
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 11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。

タルト生地にスイートポテト、林檎、
クランブルを乗せて焼き上げました。

紅玉とシナモンの
フランジパンヌを
2時間じっくり
焼き上げたタルト。

Blue Corn’s DINING
【会津若松市】

ブルーコーンズダイニング

会津ソースカツ 1,000円
デミグラスソースカツ 1,000円
山塩カツ（おろしポン酢） 1,000円
国産牛ローストビーフ丼
 1,200円

洋風な会津ソースカツ。
幾層にも重なった
カツの断面からは

チーズと肉汁があふれます。
お米は湯川産の新米コシヒカリ。豚汁付。

11/1月～4木11/1月～4木 11/5金～7日11/5金～7日 11/8月・9火11/8月・9火 11/10水・11木11/10水・11木

10/30土・31日10/30土・31日

奥の松酒造二本松市
①純米吟醸 福乃香･･････････････720㎖ 1,650円
福乃香は心白が大きいのが特徴で、香り高く、雑味の少ない綺麗な味わい。

②殿川 大吟醸雫酒･･････････････720㎖ 3,960円
酒袋から自然に滴る雫だけを集めた貴重な酒。大吟醸造りの
繊細さと芳醇な香味が絶妙です。

笹正宗酒造喜多方市
③特別純米 ささまさむね 秋上がり
･･･････････････････････････････････････････････720㎖ 1,400円
秋あがりらしくしっかりとした熟成感とささまさむねらしい口当たりと
甘みを感じる一本です。

④ささまさむね 秋上がり特別純米完熟本生
･･･････････････････････････････････････････････720㎖ 1,400円
青リンゴや梨、グレープフルーツを思わせる爽やかな香りがあり
秋上がりらしい完熟度。

大木代吉本店矢吹町
⑤自然郷 梅酒ヌーボー･･･････500㎖ 1,284円
青梅の良さを出した華やかな酸味と甘みが特徴です。

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。

10月・11月 出店スケジュール
10/29㊎ 福島県養蜂協会（はちみつ）
10/29㊎・11/８㊊・９㊋ 国際米流通センター（米・納豆）
10/29㊎ 燻製木香（燻製商品）
10/30㊏・31㊐ 奥の松酒造（地酒）
11/１㊊～５㊎ 八起農園（やきいも）
11/１㊊～５㊎ 佐久商店（いか人参）
11/１㊊～４㊍・８㊊～１１㊍ ひふみ堂（オリジナルケーキ）
11/１㊊・８㊊ 佐倉ファーマーズ（季節の野菜）
11/5㊎ らったるった（マフィン）
11/８㊊～１2㊎ アルマ（シルク製品）
11/10㊌～１2㊎ 手作り石鹸プリマリア（手作り石鹸）

