市町村別地域産業資源一覧
No.1 （H24.12.14）
鉱工業品又は鉱工業品の生産にかかる技術

農林水産物

観光資源

尾張北部

愛知の一般産業用機械、愛知の金型、愛知の金属加工機械、愛
県下全域に共通す 知の自動車部品、愛知の繊維機械、愛知の建具、愛知のプラスチ
るもの
ック、愛知の和菓子、あいち認証材（木材、製材加工品）、愛知の
ＩＴ技術と関連製品
愛知のしょうゆ、愛知の清酒、愛知の豆みそ（赤みそ）、愛知のみり だいこん、八事五寸にんじん、名古屋コ 秀吉清正記念館、笠寺観音（笠覆寺）、常泉寺、有松地
区の町並み、桶狭間古戦場伝説地、観音寺（荒子）多
ん、名古屋扇子、瀬戸焼、尾州の毛糸、尾州の毛織物、有松・鳴 ーチン、みつば
名古屋市
宝塔、興正寺五重塔、富部神社本殿、名古屋城、竜泉
海絞、名古屋黒紋付染、名古屋のアパレル、きしめん、名古屋友
寺仁王門、リニモ（東部丘陵線）、熱田神宮信長塀
禅、愛知の木製家具、名古屋桐箪笥、名古屋仏壇、名古屋節句
人形、鋳物、尾張七宝
愛知の清酒、犬山焼、げんこつ飴（げんこつ）、豆腐でんがく
古代濃尾香り米、自然薯、桃
犬山城・犬山城下地区、犬山祭、木曽川うかい、五条川
犬山市
の桜並木
尾州の毛糸、尾州インテリア織物、名古屋のアパレル、名古屋仏 だいこん
扶桑町
壇
大口町
尾州インテリア織物、鋳物
かりもり
五条川の桜並木
愛知の清酒、きしめん、尾州の毛糸、尾州の毛織物、名古屋仏 越津ねぎ、はくさい、だいこん
五条川の桜並木、曼陀羅寺公園の藤、久昌寺
江南市
壇、尾州インテリア織物、名古屋のアパレル、愛知の木製家具
愛知の清酒、福来蜜、尾州の毛糸、尾州の毛織物、尾州インテリ なす、越津ねぎ、はくさい、ほうれんそ おりもの感謝祭（一宮七夕まつり）、真清田神社、妙興
一宮市
ア織物、名古屋のアパレル、愛知の木製家具、名古屋仏壇、鋳 う、鮎、卵、たまねぎ、だいこん
寺、一宮モーニング博覧会、黒田城跡
物、切り干し大根
愛知の清酒、愛知のみりん、きしめん、尾州の毛糸、尾州の毛織 祖父江ぎんなん、ほうれんそう、稲沢 国府宮はだか祭（儺追神事）、勝幡城趾、そぶえイチョウ
稲沢市
物、名古屋のアパレル、愛知の木製家具、名古屋仏壇、鋳物
の植木
黄葉まつり、いなざわ梅まつり、大塚性海寺歴史公園・
性海寺 稲沢あじさいまつり
愛知の清酒、尾州の毛織物、名古屋のアパレル、名古屋仏壇 名古屋コーチン
五条川の桜並木
岩倉市
尾張中部

