
表中の「A」「B」「C」の分類は公社が便宜的に割り振ったものです

１　農林水産物　（名称50音順）

№ 名称 地域産業資源に係る地域

A-1 アカイカ
大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅
村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村

A-2 あしたば
大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅
村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村

A-3 アメリカ芋、ムラサキ芋 新島村

A-4 稲城の梨 稲城市

A-5 うめ 青梅市

A-6 江戸東京野菜 小金井市

A-7 奥多摩やまめ 八王子市、青梅市、あきる野市、奥多摩町

A-8 奥多摩わさび 青梅市、奥多摩町

A-9 金子ゴールデンビール麦 練馬区

A-10 キウイフルーツ 三鷹市

A-11 キャベツ 練馬区

A-12 桑 八王子市

A-13 こまつな 足立区、葛飾区、江戸川区

A-14 さざえ 大島町、利島村

A-15 サルトリイバラ 三宅村

A-16 シクラメン 瑞穂町

A-17 島唐辛子 八丈町

A-18 島レモン 小笠原村

A-19 高尾（ぶどう） 練馬区、日野市、稲城市

A-20 たかべ 大島町、新島村、神津島村

A-21 椿 大島町、利島村

A-22 てんぐさ
港区、大島町、利島村、新島村、神津島
村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村

A-23 東京うど 立川市、国分寺市

A-24 ＴＯＫＹＯＸ 八王子市、青梅市、町田市、福生市、瑞穂町

A-25 東京狭山茶 東大和市、武蔵村山市、瑞穂町

A-26 東京しゃも 八王子市、立川市、青梅市、あきる野市

A-27 東京都産秋川牛 あきる野市

A-28 とこぶし 大島町

A-29 にんじん 清瀬市

A-30 練馬大根 練馬区

A-31 のらぼう菜 あきる野市

A-32 八丈島産樽カツオ 八丈町

A-33 八丈島産春トビ 八丈町

A-34 パッションフルーツ 三宅村、小笠原村

A-35 フェニックスロベレニー 八丈町

A-36 フリージア 八丈町

A-37 ブルーベリー 練馬区、小平市

A-38 まちだシルクメロン 町田市

A-39 みかん 武蔵村山市

A-40 紫草 三鷹市

A-41 柳久保小麦 東久留米市

A-42 ルバーブ 小金井市

A-43 レザーファン 神津島村



表中の「A」「B」「C」の分類は公社が便宜的に割り振ったものです

№ 名称 地域産業資源に係る地域

B-1 昭島の水 昭島市

B-2 アパレル製品 墨田区

B-3 江戸衣裳着人形 台東区、墨田区、江戸川区

B-4 江戸押絵羽子板 台東区、墨田区、江東区、葛飾区
B-5 江戸甲冑 文京区、台東区、墨田区、板橋区
B-6 江戸からかみ 文京区、台東区、練馬区、葛飾区、江戸川区

B-7 江戸硝子
文京区、台東区、墨田区、荒川区、葛飾
区、江戸川区

B-8 江戸木目込人形 台東区、墨田区、荒川区

B-9 江戸切子
中央区、台東区、墨田区、江東区、大田
区、葛飾区、江戸川区

B-10 江戸指物 台東区、墨田区、江東区、荒川区、葛飾区

B-11 江戸更紗 新宿区、荒川区、葛飾区

B-12 江戸刺繍 中央区、新宿区、江東区、板橋区、足立区
B-13 江戸漆器 中央区、台東区、足立区、葛飾区
B-14 江戸簾 港区、台東区、江東区、江戸川区

B-15 江戸扇子 江戸川区

B-16 江戸象牙 文京区、台東区、墨田区、板橋区

B-17 江戸つまみ簪 台東区、墨田区、荒川区

B-18 江戸手描提灯 豊島区

B-19 江戸刷毛 台東区、墨田区、葛飾区

B-20 江戸表具 千代田区、台東区、江東区、大田区

B-21 江戸風鈴 江戸川区

B-22 江戸筆 台東区、板橋区、練馬区

B-23 江戸鼈甲
文京区、台東区、墨田区、江東区、豊島
区、板橋区、葛飾区

B-24 江戸木彫刻 台東区、大田区、板橋区、足立区、葛飾区

B-25 江戸木版画 文京区、台東区、荒川区

B-26 江戸和竿 台東区、荒川区、葛飾区

B-27 大島牛乳 大島町

B-28 大森海苔 大田区

B-29 型小紋 江戸川区

B-30 金型 大田区

B-31 玩具 台東区、墨田区、荒川区、葛飾区

B-32 キウイワイン 三鷹市

B-33 喫煙具 台東区、墨田区、荒川区、葛飾区

B-34 金属プレス加工品 墨田区

B-35 計測・検査機器 板橋区

B-36 計測・分析機器
八王子市、青梅市、昭島市、福生市、羽村
市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、奥多
摩町

