
Bread & Milk

NEW

NEW

NEW

NEW

ピリ辛の辣油に
スープの甘みを
堪能できる一杯。　

3/10金・20月3/10金・20月

坦々麺
900円

鈴木飯店
【会津若松市】

「福島県民ラーメン総選挙2023」
10位入賞記念ラーメン。
鶏の旨みと
炭火焼チャーシューを
ご堪能ください。

3/13月～17金3/13月～17金

炭火焼チャーシューの
多加水手揉みラーメン 800円
煮玉子トッピング 150円

らぁ麺 おかむら【郡山市】

天然酵母で焼く
ピッツァ生地の味わいを
お楽しみください。
手作りのクラフト
コーラとの相性も
抜群です。

3/21火3/21火

マルゲリータピッツァ 1,000円
クラフトコーラ 500円
ピッツアその他2種

ｏｒｉｏｒｉ【福島市】

喜多方ラーメン王道の味。
喜多方老麺会
初代会長の店。

3/22水～27月3/22水～27月

喜多方ラーメン 830円
喜多方チャーシューメン 990円

喜多方老麺 まるや【喜多方市】

ねぎ油で炒めたもやしスープが
マイルドな味わいを生み出します。
特製からしを混ぜて一味違う
らーめんをお楽しみください。　　

3/11土・12日・18土・19日3/11土・12日・18土・19日

らーめん 石狩【福島市】

実演

餃子テイクアウトできます

ふ
く
し
ま
餃
子
の
会円盤餃子 20個1枚 1,400円

　 50個1枚 3,200円
ピリ辛もやし塩らーめん 98０円
もやし塩らーめん ８８０円

ふくしまラウンジ

飲食コーナー11：00～
売り切れまで

Fukushima Lounge

飲食、喫茶、飲み比べ等が楽しめる
憩いのスペース

営業時間 10：30～19：00
（ラストオーダー18：30）

3月出店スケジュール
3/10㊎～13㊊・22㊌～28㊋ 
千藤（会津木綿・会津漆器）
3/11㊏・12㊐ 奥の松酒造（地酒）
3/13㊊～16㊍・22㊌・23㊍ 
福島檜工房（檜製品）
3/15㊌～17㊎・20㊊・21㊋ 
ひふみ堂（オリジナルケーキ）
3/15㊌・16㊍・22㊌～24㊎ 
佐久商店 (いかにんじん）
3/17㊎・18㊏ 八起農園（焼き芋）
3/17㊎～21㊋ 木香（燻製商品）
3/18㊏ 大楽（こだわり豆腐、
ゆば、豆乳スイーツ）
3/18㊏・19㊐ 
ささき牧場（牛乳、乳製品）
3/18㊏・19㊐ フェルム
ナチュレールコクブン（あんぽ柿）
3/19㊐ 
わたなべパン店（ちくわパン）
3/21㊋ わこうぼう（ドーナツ）
3/22㊌～24㊎ 
国際米流通センター（米、納豆）

