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はじめに
地域で育まれた伝統と特性を有する農林水産物・食品等のう
ち、品質等の特性が地域と結び付いている産品について、その
名称を知的財産として保護することを目的とした「特定農林水
産物等の名称の保護に関する法律（地理的表示法）
」が平成 27
年 6 月に施行されました。
この事例集は、平成 30 年 9 月 27 日現在の登録産品を取り
まとめています。
今後の地域の農林水産業及び食品産業の活性化のため、御活
用いただければ幸いです。
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地理的表示（GI）保護制度とは ?
地理的表示（GI）保護制度とは何ですか ?
（GI：Geographical Indication＝地理的表示）
地理的表示（GI）保護制度とは、地

地理的表示

域で育まれた伝統を有し、その高い
品質等が生産地と結び付いている農

農 林 水 産 物・食 品 等 の 名 称 で、

林水産物や食品等の名称を知的財産

その名称から当該産品の産地を

として保護する制度であり、世界で

特定でき、産品の品質等の確立

は既に 100 か国以上が導入してい

した特性が当該産地と結び付い

ます。日本では農林水産物・食品等

ているということを特定できる

の GI 保護制度が平成 27 年から導

もの。

入されました。

地理的表示の
イメージ
市田柿を例に

例

市 田 柿

生産地

地理的表示

産品の特徴

■人的要因

● じっくりとした「干し上げ」、
しっかりとした揉み込み

■自然的要因
● 昼夜の寒暖差が大きいため、高
糖度の原料柿ができる

結び付き

● 下伊那郡高森町 ( 旧市田村 ) が
発祥の「市田柿」のみを使用

●「市田柿」は特別に糖度が高い
● もっちりとした食感
● きれいな飴色
● 小ぶりで食べやすい

市田柿

● 表面を覆うキメ細かな白
い粉化粧

● 晩秋から初冬にかけて川霧が
発生し干柿の生産に絶好の温
度と湿度が整う

高い知名度を有する
市田柿という名称か
ら産地と産品の特性
がわかる

地理的表示（GI）の大枠
国が模倣品を取り締まることで、
ブランド価値が守られます。
GI マークにより、
他の産品との差別化が図られます。
日本と外国との国際約束により名称が海外でも保護されます。
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地理的表示（GI）登録の効果

1

知的財産として保護さ

2

産品の特性が

3

生産者団体が自ら

れ、模倣品が排除されるこ

明確になったり、生

とでブランド価値の保護が

産方法の共通化が図

し、品質管理の重要性を

図られます。また、価格の

られます。

認識し、士気の向上につ

の産品の価値を再認識

上昇や担い手の増加にも効

ながるといった効果も現

果が現れています。

れています。

模倣品の排除

夕張メロン

タイにおいて「夕張日本メロン」と
表示されたタイ産のメロンの事業
者に
「夕張メロン」は日本のGI産品
である旨の警告状を送付

担い手の増加

伊予生糸
伊予生糸は、登録後に多くのメディアで報道され
たことから、多くの反響があり、生産者の誇りを呼
び起こした。登録後には、生糸の原料である繭生産
に携わる担い手が新たに就農した。

事業者から、名称の使用中止、ラベ
ルの破棄等を行う旨の回答。
後日、使用の中止を確認した。

取引の拡大

鳥取砂丘らっきょう
生産者の高齢化により農家数は減少してお
り、出荷量は減少傾向にあったが、地理的表
示（GI）の登録を契機として農家の生産意欲
が高まり、生産量が増加した。また登録後の
新聞報道や作柄が良かったことも相まって
販売単価が上昇し、販売額も登録の前年と比
べて、3割の増加となった。

価格の上昇

八女伝統本玉露
地理的表示（GI）の登録時に栽培方
法を明確化したことから、品質管
理の向上が図られ、これに伴い販
売単価も登録の前年と比べて、
11%上昇した。
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地理的表示（GI）保護制度の申請要件
地理的表示（GI）の対象品目となっていますか

農水省HPへ

対象品目かどうかのチェックは右の農水省 HP へ
酒類については、
『国税庁 地理的表示』で検索

以下のどちらかを満たしていますか

産 品 に つ い て

① 外観、形状、食味、栄養価などに、その品目の一般的な産品 と
比較して差別化できる特徴がある
② その特性が社会的に高い評価を受けており、その評価がその根
拠とともに記された文書（市場評価、受賞歴、書籍、研究論文）
などがある

産品の特性は、産地の自然条件（気候風土など）や人的特性（伝
統的な製造方法やその地域の伝統的な文化・行事など）と結び付
いていますか
生産している実績は、概ね25年以上ありますか
登録したい名称の使用実績はありますか
登録したい名称は、申請する産地や生産方法で生産された産品
だけに使われているものですか
登録したい名称がすでに商標登録されている場合、商標権者が
GI 登録をすることに同意していますか

産品の生産業者について
4

産品の生産業者を構成員とする団体ですか

生産者団体の規約などに、その産品の生産業者であれば誰でも
団体に加入できることが定められていますか

生産者団体は、その産品の生産業者全員が、産地や特性、生産方法を
守っていることを確認・指導するための体制を整えていますか

特集
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くろさき茶豆
登録生産者団体 :

産地の一体化目指して GI 申請を検討

( 新潟県黒崎地区 )

新潟市黒崎地区茶豆組合協議会

多角的な販促 PR 活動を展開

GI申請のきっかけは、平成26年8月18日の地元紙の記事で地

おかげさまで新潟県、全農、JRなど様々な方々と連携す

理的表示法の成立が紹介され、新潟県のGI産品の候補として

ることができ、結果として登録からシーズンオフまで延べ

「くろさき茶豆」が紹介されていることを知ったことです。

28もの販促PR活動を展開することができました。

くろさき茶豆の産地は、深夜からの朝採りを特徴としてお

市内近隣向け総合イベント「くろさき茶豆

夏の陣」で

り、きつい作業と昨今の高齢化で生産者は次第に減り、みん

は、GI登録記念生産者大会、協力飲食店での茶豆メニュー

なが違う方向を向いて販売しているような状況でした。そこ

提供、茶豆堪能ツアー、商店街でのイベントなど、地域ぐ

で、「GIに登録することをきっかけに産地一体となった活性

るみの協力をいただけました。

化が出来ないか、若手農業者が誇りをもって就農できる産地

県外では、都内の記者連絡会でのイベント告知にはじま

を目指せないか」という思いがつのりGI申請を目指すことに

り、例年実施している都内アンテナショップ、百貨店、築

しました。

地市場での販促活動に加え、初めて大田市場でも販促活動
を行いました。

GI 登録が生産者の誇りとなる

また、新潟県のご紹介で在京キー局や雑誌社、サイト運
営会社を回らせていただき、実際に全国ネットのテレビや

GI登録後、生産者の意識はずいぶんと変わりました。登録

ラジオの番組に取り上げていただいたほか、JR東日本との

の時は、みんなで喜びました。ただ、生産者としては「GIと

連携で上越新幹線の車内で茹で茶豆とビールのセットを8月

して登録されたことで、くろさき茶豆が有名になって嬉し

の1カ月間販売してもらい、用意した1,500食が完売する好

い」ということはもちろん、「今まで朝採りや土づくりなど

評を得ました。ほかに名古屋・大阪・シンガポールでもPR

自分たちが頑張って生産をしてきたものが、GIとして国にも

販売を行っています。

認められた」というモチベーションにつながり、誇りになり
ました。我々生産者にとってGIは勲章みたいなものです。
さらに、テレビや新聞でくろさき茶豆の話題が放映される
ことが多くなり、日本各地へPRに行かせていただきました。
そんな活動を続けていると、数少ない若い生産者も勢いづい
ていきました。
最近では、サラリーマンの若者が農協青年部員から「えだま
めを作ると儲かるぞ」と説得され、えだまめの生産を始めたと
か、親の手伝いを始めたといったことも出てきています。
また、協議会内の組合の一つで22歳の若者が代表者になっ
たりもしました。好循環が続けば、将来的におそらく今以上
に新規就農者も増えてくると思います。GI登録が生産者の誇

くろさき茶豆

りとなる。
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三島馬鈴薯
MISHIMA BAREISYO
登録生産者団体 :

三島函南農業協同組合

艶やかな肌目と甘みが特徴の「三島馬鈴薯」

生産地 静岡県三島市・田方郡函南町の
箱根西麓地域

富士山のふもとで輝く
「三島馬鈴薯」- 若手生産者の笑顔

「三島馬鈴薯」の産地である箱根西麓の土壌は作土が深く
柔らかいため、透水性、通気性、保水性に優れています。標
高 50m 以上の高原は空気が澄み、日差しを十分に浴びて育
つ「三島馬鈴薯」は味も質も一級品です。1 つ 1 つ手掘りで
丁寧に収穫するため、肌に傷がつかず艶々で美しい姿をして

GI 登録以降、価格も上昇しました。同時期の他産メーク
インと比較すると 2 割から 5 割高い価格で取引されています。
地元の市場関係者も「昔みたいに価格が暴落するような
ことはなくなりました。GI 登録されたので知名度が上がり、
引き合いもかなり強くなってきています」と言います。

います。
収穫後、1 週間から 2 週間程度、風通しの良い冷暗所で風
乾貯蔵し熟成させるため、甘みとしっとりしたほくほくの食
感も生みだされます。
一般的な馬鈴薯に比べて保存性に優れていることも特徴

価格上昇だけではありません。30 歳前後の若手農家 6 名
からなる「箱根西麓のうみんず」のメンバーは野菜を作る目
的は「収入を得るため」ではなく「野菜を通じて人と人とを
つなぐため」と考えるようになりました。
生産者の意欲と責任感が向上したことで、生産規模も拡大

です。

しました。GI 登録後に作付け面積を増やしてくれた生産者

三島人気質「利他の精神」で
「三島馬鈴薯」のブランド化を推進

が少なからず出てきました。
三島馬鈴薯の出荷時期は 1 年のうちでわずか 2 か月間だけ

もともと三島人気質として利他の精神ともよべる他の人の

です。年間を通して流通可能なみしまコロッケとの補完関係

ために尽くしたいと考える人が多い町でしたが、GI 登録後は、

によって三島馬鈴薯のブランド力が向上し、さらには三島市

よりお互いに協力し支え合いながら三島馬鈴薯ブランドを創

のブランド力も向上し、観光産業が発展しました。

り上げています。
GI 登録記念イベントの「いもフェス」
（平成 29 年 7 月開催）

三島馬鈴薯を代表とする三島野菜の力で商業が活性化し、
観光交流客数は 28 年度に 760 万人に到達しました。
」と三

を皮切りに、三島市観光協会はふるさと納税のパンフレット

島市観光協会は話します。GI 登録によって町の結束力が強

やチラシに GI の表現を加え、地域内外に三島馬鈴薯が GI 産

まり、地元の人々が誇りを持ち、今後ますます観光産業が発

品であることを伝えています。

展していくことでしょう。

三島馬鈴薯を使ってみしまコロッケを生産する加工業者
は、自社商品のコロッケの知名度を生かし、三島馬鈴薯ひい
ては GI 制度も積極的に PR しています。地元飲食店も三島
馬鈴薯をはじめ箱根西麓三島野菜を使った地産地消の料理メ
ニューを提供し、地元の人々が地元の野菜に興味を持つ機会
となっています。ユニークな企画としては他の GI 産品との
コラボ商品の開発があります。三島馬鈴薯と、同じく静岡県
の GI 産品である田子の浦しらすがタッグを組んで、平成 29
年 11 月に「GI コラボコロッケ」を誕生させました。
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手堀りの三島馬鈴薯
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みやぎサーモン
M I Y A G I
登録生産者団体 :

