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福島空港
仙台空港

福島市へのアクセス
約60分
約60分

※高速道路を利用した場合の福島市
から空港までの標準時間

成田空港
羽田空港

約160分
約130分

※JR福島駅より東北新幹線、JR線等の
鉄道を利用した場合の標準時間

仙台駅
東京駅

約20分
約80分

※JR福島駅より東北新幹線を利用した
場合の標準時間
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魅力 2持続的に発展するまち

　東京から280ｋｍ、仙台から80ｋｍ内に位置する福島市は、東北新幹線が縦貫し、山形新幹線の起点でもあり、東北縦貫自動車道と

東北中央自動車道が東西南北に伸びた交通の結節点となっています。東北中央自動車道の福島大笹生IC周辺には、交通アクセスに

優れた「福島おおざそうインター工業団地」や新たな地域振興施設としての道の駅の整備が進んでいます。

　首都圏に近く、豊かな生活環境に恵まれた福島市。県内の政治・経済・教育・文化をけん引し、農業・工業・商業・観光などの

産業がバランス良く、持続的に発展している都市です。

　Located 280km from Tokyo and 80km from Sendai, 
Fukushima City is traversed by the Tohoku Shinkansen, and 
is also the starting point of the Yamagata Shinkansen. Major 
roads, including the Tohoku Jukan Expressway, and the 
Tohoku Chuo Expresway, also intersect the city from north, 
to south, and east, to west, making Fukushima City a 
junction point for road transportation. 
　Near the Tohoku Central Expressway Fukushima Ozaso 
Interchange, construction is progressing on both the 
‘Fukushima Ozaso Interchange Industrial Park’, which will 
have excellent transport access, and the michi-no-eki 
roadside service area; a new facility for regional promotion. 
　Close to the Tokyo metropolitan area, Fukushima City is 
blessed with a vibrant urban environment. It is a sustainably 
developing city, leading the prefecture in administration, 
economics, education, and culture, while balancing agricul-
ture, industry, commerce, and tourism.

　The ‘Fukushima Ozaso Interchange Industrial Park’ constructed 
in the area around the Tohoku Chuo Expressway Fukushima 
Ozaso Interchange, and ‘Michi no Eki Fukushima Roadside Station 
(tentative name)’ scheduled to open in the spring of 2022 
(completed image) 

●福島大笹生ＩＣ周辺に整備した
　「福島おおざそうインター工業団地」と令和４年春の
　開業を目指す「（仮称）道の駅ふくしま」（完成イメージ）

くだものの宝石箱
　盆地特有の寒暖差が大きい気候を生かし、福島市はくだものの栽培が盛んです。初夏のサクランボから始まり、モモ、ナシ、

ブドウ、リンゴと一年を通してさまざまな旬の味覚を楽しむことができます。その種類と生産量の多さ・品質の高さは、まさに

「くだものの宝石箱福島市」と呼ばれるゆえんです。

　市内には多くの果樹園があり、くだものを身近に感じることができます。

　The thriving fruit cultivation of Fukushima 
City takes advantage of the basin’s distinctive 
climate, characterized by a substantial dispar-
ity between hot and cold temperatures. 
　A variety of seasonal flavors can be enjoyed 
throughout the year: Beginning with cherries 
in early summer, and then followed by 
peaches, pears, grapes, and apples. 
　The sheer number of varieties and quantity 
of fruit grown, as well as the high quality of 
the produce have earned Fukushima City the 
title ‘The Treasure Trove of Fruit’.
　With many orchards in the city, fruit never 
feels far away.  
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肉質が緻密で甘みの強いモモ・あかつき
Akatsuki peaches are extremely sweet and have a delicate texture

濃厚な甘みと果汁たっぷりなブドウ・巨峰
Extra juicy kyoho grapes have a thick sweetness

糖度が高く大粒なサクランボ・佐藤錦
Large satonishiki cherries are packed with natural sugars

甘みと酸味が調和する蜜入りリンゴ・サンふじ
Sun Fuji apples are full of nectar with a balance of sweetness and sourness

果汁が多く糖度の高いナシ・あきづき
Akidzuki pears are juicy with a high natural sugar content

2

1

3

4 5

1009


