
奈良県の地域産業資源奈良県の地域産業資源奈良県の地域産業資源奈良県の地域産業資源（１）農林水産物（１）農林水産物（１）農林水産物（１）農林水産物 地域産業資源に係る地域いちご 県全域大和野菜 　　大和まな 県全域　　千筋みずな 県全域　　宇陀金ごぼう 県全域　　ひもとうがらし 県全域　　軟白ずいき 県全域　　大和いも 県全域　　祝だいこん 県全域　　結崎ネブカ 県全域　　小しょうが 県全域　　花みようが 県全域　　大和きくな 県全域　　片平あかね 県全域　　紫とうがらし 県全域　　黄金まくわ 県全域　　大和三尺きゅうり 県全域　　大和ふとねぎ 県全域　　香りごぼう 県全域　　半白きゅうり 県全域　　レタス 県全域　　きゅうり 県全域　　スィートコーン 県全域　　下北春まな 県全域　　大和丸なす 県全域　　筒井れんこん 県全域　　味間いも 県全域　　黒滝白きゅうり 県全域奈良のしいたけ 県全域なす 県全域吉野スギ 県全域吉野ヒノキ 県全域県全域クズ 県全域奈良八重桜 県全域大和すいか 県全域大和茶 奈良市、天理市、宇陀市、山添村、吉野町、大淀町、東吉野村奈良の柿 奈良市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、田原本町、下市町梅 奈良市、五條市、下市町大和牛 奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、生駒市、香芝市、宇陀市、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、曽爾村、御杖村、高取町、明日香村、河合町大和肉鶏 奈良市、桜井市、五條市、宇陀市、明日香村、大淀町

薬用植物（シャクヤク、トウキ、アミガサユリ、アカヤジオウ、モモ、ボタン、ミシマサイコ、カリン、ナンテン、サンショウ、ゴシュユ、オウレン、シソ、セネガ）

名　　称



ヤマトポーク 奈良市、天理市、五條市、宇陀市、山添村、田原本町、広陵町、河合町、吉野町、大淀町ブルーベリー 奈良市、五條市、宇陀市、山添村綿 大和高田市金魚 大和郡山市、天理市トマト 大和郡山市アスパラガス 橿原市鉢花・花壇苗 橿原市あまご 桜井市、五條市、宇陀市、山添村、曽爾村、御杖村、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村、東吉野村あゆ 五條市、宇陀市、山添村、曽爾村、御杖村、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村、東吉野村キク 御所市、香芝市、葛城市、平群町、三郷町、王寺町、吉野町、大淀町桑 葛城市漆 曽爾村大阿太高原梨 大淀町なめこ 十津川村（２）鉱工業品又は鉱工業品の生産に係る技術（２）鉱工業品又は鉱工業品の生産に係る技術（２）鉱工業品又は鉱工業品の生産に係る技術（２）鉱工業品又は鉱工業品の生産に係る技術 地域産業資源に係る地域素麺 県全域日本酒 県全域醤油 県全域製薬 県全域杉材 県全域桧材 県全域吉野材 県全域集成材 県全域プラスチック 県全域社寺瓦 県全域奈良一刀彫 奈良市、天理市、生駒市奈良漆器 奈良市、生駒市、宇陀市赤膚焼 奈良市、大和郡山市奈良筆 奈良市、大和郡山市奈良墨 奈良市奈良晒 奈良市奈良漬 奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、御所市、葛城市、平群町、斑鳩町、上牧町、広陵町、河合町、大淀町漬け物 奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、葛城市宇陀市、平群町、斑鳩町、曽爾村、上牧町広陵町、河合町、吉野町、大淀町、下市町黒滝村、天川村、野迫川村、十津川村下北山村、上北山村、川上村、東吉野村

