
令和元年11月6日

北　海　道

（１）農林水産物

＜７87件＞

名    　　　　　　称 地域産業資源に係る地域

スィートコーン 函館市、北斗市

だいこん 北斗市、七飯町

トマト 森町、八雲町

ニラ 知内町、松前町、福島町、木古内町

にんじん 北斗市、七飯町

馬鈴しょ 七飯町、森町、八雲町

辛み大根 函館市

イチゴ 北斗市

ウド 北斗市

カーネーション 北斗市

キク 北斗市

きゅうり 北斗市

コメ 北斗市

デルフィニューム 北斗市

トマト 北斗市

長ねぎ 北斗市

はくさい 北斗市

ほうれん草 北斗市

マルメロ 北斗市

ゆり 北斗市

リンゴ（ヒメリンゴ） 北斗市

レタス 北斗市

ワレモコウ 北斗市

千軒そば 福島町

カーネーション 七飯町

長ネギ 七飯町

りんご 七飯町

きゅうり 森町

ブルーベリー 森町

プルーン 森町

かぼちゃ 森町

イチゴ 八雲町

かすみ草 八雲町

スターチス 八雲町

　本道において、中小企業者の事業活動を促進し、地域産業の強化や新たな地域産業の創出の核とな

り得るものとしてその活用を促進する意義を有すると考えられる地域産業資源は次のとおりである。

「中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律」第４条

　に基づく地域産業資源の指定について
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名    　　　　　　称 地域産業資源に係る地域

軟白ねぎ 八雲町

もち米 八雲町

エンリッチトマト 長万部町

牛乳 北斗市、七飯町

鶏卵 北斗市

はこだて和牛 木古内町

豚 森町

肉用牛 七飯町

牛乳 八雲町

肉用牛 八雲町

豚 八雲町

道南スギ 渡島総合振興局管内

山菜 福島町

きのこ 七飯町

カラマツ 森町

トドマツ 森町

木炭 森町

アワビ 函館市、北斗市

イカ 函館市、北斗市、森町

ウニ 函館市、北斗市

カキ 知内町、松前町、木古内町

毛ガニ 森町、八雲町

サケ 函館市、北斗市

サケ 森町、八雲町

スケトウダラ 森町、八雲町

ナマコ 函館市、北斗市

ホタテガイ
函館市、北斗市、知内町、木古内町、鹿部町、森町、

八雲町、長万部町

ホッキガイ 八雲町、長万部町

マコガレイ 知内町、松前町、木古内町

アカザラ 函館市

海藻 函館市

ガゴメ 函館市

クジラ 函館市

ゴッコ 函館市

タコ 函館市

ドンコ 函館市

ババガレイ 函館市

ホッケ 函館市

マグロ 函館市

マコンブ 函館市

マダラ 函館市

王鰈（マツカワ） 函館市

スケトウダラ 函館市

アサリ 北斗市

イワシ 北斗市

カキ 北斗市

コンブ 北斗市

ツブ貝 北斗市

フノリ 北斗市

ホッキガイ 北斗市
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名    　　　　　　称 地域産業資源に係る地域

ホヤ 北斗市

マス 北斗市

ワカメ 北斗市

松前本まぐろ 松前町

ホッケ 福島町

養殖真昆布 福島町

スケトウダラ 鹿部町

アカガレイ 森町

昆布 森町

タコ 森町

ボタンエビ 森町

エゾアワビ 八雲町

エビ 八雲町

カレイ 八雲町

コンブ 八雲町

ハタハタ 八雲町

ホッケ 八雲町

マス 八雲町

カレイ 長万部町

毛ガニ 長万部町

サケ 長万部町

うるち米 江差町

立茎アスパラガス 江差町

馬鈴しょ 江差町

ブロッコリー 江差町

アスパラ 奥尻町

コメ 奥尻町

さつまいも（黄金千貫） 厚沢部町

光黒大豆 厚沢部町

メークイン 厚沢部町

やまごぼう 厚沢部町

ゆり根 乙部町

ハマナス 奥尻町

今金男しゃく 今金町

鶴の子大豆 今金町

軟白長ネギ 今金町

黒毛和牛 今金町

サフォークラム肉 せたな町

豚肉 せたな町

道南スギ 江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町

ヒノキアスナロ 江差町

イカ 江差町、上ノ国、乙部町、奥尻町

ホッケ 江差町、上ノ国町、奥尻町

ナマコ 江差町、上ノ国町

にしん 江差町

ベニズワイガニ 江差町

アワビ 上ノ国町

ヒラメ 上ノ国町

ウニ 上ノ国町

釣りたら子 乙部町

アワビ 奥尻町
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名    　　　　　　称 地域産業資源に係る地域