小牧市
春日井市
北名古屋市
豊山町
清須市
津島市
愛西市

海部

あま市
大治町
蟹江町
弥富市
飛島村
瀬戸市

尾張東部

尾張旭市
長久手市
日進市
東郷町
豊明市
東海市
大府市
知多市
東浦町
阿久比町

知多

半田市

武豊町
常滑市
美浜町
南知多町

きしめん、尾州インテリア織物、愛知の木製家具、名古屋仏壇

桃、名古屋コーチン

大山廃寺跡、岩崎の清流亭の藤、小牧山(小牧城)、熊
野神社の五枚岩、宇都宮神社古墳、県営名古屋空港
きしめん、瀬戸焼、名古屋のアパレル、名古屋友禅、愛知の木製 自然薯、桃、春日井サボテン、名古屋 内々神社庭園、小野道風誕生伝説地、絹本著色聖宝
家具、名古屋仏壇、名古屋桐箪笥、紙製品、紙製容器
コーチン
像（林昌院）、二子山古墳、密蔵院（多宝塔、木造薬師
如来立像）、愛岐トンネル群、県営名古屋空港
愛知の清酒、名古屋のアパレル、名古屋友禅、名古屋仏壇、名古 だいこん
屋黒紋付染
きしめん
航空館ｂｏｏｎ、県営名古屋空港
愛知のしょうゆ、愛知の清酒、愛知の豆みそ（赤みそ）、愛知のみり かぼちゃ、だいこん、かりもり、宮重大根 清洲城、日吉神社
ん、名古屋のアパレル、名古屋桐箪笥
愛知の清酒、愛知のみりん、きしめん、尾州の毛糸、尾州の毛織 海部れんこん、いちご、海部東米(かぶ 尾張津島天王祭の車楽舟行事、津島神社
物、名古屋のアパレル、愛知の木製家具、名古屋仏壇、尾張七 とまい)
宝、もろこ料理
愛知の清酒、きしめん、尾州の毛糸、名古屋のアパレル、名古屋 ねぎ、海部れんこん、だいこん、にんじ 尾張津島天王祭の車楽舟行事、船頭平閘門、大野城
仏壇、尾張七宝、尾州の毛織物
ん、いちご、トマト、米
址（愛西市）
尾州の毛糸、名古屋のアパレル、名古屋仏壇、鋳物、きしめん、愛 越津ねぎ、海部東米(かぶとまい)、ね 甚目寺観音
知のしょうゆ、愛知の豆みそ（赤みそ）、尾州の毛織物、尾張七宝 ぎ、パンジー、小松菜、方領大根
名古屋のアパレル
海部東米(かぶとまい)、赤シソ
明眼院
愛知の清酒、愛知のみりん、いなまんじゅう、尾州の毛織物、名古 だいこん
尾張温泉、須成祭、冨吉建速神社、八剱社
屋のアパレル、名古屋仏壇、鋳物
尾州の毛糸、尾州の毛織物、名古屋仏壇、鋳物
文鳥、弥富金魚
飛島村せんべい
愛知の清酒、瀬戸染付焼、瀬戸の珪砂、瀬戸の陶土、赤津焼、瀬
岩屋堂公園、窯垣の小径、定光寺公園、来る福招き猫
戸焼、招き猫、名古屋仏壇、瀬戸のファインセラミックス、Re 瀬ッ
まつり in 瀬戸、せと陶祖まつり、せともの祭、陶のまち 瀬
戸（リセット）、瀬戸焼そば
戸のお雛めぐり
瀬戸染付焼、瀬戸焼、名古屋のアパレル、名古屋仏壇
プチヴェール、いちじく
愛知県森林公園
