
いばらき食の魅力発信協議会　会員名簿(一般）

番号 企業名 業種 市町村

1 特定非営利活動法人つながる茨城 NPO法人（だれでも食堂運営） 水戸市

2 株式会社　アオイ 飲食サービス業 つくば市

3 （株）アックス　ﾍﾞｼﾞﾀｰﾗ，ﾃｨｱﾗ，ﾌﾟﾚﾐｱｳﾞｨﾗ 飲食サービス業 ひたちなか市

4 ㈱イイジマ 飲食サービス業 水戸市

5 有限会社一成フードサービス 飲食サービス業 つくば市

6 ㈱美味いるプラス 飲食サービス業 水戸市

7 ㈱エヌ・ティー・ビー 飲食サービス業 水戸市

8 ㈲おその江 飲食サービス業 那珂郡東海村

9 株式会社燦食 飲食サービス業 那珂郡東海村

10 仕出し弁当　わさび 飲食サービス業 笠間市

11 しまだフーズ有限会社 飲食サービス業 水戸市

12 株式会社SMICE 飲食サービス業 群馬県高崎市

13 株式会社日京クリエイト 飲食サービス業 ひたちなか市

14 株式会社美食の街ひたち 飲食サービス業 日立市

15 ㈲ピュアワールド 飲食サービス業 水戸市

16 株式会社ブロードロード 飲食サービス業 土浦市

17 (有)ペンギン 飲食サービス業 桜川市

18 ホリイフードサービス株式会社 飲食サービス業 水戸市

19 ㈲水戸っこ亭 飲食サービス業 水戸市

20 モスバーガー茨城ブロック 飲食サービス業 東京都品川区

21 焼きいもや 飲食サービス業 札幌市

22 ゆがふ 飲食サービス業 鉾田市

23 LUCKY MONKEY 飲食サービス業 埼玉県南埼玉郡宮代町

24 株式会社レストランスワン 飲食サービス業 群馬県前橋市

25 LAXインターナショナル(株) 飲食サービス業 鉾田市

26 エームサービス㈱神立病院事務所 飲食サービス業（企業・施設内） 土浦市

27 株式会社ジオフーズ 飲食サービス業ほか 日立市

28 青木製麺工場 飲食店 つくばみらい市

29 朝日堂 飲食店 東茨城郡大洗町

30 味処　ときわ 飲食店 水戸市

31 アリーズ　ケバブ 飲食店 土浦市

32 飯村食品 飲食店 日立市

33 いきいき里山友蕎庵 飲食店 桜川市

34 磯料理　お乃せ 飲食店 東茨城郡大洗町

35 一笑一盃 飲食店 守谷市

36 いばらき食彩　香寿亭 飲食店 笠間市

37 イタリアンバル　ヴェッキオアルベロ 飲食店 水戸市

38 うなぎ錦水 飲食店 土浦市

39 うまい門横丁 飲食店 筑西市



番号 企業名 業種 市町村

40 旨い屋　一番 飲食店 東茨城郡茨城町

41 大洗料理つかさ 飲食店 東茨城郡大洗町

42 オーガニックマルシェカフェひ・ら・く 飲食店 東茨城郡茨城町

43 小倉屋食堂 飲食店 常陸太田市

44 海鮮や辰海 飲食店 つくば市

45 格闘酒場　貫一 飲食店 水戸市

46 カシマスタジアムダイニングカフェ　MAHALO 飲食店 鹿嶋市

