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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） 

 

地域産業資源のうち、本県において、地域産業資源に係る地域経済活性化が図られると見込ま

れるものの内容は次のとおりです。（下線箇所：今回新たに追加したもの） 

 

（1）農林水産物  135 

  ①農産物  87 

登録番号 名称 地域産業資源に係る地域 

26 あじさいねぎ 松戸市 

27 姉崎ダイコン 市原市 

87 飯岡メロン 旭市 

117 いすみの柿 いすみ市 

116 いすみ米 いすみ市 

6 市川のなし・市川の梨 市川市、松戸市、浦安市 

77 梅 横芝光町 

124 オリーブ 佐倉市、東金市 

76 温州みかん 南房総市、一宮町、市原市、鴨川市 

99 鴨川七里 鴨川市 

118 鴨川レモン 鴨川市 

79 カラー 君津市、芝山町 

134 キクイモ 南房総市 

115 木更津のブルーベリー 木更津市 

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 

132 佐倉のきのこ 佐倉市 

133 佐倉のしいたけ 佐倉市 

106 佐倉藩のにんにく 佐倉市 

131 さとうきび 南房総市 

113 佐原金時 さわらっこ 香取市 

127 山武のスイカ 山武市 

123 ジャンボかぼちゃ 鴨川市 

28 白子たまねぎ 白子町 

85 しろいの自然薯 白井市 

84 しろいの梨 白井市 

102 水郷イチジク 香取市 

101 水郷梨 香取市 

78 多古米 多古町 

30 千葉のいちご 県全域 
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登録番号 名称 地域産業資源に係る地域 

29 千葉のイチジク 市原市、香取市、館山市、成田市 

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 

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 

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 

104 千葉のきゅうり 佐倉市 

34 千葉のコシヒカリ（米） 県全域 

38 千葉の小松菜 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 

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 

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 

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 

126 千葉のスイカ 富里市、八街市、山武市、芝山町 

43 千葉のたけのこ 県全域 
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登録番号 名称 地域産業資源に係る地域 

96 千葉の竹 県全域 

72 ちばの卵 県全域 

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 

14 千葉のとうもろこし 県全域 

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 

12 千葉の菜の花 県全域 

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、 

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 

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、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 

94 千葉のハーブ 県全域 

103 千葉のハチミツ 香取市、市原市 
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登録番号 名称 地域産業資源に係る地域 

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 

95 千葉のぶどう 県全域 

109 千葉のほうれん草 八千代市 

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 

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 

105 千葉のゆり 佐倉市 

4 千葉の落花生 県全域 

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 

35 長狭米 鴨川市 

24 銚子メロン 銚子市 

23 灯台印キャベツ 銚子市 

88 土気からし菜 千葉市 

3 富里スイカ 富里市 

75 ドラゴンフルーツ 南房総市、館山市 

73 どらまめ（黒大豆） 栄町 

36 夏みかん 鴨川市、南房総市、富津市 

41 西岬のひまわり 館山市 

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 

135 日向大豆 匝瑳市 

33 ふさおとめ（米） 県全域 

32 ふさこがね（米） 県全域 

92 船橋にんじん 船橋市 

37 船橋の小松菜 船橋市 

91 船橋のなし 船橋市 

114 ベニコマチ 香取市 

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 

129 南房総の青パパイヤ 南房総市 

40 南房総の花 南房総市、館山市、鴨川市、鋸南町 

86 南房総の柚子 南房総市 

130 南房総レモン 南房総市 

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 
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登録番号 名称 地域産業資源に係る地域 

25 矢切ねぎ 松戸市 

93 八街しょうが 八街市 

125 レンコン 佐倉市 

 

②畜産物  11 

登録番号 名称 地域産業資源に係る地域 

112 旭のブランド豚肉 旭市 

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 

128 かずさ和牛 富津市 

81 シカ 君津市、大多喜町、勝浦市、鴨川市、木更津市 

46 ステビア椿ポーク 

（豚肉） 

旭市 

49 ちばの牛乳 県全域 

48 ちばの肉牛 県全域 

44 ちばの豚 県全域 

120 豚もつ 横芝光町 

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 

47 北総のポーク（豚肉） 香取市 

   

③林産物  3 

登録番号 名称 地域産業資源に係る地域 

42 サンブスギ 県全域 

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 

   

  ④水産物 34 

登録番号 名称 地域産業資源に係る地域 

65 アオノリ いすみ市、大多喜町、一宮町、長生村、白子町 

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 

61 アサリ 市川市、船橋市、木更津市、富津市 

55 アジ 富津市、鋸南町、南房総市、館山市、鴨川市、銚子市 

57 アナゴ 富津市、木更津市 

59 あわび いすみ市、御宿町、勝浦市、鴨川市、南房総市、館山市 
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登録番号 名称 地域産業資源に係る地域 

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 

64 イワガキ 銚子市、旭市 

51 イワシ 

銚子市、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、一宮町、いすみ市、勝浦市、

鴨川市、館山市 

83 うつぼ（なまだ） 南房総市、館山市 

100 江戸前銀鮭 鋸南町、勝浦市 

107 
勝浦のシイラ 

（勝浦マヒマヒ） 
勝浦市 

56 カツオ 勝浦市、鴨川市、御宿町、銚子市、南房総市 

50 キンメダイ 銚子市、鴨川市、勝浦市、御宿町 

71 鯨 南房総市、鋸南町 

68 コトジツノマタ 銚子市、鴨川市、南房総市 

60 さざえ いすみ市、南房総市、鴨川市、御宿町、勝浦市 

53 サバ 銚子市、旭市、南房総市、館山市、鴨川市 

119 三番瀬産ホンビノス貝 船橋市、市川市 

52 サンマ 銚子市、旭市、鋸南町、南房総市、館山市、鴨川市 

90 スズキ 船橋市、市川市 

54 タイ 南房総市、鴨川市、いすみ市 

97 千葉のシイラ 南房総市 

98 千葉のフグ 南房総市 

108 ツノマタ 銚子市 

69 テングサ 勝浦市、鴨川市、南房総市、館山市、鋸南町 

111 トコブシ 南房総市 

110 トビウオ 南房総市 

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 

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 

67 ヒジキ 勝浦市、鴨川市、南房総市、館山市、鋸南町、富津市 

89 ホンビノスガイ 千葉市、船橋市、市川市 

82 マグロ 銚子市、勝浦市 

70 マダコ いすみ市 

 

 


