登録商標「スカイベリー」
使用許諾状況一覧
（2017年７月18日までの状況です。64社121商品 ※社名は50音順です）

許諾先
アイス工房カウベル

商品
シャーベット「スカイベリーシャーベット」
アイスクリーム 「スカイベリー ミルク」
冷凍生 スカイベリー

株式会社 アイドゥ

スカイベリー かき氷
スカイベリーシロップ
スカイベリーソース
ラングドシャ 「スカイベリー ラングドシャ」

株式会社 葵乃庄

ワッフルサンドクッキー 「スカイベリー クリスピーワッフルサンド」
ジャム「スカイベリー」
「スカイベリー ミルクチーズクリーム」
ソース 「スカイベリー ソース」

株式会社 アサヒフーズ

ジャム 「スカイベリー ジャム」
ジェラート 「スカイベリー ミルクジェラート」

株式会社 足利フラワーリゾート
株式会社 あすなろ舎
有限会社あづみ野食品

ソフトクリーム 「スカイベリー ソフト」
いちごキャラメル 「スカイベリー はろうきてぃ」
ゼリー「ハローキティ フルーツゼリー」
「栃木産スカイベリー のイチゴ果汁たっぷりゼリー」
タルトケーキ
ケーキ 「スカイベリーのプレミアムクリスマスケーキ」

有限会社 いちごの里 湯本農場

ジャム 「プレミアム スカイベリーのジャム」
大福 「スカイベリー大福」
「スカイベリー のシュークリーム」
スカイベリー ジェラート

伊澤いちご園

シャーベット 「スカイベリー ソルベ」

株式会社ヴィ・ド・フランス

「ダノワーズ スカイベリー」

株式会社 上野風月堂
大磯プリンスホテル
株式会社 大麦工房ロア
澳原いちご農園
カゴメ株式会社
株式会社 加藤農園
株式会社 かのこ庵

ゴーフル 「プティゴーフル スカイベリー」
ケーキ 「スカイベリー クリームサンド」
ケーキ 「スカイベリーのパイタルト」
ダクワーズ 「スカイベリー ダクワーズ」
クッキー 「スカイベリー サンド」
ドライフルーツ「スカイベリー」
「スカイベリー ミックス」
「スカイベリー バター」
大福 「スカイベリー 苺大福」