S A L M O N
生産地 宮城県石巻市、女川市、
南三陸町、気仙沼市

みやぎ銀ざけ振興協会

高い鮮度と少ない臭み
宮城県におけるギンザケ養殖は昭和51年頃に南三陸町で国
内初の取り組みとして始まったと言われています。現在、国
内養殖ギンザケ生産のシェア９割以上を宮城県産ギンザケが
占めています。
宮城県産ギンザケの一層の高品質化のため、長年における
研究開発の末、生餌から人工配合飼料に切り替えるととも
に、活け締めによる鮮度保持技術を導入しました。その結
果、活け締め処理による高い鮮度、ギンザケ専用の配合飼料

界的なサーモンの需要拡大や首都圏でのブランドとしての認
知が拍車をかけ、以前は1kg当たり400円程度だったものが
600円以上の価格上昇がみられました。地元の人たちには養
殖当初、「宮城のギンザケは生臭い」というイメージが根強
くありましたが、地元大手スーパーなどを通して近年、「み
やぎサーモンは生臭みがなく美味しい」という評価が聞こえ
てくるようになりました。

GI 登録を機に積極的にプロモーションを
展開しブランド価値向上をめざす

による生餌由来の臭みが少ない「みやぎサーモン」が生まれ

平成29年5月26日のGI登録以降、協議会では、みやぎサー

たのです。そのためみやぎサーモンは刺身が最もおいしく、

モンがGI登録されたことを中心に大々的にプロモーション

他の食材や様々な調理法にも合わせやすいことが特徴です。

を行いました。

みやぎサーモンは平成29年の5月26日にGI登録され、年間
約4,000トンが出荷されています。

新聞や雑誌上での広告はもちろんのこと市営バスや地下鉄
のホームでの交通広告、さらに宮城県に本拠地を置くプロ野
球の東北楽天ゴールデンイーグルスの岸投手とコラボレーシ

GI 登録の宣伝効果により
認知度が高まり取引先が拡大
みやぎサーモンのGI登録の効果は多くありますが、最も効
果が大きかったのは認知度及びブランドイメージが向上し、
取引先が拡大したことです。取引先のバイヤーからは「GI登
録によって品質基準が守られ、ブランドとして他産地のギン
ザケとの違いが一目でわかる。国の登録を受けた産品なので
商品として取り扱いやすい」と評価を得ています。

ョンしたポスターやパネルを作成し、PRしました。
みやぎサーモンのプロモーションの展開については、生産
者の大きな自信につながったこともメリットです。地域を代
表する産品の生産者としての意識が芽生えるきっかけにな
り、より質の高いものを生産するようになりました。協議会
では、バイヤー向けのサンプル品を生産者から積極的に提供
してもらうなど、生産者と一体となって「みやぎサーモン」
のプロモーションに取り組んでいます。

GI登録による他産地との差別化や消費者への訴求ポイント
が明確になったため、まだみやぎサーモンの取り扱いのない
小売店バイヤーにも積極的にPRしやすくなりました。さら
に、最近、首都圏を中心に、みやぎサーモンがブランドとし
て認知されつつあるということです。
また、地元の人は「宮城のギンザケは生臭い」という養殖
開始頃のイメージが根強く持たれていたそうですが、地元の
大手スーパーによれば、みやぎサーモンは「生臭みがなく美
味しい」との評価も聞かれます。また、国内の鮭の不漁、世

水揚げされたばかりのサーモン
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西尾の抹茶
NISHIOMATCHA
登録生産者団体 :

生産地 愛知県西尾市、安城市

西尾茶共同組合

黒い茶畑と甘い抹茶、それが「西尾の抹茶」

「西尾の抹茶」により観光客を惹きつける
コミュニティの活気

毎年、茶摘みの 25 日以上前の 4 月ごろになると茶畑の上
に黒い資材を広げて太陽の光をさえぎります。茶の苦み成分

西尾の抹茶はその高い品質を飲食店や菓子メーカーから認

を抑え、旨味成分テアニンの生成をうながすためです。手間

められ引き合いが増えました。大手アイスクリームメーカー

はかかるのですが茶葉の上に直がけするのではなく棚式覆下

のグリーンティー味には西尾の抹茶が使用されていると言わ

栽培で被覆することから黒い茶畑が一面に広がります。

れていますし、大手コンビニも PB の抹茶ラテに西尾の抹茶

茶摘みした茶葉を高温で蒸すことで発酵酵素の活動を止め
鮮やかな緑色を保ちます。ゆっくりと乾燥させ「荒茶」にし、

を使用しています。海外での引き合いも多く、ニューヨーク
の抹茶専門カフェは西尾から直接買い付けをしています。

茎と葉脈を取り除いた柔らかい葉は「碾茶」となって加工（抹

「西尾の抹茶」の登録効果には、観光産業の活性化もあり

茶）業者に出荷されます。隣接する岡崎市の御影石でできた

ます。子供から大人まで地元の人が GI 制度を理解し、抹茶

石臼を使って熱を与えないように低速で挽いていくと渋みが

の伝統文化を継承すれば、抹茶コミュニティ（共同体）がで

なくまろやかな旨味と甘味があふれる碧緑色の「西尾の抹茶」

きます。地元住民がわくわくしながら抹茶を楽しんでいる姿

になります。

や様子は地域外の人にとって魅力的に映ります。生産者にお
いても、登録をきっかけに「いろいろな地域の人たちに西尾

地域あげて「西尾の抹茶」をプロモーション

の抹茶をもっと PR したい」という意識を持つようになりま
した。

GI 登録前は抹茶加工業者がそれぞれ自社製品を主に PR し
ていましたが、登録をきっかけに地域をあげてのプロモー
ションを実施するようになりました。たとえば、西尾茶協同
組合では「西尾の抹茶街道を歩こう」というイベントを企画
し、茶園やゆかりのあるお寺を歩いた後、抹茶工場を見学し
て一服楽しんでもらっています。
市と連携した抹茶を使った地元の小学生への食育も行いま
した。西尾市食育推進事業の一環でイタリア料理ではバジル
を使うジェノベーゼ・ペーストの代わりに西尾の茶葉を使っ
たペースト「茶のベーゼ」のパスタを小学校の実習で作りま
した。
さらに、西尾市観光協会が中心となり、
「高校生パティシ
エによる抹茶スイーツ選手権」を開催しています。GI 登録
後は東海・北陸・近畿 2 府 11 県に広げました。全国の若い
人たちに西尾の抹茶が認知されるきっかけとなります。
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棚式覆下栽培用の設備がある茶畑

特集
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連島ごぼう
TURAJIMA GOBOU
登録生産者団体 :

生産地 岡山県倉敷市

倉敷かさや農業協同組合

「連島ごぼう」は白肌美人のクセのないごぼう

JA 倉敷かさやは地元の人に連島ごぼうを知っていただくこ
とが最優先と考え、小学生に収穫体験をしてもらったり、出

「連島ごぼう」の生産者は 28 戸で栽培面積合計 15 ヘクター

荷組合の青年部が小学校に出向いて出前授業で連島ごぼうの

ル、年間 500 トン生産されています。出荷規格は 1 本当たり

歴史や農家の苦労など話したりして地元住民に愛情を持って

48ｇ（2S）から 500g（5L）まで 10 タイプと多様であること

もらおうとしています。地元で連島ごぼうを味わえる機会も

から、量販店や学校給食など幅広い需要に対応できるように

作っています。倉敷市観光客誘致協議会が企画した「ランチ

なりました。

いただきます」イベントでは複数の飲食店が連島ごぼうを使っ

生産地は倉敷市の西阿知と大高。ここは岡山県の三大河川

たメニューを作ってくれました（開催期間平成 29 年 1 月〜 3

の 1 つ高梁川支流を廃川にした埋め立て地です。砂が数メー

月）
。JA 女性部が開発し生産している「ごぼうのどら焼き」
、

トル積みあがってできた土壌なので水はけがよく、根が長く

地元菓子店の「ごぼうまんじゅう」
、地元飲食店による「倉敷

張り成長します。水はけのよさから収穫や洗うのが簡単で洗

ごぼうプリン」
、
「連島ごぼうの焙じ茶」といった加工食品も

いごぼうとして出荷することができます。地形的に砂壌土と

地元における連島ごぼうの PR に一役買っています（平成 29

いう特徴に加えて品質向上のための土壌診断も行い、検査結

年 1 月 29 日付山陽新聞）
。

果を参考にしながら最も望ましい土づくりをしています。
通常のごぼうに比べて根の長さがそろい、白い肌をしてい
ます。食味は柔らかくアクが少なく甘みがあります。口に繊
維が残らないので子供たちも食べやすいと言ってくれます。

JA 倉敷かさやの今後の取り組みとして、近隣の GI 産品と
の合同イベントを実施し、GI 認知度を向上させてより広範囲
での地域文化を創る活動を計画しています。
また、名実ともに地元にしっかりと根を付けた連島ごぼう

洗う手間とアク抜きの手間が省けすぐに調理できるうえに皮

の生産量を増やし品質も向上させ秀品率を高めることで、生

ごと食することができるので消費者にも重宝がられています。

産者の収入増加を目指しています。

GI 産品「連島ごぼう」は地産地消を
ベースに 広めていく
GI 登録の効果として価格の上昇が認められています。平成
28 年 12 月登録後の単価は前年比 2 割増で推移しています。
市場では「GI ごぼう」と呼ばれ GI 登録効果が需要拡大とい
う形ではっきりと表れています。小売価格は非 GI のごぼうと
比べて、85% から 100% のプレミアム価格となりました。
生産者がプレミアム価格を享受しつつ、地域の消費者にも
手ごろな価格で提供するという相反する課題に真摯に向き合
いバランスを取ろうとしています。その根底に、GI は地産地
消が基本だという JA 倉敷かさやの考えがあります。販路比
率は 7 割が岡山で 3 割が大阪と四国となっています。

