※ 平成２9年３月時点の情報を掲載しています。
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店舗名

1

小松屋(佃煮とうなぎ)小松屋食品(株)

土浦市大和町5-3

０２９-８２１-０３７３

2

ＪＡ土浦農産物直販所ｻﾝﾌﾚｯｼｭはすの里

土浦市木田余3140

０２９-８４６-７９３３

3

タイヨー土浦店

土浦市東真鍋4-1

０２９-８２２-９５７１

4

タイヨーベストリカー土浦北店

土浦市真鍋4丁目2277-2

０２９-８６９-９６７１

5

(有)田中屋川魚店

土浦市川口1-5-9

０２９-８２１-１６５０

6

(株)佃屋

土浦市生田町9-8

０２９-８２４-６８７２

7

出羽屋

イオン土浦店

【地魚】 土浦市上高津367 イオン土浦店１Ｆ

０２９-８２２-５５０８

8

出羽屋

ピアタウン店

【地魚】 土浦市真鍋新町18-13 ﾋﾟｱﾀｳﾝｶｽﾐ１Ｆ

０２９-８２４-０９３３

9

タイヨー神栖店

神栖市大野原2-31-31

０２９９-９２-０２１９

10 常磐商店

土浦市沖宿町742-2

０２９-８２８-０４４０

11 箕輪名産店

土浦市大和町7-22

０２９-８２１-０３２９

12 タイヨー阿見店

稲敷郡阿見町大字阿見２９５８-２

０２９-８４０-２８０１

13 陽霞水産

稲敷郡阿見町廻戸388予科練平和記念館前

０２９-８８７-５８５６

14 橋本金兵衛商店

稲敷郡美浦村木原590

０２９-８８５-２２５７

15 稲敷直売所

稲敷市柴崎9188

０２９７-８７-７７７７

16 霞ヶ浦水産問屋伊藤商店

稲敷市浮島4843-1

０２９-８９４-６９２７

17 タイヨー江戸崎店

稲敷市江戸崎甲3555

０２９-８９２-１８７１

18 直売所浮島

稲敷市浮島6074

０２９-８９４-６６２２

19 ユニー(株) アピタ佐原東店

稲敷市西代1480

０２９９-８０-５５１１

20 （株）安部

【地魚】かすみがうら市牛渡2716-13

21 小沼水産(株)
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かすみがうら市田伏470-2

22 貝塚忠三郎商店ガーデンパークシェル

０２９-８９６-００２８

かすみがうら市柏崎925

０２９-８９６-０６４５

24 ＪＡ土浦農産物直販所ｻﾝﾌﾚｯｼｭ霞ヶ浦店

かすみがうら市深谷3467-4

０２９-８９７-０６８２

25 (株)島田商店

かすみがうら市牛渡2623-1

０２９-８９７-１６１８

26 出羽屋

かすみがうら市加茂3385

０１２０-８８３-０８８

27 (株)中村商店

かすみがうら市坂3-1

０２９-８９７-０８２１

28 タイヨー石岡店

石岡市府中2-8-10

０２９９-２４-３３０２

29 (有)大形屋商店

小美玉市小川1343-25

０２９９-５８-２７０３

30 スカイアリーナ

小美玉市与沢1601-55 茨城空港ﾋﾞﾙ２Ｆ ０２９９-３７-２３４５

31 空のえき そらら物産館((一社)小美玉観光協会)

