
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

ふくしまの
しょうゆフェア

麺屋つどい【郡山市】
辛旨ラーメン 860円
味噌ラーメン 830円

数種類のブレンド
味噌スープと、

自家製麻婆あん、
ニンニクの旨味が、

中太麺に絡み
合います。

 

大盛り 100円
煮卵 100円
チャーシュー増し 330円
ニンニクは別皿で提供いたします。

らぁ麺
おかむら
【郡山市】

鶏料理 鳥安
【福島市】

おかむらの喜多方ラーメン 800円
おかむらの味噌ラーメン 800円
煮玉子 100円
大盛 100円

「ラーメンWalker福島グランプリ2021」
総合部門１位の
人気店です。

受賞醤油ミニボトルセット
･･････････････････６本入 2,160円

マルマン醸造古殿町
①マルマン本醸造醤油･･･････ 1ℓ 432円

内池醸造福島市
②キッコーツル特選醤油 360㎖ 345円

③キッコーツル超特選再仕込醤油
･････････････････････････････････････････200㎖ 378円

林合名会社会津若松市

④イゲタ特級しょうゆ
･･･････････････････････････････････ 1ℓ 454円

若喜商店喜多方市
⑤ワカキ醤油････････････ 1ℓ 454円

ヤマボシ醤油白河市

⑥ヤマボシ醤油 吟上 １ℓ 440円

ミラクルロール
ハイネック
ショルダー
Ｍサイズ
 6,050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 10月上旬号福島県観光物産館だより

飲食コーナー

太っ腹！保原市
ほばらいち

伊達鶏と地産ゴボウの
ラグーソーススパゲティ
（サラダ・パン付）･････  1,150円
海鮮と天ぷら 魚の
海鮮天丼
･････････････････････････････････  1,100円
玉鈴醤油

かけじょうゆ
 500㎖ 430円

須田屋

入金最中 6個入 720円

ＴａｙｏＲｉ café α
たより　            カフェ 　アルファ

シフォレート
100ｇ、1本
 750円

滝口商店

銀たらみそ漬
･･････１切 750円保原振興公社

豆っこ汁
 ３～４人前 1,200円

だて旬彩ピクルス 200ｇ 650円
海鮮と天ぷら 魚の

海鮮太巻 １パック 900円

割烹　古ばやし

うな重（上）
･･･････１人前 2,800円

手作り菓子工房 大野屋桑折町

桑折桃ふく 
･･････････1個 216円

半田銀山ブルワリー
上町CHEERS

桑折町

王林ペールエール･･･ 330㎖ 600円

Gela319
ジェラ

国見町

ミルクジェラート
 シングル 300円・ダブル 500円

ガラスエッチングアート
HIKARI

国見町

エッチンググラス
････････････････････････ 1個 1,000円～

竹屋菓子店
川俣町

たぬきちゃんケーキ
･･･････････････ 1個 380円

陶工房スタジオ ルポット 
齋藤 宏幸

川俣町

色絵マグカップ
･･････････････ 1個 2,500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。

