
（２）鉱工業品又は鉱工業品の生産に係る技術

＜２４９件＞

名    　　　　　　称 地域産業資源に係る地域

プレス加工品と関連加工技術 渡島総合振興局管内

産業用機械と関連加工技術 渡島総合振興局管内

鋳造品と関連加工技術 渡島総合振興局管内

電子部品と関連加工技術 渡島総合振興局管内

するめ 福島町、松前町

船舶 函館市

函館塩ラーメン 函館市

たらこ 鹿部町

松前するめ 松前町

松前漬 松前町

横津岳の水 七飯町

ホタテ貝殻粉末 鹿部町

木製品 森町

森らいす 森町

貝化石 八雲町

熊石海洋深層水 八雲町

二海カレー 八雲町

ほおずき大福 八雲町

ホッケ焼きかまぼこ 江差町

ブラックシリカ 上ノ国町

ワイン 奥尻町

プレス加工品と関連加工技術 石狩振興局管内

プラスティック成形品と関連加工技術 石狩振興局管内

鋳造品と関連加工技術 石狩振興局管内

電子部品と関連加工技術 石狩振興局管内
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名    　　　　　　称 地域産業資源に係る地域

産業用機械と関連加工技術 石狩振興局管内

サッポロバレーにおけるＩＴ製品と関連技術 石狩振興局管内

農林水産資源を活用した健康飲料と関連技術 石狩振興局管内

農林水産資源を活用したサプリメントと関連技術 石狩振興局管内

化粧品と関連技術 石狩振興局管内

ハム 石狩振興局管内

さっぽろスイーツ 札幌市

札幌ラーメン 札幌市

スープカレー 札幌市

レンガ 江別市

江別小麦めん 江別市

千歳バーガー 千歳市

いしかり丼 石狩市

石狩鍋 石狩市

プレス加工品と関連加工技術 後志総合振興局管内

産業用機械と関連加工技術 後志総合振興局管内

鋳造品と関連加工技術 後志総合振興局管内

プラスティック成形品と関連加工技術 後志総合振興局管内

羊蹄のふきだし湧水 真狩村、京極町

小樽のゴム製品 小樽市

小樽ガラス 小樽市

小樽の日本酒 小樽市

小樽のビール 小樽市

小樽のワイン 小樽市

小樽あんかけ焼そば 小樽市

岩内海洋深層水 岩内町

数の子 岩内町
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名    　　　　　　称 地域産業資源に係る地域

たちかま 岩内町

たら関連キャラクター製品 岩内町

身欠きニシン 岩内町

ワイン 余市町

仁木産ゼオライト 仁木町

雪氷冷熱装置 空知総合振興局管内

空知スイーツ 空知総合振興局管内

鋳造品と関連加工技術 空知総合振興局管内

電子部品と関連加工技術 空知総合振興局管内

ハム 空知総合振興局管内

プラスティック成形品と関連加工技術 空知総合振興局管内

プレス加工品と関連加工技術 空知総合振興局管内

ワイン 空知総合振興局管内

ジンギスカン 滝川市、新十津川町

美唄焼き鳥 美唄市、岩見沢市

米粉 美唄市

とりめし 美唄市

美唄の雪冷熱エネルギー利活用技術 美唄市

ガタタン 芦別市

木質バイオマス資源 芦別市

鶏醤 三笠市

すながわスイーツ 砂川市

砂川ポークチャップ 砂川市

ふかがわシードル 深川市

ジンギスカン 長沼町

栗山町の地酒（日本酒） 栗山町

新十津川町の地酒（日本酒） 新十津川町
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名    　　　　　　称 地域産業資源に係る地域

