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　私たちの暮らしを取りまく様々な色。世界は美しい色彩に包まれています。

しかし、色彩に対する嗜好性は国ごとに、そしてその地域ごとに異なります。

例えば、日本画の赤と西洋画の赤を比較すると同じ赤でも異なる印象がありま

す。また、日本国内においても地域によって、赤といえば東京なら「雷門」を、

沖縄の方なら「守礼の門」を思い浮かべるかもしれません。そして、それは、福

島県でも同様です。しかも、奥深いのは、それらの色が地域の風土や文化に根

ざしたものであり、人々の暮らしの中に溶け込み受け継がれてきたという点に

あります。今回の「ふくしまの伝統色事業  ～ふくしまの伝統色彩調査と色彩

文化の保存・発信～」は、こうした地域特有の色彩を調査、選定し、未来に伝え

ていくことを目的としたものです。

　ふくしまが大切に後世に伝えるべき伝統色を選定し、内外
に発信しよう─。この思いを胸に、「ふくしまの伝統色事
業」が開始されたのは、2017年５月の福島県印刷工業組合創
立60周年記念式典においてでした。その後、組合の実行委員
会メンバーが中心となって、県内各地の伝統色を調査し情報
を集めました。
　私たちにとって、ふくしまの伝統色を探しあった日々は、
中通り・浜通り・会津地方の３地区の魅力を再発見し見つめ
直す大変貴重な体験となりました。
　最終的には、地域バランス、自然・伝統文化・食などのカ
テゴリーなども考慮しながら、鶴ケ城・滝桜・桃・白河だる
ま・あんぽ柿・大内宿・長床・凍み豆腐・モリアオガエル・

岩瀬きゅうり・大堀相馬焼・猪苗代湖・塩屋埼灯台・常磐炭
田の石炭といったそれぞれの地域を代表する伝統色、計14色
を選定しました。そのどれもが福島県民の心に美しく刻まれ
た色彩であり、ふくしまを色濃く伝えるものです。
　福島県印刷工業組合は、今回選定した14色を「ふくしまの
いろ」と名付け、ロゴマークも制作いたしました。今後県内
外に広く発信するとともに、選定した色を、次代を創る子ど
もたちにも、そしてその先の未来へも伝えていきたいと考え
ています。これから先、多くの方に「ふくしまの伝統色」を
知り活用していただくことで、ふるさとに根差した伝統文化
に興味関心を抱き、愛郷心を醸成するきっかけになることを
願っています。

次代に伝えたい
ふくしまの伝統色

ふくしまの伝統色事業の発表
福島県印刷工業組合創立60周年記念式典内

計測機器やカラーチップを使って、
対象素材の色を選定しました。

実行委員会の様子
2017年７月～９月に毎月開催

選定された「ふくしまのいろ」を、みなさまへ。
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取材では、色の成り立ちや歴史的な背景などについて伺いました。

「ふくしまのいろ」ロゴマーク
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　戊辰戦争での1ヵ月に及ぶ籠城戦にも耐えた名城・鶴ケ城。蒲生氏郷によって
天守閣が築かれた当時は黒瓦だったが、保科正之の時代に入り改良が進み、鉄分
を多く含んだ釉薬を使った赤瓦に変わっていった。強度があり、水が染み込まな
いような加工がされ、会津の厳しい冬の寒さにも耐える赤瓦は、時代によってそ
の模様や色味を変えながら、明治7年に取り壊されるまで会津の町なみを見守り
続けてきた。
　昭和40年に城が復元された際は黒瓦だったが、平成23年3月の東日本大震災直
後に、日本で唯一の赤瓦の天守閣としてよみがえった。瓦の色は出土品に使われ
ている釉薬の成分を分析し、同じ構造の色を再現したものだという。市民などの
寄付により再現された赤瓦の1枚1枚には、人々の思いが込められている。

（取材協力：会津若松市文化課）
　発掘された赤瓦は、会津若松市
歴史資料センター「まなべこ」に
保管されており、企画展などの際
に見ることができる。

城下町会津を見守り続ける、赤瓦の色
会津若松市　鶴ケ城の赤瓦

保科時代から続く赤瓦

つるがじょう
ふくしまのいろ 1

DIC 2256
C=51 M=97 Y=74 K=0
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たきざくら
ふくしまのいろ 2

