
農林水産物 鉱工業品 観光資源

県内全域
(15資源)

いわて牛、いわて短角牛、牛乳、
米、大豆、鶏、豚、ぶどう、麦、ヤマ
ブドウ

裂き織り、日本酒、木象嵌、木工品 平泉の文化遺産

盛岡市
(41資源)

アロニア、漆、カラマツ、行者にん
にく、津志田の芋の子、りんご、わ
さび

医療機器及び医療周辺機器、いわてコレ
クション、岩谷堂箪笥、金型、小型琴、こ
けし、コバルト合金、酸化亜鉛、自動車部
品、地ビール類、じゃじゃ麺、浄法寺塗、
スズメバチを活用した健康飲料、電子部
品・デバイス、トリアジンチオール、南部煎
餅、南部鉄器、半導体製造装置、秀衡
塗、ホームスパン、盛岡三大麺、盛岡冷
麺、わんこそば

チャグチャグ馬コ、早坂高原、石割桜、
岩洞湖、つなぎ温泉、中津川、姫神山、
盛岡さんさ踊り、盛岡城跡、盛岡手づく
り村、盛岡八幡宮祭典

宮古市
(37資源)

アカマツ、アカモク、アワビ、イカ、イ
サダ（ツノナシオキアミ）、ウニ、カ
キ、カラマツ、毛がに、コンブ、サ
ケ、サバ、サンマ、しいたけ、ナマ
コ、ほうれんそう、ホタテ、ホヤ、マ
ダラ、りんご、わさび、ワカメ

海洋深層水 、金型、 コネクター、電子部
品・デバイス 、半導体製造装置

三陸鉄道、早池峰山、薬師岳、黒森神
楽、三王岩、浄土ヶ浜、震災メモリアル
パーク中の浜、たろう観光ホテル跡、田
老の防潮堤 、魹ヶ崎（魹ヶ埼灯台）

大船渡市
(34資源)

鮎、アワビ、イカ、イサダ（ツノナシ
オキアミ）、いちご、ウニ、カキ、カツ
オ、桑葉、クロマグロ、コンブ、サ
ケ、サバ、サワラ、サンマ、白いん
げん、椿、トマト、ナマコ、ブリ、ホタ
テ、ホヤ、マイワシ、ママス（サクラ
マス）、りんご、ワカメ

大船渡フィッシュ＆チップス、千石船 、椿
油、電子部品・デバイス、半導体製造装置

三陸鉄道、五葉山、碁石海岸

花巻市
(38資源)

漆、雑穀、しいたけ、白金豚、花巻
黒ぶだう牛、ピーマン、ほろほろ
鳥、りんご

岩手早池峰のむヨーグルト、鋳物、いわて
コレクション、果実酒、金型、こけし、酸化
亜鉛、自動車部品、地ビール類、電子部
品・デバイス、トリアジンチオール、南部煎
餅、早池峰醍醐、半導体製造装置、秀衡
塗、ホームスパン、ワイン、わんこそば

鹿踊、神楽、早池峰山、薬師岳、イギリ
ス海岸、石鳥谷まつり、大迫あんどんま
つり、釜淵の滝、五輪峠 、土沢まつり、
花巻温泉郷、花巻まつり

北上市
(25資源)

アスパラガス、漆、きたかみ牛、桑
茶、桑葉、二子さといも、りんご

鋳物、いわてコレクション、金型、北上コ
ロッケ、コバルト合金、酸化亜鉛、自動車
部品、電子部品・デバイス、トリアジンチ
オール、半導体製造装置

鹿踊、神楽、鬼剣舞、北上展勝地、北
上・みちのく芸能まつり、国見山、夏油
高原、夏油高原温泉郷

久慈市
(34資源)

