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千葉県の地域産業資源の内容  485（令和２年９月１７日現在） 

 

本県において、その産業資源を活用した中小企業による事業を促進する意義があると考えられ

る資源は以下のとおりである（下線箇所：新たな追加）。 

 

（1）農林水産物  135 

 名称 地域産業資源に係る地域 

1 房州びわ 南房総市、館山市、鋸南町、鴨川市、大多喜町、君津市、 

2 八街産落花生 八街市、富里市、酒々井町、佐倉市、千葉市、東金市、山武市 

3 富里スイカ 富里市 

4 千葉の落花生 県全域 

5 千葉のさつまいも 千葉市、市原市、八千代市、白井市、船橋市、柏市、鎌ケ谷市、

我孫子市、佐倉市、成田市、印西市、四街道市、八街市、 

富里市、酒々井町、栄町、芝山町、神崎町、香取市、東庄町、 

多古町、銚子市、旭市、匝瑳市、東金市、山武市、大網白里市、

九十九里町、横芝光町、茂原市、長柄町、長南町、大多喜町、 

鴨川市、鋸南町、木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市 

6 市川のなし・市川の梨 市川市、松戸市、浦安市 

7 千葉のなし 千葉市、市原市、八千代市、白井市、市川市、船橋市、松戸市、

柏市、流山市、鎌ケ谷市、野田市、我孫子市、浦安市、佐倉市、

成田市、印西市、八街市、富里市、栄町、神崎町、香取市、 

東庄町、多古町、旭市、匝瑳市、茂原市、長柄町、長南町、 

一宮町、長生村、いすみ市、大多喜町、御宿町、木更津市、 

君津市、袖ケ浦市、四街道市、横芝光町、山武市 

8 千葉のトマト 千葉市、市原市、八千代市、白井市、市川市、船橋市、松戸市、

柏市、流山市、鎌ケ谷市、野田市、我孫子市、佐倉市、成田市、

印西市、四街道市、八街市、富里市、酒々井町、栄町、芝山町、

神崎町、香取市、東庄町、多古町、銚子市、旭市、匝瑳市、 

東金市、山武市、大網白里市、横芝光町、茂原市、白子町、 

一宮町、長生村、いすみ市、御宿町、大多喜町、勝浦市、 

鴨川市、南房総市、鋸南町、君津市、富津市、木更津市、 

九十九里町 

9 千葉のネギ 千葉市、市原市、習志野市、八千代市、白井市、市川市、 

船橋市、松戸市、柏市、流山市、鎌ケ谷市、野田市、我孫子市、

浦安市、佐倉市、印西市、四街道市、八街市、富里市、栄町、 

芝山町、香取市、東庄町、多古町、銚子市、旭市、匝瑳市、 
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東金市、山武市、大網白里市、九十九里町、横芝光町、 