ちっぷべつ綠のナポリタン 秩父別町

沼田の雪氷冷熱装置 沼田町

プレス加工品と関連加工技術 胆振総合振興局管内

産業用機械と関連加工技術 胆振総合振興局管内

プラスティック成形品と関連加工技術 胆振総合振興局管内

鋳造品と関連加工技術 胆振総合振興局管内

木質ペレット 胆振総合振興局管内

カムイミンタルの塩 洞爺湖町、伊達市、豊浦町、壮瞥町

チップタイ 壮瞥町、伊達市、洞爺湖町、豊浦町

金型 室蘭市

ボルト人形『ボルタ』 室蘭市

室蘭カレーラーメン 室蘭市

室蘭の「鉄鋼」と関連加工技術 室蘭市

室蘭やきとり 室蘭市

オロフレ山渓の天然水 登別市

登別閻魔やきそば 登別市

藍染 伊達市

植物エキス発酵飲料と関連加工技術 伊達市

虎杖浜たらこ 白老町

チーズ 安平町

エゾシカ関連加工品 日高振興局管内

日高の水力発電施設を活用した熟成食品 新冠町、新ひだか町

乳製品 日高町

岩清水の湧水 新冠町

カンラン岩 様似町

びらとりトマト加工品 平取町

二風谷アットゥシ 平取町
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名    　　　　　　称 地域産業資源に係る地域

二風谷イタ 平取町

プレス加工品と関連加工技術 上川総合振興局

プラスティック成形品と関連加工技術 上川総合振興局

上川スイーツ
旭川市、鷹栖町、比布町、愛別町、当麻町、上川町、

東川町、東神楽町、美瑛町

炭化・燃焼・ボイラ装置と関連製造技術
旭川市、鷹栖町、比布町、愛別町、当麻町、上川町、

東川町、東神楽町、美瑛町

断熱コンクリートと関連設計施工技術
旭川市、鷹栖町、比布町、愛別町、当麻町、上川町、

東川町、東神楽町、美瑛町

旭川の機械金属製品 旭川市、当麻町、鷹栖町、東川町、東神楽町

陶磁器製品 旭川市、鷹栖町、美瑛町、東川町

旭川クラフト 旭川市、東川町、東神楽町

木製家具・建具 旭川市、東川町、東神楽町

木彫 旭川市、東神楽町

IT製品と関連技術 旭川市

旭川しょうゆ焼きそば 旭川市

旭川の日本酒 旭川市

旭川のビール 旭川市

極寒冷地のＢＤＦ 旭川市

チーズ 旭川市

豚肉加工品 旭川市

塩ホルモン 旭川市

あったか旭川まん 旭川市

旭川ラーメン 旭川市

富良野カレー（富良野オムカレー） 富良野市

ふらのスイーツ 富良野市

ふらのワイン 富良野市

ふらの天然水 原始の泉 富良野市

チーズ 富良野市

トマトジュース 鷹栖町

5 



名    　　　　　　称 地域産業資源に係る地域

アイスクリーム 上川町

大雪旭岳源水 東川町

美瑛カレーうどん 美瑛町

ビエイティフル美しいトマトジュース 美瑛町

中富良野のスイーツ 中富良野町

中富良野のチコリ加工品 中富良野町

中富良野のパン 中富良野町

中富良野の野菜ドレッシング 中富良野町

中富良野のワイン 中富良野町

中富良野のラベンダー等加工品 中富良野町

手延べ麺 下川町

乳製品 下川町

羊乳製品 美深町

ビートオリゴ 士別市

羊肉製品 士別市

名寄の土 名寄市

煮込みジンギスカン 名寄市

メープルシロップ 占冠村

塩数の子 留萌市、増毛町、苫前町、羽幌町

ルルロッソのパスタ 留萌市

タコの燻製 小平町

タコザンギ 増毛町

増毛の地酒（日本酒） 増毛町

増毛のシードル 増毛町

珪藻土 幌延町、豊富町

稚内珪藻土 稚内市

貝化石 中頓別町
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名    　　　　　　称 地域産業資源に係る地域

