
茨城県ひたちなか市観光協会
〒 312-8501  茨城県ひたちなか市東石川 2-10-1
Tel.029-273-0116  https://www.hitachinaka-sa.com

海産物をはじめ、
甘くて美味しいスイーツやお酒など、
バラエティ豊かなお土産が揃っています。

2022－2023



干しいも
ひたちなか市特産のさつま芋をふっくら蒸して
天日で干しあげた手作りの甘み詰まった乾燥
芋。
1袋（平切り160ｇ入り）　540円～
1袋（丸干し150ｇ入り）　540円～

大丸物産（株）
所）大平4-3-2
問）Tel.029-272-4016
営）9：00～17：00
休）土・日・祝

MAP

干しいも
厳選されたさつま芋をじっくり蒸かして天日干
し。職人の技とおひさまの愛情が詰まった、噛
み締める程甘み広がる大地の恵み。
1袋（平切り玉豊130ｇ入り）� 410円～
1袋（平切り紅はるか120ｇ入り）� 370円～
1袋（甘ころ玉豊・紅はるか110ｇ入り）� 380円～

（株）マルヒ
所）阿字ヶ浦町385-1
問）Tel.029-265-8011
営）8：30～17：00
休）水・日

MAPホームページ

干しいも
地元では「かんそういも」とも呼ばれ、素朴な
甘さが人気。自然食品の代表格でお子様から
お年寄りまで、安心して頂けます。
1袋（平ほしいも150g入り）� 500円～
1袋（平ほしいも300g入り）� 1,000円～
1袋（丸ほしいも200g入り）� 580円～

常陸農業協同組合
長砂直売所 長砂34-4
Tel.029-285-0202

津田直売所 津田3241-2
Tel.029-274-8311

営）9：00～18：00（2月～10月）
9：00～17：30（11月～1月）

休）第2水（12月～2月除く）、1/1～3

注）干しいもセンター
Tel.029-274-8511

大丸屋の干しいも
当社にて栽培、加工するこだわりの15品種の
干し芋。色とりどりの常識を覆す新しいおいし
さをご体験ください。
1袋（平干し80ｇ入り）� 420円～
1袋（丸干し150ｇ入り）� 750円～

ほしいも専門店大丸屋
所）釈迦町18-38
問）Tel.029-263-7777
営）10：00～17：00（平日）

9：00～17：00（土・日・祝）
休）無 MAPホームページ

べっ甲ほしいも
さつま芋の希少品種「いずみ種」を限定使用。
熟練の技でべっ甲色に輝く最高品種のほし
いも。
1袋（平切り180ｇ入り）　750円

（株）幸田商店
所）烏ヶ台11848
問）Tel.0120-97-9988
水戸駅ビル
エクセルみなみ店（直営店）

問）Tel.029-228-1137
営）10：00～20：30
休）元旦 MAPホームページ

海風ほしいも
自然の恵みに感謝し、生産地のメッセージを
込め海風ほしいもと命名。干し芋をサーフボード
に見立てたパッケージが新鮮で人気。
1袋（平切り160ｇ入り）　600円

（株）幸田商店
所）烏ヶ台11848
問）Tel.0120-97-9988
水戸駅ビル
エクセルみなみ店（直営店）

問）Tel.029-228-1137
営）10：00～20：30
休）元旦 MAPホームページ

ニチノウ飛田の干しいも
厚みがありながらトロッとやわらかな食感で、極上の甘さ、
見た目の美しさに定評がある干し芋です。さつまいもを
苗から丁寧に育ており、原料生産から製造まで一貫し
て対応。機械を使わず手で皮をむき、一枚一枚丁寧に
干し、仕上げの美しさまでこだわって作っています。
1袋（200ｇ入り）� 770円
1袋（400ｇ入り）� 1,200円