茂原市、長柄町、長南町、睦沢町、白子町、長生村 

10 千葉のニンジン 千葉市、市原市、習志野市、八千代市、白井市、市川市、 

船橋市、松戸市、柏市、流山市、鎌ケ谷市、野田市、我孫子市、

佐倉市、成田市、印西市、四街道市、八街市、富里市、 

酒々井町、栄町、芝山町、神崎町、香取市、東庄町、多古町、 

銚子市、旭市、匝瑳市、東金市、山武市、大網白里市、 

九十九里町、横芝光町、茂原市 

11 千葉のさといも 千葉市、市原市、八千代市、白井市、船橋市、松戸市、柏市、 

流山市、鎌ケ谷市、野田市、我孫子市、佐倉市、成田市、 

印西市、四街道市、八街市、富里市、酒々井町、栄町、芝山町、

神崎町、香取市、東庄町、多古町、旭市、匝瑳市、東金市、 

山武市、大網白里市、九十九里町、横芝光町、茂原市、 

長柄町、長南町、大多喜町、木更津市、君津市、袖ケ浦市 

12 千葉の菜の花 県全域 

13 千葉の食用なばな 市原市、睦沢町、一宮町、いすみ市、勝浦市、大多喜町、 

御宿町、館山市、鴨川市、南房総市、鋸南町、木更津市、 

君津市、富津市、袖ケ浦市、香取市、東庄町、銚子市、旭市、 

匝瑳市 

14 千葉のとうもろこし 県全域 

15 千葉のかぶ 柏市、我孫子市、松戸市、流山市、野田市、鎌ケ谷市、船橋市、

東庄町、旭市 

16 千葉の自然薯 市原市、君津市、袖ケ浦市、大多喜町、長柄町、長南町、 

睦沢町、白井市 

17 千葉の枝豆 野田市、流山市、松戸市、柏市、我孫子市、市川市、鎌ケ谷市、

白井市、印西市、八千代市、船橋市 

18 千葉のマッシュルーム 香取市、神崎町、成田市、多古町、匝瑳市、旭市、 

東庄町、銚子市 

19 千葉のニラ 香取市、神崎町、成田市、多古町、匝瑳市、旭市、 

東庄町、銚子市、横芝光町、山武市、九十九里町、東金市、 

富里市、八街市 

20 千葉のレタス 館山市、鴨川市、南房総市、鋸南町、木更津市、君津市、 

富津市、袖ケ浦市、旭市、山武市 

21 千葉のやまといも 佐倉市、四街道市、八街市、多古町、香取市 

22 小糸在来（大豆） 君津市、木更津市、富津市、鴨川市、市原市、大多喜町 

23 灯台印キャベツ 銚子市 

24 銚子メロン 銚子市 
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25 矢切ねぎ 松戸市 

26 あじさいねぎ 松戸市 

27 姉崎ダイコン 市原市 

28 白子たまねぎ 白子町 

29 千葉のイチジク 市原市、香取市、館山市、成田市 

30 千葉のいちご 県全域 

31 千葉のブルーベリー 市原市、木更津市、君津市、袖ケ浦市、南房総市、柏市、 

館山市、成田市、香取市、佐倉市、山武市、芝山町、千葉市、 

松戸市、我孫子市、八街市、長柄町、睦沢町、いすみ市 

32 ふさこがね（米） 県全域 

33 ふさおとめ（米） 県全域 

34 千葉のコシヒカリ（米） 県全域 

35 長狭米 鴨川市 

36 夏みかん 鴨川市、南房総市、富津市 

37 船橋の小松菜 船橋市 

38 千葉の小松菜 県全域 

39 千葉の植木 千葉市、市原市、八千代市、白井市、船橋市、柏市、鎌ケ谷市、

我孫子市、佐倉市、成田市、印西市、八街市、富里市、 

酒々井町、栄町、神崎町、香取市、東庄町、多古町、 

銚子市、旭市、匝瑳市、東金市、山武市、大網白里市、 

九十九里町、横芝光町、茂原市、長柄町、長南町、睦沢町、 

白子町、一宮町、長生村、いすみ市、大多喜町、鴨川市、 

木更津市、君津市、富津市 

40 南房総の花 南房総市、館山市、鴨川市、鋸南町 

41 西岬のひまわり 館山市 

42 サンブスギ 県全域 

43 千葉のたけのこ 県全域 

44 ちばの豚 県全域 

45 房総ポーク（豚肉） 成田市、佐倉市、富里市、香取市、旭市、匝瑳市、山武市、 

横芝光町、睦沢町 

46 ステビア椿ポーク 

（豚肉） 

旭市 

47 北総のポーク（豚肉） 香取市 

48 ちばの肉牛 県全域 

49 ちばの牛乳 県全域 

50 キンメダイ 銚子市、鴨川市、勝浦市、御宿町 

51 イワシ 銚子市、旭市、匝瑳市、横芝光町、山武市、九十九里町、 
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大網白里市、白子町、長生村、一宮町、いすみ市、勝浦市、 