ウニ 奥尻町

スルメイカ せたな町

アロニア 石狩振興局管内

小麦 石狩振興局管内

コメ 石狩振興局管内

札幌圏の大豆 石狩振興局管内

ダッタンそば 石狩振興局管内

馬鈴しょ 石狩振興局管内

亜麻 当別町、札幌市

札幌イチゴ 札幌市

札幌タマネギ 札幌市

江別の小麦（ハルユタカ） 江別市

花卉 恵庭市

かぼちゃ 恵庭市

トマト 恵庭市

赤毛米 北広島市

サツマイモ 石狩市

トウモロコシ 石狩市

ビーツ 石狩市

ミニトマト 石狩市

落花生 石狩市

花卉 当別町

牛乳 石狩振興局管内

鶏卵 石狩振興局管内

SPF豚 当別町

エゾシカ肉 当別町

サケ 石狩市、札幌市

支笏湖チップ（支笏湖産ヒメマス） 千歳市

ニシン 石狩市

イチゴ
蘭越町、ニセコ町、倶知安町、共和町、仁木町、

余市町、赤井川村、小樽市

おうとう 仁木町、余市町

コメ
小樽市、島牧村、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、

倶知安町、共和町、仁木町、余市町、赤井川村

トマト
小樽市、蘭越町、ニセコ町、共和町、仁木町、

余市町、赤井川村

なし 仁木町、余市町

馬鈴しょ
黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、

喜茂別町、京極町、倶知安町

ぶどう
島牧村、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、倶知安町、

共和町、仁木町、余市町、小樽市

プラム 仁木町、余市町

ブルーベリー 仁木町、余市町、赤井川村

プルーン 仁木町、余市町

メロン
蘭越町、ニセコ町、倶知安町、共和町、仁木町、

余市町、赤井川村、小樽市

もも 仁木町、余市町

りんご 仁木町、余市町

かぼちゃ 蘭越町

らんこし米 蘭越町

ゆり 真狩村
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名    　　　　　　称 地域産業資源に係る地域

大根 留寿都村

スイカ 共和町

スイートコーン 共和町

アスパラ 積丹町

かぼちゃ 積丹町

馬鈴しょ 積丹町

ワイン用ぶどう 余市町

南瓜 赤井川村

小樽地鶏 小樽市

豚 留寿都村

牛乳 赤井川村

しゃこ 小樽市

にしん 小樽市、余市町

ホッケ 小樽市

ウニ 島牧村

ホッケ 島牧村

寿カキ 寿都町

シラス 寿都町

ホッケ 寿都町

釣りたらこ 岩内町

ウニ 積丹町

ホッケ 積丹町

夕張メロン 北海道全域

コメ 空知総合振興局管内

小麦 空知総合振興局管内

そば 空知総合振興局管内

大豆 空知総合振興局管内

ぶどう 空知総合振興局管内

メロン 空知総合振興局管内

りんご 空知総合振興局管内

タマネギ 岩見沢市、三笠市

菜の花 滝川市、赤平市

ハスカップ 岩見沢、美唄市、滝川市、奈井江町

小麦（ハルユタカ） 滝川市、赤平市

ゆり根 奈井江町

酒造米「吟風」 新十津川町、滝川市

バラ 岩見沢市

梅 三笠市

きゅうり 三笠市

スイカ 三笠市

三笠メロン 三笠市

八列とうきび 三笠市

アスパラガス 美唄市

コメ(おぼろづき) 美唄市

トマト 砂川市

黒米 深川市

ねばり長芋 深川市

タマネギ（さらさらレッド） 栗山町

ブロッコリー 秩父別町

黒千石大豆 北竜町

イチゴ 沼田町
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名    　　　　　　称 地域産業資源に係る地域

