐梯工場磐梯町

⑭大吟醸 榮四郎壜囲い原酒 720㎖ 6,600円
鑑評会出品時同様、アルコール度数が高いまま壜貯蔵した
原酒です。榮川の心と技を集めた
「全国新酒鑑評会金賞受賞酒」の味わいを
お楽しみください。

末廣酒蔵博士蔵会津美里町
⑮大吟醸 玄宰
･･･････････････ 720㎖ 5,500円・1.8ℓ 11,000円
「山田錦」を３５％まで精米し、醸した大吟醸。菩提樹の白い花を
思わせる香り、甘みと酸味が一体となり、その余韻は
気品を感じさせます。

白井酒造店会津美里町

⑯萬代芳 大吟醸･････････････････720㎖ 3,300円
「山田錦」を贅沢に磨き上げ、丹精込めて醸した大吟醸。
芳醇で華やかな香りと柔らかい口当たり。キレの良いふくよかな
味わいをお楽しみください。

曙酒造会津坂下町
⑰一生青春 別撰大吟醸 販売は終了しました

東日本酒造協業組合二本松市
⑦奥の松 十八代伊兵衛 大吟醸雫酒　
･･･････････････ 720㎖ 5,500円・1.8ℓ 11,000円
酒袋から自然に滴る雫だけを集めた貴重なお酒。
気品あふれる芳醇な吟醸香と柔らかく、なめらかなのどごし。
手間暇をかけた繊細な味わいです。　

花春酒造会津若松市

⑧花春 大吟醸山田錦･････････720㎖ 4,290円
山田錦ならではのふくらみのある上品な味わい、
透き通るような口当たりの大吟醸です。蔵人の技術を集結し、
醸した洗練された味わいをお楽しみください。

名倉山酒造会津若松市
⑨名倉山大吟醸 鑑評会出品酒
･･･････････････ 720㎖ 5,500円・1.8ℓ 11,000円
鑑評会で金賞受賞を続ける名倉山を代表する吟醸酒。
五味の調和がみごとな理想の酒と呼べる名倉山酒造の
自信作です。

吉の川酒造店喜多方市
⑩吉の川 大吟醸
･･････････････････ 720㎖ 3,300円・1.8ℓ 7,700円
「會津吉の川」は地元喜多方以外へは、あまり流通しない希少な
お酒です。洗練された香りと旨みを心ゆくまでお楽しみください。　

笹正宗酒造喜多方市

⑪大吟醸 ササ正宗･････････････720㎖ 4,000円
麹米に兵庫県特等の「山田錦」、掛米に喜多方産の酒米
「夢の香」を使い、主原料にこだわり仕込んだ大吟醸。
上品な甘みと香りが特徴です。　

金水晶酒造店福島市
①大吟醸 金水晶
･･････････････････ 720㎖ 4,889円・1.8ℓ 8,000円
酒造米の最高峰、山田錦の中心部のみ(精米歩合40%)を使い、
低温発酵で丁寧に仕込んだ贅沢な酒。ふくよかな味と果物を
思わせる芳香な香り。雑味を極限まで抑えた引き締まった
飲み口のお酒です。

千駒酒造白河市

②千駒 大吟醸 金賞受賞酒 720㎖ 3,850円
北海道産酒造好適米「きたしずく」を４０％まで磨き上げ醸した
大吟醸。口当たりなめらかで後味はキレ良く、甘く華やかな香りが
優雅な余韻を残します。

寿々乃井酒造店天栄村
③寿々乃井 大吟醸
･･････････････････ 720㎖ 3,850円・1.8ℓ 7,700円
最高峰の酒米「山田錦」を磨き上げ丁寧に造られた逸品です。
まぼろしの酒と呼ぶにふさわしい、深みのある味わいとフルーティー
な香りが特徴です。　

玄葉本店田村市
⑤あぶくま大吟醸無濾過原酒
･･････････････････ 720㎖ 4,400円・1.8ℓ 8,800円
華やかな吟醸香とスッキリとした飲み口。さすが入賞酒と
納得できる絶妙なバランス。程よいコクと旨みをご堪能ください。　　　　　　

