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市特産品「常陸大宮さん」認証品を決定

市特産品認証制度「常陸大宮さん」とは

　市内で生産された農林水産物や加工品のうち、「常陸
大宮市らしさ」、「品質・価格」、「信頼性・安全性」、「市
場性・将来性」といった審査基準を満たしたものを、市
特産品「常陸大宮さん（産）」として認証するものです。
　生産拡大及び販売促進のための取り組みを推進し、地
域経済の活性化とイメージアップを図ることを目的とし
ています。
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＊市の特産品【常陸大宮さん】
　として認証

〇特産品の認証決定まで

　今年度、新たに市特産品「常陸大宮さん」認証制度
を創設し、６月下旬から２か月にわたり公募を行いま
した。
　初募集となった今回は多数の応募があり、有識者等
で組織する「常陸大宮市農産物等地域ブランド認定制
度・６次産業化推進協議会」（１０月２６日開催）の審査を
経て、３２品目を「常陸大宮さん」として認証決定しま
した。

▲推進協議会での話し合いの様子

〇特産品発表会・認証書交付

　「常陸大宮さん」認証品発表会は、１２月５日に市
役所で開催。認証となった商品が展示され、生
産・製造している各事業者に、三次市長から認証
書の交付が行われました。
　認証期間は３年間で、認証品には「常陸大宮さ
ん」認証マークの表示ができる
ようになり、認証シールやミニ
のぼりなどが配付されます。
　また市では、認証特産品紹介
パンフレットの作成やホーム
ページへの掲載など、情報発信
を行っていきます。

■問い合わせ■　農林課　生産流通グループ　緯52‐1111（内線208）

▲認証書を手に記念撮影
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①奥久慈の恵　うまかっぺ（米）
（奥久慈うまい米生産協議会　
 大宮支部）
食味値８５以上の
品質。市場に少
量しか出回らな
い希少な地域オ
リジナル米。

②奥久慈なす
（JA常陸　大宮地区なす部会）

③原木生椎茸
（JA常陸　大宮地区椎茸部会）

年間２００ｔ超え
の生産実績を誇
り県銘柄産地に
指定。
濃い紫色で柔ら
かく身がしまっ
ているのが特
徴。

原木を使って手
間暇かけて育て
た肉厚な生椎茸。
定期的に厳しい
検査を行い、美
味しさと安心安
全を食卓にお届
け。

④奥久慈ねぎ
（JA常陸　大宮地区ねぎ部会）

堆肥や有機肥料にこだわっ
て生産。白身が長く、甘み
があるのが特徴。
県推進銘柄産地に指定。

⑤奥久慈の花桃
（JA常陸　大宮地区枝物部会）

共同促成室での集中一元管理
によって品質を向上。木肌が
きれいな1年枝を出荷するこ
とで減農薬栽培を実現。
＊平成28年度茨城県農業改革
推進大賞最優秀賞・県知事賞
のダブル受賞など受賞歴多数

⑥奥久慈いちご
（奥久慈いちご研究会）

「いばらキッス」・「ひたち姫」は
もちろん、自家交配したオリジナ
ル品種など常陸大宮ならではのい
ちごを楽しめる。

⑧ひたち姫スムージー・ 常陸  大  黒 スムージー
ひたち おお ぐろ

（いちごＢＯＸ）
自家栽培したいちご「ひ
たち姫」と、花豆「常陸
大黒」を贅沢に使用した
２種類のスムージー。

⑩ 瑞  穂 
みず ほ

 牛 
ぎゅう

（有限会社瑞穂農場）
自社農場で生まれた子牛を
出荷まで育てる一貫生産。
しっとりとした脂質が特徴
の良質な和牛。
＊平成27年度全国肉用牛枝
肉共励会で最優秀賞など受
賞歴多数

⑦ 舟  ヶ  作 ぶどう園のぶどう
ふね が さく

（舟ヶ作ぶどう園）
大粒の欧州系種無
しぶどうも多品種
栽培。味・色・形
にこだわりながら
約３０品種を生産。

⑨かわプラザGelato & Smoothieのジェラート
（元気な郷づくり株式会社）

地元瑞穂農場のミル
クや季節ごとの地元
の農産物を使った
ジェラート。

⑪瑞穂牛メンチカツ
（有限会社瑞穂農場）

瑞穂牛の旨味と粗切
り玉ねぎの甘みが存
分に楽しめる贅沢な
メンチカツ。
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⑱ 奥  久  慈  卵 
おく く じ らん