10/29金10/29金 新米「福、笑い」が味わえる
特別メニューです。

福島大学生と台湾の大学生の交流から
生まれた台湾キッチン「taro taro」。

福島大学生による日本×台湾交流

たすいち【福島市】 

ド田舎水原郷
そば打ち会【福島市松川町】 麺屋さ近【いわき市】 

台湾キッチン
taro taro

たすいち定食

 1,000円

豚まん 1個250円
ルーロー飯丼 650円
麻婆丼 650円

カツオの漬け丼

 980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

ふ
く
し
ま
餃
子
の
会

実演
10/29金・30土10/29金・30土

スパイシーな魯肉飯・
麻婆豆腐、台湾土産
定番のパイナップル
ケーキなど、台湾を
満喫できます。

10/29㊎～31㊐、11/３㊌・６㊏

10/29㊎～31㊐、11/３㊌・６㊏・7㊐

福島市

ケーキ家Piggy
ピギー

二本松市 菓子処まつもと

福島市 Sweety Shinri
スイーティー　  シンリ

福島市
プリン工房はちまん

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

福島市 Cafe de Fleur
カフェ・ド・フルール

伊達市 Patisserie Allumette
パティスリーアリュメット

二本松市

Petit Riziére
プティリジエール

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）

二本松市
ケーキ工房 Patisserie ＭoＭo

パティスリーモモ

どら焼き特集

りんごをサクサクのパイと
カスタードクリームに
合わせた大人気商品です。

タルトタタン
･･1個 500円

福島市・果樹園やまとの紅玉を
使用した物産館特別スイーツです。

シナモン生地の中にカスタードを
入れてりんごを乗せました。

紅玉をふんだんに使用した
りんごのタルト。

中にはキャラメリゼしたりんごとナッツが
ゴロゴロと入っています。

りんごジャムとチーズクリームを
合わせサンドしました。

りんごマフィン
･････････････････････1個 380円

ポム
･･････ 1個 500円

ポム
･･････ 1個 195円

りんごとチーズのマカロン
････････････････････････ 1個 140円

タルト・オ・ポンム
････････････ 1個 470円

りんごとナッツのキャラメリゼ入りベルギー
チョコレートテリーヌ･･･････ 3～4人前 1,560円

キャラメリゼした紅玉を
贅沢に使用し、おいしさを
凝縮したタルトです。

タルト・タタン
････････････････1個 500円

りんごのプリンに
りんごムースを重ねました。
2つの美味しさを一度に！

りんごのプリン
････････････････････ 1個 450円

りんごとレーズンのパウンドケーキ。
キャラメリーゼしたりんごを
生地に入れ焼き上げました。

アップルパウンド
･･････････････････1個 210円

ユウバッグ
 縦22×横25×マチ9㎝、1個 26,400円

りんごの大福
････１個 180円

キャラメリゼした
りんごとレアチーズ、
シナモン風味のタルトを合わせました。

じっくり煮込んだ紅玉を
デニッシュと合わせました。

りんごの
レアチーズ
ケーキ
 1個 495円

紅玉の焼きりんごとりんご入り
キャラメルクリームを、
ふわふわパンケーキでサンドしました。

焼きりんごと
キャラメルクリームの
パンケーキ
･･･････1個 400円

もっちりの皮の中に角切りりんごのシャキシャキ新食感。

カヌレポム(りんごのカヌレ) ･･･････ 1個 200円
スイートアップルタルト･･････････････ 1個 320円

アップルクーヘン
････ 1個 1,080円

プレザーブした「紅玉」と
「ほおずり」がたっぷり。

① ② ③ ④ ⑤

白春工芸
会津坂下町いい

モノ
がたり

軽くて丈夫な
馬革のバッグです。

天ざる  1,200円
藤八そば  700円
おかわり  500円

Tritonらーめん：塩 700円
地鶏SOBA：醤油 750円
麺大盛・メンマ 各100円

打ちたてのそばを
ご賞味ください。

豚骨の旨味と鶏白湯の
コクをいいとこ取りした
Tritonらーめん。
クセになる味わいです。

https://fukufukumarche.com

一味庵　黒糖くろどら
どら焼き専門店 丹坊　白山
柏屋　柏やき ゆで小豆
かんのや　かんのやのどらやき
郡山銘菓庵 大黒屋　梅どら
玉屋菓子店　玉屋のどらやき
庄司菓子店　大どら
和菓子の増田屋　純生どら焼き

福島市

福島市

郡山市

郡山市

郡山市

いわき市

須賀川市

二本松市

南相馬市

伊達市

田村市

三春町

石川町

会津坂下町

棚倉町

亀屋菓子店　ミックスどら焼
昭栄堂菓子店　生どら3姉妹
　　　　　　　　 （モモ、カキ、リンゴ）
たまのや　玉銅鑼
三春昭進堂　地酒三春駒どら焼き、
　　　　　　　 バターどら焼き
お菓子のくわざわ　くわどら、ドラれもん
太郎庵　二代目どら焼き
甘盛堂　どら焼き

お菓子の定番、どら焼きが勢揃い！お店ごとに異なる自慢の味を食べ比べてください。
※日により入荷しないどら焼きもございます。

福島の旬な物をお取り寄せ！！
福島のものを買うならココ！！

検索ふくふくマルシェ

お菓子のくわざわ
くわどら

太郎庵　二代目どら焼き

11：00頃到着予定

10：00頃到着予定

ふ
く
し
ま魅惑の

りんごスイーツ



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。

肉・肉スタミナ弁当
･････････････････････････････････ 1折 1,600円各日15折限定販売

豚ロースソテージンジャーソースとチキン南蛮を
盛り合わせた、ボリューム満点スタミナ弁当です。

レストランki-ichigo福島市
きいちご

海鮮と天ぷら 魚の伊達市お菓子屋ならではの
高級生クリームを使用。

甘さ控えめ、小豆本来の
香りと食感が楽しめます。

かめまん須賀川市

サイコロ食パン ････こしあん 680円
･･･････････････････････････････プレーン 550円
玄米パン　・こしあん・粒あん・ごま
･･････････････････････････････････ 各1個 150円

