
でせ～るふらん

ヨーグルト屋さんのこだわり窯出しプリン
でせーるふらんは職人によるハンドメイド。鶏卵産出日本一で
ある茨城県の鶏卵と小美玉市の濃厚な生乳を使って低温で
じっくり蒸されたプリンはコクがあり、舌触りも滑らか。添加物
や香料、保存料を使用していない点も安心。

爽やかな風味の秘密は
ホップ薫るスピリッツ
1823年創業の酒蔵が造る梅酒。世界で
高い評価を得ている「常陸野ネストビー
ル」を蒸留したビールスピリッツに、茨城
県産の梅の実をじっくり漬け込んでいる。
さらりとしたのどごしで、梅のほどよい酸
味と爽やかなスピリッツのバランスが絶
妙な味わい。

笠間の栗がたっぷり！
上品な甘さの焼き菓子
日本有数の栗の産地として知られる笠間
市。その笠間産の栗をきめ細かなペース
ト状にしてブランデーや卵黄を練り込み、
ひとくちサイズに仕上げた焼き菓子は、
なんと原材料の約半分が笠間の栗という
贅沢さ。口の中いっぱいに栗の豊かな風
味と上品な甘さが広がる。

農家自家製フルーツが香る
爽やかな和洋菓子
「茨城めろんの片想い」は完熟メロンの果
汁を使ったプチメロンパン。「茨城いちご
の初恋」には軽やかな甘さのいちごジャ
ム、「茨城さつまいもの出逢い」には紅あ
ずまのペーストがたっぷり。メロンやいち
ご、さつまいもは、100年以上続く農家
が土からこだわった自家製を使用。

稲わらが引き立てる小粒大豆の濃厚な味わい
茨城県産の小粒大豆「納豆小粒」にこだわった本場水戸わらつと
納豆。稲わらに包むことで水分が飛び、引き締まった大豆は歯ご
たえがあり、味も濃厚。県内の農家で手刈りされた稲わらの香り
が納豆の風味をいっそう引き立てる。チャーハンやパスタにもお
すすめ。

メディアも注目する大人気“とろ～り”絶品パン
茨城県産の奥久慈卵と牛乳を贅沢に使用し、文字通り“とろ～
り”とした自家製カスタードクリームがたっぷり入ったクリーム
パン。もっちりとしたパンの食感もクリームと相性抜群。

株式会社小美玉ふるさと食品公社
　0299-56-6991

株式会社小美玉ふるさと食品公社
小美玉市山野1628-42（空のえき そ・ら・ら内）
0299-56-6991

パン工房ぐるぐる那珂本店
那珂市菅谷5360-1
029-352-2560

だるま食品株式会社本店
水戸市柳町1-7-8
029-221-7068

木内酒造本店
那珂市鴻巣1257
029-270-7955

有限会社ナガタフーズ
笠間市福島672
0299-45-4542

販売店舗は電話で
お問い合わせください

ル・フカサク
鉾田市台濁沢157
0291-32-8732

木内梅酒
木内酒造合資会社（那珂市）
　029-270-7955

茨城めろんの片想い
茨城いちごの初恋

茨城さつまいもの出逢い
農業法人深作農園有限会社（鉾田市）

　0291-39-8560

だるまわら納豆1本束
だるま食品株式会社
　0120-21-7068

奥久慈卵のとろ～りクリームパン
株式会社ぐるぐる
　029-352-2560

すいーとまろん
有限会社ナガタフーズ（笠間市）

　0299-45-4542
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1/1～1/3

常陸太田市オリジナル品種の
ぶどう「常陸青龍」や巨峰など
の特産品をはじめ、新鮮野菜、
お土産が豊富に並ぶ直売所。
フードコートでは、常陸秋そば
などの地元グルメも味わえる。

９：００～１８：００

第２火曜日（８月を除く）、１/１・１/２

（12/31～1/3）

新鮮な野菜はもちろん初夏～夏
にかけて並ぶ下妻名産の梨や、
梨を使ったリキュールは是非
買っておきたい一品。併設され
た納豆工場の見学も可能。

猿島郡五霞町ごかみらい13-3

普通車127台、大型車68台、障害者用2台

地元特産品や採れたて新鮮野菜
はもちろん、全国のお醤油やカッ
プ酒、沖縄アンテナショップまで
あるワクワクがとまらない道の駅
です！自治体初！自動運転バスの
始発駅にもなっています。是非
体験してみてください。

普通125台、大型13台、障害者用3台

普通車２８１台、大型車２０台、障害者用３台

北関東自動車道友部ICをおりて
すぐ、「笠間のゲートウェイ」をコン
セプトに笠間の魅力を発信する道
の駅。「笠間の栗」をはじめとする
様々な地元の食材がそろう。

かさま8

笠間市手越22番地1
0296-71-5355
9：00～18：00（各店舗により異なる）
毎月第4木曜日
432台
北関東道：友部ICから約5分

笠間市
県央

さまざまな施設が点在する複合
型のハイブリット道の駅。芝生
広場を中心に、グルメ、カフェ、
直売所があるほか、子育てに便
利なキッズスペースなども充実。

グランテラス筑西13

筑西市川澄1850
0296-45-5055
9：00～18：00
毎月第3水曜日、1月1日
361台（大型車/43台）
北関東道：桜川筑西ICから約15分

筑西市
県西

78

地元里美産

16:30

親水広場が隣接されBBQも可
能。

久慈川

１/１、第3木曜日（祝日の場合は翌日）

日帰り温泉や本格的なレンタ
サイクルもあります。

第1・第3水曜日（温泉のみ）、

な旬の魚介類を提供している。
新鮮

直売所を始め、サイクルステーショ
ン、カフェが併設された施設。直
売所では地元の農産物やお花、お
米で出来たシフォンケーキ、キャビ
アをはじめ、多様な商品が並んで
いる。サイクルステーション２階の
カフェを併設した展望テラスでは、
広大な田園風景や間近で飛ぶ飛
行機を眺めてほっと一息。また、レ
ンタサイクルの貸し出しもある。

産業観光交流拠点施設「かわち夢楽」17

稲敷郡河内町長竿4641
0297-60-5111
9:00～18:00
月曜（祝日の場合は翌日）
50台
圏央道：稲敷IC、神崎ICから約15分

河内町
県南 む ら
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22 9
新型コロナウイルス感染症の影響により変更となる場合があります。
最新の情報は各所へお問い合わせください。
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茨城県農林水産部農地局農村計画課
4264

IBARAKI senseでは、「茨城の厳選された逸品を世界へ」をコンセプトに、食品、地酒、工芸品を販売。
県産食材を使った料理が味わえるレストランや県産果物のスイーツを提供するカフェも併設しております。

イバラキセンス

● アクセス
〒104-0061東京都中央区銀座1-2-1 紺屋ビル 1F
☎ 03-5524-0818   FAX 03-5524-0819
☎ 03-6263-2002（レストランご予約専用）
ショップ・カフェ…OPEN 10:30~CLOSE 20:00
レストラン…………OPEN 11:00~CLOSE 15:00
　　　　　 　　　  OPEN 17:00~CLOSE 23:00
　　　　　　　　   （日曜・祝日は~CLOSE 21:00）

 ※最新の営業時間については、
　店舗にお問い合わせください。
ホームページ
https://ibaraki-sense.com 

茨城県アンテナショップ IBARAKI sense
イバラキセンス


