
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

全国に誇る酒

美味満載　お弁当＋α

前菜盛り合わせ
･････････････････････････････････１折 1,200円

お肉や揚げ物は控えめでヘルシーな
盛り合わせ。

Monogelモノグル
福島市

卵と牛乳をたっぷり使った、
フランスの伝統菓子です。

カヌレ、ショコラカヌレ
　
･････各1個 300円

うつくしまエゴマ豚 焼豚　
･････････････････････････････････1本 1,080円

フィナンシェ

･･････････････ 1個 300円

各日各30個限定販売

各日30個限定販売

アルファ

●

●
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●
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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

2022 1月28日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。1/31㊊は棚卸しのため18：00閉店

県南酒販販売会1/29㊏・30㊐

・会津迎賓館
・海鮮と天ぷら 魚の
・あかま

福島県南酒販の女子社員が企画をした
第4弾の純米吟醸酒「福がある」

「福島×福ガール」
純米吟醸酒「福がある」
････････････500㎖ 1,320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】

創作麺やま鳶
【いわき市】

円盤餃子
 20個1枚 1,350円
 50個1枚 3,000円

ふ
く
し
ま
餃
子
の
会

実演

1/28㊎・29㊏ 9：30～17：30

小粒で極早生種なので青米が多いですが、
パッチリ炊き上がり甘みがあって、早生種では
圧倒的な食味です。

五百川 ･･･ 1.5㎏ 500円

そば茶には食物繊維や
ポリフェノールの一種のルチン
が多く含まれ、様々な健康効果
が期待されています。
そば茶 100ｇ 350円

二本松市の幻の
羽山リンゴを使用した、
甘すぎないアップルパイです。

アップルパイ･･･････････････1個 220円

慣行栽培の半分以下の農薬で栽培しました。
樹上完熟、光センサーで蜜入りをチェックし、
品質の高いりんごです。

りんご
（サンふじ）
 1個 120円
 1袋 500円

上品ですっきりとした味わいの
天然はちみつです。

自家採り
国産天然はちみつ（藤）
･･････････220ｇ 1,500円

地元の農家が一貫して全て
自分たちの手で仕上げた自慢の1本。
限られた畑で育てられたぶどうのみを
贅沢に使った赤ワインです。

一慶 ･････ 720㎖ 2,090円

100％小豆、
グラニュー糖、寒天だけで作った、
口当たりのよい上品な甘さの練り羊羹です。
第21回全国菓子大博覧会で名誉金賞を
受賞した逸品です。

弁天羊羹 ･････････････････････1本 700円

1本につき農園で採れたいちご5つ分の
果汁が入っています。

いちごビール～koichigo～
････････････････････････････････････ 1本 850円

コイチゴ

恵方巻
2/3㊍は

店頭販売も行います。

詳しくは、福島県観光物産館
ホームページをご覧ください。

中華蕎麦こばや【福島市】
手揉み中華そば 800円
半熟味玉 100円

福島産ゆきちから石臼
挽き小麦をブレンドした
熟成高加水の手揉み

太縮れ麺に、川俣シャモの
旨味たっぷり淡麗
スープを合わせた、

コラッセ限定の中華そば。

肉盛り 300円
ネギ盛り 150円
麺大盛 100円

ふわふわ恋する
チョコレート担担麺
 1000円
シャモらぁ麺 900円
ローストポーク丼 500円
味玉 150円

ラーメンwalker
福島2022
企画商品

数量
限定

スイーツ恵方巻
・スウィーティーシンリ
・ハッピーベリー

甘くてほろ苦いショコラにごりは濃厚な味わい。

ほまれ酒造喜多方市
①ショコラにごり酒
･････････････300㎖ 660円・500㎖ 1,210円

みずみずしい桃の香りと味わいに、ほんのり桃色の
やさしい日本酒リキュール。

曙酒造会津坂下町
②曙色桃酒 akebono color ももしゅ
････････････････････････････････････････360㎖ 1,150円

