
メディアリリース 

2022年 10月 28日 

DMO 一社）福島市観光コンベンション協会 

 

「ふくしまアップルホリデイ 2022」10月 28 日からスタート！ 

今年の福島市の秋冬はアツイ！！ 

大人可愛いリンゴのコンテンツが勢ぞろい！ 
～ひょう被害などで傷のついたりんごや形が不ぞろいのりんごが大変身～ 

 

ひょう被害りんごなど規格外品の有効利用で地域の宝である果樹に付加価値を 

今年から「ふくしまピーチホリデイ 2022」と看板を掲げ、桃を中心に福島市の魅力を発信し、誘客を狙う事

業を開始したところ、おかげさまで大好評となりました。その結果、果樹園と飲食店双方からりんごでも実施

してほしいという要望が多く、予定より 1年前倒しでりんご版の「ふくしまアップルホリデイ 2022」を 2022年

10月 28日（金）から 2023年 1月 31日（火）まで開催することになりました。 

 

１．果樹園から福島市内飲食・宿泊施設へ新鮮なりんごを直送支援！ 

ピーチホリデイ時に実施した「果樹園から飲食・宿泊施設へ桃を配送する事業」が非常に好評で、今回のり

んごの配送支援に加わりたいと手を挙げてくださった果樹園が、ピーチホリデイ時の 5社から 13社に一気に増

えました。また、りんごの配送を希望してくださった飲食・宿泊事業者 24社へりんごの配送が始まっており、

12月 16日まで配送が続きます。これから主力品種のフジの時期となり、規格外リンゴの量が増えてきますの

で、配送を希望される飲食・宿泊事業者様をまだまだ募集中です！ 

No. 配送支援協力果樹園名（青果含む） 

１ 幸青果 

２ あづま果樹園 

３ まるせい果樹園 

４ 梨幸園 

５ やまは橋本果樹園 

６ ㈱ABEフルーツ 

７ ししどりんご園 

８ 片平果樹園（自宅） 

９ 大友農園 

１０ 有限会社くだもの畑 

１１ まるえ観光果樹園 

１２ マルショウ果樹園 

１３ 株式会社フルーツファームカトウ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. アップルホリデイ参加店 
１ 京都フルーツ大福果寿庵 
２ 納屋カフェ椿 
３ 御とめ湯り 
４ cafe HIRANAGA 
５ oncafé 
６ そば処どう楽 
７ ミナモカフェ 
８ 株式会社ニックファンズ カンパイバル 
９ 株式会社イーストプロジェクト 大笹生カリィ 
１０ 

１１ 

１２ 

株式会社元気アップつちゆ 
（温蒸し食堂 ゆげ、おららのこみせ、おららの酒 BAR） 

１３ YUMORI ONSEN HOSTEL 
１４ 水織音の宿 山水荘 
１５ スペインバル＆ 

リストランテカメレオン 
１６ 一般社団法人 手づくりマルシェ 
１７ グランパークホテル エクセル福島恵比寿 
１８ 有限会社 湯野屋旅館 
１９ 祭屋湯左衛門（株式会社巌の湯） 
２０ 

わたなべパン店 
２１ 四季の里 

（福島市観光開発(株)西事業所） 
２２ Vase 
２３ 福島ワイン酒場 S2021 
２４ 株式会社森山 

 

≪規格外りんごの配送支援について≫ 
① 配送料無料（当会が補助） 

② 果樹園へ当会より 400円／㎏でお支払 

③ 飲食・宿泊施設は 200円／㎏をご負担 

※当会がりんご代 200円／㎏を補助 

※福島市内の果樹園および福島市内の飲

食宿泊施設が対象 

 

お申込はこちらから 

 https://forms.gle/zb5XnQZCsSfnqQHe8 



２．規格外りんごに付加価値を付けて楽しんで頂きたい！！ 

美味しいりんごに付加価値を付けて来訪者に楽しんで頂きたい！と、コンテンツ開発に乗り出してくださっ

たお店は現在 40店舗となっております。 ※参加店と開発メニューは 3、4ページ目のリストを参照くださ

い。 

お知り合いの農家さんなどから仕入れルートはすでにあり、りんごメニューを作って盛り上げてくださる飲

食・宿泊施設様もまだまだ募集中です。昨今の天候不順の影響で、規格外りんごの数が増えておりますので、

ぜひメディアの皆様のお力添えを頂きながら、規格外りんごを活用くださる協力店メンバーさんをさらに増や

して農家さん支援をしつつ、来訪者の方々に楽しんでいただけるようにアップルホリデイを盛り上げて頂けま

したら幸いです。どうぞよろしくお願い致します。 

 

