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問い合わせ先：水戸市観光課　TEL.029-224-1111

1889年に『天狗納豆』を創業した笹沼清左衛門。彼は、水戸鉄
道開通によって旅行客で賑わいをみせていた水戸駅に着目し、
駅前広場で土産品として小粒の納豆を販売します。その後、駅

取材協力：笹沼五郎商店茨城県非公認
キャラクター

日本が誇る発酵食品・納豆は、まさに“栄養の宝庫”。炭水化
物、脂質、たんぱく質、ミネラル、ビタミンなどの五大栄養素
をはじめ、食物繊維、ナットウキナーゼ、大豆イソフラボ
ン、大豆サポニンなど、じつにさまざまな栄養素が含まれ
ているのです。近年は、その機能性の高さから、美容や

健康面でも注目が集まっています。

水戸と納豆の歴史 納豆の栄養と健康

お
み
や
げ

水戸市　月刊ぷらざ協働事業×
（茨城弘報株式会社）絶品 !

Natto gourmet in  Mito

水戸市内
MAP

株式会社 笹沼五郎商店
1889年（明治22年）創業。笹沼清左衛門を創業者と
する水戸の老舗です。「わらつと納豆」をはじめ、オリ
ジナル納豆商品も豊富に取り揃えています。
水戸市三の丸3-4-30  ☎029-225-2121

天狗納豆 株式会社
1910年（明治43年）創業。笹沼清左衛門の次男・辰蔵
が創業者で、納豆スナックや納豆ふりかけのほか、天
狗のイラストが目を惹く前掛けなども販売しています。
水戸市柳町1-13-13  ☎0120-109-083

水戸納豆製造 株式会社
1929年（昭和4年）創業。「粘っとー（カレー・チーズ・
濃い味）」などの個性的なラインナップが魅力的で、
新商品の開発に力を入れています。
水戸市本町3-8-6  ☎029-221-4281

だるま食品 株式会社
1948年（昭和23年）創業。伝統的な納豆の他、「納豆
ラーメン」「納豆味噌汁」「納豆カレー」「チョコ納豆」な
ど、ラインナップが充実しています。
水戸市柳町1-7-8 ☎029-221-7068

月刊ぷらざ
マスコットキャラクター
「ぷらビット」

月刊ぷらざ

水戸市マスコットキャラクター

干し納豆
……648円

兵士の携帯食としても用
いられた伝統食。国産大
豆を使用し、旨みが凝縮
した納豆が味わえます。
酒の肴、おやつ、お茶請
けにもピッタリです。

（天狗納豆）

雪あかり…… 267円
「第17回全国納豆鑑評会」優秀賞の逸品！ 
豆は少々大きめで、ほんのりと甘く、旨みが
濃い大豆の味わいが堪能できます。
（水戸納豆製造）

キムチそぼろ納豆……648円
茨城県発祥のそぼろ納豆をキムチ味で仕上げた
一品。国産大豆、国産大根を使用し、
味付きのため、そのまま
食べられます。
（だるま食品）

やっぱり水戸は納豆料理を提供する飲食店が多いネバね!詳しくは裏面をみるネバ!

わらつと納豆5本束
（からし付き）
…… 970円

藁の香りが懐かしい、
わらつとに入った　　

小粒納豆。レトロな　　　
パッケージでお土産　　　

にも大人気の 　　　
商品です。 　　　。

（笹沼五郎商店）　　　　
　

納豆
水戸市内
製造会社



茨城県非公認キャラクター

九州の料理山芋鉄板焼きと、
茨城の名産品納豆が夢のコラボ!

納豆と山芋の鉄板焼き.....734円

住／水戸市中央2-8-41  営／火～土17:30～
L.O24:00 日～L.O23:00  休／月

☎029-350-8818

25

居酒屋 ぐるめ酒房 富 栄

★2017年6月時点の情報です。
メニュー内容や営業時間は変更になる可能性があります。あらかじめご了承ください。

新鮮卵のふわふわオムレツと
納豆、ハヤシソースが相性抜群♪

納豆ハヤシオムライス........900円

住／水戸市南町2-6-31 加瀬ビル1F
営／11:00～21:00 休／日・祝

☎029-306-6850

1 洋食 洋食屋 花きゃべつ

オクラ＋とろろ＋旬の魚介♪
“水戸の名物どんぶり”

