
3月1日木 12：30～16：302018年

フェリヴェール　サンシャイン

百貨店、スーパー、コンビニエンスストア、セレクトショップ、SA・PA
道の駅、商社・卸・問屋、飲食店、ホテル・旅館、通販・宅配、ゴルフ場など

バイヤー・調達担当の皆様へ

心よりご来場をお待ち申し上げております。

茨城県、茨城県中小企業団体中央会、茨城県農商工等連携推進協議会

●JR常磐線「水戸駅」下車　南口 徒歩約10分　タクシー約５分　●常磐自動車道「水戸IC.」から約20分

茨城県農業協同組合中央会、茨城県信用組合、㈱商工組合中央金庫 水戸支店、㈱日本政策金融公庫 水戸支店
㈱茨城新聞社、 ㈱茨城放送、茨城県食品産業協議会
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水戸農業協同組合
【出展商材】
［常陸大黒ジェラート・甘納豆］「常陸大黒」は花豆として国内初の、種皮色が黒一色で、光
沢のある高品質・大粒の品種です。名前は、茨城県で育成され、かつ日本一大きな黒一色の
花豆品種であることから、『西の丹波黒（大豆）、東の常陸大黒（花豆）』と称されることを願っ
て命名されました。
［米粉麺「穂々の空」］ベトナム料理の「フォー」とも異なる、和・洋・中どんなジャン
ルにでも合う新食感でアレルギーフリーの麺です。水戸農業協同組合青年部で構成する
「TSUNEZUMI 麺’s」が、「農家がつくる美味い米の麺」をテーマに開発しました。
［各種ジャム］管内で収穫された素材を生かし、ジャムにしました。パンだけでなく、ヨーグ
ルトやアイスクリームに添えてお召し上がりください。

【商談希望先】スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ホテル、レストラン、百貨店、道の駅、居酒屋、ゴルフ場、
冠婚葬祭業者、ドラッグストア、ドライブイン・パーキングエリア・サービスエリア、学校給食・社内食堂委託業者

2

有限会社津久文
【出展商材】
［天下一品酒びたし］当商品は、水産加工品会社×酒蔵×水産卸が共同開発しました。新鮮な
サバを一品に漬け込み、熟成乾燥することで、臭みがなく、ふっくらと焼き上がります。魚
の味も奥深く、冷めても美味しくお召し上がりいただけます。
［燻醤干し］「燻製の香り」と「醤油の旨味」が口の中でふわっと広がる極上の醤油干しです。
身がとてもジューシーな燻醤干しはごはんのお供や酒の肴にピッタリの商品です。平成 27年
度茨城県農林水産部長賞を受賞しました。
［煎り酒ひもの］日本酒、梅干し、鰹節、昆布の旨み成分を煮詰めた煎り酒は、だしの旨みと
梅干しの酸味が醤油の約半分の減塩をカバーし、美味しくお召し上がりいただけます。梅酢
が魚の臭みも消し、後味さっぱりした商品です。

【商談希望先】百貨店

3

株式会社中村商店
【出展商材】
［しらうおスープ・しらうおスナック］霞ヶ浦産のしらうおをフリーズドライ加工でサクサク
に仕上げましたお子様からお年寄りまで幅広く食べて頂ける商品です。
［しらうお佃煮］霞ヶ浦産のしらうおに生姜を入れて上品に炊き上げました。
［わかさぎ佃煮］霞ヶ浦で水揚げした公魚（ワカサギ）に焼きを入れてから炊きました。

【商談希望先】百貨店、道の駅、ドライブイン・パーキングエリア・サービスエリア、学校給食・社内食堂
受託業者
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株式会社カツラギ有功社
【出展商材】
［水戸黄門葵ラーメン］麺をじっくりと熟成することで、即席麺ながら茹で上げるとまるで生
麺のような味わいです。スープは小美玉市の「株式会社幡谷本店」が醸造する醤油を使用し、
まろやかなコクをお楽しみいただけます。納豆パウダーを入れますとまろやかな納豆ラーメ
ンとしてお召し上がりいただけます。