３．りんごのコンテンツを美味しくお得に楽しんで！！ 

 来訪者の皆様には楽しんでいただくだけで農家さん支援や飲食・宿泊施設支援にもなるアップルホリデイ。 

前回のピーチホリデイでも実施した 3店舗をめぐるシールラリーが大好評だったため、今回はさらにハードル

を下げて 2店舗をめぐると応募できるシールラリーを開催することに致しました。 

【シールラリー実施期間】2022年 10月 28日（金）～2023年１月 31日（火） 

各店舗ごとに用意されているシールが違うので、種類の違うシールを 2枚集めて応募をする

と、抽選で総勢 140名に素敵な景品が当たります。  

※シール台紙は福島駅西口 2階の観光案内所か、各参加メンバー店に置いてあります。 

今回は福島市で実施している「ちょうどいい旅、ふくしまステイ。」福島市にお泊りのお客様限定特別企画の

シールラリーも同時開催中で、その応募はがきにアップルホリデイのシールを貼って投函頂いても宿泊者企画

にご応募いただけます。また、ハガキにはアップルホリデイのシールラリーに応募できる 2次元コードが記載

されているので、投函前にそちらのコードからアップルホリデイのキャンペーンにもご応募頂くことができま

す。 どちらにも当選する可能性も！シールラリー詳細 ➔https://peachholiday.jp/appleholiday2022 

 

 

↑シールラリー台紙 

 

【ふくしまアップルホリデイ】 https://peachholiday.jp/ 

 期間：2022年 10月 28日～2023年 1月 31日 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪果樹配送および参加店募集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：024-563-5554/土日：090-7335-2431 担当：金澤 E-mail ：chihiro-k@f-kankou.jp 

 

≪シールラリーに関するお問合せ先≫ 

福島市観光案内所 

〒960-8031 福島市栄町 1-1 JR福島駅西口 2階  TEL:024-531-6428 

https://peachholiday.jp/appleholiday2022
https://peachholiday.jp/
mailto:chihiro-k@f-kankou.jp


 

 

 

  エリア 参加メンバー店名 メニュー・商品・体験 

1 吾妻山麓 PEACHMAN CAFÉ 

🍎焼きりんごブリュレ 

🍎CANDY APPLE（プレーン） 

🍎CANDY APPLE（抹茶・ココナッツ・ココア） 

🍎りんごポットパイ 

🍎りんごのまどれーぬ 

🍎ベイクドりんごクリチマフィン 

🍎ハッピーアップルモンブラン 

🍎大人の焼きりんごアラスカ  

2 吾妻山麓 大笹生カリィ（道の駅ふくしま内） 
🍎りんごのカリィ（仮） 

🍎奇跡のりんごのラッシー 

3 吾妻山麓 あづま果樹園 

🍎りんごソフト 

🍎りんご狩り 

4 吾妻山麓 まるえ観光果樹園 

🍎ふじりんご 100％りんごジュース 

🍎りんご狩り 

5 吾妻山麓 ししどりんご園 🍎りんご直売、りんご狩り 

6 吾妻山麓 honeybee 本店 

🍎ジェラート”アップルシナモン” 

7 吾妻山麓 四季の里 庭園喫茶「風」 

🍎アップルパイ 

🍎ささき牧場のミルクメニュー×ふくしまのりんご 

8 吾妻山麓 納屋カフェ椿 

🍎りんごの花ケーキ 

🍎りんごのスコーン 

🍎りんごのドレッシング 

9 吾妻山麓 ささき牧場カフェ 

ささき牛乳ソフト 

佐原わさびソフト 

10 吾妻山麓 コーヒーサロンせいざん 

カップオンエールコーヒー 

11 吾妻山麓 ブルーマウンテン 本店 

カップオンエールコーヒー 

12 吾妻山麓 野田鉄工有限会社 

🍎ジェラート”シナモンアップル” 

🍎ジェラート”りんごソルベ” 

13 いい電沿線 まるせい果樹園 

🍎100％りんごジュース 

🍎りんご狩り 

14 いい電沿線 農家カフェ 森のガーデン 

🍎りんごパフェ 

15 いい電沿線 そば処どう楽 そば道場（そば打ち体験）※要問合せ 

16 いい電沿線 honeybee 南矢野目店 

🍎ジェラート”アップルシナモン” 

