
R1.11末時点

連番 部門 市町村
特産品

郷土料理
料理・加工品

氏名 ふりがな

1 特産 朝日町 新川きゅうり 藤田　慎一 ふじた　しんいち

2 特産 入善町 入善ジャンボ西瓜 嶋先　良昭 しまさき　よしあき

3 特産 入善町 米 柳原　悦子 やなぎはら　えつこ

4 特産 黒部市 黒部名水ポーク 木島　敏昭 きじま　としあき

5 特産 黒部市 地ビール 宇奈月ビール㈱ うなずきびーる㈱

6 特産 黒部市 黒部丸いも 黒部丸いも生産組合 くろべまるいも

7 特産 魚津市 加積りんご 加積りんご組合 かづみりんごくみあい

8 特産 魚津市 下野方梨 下野方梨組合 しものがたなしくみあい

9 特産 魚津市 西布施ぶどう 西布施ぶどう組合 にしふせぶどうくみあい

10 特産 魚津市 新川大根 新川大根出荷組合 にいかわだいこんしゅっかくみあい

11 特産 滑川市 花苗・野菜苗 石原　明 いしはら　あきら

12 特産 上市町 さといも 池田　ユリ いけだ　ゆり

13 特産 立山町 立山権現かんもち (農)食彩工房たてやま しょくさいこうぼうたてやま

14 特産 立山町 西洋梨、ラ・フランスジュース 上東果樹生産組合 じょうとうかじゅせいさんくみあい

15 特産 富山市 とやま自然薯 赤江　正雄 あかえ　まさお

16 特産 富山市 富山白ねぎ 澤瀉　勉 おもだか　つとむ

17 特産 富山市 呉羽梨 土田　昭 つちだ　あきら

18 特産 富山市 池多千石豆 田口　清信 たぐち　きよのぶ

19 特産 富山市 トルコキキョウ 中田　貴之 なかだ　たかゆき

20 特産 富山市 朝日西瓜 松田　久男 まつだ　ひさお

21 特産 富山市 富山トマト 山口　清 やまぐち　きよし

22 特産 富山市 鱒の寿し 富山ます寿し協同組合 とやまますずし

23 特産 富山市 みょうが寿し (農)味彩おおやま あじさいおおやま

24 特産 富山市 大かぶ漬 (農)音川加工 おとがわかこう

25 特産 富山市 手打ちそば やつおそば大楽 やつおそばだいがく

26 特産 富山市 啓翁桜 山田村花木生産組合 やまだむらかぼくせいさんくみあい

27 特産 射水市 春キャベツ 尚和　清信 しょうわ　きよのぶ

28 特産 射水市 池多りんご 坪田　平仁 つぼた　へいじん

29 特産 射水市 温室　ぶどう 橋本　均 はしもと　ひとし

30 特産 射水市 小ギク 山崎　絢子 やまざき　あやこ

31 特産 射水市 富山白ねぎ 金　幸雄 かね　ゆきお

32 特産 射水市 黒河産筍の子水煮 射水市黒河筍加工グループ いみずしくろかわたけかこう

33 特産 射水市 大島へちま 大島町へちま生産組合 おおしままちへちませいさんくみあい

34 特産 射水市 こまつな こまつな菊ちゃんハウス こまつなきくちゃんはうす

35 特産 射水市 えだまめ いみず野農協えだまめ部会 いみずののうきょうえだまめぶかい

36 特産 高岡市 ほうれんそう 今井　照夫 いまい　てるお

37 特産 高岡市 ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ球根 清都　和文 きよと　かずふみ

38 特産 高岡市 ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ切り花 須田　龍矢 すた　たつや

39 特産 高岡市 養鯉 成田　戰一 なりた　せんいち

40 特産 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)

さのつけもの

41 特産 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 あぐりぴあぱんこうぼう

42 特産 氷見市 ひみ自然薯 ひみ自然薯生産組合 ひみじねんじょせいさんくみあい

43 特産 氷見市 富山白ねぎ 松原　政二 まつばら　まさじ

44 特産 氷見市 串柿 久目串柿生産組合 くめくしがき

45 特産 氷見市 藤箕 双光藤箕生産組合 そうこう

46 特産 氷見市 ハトムギ茶 細越ハトムギ生産組合 ほそごえはとむぎ

47 特産 氷見市 糠いわし 柿谷　正成 かきたに　まさなり

48 特産 氷見市 稲積梅 氷見稲積梅㈱ ひみいなづみうめ

49 特産 氷見市 氷見牛 氷見市畜産組合肉牛部会 ひみしちくさんくみあいにくうしぶかい

50 特産 小矢部市 バラ 遠藤　一嗣 えんどう　かずつぐ

51 特産 小矢部市 鉢物・花壇苗 作田　辰巳 さくだ　たつみ

52 特産 小矢部市 栗 中島　良昭 なかしま　よしあき

53 特産 小矢部市 稲葉メルヘン牛 小矢部市稲葉山牧場 おやべしいなばやまぼくじょう

54 特産 小矢部市 ハトムギ 和田　俊信 わだ　としのぶ

55 特産 砺波市 ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ球根 埜村　丈雄 のむらたけお

56 特産 砺波市 庄川ゆず 金屋ゆず生産組合 かなやゆずせいさんくみあい

57 特産 砺波市 水稲種子 倉田　信治 くらた　のぶじ

58 特産 砺波市 鉢物・花壇苗 松浦　克郎 まつうら　かつろう

59 特産 砺波市 ぶどう 宮崎　一堂 みやざき　いちどう

60 特産 砺波市 せんな漬 コスモスグループ こすもすぐるーぷ

61 特産 砺波市 大門素麺
となみ野農業協同組合
大門素麺事業部

となみのおおかどそうめん

62 特産 砺波市 ふく福柿 ふく福柿出荷組合 ふくふくかきしゅっかくみあい

63 特産 砺波市 雪たまねぎ ＪＡとなみ野たまねぎ出荷組合 じぇいえいとなみのたまねぎしゅっかくみあい



64 特産 南砺市 五箇山豆腐 岩崎　喜平 いわさき　きへい

65 特産 南砺市 利賀そば 中島　信隆 なかしま　のぶたか

66 特産 南砺市 富山干柿 仲筋　英生 なかすじ　ひでお

67 特産 南砺市 山野さといも 細川　正雄 ほそかわ　まさお

68 特産 南砺市 城端梨 松本　正市 まつもと　まさいち

69 特産 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 なんとしとがむらぎょうじゃにんにく

70 特産 南砺市 こだわりパン「田舎のパン」 ふる里の味加工組合 ふるさとのあじ

71 特産 南砺市 かぶら寿し 三清かぶらずし酵房 さんきよかぶらずし

72 特産 南砺市 五箇山赤かぶ 西　敬一 にし　けいいち

73 特産 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 ごかやがっしょうみょうがせいさんぶかい

74 特産 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 JAとなみのあるぎっとにらせいさんくみあい