米、真菜
愛・地球博記念公園(モリコロパーク)、長久手温泉、長久
手古戦場、リニモ（東部丘陵線）
米
岩崎城
米
黒笹七号窯、祐福寺
名古屋のアパレル、名古屋仏壇、三河仏壇
黒大豆
桶狭間古戦場伝説地、大脇の梯子獅子、阿野一里塚、
沓掛城址
愛知のしょうゆ、愛知の豆みそ（赤みそ）、きしめん、常滑焼、鋳 ふき、たまねぎ、洋ラン
平洲記念館
物、知多綿スフ織物、名古屋のアパレル、名古屋仏壇、三河仏壇
きしめん、常滑焼、知多綿スフ織物、名古屋仏壇、三河仏壇、鋳 やまいも、ぶどう、なし、みかわ牛、たま あいち健康の森公園、ウエルネスバレー(あいち健康の
物
ねぎ
森周辺)
愛知のしょうゆ、愛知の豆みそ（赤みそ）、きしめん、常滑焼、知多 ペコロス、ふき、佐布里の梅
新舞子ブルーサンビーチ、佐布里池の梅林、大草城址
木綿、知多綿スフ織物、名古屋のアパレル、名古屋仏壇
愛知の清酒、常滑焼、知多綿スフ織物、愛知の木製家具、名古屋 ぶどう、あいち牛
ウエルネスバレー(あいち健康の森周辺)、緒川城址、善
仏壇、三河仏壇
導寺、於大まつり、藤江のだんつく獅子舞、あいち健康プ
ラザ
愛知の清酒、愛知のみりん、きしめん、常滑焼、知多綿スフ織物 米、あいち牛
花かつみ園
亀崎潮干祭の山車（半田の山車）、新美南吉童話ゆかり
愛知のしょうゆ、愛知の清酒、愛知の豆みそ（赤みそ）、愛知のみり あいち知多牛、あいち牛、みかわ牛
の地(新美南吉記念館、南吉生家、南吉養家、矢勝川
ん、食酢、きしめん、常滑焼、三州瓦、知多綿スフ織物、愛知の木
堤の彼岸花)、半田赤レンガ建物（旧カブトビール工場）、
製家具、名古屋仏壇、三河仏壇、鋳物、三州瓦のシャモット
天龍山常楽寺、半田運河・蔵の街
愛知のしょうゆ、愛知の豆みそ（赤みそ）、きしめん、常滑焼、知多 あいち牛
綿スフ織物、名古屋仏壇、三河仏壇
愛知のしょうゆ、愛知の清酒、愛知の豆みそ（赤みそ）、きしめん、 佐布里の梅、いちじく、のり、アカモク やきもの散歩道（登窯）、大野城址（常滑市）、常滑焼ま
美浜の塩、鋳物,常滑焼、招き猫、知多綿スフ織物、名古屋仏壇、
つり、中部国際空港、りんくうビーチ
三河仏壇
愛知のしょうゆ、愛知の清酒、愛知の豆みそ（赤みそ）、きしめん、 米、みかん、あさり、のり、あいち牛
鵜の山鵜繁殖地、野間大坊（大御堂寺）
美浜の塩、常滑焼
愛知のしょうゆ、愛知の清酒、愛知の豆みそ（赤みそ）、常滑焼 ふき、みかん、アナゴ、カタクチイワシ、 内海海水浴場、鯛まつり、南知多温泉郷、篠島、日間賀
こうなご（小女子）、とらふぐ、しらす、あ 島
いち牛
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豊田市