B-37 コーガ石（抗火石） 新島村

B-38 産業用機械部品 大田区、青梅市、奥多摩町

B-39 塩 大島町

B-40 島寿司 八丈町

B-41 多摩織 八王子市

２　鉱工業品・生産技術　　（名称50音順）



表中の「A」「B」「C」の分類は公社が便宜的に割り振ったものです

№ 名称 地域産業資源に係る地域

B-42 多摩産材
八王子市、青梅市、あきる野市、日の出町、檜
原村、奥多摩町

B-43 ちゃんこ 墨田区

B-44 つりしのぶ 江戸川区

B-45 電気機器 府中市

B-46 東京打刃物 台東区、荒川区、足立区、葛飾区
B-47 東京額縁 台東区、荒川区
B-48 東京桐箪笥 台東区、品川区、荒川区
B-49 東京銀器 文京区、台東区、豊島区、荒川区、葛飾区
B-50 東京くみひも 台東区、杉並区、豊島区、北区、葛飾区
B-51 東京琴 文京区、渋谷区、杉並区、江戸川区

B-52 東京地酒（清酒）
北区、八王子市、立川市、青梅市、府中
市、東村山市、福生市、あきる野市

B-53 東京七宝 台東区、北区、荒川区

B-54 東京島酒（焼酎）
大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅
村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村

B-55 東京三味線 文京区、台東区、豊島区、葛飾区、江戸川区

B-56 東京染小紋 新宿区、世田谷区、板橋区、練馬区、葛飾区

B-57 東京彫金
文京区、台東区、杉並区、豊島区、板橋
区、足立区

B-58 東京手植ブラシ 台東区、墨田区、荒川区

B-59 東京手描友禅
新宿区、中野区、豊島区、板橋区、練馬
区、葛飾区

B-60 東京籐工芸 台東区、豊島区、足立区

B-61 東京のくさや
大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅
村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村

B-62 東京仏壇 台東区、荒川区、足立区
B-63 東京本染ゆかた 葛飾区、江戸川区、足立区、墨田区
B-64 東京無地染 新宿区、中野区、葛飾区
B-65 ＴＯＹＯＤＡＢＥＥＲ 日野市
B-66 新島・式根島産魚のたたき（すり身） 新島村

B-67 ニット製品
台東区、墨田区、江東区、荒川区、葛飾
区、江戸川区

B-68 練馬の漬物 練馬区
B-69 八丈島産魚を使った練製品 八丈町
B-70 皮革製品 台東区、墨田区、荒川区、葛飾区
B-71 東村山黒焼きそば 東村山市
B-72 服飾雑貨製品 台東区
B-73 服飾製品 八王子市
B-74 文具 台東区、墨田区、荒川区、葛飾区
B-75 本場黄八丈 八丈町
B-76 武蔵野地粉うどん 武蔵村山市
B-77 村山大島紬 昭島市、武蔵村山市、瑞穂町
B-78 村山かてうどん 武蔵村山市
B-79 油脂製品 墨田区
B-80 ラム酒 小笠原村
B-81 六地蔵のめぐみ黄金の水 小金井市