　三春滝桜は、エドヒガン系のベニシダレザクラである。シダレザクラと言えば京
都が有名だが、阿武隈山地周辺にも自生している。京都のシダレザクラは「白」の
印象があるが、滝桜は花の赤みが強い。つぼみの時期は特に赤く、花が開くと次第
に桜色となり、満開時にはその白さを増す。一生に一度滝桜を見るのなら、枝いっ
ぱいに咲く満開時と言いたいが、その頃は葉の緑も目に飛び込んでくるため、桜本
来の色を愉しむのなら五分咲から八分咲きの頃がよいだろう。
　滝桜の樹齢は実に千年以上といわれる。朽ちた箇所があるものの、この古木に
見事な花を咲かせるのは、滝桜保存会や滝桜を守る会などの活動があってのこと
だが、立地がよいことも大きい。滝桜の巨木がそそり立つ場所は、南東向きの窪地
で、陽当たりがよく風があまり吹かない。冬に雪が降ってもすぐ溶ける。三春に春
の訪れを告げる桜色は、この地で咲くべくして生まれた美の色なのだ。

（取材協力：三春町歴史民俗資料館）

　滝桜は例年4月上旬頃に咲き
始め、数日で五分咲きになり、中
旬頃に満開になる。昭和の終わ
り頃から花があまり咲かない状
態が数年間続いたため、平成元年
に土壌改良を行ったところ、美し
い桜が見事によみがえった。

千年をこえて春を告げる、美しい桜色
三春町　三春滝桜

八分咲きの頃の滝桜

DIC 25
C=0 M=49 Y=8 K=0
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　福島市は果物王国。フルーツラインでは年間を通して、さくらんぼ、桃、梨、ぶ
どう、りんごなどが収穫できる。中でも桃は福島の果物の代名詞。美しい桃色の
風景が春の開花と夏の収穫の時期に広がる。
　ふくしまの桃には様々な品種があるが、無袋で作られている品種については、
収穫期の２週間前ぐらいから、桃畑に反射シートを敷いて色付けが管理されてい
る。色付きを良くして、食欲をそそる美しい桃色に仕上げていく。いよいよ出荷
が近い、というその時期に、大事に大事に扱って色付けさせる。色付きの度合い
が収穫期の判断の大きな基準の一つとなる。色付けが不十分な桃は糖度が低いこ
ともあり、全面に色付けしている方が美味しくいただけるという。福島市が全国
に誇る桃は、食する人すべてを笑顔に変える美味しい色だ。

（取材協力： ㈱福島天香園）
　もともと小玉だった品種を福
島で選抜し、大玉の栽培に成功し
た歴史─。その品種のおいし
さに惚れ込んだのが成功への原
動力だった。これからも桃づく
りの情熱とともに、美しい桃畑の
風景が次代へとつながれていく。

大事に大事に色付けした、美味しい桃色
福島市　もも

桃畑の風景を未来へ

DIC 294
C=0 M=80 Y=58 K=0

も　も
ふくしまのいろ 3
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　江戸時代の絵師・谷
たに

文
ぶん

晁
ちょう

が描いた図案がモデルとされる白河だるま。白河藩主
松平定信が城下の殖産を目的に始めたものといわれ、毎年２月11日に開かれるだ
るま市では、昨年のものよりも大きいだるまへと買い替え、繁栄を祈願するのが
習わしだ。
　白い胡

ご

粉
ふん

を塗った型の上から全体に紅を、顔の部分はさらにその上から白を塗
る。眉毛は鶴、鬢

びん

は亀、あご鬢は竹、耳鬢は松・梅を表すといわれ、今でも一つひ
とつ手描きにこだわり作られている。
　だるまが紅色になった理由には、達磨大師が身につけた緋

ひ

の衣という説、魔除
けの色が由来など諸説あるが、だるま市で賑わう人々の往来を見れば、白河だる
まの紅色が、幸せな未来を予感させる色だというのは間違いないだろう。

（取材協力：渡辺だるま店）
　白河だるまは、もともと農閑期
の作業として発展したこともあ
り、今でもその工程は分業制で、
職人に女性が多いのが特徴。大
きさは5㎝ほどから90㎝以上ま
である。

幸せな未来があふれる、希望の紅色
白河市　白河だるま

職人の手描きによる
絵付

DIC 2497
C=8 M=95 Y=100 K=0

しらかわだるま
ふくしまのいろ 4
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　大正期の中頃に、伊達市五十沢地区で生まれたあんぽ柿づくり。その歴史は約
百年といわれる。干し柿というと一般的には黒ずんだ色を思い浮かべるが、あん
ぽ柿は柿の色はそのままに、中味も飴色のような橙色となるのが特徴だ。この色
を生み出すのは、硫黄燻

