
ふくしまアップルホリデイ2022参加店

No. エリア 業種 店名 所在地 TEL 営業時間 定休日 ジャンル アップル＆特産品メニュー

焼きりんごブリュレ

CANDY APPLE(りんご飴)　プレーン

CANDY APPLE(りんご飴)　フレーバー(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

福島市産りんごを使用したカリィ

奇跡のりんごとハチミツのカリィ

奇跡のりんごのラッシー

3 吾妻山麓 果樹園 あづま果樹園（12月中旬までの営業） 福島市飯坂町平野西原1-13 024-542-1460 8：00～17：00 果物の時期は無休 アップル りんごソフト・りんご狩り

4 吾妻山麓 果樹園 まるえ観光果樹園（12月中旬までの営業） 福島市大笹生字鬼越山3 024-558-0516 8：00～17：00 果物の時期は無休 アップル ふじりんご100％りんごジュース・りんご狩り

5 吾妻山麓 果樹園 ししどりんご園（12月中旬までの営業） 福島県福島市土船西１６−１  024-593-6065 8:30～17：00 不定休 アップル りんご直売・りんご狩り

6 吾妻山麓 飲食店 honeybee本店 福島市荒井字山神下17-9 024-593-4564

3月～10月
10：00～18：00

11月～2月
11：00～17：30

年中無休 アップル ジェラート”アップルシナモン”

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

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

ささき牛乳ソフト

佐原わさびソフト

10 吾妻山麓 飲食店 コーヒーサロンせいざん 福島県福島市荒井横塚３−２４６アンナガーデン内 024-594-1180 10：00～17：00 金曜 特産品 カップオンエールコーヒー

11 吾妻山麓 物販店 ブルーマウンテン　本店 福島県福島市南沢又字下琵琶渕４１ 024-557-4108 10：00～19：00
年中無休（年末年

始を除く）
特産品 カップオンエールコーヒー

ジェラート”シナモンアップル”

りんごソルベ

024-557-8157福島市大笹生字水口501 吾妻山麓 アップルPEACHMAN CAFE

火曜・水曜（祝日
の場合は営業）、

不定休あり
※詳しくは、公式
Instagramをご確
認ください。

10：30～17：00（L.O. 16:00）
木曜日のみ12:00オープン

冬（1月～3月）は土日のみ営業
飲食店

吾妻山麓 アップル2 大笹生カリィ（道の駅ふくしま内） 福島市大笹生字月崎1-1 024-573-8085 10：30～18：00（LO　17：30）
年中無休（道の駅
ふくしまに準ず

る）
飲食店

12 テイクアウト 野田鉄工有限会社 024-534-7642福島市野田町7-8-21吾妻山麓

吾妻山麓

024-593-3388福島市荒井八幡内41

アップル日曜9：00〜17：00

納屋カフェ椿 アップル吾妻山麓8

9 特産品

アップル
年中無休（年末年
始・施設点検日を

除く）
11：00～16：00024-593-0101福島市荒井字上鷺西1-1四季の里　庭園喫茶「風」飲食店吾妻山麓7

火曜10：00～17：00024-573-7343福島県福島市佐原川久保１５−１ささき牧場カフェ

飲食店 木曜10：30～17：30

飲食店
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13 いい電沿線 果樹園 まるせい果樹園（12月中旬までの営業） 飯坂町平野字森前50-1 024-541-4465 8：00～17：30 果物の時期は無休 アップル 100％りんごジュース

14 いい電沿線 果樹園 農家カフェ 森のガーデン 飯坂町平野字森前50-1 024-541-4465
10:00～16:00(土日祝 17:00ま

で）
果物の時期は無休 アップル りんごパフェ

15 いい電沿線 飲食店 そば処どう楽（道場利用者のみシール配布） そば道場（そば打ち体験）要事前問い合わせ

16 いい電沿線 飲食店 honeybee南矢野目店 福島市南矢野目字中屋敷50-3 024-502-9728

3月～10月
11：00～18：00

11月～2月
11：00～17：30

11月～2月
火曜（祝日・年末
年始を除く）

アップル ジェラート”アップルシナモン”

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

りんごケーキ

アップルパイ

19 飯坂 宿泊施設 旅館 湯乃家 福島市飯坂町湯野字湯ノ上 18 024-542-3333 - - アップル 宿泊×りんご

20 飯坂 宿泊施設 祭屋湯左衛門 福島市飯坂町字鍋沢4-1 024-542-2345 - - アップル 宿泊×りんご

21 飯坂 パン店 わたなべパン店 福島県福島市飯坂町古戸町１２ 024-542-3525 9：30～19：00 日曜 特産品 いかにんじんとラジウム玉子のエール便セット

22 飯坂 物販店 岩城屋米穀店 福島県福島市飯坂町立町１ 024-542-4437 8：30～17：30 日曜 特産品 エールのラジウム玉子・6個入（540円）