47 活魚割烹　よこ多 飲食店 鉾田市

48 割烹　川広 飲食店 東茨城郡城里町

49 ㈱我那覇 飲食店 取手市

50 ㈲三栄　かま家 飲食店 東茨城郡大洗町

51 甘味処　あかね 飲食店 小美玉市

52 貴韓房 飲食店 水戸市

53 京遊膳　花みやこ 飲食店 ひたちなか市

54 cucinaA's 飲食店 水戸市

55 ㈲五鐵 飲食店 水戸市

56 ㈲彩菜　ごはんと純米酒の店Ｇoen mon 飲食店 桜川市

57 鹿島立ち処　笹元 飲食店 鹿嶋市

58 Zakka＆café LE MIDI 飲食店 笠間市

59 清水屋 飲食店 潮来市

60 蛇の目寿司 飲食店 水戸市

61 十五屋 飲食店 ひたちなか市

62 寿昌庵けん坊 飲食店 久慈郡大子町

63 酒坊ひころく 飲食店 ひたちなか市

64 祥天丸漁業 飲食店 日立市

65 食・海・鮮　土びん 飲食店 東茨城郡大洗町

66 食彩　太信（(株)まえけん　） 飲食店 北茨城市

67 食堂カフェ　ラヴィ 飲食店 水戸市

68 白河そば店 飲食店 水戸市

69 SUSHIKO　風林亭 飲食店 ひたちなか市

70 創懐食　さが伴 飲食店 神栖市

71 創作料理維新 飲食店 水戸市

72 そば居酒屋　わんかよ 飲食店 水戸市

73 たこ焼き道場　めりけん魂 飲食店 牛久市

74 筑山亭　かすみの里 飲食店 土浦市

75 中華そばのあい川 飲食店 笠間市

76 中国四川料理　鸞鳳 飲食店 水戸市

77 ドラゴンカレー 飲食店 土浦市

78 鳥○ 飲食店 土浦市

79 とんかつ　八戒 飲食店 水戸市

80 とんかつ　とん 飲食店 日立市



番号 企業名 業種 市町村

81 ㈱那嘉屋 飲食店 那珂市

82 肉のレストランくらた 飲食店 日立市

83 日本料理　一桐 飲食店 ひたちなか市

84 ㈱ねぼけ 飲食店 ひたちなか市

85 農夫の台所ファーマーズマキッチン 飲食店 ひたちなか市

86 好的酒飯　好 飲食店 水戸市

87 ㈱坂東太郎 飲食店 古河市

88 ふぐ・あんこう・貴作 飲食店 土浦市

89 酒処　ふらいぱんいま～じ 飲食店 水戸市

90 フレンチレストランTortue 飲食店 笠間市

91 ホテルテラスザガーデン水戸「イル・バンカーレ」 飲食店 水戸市

92 みらんど袋田 飲食店 久慈郡大子町

93 焼そば　よづ家 飲食店 筑西市

94 薬膳中華茶坊　三笠 飲食店 桜川市

95 弥満喜 飲食店 久慈郡大子町

96 ㈱結城ショッピングセンター　うおとみ三和店 飲食店 古河市

97 ㈱結城ショッピングセンター　うおとみ結城店 飲食店 結城市

98 リストランテ勘十郎 飲食店 水戸市

99 リストランテマーノマーノ 飲食店 水戸市

100 龍のひげ 飲食店 水戸市

101 れすとらん幹（㈲オノチ） 飲食店 日立市

102 和食ダイニング　もののけ 飲食店 常総市