（株）ニチノウ飛田
所）馬渡3250-2
問）Tel.029-272-5905
営）9：00～18：00
休）不定休

MAPホームページ

二川農園の干し芋

1袋（平300ｇ入り）� 900円～
1袋（丸300ｇ入り）� 1,100円～
ギフトセット（平2袋、丸2袋）� 4,300円～

二川農園
所）柳沢656-2
問）Tel.029-355-4276
営）9：00～17：00
休）日

MAPホームページ

プッチーモ
茨城県ひたちなか産干し芋を食べやすい一口
サイズに小分けして包装しました。手を汚さず
にどこでも気軽に召し上がれます。
1袋（70ｇ）　580円

（株）住谷公商店
所）高場2343-1
問）Tel.029-352-3357
営）10：00～17：00
休）不定休

MAPホームページ

プッチーモ丸干しタイプ
丸干し最高！！大好き！！食べ応え抜群でとびっ
きりの甘さと柔らかさ♪一口でパクッの第2弾。
衛生バッチリで安心、美味しい！！
1袋（70ｇ）　600円

（株）住谷公商店
所）高場2343-1
問）Tel.029-352-3357
営）10：00～17：00
休）不定休

MAPホームページ

津田直売所
ホームページ

長砂直売所
ホームページ

1つ1つ手作業で丁寧に仕上げています。ねっとりと
した食感で、とても甘く、1度食べたら病みつきになる
こと間違いなしです。パッケージも高いデザイン性で
贈答用商品としても大変ご好評いただいております。



いもづくしスイーツ
ひたちなか市特産品の干し芋。干し芋の風味を活かしつ
つ明治のバター、発酵バターをふんだんに使い上品に仕
上げました。3種類それぞれの味の違いを堪能していただ
けるよう工夫を凝らして作らせていただきました。
小さなお子様からご年配の方まで幅広く人気の商品です。
1箱（6個入り:芋レーヌ2個、干し芋パウンド2個、干し芋ドーナツ2個）� 1,522円
1箱（10個入り:芋レーヌ3個、干し芋パウンド4個、干し芋ドーナツ3個）�2,268円

グレートリーフ
所）大平1-13-1
問）Tel.029-272-0480
営）9：00～19：00（平日）

9：00～18：00（土・日・祝）
休）水・木※祝日の場合は営業 MAPホームページ

干しいもバターケーキ
ひたちなか産干し芋をたっぷり使用し、さつま
芋の風味と柔らかい食感を残し、バターとの相
性にこだわった一品。
1箱（5個入り）� 1,300円
1箱（10個入り）� 2,500円

（株）マルヒ
所）阿字ヶ浦町385-1
問）Tel.029-265-8011
営）8：30～17：00
休）水・日

MAPホームページ

ぽてら
自然の色とお芋の風味をそのままに、食物繊
維が豊富なさつま芋の「カステラ」でさつま芋
の「あん」を包みました。（紅東使用）
1箱（6個入り）　1,400円

お菓子のきくち本店
（市内5店舗で販売）
所）市毛975-7
問）Tel.029-274-1713
営）9：00～19：00
休）元旦

MAPホームページ

ほっしぃ～も
干し芋生産日本一！ひたちなかの美味しい干
し芋をパイにしちゃいました。

1箱（10個入り）　1,660円

お菓子のきくち本店
（市内5店舗で販売）
所）市毛975-7
問）Tel.029-274-1713
営）9：00～19：00
休）元旦

MAPホームページ

瓦作部（かわらつくりべ）
ひたちなか市の奥山遺跡で「瓦作部」と彫られ
た瓦片が出土。これにあやかり創られたアー
モンドとバターの風味のよいクッキー。
1袋� 170円
5枚詰� 950円
7枚詰� 1,350円
10枚詰� 1,850円

15枚詰� 2,750円
20枚詰� 3,600円
25枚詰� 4,500円

㈲江戸屋菓子店
所）元町6-8
問）Tel.029-272-3825
営）9：00～18：00
休）火・第4水

MAP

彩色壁画
約1300年前に描かれた「虎塚古墳」の彩色壁画。
これをかたどって焼き上げたパリパリの洋風煎餅。
苺、バニラ、古内茶、珈琲のクリームをサンドしました。
※古内茶と珈琲は季節で替わります。
1箱（15枚入り）　1,400円

