
いばらきの味キャッチフレーズ使用許可一覧
Ｈ27.10.19現在

許可番号 許可年月日 使用団体 所在地 主な対象品目

1 H8.7.29 全国農業協同組合連合会茨城県本部 東茨城郡茨城町下土師字高山1950-1 青果物全般

2 H9.3.12 ＪＡ水戸 水戸市赤塚2-27 もろへいやうどん

3 H10.12.1 丸茨連合会 東茨城郡茨城町宮ヶ崎1815-53 メロン，トマト，いんげん

4 H11.5.27 箕輪中央園芸出荷組合 鉾田市箕輪2258 メロン，トマト，アールスメロン，かんしょ

5 H11.12.1 学園手造りハムの会 つくば市沼崎3087 ハム，ソーセージ，ベーコン

6 H12.7.14 旭連合会 鉾田市箕輪2845-2
メロン，すいか，トマト，かんしょ，ごぼう，にんじん，
じゃがいも，干しいも

8 H13.3.1 水戸市そ菜園芸生産出荷団体連絡協議会 水戸市小吹町504 キャベツ，はくさい，ねぎ，カリフラワー，きゅうり等

9 H13.3.1 だるま食品(株) 水戸市柳町1-7-8 だるま納豆，生協納豆，手作り三角経木納豆

10 H13.4.9 合同会社 だいご味らんど 久慈郡大子町大字大子835-6 リンゴジュース，リンゴジャム，元気緑（茶）等

11 H13.4.9 (財)茨城県学校給食会 水戸市鯉淵町三ノ割2508-52 学校給食用ソフト麺

12 H13.8.1 ＪＡ水戸 水戸市赤塚2-27 トマトジュース

15 H13.11.14 鹿島灘漁協 鹿嶋市大字平井字灘2289 鹿島灘はまぐり，ほっき貝

16 H13.11.14 茨城県製麺協同組合 笠間市笠間1565 乾燥うどん，生うどん，茹うどん

17 H14.3.20 丸鹿園芸出荷組合 鉾田市大字鹿田751 メロン，トマト

19 H14.3.20 鹿島製菓(株) 神栖市知手中央3-4-8 栗菓子類

20 H14.3.20 (有)キングポーク 筑西市小栗3487-2 キングポーク

21 H14.5.30 茨城県味噌協同組合 水戸市中央2-8-37 味噌

22 H14.5.30 三宝産業（株） 久慈郡大子町大字塙734 豆腐，ゆば類

24 H14.7.12 茨城県醤油工業協同組合 東京都中央区日本橋小網町3-11 醤油

26 H14.10.7 ＪＡやさと 石岡市柿岡3236-6 納豆，鶏肉，鶏卵

27 H14.10.7 (株)ふれあい下妻 下妻市長塚乙70-3 納豆

28 H14.10.7 (株)ブリアン 水戸市堀町954-2 米パン

29 H14.12.27 (有)スズキファーム 水戸市谷津町590 鶏卵全般

30 H15.4.30 (有)こうじや 東茨城郡大洗町磯浜町3666-2 茨城の四季彩懐石弁当

31 H15.4.30 コモリ食品 鉾田市中居330 鯉のうま煮，水郷づくし

32 H15.4.30 (株)小沢食品 那珂市向山1048-3 豆腐，揚物，コンニャク，ゆば，惣菜

33 H15.7.23 (有)中村養鶏場 小美玉市与沢253-40 鶏卵全般

34 H15.9.18 ナカジマ農場 つくば市花室370-3 鶏卵，温泉たまご，味付たまご

35 H15.12.4 笠間自然薯研究会 笠間市笠間4087 自然薯

36 H17.7.19 (株)小田喜商店 笠間市吉岡185-1
栗甘露煮，栗渋皮煮，栗ペースト，栗菓子，皮栗，む
き栗

37 H17.10.26 下妻食と農を考える女性の会　食肉加工グループ
下妻市長塚乙70-3
　ビアスパークしもつま内

ハム，ベーコン，ウィンナーソーセージ

38 H17.10.26 下妻食と農を考える女性の会 味噌・漬物グループ
下妻市数須140
 　道の駅しもつま内

大豆味噌，黒大豆味噌

39 H17.10.26 下妻食と農を考える女性の会　梨加工グループ
下妻市長塚乙70-3
　ビアスパークしもつま内

万能たれ，梨ジャム，梨ドレッシング

