
メディアリリース 

2022年 7月 19日 

DMO 一社）福島市観光コンベンション協会 

 

「ふくしまピーチホリデイ２０２２」第２弾！！ 

今年の夏は街なかでもふくしまの桃を楽しんで！ 
 

飲食店や旅館など市内 54事業者が 

「ピーチホリデイメンバー店」としてメニューを開発 

 
 

ひょう被害農家の支援に「一役買う」人気飲食店が続々 

DMO一社）福島市観光コンベンション協会では、本年度より「ふくしまピーチホリデイ 2022」と銘打った、

桃を中心に福島市の魅力を発信し、誘客を狙う事業を開始、その第 1弾として、7月 9日（土）からアボカーレ

福島駅西口店で「蛇口から桃ジュース」を展開、この三連休には売り切れるなど大好評を得ています。 

市内事業者に協力を仰ぎ、桃メニューや桃宿泊プランなどがこのたび出揃ったため、第 2弾として参加協力

事業者と桃コンテンツリストを一挙公開いたします。 

昨年より今年の深刻なひょう被害に関して、農家支援になるのならぜひ！と市内の飲食店や宿泊事業者が集

結し、桃を使った新メニューが現在進行形で続々と登場しています。 

その中には、固定ファンだけで満席になるという人気イタリアンレストランや、道の駅ふくしまの人気カレ

ー店、知る人ぞ知るカクテルバーなど、多様な店が集まりました。また、昨年から増えている「果樹園カフ

ェ」も多数含まれています。参加店には桃をデザインした「ピーチホリデーメンバー」ステッカーが入り口に

貼られます。 

 

市民や来訪者の方に、飲食宿泊事業者の渾身の桃コンテンツを楽しんでいただけるよう、福島市内に勢ぞろ

いした商品やメニューをぜひ番組や記事でご紹介頂けましたら幸いです。 

 

ピーチホリデイはあかつきが出回り始める 7月 29日（金）から開始を予定しております。 

 

【ふくしまピーチホリデイ】 https://peachholiday.jp/ 

   

 
ピーチホリデイ参加事業者総数 54社（うち桃コンテンツ事業者 52社） 詳細は上記リンクを参照ください。 

パフェ系 ケーキ系 ドリンク かき氷系 食事系 土産系 宿泊 体験 桃百景 開発中 他特産品 

13 12 15 5 7 7 6 6 1 8 3 

 

≪ピーチホリデイ今後の展開≫ 
7月下旬：果樹園と市内飲食事業者や宿泊事業者をつなぐ桃の配送支援開始！ 

7月 29日：ふくしまピーチホリデイ 2022スタート！ 

8月上旬：地震被害を受けた案内所がピーチホリデイの装い新たに皆さまをお出迎え！ 

 

 

 

 

 

≪本件に関するお問合せ先≫ 

 

DMO 一社）福島市観光コンベンション協会（事務局） 

〒960-8061 福島市五月町 10-17酪農会館 303 

TEL：090-7335-2431（担当：金澤）   E-mail ：chihiro-k@f-kankou.jp 

https://peachholiday.jp/


 