名　　称



フライビンズ 奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市製茶 奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、山添村、大淀町靴下（パンティーストッキング、タイツ含む） 奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、御所市、生駒市、香芝市、葛城市、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町織物 奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、御所市、生駒市、葛城市、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町衣料縫製品 奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、生駒市、葛城市、宇陀市、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町刺繍 奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、御所市、生駒市、葛城市、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町編レース 奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、生駒市、葛城市、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町サンダル 奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、生駒市、香芝市、葛城市、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町軽装履 奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、生駒市、葛城市、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町グローブ・ミット 奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、生駒市、葛城市、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町スポーツシューズ 奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、生駒市、葛城市、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町木材工芸品・焼き杉製品 奈良市、大和郡山市、天理市、桜井市、五條市、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、野迫川村、十津川村、上北山村、川上村、東吉野村



桐材加工 奈良市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市金属プレス加工品 奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、生駒市、葛城市、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町、川上村鍛造品 奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、生駒市、葛城市、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町、川上村鋳造品 奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、生駒市、香芝市、葛城市、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町、川上村工具保持具 奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、御所市、生駒市、葛城市、宇陀市、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町、川上村電気機械器具 奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、御所市、生駒市、葛城市、宇陀市、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町、川上村輸送用機械器具 奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、御所市、生駒市、葛城市、宇陀市、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町、川上村精密機械器具 奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、御所市、生駒市、葛城市、宇陀市、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町、川上村大和の茶がゆ 奈良市、桜井市、五條市、山添村、吉野町、下市町、東吉野村田楽 奈良市、桜井市、山添村、明日香村ごま豆腐 奈良市、桜井市、橿原市、生駒市、吉野町、東吉野村黒米カレー 奈良市、大和郡山市、橿原市、桜井市、生駒市、平群町、三郷町、明日香村ニット 大和高田市、大和郡山市、橿原市、御所市、葛城市、斑鳩町、田原本町、上牧町、広陵町、河合町染色 大和高田市、橿原市、御所市、香芝市、葛城市、宇陀市、広陵町



革ボタン・合成樹脂ボタン・貝ボタン 大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、生駒市、葛城市、川西町、三宅町、田原本町、広陵町工業用手袋・安全保護具 大和高田市、橿原市、桜井市、宇陀市紳士靴 大和郡山市はるさめ 橿原市、桜井市、御所市衛生帯 橿原市毛皮 橿原市、桜井市、宇陀市鹿皮（革） 橿原市、桜井市、宇陀市セーム皮（革） 橿原市、桜井市、宇陀市大和出雲人形 桜井市柿の葉ず（す）し 桜井市、五條市、御所市、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、川上村、東吉野村磨き丸太 五條市、宇陀市、曽爾村、御杖村、吉野町大淀町、下市町、黒滝村、天川村、川上村東吉野村吉野葛 御所市、宇陀市、吉野町、大淀町高山茶筌 生駒市高山茶道具 生駒市竹編み針 生駒市研磨布紙 香芝市金剛砂 香芝市竜田揚げ 斑鳩町和紙 吉野町箸 吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、上北山村、川上村、東吉野村三宝 吉野町、大淀町、下市町神具 吉野町、大淀町、下市町薬膳 下市町天川の名水 天川村（３）文化財、自然の風景地、温泉その他の地域の観光資源（３）文化財、自然の風景地、温泉その他の地域の観光資源（３）文化財、自然の風景地、温泉その他の地域の観光資源（３）文化財、自然の風景地、温泉その他の地域の観光資源 地域産業資源に係る地域県全域県全域奈良市奈良市奈良市奈良市奈良市奈良市奈良市奈良市奈良市奈良市奈良市大安寺 奈良市正暦寺 奈良市追分梅林 奈良市奈良国立博物館 奈良市柳生の里及び柳生街道 奈良市若草山 奈良市なら燈花会 奈良市

名　　称奈良八重桜の群生地日本酒発祥の地世界遺産「古都奈良の文化財」（東大寺・興福寺・春日大社・春日山原始林・元興寺・薬師寺・唐招提寺・平城宮跡）
白毫寺般若寺
奈良公園奈良町の町並み月ヶ瀬梅林円照寺新薬師寺秋篠寺帯解寺率川神社