103 和の料理ふじ 飲食店 水戸市

104 和風レストランやまびこ（㈲山彦） 飲食店 鹿嶋市

105 ㈱ＩＴＳ ウェブ・コンテンツ提供業ほか 水戸市

106 ㈱藤代範雄デザイン事務所 ウェブ・コンテンツ提供業ほか 行方市

107 ㈱ヘレナメディアリサーチ ウェブ・コンテンツ提供業ほか 土浦市

108 ヤマト運輸株式会社　茨城主管支店 運送業 土浦市

109 (有)茨城映画センター 映画配給ほか 水戸市

110 (株)プロジェクト茨城（筑波海軍航空隊記念館） 映像ソフト制作、貸スタジオ、撮影スタジオ 笠間市

111 ㈲米谷（茨城中央ほしいも協同組合） 卸売業（芋） ひたちなか市

112 (株)丸高商会 卸売業（菓子） 石岡市

113 茨城水産㈱ 卸売業（水産物） 水戸市

114 関東水産株式会社 卸売業（水産物） 土浦市

115 常洋水産株式会社 卸売業（水産物） 水戸市

116 ㈲楽市 卸売業（水産物） 水戸市

117 ㈲アグリクリエイト本社 卸売業（農産物） 稲敷市

118 ㈲日商丸博 卸売業・飲食サービス業 水戸市

119 株式会社Rush Forward 開業プロデュース・経営コンサルタント 東京都中野区

120 阿見町農産加工研究会 各種団体 稲敷郡阿見町

121 泉町二丁目商店街振興組合 各種団体 水戸市



番号 企業名 業種 市町村

122 茨城経営クラブ 各種団体 水戸市

123 ㈲いばらき食文化研究会（酒趣） 各種団体 水戸市

124 いばら４Ｈクラブ 各種団体 古河市

125 岩間農援隊 各種団体 笠間市

126 牛久とくとく市組合 各種団体 牛久市

127 ㈱縁結びジャパン 各種団体 つくば市

128 オーガニックファーマーズマーケット 各種団体 つくば市

129 奥久慈茶カフェ巡り実行委員会 各種団体 久慈郡大子町

130 笠間グルメイト 各種団体 笠間市

131 関鉄レールファンＣＬＵＢ 各種団体 神奈川県鎌倉市

132 ＮＰＯ法人グラウンドワーク笠間 各種団体 笠間市

133 こうめ団（県立医療大学生サークル） 各種団体 稲敷郡阿見町

134 古河市女性企業ネットワーク委員会「食遊三和」 各種団体 古河市

135 古河市農業・農村パートナーシップ活動推進委員会 各種団体 古河市

136 サクラ・カレッジ 各種団体 桜川市

137 しもだて和醸良酒の会 各種団体 筑西市

138 つちうらカリー物語事業者部会 各種団体 土浦市

139 ひたちなか商工会議所 各種団体 ひたちなか市

140 ひだまりのまちプロジェクト 各種団体 龍ケ崎市

141 水戸ホーリーホック・ホームタウン推進協議会 各種団体 水戸市

142 みなとみらいﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ実行委員会 各種団体 ひたちなか市