生きんつば･･････････････････65g 210円

御菓子司 藤川屋伊達市

9：30～10：00到着予定

こだわりの自家製餡と
国産黒糖で練り上げた皮。
日本を代表する大物女優も
お忍びで購入する話題の逸品。

家伝茶まんじゅう
･･････････････････････････････････ 6個入 590円

じっくり煮込んだ相馬牛が
口の中でとろけます。

パンのモチモチ食感とくるみのしっかりとした
歯ごたえが楽しめます。

10：30頃到着予定

奥会津柳津町の旅館「瀞流の宿かわち」で
人気の鯉甘煮。

ご飯のお供に。

鳥久精肉店相馬市

相馬牛たっぷりビーフカレー
･･････････････････････････   冷蔵、500g 540円

西野屋食品いわき市

まるごとトマトキムチ
･････････････････････････････････････ 1個 547円

旭屋相馬市

ご飯にかける！！
なみえ焼きそば
･･･ 130g 540円

河内屋柳津町

鯉甘煮 ･････････････････････････ 1切 972円

ホームベーカリー
コビヤマ

会津若松市

ショコラバゲット･････････ 1本 378円
くるみパン･･･････････････････ 1個 216円

ローストビーフちらし&和風ハンバーグ
･････････････････････････････････ 1折 1,480円
黒毛和牛すじ煮込みカレールー
･･････････････････････････････････････ 1折 800円

福、笑い（2㎏×2袋）
･････1箱 3,456円

お福分け
ギフトセット
･････1箱 4,320円

福、笑いギフト

はみんぐはーと福島市

麓山高原豚ハンバーグ弁当
････････････････････････････････ 1折 1,200円

麓山高原豚生姜焼き弁当
････････････････････････････････ 1折 1,200円

レガーレ桑折ピザスタ桑折町

上野台豊商店いわき市

お酒にぴったり 浜のおつまみセット
････････････････････････････1セット 4,800円
磐城イセエビのピッツァ（1/4サイズ2枚）
めひかり開き干し ３枚、さばみりん干し １枚、
さんま縮干し ３尾、さんまポーポーつみれ １袋
（８個入り）、さんまポーポー餃子  １袋（８個入り）