アカマツ、アカモク、アワビ、イカ、
ウニ、コンブ、サケ、サバ、しいた
け、白樺、白樺樹液、スルメイカ、
ナマコ、ほうれんそう、ホタテ、ホ
ヤ、りんご、ワカメ

琥珀、地ビール類、電子部品・デバイス、
半導体製造装置、縫製品、まめぶ、木炭

三陸鉄道、久慈秋まつり、久慈渓流、小
袖海岸、侍浜海岸、闘牛、平庭高原 、
北限の海女、山根六郷

遠野市
(40資源)

イワナ、馬、カラマツ、暮坪かぶ、雑
穀、しいたけ、遠野クレソン、早池
峰菜、ブルーベリー、ほうれんそう、
ホップ、ヤマメ、りんご、わさび

乾燥大根 、切り干し大根、コバルト合金、
ゴム製品、自動車部品、地ビール類、ジン
ギスカン、電子部品・デバイス、どぶろく、
乳製品、半導体製造装置、味噌

鹿踊、神楽、早池峰山、薬師岳、荒川高
原牧場、河童淵、伝承園、遠野馬の里、
遠野風の丘、遠野ふるさと村、遠野町家
のひなまつり、遠野まつり、とおの物語
の館、南部曲り家

一関市
(47資源)

アブラナ、いわて南牛、漆、えごま、
きゅうり、桑葉、古代米、しいたけ、
トマト、なす、ピーマン、ブルーベ
リー、曲りねぎ、矢越かぶ、りんご

鋳物、金型、こけし、紫雲石硯、自動車部
品、地ビール類、染物、団子、電子部品・
デバイス、東山和紙、トリアジンチオール、
半導体製造装置、秀衡塗、室根石、もち

鹿踊、神楽、一関温泉郷、大籠キリシタ
ン史跡、旧東北砕石工場、げいび渓、厳
美渓、佐藤家住宅・横屋酒造、館ヶ森高
原、花と泉の公園、大東大原水かけ祭
り、須川温泉、世嬉の一酒造場、熱気
球、骨寺村荘園遺跡、室根山、みちのく
あじさい園

陸前高田市
(45資源)

アピオス、鮎、アワビ、イカ、イサダ
（ツノナシオキアミ）、いちご、ウニ、
エゾイシカゲガイ、カキ、きくらげ、
きゅうり、桑葉、コンブ、サケ、サ
バ、サンマ、しいたけ、白いんげ
ん、たかたのゆめ、椿、トマト、ナマ
コ、ホタテ、ホヤ、ヤーコン、ゆず、
りんご、ワカメ

がんづき、千石船、電子部品・デバイス、
半導体製造装置、木炭、ゆべし

奇跡の一本松、黒崎仙峡、気仙川、気
仙大工、気仙大工左官伝承館、気仙町
けんか七夕祭り、全国太鼓フェスティバ
ル、高田松原、玉山金山、氷上山（ひか
みさん）、蛇ヶ崎園地（じゃがさきえんち）

釜石市
(42資源)

アカモク、アワビ、イカ、イサダ（ツノ
ナシオキアミ）、いちご、ウニ、うめ、
カキ、甲子柿、菊芋（きくいも）、コン
ブ、サケ、サバ、サンマ、しいたけ、
そば、ナマコ、ほうれんそう、ホタ
テ、ホヤ、りんご、ワカメ

釜石の天然水、釜石ラーメン、コバルト合
金、自動車部品、地ビール類、水産物缶
詰、電子部品・デバイス、半導体製造装置

三陸鉄道、五葉山、鉄の歴史館、虎舞、
根浜海岸、橋野鉄鉱山、和山高原、釜
石よいさ、釜石まつり、仙人峠、旧釜石
鉱山事務所、御箱崎  千畳敷（おはこざ
き  せんじょうじき)
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二戸市
(25資源)

アカマツ、アスパラガス、漆、折爪
三元豚  佐助、カラマツ、きゅうり、
雑穀、ブルーベリー、ほうれんそう、
りんご、レタス

酸化亜鉛、自動車部品、浄法寺塗、電子
部品・デバイス、どぶろく、南部煎餅、半導
体製造装置、縫製品、木炭

折爪岳、金田一温泉郷、天台寺、馬仙
峡、ブルーベリー農園

八幡平市
(22資源)