連島ごぼうを育む砂壌土
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平成30年12月15日時点で

32道県1カ国の69産品が登録
北陸地方
ちゃまめ

くろさき茶豆

P.27

ĺ

にゅうぜん

入善
P.39
す いか
ジャンボ西瓜 ĺ
P.21

か が まる

ĺ

加賀丸いも

の と し か

がき

能登志賀ころ柿
よしかわ

P.22

ĺ

やまうち

P.19

かみしょう

ĺ

吉川ナス

P.20

や た べ

ĺ

谷田部ねぎ

山内かぶら
上庄さといも
わかさおばま

若狭小浜
こだい

づけ

小鯛ささ漬

P.20

ĺ

えちぜん

越前がに

P.47

ĺ

P.34

ĺ

P.35

ĺ

中国・四国地方
とっとりさきゅう

P.18

ĺ

鳥取砂丘
らっきょう

P.33

き とう

木頭ゆず

おがわおばら

P. 39

香川小原

べにわ せ

紅早生みかん

い よ

P.17

い と

ĺ

伊予生糸

P.15

くまもと県産

ĺ

ĺ

P.22

しものせき

ĺ

下関ふく
み とう

美東ごぼう

P.32

ĺ

九州地方
やめでんとうほんぎょくろ

八女伝統本玉露
しちとういおもて

くにさき七島藺表

か ごしま

P.16

ĺ

くろず

壺造り黒酢

さくらじまこ

桜島小みかん
けんさん

ĺ

ĺ

大分かぼす
つぼつく

P.23
P.29

おおいた

鹿児島の

ĺ

ぐさ

くまもと県産い草

P.35

ĺ

P.16

ĺ

イタリア共和国
プロシュット・ P.33
ĺ
ディ・パルマ
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けんさん

ぐさたたみおもて

い草畳表

P.17

ĺ

P.40

みやざきぎゅう

ĺ

宮崎牛
へつか

辺塚だいだい

P.41

ĺ

P.41

か ご し ま くろうし

ĺ

鹿児島黒牛

P.43

たいしゅう

ĺ

対州そば
ヤマダイかんしょ

P.44

ĺ

沖縄地方
りゅうきゅう

す

琉球もろみ酢

P.34

ĺ

うし

くまもとあか牛

P.46

ĺ

つらじま

連島ごぼう

P.24

ĺ

地 理 的 表 示（GI）登録産品の一覧
農林水産省HPの

北海道

登録産品一覧

ゆうばり

P.14

ĺ

夕張メロン
とかちかわにしなが

十勝川西長いも

P.23

ĺ

東北地方
の
ひばり野オクラ P.38
ĺ
まえさわぎゅう

あおもりカシス P.13

ĺ

じゅうさんこさん

やまと

いわて の だ むら

岩手野田村

大和しじみ

お が わらこさん

小川原湖産
やまと

大和しじみ
おおだて

大館とんぶり

ĺ

あらうみ

荒海ホタテ

P.38

よねざわぎゅう

P.28

ひがしね

ĺ

P.26

やまがた

P.36

なんごう

P.25

いわでやまこお どうふ

P.27

いわてもくたん

山形セルリー

ĺ

南郷トマト

ĺ

米沢牛

ĺ

だいこん
松館しぼり大根 P.42
ĺ

ĺ

前沢牛

P.24

十三湖産

まつだて

東根さくらんぼ

岩出山凍り豆腐

ĺ

ĺ

P.44

ĺ

P.45

ĺ

P.45

ĺ

岩手木炭
ふたご

みやぎサーモン P.28
ĺ

P.43

二子さといも

P.46

ĺ

関東地方
P.30

にっさと

え ど さき

まっちゃ

西尾の抹茶
とくさん まつさかうし

特産松阪牛

P.26

ĺ

P.25

ĺ

おくひだやまのむら

奥飛騨山之村
かんぼ

だいこん

寒干し大根

やわらか

水戸の柔甘ねぎ

P.21

ĺ

P.30

ĺ

P.42

ĺ

P.46
P.36
ĺ

ĺ

ĺ

八丁味噌

みと

ĺ

P.37

はっちょうみそ

うら

田子の浦しらす

P.29

すんき

にし お

た ご

ĺ

市田柿

東海地方

三島馬鈴薯

P.19

いちだがき

ĺ

みしま ば れいしょ

ĺ

飯沼栗

P.15

江戸崎
かぼちゃ

P.31

いいぬまくり

ĺ

新里ねぎ

どうじょうはちやがき

堂上蜂屋柿

P.37

ĺ

近畿地方
おうみぎゅう

近江牛
たじまぎゅう

但馬牛

P.40

ĺ

P.13

ĺ

こうべ

神戸ビーフ
まんがんじあま

万願寺甘とう

P.14

ĺ

P.31

ĺ

きしゅうきんざんじみそ

紀州金山寺味噌
み わ そうめん

三輪素麺

P.32

ĺ

P.18

ĺ
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区分別のGI登録産品一覧
野 菜

野 菜

夕張メロン

P.14

水戸の柔甘ねぎ

P.42

但馬牛

P.13

江戸崎かぼちゃ

P.15

松館しぼり大根

P.42

神戸ビーフ

P.14

鳥取砂丘らっきょう

P.18

山形セルリー

P.43

特産松阪牛

P.25

吉川ナス

P.19

南郷トマト

P.44

米沢牛

P.25

谷田部ねぎ

P.20

ヤマダイかんしょ

P.44

前沢牛

P.26

山内かぶら

P.20

二子さといも

P.46

宮崎牛

P.40

加賀丸いも

P.21

近江牛

P.40

三島馬鈴薯

P.21

鹿児島黒牛

P.41

十勝川西長いも

P.23

あおもりカシス

P.13

くまもとあか牛

P.46

連島ごぼう

P.24

東根さくらんぼ

P.27

くろさき茶豆

P.27

大分かぼす

P.29

新里ねぎ

P.30

飯沼栗

P.31

万願寺甘とう

P.31

木頭ゆず

P.33

美東ごぼう

P.32

桜島小みかん

P.35

上庄さといも

P.34

ひばり野オクラ

P.38

香川小原
紅早生みかん

P.39

入善ジャンボ西瓜

P.39

辺塚だいだい

P.41

果 物

加工食品

水産物
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畜産物

加工食品

下関ふく

P.22

三輪素麺

P.18

対州そば

P.43

みやぎサーモン

P.28

大館とんぶり

P.28

岩出山凍り豆腐

P.45

田子の浦しらす

P.30

すんき

P.29

十三湖産大和しじみ

P.24

P.36

岩手野田村
荒海ホタテ

奥飛騨山之村
寒干し大根

P.36

市田柿

P.19

小川原湖産
大和しじみ

P.38

能登志賀ころ柿

P.22

堂上蜂屋柿

P.37

越前がに

P.47

プロシュット
ディ パルマ

P.33

若狭小浜小鯛ささ漬

P.35

くまもと県産い草

P.16

鹿児島の壺造り黒酢

P.16

P.17

紀州金山寺味噌

P.32

くまもと県産
い草畳表

八丁味噌

P.37

くにさき七島藺表

P.23

八女伝統本玉露

P.15

伊予生糸

P.17

西尾の抹茶

P.26

岩手木炭

P.45

琉球もろみ酢

P.34

非食品

※掲載は登録順となっております

登録団体 : あおもりカシスの会

生産地

●特

あおもりカシス

青森県青森市、東津軽郡平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町

性

品種は「あおもりカシス」
。さわやかな酸味
や 独特の芳香があり、アントシアニンも豊
富。完熟したものから選別し、全て手摘み
で収穫。

●地域との結びつき
昭和 40 年に弘前大学教授がドイツで、青森
の気候に適するであろうと苗木提供の申し
出を受けて導入。品種改良せず、当時の品
種のまま地域で守り育ててきた。

あおもりカシスの会 WEB

URL： http://www.aomoricassis.com/

登録団体 : 神戸肉流通推進協議会

生産地

●特

兵庫県内

但馬牛

性

兵庫県北部の但馬地方の山あいで長い歳月
をかけ改良が重ねられた但馬牛を素牛とし
て肥育し、A・B2 等級以上に格付けされた
枝肉であり、肉そのものが柔らかい。

●地域との結びつき
素牛である但馬牛は、兵庫県の県有種雄牛
のみを歴代に亘り交配した牛で、約 1200
年も昔から兵庫県北部の但馬地方の山あい
で農耕用に用いられた役牛が由来。
明治期に肉牛として遺伝的に良質な血統で
あることが認識された。長い歳月をかけ改
良が重ねられた良質な肉質の肉用牛。

神戸肉流通推進協議会 WEB URL：http://www.kobe-niku.jp/top.html
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登録団体 : 神戸肉流通推進協議会

生産地

●特

兵庫県内

神戸ビーフ

性

兵庫県北部の但馬地方の山あいで長い歳月
をかけ改良が重ねられた但馬牛を素牛とし
て肥育し、
A・B4 等級以上で BMS 値 No.6
以上に格付けされた枝肉であり、最高級の
霜ふり肉。

●地域との結びつき
素牛である但馬牛は、兵庫県の県有種雄牛
のみを歴代に亘り交配した牛で、約 1200
年も昔から兵庫県北部の但馬地方の山あい
で農耕用の役牛として保存。
明治期に肉牛として遺伝的に良質な血統で
あることが認識され、長い歳月をかけ改良
が重ねられた良質な肉質の肉用牛。
神戸肉流通推進協議会 WEB URL：http://www.kobe-niku.jp/top.html

登録団体 : 夕張市農業協同組合

生産地

●特

北海道夕張市

夕張メロン

性

果肉は、
内部色はオレンジ色で、
繊維質が少
ないことから非常に柔らかく、
ジューシー。
芳醇な香りが強い
「夕張キング」
という品種
を使用しており、糖度は 10 度以上。

●地域との結びつき
山や丘陵に囲まれて昼夜の気温差が大きく、
また降水量が少ない上、火山灰土壌で水は
けがよいという地理的特徴から、優れた品
種特性が発揮される。さらに、栽培技術の
蓄積による細やかな栽培管理により、この
地域でないと
「夕張メロン」を栽培すること
はできない。
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夕張市農業協同組合 WEB URL：http://www.yubari-melon.or.jp/

登録団体 : 八女伝統本玉露推進協議会

生産地

●特

八女伝統本玉露

福岡県内

性

茶葉収穫前に稲わら等の天然資材で被覆す
ることにより
「覆い香」
といわれる香気成分
の含有量が高い茶葉が生産される。
味は濃厚
で非常にうま味が強く、
「まろやか」
で
「こく」
がある。

●地域との結びつき
立地条件がもたらす朝夕の気温差が朝霧の
発生を促し、うま味成分が多く蓄えられるた
め、高品質な茶が生産される。稲わら等の
天然資材による棚被覆
（間接被服）や自然仕
立て、手摘み作業といった生産方法を 110
年以上守り受け継いでいる。

登録団体 : 稲敷農業協同組合

生産地

●特

江戸崎かぼちゃ

茨城県稲敷市及び牛久市桂町

性

完熟で収穫を行うため、ほくほくとした食
感で甘味がある。
果皮の緑色が濃く、質感がゴツゴツしてお
り、果肉色は濃いオレンジ色。

●地域との結びつき
土壌は火山灰層（関東ローム層）であり排
水性が高く、年間を通して適度な降水があ
るため加湿に弱いカボチャの生産適地。
約 50 年にわたる生産の歴史の中で培われた
栽培方法と全ての圃場に対する厳格な検査
体制を継承し続け、完熟収穫を徹底。
稲敷農業協同組合 WEB URL： https://www.ib-ja.or.jp/ja/inashiki/yasaki̲kabotya.html
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登録団体 : 鹿児島県天然つぼづくり米酢協議会

