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みらいプレミアムみらいプレミアム
　豊かな自然，文化，歴史のもとに生産されるつくばみらい市特産品のブランド化を推進し，地域産業の
活性化を図るため，農林水産物，加工品，商工会推奨商品など，地元製造者や生産者が開発した商品を市
が認証しました。認証した商品の総称を「みらいプレミアム」として，認証シールを貼付し販売 PR して
おります。
なお，認証に当たっては，つくばみらい市特産品地域ブランド推進協議会及びつくばみらい市特産品地域
ブランド認証審査部会の委員の皆さんに審査をして頂き，市が認証しました。

つくばみらい市
　　　　特産品The principal products of
　　　　　Tsukubamirai city

つくばみらい市菜の花米研究会
5kg/2,400 円（税込）

住　所：つくばみらい市筒戸 2307-1
連絡先：☎0297-52-3125　販売時期 /9月に収穫をし随時販売

1
秋に菜の花の種をまいて、
菜の花を育て、春に田んぼ
に水が入ってくる前に菜の
花をすき込み田植えをしま
す。すき込むことで化学肥
料、除草剤の使用量を少なく
できるなど、人だけでなく環
境にもやさしい農法になっ
ている特別栽培米です。

特別栽培米『菜菜ちゃん』

大久保米菓
350 円（税込）

住　所：つくばみらい市谷井田 1246-3
連絡先：☎0297-58-4433　販売時期 /通年

4 げんこつあられ
市内産のもち米を天日干
しし、一枚一枚丹念に焼
き上げました。
手焼きの風味を十分に味
わっていただけます。

醤油味 1枚 /81 円（税込）　塩味 1枚 /59 円（税込）

（有）大久保熨斗吉商店
住　所：つくばみらい市市野深 446-1
連絡先：☎0297-58-0203　販売時期 /通年

天日乾燥で歯ごたえと香ばしさがうまれ、風味良
く仕上がっています。

3 太郎兵衛煎餅

※箱詰め各種有

（有）本多農園
住　所：つくばみらい市加藤 703
連絡先：☎0297-52-5698　販売時期 /通年

昭和10年代まで、旧谷原地
区の特産品であった太郎兵
衛糯を平成元年頃、村おこ
しのために復活させまし
た。
コシが強く、粘りがあり、独
特の甘味があり大変評判で
す。

2 太郎兵衛じいさんの育てたもち米

1.5kg/1,150 円（税込）

認証シール



野口農園
住　所：つくばみらい市筒戸921
連絡先：☎0297-52-2238　販売時期 /通年

中玉トマトとミニトマトの美
味しい時期の果肉だけを搾っ
てつくられた濃厚なトマト
ジュースです。こだわりのト
マトのみを原料とし、食塩等
添加物は一切使用していませ
ん。

500ml/1,500 円（税込）160ml/550 円（税込）

9 フルーツトマトジュース

野口農園
住　所：つくばみらい市筒戸921
連絡先：☎0297-52-2238　販売時期 /通年

大玉トマトの美味しい時期の
果肉だけを搾ってつくられた
濃厚なトマトジュースです。
食塩等添加物は一切使用して
いないので、濃厚なトマトの
香りが存分に味わえます。

500ml/1,200 円（税込）160ml/430 円（税込）

10 プレミアムトマトジュース

つくばみらい市商工会（企画）
1.8ℓ/2,100 円（税込）720ml/1,210 円（税込）

住　所：つくばみらい市福田 671-2
連絡先：☎0297-58-1700　販売時期 /通年

8 やわら三万石（日本酒）
米どころ谷原三万石といわれ
た豊かな耕地で生産した酒米
五百万石を原料に、お米の味
を重視した純米酒です。

2食入/390円（税込）　5食入/1,080円（税込）

㈱スウィートグリーン
住　所：つくばみらい市谷井田 1349-5
連絡先：☎0297-58-1877　販売時期 /通年

6 こしひかり 100％生麺
市 内 産 こ し ひ か り を
100％使用し、こしが強
くなめらかで、もっちり
とした食感が自慢の味で
す。

（有）本多農園
180g/360 円（税込）

住　所：つくばみらい市加藤 703
連絡先：☎0297-52-5698　販売時期 /通年

5
自家産のヒメノもちを用いて、青のり味、あまか
ら味、ぴりから味の３種類を製造しています。も
ち米本来の甘味や旨味があとをひきます。

あとひきおかき

市内産こしひかり米の米
粉を使用し、ミネラルたっ
ぷりの寒天でゼリーに仕
上げました。トマト味、
ゆず味、ブルーベリー味
の３種類をご用意してい
ます。

（株）スウィートグリーン
住　所：つくばみらい市谷井田 1349-5
連絡先：☎0297-58-1877　販売時期 /通年

7 寒天ゼリー

18 個入 /380 円（税込）



500ml/1,404 円（税込）

小菅農園
住　所：つくばみらい市長渡呂新田 85
連絡先：☎0297-58-0362　販売時期 /通年

フルーツトマトを使用し、旨味
と甘味がギュギュと濃縮。食べ
て美味しいトマトをあえて
ジュースにした贅沢な、まるか
じりトマトジュースです。

11 フルーツトマトジュース（銀ラベル）

小菅農園
200ｇ/734 円（税込）

住　所：つくばみらい市長渡呂新田 85
連絡先：☎0297-58-0362　販売時期 /通年

毎日の料理を美味しく簡単にを
モットーに、トマトを中心に醤
油、三温糖、生姜、にんにく蜂
蜜など、１５種類の調味料を使
用。ご家庭で、本格的な味が簡
単に楽しめます。