事業者名 ご担当者名 桃やフルーツコンテンツ 販売期間（販売予定時期）

1 Vase 〜Stay&Lounge〜 齋藤友希

桃とブラータチーズのサラダ

フローズンピーチと桜のソーダ 8月~9月末予定

2 ent 藤本菜月 果肉なモモネード 3月～12月

3 四季の里 高橋史浩 パフェ 7月~

4 パティスリーエクロール 鈴木智絵
様々なフルーツのショートケーキ
パフェ 7月下旬〜8月末

5 株式会社森山 森山雅代
桃とベリーのフロッフル
2種桃のパフェ 通年　フルーツにより対応を替えています

6 信夫木材通商㈱　味処大番 今野陽介 桃デザート（ミニパフェ等） ７月から８月いっぱいを予定してます。

7 cafeHIRANAGA 永井美佐子 ピーチアイスカフェラテ 8月~9月いっぱい

8 京都フルーツ大福果寿庵 加藤公一郎 桃のフルーツ大福 ７月中旬～９月中旬

9 TRATTORIA LA EGAO 橋本剛

桃の冷たいスープ
桃のコンポート
桃のソルベ
桃をのせたクワトロフォルマッジピッツァ ７月初旬より９月初旬くらいまで

10 スペインバル&リストランテカメレオン齋藤　文典 桃メニュー開発中 7.8.9月

11

大笹生カリィ
（株式会社イーストプロジェクト） 東雲公成

奇跡の桃カリィ
奇跡の桃ラッシー いつでも大丈夫です。

12 まちなか食堂はらくっち 高梨知美 ゴロゴロ桃ゼリー 入荷できる期間中

13 Patisserie Sawada 澤田 健

まるごとピーチ2022

ももパイ
桃プリン
桃×杏仁豆腐 ７月中旬〜９月中旬

14 納屋カフェ椿 氏家徳子

桃のドレッシング
桃のグリーンサラダ
桃のスコーン 9月末まで

15 ユースゲストハウスATOMA 平野俊一 桃ミニパフェ 通年

16 ミナモカフェ 相澤奈緒子
桃パフェ
桃プレート 桃が手に入る期間（8月末頃まで）

17 Osteria delle Gioie 梅田　勝実 開発中 7月〜9月

18 花月ハイランドホテル 星野　千晶  ふくしま旬のくだものすむ〜じぃ 2022年7月〜

19 御菓子司 一味庵 氏家 一浩 葛アイス 『ふしぎなピーチバー』:福島県産桃使用 7月25日頃～売り切れるまで

20 くつろぎ納屋　森のキッチン 森口　秀貴 桃のピザ 8から9月

21

株式会社フルーツファームカトウ

（PEACHMAN CAFE)
加藤

ピーチマンスペシャル(かき氷)

抹茶inピーチ(かき氷)

ココゴールデンピーチ(かき氷)

桃のかき氷メニュー7月～9月

22

クーラクーリアンテサンパレス
（カフェ・ドゥ・リアンテ） 武川　恵

桃フロート
桃のアフタヌーンティーセット

8/4（木）～6日（土）、

8/18（木）～20（土）、

8/25（木）～27日（土）

計9日間

23 piggy 味戸清晃 桃のシャーベットドリンク ７月中旬〜９月頃まで

24 合同会社LaUnion 伊藤 梨ジュース1杯無料宿泊プラン

25

道の駅ふくしま
（㈱ファーマーズ・フォレスト福島
支店） 佐藤広大 桃のクラフトコーラ 7月～10月

26 有限会社　福島路ビール 吉田　真二
桃のラガー
ピーチエール 通年

27 有限会社  菓匠  清泉堂 斎藤  隆一
菱沼農園の桃蜜を使ったわらじパイ
丸ごとピーチ 桃蜜わらじパイ(通年)丸ごとピーチ(８月)

28

株式会社カトウファーム
(イエロービアワークス) 加藤絵美 桃のクラフトビール 10月頃から

29

あづま果樹園
吾妻静香

桃ソフトクリーム
桃フローズン
桃ジュース

桃ソフトクリームは販売中。
桃フローズンは7月下旬頃から販売予定

（桃ジュースが出来上がり次第）

30

まるげん果樹園

浅倉

フルーツゴロっとソフト
桃のソフトクリーム
桃の果肉入りジュース
桃の果肉入りサイダー
桃とりんごのフレッシュジュース 7月初旬～9月末

31 有限会社　松島屋旅舘 一条紀子

ふくしまフルーツまるかじり！プラン
＼飯坂の果樹園産／りんごシードル付きプラン
桃の形の陶器のお風呂お座敷風呂付客室 桃香の間プラン

＼ご夕食時、メッセージ入りふくしまのフルーツプレー
トサービス／ ７月２０日～９月末

32 有限会社橋元堂豊嶋屋 熊坂淳子 夏どら福島の桃 7月中旬から9月初旬です

33

株式会社巌の湯
（祭屋湯左衛門） 柳沼公貴 桃のビール付宿泊プラン　 冷やし桃の販売 7月下旬

34 まるせい果樹園 佐藤ゆきえ ももパフェ　 桃狩り ９月中旬頃まで

35 旅館　小松や 小水洋子 桃の綿雪 通年

36 まるえ観光果樹園 服部栄 桃狩り 7月中旬～8月下旬

37 紺野果樹園（紺野淳） 紺野　靖 桃狩り 22/7/23～22/8/21

38 甘食・茶屋 結 佐々木 隆行 (福島産あかつき使用)桃とアールグレーのかき氷 ８月中旬から無くなるまで

39

（株）松屋
福島片岡鶴太郎美術庭園 大波 桃の冷製そうめん 8月の期間予定

40 SUZU 鈴木 星空のレアチーズケーキ 7月〜8月

41 宍戸りんご園 宍戸 桃狩り 7月下旬~8月中旬頃

42 バーフルカワ 古川 開発中 開発中

43 たすいち 浦本 開発中 開発中

44 ささき牧場カフェ 国府田純 桃サンデー 通年

45 ごとく 阿部俊光 開発中 開発中

46 ワイン酒場 鈴木勝幸 開発中 開発中

47 御とめ湯り 佐藤 開発中 開発中

48 YUMORI 板倉ゆかり 開発中 開発中

49 おららのこみせ 土湯温泉観光協会開発中 開発中

50 ゆげ 土湯温泉観光協会開発中 開発中

51 西形商店 西形吉和 桃のガスタンク 通年

52 ふくしまRISE 高橋美奈子 果物狩り×宿泊プランなど モニター実施予定

53 有限会社せいざん 橋本　和幸 【桃以外福島特産品】福島エールブレンド 通年

54 岩城屋米穀店 草野　隆 【桃以外福島特産品】エールパッケージラジウム玉子 8月の初旬ごろ