143 ライスフェスティバル実行委員会 各種団体 高萩市

144 株式会社ビルズイン 貸会議室等 東京都千代田区

145 茨城県ガス協会 ガス業 日立市

146 カンプロ㈱ ガス業 水戸市

147 学校法人晃陽学園つくば栄養医療調理製菓専門学校 学校法人（専修学校） 牛久市

148 晃陽看護栄養専門学校 教育機関 古河市

149 茨城県信用組合　農林水産部 金融機関 水戸市

150 ㈱常陽銀行県庁支店 金融機関 水戸市

151 ㈱筑波銀行 金融機関 つくば市

152 水戸信用金庫 金融機関 水戸市

153 ㈱ＪＷＡＹ ケーブルテレビ 日立市

154 ㈱つくば分析センター 検査機関 つくば市

155 (株)瀧田興業 建設業 土浦市

156 (株)要建設 建設業・飲食サービス業 水戸市

157 ㈱ミカミ 建設コンサルタント 水戸市

158 茨城交通株式会社 交通機関 水戸市

159 関東鉄道(株) 交通機関 土浦市

160 イトーヨーカ堂　日立店 小売業 日立市

161 イトーヨーカ堂　竜ヶ崎店 小売業 龍ヶ崎市

162 ㈱エコス 小売業 東京都昭島市



番号 企業名 業種 市町村

163 ㈱カスミ 小売業 つくば市

164 ㈱かわねや 小売業 常陸太田市

165 ㈱サンユーストアー 小売業 北茨城市

166 ㈱スーパーヒロセヤ 小売業 那珂市

167 ㈱スーパーマルモ 小売業 土浦市

168 ㈱セイブ 小売業 水戸市

169 ㈱セイミヤ 小売業 潮来市

170 ㈱タイヨー 小売業 神栖市

171 （株）ファミリーマート北関東デイストリクト 小売業 栃木県小山市

172 ㈲丸果 小売業 水戸市

173 ㈱マルト 小売業 水戸市

174 ㈱結城ショッピングセンター　スーパーフレッシュ古河店 小売業 古河市

175 株式会社ヨークベニマル 小売業 福島県郡山市

176 イオンリテール株式会社　北関東カンパニー 小売業 埼玉県越谷市

177 ㈱トゥインクルデリバリーサービス 小売業（移動販売） 水戸市

178 ロコモーション　ワークス 小売業（移動販売） 水戸市

179 ㈲但馬屋 小売業（菓子） 水戸市

180 ㈱ナンバーワン 小売業（健康食品）ほか 土浦市

181 あさや米穀 小売業（米） 日立市

182 ㈲沼田要助商店 小売業（米） 水戸市

183 ㈲高橋肉店 小売業（精肉） 龍ヶ崎市

184 茨城地区農産物直売所「さくら」 小売業（直売所） 水戸市

185 内原地区農産物直売所「内原のめぐみ」 小売業（直売所） 水戸市

186 大洗海・山直売センター「いきいき」内大洗地区農産物直売所 小売業（直売所） 水戸市

187 かみす農産物直売所 小売業（直売所） 神栖市

188 上中妻地区農産物直売所「つちっこ河和田」 小売業（直売所） 水戸市

189 酒門地区農産物直売所「フレッシュさかど」 小売業（直売所） 水戸市

190 日本農業実践学園直売所 小売業（直売所） 水戸市

191 守谷ＳＡ野菜村 小売業（直売所） 守谷市

192 渡里地区農産物直売所 小売業（直売所） 水戸市

193 ㈱ＥＬＦ 小売業（直売所）、飲食店 つくば市

194 笠間工芸の丘(株) 施設 笠間市

195 ㈱クリーン工房（ビアスパークしもつま） 施設 下妻市

196 ネクセリア東日本㈱関東支店水戸支部 施設（NEXCO) 水戸市

197 ドライブインうちだや 施設（ドライブイン） 鹿嶋市

198 水戸ドライブインひたちの里 施設（ドライブイン） 水戸市

199 ㈱ふれあい下妻（道の駅しもつま） 施設（道の駅） 下妻市

200 道の駅　いたこ水郷潮来直販委員会 施設（道の駅） 潮来市

