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午前10時30分～午後16時　茨城県庁2階 / 議会棟2階
イベント内容によって開催日時が異なります

265月 日
金 27日土 28日日

20172017スイート
いばらき

フェア
第6回第6回

20172017スイート
いばらき

フェア

いばらきスイーツコンテスト

4月25日(火)より、公式サイトにて結果発表!

今年のテーマ「県産さつまいも」

茨城県のさつまいもをふんだんに使っ
たスイーツを、洋菓子と和菓子に分かれ
てコンテストを開催!職人の技が光るス
イーツをスイートフェア当日お買い求
めいただけます。

ひよっコラボ

開催日：26日(金)・27日(土)・28日(日)

会場：行政棟2階 県民ホール

茨城県北地域がドラマの舞台になりま
した。茨城県産を使ったお菓子でひよっ
コラボ認定商品を、スイートフェア当日
各店舗にて販売いたします。

県内屈指の料理人による「特別料理販売」

開催日：27日(土)・28日(日) 

会場：行政棟2階 食堂ひばり

ここでしか味わえない料理を楽しめま
す。茨城県産の食材を使って県内屈指の
３料理団体が腕をふるいます！

県内有名菓子店のスイーツ大集合！

開催日：26日(金)・27日(土)・28日(日)

会場：行政棟2階 県民ホール

県産食材を使用したお菓子が大集合！
今年は「県産さつまいも」を使用して作
り上げたお菓子がたくさん登場します。

茨城スイーツカフェ

開催日：27日(土)・28日(日)
先着順・料金：600円

会場：行政棟2階 食堂ひばり

笠間焼に県産食材を使用したスイーツ
をのせて、数量限定販売。その場で食べ
て、笠間焼はそのままお持ち帰り♪

県内の新鮮野菜!!収穫祭

開催日：27日(土)・28日(日) 

会場：議会棟2階

お菓子やお料理のもととなる、魅力ある
県内の食材を販売いたします。試食やつ
かみ取り等のイベントがございます！

※掲載写真はすべてイメージです。予告なく、内容を変更する場合がございます。

いばらきスイートフェア公式サイト

http://sweets-eat.com
出店するお店や、限定お菓子などを詳しく紹介しています。
駐車場や、会場マップのご案内もホームページで公開中 !!

スイートフェア 「スイートフェア」で検索してね！検索

ご当地キャ
ラも参加！

今年も議会棟
でも開催するよ

「笠間のいな吉」

「みとちゃん」
「ハッスル黄門」

「笠間のいな吉」

「みとちゃん」
「ハッスル黄門」

いばらきスイーツコンテスト2015
洋菓子部門 グランプリ
パティスリー SUR見川 (水戸)

いばらきスイーツコンテスト2015
和菓子部門 グランプリ
日立和洋菓子いちかわ (日立)

いばらきスイーツコンテスト2016
洋菓子部門 グランプリ
洋風笠間菓子グリュイエール (笠間)

いばらきスイーツコンテスト2016
和菓子部門 グランプリ
五條製菓 (水戸)

いばらきスイーツコンテスト2015
洋菓子部門 グランプリ
パティスリー SUR見川 (水戸)

いばらきスイーツコンテスト2015
和菓子部門 グランプリ
日立和洋菓子いちかわ (日立)

いばらきスイーツコンテスト2016
洋菓子部門 グランプリ
洋風笠間菓子グリュイエール (笠間)

いばらきスイーツコンテスト2016
和菓子部門 グランプリ
五條製菓 (水戸)

ご協賛ありがとうございます
第6回いばらきスイートフェア2017は、皆様のご協賛により運営しております。

㈱飯田製作所　池伝㈱埼玉営業所　いばらく乳業㈱　㈱イワセ・エスタ東京埼玉支店　㈱オザキ

大子製菓協業組合　大東カカオ㈱　タカナシ乳業㈱　㈱東光　ドーバー洋酒貿易㈱　戸田産業㈱

中沢乳業㈱　㈱ナリヅカコーポレーション　㈱日栄　日清製粉㈱　㈱ミコヤ香商　三和産業㈱

㈱明治　森永乳業㈱　柳井紙工㈱　㈱和気

茨城県　茨城県議会　水戸市　日本洋菓子協会連合会　茨城県中小企業団体中央会 　NHK水戸放送局　茨城放送
FMぱるるん　茨城新聞　朝日新聞水戸総局　読売新聞水戸支局　毎日新聞水戸支局