10/１㊎～３㊐

11：00～売り切れまで
伊達市保原町の美味しいものづくし！

10/4月10/4月 10/5火～7木10/5火～7木 10/8金～15金10/8金～15金

湊屋（齋藤産業）川俣町

10/6㊌～10㊐

だるみくじ
1回 500円

白河だるま総本舗（白河市）

あかべこ 株式会社会津葵
（会津若松市）

天明掌玉 mellowness reborn
純米大吟醸超低温３年熟成

曙酒造合資会社（会津坂下町）

会津 
起き上がり最中

喜多方ラーメンプレミアム
「厚み」 ２食入り

6個入 1,180円
1,250円

香木実（かぐのきのみ）
株式会社長門屋本店
（会津若松市）

17個入 2,000円

720㎖ 8,850円

小法師
1,080円

880円 1袋 972円

FLIG no Solo Meshi
（炊き込みご飯の素）

フリグノソロメシ

イエロービアワークス

ワイアードブレインズ（郡山市）

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）
缶入り350㎖ 770円

Yellow Beer Works
テイクアウトビール

カトウファーム（福島市）

10個入×2パック 1,800円

500g 3,500円
6個入 800円

6個入 500円

3本入 600円

1個 4,400円

200g 1,600円

ジャイアントハマ

GIANTHAMA
会津の黒ニンニクと肉厚にら餃子

磐城飯店（いわき市）

※今回は
缶入りでの
お取り扱い
となります。

3尾入1袋 1,080円

6本入 550円

1個 108円

200g 540円

200g 756円

ふくしまデザインフェア

さんま　ささ干

丸由水産（いわき市）

旧校鉛筆

磐城高箸（いわき市）

ぷりり（味付けこんにゃく）

ケーフーズ生田目（塙町）

ピンピンころりカレー

会津美里振興公社
（会津美里町）

南郷まるっとまと
3本セット

本宮烏骨鶏平飼い酵母卵

本宮もみじ平飼いたまご

Hitoiki
（体を楽にする
小さなまくら）

南郷まるっとまと
3本セット
食農価値創造研究舎（南会津町） 本宮烏骨鶏生産組合（本宮市）

会津こぼようかん

松本家（会津若松市）丸栄ふとん店（郡山市）

アップル
シャーベット

トーニチ
（福島市）

首元からの冷気の
侵入を防ぎます。

その他、多数販売

10/2㊏～17㊐

10/1㊎～30㊏
「ふくしまベストデザインコンペティション」受賞商品と、「ふくしまクリエイターズバンク」による協業商品が一堂に揃います。

１ℓサイズを３本
お買い上げごとに、
おしゃれな３口醤油皿を
プレゼント！

全国醤油品評会（日本醤油協会主催）
入賞数２回連続日本一記念

かわいいボトルは食卓にぴったり。
受賞醤油が勢ぞろい。プレゼントにもどうぞ。

うま味の強い特選クラスの本醸造醤油。お刺身を
漬けこむとご飯やお酒のお供にぴったり。

二度の発酵熟成を行う「再仕込醤油」ならではの
深い旨味。お刺身が数段上の味わいに。

※写真はイメージです。

料理研究家、有元葉子先生もご愛用。
塩カドの取れた豊かな風味が特徴。

秋の味覚、サンマにかけてください。バターや
オリーブオイルと合わせるのもオススメ。

煮て良し、かけて良しの万能醤油。煮込むと
引き立つ香りで上品なプロの味。

伝統の本醸造製法。福島県特有のまろやかさと旨味。
お刺身、お寿司に。

お問い合わせ：福島県中小企業団体中央会
企画情報課 024-536-1268

第48回全国醤油品評会において、
本県は５社６銘柄の醤油が入賞を果たし、
２回連続の入賞数日本一を達成しました。
入賞醤油をはじめ、その他県内の逸品が
盛りだくさん！

株式会社河京（喜多方市）

ふくしまクリエイターズバンクによる協業商品

桑折・国見・川俣町 こだわり商品Threekフェア
スリーク

10/8㊎・9㊏

伊達鶏鳥めしと鶏油スープ定食
 950円

伊達鶏の肉がパサつかず、
しっとりとしている秘訣は、
焼き方と切り方。

３８種の蔵出し醤油が大集合！

※写真はイメージです。

※今回は袋入りでのお取り扱い
になります。

Trattoria La Wasabi
トラットリア    ラ    ワサビ

Trattoria La Wasabi
トラットリア    ラ    ワサビ

10月 出店スケジュール
10/4㊊～7㊍・10㊐・11㊊ 佐久商店（いか人参）
10/4㊊・5㊋・１４㊍　国際米流通センター（米、納豆）
10/4㊊・11㊊　佐倉ファーマーズ（季節の野菜）
10/5㊋～7㊍・11㊊～14㊍
 ひふみ堂（オリジナルケーキ）
10/13㊌・14㊍ 
 acchicocchi Shop(KOORI BRAND製品）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥少量入荷 少量入荷



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。

和栗のモンブラン
･･･････････････････ 1個 540円
手作りタルト生地に栗を使用。
栗の風味を堪能できます。

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

ローストビーフ&国産豚バラ焼き
肉重 ･････････････････････････ 1折 1,390円

福豆屋郡山市
秋をイメージしたおかずづくしです。

福島県産白桃「あかつき」
を使用した桃のジャムを
長崎カステラに配合し、
しっとりと焼き上げました。

よい仕事おこしフェア実行委員会の事業の一環

11：00頃到着予定

季節のおこわが
３種類入った、
旬の素材を
楽しめるお弁当。

黒毛和牛のローストと国産豚バラの焼き肉、
洋風卵焼き、香の物のセット。ローストガーリック
ソース付き。

ふくしま路おとなの秋ごはん
･････････････････････････････････１折 1,100円

たこ八（カネヨ水産）相馬市

新物ほっき飯弁当
････････････････････････････････ 1折 1,000円各日20折限定販売

予約制予約制

伊達市
Patisserie Allumette

パティスリーアリュメット

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 菓子処まつもと

福島市 はちまん

川内村 ダノニ―

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 CAFE& BAKERY KERIKERI
カフェアンドベーカリー ケリケリ