エゾシカ 空知総合振興局管内

羊 滝川市、赤平市

あいがも 赤平市、滝川市

夕張はちみつ 夕張市

キジ 岩見沢市

キハダ 夕張市

ホオノキ 夕張市

夕張の薬木 夕張市

たもぎ茸 南幌町

わかさぎ 三笠市

小豆 胆振総合振興局管内

いんげん豆 胆振総合振興局管内

小麦 胆振総合振興局管内

コメ 胆振総合振興局管内

大豆 胆振総合振興局管内

てん菜 胆振総合振興局管内

馬齢しょ 胆振総合振興局管内

かぼちゃ 伊達市、壮瞥町、洞爺湖町、豊浦町

キャベツ 伊達市、壮瞥町、洞爺湖町、豊浦町

トマト 伊達市、壮瞥町、洞爺湖町、豊浦町

ハスカップ 苫小牧市、白老町、安平町、厚真町、むかわ町

ぶどう 壮瞥町、洞爺湖町

夏いちご 浦河町、様似町

イチゴ 苫小牧市

トマト 苫小牧市

ワサビ 登別市

アロニア 伊達市

たまねぎ 伊達市

豊浦イチゴ 豊浦町

おうとう 壮瞥町

りんご 壮瞥町

しそ 洞爺湖町

セルリー 洞爺湖町

長いも 洞爺湖町

にんじん 洞爺湖町

アサヒメロン 安平町

グリーンアスパラガス 安平町

黒大豆 安平町

とうもろこし 安平町

菜の花 安平町

ホワイトアスパラガス 安平町

シーベリー むかわ町

長いも むかわ町

ほべつメロン むかわ町

エゾシカ 胆振総合振興局管内

牛乳 胆振総合振興局管内

肉用牛 胆振総合振興局管内

豚 胆振総合振興局管内

のぼりべつ牛乳 登別市、室蘭市

奥洞爺牛 伊達市、壮瞥町

うずら 室蘭市
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名    　　　　　　称 地域産業資源に係る地域

うずらの卵 室蘭市

とうや湖あか毛和牛 洞爺湖町

白老牛 白老町

あんがす牛 安平町

きのこ 胆振総合振興局管内

木炭 胆振総合振興局管内

ウニ 胆振総合振興局管内

毛ガニ 胆振総合振興局管内

サケ 胆振総合振興局管内

スケトウダラ 胆振総合振興局管内

ホタテガイ 胆振総合振興局管内

ホッキガイ 胆振総合振興局管内

王鰈（マツカワ） 胆振総合振興局管内

たらこ 白老町、登別市

クロソイ 室蘭市

コンブ 室蘭市

苫小牧産ほっき貝 苫小牧市

アワビ 豊浦町

カレイ 洞爺湖町

ヒメマス 洞爺湖町

ワカサギ 洞爺湖町

鵡川ししゃも むかわ町

アスパラ 新冠町、新ひだか町

ピーマン 日高町、新冠町

軟白長ネギ 日高町

びらとりトマト 平取町

コメ 平取町

ミニトマト 新ひだか町

みついし牛 新冠町、新ひだか町、浦河町、えりも町

びらとり和牛 平取町

牛乳 新冠町

鶏卵 新冠町

えりも短角牛 えりも町

豚 新ひだか町

日高産アオダモ 日高振興局管内

イカ
日高町、新冠町、新ひだか町、浦河町、様似町、

えりも町

銀聖（サケ）
えりも町、様似町、浦河町、新ひだか町、新冠町、

日高町

毛ガニ
えりも町、様似町、浦河町、新ひだか町、新冠町、

日高町

シシャモ 日高町、新冠町、新ひだか町、浦河町、えりも町

タコ
日高町、新冠町、新ひだか町、浦河町、様似町、

えりも町

ツブ貝
えりも町、様似町、浦河町、新ひだか町、新冠町、

日高町

日高昆布
えりも町、様似町、浦河町、新ひだか町、新冠町、

日高町

王鰈（マツカワ）
えりも町、様似町、浦河町、新ひだか町、新冠町、

日高町

ヤマベ 日高町
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名    　　　　　　称 地域産業資源に係る地域