【商談希望先】道の駅、ドライブイン・パーキングエリア・サービスエリア、土産品店

5

株式会社瀧田興業（TAKITA　COMPANY）
【出展商材】
［瀧田蕎麦］茨城県を代表する蕎麦の品種「常陸秋蕎麦」！の特徴を使用した自社オリジナル
ブランド瀧田蕎麦、高品質なそば粉を使用した乾麺です。
［めんつゆ］瀧田蕎麦に合う配合で作った麺つゆです。
［蕎麦アイス］無添加素材で仕上げた健康に良い蕎麦アイス。その他、蕎麦アイスに麺つゆを
入れ、「ざる蕎麦」＋「デザート」が食べられる新しい感覚です。

【商談希望先】ホテル、レストラン、道の駅、居酒屋

いばらき地域特産品展示商談会出展者
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青木製麺工場
【出展商材】
［ゆで焼きそば］つくば市産小麦粉 100％の太麺焼きそばです。モチモチの食感が特徴です。
［生パスタ］茨城県産小麦粉 100％の生パスタです。コシがあり、モチッとした食感です。

【商談希望先】百貨店、道の駅、ゴルフ場、冠婚葬祭業者、ドライブイン・パーキングエリア・サービスエリア

7

日升庵
【出展商材】
［ハーブティー］さしま茶ベースのハーブティーです。
［スコーン］おからと発芽玄米粉を使ったヘルシーなスコーンをミニサイズで食べやすいサイ
ズに。おやつや補食として手軽に必要な量だけちょっとずつ食べられるようにしました。
［せんべい］筑波山麓の「常陸小田米」を 100％使用し、噛むほどに甘さが引き立ちます。

【商談希望先】百貨店、道の駅

8

ヘルシアプラス株式会社
【出展商材】
［みらいの玄米ごはん］茨城県産有機栽培のミルキークイーンの玄米をレトルトにして電子レ
ンジ２分で炊き立ての玄米ごはんがすぐ食べられます。常温で１年保存が可能です。
［みらいの十八雑穀米］国産原料 100％で作られた十八穀米です。人気上昇のもち麦入り雑穀
米で食物繊維が多く、美容・健康に志向の強い女性などに人気の商品です。
［みらいの黒豆玄米茶］有機栽培の玄米と北海道産の黒豆を 24時間遠赤外線で焙ってお茶に
しました。冷え性・むくみ・ダイエット効果が期待できます。ノンカフェイン茶です。

【商談希望先】ホテル、レストラン、百貨店、道の駅

9

有限会社菊地煎餅店
【出展商材】
［大黒堅焼せんべい］坂東市のコシヒカリを原料とし、天日干しにて生地作りをしています。
醤油も一枚ずつ刷毛ぬりをしています。昔ながらのお煎餅です。
［揚おかき］坂東市のコシヒカリを使用、味付けは醤油のみ、お米の旨みを味わってください。
［げんこつ揚もち］しょうゆ味とのり塩味があります。自然乾燥し手揚げ餅です。懐かしいも
ち米本来の味をご賞味ください。

【商談希望先】スーパーマーケット、百貨店、道の駅、ドラッグストア、ドライブイン・パーキングエリア・
サービスエリア

10

田舎はちみつあかぼっけ
【出展商材】
［田舎はちみつ］五霞町の豊かな大地に咲く花々から採れた月毎はちみつは、採れた季節で香
り、味覚、彩りの違いが楽しめます。希少な天然無添加の生はちみつをご賞味ください。

【商談希望先】スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ホテル、レストラン、百貨店、道の駅、冠婚
葬祭業者、ドラッグストア、ドライブイン・パーキングエリア・サービスエリア

11

小美玉市ブルーベリー生産組合べりちゃん工房
【出展商材】
［ピューレ］甘みの強いラビッドアイを種や皮をとって裏ごししています。糖度は無糖～ 65
度まで通年で受注生産いたします。砂糖を使用していないため、ステーキソースやドレッシ
ング、カクテルなどにもご使用いただけます。
［ジャム］大粒で甘酸のバランスよく、生食に最適なハイブリッシュ系ブルーベリーに黒糖を
加え製造しています。
［ブルーベリーキャンディ］糖度 60％ですっきりとした甘さが特徴です。大きさも手ごろで
お子様からシニアのお客様まで、幅広い世代の方にお召し上がりいただいています。