香り高く上品で、繊細でクリアな味わいの軽快な清酒。

千駒酒造白河市
③千駒 大吟醸 袋吊り 雫酒
････････････････････････････････････････720㎖ 4,070円

フルーティで味が滑らかです。

④千駒 純米大吟醸（吟風１００％）
････････････････････････････････････････720㎖ 3,410円

絞りたての生原酒をそのまま瓶つめ。

会州一酒造 山口会津若松市
⑥会州一  無濾過純米生原酒 福乃香
･･････････ 720㎖ 1,562円・1.8ℓ 3,080円

透明感と上品な甘み、ドライなキレのある旨みたっぷりの
お酒です。

⑦会州一 純米吟醸 無濾過生原酒
････････････････････････････････････････720㎖ 1,859円

爽やかな香りとみずみずしい甘やかさ、豊かな旨味。

鶴乃江酒造会津若松市
⑧会津中将 純米吟醸 翡翠 生
････････････････････････････････････････720㎖ 1,680円

上品な香り、優しく柔らかな味わい。

笹正宗酒造喜多方市
⑨ささまさむね 純米吟醸 五百万石 生
･･････････ 720㎖ 1,700円・1.8ℓ 3,300円

新感覚の果実のような、甘酸っぱい軽めのお酒です。

大和川酒造店喜多方市
⑩純米 ＳＵＮ（さん）････････････500㎖ 880円

今までの日本酒にはなかったよう
な、ブルーの瓶に、白字で商品名
のfukugirlをデザインしたボトルが
特徴。華やかな香りと、やや甘めな
飲み口とバランスの取れた酸味で
すっきりした後味です。

甘みの奥でほのかに感じるしゅわしゅわ感。
やさしい白にうすく濁った生原酒。

花泉酒造南会津町
⑤かすみ口万（純米吟醸 うすにごり生原酒）
････････････ 720㎖ 1,650円・1.8ℓ 3,249円

カルボナーラ

 １折 1,300円

きぬあずまを使った麺。

うつくしまエゴマ豚は肉の旨みが濃く、
柔らかさに優れています。

あさりの炊き込みご飯のお弁当です。

黒鶏の卵を使用した
ぜいたくな逸品。

たこ八（カネヨ水産）相馬市

相馬産
ズワイガニ飯
（かにみそ付）
････････････････････････････････1折 2,250円

會ベーグル会津若松市
国産小麦100％使用。
もちもち食感かつ
香り豊か。

オニオンベーグル････････１個 230円
ココナッツミルクベーグル
･････････････････････････････････････１個 230円

海老あんかけ焼きそば
･････････････････････････････････････１折 860円各日20折限定販売

うな重弁当
････････････････････････････････ 1折 2,300円各日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。
9：30～10：00到着予定

