
とやま食の匠　特産の匠　名簿 H31．3現在

連番 市町村 特産品 氏名

1 朝日町 新川きゅうり 藤田　慎一

2 入善町 入善ジャンボ西瓜 嶋先　良昭

3 入善町 米 柳原　悦子

4 黒部市 黒部名水ポーク 木島　敏昭

5 黒部市 地ビール 宇奈月ビール㈱

6 黒部市 黒部丸いも 黒部丸いも生産組合

7 魚津市 加積りんご 加積りんご組合

8 魚津市 下野方梨 下野方梨組合

9 魚津市 西布施ぶどう 西布施ぶどう組合

10 魚津市 新川大根 新川大根出荷組合

11 滑川市 花苗・野菜苗 石原　明

12 上市町 さといも 池田　ユリ

13 立山町 立山権現かんもち (農)食彩工房たてやま

14 立山町 西洋梨、ラ・フランスジュース 上東果樹生産組合

15 富山市 とやま自然薯 赤江　正雄

16 富山市 富山白ねぎ 澤瀉　勉

17 富山市 呉羽梨 土田　昭

18 富山市 池多千石豆 田口　清信

19 富山市 啓翁桜 谷上　健次

20 富山市 トルコキキョウ 中田　貴之

21 富山市 朝日西瓜 松田　久男

22 富山市 富山トマト 山口　清

23 富山市 鱒の寿し 富山ます寿し協同組合

24 富山市 みょうが寿し (農)味彩おおやま

25 富山市 大かぶ漬 (農)音川加工

26 富山市 手打ちそば やつおそば大楽

27 射水市 こまつな 荒木　龍憲

28 射水市 春キャベツ 尚和　清信

29 射水市 池多りんご 坪田　平仁

30 射水市 温室　ぶどう 橋本　均

31 射水市 小ギク 山崎　絢子

32 射水市 富山白ねぎ 金　幸雄

33 射水市 黒河産筍の子水煮 射水市黒河筍加工グループ

34 射水市 大島へちま 大島町へちま生産組合

35 高岡市 ほうれんそう 今井　照夫

36 高岡市 ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ球根 清都　和文

37 高岡市 ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ切り花 須田　龍矢

38 高岡市 養鯉 成田　戰一

39 高岡市 佐野だいこん麹漬け
佐野つけもの教室

(佐野地区健康づくり推進協議会)

40 高岡市 とことん高岡パンとスイーツ アグリピア　パン工房



連番 市町村 特産品 氏名

41 氷見市 ひみ自然薯 ひみ自然薯生産組合

42 氷見市 富山白ねぎ 松原　政二

43 氷見市 串柿 久目串柿生産組合

44 氷見市 藤箕 双光藤箕生産組合

45 氷見市 ハトムギ茶 細越ハトムギ生産組合

46 氷見市 糠いわし 柿谷　正成

47 氷見市 稲積梅 氷見稲積梅㈱

48 氷見市 氷見牛 氷見市畜産組合肉牛部会

49 小矢部市 バラ 遠藤　一嗣

50 小矢部市 鉢物・花壇苗 作田　辰巳

51 小矢部市 栗 中島　良昭

52 小矢部市 稲葉メルヘン牛 小矢部市稲葉山牧場

53 小矢部市 ハトムギ 和田　俊信

54 砺波市 ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ球根 埜村　丈雄

55 砺波市 庄川ゆず 金屋ゆず生産組合

56 砺波市 水稲種子 倉田　信治

57 砺波市 鉢物・花壇苗 松浦　克郎

58 砺波市 ぶどう 宮崎　一堂

59 砺波市 せんな漬 コスモスグループ

60 砺波市 大門素麺 となみ野農協　大門素麺事業部

61 砺波市 ふく福柿 ふく福柿出荷組合

62 南砺市 五箇山豆腐 岩崎　喜平

63 南砺市 利賀そば 中島　信隆

64 南砺市 富山干柿 仲筋　英生

65 南砺市 山野さといも 細川　正雄

66 南砺市 城端梨 松本　正市

67 南砺市 利賀村行者ニンニク 南砺市利賀村 行者ニンニク栽培研究会

68 南砺市 こだわりパン「田舎のパン」 ふる里の味加工組合

69 南砺市 かぶら寿し 三清かぶらずし酵房

70 南砺市 五箇山赤かぶ 西　敬一

71 南砺市 五箇山合掌みょうが 五箇山合掌みょうが生産部会

72 南砺市 アルギットにら ＪＡとなみ野アルギットにら生産組合
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とやま食の匠　創作の匠　名簿 H31．3現在
連番 市町村 料理・加工品 氏名
1 和食 県産食材を使った創作日本料理 青山　繁樹