小美玉市山野1628-44

０２９９-５６-５７００

32 海老澤商店

行方市宇崎307番地

０２９９-７３-３２３５

33 木川水産

行方市山田2583-2

０２９１-３５-２５０８

34 ＪＡ農産物直売所 楽郷（らっきょう）

行方市玉造甲1824-1

０２９９-５５-４４４１

35 天王崎観光交流センターコテラス

行方市麻生419-1

０２９９-８０-６６２２

本社工場

36 行方市観光物産館こいこい

【地魚】行方市玉造甲1963-5

０２９９-３６-２７８１

37 辺田商店

【地魚】 行方市白浜353

０２９９-７３-３０２０

38 コモリ食品

【地魚】 鉾田市中居330

０２９１-３９-３２４１
０２９１-３４-８８８８
０２９１-３４-５５００

41 片波見商店

鹿嶋市谷原842-2

０２９９-８２-２５５９

42 タイヨーサンポート店

鹿嶋市鉢形1526-3

０２９９-８３-１８２１

43 タイヨービッグハウス鹿嶋店

鹿嶋市宮中353

０２９９-８２-６５１１

44 (株)セイミヤ

潮来店

【地魚】潮来市潮来617

０２９９-６３-３２１１

45 (株)セイミヤ

延方店

【地魚】潮来市小泉南1365

０２９９-６６-６６１１

46 大黒天

潮来市潮来5065

０２９９-６２-２２８９

47 はしもと特産品センター

潮来市永山629-1

０２９９-６４-２２８８

48 (有)増田

潮来市潮来571

０２９９-６２-２２０５

49 道の駅いたこ

潮来市前川1326-1

０２９９-６７-１１６１

50 山沢商店

潮来市徳島1920

０２９９-６６-１３４５

51 レストパーク四季

神栖市下幡木604-1

０２９９-９２-２７４９

52 天ぷら 八起

土浦市大和町4-4

０２９-８２７-２３０８

【地魚】土浦市神立中央1-11-18

０２９-８３１-７４７２

54 食楽酒房 かばす

稲敷郡阿見町中郷2-8-8

55 あたりや食堂

※釣り券が
必要です。

鉾田市飯名537-1

【地魚】 鉾田市上幡木1342-3

53 ふぐ･あんこう喜作

●

０２９-８９６-１１１１

23 (株)栗山商店

40 特産品直売所 さんて旬菜館

小野川

０２９-８９８-２６６４

【地魚】 かすみがうら市坂1917

39 ＪＡｱｸﾞﾘｻｰﾋﾞｽほこた(株)ﾌｧｰﾏｰｽﾞﾏｰｹｯﾄなだろう

食
べ
ら
れ
る
店

電話番号

【地魚】稲敷郡美浦村大谷1621-1

０２９-８８６-３８９３
０２９-８８５-２０１６

56 喜久

稲敷市信太古渡91-1

０２９-８９２-０６００

57 居酒屋 海鮮処 なかやま

かすみがうら市深谷74-12

０２９-８７５-４７１４

58 かすみキッチン

かすみがうら市坂4784（歩崎公園内）

０２９-８９６-１２２７

59 割烹旅館 いづみ荘

石岡市高浜735

０２９９-２６-３２３２

60 北浦宝来温泉 つるるんの湯宿 北浦湖畔荘【地魚】行方市山田3969

０２９１-３５-０１２３

61 行方市観光物産館こいこい

０２９９-３６-２７８１

【地魚】行方市玉造甲1963-5

62 藤屋

行方市玉造甲408

０２９９-５５-００６８

63 民宿 しをみ食堂

行方市麻生575

０２９９-７２-０４７０

64 レストラン大湖

行方市麻生403-3

０２９９-７２-０３６１

65 活魚割烹 よこ多

鉾田市野友567-1

０２９１-３２-６００７

66 魚文ドライブイン

潮来市永山229

０２９９-６４-２８８２

67 割烹 清水屋

潮来市永山2651

０２９９-６４-２０１１

68 錦水

潮来市潮来107-2

０２９９-６２-３３７４

69 長崎屋食堂

潮来市あやめ2-18-6

０２９９-６３-２７２２

注）・店舗情報は霞ヶ浦北浦水産振興協議会ホームページ「味わいマップ」コーナー
から転載しました。
※ 詳細は「味わいマップ」コーナーをご覧下さい。
→ http://www.kasumikita-sinkou.jp/map/index.html
・店舗は市町村毎に五十音順で記載しています。
・【地魚】と記載された店舗は「いばらきの地魚取扱店」です。
※ 詳細は「JF茨城沿海地区漁業協同組合連合会」ホームページをご覧下さい。
→ http://www.ieg.jf-net.ne.jp/jizakana/
※釣り券が必要です。
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