みよし市
知立市

刈谷市
高浜市
西三河

安城市

碧南市

岡崎市

幸田町

西尾市
豊根村
東栄町
設楽町

新城市

蒲郡市
東三河
豊川市

豊橋市

田原市

農林水産物

観光資源

愛知のしょうゆ、愛知の清酒、愛知の豆みそ（赤みそ）、き 米、グリーンアスパラ、自然薯、豊田 旭高原、リニモ（東部丘陵線）、和紙のふるさと、足助の古い町並
しめん、瀬戸の陶土、瀬戸焼、三河の反毛、和紡績糸、三 の梨、豊田の桃、三河材、鮎、小 み、奥矢作湖、小渡温泉、笹戸温泉、平勝寺（綾渡の夜念仏、盆
河仏壇、小原和紙、三河花火、瀬戸の珪砂、とよた五平餅 菊、茶、ブルーベリー、あいち牛、み 踊）、松平氏遺跡、三河湖、四季桜（四季桜まつり）、足助八幡宮、
かわ牛、シンビジウム
いなぶ温泉、瑞龍寺のシダレザクラ、夏焼温泉、足助城、大給城
址、香嵐渓、豊田おいでんまつり、夢かけ風鈴、上中のしだれ桃、
じねんじょもみじまつり、中馬のおひなさん、たんころりん、ふじまつ
り、ふじの回廊
きしめん、三河仏壇
ぶどう、梅、かき(柿)、なし
三河の綿スフ織物、愛知の木製家具、名古屋仏壇、三河
知立神社多宝塔、知立の山車文楽とからくり、八橋かきつばた園
仏壇、あんまき
（無量寿寺）、バザール知立軽トラ＆手作り市
愛知のしょうゆ、愛知の豆みそ（赤みそ）、きしめん、三州 ぶどう、坊ちゃんかぼちゃ、きゅうり 万燈祭
瓦、三河の綿スフ織物、愛知の木製家具、三河仏壇、三
河花火、三州瓦のシャモット
愛知のしょうゆ、愛知の豆みそ（赤みそ）、きしめん、三州 三河材、卵
鬼みち、吉浜人形小路
瓦、三河の綿スフ織物、三河仏壇、吉浜細工人形、鋳物、
三州瓦のシャモット、とりめし
愛知のしょうゆ、愛知の清酒、愛知の豆みそ（赤みそ）、愛 米、いちじく、三河材、西尾の抹茶、 安城七夕まつり、三河万歳、安祥城址
知のみりん、きしめん、三州瓦、三河の反毛、和紡績糸、 あいち牛、みかわ牛、きゅうり、安城
三河の綿スフ織物、愛知の木製家具、名古屋仏壇、三河 梨
仏壇、鋳物、三河花火、三州瓦のシャモット、西尾茶（製
茶）、ユメプラスチック
愛知のしょうゆ、愛知の清酒、愛知の豆みそ（赤みそ）、愛 たまねぎ、にんじん、いちじく、三河
知のみりん、一色のえびせんべい、きしめん、三州瓦、三河 材、いわし、しらす、きゅうり
の綿スフ織物、三河仏壇、鋳物、三州瓦のシャモット
愛知のしょうゆ、愛知の清酒、愛知の豆みそ（赤みそ）、き なす、法性寺ねぎ、自然薯、ぶどう、 東海道岡崎城下二十七曲り、岡崎ゲンジボタル発生地、岡崎城、く
しめん、三州瓦、三河の反毛、和紡績糸、三河のロープ・ 三河材、岡崎おうはん
らがり渓谷、滝山寺(滝山東照宮と滝山寺鬼祭）、岩津城址、八丁
網、三河花火、三河木綿、しめ縄、三河の光学機器、名古
味噌蔵（八丁蔵通り）、東海道藤川宿、岡崎ジャズストリート、大樹
屋仏壇、三河仏壇、岡崎石工品、三州岡崎和蝋燭、三州
寺、岡崎の桜まつり(家康行列)、岡崎観光夏まつり、奥山田のしだ
瓦のシャモット、八丁味噌 (岡崎城の西八丁にある岡崎市
れ桜
八帖町で伝統的な製法により醸造される豆味噌)、植物油
脂
三河の反毛、和紡績糸、三河の綿スフ織物、三河のロー いちご、筆柿
三ヶ根山、三河万歳、幸田彦左まつり
プ・網、三河仏壇、三河の光学機器、チタン製高度部材、
三河花火
愛知のしょうゆ、愛知の清酒、愛知の豆みそ（赤みそ）、愛 西尾の抹茶、バラ、洋ラン、三河材、 三河万歳、西尾城跡、佐久島、三河一色大提灯まつり、吉良温
知のみりん、一色のえびせんべい、きしめん、西尾茶（製 あいち牛、カーネーション、あさり、の 泉、吉良ワイキキビーチ、華蔵寺、金蓮寺、旧糟谷邸、三ヶ根山、
茶）、三州瓦、三河の反毛、和紡績糸、三河の綿スフ織 り、ニギス、いちご、いちじく、きゅう 鳥羽の火祭り、ハワイアンフェスティバルｉｎ吉良、稲荷山茶園公園