【商談希望先】ホテル、レストラン
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有限会社髙橋肉店
【出展商材】
［豚肉みそ漬］茨城県産の瑞々しい豚肉（瑞穂牛）を薄切りにスライス、吟味した数種類の味
噌をオリジナルにブレンドし、深みのある味噌の香りが食欲をそそる美味しさです。

［龍ケ崎コロッケ（ばぁちゃんコロッケ）］国産ジャガイモ、玉ねぎ、ひき肉を使って作った
お肉屋のコロッケ。秘伝のタレで味付けしているところが特徴。60年変わらない「ばぁちゃ
んコロッケ」飽きのこない味が魅力です。

［茨城の美味しいお肉「常陸牛＆瑞穂のいも豚みそ漬」セット］空気が美味しい、水が美味しい、
自然豊かな茨城でのびのびとした環境のもと育まれた黒毛和牛と、サツマイモ・ハーブ等（純
植物性専用指定飼料）を食べて育った瑞穂のいも豚を使用。

【商談希望先】スーパーマーケット、ホテル、レストラン、百貨店、道の駅、ゴルフ場、冠婚葬祭業者、ド
ライブイン・パーキングエリア・サービスエリア、学校給食・社内食堂受託業者

12

株式会社小美玉ふるさと食品公社
【出展商材】
［おみたまヨーグルト］酪農の里小美玉で絞られた新鮮な生乳を濃厚な味わいの飲むヨーグル
トに仕上げました。
［でせ～るふらん（プリン）］地元の新鮮な卵と生乳を口どけなめらかなプリンに仕上げまし
た。パッケージがオシャレで女性に大人気です。
［カップヨーグルト］ゆず、梅、金柑、ブルーベリーなど果実感が十分に味わえるなめらかヨー
グルトです。どれもヨーグルトとの相性が抜群です。

【商談希望先】スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ホテル、レストラン、百貨店、道の駅、冠婚葬祭業者、
ドラッグストア、ドライブイン・パーキングエリア・サービスエリア、学校給食・社内食堂受託業者
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株式会社小沢食品
【出展商材】
［うの花こんにゃく］低カロリー、低脂質、糖質ゼロ、プラス高食物繊維の身体に優しい国産
の新素材です。ダイエット効果のみならず、腸内環境の良化で、デトックス効果が期待でき
るなど健康面で訴求ができるインナービューティー商品です。

［豆乳おから］生おからと出来立て豆乳を入れることで、しっとりとします。また、味に関し
ても大豆本来のコクや旨味に深みが出ます。大豆まるごとで栄養価も高く、業界初の無添加
常温タイプです。空けてすぐに、ご利用いただけます。

［ロングライフ豆腐（ダイスカット）］長期保存が可能なため、いつでも使用できる便利でロ
スが少ない豆腐です。ダイスカットしてあるので、手間が省けます。高温殺菌で、防腐剤、
保存料の添加物は使用していませんので、身体にも優しいです。

【商談希望先】スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ホテル、レストラン、百貨店、道の駅、居酒屋、ゴルフ場、ドラッグストア、学校給食・社内食堂受託業者

15

みそ漬工房味噌美
【出展商材】
［ちーずの味噌漬け米菱生みそブレンド］徳川家水戸藩の御用蔵として代々醤油を醸造してき
た伝統を受け継ぐヨネビシ醤油の国産丸大豆完熟味噌を使用したチーズの粕味噌漬け。米菱
の生みそは米麹を通常よりもたっぷり使っているので、麹の深い風味や旨みが堪能できる仕
上がりです。
［ちーずの味噌漬け赤だしみそブレンド］長期熟成させた豆味噌にだしを加えた赤だし味噌を
ブレンドし、沖縄産の黒糖で仕上げました。大豆のみで作られた味噌は味が濃厚で深いコク
と風味を堪能できます。お酒をこよなく愛飲される方に人気のある商品です。
［ちーずの味噌漬け西京白みそブレンド］西京味噌発祥の地京都で作られた美しい淡黄色の甘
味噌で漬け込んだ粕味噌漬け。米麹をふんだんに使った上品な甘味と低めの塩分が特徴で、
女性や若い方に好まれるようなスイーツ感のある商品です。