海藻おしば 利尻町

麗峰湧水 利尻町

利尻の伏流水 利尻富士町

ウッドクラフト オホーツク総合振興局管内

オニオンタッパー オホーツク総合振興局管内

オホーツクの間伐材 オホーツク総合振興局管内

オホーツクの焼酎 オホーツク総合振興局管内

オホーツクの日本酒 オホーツク総合振興局管内

オホーツクの地ビール オホーツク総合振興局管内

チーズ オホーツク総合振興局管内

農水産業機械 オホーツク総合振興局管内

ＢＤＦ オホーツク総合振興局管内

木質バイオマス オホーツク総合振興局管内

経木（きょうぎ） 北見市、津別町、遠軽町

オホーツクサーモンの山漬け 網走市、小清水町、斜里町

オホーツク北見塩やきそば 北見市

オホーツクビール 北見市

オホーツク流氷焼き 北見市

北見の焼肉 北見市

牛尿バイオ活性液 北見市

魚卵加工品 北見市

スケトウダラ加工品 北見市

しばれ焼き 北見市

リサイクル無機水銀 北見市

オホーツク干貝柱料理 北見市

網走モヨロ鍋 網走市

オホーツク網走サンギ丼 網走市
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名    　　　　　　称 地域産業資源に係る地域

魚醤油 網走市

黒糖 網走市

魚肉すり身 網走市

発泡酒 網走市

オホーツク紋別ホワイトカレー 紋別市

魚肉すり身 紋別市

FSC認証コアドライ材 美幌町

米菓子 美幌町

美幌豚バーガー 美幌町

おかず味噌 美幌町

木工品 津別町

馬鈴しょコナフブキでん粉 清里町

オホーツクの塩 湧別町

アイスシェルターと関連技術 十勝総合振興局管内

札内川の伏流水 十勝総合振興局管内

ジンギスカン 十勝総合振興局管内

十勝ワイン 十勝総合振興局管内

ナチュラルチーズ 十勝総合振興局管内

農業機械 十勝総合振興局管内

バイオガス 十勝総合振興局管内

バイオディーゼル燃料 十勝総合振興局管内

ヒートパイプと関連技術 十勝総合振興局管内

豚丼 十勝総合振興局管内

ライムケーキ 十勝総合振興局管内

牛とろ 十勝総合振興局管内

十勝スイーツ 十勝総合振興局管内

乳製品 十勝総合振興局管内
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名    　　　　　　称 地域産業資源に係る地域

燃料ペレット 十勝総合振興局管内

ビートオリゴ 十勝総合振興局管内

木質ペレット 十勝総合振興局管内

深層地熱水 帯広市、音更町、士幌町、芽室町、幕別町

パークゴルフ関連製品 幕別町

「帯広の味銀行」登録料理 帯広市

帯広の森の間伐材 帯広市

車載リレー 帯広市

食酢 帯広市

豚とろろ丼 帯広市

八千代牧場のハム・ソーセージ 帯広市

山羊のチーズ 清水町

つぶつぶでんぷん 更別村

ナウマン象関連製品 幕別町

いきがい焼き 池田町

十勝備長炭 池田町

十勝ブランデー 池田町

キレイマメ 本別町

本別の豆加工品 本別町

そば焼酎 新得町

木工製品 新得町

ガレット
釧路市、釧路町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居

村、白糠町

チーズ 釧路総合振興局管内

ワイン 弟子屈町、池田町、鶴居村

阿寒湖のマリモ関連商品 釧路市

阿寒の木彫品 釧路市

釧路ラーメン 釧路市
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名    　　　　　　称 地域産業資源に係る地域

太平洋海底炭 釧路市

釧路の地酒 釧路市

ウイスキー 厚岸町

鮭節 標津町

乳製品 別海町、中標津町

別海ジャンボホタテバーガー 別海町

羅臼海洋深層水 羅臼町

鮭節 羅臼町
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