
【食の展示・商談会 出展者一覧】 
（１０／４ 水戸会場） 

出展団体 出展品目 紹介 

JA茨城みずほ 飲むヨーグルト“WaKaSa”、米醗酵アイス 
プロテック乳酸菌 H16株入りヨーグルト 
醗酵の力でエネルギー燃焼を促進するアイス 

JA茨城みどり 特別栽培米 奥久慈うまい米「うまかっぺ米」 
大粒で一粒一粒に甘みと旨味が凝縮！もっちりとした食感のおいしい
お米 

ＪＡひたちなか 干しイモ（丸干し、平干し） 麦芽糖などの芋由来の糖を多く含み、カリウムなどの栄養価も豊富 

JA茨城中央 栗ペースト、栗粉 全国第一位の栗出荷量を誇る笠間の栗ペースト、栗粉 

ＪＡ水戸 
うめジャム、ブルーベリージャム、イチゴジャム、
ゆずジャム 

茨城県産の果実を使用した各種ジャム 

北茨城自然薯研究会 自然薯 20年かけて確立した人工栽培技術「北茨城方式」 

農事組合法人 
たかはぎ高原ふぇるむ 

食用ほおずき、ほおずきジャム 甘酸っぱいセレブなフルーツ「ほおずき」の加工品 

㈲アクト農場 バジルペースト、ルッコラ、セルバチコ など 無農薬・無化学肥料のグリーン野菜 

ケンズベリーファーム 
冷凍ブルーベリー、ブルーベリージャム ブルーベ
リーチーズケーキ 

６次産業化認定のブルーベリー専業農家 

やぎぬま農園 
青パパイヤ、那珂パパイヤ生姜シロップ、青パパ
イヤ惣菜 

茨城の大地で栽培される栄養豊富で美味しい青パパイヤ 

ファーム梶山 チャチャルガン茶、チャチャルガンクッキー など 
チャチャルガンの葉を乾燥・焙煎した香ばしくすっきりとした味わいのお
茶と、茶葉や実を入れた体に美味しい自然派クッキー 

お弁当の万年屋 
（㈲こうじや） 

ホッキ貝弁当、ホッキ貝炊き込みご飯の素、ホッ
キ貝カレー 

大洗の震災復興応援シリーズ 

㈱十王銘産観光 ポポーアイス、ポポーワイン 
香りと甘みが特徴の北米産果実「ポポー」で特産品！全国唯一の珍し
いポポーワイン 

長島漬物食品㈱ 漬物、茨城県産の各種沢庵 
契約農家で丹精込めて栽培された良質な茨城県産の白首大根を使
用。熟練職人が約 20種類の沢庵を製造 

飯島畜産㈱ 
「いばらき地養豚」、地養豚を使ったカレー・ウィン
ナー・豚汁 

安心・安全で美味しい豚肉をお届けします！ 

㈲環舎涸沼 
ベビーリーフ、茨城の新鮮な野菜を使った「大地
のスープ」 

木熟にこだわった農家の商品 

㈱半七マルハン水産 チルド製法のこだわり干物各種 薫製風味をはじめ、品質にこだわった干物 

鴨川商店㈱ 涸沼産大和しじみのみそ汁、冷凍しじみ 
本商品は「しじみエキス」を特殊な製法でたっぷりと引き出したレトルト
商品です。 

㈲ナガタフーズ 
大根ドレッシング、茨城県産さつまいもの「スイー
トポテト」、笠間の栗の焼き菓子 など 

大根ドレッシング「大根百笑」で 6次産業化認定 

茨城県フードネットワーク 
協同組合 

各種冷凍食品、カット野菜 など 食育を推進する県内食品加工業者の団体 

小松水産㈱ しらすペースト、しらす、ちりめん、干物 など 
久慈浜が育てた稚魚を厳選！旨味となる水分・塩分に厳しい基準を設
け、美味しく安全に加工した「久慈浜しらす」 

ほこた農商工企業組合 苺酢、ドライ苺 鉾田で立ち上げた新ブランドで震災復興 

㈲佐白山のとうふ屋 茨城在来とうふ、青ごぜん、豆乳ドーナツ 
地元の大豆農家との契約栽培で地産地消を実践。笠間の畑で、市民と
の協働による大豆栽培と豆腐作り活動も行う。 