23 土湯 テイクアウト おららの酒BAR・醇醸蔵 福島市土湯温泉町字下ノ町21 024-572-3772
10：00～17：00
土日祝のみ営業

月～金（祝日は営
業）

アップル ホットシードル

ハチミツレモンティーソーダ

アップルブリュレガレット

25 土湯 飲食店 温蒸し食堂ゆげ 福島県福島市土湯温泉町字下ノ町22-1　2階 024-595-2044
11：00～15：00（L.O. 14：

30）
年中無休（メンテ
ナンス日を除く）

アップル メニュー開発中（蒸しりんご）

26 土湯 宿泊施設 御とめ湯り 福島市土湯温泉町字見附32-1 024-563-7373
日帰り入浴

10：00～21：00
（最終受付 20：30）

年中無休 (メンテ
ナンス日を除く)

アップル クロッフル

りんごのタタンの乗ったカタラーナ

りんごのタタンとプリンのクロッフル

28 土湯 宿泊施設 水織音の宿　山水荘 福島市土湯温泉町字油畑55 024-595-2141 - - アップル
りんごのコンポート等

※夕食のデザートと朝食バイキングで提供

美糀あま酒フローズン（りんご）

デトックスウォーターりんご入り

美糀ライス（ポークorチキン）カットりんごサービス

30 街なか 観光案内 福島市観光案内所 福島市栄町1-1　JR福島駅西口2階 024-531-6428 9：00～18：00 年中無休 アップル 璃実花RIMIKA「くだものと日本酒のコンポート（りんご）」

飲食店飯坂17

29

024-502-2358福島市飯坂町湯町28-2 2F cafe HIRANAGA

飲食店飯坂18

024-595-2170YUMORI ONSEN HOSTEL 福島市土湯温泉町堂ノ上７−１宿泊施設土湯

024-542-3159福島市飯坂町湯沢26oncafé

024-595-2014

アップル

アップル

アップル

-

水曜

アップル年中無休

アップル年中無休

10：30～18：30

火曜・木曜

winter time
10月-3月 (水曜以外）
9:00-17:00[L.O16:30]

水曜のみ @nagacafe 入店女性限
定 水曜日が祝日の場合hiranaga

にて通常営業

11：00～20：00
（カフェのみの利用の場合）

9：00～18：00

10:00〜16:30(L.O 16:00)24 024-573-9133福島市土湯温泉町上ノ町1おららのコミセ飲食店土湯

福島市土湯温泉町下の町18源泉湯庵森山飲食店土湯27
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31 街なか 飲食店 honeybeeエスパル福島店 福島市栄町1-1 	024-521-1331 10:00～20:00
年中無休（エスパ
ル福島に準ずる）

アップル ジェラート”アップルシナモン”

32 街なか 物販店 京都フルーツ大福果寿庵　エスパル福島店 福島市栄町1-1 050-8883-0804 10:00～20:00
年中無休（エスパ
ル福島に準ずる）

アップル りんご大福

33 街なか 物販店 京都フルーツ大福果寿庵　福島上町店 福島市上町2-18  050-8883-0504
11：00～19：00

※売り切れ次第終了
年中無休 アップル りんご大福

まるごとりんごソーダ

りんごシフォン

35 街なか 飲食店 Vase 〜Stay&Lounge〜 福島市大町9-9Vase 電話なし

10:00～18:00
(L.O Food 16:00,Cafe 17:30)
BARTIMEはInstagramをご覧くだ

さい

不定休
※詳しくは

Instagramをご覧
ください

アップル 自家製アップルソーダ

36 街なか 飲食店 福島ワイン酒場S2021 福島市置賜町8-15ピア21ビル7階 024-523-5225
17：00～24：00

（日祝のみ23：00まで）
火曜 アップル 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

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 飲食店 パティスリーエクロール 福島市上町５ー６上町テラス1階 024-563-6558
11：00～19：00

（土日祝のみ18：00まで）
日曜（他、臨時休

業あり）
特産品 米粉のクッキー”クレドゥソル”

39 街なか 宿泊施設 グランパークホテルエクセル福島恵比寿 福島市曽根田町１０−６ 024-533-4166 - - アップル 宿泊×りんご

40 松川 飲食店 Craft Labo&Factory KANPAI BAR（カンパイバル） 福島県福島市松川町字天王原98番地 024-563-6668 11：00～22：00 日曜 アップル フクシマクラフトコーラ　リンゴ（開発中）

41 イベント出店 物販店 一社）手づくりマルシェ 福島市矢剣町17-8
024-563-3680
090-6456-0800

イベントに準ずる - アップル アップルティー

アップル年中無休
CAFE TIME 11:00-17:30
BAR TIME 18:00-23:00

17：00～23：00 日曜 アップル

34

024-573-8970福島市置賜町8-8パセナカミッセ2Fスペインバル＆リストランテカメレオン飲食店街なか37

街なか 024-503-9657福島市万世町5-1 万世町ビル1階ミナモカフェ飲食店
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