鹿児島の壺造り黒酢

生産地

●特

鹿児島県霧島市福山町及び隼人町

性

屋外に並べた壺を使って仕込み発酵すると
いう独特な製法による米黒酢。
発酵に 6 か月以上、熟成に 6 か月以上の長
期熟成から生まれる特有の香りとまろやか
な酸味。

●地域との結びつき
1800 年代初期には生産が開始された伝統的
製法による黒酢の発祥の地。一年を通じて
温暖で寒暖の差が小さく、また、薩摩焼の
壺が身近に得られる土地柄は黒酢造りに最
適の地である。

登録団体 : 八代地域農業協同組合、熊本宇城農業協同組合、球磨地域農業協同組合

生産地

●特

くまもと県産い草
熊本県八代市、八代郡氷川町、宇城市、球磨郡あさぎり町

性

茎長が長く畳表の製織に適した熊本県優良
指定品種
（ひのみどり、夕凪、ひのはるか）
を
用い、伝統的な「泥染め」製法により光沢
や色調を整えた良質ない草。

●地域との結びつき
熊 本 県 優 良 指 定 品 種（ ひ の み ど り、 夕 凪、
ひのはるか）
は生産地の生産者に栽培が限ら
れている。
泥染め行程はいぐさ栽培の歴史に合わせて
効率的な製法技術として確立。
八代地域農業協同組合 WEB URL：http://www.ja-yatsushiro.or.jp/
熊本宇城農業協同組合 WEB URL：http://www.jauki.or.jp/
球磨地域農業協同組合 WEB URL：http://www.ja-kuma.or.jp/
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登録団体 : 八代地域農業協同組合、熊本宇城農業協同組合、球磨地域農業協同組合

くまもと県産い草畳表

生産地

●特

熊本県八代市、八代郡氷川町、宇城市、球磨郡あさぎり町

性

栽培から加工・製織までの行程を一貫して
行い、泥染めされたい草を使用し、
揃いの長
さで製織することにより、色合いや品種特
性が統一された高品質な畳表。

●地域との結びつき
い草栽培の歴史に合わせて栽培から加工・
製織までの行程を一貫して行う畳表生産が
地場産業として定着し、1970 年には日本一
の産地に成長。

八代地域農業協同組合 WEB URL：http://www.ja-yatsushiro.or.jp/
熊本宇城農業協同組合 WEB URL：http://www.jauki.or.jp/
球磨地域農業協同組合 WEB URL：http://www.ja-kuma.or.jp/

登録団体 : 愛媛県西予市蚕糸業振興協議会

生産地

●特

愛媛県西予市

伊予生糸

性

時間をかけて丁寧に繭から糸を引き出すた
め、蚕が S 字状に吐いて作った糸の繊維の
うねりがそのまま残り、嵩高
（かさだか）
と
なる。また、光沢があり、ふんわりと柔ら
かい風合いの糸。

●地域との結びつき
生の状態で冷蔵保存した繭を原料とする生
繰り法により、テンション
（張力）を抑えつ
つ低速で、かつ、多数の繭から繰糸する多
条繰糸機を用いて生産する貴重な産地。
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登録団体 : 鳥取いなば農業協同組合

生産地

●特

鳥取砂丘らっきょう

鳥取県鳥取市福部町内の鳥取砂丘に隣接した砂丘畑

性

身が締まっているうえ、各鱗片の厚みもほ
ぼ同一で、
食感の「シャキシャキ感」が良く、
らっきょうの外観が白い。

●地域との結びつき
鳥取砂丘に隣接した砂丘畑は、地力が低い
ことと、風が強く空っ風であり、砂質の環
境（70m もの砂の層）であるがゆえに無駄
な水分や栄養素等がないため、らっきょう
の栽培に適していた。

鳥取いなば農業協同組合 WEB

URL：https://www.jainaba.com/

登録団体 : 奈良県三輪素麺工業協同組合 奈良県三輪素麺販売協議会

生産地

●特

奈良県全域

三輪素麺

性

約 1300 年前の奈 良 時 代 に 生 産 が 始 ま り、
三輪地方が手延べ素麺発祥の地と伝えられ
ている。しっかりとしたコシの強さから、
伸縮性に優れており、非常に細い製麺が可
能であることと、茹で上げ後の茹で伸びが
抑制される。

●地域との結びつき
手延べ素麺発祥の地とされている、毎年２
月５日、全国の手延べ素麺産地の関係者が
一同に会し、大神
（おおみわ）神社で「卜定
祭（ぼくじょうさい）
」が営まれている。昭
和 40 年代以降、家内工業として広く受け入
れられ県下全域に広がった。
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奈良県三輪素麺工業協同組合 WEB URL：http://www.miwasoumen-kumiai.com/

登録団体 : みなみ信州農業協同組合

生産地

●特

市田柿

長野県飯田市、下伊那郡ならびに上伊那郡のうち飯島町および中川村

性

地域発祥の品種で、糖度が高く、小ぶりな
市田柿を用いた干柿である。
伝統的な方法を活かした干し上げやしっか
りとした揉み込みを行うことにより、飴色
で、もっちりやわらかな食感と肌理細かな
ブドウ糖の粉化粧をもつ。

●地域との結びつき
原料の市田柿は下伊那郡高森町が発祥の地
である。この地域は昼夜の寒暖差が大きい
ため、高糖度の原料柿ができること、晩秋
から初冬にかけて川霧が発生し干柿の生産
に絶好の温度と湿度が整う地域であること
から、高品質の干し柿が産出できる。干し
柿の生産シーズンに各生産農家にかけられ
る柿のれんは当地の風物詩となっている。

みなみ信州農業協同組合 WEB URL：http://www.ja-mis.iijan.or.jp/

登録団体 : 鯖江市伝統野菜等栽培研究会

生産地

●特

福井県鯖江市

吉川ナス

性

吉川ナスは、光沢のある黒紫色をした直径
10cm ほどの大きさの楕円〜やや巾着型を
した、肉質が緻密な丸ナスである。
水分量が多いため、火を通すととろみのあ
る食感が生まれ、煮崩れしにくく、味が濃
く大果で独特の形をしていることから、料
亭やレストランで使用される。

●地域との結びつき
吉川ナスは、鯖江市の旧吉川村一帯で栽培
されていたナスであり、現在まで品種改良
されることなく継承されてきた。
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登録団体 : 谷田部ねぎ生産組合

生産地

●特

谷田部ねぎ

福井県小浜市谷田部

性

２度植え替えし、斜めに植え替えることで、
軟白部が釣り針状に曲がるとともに、肉質
が柔らかく、独特の粘りと甘みを有する。
葉も食するタイプのねぎで、軟白部は 12 〜
15cm と短く、葉の色は淡く柔らかい。

●地域との結びつき
生産地は砂地で排水が良く、ねぎ栽培に適
している。当地で栽培されてきた在来品種
を用い、斜めに植え替える栽培方法はこの
地の伝統的な栽培方法である。

登録団体 : 山内かぶらちゃんの会

生産地

●特

山内かぶら

福井県三方上中郡若狭町山内

性

円錐形で肌に窪みとヒゲ根が多い。肉質は
緻密で硬く、煮ても煮崩れせず、漬けると
歯ごたえがある漬物に仕上がる。
葉もカブ菜としての利用に適している。

●地域との結びつき
「山内かぶら」は古くから若狭町山内で栽培
されてきた在来品種。種子の採取を一括管
理することにより他のカブとの交配を避け、
特徴を継承し続けている。
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登録団体 : 南加賀地区丸いも生産協議会

生産地

●特

加賀丸いも

石川県能美市及び石川県小松市（高堂町、野田町、一針町）

性

ソフトボール大の丸い形を特徴として、高
級食材として知られるやまといも。粘り成
分が多く、水分が少ないため、すりおろす
と強い粘りを呈する。山芋特有の風味があ
り、加工食品原材料として幅広く利用され
ている。

●地域との結びつき
昭和９年の手取川の洪水によって川砂が流
入した田んぼでいもを栽培すると、形の丸
いいもが多く採れるようになった。
川砂と田んぼの土の混ざり具合が、大きく
て丸みをもったいもの栽培に適した土壌と
なっている。
南加賀地区丸いも生産協議会 WEB

URL：http://kaga-maruimo.com/

登録団体 : 三島函南農業協同組合

三島馬鈴薯

生産地

●特

静岡県三島市の箱根西麓地域（佐野、徳倉、沢地、川原ヶ谷山田、川原ヶ谷小沢、川原ヶ谷元山中、塚原新田、
市山新田、三ツ谷新田、笹原新田、山中新田、谷田台崎、玉沢）
静岡県田方郡函南町の箱根西麓地域（桑原、大竹、平井、丹那、畑、田代、軽井沢）

性

収穫を手堀りで行っており、風乾貯蔵や厳
格な品質管理により肌目がきれいで甘みが
あり、保存性が高いメークイン種のじゃが
いも。
その品質の高さが主要な青果市場でも評価
され、同時期の他産地のメークインと比較
して２割から５割程度高い単価で取引され
ている。

●地域との結びつき
箱根西麓の南向き斜面で通気性、保水性に
優れ、じゃがいもの生産に適した土壌及び
自然条件。
傾斜地で大型収穫機等の使用ができないこ
とで、手堀りによる肌目のきれいなじゃが
いもを生産している。

三島函南農業協同組合 WEB

URL：http://mkja-shizuoka.jp/
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登録団体 : 下関唐戸魚市場仲卸協同組合

生産地

●特

下 関ふく

山口県下関市、福岡県北九州市門司区

性

活かし込みにより身質が引き締まり、
高い技
術により高い鮮度を保ったみがき処理
（除毒
等）
が行われているみがきふぐ
（とらふぐ）
。
全国各地からの集荷と仲卸業者の確かな目
利きにより、全国の需要者のニーズに応じ
た出荷が可能となっている。

●地域との結びつき
山口県出身の伊藤博文によるふぐ食公許以
来の伝統。仲卸業者の目利きとふぐ処理の
技術の高さは、とらふぐの集積地としての
長い歴史の中で連綿として培われたもので
ある。

下関唐戸魚市場仲卸協同組合 WEB URL：http://karato-n.axis.or.jp/

登録団体 : 志賀農業協同組合

生産地

●特

能登志賀ころ柿

石川県羽咋郡志賀町のうち昭和 45 年から平成 17 年までの旧志賀町区域

性

原料に糖度が高い最勝
（さいしょう）
柿を使
用し、甘さ、鮮やかな飴色の外観、緻密で
柔らかい果肉が特徴の干柿。
人手による柿もみ、
ゆっくりとした干し上げ
など伝統的な製法で作り続けられている。

●地域との結びつき
原料柿の最勝柿は、明治時代、当地におい
て優れた系統を選抜したもの。能登地域の
気候は、糖度の高い原料柿の生産や収穫後
の干柿加工に適している。

志賀農業協同組合 WEB
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URL：http://www.ja-shika.jp/

登録団体 : 十勝川西長いも運営協議会

生産地

●特

十勝川西長いも

北海道帯広市、芽室町、中札内村、清水町、新得町、池田町字高島、足寄町、浦幌町

性

長さが短いとっくり型で、肌・肉質ともに
外観が白く褐変しにくい。歯ごたえや食感
が良く、とろろにしたときの粘りも強い。
海外への輸出も盛んで、海外でも高い評価
を受けている。