春日野の鹿の生息地 奈良市春日野の諸寺の鐘 奈良市おんまつり（春日大社） 奈良市東大寺二月堂修二会 奈良市題目立 奈良市スズラン群生地 奈良市正倉院宝物 奈良市清澄の里 奈良市平城京左京三条二坊宮跡庭園 奈良市史跡大安寺旧境内 奈良市薪御能 奈良市若草山焼き 奈良市采女祭 奈良市しあわせ回廊なら瑠璃絵 奈良市山の辺の道 奈良市、天理市、桜井市菜の花畑 奈良市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、生駒市、葛城市、宇陀市、斑鳩町、田原本町、高取町、明日香村、王寺町、河合町、大淀町、下市町室生赤目青山国定公園 奈良市、桜井市、宇陀市、曽爾村、御杖村、東吉野村大和青垣国定公園 奈良市、天理市、桜井市矢田自然公園 奈良市、大和郡山市、生駒市、斑鳩町月ヶ瀬神野山自然公園 奈良市、山添村橘街道（中ツ道） 奈良市、大和郡山市、天理市、明日香村郡山城址公園 大和郡山市矢田寺 大和郡山市松尾寺 大和郡山市金魚の養魚場 大和郡山市全国金魚すくい選手権 大和郡山市高田おかげ参り 大和高田市綿畑 大和高田市長岳寺 天理市大国見山山頂 天理市龍王山 天理市龍王山山頂の南城跡・北城跡 天理市石上神宮 天理市大和神社 天理市景行天皇陵 天理市崇神天皇陵 天理市黒塚古墳 天理市三角縁神獣鏡 天理市橿原神宮 橿原市おふさ観音 橿原市今井町の町並み 橿原市大和三山の風景（畝傍山・耳成山・香久山） 橿原市藤原宮跡 橿原市橿原市、高取町、明日香村談山神社 桜井市長谷寺 桜井市大神神社 桜井市
飛鳥・藤原の宮都とその関連資産群（伝飛鳥板蓋宮跡、飛鳥京跡苑池、飛鳥水落遺跡、酒船石遺跡、飛鳥寺跡、山田寺跡、川原寺跡、橘寺境内、大官大寺跡、藤原宮跡、藤原京跡、朱雀大路跡、左京七条一･二坊跡、右京七条一坊跡、大和三山、本薬師寺跡、檜隈寺跡、キトラ古墳、高松塚古墳、石舞台古墳、菖蒲池古墳、牽牛子塚古墳、中尾山古墳）



桜井市安倍文殊院 桜井市聖林寺 桜井市纒向遺跡 桜井市大和さくらい万葉まつり 桜井市等弥神社 桜井市相撲神社 桜井市
 伊勢街道（伊勢あを越え道、伊勢本街道） 桜井市、宇陀市、曽爾村、御杖村新町通りの町並み 五條市藤岡家住宅 五條市金剛山 五條市、御所市葛城山麓の風景 五條市、御所市、葛城市榮山寺 五條市念仏寺 五條市賀名生梅林 五條市賀名生皇居跡 五條市五新鉄道跡 五條市篠原踊 五條市惣谷狂言 五條市五條天平行列 五條市吉野川 五條市、吉野町、大淀町、下市町、川上村天誅組史跡 五條市、東吉野村吉野熊野国立公園 五條市、吉野町、天川村、十津川村下北山村、上北山村、川上村金剛生駒紀泉国定公園 五條市、御所市、生駒市、香芝市、葛城市、平群町、三郷町、王寺町吉野川津風呂自然公園 五條市、吉野町、大淀町、下市町葛城山 御所市船宿寺 御所市御所まちの町並み 御所市吉祥草寺 御所市高鴨神社 御所市鴨都波神社 御所市葛城の道・巨勢の道 御所市水平社博物館 御所市生駒山 生駒市暗峠 生駒市くろんど池 生駒市宝山寺 生駒市信貴生駒スカイライン 生駒市、平群町、三郷町往馬大社 生駒市高山八幡宮 生駒市長弓寺 生駒市屯鶴峯 香芝市二上山 香芝市、葛城市石光寺 葛城市當麻寺 葛城市竹内街道 葛城市本郷の瀧桜（又兵衛桜） 宇陀市鶴ヶ池の森 宇陀市室生寺 宇陀市宇陀市大宇陀区の歴史的街並み 宇陀市かぎろひ 宇陀市鳥見山 宇陀市鳥見山公園 宇陀市佛隆寺・千年桜 宇陀市室生古道 宇陀市宇太水分神社 宇陀市