大人なカフェゼリーソフト
・ミルク味  ・コーヒー味
 各550円

会津中央乳業「べこの乳」ソフトクリームと、
椏久里珈琲「ブレンドコーヒー」を
使用したコーヒーゼリーとの
相性が絶妙。

お手軽ちぎり揚げ
・いか人参風
・松川浦産アオサ入
････ 各200ｇ 350円

スケソウタラのすり身に
小名浜産カナガシラの
魚肉を練り込んだ、
一口サイズのさつま揚げ。

岩下商店いわき市

さかなは土台
 パクパク離乳食

・プレーン
・にんじん
・かぼちゃ

･････ 各80g 486円

添加物不使用、アレルギー対応の離乳食。
赤ちゃんに安心して食べてもらえます。

おのざきいわき市
おのざき
いわき市

金曜日の煮凝り
・アンコウ 
・アナゴ 
・ヒラメ
････ 各1個 780円

常磐ものがゴロッと
入ったジュレ。

揚げかまぼこ
・ぷれ～ん ・ちーず ・野菜 ・紅生姜
･････････････････････････････････ 各７５ｇ 193円

蒸すことで柔らかな食感を引き出し、
ひと手間かけてサッと
揚げています。

夕月 夕遊庵いわき市

海香
・たこねぎ
・つぶ貝青のり
・・・・・各９０ｇ 463円

海の幸の旨味と香りがギュッと詰まった
かまぼこです。

やなぎっこ
･･･････６５ｇ 204円

ヤナギカレイをモチーフに、
表面に焼き目を入れて香ばしく

仕上げました。チーズ入り。

しらす干し
冷凍、８０ｇ 540円～

上乾しらす
 冷凍、６０ｇ 540円～

噛めば噛むほど口の中に味わいが広がるしらすと、
特別に洗練された極上ちりめん。

柴栄水産浪江町

縄文干し各種
・子持ちやなぎ･･･ 冷凍、１尾 864円
・めひかり･･･････････ 冷凍、７尾 702円

秘伝の調味液に漬け込み、
日陰干しすることで、
上質な干物に
仕上げています。

丸源水産いわき市

いわきからあげ
・あんこう 冷凍、250g･･  700円
・ひらめ 冷凍、200g
･････････   700円

海幸いわき市

常磐もの 
だしだし粉末パック
･･･10ｇ×10袋 850円

いわき市で水揚げされる
「常磐もの」を使用した
出汁パック。
簡単に出汁がとれ、
料理の幅も広がります。

チダイ、カナガシラから
丁寧に出汁をとった、

醤油ベースの黒だしつゆと、
みりんベースの白だしだし。

上野台豊商店いわき市

常磐もの 黒だしつゆ、
常磐もの 白だしだし
･････････ 各550㎖ 980円

かつおの
焼き浸し
かつお切り身 4切、 
たれ 200ｇ
･･･････････  750円

いわきの郷土料理
「かつおの焼き浸し」を
年間を通して
手軽に味わうことが
できます。

いわき市江名、沼の内、小名浜で水揚げ
された魚介をから揚げで召し上がれ。

福島県
漁業協同組合連合会
いわき市

さんま ささ干し
３本 1,296円※写真はイメージです。

さんまのはらわたをとり、
お酒を使って味付けした干物。

生臭さはありません。

丸由水産
いわき市

さんま
ポーポー焼き
70g×３個

540円

小名浜港で水揚げされたさんまを
使用した郷土料理。

上野台豊商店いわき市

すじこ粕漬
 冷凍、200g 1,620円

しまりの良い
1等級すじこを使用。

大川魚店いわき市

干物 さば開き
 冷凍、1枚 580円

大きめの県産さばを使用。
脂のしつこさがありません。

海幸いわき市

あんこう鍋セット
冷凍、２人前 1,680円

あん肝を練り込んだ
絶品調味味噌をベースに、

あんこう切り身と別売の野菜を
煮込んでください。

おびすやの松川浦コロット
･････････････冷凍、60g×5個入1,680円

青のりたっぷりのリゾットを
白身魚のすり身で包んだ

海のめぐみコロッケ。

おびすや相馬市

ごはんのおとも ・あおさとわさび
・あおさと梅 ・あおさと山椒
････････････････････････････各70ｇ 680円

ふっくら炊き上げた松川浦産あおさを、
相馬わさび、南高梅、山椒と合わせました。

マルリフーズ
相馬市

相馬原釡ゴロっと！ タコカレー
・マイルド（甘口） ・ココナッツ（中辛）
・タコスミ（辛口）
････････････････････冷凍、各180g 498円

新鮮なタコがゴロっと入った、
湯煎で手軽に食べられるカレーです。

ループ食品相馬市

海鮮しおさい漬け
 冷凍、90ｇ 1,060円

いくら、つぶ貝、
数の子などを
醤油漬けにしました。

西野屋食品
いわき市

贅沢うにみそ
冷凍、70ｇ 1,060円

一緒に炒めたうにと
みそのコクが、

ご飯によく合います。

木戸川産 
鮭フレーク

・しお味
・辛みそ味
･･････各70ｇ 495円

楢葉町木戸川産の鮭を
使用。お茶漬け、パスタ
などさまざまな用途に。

ピリ辛ダコ３種
・味付タコ