④金賞受賞酒 廣戸川 大吟醸
･･････････････････････････････････････････････720㎖ 5,000円
天栄村産「夢の香」使用。豊かな吟醸香かつスッキリした口当たり。

松崎酒造天栄村

豊国酒造古殿町
⑥東豊国 大吟醸
販売は終了しました

毎週
金曜日

麺
夏にぴったりの

50年以上の歴史を誇る冷やしラーメンです。

※写真は
　調理例です。
冷やしラーメン･･････････････････ 4食入 1,250円

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！

7/30金～8/4水7/30金～8/4水

7/30金～8/15日7/30金～8/15日

8/5木8/5木

江戸時代、幕府献上品として知られ伝承技術を
復活させた逸品。

河京喜多方市

よもぎつけ麺
 2食入、1袋 432円

あぐりかる三春町食堂いしやま会津坂下町

幻の三春索麺（そうめん）
･･･････････････････････････････････････470g 1,080円

喜一喜多方市

オリジナル喜多方ラーメン
喜一の朝ラー
４食（熟成醤油2食・Sio2食）
 ････････････････1,296円

「福島県民ラーメン総選挙2018・2019年」に
2年連続で第1位に選ばれ、殿堂入りと
なった「喜一」のお持ち帰りラーメン。

※写真は調理例です。

須賀川特産きゅうりのしぼり汁で
練り上げた乾麺。

井桁屋須賀川市

かっぱ麺
･･2食入 660円※写真は調理例です。

てしろぎ会津若松市

福島市『ももがある』の
「ももふる（ゆうぞら）」と、
福島市『みちのく福島路ビール』の
「ヴァイツェン」で作る、
フルーツカクテル。 桃のシャーベットに

ビールを注いで…

フルーツカクテルに！

よもぎを練り込んだ翡翠色の麺です。

7月・8月 出店スケジュール
7/30㊎ らったるった（マフィン）
7/30㊎ 国際米流通センター（納豆、米）
7/30㊎ ORARA（どぶろく）
7/30㊎・３１㊏ 燻製木香（燻製商品）

7/30㊎、8/２㊊～４㊌ ひふみ堂（オリジナルケーキ）
7/３１㊏、8/1㊐ 山口こうじ店（甘酒） 
7/３１㊏、8/1㊐ 会津自然栽培農家の会（米、地酒）
8/２㊊ 佐倉ファーマーズ（季節の野菜）

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

大人のフルーツポンチ
 850円



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。

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

会津豊玉猪苗代町

小豆のほのかどうふ
･･････････････････････････････････････ 1本 780円

アイスの天神さま
･････････････････････････････････････ 1個 250円

菓子処まつもと二本松市

ふくしまの桃まんじゅう
･･････････････････････････････････････ 1個 220円

中村屋菓子舗福島市（飯坂温泉）

一味庵福島市（飯坂温泉）

水まんじゅう
･･････････････････････････････････････ 1個 130円

清泉堂福島市

露大福(メロン餡)　
･･････････････････････････････････････１個 120円

とろける黒糖わらびもち
･････････････････････････････････ 1パック 250円

お菓子のさかい石川町

あまさけゼリー
･････････････････････････････140ｇ、1個 378円

Ｓｗｅｅｔｙ Shinri
スイーティー　  シンリ

福島市

タルトシトロン
･･････････････････････････････････････ 1個 440円

かりんとラスク
･･････････8枚 583円・バラ1枚 135円

アールグレイ福島市

ももふぃ･････････････････････ 1個 250円

Home Made Endoh
ホームメイドエンドウ

郡山市

ざくざくグラノーラクッキー
･･････････････････････････････････････ 1袋 330円

ORARA福島市

おららのどぶろく 
・甘口 ・辛口
･･･････････各300㎖ 770円

上野台豊商店いわき市

さばのトマトソース
･･･････････････････････････････････ 150g 370円

　　　　ふくしま三大
ブランド鶏推進協議会
福島市

ふくしま三大ブランド鶏
お楽しみセット 会津山塩付き
会津地鶏モモ肉約325g、川俣シャモモモ肉
約300g、伊達鶏モモ約130g、ムネ肉160g、
会津山塩10g
････････････････････････････ 1セット 6,800円

