
平成２９年３月２９日現在

１

名称 地域産業資源に係る地域

竹 身延町、南部町

きのこ 県全域

甲斐八珍果 県全域

ぶどう
甲府市、山梨市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、笛吹市、
甲州市、市川三郷町、富士川町、富士河口湖町

もも
甲府市、山梨市、韮崎市、南アルプス市、甲斐市、笛吹市、甲州市、
中央市、市川三郷町

すもも
甲府市、山梨市、南アルプス市、甲斐市、笛吹市、甲州市、中央市、
富士川町

おうとう
山梨市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、笛吹市、甲州市、
富士河口湖町

ブルーベリー 北杜市、鳴沢村、富士河口湖町

ゆず 上野原市、富士川町

キウィフルーツ 韮崎市、南アルプス市、市川三郷町

梅（甲州小梅）
甲府市、山梨市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、笛吹市、
甲州市

イチゴ
甲府市、山梨市、韮崎市、北杜市、甲斐市、笛吹市、甲州市、中央
市、市川三郷町、昭和町

夏どりイチゴ 北杜市、道志村、鳴沢村、富士河口湖町

クレソン 富士吉田市、道志村

大塚にんじん 市川三郷町

浅尾だいこん 北杜市

やはたいも 甲斐市

鳴沢菜 鳴沢村

水かけ菜 都留市

スイートコーン
甲府市、富士吉田市、笛吹市、中央市、市川三郷町、忍野村、山中
湖村、鳴沢村、富士河口湖町

なす 甲府市、笛吹市、中央市

トマト 甲府市、南アルプス市、北杜市、笛吹市、中央市

きゅうり
甲府市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、笛吹市、中央市、
昭和町

しそ（赤じそ・青じそ） 忍野村、山中湖村

キャベツ 富士吉田市、鳴沢村

曽雌にんにく 都留市

甲州牛
甲府市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、笛吹市、中央市、富士河口
湖町

甲州ワインビーフ 甲斐市

甲州地どり 甲府市、北杜市、笛吹市

牛乳 北杜市、富士河口湖町

峡北米・武川米 韮崎市、北杜市、甲斐市

米（農林48号） 韮崎市、北杜市

紫黒米（朝紫） 都留市、北杜市、甲斐市、富士川町

地域産業資源の内容

農林水産物
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名称 地域産業資源に係る地域

米（ミルキークイーン）
甲府市、富士吉田市、都留市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐
市、中央市、身延町、南部町、富士川町、昭和町、西桂町、忍野村、
富士河口湖町

花豆 甲府市、富士吉田市、北杜市

あけぼの大豆 身延町

あおはた大豆 富士吉田市、都留市、西桂町

バラ 笛吹市

ラベンダー 富士河口湖町

洋ラン
甲府市、韮崎市、山梨市、南アルプス市、北杜市、笛吹市、甲州市、
中央市、忍野村

茶 市川三郷町、早川町、身延町、南部町

ウコン 大月市

養蚕（繭と桑） 甲斐市、中央市、市川三郷町、富士川町

ニジマス 富士吉田市、北杜市、甲州市、忍野村

ヒメマス 富士河口湖町

あけの金時 北杜市

ニラ 韮崎市

甲斐サーモン 甲府市、富士吉田市、山梨市、北杜市、笛吹市、富士川町

ニホンジカ 甲府市、北杜市、笛吹市、身延町、富士河口湖町、丹波山村

甲州富士桜ポーク
甲府市、富士吉田市、山梨市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐
市、笛吹市、上野原市、甲州市、中央市、市川三郷町、南部町、富
士川町、昭和町、富士河口湖町、山中湖村

わさび 都留市

ハーブ 大月市

アスパラガス 甲斐市

赤坂とまと 甲斐市

桑 甲斐市

さつまいも 甲斐市

甘々娘 市川三郷町

イタヤカエデ 早川町

わかさぎ 山中湖村

そば 北杜市

小麦
甲府市、大月市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、上野原
市、中央市、身延町、南部町