鴨川市、館山市 

52 サンマ 銚子市、旭市、鋸南町、南房総市、館山市、鴨川市 

53 サバ 銚子市、旭市、南房総市、館山市、鴨川市 

54 タイ 南房総市、鴨川市、いすみ市 

55 アジ 富津市、鋸南町、南房総市、館山市、鴨川市、銚子市 

56 カツオ 勝浦市、鴨川市、御宿町、銚子市、南房総市 

57 アナゴ 富津市、木更津市 

58 イセエビ いすみ市、御宿町、勝浦市、鴨川市、南房総市、館山市 

59 あわび いすみ市、御宿町、勝浦市、鴨川市、南房総市、館山市 

60 さざえ いすみ市、南房総市、鴨川市、御宿町、勝浦市 

61 アサリ 市川市、船橋市、木更津市、富津市 

62 ハマグリ 旭市、匝瑳市、横芝光町、山武市、九十九里町、大網白里市、

白子町、長生村、鴨川市、木更津市 

63 アオヤギ 

（バカ貝の剥き身） 

市川市、浦安市、船橋市、木更津市、富津市 

64 イワガキ 銚子市、旭市 

65 アオノリ いすみ市、大多喜町、一宮町、長生村、白子町 

66 ハバノリ 鴨川市、南房総市、館山市、鋸南町、いすみ市、勝浦市 

67 ヒジキ 勝浦市、鴨川市、南房総市、館山市、鋸南町、富津市 

68 コトジツノマタ 銚子市、鴨川市、南房総市 

69 テングサ 勝浦市、鴨川市、南房総市、館山市、鋸南町 

70 マダコ いすみ市 

71 鯨 南房総市、鋸南町 

72 ちばの卵 県全域 

73 どらまめ（黒大豆） 栄町 

74 パッションフルーツ 南房総市、鴨川市、木更津市、袖ケ浦市、館山市 

75 ドラゴンフルーツ 南房総市、館山市 

76 温州みかん 南房総市、一宮町、市原市、鴨川市 

77 梅 横芝光町 

78 多古米 多古町 

79 カラー 君津市、芝山町 

80 イノシシ 君津市、市原市、大多喜町、勝浦市、鴨川市、茂原市、木更津

市 

81 シカ 君津市、大多喜町、勝浦市、鴨川市、木更津市 

82 マグロ 銚子市、勝浦市 
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83 うつぼ（なまだ） 南房総市、館山市 

84 しろいの梨 白井市 

85 しろいの自然薯 白井市 

86 南房総の柚子 南房総市 

87 飯岡メロン 旭市 

88 土気からし菜 千葉市 

89 ホンビノスガイ 千葉市、船橋市、市川市 

90 スズキ 船橋市、市川市 

91 船橋のなし 船橋市 

92 船橋にんじん 船橋市 

93 八街しょうが 八街市 

94 千葉のハーブ 県全域 

95 千葉のぶどう 県全域 

96 千葉の竹 県全域 

97 千葉のシイラ 南房総市 

98 千葉のフグ 南房総市 

99 鴨川七里 鴨川市 

100 江戸前銀鮭 鋸南町、勝浦市 

101 水郷梨 香取市 

102 水郷イチジク 香取市 

103 千葉のハチミツ 香取市、市原市 

104 千葉のきゅうり 佐倉市 

105 千葉のゆり 佐倉市 

106 佐倉藩のにんにく 佐倉市 

107 勝浦のシイラ 

（勝浦マヒマヒ） 

勝浦市 

108 ツノマタ 銚子市 

109 千葉のほうれん草 八千代市 

110 トビウオ 南房総市 

111 トコブシ 南房総市 

112 旭のブランド豚肉 旭市 

113 佐原金時 さわらっこ 香取市 

114 ベニコマチ 香取市 

115 木更津のブルーベリー 木更津市 

116 いすみ米 いすみ市 

117 いすみの柿 いすみ市 

118 鴨川レモン 鴨川市 
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119 三番瀬産ホンビノス貝 船橋市、市川市 

120 豚もつ 横芝光町 

121 マテバシイ 館山市、勝浦市、鴨川市、君津市、富津市、南房総市、鋸南町 

122 洋ラン 旭市 

123 ジャンボかぼちゃ 鴨川市 

124 オリーブ 佐倉市、東金市 

125 レンコン 佐倉市 

126 千葉のスイカ 富里市、八街市、山武市、芝山町 

127 山武のスイカ 山武市 

128 かずさ和牛 富津市 

129 南房総の青パパイヤ 南房総市 

130 南房総レモン 南房総市 

131 さとうきび 南房総市 

132 佐倉のきのこ 佐倉市 

133 佐倉のしいたけ 佐倉市 

134 キクイモ 南房総市 

135 日向大豆 匝瑳市 
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（2）鉱工業品および鉱工業品の生産に係る技術  65 

