市町村別地域産業資源一覧（令和元年 9 月 9 日現在）
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
愛知の一般産業用機械、愛知の金型、愛知の金属加工機械、愛知の
県下全域に共 自動車部品、愛知の繊維機械、愛知の建具、愛知のプラスチック、愛知
通するもの
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、愛知の航空機部品、愛知の宇宙産業関連部品
愛知のしょうゆ、愛知の清酒、愛知の豆みそ(赤みそ)、愛知のみりん、名 だいこん、八事五寸にんじん、名古屋 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
古屋扇子、瀬戸焼、尾州の毛糸、尾州の毛織物、有松・鳴海絞、名古 コーチン、みつば、トマト、きぬあかり、 場伝説地、観音寺(荒子)多宝塔、興正寺五重塔、富部神社本殿、名古屋城、竜
名古屋市
屋黒紋付染、名古屋のアパレル、きしめん、名古屋友禅、愛知の木製家 野崎白菜
泉寺仁王門、リニモ(東部丘陵線)、熱田神宮信長塀、志段味古墳群、信長攻路
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、
医療用機械器具・医療用品、愛知の漬物、尾張仏具
愛知の清酒、犬山焼、げんこつ飴(げんこつ)、豆腐でんがく、犬山ドッグ 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、五条川の桜並木、国宝茶室如
犬山市
庵、寂光院の紅葉、桃太郎神社、入鹿池、犬山温泉
尾州の毛糸、尾州インテリア織物、名古屋のアパレル、名古屋仏壇、名 だいこん
扶桑町
古屋節句人形、愛知の漬物
尾 大口町 尾州インテリア織物、鋳物
かりもり、六条大麦
五条川の桜並木
張
北 江南市 愛知の清酒、きしめん、尾州の毛糸、尾州の毛織物、名古屋仏壇、尾州 越津ねぎ、はくさい、だいこん、きぬあ 五条川の桜並木、こうなん藤まつり（曼陀羅寺公園の藤）、久昌寺、あじさい祭り、
部
インテリア織物、名古屋のアパレル、愛知の木製家具
かり
北野天神社筆まつり、すいとぴあ江南、フラワーパーク江南、布袋の大仏
愛知の清酒、福来蜜、尾州の毛糸、尾州の毛織物、尾州インテリア織 なす、越津ねぎ、はくさい、鮎、卵、た おりもの感謝祭一宮七夕まつり、真清田神社、妙興寺、一宮発祥のモーニング、
物、名古屋のアパレル、愛知の木製家具、名古屋仏壇、鋳物、切り干し まねぎ種子、だいこん
黒田城跡、一宮コスプレパレード、濃尾大花火、美濃路(萩原宿・起宿)、 一宮だい
一宮市
大根、名古屋節句人形、愛知の漬物
だいフェスタ大集合、冬の七夕カーニバル～一宮イルミネーション～、木曽川町
一豊まつり
愛知の清酒、愛知のみりん、きしめん、尾州の毛糸、尾州の毛織物、名 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)、勝幡城跡、そぶえイチョウ黄葉まつり、いなざわ梅ま
稲沢市 古屋のアパレル、愛知の木製家具、名古屋仏壇、鋳物、愛知の漬物
の植木
つり、大塚性海寺歴史公園・性海寺 稲沢あじさいまつり、いなざわ植木まつり、稲
沢サンドフェスタ、へいわさくらまつり（桜ネックレス）
岩倉市 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、のんぼり洗い
