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米粉・米粉商品の主な取扱店舗 

料理など 

企業名・店名 住所 電話番号 取り扱い商品 

利根飯店 利根町布川 2115-90 0297-68-7130 
◇にくまん ◇あんまん 

※テイクアウト可＇蒸したもの・冷凍（ 

道の駅ごか 猿島郡五霞町幸主 18-1 0280-84-1000 

◇うどん＇乾麺：玄米・白米があります（ 

◇クッキ- ◇カステラ焼き 

◇チ-ズケ-キ＇不定期（ 

パン＆デリカ yum yum 土浦市上高津 1346-6 029-886-3022 ◇米粉パン ※お惣菜もあります！ 

魚野川 かすみがうら市田伏 1563-3 029-896-2102 ◇ピザ 

＇茨城のミルクスタンド（ 

milsta(ミルスタ) 
水戸駅エクセル 2階 029-227-0369 ◇パン 

和のベ-カリ-カフェ蔵日和 つくば市金田 38-1 029-857-4118 ◇パン 

窯だしぱん ほっかりこ 笠間市大渕 1718 0296-72-4729 
◇米粉 100％のパン 

◇シフォンケ-キ ※どちらも要予約 

モンフルニエ 古河市女沼 319-9 0280-92-7859 ◇米粉の食パン 

静岡おでんとヘルシ-料理 

あい 

古河市東本町 1-20-22  

大協ビル 1F 
0280-31-5307 

◇米粉でカリカリチキン マスタ-ドソ-ス＇肉

の衣に米粉を使用（ 

パン工房 麦童＇ばくどう（ 牛久市南 1-18-24 029-872-9899 ◇パン 

JA土浦農産物直売所  

さんふれ はすの里 
土浦市木田余 3140 029-846-7933 

◇米粉の天ぷら※毎月第三土曜日のみ 

◇米粉 

ピアスパークしもつま 

ウイマム＇新食材部（ 
下妻市長塚 70-3 0296-30-5121 

◇米粉ピザ ◇マフィン ◇サンドイッチ 

◇米粉パン＇あんこ・カレー（ 

◇おからと米粉のクッキー 

東京フ-ド＇株（ 坂東市矢作 2840  0297-38-1212 ◇米粉カレールウ 

ポンパドウル つくば店  
つくば市苅間 研究学園D9街

区 3 
029-849-5111 ◇米粉パン 

茨城べ-グル 守谷市けやき台 6-9-12 0297-23-5133 
◇べーグル※つくば陣屋・ららガ-デンつくば

店頭で購入可能 

シルキーウェーブ 水戸市杉崎町 831-4 029-259-7628 

◇古代米玄米入り食パン＇一斤 450円（  

◇古代米玄米入りｿﾌﾄﾌﾗﾝｽ＇300円/本（  

◇ｼﾌｫﾝｹ-ｷ＇ﾎ-ﾙ 1,350円 1 ﾋﾟｰｽ 220円（ 
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スイ-ツ 

企業名・店名 住所 電話番号 取り扱い商品 

グリュイエ-ル 笠間市下市毛 285 0296-72-6557 ◇五穀ろ-る ◇ダックワ-ズ ◇パイ 

コ-ヒ-ショップ とむとむ 利根町横須賀 804-1 0297-68-8154 ◇シフォンケ-キ ◇クッキ-＇４種類（ 

イタリア料理 べスカッペ 神栖市平泉 2137-3 0299-92-8700 
◇ロ-ルケ-キ ◇シフォンケ-キ 

※日替わり，予約でテイクアウト可 

手作り和菓子 船橋屋 利根町布川 454-287 0297-68-2321 ◇カステラ 

アトリエ・マドレ-ヌ 日立市国分町 3-2-28 0294-37-0767 ◇ﾛｰﾙｹｰｷ ◇ｼﾌｫﾝｹｰｷ ※不定期 

幸鹿堂 神栖市知手中央 3-4-8 0299-96-4883 ◇ロ-ルケ-キ 

横田農場 龍ヶ崎市塗戸町 2047 0297-64-5813 ◇ｸｯｷｰ ◇ｼｭｰｸﾘｰﾑ ◇ｼﾌｫﾝｹｰｷ 

ガト-デイジ- 常陸太田市大里町 3896-1 0294-76-1933 ◇ｼﾌｫﾝｹｰｷ ◇ﾛｰﾙｹｰｷ＇不定期（ 

Vezizi ＇べジジ（ 水戸市鯉渕町 4586-3 080-3495-2253 
◇シフォンケ-キ＇土曜日（ 

◇米粉のクッキ-＇不定期（ 

ほくそう 常総市高野町 332-1 0297-23-0888 ◇バ-ムク-ヘン 

もみの木 守谷市大柏 970-3 0297-48-7225 ◇ロ-ルケ-キ 

手作り菓子の店工房理香 日立市田尻町 7-17-16 0294-43-3029 
◇ﾊﾞﾆﾗｼﾌｫﾝｹｰｷ ◇濃厚なﾁｰｽﾞｹｰｷ 

季節限定◇ｼﾌｫﾝｹｰｷ＇桑の葉，マロン（ 

美浦ゴルフ倶楽部 
稲敷郡美浦村大字土浦字蔵

後 2568-19 
029-840-0001 ◇ロ-ルケ-キ＇レストラン内（ 

cafe COMO つくば市研究学園C39街区3 029-886-5683 ◇ﾏﾌｨﾝ ◇ﾍﾞｲｸﾄﾞﾁｰｽﾞｹｰｷ ※不定期 

ゆたかや 常総市本石下 3054-5 0297-42-2646 ◇だんご 

道の駅 いたこ 虹の工房 
潮来市前川 

 1326番地 1  
0299-67-1161 

◇どら焼き＇おぐら、さつまいも、くり、 

ぎゅうひ、青うめ、きんかん、クリ-ム（ 

ケ-キ工房ヌマザキ 稲敷郡美浦村受領 10-2 029-891-5222 ◇米粉シフォンケーキ 

パティスリ- シュクル ひたちなか市津田 1954-18 029-275-0030 ◇もちもちスティック 

パティスリ- グランネ-ジュ 水戸市河和田 3-2297-11 029-353-6651 ◇ｵﾑﾚｯﾄ ◇ｶｽﾃﾗ ◇ﾛｰﾙｹｰｷ ◇ﾌﾞｯｾ 

レストラン カフェ・ダリア ひたちなか市高野 583-7 029-285-7020 
◇シフォンケーキ ◇プリン＇不定期（ 

◇ポップオーバー＇ｼｭｰ生地のﾃﾞｻﾞｰﾄ（ 

クーヘン バッケン 古河市仁連 756 0280-76-8355 ◇メープルシフォンケーキ 

鹿島セントラルホテル 神栖市大野原 4-7-11 0299-95-5511 ◇ロールケーキ※売店アイリスで販売 

菓子工房 くわの実 桜川市鍬田 626-2 0296-75-5876 ◇ロールケーキ（米粉 80％） 

ape world cafe 

ひたちなか市新光町 35 

ニュ-ポ-トひたちなか 

ファッションクル-ズ 1F 

029-265-2633 

※問合せは本社 

＇029-257-2520) 

◇ロールケーキ 

ト-マスカフェ 水戸市米沢町 115−9 029-248-5611 ◇米粉のシフォンケーキ 

高野菓子店 石岡市国府 6-1-26 0299-23-2121 ◇だんご ◇まんじゅう ◇最中 

 