10：00～10：30到着予定

モーニング郡山市

鈴畜中央ミート郡山市

各日計900個入荷予定
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20種類

いちごの
果肉入り
 200g 454円

11：00頃
到着予定

珍満賓館福島市

珍満一番人気、えびがゴロッと入った焼きそば。

その他、駅弁もご用意しております。

相馬産ズワイガニを贅沢に味わえるお弁当。

食材の旨みが引き立つ高級油の綿実油で
揚げた、大ぶりの海老天と海鮮・野菜の
天ぷらが入った物産館限定の天重です。

牡蠣の旨味が
口の中に広がります。

か き  わっぱ めし

・デミグラスソース ・トマトクリームソース
・ローストガーリックソース

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
30

田季野会津若松市

牡蠣輪箱飯
････････････････････････････････1折 1,296円20折

割烹 三島屋伊達市

割烹三島屋特製幕の内弁当
････････････････････････････････ 1折 1,200円

Petit Rizière二本松市
プティリジエール

TRATTORIA LA EGAO福島市
トラットリア ラ エガオ

海鮮と天ぷら 魚の伊達市

魚の大海老海鮮天重
･････････････････････････････････1折 1,080円

酒彩もくれん桑折町

鶏唐揚げのお弁当
･････････････････････････････････････ 1折 680円

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。

10：30～11：00到着予定

和牛と国産豚のハンバーグ&
旬野菜ナポリタン&海老ピラフ
･････････････････････････････各1折 1,390円各日各10折限定販売

こだわりの食材を使用。

牛乳のコク、味噌のうま味、
野菜の甘みが絡み合います。

あっさりTritonスープに
白菜、キャベツ、背脂を合わせた
旨味とコクがある一杯。
麺は喉越しの良い細麺。

会津白べこらぁ麺 900円
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

トリトンタンメン：塩 750円
トリトンチャーシュータンメン：塩
 900円

鈴木飯店【会津若松市】 
麺屋さ近【いわき市】 

1/30㊐まで予約
承り中10：00～10：30到着予定11：00頃到着予定

安達・岩代・東和地区の８店舗が集結！二本松のお勧めしたい名産品を揃えました。

ローストポーク
 300円
鶏チャーシュー
 300円

レガーレ桑折ピザスタ桑折町

マルゲリータ
････････････････････････････････ 1枚 1,350円各日15枚限定販売

アル・ケッチァーノの奥田シェフが監修。

11：00頃到着予定

9：30～10：00
到着予定

9：30～10：00到着予定

1月・2月 出店スケジュール
1/３０㊐ わたなべパン店（オリジナルパン）
1/３０㊐～2/４㊎ 燻製木香（燻製商品）
1/３１㊊、2/７㊊ 佐倉ファーマーズ（季節の野菜）
1/３１㊊～2/３㊍・７㊊～１０㊍ ひふみ堂（オリジナルケーキ）
2/２㊌～４㊎ 国際米流通センター（米・納豆）
2/4㊎ らったるった（マフィン）
2/7㊊～１０㊍ 佐久商店（いか人参）
2/８㊋～１０㊍ 八起農園（石焼いも）
2/１０㊍ 千藤（会津漆器・会津もめん）

2/2水～7月2/2水～7月 2/9水・10木2/9水・10木

2/1火・8火2/1火・8火

1/28金・29土1/28金・29土

1/28金～31月1/28金～31月

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩



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。

大七　×2個
千功成×2個
奥の松×2個
人気一×2個

二本松の４蔵が醸造する日本酒の
風味をそれぞれ溶かし込みました。

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

リースギフト（各リースを1個ずつ、
計4個入り）･･･････････････････ 1,512円
ディスクオランジュ・ギフト
････････････････････････････1箱 1,296円

ノワゼットショコラギフト
･･････････････････････････････････1箱 594円
アマンドショコラギフト
･･････････････････････････････････1箱 573円

生チョコロール
･････････････････････････ 1本 1,390円

バレンタインミルフィーユショコラ
･･･････････････････････････8×16㎝ 2,862円

ショコラシュトレン
･････････････････････････････････1個 1,728円

バーチディダーマの
ショコラ缶 ･････････ 1缶 1,350円オランジェット 3枚入 1,150円 おつまみセット･･･････････････････････1箱 1,080円

トリフ･･･････････････････････６個入 1,300円

富久栄珈琲ウイスキー
ボンボンショコラ･･･6個入 2,050円

生チョコトリュフ･････8個入 1,080円
･･････････････････････････････15個入 1,998円

木苺ねっか
･･････････････････････････4個入 1,350円

テリーヌショコラ･･････････ 1本 2,200円

木苺の生キャラメルショコラ
･･････････････････････････4個入 1,350円

贅沢ショコラロール
････････････････ 1本 2,592円

生チョコサンド
･･････ 1個 385円

ミックスナッツブラウニー、
宇治抹茶ブラウニー 各1個 270円

ショコラムー･･････････････ 1個 450円 バレンタインバージョン
３種のたまごのマドレーヌ
･････････････････････ 10個入 1,200円

