
「ふくなかすいーつ」とは、県中地域・福島県の農産物を使ったお菓子を表す名称です。

〈さるなし〉

〈黒米（米粉）〉

〈山ぶどう（北醇）〉

〈ほうれん草（パウダー）〉〈御前人参〉



焼きドーナツ
(玉川村産さるなし）
玉川村特産「さるなし」を使用し、バター
ケーキ風にオーブンで焼きあげた ” しっ
とり ” した食感が特徴です。

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

さるなしゼリー
玉川村特産「さるなしジュース」を使用した
外側はシャリシャリ、内側はふにゃっとした
不思議な食感がポイントです。

夢・菓子工房　かめまん
　　　 【本　　店】須賀川市西川町 45
　　　　　 　　　  TEL.0248-73-2751
　　　 【仲の町店】須賀川市仲の町 186
　　　　　 　　　  TEL.0248-94-7007

ホクホク！
さつまいもジェラート
● 紅はるか　● 紅あずま　● 安納芋
● 鳴門金時　● パープルスイートロード
生乳（自社工房内で低温殺菌）を使用した、無添加で
安全安心な身体に優しいジェラートです。

　 株式会社須賀川ジェラート
　 須賀川市江持字仲ノ平 191-1
　 TEL.0248-63-7501

平成29年度 商品
テーマ : さるなし

平成28年度 商品
あんのうポテト
しっかりとしたさつまいもにりんごを刻ん
で合わせた、さっぱりと召し上がれる焼菓
子です。

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

甘酒福プリン
～さつまいも～
甘酒を使用し、砂糖を使わずに仕上げたプ
リンにさつまいもクリームを乗せた、プリ
ンと野菜クリームを組み合わせた新提案の
スイーツです。

　 福福堂
　 田村市滝根町神俣字入新田 156
　 TEL.0247-78-3847

●−118

●−218

●30

●30

芋にっき
さつまいもと白餡をブレンドして練り上
げ、和菓子風に仕上げた、お茶にもコーヒー
にも合うお菓子です。

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

●−14

●−24

●27

●19

テーマ : さつまいも

〈さるなし〉



じゃがいも食パン
じゃがいもをマッシュし、生地に練り込み
ました。キタアカリの粘り気と甘みを活か
して、しっとりした食感に仕上げています。

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くだ
さい。

　 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

ふわふわバイオレット
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。

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

酒まんじゅう
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。

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

紫いもようかん
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。

夢・菓子工房　かめまん
　　　 【本　　店】須賀川市西川町 45
　　　　　 　　　  TEL.0248-73-2751
　　　 【仲の町店】須賀川市仲の町 186
　　　　　 　　　  TEL.0248-94-7007

平成27年度 商品

平成24年度 商品

にんじん食パン
にんじんとオリーブオイルを混ぜたペースト
を生地に練り込みました。ひらた紅

あか

音
ね

の鮮や
かなオレンジ色と人参の風味が特徴的です。

かぼちゃあんパン
キメが細かく、上品な甘みのあるロロンカ
ボチャをほくほくに蒸し上げてつぶした餡
を、ふっくら生地に詰めました。

さつまいも
あんパン
絹のようななめらかな食感と豊かな甘みを
持つひらたシルクを丸ごと使用して作った
餡を、ふっくら生地に詰めました。

ふくなか蜂蜜どら焼き
県中地区のハチミツを使用して作りました。

　 三春昭進堂
　 三春町字新町 160-4
　 TEL.0247-62-2272

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。

　 パティスリーマルキーズ
　 郡山市谷地本町 68
　 TEL.024-961-7708

ほうれんそうまんじゅう
ほうれん草とほうれん草パウダーを生地と餡
にねりこみました。

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

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。

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

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。

フルラージュ

ふるらーじゅ
安積店

平成25年度 商品

郡山市桑野 1-8-12
TEL.024-925-9336
郡山市安積町長久保 3-3-4
TEL.024-937-2588

　ＮＰＯ法人がんばろう会

　だんでらいおん

　平田村蓬田新田字大柏木 219

　TEL.0247-55-3839

●−1 5

●−2 5

●−1 4

●−2 4

●3

●35
●30 ●30

●2 ●1
●−118

●−118

●33

テーマ : 野菜パン



ゆべしまんじゅう、 豆大福

桃とヨーグルトムース

大福、いちごのショートケーキ、酪王カフェオレロール

フルーツピークス

かしわ餅、 だんご、 すあま

いちご大福、 かしわ餅

かりんとう饅頭、 エゴマ大好き、 北醇

豆腐とブルーベリーのチーズタルト

まっくろ黒兵衛、えごま味噌まん、絹いもサブレ、すいーと絹ポテト

かしわ餅、赤飯、 くるみゆべし、 母畑ダム

●10

●11

●12

●13

●14

●15

●16

●17 みやこじスイーツゆい
田村市都路町岩井沢字道ノ内６５－１
TEL.0247-73-8380
やまぶどうチーズケーキ、みやこじ杜ロール

●6

●7

●8

●9

●20

●21

●22

●23

●24

●25

●26

●28

●29

●31

●32

●34

●36

※季節限定商品や
　不定期商品もありますので、
　直接お問い合わせ下さい。

ゆうゆうあぶくまライン

滝根浄水場

神俣駅
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399

新田

道ノ内 都路街道

道下



「ふくなかすいーつ」とは!
　県中地域を中心とする福島県の農産物を使用して、県中地域で作られたお菓子を「ふくなか
すいーつ」と名付け、その創出に取り組んでいます。
　また、県中地方・地域特産品創出クラスター分科会を通じて開発したオリジナル「ふくなか
すいーつ」の他、各事業者の皆様が独自に作った「ふくなかすいーつ」についても、パンフレッ
ト掲載やイベント出展等を通じてＰＲしております。

ロゴマークコンセプト
　６次化のイメージを６枚の花弁で表し、それぞれの力が集結して花開くことへの願いを込め、
花弁は野菜の葉の緑、花の桃色、果実や実りの黄色とし、ロゴは大地の茶色を表しています。「県
中地域の農産物を使ったお菓子」のテーマを表現するため、全体として優しく、幸せな気持ち
になれる色調を用いています。ロゴ「ふくなか」は、「福島県（福）県中地域（中）」・「幸福（福）」・

「仲間（仲）」といった意味を持たせ、子供から大人までわかりやすく覚えやすいことを重視し、
読んだときの音の印象とデザインした文字の印象が「お菓子」に相応しいようにと決めました。

クラスター分科会参加事業者募集 !
　県中地方・地域産業６次化推進会議では、県中地域の活性化及び農産物の消費拡大を図るため、平成 23 年度
から県中地方・地域特産品創出クラスター分科会を設置し、平成 29 年度までに地域の農産物を使用した特産品
を「28 種類 39 品」開発しました。
　特に、老若男女を問わず多くの人が好み、疲れた心を癒してくれる「甘味」に着目し、県中地域の「人」「農産物」「技
術」を集めたオリジナルスイーツ「ふくなかすいーつ」の創出を軸に、幅広い商品開発（菓子以外の商品を含む）
に取り組んでいます。

事務局／福島県県中農林事務所企画部地域農林企画課
〒963-8540 福島県郡山市麓山１丁目１番１号
TEL.024-935-1510　FAX.024-935-1314
https:// www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36220a/ki-kikakutop.html

【安積野 菓子処 平田屋】
（干菓子　甘米）

●−14
●−24

【みやこじスイーツゆい】
（ゆいプリン　リッチ）

●36