くん

蒸
じょう

という独自の工程。無害で酸化防止、殺菌の効果を施
すことにより、黒ずまない美しい色を生み出している。最近では他の地域でもあ
んぽ柿を作っているが、この色はなかなか出ないのだという。それは伊達の気候
も大きく関係している。山から吹く風の強さが、あんぽ柿づくりに最良の環境な
のだ。後継者問題などもあるが、生産者が「ここまできれいな色のあんぽ柿は他
所では作れない」というプライドを持って商品を送り出している。地域の子ども
たちには、「あんぽ柿の絵本」で五十沢地区発祥のあんぽ柿の魅力を伝えている。
風土から醸し出された橙色は次代への灯りともいえる古里の色だ。

（取材協力：JAふくしま未来）

　伊達市五十沢地区の冬の風物
詩といえば、軒先に吊り下げられ
た柿のカーテン。製造方法は昔
とは異なるが、この風景が広が
ると「ああ、またこの季節がきた
なぁ」と感じたものだった。忘れ
たくないふるさとの記憶だ。

古里の風土が醸し出す、美しい橙色
伊達市　あんぽ柿

軒先の吊し柿

DIC 2519
C=0 M=65 Y=100 K=0

あんぽがき
ふくしまのいろ 5
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　寄
よせ

棟
むね

造
づくり

の茅
かや

葺
ぶ

き屋根の民家が建ち並び、江戸時代の宿場の面影を残す大内宿。
参勤交代の大名も通った重要な街道だったが、丈夫なトタン屋根に葺き替える家
が増え、通りの姿は様変わりしていった。それを憂えた当時の町長や役場職員が
住民を説得して茅葺き屋根に戻し、観光資源として活用するようになったという。
　葺き替えたばかりの茅

かや

は、わずかに赤みを帯びたくすんだ黄色のすすき色だ
が、年月を経るにつれ枯れた萱

かや

色へと変わり、そのグラデーションが町なみに変
化をつけている。大内地区には「結

ゆい

」と呼ばれる相互扶助制度が残り、『大内宿結
の会』会員が屋根葺きに携わっているほか、地域コミュニティの中心組織として、
祭りや年中行事の継承に協力している。『売らない・貸さない・壊さない』をモッ
トーに古民家の保存に努める大内宿保存会では、屋根を葺く材料のすすきの育成
や刈り取りも行っている。地元の人々が守り続けている茅葺きの色は、この土地
の文化そのものの色だ。　　　　　　　　　　　　　　　 （取材協力：大内宿結の会）

　江戸時代にタイムスリップし
たかのような風情が残る通り沿
い。昭和56年には国の重要伝統
的建造物群保存地区に指定され
た。1軒1軒微妙な風合いの違い
を見せる様が、歴史の積み重ねを
物語っている。

地域文化と想いを継承する茅葺きの色
下郷町　大内宿の茅葺き屋根

夏空の大内宿

DIC 337
C=34 M=53 Y=100 K=0

おおうちじゅく
ふくしまのいろ 6
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　およそ930年前、源義家の命によりこの地に作られた新
しん

宮
ぐう

熊野神社。国重要文
化財に指定されている拝殿「長床」は昭和40年代に復元されたもので、直径1尺
5寸（約45㎝）の円柱44本が等間隔に並び、四方が吹き抜けとなっているのが特
徴だ。その手前に立つイチョウは樹齢850年以上、高さ37ｍ、根回り8ｍの大木。
かつては黄色く色づいた様子が、会津若松市内からも見えたというほどの大きさ
だ。後三年の役の際に源義家のお手植えによるものともいわれる。
　神社には常駐の神主がいないため、木の管理や参拝者への案内などは、地元保
存会が行っている。見頃は例年11月20日前後だが、朝と夕方でも色が違うぐらい、
色づきが速いのだという。極上の黄色のじゅうたんを心ゆくまで満喫するなら、
この時期の早朝が特におすすめだ。イチョウの葉が緑から黄色へと移りゆくと、
喜多方に本格的な冬が訪れる。

（取材協力：新宮地区重要文化財保存会）

　色づき始めてから10日ぐらい
で見頃を迎えるという。11月中
旬からはライトアップも行われ、
拝殿越しに見るイチョウの、昼間
とは違った幻想的な風情を楽し
むことができる。

