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地域産業資源の内容 

（１）農林水産物 

名称 地域産業資源に係る地域 

朝日西瓜 富山市 

アスパラガス 朝日町 

甘エビ 富山市、高岡市、射水市、魚津市、滑川市、黒部市、 

入善町、朝日町 

鮎 富山市、射水市、砺波市、南砺市 

アルギットさといも 高岡市 

アルギットにら 滑川市 

砺波市、南砺市、小矢部市 

いちご  黒部市 

稲積梅 氷見市 

稲葉メルヘン牛 小矢部市 

いみずサクラマス 射水市 

ウマヅラハギ 
（魚津寒ハギ） 魚津市 

エゴマ 富山市 

小鹿野・東福寺ぶどう 滑川市 

音川ぶどう 富山市 

音川早生大かぶ 富山市 

海洋深層水トマト 滑川市 

かづみさといも 滑川市 

キジハタ 黒部市 

呉羽梨 富山市、射水市 

黒河たけのこ 射水市 

黒部丸いも 黒部市 

黒部名水ポーク 黒部市 

啓翁桜 富山市、氷見市 

鶏卵 
富山市、高岡市、射水市、魚津市、砺波市、小矢部市、 

南砺市、上市町 

ゲンゲ 富山市、射水市、魚津市 
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県産牛乳 
富山市、高岡市、射水市、魚津市、滑川市、黒部市、 

砺波市、小矢部市、南砺市、上市町、入善町 

鯉 高岡市 

五箇山赤かぶ 南砺市 

五箇山ぼべら（かぼちゃ） 南砺市 

越のわたり蟹 射水市 

こまつな 射水市 

サクラマス 富山市、射水市 

鮭 高岡市、射水市、朝日町 

さといも 入善町、朝日町 

三社柿 南砺市 

下野方なし 魚津市 

シャクヤク 県全域 

庄川おんせん野菜 砺波市 

庄川ゆず 砺波市 

縄文のさといも 小矢部市 

シロエビ 富山市、高岡市、射水市、魚津市、氷見市、滑川市、 

黒部市、入善町、朝日町 

しんきろうトマト 魚津市 

深層水仕込カキ 入善町 

菅 高岡市 

ズワイガニ 富山市、射水市 

たかはたポーク 砺波市 

たけのこ 高岡市、氷見市 

種もみ 黒部市、砺波市 

たまねぎ 砺波市、南砺市 

チューリップ 高岡市、砺波市、南砺市、入善町、朝日町 

つるぎさといも 上市町 

トウキ 県全域 

どっこきゅうり 高岡市 

とやま牛 富山市、高岡市、魚津市、氷見市、小矢部市、南砺市、 

舟橋村、上市町、立山町、入善町、朝日町 
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とやまジビエ 県全域 

富山しろねぎ 富山市、高岡市、射水市、魚津市、氷見市、滑川市、 

黒部市、砺波市、南砺市、上市町、立山町、入善町、 

朝日町 

富山トマト 富山市 

富山の大麦 県全域 

富山の大豆 県全域 

富山ブラック（枝豆） 射水市 

とやまポーク 富山市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、 

小矢部市、南砺市、立山町 

富山米 県全域 

ナガラモ 氷見市 

灘浦みかん 氷見市 

なたね 高岡市 

新川きゅうり 魚津市 

入善町、朝日町 

新川だいこん 魚津市 

西布施ぶどう 魚津市 

入善ジャンボ西瓜 入善町 

入善深層水あわび 入善町 

バイ貝 魚津市 

ハトムギ 高岡市、小矢部市、朝日町 

バラ 小矢部市 

ばれいしょ 富山市、朝日町 

氷見イワシ 氷見市 

ひみ寒ぶり 氷見市 

氷見牛 氷見市 

ひみ自然薯 氷見市 

氷見はとむぎ 氷見市 

ヒラメ 黒部市 

ふく福柿 砺波市 

ぶどう 砺波市 
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ブリ 富山市、高岡市、射水市、魚津市、氷見市、滑川市、 