●地域との結びつき
長いも栽培に適した厚い腐植層を持つ黒ボ
ク土。1971 年に導入した優良種子を隔離栽
培し、優良無病の選抜・育種を繰り返し厳
格に管理することで、特性を守り続けてい
る。

登録団体 : くにさき七島藺振興会

生産地

●特

くにさき七島藺表
大分県国東市、杵築市

性

亜熱帯性の植物である七島藺を、伪と同じ
製織方法で織り上げた畳表。原料、織り方
の違いから、い草の畳表よりも強度が有り、
自然で素朴な仕上がりとなる。独自の風合
いは、関東圏を中心に人気が高い。

●地域との結びつき
原料である七島藺は約 350 年前から栽培を
開始。府内藩、日出藩、杵築藩などで栽培
が奨励され、昭和中期頃まで当地の重要な
産業だった。
現在は生産者や当地の県内畳店、七島藺問
屋、行政、県内外からの移住者を含めた地
域住民などで「くにさき七島藺振興会」を
立ち上げ、担い手の育成や支援を実施し七
島藺の文化を守り育てている。

くにさき七島藺振興会

WEB

URL：http://shitto.org/
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登録団体 : 十三漁業協同組合・車力漁業協同組合

十三湖産大和しじみ

生産地

●特

青森県五所川原市（十三湖を含む）
、つがる市、北津軽郡中泊町

性

汽水湖であり、生息環境に優れた「十三湖」
で漁獲されたヤマトシジミ。しじみの出汁、
旨味が良く出ることが特徴。
その品質の高さと年間をとおしての安定し
た出荷は市場からも高く評価されている。

●地域との結びつき
十三湖は、遅くとも明治時代からしじみ漁
が始まった歴史を有する全国有数のしじみ
漁場。
漁業者による操業制限等の継続的な取組に
より品質の高いしじみの持続可能な生産を
実現。

十三漁業協同組合 WEB

URL：http://www.trace-info.jp/jusanko/

登録団体 : 倉敷かさや農業協同組合

生産地

●特

連島ごぼう

岡山県倉敷市（水島地域並びに倉敷地域のうち西阿知及び大高）

性

川砂を主体とした畑で育てられ、肌が白く
アクが少ないごぼう。肉質はやわらかで甘
みがあり、筋張っていないのが特徴。
洗いごぼうとして出荷するため、そのまま
調理に使える。

●地域との結びつき
高梁川の砂の堆積を利用し、他産地にはな
い砂地土壌で栽培している。伏流水が豊富
にあり、灌水不足にならない立地。
中国・四国地方では最大の洗いごぼうの産
地。

倉敷かさや農業協同組合 WEB URL：http://www.ja-kurakasa.or.jp/
specialty/vegetable/gobou/index.html
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登録団体 : 松阪牛連絡協議会

生産地

●特

特産松阪牛

平成 16 年 11 月１日当時の行政区画名としての三重県松阪市を含む 22 市町村

性

未経産の黒毛和種の雌牛を 12 ヶ月齢までに
兵庫県から導入し、900 日以上の長期にわ
たり肥育。
不飽和脂肪酸を多く含んでいることから脂
肪が溶け出す温度が低く、
きめ細やかなサシ
のある牛肉。

●地域との結びつき
古くから日本全国からの旅行者の往来が多
く、交易が盛んであるなか、長期肥育によ
る肉質の探求にいち早く特化。
技術継承のための取組を継続することで、
長期肥育に対応できる肥育方法を確立。

松阪牛連絡協議会 WEB

URL：http://www.matsusakaushi.jp/

登録団体 : 米沢牛銘柄推進協議会

生産地

●特

米沢牛

山形県置賜地域（米沢市、南陽市、長井市、高畠町、川西町、飯豊町、白鷹町、小国町）

性

生後 32 ヶ月以上の黒毛和種・未経産牛から
得られる肉質等級が 3 等級以上の牛肉。品
質の高さ、食味の良さから、古くから高く
評価されている。牛肉食がまだ一般的では
なかった明治初期から、米沢では多くの牛
肉店が開店し、関西から訪れていた商人か
らも好評を博したことで、その評価が全国
に広まった。現在でも、百貨店やスーパー
等から評価を受けている。

●地域との結びつき
明治時代に米沢周辺で肉牛肥育が盛んとな
り、生産地域として確立。米沢ではおもて
なし料理のための肉として扱われ、米沢牛
料理を目当てに米沢を訪れる観光客も多く、
米 沢 駅 の 米 沢 牛 駅 弁 は 120 年 の ロ ン グ セ
ラーとなっている。昭和 53 年から、共励会、
共進会を開催し、地域全体の肥育技術の研
鑽・向上に取り組んでおり、平成 4 年には、
行政や生産者・流通業者等の関係者が一体
となって、
「米沢牛銘柄推進協議会」を発足
米沢牛銘柄推進協議会 WEB URL：http://www.yonezawagyu.jp/
し、米沢牛の更なる銘柄確立に取り組んで
いる。
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登録団体 : 西尾茶協同組合

生産地

●特

西尾の抹茶

愛知県西尾市、安城市

性

鮮やかな碧緑色の外観を持つ抹茶であり、
渋味が少なく、まろやかで強い旨味が続く
ことが特徴。

●地域との結びつき
矢作川と矢作古川に囲まれた三角州に位置
する茶園は、地下水位が低く、根深となる
ため、茶の旨味成分であるテアニンの生成
が促される。
鎌倉時代から茶産地としての伝承があり、
明治期に茶産地として本格的に発展。隣接
する岡崎市からは茶臼に適した御影石が産
出され、石細工の技術も高く、良質の抹茶
につながる茶臼が生産されてきた。
西尾茶協同組合 WEB URL：http://www.nishionomattya.jp/index.html

登録団体 : 岩手ふるさと農業協同組合

生産地

●特

岩手県奥州市前沢区

前沢牛

性

上質できめ細やかな霜降りで、しっとりし
た肉質。脂はしつこくなく上質な香りが口
の中に広がり、肉が溶けるように感じられ
る。全国的な牛枝肉共励会においては、名
誉賞
（農林水産大臣賞）
等を度々受賞するな
ど、豊富な受賞歴を誇る。

●地域との結びつき
雪解け水が豊富で米づくりに適しており、良
質で清潔な稲わらの供給が可能。牛の肥育を
始めた昭和 40 年代は生産技術が未熟であっ
たが、地域のリーダー育成や飼養管理研修な
ど、地域が一丸となって生産技術の向上に取
り組み続けた結果、東の横綱
「前沢牛」
として
全国的な知名度を有するに至った。
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岩手ふるさと農業協同組合 WEB URL： http://www.jafurusato.or.jp/

登録団体 : 新潟市黒埼地区茶豆組合協議会

生産地

●特

くろさき茶豆

新潟県新潟市西区黒埼地区、小新的場地区、亀貝寅明地区

性

明治末期に導入した茶豆から選抜された小
平方茶豆に由来する独特の「色」
、
「香り」
と味わい。一般の枝豆に比べ、莢の付きが
多く、莢はやや大きく平べったい。

●地域との結びつき
明治末期に山形県鶴岡の血縁者から取り寄
せた茶豆を、黒埼地区小平方集落において
長い年月をかけて選抜。
栽培管理が難しい品種であるが、地域一体
となって栽培技術の向上・鮮度保持に取り
組み産地化が図られた。

登録団体 : 果樹王国ひがしね 6 次産業化推進協議会

生産地

●特

東根さくらんぼ

山形県東根市及び隣接市町の一部

性

さくらんぼ栽培に適した気象や土壌、栽培
方法や規格管理の徹底により、大玉で甘さ
と酸味のバランスに優れた食味が特徴。

●地域との結びつき
さくらんぼの最高級品種「佐藤錦」発祥の
地。生産者の栽培技術や品質向上に向けた
取組により、高品質のさくらんぼを広く提
供できるようになり、日本一の生産量を誇っ
ている。
東根市をはじめ地域全体のさくらんぼによ
る町おこしの取組みが、
「東根さくらんぼ」
の知名度の向上に繋がっている。

果樹王国ひがしね６次産業化推進協議会 WEB URL：http://www.higashine.yamagata.jp
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登録団体 : みやぎ銀ざけ振興協議会

生産地

●特

みやぎサーモン

宮城県石巻市、女川町、南三陸町、気仙沼市

性

おいしさを保つため活け締め処理を施した
高鮮度なギンザケ。身にツヤと張りがあり、
包丁を入れると刃を掴むような感触。生鮮
で刺身で食べられるほか、生臭くなく、他
の食材や様々な調理法にも合わせやすい。

●地域との結びつき
宮城県のリアス式海岸は、水深が深く波も
穏やかで、7 月後半まで海水温が 20℃以下
と低いことから、ギンザケの養殖に適して
いる。
宮城県は「養殖ギンザケ」発祥の地であり
養殖の開始は昭和 51 年頃（国内養殖ギンザ
ケ生産量のシェア９割超）
。
平成８年頃に生餌から人工配合飼料に切り
替えるとともに、活け締めによる鮮度保持
技術を向上させてきた。

みやぎ銀ざけ振興協議会 WEB URL： http://www.miyagi-ginzake.jp/

登録団体 : あきた北農業協同組合

生産地

●特

大 館とんぶり

秋田県大館市

性

アカザ科ホウキギ属の一年草であるホウキ
ギ（昔は茎を束ねホウキ（箒）として利用）
の実を原料とした加工品。直径１〜２mm
の粒状で、味はないが、プチプチした魚の
卵に感じられる食感を楽しむ食材。
その食感から「畑のキャビア」などとも呼
ばれる。

●地域との結びつき
山に囲まれ風が少ないことが、実が落ちや
すいホウキギ栽培に適している。加工処理
に必要な豊富な湧き水に恵まれている。江
戸時代から「とんぶり」を食す習慣があっ
たとされ、
加工に必要なノウハウが伝承。
「と
んぶり」の語源は「ぶりこ（秋田の県魚で
あるハタハタの卵）
」といわれ、秋田を代表
する特産品の一つ。
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あきた北農業協同組合 WEB URL：http://www.ja-akitakita.or.jp/

登録団体 : 大分県カボス振興協議会

生産地

●特

大分県内

大 分かぼ す

性

果実の風味が優れる緑色の時期に収穫した
かぼす。さわやかな柑橘系の香りと強すぎ
ない酸味が特徴。
果汁を搾って料理に使うことにより、その
風味が食材の持つ味を引き立てる。
果実の緑色、果汁歩合等の品質を保ちつつ
周年の供給体制を確立。

●地域との結びつき
大分県では江戸時代から、かぼすが栽培さ
れており、古くは薬用として重宝されたと
言われている。
県による栽培奨励や昭和 54 年に大分県知事
が提唱した「一村一品運動」による需要開
拓等、他産地に類を見ない振興を通じ、全
国生産量の９割以上を占めるとともに、周
年出荷体制を構築。県を代表する産品とし
て認知。

