
庭積の机代物　都道府県別品目

１　悠　紀　地　方

都道府県名

1 北海道 小豆 馬鈴しょ 小麦 干ほたて貝柱 昆布

2 青　森 りんご ながいも ごぼう 鮭燻製 ほたて干貝柱

3 岩　手 りんご さといも 乾しいたけ 干こんぶ 新巻鮭

4 宮　城 大豆 りんご 白菜 乾しいたけ
塩銀鮭

（みやぎサーモン）

5 秋　田 大豆 セリ りんご
天然きのこ
（まいたけ）

ハタハタ一夜干し

6 山　形 ラ・フランス シャインマスカット 柿 ぜんまい するめ

7 福　島 りんご なし 生しいたけ 干マガレイ

8 茨　城 白菜 蓮根 しらす干し わかさぎ煮干し 乾しいたけ

9 栃　木
二条大麦

（もち絹香）
南瓜 苺 りんご 柚子

10 群　馬 りんご こんにゃく いもやまといも しいたけ 小麦

11 埼　玉 小麦 やまといも 丸系八つ頭 茶

12 千　葉 落花生 日本梨 にんじん 海苔 鯖節

13 東　京 キャベツ 大根 独活（うど） 椎茸 てんぐさ

14 神奈川 茶 落花生 だいこん キャベツ のり

15 新　潟 柿 里芋 蓮根 乾しいたけ 塩引き鮭

16 山　梨 ぶどう かき トマト あけぼの大豆
山梨夏っ子きのこ
（クロアワビタケ）

17 長　野 りんご ながいも わさび 寒天 乾しいたけ

18 静　岡 茶 みかん 山葵 乾椎茸 鰹節
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２　主　基　地　方

都道府県名

1 富　山 大豆 さといも 苹果（りんご） シロエビ（燻製） イナダの天日干し

2 石　川 加賀棒茶 紋平柿 能登金糸瓜 能登原木乾しいたけ 輪島海女採りあわび

3 福　井 大豆 抜き実そば さといも 乾しいたけ 若狭ぐじ

4 岐　阜 柿（富有柿） 栗（ぽろたん） りんご 干椎茸 干鮎

5 愛　知 ふき れんこん 柿 にんじん 海苔

6 三　重 茶 みかん のしあわび 乾燥ひじき 鰹節

7 滋　賀 茶 やまいも 焼きほんもろこ

8 京　都 長だいこん ごぼ丹 しいたけ 宇治茶 ササガレイ

9 大　阪 栗 みかん 海老芋 干しいたけ ちりめんじゃこ

10 兵　庫 丹波黒大豆 丹波栗 佐用もち大豆 兵庫のり 干鯛

11 奈　良 柿 緑茶 吉野葛

12 和歌山 みかん 富有柿 干しさば 干しまぐろ 乾燥ひじき

13 鳥　取 あんぽ柿
ヤマノイモ

（ねばりっこ）
梨（王秋） 乾しいたけ ハタハタ丸干

14 島　根 西条柿（あんぽ） わさび 干し椎茸 板わかめ 岩のり

15 岡　山 黒大豆 ぶどう なす 干海老 干たこ

16 広　島 さやえんどう 西条柿 レモン

17 山　口 だいだい れんこん 干しいたけ するめ ちりめんじゃこ

18 徳　島 すだち 乾しいたけ わかめ

19 香　川 小麦 キウイフルーツ オリーブ（生） 乾しいたけ 煮干いわし

20 愛　媛
温州みかん
（日の丸）

サトイモ
（伊予美人）

はだか麦 乾しいたけ 干鯛

21 高　知 文旦 ゆず 干椎茸 鰹節

22 福　岡 柿 茶 乾椎茸 干鯛 干海苔

23 佐　賀 れんこん みかん 茶 きゅうり 海苔

24 長　崎 乾しいたけ みかん 煮干 長ひじき あおさ

25 熊　本 デコポン すいか トマト 乾しいたけ 乾海苔

26 大　分 かぼす 梨 かんしょ 乾しいたけ ひじき

27 宮　崎 茶 干し椎茸 キンカン 甘藷 ちりめんじゃこ

28 鹿児島 茶 さつまいも ピーマン 早堀たけのこ 本枯れ節

29 沖　縄 ゴーヤー クロアワビタケ 乾燥モズク 乾燥アーサ
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