桑折町 Ohnoya
大野屋

秋のびっ栗パラダイス
くり

10/1㊎～３㊐ 各日各30個限定販売
県産高級和栗をぜいたくに使ったスイーツが大集合！

福島市 Cafe de Fleur
カフェ・ド・フルール

二本松市 Atelier de Gateaux
アトリエドガトー

郡山市
Patisserie Le Perroquet

パティスリー ル・ぺロケ

福島市（飯坂温泉） 一味庵

国見町 Patisserie La 4 区
パティスリー・ラ・ヨンク

二本松市 Patisserie ESSOR 
パティスリー エソール

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

伊達市

中村屋菓子舗
福島市（飯坂温泉）

福島市 半熟チーズケーキ工房HIKARI

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

塩モンブラン 1個 600円
栗のクリームに生クリーム、
大納言を合わせました。サクサクの
クッキーとほんのり塩風味がアクセント。

栗のマロンパイ
･･･････････････････ 1個 420円

栗のペーストのクリームに
丹波産の渋川栗を一粒入れて、
キャラメル状に焼き上げた
マロンパイです。

和栗コーヒータルト
･･･････････････ 1個 770円
高級和栗とコーヒーを使った、
大人なモンブランタルト。 

半熟マロン
･･･････････････････1個 280円
こだわりのクリームチーズと
和栗のペーストを合わせて作った、
新食感のふわとろ半熟チーズケーキ。

チェスナッツプリン
･･･････････････････ 1個 480円
和栗のペーストを使ったプリンの上に、
栗の入ったミルクムースを重ねました。

極み高級和栗モンブラン
･･･････････････････ 1個 590円
和栗を贅沢に使用して、
素材にこだわった上品なモンブラン。

和栗のモンブラン
･･･････････1個 680円
栗を使用した
クリームと栗のブリュレ。
土台のガレットには、くるみが入っています。

ラムマロン 1個 250円
マロングラッセをイメージした、
ラムの効いた大人のケークです。
中には甘露煮が入っています。

和栗とコーヒークリームのブラン
･･･････････････････ 1個 360円
ふすまブレッドに自家製コーヒー
クリームと和栗あんを挟みました。

和栗のモンブランムース
･････････････････････ 1個 600円
渋皮マロンのムースに、和栗の
モンブランクリームを絞った、
贅沢な秋味のデザートです。

モンブランマカロン
････････････････････････ 1個 140円
栗をふんだんに練り込んだ
クリームをサンドしました。

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。

各日10個限定販売
各日60個限定販売

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。

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） 780円

田季野会津若松市

会津わっぱ
･････････････････････････････････1折 1,080円各日30折限定販売

9：30～10：00頃到着予定

Petit Rizière二本松市
プティリジエール

あかま福島市

海鮮と天ぷら 魚の伊達市

秋の彩りおこわ弁当　
･････････････････････････････････ 1折 1,280円

ケーク・ショコラ
････････････････････････････････ 1本 1,800円

ホバラ実業伊達市

伊達のぴんぴん卵
･･･････････････････････････････････ 6個入 432円

割烹 ますふじ福島市

てっさ・てっちりセット
 2人前 16,000円・3人前 24,000円
てっさ（単品）
 2人前 11,600円・3人前 17,400円

焼き海老と彩り海鮮ちらし
･････････････････････････････････ 1折 1,400円

ヒレ酒の素
････････････････････････････････ 10g 1,100円

菓秀苑 森長長崎県

白桃カステラ
･･･････････････････････････････････５切入 896円

ひろせ福祉会伊達市

十年ドレッシング
・えごま＆わさび ・えごま＆くるみ
・えごま＆山椒 ・えごま＆唐辛子
････････････････････････ 各195㎖、1本 750円