40 H17.10.26 鹿島製菓(株) 神栖市知手中央3-4-8
メロンパン，メロンシフォンケーキ，メロンゼリー，メロン
シャーベット

41 H17.10.26 丸鹿園芸出荷組合 鉾田市鹿田751 みず菜，ほうれん草，小松菜

42 H17.10.26 あんこうのブランド化推進委員会
水戸市三の丸1-1-3
茨城沿海地区漁業協同組合内

本県沖合で漁獲された，１尾２㎏以上のあんこう

43 H18.1.27 (有)こうじや 東茨城郡大洗町磯浜町3666-2 磯崎漁業のあわびめし

44 H18.1.27 高畠蒟蒻店 那珂市瓜連19 こだわり葡萄，昔ながらの刺身こんにゃく

45 H18.6.1 丸茨連合会 東茨城郡茨城町宮ヶ崎1815-53 みず菜，ほうれん草

46 H18.6.1 (有)アイ・コーポレーション ひたちなか市馬渡2525-36 まいたけ「雪の羽衣」

47 H18.6.1 高橋農場あんぜん野菜研究会 筑西市木戸94-2 小松菜，大根，キャベツ，長ねぎ，ごぼう

48 H18.9.1 ウィマム新食材部
下妻市長塚乙70-3
　ビアスパークしもつま内

梨アイスクリーム，そば粉・おからクッキー，米粉パン・
ピザ・ケーキ

49 H18.12.25 (有)新井製麺所 筑西市国府田1254-2 県産小麦を使ったうどん

50 H19.3.14 あじたま販売(株) 稲敷市佐原下手410-1 納豆たまご

51 H19.4.18 坂入製茶園 常総市篠山639 猿島茶

52 H19.4.18 お茶の根本園 坂東市生子3522 猿島茶

53 H19.4.18 お茶のさる山野口園 猿島郡境町猿山147 猿島茶

54 H19.7.25 ＪＡ茨城みずほ常陸太田ぶどう部会 常陸太田市大方町１７０１ ぶどう

55 H19.10.1 小松水産(株) 日立市留町1045-2 久慈浜しらす，しらす干し，小女子

56 H19.11.22 松田製茶工場 結城郡八千代町水口113 猿島茶

57 H20.1.9 水戸冷凍食品(株) 水戸市飯富町1625 冷凍ほうれん草，冷凍小松菜

58 H20.3.7 (株)みとや食品 常陸太田市山下町3912 茨城町産楽京，梅干

59 H20.4.18 (有)佐白山のとうふ屋 笠間市笠間2810 豆腐，豆乳

60 H20.4.18 (株)五霞まちづくり交流センター 猿島郡五霞町幸主18-1 ローズポークまん，ローズポークしゅうまい

61 H20.9.18 (有)ナンバーワン 土浦市滝田1-6-7 桑茶

62 H20.9.18 石井青果 小美玉市佐才830 大根，じゃがいも，人参

63 H20.9.18 近藤農事実践(株) 東茨城郡茨城町近藤81 とうみ味噌

64 H20.9.18 砂金寿司 茨城県笠間市東平4-54-5 たこ稲荷寿司

65 H20.12.10 (有)朝日屋 稲敷市須賀津279-1 蓮根そば，蓮根団子

66 H20.12.25 笠間市岩間商工会 笠間市下郷４４３９ 栗焼酎

67 H21.3.11 ウィマム新食材部
下妻市長塚乙70-3
　ビアスパークしもつま内

アイスクリーム，ドリンクヨーグルト

68 H21.5.13 （有）朝日屋 稲敷市須賀津279-1 レンコンチップス，レンコンパウダー

70 H21.9.8 ＳＵＳＨＩＫＯ　風林亭 ひたちなか市馬渡2974-35 常陸牛ステーキ弁当，ローズポーク照り焼弁当



許可番号 許可年月日 使用団体 所在地 主な対象品目

71 H21.12.4 仁平農産 行方市芹沢749 ごぼう

72 H21.12.4 （株）飯岡屋水産 東茨城郡大洗町磯浜町679 純米酒干し（ほっけ，あじ，赤魚，さば，さんま）

73 H22.3.12 （有）小野瀬海藻 東茨城群大洗町大貫町249-1 生わかめ

74 H22.3.30 （株）すわ 笠間市平町1248 骨まで食べれる焼き魚