小麦 旭川市、士別市、美瑛町、和寒町、下川町

大豆 旭川市、士別市、和寒町、剣淵町

黒米 旭川市、東神楽町

トマト 旭川市、美瑛町、鷹栖町

富良野のにんじん 富良野市、南富良野町

富良野の馬鈴しょ 富良野市、南富良野町

黒大豆 旭川市

アロニア 旭川市

江丹別そば 旭川市

おうとう 旭川市

コメ 旭川市

ダッタンソバ 旭川市

にんにく 旭川市

花ユリ 旭川市

メロン 旭川市

りんご 旭川市

爆裂種トウモロコシ 旭川市

コメ 士別市

てん菜 士別市

馬鈴しょ 士別市

鷹栖町産米 鷹栖町

アスパラ 名寄市

もち米 名寄市

ひまわり 名寄市

小麦 富良野市

アスパラ 富良野市

スイートコーン 富良野市

ミニトマト 富良野市

富良野のYES!clean米 富良野市

富良野のスイカ 富良野市

富良野のタマネギ 富良野市

富良野のメロン 富良野市

小麦（キタノカオリ） 東神楽町

いちご 比布町

小ねぎ 比布町

大雪そば 上川町

東川米 東川町

アスパラ 美瑛町

馬鈴しょ 美瑛町

美瑛米 美瑛町

ゆり根 美瑛町

ホップ 上富良野町

メロン 中富良野町

ラベンダー 中富良野町

中富良野のぶどう 中富良野町

もち米 南富良野町

越冬キャベツ 和寒町

かぼちゃ 和寒町

ペポカボチャ（ストライプペポ） 和寒町

フルーツトマト 下川町

小麦（ハルユタカ） 美深町
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名    　　　　　　称 地域産業資源に係る地域

南瓜 美深町

ハスカップ 中川町

幌加内そば 幌加内町

音威子府のそば 音威子府村

ふらの大地和牛 富良野市、中富良野町

牛乳 旭川市

サフォークめん羊 士別市

ふらの牛乳 富良野市

鶏卵 比布町

大雪高原牛 上川町

豚肉 上川町

牛 美瑛町

美瑛牛乳 美瑛町

かみふらのポーク 上富良野町

豚さがり 上富良野町

ふらの和牛 上富良野町

エゾシカ 南富良野町

エゾ鹿肉 鷹栖町

鷹栖牛 鷹栖町

エミュー 下川町

酵素卵 下川町

カラマツ 上川総合振興局管内

トドマツ 上川総合振興局管内

きのこ 愛別町

下川町のアカエゾマツ 下川町

下川町のイタヤ楓 下川町

下川町のＦＳＣ認証林 下川町

下川町のエンジュ 下川町

下川町のオンコ 下川町

下川町のカツラ 下川町

下川町のカバ 下川町

下川町のカラマツ 下川町

下川町のグイマツ 下川町

下川町のサクラ 下川町

下川町のシナ 下川町

下川町のストローブマツ 下川町

下川町のセンノキ 下川町

下川町のタモ 下川町

下川町のトーヒ 下川町

下川町の特用林産物 下川町

下川町のトドマツ 下川町

下川町のドロノキ 下川町

下川町のナナカマド 下川町

下川町のナラ 下川町

下川町のニレ 下川町

下川町のハーブ 下川町

下川町のホウノキ 下川町

下川町のヤナギ 下川町

白樺樹液 美深町

カエデ樹液 占冠村

ニジマス 上川町
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名    　　　　　　称 地域産業資源に係る地域