2 和食 県産食材を使った創作日本料理 置田　章彦

3 和食 県産食材を使った創作日本料理 久保　秀作

4 和食 四季折々の創作郷土料理 小谷　和美

5 和食 県産魚介類を使った会席料理 島　正

6 和食 県産食材を使った創作日本料理 釣　賢一

7 和食 県産食材を使った創作日本料理 大門　利春

8 和食 県産食材を使った創作日本料理 畑　秀樹

9 和食 県産食材を使った創作日本料理 頭川　実

10 和食 県産食材を使った創作日本料理 中村　勝治

11 和食 県産魚介類を使った会席料理 松田　勝

12 和食 県産食材を使った創作日本料理 増山　稔

13 和食 県産食材を使った創作日本料理 水口　秀治

14 和食 県産食材を使った創作日本料理 三浦　光二

15 和食 県産魚介類を使った会席料理 峯山　勇人

16 和食 県産魚介類を使った会席料理 森田　良治

17 和食 県産魚介類を使った会席料理 吉田　清

18 和食 県産魚介類を使った会席料理 田中　巌

19 和食 県産食材を使った日本料理 今庄　智幸

20 和食 県産食材を使った日本料理 岩井　豊

21 和食 県産食材を使った日本料理 藤本　伸二

22 和食 県産食材を使った日本料理 山田　正樹

23 和食 県産食材を使った日本料理 彦次　亮吾

24 洋食 県産食材を使った西洋料理 小室　徳幸

25 洋食 県産食材を使った西洋料理 黒田　清隆

26 洋食 県産食材を使った西洋料理 斉藤　昌泰

27 洋食 県産食材を使った西洋料理 坂田　修

28 洋食 県産食材を使った西洋料理 高松　康広

29 洋食 県産食材を使った西洋料理 並木　剛

30 洋食 フレンチ創作料理 桃井　勉

31 洋食 県産食材を使った西洋料理 勢堂　正造

32 中華 県産食材を使った中華料理 栗田　高文

33 中華 県産魚介類を使った中華料理 清水　広進

34 中華 県産魚介類を使った中華料理 竹本　英二

35 中華 県産食材を使った中国料理 立野　宏

36 中華 県産食材を使った中国料理 中本　浩行

37 中華 県産食材を使った中華料理 鍋澤　崇宏

38 その他 厚揚げ味噌漬け・豆腐の昆布締 斉藤　靖弘

39 その他 しろえびのどんどん焼 瀬山　和子

40 その他 シロエビを使った創作料理 竹田　修

41 その他 里芋を使った創作菓子 森　敦史

42 その他 県産食材を使った大豆加工品 農事組合法人　五箇山特産組合



1/1とやま食の匠　伝承の匠　名簿 H31．3現在
連番 市町村 郷土料理 氏名
1 朝日町 たら汁 竹谷　てる子

2 朝日町 みそかんぱ 弓野　良子

3 入善町 やきつけ 舟根　恵子

4 黒部市 にざい（いとこ煮） 東　秋子

5 黒部市 ちまき 草野　サツ子

6 黒部市 水だんご 惣万　洋子

7 黒部市 昆布巻き くろべ漁業協同組合女性部

8 黒部市 きびおこわ (農)うなづき食工房

9 魚津市 おせずし 吉崎　菅子

10 滑川市 かもうり(冬瓜)のあんかけ 中村　奈保美

11 滑川市 ほたるいかの辛子酢物 倉本　禮子

12 滑川市 淡色系こうじ味噌 嶋川　淳

13 立山町 つぼ煮 佐渡　登代子

14 立山町 呉汁 西田　弥生

15 舟橋村 あいまぜ 舟川　智恵子

16 富山市 てんころ料理(煮ころがし) 小向　悦子

17 富山市 みょうが寿し 金山　加代子

18 富山市 だんご入りきのこ汁 田近　幸子

19 富山市 らっきょうの天ぷら 竹中真理子

20 富山市 大かぶの甘酢漬け 北野　百合子

21 富山市 初午だんご 中根　秋子

22 富山市 五平もち 村田　清子

23 富山市 手打ちそば 山口　きみ子

24 富山市 大根まま 吉田　明美

25 射水市 かぼちゃと小豆のいとこ煮 池原　よし子

26 射水市 白えびのかき揚げ 尾山　春枝

27 射水市 よもぎ餅 川腰　里美

28 射水市 五目大豆 刑部　秋美

29 射水市 きゃらぶき 境　君子

30 射水市 古たくあんの粕煮 佐々木　悦子

31 射水市 あゆの甘露煮 福井　信子

32 射水市 たけのこご飯 黒田　惠子

33 高岡市 かぶらのやちゃら 大居　礼子

34 高岡市 鯉こく 佐野　規子

35 高岡市 どっこきゅうりのあんかけ 原田　静江　　

36 高岡市 ナスのずんだあえ 荒木　茂子

37 高岡市 赤ずいきの酢の物 愛彩グループ

38 氷見市 ぶり大根 村田美知子

39 氷見市 くさぎと打豆の煮つけ 岡部　澄恵

40 氷見市 いわしの梅干し煮 稲積好梅サークル

41 小矢部市 にしんの糀漬 田悟　敏子

42 小矢部市 さばの笹寿し 山口　希代子

43 砺波市 ねぎのぬた 新井　千代香

44 砺波市 ナスとそうめんのおつけ 鹿嶋　朝子

45 砺波市 よごし 境　嘉代子

46 砺波市 ゆずみそ・ゆずご飯 松井　朋子

47 南砺市 いりごく 柴　年子

48 南砺市 山菜の煮物 中谷　菫枝

49 南砺市 ゆべし 鍋島　きくい

50 南砺市 とちもち 野原　キヨイ

51 南砺市 さといもの田楽 樋爪　数子

52 南砺市 いとこ煮 山瀬　きみ

53 南砺市 いもがいもち・よもぎのしだご ふくの農産加工運営協議会
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