表中の「A」「B」「C」の分類は公社が便宜的に割り振ったものです

№ 名称 地域産業資源に係る地域

C-1 秋川渓谷 あきる野市
C-2 昭島市民くじら祭 昭島市
C-3 阿佐谷七夕まつり 杉並区
C-4 麻布十番商店街 港区

C-5
飛鳥山　３つの博物館
（紙の博物館、北区飛鳥山博物
館、渋沢史料館）

北区

C-6 阿蘇神社 羽村市
C-7 足立の花火 足立区
C-8 新井薬師梅照院 中野区
C-9 池上本門寺 大田区
C-10 いたばし花火大会 板橋区
C-11 井の頭恩賜公園 武蔵野市、三鷹市
C-12 井の頭自然文化園 武蔵野市
C-13 いるかの来遊域 小笠原村
C-14 浮間桜草圃場 北区
C-15 裏原宿 渋谷区
C-16 江戸・東京博物館 墨田区
C-17 江戸川区花火大会 江戸川区
C-18 江戸東京たてもの園 小金井市
C-19 ＮHＫ放送博物館／東京放送局跡 港区
C-20 青梅宿 青梅市
C-21 青梅マラソン 青梅市、奥多摩町
C-22 お江戸深川さくらまつり 江東区
C-23 大石良雄ほか１６人忠烈の跡 港区
C-24 大踊 新島村
C-25 大森海苔のふるさと館 大田区
C-26 大森ふるさとの浜辺公園 大田区
C-27 沖縄タウン杉並和泉明店街 杉並区
C-28 奥多摩湖 奥多摩町
C-29 お札と切手の博物館 北区
C-30 お台場海浜公園 港区
C-31 お鷹の道、真姿の池湧水群 国分寺市
C-32 表参道 港区、渋谷区
C-33 かかしコンクール 江東区
C-34 樫立の場踊・手踊 八丈町
C-35 勝鬨橋・永代橋・清洲橋 中央区
C-36 河童のかっぱ橋本通り 台東区
C-37 上井草「ガンダム」モニュメント 杉並区
C-38 亀有のまちなみ 葛飾区
C-39 亀戸天神 江東区
C-40 神田神保町書店街 千代田区
C-41 神田明神 千代田区
C-42 神引展望台 新島村
C-43 北山公園菖蒲苑 東村山市
C-44 ギャラクシティ 足立区
C-45 旧芝離宮恩賜庭園 港区
C-46 旧新橋停車場跡 港区
C-47 旧東海道品川宿周辺のまちなみ 品川区
C-48 旧中山道「板橋宿」 板橋区
C-49 旧日光街道千住宿 足立区
C-50 旧古河庭園 北区

３　観光資源　（名称50音順）



表中の「A」「B」「C」の分類は公社が便宜的に割り振ったものです

№ 名称 地域産業資源に係る地域

C-51 金魚まつり 江戸川区
C-52 くじらの来遊域 小笠原村
C-53 九品仏浄真寺（仏像群） 世田谷区
C-54 小石川後楽園 文京区
C-55 小石川植物園 文京区
C-56 皇居東御苑 千代田区
C-57 神津島のかつお釣り行事 神津島村
C-58 豪徳寺（井伊直弼墓） 世田谷区
C-59 小金井公園 小金井市
C-60 国営昭和記念公園 立川市、昭島市
C-61 国立新美術館 港区
C-62 護国寺（本堂・月光殿） 文京区
C-63 小平グリーンロード 小平市
C-64 駒沢オリンピック公園 世田谷区
C-65 三宝寺池 練馬区
C-66 塩船観音と霞丘陵 青梅市
C-67 式根島海中温泉 新島村
C-68 柴又のまちなみ 葛飾区
C-69 清水山憩いの森 練馬区
C-70 自由学園明日館 豊島区
C-71 ジュリア祭 神津島村
C-72 松陰神社 世田谷区
C-73 正福寺地蔵堂 東村山市
C-74 新木場のまちなみ（木材の町） 江東区
C-75 神宮外苑／イチョウ並木 港区
C-76 新宿御苑 新宿区
C-77 新選組ゆかりの史跡 日野市
C-78 深大寺 調布市
C-79 神代植物公園 調布市
C-80 新橋駅西口ＳＬ広場 港区
C-81 水天宮 中央区
C-82 杉並アニメーションミュージアム 杉並区
C-83 スクランブル交差点 渋谷区
C-84 砂町銀座商店街 江東区
C-85 隅田川 台東区、墨田区
C-86 世田谷文学館 世田谷区
C-87 世田谷区たまがわ花火大会 世田谷区
C-88 世田谷公園 世田谷区
C-89 世田谷線 世田谷区
C-90 世田谷代官屋敷 世田谷区
C-91 世田谷２４６ハーフマラソン 世田谷区
C-92 世田谷美術館 世田谷区
C-93 せたがやふるさと区民まつり 世田谷区
C-94 世田谷ボロ市 世田谷区
C-95 世田谷ものづくり学校 世田谷区
C-96 泉岳寺 港区
C-97 浅間山（都立浅間山公園） 府中市
C-98 増上寺 港区
C-99 染井吉野桜記念公園 豊島区
C-100 大学通り 国立市

C-101
代官山・旧山手通りのまちなみ／
旧朝倉家住宅

目黒区、渋谷区

C-102 台場 港区



表中の「A」「B」「C」の分類は公社が便宜的に割り振ったものです

№ 名称 地域産業資源に係る地域

C-103 高尾山 八王子市
C-104 高幡不動尊 日野市
C-105 多幸湧水（湧水地） 神津島村
C-106 太宰治ゆかりの地 三鷹市
C-107 玉川上水・羽村堰 羽村市
C-108 橘銀座商店街 墨田区
C-109 田無神社（本殿・拝殿） 西東京市
C-110 田無山総持寺 西東京市
C-111 多摩川いかだレース 狛江市
C-112 玉川上水新堀橋付近 福生市
C-113 多摩湖（村山貯水池） 東大和市
C-114 多摩動物公園 日野市
C-115 多摩六都科学館 西東京市
C-116 竹林公園 東久留米市
C-117 千鳥ヶ淵の桜 千代田区
C-118 中央通り（銀座通り） 中央区
C-119 つづき湧水（湧水地） 神津島村
C-120 椿林 大島町
C-121 哲学堂公園と周辺の桜並木 中野区
C-122 天上山 神津島村
C-123 東京高円寺阿波おどり 杉並区