 名称 地域産業資源に係る地域 

1 産業用機械製品 県全域 

2 金型 県全域 

3 ロボット 県全域 

4 ＩＴ技術と関連製品 県全域 

5 ナノバイオ製品 県全域 

6 天然ガス 船橋市、八千代市、千葉市、四街道市、佐倉市、成田市、 

富里市、八街市、市原市、袖ケ浦市、木更津市、君津市、 

銚子市、旭市、匝瑳市、横芝光町、山武市、東金市、 

九十九里町、大網白里市、長柄町、茂原市、白子町、長生村、

長南町、睦沢町、一宮町、大多喜町、いすみ市 

7 ヨード 船橋市、八千代市、千葉市、四街道市、佐倉市、成田市、 

富里市、八街市、市原市、袖ケ浦市、木更津市、君津市、 

銚子市、旭市、匝瑳市、横芝光町、山武市、東金市、 

九十九里町、大網白里市、長柄町、茂原市、白子町、長生村、

長南町、睦沢町、一宮町、大多喜町、いすみ市 

8 醤油 野田市、銚子市、東庄町、旭市、匝瑳市、香取市、成田市、 

神崎町、横芝光町、山武市、九十九里町、東金市、八千代市、

市川市、いすみ市、御宿町、鴨川市、富津市、君津市 

9 千葉の清酒 野田市、松戸市、佐倉市、酒々井町、成田市、神崎町、香取市、

東庄町、銚子市、匝瑳市、横芝光町、山武市、一宮町、 

いすみ市、御宿町、勝浦市、大多喜町、鴨川市、君津市、 

富津市、南房総市 

10 海苔 市川市、船橋市、木更津市、富津市 

11 バームクーヘン 富津市 

12 太巻き寿司 南房総市、館山市、鴨川市、鋸南町、大多喜町、勝浦市、 

君津市、富津市、木更津市、御宿町、いすみ市、市原市、 

一宮町、睦沢町、長南町、長柄町、長生村、白子町、茂原市、 

大網白里市、東金市、九十九里町、山武市、芝山町、 

横芝光町、八街市、四街道市、多古町 

13 おらが丼 鴨川市 

14 豆造（とうぞ） 市原市 

15 勝浦のタンタンメン 勝浦市 

16 房州団扇（うちわ） 館山市、南房総市 

17 銚子ちぢみ 銚子市 

18 万祝（まいわい）染 銚子市、鴨川市、南房総市 
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19 楊枝 君津市、市原市、いすみ市、睦沢町 

20 野田和樽 野田市 

21 下総鋏 松戸市 

22 上総の凧 茂原市、市原市、一宮町 

23 行徳神輿 市川市 

24 下総組紐 佐倉市 

25 和弓用矢 佐倉市 

26 なめろう 南房総市 

27 さんが焼き 南房総市 

28 ゆで落花生 県全域 

29 落花生おこわ 県全域 

30 みそピーナッツ 

（ピーナッツみそ） 

県全域 

31 印西手焼きせんべい

（木下せんべい） 

印西市 

32 鉄砲漬け 成田市、旭市、我孫子市、市川市、一宮町、香取市、山武市、 

館山市、千葉市、長生村、東金市、流山市、野田市、船橋市、 

松戸市、四街道市 

33 フカヒレ 銚子市 

34 はかりめ丼 富津市 

35 ジンジャーエールやちま

た 

八街市 

36 ソースラーメン 船橋市 

37 習志野ソーセージ 習志野市 

38 もちぶた炙りチャーシュ

ーバージョンとん汁 

八千代市 

39 館山炙り海鮮丼 館山市 

40 ドローン 県全域 

41 千葉の医療機器 県全域 

42 千葉のご当地ラーメン 県全域 

43 松戸市・柏市のコンテン

ツ産業 

松戸市、柏市 

44 干しいも 香取市、成田市 

45 どぶろく 香取市、南房総市 

46 佐倉の味噌 佐倉市 

47 匝瑳の植木 匝瑳市 

48 東金のみそ 東金市 
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49 東金黒豆みそ鍋 東金市 

50 白子流ブイヤベース 白子町 

51 流山の白みりん 流山市 

52 つまみかんざし 松戸市、市川市 

53 旭の丸干しいわし 旭市 

54 神崎の発酵食品 神崎町 

55 佐倉茶 佐倉市 

56 ぬれ煎餅 銚子市 

57 大木式ハム、ソーセー

ジ 

横芝光町 

58 いすみのチーズ いすみ市 

59 ソーラーシェアリング 匝瑳市 

60 木更津クラフトリキュー

ル（木更津リキュール） 

木更津市 

61 川魚の佃煮 成田市 

62 海堡丼 富津市 

63 黄金あじフライ 富津市 

64 竹岡式ラーメン 富津市 

65 千葉の茶 千葉市 
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（3）文化財、自然の風景地、温泉その他の地域の観光資源  285 