極上の秋と、冬到来を告げる黄色
喜多方市　新宮熊野神社の大イチョウ

幽玄なライトアップ

DIC 567
C=0 M=25 Y=100 K=0

ながとこ
ふくしまのいろ ■7



　立子山の凍み豆腐、その天日干しの風景は福島市の冬の風物詩だ。豆腐を製造
し急速冷凍させたものを保存熟成。乾燥に適した西高東低の冬の気候になった頃
に、天日干しを開始する。原材料は大豆。凍らせた時（水分を含んでいる時）は、
濃いオレンジ色だが、乾燥するにしたがって色が抜けて白っぽくなり、大豆の色
へと変わる。凍み豆腐の良し悪しを決めるのはやはり色味。「これはいい」とい
う製品は、大豆の色に乾燥したもので、見た目も味も良く、食欲もそそるという。
寒くて天気がいいと乾燥が進み、白っぽい大豆本来の色をした大きくのびのびと
したなめらかな凍み豆腐ができあがる。大正４年に製造を開始して以来、およそ
百年の歴史をもつ立子山の凍み豆腐。いまでは生産者の数が減ってしまったが、
ここには決して失いたくない冬の風景がある。それは美味しさを凝縮させた大豆
色が連なる美しい風景だ。

（取材協力 : 元生産農家）

　他の生産地では、機械（遠心分
離機）で水分を飛ばしたり、豆腐
を絞ったりする製法で作る所も
あるが、それだと豆腐の滋養分が
失われてしまう。天日干しが、旨
みを逃さない立子山ブランドの
おいしさの秘密だ。

冬の陽をたっぷりと浴びた大豆色
福島市　立子山の凍み豆腐

立子山の凍み豆腐

DIC 2039
C=3 M=9 Y=19 K=0

11

しみどうふ
ふくしまのいろ ■8



　モリアオガエルの聖地として、全国的にも有名な川内村。標高842mの高地の
周囲を広葉樹のミズナラが取り囲む平

へぶす

伏沼は、その繁殖地として国の天然記念物
に指定されている。モリアオガエルは、天敵のヤモリやヘビなどからわが身を守
るため斑

まだら

模様のある緑色をしている。周囲と完全に同化してしまうため、地元の
人もすぐに見つけることは困難だという。
　川内村にはモリアオガエル管理監視員がおり、１匹１匹を大切に保護してい
る。空梅雨で沼が渇水しそうになると、木の葉に産み付けられた卵塊の下に水を
張った発泡スチロールを置き、オタマジャクシになってから水のある沼に戻す。
それでもカエルになるまでに９割以上が捕食され、成体となることができるのは
１割を切るという厳しい生存競争の世界。木々に紛れて天敵をあざむく緑は、自
然界を生き抜くためのたくましい知恵ともいえるだろう。

（取材協力：川内村教育委員会）

　ミズナラの緑が沼を包み神秘
的な雰囲気が漂う。「蛙の歌」で
知られる詩人の故草野心平が川
内村に移住したきっかけがこの
平伏沼だった。沼のほとりに立
つ心平の歌碑がカエルたちを静
かに見守っている。

小さなカエルに秘められた、生命の緑色
川内村　モリアオガエル

ミズナラの緑が囲む
平伏沼

DIC 2553
C=79 M=14 Y=100 K=0

もりあおがえる
ふくしまのいろ 9
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いわせきゅうり
ふくしまのいろ 
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　福島県できゅうりと言えば、夏秋きゅうりで日本有数の生産量を誇る「岩瀬
きゅうり」が有名だ。夏秋きゅうりとは、すなわち見た目に美しく、食べて美味
しい露地きゅうりを指す。その年の天候しだいで、中身も味も変わってくるが、
色としては深緑というよりやや薄い緑色が特徴といえる。一方ハウスきゅうりは、
露地きゅうりと比べると少し色が淡く黄緑がかっているという。露地物もハウス
ものも瑞々しく輝く岩瀬きゅうりは、「パワーグリーン」というブランド名で県内
外へ出荷されている。
　毎年7月14日に、きゅうりのお祭りである「きうり天王祭」が開かれる須賀川市。
きゅうりを２本お供えし、お護符がわりに別の１本を持ち帰り食べると1年間病
気にかからないといわれている。須賀川市民にとって幼い頃から身近にある岩瀬
きゅうりの緑は、暑い夏を元気に乗り切る源の色だ。

（取材協力：すかがわ岩瀬地区支援センター）

　露地きゅうりが旬を迎える夏
真っ盛りの時期は、冷やしたきゅ
うりに味噌をつけて食べるのが
オツだ。暑さにほてった身体を
クールダウンしてくれる。きゅ
うりの緑、断面の黄緑、見た目の
涼しさも涼を誘う。