201 道の駅　まくらがの里こが 施設（道の駅） 古河市

202 ネッツトヨタ水戸株式会社 自動車販売業 水戸市

203 社会福祉法人茨城県社会福祉協議会 社会福祉法人 水戸市



番号 企業名 業種 市町村

204 社会福祉法人　茨城補成会 社会福祉法人 東茨城郡茨城町

205 社会福祉法人達生堂 社会福祉法人 結城市

206 社会福祉法人　筑西会 社会福祉法人 結城市

207 社会福祉法人実誠会　なるみ園 社会福祉法人 那珂市

208 社会福祉法人　はまぎくの会
ハートケセンター　ひたちなか 社会福祉法人 ひたちなか市

209 社会福祉法人征峯会　パン工房しらとり 社会福祉法人 筑西市

210 (株)ＩＨＳ大洗ホテル 宿泊業 東茨城郡大洗町

211 ひたち湯海の宿　はぎ屋 宿泊業 日立市

212 公立学校共済組合水戸合宿所（ホテルレイクビュー水戸） 宿泊業 水戸市

213 山水荘 宿泊業 桜川市

214 三の丸ホテル 宿泊業 水戸市

215 玉屋旅館 宿泊業 久慈郡大子町

216 ㈱フロンティア水戸（ホテル　ザ　ウエスト　ヒルズ　水戸） 宿泊業 水戸市

217 ホテル日航つくば 宿泊業 つくば市

218 ホテルニュー梅屋 宿泊業 つくば市

219 水戸京成ホテル 宿泊業 水戸市

220 水戸プラザホテル 宿泊業 水戸市

221 茨城アイホ―調理機株式会社 食品機械製造販売 土浦市

222 ㈱幸田商店 食料品製造業（芋） ひたちなか市

223 城東フルーツ 食料品製造業（芋） ひたちなか市

224 しんあい農園 食料品製造業（芋） ひたちなか市

225 大丸物産㈱ 食料品製造業（芋） ひたちなか市

226 大丸屋 食料品製造業（芋） ひたちなか市

227 ㈲常澄農作業支援センター 食料品製造業（芋） 水戸市

228 ㈱照沼勝一商店 食料品製造業（芋） 那珂郡東海村

229 ㈱ニチノウ飛田　 食料品製造業（芋） ひたちなか市

230 日本食品開発促進株式会社 食料品製造業（芋） 大阪府守口市

231 ほしいも村飛田勝治農園 食料品製造業（芋） ひたちなか市

232 マルダイフレッシュフーズ㈱ 食料品製造業（芋） ひたちなか市

233 ㈱マルヒ 食料品製造業（芋） ひたちなか市

234 アサヒビール㈱茨城支社 食料品製造業（飲料） 水戸市

235 味の素ＡＧＦ株式会社 食料品製造業（飲料） 東京都渋谷区

236 キリンビバレッジ㈱ 食料品製造業（飲料） 水戸市

237 阿さ川製菓㈱ 食料品製造業（菓子） 水戸市

238 ㈱井熊總本家 食料品製造業（菓子） 水戸市

239 イトウ製菓（株） 食料品製造業（菓子） 東京都北区

240 株式会社奥久慈屋吉餅 食料品製造業（菓子） 久慈郡大子町

241 菓匠にいつま 食料品製造業（菓子） 水戸市

242 ㈲カノウヤ 食料品製造業（菓子） 東茨城郡大洗町

243 亀印製果㈱ 食料品製造業（菓子） 水戸市

244 グレートリーフ 食料品製造業（菓子） ひたちなか市



番号 企業名 業種 市町村

245 ㈲湖月庵 食料品製造業（菓子） 筑西市

246 五條製菓 食料品製造業（菓子） 水戸市

247 ㈲椎名米菓 食料品製造業（菓子） 取手市

248 株式会社　シオン 食料品製造業（菓子） 鹿嶋市

249 ㈱つかもと 食料品製造業（菓子） 龍ヶ崎市

250 つくばsweets 食料品製造業（菓子） つくば市

251 筑波嶺望菓庵　たちかわ 食料品製造業（菓子） 筑西市

252 ひぐま農園 食料品製造業（菓子） 北茨城市

253 ㈱ふじ屋（つくばプリン） 食料品製造業（菓子） 桜川市

254 株式会社 樹里 食料品製造業（菓子） ひたちなか市