【商談希望先】ホテル、百貨店、道の駅、ゴルフ場、冠婚葬祭業者、土産販売店等

14

木内酒造合資会社
【出展商材】
［常陸野ネストビール］世界 30ヶ国以上で販売。日本らしさにこだわった常陸野産クラフト
ビールです。
［木内梅酒］常陸野ネストビールを蒸留したスピリッツに梅の実を漬けた、さらりとした甘さ
の梅酒です。
［菊盛］1823 年の創業から受け継がれてきた家伝の技で仕込む清酒菊盛です。

【商談希望先】スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ホテル、レストラン、百貨店、道の駅

13

株式会社やぎぬま農園
【出展商材】
［冷凍パパイヤ］平切り、ブロックの小サイズです。家庭用に便利な健康野菜です。
［パパイヤカレー］オンリーワン商品です。那珂パパイヤが入りお客様から高評価をいただい
ています。
［パパイヤ茶］那珂パパイヤの葉で作った健康機能性の高いお茶です。

【商談希望先】スーパーマーケット、コンビニエンスストア、レストラン、百貨店、道の駅、居酒屋、ゴルフ場、
冠婚葬祭業者
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輿都屋（よつや）
【出展商材】
［福神漬］自家栽培した主な原料を数種類の醤油、砂糖でブレンドし、漬け込んだ一品です。
［漬け大根］自家栽培した主な原料に、醤油、砂糖、酢、昆布だしで漬け込んだ一品です。
［古漬け］塩のみで漬け込んだ一品です。

【商談希望先】スーパーマーケット、コンビニエンスストア、レストラン、百貨店、道の駅、居酒屋、ドラ
イブイン・パーキングエリア・サービスエリア、ギフトカタログ

18

有限会社高橋食品
【出展商材】
［紫峰の絹］地元産の大豆を使った豆の美味しさが味わえる絹豆腐です。
［紫峰Ｂ木綿］地元産の大豆を使った豆の美味しさが味わえる木綿豆腐です。
［紫峰Ｂ刺身ゆば］地元産の大豆を使った濃厚な刺身湯葉です。

【商談希望先】百貨店、道の駅、ドライブイン・パーキングエリア・サービスエリア

22

常陸大宮市温泉事業株式会社
【出展商材】
［柚子の美］常陸大宮市内で収穫した「柚子（多田錦）」を丁寧に搾汁し、蜂蜜を加え柚子本
来の酸味を活かした無添加の濃縮ジュースです。
［柚子きれい］常陸大宮市内で収穫した「柚子（多田錦）」を丁寧に搾汁した濃縮ジュースです。
「柚子の美」は姉妹品となります。
［サイダーセット］常陸大宮市内で代表する「柚子（多田錦）」の風味を活かしたさわやかゆ
ずサイダー。「りんご」の香りを活かしたさわやかりんごサイダー。冬はホットでも飲める「ゆ
ずジンジャーエール」。お子様からお年寄りまで大人気の商品です。

【商談希望先】スーパーマーケット、コンビニエンスストア、レストラン、道の駅、居酒屋

21

エコファーム飯島
【出展商材】
［七福来］筑波山特産の福来みかんと江戸野菜「内藤とうがらし」の組み合わせでできた風味
の良い七味唐がらしです。
［七福来ギフトBOX］年始のご挨拶等のお土産品としてご活用いただきたく、手に取りやすい
値段に仕上げました。ゴルフコンペの景品としても、取引先のちょっとした贈答品としても
ご使用いただきたい商品です。

【商談希望先】百貨店、道の駅、ゴルフ場

20

常陸農業協同組合
【出展商材】
［常陸大黒］茨城県のオリジナル品種です。砂糖を使わず、ヘルシーな麦芽や水あめを使用し、甘
さ控えめで上品な商品です。
［里美のむヨーグルト］非常に濃厚なコクとスッキリとした味わいが特徴の常陸太田市認証特産品
です。
［常陸のしずく］クセがなく、まろやかで、茶葉の渋みを深く感じられます。

