
茨城県北エリア6市町の特産品が買えるお店・味わえるお店
※事前に各店舗にお問合せのうえ、お越しください。

品目 カテゴリ 市町名 店名 住所 TEL

味わえる 永福 久慈郡大子町池田714 0295-72-4463
味わえる JA常陸特産物直売所奥久慈 久慈郡大子町頃藤3853 0295-74-1435
味わえる 和風レストラン七曲り 久慈郡大子町下野宮3501 0295-72-5391
味わえる 大子温泉やみぞ 久慈郡大子町矢田524-2 0295-72-1511
味わえる 三宝産業（株）奥久慈ゆばの里豆仙 久慈郡大子町塙734 0295-72-8551
味わえる 袋田温泉関所の湯 久慈郡大子町袋田字滝ノ上2642-0295-79-1126
味わえる こんにゃく関所 久慈郡大子町袋田2698-8 0295-77-5011
味わえる リバーサイド奥久慈福寿荘 久慈郡大子町池田2694 0295-72-0580
買える 奥久慈しゃも生産組合 久慈郡大子町袋田3723 0295-72-4250
買える 道の駅「奥久慈だいご」 久慈郡大子町池田2830-1 0295-72-6111
買える 肉の鈴木屋バイパス店 久慈郡大子町池田732-3 0295-72-2941

買える きらく精肉店 久慈郡大子町北田気963-3 0295-72-102

買える だいご味らんど（道の駅店） 久慈郡大子町池田2830-1 0295-72-6115
買える だいご味らんど（本店） 久慈郡大子町大子835-6 0295-72-0406
買える ＪＡ常陸特産物直売所奥久慈 久慈郡大子町頃藤3853 0295-74-1435
買える 観光物産センター森林の駅 久慈郡大子町大字矢田３１－１ 0295-72-0001

買える 奥久慈茶の里公園直売所 久慈郡大子町左貫1920 0295-78-0511

買える 滝味の宿・豊年万作 久慈郡大子町袋田169-3 0295-72-3011（代表）

買える だいご味らんど（道の駅店） 久慈郡大子町池田2830-1 0295-72-6115

常陸大黒 買える 大子町 奥久慈屋吉餅 久慈郡大子町袋田2247-7 0295-72-1155

味わえる
はぎ屋旅館（あんこう鍋期間：11月～3月、宿泊者のみご提供・
要予約）

日立市水木町1-1-15 0294-52-2522

味わえる 立花鮨(あんこう鍋は要予約) 日立市大みか町3-22-14 0294-52-0073

味わえる
としまや月浜の湯（あんこう鍋期間：11月～3月、レストラン「魚ぐ
ん探ちき」にて提供）

北茨城市磯原町磯原200-3 0293-43-1311

味わえる
魚の宿まるみつ（あんこう鍋期間：9月～6月、宿泊者のみご提
供・要予約）

北茨城市平潟町1576-3 0293-46-1486

味わえる
温泉民宿かね久（あんこう鍋期間：10月～5月、宿泊者のみご提
供・要予約）

北茨城市平潟町1576-3 0293-46-1486

味わえる ＪＡ常陸特産物直売所奥久慈 久慈郡大子町頃藤３８５３ 0295-74-1435
味わえる 大円地山荘 久慈郡大子町頃藤２２１１ 0295-74-0370
味わえる そば処ますこ庵 久慈郡大子町小生瀬２８７８－６ 0295-76-1028
味わえる 昔屋 久慈郡大子町袋田１７８ 0295-72-3201
味わえる 高萩市 たつごそば 高萩市高浜町3-9 0293-23-4348
味わえる そば処暁山 日立市田尻町2-7-11 0294-42-4981
味わえる 蕎麦ダイニング凛家 日立市南高野町3-15-14 0294-52-3739
味わえる 手打ちそば大國屋 日立市十王町伊師５２３－１ 0294-39-3456
味わえる 手打ち蕎麦花みずき 日立市水木町１－４２９ 0294-53-1883
味わえる はぎ屋旅館 日立市水木町1-1-15 0294-52-2522
味わえる 金砂庵 常陸太田市上宮河内町３２１－１ 0294-76-9907
味わえる 常陸農業協同組合そば工房 常陸太田市赤土町２４０８ 0294-76-9000
味わえる 常陸太田市物産センターこめ工房 常陸太田市大里町４４０１－８ 0294-70-3333
味わえる 手打そば処しま祢 常陸太田市大里町３８５２－１ 0294-76-2134
味わえる 登喜和屋 常陸太田市高柿町３４３ 0294-76-2330
味わえる 手打ちそば赤土 常陸太田市金井町１７８８－２ 0294-72-2008
味わえる 竜神庵 常陸太田市宮本町４６４－２ 0294-73-2888
味わえる たかほし食堂 常陸太田市馬場町５２７－１ 0294-72-0839
味わえる 西山の郷いっぷく亭 常陸太田市新宿町１４３０－１４ 0294-72-8803
味わえる そば処越路 常陸太田市稲木町１３９５－４ 0294-72-2333
味わえる そば園佐竹 常陸太田市天神林町５－２０７ 0294-73-2288
味わえる 田季野 常陸太田市藤田町１５２８－１ 0294-72-3043
味わえる ＪＡ常陸直売センターさとの径 常陸太田市里野宮町１１９５ 0294-72-8425
味わえる そば処いい友 常陸太田市高貫町１４４６－４ 無し
味わえる 渋谷食堂 常陸太田市亀作町５４２－４ 0294-74-4062
味わえる 食べ物工房”旬” 常陸太田市磯部町１０００－４ 0294-78-0524
味わえる そばハウス龍亭(Rｕｔｉｎ) 常陸太田市下高倉町2153-39 0294-87-0333
味わえる 水府物産ｾﾝﾀｰ展望ﾚｽﾄﾗﾝ森の風 常陸太田市天下野町２１３３－６ 0294-87-0777
味わえる 水府ふるさとｾﾝﾀｰ竜っちゃん乃湯梅花亭 常陸太田市天下野町１６２９ 0294-87-0543
味わえる 藤乃屋 常陸太田市町田町４８－１ 0294-85-0068
味わえる 藤ひろ 常陸太田市松平町２１０－１ 0294-85-0913