大ちゃんスイーツ工房 CANON 
（㈱ホリイ） 

厳選素材の各種スイーツ 
茨城の新鮮素材を使ったスイーツ。大手企業とのコラボ商品も手掛け
る。 

ワインショップ La Petite Cave 
（㈱ワインデマミ） 

ワイン、料理用ワイン 
シニア・ワイン・アドバイザーの“マミちゃん”がお客様のニーズ
に合わせてワインを厳選。料理との組み合わせを提案！ 

㈱ふじ屋 大人の贅沢「ゴールドプリン」 など 奥久慈卵と筑波山麓の乳牛から絞った牛乳を使用した濃厚プリン 

奥久慈茶業組合 奥久慈茶 
茨大農学部とキクイモの機能性成分を共同研究。技術力と経験でどん
な農産物も粉末化可能 

奥久慈クレソン 
キクイモパウダー、奥久慈紅茶・ハーブティ、クレ
ソンパウダー など 

大子町の自然が育む、北限の銘茶 

茨城大学 

産学官連携イノベーション創成機構 
企業等との共同研究概要 企業との豊富な共同研究実績 

水戸京成ホテル㈱ パプリカスープ、ゴールデンベリージャム など 茨城県産原材料を使用した厳選ギフト 

㈲川﨑製麺所 水戸藩らーめん 他 各種オリジナル麺 麺へのこだわりとオリジナル麺づくりへの挑戦 

㈱オーピーシートレーディング ペースト等一次加工品 農産物を素材の特徴を生かしたままペースト化 

やすだ園 完熟マンゴー 県内で初めて完熟マンゴーを本格栽培、初収穫 

農事組合法人 緒川村養鶏組合 奥久慈卵、厚焼き玉子、イバライガーエッグ 大自然の中での開放鶏舎で育った鶏卵「奥久慈卵」 

笠間焼協同組合 笠間火器、各種食器 
歴史と伝統に自由な発想を加えた、感性豊かな笠間焼ブランド。食との
コラボレーション実績多数 

※展示出展者は変更することもありますのであらかじめご了承ください。 



】（１０／１７つくば会場） 
出展団体 出展品目 紹介 

JAひたちなか 干しイモ（丸干し、平干し） 麦芽糖などの芋由来の糖を多く含み、カリウムなどの栄養価も豊富 

ＪＡやさと つくばしゃも、若鳥 など 無薬飼料で飼育！納豆菌オリゴ糖を添加した安心地鶏 

ＪＡ茨城みずほ 飲むヨーグルト“WaKaSa”、米醗酵アイス 
プロテック乳酸菌 H16株入りヨーグルト 
醗酵の力でエネルギー燃焼を促進するアイス 

ＪＡ美野里町 にら「美野里緑王」、黒大豆味噌 
銘柄産地指定の有数のニラ産地の独自ブランド（H17 年商標登録）。自家栽培の

黒大豆を使った味噌は県農産加工品コンクールで知事賞受賞(H24年)。 

ＪＡ茨城中央 栗ペースト、栗粉 全国第一位の栗出荷量を誇る笠間の栗ペースト、栗粉 

㈲シモタ農芸 野菜＆ハーブのピクルス 抗酸化力の高い野菜・ハーブを使用したピクルス 

松田製茶 
ブラックアーチ農法のさしま茶・緑茶ラテ・濃緑茶
煎餅 

日本茶インストラクター取得者が、お茶の濃厚な旨味・甘味を最大限に
引き出す「ブラックアーチ農法」で栽培 

つくばヤーコン㈱ ヤーコン半生うどん、ヤーコンマフィンケーキ 自社生産（無農薬・有機肥料）によるヤーコンのオンリーワン加工品 

㈲横田農場 米粉スイーツ（シフォンケーキ、クッキーなど） 
自家生産したコシヒカリを 100％使用。安全安心な大人にも子供にもや
さしいスイーツ 

㈲ストロベリーフィールズ 紅白いちごジェラート、紅白いちごジャム 幸せを運ぶ紅白いちごのスイーツシリーズ 

㈱ベルファーム 
青汁、人参ジュース、ケールミンチ、ケールペース
ト、人参ミンチ など 

生産から加工まで自社一貫生産 

廣原畜産 蓮根豚 
