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東京都の地域資源一覧表（令和３年 10 月版） ※「観光資源」を除く 
 

１ 農林水産物  （名称50音順） 

No. 名称 地域資源を指定している区市町村名 

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・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・江戸川区・武蔵村山市 

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 じゃがいも 檜原村 

Ａ-20 スイーツキャベツ 西東京市 

Ａ-21 高尾（ぶどう） 練馬区・稲城市 

Ａ-22 たかべ 大島町・新島村・神津島村 

Ａ-23 椿 大島町・利島村 

Ａ-24 てんぐさ 
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-25 東京秋川アユ あきる野市 

Ａ-26 東京うど 立川市・国分寺市 

Ａ-27 ＴＯＫＹＯＸ 八王子市・青梅市・町田市・福生市・瑞穂町 

Ａ-28 東京狭山茶 東大和市・武蔵村山市・瑞穂町 

Ａ-29 東京しゃも 立川市・青梅市・あきる野市 

Ａ-30 東京都産秋川牛 あきる野市 

Ａ-31 とうもろこし あきる野市 

Ａ-32 とこぶし 大島町 

Ａ-33 とれたてイキイキ葛飾元気野菜 葛飾区 

Ａ-34 にんじん 清瀬市 

Ａ-35 練馬大根 練馬区 

Ａ-36 のらぼう菜 あきる野市 

Ａ-37 八丈島産樽カツオ 八丈町 

Ａ-38 八丈島産春トビ 八丈町 

Ａ-39 八丈フルーツレモン 八丈町 

Ａ-40 パッションフルーツ 八王子市・三宅村・小笠原村 

Ａ-41 フェニックスロベレニー 八丈町 

Ａ-42 フリージア 八丈町 

Ａ-43 ブルーベリー 練馬区・小平市 

Ａ-44 保谷梨 西東京市 

Ａ-45 まちだシルクメロン 町田市 

Ａ-46 みかん 武蔵村山市 

Ａ-47 紫草 三鷹市 

Ａ-48 柳久保小麦 東久留米市 

Ａ-49 落花生 福生市 

Ａ-50 ルバーブ 小金井市 

Ａ-51 レザーファン 神津島村 
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２ 鉱工業品・生産技術  （名称50音順） 

No. 名称 地域資源を指定している区市町村名 

Ｂ-1 昭島の水 昭島市 

Ｂ-2 あだち菜うどん・あだち菜パスタ 足立区 

Ｂ-3 あだちの菓子 足立区 

Ｂ-4 アパレル製品 墨田区 

Ｂ-5 印刷製本製品 板橋区 

Ｂ-6 江戸衣裳着人形 台東区・墨田区・荒川区・江戸川区 

Ｂ-7 江戸押絵羽子板 台東区・墨田区・江東区・葛飾区 

Ｂ-8 江戸甲冑 文京区・台東区・墨田区・板橋区 

Ｂ-9 江戸からかみ 文京区・台東区・練馬区・江戸川区 

Ｂ-10 江戸硝子 文京区・台東区・墨田区・荒川区・江戸川区 

Ｂ-11 江戸木目込人形 台東区・墨田区 

Ｂ-12 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-13 江戸指物 台東区・墨田区・江東区・荒川区 

Ｂ-14 江戸更紗 新宿区・墨田区・荒川区 

Ｂ-15 江戸刺繍 中央区・新宿区・江東区・板橋区・足立区 

Ｂ-16 江戸漆器 中央区・台東区・荒川区・足立区 

Ｂ-17 江戸簾 台東区・江東区・江戸川区 

Ｂ-18 江戸扇子 江戸川区 

Ｂ-19 江戸象牙 文京区・台東区・墨田区・豊島区・荒川区・板橋区 

Ｂ-20 江戸つまみ簪 台東区・墨田区・荒川区 

Ｂ-21 江戸手描提灯 豊島区・荒川区 

Ｂ-22 江戸刷毛 台東区・墨田区・荒川区 

Ｂ-23 江戸表具 千代田区・台東区・墨田区・江東区・大田区・荒川区 

Ｂ-24 江戸風鈴 江戸川区 

Ｂ-25 江戸筆 台東区・板橋区・練馬区 

Ｂ-26 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-27 江戸木彫刻 台東区・大田区・板橋区・足立区・葛飾区 