ヤマベ 上川町

チョウザメ 美深町

コメ
増毛町、留萌市、小平町、苫前町、羽幌町、

初山別村、遠別町

もち米 初山別村、遠別町

うめ 増毛町

おうとう 増毛町

なし 増毛町

ぶどう 増毛町

プルーン 増毛町

りんご 増毛町

小麦「春よ恋」 苫前町

大豆 苫前町

ミニトマト「愛果」 苫前町

メロン 苫前町

アスパラ 羽幌町

ハスカップ 初山別村

赤きゃべつ 遠別町

赤しそ 遠別町

赤大根 遠別町

牛乳 天塩町

焼尻産サフォーク 羽幌町

小平牛 小平町

クマザサ 留萌振興局管内

エビ 留萌振興局管内

カレイ 留萌振興局管内

サケ 留萌振興局管内

タコ 留萌振興局管内

ニシン 留萌振興局管内

ヒラメ 留萌振興局管内

ホタテガイ 留萌振興局管内

イカ 留萌市、増毛町、苫前町、羽幌町、初山別村

なまこ 留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、初山別村

うに 留萌市

シジミ 天塩町

銀杏草 稚内市

勇知いも 稚内市

牛乳 猿払村、浜頓別町、中頓別町、豊富町、幌延町

宗谷黒牛 稚内市

エゾシカ 猿払村

ハチミツ 中頓別町

エゾシカ 豊富町

合鴨 幌延町

トナカイ 幌延町

毛ガニ 猿払村、浜頓別町

ホタテガイ 稚内市、猿払村、浜頓別町

ホッキガイ 稚内市、豊富町

マス 猿払村、浜頓別町

利尻昆布 礼文町、利尻町、利尻富士町

アイナメ 稚内市

イカ 稚内市

10 



名    　　　　　　称 地域産業資源に係る地域

ウニ 稚内市

オオナゴ 稚内市

カスベ軟骨 稚内市

カニ 稚内市

カレイ 稚内市

コマイ 稚内市

コンブ 稚内市

サケ 稚内市

サメ 稚内市

スケトウダラ 稚内市

ソイ 稚内市

タコ 稚内市

ツブ貝 稚内市

ナマコ 稚内市

ニシン 稚内市

ヒラメ 稚内市

ブリ 稚内市

ホッカイシマエビ 稚内市

ホッケ 稚内市

マス 稚内市

マダラ 稚内市

モズク 稚内市

鮭 猿払村

イカ 浜頓別町

ウニ 浜頓別町

カレイ 浜頓別町

サケ 浜頓別町

サンマ 浜頓別町

タコ 浜頓別町

ナマコ 浜頓別町

ホッキガイ 浜頓別町

ワカサギ 浜頓別町

枝幸産の毛ガニ 枝幸町

枝幸産のサケ 枝幸町

枝幸産のナマコ 枝幸町

枝幸産のホタテガイ 枝幸町

ウニ 利尻町

ナマコ 利尻町

ホッケ 利尻町

礼文島産ホッケ 礼文町

アスパラ オホーツク総合振興局管内

小豆 オホーツク総合振興局管内

いなきび オホーツク総合振興局管内

大麦 オホーツク総合振興局管内

かぼちゃ オホーツク総合振興局管内

小麦 オホーツク総合振興局管内

しそ オホーツク総合振興局管内

スイートコーン オホーツク総合振興局管内

そば オホーツク総合振興局管内

大豆 オホーツク総合振興局管内

てん菜 オホーツク総合振興局管内
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名    　　　　　　称 地域産業資源に係る地域

ハマナス オホーツク総合振興局管内

馬鈴しょ オホーツク総合振興局管内

タマネギ

北見市、網走市、大空町、美幌町、津別町、斜里町、

清里町、小清水町、訓子府町、置戸町、佐呂間町、

遠軽町、湧別町

ゴボウ 北見市、網走市、小清水町、斜里町、清里町、大空町

コメ 北見市、美幌町、訓子府町、津別町、大空町

長いも 網走市、小清水町、斜里町、清里町、大空町

ハーブ 北見市、遠軽町、滝上町

ハッカ 北見市、遠軽町、滝上町

メロン 北見市、訓子府町

ヤーコン 置戸町、北見市

サクランボ 北見市、網走市

山ワサビ 北見市、網走市

産業用大麻、亜麻 北見市

白花豆 北見市

チコリ 北見市

ハバネロ 北見市

ぶどう 北見市

紫花豆 北見市

ニンニク 北見市

リンゴ 北見市

イチゴ 網走市

行者菜 網走市

キャベツ 美幌町

ゴボウ 美幌町

トマト 美幌町

長いも 美幌町

人参 美幌町

ホオズキ 美幌町

じゅんさい 遠軽町

エゾシカ オホーツク総合振興局管内

牛乳 オホーツク総合振興局管内

肉用牛 オホーツク総合振興局管内

ハチミツ オホーツク総合振興局管内

豚 オホーツク総合振興局管内

オホーツクはまなす牛 紋別市、滝上町

エミュー 網走市

オホーツクあばしり和牛 網走市

赤豚 斜里町

エゾマツ オホーツク総合振興局管内

カラマツ オホーツク総合振興局管内

トドマツ オホーツク総合振興局管内

紋別地域のエゾマツ 紋別市、興部町、西興部村

紋別地域のカラマツ 紋別市、興部町、西興部村

紋別地域のトドマツ 紋別市、興部町、西興部村

網走産漆 網走市

美幌町のFSC認証林 美幌町

置戸町のSGEC認証林 置戸町

サケ
北見市、網走市、紋別市、小清水町、斜里町、

佐呂間町、湧別町、興部町、雄武町
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名    　　　　　　称 地域産業資源に係る地域