国際米流通センター猪苗代町

納豆革命Ⅱ
･････ 80g、1パック 170円

サイコロ食パン

･･･････1個 550円
かめパン
（塩バター食パン）

･･････1個 480円あん食パン
････････････････････････････････････1個 680円

フルーツサンド
・いちご ・みかん ・パイン ・ミックス
･････････････････････････････････各1個 550円

東白堂の食パン
････････････････････････････････････1個 420円

レモンシュトーレン
･･･････１個 1,200円

あかま福島市

メロー西京味噌焼き弁当
･････････････････････････････････１折 1,000円

二人でつまみ 宅飲みオードブル
･････････････････････････････････１折 1,500円

冷製ローストビーフ（黒毛和牛）
････････････････350g、2～3人前 5,000円

海鮮と天ぷら 魚の伊達市

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

バスク
チーズケーキ
プレーン

 1個 1,350円

国産若鶏のグリエ
海老と夏野菜のクスクス添え
～フレッシュトマトサルサソース～
･････････････････････････････････ 1折 1,350円
国産若鶏のグリエ
海老と夏野菜のクスクス添え
～マスタードクリームレモン風味～
･････････････････････････････････ 1折 1,350円

田季野会津若松市

はちみつ･･･････････････････････1個 432円
プレーン･･･････････････････････1個 400円

果実みのり･･･････････････････1個 453円

本物の味が楽しめる、
天然天草で作った寒天です。

こしあんの風味を生かして、
さっと練り上げました。

桃を練り込んだ水まんじゅうの生地の中には、
甘酸っぱい梅餡。夏にピッタリです。

冷たいアイスを
ふわふわブッセで
はさみました。

タルト生地に
レモンクリームを流し、
ライム風味のメレンゲを
絞ったサッパリ風味。

夕張メロンの餡とお餅がマッチ。
冷やしてお召し上がりください。

夏の伝統菓子。つるんとした喉ごし、
上品な味わいが楽しめます。

十勝小豆のこしあんを
包んだみたらし団子です。

高級生クリームを使用。ミルクの味が
じんわりと広がります。

11：00～11：30到着予定

太郎庵のあんみつ

････････････････････････１個 466円

あまから団子
･･････････････････････････ 3本 390円

太郎庵
会津坂下町

11：00～11：30到着予定

フルラージュ郡山市

リッチ生パウンド
････････････････････････････････1個 1,134円

ふわふわのスポンジに生クリームを
たっぷり詰めた贅沢な一品です。

かめまん須賀川市

ふくしまスイーツ・プレミアム認証品 福島市産の農産物を使った、福島市ブランド認証のスイーツです。

森山福島市

湯庵プリン
やさしい甘さの手づくり無添加プリン。

菱沼農園福島市

フルーツポップコーン
・もも蜜×ココナッツ ・もも蜜×ブラックペッパー
・りんご蜜×アーモンド ・りんご蜜×バナナ
･･･････････････････････････････････････各715円