アッサムニオイザクラ 富士吉田市、富士河口湖町、鳴沢村
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２

名称 地域産業資源に係る地域

スギ（山梨県産認証木材） 県全域

ヒノキ（山梨県産認証木材） 県全域

カラマツ（山梨県産認証木材） 県全域

アカマツ（山梨県産認証木材） 県全域

木炭
富士吉田市、都留市、大月市、北杜市、上野原市、甲州市、早川
町、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町

ジュエリー（甲州水晶貴石細
工、山梨貴宝石を含む）

甲府市、南アルプス市、甲斐市、笛吹市、甲州市、中央市、市川三郷
町、富士川町、昭和町

koo-fu（クーフー）　 県全域

郡内織物 富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、西桂町

ふじやま織 富士吉田市

ニット 甲府市、南アルプス市、甲斐市、笛吹市、市川三郷町、富士川町

和紙（市川和紙、西嶋和紙） 市川三郷町、身延町

印章（甲州手彫り印章）
甲府市、富士吉田市、都留市、山梨市、大月市、韮崎市、南アルプス
市、甲斐市、笛吹市、甲州市、中央市、市川三郷町、身延町、富士
川町、昭和町

印傳（甲州印傳） 甲府市

硯（甲州雨畑硯） 早川町、富士川町

甲州大石紬 富士河口湖町

甲州武者のぼり、鯉のぼり 南アルプス市

甲州鬼瓦 南アルプス市

親子だるま 甲府市

富士勝山スズ竹工芸品 富士河口湖町

山梨県産ワイン 県全域

甲州ワイン 県全域

甲斐の地酒（日本酒）
甲府市、山梨市、大月市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、笛吹市、
甲州市、市川三郷町、身延町、南部町、富士川町、富士河口湖町

麺（甲州ほうとう） 県全域

吉田のうどん 富士吉田市

味噌（甲州調合味噌） 甲府市、山梨市、大月市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、身延町

醤油 甲府市、山梨市、大月市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、身延町

漬物（甲州小梅） 甲府市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、笛吹市

鮑の煮貝 甲府市、甲州市、中央市

干し柿(ころ柿、あんぽ柿) 山梨市、南アルプス市、笛吹市、甲州市、市川三郷町、富士川町

大豆加工飲料 北杜市

ゆば 身延町

電子デバイス用単結晶材料 県全域

半導体・液晶製造装置 県全域

産業用ロボット 県全域

南アルプス山麓のミネラル
ウォーター（地下水・湧水）

南アルプス市、北杜市、早川町、富士川町

富士北麓のミネラルウォーター
（地下水・湧水）

富士吉田市、身延町、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河
口湖町

秩父山麓のミネラルウォーター
（地下水・湧水）

甲府市、山梨市、北杜市、甲斐市、甲州市

　鉱工業品及び鉱工業品の生産に係る技術
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名称 地域産業資源に係る地域

八ヶ岳山麓のミネラルウォー
ター（地下水・湧水）

北杜市

下部のミネラルウォーター（地下
水・湧水）

身延町

多摩川源流のミネラルウォー
ター（地下水・湧水）

甲州市、小菅村、丹波山村

桂川流域のミネラルウォーター
（地下水・湧水）

都留市、大月市、上野原市

道志のミネラルウォーター（地下
水・湧水）

道志村

洋ラン育成用資材
甲府市、山梨市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、笛吹市、甲州市、
中央市、忍野村

おつけだんご 大月市

鳥もつ煮 甲府市

十谷郷土料理「みみ」 富士川町

ほぐし織 富士吉田市、都留市、西桂町

医療機器 県内全域

燃料電池 県内全域

市川花火 市川三郷町

そば 北杜市
郡内レザー 大月市
無人飛行機「ドローン」 県内全域
航空機部品 県内全域
バイオマス発電装置及び関
連部品

県内全域

小水力発電装置及び関連部
品

県内全域

太陽光発電装置及び関連部
品

県内全域
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３

名称 地域産業資源の存する地域

山梨の森林（セラピーエリア）
甲府市、都留市、山梨市、大月市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、
笛吹市、上野原市、甲州市、富士河口湖町、市川三郷町、早川町、
身延町、南部町、富士川町、小菅村、丹波山村

