
事務局／福島県県中農林事務所企画部
　　　　福島県県中地方振興局企画商工部

県中地方・地域産業 6次化推進会議
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山ぶどうピューレ【山ぶどう(北醇)】
　山ぶどう独特の渋味と酸味があり、ヤマブドウワイン（あぶくま洞で販
売する「あぶくまワイン」）の専用種として育成されてきた品種です。
ピューレにし加工しやすくしました。 

大滝根山ぶどう生産組合 
田村市滝根町菅谷字畑中１０６ 　電話 0247-78-3706(事務局）

ひゃくしょう塾内 

人参ペースト 【にんじんペースト(御前人参)】
　郡山市内の生産者が肥料・生産方法等を統一して栽培している御前人
参は、一般的な人参と比べ糖度が高く塩味反応も良いです。酸味も若干
含んでおり、酸甘のバランスが良いです。そのこだわりの人参を丁寧に
手作業でペースト状に仕上げました。 

東栄産業(株)食品部
郡山市田村町上行合字北川田３３－４ 　電話 024-943-3314

ほうれん草パウダー 【ほうれん草(クロノス・ミラージュ他）】
　ハウス施設で太陽の日射量に合わせた栽培管理方法を用いて、栄養価や
硝酸値を管理し、アクやエグ味の少ない生でも食べられるほうれん草を栽
培しています。栄養価や酵素をできる限り壊さないように低温乾燥しパウ
ダーにしました。パンや菓子などに使用しても色合いが鮮やかでほうれん
草の風味も生きています。

農業生産法人 (有)御光福園芸
石川郡石川町新屋敷字鳥内２０番地 　電話 0247-26-0183

菓子工房あくつ屋
田村市船引町船引字畑添96－1
TEL.0247-82-0223

fu-wa

ほうれんそうまんじゅう

おからとほうれん草のクッキー

豆乳入りほうれん草シフォンケーキ

(にんじん）ふわふわの食感と自然な人参の色が残るようにと工夫しました。
(ほうれん草）ふわふわの食感と鮮やかなホウレン草の色が残るようにと
工夫しました。
(山ぶどう）生地と生クリームに混ぜ込んだ山ぶどうがほのかに香ります。

田村市滝根町のヤマブドウのピューレ
にサワークリームとオーストラリア産
のクリームチーズを使用した一品。
山ぶどうが印象的に残る味です。

(にんじん）
(ほうれん草）
(山ぶどう）

ヤマブドウのチーズケーキ

ミルクショップ
郡山市堤２丁目１２
TEL.024-973-7682

四季彩菓子 アトリエ　さとうとバニラと
郡山市逢瀬町多田野字新池下１８－６
TEL.024-967-1511

滝根の山ぶどうジェラート
滝根町産の山ぶどうをジェラートにしました。
山ぶどうの香りと程良い酸味をお楽しみ下さい。

ほうれん草とほうれん草パウダーを
生地と餡に練り込みました。

お菓子の　くわざわ
石川町大字双里字神主２０－１
TEL.0247-26-2851

豆腐屋のイメージ（白色）にこだわり、
やさしい味に仕上がりました。

大畑屋食品
三春町西方字石畑２５３　TEL.0247-62-3309

検　索ふくなかすいーつ

豆腐屋が作るできたてのおからとほうれん草
を組み合わせて色よくヘルシーに作りました。

ふ ー わ

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36220a/ki-fukunakasweets.html