大分県カボス振興協議会 WEB URL： http://www.oitakabosu.com/

登録団体 : すんきブランド推進協議会

生産地

●特

すんき

長野県木曽町、上松町、南木曽町、木祖村、王滝村、大桑村、塩尻市の一部（旧楢川村）

性

木曽郡の伝統野菜である赤蕪の茎葉等を原
料に無塩で乳酸発酵させた国内外でも珍し
い漬物。
べっこう色で乳酸由来の酸味が特徴。

●地域との結びつき
標高が高く寒さの厳しい気候・風土が赤蕪
栽培に適している。塩が貴重な時代に山深
い地で冬季の野菜を保存する必要があった
ことから、塩を一切使わない製法が発達。
300 年以上続く木曽地域の伝統食。
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登録団体 : 新里ねぎ生産組合

生産地

●特

新里ねぎ

栃木県宇都宮市新里町

性

軟白部が弓形に曲がった伝統野菜。柔らか
く甘みが強い。高値で取引されており、年
末年始の贈答品等としても利用される。

●地域との結びつき
生産地の土壌（小石混じりの粘性質の高い
黒く荒い土壌）及び気候（日照時間が長く、
また冬期の冷気を受けやすい気候）が成長
の促進と甘みの増進に好適。品種や栽培方
法を変えずに、江戸時代末期から 100 年以
上にわたり継続して栽培。

登録団体 : 田子の浦漁業協同組合

生産地

●特

田子の浦しらす

静岡県田子の浦沖（富士市沖・沼津市沖）

性

鮮度が良く、形の良い状態で水揚げされる
ため、透明でぷりぷりした食感が特徴。冷
凍したものを解凍しても水揚げ時と区別が
つかない。新鮮で身に傷が少ないため、佂
揚げにすると「し」の字の形となり、ふっ
くらとした旨味の濃いものができる。

●地域との結びつき
田子の浦しらすの漁場は、富士山や南アル
プスの山々からの栄養によりプランクトン
が豊富な駿河湾の最北部に位置し、水揚港
までの距離も短い。更にしらすを傷付けず
に漁獲できる「一艘船曳網漁（いっそうふ
なびきあみりょう）
」による漁獲や船上での
氷締めの作業等を徹底することで鮮度が良
く、形も良いしらすが水揚げされる。
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田子の浦漁業協同組合 WEB

URL：http://tagonoura-gyokyo.jp/

登録団体 : 全国農業協同組合連合会

生産地

●特

万願寺甘とう

京都府綾部市、舞鶴市及び福知山市

性

辛み成分のない甘味種とうがらし。ピーマ
ンのような肉厚な果肉を有する。大型果で
あるが果肉は柔らかく、丸ごと食べられる。
肩部のくびれとやや湾曲した果形が特徴。
さわやかな甘い香りと、ほのかなとうがら
しの香りが匂う独特の風味。

●地域との結びつき
舞鶴市万願寺地区で「伏見とうがらし」が
自然交雑して誕生した「万願寺甘とう」の
在来種を基に京都府が品種「京都万願寺２
号」を育成。種子の採種など品種の維持に
ついては、生産地の生産者部会と地元 JA に
よって管理されており、この地域でしか生
産できない。

全国農業協同組合連合会 WEB URL ： http://www.zennoh.or.jp/index.html
画像提供：公益社団法人 京のふるさと産品協会

登録団体 : 下飯沼栗生産販売組合

生産地

●特

茨城県東茨城郡茨城町

飯沼栗

性

飯沼栗は独自の栽培技術で１つの毬に１果
の大粒の栗を作り上げた。その大きさに加
え、果実洗浄や徹底した選果を行い、色つや・
形状等に優れたものを選別。冷温貯蔵によ
り甘さが増した時期に計画出荷。東京都中
央卸売市場における過去５年間の販売価格
は、同市場における平均価格の約２倍。

●地域との結びつき
茨城町は、関東ローム層の平坦な台地で保
水性、通気性が良く、台風や雪の被害が少
ない安定した気候であるためクリ栽培に適
している。１毬１果の授粉技術は門外不出
であり、クリ洗浄機の開発冷温貯蔵技術の
確立、出荷まで３回の選別選果を厳格化す
るなど生産組合が品質管理に取り組んでき
た結果、大きく色つやの良い栗が生産され
るようになった。
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登録団体 : 紀州味噌工業協同組合

生産地

●特

紀州金山寺味噌

和歌山県

性

和歌山県内で伝統製法により生産されてい
る食べる味噌。野菜を麹と一緒に仕込み、
発酵・熟成させているため、麹と野菜の味
とが溶け合い、味がまろやかである。また、
粒が残った状態でも柔らかな食感である。

●地域との結びつき
金山寺味噌は鎌倉時代に中国の径山寺から
和歌山県に持ち帰られた味噌の製法を起源
とする説が有力であり、和歌山県が金山寺
味噌発祥の地とされている。1948 年頃に、
現在の製法が確立し、その後、確立した製
法により和歌山県内で継続して生産されて
いる。
紀州味噌工業協同組合 WEB

URL：http://www.kinzanjimiso.jp/

登録団体 : 山口美祢農業協同組合

生産地

●特

美東ごぼう

山口県美祢市美東町

性

長根のごぼうで先端まで肉付きがよく、食
感が柔らかい。丁寧な出荷作業で香りが損
なわれない。品質の良さから市場関係者か
らも高値で取引されている。

●地域との結びつき
生産地は秋吉台の石灰岩が侵食されてでき
た窪地で、粘土質土壌が深く堆積し、土が
重く硬い。この特殊な地形と土壌でごぼう
を栽培することにより、肉質がきめ細かく
柔らかな食感を生み出す。
出荷前に稲わら等で表面を傷つけずに丁寧
に泥を落とす「すなでる」という手法は昭
和初期の頃から当地で伝統的に行われてい
る手法である。
山口美祢農業協同組合 WEB
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URL：http://www.ja-ymg-mine.or.jp/

登録団体 : コンソルツィオ デル プロッシュット ディ パルマ

プロシュット ディ パルマ

生産地

●特

イタリア共和国エミリア＝ロマーニャ州パルマ県内の一部地域

性

厳選された豚肉を最小限の塩で１年以上熟
成された柔らかく風味豊かな生ハム。EU に
おける GI 登録品（一定の地域内で生産・加
工・製造のすべてが行われるものを対象と
する PDO［原産地呼称保護］産品として登
録されている）
。

●地域との結びつき
カシ林に覆われた養豚地域・酪農地域であ
り、乳清を餌とした上質な豚肉が供給可能
な地域。湿度が高くない熟成に適した環境
であり、かつ、塩が局所的に入手可能であり、
生ハムの生産に理想的な地域。この地域に
古くから伝わる伝統製法を守り、生産を続
けている。

コンソルツィオ デル プロッシュット ディ パルマ WEB
URL： http://www.prosciuttodiparma.com/（イタリア語）http://parmaham.org/（日本語）

登録団体 : 木頭ゆず振興協議会

生産地

●特

徳島県那賀郡那賀町

木 頭 ゆず

性

果皮障害の発生が少なく、外観が美しい。
半世紀に渡る優良系統選抜により、果皮が
厚く、果汁が多くて香りが良い。

●地域との結びつき
那賀町は標高が高く冷涼であるため、果実
の色合いが良い。また、夏期の降雨量は徳
島市の 2.5 倍以上と多雨であり、夏期の乾
燥が原因となる「かいよう性コハン症」の
発生が軽減される。旧木頭村では古くから
ゆずが植えられていたが、昭和 35 年に大阪
中央市場に販売し高い評価を受けたことを
契機に本格的な生産が始まった。
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登録団体 : テラル越前農業協同組合

生産地

●特

上庄さといも

福井県大野市上庄地区（昭和 29 年６月 30 日現在における行政区画名としての福井県大野郡上庄村）

性

在来系統の「大野在来」と呼ばれるサトイ
モで、肉質が非常に緻密で固くしまってお
り、煮崩れしにくく、食べるともちもちと
した独特の歯触りを持つ。

●地域との結びつき
盆地特有の気候であり、昼夜の温度差が大
きいため、デンプンが蓄積しやすく、より
煮崩れしにくいサトイモとなる。真名川や
九頭竜川など豊富な河川水により、夏に必
要な灌漑が容易。地区内のどのほ場もサト
イモ生産に適した土壌。
テラル越前農業協同組合 WEB

URL：http://jaterral.jp/

登録団体 : 琉球もろみ酢事業協同組合

生産地

●特

沖縄県

琉球もろみ酢

性

琉球泡盛のもろみ粕を原料とする非発砲性
飲料。琥珀色で酸味があるが、主な酸味成
分がクエン酸であるため、鼻にツンとくる
刺激や酢酸臭がなく飲みやすい。

●地域との結びつき
温暖で湿潤な亜熱帯性気候下では、酒造に
あたり通常の生産方法では醸造途中で雑菌
が増殖するリスクが高いため、伝統的に黒
麹菌を用いた酒（泡盛）が製造されてきた。
「全麹仕込み」により泡盛が製造される際に
得られるクエン酸が多量に溶解した琉球も
ろみ粕を原料として使用。
琉球もろみ酢事業協同組合 WEB URL：http://www.moromisu.info/index.html/
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登録団体 : 協同組合小浜ささ漬協会

若狭小浜小鯛 ささ漬

生産地

●特

福井県小浜市

性

日本海産の小鯛を三枚におろして薄塩にし、
酢あるいは調味酢に漬けた後、樽詰め等に
したもの。皮の色が美しいピンク色に輝き、
身はつやを伴った淡い飴色または透明感の
ある白色で身の締まりと適度な塩気と酸味
を有している。塩や酢の使い方により保存
性を有しながら生に近い風味を持つ。

●地域との結びつき
古くから鯛漁が盛んで、大消費地の京都に
近い生産地の立地から、保存性を有しなが
らも生に近い風味を持つ小鯛ささ漬の製造
技術が、明治期に当地で確立。小鯛を三枚
におろし、骨を取るといった作業は、機械
化することが困難であり、生産地の熟練し
た技能者により品質が支えられている。

登録団体 : グリーン鹿児島農業協同組合

生産地

●特

桜島小 みかん

鹿児島市桜島横山町、桜島白浜町、桜島二俣町、桜島松浦町、桜島西道町、桜島藤野町、桜島武町、桜島赤生原町、桜島小池町、
桜島赤水町、新島町

性

果実は極めて小さいが、果肉は柔らかく多
汁で、甘さと酸味のバランスがとれ食味が
よいみかん。果皮には、柑橘系特有の爽や
かな香気がある。

●地域との結びつき
周囲を海に囲まれ年間を通して温暖な気候
で日照条件にも恵まれている桜島では、温
州みかんと系統が異なる「小みかん」が島
の重要な商品作物として古くから栽培され
てきた。屋根掛けハウスの下で水分管理を
適切に行うことにより、サイズの揃いの良
い果実を生産し、現在も地域の特産品となっ
ている。
グリーン鹿児島農業協同組合 WEB URL：http://greenkagoshima.com/
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登録団体 : 野田村漁業協同組合

岩手野田村荒海ホタテ

生産地

●特

岩手県野田村野田湾

性

プランクトンが豊富で自由に泳ぎ回れる環
境下で養殖されたホタテガイ。身は肉厚で
旨味が濃く、貝柱は繊維がしっかりとして
弾力がある。貝殻は表面に付着した生物が
丁寧に除去されているため美しい。