ホタテガイ
北見市、網走市、紋別市、小清水町、斜里町、

佐呂間町、湧別町、興部町、雄武町

ホッケ
北見市、網走市、紋別市、小清水町、斜里町、

佐呂間町、湧別町、興部町、雄武町

マス
北見市、網走市、紋別市、小清水町、斜里町、

佐呂間町、湧別町、興部町、雄武町

カニ
北見市、網走市、紋別市、小清水町、斜里町、

佐呂間町、湧別町、興部町、雄武町

カキ 北見市、佐呂間町、湧別町

シジミ 網走市、大空町

シラウオ 網走市、大空町

ワカサギ 網走市、大空町

アブラガニ 網走市

カラフトマス 網走市

キンキ 網走市

クジラ 網走市

スケトウダラ 網走市

北海エビ 網走市

たこ 紋別市

キンキ 斜里町

鮭児 斜里町

ヤマベ 遠軽町

メジカ 雄武町

雄宝（サケ） 雄武町

小豆 十勝総合振興局管内

アスパラ 十勝総合振興局管内

いんげん豆 十勝総合振興局管内

枝豆 十勝総合振興局管内

かぼちゃ 十勝総合振興局管内

行者ニンニク 十勝総合振興局管内

小麦 十勝総合振興局管内

そば 十勝総合振興局管内

だいこん 十勝総合振興局管内

大豆 十勝総合振興局管内

てん菜 十勝総合振興局管内

馬鈴しょ 十勝総合振興局管内

ゆり根 十勝総合振興局管内

和稔じょ 十勝総合振興局管内

長いも 十勝総合振興局管内

ヤーコン 十勝総合振興局管内

山ワサビ 十勝総合振興局管内

ニンニク 十勝総合振興局管内

なたね油 十勝総合振興局管内

さつまいも 帯広市

有機野菜の赤ビーツ 帯広市

有機野菜のえだ豆 帯広市

有機野菜のおくら 帯広市

有機野菜のかぶ 帯広市

有機野菜のかぼちゃ 帯広市

有機野菜のキャベツ 帯広市

有機野菜のきゅうり 帯広市
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名    　　　　　　称 地域産業資源に係る地域