オリジナルのご案内オリジナルのご案内 お菓子の家　アリス

四季彩菓子 アトリエ　さとうとバニラと

安積野　菓子処　平田屋【清水台本店】

安積野　菓子処　平田屋【荒池公園前店】

夢・菓子工房　かめまん

夢・菓子工房　かめまん【開成店】

みよし堂

坂内菓子舗

まめや

安河屋菓子店

フルラージュ

喜楽堂

菓子処　ヤナギ屋

ミルクショップ

ルヴェルジェ

うさぎや

柏　屋

ふるらーじゅ安積店

グリーンゲイブルス

和の菓子　たけだ

(有)パティスリーマルキーズ

(有)大藤屋商店

すずき菓子店

かど屋(神山菓子店）

御菓子司　恵び寿屋

しのぶ菓子店

(有)小野塚商店

BON　BAKERY

庄司菓子店

(有)太田屋菓子店

菓子工房あくつ屋

(株)お菓子のさかい

恵びす屋

お菓子の　くわざわ

菓子処いわきや

里の菓子処　よしだ

三春昭進堂

(有)大畑屋食品

ふわふわバイオレット

滝根の山ぶどうジェラート、

酒まんじゅう、大黒餅

酒まんじゅう、大黒餅

紫いもようかん

紫いもようかん

豆deずんだ

赤飯、大福

いり豆(青豆)、磐梯豆(抹茶）

だんご、大福

百米コメコサブレ、フレーズシャンティー

赤飯、味おこわ、豆もち

ゆべしまんじゅう

プリン

ニューエックス苺とクリームチーズのタルト

すあま、よもぎ餅、だんご

大福、いちごのショートケーキ、フルーツショート

百米コメコサブレ、フレーズシャンティー

ブラックベリージャム

手搗き豆大福

貴婦人のロールケーキ

かしわ餅、ゆべし、すあま、大福

大福、すあま、かしわ餅、どら焼き

かしわ餅、だんご、すあま、うぐいすカボタン

いちご大福、赤飯まんじゅう、あわまんじゅう

いちご大福(1月中旬～5月中旬）、米粉クッキー、かしわ餅(季節限定）

もち、赤飯

ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰﾃﾞィﾆｯｼｭ、ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰﾌﾞﾚｯﾄ

はじめもち

烏骨鶏プリン

かりんとう饅頭、エゴマ大好き、エゴマの里

烏骨鶏かすていら、生ゼリー(5月～9月）、苺ブッセ(1月～5月）

かしわ餅、赤飯

バターどら焼き、りんごの樹、ほうれん草まんじゅう

さるなし大福、苺大福

まっくろ黒兵衛、えごま味噌まん、焼ドーナッツ、ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰｹｰｸ

豆大福、花見団子(3月末～4月末）、かしわ餅(4月中～6月中旬）

豆腐とﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰのﾁｰｽﾞﾀﾙﾄ、ピーマン入りシフォンケーキ

郡山市桜木２－２２－６　　TEL.024-922-3177

郡山市逢瀬町多田野字新池下１８－６　　TEL.024-967-1511

郡山市清水台２－６－６　　TEL.024-932-3499

郡山市池ノ台１４－１７　　TEL.024-921-4194

須賀川市西川町４５　　TEL.0248-73-2751

郡山市開成２－３８－１１　　TEL.024-983-1678

郡山市麓山２丁目１２－２３　　TEL.024-995-3440

郡山市堂前町３１－１２　　TEL.024-932-1266

郡山市鶴見坦３丁目１－１４　　TEL.024-922-4517

郡山市本町２丁目７-１０　　TEL.024-922-4041

郡山市桑野１－８－１２　　TEL.024-925-9336

郡山市開成４丁目２－１６　　TEL.024-922-2986

郡山市開成４丁目1-21　　TEL.024-932-1291

郡山市堤２丁目１２　　TEL.024-973-7682

郡山市八山田５丁目４０５　　TEL.024-932-0251

郡山市富久山町久保田字久保田７４－１　　TEL.024-923-0230

郡山市富久山町久保田字宮田１２７－５　　TEL.024-956-5511(代表）

郡山市安積町長久保３－３－４　　TEL.024-937-2588

郡山市鳴神３－１６６　　TEL.024-951-1654

郡山市大槻町字上西田４２－７　　TEL.024-952-8381

郡山市大槻町字谷地３－１　　TEL.024-961-7708

郡山市片平町字大町１　　TEL.024-951-1627

郡山市熱海町熱海２丁目１　　TEL.024-984-3213

郡山市中田町高倉字下ノ沢８４　　TEL.024-943-1917

須賀川市諏訪町１００　　TEL.0248-73-4550

須賀川市和田道１０４　　TEL.0248-76-0097

須賀川市南町３１２　　TEL.0248-73-2849

須賀川市緑町１２１　　TEL.0248-73-1847

須賀川市岩瀬森１　　TEL.0248-75-2465

須賀川市木之崎字蓑輪６－１０２　　TEL.0248-68-2619

田村市船引町船引字畑添９６－１　　TEL.0247-82-0223

石川町長久保２７７－２０　　TEL.0247-26-2522

石川町字新町１２　　TEL.0247-26-1082

石川町大字双里字神主２０－１　　TEL.0247-26-2851

玉川村大字小高字南畷７８－３　　TEL.0247-57-2109

平田村大字上蓬田字下槍らい８　　TEL.0247-55-3302

三春町字新町１６０－４　　TEL.0247-62-2272

三春町西方字石畑２５３　　TEL.0247-62-3309

お菓子の家　アリス

四季彩菓子アトリエ　さとうとバニラと

安積野　菓子処　平田屋【清水台本店】

安積野　菓子処　平田屋【荒池公園前店】

夢・菓子工房　かめまん

夢・菓子工房　かめまん【開成店】

(株)みよし堂

(有)坂内菓子補

(有)まめや

(有)安河屋菓子店

(株)フルラージュ

(有)喜楽堂

菓子処　ヤナギ屋

ミルクショップ

ル・ヴェルジェ

うさぎや

(株)柏屋

ふるらーじゅ安積店

グリーンゲイブルス

和の菓子　たけだ

パティスリーマルキーズ

大藤屋商店

すずき菓子店

かど屋(神山菓子店）

御菓子司　恵び寿屋

しのぶ菓子店

小野塚商店

BON　BAKERY

庄司菓子店

太田屋菓子店

菓子工房あくつ屋

お菓子のさかい

恵びす屋

お菓子の　くわざわ

菓子処いわきや

里の菓子処　よしだ

三春昭進堂

大畑屋食品

ふわふわバイオレット

滝根の山ぶどうジェラート、

酒まんじゅう、大黒餅

酒まんじゅう、大黒餅

紫いもようかん

紫いもようかん

豆deずんだ

赤飯、大福

いり豆(青豆)、磐梯豆(抹茶）

だんご、大福

百米コメコサブレ、フレーズシャンティー

赤飯、味おこわ、豆もち

ゆべしまんじゅう、八重桜大福

プリン

ニューエックス苺とクリームチーズのタルト(2月～3月）

すあま、よもぎ餅、だんご

大福、いちごのショートケーキ、フルーツショート

百米コメコサブレ、フレーズシャンティー

ブラックベリージャム（７～8月）

手搗き豆大福

日本酒風味の焼きリング

かしわ餅、ゆべし、すあま、大福

大福、すあま、かしわ餅、どら焼き

かしわ餅、だんご、すあま、うぐいすカボタン

いちご大福、赤飯まんじゅう、あわまんじゅう

いちご大福、米粉クッキー、かしわ餅

もち、赤飯

ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰﾃﾞィﾆｯｼｭ、ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰﾌﾞﾚｯﾄ

バター豆もち

烏骨鶏プリン

かりんとう饅頭、エゴマ大好き、エゴマの里

烏骨鶏かすていら、生ゼリー、苺ブッセ

かしわ餅、赤飯

バターどら焼き、りんごの樹、ほうれん草まんじゅう

さるなし大福、苺大福

まっくろ黒兵衛、えごま味噌まん、焼ドーナッツ、ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰｹｰｸ

豆大福、花見団子、かしわ餅

豆腐とﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰのﾁｰｽﾞﾀﾙﾄ、ピーマン入りシフォンケーキ

郡山市桜木２－２２－６　　TEL.024-922-3177

郡山市逢瀬町多田野字新池下１８－６　　TEL.024-967-1511

郡山市清水台２－６－６　　TEL.024-932-3499

郡山市池ノ台１４－１７　　TEL.024-921-4194

須賀川市西川町４５　　TEL.0248-73-2751

郡山市開成２－３８－１１　　TEL.024-983-1678

郡山市麓山２丁目１２－２３　　TEL.024-995-3440

郡山市堂前町３１－１２　　TEL.024-932-1266

郡山市鶴見坦３丁目１－１４　　TEL.024-922-4524

郡山市本町２丁目７-１０　　TEL.024-922-4041

郡山市桑野１－８－１２　　TEL.024-925-9336

郡山市開成４丁目２－１６　　TEL.024-922-2986

郡山市開成４丁目1-21　　TEL.024-932-1291

郡山市堤２丁目１２　　TEL.024-973-7682

郡山市八山田５丁目４０５　　TEL.024-932-0251

郡山市富久山町久保田字久保田７４－１　　TEL.024-923-0230

郡山市富久山町久保田字宮田１２７－５　　TEL.024-956-5511(代表）

郡山市安積町長久保３－３－４　　TEL.024-937-2588

郡山市鳴神３－１６６　　TEL.024-951-1654

郡山市大槻町字上西田４２－７　　TEL.024-952-8381

郡山市大槻町字谷地３－１　　TEL.024-961-7708

郡山市片平町字大町１　　TEL.024-951-1527

郡山市熱海町熱海２丁目１　　TEL.024-984-3213

郡山市中田町高倉字下ノ沢８４　　TEL.024-943-1917

須賀川市諏訪町１００　　TEL.0248-73-4550

須賀川市和田道１０４　　TEL.0248-76-0097

須賀川市南町３１２　　TEL.0248-73-2849

須賀川市緑町１２１　　TEL.0248-73-1847

須賀川市岩瀬森１　　TEL.0248-75-2465

須賀川市木之崎字蓑輪６－１０２　　TEL.0248-68-2619

田村市船引町船引字畑添９６－１　　TEL.0247-82-0223

石川町長久保２７７－２０　　TEL.0247-26-2522

石川町字新町１２　　TEL.0247-26-1082

石川町大字双里字神主２０－１　　TEL.0247-26-2851

玉川村大字小高字南畷７８－３　　TEL.0247-57-2109

平田村大字上蓬田字下槍らい８　　TEL.0247-55-3302

三春町字新町１６０－４　　TEL.0247-62-2272

三春町西方字石畑２５３　　TEL.0247-62-3309

ふわふわバイオレット

お菓子の家　アリス
郡山市桜木２－２２－６
TEL.024-922-3177

紫いもようかん

酒まんじゅう

安積野　菓子処　平田屋
【荒池公園前店】郡山市池ノ台１４－１７　TEL.024-921-4194

ふんわり感のあるお饅頭で、ほんのりお酒
の風味が漂う、心も体もほっかほかになる
お菓子です。
郡山市内の蔵元　仁井田本家の練り酒粕
を使っています。

【練り酒粕】 
仁井田本家が米と米麹(全て自然米）、天然水を原
料に醸造する自然酒の酒粕です。酒の風味を残し
たやわらかな酒粕になっています。
(有)仁井田本家
郡山市田村町金沢字髙屋敷１３９ 　電話024-955-2222

日本酒風味の焼きリング
少量でも充分酒の風味が出せ、アル
コール分はゼロなので、子供でも安心
して食べてもらえます。

【酒粕パウダー】清酒「廣戸川」の
酒粕を低温乾燥・粉末にしました。
アルコール分がないのに日本酒の風
味は残っています。パウダーなので
いろいろな用途に使えます。

大黒餅
黒米の風味・色がうまく出せるよう、
大福餅に混ぜ込みました。

黒米大福
濃紫の大福生地と緑のずんだ餡のコント
ラストもお楽しみいただけます。

【黒米(もち米）】 昔ながらの農法、
手植え・天日干し・無農薬・無化学肥
料・無肥料栽培で育てた黒米です。
もち米なので粘りがあります。アント
シアニンが多く含まれる黒米を米粉
にしました。

夢・菓子工房　かめまん
須賀川市西川町45　TEL.0248-73-2751

ふくなか
はちみつどら焼き
県中地区のハチミツを
使用して作りました。

福福堂　稲福　和之
田村市滝根町神俣字入新田156　電話0247-78-3847

酒粕パウダー  
松崎酒造店　岩瀬郡天栄村大字下松本字要谷２７－１
　　　　　　電話0248-82-2022 

パティスリーマルキーズ
郡山市大槻町字谷地３－１
TEL.024-961-7708

福の島
山芋粉を自然薯粉に替えて、より風味
良い生地に仕上げた焼き菓子です。

【自然薯】 阿武隈高原の標高の高さによる
寒暖の差を利用して、甘味があり良質のデ
ンプンや消化酵素を多く含む自然薯の栽培
を行っています。出来る限り自然に近い状
態で、丹精込めて育てた自然薯です。  

自然薯パウダー  
阿武隈ひらた高原自然薯会
石川郡平田村大字小平字加保１９４　電話0247-54-2040(事務局）

フルラージュ
郡山市桑野１－８－１２　TEL.024-925-9336
ふるらーじゅ安積店
郡山市安積町長久保３－３－４　TEL.024-937-2588

三春昭進堂
三春町字新町１６０－４
TEL.0247-62-2272

福島県産の食材を使用したスイーツを
販売している県中地域のお店

県内産や国内産の材料にこだわっ
て作りました。ふわふわの生地で、
紫いもとクリームを包み、食べや
すくしました。

お菓子の　くわざわ
石川町大字双里字神主２０－１
TEL.0247-26-2851

【清水台本店】郡山市清水台２－６－６　　TEL.024-932-3499

安積野　菓子処　平田屋
【荒池公園前店】郡山市池ノ台１４－１７　TEL.024-921-4194
【清水台本店】郡山市清水台２－６－６　　TEL.024-932-3499

アントシアニンが多く含まれている紫いも
に、砂糖と塩だけを加えてようかんを作り
ました。自然な味をお楽しみください。

【開成店】郡山市開成2-38-11
　TEL.024-983-1678

※季節限定商品等もありますので取り扱いについては各事業者にお問い合わせください。