夏の元気をぎゅっととじ込めた力強い緑色
須賀川市　岩瀬きゅうり

涼を誘う
岩瀬きゅうり

DIC 389
C=98 M=62 Y=95 K=0
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　約300年の伝統を誇る大堀相馬焼。その大きな特徴とされる青磁の原料「砥
と

山
やま

石
いし

」は地元で採掘され、伝統釉薬として多彩に活用されてきた。大堀相馬焼の趣
のある緑は、砥山石あっての風合いといえる。それが東日本大震災のために入手
できなくなった。それでも職人たちが何とか窯元を再開したいと県の研究機関に
相談したところ、研究者らの努力が実を結び、７種類の原材料を調合することで
色の再現に成功したのだという。青磁の色は復活したが、生産力は以前のような
勢いを取り戻すことはなかなか困難だった。しかし、伝統の技を次代につないで
いきたいという想いを胸に、半数弱の窯元が震災後に活動を再開した。
　各窯元で特色ある作品が作られたが、震災後に窯元を訪ねてくる町民が「懐か
しいねぇ」と真っ先に手に取るのは、やはり青磁の大堀相馬焼だという。大堀相
馬焼の青磁色は、ふるさとの心の拠り所といえる色だ。

（取材協力 : 大堀相馬焼窯元　春山窯）

　かつて大堀地区では「大せとま
つり」を開催していた。震災後は、
福島空港で何回か窯元の展示即
売会を開催し、各窯元が作品を競
う良い機会となっている。大堀相
馬焼の特色、青ヒビの色合いの人
気は根強い。

ふるさとの技と心を色濃く伝える青磁色
浪江町　大堀相馬焼

青ヒビを柱に各窯元が
復活

DIC 2347
C=62 M=32 Y=60 K=0

おおぼりそうまやき
ふくしまのいろ 
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　福島県の水の象徴、猪苗代湖。全国４位の面積を有し、天
てん

鏡
きょう

湖
こ

ともいわれ、磐
梯山の四季折々の色と湖面の青のコントラストは、福島を代表する風景として県
民に親しまれている。明治時代には安積疏水の開拓によって郡山市の発展にも寄
与し、現在も飲料水として使用されている。
　その湖水は、湖に流れ込む川の水の影響で酸性を示し、自然浄化作用のおかげ
で水質ランキング日本一になったこともあるが、20年ほど前から徐々に中性化
が進み、増えた水草が腐敗することによって起こる水質悪化が問題となってい
た。そこで民・学・産・官が連携したNPO団体や県が水質汚濁の指標の一つと
なるCOD（化学的酸素要求量）を下げるため、水草の回収活動を開始。ボランティ
アや企業などたくさんの人が参加し、猪苗代湖を守るための活動が続けられてい
る。猪苗代湖は今日も人々の心をつなぎ紺碧に輝いている。

（取材協力：NPO法人　輝く猪苗代湖をつくる県民会議）

　産業や農業の発展に欠かせな
い用水として、また生活用水とし
て沿岸住民の暮らしに寄り添っ
てきた湖。季節や時間により異
なる表情を見せるのが魅力で、ま
さに福島を代表する風景だ。

福島県民の心をつなぎ輝く紺碧の色
猪苗代町・郡山市・会津若松市　猪苗代湖

冬の猪苗代湖

DIC 2591
C=95 M=38 Y=0 K=0

いなわしろこ
ふくしまのいろ 
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　白亜の灯台という言葉がよく似合う、いわき市のシンボル・塩屋埼灯台。沿岸
の灯台が白いのは、船舶交通の安全を確保する目的として白く塗装する決まりが
あるからだ。沖合の船にとって「白」は目印となる色なのだ。塩屋埼灯台は福島
県内の灯台の中で最も古く、明治32年に初点灯。二代目となる現在の灯台は昭和
15年に建てられた。戦争で大きな被害を受けたが昭和25年に復旧している。以
来いわき沖を照らしていた灯台の灯りが、あの東日本大震災で被災し消えた。
　約９カ月後に再点灯し、復興のシンボルとして灯火を照らし続ける。身近な灯
台が日常を取り戻したことで、安堵感を得たいわき市民も多かったはずだ。灯台
の最上部に登れば、遥か海上をゆっくりと進む船が見える。いわき沖に浮かぶ船
の目印となる白は、かけがえのない命を守る色なのだ。