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、医療用 桃、名古屋コーチン、きぬあかり
大山廃寺跡、岩崎の清流亭の藤、小牧山(小牧山城)、熊野神社の五枚岩、宇都
小牧市
機械器具・医療用品、愛知の漬物
宮神社古墳、県営名古屋空港、名古屋コーチン発祥地
尾
きしめん、瀬戸焼、名古屋のアパレル、名古屋友禅、愛知の木製家具、 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、絹本著色聖宝像(林昌院)、二子山古墳、
張
中 春日井市 名古屋仏壇、名古屋桐箪笥、紙製品、紙製容器、医療用機械器具・医 コーチン、きぬあかり
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
部
療用品
高田寺、旧加藤家、北名古屋市歴史民俗資料館、アートエリアロード
北名古屋 名古屋のアパレル、名古屋友禅、名古屋仏壇、名古屋黒紋付染、名古
市
屋節句人形
豊山町 きしめん、愛知の漬物
きぬあかり
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)、愛知のみりん、名 かぼちゃ、だいこん、かりもり、宮重大 清洲城、日吉神社、尾張西枇杷島まつり、信長攻路、五条川の桜並木
清須市
古屋のアパレル、名古屋桐箪笥、愛知の漬物
根、きぬあかり
愛知の清酒、愛知のみりん、きしめん、尾州の毛糸、尾州の毛織物、名 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、尾張津島秋まつり、尾張津島藤まつ
津島市 古屋のアパレル、愛知の木製家具、名古屋仏壇、尾張七宝、もろこ料 とまい)
り、開扉祭（おみと）、天王川公園、堀田家住宅、津島市観光交流センター
理、あかだ・くつわ
愛知の清酒、きしめん、尾州の毛糸、名古屋のアパレル、名古屋仏壇、 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、大野城址(愛西市)、蓮見の会、あ
愛西市
尾張七宝、尾州の毛織物、愛知の漬物
ん、いちご、トマト、米
いさいレンコン街道、木曽川観光船、幼少期の信長像
尾州の毛糸、名古屋のアパレル、名古屋仏壇、鋳物、きしめん、愛知の 越津ねぎ、海部東米(かぶとまい)、ね 甚目寺観音、香の物祭(萱津神社)、七宝焼アートヴィレッジ
しょうゆ、愛知の豆みそ(赤みそ)、尾州の毛織物、尾張七宝、刷毛刷 ぎ、パンジー、小松菜、方領大根
海 あま市
子、皮革製品、ホルモン（食肉）
部
大治町 名古屋のアパレル
海部東米(かぶとまい)、赤シソ
明眼院、つるし飾り
愛知の清酒、愛知のみりん、いなまんじゅう、尾州の毛織物、名古屋の だいこん、いちじく、ポットマム、ベゴニ 尾張温泉、須成祭、冨吉建速神社、八剱社
蟹江町
アパレル、名古屋仏壇、鋳物、愛知の漬物
ア、ブーゲンビレア、ポインセチア
名古屋仏壇、鋳物
弥富金魚、きぬあかり、トマト、なす、み 芝桜まつり、やとみ春まつり
弥富市
つば、米
飛島村 飛島村せんべい
ねぎ、ほうれんそう
愛知の清酒、瀬戸染付焼、瀬戸の珪砂、瀬戸の陶土、赤津焼、瀬戸
岩屋堂公園、窯垣の小径、定光寺公園、来る福招き猫まつり in 瀬戸、せと陶祖ま
焼、招き猫、名古屋仏壇、瀬戸のファインセラミックス、Re 瀬ッ戸(リセッ
つり、せともの祭、陶のまち 瀬戸のお雛めぐり、窯めぐり
瀬戸市