75 H22.5.19 ひげた食品（株） 土浦市田中2-9-8
実花納豆（わら・カップ），黒豆納豆（わら・カップ）,小
粒納豆,ひきわり納豆,きざみこまつぶ納豆

76 H22.6.24 茨城町野楽坊倶楽部連合会 東茨城郡茨城町宮ヶ崎1710-10
みず菜,チンゲンサイ，こまつな,トマト，ミニトマト，メロ
ン,ほうれんそう

77 H22.10.21 飯島畜産株式会社 鉾田市上沢1746-4 いばらき地養豚

78 H22.11.22 株式会社日京クリエイト 日立市諏訪町2-8-1 茨城県産小麦うどん（冷凍），紅白うどん（冷凍）

79 H22.11.22 有限会社朝日屋 稲敷市須賀津279-1 天狗の米あられ，天狗の玄米あられ，天狗をこし

80 H23.3.31 ヨネビシ醤油株式会社 常陸太田市内堀町2365 卵かけご飯用醤油

81 H23.6.13 エコファーム星山 笠間市手越79 自然薯

82 H23.11.1 (株)五霞まちづくり交流センター 猿島郡五霞町幸主18-1 ローズポークギョウザ

83 H24.1.20 きらら館 笠間市笠間2258-1 ソフトクリーム（ミルク，コーヒー）

84 H24.2.20 有限会社朝日屋 稲敷市須賀津279-1 れんこん味噌，ひろちゃんのこだわり手あげ餅

85 H24.2.20 しもだて和釀良酒の会 筑西市伊佐山160-11（富田屋酒店内） 清酒「下館雄町」

86 H24.2.20 有限会社トーコーフーズ 常陸太田市中野町773 納豆「金砂郷」

87 H24.6.11 ひげた食品（株） 土浦市田中2-9-8
きざみ納豆スープ，ハタユタカわら納豆，タチナガハ
わら納豆，実花ミニわら納豆

88 H24.7.18 農事組合法人たかはぎ高原ふぇるむ 高萩市大能1245-6 食用ほおずきのジャム

89 H24.9.10 株式会社　鹿吉 鉾田市鹿田830-28 さつまいも

90 H24.10.22 有限会社　湖月庵 筑西市丙202番地13
館どら（バター，黒糖，栗），きぬのまゆ玉，つくば路，
栗まん，いっぺぇどら

91 H24.10.22 肉のレストランくらた 日立市弁天町1-2-6 常陸牛特選焼肉弁当

92 H24.10.22 明利酒類株式会社 水戸市元吉田町338
本格いも焼酎漫遊記，純米吟醸ひやおろし副将軍，
蔵なま副将軍

93 H24.10.22 有限会社長野園 猿島郡境町百戸１ のびのび和紅茶

94 H24.11.30 株式会社小田喜商店 笠間市吉岡185-1 梅シロップ漬け（梅ふくませ，甘露梅）

95 H25.2.4 株式会社髙木商店 神栖市波崎8704-1
水産缶詰（ねぎ鯖（塩，味噌，醤油），ごぼういわし煮
付，いわし梅酢煮，いわし柚子みそ煮，さんま柚子み
そ煮）

96 H25.3.29 デリカショップ久慈屋 久慈郡大子町673 奥久慈しゃもめし

97 H25.3.29 株式会社つかもと 龍ヶ崎市白羽4-5-7 芋なっとう

98 H25.3.29 有限会社椎名米菓 取手市山王87-1
味将軍せんべい，大将軍煎餅，水戸穂煎餅，ソース
煎餅，にんにく煎餅，揚もち，揚せんべい，一ノ矢団
子

99 H25.6.17 野村産業株式会社 坂東市生子2702
国産烏龍茶ティーバッグ，坂東さしま産紅茶ティー
バッグ

100 H25.7.26 Grill Italian Animato 水戸市泉町1-1-18　SKビル2F やみつきスペアリブ

101 H25.7.26 印籠焼本舗　光月堂 常陸太田市木崎二町857-18
黄門さまの印籠焼 巨峰あん，黄門さまの印籠焼 梅
あん

102 H25.7.26 株式会社　風實 筑西市藤ヶ谷1376-2

熟成ベーコン，スモークスペアリブ，熟成ロースハム，
チャーシュー，ウインナーソーセージ，ウインナー（い
かすみ，黒ごま，七味，一味，チョリソー，青しそ），
ポークソーセージ，フランクソーセージ