C-124
東京書籍株式会社附設
教科書図書館　東書文庫

北区

C-125 東京スカイツリー 墨田区
C-126 東京大学（赤門） 文京区
C-127 東京タワー 港区
C-128 東京都庁舎 新宿区
C-129 東京湾大華火祭 中央区
C-130 東大生態調和農学機構 西東京市
C-131 徳富蘆花恒春園 世田谷区
C-132 豊島長崎の富士塚 豊島区
C-133 都電荒川線 新宿区、豊島区、北区、荒川区
C-134 等々力渓谷 世田谷区
C-135 富岡八幡宮深川八幡まつり 江東区
C-136 都民の森 檜原村
C-137 トローリング大会 八丈町
C-138 中里貝塚 北区
C-139 中野チャンプルーフェスタ 中野区
C-140 中野ブロードウェイ 中野区
C-141 ニコライ堂 千代田区
C-142 西新井大師 足立区
C-143 日暮里繊維街 荒川区
C-144 根搦み前水田 羽村市
C-145 根津神社 文京区
C-146 野毛大塚古墳 世田谷区
C-147 野火止用水 東大和市
C-148 登龍峠 八丈町
C-149 梅岩寺のケヤキ 東村山市
C-150 白山神社の大ケヤキ 練馬区
C-151 はけの道と湧水 小金井市
C-152 ハチ公銅像 渋谷区
C-153 八国山 東村山市
C-154 八丈島の光るキノコ群生地 八丈町

C-155
八丈島の民謡（ショメ節、太鼓
節、春山節）

八丈町



表中の「A」「B」「C」の分類は公社が便宜的に割り振ったものです

№ 名称 地域産業資源に係る地域

C-156 八丈植物公園 八丈町
C-157 八丈富士 八丈町
C-158 羽根木公園 世田谷区
C-159 羽田空港 大田区
C-160 馬場大門けやき並木 府中市
C-161 羽伏浦海岸 新島村
C-162 波浮港 大島町
C-163 浜離宮恩賜庭園 中央区
C-164 羽村市動物公園 羽村市
C-165 晴海ｱｲﾗﾝﾄﾞﾄﾘﾄﾝｽｸｴｱ地区 中央区
C-166 東伏見稲荷神社 西東京市
C-167 光の祭典 足立区
C-168 日の出山 日の出町
C-169 兵庫島公園 世田谷区
C-170 深川江戸資料館 江東区
C-171 富士見テラス 東久留米市
C-172 福生七夕まつり 福生市
C-173 ふるさと村・大里玉石垣 八丈町
C-174 ベースサイドストリート 福生市
C-175 法明寺鬼子母神堂 豊島区
C-176 払沢の滝 檜原村
C-177 堀切のまちなみ 葛飾区
C-178 まいまいず井戸 羽村市
C-179 馬込文士村 大田区
C-180 水元のまちなみ 葛飾区
C-181 御岳渓谷 青梅市
C-182 御岳山 青梅市
C-183 道の駅八王子滝山 八王子市
C-184 南ヶ山園地 利島村
C-185 南沢緑地 東久留米市
C-186 南島 小笠原村
C-187 三原山 大島町
C-188 三原山 八丈町
C-189 武蔵府中熊野神社古墳 府中市
C-190 武者小路実篤記念館・実篤公園 調布市
C-191 名橋「日本橋」と歴史的建造物群 中央区
C-192 明治神宮 渋谷区
C-193 目黒川（中目黒地域） 目黒区
C-194 目黒通り（通称：ｲﾝﾃﾘｱ･ｽﾄﾘｰﾄ） 目黒区
C-195 もんじゃストリート 中央区
C-196 八重根のメットウ井戸 八丈町
C-197 靖国神社の桜 千代田区
C-198 谷保天満宮（木造扁額、狛犬、社叢） 国立市
C-199 山本有三記念館 三鷹市
C-200 湯島聖堂 文京区
C-201 湯島天満宮（表鳥居） 文京区
C-202 よこやまの道 町田市、多摩市
C-203 吉野梅郷 青梅市
C-204 代々木公園 渋谷区
C-205 六義園 文京区
C-206 両国国技館 墨田区
C-207 六地蔵 小金井市
C-208 六道山 瑞穂町