いばらきスイートフェア実行委員会　茨城県洋菓子協会　茨城県菓子工業組合　茨城県学校給食パン協同組合
茨城県日本調理師技能士会　全日本司厨士会茨城県本部　日本中国料理協会茨城支部　中川学園　晃陽学園
笠間焼協同組合　茨城県茶生産者組合連合会

主 催

後 援

※ 順不同

※ 順不同



県内有名菓子店のスイーツ大集合!

県内で活躍する洋菓子、和菓子、パンの一押しス
イーツが大集合！今年は「茨城県産さつまいも」
を使用して作り上げたお菓子も新登場。

いばらきスイーツカフェ

笠間焼に県産食材を使用したスイーツを乗せた
セットを数量限定販売!イートインコーナーでそ
のまま食べて笠間焼はお持ち帰り頂けます。

県内屈指の料理人による「特別料理販売」

ここでしか味わえない料理を楽しめます。茨城県
産の食材を使って県内屈指の３料理団体が腕を
ふるいます！

いばらきスイーツコンテスト

茨城県のさつまいもをふんだんに使ったスイー
ツを、洋菓子と和菓子に分かれてコンテストを開
催!職人の技が光るスイーツをスイートフェア当
日お買い求めいただけます。

ひよっコラボ

茨城県北地域がドラマの舞台になりました。茨城
県産を使ったお菓子でひよっコラボ認定商品を、
スイートフェア当日各店舗にて販売いたします。

茨城県菓子工業組合「いばらきさん。」販売会

茨城県菓子工業組合と筑波大学の共同開発であ
る、茨城の魅力ある菓子を作るプロジェクトにて
生まれた「いばらきさん。」の販売会を開催いたし
ます。

障がい者支援施設スイーツ展示販売

”おいしい””かわいい”と言っていただけるスイーツ、
クッキーZakkaの商品を販売いたします。結婚式やギフ
トにぴったりの可愛いラッピングが目を引きます。

新鮮ないちごや干し芋などを
販売いたします。

新鮮果実や干し芋販売

ポケットファームどきどきの
手作りソーセージとパンの試
食販売を行います。

手作りソーセージ・パンの
試食販売

つくば栽培黒きくらげは、鉄
分を多量に含む栄養価の高い
食品です。大きく肉厚でやわ
らかい!ぜひご賞味ください。

つくばきくらげ販売

県内の女性の農業の方々が、
茨城の農産物をPR。野菜、農
産物を使ったお菓子、さつま
いもを販売いたします。

県産農産物のPR、販売

さつまいものお菓子屋や焼き
芋、イモ焼酎などの加工品等
を販売。行方産の新鮮な野菜
などもお持ちいたします。

さつまいも、行方産の野菜販売

さつまいもを使ったお菓子や
加工食品を販売。また、県産の
熟成された干しイモを販売い
たします。

さつまいもの加工品販売

「スイーツバルーンを召しあ
がれ♪」甘い夢がふくらむバ
ルーンアートの世界をお楽し
みください。

スイーツバルーンアート

栄養満点!茨城県の卵のつかみ取
り販売を行います。濃厚な旨味が
たっぷり詰まった卵を食べてみ
てください！

卵のつかみ取り販売

毎年好評な【笠間焼展示販売】
を今年も開催いたします。風
情薫る笠間焼をご自宅にもい
かがでしょうか？

笠間焼展示販売

卵のつかみ取り /1回 100 円

大洗町ブランド推進協議会の
認証を受けた、選りすぐりの
ブランド認証品を出張販売い
たします。

ブランド認証品の出張販売
27日のみ開催!