ト)、瀬戸焼そば、セト・ノベルティ、医療用機械器具・医療用品、愛知の
漬物、ガラス工芸品・製品
尾張旭市 瀬戸染付焼、瀬戸焼
プチヴェール、いちじく
愛知県森林公園、どうだん亭、紅茶フェスティバル in 尾張旭
尾
米、真菜、きぬあかり、プチヴェール
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
張
陵線）、色金山、首塚、トヨタ博物館、長久手市文化の家、長湫の警固祭り、長久
東 長久手市
部
手の棒の手、御旗山、岩作のオマント
日進市 名古屋節句人形
米、きぬあかり、プチヴェール
岩崎城、愛知牧場
東郷町
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、名古屋節句人形
きぬあかり
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、桶狭間古戦場
豊明市
まつり
愛知のしょうゆ、愛知の豆みそ(赤みそ)、きしめん、常滑焼、鋳物、名古 ふき、たまねぎ、洋ラン、ぶどう、いちじ 平洲記念館、尾張横須賀まつり、大田まつり、聚楽園大仏
東海市
屋のアパレル、名古屋仏壇、三河仏壇、愛知の漬物、えびせんべい
く、みかん、トマト
きしめん、常滑焼、名古屋仏壇、三河仏壇、鋳物、医療用機械器具・医 やまのいも、ぶどう、なし、みかわ牛、 あいち健康の森公園、ウエルネスバレー(あいち健康の森周辺)、 ハス、大倉公
療用品、愛知の漬物、納豆
たまねぎ、菜の花、にんじん、かぼち 園、いちご狩り、大倉公園つつじまつり、大府盆梅展、おしも井戸、八ツ屋神明社
ゃ、キャベツ、はくさい、きゅうり、餅菜、 （金メダルの神社）、大府シティ健康マラソン大会、藤井神社祭礼(子供三番叟)、
大府市
ねぎ、ふき、きぬあかり、名古屋コーチ 薬草園(あいち健康の森)、石ケ瀬の合戦古戦場、ハナモモの郷、ウェルネスバレ
ン
ーロード、円通寺、延命寺、大府長根山ぶどう狩り、極楽寺、地蔵寺、常福寺、ど
ぶろくまつり、普門寺、マントウ馬まつり
きしめん、常滑焼、知多木綿、知多綿スフ織物、名古屋のアパレル、名 ペコロス、ふき、佐布里の梅、きぬあか 新舞子ブルーサンビーチ、佐布里池の梅林、大草城址、岡田の古い街並み
知多市
古屋仏壇、えびせんべい
り、いちじく、米、たまねぎ、みかん
愛知の清酒、知多綿スフ織物、愛知の木製家具、鋳物
ぶどう、あいち牛、米
ウエルネスバレー(あいち健康の森周辺)、緒川城址、善導寺、於大まつり、藤江の
東浦町
だんつく獅子舞、あいち健康プラザ、於大公園、於大のみち、村木砦跡
阿久比町 愛知の清酒、知多綿スフ織物、食酢
米、あいち牛、きぬあかり、知多牛
花かつみ園
愛知のしょうゆ、愛知の清酒、愛知の豆みそ(赤みそ)、愛知のみりん、食 知多牛、あいち牛、みかわ牛、豚、き 亀崎潮干祭の山車(半田の山車)、新美南吉童話ゆかりの地(新美南吉記念館、南
吉生家、南吉養家、矢勝川堤の彼岸花)、半田赤レンガ建物(旧カブトビール工
知 半田市 酢、きしめん、常滑焼、三州瓦、知多綿スフ織物、愛知の木製家具、名 ぬあかり、名古屋コーチン、米
多
古屋仏壇、三河仏壇、鋳物、三州瓦のシャモット、名古屋のアパレル
場)、天龍山常楽寺、半田運河・蔵のまち、萬三の白モッコウバラ(小栗家住宅)
愛知のしょうゆ、愛知の豆みそ(赤みそ)、きしめん、常滑焼、知多綿スフ あいち牛、米、知多牛、名古屋コーチ 武豊町歴史民俗資料館、醸造伝承館、春まつり、大足蛇車まつり(蛇の口花火)、