お菓子のきくち本店
（市内5店舗で販売）
所）市毛975-7
問）Tel.029-274-1713
営）9：00～19：00
休）元旦

MAPホームページ

絶品紫芋けんぴ
茨城県産さつま芋を独自の製法で製造した無
添加無着色の自然食品。紫芋を使用する事に
よりコキアを連想させる色彩を表現しました。
1袋（130ｇ）　162円（税込）

（株）大倉商事
所）馬渡2905-36
問）Tel.029-273-6633
営）9：00～18：00
休）不定休

MAPホームページ

絶品紅 甘熟やきいも
甘みが強く、しっとりとした食感が特徴の焼き
いも。
レトルトおいしさ長持ちタイプです。
1袋（1本）　216円

（株）大倉商事
所）馬渡2905-36
問）Tel.029-273-6633
営）9：00～18：00
休）不定休

MAPホームページ

ほしいもカレー
スパイシーなカレーに潮風と風土に恵まれた
大地で採れたさつま芋を丁寧に干し上げた干
しいもの甘みが入った味わい深い一品。
1箱　540円

常陸農業協同組合
長砂直売所／所）長砂34-4 問）Tel.029-285-0202
津田直売所／所）津田3241-2 問）Tel.029-274-8311
営）9：00～18：00
（2月～10月）
9：00～17：30
（11月～1月）
休）第2水
（12月～2月除く）
1/1～3

常陸牛カレー
茨城の高級ブランド「常陸牛」と30種以上の
スパイスを使用して造り上げたビーフカレー。
常温で賞味期限2年間。贈答品にも最適。
1袋（甘口・中辛・辛口）� 480円
化粧箱1箱（10袋入り）� 5,000円

（株）鳥惣
所）湊泉町2-20
問）Tel.029-263-4147
営）9：00～19：00
休）月

MAPホームページ津田直売所
ホームページ

長砂直売所
ホームページ



牛肉弁当（常陸牛ステーキ・牛すきやき）(要予約)

·常陸牛ステーキ弁当
絶品の常陸牛と筑波山麓コシヒカリ米を使った一品。
1個　1,200円
·牛すき焼き弁当
牛肉と野菜を良く煮込んだ一品。食感が柔ら
かく女性にも人気。
1個　800円

（株）風林亭
所）馬渡2974-35
問）Tel.029-273-8070
営）9：00～16：00
休）無

MAP※国営ひたち海浜公園の各種イベント会場でも販売

ローズポーク照り焼弁当 (要予約)

茨城のブランド豚を照り焼きにし、筑波山麓
コシヒカリ米を使用。

1個　1,000円

（株）風林亭
所）馬渡2974-35
問）Tel.029-273-8070
営）9：00～16：00
休）無

MAP※国営ひたち海浜公園の各種イベント会場でも販売

ローズポーク味噌漬け
茨城県の銘柄豚ローズポーク。
飼育する豚や使用するエサはもちろん、生産者を全て指定
することで安心安全に食卓までお届けできる豚肉を秘伝の
味噌に丁寧に漬け込み味わい深い旨味と味噌の香ばしさ
が食欲をそそる一品です。ご飯のお供、お酒のお供に是非。
1箱（120ｇ×5枚入）　4,320円

（株）ねぼけ（こだわりとんかつ あぢま）
所）西光地2-1-25
問）Tel.029-275-5880
営）11：00～14：00/
17：00～20：00

休）水
MAPホームページ

佐伯豚味噌漬け
ハーブ、高麗人参を飼料とし、霜降りの臭みの少な
い爽やかな旨味。特に脂身の美味しさは絶品です。
佐伯親子が大切に育てた霜降りの豚を秘伝の味
噌に丁寧に漬け込みました。きめ細やかな豚肉の
旨味と味噌の香ばしさを存分にご堪能くださいませ。
1箱（120ｇ×5枚入）　5,400円

（株）ねぼけ（こだわりとんかつ あぢま）
所）西光地2-1-25
問）Tel.029-275-5880
営）11：00～14：00/
17：00～20：00

休）水
MAPホームページ

元祖 那珂湊メンチ/元祖 那珂湊コロッケ
◉元祖那珂湊メンチ
常陸牛挽肉100％使用、玉葱のシャキシャキ
感と肉汁たっぷり。
1個　162円
◉元祖那珂湊コロッケ
北海道産男爵芋と茨城の常陸牛の絶妙なコラボ。
1個　108円