12 ～農家の万能調味料～御肉の旨ったれ

東郷ファーム
住　所：つくばみらい市板橋 1839-2
連絡先：☎0297-58-1396　販売時期 /通年

にんじん臭のない、うまみと
甘みのみを抽出した 100％に
んじんジュースです。

プレミアムキャロットジュース16

JA茨城みなみ 施設園芸部会青年部
住　所：つくばみらい市谷井田1609
連絡先：☎0297-58-5118　販売時期 /通年

150g/500 円（税込）

14
「まっ赤なトマトっ娘（こ）」
を使用したトマトジャムで
す。甘いだけでなく、トマ
トの風味が活かされていま
す。

ジャムっ娘

300g/650 円（税込）

JA茨城みなみ 施設園芸部会青年部
住　所：つくばみらい市谷井田1609
連絡先：☎0297-58-5118　販売時期 /通年

13
JA茨城みなみのブランドトマ
ト「まっ赤なトマトっ娘（こ）」
を使ったトマトソースです。
トマトの甘味、酸味を活かし、
ピリッとスパイシーさも感じ
られます。

ソースっ娘

200g/324 円（税込）

青木製麺工場
住　所：つくばみらい市板橋 2277
連絡先：☎0297-58-2131　販売時期 /３月～９月

市内で収穫されたトマト
をパウダーとペーストに
して、麺に混ぜ、酸味の
あるさっぱりしたそうめ
んに仕上げました。

15 とまとそうめん

720ml/900 円（税込）



小梅・南高梅 200g/450 円（税込）小梅 /105g・南高梅 130g/250 円（税込）

あ か ね
住　所：つくばみらい市戸崎1046
連絡先：☎0297-58-7583　販売時期 /通年

21 あかねのうめ

17
オレンジの香りを足すことで
にんじんの旨味を最大限に引
き出し、お子様でもたくさん
野菜を食べられる味に仕上
がっています。

プレミアムキャロットドレッシング（フレンチ）

東郷ファーム
住　所：つくばみらい市板橋 1839-2
連絡先：☎0297-58-1396　販売時期 /通年

200ml/600 円（税込）

JA 茨城みなみ  伊奈女性部
住　所：つくばみらい市谷井田 1609
連絡先：☎0297-58-5118　販売時期/9月下旬～

22 かあちゃん味噌（伊奈産）
安心安全を心がけて、
やさしい味、親しみの
ある手づくり味噌と
なっています。

700g/530 円（税込）800g/650 円（税込）

障がい者の仕事場の提供
として、社会福祉法人　
ゆっこらの「ともだち村
農場」で生産されたブルー
ベリーを使用したジャム
です。

社会福祉法人　ゆっこら
150g/540円（税込）

住　所：つくばみらい市板橋 2147-41
連絡先：☎0297-58-5201　販売時期 /通年

19 ゆっこらのブルーベリージャム

150g/500 円（税込）

東郷ファーム
住　所：つくばみらい市板橋 1839-2
連絡先：☎0297-58-1396　販売時期 /通年

18 プレミアムキャロットジャム
滑らかな舌ざわりと、に
んじんの甘味を抽出した
甘さを抑えたジャムです。

あかね
150g/500 円（税込）

住　所：つくばみらい市戸崎 1046
連絡先：☎0297-58-7583　販売時期 /通年

自家産の完熟梅とグラ
ニュー糖だけで、他の添
加物は一切使用せず製造
しています。

自家産の完熟梅を塩だけで漬
け込んでいるため（塩分約
10％）、素材の味を十分にお
楽しみいただけます。

梅ジャム20



（有）本多農園
バラ/220円（税込）　ティーパック/310円（税込）

住　所：つくばみらい市加藤 703
連絡先：☎0297-52-5698　販売時期 /通年

26
自家産のカシマムギを自家焙煎し、ティーパック
詰め用と粒のままの２種類を用意しました。本来
の風味や甘味を楽しんでいただけます。

煎りたて麦茶

青木製麺工場
200g/286 円（税込）

住　所：つくばみらい市板橋 2277
連絡先：☎0297-58-2131　販売時期 /通年

市内産黒大豆を国内産小
麦に練り込むことで、香ば
しさと口当たりの良さを追
求しました。

黒豆めん25

（株）スウィートグリーン
100g/360 円（税込）

住　所：つくばみらい市谷井田1349-5
連絡先：☎0297-58-1877　販売時期 /通年

24
市内産の黒大豆に北海道
産青大豆と昆布、瀬戸内
産いわしの4 種類をミック
スした自然健康食品です。

黒大豆ヘルシーミックス

JA茨城みなみ 谷和原加工クラブ
住　所：つくばみらい市谷井田1609
連絡先：☎0297-58-5118　販売時期/９月下旬～

23 かあちゃん味噌(谷和原産)