物、三河木綿、名古屋仏壇、三河仏壇、鋳物、三河花火、 り、クルマエビ、ガザミ（ワタリガニ）、
三州瓦のシャモット、三河のロープ・網
一色産うなぎ
ブルーベリー、三河材
花祭、茶臼山高原、芝桜の丘、兎鹿嶋温泉
愛知の清酒
三河材
花祭、預り渕、煮え渕のポットホール、設楽のしかうち行事、須佐之
男神社のアヤスギ、チェンソーアート競技大会、東栄町のさいの
神、長岡の産小屋、明神山と振草渓谷
愛知の清酒
米、天狗なす、トマト、ブルーベリー、 三河の田楽(田峯田楽、鳳来寺田楽、黒沢田楽)、きららの森、面ノ
絹姫サーモン、鳳来マス、三河材 木園地、田峯城、参候祭、花祭
愛知の清酒、きしめん、三河のロープ・網、三河仏壇、チタ 米、トマト、茶、梅、自然薯、八名丸 阿寺の七滝、桜淵公園、新城総合公園、乳岩及び乳岩峡、南設
ン製高度部材、豊橋筆、鳳来寺硯、奥三河の五平餅
里芋、いちご、ブルーベリー、あいち 楽のほうか、鳳来寺山、三河の田楽(田峯田楽、鳳来寺田楽、黒沢
牛、みかわ牛、へぼ(クロスズメバ 田楽)、設楽のしかうち行事、冨賀寺、鳳来山東照宮、のんほいルロ
チ)、鳳来牛、三河材、ほうらい茸（や ット「軽トラ市」、満光寺、湯谷温泉、長篠城址、四谷の千枚田、川
なぎまつたけ）、かき（富有柿、次郎 売の梅、傘杉、愛知県民の森、旧大野銀行本店、戦国ぐるめ街道
柿）、ぶどう
スタンプラリー
愛知のしょうゆ、愛知の清酒、愛知の豆みそ（赤みそ）、き いちご、蒲郡みかん、あさり、メヒカ 三ヶ根山、あじさいの里、エリカカップヨットレース、蒲郡地区マリー
しめん、三河の綿スフ織物、三河のロープ・網、三河木綿、 リ、ニギス、アカザエビ
ナ(海陽、ラグナ、西浦)、三谷祭、蒲郡手筒花火まつり、蒲郡まつ
三河仏壇、鋳物、チタン製高度部材、豊橋筆、三河の光
り、蒲郡温泉、竹島、西浦温泉、三谷温泉、形原温泉、三河大島、
学機器、三河花火、蒲郡みかんわいん
三河大島いかだレース大会、くらふとフェア蒲郡、福寿稲荷ごりやく
市
愛知のしょうゆ、愛知の清酒、愛知の豆みそ（赤みそ）、三 大葉、グリーンアスパラ、トマト、茶、 御油の松並木、財賀寺、三明寺、豊川稲荷、東三河ふるさと公園、
河つくだ煮、三河の綿スフ織物、三河のロープ・網、三河木 いちご、蒲郡みかん、スプレー菊、バ 本宮山、三河国分寺跡、三河国分尼寺跡、宮路山、三河の手筒
綿、愛知の木製家具、三河仏壇、鋳物、チタン製高度部 ラ、いちじく、千両さつま芋、ブルー 花火、砥鹿神社、大聖寺（今川義元の墓）、長谷寺（山本勘助の
材、豊橋筆、三河の光学機器、三河花火、豊川いなり寿 ベリー、三河材、あいち牛、みかわ 墓）
司、豊川いなりうどん
牛
愛知のしょうゆ、愛知の清酒、愛知の豆みそ（赤みそ）、き 大葉、キャベツ、トマト、茶、いちご、 豊橋発祥のええじゃないか、三河の手筒花火
しめん、豊橋ちくわ、豊橋のゼリー、三河つくだ煮、三河のロ かき（富有柿、次郎柿）、バラ、豊橋
ープ・網、愛知の木製家具、三河仏壇、鋳物、チタン製高 うずら、うなぎ、三河材、あいち牛、
度部材、豊橋筆、三河の光学機器、三河花火、豊橋カレ みかわ牛、卵、さやえんどう、スイ
ーうどん、植物工場（施設園芸）
カ、ラディッシュ、レタス、とうがん、
食用小菊、豚、はくさい、なす、ぶど
う、牛乳
三河仏壇、豊橋筆、渥美あさりの押し寿司
キャベツ、だいこん、トマト、ブロッコリ 赤羽根海岸のロングビーチ、伊良湖岬、田原城跡、伊良湖岬灯
ー、茶、渥美のメロン、電照菊、バ 台、恋路ヶ浜、蔵王山展望台、渥美半島どんぶり街道スタンプラリ
ラ、あいち牛、鉢花（観葉植物）、赤 ー
どり、あさり、しらす、田原牛、のり、み
かわポーク、うなぎ、スプレー菊、み
かわ牛、アルストロメリア、大あさり、
スイカ、セルリー、牛乳、豚、卵、うず
ら