【商談希望先】スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ホテル、レストラン、百貨店、道の駅、居酒屋、ゴルフ場、
冠婚葬祭業者、ドラッグストア、ドライブイン・パーキングエリア・サービスエリア、学校給食・社内食堂委託業者

19

フェルミエ那珂
【出展商材】
［高級ほしいも］栽培から加工までの工程を統一した基準で行い、その中で上位品質の製品の
みを厳選して商品化しました。
［ドライトマト］トマト農家だからこそできるトマトの旨味を凝縮させて仕上げました。その
ままで食べても十分美味しく、料理に使えば、トマト風味を強く引き立たせます。
［西洋野菜］サラダに使えば、その彩で美味しさを一層引き立たせることができるほか、西洋
野菜独自のバラエティに富んだ味をお楽しみいただけます。

【商談希望先】スーパーマーケット、ホテル、レストラン、百貨店、道の駅、ゴルフ場
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晃陽学園　つくば栄養医療調理製菓専門学校　レストラン＆ベーカリー　ミーモ
【出展商材】
［OLIO（オーリオ）３種類］トランス脂肪酸ゼロの牛久産なたね油を使用した香味油です。
味はロッソ、ハーブ、バジルの３種類。料理にそのままかけたり、和えたりするだけで味の
バリエーションの広がる商品です。
［OLIO（オーリオ）ドレッシング］OLIO（オーリオ）と同じトランス脂肪酸ゼロの牛久産な
たね油を使用したドレッシングです。人参をふんだんに使用し、自然な甘みの効いた味です。

【商談希望先】スーパーマーケット、レストラン、道の駅、ドライブイン・パーキングエリア・サービスエ
リア

25

株式会社山西商店
【出展商材】
［新・おみたまプリン　カラメル入り］県内の自由な環境で健康的に育てた平飼い鶏が産む卵
と、小美玉市内で育てた放牧牛のノンホモ牛乳を使用した３層プリンです。焼き上げるとき
の温度管理も限界ギリギリの低温で徹底し、じっくりと焼きあげています。賞味期限は 15日
です。

【商談希望先】百貨店、道の駅、ゴルフ場、冠婚葬祭業者、ドライブイン・パーキングエリア・サービスエ
リア

26

企業組合笠間市物産センター
【出展商材】
［焼き栗］笠間の栗（3Lサイズ）を大粒で焼き上げました。貯蔵栗で超あまの商品です。
［栗ペースト］蒸した栗を丁寧に裏こしをして仕上げています。糖度、粗さ等調整可能です。
［栗加工品（数種類）］渋皮煮、甘露煮など取り揃えています。

【商談希望先】レストラン、百貨店、道の駅

27

有限会社大洋まほろ馬農場
【出展商材】
［スィートバジル］ハーブの代表格でもある“スィートバジル”。パスタやピザには欠かせま
せん。トマトやチーズと、とても相性が良いハーブです。香りは精神疲労を和らげてくれる
と言われています。
［ハーブ入りベビーリーフミックス］野菜の幼葉を機械を使わず丁寧に手で摘み採っています。
短期間で生育しますので、農薬はほとんど散布せず収穫できます。中にハーブをミックスした
オリジナル商品です。ハーブは消化を助ける作用のあるイタリアンパセリ等が入っています。
［コリアンダー］エスニックブームで注目度№１のハーブです。英語では“コリアンダー”中
国語では“香菜（シャンツァイ）”タイ語では“パクチー”と呼び名は様々です。独特の香り
が特徴です。胃腸の調子を整えてくれると言われています。

【商談希望先】スーパーマーケット、ホテル、レストラン

28

石山野草園（銀ちゃんの野草園）
【出展商材】
［銀ちゃんのパリパリ漬］畑で作った大根を原料とした漬物で、醤油、砂糖、塩、お酢のみで
漬けました。防腐剤を使わず、パリパリとした歯ごたえをお楽しみいただけます。

【商談希望先】道の駅
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ＮＰＯ法人ボイス社
【出展商材】
［トマピー］トマトのような形をした新種のパプリカです。ビタミンＡ・Ｂ2・Ｃ等を豊富に含
む健康野菜です。肉厚で甘みがあり、ピーマン臭がないので生でもおいしくお召し上がりい
ただけます。火を通しても鮮やかな色が残り、食卓を華やかにします。
［冷凍カットトマピー］ボイス社で栽培したトマピーをカットして真空包装してから -40℃で
急速冷凍し、-20℃の冷凍保管庫で保管し販売します。