アルマニャック

･････ 1本 2,450円

バレンタインギフト
･････････････････････････････････ 1箱 1,500円

ボンボンショコラ
･････････････････････5個入 1,350円

ゲランド塩生チョコ ９個入 900円
苺ミルク生チョコ･･９個入 990円

ベイクドチーズ・ショコラ
･････････････････････････････ 1本 194円

ティグレ

････１個 230円

マルガッシュ
･･････････････････ 直径１２㎝ 2,200円

ガトーショコラ
････････ 直径約12㎝ 1,200円

ハートのマカロン
・ショコラ ・フランボワーズショコラ
･････････････････････････････････････各1個 180円
ハートのマカロン５個入ギフトセット
･･･････････････････････････････････ 1箱 1,020円

生チョコサンド

････････････････････････････････バラ 330円
･････････････････････････４個入 1,300円

タブレットショコラ
････････････････････････････ 1個 1,400円

マンディアン････････････1枚 300円

焼き菓子セット
･････････ M 1,080円
･･･････････L 1,620円

洋梨バターサンド
 １枚 250円・4枚入 1,200円

厳選日本酒生チョコレート
･･････････････････････････････8個入 2,300円

バレンタイン特集 1/28㊎～2/14㊊頑張る自分へのご褒美に。
大切な人への贈り物に。

伊達市 Patisserie Allumette パティスリー
アリュメット

福島市 Patisserie EcLore パティスリーエクロール

福島市 Cafe de Fleur カフェ・ド・フルール

矢吹町 HappyBerry ハッピーベリー

鮫川村 レーヴ鮫川店
いわき市 IWAKI CHOCOLATE

福島市 ニュー木村屋

福島市 ラポール泉

郡山市
富久栄珈琲
笹の川酒造
福島県南酒販

二本松市 ケーキ工房 Patisserie ＭoＭo パティスリー
モモ

郡山市 Patisserie Le Perroquet パティスリー ル・ぺロケ

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

福島市（飯坂温泉） Latta Lutta マフィン専門店
らったるった

福島市 Sweety Shinriスウィーティーシンリ

福島市 ケーキ家 Piggy ピギー

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

二本松市 Atelier de Gateaux アトリエ・ド・ガトー

桑折町 Ohnoya 大野屋

二本松市 玉嶋屋

福島市 プリン工房はちまん

ざくざく食感が楽しい
チョコクランチ。

クランチショコラ
・ノワール ・ロゼ 
・キャラメルサレ
･･･････････････ 各1袋 450円

クランチショコラ
・ノワール ・ロゼ 
・キャラメルサレ
･･･････････････ 各1袋 450円

Shinri no 
生チョコ
･･ 9個入 1,080円

２種類のフランス産
高級チョコレートをブレンド。
バニラとオレンジの
香りをつけました。

紅茶の生チョコ
･････････････6個入 1,080円

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

オレンジピールのシロップ漬けにフランス産
のクーベルチュールをまとわせました。

シェフこだわりのバレンタインギフトです。

ほんのり紅茶の味わい。

上から、チョコレートのシート、チョコ生クリーム、
チョコチップ、チョコカスタード、パイ、
チョコカスタード、チョココーティング
したパイを重ねています。

タブレットショコラ
・スイート　・ホワイト
 ･･･････････････････････ 各1個 1,296円
・ルビー1個･････････････････1,458円

奇跡の口溶け生ショコラ
･･･････････････････････････････ 8個入 990円

国産生クリームと
上質なガナッシュで作った
魅惑の口溶け
生ショコラです。

厳選素材を使用し焼き上げた、
たまご型のかわいいマドレーヌ。
プレーン、いちご、ショコラの３種です。

甘いお菓子と塩気のお菓子が入っています。

チョコレートの生地に
フランスのブランデーと
アルマニャックのシロップを
たくさん打ち、濃厚な
ガナッシュをサンドしました。
大人向けのチョコレート
パウンドケーキです。