（株）鳥惣
所）湊泉町2-20
問）Tel.029-263-4147
営）9：00～19：00
休）月

MAPホームページ

焼き鯖すし「またべえ」
茨城県産コシヒカリを使い、脂ののったサバ
を焼き上げ、厚みのあるガリと大葉を挟みまし
た。贈り物やお土産で喜ばれています。
1箱（8貫入）　1,000円

㈲ソフト・ケア
所）中根896-1
問）Tel.029-212-8874
営）10：00～16：00
休）年末年始

MAP

那珂湊焼きそば
蒸し上がりから一気に手作業でほぐし仕上げ
る熟練の技。創業以来の変わらぬ味で麺に
食材の出汁を吸わせて一層美味しくなります。
1袋（2食入り）� 460円
1箱（4食入り）� 1,080円

㈲わたなべ製麺所
所）田宮原4312-1
問）Tel.029-263-1565
営）10：00～16：30
休）日

MAPホームページ

プリプリ食感の太麵焼きそば。小分けしてあり、
ソースとお好みの具材を合わせてじゅーじゅー
焼いてお手軽調理。お子様にも人気。
1袋（2食入）　194円

㈲わたなべ製麺所
所）田宮原4312-1
問）Tel.029-263-1565
営）10：00～16：30
休）日

MAPホームページ

わたなべのじゅーじゅー焼そば

仕事人の干物 焼酎仕込みセット
旬の魚を酒蔵から仕入れた芋焼酎と塩水で
じっくり漬け込みました。臭みを抑え、魚本来
の旨味を堪能できる一品です。
1箱　5,000円
紅鮭2切、オオメマトウダイ2切、銀鱈2切、メロ2切、
あじ2枚、鯖2枚、からすかれい2切、赤魚2枚、
縞ほっけ2枚、ししゃもキング5尾
※時期により変更あり

（株）ヤ印
所）沢メキ1110-18
問）Tel.029-263-6811
営）8：00～17：00
休）無

MAPホームページ

蒸したこ
独自のうま味凝縮製法で蒸しあげたプリプリ
の食感の真だこ。タウリン豊富で疲労回復や
総コレステロールを下げる働きがあります。
1尾（700～850ｇ）　3,800円
※値段は直売所価格となります。

（株）あ印
所）沢メキ1110-9
問）Tel.029-263-2111
営）8：00～17：00
休）水・日・祝

MAPホームページ



中華いか山菜
あ印オリジナルの中華風の味付けに、ごま油
の風味がきいた、創業当初から作り続けてい
るロングセラー商品。
1個（300g入り）　520円
※値段は直売所価格となります。

（株）あ印
所）沢メキ1110-9
問）Tel.029-263-2111
営）8：00～17：00
休）水・日・祝

MAPホームページ

海の食堂ギフトセット
創業以来の定番の味を詰め合わせた海の食
堂シリーズ。食べ切りサイズを6種類楽しめます。
1箱　3,200円
中華いか山菜（70ｇ）、ひとくち酢たこ（70ｇ）
中華たこ山菜（70ｇ）、ひとくち梅酢たこ（70ｇ）
やりいかやわらか煮（150ｇ）、ひとくち味付たこ（70ｇ）
※値段は直売所価格となります。

（株）あ印
所）沢メキ1110-9
問）Tel.029-263-2111
営）8：00～17：00
休）水・日・祝

MAPホームページ

五代目常造干物ギフトセット
「五島灘の塩」を使用した30年熟成の塩水
と低温乾燥にこだわり、魚の持つ旨味を引き
出したギフトセットです。
1箱　5,000円
あじ3枚、サンマ2枚、塩サバ2枚、縞ホッケ3枚
金目鯛3枚、えぼ鯛2枚、真いか1枚
※セット内容は予告なく変更となる場合がございます。