 名称 地域産業資源に係る地域 

1 九十九里浜 旭市、匝瑳市、横芝光町、山武市、九十九里町、大網白里市、

白子町、一宮町、長生村 

2 太東岬 いすみ市 

3 波の伊八の作品群 いすみ市、長南町、鴨川市、館山市、南房総市 

4 中山法華経寺  市川市、船橋市 

5 行徳の御狩場 市川市 

6 上総国分尼寺・国分寺 市原市 

7 養老渓谷 市原市、大多喜町、 

8 小湊鉄道 市原市、大多喜町、 

9 大多喜城 大多喜町 

10 月の沙漠（御宿海岸） 御宿町 

11 手賀沼 柏市、我孫子市、印西市、白井市 

12 鵜原理想郷 勝浦市 

13 勝浦朝市 勝浦市 

14 佐原歴史的町並み 香取市 

15 佐原の山車行事 香取市 

16 香取神宮 香取市 

17 水郷 香取市 

18 鎌ヶ谷大仏 鎌ケ谷市 

19 大山千枚田 鴨川市 

20 日蓮ゆかりの史跡 鴨川市 

21 仁右衛門島 鴨川市 

22 日本酪農発祥の地 

（嶺岡牧） 

鴨川市、南房総市 

23 木更津甚句  木更津市 

24 東京湾アクアライン 木更津市 

25 東京湾の干潟・浅瀬 船橋市、習志野市、木更津市、富津市 

26 久留里城 君津市 

27 亀山湖 君津市 

28 九十九谷 君津市 

29 鋸山 富津市、鋸南町 

30 城下町佐倉の街並み 佐倉市 

31 印旛沼 佐倉市、印西市、八千代市、成田市、栄町 

32 芝山仁王尊（観音教寺） 芝山町、成田市 

33 芝山古墳群 芝山町、山武市、横芝光町 
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34 館山沖ノ島 館山市 

35 南総里見八犬伝ゆかりの

史跡 

館山市、南房総市 

36 南房総における第 2次世

界大戦中の首都防衛に

関する遺跡群 

館山市、南房総市 

37 幕張新都心 千葉市 

38 加曽利貝塚 千葉市 

39 月ノ木貝塚 千葉市 

40 犢橋貝塚 千葉市 

41 花輪貝塚 千葉市 

42 荒屋敷貝塚 千葉市 

43 曽谷貝塚 市川市 

44 姥山貝塚 市川市 

45 堀之内貝塚 市川市 

46 藤崎堀込貝塚 習志野市 

47 御成街道 千葉市、四街道市、東金市、船橋市、八街市 

48 房総の里山 県全域 

49 犬吠埼 銚子市 

50 銚子電鉄 銚子市 

51 屏風ヶ浦 銚子市、旭市 

52 刑部岬 銚子市、旭市 

53 笠森観音 長南町 

54 熊野の清水 長南町 

55 天保水滸伝ゆかりの地 東庄町、旭市 

56 利根運河 流山市、野田市 

57 谷津干潟 習志野市 

58 成田空港 成田市、芝山町 

59 成田山新勝寺 成田市 

60 房総のむら 栄町、成田市 

61 野田の町並み 

（醤油のまち） 

野田市 

62 関宿城 野田市 

63 三番瀬 船橋市 

64 本土寺 松戸市 

65 矢切の渡し 松戸市 

66 大房岬 南房総市 
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67 房総のくじらの生息地 南房総市、鋸南町 

68 高家神社（包丁式） 南房総市 

69 野島崎 南房総市 

70 飯高寺（飯高檀林） 匝瑳市 

71 戸定が丘歴史公園 松戸市 

72 常盤平さくら通り 松戸市 

73 ウミホタルの生息地 館山市 

74 茂原七夕まつり 茂原市 

75 茂原公園の桜 茂原市 

76 旧吉田家住宅 柏市 

77 布施弁天 

（紅竜山東海寺） 

柏市 

78 大原幽学遺跡史跡公園 旭市 

79 白子テニスリゾート 白子町 

80 粟又の滝 大多喜町 

81 いすみ鉄道 いすみ市、大多喜町 

82 清水寺 いすみ市 

83 大原はだか祭り いすみ市 

84 太東海浜植物群落 いすみ市 

85 岩船地蔵尊 いすみ市 

86 八鶴湖 東金市 

87 山王台公園 東金市 

88 小湊温泉 鴨川市 

89 千葉ポートタワー 千葉市 

90 千葉寺ノ公孫樹 

（いちょう） 

千葉市 

91 千葉神社 千葉市 

92 千葉市民花火大会 千葉市 

93 浅間神社の神楽 千葉市 

94 稲毛の松林 千葉市 

95 昭和の森 千葉市 

96 千葉都心イルミネーショ

ン（ルミラージュちば） 

千葉市 

97 千葉公園 千葉市 

98 泉自然公園 千葉市 

99 下総三山の七年祭り 船橋市、千葉市、八千代市、習志野市 

100 かつうらビッグひな祭り 勝浦市 
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101 伏姫籠穴 南房総市 

