
筑波山地域ジオパーク認定商品（令和元年度認定）                              １/２ 

商品名 商品の特徴 会社名 

Overdrive｜赤ワイン 
（オーバードライブ） 

750mL 4,000 円 

筑波山南麓で栽培される欧州系のワイン用ブドウを丁寧に醸した
ワイン。花崗岩地質のミネラル感を豊かに表現。根菜料理・鶏・豚
肉料理などと楽しめる。 

Bee'sKnees Vineyards 
（ビーズニーズ ヴィンヤーズ） 

📞090-6524-7965 
つくば市神群 2565 

＊商品は美酒堂(イーアスつくば１階、  

 イオンつくば１階)で販売 

Spiral｜白ワイン 

（スパイラル） 

750mL 3,800 円 

筑波山南麓で栽培される欧州系のワイン用ブドウを丁寧に醸した
ワイン。花崗岩地質のミネラル感を豊かに表現。すっきりとしてや
さしい口当たりの白ワイン。 

帆引れんこん物語 
10 枚入 1,425 円 

特製の機械で霞ヶ浦の「帆引き船」の帆の形に焼き上げ、乾燥させ
たれんこんを乗せた焼き菓子で、久月総本舗の各店舗で販売する
定番商品。モンドセレクション 2016、2017、2018 金賞、モンドセ
レクション国際金賞、国際味覚審査機構優秀賞など多数受賞。 

お菓子の久月 桜ヶ丘店 
📞029-823-4331 
土浦市桜ケ丘 901-3 日の出ビル 

常陸のスフレ 
８個入 1,857 円 

かすみがうら・行方産のさつまいも、笠間の栗、江戸崎のかぼちゃ
など、茨城産の食材を使い、濃厚でしっとりした味わいのスフレチ
ーズケーキ。一箱でジオパークの恵みを楽しめる。 

丸大豆醤油・筑波山 
150mL 400 円 

桜川産の小麦「ユメシホウ」と筑波山系伏流水が生み出す深い旨味
が特徴の濃い口醤油。ラベルには、初夏に黄金色に染まる麦畑と筑
波山が描かれる。なお、平成 30 年度には「丸大豆醤油・真壁」が
同認定商品に認定されている。 

鈴木醸造株式会社 
📞0296-55-1161 
桜川市真壁町古城 191 

霞浦の恵み 
10 個入 2,480 円 

フロランタンの上に丸ごと一匹の霞ヶ浦産ワカサギの佃煮とざざ
エビの佃煮をのせて焼き上げたお菓子。アーモンドとの相性もよ
く、栄養価も考えられた商品。おやつや酒の肴にもおすすめ。 

有限会社高月堂 

📞029-823-3611 
土浦市桜町１丁目 6-15 

＊表記されている価格はすべて税込（８％、酒類は 10％）です。＊掲載されている情報は 2019 年 11 月現在のものです。 

  



筑波山地域ジオパーク認定商品（令和元年度認定）                              ２/２ 

商品名 商品の特徴 会社名 

筑波山麓果実 
小梅のフルーツソース 

800 円 

つくば市の小田にある果樹園で栽培される小梅のみを使用。通常
の梅よりも香りがしっかりとしており、程よい酸味と爽やかな梅
の香りが口の中に広がる。 

ジャムファクトリー 
📞029-896-8884 
つくば市小田 3282-2 

つくば道弁当 
1,000 円 

筑波山地域ジオパークエリア内の食材と北条米を 100％使用した
お弁当。ごはんの上には筑波山をイメージた「ゆかり」と、油をほ
とんど使わず調理された８種類のヘルシーなおかずが入っている。 

吉屋 
📞029-867-0179 
つくば市北条 88 

ドライフルーツ 
５個入 1,500 円 

果樹栽培に適した八郷地区の地形を生かして丁寧に栽培された
柿・りんごで作るドライフルーツ。砂糖を使わず、自然の甘さが特
徴。果実本来の味が口の中に広がる。 

観光果樹園 三宝園 
📞0229-42-3935 
石岡市小幡十三塚 1765-11 

＊表記されている価格はすべて税込（８％、酒類は 10％）です。＊掲載されている情報は 2019 年 11 月現在のものです。 

  



筑波山地域ジオパーク認定商品（平成 30 年度認定）                            １/２ 

商品名 商品の特徴 会社名 

元祖 つくば餃子 
１箱 20 個入 1,080 円 

筑波山麓で採れた野菜、茨城銘柄ローズポーク、さらに、幻の田子
産にんにくを使った生餃子。店舗販売をはじめ、お店のサイトやカ
スミ５店舗、つくばイオン、ＴＸつくば駅物産館で購入できる。 

鉄鍋餃子・石焼炒飯 龍神 
📞029-846-0706 
つくば市筑穂 1-1-13 

ココムギ 
1,000 円(税抜き) 