エフ・ケイフーズ椎名いわき市

混ぜ込みご飯の素（竹の子・あさり）
･･･････････････････････････････････２合用 322円

レストランki-ichigo福島市
きいちご

レガーレ桑折ピザスタ桑折町

マルゲリータ＆4種のチーズ
ハーフ＆ハーフ
･････････････････････････････････1枚 1,617円

2種類の味が楽しめるお得なピザ。

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。

各日30折限定販売

TRATTORIA LA EGAO福島市
トラットリア ラ エガオ

ル・カカオイエ郡山市

福島県産エゴマ豚と
茄子のポモドーロカバテッリ
･････････････････････････････････1折 1,300円

エガオのおつまみBOX
････････････････････････････････ 1折 1,800円各日20折限定販売100本限定販売

10本限定販売

各日20折限定販売

柔らかいエゴマ豚
ウデ肉と、茄子の
トマトソースを合わせ
ました。地粉きぬ
あずまを使用した
ショートパスタは
食感を楽しめます。

古くから伊達市で栽培されたえごま。
高齢化とともに衰退する伝統食材の
えごま文化を再興すべく商品化しました。

チョコレートの濃厚な味わいと
しっとり感。

竹の子とあさりの旨味を存分に味わえます。

自家製の海老一夜干しが入った海鮮ちらしです。
プリプリで香ばしい海老の食感が抜群。

※写真は調理例です。

うな重弁当 
・雪 ････････････････････････ 1折 2,100円各日20折限定販売

・月･････････････････････････ 1折 3,200円各日10折限定販売

・花 ････････････････････････ 1折 4,400円予約制

伍代目 鰻のえびや会津若松市

※写真は
　イメージです。

会津産米の上には、炭火で焼いた
「照り感」のある「ふっくら」とした鰻。

9：30～10：00到着予定

10：30～11：00到着予定

10：30～11：00到着予定

11：00頃
到着予定

卵かけごはんがおすすめ！
毎日新鮮な卵をお届けします。

至高のモンブラン
･･････････････1個 600円

和栗マフィン･･････････ 1個 380円

和栗のモンブラン
･･･････････････････････････ 1個 750円

ワラビモンブラン　
･････････････････････1個 450円

プレミアムモンブラン
･･･････････････････1個 585円

和栗のモンブラン
･･････････ 1個 610円

和栗のモンブラン
･･････････････ 1個 540円

和栗のパンケーキ
･･･････････ 1個 450円

栗あんを瑞々しい
わらび餅で包みました。

栗がゴロッとのっています。

和栗のクリームと
甘露煮をサンドしました。

高級和栗のクリームを
たっぷり使用した
エソール特製
モンブランです。

和栗100％のクリームに
マスカルポーネ入り
生クリームを合わせました。

栗がごろっと入ったケーキ オ マロンを
土台に、和栗のムースと和栗の
クリームを絞りました。

上質なマロンクリームと
コクのある純生クリーム、
さっくりとしたメレンゲ、
カシスのコンフィチュール。
王道のモンブランです。

栗を豊富に使用した
タルト仕立てのモンブラン。

川俣シャモ地鶏鍋セット
（しめのうどん付き）
･････････････････ 冷凍、２～３人前 3,780円

川俣農業振興公社川俣町

川俣シャモのモモ肉、手羽元、肉だんご、
スープのセットです。

※写真は調理例です。

あんこう鍋 米粉麺セット
（しめの麺付き）
･････････････････ 冷凍、３～４人前 4,395円

おのざきいわき市

あんこうの切り身とあん肝入り味噌スープで
美肌効果に期待！

冬にピッタリのふぐ刺しとふぐ
鍋を、福島県産野菜と共に。

※写真は調理例です。

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 572円
･･･････白河だるま入り、最中５個入 724円

大黒屋白河市

各日30個限定販売

木村ミルクプラントいわき市

木村パスチャライズ牛乳
･･････････････････800㎖ 432円

時間を掛け真心を込めて
作っています。

和栗の大福
･･････････1個 360円

栗の渋皮煮を１個丸ごと
使った贅沢な逸品です。

秋の洋風おばんざい弁当
････････････････････････････････ 1折 1,250円

バター風味のきのこピラフと鮭、舞茸、しめじ、
ハンバーグ等を盛り込んだ、秋を味わう洋風弁当
です。

各日15折限定販売

各日少量入荷

ふっくら鮭の身とプリプリの
イクラがたっぷり。

新物鮭はらこ飯
･･････････････････････････････････1折 1,500円各日20折限定販売

二本松市 ケーキ工房
パティスリーモモ

Patisserie ＭoＭo

マコモダケ飯の会津味噌だれ
ステーキ重
･････････････････････････････････1折 1,400円各日15折限定販売 各日20折限定販売

秋の山菜と香ばしいステーキを召し上がれ。

冷めても
ジューシーです。

からあげ伊達屋伊達市

伊達屋つくね串 ･･･････ 5本入 550円
肉ゴロっとおにぎり
･･････････････････････････････････２個入 280円
ハーブ鶏親子丼･･････････１折 430円

伊達ハーブ鶏
唐揚げ
･････大 650円

10：30～11：00到着予定

9：30～10：00
到着予定

和栗の渋皮煮
･･･････････････ 1袋150g 864円
和栗をラム酒と砂糖だけで
じつくりと煮詰めました。
添え物やデザートなどに。

ケーク・シャテニエ
････････････････････････････････ 1本 2,400円10本限定販売