生チョコの元祖・平塚シルスマリアで修業した
オーナーパティシエが作りました。

可愛らしいハート型のチョコマカロン。しっとり濃厚なチョコレートケーキ。

オーガニックのカレンツをメインに、クランベリー、
ブルーベリー、オレンジピールをそれぞれ洋酒漬け
にして混ぜ込みました。

濃厚でしっとり、チーズ好きには
堪らない一品です。

福島市の洋梨のおいしさが
楽しめます。

「ティグレ」とは、フランス語で「トラ」のこと。
生地の中に入っているチョコチップが
トラのしま模様に見えることから
名づけられた焼菓子です。 

チョコ掛けの焼き菓子を詰め合わせました。

バーチディダーマとは
「貴婦人のキス」という
意味の、イタリアの伝統的な
焼き菓子です。
バターとアーモンドを
ふんだんに使用。

フィナンシェ、ディアマン、フロランタンなど
人気のお菓子を詰め合わせました。

ほろ苦い
大人の味。

生ガトーショコラ
･････････････････････････ 5号 1,800円

ブラウニー

･･･････････1個 300円

濃厚なブラウニーに
ナッツをトッピング。
贈り物にぴったり
のお菓子です。

しっとりココアスポンジに、コクのある
ショコラクリームと、とろける生チョコ。
ラズベリーとチェリーの
酸味がアクセント。

ルコネサンスの
人気の生チョコが
入っています。

福島市松川町 SHOGETSUDO MATSUKAWA 松川松月堂菓子店

福島市 PATISSERIE SEISENDO 菓匠清泉堂
ザッハトルテのフランス版。ハイカカオを
使用した、ちょっぴりビターな
チョコレートケーキです。

フランス産高カカオチョコレートと厳選した食材を
合わせ、低温でじっくり滑らかな食感に焼き上げました。

ブレンデッドウイスキー「山桜 黒ラベル」と
「963赤ラベル・黒ラベル」をチョコレートに
混ぜ込みました。

ボリューム満点の
生チョコサンドです。

チョコづくり約30年のベテラン職人が心を込めた一品。

会津のねっか、中通りの矢祭ラズベリー、
浜通りのいわきチョコレートが出逢いました。

ラズベリーの生キャラメルを、コク深いチョコで
包んだ贅沢な一粒。

チョコを
ふんだんに使用。

いちごとベリーのミルキーロール
･････････････････････････････････････････ 1本 1,814円
ほろにがキャラメルロール
･････････････････････････････････････････ 1本 1,792円

甘さを引き締めるバニラがアクセント。
別添えの練乳をかけるとミルキー感UP！

パティシエが手掛ける、本格的なチョコレート。

シェフオリジナルのかわいい
ボンボンショコラです。

ホワイトチョコとイチゴの
チョコのマーブルケーキ
･･･････････････････････････1本 1,650円

ホワイトチョコとイチゴのチョコを
パウンドケーキに混ぜ込み、
マーブル状にしました。
 

濃厚なチョコをクッキーで挟みました。

いわき
チョコレート

一口食べればもう、とりこ。
くちどけの良い

焼きチョコレートです。

ふくしま
アーモンドチョコレートふくたね
・ブロンド ・酒粕 
・ストロベリー ・桑の葉 
･･･････････････････････････････ 各60ｇ 各702円

香ばしい素焼きアーモンドに、2種類の
チョコレートをコーティング。

フランス菓子の銘店
オーボンビュータンで
修業したオーナー
パティシエが作りました。

ボンボンショコラ

･･･ 8個入 1,998円
50箱限定販売

郡山市 LE CACAOYER ル・カカオイエ

高価なゲランド塩を使用した生チョコと、
癖になる甘酸っぱい生チョコ。

オランジェット･････10本入 600円

〈予約〉TEL.024-525-4031