・ピリ辛タコ
・梅酢タコ
･･･冷凍、各100ｇ 540円

カネセンオリジナルの「タレ」
に漬け込んだ珍味。

カネセンいわき市

　レトルト、1枚 216円　
冷凍、5枚 1,080円

いわき市の魚、メヒカリを一枚一枚開いて
干しました。そのまま
召し上がれます。

相馬産ズワイガニ飯
･･･････････････････ 1折 2,250円

今シーズン最後の出船で水揚げされた
オスのズワイガニを手むきして、
ご飯の上に載せました。
カニ味噌付きです。

たこ八（カネヨ水産）たこ八（カネヨ水産）相馬市

相馬原釡つぶ貝 ボイル
 冷凍、300g 1,456円

解凍後、刺身・煮物にしたり焼いたりして
お召し上がりください。

ループ食品ループ食品相馬市

ヤナギカレイ一夜干し
････冷凍、1枚 1,095円

相馬原釜港で水揚げした
ヤナギカレイをほんのり塩気のある
一夜干しに仕上げました。

生のメヒカリ

････････････時価

唐揚げや塩焼きがおすすめ。

カレイ 各種

･････････時価

唐揚げや塩焼きで。

あんこう切り身
　　 ････････････････････････時価

切り身のほかに、アン肝、
湯引きした皮もついてます。
鍋や唐揚げに最適です。

※写真は調理例です。

ぼた餅････････････････････････ 　２個入 320円

上品な粒餡と上質なもち米を
使った、職人技が光る逸品。

中村屋菓子舗
福島市（飯坂温泉）

七福おはぎ

40ｇ×7個入 1,000円

曲げわっぱの中に
七つの福が詰まったカラフルで、
可愛らしいミニおはぎのセット。

あんことおはぎ日々餡あんことおはぎ日々餡会津若松市

BEAMS JAPANコラボ
起き上がり小法師
･･･････････････････1個 1,100円

野沢民芸と
BEAMS JAPANが
コラボして制作。
オレンジの帯は
BEAMS JAPANカラーです。

野沢民芸×
ＢＥＡＭＳ ＪＡＰＡＮ
西会津町

フルラージュ
郡山市

春縁起

2022年
認定

2023年
認定

NEW

桃笑（ももさく）
･･･････････････････････････････1枚 184円
･････････････････ 化粧箱、3枚入 734円
･･･････････････化粧箱、６枚入 1,350円

桃のお菓子、新作第一弾。
福島の桃を使った、やわらかい生サブレ。
小麦粉も福島産を使用。

オス
スメ

※写真は調理例です。

※写真は
　調理例です。

※写真は
　調理例です。

※写真は
　調理例です。

※写真は
　調理例です。

※写真は調理例です。

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

朝食・ブランチ、オヤツにも♪朝食・ブランチ、オヤツにも♪ 小さな牧場の自慢の逸品はいかがですか？小さな牧場の自慢の逸品はいかがですか？

NEW

ささき牧場カフェ
福島市

あんリコッタ
･･････････････････････ 1個 350円

搾りたて牛乳を生地に練り込んだパンに
粒あんを入れて、自家製リコッタをトッピング。

リコッタ･････････････････････１個 400円リコッタ･････････････････････１個 400円

おつまみチーズ（ストリングチーズ）
･･････････････････････････････････１個 500円
おつまみチーズ（ストリングチーズ）
･･････････････････････････････････１個 500円

トーストのチーズ １個 1,000円トーストのチーズ １個 1,000円

サラダチーズ（モッツァレラチーズ）
･･････････････････････････････････１個 700円
サラダチーズ（モッツァレラチーズ）
･･････････････････････････････････１個 700円

ささき牧場の低温殺菌牛乳
･･････････････････････････････900㎖ 480円
ささき牧場の低温殺菌牛乳
･･････････････････････････････900㎖ 480円

、冷凍

めひかり開き干し

定番
みそらーめんも

あるよ！

NEW

●

●

●

●

●

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

2023 3月10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。3/16㊍は棚卸しのため18：00閉館

水産
フェア浜通りの海の幸が 物産館に大集合 ! !
３/１０金
から

ふくしま海の逸品
ふくしま海の逸品 開発された加工品です。

県産水産物を使用して

お彼岸に