255 木内製菓株式会社 食料品製造業（菓子） 神栖市

256 あいきマロン㈱ 食料品製造業（栗） 笠間市

257 イリエ産業株式会社 食料品製造業（栗） 笠間市

258 ㈱小田喜商店 食料品製造業（栗） 笠間市

259 ㈱サザコーヒー 食料品製造業（コーヒー） ひたちなか市

260 ㈱サザン珈琲 食料品製造業（コーヒー） 常陸大宮市

261 米蔵高安㈱ 食料品製造業（米・大豆） 東茨城郡茨城町

262 ㈱ケーフーズ生田目 食料品製造業（こんにゃく） 常陸太田市

263 岡部(合名) 食料品製造業（酒） 常陸太田市

264 キリンビール㈱茨城支社 食料品製造業（酒） 水戸市

265 須藤本家㈱ 食料品製造業（酒） 笠間市

266 ㈱月の井酒造店 食料品製造業（酒） 東茨城郡大洗町

267 根本酒造㈱ 食料品製造業（酒） 常陸大宮市

268 明利酒類㈱ 食料品製造業（酒） 水戸市

269 ㈱山中酒造店 食料品製造業（酒） 常総市

270 吉久保酒造㈱ 食料品製造業（酒） 水戸市

271 上ホ醤油㈱ 食料品製造業（醤油） 筑西市

272 ヨネビシ醤油㈱ 食料品製造業（醤油） 常陸太田市

273 ㈱山口信太郎商店 食料品製造業（醤油・味噌） つくば市

274 株式会社　あ印 食料品製造業（水産） ひたちなか市

275 （有）大川屋 食料品製造業（水産） 日立市

276 大喜や 食料品製造業（水産） ひたちなか市

277 貝塚忠三郎商店 食料品製造業（水産） かすみがうら市

278 カクダイ水産㈱ 食料品製造業（水産） ひたちなか市

279 (株)樫寅 食料品製造業（水産） ひたちなか市

280 ㈲樫村水産 食料品製造業（水産） ひたちなか市

281 カネハチ海藻 食料品製造業（水産） 東茨城郡洗町

282 鴨川商店㈱ 食料品製造業（水産） 水戸市

283 川達水産株式会社 食料品製造業（水産） ひたちなか市

284 久慈浜水産加工業協同組合 食料品製造業（水産） 日立市

285 小松水産㈱ 食料品製造業（水産） 日立市



番号 企業名 業種 市町村

286 コモリ食品 食料品製造業（水産） 鉾田市

287 ㈱せき 食料品製造業（水産） ひたちなか市

288 ㈱大水 食料品製造業（水産） ひたちなか市

289 (株)大文字屋商店 食料品製造業（水産） ひたちなか市

290 （有）つくばチョウザメ産業 食料品製造業（水産） つくば市

291 株式会社出羽屋 食料品製造業（水産） かすみがうら市

292 (株)マエハマ 食料品製造業（水産） ひたちなか市

293 ㈲ますいち海商 食料品製造業（水産） 北茨城市

294 ㈱松野屋 食料品製造業（水産） 北茨城市

295 マルハニチロシーフーズ株式会社 食料品製造業（水産） ひたちなか市

296 (株)森田水産 食料品製造業（水産） ひたちなか市

297 (株)ヤマイチ 食料品製造業（水産） ひたちなか市

298 渡助商店 食料品製造業（水産） 日立市

299 株式会社茨城もぎたてファクトリー 食料品製造業（総菜） 東茨城郡茨城町

300 株式会社関東ダイエットクック 食料品製造業（総菜） 埼玉県入間郡三芳町

301 株式会社グローバルフーズ 食料品製造業（総菜） 千葉県市川市

302 株式会社酒悦 食料品製造業（総菜） 東京都港区

303 タマムラデリカ㈱美野里工場 食料品製造業（総菜） 小美玉市

304 デリア食品株式会社東京支店五霞営業所 食料品製造業（総菜） 猿島郡五霞町

305 ヤマダイ㈱ 食料品製造業（総菜） 結城郡八千代町

306 ㈱リバティーフーズ 食料品製造業（総菜） 常総市