特別名勝富士山 富士吉田市、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町

特別名勝御岳昇仙峡 甲府市、甲斐市

名勝猿橋 大月市

名勝恵林寺庭園 甲州市

名勝向嶽寺庭園 甲州市

史跡甲斐国分寺跡 笛吹市

史跡銚子塚 甲府市

史跡武田氏館跡 甲府市

史跡甲斐国分尼寺跡 笛吹市

史跡新府城跡 韮崎市

史跡勝沼氏館跡 甲州市

史跡金生遺跡 北杜市

史跡要害山 甲府市

史跡谷戸城跡 北杜市

史跡甲斐金山遺跡 甲州市、身延町

史跡白山城跡 韮崎市

史跡御勅使川旧堤防 韮崎市、南アルプス市

舞鶴城公園 甲府市

安藤家住宅 南アルプス市

ももの花
甲府市、山梨市、韮崎市、南アルプス市、甲斐市、笛吹市、甲州市、
中央市

ぶどう棚
甲府市、山梨市、韮崎市、南アルプス市、甲斐市、笛吹市、甲州市、
市川三郷町

富士箱根伊豆国立公園
富士吉田市、身延町、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河
口湖町

秩父多摩甲斐国立公園 甲府市、山梨市、北杜市、甲斐市、甲州市、小菅村、丹波山村

南アルプス国立公園 韮崎市、南アルプス市、北杜市、早川町

八ヶ岳中信高原国定公園 北杜市

県立四尾連湖自然公園 市川三郷町

県立南アルプス巨摩自然公園 韮崎市、南アルプス市、北杜市、早川町、身延町、富士川町

富士山 県全域

富士五湖 身延町、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町

南アルプス 韮崎市、南アルプス市、北杜市、早川町、身延町、南部町、富士川町

北岳 南アルプス市

夜叉神峠 南アルプス市

八ヶ岳 北杜市

山梨百名山 県全域

船津胎内樹型 富士河口湖町

西湖蝙蝠穴 富士河口湖町

冨士御室浅間神社 富士河口湖町

富岳風穴 富士河口湖町

フジマリモの生息地 山中湖村、富士河口湖町

文化財、自然の風景地、温泉その他の地域の観光資源
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名称 地域産業資源の存する地域

河口の稚児舞 富士河口湖町

鳴沢氷穴 鳴沢村

神座風穴 鳴沢村

大室洞穴 鳴沢村

軽水風穴 鳴沢村

追分人形 大月市

笹子峠の矢立の杉 大月市

岩殿山 大月市

孫子の旗（疾如風徐如林侵掠
如火不動如山、風林火山）

県全域

リニアモーターカー実験線 都留市、大月市、笛吹市、上野原市

湯村温泉郷 甲府市

積翠寺温泉 甲府市

塩山温泉 甲州市

三富温泉郷 山梨市

芦安温泉郷 南アルプス市

増富温泉郷 北杜市

石和温泉郷 笛吹市

春日居温泉郷 笛吹市

西山温泉 早川町

下部温泉郷 身延町

富士河口湖温泉郷 富士河口湖町

新府城 韮崎市

甘利山 韮崎市、南アルプス市

明野ひまわり 北杜市

清里高原 北杜市

三分一湧水 北杜市

清春芸術村 北杜市

小淵沢リゾート 北杜市

白州尾白川 北杜市

山高神代桜 北杜市

フルーツ公園 山梨市

牧丘花かげ 山梨市、甲州市

万力公園 山梨市

乙女高原 甲府市、山梨市

西沢渓谷 山梨市

塩山歴史の郷 甲州市

勝沼ぶどう郷 笛吹市、甲州市

塩山果実の郷 甲州市

大和日川渓谷 甲州市

大菩薩山麓 大月市、甲州市、小菅村、丹波山村

笛吹桃源郷 笛吹市

芦川渓谷 笛吹市

深城ダム 大月市

棡原長寿の郷 上野原市

秋山川渓谷 上野原市

宝の山ふれあいの里（高畑） 都留市
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名称 地域産業資源の存する地域