黒部市、入善町、朝日町 

ヘチマ 射水市 

ベニズワイガニ 
（高志の紅ガニ） 

射水市、魚津市、滑川市、黒部市、入善町、朝日町 

放牧豚 氷見市 

ほうれん草 高岡市 

細入らっきょう 富山市 

ホタルイカ 富山市、高岡市、射水市、魚津市、氷見市、滑川市、 

黒部市、入善町、朝日町 

マコモタケ 富山市、氷見市、黒部市 

万葉かれい 射水市 

水島柿 射水市 

宮島の栗 小矢部市 

みょうが 富山市、南砺市 

モモ  黒部市、入善町、朝日町 

モロヘイヤ 富山市 

ヤーコン 小矢部市 

八尾黒ゴマ 富山市 

八尾そば 富山市 

八尾の桑 富山市 

山野さといも 南砺市 

ラ・フランス 立山町 

りんご 富山市、高岡市、射水市、魚津市、氷見市、滑川市、 

黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市 

わかめ 氷見市 
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（２）鉱工業品又は鉱工業品の生産に係る技術 

名称 地域産業資源に係る地域 

穴の谷の霊水 富山市、上市町 

甘酒 南砺市 

アルミニウム製品 高岡市、射水市、氷見市、滑川市、黒部市 

生地の塩物 黒部市 

井波彫刻 砺波市、南砺市 

ウィスキー 砺波市 

魚津漆器 魚津市 

海とろめし 氷見市 

越中三助焼 砺波市 

越中瀬戸焼 立山町 

越中和紙 富山市、南砺市 

大門素麺 砺波市 

押しずし（押せずし） 魚津市 

おやべホワイトラーメン 小矢部市 

織物 南砺市 

海洋深層水天日塩 滑川市 

柿酢 富山市 

金屋石 砺波市 

かぶら寿し 高岡市、砺波市、小矢部市、南砺市 

かまぼこ 富山市、高岡市、射水市、魚津市、氷見市、滑川市、 

黒部市 

ガラス製品 富山市、高岡市、射水市、砺波市、小矢部市 

久目串柿 氷見市 

黒部川扇状地湧水 黒部市、入善町 

くろべ水餃子 黒部市 

昆布じめ 富山市、高岡市、射水市、魚津市、氷見市、滑川市 

昆布巻き 富山市、高岡市、射水市、滑川市 

蚕業 南砺市 

塩ブリ 魚津市 
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地ビール 氷見市、黒部市、南砺市 

庄川挽物木地 砺波市、南砺市 

焼酎 氷見市 

しょうゆ 小矢部市 

菅笠 高岡市 

清酒 富山市、高岡市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市、 

砺波市、小矢部市、南砺市、上市町、朝日町 

せんだん山そば 砺波市 

高岡グリーンラーメン 高岡市 

高岡コロッケ 高岡市 

高岡昆布スイーツ 高岡市 

高岡昆布飯 高岡市 

高岡漆器 高岡市 

高岡鉄器 高岡市 

高岡銅器 高岡市 

高岡仏具 高岡市 

高岡仏壇 高岡市 

高岡流お好み焼き ととまる 高岡市 

玉殿の湧水 富山市、立山町 

天蚕 富山市 

つくるＵＯＺＵ ＧＡＭＥＳ 魚津市 

利賀蕎麦 南砺市 

ところてん 高岡市 

砺波の民具 砺波市 

どぶろく 氷見市 

とやま土人形 富山市 

富山の一般機械 富山市、高岡市、射水市、魚津市、氷見市、滑川市、 

黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、上市町、立山町、 

入善町 

富山の金属製品 富山市、高岡市、射水市、魚津市、氷見市、滑川市、 

黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、上市町、立山町、 

入善町 
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富山のくすり 富山市、高岡市、射水市、滑川市、上市町、立山町 