●地域との結びつき
野田湾は三陸沿岸の湾の中でも開放性が高
く、波浪等の影響を受けやすいが、潮通し
が良く、水質がきれいで、プランクトンが
豊富なため、ホタテガイの飼育環境が良好。
栄養素が豊富でホタテガイが自由に泳ぎ回
れる環境を維持するため、カゴ養殖等を行
うことで良質なホタテガイを生産。
野田村漁業協同組合 WEB

URL：http://www.jf-noda.or.jp/

登録団体 : すずしろグループ

奥飛騨山之村寒干し大根
生産地

●特

岐阜県飛騨市神岡町山之村地区

性

山之村地区で、冬場の保存食として伝統的
に作られてきた輪切りで厚みのある寒干し
大根。アメ色で煮物にすると独特の甘みと
コリッとした歯ごたえのある食感。

●地域との結びつき
山之村地区は標高約 1000 ｍにある豪雪地
帯で、厳冬期にはマイナス 20℃以下になる
こともあり、１ヶ月以上寒風干しを行う「奥
飛騨山之村寒干し大根」作りに最適。冬場
は２m に及ぶ積雪に覆われ、寒風干し中に
土埃などの付着を防ぎ、高品質な寒干し大
根の生産ができる。手作業を中心とした伝
統的な製法が引き継がれている。
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登録団体 : 愛知県味噌溜醤油工業協同組合

生産地

●特

八丁味噌

愛知県

性

赤褐色で色が濃く、適度な酸味、うまみと
苦渋味といった他の味噌にない独特な風味
を有する。愛知県民の濃い味を好む嗜好と
相まって「名古屋めし」の代表的な調味料
として定着。

●地域との結びつき
愛知県は高温多湿な気候であり、製麹過程
で腐敗しやすい自然条件の下で、天保、弘化、
嘉永頃（約 200 年前）には、塩と大豆を用
いて安全に味噌作りができる味噌玉作り製
法が定着した。気温が高いことにより、熟
成において大豆の分解が進みやすい。高温
多湿な環境では、塩分・栄養価の高い味噌
が好まれた。

愛知県味噌溜醤油工業協同組合 WEB URL：http://www.aichimisotamari.or.jp

登録団体 : 美濃加茂市堂上蜂屋柿振興会

生産地

●特

堂上蜂屋柿

岐阜県美濃加茂市

性

非常に大きい干し柿で、平均 80g となる。
果肉は飴色で繊維質が少なく柔らかい。糖
度は 65 度程度にもなる。品質が良く贈答品
として高く評価。

●地域との結びつき
昼夜の温度差がある盆地型の気候により、
高糖度の柿が生産される。干し柿加工の季
節は晴天日が多く、かつ朝晩の冷え込みが
強いため天日干しの開始時間に屋外の柿が
急激に乾燥するのを防ぐ。伝統技法（ニオ
ボウキ）による丁寧な加工行程を経て品質
の整った干し柿が完成する。古来から殿上
人（堂上）に献上する柿として広く知られ
ている。

美濃加茂市堂上蜂屋柿振興会 WEB URL：http://www.hachiyagaki.jp/
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登録団体 : JAうご新成園芸組合

生産地

●特

ひばり野 オクラ

秋田県雄勝郡羽後町

性

身が大きいにもかかわらず、柔らかいオク
ラ。多彩な調理方法の料理に使用できる点
や、安定した品質が評価されて、
他産地オク
ラの 3 割〜 5 割程度高値で取引されている。

●地域との結びつき
産地は秋田県内でも日照量が多い地域であ
り、ハウス栽培による温度管理が容易、こ
れにより、オクラの生育に適した温度での
栽培が可能。生産者が互いの圃場を巡回し
ながら栽培技術を改良し、地域として栽培
技術の向上を図ってきたため、安定した品
質のオクラの生産が可能。

登録団体 : 小川原湖漁業協同組合

小川原湖産大和しじみ

生産地

●特

青森県上北郡東北町（小川原湖を含む。
）、上北郡六ヶ所村、三沢市

性

大粒で濃厚な出汁が出るだけでなく、身も
しっかり味わえることが特徴のヤマトシジ
ミ。外見も良く、出荷後にも鮮度の良い状
態が保持できる。また、しじみ専用の市場
で品質がチェックされるため、品質にばら
つきがなく安定した品質を維持。

●地域との結びつき
小川原湖は、水質や底質がヤマトシジミの
生息場所として良好であり、全国有数のし
じみ漁場。地域の漁業者は、
4 年程度成長
（殻
長が 15mm 以上）させてから漁獲するなど
湖内のしじみを持続的に生産する取組を継
続してきた。平成 5 年には、しじみ専用の
市場となる小川原湖地区卸売魚市場が開設
され、湖内で漁獲されたしじみの一元的な
集荷が可能となり、安定した品質のしじみ
を出荷する体制が確立。
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小川原湖漁業協同組合 WEB URL：http://www.jf-ogawarako.com/

登録団体 : みな穂農業協同組合

生産地

●特

入善ジャンボ西瓜

富山県下新川郡入善町

性

ラグビーボールのような長楕円形のユニー
クな外見であり、果皮の色は濃く縞がはっ
きりとしている。平均重量が 17 〜 19kg と
大きい。サッパリとした甘みが口の中で広
がる。

●地域との結びつき
産地は黒部川によって形成された広大で肥
沃な扇状地であり、砂質浅耕土であるため
保水力が低く、多湿に弱く病害の発生しや
すい西瓜を長期間生育し重く大きく育てる
ことができる。産地では明治後期からジャ
ンボ西瓜の栽培が始まり、ジャンボ西瓜の
栽培方法が確立している。
みな穂農業協同組合 WEB

URL：http://www.ja-minaho.or.jp/

登録団体 : 香川県農業協同組合

香川小原紅早生みかん

生産地

●特

香川県

性

果皮の色が鮮やかな濃紅色であることが特
徴の温州みかん。国内で栽培されている約
100 品種の温州みかんの内で最も紅いとい
われている。糖度と酸度のバランスがとれ
食味が良い。

●地域との結びつき
夏秋期に雨が少なく、日照時間が長い瀬戸
内海式気候は、みかんの栽培に適しており、
古くから高品質なみかんが栽培されてきた。
香川県坂出市で偶然発見された「枝変わり
の紅いみかん」を差別化商品として地域で
育成。地域が一体となり品質向上に努め、
消費宣伝活動に取り組んだことで消費者へ
「美味しい紅いみかん」のイメージが定着し、
特産品としての地位を築いた。

香川県農業協同組合 WEB

URL：http://www.kw-ja.or.jp
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登録団体 : より良き宮崎牛づくり対策協議会

生産地

●特

宮崎牛

宮崎県

性

きめ細やかなサシを持ち、口に含むと広が
るほのかな甘みと芳醇な香りが特徴。地域
を挙げた高品質な肉牛作りが高く評価され、
第 ９ 回（H19） 及 び 第 10 回（H24） 全 国
和牛能力共進会において総合優勝。第 11 回
大会（H29）でも肉牛の部で内閣総理大臣
賞を受賞。

●地域との結びつき
宮崎県は肉用子牛の生産が盛んであったが、
昭和 34 年に肥育牛の飼料給与基準を策定す
るなど、肥育牛の振興策にも着手。県内種
雄牛の改良にも取り組み、
昭和 48 年には「宮
崎方式」と呼ばれる県内種雄牛の一元管理
体制を全国で初めて構築。

より良き宮崎牛づくり対策協議会 WEB URL：http://www.miyazakigyu.jp/

登録団体 : 一般社団法人 滋賀県畜産振興協会

生産地

●特

滋賀県

近江牛

性

融点が低い不飽和脂肪酸であるオレイン酸
を多く含んでおり脂質の口溶けが良い。約
400 年前から生産が続く最も古い銘柄牛の
ひとつであり、日本の牛肉食文化への貢献
や肥育技術の高さから日本三大和牛とも称
される。

●地域との結びつき
江戸時代は牛肉食が禁止されていたが、彦
根藩は将軍家への献上のため、唯一、牛肉
の生産が許されていた。琵琶湖の豊かな水
に恵まれ稲作が盛んであったことから、稲
わらを中心に給餌する肥育技術が発達。大
正時代から肥育振興策が行われ、昭和 26 年
には、日本初となるブランド牛肉振興団体
「近江肉牛協会」を設立するなど、日本でも
最も古くから和牛生産に取り組んでいる。
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一般社団法人 滋賀県畜産振興協会 WEB URL：http://shiga.lin.gr.jp/

登録団体 : 鹿児島きもつき農業協同組合

生産地

●特

辺塚だいだい

鹿児島県肝属郡肝付町、南大隅町

性

ダイダイとは異なる系統の地域固有の香酸
柑橘類。果実は、ダイダイに比べて小ぶり。
果皮は、薄く滑らかでライムにも似た独特
の香りがある。果汁歩合は 50％前後と豊富
で、やわらかな酸味とおだやかでふんわり
とただよう香りがある。

●地域との結びつき
「辺塚だいだい」の名前の由来である「辺塚
集落」は、山と海に囲まれ以前は周囲から
隔絶された地域。この地に古くから自生し
ている地域固有の香酸柑橘で、地域限定の
特産物として、町外への苗木持ち出しを禁
止し、この地域で守り育てられている。
鹿児島きもつき農業協同組合 WEB URL：http://www.ja-kagoshimakimotsuki.or.jp/

登録団体 : 鹿児島県肉用牛振興協議会

生産地

●特

鹿児島県

鹿児島黒牛

性

肉質はきめ細かく柔らかい。霜降りのバラ
ンスが良く、融点が低い不飽和脂肪酸を含
むため、とろけるような食感。統一的な指
導方針のもと、飼養管理技術や種雄牛の改
良を継続して推進してきた結果、第 11 回全
国和牛能力共進会（H29）において、最優
秀枝肉賞を受賞し、総合優勝。

●地域との結びつき
昭和 37 年より種雄牛の県有化を進め、昭
和 60 年に鹿児島県種雄牛協会を設立。飼養
管理マニュアルを作成・普及するとともに、
研修会を毎年開催するなど、県をあげて生
産技術の向上に取り組んでいる。昭和 61 年
に「鹿児島黒牛」としてブランド化。
鹿児島県肉用牛振興協議会 WEB

URL：http://kagoshima-kuroushi.org/
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登録団体 : 水戸農業協同組合

生産地

●特

水戸の柔甘ねぎ

茨城県水戸市、東茨城郡城里町・茨城町

性

軟白部分が一般的な根深ねぎより 1.3 倍〜
1.6 倍長く（約 40cm）
、曲がりが少ない。
柔らかく、グルコースの含有量が高いため
甘みがある。ピルビン酸が少ないことから
辛味やえぐみが少なく、緑の部分まで生で
も食することができる。

●地域との結びつき
排水が良く適度な保水性を持ち、十分な厚
さの作土層を確保できていることで、全長
約 140cm になるねぎの促成栽培が可能。
冬場の日照時間の長さなど、施設栽培に適
した気候。