307 株式会社ローズコーポレーション 食料品製造業（総菜） かすみがうら市

308 麻生ハム工房　ネイチャーファーム 食料品製造業（畜産） 行方市

309 ㈲五浦ハム 食料品製造業（畜産） 高萩市

310 ㈱茨城県中央食肉公社 食料品製造業（畜産） 東茨城郡茨城町

311 ㈱風實 食料品製造業（畜産） 筑西市

312 (株)高久 食料品製造業（畜産） 水戸市

313 ㈱つくば手造りハム(学園手造りハムの会) 食料品製造業（畜産） つくば市

314 ㈲筑波ハム 食料品製造業（畜産） つくば市

315 とうまや商店（松かたシャルキュトリー） 食料品製造業（畜産） 河内町

316 ㈲鳥末食品 食料品製造業（畜産） 常総市

317 岡野製茶 食料品製造業（茶） つくば市

318 ㈲かねた園 食料品製造業（茶） 久慈郡大子町

319 （株）栗原園 食料品製造業（茶） 東京都西多摩郡瑞穂町

320 澤田茶園 食料品製造業（茶） 牛久市

321 のぐち園本店 食料品製造業（茶） 坂東市

322 ㈱野口徳太郎商店 食料品製造業（茶） 猿島郡境町

323 味の素株式会社　関東支店 食料品製造業（調味料） 埼玉県さいたま市

324 (株)ダイショー 食料品製造業（調味料） 小美玉市

325 大平漬物食品 食料品製造業（漬物） 行方市

326 株式会社カワシマ食品 食料品製造業（漬物） 水戸市



番号 企業名 業種 市町村

327 ㈱コジマ食品 食料品製造業（漬物） 龍ヶ崎市

328 ㈲菜香や 食料品製造業（漬物） 筑西市

329 羽生漬物店 食料品製造業（漬物） 行方市

330 株式会社ピックルスコーポレーション 食料品製造業（漬物） 千葉県八街市

331 舟木食品工業株式会社 食料品製造業（漬物） 埼玉県深谷市

332 ㈱吉田屋 食料品製造業（漬物） 東茨城郡大洗町

333 株式会社　小沢食品 食料品製造業（豆腐） 那珂市

334 ㈲佐白山のとうふ屋 食料品製造業（豆腐） 笠間市

335 だるま食品㈱ 食料品製造業（納豆） 水戸市

336 天狗納豆㈱ 食料品製造業（納豆） 水戸市

337 ㈲トーコーフーズ 食料品製造業（納豆） 常陸太田市

338 株式会社ヘルシーフーズワタナベ 食料品製造業（納豆） 栃木県芳賀郡茂木町

339 いばらく乳業株式会社 食料品製造業（乳） 水戸市

340 ㈱小美玉ふるさと食品公社 食料品製造業（乳） 小美玉市

341 雪印メグミルク株式会社　関東販売本部 食料品製造業（乳） 東京都新宿区

342 茨城乳業株式会社 食料品製造業（乳） 石岡市

343 田舎はちみつあかぼっけ 食料品製造業（はちみつ） 猿島郡五霞町

344 山﨑製パン株式会社　古河工場 食料品製造業（パン） 古河市

345 いなり工房　ＩＳＡＧＯ 食料品製造業（弁当） 笠間市

346 ㈱大森食品 食料品製造業（弁当） 水戸市

347 ㈲こうじや（お弁当の万年屋） 食料品製造業（弁当） 東茨城郡大洗町

348 ㈲宮田卯之商店 食料品製造業（豆） 水戸市

349 ㈱ヤマイチ味噌 食料品製造業（味噌） 牛久市

350 ㈲新井製麺所 食料品製造業（麺） 筑西市

351 ㈲川﨑製麺所 食料品製造業（麺） 水戸市

352 丸金産業㈲ 食料品製造業（麺） 那珂市

353 ㈱オーピーシートレーディング 食料品製造業（野菜等加工） 水戸市

354 三宝産業㈱ 食料品製造業（ゆば） 久慈郡大子町

355 株式会社イバレイ 食料品製造業（冷凍食品） 東茨城郡茨城町

356 ㈲昌栄 食料品製造業（冷凍食品） 水戸市

357 (株)レフィーユ 食料品製造業、飲食サービス業 水戸市

358 茨城新聞社 新聞社 水戸市