【商談希望先】スーパーマーケット、ホテル、レストラン、道の駅、居酒屋、ドライブイン・パーキングエリア・
サービスエリア、学校給食・社内食堂委託業者

30

藤枝食菌
【出展商材】
［ぶなしめじ］ぶなしめじを育てる「菌床」には米ぬか、おから、コーンコブ、大豆皮、フスマ、
オガ等 100％植物由来の原料を使用しています。

【商談希望先】スーパーマーケット、ホテル、レストラン、道の駅、居酒屋、ドライブイン・パーキングエリア・
サービスエリア、学校給食・社内食堂委託業者

31

なめがた食彩マーケット会議
【出展商材】
［紅優甘］優しい甘み、しっとりとした味わいのブランドさつまいも「紅優甘」と行方産の米
を使用した本格芋焼酎です。このお酒は、ぜひ女性の方にも飲んでいただきたいという思い
で造りました。
［ゆうか］紅優甘の姉妹商品のスパークリング焼酎です。紅優甘の優しい甘みはそのままに、
スパークリングならではの弾ける美味しさが特徴です。冷やしてお楽しみいただきたい商品
です。
［焼き芋サブレ］行方産の紅はるかをパウダーにして、バター風味の生地にたっぷり加え、さ
つまいもをしっかりと味わえるサブレに仕上げました。

【商談希望先】スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ホテル、レストラン、百貨店、道の駅、居酒屋、ゴルフ場、
冠婚葬祭業者、ドラッグストア、ドライブイン・パーキングエリア・サービスエリア、学校給食・社内食堂委託業者

32

ＪＡなめがた
【出展商材】
［干し芋］JAなめがた産「紅優甘（べにゆうか）」を使用した濃厚かつスイーツのような干し
芋です。天日干しで一枚一枚丁寧に仕上げ、弾力のある「平干し芋」とさつまいも一本を丸
ごと凝縮させた「丸干し芋」、２つの食感を楽しむことができます。

【商談希望先】ホテル、冠婚葬祭業者、ドライブイン・パーキングエリア・サービスエリア、通販、宅配

33

奥茨城よろず堂プロジェクト
【出展商材】
［ちりめんじゃこパスタ］久慈浜産のちりめんじゃこを生パスタに練り込んだ、磯の香りが楽
しめる和風パスタです。小松水産株式会社と有限会社中橋製麺所のコラボ―ション商品です。
［ボンボンショコラ］合資会社井坂酒造店醸造の日本酒「日乃出鶴」をパティスリーましぇり
がボンボンショコラに仕立てました。甘い吟醸香りが口いっぱいに広がります。

【商談希望先】スーパーマーケット、ホテル、レストラン、百貨店、道の駅、ドライブイン・パーキングエリア・
サービスエリア
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フードビジネスフェアいばらき2018

参 加 申 込 書（FAX 029-224-6446）
記入年月日　　　　年　　月　　日

〔１〕事業所概要

事 業 所　・
団 体 等 名

所 在 地
〒

電 話 番 号
Ｆ Ａ Ｘ 番 号

（　　　　　　）　　　　　－

（　　　　　　）　　　　　－
記 入 者

業 種
（いずれか一つを選択）

□ 農畜水産物生産物　　　□ 金融機関・団体

□ 食品加工製造業　　　　□ 医療・介護・福祉

□ 食品小売・卸売業　　　□ 官公庁・地方自治体

□ ホテル・旅館・飲食店　□ その他

□ レジャー関連　　　　　

業 種 詳 細

ホームページ http:// メ ー ル

〔２〕参加者
役　職　名 参加者氏名

この参加申込書にご記入いただいた内容は、当フェアの実施に拘わる目的のために使用致します。

【お申込み・お問合せ】

茨城県中小企業団体中央会（連携推進課　照沼知之）
　〒310-0801　茨城県水戸市桜川2-2-35　TEL 029-224-8030　FAX 029-224-6446

２月23日㈮までにFAX又は郵送にてお申込みください。
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