武豊町
織物、愛知の漬物
ン
武豊ふれあい山車まつり、まちの駅味の蔵たけとよ
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、美浜の 佐布里の梅、いちじく、のり、アカモク、 大野城址(常滑市)、常滑焼まつり、中部国際空港、りんくうビーチ、やきもの散歩
常滑市 塩、鋳物、常滑焼、招き猫、知多綿スフ織物、名古屋仏壇、三河仏壇、 きぬあかり、名古屋コーチン、米
道、愛知県国際展示場、小脇公園
名古屋節句人形、えびせんべい
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、美浜の 米、みかん、あさり、のり、あいち牛、き 鵜の山鵜繁殖地、野間大坊(大御堂寺)
美浜町 塩、常滑焼、えびせんべい
ぬあかり、グレープフルーツ、きゅうり、
恋美豚
愛知のしょうゆ、愛知の清酒、愛知の豆みそ(赤みそ)、常滑焼、えびせ 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、日間賀島、羽豆岬、師崎漁港朝
んべい
こうなご(小女子)、とらふぐ、しらす、あ 市、岩屋寺、岩屋寺奥之院
いち牛、のり、タコ、大あさり、タイラギ
南知多町
(タイラ貝)、ナミガイ(白ミル)、マナマコ
(ナマコ、このわた)、ミルクイ(ホンミ
ル) 、米
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愛知のしょうゆ、愛知の清酒、愛知の豆みそ(赤みそ)、 米、グリーンアスパラ、自然薯、豊田の梨、豊田の桃、三河 旭高原、リニモ(東部丘陵線)、和紙のふるさと、足助の古い町並み、奥
きしめん、瀬戸の陶土、瀬戸焼、三河の反毛、和紡績 材、鮎、小菊、茶、ブルーベリー、あいち牛、みかわ牛、シンビ 矢作湖、小渡温泉、笹戸温泉、平勝寺(綾渡の夜念仏、盆踊)、松平氏
糸、三河仏壇、小原和紙、三河花火、瀬戸の珪砂、と ジウム、きぬあかり、小麦、しいたけ、ジビエ（イノシシ、シカ）、あ 遺跡、三河湖、四季桜(四季桜まつり)、足助八幡宮、いなぶ温泉、瑞
豊田市
よた五平餅、愛知の漬物
まご、蜂蜜
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
みよし市
ぶどう、梅、かき(柿)、なし、きぬあかり
三好池まつり、三好いいじゃんまつり、三好大提灯まつり
名古屋仏壇、三河仏壇、あんまき、名古屋節句人形
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(無量
知立市
寿寺)、弘法笑店街道の市、知立公園花しょうぶ、弘法山遍照院
愛知のしょうゆ、愛知の豆みそ(赤みそ)、三州瓦、三河 ぶどう、坊ちゃんかぼちゃ、きゅうり、きぬあかり
万燈祭、小堤西池のカキツバタ群落、刈谷ハイウェイオアシス、刈谷ア
刈谷市 の綿スフ織物、愛知の木製家具、三河花火、三州瓦の
ニメcollection、大名行列・山車祭、野田雨乞笠おどり、夢と学びの科学
シャモット
体験館
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、きぬあかり
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
高浜市
物、三州瓦のシャモット、とりめし、名古屋節句人形、三
河焼