有機野菜のグリーンアスパラ 帯広市

有機野菜の黒豆 帯広市

有機野菜のケール 帯広市

有機野菜のさつまいも 帯広市

有機野菜のししとう 帯広市

有機野菜のスイートコーン 帯広市

有機野菜のズッキーニ 帯広市

有機野菜のだいこん 帯広市

有機野菜のタマネギ 帯広市

有機野菜のトマト 帯広市

有機野菜のなす 帯広市

有機野菜のなんばん 帯広市

有機野菜のにんじん 帯広市

有機野菜のにんにく 帯広市

有機野菜のネギ 帯広市

有機野菜のハーブ 帯広市

有機野菜の不断草 帯広市

有機野菜のブロッコリー 帯広市

有機野菜のほうれん草 帯広市

有機野菜のメークイン 帯広市

有機野菜の芽キャベツ 帯広市

有機野菜のメロン 帯広市

有機野菜のレタス 帯広市

マッシュルーム 帯広市

音更大袖振大豆 音更町

いなきび 音更町

にんじん 音更町

ブロッコリー 音更町

マンゴー 音更町

リーキ 音更町

新得のそば 新得町

十勝クリーン大豆 清水町

スィートコーン 芽室町

めむろごぼう 芽室町

めむろメークイン 芽室町

中札内の枝豆 中札内村

幕別のアスパラ 幕別町

幕別のかぼちゃ 幕別町

幕別のキャベツ 幕別町

幕別のきゅうり 幕別町

幕別のゴボウ 幕別町

幕別のスイートコーン 幕別町

幕別のだいこん 幕別町

幕別のにんじん 幕別町

幕別のはくさい 幕別町

幕別のレタス 幕別町

清見（ブドウ） 池田町

清舞（ブドウ） 池田町

山幸（ブドウ） 池田町

蓋派山ワサビ 池田町

ツクネイモ 池田町
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根張星（ネバリスター） 池田町

黒豆 豊頃町

金時豆 豊頃町

本別のいんげん豆 本別町

本別の小豆 本別町

本別の大豆 本別町

螺湾ブキ 足寄町

足寄のいちご 足寄町

すもも 更別村

エゾシカ 十勝総合振興局管内

牛乳 十勝総合振興局管内

肉牛 十勝総合振興局管内

乳牛 十勝総合振興局管内

豚 十勝総合振興局管内

ホエー豚 大樹町、帯広市

音更町すずらん和牛 音更町

十勝川モール温泉豚 音更町

新得地鶏 新得町

十勝清水の牛乳 清水町

十勝若牛 清水町

ブロイラー 中札内村

いけだ牛 池田町

カラマツ 十勝総合振興局管内

本別のカラマツ 本別町

ササ 足寄町

ハマナス 浦幌町

サケ 十勝総合振興局管内

秋鮭 大樹町、豊頃町

オショロコマ 鹿追町

ニジマス 芽室町

シシャモ 広尾町

シジミ 大樹町

ししゃも 豊頃町

釧路そば 釧路市

イチゴ 釧路市

ハマナス 釧路市

ふき 釧路市

キクイモ 釧路市

パプリカ 釧路市

摩周そば 弟子屈町

摩周メロン 弟子屈町

マンゴー 弟子屈町

しそ 白糠町

ブルーベリー 白糠町

ベビーリーフ 白糠町

ゴボウ 白糠町

大根 釧路町

白かぶ 釧路町

牛 釧路総合振興局管内

エゾシカ 釧路総合振興局管内

阿寒のポーク 釧路市
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エミュー 釧路市

豚 浜中町

羊 標茶町

羊 白糠町

摩周和牛 弟子屈町

カラマツ 釧路総合振興局管内

アカエゾマツ 弟子屈町

コンブ 釧路市、白糠町、釧路町、厚岸町、浜中町

サケ 釧路市、白糠町、釧路町、厚岸町、浜中町

サンマ 釧路市、白糠町、釧路町、厚岸町、浜中町

ツブ貝 釧路市、白糠町、釧路町、厚岸町、浜中町

カキ 釧路町、厚岸町、浜中町

サバ 釧路市、白糠町

シシャモ 釧路市、白糠町

アサリ 厚岸町、浜中町

イワシ 釧路市

ウニ 釧路市

カレイ 釧路市

クジラ 釧路市

毛ガニ 釧路市

スケトウダラ 釧路市

スルメイカ 釧路市

タコ 釧路市

ヒメマス 釧路市

ホッキガイ 釧路市

レイクロブスター（ウチダザリガニ） 釧路市

ワカサギ 釧路市

柳だこ 白糠町

だいこん 中標津町

馬鈴しょ 中標津町

ブロッコリー 中標津町

そば 中標津町

エゾシカ 根室振興局管内

牛乳 根室市、別海町、中標津町

しれとこヤギミルク 中標津町

ハチミツ 中標津町

豚 中標津町

肉用牛 別海町

しいたけ 根室市、中標津町

アサリ 根室市、別海町、標津町、羅臼町

ウニ 根室市、別海町、標津町、羅臼町

エビ 根室市、別海町、標津町、羅臼町

海藻 根室市、別海町、標津町、羅臼町

カキ 根室市、別海町、標津町、羅臼町

カニ 根室市、別海町、標津町、羅臼町

コマイ 根室市、別海町

コンブ 根室市、別海町、標津町、羅臼町

サケ 根室市、別海町、標津町、羅臼町

スケトウダラ 根室市、別海町、標津町、羅臼町

タコ 根室市、別海町、標津町、羅臼町

ホタテガイ 根室市、別海町、標津町、羅臼町
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ホッキガイ 根室市、別海町、標津町、羅臼町

マス 根室市、別海町、標津町、羅臼町

カレイ 根室市、別海町

ニシン 根室市、別海町

チカ 根室市、別海町

イカ 根室市

ナマコ 根室市

根室産サンマ 根室市

ホッケ 根室市

マイワシ 根室市
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