Ｂ-28 江戸木版画 文京区・台東区・荒川区 

Ｂ-29 江戸和竿 台東区・荒川区 

Ｂ-30 大島牛乳 大島町 

Ｂ-31 大森海苔 大田区 

Ｂ-32 型小紋 江戸川区 

Ｂ-33 金型 大田区 

Ｂ-34 玩具 台東区・墨田区・荒川区・葛飾区 

Ｂ-35 キウイワイン 三鷹市 

Ｂ-36 喫煙具 台東区・墨田区・荒川区・葛飾区 

Ｂ-37 金属プレス加工品 墨田区 

Ｂ-38 計測・検査機器 板橋区 

Ｂ-39 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-40 コーガ石（抗火石） 新島村 

Ｂ-41 産業用機械部品 大田区・青梅市・奥多摩町 

Ｂ-42 塩 大島町 

Ｂ-43 島寿司 八丈町 

Ｂ-44 多摩織 八王子市 

Ｂ-45 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-46 ちゃんこ 墨田区 

Ｂ-47 つりしのぶ 江戸川区 

Ｂ-48 手作り多摩の味噌 原峰のかおり 多摩市 

Ｂ-49 電気機器 府中市 

Ｂ-50 東京打刃物 台東区・荒川区・足立区・葛飾区 

Ｂ-51 東京額縁 台東区・荒川区 
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（鉱工業・生産技術の続き） 

No. 名称 地域資源を指定している区市町村名 

Ｂ-52 東京桐箪笥 台東区・品川区・荒川区 

Ｂ-53 東京銀器 文京区・台東区・荒川区・葛飾区 

Ｂ-54 東京くみひも 台東区・杉並区・豊島区 

Ｂ-55 東京琴 文京区・渋谷区・杉並区・江戸川区 

Ｂ-56 東京地酒（清酒） 八王子市・青梅市・府中市・東村山市・福生市・あきる野

市 

Ｂ-57 東京七宝 台東区・荒川区 

Ｂ-58 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-59 東京三味線 文京区・台東区・豊島区・荒川区・葛飾区・江戸川区 

Ｂ-60 東京染小紋 新宿区・墨田区・板橋区・練馬区・葛飾区 

Ｂ-61 東京彫金 文京区・台東区・杉並区・豊島区・板橋区・足立区 

Ｂ-62 東京手植ブラシ 台東区・墨田区 

Ｂ-63 東京手描友禅 新宿区・中野区・豊島区・荒川区・板橋区・練馬区・葛飾

区 

Ｂ-64 東京籐工芸 台東区・墨田区・豊島区・足立区 

Ｂ-65 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-66 東京仏壇 台東区・足立区 

Ｂ-67 東京本染ゆかた・てぬぐい 墨田区・足立区・葛飾区・江戸川区 

Ｂ-68 東京無地染 新宿区・中野区 

Ｂ-69 東京洋傘 中央区・台東区・墨田区・北区 

Ｂ-70 TOYODABEER 日野市 

Ｂ-71 新島・式根島産魚のたたき（すり

身） 

新島村 

Ｂ-72 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-73 練馬の漬物 練馬区 

Ｂ-74 八丈島産魚を使った練製品 八丈町 

Ｂ-75 皮革製品 台東区・墨田区・荒川区・足立区・葛飾区 

Ｂ-76 東村山黒焼きそば 東村山市 

Ｂ-77 服飾雑貨製品 台東区 

Ｂ-78 服飾製品 八王子市 

Ｂ-79 文具 台東区・墨田区・荒川区・葛飾区 

Ｂ-80 本場黄八丈 八丈町 

Ｂ-81 武蔵野地粉うどん 武蔵野市 

Ｂ-82 村山大島紬 武蔵村山市・瑞穂町 

Ｂ-83 村山かてうどん 武蔵村山市 

Ｂ-84 油脂製品 墨田区 

Ｂ-85 ラム酒 小笠原村 

Ｂ-86 六地蔵のめぐみ黄金の水 小金井市 

 

注）表中の番号のうち、「A」「B」の分類については、東京都が定めたものではなく、公社が本助成事業用として便宜  

的に割り振ったものです。 

 