ねばり丼.......................980円

住／水戸市宮町2-4-26 みまつホテル2F
営／11:00～14:30、17:00～L.O21:30  休／無

☎029-224-3005

4 和食 和亭しゃぶ処 美 菜

納豆とオクラ、Wのネバネバが美味しい！
その他の納豆料理も充実。

納豆とオクラのキツネ揚げ....480円

住／水戸市宮町2-3-2
営／17:00～L.O23:00  休／日

☎029-239-5520

7 居酒屋 肴や 魚 姫 うおひめ

具がギッシリつまった餃子は、
納豆と紫蘇の風味が◎ お酒も進みます！

納豆餃子（5個）...............500円

住／水戸市宮町1-3-23 神田ビル1F  営／11:30
～L.O14:00、17:00～L.O23:00  休／日・祝

☎029-233-2663

10 ラーメン めんや酒楽処 喜つね きつね

13
みかんの酸味と豊かな香り
塩入り七味唐辛子が絶妙！

きつね納豆の七福来塩唐辛子...516円

住／水戸市宮町1丁目7-33 11F  休／無
営／月～土・祝前日17:00～25:00  日・祝17:00～24:00 

☎029-224-6454

16

居酒屋 常陸之国 もんどころ 水戸サウスタワー店

納豆とチーズが良く合います♪
大葉が効いて良いアクセント!