359 (株)日立テクノロジーアンドサービス 製造業（産業機械器具） 土浦市

360 ホコタ設計コンサルタンツ株式会社 測量・土木設計・補償コンサルタント 鉾田市

361 大洗まいわい市場 直売所 東茨城郡大洗町

362 グリーンハウスひぬま 直売所 水戸市

363 サンファームなるみ 直売所 那珂市

364 ＪＡ茨城みなみ女性部いきいきセンター 直売所 つくばみらい市

365 筑波ふれあい市 直売所 つくば市

366 農事経営法人　産直市場元気村 直売所 常総市

367 物産センターかざぐるま 直売所 常陸大宮市



番号 企業名 業種 市町村

368 ふれあいハウスＪＡ 直売所 水戸市

369 ふれあいファーム芳野 直売所 那珂市

370 HAERUマーケット 定期市運営 東茨城郡茨城町

371 有機農家が作ったオーガニックの店 定期市運営 笠間市

372 水戸ステーション開発株式会社 店舗・事務所運営管理 水戸市

373 ＮＰＯ法人あしたを拓く有機農業塾 農業 笠間市

374 ＮＰＯ法人歩実 農業 筑西市

375 伊藤農園 農業 笠間市

376 農事組合法人いばらき県南阿見産直センター 農業 稲敷郡阿見町

377 ㈲農業法人茨城白菜栽培組合 農業 古河市

378 うしくグリーンファーム株式会社 農業 牛久市

379 エコファーム星山 農業 笠間市

380 農業生産法人　㈱ｶﾙﾃｨﾍﾞｲﾄ･ﾌｧｰﾑ 農業 石岡市

381 ㈱久慈川蔬菜ファミリーファーム 農業 常陸大宮市

382 農業生産法人㈲くらぶコア 農業 行方市

383 谷口農縁 農業 水戸市

384 ㈱塚原牧場 農業 猿島郡境町

385 ファーム大畑 農業 筑西市

386 深作農園 農業 鉾田市

387 ヘルシアプラス㈱ 農業 つくばみらい市

388 ０３農苑 農業 常陸大宮市

389 ㈱みずほ 農業 つくば市

390 緑と風の農園 農業 行方市

391 村田農園 農業 鉾田市

392 やすだ園 農業 小美玉市

393 六国アクツぶどう園 農業 那珂郡東海村

394 ㈱柳川採種研究会 農業（種苗生産販売） 小美玉市

395 ㈱ベルファーム 農業・食料品製造業（青汁） つくば市

396 ㈲大地 農業・食料品製造業（イチゴ・トマト） 常総市

397 (株)なめがたしろはとファーム 農業・食料品製造業（芋） 行方市

398 米川農園　佐之衛門 農業・食料品製造業（芋） 鉾田市

399 つくばきくらげ販売 農業・食料品製造業（乾物） つくば市

400 農事組合法人ショコロンファーム 農業・食料品製造業（栗） かすみがうら市

401 (有)イワセアグリセンター 農業・食料品製造業（そば粉） 桜川市

402 ファームランドさいとう 農業・食料品製造業（味噌、麦茶、弁当等） 東茨城郡茨城町

403 ゴールドデザイン合同会社 パッケージデザインほか 高萩市

404 株式会社茨城県民球団（茨城アストロプラネッツ） プロスポーツクラブ 土浦市

405 ㈱フットボールクラブ水戸ホーリーホック プロスポーツクラブ 水戸市

406 東京海上日動火災保険㈱ 保険業 水戸市

407 三井住友海上火災保険㈱　 保険業 水戸市

408 つくば・あつまれちびっこin豊里の会 ボランティア団体（子育て支援） つくば市
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409 ㈱茨城放送 ラジオ局 水戸市

410 吉田料理教室 料理教室 土浦市

411 アーストラベル水戸株式会社 旅行業 水戸市

412 近畿日本ツーリスト㈱水戸支店 旅行業 水戸市

413 (株)ＪＴＢ　水戸支店 旅行業 水戸市