米味噌700g：600円（税込）  麦味噌700g：700円（税込）

素材にこだわりじっくり熟成した味噌は風味豊か
でまろやかな仕上がりです。

80g/700 円（税込）

柏乗馬クラブ
住　所：つくばみらい市南太田 808-1
連絡先：☎0297-21-6777　販売時期 /10月～ 3月

28
刺身・天ぷら・麺類のたれに
欠かせない薬味です。どんな
料理にあわせても美味しくい
ただけ、マイルドな辛さで食
欲を増進させる一品です。

山わさびしょうゆ漬け

100g/1,500 円（税込）

柏乗馬クラブ
住　所：つくばみらい市南太田 808-1
連絡先：☎0297-21-6777　販売時期 /通年

27
乗馬クラブ内で良質な
馬糞堆肥を使用して生
産されたにんにくを、
一定の温度と湿度で約
１ヶ月間熟成させた「熟
成黒にんにく」。ドライ
フルーツのようなしっ
とりとした食感です。

熟成黒にんにく



810 円（税込）

（株）二葉
住　所：つくばみらい市筒戸 1749-1
連絡先：☎0297-52-2525　販売時期 /秋～冬

31 栗の渋皮煮　艶っ栗
市内産のおいしい利平栗を使
用しました。渋皮には、ポリ
フェノールやアントシアニン
などの栄養が含まれており、
おいしく食べていただくため
につくりました。

1個〈100g〉/130 円（税込）

32 おいしい卵のプリン

社会福祉法人　ゆっこら
住　所：つくばみらい市板橋 2147-41
連絡先：☎0297-58-5201　販売時期 /通年

自家製粉した市内産のうるち米と、天然よもぎ
100％を使用しています。
昔懐かしい素朴な味をご賞味ください。

市内の平飼い養鶏から採れる新鮮な卵を使用。
最小限のグラニュー糖とバニラオイル以外は使用
せず、こだわりの卵の味をお楽しみください。

伊奈の草もち

10 個入 /885 円（税込）　6個入 /618 円（税込）

（有）大久保利通商店
住　所：つくばみらい市市野深 605-3
連絡先：☎0297-58-0202　販売時期 /通年

30

（株） 青 柳
194 円（税込）　※箱詰め各種有

住　所：つくばみらい市谷井田 2417-3
連絡先：☎0297-58-8616　販売時期 /通年

ボリュームたっぷりの粒
あんに栗と求肥を入れた
2 種類の最中。郷土の偉
人「間宮林蔵」を顕彰し
た商品です。

29 間宮林蔵最中

農 産 物 直 売 所
JA茨城みなみ農産物直売所「みらいっ娘」

上小目223-2
TEL 0297-52-2020
定休日/水曜日

絹の台2-14-2
TEL 0297-52-6330
定休日/月曜日

ほっとやわら農産物直売所

取扱商品（番号）
2・5・6・7・9・10・13・14・16・17・18・19・20・21・23・24・26・32 取扱商品（番号）31



〒300-2492　茨城県つくばみらい市加藤237
〔TEL〕0297-58-2111〔FAX〕0297-52-6024

◆つくばみらい市市民経済部産業経済課

みらいプレミアム取扱店舗紹介

板橋2277
TEL 0297-58-2131
定休日/水曜日

麺工房　あおきや

取扱商品（番号）15・25

市野深446-1
TEL 0297-58-0203
定休日/年中無休（元日除く）取扱商品（番号）3

谷井田1246-3
TEL 0297-58-4433
定休日/不定休取扱商品（番号）4

㈲大久保熨斗吉商店

市野深605-3
TEL 0297-58-0202
定休日/月曜日取扱商品（番号）30

㈲大久保利通商店

大久保米菓

谷井田2417-3
TEL 0297-58-8616
定休日/火曜日取扱商品（番号）29

㈱青柳　谷井田店

南太田808-1
TEL 0297-21-6777
定休日/火曜日取扱商品（番号）27・28

柏乗馬クラブ

谷井田1942
TEL 0297-58-0550
定休日/日･月･水･金曜日取扱商品（番号）22

JA茨城みなみ粋活（いきいき）センター

福岡堰桜並木 板橋不動尊板橋不動尊 ワープステーション江戸 田んぼアート

※商品の仕様・価格および取扱店舗は平成 29 年 1月現在のものです。

みらいプレミアム・販売店の詳細はみらいプレミアム・販売店の詳細は

検　索

http://mirai-kankou.com/
TEL 0297-58-2111（産業経済課内）


