
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 伝承 朝日町 たら汁 竹谷　てる子 たけたに　てるこ

2 伝承 朝日町 みそかんぱ 弓野　良子 ゆみの　よしこ

3 伝承 入善町 やきつけ 舟根　恵子 ふなね　けいこ

4 伝承 黒部市 にざい(iいとこ煮) 東　秋子 あずま　あきこ

5 伝承 黒部市 ちまき 草野　サツ子 くさの　さつこ

6 伝承 黒部市 水だんご 惣万　洋子 そうまん　ようこ

7 伝承 黒部市 昆布巻き くろべ漁業協同組合女性部 くろべ

8 伝承 黒部市 きびおこわ (農)うなづき食工房 うなづきしょくこうぼう

9 伝承 魚津市 おせずし 吉崎　菅子 よしさき　すがこ

10 伝承 滑川市 かもうり(冬瓜)のあんかけ 中村　奈保美 なかむら　なほみ

11 伝承 滑川市 ほたるいかの辛子酢物 倉本　禮子 くらもと　れいこ

12 伝承 滑川市 淡色系こうじ味噌 嶋川　淳 しまかわ　じゅん

13 伝承 立山町 つぼ煮 佐渡　登代子 さど　とよこ

14 伝承 立山町 呉汁 西田　弥生 にしだ　やよい

15 伝承 舟橋村 あいまぜ 舟川　智恵子 ふなかわ　ちえこ

16 伝承 富山市 てんころ料理 (じゃがいもの煮ころがし) 小向　悦子 こむかい　えつこ

17 伝承 富山市 みょうが寿し 金山　加代子 かなやま　かよこ

18 伝承 富山市 だんご入りきのこ汁 田近　幸子 たじか　さちこ

19 伝承 富山市 らっきょうの天ぷら 竹中真理子 たけなか　まりこ

20 伝承 富山市 大かぶの甘酢漬け 北野　百合子 きたの　ゆりこ

21 伝承 富山市 初午だんご 中根　秋子 なかね　あきこ

22 伝承 富山市 五平もち 村田　清子 むらた　きよこ

23 伝承 富山市 手打ちそば 山口　きみ子 やまぐち　きみこ

24 伝承 富山市 大根まま 吉田　明美 よしだ　あけみ

25 伝承 射水市 かぼちゃと小豆のいとこ煮 池原　よし子 いけはら　よしこ

26 伝承 射水市 白えびのかき揚げ 尾山　春枝 おやま　はるえ

27 伝承 射水市 よもぎ餅 川腰　里美 かわごし　さとみ

28 伝承 射水市 五目大豆 刑部　秋美 きょうぶ　あきみ

29 伝承 射水市 きゃらぶき 境　君子 さかい　きみこ

30 伝承 射水市 古たくあんの粕煮 佐々木　悦子 ささき　えつこ

31 伝承 射水市 あゆの甘露煮 福井　信子 ふくい　のぶこ

32 伝承 射水市 たけのこご飯 黒田　惠子 くろだ　けいこ

33 伝承 高岡市 かぶらのやちゃら 大居　礼子 おおい　れいこ

34 伝承 高岡市 鯉こく 佐野　規子 さの　のりこ

35 伝承 高岡市 どっこきゅうりのあんかけ 原田　静江　　 はらだ　しずえ

36 伝承 高岡市 ナスのずんだあえ 荒木　茂子 あらき　しげこ

37 伝承 高岡市 赤ずいきの酢の物 愛彩グループ あいさいぐるーぷ

38 伝承 氷見市 ぶり大根 村田美知子 むらた　みちこ

39 伝承 氷見市 くさぎと打豆の煮つけ 岡部　澄恵 おかべ　すみえ

40 伝承 氷見市 いわしの梅干し煮 稲積好梅サークル いなづみこうばいさーくる

41 伝承 小矢部市 にしんの糀漬 田悟　敏子 でんご　としこ

42 伝承 小矢部市 さばの笹寿し 山口　希代子 やまぐち　きよこ

43 伝承 砺波市 ねぎのぬた 新井　千代香 あらい　ちよか

44 伝承 砺波市 ナスとそうめんのおつけ 鹿嶋　朝子 かしま　あさこ

45 伝承 砺波市 よごし 境　嘉代子 さかい　かよこ

46 伝承 砺波市 ・ゆずみそ ・ゆずご飯 松井　朋子 まつい　ともこ

47 伝承 南砺市 いりごく 柴　年子 しば　としこ

48 伝承 南砺市 山菜の煮物 中谷　菫枝 なかたに　すみえ

49 伝承 南砺市 ゆべし 鍋島　きくい なべしま　きくい

50 伝承 南砺市 とちもち 野原　キヨイ のはら　きよい

51 伝承 南砺市 さといもの田楽 樋爪　数子 といづめ　かずこ

52 伝承 南砺市 いとこ煮 山瀬　きみ やませ　きみ

53 伝承 南砺市 いもがいもち・よもぎののしだご ふくの農産加工運営協議会 ふくののうさんかこううんえいきょうぎかい

54 伝承 南砺市 里芋のなんばころがし 北原二三子 きたはら　ふみこ