愛知のしょうゆ、愛知の清酒、愛知の豆みそ(赤みそ)、 米、いちじく、三河材、西尾の抹茶、あいち牛、みかわ牛、きゅ 安城七夕まつり、三河万歳、安祥城址、安城産業文化公園デンパー
愛知のみりん、きしめん、三州瓦、三河の反毛、和紡績 うり、安城梨、安城和牛、きぬあかり、小麦、ちんげんさい、碾 ク、新美南吉ゆかりの地(南吉の下宿先・南吉ウォ-ルペイント・ででむし
糸、三河の綿スフ織物、愛知の木製家具、名古屋仏 茶
詩碑)、姫小川古墳、二子古墳、永安寺の雲竜の松、本證寺、安城市
安城市
壇、三河仏壇、鋳物、三河花火、三州瓦のシャモット、
歴史博物館、安城公園、安城桜まつり、明治川神社、安城七夕神社、
西尾茶（製茶）、ユメプラスチック、和泉手延べそうめ
城藤園、堀内公園、マーメイドパレス、不乗森神社
西
ん、愛知の漬物
三
愛知のしょうゆ、愛知の清酒、愛知の豆みそ(赤みそ)、 たまねぎ、にんじん、いちじく、三河材、いわし、しらす、きゅう 応仁寺、あおいパーク、花しょうぶまつり、広藤園藤まつり、三面大黒
河
愛知のみりん、きしめん、三州瓦、三河の綿スフ織物、 り、きぬあかり
天(遍照院)、志貴毘沙門天(妙福寺)、照光寺、称名寺、常行院、深称
三河仏壇、鋳物、三州瓦のシャモット、へきなん焼きそ
寺、清浄院、西方寺、斉宮社、大竹観音(観音寺)、大浜てらまちウォ
碧南市
ば、えびせんべい、三河焼
ーキング、大浜熊野大神社、貞照院、哲学たいけん村無我苑、東正
寺、碧南市臨海公園、宝珠寺、本伝寺、明石公園、
油ヶ淵、油ヶ渕遊園地、海徳寺、碧南海浜水族館、林泉寺
愛知のしょうゆ、愛知の清酒、愛知の豆みそ(赤みそ)、 なす、法性寺ねぎ、自然薯、ぶどう、三河材、岡崎おうはん、 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、くら
きしめん、三州瓦、三河の反毛、和紡績糸、三河のロー 藤川宿むらさき麦、いちご、茶、きぬあかり、小麦、米、萬歳、 がり渓谷、滝山寺(滝山東照宮と滝山寺鬼祭）、岩津城址、八丁味噌
プ・網、三河花火、三河木綿、大門のしめ縄、三河の光 鮎、ジビエ（イノシシ、シカ）
蔵(八丁蔵通り)、東海道藤川宿、岡崎ジャズストリート、大樹寺、岡崎
岡崎市 学機器、名古屋仏壇、三河仏壇、岡崎石工品、三州岡
の桜まつり(家康行列)、岡崎城下家康公夏まつり、奥山田のしだれ桜、
崎和蝋燭、三州瓦のシャモット、八丁味噌、植物油脂、
家康公生誕祭、五万石ふじ、六ツ美悠紀斎田、鳥川ホタルの里と湧水
岡崎まぜめん、名古屋節句人形
群、切山の大スギ、千万町の神楽、寺野の大クス、天恩寺山門・仏
殿、万足平の猪垣
三河の反毛、和紡績糸、三河の綿スフ織物、三河のロ いちご、筆柿
三ヶ根山、三河万歳、幸田彦左まつり、幸田しだれ桜まつり、こうた凧
幸田町 ープ・網、三河仏壇、三河の光学機器、チタン製高度
揚げまつり、本光寺
部材、三河花火、名古屋節句人形
愛知のしょうゆ、愛知の清酒、愛知の豆みそ(赤みそ)、 西尾の抹茶、バラ、洋ラン、三河材、あいち牛、カーネーショ 三河万歳、西尾城跡、佐久島、三河一色大提灯まつり、吉良温泉、吉
愛知のみりん、三河一色えびせんべい、きしめん、西尾 ン、あさり、のり、ニギス、いちご、いちじく、きゅうり、クルマエ 良ワイキキビーチ、華蔵寺、国宝金蓮寺弥陀堂、旧糟谷邸、三ヶ根
茶（製茶）、三州瓦、三河の反毛、和紡績糸、三河の綿 ビ、ガザミ(ワタリガニ)、一色産うなぎ、なし、菊、観葉植物、き 山、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