17 飯坂温泉 cafe HIRANAGA 

🍎焼きリンゴのケーキ コーヒー付 

🍎パネクック[りんごのパンケーキ] コーヒー付 

🍎アップルホットラテ 

🍎アップルソーダ 

18 飯坂温泉 oncafé 

🍎りんごケーキ 

🍎アップルパイ 

19 飯坂温泉 旅館 湯乃家 

🍎りんご×宿泊プラン 

https://peachholiday.jp/archives/92
https://peachholiday.jp/archives/34
https://peachholiday.jp/archives/390
https://peachholiday.jp/archives/26
https://peachholiday.jp/archives/613
https://peachholiday.jp/archives/91
https://peachholiday.jp/archives/639
https://peachholiday.jp/archives/388
https://peachholiday.jp/archives/36
https://peachholiday.jp/archives/505
https://peachholiday.jp/archives/747
https://peachholiday.jp/archives/23
https://peachholiday.jp/archives/759
https://peachholiday.jp/archives/837
https://peachholiday.jp/archives/88
https://peachholiday.jp/archives/86
https://peachholiday.jp/archives/384


20 飯坂温泉 祭屋湯左衛門 

🍎りんご×宿泊プラン 

21 飯坂温泉 わたなべパン店 

いかにんじんとラジウム玉子のエール便セット 

22 飯坂温泉 岩城屋米穀店 

エールのラジウム玉子・6 個入（540 円） 

23 土湯温泉 おららの酒 BAR・醇醸蔵 

🍎おららのシードル 

24 土湯温泉 おららのコミセ 

🍎アップルブリュレガレット・ハチミツレモンティーソーダ 

25 土湯温泉 温蒸し食堂ゆげ 

🍎りんごの蒸し料理メニュー開発中 

26 土湯温泉 御とめ湯り 

🍎クロッフル焼きりんご 

27 土湯温泉 源泉湯庵森山 🍎フレッシュアップルパイ with プリン 

28 土湯温泉 水織音の宿 山水荘 

🍎りんご×宿泊プラン 

29 土湯温泉 YUMORI ONSEN HOSTEL  

🍎美糀あま酒フローズン（りんご） 

🍎りんご×宿泊プラン 

30 街なか 福島市観光案内所 🍎璃実花 RIMIKA「くだものと日本酒のコンポート（りんご）」 

31 街なか honeybee エスパル福島店 

🍎ジェラート”アップルシナモン” 

32 街なか 

京都フルーツ大福果寿庵 エスパル福島

店 

🍎りんご大福 

33 街なか 京都フルーツ大福果寿庵 福島上町店 

🍎りんご大福 

34 街なか ミナモカフェ 

🍎まるごとりんごソーダ 

🍎りんごシフォン 

35 街なか Vase 〜Stay&Lounge〜 

🍎自家製アップルソーダ 

36 街なか 福島ワイン酒場 S2021 

🍎ローストビーフ りんごとベリーの白バルサミコ酢ソース 

37 街なか スペインバル＆リストランテカメレオン 

🍎フレッシュりんご入り Apple サングリア 

🍎フレッシュりんご入り Apple ハイボール 

🍎りんごのミルフィーユケーキ 

38 街なか パティスリーエクロール 

米粉のクッキー”クレドゥソル” 

39 松川 カンパイバル 

🍎フクシマクラフトコーラ リンゴ（開発中） 

40 イベント出店 一社）手づくりマルシェ 

🍎アップルティー 

 

https://peachholiday.jp/archives/494
https://peachholiday.jp/archives/772
https://peachholiday.jp/archives/85
https://peachholiday.jp/archives/497
https://peachholiday.jp/archives/83
https://peachholiday.jp/archives/502
https://peachholiday.jp/archives/423
https://peachholiday.jp/archives/641
https://peachholiday.jp/archives/661
https://peachholiday.jp/archives/858
https://peachholiday.jp/archives/851
https://peachholiday.jp/archives/589
https://peachholiday.jp/archives/589
https://peachholiday.jp/archives/84
https://peachholiday.jp/archives/89
https://peachholiday.jp/archives/87
https://peachholiday.jp/archives/30
https://peachholiday.jp/archives/386
https://peachholiday.jp/archives/394
https://peachholiday.jp/archives/63
https://peachholiday.jp/archives/90