102 鴨川温泉 鴨川市 

103 館山湾多目的観光桟橋 館山市 

104 洲崎灯台 館山市 

105 房総フラワーライン 館山市 

106 三舟山展望台 君津市 

107 小糸川 君津市 

108 人見神社 君津市 

109 佐倉ふるさと広場 佐倉市 

110 佐倉麻賀多（まかた）神社

の祭り 

佐倉市 

111 佐倉草ぶえの丘と野鳥の

森 

佐倉市 

112 東漸寺 松戸市 

113 船橋大神宮の灯明台 船橋市 

114 東金ぶどう郷 東金市 

115 富里スイカロードレース

大会 

富里市 

116 恋人の聖地／ 

中の島大橋 

木更津市 

117 「習志野騎兵旅団発祥の

地」碑 

習志野市 

118 谷津バラ園 習志野市 

119 安房やわたんまち 館山市 

120 青木繁「海の幸」ゆかりの

地 

館山市 

121 水郷十二橋と与田浦 香取市 

122 観福寺 香取市 

123 船橋の神楽 

（船橋大神宮の神楽・二

宮神社の神楽・高根町神

明社の神楽・飯山満町大

宮神社の神楽・飯山満町

神明神社の神楽） 

船橋市 

124 市川市民納涼花火大会 市川市 

125 アイ・リンクタウン展望施

設 

市川市 
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126 官軍塚 勝浦市 

127 房州びわ農園 南房総市、館山市、鋸南町、鴨川市、大多喜町、君津市、 

富津市 

128 八街産落花生農園 八街市、富里市、酒々井町、佐倉市、千葉市、東金市、山武市 

129 富里スイカ農園 富里市 

130 千葉の落花生農園 県全域 

131 千葉のさつまいも農園 千葉市、市原市、八千代市、白井市、船橋市、柏市、 

鎌ケ谷市、我孫子市、佐倉市、成田市、印西市、四街道市、 

八街市、富里市、酒々井町、栄町、芝山町、神崎町、香取市、

東庄町、多古町、銚子市、旭市、匝瑳市、東金市、山武市、 

大網白里市、九十九里町、横芝光町、茂原市、長柄町、 

長南町、大多喜町、鴨川市、鋸南町、木更津市、君津市、 

富津市、袖ケ浦市 

132 市川のなし農園・ 

市川の梨農園 

市川市、松戸市、船橋市、浦安市 

133 千葉のなし農園 千葉市、市原市、八千代市、白井市、市川市、船橋市、 

松戸市、柏市、流山市、鎌ケ谷市、野田市、我孫子市、 

浦安市、佐倉市、成田市、印西市、八街市、富里市、栄町、 

神崎町、香取市、東庄町、多古町、旭市、匝瑳市、茂原市、 

長柄町、長南町、一宮町、長生村、いすみ市、勝浦市、 

大多喜町、御宿町、木更津市、君津市、袖ケ浦市、四街道市、

山武市、横芝光町 

134 千葉のトマト農園 千葉市、八千代市、白井市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、

流山市、鎌ケ谷市、野田市、我孫子市、佐倉市、成田市、 

印西市、四街道市、八街市、富里市、酒々井町、栄町、 

芝山町、神崎町、香取市、東庄町、多古町、銚子市、旭市、 

匝瑳市、東金市、山武市、大網白里市、横芝光町、茂原市、 

白子町、一宮町、長生村、いすみ市、御宿町、 

大多喜町、勝浦市、鴨川市、南房総市、鋸南町、富津市、 

君津市、木更津市、九十九里町 

135 千葉のネギ農園 千葉市、市原市、習志野市、八千代市、白井市、市川市、 

船橋市、松戸市、柏市、流山市、鎌ケ谷市、野田市、 

我孫子市、浦安市、佐倉市、印西市、四街道市、八街市、 

富里市、栄町、芝山町、香取市、東庄町、多古町、銚子市、 

旭市、匝瑳市、東金市、山武市、大網白里市、九十九里町、 

横芝光町、茂原市、長柄町、長南町、睦沢町、白子町、長生村 
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136 千葉のニンジン農園 千葉市、市原市、習志野市、八千代市、白井市、市川市、 