（取材協力：福島海上保安部・（公社）燈光会塩屋埼支所）
　周囲が暗くなると大きなフレ
ンネルレンズで約40キロ先の海
まで照らす。夜は灯台の白が浮
かび上がるようにも見える。付
近の別の灯台と誤認するのを防
ぐため、15秒ごとに1回と光り
方が決められている。

そこに在るという安心感。命を守る白色
いわき市　塩屋埼灯台

夜に浮かぶ灯台の白

DIC 583
C=2 M=2 Y=4 K=0

しおやさきとうだい
ふくしまのいろ ■
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　石炭の色といえば、誰もが「黒」を思い浮かべると思うが、実は採掘する地区に
よって様々な黒がある。黒光りするもの、くすんでいるもの、黒と灰色の中間ぐ
らいのもの…など。石炭の色は自然環境、成分、熱量などによっても異なり、そ
の土地の歴史を含んでいる。常磐炭田で石炭の採掘が始まったのは幕末の頃まで
さかのぼる。時代とともに変遷をたどり、太平洋戦争後の復興期には「黒いダイ
ヤ」と呼ばれ、日本の復興をエネルギー面で支えた。
　本州最大の炭田として知られる常磐炭田だが、石炭の質は他の炭田と比べよく
なかった。その上、採掘の際に湧く大量の温泉の影響で、作業効率はなかなか上
がらなかった。それでも、早くから常磐線で一大消費地である首都圏へと運ばれ、
価格競争で優位に立つことで炭鉱の町として長く栄えた。いわき市の近代化の礎
となった石炭の「黒」は、人々の夢を映し光り輝く希望の色であったに違いない。

（取材協力：いわき市石炭・化石館ほるる）

　内郷、好間、湯本、勿来と、い
わき市の各地区に加え茨城県北
部でも採掘していた常磐炭田。
いわき市石炭・化石館ほるるに
は、常磐炭田の大きな石炭や炭鉱
別の石炭が展示され、石炭の色の
違いがわかる。

いわきの近代化を支えた、夢を映す黒色
いわき市　常磐炭田の石炭

色が異なる常磐炭田の
石炭

DIC 582
C=12 M=18 Y=20 K=100

せきたん
ふくしまのいろ 



ながとこ

DIC 567
C=0 M=25 Y=100 K=0

おおうちじゅく

DIC 337
C=34 M=53 Y=100 K=0

あんぽがき

DIC 2519
C=0 M=65 Y=100 K=0

つるがじょう

DIC 2256
C=51 M=97 Y=74 K=0

しらかわだるま

DIC 2497
C=8 M=95 Y=100 K=0

もも

DIC 294
C=0 M=80 Y=58 K=0

たきざくら

DIC 25
C=0 M=49 Y=8 K=0

せきたん

DIC 582
C=12 M=18 Y=20 K=100

しおやさきとうだい

DIC 583
C=2 M=2 Y=4 K=0

しみどうふ

DIC 2039
C=3 M=9 Y=19 K=0

いなわしろこ

DIC 2591
C=95 M=38 Y=0 K=0

おおぼりそうまやき

DIC 2347
C=62 M=32 Y=60 K=0

いわせきゅうり

DIC 389
C=98 M=62 Y=95 K=0

もりあおがえる

DIC 2553
C=79 M=14 Y=100 K=0
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「ふくしまの伝統色事業　～ふくしまの伝統色彩調査と色彩文化の保存・発信～」
において選定した14色をご紹介します。

※DICの色番号は、DICカラーガイド色見本帳「DIC COLOR GUIDE（第１～ 3巻） 第19版 」および  「DIC color guide PARTⅡ（第４～６巻）第４版」を用いて選定しました。
※この印刷物はプロセスカラー（CMYK）で印刷しています。
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「ふくしまのいろ」は

社会のあらゆるシーンを彩ります。

私たちは「ふくしまのいろ」を取り入れた様々なものをクリエイトし、
発信するお手伝いをしてまいります。

建築物

観光

公共施設

印刷物

車両
マーキング

サイン

店舗

工業製品

パッケージ

販売促進

キャラクター
デザイン

玩具

地域ＰＲ

ファッション

工芸品

日用品

ＣＩ・ＶＩ

お土産品

ブランディング

ウェブサイト

ふ く し ま ふくしまのいろ



ふくしまの伝統色事業
～ふくしまの伝統色彩調査と色彩文化の保存・発信～

福島県印刷工業組合
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