西尾市
スフ織物、三河木綿、名古屋仏壇、三河仏壇、鋳物、 ぬあかり、牛乳、小麦、米、さといも、大豆、卵、なす、にんじ 園、西尾祗園祭、西尾市岩瀬文庫、とんぼろ干潟、愛知こどもの国、
三河花火、三州瓦のシャモット、三河のロープ・網、愛 ん、ねぎ、豚、ほうれんそう、バカガイ、碾茶
米津の川まつり、はずストーンカップチャレンジレース、西尾市歴史公
知の漬物、三河帯芯
園、東条城跡、てんてこ祭、棉祖祭、紅樹院、一色さかな広場
五平餅、金山寺みそ、栃もち、メープルシロップ、木質 ブルーベリー、三河材、ジビエ(イノシシ、シカ)、あまご、しいた 花祭、茶臼山高原、芝桜の丘、兎鹿嶋温泉、新豊根ダム(みどり湖)、
豊根村
ペレット、ゆべし
け、チョウザメ、鮎
念仏踊り、御神楽祭り
愛知の清酒、五平餅、東栄チキン、メープルシロップ
三河材、ジビエ(イノシシ、シカ)、あまご、鮎、茶
花祭、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
東栄町
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、五平餅、こんにゃく、メープルシロップ、甘 米、天狗なす、トマト、絹姫サーモン、鳳来マス、三河材、ジビ 三河の田楽(田峯田楽、鳳来寺田楽、黒沢田楽、黒倉田楽)、きららの
露煮
エ(イノシシ、シカ)、あまご、鮎、エゴマ、シクラメン、茶、段戸牛 森、面ノ木園地、田峯城、参候祭、花祭、念仏踊り、百万遍念仏、棒の
設楽町
手、岩古谷山、清水のコヒガンザクラ、田峰観音奉納歌舞伎（地狂
言）、寒狭川（ヤナ場）、田峰観音
愛知の清酒、きしめん、三河のロープ・網、三河仏壇、 米、トマト、茶、梅、自然薯、八名丸里芋、いちご、ブルーベリ 阿寺の七滝、桜淵公園、新城総合公園、乳岩及び乳岩峡、南設楽の
チタン製高度部材、豊橋筆、鳳来寺硯、奥三河の五平 ー、あいち牛、みかわ牛、へぼ(クロスズメバチ)、鳳来牛、三河 ほうか、鳳来寺山、三河の田楽(田峯田楽、鳳来寺田楽、黒沢田楽、
餅
材、かき(富有柿、次郎柿)、ぶどう、ジビエ(イノシシ、シカ)、あ 黒倉田楽)、設楽のしかうち行事、冨賀寺、鳳来山東照宮、のんほいル
新城市
まご、鮎、きぬあかり、奥三河ほうれん草
ロット「軽トラ市」、満光寺、湯谷温泉、長篠城址、四谷の千枚田、川売
の梅、傘杉、愛知県民の森、旧大野銀行本店、戦国ぐるめ街道スタン
プラリー、信玄原の火おんどり、作手古城まつり、富永神社例大祭、長
篠合戦のぼりまつり、鍋つる万灯、モーニング
愛知のしょうゆ、愛知の清酒、愛知の豆みそ(赤みそ)、 いちご、蒲郡みかん、あさり、メヒカリ、ニギス、アカザエビ、マイ 三ヶ根山、あじさいの里、エリカカップヨットレース、蒲郡地区マリーナ
きしめん、三河の綿スフ織物、三河のロープ・網、三河 クロトマト、きぬあかり、蒲郡深海魚、蒲郡みかんの木、食用ギ (海陽、ラグナ、西浦)、三谷祭、蒲郡手筒花火、蒲郡まつり、蒲郡温
木綿、三河仏壇、鋳物、チタン製高度部材、豊橋筆、 ク（つま菊）、樹熟デコポン
泉、竹島、西浦温泉、三谷温泉、形原温泉、三河大島、くらふとフェア
蒲郡市
三河の光学機器、三河花火、医療用機械器具・医療
蒲郡、福寿稲荷ごりやく市、生命の海科学館、海辺の文学記念館、蒲
用品、寝具、インテリア織物、ガマゴリうどん
郡市博物館、竹島水族館、マリンセンターハウス(海賓館) 、モーニン
グ
東