杉玉



史跡森野旧薬園 宇陀市神野山 山添村毛原廃寺（岩屋瓦窯） 山添村
  信貴山（朝護孫子寺）（農業公園信貴山のどか村） 平群町、三郷町龍田大社 三郷町斑鳩町島の山古墳 川西町面塚 川西町糸井神社 川西町筋違い道（油掛け地蔵） 川西町唐古・鍵遺跡 田原本町曽爾高原 曽爾村奥香落（渓谷） 曽爾村門僕神社の獅子舞 曽爾村曽爾高原湧水群 曽爾村三峰山 御杖村壺阪寺 高取町高取城跡 高取町土佐街道の町並み 高取町飛鳥歴史公園 明日香村明日香村飛鳥の石造物 明日香村芋峠 明日香村

岡寺 明日香村達磨寺 王寺町明神山 王寺町馬見丘陵公園 広陵町、河合町巣山古墳 広陵町廣瀬神社 河合町吉野町、黒滝村、天川村、野迫川村十津川村、下北山村、上北山村、川上村吉野町花供懺法会 吉野町国栖奏 吉野町吉野山 吉野町
 蔵王堂節分会（鬼火の祭典） 吉野町下市温泉 下市町広橋梅林 下市町丹生川上神社（下社） 下市町

日本遺産「日本国創成のとき～飛鳥を翔(かけ)た女性たち～」とその構成文化財（藤原宮跡、本薬師寺跡、丸山古墳、植山古墳、岩船、横大路、下ツ道、中ツ道、山田道、紀路（巨勢路）、大和三山、畝尾都多本神社、深田池、飛鳥川、狂心渠、波多甕井神社、斉明天皇陵（越智崗上陵）、高取城跡猿石、光永寺人頭石、豊浦宮跡、雷丘東方遺跡、伝飛鳥板蓋宮跡、飛鳥稲淵宮殿跡、嶋宮跡、飛鳥水落遺跡、石神遺跡、酒船石遺跡（亀形石槽）、飛鳥京跡苑池、飛鳥寺跡、坂田寺跡、川原寺跡、欽明天皇陵（檜隈坂合陵）、牽牛子塚古墳・越塚御門古墳、吉備姫王墓、天武・持統天皇陵（檜隈大内陵）、芋峠、飛鳥川上坐、宇須多伎比売命神社、女淵、南無天踊り、高松塚古墳壁画）
世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」（吉野山・金峯山寺・吉水神社・吉野水分神社・金峯神社・大峯山寺・玉置神社・笙の窟・前鬼の里・果無峠・果無集落・伯母子岳）金峯山寺の蓮華会（蔵王堂の蛙とびと奥田の蓮取り）