漆、カラマツ、ヒメマス、ほうれんそ
う、りんご

いわてコレクション、コバルト合金 、酸化
亜鉛、自動車部品、浄法寺塗、電子部品・
デバイス、南部煎餅、八幡平地熱染、半
導体製造装置、味噌

岩手山、安比高原、旧松尾鉱山跡地、
藤七温泉、八幡平、八幡平温泉郷、松
川温泉

奥州市
(40資源)

漆、いわて奥州牛、桑葉、しいた
け、トマト、羊、ピーマン、ブルーベ
リー、前沢牛、りんご

あんかけうどん、鋳物、岩谷堂箪笥、奥州
はっと、金型、コバルト合金、自動車部
品、地ビール類、卵めん、電子部品・デバ
イス、どぶろく、トリアジンチオール、南部
鉄器、半導体製造装置、秀衡塗

胆沢城跡歴史公園、鹿踊、神楽、鬼剣
舞、種山高原、奥州湖、旧緯度観測所
本館、黒石寺蘇民祭、国立天文台水沢
ＶＬＢＩ観測所、正法寺、日高火防祭、焼
石連峰、栗駒焼石ほっとライン、旧岩谷
堂共立病院、百鹿大群舞

滝沢市
(17資源)

イワナ、漆、カラマツ、さつまいも、
スイカ、りんご

コバルト合金、酸化亜鉛、自動車部品、浄
法寺塗、電子部品・デバイス、南部鉄器、
半導体製造装置

チャグチャグ馬コ、岩手山、岩手山麓の
工芸、鞍掛山

雫石町
(18資源)

きゅうり、ねぎ、りんご、わさび
亀甲織、自動車部品、電子部品・デバイ
ス、どぶろく、なたね油、南部鉄器、半導
体製造装置

岩手山、網張温泉、狼森、鶯宿温泉、国
見温泉、軽トラ市、七つ森

葛巻町
(5資源)

アカマツ、カラマツ、りんご 地ビール類、木炭 ―

岩手町
(21資源)

漆、カラマツ、キャベツ、原木しいた
け、雑穀、スイートコーン、だいこ
ん、ながいも、ピーマン、ブルーベ
リー、ほうれんそう、りんご、レタス

酸化亜鉛、自動車部品、地ビール類、電
子部品・デバイス、南部煎餅、半導体製造
装置

岩手町秋まつり、川口秋まつり

紫波町
(15資源)

漆、きゅうり、西洋なし、そば、もち
米、りんご

自動車部品、電子部品・デバイス、半導体
製造装置、ワイン

あづまね温泉、東根山、城山公園、佐
比内金山太鼓、紫波フルーツパーク

矢巾町
(8資源)

漆、もち米、りんご
自動車部品、電子部品・デバイス、半導体
製造装置

チャグチャグ馬コ、煙山ひまわりパーク

西和賀町
(5資源)

ワラビ 鋳物、こけし、地ビール類 湯田温泉峡

金ヶ崎町
(19資源)

アスパラガス、奥州牛、漆、ススキ
（山茅）、りんご

金型、自動車部品、電子部品・デバイス、
半導体製造装置

岩手かねがさき温泉郷、大林城跡、旧
岩手県知事公舎洋館・旧千田正家住宅
主屋及び板倉（千田正記念館）、旧陸軍
省軍馬補充部六原支部官舎（軍馬の郷
六原資料館）、城内諏訪小路重要伝統
的建造物群保存地区、甚句、千貫石茅
場、田植踊、鳥海柵跡、南部領伊達領
境塚

平泉町
(11資源)

いわて南牛、漆、りんご
金型、自動車部品、電子部品・デバイス、
半導体製造装置、秀衡塗、もち

中尊寺、毛越寺

住田町
(11資源)

いちご、カラマツ、しいたけ、白いん
げん、トマト

自動車部品、電子部品・デバイス、半導体
製造装置

五葉山、種山高原、滝観洞

大槌町
(32資源)