103 H25.8.8 水戸冷凍食品 株式会社 水戸市飯富町1625 冷凍えだまめ，フレッシュえだまめ

104 H25.8.8 ケンズベリーファーム 鹿嶋市浜津賀858 ブルーベリー

105 H25.8.28 有限会社　宮田卯之商店 水戸市上水戸2-2-36 ピーナツみそ

106 H25.8.30 株式会社　安部 かすみがうら市牛渡2716-13
はぜ佃煮，公魚佃煮，海老佃煮，あみ佃煮，公魚煮
干，白魚煮干，海老れんこん佃煮，霞ヶ浦フィッシュ
＆チップス，海老釜揚げ

107 H25.8.30 茨城みどり農業協同組合 常陸大宮市田子内町3091-6 塩田産こしひかり，奥久慈産こしひかり

108 H25.10.22 株式会社　米川商事 鉾田市柏熊560 ごぼう茶

109 H25.10.23 有限会社　アグリクリエイト 稲敷市甘田1689 米粉のおやつ「はにポン」

110 H25.11.21 小菅農園 つくばみらい市長渡呂新田85 フルーツトマト，ミニトマト，中玉トマト，キュウリ，イチゴ

111 H26.1.8 株式会社 ふじ屋 桜川市真壁町飯塚113-1 ゴールドぷりん，生キャラメルぷりん

112 H26.1.8 有限会社 菜香や 筑西市下中山595-4
きゅうりの古漬け，ゆず大根，山芋のからし漬け，
昆布白菜漬け，はぐら瓜鉄砲漬け，筑西キムチ

113 H26.1.30 城東フルーツ ひたちなか市長砂1572-10 干しいも（玉豊，いずみ，紅はるか）

114 H26.2.24 株式会社 エヌティービー 水戸市河和田1-1509-2 ちゃあしゅうバーガー

115 H26.6.23 株式会社 出羽屋 かすみがうら市加茂3385

霞ヶ浦産わかさぎ，霞ヶ浦産あみ，霞ヶ浦産えび，
霞ヶ浦産しらうお，帆引船折詰，チョイ辛わかさぎ，小
女子くるみ，えび佃煮，あみ佃煮，わかさぎやわらか
煮，しらす佃煮

116 H26.6.23 株式会社 エヌ・ティー・ビー 水戸市河和田1-1509-2 かぐや姫釜めし

117 H26.7.14 中里ライスセンター 笠間市土師603-1 特別栽培米

118 H26.11.21 有限会社 高久 水戸市酒門町4246-5
豚肉の味噌漬，ローズポーク肉餃子，やみつきホル
モン，豚肉の蒲焼，常陸牛肉(スライス)すき焼用，常
陸牛コロッケ，常陸牛メンチ

119 H26.12.25 農事組合法人 七会きのこ生産組合 東茨城郡城里町小勝1560-6
舞茸,花びらたけ,菌床椎茸,あわびたけ,
たもぎたけ

120 H26.12.25 つくばみらい市菜の花米研究会 つくばみらい市筒戸1847 特別栽培米

121 H26.12.25 つくば銀杏生産組合 石岡市半田２
銀杏生の剥き身，銀杏の燻製，蒸し銀杏，
銀杏ﾍﾟｰｽﾄ



許可番号 許可年月日 使用団体 所在地 主な対象品目

122 H27.2.17 長治園 常総市馬場４８７ 緑茶，ほうじ茶，紅茶

123 H27.3.31 株式会社　ぐるぐる ひたちなか市中根3174-6
奥久慈たまごのとろーりクリームパン，ひたちなか干し
芋シュトーレン，常陸のカンパーニュ，常陸の全粒粉
クッキー

124 H27.6.11 株式会社　ハラキン 鹿嶋市武井釜812-1 華きくらげ

125 H27.6.16 やすだ園 小美玉市部室１７４ 小美玉ＳＵＮ完熟マンゴー

126 H27.10.19 ＪＦＥライフ株式会社 土浦市おおつ野4-4-1 エコ作（フリルアイス，ピュアヴェール，モコヴェール）

いばらきの味キャッチフレーズ使用届出一覧

番号 届出年月日 使用団体 所在地 主な対象品目

1 H8.7.29 茨城県産米銘柄化協議会 茨城町下土師字高山１９５０－１ 米（コシヒカリ，キヌヒカリ等）

2 H8.7.29 茨城県常陸牛振興協会 茨城町下土師字高山１９５０－１ 常陸牛

3 H8.7.29 茨城県銘柄豚振興会 茨城町下土師字高山１９５０－１ ローズポーク

4 H8.7.29 奥久慈しゃも生産組合 大子町袋田３７２１ 奥久慈しゃも

5 H21.12.11 茨城県水産物開発普及協会 水戸市三の丸1-1-33 水産加工優良産品推奨品184品目（H25.4.1現在）