（株式会社ひたち農園）
独自の一貫流通システム
で新鮮さにこだわったブ
ランド卵。艶やかで美し
いオレンジ色の黄身と濃
厚なコクが特徴。

⑲石黒たまご園の平飼い有精卵
（石黒たまご園）

「よいヒナ、よいエサ、よ
い飼い方」がモットーの
平飼い有精卵。透き通る
ような黄色の黄身と弾力
のある卵白が特徴。

⑳ 環 の 花  平飼い有精卵
わ はな

（環の花）
自家配合の餌と有機野菜
を与えて開放鶏舎でのび
のび育った、元気で健康
な鶏の有精卵。

蔚環の花平飼い有精卵プリン
（環の花）

自家製の平飼い有精卵をふ
んだんに使った、濃厚で滑
らかなプリン。プレーンと
黒ゴマ豆乳プリンの２種
類。

⑬ちびまるなっとう
（丸真食品株式会社）

納豆の銘店がつくる「ひた
まる」パッケージの新商品。
奥久慈産の大豆（小粒）を
使用。

⑫えごま油
（岩崎荏胡麻生産組合）

岩崎地区を中心に栽培する
「えごま」を１００％生絞りした
えごま油。
道の駅常陸大宮「かわプラザ」
の人気商品の一つ。

⑭えごまうどん
（有限会社中橋製麺所）

地元産のえごまを練りこんだ
うどん。
ほのかなえごまの風味とツル
ツルした食感が特徴。

⑮ 藤  右  衛  門 らーめん
と う え もん

（有限会社中橋製麺所）
見た目はこんにゃく、食
べたらラーメン。
奥久慈産粉こんにゃくを
練りこみつつも、ラーメ
ン本来のおいしさを再
現。

⑯鮎のうるか干し
（株式会社かめや）

あゆをうるか（あゆの塩
辛）だれに漬け込み、丁
寧に干しあげている。
熟成されたうま味とほろ
苦さが特徴。

⑰あゆの塩焼き
（常陸大宮市観光協会）

「市の魚」に制定されてい
る「あゆ」の定番である
塩焼きは、市内道の駅、
飲食店、旅館などで販売。
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雲 西  ノ  内  和  紙 （五介和紙）
にし の うち わ し

五介和紙にて漉かれた楮紙。丈夫で破れにくく仕上げています。

荏西ノ内和紙（紙のさと）
地元産那須楮を使用した和紙を絵手紙セット、読書セット、強性紙座布団に加工しました。強性紙は、こんにゃく糊
を表面に塗って乾かし石灰で煮る工程を繰り返すことで、水に強く破れにくく仕上げています。

鰻柚子きれい
（常陸大宮市温泉事業株式会社）
御前山産ゆず「多
田錦」を使った濃
縮ジュース。

姥さわやかゆずサイダー
（常陸大宮市温泉事業株式会社）

厩ゆずパスタソース
（常陸大宮市温泉事業株式会社）

御前山産ゆず
「多田錦」の風
味を最大限に
生かし、ほど
よい甘さに仕
上げたサイ
ダー。

御前山産ゆず「多田
錦」を使った調理が
簡単な無添加パスタ
ソース。

浦生クリーム大福
（有限会社菓子処ふるさわ）

柔らかくつきあ
げた餅に餡とク
リームを包んだ
常陸大宮の定番
手みやげ。

瓜おおみやマドレーヌ
（有限会社菓子処ふるさわ）

閏どら焼き（ひたまる焼印入り）
（有限会社菓子処ふるさわ）

奥久慈卵を使っ
たボリューム感
のあるマドレー
ヌ。

奥久慈卵を使用
した「ひたまる」
の焼印が入った
どら焼き。

「西ノ内紙」
１尺１寸×１尺６寸（３３cm×４８cm）と
いう伝統的な大きさの和紙

「一枚漉きはがき」
１セット１０枚入り

「半紙」
西ノ内紙の半分の大きさの和紙

「絵手紙セット」 「読書セット」 「強性紙座布団」

噂「 上  丸 」純米吟醸
カミ マル

（根本酒造株式会社）
老舗の蔵元「根本酒
造」の「久慈の山」
に続く新ブランド。
茨城県オリジナル酒
造好適米「ひたち錦」
を使用。

云奥久慈の恵うまかっぺ（酒）
（根本酒造株式会社）

食味値の高い地域オ
リジナル米である
「う ま か っ ぺ」を
１００％使用した純米
酒。

運久慈の山梅酒
（根本酒造株式会社）

地元産の梅「白加賀」
を銘酒「久慈の山」
に漬け込んだ梅酒。