㈲樫村水産
所）関戸8371
問）Tel.029-262-2715
営）8：00～17：00
休）水・日

MAPホームページ

磯のひもの ざらめ醤油仕込み（さば・めかじき）
特製のざらめ醤油に漬け込み、汐風と太陽の
光の恵みを受けながら、1枚1枚丁寧に仕上
げました！
さば（1枚130g前後）� 330円
めかじき（1枚100ｇ前後）� 380円

大喜や
所）平磯町3551-7
問）Tel.029-263-7640
営）8：00～17：30
休）火

MAP

おれんじ玉子
ミネラル豊富な海藻と植物性蛋白質中心の
飼料で育てられたニワトリの玉子で濃厚な味
わいと鮮やかなオレンジ色の卵黄が特徴。
化粧箱1箱（Lサイズ30個入り）� 1,220円
1パック（Lサイズ）� 350円
1パック（Mサイズ）� 320円

横須賀養鶏場
所）部田野1581-3
問）Tel.029-262-2289
営）11：00～17：00
休）元旦

MAP

醤油「蔵」セット
明治38年創業の醬油蔵伝統の味を受継ぐ
二年仕込み醬油「醬蔵」漬物の素「あわ漬」
万能に使える「味蔵」の風味豊かな調味料
セット。
1箱（360ml3本セット）� 1,944円
1箱（1,000ml3本セット）� 3,672円

㈲黒澤醤油店
所）馬渡1260
問）Tel.0120-154-242
営）9：00～18：00
休）月

MAPホームページ

へのかっぱ
県産干し芋を原料に吟醸し、香り高い小川酵
母を使用した全国唯一の焼酎。芋臭さのない
ほんのりとした味わいが好評。
1本（720ml）　1,404円

常陸農業協同組合
所）長砂直売所長砂34-4
Tel.029-285-0202
津田直売所
津田3241-2
Tel.029-274-8311

営）9：00～18：00（2～10月）
9：00～17：30（11～1月）

休）第2水（12～2月除く）1/1～3 津田直売所
ホームページ

長砂直売所
ホームページ

百年ほしいも焼酎
県産干し芋を吟味し丁寧に仕込まれたその味
は口当たりがよく、甘い香の余韻が残るプレ
ミアム焼酎。干し芋誕生100年記念に製造。
1本（720ml）　1,400円

ほしいも専門店大丸屋
所）釈迦町18-38
問）Tel.029-263-7777
Fax.029-262-3657

営）10：00～17：00（平日）
9：00～17：00（土・日・祝）

休）無 MAPホームページ

紫しきぶ
アントシアニン・ビタミン・ミネラルが豊富なひ
たちなか産朝紫が原料の清酒。淡いピンク色
は原料米から出た自然の銘品。
1本（720ml）　1,500円

ホテルクリスタルパレス
所）大平1-22-1
問）Tel.029-273-7711
営）10：00～19：00
休）無

MAP

光げんじ
ひたちなか産朝紫を40％使用した本格米焼
酎。円やかになるまで、樽に貯蔵。色味とも
に楽しんで頂きたい焼酎。
1本（720ml）　1,500円

ホテルクリスタルパレス
所）大平1-22-1
問）Tel.029-273-7711
営）10：00～19：00
休）無

MAP



常陸国 湫尾の光（ぬまおのひかり）純米吟醸酒
甲斐武田氏の始祖義清 , 清光父子が武田館
の一角にある湫尾の杜の不動滝の名水と那
珂で培われたひかり米とで醸し造らせた白酒。
1本（720ml）　1,728円

大谷酒店
所）武田874-1
問）Tel.029-272-2832
Fax.029-272-2137

営）9：00～17：00
休）日・祝

MAPホームページ

常陸国 武田郷 武者初陣
常陸国を代表する地酒。甲斐武田氏発祥の
地に因んだオリジナル。ひたちなか市限定販
売品。
1本（1.8L）　1,980円

大谷酒店
所）武田874-1
問）Tel.029-272-2832
Fax.029-272-2137

営）9：00～17：00
休）日・祝

MAPホームページ

将軍珈琲（豆/粉、サザカップオン、アイスコーヒー）
インドネシアの北スマトラの最高峰マンデリン
を使用して深煎りにし、幕末時代の珈琲を再
現したコクのあるマイルドな味わいです。ミルク
とも相性のよいコーヒーです。
豆/粉（200ｇ入）� 1,500円
サザカップオン1箱（5枚入）� 900円
将軍冷珈琲（1,000ml）� 980円