富山県産材 県全域 

富山の深層水 富山市、高岡市、射水市、魚津市、氷見市、滑川市、 

黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、上市町、立山町、 

入善町、朝日町 

富山の電子材料・電子部品 県全域 

富山のプラスチック 富山市、高岡市、射水市、魚津市、氷見市、黒部市、 

砺波市、小矢部市、南砺市、上市町、入善町 

富山ブラック（ラーメン） 富山市、高岡市、射水市 

富山干柿 南砺市 

富山木象嵌 富山市 

富山やくぜん 富山市 

富山湾鮨 富山市、高岡市、射水市、魚津市、氷見市、滑川市、 

砺波市、南砺市、立山町、朝日町 

とろろ昆布 高岡市、黒部市 

どんどん焼き 滑川市 

ニシンの糀漬け 小矢部市 

ニット製品 富山市、高岡市、射水市、砺波市、小矢部市、南砺市、 

入善ブラウンラーメン 入善町 

バイ飯 魚津市 

バタバタ茶 朝日町 

蜂蜜 富山市、小矢部市 

パックご飯 入善町 

ばね・ぜんまい製品 黒部市 

氷見カレー 氷見市 

氷見牛カレー 氷見市 

氷見牛コロッケ 氷見市 

ひみ里山杉 氷見市 

氷見三昧御膳 氷見市 

氷見のうどん 氷見市 

干物 氷見市 

黒部市 
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福光バット 南砺市 

藤箕 氷見市 

米菓 富山市、射水市、砺波市、小矢部市、南砺市、立山町 

干しいも 黒部市 

ます寿し 富山市、高岡市、射水市、魚津市、黒部市、小矢部市、 

入善町 

増山城 蔵蕃そば 砺波市 

水だんご 魚津市、黒部市 

宮島峡産赤かぶ漬け 小矢部市 

モルト麦茶 黒部市 

薬膳 富山市、高岡市、射水市 

魚津市 

湯くぐり料理 氷見市 

よごし 砺波市 

ワイン 富山市、氷見市 
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（３）文化財、自然の風景地、温泉その他の地域の観光資源 

名称 地域産業資源に係る地域 

あさひ城山公園 朝日町 

雨晴海岸 高岡市 

有峰湖 富山市 

あるぺん村 立山町 

稲葉山 小矢部市 

井波彫刻工房 南砺市 

岩瀬の街並み 富山市 

魚津城跡 魚津市 

魚津水族館 
（魚津水族博物館） 

魚津市 

魚津の水循環 魚津市 

魚津八幡宮献灯みこし祭り 魚津市 

内川 射水市 

宇奈月温泉 
（黒部峡谷温泉群） 

富山市、黒部市、立山町 

宇奈月トロッコ電車 黒部市 

海の駅 蜃気楼 魚津市 

越中おわら 富山市 

越中式定置網漁 氷見市 

越中和紙工房 富山市、南砺市、朝日町 

園芸植物園の福野スプレー菊 南砺市 

かいにょ苑（旧金岡家住宅） 砺波市 

怪物くんバス 氷見市 

鹿熊の刀踊り 魚津市 

片貝山ノ守キャンプ場 魚津市 

金屋町の町並み 高岡市 

上和田緑地・キャンプ場の桜 砺波市 

ガラス工房 富山市 

祇園祭 氷見市 

木舟城跡 高岡市 
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木村産業株式会社社屋 砺波市 

旧北前船回船問屋街 富山市 

高岡市 

旧中越銀行本店 砺波市 

旧中嶋家住宅 砺波市 

旧北陸道 富山市、高岡市、射水市、魚津市、滑川市、黒部市、 

小矢部市、入善町、朝日町 

グリーンパーク吉峰 立山町 

倶利伽羅源平古戦場 小矢部市 

クロスランドおやべ 小矢部市 

黒部川扇状地湧水群 黒部市、入善町 

黒部峡谷 黒部市 

黒部湖 富山市、黒部市、立山町 

黒部ダム 富山市、黒部市、立山町 

氣多神社 高岡市 

五ヶ種チョンガレ踊り 砺波市 

五箇山合掌造集落 南砺市 

五箇山豆腐店 南砺市 

五箇山の報恩講料理店 南砺市 

こきりこ 南砺市 

国分寺跡 高岡市 

古城公園(高岡城跡) 高岡市 

小杉展示館 射水市 

鏝絵 射水市 

小牧ダム 砺波市 

米騒動発祥の地 魚津市 

ごんごん祭り 氷見市 

昆虫王国立山  
立山自然ふれあい館 

立山町 

佐伯家 高岡市 

酒蔵 富山市、高岡市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市、 

砺波市、小矢部市、南砺市、上市町、朝日町 
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左義長 砺波市 