世界遺産「法隆寺地域の仏教建造物」（法隆寺・法起寺）

奥飛鳥の文化的景観（稲渕、栢森及び入谷の全域並びに祝戸及び阪田の一部の地域）
明日香村



鳳閣寺 黒滝村黒滝川渓谷（赤岩渓谷） 黒滝村黒滝村役場旧庁舎 黒滝村大峯山 天川村、上北山村八経ヶ岳 天川村、上北山村天河大辨財天社 天川村みたらい渓谷 天川村双門の滝 天川村洞川湧水群 天川村洞川温泉 天川村天の川温泉 天川村薬湯センターみずはの湯 天川村鍾乳洞 天川村オオヤマレンゲの自生地 天川村大峯山　龍泉寺 天川村天川村洞川エコミュージアム 天川村野迫川温泉 野迫川村立里荒神社 野迫川村野川弁財天 野迫川村高野龍神国定公園 野迫川村、十津川村谷瀬の吊橋 十津川村十津川温泉 十津川村湯泉地温泉 十津川村上湯温泉 十津川村２１世紀の森（紀伊半島森林植物公園） 十津川村伯母子峠 十津川村玉置山 十津川村玉置神社 十津川村笹の滝 十津川村釈迦ヶ岳 十津川村瀞峡 十津川村十津川の大踊 十津川村不動七重の滝 下北山村池原ダム 下北山村大台ヶ原 上北山村大台ヶ原　中の滝 上北山村三之公トガサワラ原始林 川上村匠の聚（たくみのむら） 川上村丹生川上神社（上社） 川上村ニホンオオカミ像 東吉野村丹生川上神社(中社) 東吉野村高見山・高見山霧氷 東吉野村いちごの産地 県全域「大和野菜」の産地　　大和まなの産地 県全域　　千筋みずなの産地 県全域　　宇陀金ごぼうの産地 宇陀市　　ひもとうがらしの産地 県全域　　軟白ずいきの産地 県全域　　大和いもの産地 県全域　　祝だいこんの産地 県全域　　結崎ネブカの産地 川西町　　小しょうがの産地 県全域　　花みようがの産地 県全域　　大和きくなの産地 県全域　　片平あかねの産地 山添村　　紫とうがらしの産地 県全域　　黄金まくわの産地 県全域



　　大和三尺きゅうりの産地 県全域　　大和ふとねぎの産地 県全域　　香りごぼうの産地 県全域　　半白きゅうりの産地 県全域　　レタスの産地 県全域　　きゅうりの産地 県全域　　スィートコーンの産地 県全域　　下北春まなの産地 下北山村　　大和丸なすの産地 県全域奈良のしいたけの産地 県全域なすの産地 県全域吉野スギの産地 県全域吉野ヒノキの産地 県全域「大和茶」の産地 奈良市、天理市、宇陀市、山添村、大淀町、吉野町、東吉野村奈良の柿の産地 奈良市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、田原本町、下市町梅の産地 奈良市、五條市、下市町大和牛の産地 奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市橿原市、桜井市、五條市、御所市、生駒市香芝市、宇陀市、三郷町、安堵町、斑鳩町三宅町、田原本町、曽爾村、御杖村、高取町明日香村、河合町大和肉鶏の産地 奈良市、天理市、五條市、宇陀市、明日香村、大淀町ヤマトポークの産地 奈良市、天理市、五條市、宇陀市、田原本町、広陵町、河合町、吉野町、大淀町ブルーベリーの産地 奈良市、宇陀市、山添村大和郡山市、天理市キクの産地 御所市、香芝市、葛城市、平群町、三郷町、王寺町、吉野町、大淀町漆の産地 曽爾村素麺の生産地 県全域大和の地酒の生産地 県全域醤油の生産地 県全域吉野材の産地 県全域社寺瓦の生産地 県全域奈良一刀彫の生産地 奈良市、天理市、生駒市奈良漆器の生産地 奈良市赤膚焼の生産地 奈良市、大和郡山市奈良筆の生産地 奈良市、大和郡山市奈良墨の生産地 奈良市奈良晒の生産地 奈良市奈良漬の生産地 奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、御所市、葛城市、平群町、斑鳩町、上牧町、広陵町、河合町、大淀町

金魚の産地



漬け物の生産地 奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、葛城市、宇陀市、平群町、斑鳩町、曽爾村、御杖村、上牧町、広陵町、河合町、吉野町、大淀町下市町、黒滝村、天川村、野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村東吉野村フライビンズの生産地 奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市木材工芸品・焼き杉製品の生産地 奈良市、大和郡山市、天理市、桜井市、五條市、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、野迫川村、十津川村、上北山村、川上村、東吉野村桐材加工品の生産地 奈良市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市はるさめの生産地 橿原市、桜井市、御所市柿の葉ず（す）しの生産地 桜井市、五條市、御所市、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、川上村、東吉野村吉野葛の生産地 御所市、宇陀市、吉野町、大淀町高山茶筌の生産地 生駒市高山茶道具の生産地 生駒市竹編み針の生産地 生駒市和紙の生産地 吉野町