モーニング郡山市

ラビスパ裏磐梯北塩原村

北塩原産 裏磐梯
高原とうもろこしのドレッシング
･････････････････････････････････････ 1本 650円

北塩原産 裏磐梯
高原大根の
ドレッシング
･････ 1本 550円

斎藤金五郎商店会津坂下町

会津名産むきくるみ 100ｇ 648円

ステラフーズ白河市

ラザニアボロネーゼ 210g
豆乳とベーコンのグラタン 210g
････････････････････････････････ 冷凍、各530円

清泉堂福島市

菱沼農園の桃蜜を使った
わらじパイ
･････････････････････････････････････ 1枚 180円

駒田屋福島市

スイートパンプキン大福
･････････････････････････････････････ 1個 108円

大賀商店須賀川市

青パパイヤ
･････････････････････････････････････１個 324円

大川魚店いわき市

自家製 うにみそ ･･220ｇ 1,620円

2種類のうにと家伝のみそを使用。

トマトの酸味と
唐辛子の
絶妙なバランス。

とても甘味が強い希少な品種のとうもろこし
「ゴールドラッシュ」を朝採り・加工。

裏磐梯の早稲沢地区
で栽培した甘い大根を
朝採り・加工した和風
ドレッシング。

玉鈴醤油のめんつゆ付です。
完熟前の青パパイヤは栄養の宝庫。
健康・美容に効果抜群。

円谷製麺浅川町

一晩寝かせた ぶっかけうどん
･････････ 要冷蔵、３５０ｇ（２～３人前） 590円

鮫川村産の大豆
「ふくいぶき」１００％使用。

女神の納豆

･･････････････････ 45ｇ×２個、１パック 170円

カミノ製作所川俣町

福、笑い
･･ 2㎏ 1,728円
･････300g 540円

福、笑い販売会

ふくしまライシーホワイト来館

14年かけて開発した、
福島県のブランド米。

福島の最高級ブランド豚「麓山（はやま）高原豚」は
脂身のクセがなく、口の中でとろけます。

10：30頃到着予定

ほんのり桃風味のわらじパイは、ピンク色の
アイシングがアクセント。
ふくしまスイーツプレミアム認証品。

麓山高原豚１００％のハンバーグに、
きのこソースと温泉卵を添えました。

ＪＡパールライン福島市

なかじま会津若松市

なかじまの煮込みソースカツ丼
･････････････････････････････････ 1折 1,100円

11：00頃到着予定
肉厚のカツと特製甘辛ソースが
絶品です。

素材にこだわったイタリアの味。

香ばしく歯ごたえ抜群。

Petit Rizière二本松市
プティリジエール

田季野会津若松市

鮭、山菜などの具材がたっぷり。

会津わっぱ
･･･････････････････････････････ 1折 1,080円各日20折限定販売

各日30折限定販売

9：30～10：00頃到着予定

会津迎賓館（寿し万）会津若松市

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。

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

うな重弁当
････････････････････････････････  1折 2,300円各日20折限定販売

各日20折限定販売

各日10折限定販売

うなぎの半沢二本松市

肉厚のうなぎとタレの染み込んだ
ご飯が絶妙。

たこ八（カネヨ水産）相馬市

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15折限定販売

各日15折限定販売

各日15折限定販売

珍満弁当
････････････････････････････････ 1折 1,296円

珍満賓館福島市

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
人気の惣菜が入った
本格中華弁当です。

10/３０㊏・３１㊐
チンジャオロース
11/６㊏酢豚
11/７㊐麻婆豆腐

10：45～11：15
到着予定

※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。

大好評のおつまみ商品に、焼くだけで楽しめる
新商品「イセエビのピッツァ」
「さんまのポーポーピッツァ」を合わせた、
バラエティ豊かなセット。

大作玉子屋福島市

ラジウム玉子
･････････････････････････････････10個入 630円

各日15：00～

田村市うまいものフェア
田村市観光
キャンペーンクルー来館！

1,000円以上お買い上げの各日先着
100名様に田村市産品プレゼント！

田村市には
豊かな自然と食あり！

都路たまごの濃厚な黄身のみ使用した
極上プリン。田村市産品を使用した、
おからショコラ、シフォンケーキ、クッキーも販売。

ゆいプリンリッチ
みやこじスイーツゆい

あぶくま高原の清らかな湧き水を使い
毎日手づくり。お買い上げの方に「おから」
プレゼント（1日40袋限定）。

地場産青肌都路豆腐、
地場産都路豆腐、
三角揚げ、厚揚げ

渡辺豆腐店

田村市の美味しいエゴマオイルを
試せるチャンス！

エゴマ油 エゴマの実
エゴマパウダー エゴマショコラ
すりエゴマ エゴマ米飴キャラメル

田村市エゴマ振興協議会

香り豊かな田村市産ホップを使用した
クラフトビールをご堪能ください。

クラフトビール
ホップジャパン

うなおむすび
あぶくま高原 福うなぎ蒲焼き

あぶくま高原産「福うなぎ」を使った
おむすびです。

ニューフロンティア

あぶくま高原の新鮮野菜を
販売します。 ※写真はイメージです。

新鮮野菜
アグリクリエイターズたむら

銘柄豚「やまと豚」を原料に職人の技で
手づくりした絶品ハム･ベーコン･ソーセージ。

ウインナー各種
切り落としベーコン
ポークパストラミ
レバーの燻製　など

ハム工房都路

11/6㊏・7㊐ 9：30～18：00
※最終日は17：00終了

本格イタリアンを
ご家庭で。

TRATTORIA LA EGAO福島市
トラットリア ラ エガオ

じっくり
煮込んだ
若鶏とゴボウの
クリームソース
きぬあずまを使ったタリアテッレ
･････････････････････････････････1折 1,300円各日20折限定販売

9：30～10：00到着予定

かぼちゃの甘味がたっぷり。

計900個入荷予定

ナタデココといちご  200ｇ 302円
ナタデココと甘夏･････ 200ｇ 302円
シャインマスカットの果実入り
･･･････････････････････････････････ 200ｇ 454円

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。

他18種類を販売

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。

レジ袋削減のため、マイバッグの持参にご協力ください。

地酒（みやこじの里）
都路たまご
都路の漬物各種　など

田村市都路町の
自慢の品が
揃っています。

渡辺酒店たまのや

しっとりと上品な味わいの
どら焼きと、手焼きで仕上げた煎餅。

玉銅鑼
たばこ煎餅　など

予約も
承ります
予約も
承ります

福島県観光物産館

てっさ（単品）
･････････････････････････････ 2人前 8,500円

相馬産のとらふぐを
職人がお刺身にしました。

天然とらふぐの刺身です。

感謝農園平井桑折町

どこよりも早く

今年のあんぽ柿を

販売します。

あんぽ柿ひらたね
･････････････････････････200g1パック 864円

甘海老の棒寿司
･･････････････････････････････････････ 1折 830円各日20折限定販売
ズワイ蟹の棒寿司
･････････････････････････････････ 1折 1,280円各日20折限定販売

とびっ子を混ぜ込んだシャリと、プリプリ甘海老
の相性がとても良い、贅沢な棒寿司です。

9：30～10：00到着予定

ふくしまみらい
チャレンジプロジェクト

●ニューフロンティア
●サンブライト　●ホップジャパン
●旭屋　●石井農園　●菅野農園
●かねまん本舗　●丸克商店
●女子の暮らしの研究所

地元福島の事業者だからこそ提供できる、
素材や工程にこだわった商品を販売します。

あいくし
2021年度

グッドデザイン賞受賞

サンブライト

ニューフロンティア ホップジャパン

栗むし･･････････････････････････ 1個 220円
いもようかん･･･････････････65ｇ 190円

10：30～11：00到着予定

１日限りの
特別企画

最後の

販売です！