アカモク、アワビ、イカ、イサダ（ツノ
ナシオキアミ）、ウニ、カキ、コンブ、
サケ、サバ、サンマ、しいたけ、そ
ば、ナマコ、ほうれんそう、ホタテ、
ホヤ、りんご、わさび、ワカメ

コバルト合金、自動車部品、地ビール類、
電子部品・デバイス、半導体製造装置

三陸鉄道、鹿踊、神楽、虎舞、蓬莱島、
新山高原、吉里吉里海岸、浪板海岸

山田町
(26資源)

アカマツ、アカモク、アワビ、イカ、イ
サダ（ツノナシオキアミ）、ウニ、カ
キ、コンブ、サケ、サバ、サンマ、し
いたけ、ナマコ、ほうれんそう、ホタ
テ、ホヤ、りんご、ワカメ

金型、コネクター、自動車部品、電子部
品・デバイス、半導体製造装置

三陸鉄道、オランダ島、山田八幡宮祭
典・大杉神社祭典

岩泉町
(35資源)

アカマツ、アカモク、安家地大根、
アワビ、イカ、ウド、ウニ、ウルイ、カ
ラマツ、コンブ、サケ、サバ、しいた
け、たらの芽、ナマコ、ほうれんそ
う、ホタテ、ホヤ、まつたけ、りん
ご、わさび、ワカメ、ワラビ

いわいずみ炭鉱ホルモン、金型、自動車
部品、どんぐり料理、木炭、龍泉洞の水

三陸鉄道、早坂高原、安家洞、櫃取湿
原、茂師海岸、龍泉洞
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軽米町
(18資源)

アカマツ、アスパラガス、漆、えご
ま、折爪三元豚  佐助、きゅうり、雑
穀、さるなし、ほうれんそう、ホッ
プ、りんご、レタス

南部煎餅、縫製品、木炭
折爪岳、ブルーベリー農園、雪谷川ダム
フォリストパーク・軽米

洋野町
(19資源)

アカマツ、アワビ、イカ、ウニ、漆、
桑葉、コンブ、サケ、サバ、しいた
け、ナマコ、ほうれんそう、ホタテ、
ホヤ、りんご、ワカメ

木炭 三陸鉄道、おおのキャンパス

一戸町
(23資源)

アカマツ、アスパラガス、漆、おうと
う（さくらんぼ）、クロスグリ（カシ
ス）、カラマツ、しいたけ、キャベツ、
きゅうり、雑穀、トマト、ほうれんそ
う、りんご、レタス

酸化亜鉛、自動車部品、竹細工、電子部
品・デバイス、南部煎餅、半導体製造装
置、縫製品、木炭

御所野縄文公園

田野畑村
(21資源)

アカマツ、アカモク、アワビ、イカ、
ウニ、コンブ、サケ、サバ、しいた
け、だいこん、ナマコ、ブロッコ
リー、ほうれんそう、ホヤ、りんご、
ワカメ

―
三陸鉄道、北山崎、鵜の巣断崖、机浜
番屋群、震災遺構明戸海岸防潮堤

普代村
(18資源)

アカモク、アワビ、イカ、ウニ、コン
ブ、サケ、サバ、しいたけ、ナマコ、
ほうれんそう、ホタテ、ホヤ、りん
ご、ワカメ

縫製品、木炭 三陸鉄道、黒崎

野田村
(21資源)

アカマツ、アカモク、アワビ、イカ、
ウニ、コンブ、サケ、サバ、しいた
け、ナマコ、ほうれんそう、ホタテ、
ホヤ、りんご、ワカメ

野田塩、縫製品、マリンローズ（バラ輝
石）、木炭

三陸鉄道、十府ヶ浦海岸

九戸村
(18資源)

アカマツ、アスパラガス、甘茶、漆、
きゅうり、雑穀、ほうれんそう、りん
ご、レタス、わさび

電子部品・デバイス、南部煎餅、南部箪
笥、南部箒、半導体製造装置、縫製品、
木炭

折爪岳

3