ももやりんごの「蜜」で
ポップコーンをコーティング。

11:00頃到着予定 11:00頃到着予定

17:00頃到着予定

10:00頃到着予定

※付け合わせは仕入れ状況により変更になる
場合がございます。ご了承ください。

※食べ方の一例です。

飯坂温泉グラノーラ
 １５０ｇ 880円・５０ｇ 380円
ドライフルーツ＆
メープルナッツ
･･････････････････････4０ｇ 400円

湯のまち いいざか グラノーラ工房福島市

飯坂産の季節のドライフルーツと、シロップで甘く
焼き上げたオーツ麦やナッツ類が入っています。
ヨーグルトとよくあいます。

パティスリーエクロール
福島市

クレ・ドゥ・ソル
 １個 259円・１箱（5個入） 1,296円

少量入荷

少量入荷

福島県産米粉１００％使用。
クレ・ドゥ・ソルとは、フランス語でト音記号のこと。
うず巻き模様の米粉クッキーで、クリームを
サンドしました。

グラノーラの風味が活きた
歯ごたえの良いクッキー。 フィナンシェの上に

福島市産の
桃のセミドライフルーツを
のせました。

福島市産の酒米
「夢の香」を使用。

キルシュに浸けたドライパインやナッツを
レモン風味の生地で包みました。
冷やしてお召し上がりください。

旬のフルーツをどっさりサンド。

※変更になる場合があります。

ニューキムラヤ福島市

うつくしまゼリー
････ 3個入 810円
 6個入 1,750円
 9個入 2,550円

福島県産の白桃と国産ラ・フランスの
果肉をゼリーの中にとじ込めました。

Love FUKUSHIMA
･･･････････････････････････ハーフ 4,320円

清泉堂福島市

モモ、リンゴ、イチゴなど
福島県産の果物がぎっしり入った
パウンドケーキ。

Petit Rizière二本松市
プティリジエール

レストランki-ichigo福島市
きいちご

八島食品伊達市

国産パリパリザーサイ 100ｇ 432円

ご飯やラーメンのお供に。

パスタだけでなく、煮込み料理にも。

鮫川村産の大豆
「ふくいぶき」１００％使用。

女神の納豆
･････････････････････ 45ｇ×２、１パック 170円

カミノ製作所川俣町

ふくしまの三大ブランド鶏が一度に楽しめる
お楽しみセットです。

※写真は調理例です。

郡山市の「宝来屋」が
製造している

米糀のあま酒を使用。

ひんやりスイーツ特集ひんやりスイーツ特集

予約制予約制

猪苗代町産の大豆
「あやこがね」を使用。

国産黒糖を練り込んでいます。
ぷるん・もっちりな食感がやみつきに！

丁寧に焼きあげた絶品のローストビーフ。
肉質の柔らかさ、旨味、香りと、
脂の口どけをお楽しみください。

国産若鶏のグリルにショートパスタを合わせた、
フランスの田舎のお惣菜です。

チーズの風味に
あふれています。

佐藤果樹園伊達市

ほそみのリンゴ
･････20ｇ 432円

蜜入り「ふじ」を
皮ごと細切りにして
乾燥させました。

夏野菜と海鮮天重
･････････････････････････････････1折 1,100円

コーン、ズッキーニ、ナス等の夏野菜と、海老、キス、
イカ等の海鮮天ぷらが入った、今だけの天重です。

高級魚メロー（銀むつ）を
贅沢に使ったお弁当。

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。

宅飲みにピッタリな唐揚げ、やきとり、エビチリなどを
詰めました。県産めひかり、メイプルサーモンも。

各日20折限定販売

イカの中に大葉、ガリ、ゴマ
を混ぜた酢飯が入った、
イカの姿寿司です。

イカの印篭寿司

･･･････1折 880円

いんろう す  し

濃厚なミルク味のアイスの中に練りあんが
入っています。
濃厚なミルク味のアイスの中に練りあんが
入っています。

松永牛乳

アイスまんじゅう････････１個 150円

南相馬市

牛乳屋の金賞ソースカツ丼
････････････････････････････････ 1折 1,200円各日60折限定販売

牛乳屋食堂会津若松市

丼ぶりグランプリ
金賞受賞。

会津産とうもろこし飯のステーキ重
････････････････････････････････ 1折 1,400円
会津輪っぱめし
････････････････････････････････ 1折 1,080円
塩麹豚焼輪っぱめし
････････････････････････････････ 1折 1,080円

会津産とうもろこしごはんに、ボリュームある
国産牛ステーキ。

Panfeel SHUN会津若松市
パンフィール シュン

ふ
く
し
ま

ふ
く
し
ま

※写真は調理例です。

9：30～10：00到着予定