船橋市、松戸市、柏市、流山市、鎌ケ谷市、野田市、 

我孫子市、佐倉市、成田市、印西市、四街道市、八街市、 

富里市、酒々井町、栄町、芝山町、神崎町、香取市、東庄町、

多古町、銚子市、旭市、匝瑳市、東金市、山武市、 

大網白里市、九十九里町、横芝光町、茂原市 

137 千葉のさといも農園 千葉市、市原市、八千代市、白井市、船橋市、松戸市、柏市、

流山市、鎌ケ谷市、野田市、我孫子市、佐倉市、成田市、 

印西市、四街道市、八街市、富里市、酒々井町、栄町、 

芝山町、神崎町、香取市、東庄町、多古町、旭市、匝瑳市、 

東金市、山武市、大網白里市、九十九里町、横芝光町、 

茂原市、長柄町、長南町、大多喜町、木更津市、君津市、 

袖ケ浦市 

138 千葉の菜の花農園 県全域 

139 千葉の食用なばな農園 市原市、睦沢町、一宮町、いすみ市、勝浦市、大多喜町、 

御宿町、館山市、鴨川市、南房総市、鋸南町、木更津市、 

君津市、富津市、袖ケ浦市、香取市、東庄町、銚子市、旭市、

匝瑳市 

140 千葉のとうもろこし農園 県全域 

141 千葉のレタス農園 館山市、鴨川市、南房総市、鋸南町、木更津市、君津市、 

富津市、袖ケ浦市、旭市 

142 千葉のやまといも農園 佐倉市、四街道市、八街市、多古町 

143 小糸在来（大豆）農園 君津市、木更津市、富津市、鴨川市、市原市、大多喜町 

144 灯台印キャベツ農園 銚子市 

145 銚子メロン農園 銚子市 

146 矢切ねぎ農園 松戸市 

147 あじさいねぎ農園 松戸市 

148 姉崎ダイコン農園 市原市 

149 白子たまねぎ農園 白子町 

150 千葉のイチジク農園 市原市、香取市 

151 千葉のいちご農園 県全域 

152 千葉のブルーベリー農園 市原市、木更津市、君津市、袖ケ浦市、香取市、柏市 

153 長狭米農園 鴨川市 

154 夏みかん農園 鴨川市、南房総市、富津市 

 

155 千葉の植木農園 千葉市、市原市、八千代市、白井市、船橋市、柏市、 

鎌ケ谷市、我孫子市、佐倉市、成田市、印西市、八街市、 
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富里市、酒々井町、栄町、神崎町、香取市、東庄町、多古町、

銚子市、旭市、匝瑳市、東金市、山武市、 

大網白里市、九十九里町、横芝光町、茂原市、長柄町、 

長南町、睦沢町、白子町、一宮町、長生村、大多喜町、 

鴨川市、木更津市、君津市、富津市 

156 南房総の花の群生地 南房総市、館山市、鴨川市、鋸南町 

157 西岬のひまわり農園 館山市、鴨川市、南房総市、鋸南町 

158 船橋の小松菜農園 船橋市 

159 千葉の小松菜農園 県全域 

160 サンブスギの群生地 県全域 

161 千葉のたけのこ農園 県全域 

162 ちばの豚牧場 県全域 

163 房総ポークＣ（豚肉）牧場 成田市、佐倉市、富里市、香取市、多古町、旭市、匝瑳市、 

山武市、横芝光町、睦沢町 

164 ステビア椿ポーク（豚肉）

牧場 

旭市 

165 北総のポーク（豚肉）牧場 香取市 

166 ちばの肉牛牧場 県全域 

167 ちばの牛乳牧場 県全域 

168 アナゴの生息地 富津市、木更津市 

169 イセエビの生息地 いすみ市、御宿町、勝浦市、鴨川市、南房総市、館山市 

170 あわびの生息地 いすみ市、御宿町、勝浦市、鴨川市、南房総市、館山市 

171 さざえの生息地 いすみ市、南房総市、鴨川市、御宿町、勝浦市 

172 アサリの生息地 市川市、船橋市、木更津市、富津市 

173 ハマグリの生息地 旭市、匝瑳市、横芝光町、山武市、九十九里町、大網白里市、

白子町、長生村、鴨川市 

174 イワガキの生息地 銚子市、旭市 

175 アオノリの生息地 いすみ市、大多喜町、一宮町、長生村、白子町 

176 ハバノリの生息地 鴨川市、南房総市、館山市、鋸南町、いすみ市、勝浦市 

177 ヒジキの生息地 勝浦市、鴨川市、南房総市、館山市、鋸南町、富津市 

178 コトジツノマタの生息地 銚子市、鴨川市、南房総市 

179 テングサの生息地 勝浦市、鴨川市、南房総市、館山市、鋸南町 

180 国史跡下総小金中野牧

跡 

鎌ケ谷市 

181 岩屋古墳 栄町 

182 龍角寺古墳群 栄町 

183 龍角寺 栄町 
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184 イルカ・クジラの生息地 銚子市 