テクモアファーム ポケットファームどきどき

つくばきくらげ

いばgirl

なめがた食彩マーケット会議

なめがたファーマーズヴィレッジ

バルーンアートクリエーターBABAR

茨城県養鶏協会 青年部

笠間観光協会

大洗町ブランド推進協議会

お茶好き、必見！これから迎える夏場に最適
な、冷たくて美味しい「冷茶」の作り方や緑茶
の優れた機能性をご紹介！様々なお茶からあ
なたの好みを見つけてください。

県産のお茶の試飲・販売会

あらき園（さしま茶）
奥久慈茶業組合（奥久慈茶）
古内茶業組合（古内茶）

笠間の旬な野菜を、笠間の「おいしい！」をお
届けします。減農薬で生産された安心・安全な
野菜、評判が高い加工品をそろえています。笠
間の「旬」の食材をぜひご賞味ください。

笠間の旬な加工品展示販売

笠間アグリビジネスネットワーク協議会

お菓子作りの先生と一緒に、世界に一つだけ
のオリジナル菓子を作りませんか？楽しくみ
んなでデコレーションしよう！

お菓子作り体験教室
先着順・料金 150 円

中川学園・晃陽学園

毎年
好評

【開催日】 26日(金)・27日(土)・28日(日)

【会　場】 県民ホール

【開催日】 27日(土)・28日(日)

【会　場】 食堂ひばり大ホール

先着順・料金：600円

【開催日】 27日(土)・28日(日)

【会　場】 食堂ひばり大ホール

今年のテーマ「県産さつまいも」

4月25日(火)より、公式サイトにて結果発表!

【開催日】 26日(金)・27日(土)・28日(日)

【会　場】 県民ホール

【開催日】 26日(金)・27日(土)・28日(日)

【会　場】 県政広報コーナー

【開催日】 26日(金)・27日(土)・28日(日)

【会　場】 県政広報コーナー

障がい者支援施設　くれよん工房

行政棟2階 開催イベント紹介

行政棟 スイーツ販売ブース　出店店舗/日程紹介

議会棟 2階 開催イベント紹介

※行政棟・議会棟共に、出店店舗、出店日が変更となる場合がございます。 

※イベントによっては、1日のみ開催のブースがございます。

26日出店…●　27日出店…●　28日出店…●

見る・触れ
る・食べる!!茨城を「食」で楽しむ3日間です!

27日(土)・28日(日)、今年も議会棟にて開催します。
みんなで楽しめる!!ワクワクたっぷり2日間!!

去年から引き続き、お菓子作り体験教室や、お茶の試飲販売、茨城県のお野菜の即売会等々…

大人から子供まで楽しめるイベントを開催いたします。

●●● アトリエ マドレーヌ

　●● アルチザン パティシエ イタバシ

●●● 飯野屋製菓

●●● お菓子処 ひろせ

●●● お菓子の麻呂宇土

●●　 お菓子の店 くり～む

　●● 菓子工房 ラポワール

●　● 菓子工房nagai 永井製菓

●●● 菓匠たけだ

　●● 菓匠にいつま

●●● カノウヤ

●●● きね八

　●　 キムラヤ

●　● 洋風笠間菓子 グリュイエール

●●● 幸鹿堂

●●　 五條製菓

　●● 大髙かおる堂

●●● 甘納豆のつかもと

●●● つくばぷりん

●　　 天使のおやつ

●●● トーア乳業

●●● 那珂湊菓子商工組合

●●● 根本製菓

●●● パティスリーKOSAI

●●● パティスリーシュール ミガワ

●●● パティスリーましぇり

●●● パン工房 シャンテ

●●● 日立和洋菓子いちかわ

　●　 フランス菓子 Maison Weniko

　　● フランス風創作菓子 アルドゥール

●●● ふる川製菓

●　　 フレッシュグリーン

●●● 松島製菓

●●● やまと米菓

●　　 横田農場

●　● YOCICOTAN Café

　●● ルブラン

●　　 和洋菓子工房 一真堂

結城

水戸

水戸

大子

大洗

水戸

神栖

笠間

日立

水戸

日立

小美玉

日立

水戸

日立

神栖

龍ヶ崎

笠間

ひたちなか

水戸

牛久

筑西

水戸

水戸

日立

真壁

龍ヶ崎

水戸

日立

笠間

那珂

龍ヶ崎

鹿嶋

笠間

水戸

桜川

水戸

水戸