桜町遺跡 小矢部市 

酒とり祭り 小矢部市 

散居景観 砺波市、南砺市、入善町 

獅子舞 高岡市、射水市、魚津市、氷見市、砺波市、小矢部市 

十二町潟オニバス発生地 氷見市 

庄川温泉郷 砺波市 

庄川合口堰堤 砺波市 

庄川大仏 砺波市 

庄川のエドヒガンザクラ群生地

（砺波嵐山） 

砺波市 

勝興寺 高岡市 

上日寺の大イチョウ 氷見市 

城端むぎや 南砺市 

常福寺 砺波市 

称名滝 富山市、立山町 

城山公園 小矢部市 

蜃気楼 魚津市 

新湊大橋 射水市 

森林セラピー基地 上市町 

瑞泉寺 南砺市 

水道つつじ公園 高岡市 

瑞龍寺 高岡市 

杉沢の沢スギ 入善町 

諏訪町本通り 富山市 

せり込み蝶六 魚津市 

千光寺 砺波市 

太閤山ランドのあじさい 射水市 

大門凧 射水市 

高岡漆器工房 高岡市 

高岡大仏 高岡市 

高岡銅器工房 高岡市 
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高岡のコロッケ店 高岡市 

高岡御車山 高岡市 

竹内源造記念館 射水市 

武田家 高岡市 

田近越・小原越 小矢部市 

たてもん 魚津市 

立山カルデラ 富山市、立山町 

立山黒部アルペンルート 富山市、黒部市、立山町 

立山山麓 富山市、立山町 

立山連峰 富山市、立山町 

高岡市、氷見市 

棚田家 高岡市 

たら汁店 朝日町 

檀城（庄城） 砺波市 

稚児舞 射水市 

中越弁慶号 砺波市 

チューリップ公園のカンナ 砺波市 

チューリップ畑 高岡市、砺波市、入善町 

築山行事 高岡市、射水市 

つくりもんまつり 高岡市 

津沢夜高あんどん祭  小矢部市 

剱岳 富山市、上市町、立山町 

出町子供歌舞伎曳山 砺波市 

戸出 菜の花 高岡市 

洞杉 魚津市 

利賀芸術公園 南砺市 

利賀蕎麦店 南砺市 

とやま昆布街道 富山市、高岡市、射水市、魚津市、氷見市、滑川市、 

黒部市、上市町、立山町、入善町、朝日町 

富山湾岸クルージング 滑川市 

滑川のネブタ流し 滑川市 
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下山芸術の森 発電所美術館 入善町 

中筋往来の石仏群 砺波市 

二万七千石用水取入口跡 砺波市 

入道家住宅 砺波市 

忍者ハットリくんからくり時計 氷見市 

忍者ハットリくん列車 氷見市 

帆船海王丸 射水市 

花菖蒲祭り 小矢部市 

花の森・天神山ガーデン 魚津市 

埴生護国八幡宮 小矢部市 

般若野荘関係史跡（薬勝寺、 
親王塚、公卿塚） 

砺波市 

東山円筒分水槽 魚津市 

曳山 富山市、高岡市、射水市、氷見市、砺波市、 

小矢部市、南砺市 

美女平 富山市、立山町 

ヒスイ海岸 朝日町 

氷見温泉郷 氷見市 

氷見海岸 氷見市 

氷見サカナ紳士録モニュメント 氷見市 

氷見市  藤子不二雄Ⓐまんが 

ワールド 

氷見市 

Factory Art Museum Toyama 高岡市 

フォレストフローラル氷見あい 

やまガーデン 

氷見市 

富岩運河 富山市 

福野夜高 南砺市 

二上山 高岡市 

不動堂遺跡 朝日町 

舟川べり 
～あさひ舟川 春の四重奏～ 

朝日町 

舟見城址館 入善町 

蛇石 魚津市 



14 

 

弁財天社（元雄神神社） 砺波市 

北陸道・倶利伽羅峠越 小矢部市 

ホタルイカ群遊海面 富山市、魚津市、滑川市 

芳里家住宅 砺波市 

埋没林 魚津市 

前田利長公墓所 高岡市 

升方城跡 魚津市 

増山城跡 砺波市 

松川 富山市 

松川除堤防と御川除地蔵 砺波市 

松倉城跡 魚津市 

まるまげ祭り 氷見市 

まんがロード 氷見市 

万葉線 高岡市、射水市 

万葉の里 高岡市、氷見市 

宮島峡 小矢部市 

ミラージュランド 魚津市 

メルヘンおやべ源平火牛まつり  小矢部市 

メルヘン公共建築物 小矢部市 

薬膳料理店 富山市 

安川城 砺波市 

柳田布尾山古墳 氷見市 

山田文作像 砺波市 

山町筋 高岡市 

やんさんま 射水市 

弓の清水 高岡市 

夢の平 コスモス 砺波市 

夜高 砺波市 

頼成の森 花しょうぶ 砺波市 

路面電車 富山市 

若宮古墳 小矢部市 
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