185 銚子ジオパーク 銚子市 

186 バラ 市川市、八千代市 

187 生きた水・久留里 君津市 

188 鹿野山 君津市 

189 白子温泉 白子町 

190 梅林 横芝光町 

191 温州みかん農園 市原市、鴨川市、南房総市 

192 しろいの梨農園 白井市 

193 大原漁港「港の朝市」 いすみ市 

194 旧大沢家住宅 習志野市 

195 旧鴇田家住宅 習志野市 

196 亀山温泉郷 君津市 

197 サラブレッド発祥の地 富里市 

198 松戸白宇宙かぼちゃ 松戸市 

199 船橋のなし農園 船橋市 

200 船橋にんじん農園 船橋市 

201 ふなばしアンデルセン公

園 

船橋市 

202 ふなばし市民まつり 船橋市 

203 ふなばし市民まつり 

船橋港親水公園花火大

会 

船橋市 

204 ふなばし朝市 船橋市 

205 ダイヤモンド富士 千葉市、船橋市、館山市 

206 二宮神社 船橋市 

207 意富比神社 

（船橋大神宮） 

船橋市 

208 大仏追善供養 船橋市 

209 船橋大神宮の奉納相撲 船橋市 

210 海老川の桜 

（ライトアップ） 

船橋市 

211 千葉のキャンプ場 県全域 

212 千葉のゴルフ場 県全域 

 

213  千葉のスポーツとスポー

ツ関連施設  

県全域  
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214 千葉のサーフポイント 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、

山武市、いすみ市、大網白里市、九十九里町、横芝光町、 

一宮町、長生村、白子町、御宿町 

215 サーフポイントの太東 

海岸 

いすみ市 

216 サーフポイントの三軒屋

海岸 

いすみ市 

217 千葉氏ゆかりの史跡 千葉市 

218 工場夜景 千葉市 

219 道作古墳 印西市 

220 府馬の大クス 香取市 

221 良文貝塚 香取市 

222 阿玉台貝塚 香取市 

223 源右衛門祭り 八千代市 

224 千葉の乗馬クラブ 県全域 

225 北総四都市江戸紀行 佐倉市、成田市、香取市、銚子市 

226 大鷲神社 栄町 

227 恋人の聖地／鏡ヶ浦から

富士の見えるまち 館山 

館山市 

228 佐久間ダム公園 鋸南町 

229 国立歴史民俗博物館 佐倉市 

230 佐倉市民花火大会 佐倉市 

231 佐倉チューリップフェスタ 佐倉市 

232 勝浦大漁まつり 勝浦市 

233 鵜原大名行列 勝浦市 

234 ふなばしミュージックスト

リート 

船橋市 

235 白子たまねぎ祭り 白子町 

236 新川千本桜 八千代市 

237 ニューリバーロードレース

in八千代 
八千代市 

238 木更津港まつり 木更津市 

239 木更津会館（見番）と 

木更津芸者 

木更津市 

240 証城寺の狸囃子 木更津市 

241 八剱八幡神社 木更津市 

242 流山本町 流山市 
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243 切り絵行灯 流山市 

244 手賀沼花火大会 柏市、我孫子市 

245 木更津のブルーベリー 

農園 

木更津市 

246 木更津港 木更津市 

247 證誠寺 木更津市 

248 木更津のロケ地 木更津市 

249 雷電爲右衛門ゆかりの地 佐倉市 

250 しらこ桜祭り 白子町 

251 八重垣神社祇園祭 匝瑳市 

252 蓮池通り 千葉市 

253 千葉シティ５ビーチ 

（幕張の浜、検見川の

浜、いなげの浜、千葉み

なと及び蘇我） 

千葉市 

254 犬吠埼温泉 銚子市 

255 外川の町並み 銚子市 

256 戦国大名里見氏ゆかりの

史跡 

南房総市 

257 白樺派と文人の郷 我孫子市 

258 布佐地区の江戸文化遺

産 

我孫子市 

259 道の駅いちかわ 市川市 

260 くさのねフェスティバル 佐倉市 

261 佐倉“江戸”時代まつり 佐倉市 

262 佐倉の武家屋敷 佐倉市 

263 旧堀田邸・庭園 佐倉市 

264 旧佐倉順天堂 佐倉市 

265 佐倉城跡 佐倉市 

266 動物公園 千葉市 

267 銚子漁港 銚子市 

268 外川漁港 銚子市 

269 旧岩﨑家末廣別邸 富里市 

270 新川 八千代市 

271 栗山川 横芝光町 

272 景清の井戸と景清陣屋

跡 

木更津市 
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273 金鈴 木更津市 

274 上総掘りの技術 袖ケ浦市 

275 山野貝塚 袖ケ浦市 

276 内裏塚古墳群 富津市 

277 東京湾フェリー 富津市 

278 鋸山ロープウェー 富津市 

279 富津岬と東京湾海堡 富津市 

280 原岡桟橋 南房総市 

281 銚子ポートタワー 銚子市 

282 地球の丸く見える丘展望

館 

銚子市 

283 佐倉きのこ園 佐倉市 

284 下総佐倉油田牧跡 香取市 

285 ひこうきの丘 芝山町 

 