蓮根を豚の餌に、豚の糞を蓮根の肥料に利用する地域循環型農業に
よる肥育 

㈱カルティベイト・ファーム 季節の農産物、バターナッツカボチャ 
柔軟な発想とチャレンジ精神溢れる若手農業者グループ！農業イベン
トや農作物直売、異業種コラボ等 

大島農園 
食用ホオズキ 「ストロベリートマト」、「トマティー
ヨ」 

トマト栽培30年のノウハウを生かした、甘味と酸味のバランスが良く、フ
ルーティーで上品な香り 

㈱アグリチャレンジ・アイ ブルーベリー、ブルーベリー加工品 ブルーベリーマイスターが作る「青い宝石」 

笠間自然薯研究会 じねんじょ、自然薯漬け物 
土づくりに取り組み７年。有機肥料 100％減農薬栽培エコファーマー認
定。「かさまの粋」認証品 

㈱つかもと 直火炊き本格手作りの甘納豆 
創業 76 年、一釜・一釜丁寧に仕上げた伝統製法「直火炊き」。平成 24
年 4月に業界初の ISO22000取得 

道の駅しもつま SHIMO TSUMA BEER、しもつま納豆「福よ来い」 しもつま地ビール、下妻産大豆を使用した自家製納豆 

百味工房つむぎの 
（㈱野村醸造） 

杵つきどんと、茨城産果実ジャム・飲む果実酢、
塩麹 

清酒「紬美人」蔵元「野村醸造㈱」が立ち上げた食品ブランド「つむぎ
野」 

農カフェ 各種農産物加工品 
こだわりの商品を多数発信。受託加工も可能な農を新しいカタチにする
アンテナショップ 

㈱グリーンアート 
濃縮トマト、ドライトマトのベーグル、セミドライトマ
トオイル漬け など 

これまでのドライトマトの常識が変わる！濃厚な甘さとほのかな酸味が
特徴的！ 

野口徳太郎商店 さしま茶、茶の種子の粉末茶 お茶の種子と茶葉を独自のレシピで配合！ 

㈲筑波ハム つくば豚 など 
専属農場で抗生物質を添加せず、大麦を多くした独自の配合飼料で通
常より長い期間丹精込めて育てた豚 

つくば市物産会 
つくば市が認証した物産品及びつくば市の特産
品 

つくば市認証「つくばコレクション」 

つくば市商工会 
「パンの街つくば」 

茨城生まれのパン用小麦「ユメシホウ」を使用し
たパン 

つくば市内のパン屋９店舗が加入 

㈱つくば分析センター 食の安全に関する測定、検査、分析技術 
残留農薬、放射能、食品添加物、遺伝子組み換え商品等の専門検査
機関 

茨城大学 

産学官連携イノベーション創成機構 
企業等との共同研究概要 企業との豊富な共同研究実績 

茨城県フードネットワーク 
協同組合 

各種冷凍食品、カット野菜 など 食育を推進する県内食品加工業者の団体 

笠間焼協同組合 笠間火器、各種食器 
歴史と伝統に自由な発想を加えた、感性豊かな笠間焼ブランド。食との
コラボレーション実績多数。 

茨城デザイン振興協議会 
会員デザイナーが関わった開発商品、パッケージ
など 

県内デザイナーによる団体。パッケージデザインは勿論、商品開発に
必要不可欠なストーリー、アイディア、コンセプトを共に考え、提案する。 

筑波福来みかん保存会 福来みかん 日本最北端のみかん産地 

㈲森ファームサービス 
完全無農薬米、プレミアム蕎麦粉、オーガニック
野菜 

あいがも農法・無農薬栽培でプレミアム農産物を提供 

㈱磯山商事 オリジナルカレー、茨城愛‘ス など ５０種類以上ご当地カレーを手掛ける実績 

㈱三和豆水庵 波乗りジョニー 他各種豆腐関連商品 斬新なネーミングと確かな味のジョニー豆腐 

※展示出展者は変更することもありますのであらかじめご了承ください。 

 