味わえる
ＪＡ常陸水府農産物直売所
「竜神そばの郷」

常陸太田市松平町１５９ 0294-85-1130

味わえる 有限会社宝来館 常陸太田市棚谷町１９５０ 0294-85-0114
味わえる ＪＡ常陸里美生産物直売所 常陸太田市大中町８６６－１ 0294-82-3883
味わえる 里美古民家の宿「荒蒔邸」 常陸太田市大中町１５４７ 090-3914-5337
味わえる 有限会社里美観光農園うぐいすの里 常陸太田市大中町１８５１ 0294-82-2980
味わえる 里美ふれあい館 常陸太田市大中町３４１７－１ 0294-70-7131
味わえる 道の駅さとみ 常陸太田市小菅町694-3 0294-82-2100
味わえる ゆみ野 常陸太田市小菅町800-1 0294-82-3613
味わえる なか美 常陸太田市天神林町870-151 0294-72-4645
味わえる みわふるさと館北斗星（北斗庵） 常陸大宮市鷲子２７２ 0295-58-3939
味わえる 物産センターかざぐるま 常陸大宮市小舟２８１０－１ 0295-56-3880

味わえる そば処しんすい庵 常陸大宮市辰ノ口１３３９－２ 0295-52-1583

買える 大子町 JA常陸直売所特産物直売所奥久慈 久慈郡大子町頃藤3853 0295-74-143
買える 道の駅常陸太田黄門の郷 常陸太田市下河合町1016番1 0294-85-6888
買える JA常陸直売所里美生産物直売所 常陸太田市大中町866-1 0294-82-3883
買える JA常陸直売所水府農産物直売所 常陸太田市松平町１５９ 0294-85-1130
買える JA常陸直売所物産センターこめ工房 常陸太田市大里町4401-8 0294-70-3333
買える JA常陸直売所直売センターさとの径 常陸太田市里野宮町1195 0294-72-8425
買える JA常陸直売所直売センターせやの径 常陸太田市大森町1183-3 0294-70-2525
買える JA常陸直売所グリーンハウス大宮 常陸大宮市若林1832-16 0295-53-5132
買える 道の駅常陸大宮かわプラザ 常陸大宮市岩崎717-1 0295-58-5038
買える エコス山方店物産館 常陸大宮市山方583 0295-54-4655
買える JA常陸直売所十王物産センター鵜喜鵜喜 日立市十王町伊師528-1 0294-39-3126
買える JA常陸直売所ふれあいパーク日高 日立市日高町1-27-20 0294-42-4415(JA日高支店)
買える JA常陸直売所豊浦農産物直売所 日立市川尻町1-34-11 0294-42-2211
買える JA常陸直売所旬味満菜館 日立市大和田町2222-1 0294-52-8311
買える JA常陸直売所旬味満菜館おさかなセンター店 日立市みなと町5779-24 0294-85-6700
買える JA常陸直売所五浦農産物直売所 北茨城市大津町北町1018 0293-30-2122
買える JA常陸直売所北茨城農産物直売所 北茨城市磯原町豊田1-145 0293-43-6214
買える Aコープいそはら 北茨城市磯原町木皿994 0293-42-3421

買える 高萩市 JA常陸直売所高萩農産物直売所 高萩市本町1-100-2 0293-23-8311

買える 渡助商店 日立市久慈町2-16-11 0294-52-3527
買える しらす・ひものこまつ「しらすパーク」 日立市留町2111-1 0294-52-5501
買える・味わえる 道の駅日立おさかなセンター 日立市みなと町5779-24 0294-54-0833

味わえる 海鮮茶屋濱膳
日立市みなと町5779-24
日立おさかなセンター2Ｆ

0294-54-1919

味わえる 居酒屋父屋(ととや) 日立市弁天町1-11-12 0294-24-4554
味わえる 地魚・惣菜祥天丸漁業 日立市みなと町5779-25 0294-52-2165

味わえる 北茨城市 寿司・割烹高砂屋 北茨城市大津町2650 0293-46-0032

しらす

日立市

日立市

大子町

北茨城市

大子町

日立市

常陸太田市

常陸大宮市

大子町

日立市

大子町

常陸太田市

常陸秋そば

米

常陸大宮市

日立市

北茨城市

奥久慈しゃも

アップルパイ

奥久慈りんご

あんこう鍋