登録団体 : 松館しぼり大根栽培組合

生産地

●特

松館しぼり大根

秋田県鹿角市八幡平字松館地区

性

松館地区で伝統的に栽培されてきた在来の
辛み大根。やや丸みを帯びたくさび形で、
辛み大根としては大型。肉質が硬く貯蔵性
が良い。絞り汁を薬味、付けダレ等として
多様な料理に利用する。強い辛みを持つが、
ショ糖含量が高いため、辛さだけでなく甘
みも感じられる。市場では独特な風味を有
する薬味用の大根として一般的な大根に比
べ高値で取引。

●地域との結びつき
生産地の山に囲まれた丘陵地帯は、冷涼で
昼夜の気温変化が大きい。暑さに弱く、気
温の日較差が大きいほど風味が増すとされ
る「松館しぼり大根」の生産に適する。冬
季の換金作物として 100 年以上前から作ら
れたとされ、低温・凍結に強く、栽培期間
中に割れにくい系統を選抜してきたことで、
本種固有の形質を獲得。
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登録団体 : 対州そば振興協議会

生産地

●特

長崎県対馬市

対州そば

性

対州（対馬国の別称）在来のそば。他産地
のそばと比べ、食味・風味に優れ、苦みを
有するというそばの原種に近い特性を有し、
また、小粒であるが、粒揃いが良く充実し
ている。

●地域との結びつき
対馬は、そばが中国から朝鮮半島を経由し
て日本に伝播した経路上にあり、日本では
最初に伝わった土地と考えられている。他
地域のそばと交配する可能性の低い離島と
いう立地条件の下で、島内生産者と行政に
よる在来種の維持管理が行われてきた。

登録団体 : 山形市農業協同組合

生産地

●特

山形セルリー

山形県山形市内

性

葉柄が太すぎず、成長しても繊維が柔らか
く瑞々しくシャキシャキとした食感でえぐ
み・苦みが少ない。長年にわたる個体選抜
を行い特性を維持。

●地域との結びつき
山形市内に張り巡らされている山形五堰（水
路）や蔵王山系の豊富な伏流水の汲み上げ
により、セルリー栽培に必要な水を豊富に
利用することが可能。生産者の努力の積み
重ねによって、寒冷地である生産地の気象
条件に合った採種や温度管理、施肥の手法
を確立。良質なセルリーを継続して栽培し、
東北随一のセルリー産地を形成。
山形市農業協同組合 WEB URL：http://www.jayamagatashi.or.jp/
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登録団体 : 南郷トマト生産組合

生産地

●特

南郷トマト

福島県南会津郡南会津町、只見町、下郷町

性

食味等の品質が良好で安定している夏秋ト
マト。京浜地区の青果市場で夏秋トマトの
取扱量の上位を占める福島県産の中でも平
均価格が 1 割程度高い。高品質トマトの生
産等が高い評価。

●地域との結びつき
生産地は、昼夜の気温差が大きく、涼しい
といった夏秋トマトの栽培に好適な自然条
件。雨除け栽培や共同選果体制の確立、雪
室予冷庫の整備など生産地の長年にわたる
組織的取組が、トマトの食味などの品質の
安定・向上につながっている。40 年以上に
わたり年間 2 千 t を超える生産を継続。
南郷トマト生産組合 WEB URL：http://www.nangotomato.jp

登録団体 : 串間市大束農業協同組合

生産地

●特

ヤマダイかんしょ

宮崎県串間市

性

加熱すると快いもろさのあるホクホクとし
た食感と上品な甘さ。鮮やかな紅色。丁寧
なひげ根の処理による美しい外観。

●地域との結びつき
宮崎県の最南端に位置し、温暖で日照時間
が長いことに加え、水はけの良い火山灰地
を有したさつまいもの栽培適地。周年出荷
のための独自の越冬貯蔵方法を確立したほ
か、厳格な選別の実施等に昭和 40 年代から
取り組み、全国有数の青果用かんしょ産地
へ成長。近年は、輸出にも取り組んでいる。
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登録団体 : いわでやま農業協同組合

生産地

●特

岩出山凍り豆腐

宮城県大崎市岩出山

性

色が白く肌理が整っており、弾力に富んだ
硬めの歯触りと滑らかな舌触りを有してい
る。独自の製法により雑味が少なく、大豆
の風味が豊かで、煮崩れせずに形が整った
まま出汁がよく染み込む。郷土料理に欠か
せない伝統的な具材として重宝されている。

●地域との結びつき
生産地は奥羽山脈の東側にあり、乾いた厳
しい寒さにさらされるが、周囲の町に比べ
て雪が少なく、風もそれほど強くないこと
から、湿気や強風を嫌う凍り豆腐造りに適
している。明治期の記録にも残る地域の伝
統産業（最盛期：昭和 35 年に 86 戸）
。現在、
5 戸の生産者により、
年間およそ 10 万袋
（20
枚入り換算）を生産。
いわでやま農業協同組合 WEB

http://www.ja-iwadeyama.or.jp

登録団体 : 一般社団法人岩手県木炭協会

生産地

●特

岩手木炭
岩手県

性

炭質が硬く火持ちが良い。炭素割合は概ね
90％（全国規格 75％以上）と高く、燃焼時
の煙や炎、臭いが最小限に抑えられ、燃焼
後に残る灰も少ない。その品質は高く評価
され、平成 18 年度から参加している農林水
産祭において、農林水産大臣賞や林野庁長
官賞を現在に至るまで毎年受賞。

●地域との結びつき
岩手県は、森林資源が豊富。特に、
「ナラ」
等の広葉樹が多く、古くから木炭の生産が
盛んで、大正元年には、木炭生産量日本一
の地位を確立。その後も、
昭和 30 年代に、
「岩
手窯」
「岩手大量窯」を独自に開発するなど、
地域で木炭産業を守っている。
一般社団法人 岩手県木炭協会 WEB

URL：http://www.mokutan.jp
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登録団体 : 熊本県産牛肉消費拡大推進協議会

生産地

●特

熊本県

くまもとあか牛

性

肉質は赤身が多く適度な脂肪交雑。赤身の
特徴的なあっさりした味わいとやわらかさ、
ヘルシーさを兼ね備えている。黒毛和種に
比べてうま味を感じさせる遊離アミノ酸が
多く、甘味を呈するグリコーゲンも豊富。

●地域との結びつき
熊本系の褐毛和種は、熊本県の在来牛にス
イスのシンメンタール種等を交配させて改
良し、昭和 19 年に高知系の褐毛和種、黒毛
和種等とともに和牛の品種として成立。阿
蘇地域を中心とする牧野への適応を考慮し、
脂肪交雑に特化した改良ではなく、足腰の
強さや粗飼料の利用性を活かした改良を行
うことで、赤身が多い肉質となった。
熊本県産牛肉消費拡大推進協議会 WEB http://kumamoto-beef.com

登録団体 : 二子さといも協議会

生産地

●特

二子さといも

岩手県北上市

性

味が濃く、食感は滑らか。柔らかいが強い
粘り気があり、煮崩れしない。粒ぞろいが
良く大玉。

●地域との結びつき
生産地は、北上川の氾濫によって形成され
た水はけが良く肥沃な土壌で耕土も深いこ
とから、根を張るさといもの栽培に適して
いる。貯蔵が難しい種芋を保存技術を伝承
するとともに、種芋の保存に失敗した場合
には、生産者がお互いに種芋を融通する習
慣が古くから定着。先祖から受け継いだ技
術と種芋を地域全体で守り続けている。
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登録団体 : 福井県漁業協同組合連合会

生産地

●特

福井県

越前がに

性

漁獲後水揚げまでの間、冷温で保管される
ため、鮮度が良く、身質が良く、鮮度低下
の早いカニミソや内子（卵巣）も濃厚な旨
味を持ち、品質が高いずわいがに。福井県
により 90 年以上にわたり皇室に特産品とし
て献上され、同県を代表する水産物として
全国的に高い知名度を有し、重量当たりの
単価は全国平均を上回っている。

●地域との結びつき
越前海岸沖の急深な地形によって沿岸から
近距離にずわいがにの好漁場が形成された
ため、古くからずわいがにの産地として知
られている。ずわいがにの取引の経験を豊
富に有する、いわゆる「目利きの力」のあ
る流通業者が満足する品質のずわいがにを
安定して水揚げする必要があったことから、
漁獲後の船上での選別作業や鮮度維持のた
めの冷温保管が徹底されている。
福井県漁業協同組合連合会 WEB URL：http://jf-fukui.a.la9.jp/p/
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memo

地理的表示法についての問い合わせ先
■担当部署

■電話番号

北海道農政事務所生産経営産業部 事業支援課（北海道）

011-330-8810

東北農政局経営・事業支援部 地域食品課

022-263-1111
（内線：4365）

（青森県、
岩手県、
宮城県、
秋田県、
山形県、
福島県）

関東農政局経営・事業支援部 地域食品課（茨城県、栃木県、

048-740-0152

群馬県、
埼玉県、
千葉県、
東京都、
神奈川県、
山梨県、
長野県、
静岡県）

北陸農政局経営・事業支援部 地域食品課

076-232-4890

（新潟県、
富山県、
石川県、
福井県）

東海農政局経営・事業支援部 地域食品課（岐阜県、愛知県、三重県）

052-223-4602

近畿農政局経営・事業支援部 地域食品課

075-414-9025

（滋賀県、
京都府、
大阪府、
兵庫県、
奈良県、
和歌山県）

中国四国農政局経営・事業支援部 地域食品課

086-230-4258

（鳥取県、
島根県、
岡山県、
広島県、
山口県、
徳島県、
香川県、
愛媛県、
高知県）

九州農政局経営・事業支援部 地域食品課

096-211-9111
（内線：4396）

（福岡県、
佐賀県、
長崎県、
熊本県、
大分県、
宮崎県、
鹿児島県）

内閣府沖縄総合事務局農林水産部 食料産業課（沖縄県）

農林水産省 食料産業局 知的財産課
03-3502-8111（内線：4284）
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi̲act/index.html

098-866-1673
農林水産省
地理的表示メールマガジン
・GI 制度の説明会の開催情報など、
様々な情報を配信しています。

※QRコードを読み込み
「メルマガ配信登録」
から、ご登録ください。

地理的表示保護制度の申請の内容や方法に関するお問い合わせ

0120-954-206
中央窓口：
（一社）
食品需給研究センター
●地理的表示保護制度への申請の相談を受け付けています。FREE
・受付時間：月曜日から金曜日10:00〜17:00（12:00〜13:00は除く）
※土・日・祝日、夏期・年末年始の休業期間を除く

・問合せフォーム
https://ssl.alpha-prm.jp/fmric.or.jp/gidesk/contact.html
●登録申請の方法、
相談会の開催等の情報を提供します。
・Web サイト（http://www.fmric.or.jp/gidesk/)
指示
ブロック支援窓口
受け付けた相談は、内容に応じ
てブロック支援窓口より現地、
電話、メールなどで支援を実施
します。

一般社団法人 食品需給研究センター
〒114-0024 東京都北区西ヶ原 3-1-12 TEL03-5567-1991 FAX03-5567-1960