サザコーヒー本店
所）共栄町8-18
問）Tel.029-274-1151
営）10：00～20：00
休）無

MAPホームページ

ほしいもグラノーラ（プレーン・アップル・ストロベリー）
「干し芋を若者にもっと手軽に食べてほしい」と
いう大成女子高等学校（水戸市）の生徒たちの
アイディアをベースとした商品。オートミールに
干し芋ペーストをたっぷりまぶし、自然な甘みで
朝食や軽食にピッタリなグラノーラになりました。
1箱（50ｇ×2袋）　880円

ホテルクリスタルパレス
所）大平1-22-1
問）Tel.029-273-7711
営）10：00～19：00
休）無

MAP

藻塩
昔ながらの製塩法を最新の特許技術製法で
再現し食塩と海水から抽出したミネラルと北
海道産昆布と共に焼き上げた旨味のある塩
です。
1袋（180g）　オープン（参考価格）700円

（株）海洋化学
所）殿山町2-12-3
問）Tel.029-263-5555
営）8：30～17：30
休）祝

MAP

国産百貨蜜（はる・なつ・あき）
ひたちなか市で春から秋に咲く様々な花から
採れた百貨蜜で、季節ごとに繊細な色や風味
の違いの変化を楽しめます。
1瓶（100ｇ）� 1,100円
はる・なつ・あきセット
（100ｇ×3瓶）� 3,400円

わくわくビーファーム
所）松戸町2-8-8
問）Tel.080-5640-3211
営）8：00～20：00
休）無

MAP

ちちんぷりんぷりん
一つで三度美味しい魔法のプリン。まずおれん
じ玉子プリン。次にさつま芋ペーストと一緒に。
最後に徳川将軍珈琲ソースをかけて。
1個　300円

■販売店
にしの製菓
所）高野690-4
問）029-285-5577
営）8：00～18：00
休）火 にしの製菓

MAP

■販売店
那珂湊菓子商工組合（代表：和泉屋菓子店）
所）湊中央1-12-21
問）Tel.029-262-2946
営）8：00～18：00
休）不定休
稲葉屋菓子店
所）栄町1-7-21
問）029-262-3701
営）8：00～18：30
休）日

イチゴダッペ
市内阿字ヶ浦特産のバインベリーをブレンドし
たジャムを挟んだダックワーズ（アーモンド風味
のメレンゲを使った焼き菓子）
1個 140円　1箱（5個入り）760円

稲葉屋菓子店
MAP

和泉屋菓子店
MAP

「勝つ！サンド」(要予約)

県銘柄豚ローズポークを使用し市内黒澤醬油
店の醸造醬油で特製味付け。旧市名「勝田＝
勝った」に因んだカツサンド。
1箱　650円

■販売店
サンクス
所）東石川1-17-18
問）Tel.029-275-2424
営）8：00～20：00
休）火（臨時休業あり） サンクス

MAP

みなとのたこめし (要予約)

那珂湊漁港等で水揚げの地を使用した縁起のいい「たこ→多幸」
のネーミングのお弁当。地元の米、鮭、野菜等との絶妙なハーモニー。
1個 1,080円　1個HOT容器 1,512円
■販売店
岩崎食品
所）三反田3378�問）Tel.029-274-3411�営）9：00～16：00�休）日・祝
ブランチワールド
所）中根892-1�問）029-276-0567�営）10：00～19：30�休）無
ホテルクリスタルパレス
所）大平1-22-1�問）029-273-7711�営）10：00～19：00�休）無
酒菜おかめ
所）勝田泉町4-14�問）029-274-4567�営）11：30～14：00、17：00～22：00�休）日・祝

酒菜おかめMAPホテルクリスタルパレスMAPブランチワールドMAP岩崎食品MAP

ひたちなか商工会議所 企画商品��所）勝田中央14-8�問）TEL.029-273-1371
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