戸沢の森和みの里（戸沢） 都留市

サンパーク都留（鹿留） 都留市

多摩川源流 甲州市、小菅村、丹波山村

道志川渓谷 道志村

忍野八海 忍野村

北口冨士浅間神社 富士吉田市、富士河口湖町

青木ヶ原樹海 鳴沢村、富士河口湖町

三ツ峠 都留市、笛吹市、西桂町、富士河口湖町

甲斐善光寺 甲府市

県立美術館（芸術の森公園） 甲府市

櫛形山・伊奈ケ湖 南アルプス市、富士川町

南アルプス広河原 南アルプス市、早川町

南アルプス桃源郷 南アルプス市

武田神社 甲府市

市川花火の里 市川三郷町

歌舞伎公園 市川三郷町

六郷印章の里 市川三郷町

大法師公園 富士川町

十谷 富士川町

増穂ゆずの里 富士川町

南部火祭りの里 南部町

福士川 南部町

なかとみ和紙の里 身延町

身延山 早川町、身延町

南アルプス早川渓谷 早川町

七面山・赤沢宿 早川町、身延町

シルクの里公園 中央市

山の神千本桜 中央市

みたまの湯 市川三郷町

紅葉台 鳴沢村、富士河口湖町

富士北麓のミツバツツジ 富士吉田市、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町

本栖城跡 富士河口湖町

信玄公祭り 県全域

河口湖ハーブフェスティバル 富士河口湖町

富士河口湖紅葉まつり 富士河口湖町

冬花火・湖上の舞 富士河口湖町

甲斐八珍果の農園 県全域

ぶどう園
甲府市、山梨市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、笛吹市、
甲州市、市川三郷町、富士川町、富士河口湖町

もも園
甲府市、山梨市、韮崎市、南アルプス市、甲斐市、笛吹市、甲州市、
中央市

すもも園
甲府市、山梨市、南アルプス市、甲斐市、笛吹市、甲州市、中央市、
富士川町

おうとう園
山梨市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、笛吹市、甲州市、
富士河口湖町

ブルーベリー園 北杜市、鳴沢村、富士河口湖町
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名称 地域産業資源の存する地域

イチゴ園
甲府市、山梨市、韮崎市、北杜市、甲斐市、笛吹市、甲州市、中央
市、市川三郷町、昭和町

夏どりイチゴ園 北杜市、道志村、鳴沢村、富士河口湖町

牧場（牧草地） 北杜市、富士河口湖町

ヒメマスの生息地 富士河口湖町

芦川のスズラン生育地 笛吹市

オオムラサキ生息地 北杜市

清里フィールドバレエ 北杜市

富士川
韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、中央市、市川三郷町、身延
町、南部町、富士川町、昭和町

富士川下り
韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、中央市、市川三郷町、身延
町、南部町、富士川町、昭和町

ワイナリー（葡萄酒醸造所） 甲州市、北杜市

県立まきば公園 北杜市

県立八ヶ岳牧場 北杜市

県立馬術競技場 北杜市

『落語「鰍沢」』の舞台 富士川町

醍醐山 身延町

ダイヤモンド富士 山中湖村、富士川町、身延町、南部町

吉田の火祭り 富士吉田市

御師住宅（旧外川家住宅） 富士吉田市

新倉山浅間公園 富士吉田市

信仰の対象富士山と巡礼路 県内全域

根津記念館 山梨市

大月桃太郎伝説の地 大月市

道志村トレイルレース 道志村
四尾連稜線トレイルランニング
コース

市川三郷町

サンライズヒル穂坂トレイルラン
ニングコース

韮崎市

山中湖サイクリングコース 山中湖村

甲斐駒ヶ岳 北杜市

甲府盆地の眺望
甲府市、山梨市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、甲州市、
笛吹市、中央市、市川三郷町、富士川町、昭和町
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