桜川産小麦と笠間産米粉で作られるココムギ。茨城県産の野菜を
特別な製法で乳酸菌化させてピューレにしたものを生地と混ぜ合
わせた、野菜の栄養素も摂れるヘルシーなパン。 

森の石窯パン屋さん 
📞0296-74-0888 
笠間市笠間 2286-1 

筑波山ジオ 
ショコラテリーヌ 
518 円 

筑波山をつくる２つの岩石をチョコとホワイトチョコで表現。中
には５種類のドライフルーツが入っており、ゴロゴロとした岩々
をイメージしている。 

CAFE 日升庵（にっしょうあん） 

📞029-875-8821 
つくば市筑波 1221-3 

つくばジオ弁当 
1,000 円 

メニューはつくば市内の小中学生が考案。主食のひじきご飯はみ
かげ石（花崗岩）をイメージ。かすみがうら産れんこんや、つくば
美豚など、つくば市周辺で採れた食材をふんだんに使用している。 

レストラン エスポワール 
📞029-850-3266 
つくば市竹園 2-20-3 

（つくば国際会議場内） 

丸大豆醤油・真壁 
１L 972 円 

150mL 324 円 

桜川産の小麦と大豆を原料に、筑波山系の伏流水で仕込んだ醤油。
小麦の「ユメシホウ」がグルタミン酸を豊富に含むので深いうまみ
がある。また、２年熟成させることで丸みのある味わいがある。 

鈴木醸造株式会社 
📞0296-55-1161 
桜川市真壁町古城 191 

蕎麦めし 
１人前 800 円 

桜川産「常陸秋そば」で打った手打ちそばと、地元産の米、筑波山
地域の野菜や肉をオリーブオイルで炒めた彩り豊かなそばめし。 

めん工房 ほさか 
📞0296-76-3339 
桜川市富士見台 2-21-2 

冷凍手打ちそば 
１食 550 円 

桜川産「常陸秋そば」で打った手打ちそばを急速冷凍した。冷蔵庫
で５時間置くと打ちたての生そばに戻り、自宅で本格的なそばを
堪能することができる。 

＊表記されている価格はすべて税込（８％、酒類は 10％）です。＊掲載されている情報は 2019 年 11 月現在のものです。 



筑波山地域ジオパーク認定商品（平成 30 年度認定）                            ２/２ 

商品名 商品の特徴 会社名 

食べるあまざけ 
１本 378 円 

地元産のコシヒカリと江戸時代から続く酒蔵の仕込み水のみを
使用。糖類や保存料は使わず、敢えて米粒を残しているため、や
さしい甘さと柔らかい食感が楽しめる。ノンアンコール。 

株式会社 西岡本店 
📞0296-55-1171 
桜川市真壁町田 6-1 

花の井 古代米のお酒 
720mL 1,650 円 

アヒル農法で育った古代米と、筑波山水系伏流水を用いて醸した
純米酒。甘酸っぱい白ワインのような味わいが特徴で、アルコー
ル度数は９％と普通の日本酒よりもやや低め。 

おちぼ栗 
７枚入 594 円 

18 枚入 1,490 円 

日本一の栗産地である笠間市。おちぼ栗は、上質な笠間の栗をパ
ウダー状にしてチョコと一緒に練りこんだ、しっとりやわらかな
新食感のクッキー。 

洋風笠間菓子 グリュイエール 
📞0296-72-6557 
笠間市下市毛 285 

ジオコロッケ 
１個 350 円 
＊イベント等での販売価格 

龍ケ崎コロッケで有名な髙橋肉店の筑波山形コロッケ。つくば産
の黒米・きくらげ・しいたけを使用した具材と、味付けの異なる
白黒２種のコロッケを合体し、筑波山の２つの岩石を表現。 

髙高橋肉店 
📞0297-62-2024 
龍ケ崎市 5131 

つくばスタージョン 
キャビア・フィッシ
ュミート缶詰セット 
１セット 8,640 円 

筑波山系の伏流水を利用して養殖したチョウザメを使用。キャビ
ア（１缶）は、冷凍ではなく冷蔵保存にこだわることで粒の際立
ちがよい。フィッシュミート（２缶）は、筑波山やその近隣で採
れる「福来みかん」で風味付けされている。 

有限会社 
つくばチョウザメ産業 
📞0296-49-6500 
桜川市真壁町酒寄 1152-1 

みよこの七味 
25g 入 400 円 

筑波山やその近隣で採れる「福来みかん」の皮をふんだんに使っ
たオリジナル七味唐辛子。漬物やうどんなど、あらゆる料理にプ
ラスするだけで、やわらかな香りが引き立つ。 

神橋亭（しんきょうてい） 
📞029-866-0143 
つくば市筑波 722 

＊表記されている価格はすべて税込（８％、酒類は 10％）です。＊掲載されている情報は 2019 年 11 月現在のものです。 