株式会社 観光農園いわふね

ケーキ類アラカルト
パンケーキ
ショートケーキ 「スカイベリー ショートケーキ」
チーズケーキ 「スカイベリー チーズケーキ」

有限会社 ケーキハウスヒガノ

タルト 「スカイベリー タルト」
ゼリー 「スカイベリー ゼリー」
プリン 「スカイベリー プリン」

有限会社 高林堂

どら焼き 「スカイベリーどら焼き」

cozuchi3302

スカイベリー®スコーン

有限会社 佐野観光農園
佐野農業協同組合

ジェラート
スカイベリージャム
乾燥果実 「ドライスカイベリー クリスプ・スウィート」
冷凍果実「スカイベリー」

さるのパンや

パン 「ドライスカイベリーとホワイトチョコのリュスティック」

三宝製菓株式会社

サクサクキャンディ Ichigo Milk スカイベリー 苺みるく
ショートケーキ 「スカイベリーのショートケーキ」

C Port Pastry

タルト 「スカイベリーのぜいたくたると」
ムース 「スカイベリーのふるふるシャルロット」
ジャム 「スカイベリーのジャム」

敷島製パン株式会社

タルト 「スカイベリー いちごのタルト」
パン 「スカイベリー いちごメロンパン」

島田養蜂園

ハチミツ 「さとの果実 スカイベリー」

株式会社しらかわ五葉倶楽部

「最強のいちご スカイベリー」（ジャム）

Chez Fraise

スカイベリー ソルベ

株式会社 雪華堂

いちご大福

有限会社ソワール

「エクレール・スカイベリー」

第一屋製パン株式会社

ジャムパン「スカイベリー いちごパン」
シフォンケーキ 「栃木 スカイベリー シフォンケーキ」

株式会社ダイエー

タルトケーキ 「栃木 スカイベリー タルトケーキ」
ミルフィーユ

タカ食品工業株式会社
株式会社タカチホ

ピューレ 「桜 スカイベリー」
ロールケーキ 「栃木 スカイベリー ロール」

御菓子処高徳

大福 「スカイベリー 大福」

有限会社 田中米菓

せんべい 「白雪 スカイベリー」

チーズケーキ工房
MANIWA FARM･摩庭正

チーズケーキ

株式会社 長榮堂

大福 「スカイベリー 生ふわ苺もち」
ショートケーキ 「トリプル スカイベリー」
イチゴクランチチョコ 「栃木 スカイベリー クランチ」
リーフパイ 「栃木 スカイベリー リーフパイ」

スプレッド 「スカイベリー いちごバター」
生サブレ 「栃木 スカイベリー 生サブレ」
ケーキ 「スカイベリー ストロベリーケーキ」
クッキー 「栃木 スカイベリー チョコサンドクッキー」
ベイクドショコラ 「栃木 スカイベリー ベイクドショコラ」
キャンディー 「スカイベリーみるく」
株式会社 長登屋

ラングドシャ 「栃木 スカイベリー ラングドシャ」
ミルクケーキ 「栃木 スカイベリー ミルクケーキ」
クッキー 「栃木 スカイベリー ワッフルクッキー」
クッキー 「栃木 スカイベリー プチシュー」
チョコレート 「栃木 スカイベリー クランチ」
グミ 「栃木 スカイベリー 苺グミ」
クッキー 「栃木 スカイベリー タルトクッキー」
チョコレートがけ饅頭 「栃木 スカイベリー のたまご」
クッキー 「栃木 スカイベリー チョコスティッククッキー」

那須ドライ∴ズ
西方生産組合 駒場 威
西方町農産物加工組合
株式会社 ニックス
日世株式会社

乾燥果実 「ドライフルーツスカイベリー」
乾燥果実 ｢いちごパウダースカイベリー｣
冷凍果実「スカイベリー」
ジャム「スカイベリー ジャム」
果実飲料
ジェラート 「スカイベリー ジェラート」
スムージー 「スカイベリー スムージー」
ソフトクリーム「ソフトクリーム」
フルーツソフトミックス「スカイベリー」

野口 英雄

スカイベリー ジャム

春木屋工房

「スカイベリー 大福」

株式会社 ピー･エス･コープ
廣田 和世
物流フードマテリアル 株式会社

ショートケーキ 「スカイベリーのプレミアムショートケーキ」
スカイベリー（苺ジャム）
「スカイベリー透明果汁」

株式会社 武平作

大福 「スカイベリー 大福」
「スカイベリー 苺サンド」

フルーツダイニングパレット

「スカイベリー 苺パフェ」
「スカイベリー 苺ゼリー」

株式会社ベジエース

スカイベリーポップコーン

堀江いちご農園

ジャム 「スカイベリー 100パーセントのいちごジャム」

株式会社 前田牧場

乾燥いちご「スカイベリー」

株式会社 マキシム

シャーベット 「スカイベリー ソルベ」

有限会社 メルシー

プリン 「スカイベリープリン」

明治チューイングガム 株式会社

チューイングキャンデー 「かむかむスカイベリー」

森川屋菓子店

大福「スカイベリー大福」
プリン 「スカイベリーのクリームプリン」
シュークリーム 「スカイベリーのシュークリーム」

株式会社ロピア

シュークリーム 「スカイベリーのダブルシュー」
クレープ「Happy! スカイベリー クレープ」
プリン 「スカイベリーのいちごプリン」

わたなべファーム 花みずき

ジャム「スカイベリー ジャム」

渡辺農園

ジャム「スカイベリー いちごジャム」