愛知のしょうゆ、愛知の清酒、愛知の豆みそ(赤みそ)、 大葉、グリーンアスパラ、トマト、いちご、蒲郡みかん、スプレー 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、本
三
三河つくだ煮、三河の綿スフ織物、三河のロープ・網、 菊、バラ、いちじく、千両さつま芋、ブルーベリー、三河材、あ 宮山、三河国分寺跡、三河国分尼寺跡史跡公園、宮路山、三河の手
河
三河木綿、愛知の木製家具、三河仏壇、鋳物、チタン いち牛、みかわ牛、きぬあかり、音羽米、シクラメン、養殖鮎 筒花火、砥鹿神社、大聖寺(今川義元の墓)、長谷寺(山本勘助の墓)、
豊川市
製高度部材、豊橋筆、三河の光学機器、三河花火、豊
大恩寺(絹本著色王宮曼荼羅図) 、赤坂の舞台、大橋屋（旧旅籠鯉
川いなり寿司、豊川いなりうどん、医療用機械器具・医
屋）、法住寺（木造千手観音立像）、モーニング、若葉祭
療用品
愛知のしょうゆ、愛知の清酒、愛知の豆みそ(赤みそ)、 大葉、キャベツ、トマト、茶、いちご、かき(富有柿、次郎柿)、バ 豊橋発祥のええじゃないか、三河の手筒花火、二川宿、豊橋総合動
きしめん、豊橋ちくわ、豊橋のゼリー、三河つくだ煮、三 ラ、豊橋うずら、うなぎ、三河材、あいち牛、みかわ牛、卵、さ 植物公園のんほいパーク、モーニング、路面電車、鬼祭、豊橋祇園
河のロープ・網、愛知の木製家具、三河仏壇、鋳物、チ やえんどう、スイカ、ラディッシュ、レタス、とうがん、食用小 祭、豊橋まつり（ええじゃないか豊橋まつり）、羽田祭、花しょうぶまつり
タン製高度部材、豊橋筆、三河の光学機器、三河花 菊、豚、はくさい、なす、ぶどう、牛乳、米、コチョウラン、初恋 （賀茂しょうぶ園）、吉田城
豊橋市 火、豊橋カレーうどん、植物工場(施設園芸)、医療用機 レモン、だいこん、たまねぎ、ねぎ、スイートコーン(とうもろこ
械器具・医療用品、愛知の漬物、ガラ紡、刺子、帆前 し)、カリフラワー、ブロッコリー、きゅうり、セルリー、メロン、ちん
掛け、高精度ろ過メッシュフィルター
げんさい、観葉植物、シクラメン、洋ラン、名古屋コーチン、ミ
ニトマト、きぬあかり、スナップえんどう、エディブルフラワー、う
ずら、デルフィニウム、桃、なし
三河仏壇、豊橋筆、渥美あさりの押し寿司、愛知の漬 キャベツ、だいこん、トマト、ブロッコリー、茶、メロン、電照菊、 赤羽根海岸のロングビーチ、伊良湖岬、田原城跡、伊良湖岬灯台、恋
物、大あさり半平太、名古屋コーチン
バラ、あいち牛、鉢花、観葉植物、赤どり、あさり、しらす、田原 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ー、吉胡貝
牛、のり、みかわポーク、うなぎ、スプレー菊、みかわ牛、アル 塚、渥美古窯、渡辺崋山幽居跡、田原凧、田原祭、ココナッツビーチ
ストロメリア、大あさり、スイカ、セルリー、牛乳、豚、卵、うずら、 伊良湖、白谷海水浴場、仁崎海水浴場、田原市博物館 (渡辺崋山
あつみ牛、暖か渥美の伊良湖常春ビーフ、牛、大葉(しそ)、ミ 関係資料)、シデコブシ、菜の花、トライアスロン伊良湖大会、モーニン
田原市
ニトマト、スイートコーン(とうもろこし)、ちんげんさい、レタス、カリ グ
フラワー、いちご、みかん(ハウスみかん)、どうまい牛乳、カー
ネーション、ガーベラ、スイートピー、ストック、シクラメン、あじ
さい、ハイビスカス、グロリオサ、かすみそう、トルコぎきょう、ポ
インセチア、きぬあかり、さつま芋