納豆と大葉のチーズ春巻き...604円

住／水戸市中央アーバンスタービル102  休／月　
営／火～木・日18:00～24:00、金・土・祝前日～翌5:00  

☎029-221-1556

19

ダイニングバー DINING＆BAR 楽 瞬

納豆にたたいた梅をまぜ込み、大葉で
包んで揚げたさっぱりとした包み揚げ。

梅と納豆の包み揚げ........680円

住／水戸市城南1-3-27 小祝ビルB-F1
営／18:00～L.O23:00  休／火

☎029-303-5488

22

居酒屋 うどん酒場 ‘恵風’ めぐみかぜ

県外の方や常連さんからも大人気!
お酒が進む逸品です。

納豆の磯辺揚げ..............626円

住／水戸市城南1-6-4 城南マンション1F　休／火
営／月～木・日17:30～24:00、金・土・祝前日～翌1:00  

☎029-306-7255

26

和食・居酒屋 板前ダイニング あごら

あげで納豆を包みパリッと揚げた
納豆の風味が引き立つ逸品！

なっとう巾着あげ...........450円

住／水戸市南町2-1-58 エコールドミトビル2F
営／17:00～L.O22:30  休／無

☎029-232-0333

2 居酒屋 鳥 吉 水戸店

納豆とオクラ、ネギが入ったお好み焼
き。やみつきになる味はビールに合う！！

納豆ネバ焼き................390円

住／水戸市宮町2-11-25  営／月～土17:00～
L.O23:00、 日15:00～L.O21:00 休／不定休

☎029‐228‐3077

5和食 串カツ てけ×２

野菜に納豆を挟んで揚げた一品
マグロの納豆あえ(500円)も絶品

納豆天ぷら...................800円

住／水戸市宮町2-7-28  営／11:00～14:00、
17:00～22:00 休／日・祝・土昼

☎029-221-0257

8和食 日本料理 吉水

納豆とひき肉を練り合わせた
160gのビッグメンチを大根おろしで♪

納豆メンチ....................650円

住／水戸市宮町1-3-23 神田ビル2F
営／17:00～L.O23:00  休／日・祝

☎029-233-2663

11 居酒屋 陽菜田-hinata-

刻んだ納豆と白身魚のすり身を合わせた、
ふんわり食感の磯辺揚げ。

納豆真丈磯辺揚げ..........756円

住／水戸市千波町2755-1  休／無
営／11:30～L.O14:00、17:30～L.O21:00

☎029-305-7560

14

和食 とう粋庵

常陸秋そばを天ぷら、納豆を本格つゆ
で絡めて食す贅沢な逸品。

上天納豆そば..............1,070円

住／水戸市宮町1-1-1 エクセル本館６F
営／11:00～L.O21:30  休／無

☎029-291-8738

17

和食 蕎麦処 まち庵 エクセル店

餡に納豆を練りこみ、納豆をかけて食べる納
豆づくしの一皿♪大根おろしでさっぱりと◎

納豆餃子.......................410円

住／水戸市桜川2-5-7  営／11:30～14:00、
17:00～23:00  休／年末年始

☎029-225-0310

20

バル 餃子とバル310／Swan the hop head

数あるメニューのなかで人気! 
3種の納豆と6種のトッピングが◎

茨城県産 納豆の食べくらべセット....780円

住／水戸市城南1-5-16 第二住吉ビル1F
営／18:00～24:00[金・土～翌1:00］  休／日

☎029-302-1103

23

居酒屋 酒 趣 本店

鮮度抜群のお刺身の切れ端を使った
名物メニュー。ご飯にかけても絶品! 

田吾作納豆...................918円

住／水戸市城南2-7-1  住／水戸市城南2-4-8
営／17:00～24:00  休／日

☎029-227-7417／☎029-246-6466

27

居酒屋 田吾作／田吾作 月

長芋やがごめ昆布、オクラなど
8種類の野菜や海藻類のヘルシー丼♪

ネバネバ丼ぶり...............500円

住／水戸市南町1-4-9
営／17:00～23:00  休／日・祝

☎029-231-9188

3 居酒屋 喰処飲処 藏屋敷

卵にチーズを混ぜ込んだ
優しい味わいのオムレツ

納豆チーズオムレツ........680円

住／水戸市宮町2-5-6
営／17:00～L.O23:00  休／日

☎029-231-9244

6 居酒屋 大衆酒場 鳥らんど

タコやマグロ等の新鮮な魚介と、納豆
を混ぜて頂く、食感も楽しめる逸品。

五色なっとう..................800円

住／水戸市宮町2-2-5  休／日
営／11:00～14:00、17:00～22:00

☎029-224-1639

9 居酒屋 和・菜・肴 かしの木 千

『黒澤醤油』の味噌を使ったもつ煮に
納豆が絡む！ 納豆コロッケもぜひ！

納豆もつ煮....................680円

住／水戸市宮町1-3-25 2Ｆ  営／水・木・金12:00
～L.O13:30、17:00～L.O22:30  休／不定休

☎029-279-2897

12 居酒屋 茨城特産大衆酒場 志音 しおん

白みそベースのスープに納豆、オクラ、鰹節、
ネギをトッピング。是非一度ご賞味ください。

水戸納豆らーめん...........950円

住／水戸市中央2丁目4-3  営／日～木 11:00～24:30
金・土 11:00～25:30  休／不定休

☎029-291-3983

15

ラーメン 蘭 丸 らんまる

食べ応えのあるかき揚げは醤油塩を
つけて。その他、納豆アイスも人気！

干し納豆のかき揚げ.........６１６円

住／水戸市宮町1-7-20 ホテルテラスザガーデン水戸1F
営／11:30～14:00、17:00～23:00  休／日

☎029-303-1300

18

和食 わさびの花

揚げ玉＋ネギの食感が楽しめる♪
やみつき冷奴！ ビールとの相性も◎

納豆カリカリたぬきヤッコ....410円

住／水戸市中央1-3-11
営／17:00～L.O23:00  休／日

☎029-297-1267

21

居酒屋 水戸居酒屋 豚らんど

定番の納豆巻きに梅と紫蘇を加えて
さっぱりとさらに美味しく♪

梅しそ納豆巻き...............216円

住／水戸市城南1-3-12  営／11:30～13:30、
18:00～22:00  休／日・祝・土の昼

☎029-231-8991

24

寿司 Sushi Dining 蛇の目 じゃのめ

水戸に来たら納豆三大料理！
ネギ納豆鉢、納豆天ぷら、納豆汁が付く。

水戸納豆膳....................980円

住／水戸市常磐町1-3-1 常磐神社敷地内
営／9:00～L.O17:00  休／無

☎029‐231‐6711

和食 郷土料理 偕楽園レストハウス

絶品 !

Natto gourmet in  Mito

水戸市内
LIST

父は大豆、母は納豆菌。納豆を世界中のみんなに
好きになってもらうためにこの世に生まれた

納豆の妖精。それがねば～る君!

ネ

ね ね 供

し る を

し いるネバ! ネバ!

水戸
は納豆料理を し る 店がく

る
り 店を

ね!




