大分県地域資源の指定（平成3１年3月現在）
①

農林水産物（84品目） ②鉱工業品・生産技術（50）③文化財、自然の風景地、温泉その他（137） 計271

かれい すっぽん どじょう 海苔 ハモ ぶ
どう マテ貝 ゆずこしょう 鏝絵 東椎屋の
滝 宇佐・国東八幡文化遺産 国東半島宇佐地
域世界農業遺産 安心院温泉 出光温泉 院内
温泉 津房温泉 長洲温泉 深見温泉 六郷満
山文化 豊の国千年ロマン観光圏 両合棚田

かれい すっぽん マテ貝 そば ハトムギ 豊後
高田そば 香々地長命草 植物油 宇佐・国東八幡
文化遺産 国東半島宇佐地域世界農業遺産 鬼が仏
になった里くにさき 田染荘 長崎鼻 豊後高田の
町並み（昭和の町） 別府湾岸・国東半島海べの道
恋叶ロード 国東半島峯道ロングトレイル 夷谷温
泉 真玉温泉 真玉海岸の夕日 六郷温泉
六郷満山文化

イチジク かれい 柿 牡蠣
七島イ 梨 ハモ すっぽん
マテ貝 そば 海苔 宇佐・
国東八幡文化遺産 伊福温泉
折戸温泉 金色温泉 鴫良温
泉 深耶馬渓温泉 西谷温泉
守実温泉 豊の国千年ロマン
観光圏

かれい オリーブ 牡蠣 七島イ 太刀魚 マテ貝 植物油 宇佐・国東
八幡文化遺産 開運ロードとみくじ 国東の朝日 国東半島宇佐地域世界
農業遺産 鬼が仏になった里くにさき キリシタン・南蛮文化 国東半島
峯道ロングトレイル 赤根温泉 別府湾岸・国東半島海べの道 文殊耶馬
六郷満山文化 豊の国千年ロマン観光圏
牡蠣 すっぽん そば 太刀魚 ハモ マテ貝 黒曜石 ちりめん（水産加工
品） 七島イ 杵築城下町 杵築温泉 国東半島宇佐地域世界農業遺産 別府
湾岸・国東半島海べの道 山香温泉 六郷満山文化 豊の国千年ロマン観光圏
かれい 太刀魚 ハモ ちりめん（水産加工品） 国東半島宇佐地域 大神
回天基地跡 キリシタン・南蛮文化 世界農業遺産 別府湾岸・国東半島海
べの道 大神温泉 日出温泉 真那井温泉 的山荘 六郷満山文化 豊の国
千年ロマン観光圏

太刀魚 地獄蒸し ちりめん（水産加工品） 別府冷麺 亀川温泉 観海寺温泉 鉄輪
温泉 柴石温泉 浜脇温泉 別府竹細工 別府湾岸・国東半島海べの道 別府温泉 堀
田温泉 明礬温泉 別府地獄めぐり 別府の湯けむり・温泉地景観 由布岳 豊の国千
年ロマン観光圏

鮎 梨 わさび 小鹿田焼 たか菜
巻 ひたん寿し 木製家具製品 木
履（日田げた） 日田やきそば ゆ
ずごしょう 咸宜園 千年あかり
鯛生金山坑道と鯛生精錬所跡 天領
日田おひなまつり 豆田の町並み
三隈川の遊船と鵜飼 天ヶ瀬温泉
大山温泉 津江温泉 杖立温泉 日
田温泉 前津江鉱泉 湯の釣温泉
小鹿田焼の里

赤シソ アジ イチジク おおば 柿 かれい クロメ（カジメ）
サバ（マサバ） 太刀魚 どじょう ビワ ぶり にら豚 今市石畳
キリシタン・南蛮文化 森林セラピー 日豊海岸 戸次本町の町並み
別府湾岸・国東半島海べの道 大分温泉（大深度地熱温泉） 塚野鉱
泉

梨 ブルーベリー 伐株山
旧豊後森機関庫跡と転車台
玖珠温泉 森のまちなみ
梨 ブルーベリー 九州オ
ルレ 九重“夢”大吊橋
くじゅう連山 生竜温泉
筌の口温泉 大岳温泉 壁
湯温泉 川底温泉 寒ノ地
獄温泉 串野温泉 筋湯温
泉 長者原温泉 野矢温泉
宝泉寺温泉 湯坪温泉 竜
門温泉 九酔渓温泉 馬子
草温泉

かれい 太刀魚 タコ 鯛 ヒジキ ワカメ ハモ 国東半島宇佐地域
世界農業遺産 姫島の黒曜石産地 拍子水温泉 ジオパーク 姫島 六
郷満山文化 豊の国千年ロマン観光圏

おおば すっぽん
クレソン 由布岳
奥江温泉 篠原温
泉 庄内温泉 白
水鉱泉 塚原温泉
挾間温泉 湯平温
泉 由布院温泉

サフラン スイート
コーン すっぽん
どじょう ちょろぎ
岡城阯・武家屋敷
キリシタン・南蛮文
化 九州オルレ 久
住高原 くじゅう連
山 竹楽 赤川温泉
荻温泉 七里田温泉
白丹温泉 竹田温泉
長湯温泉 法華院温
泉 牧の元温泉

アジ カマガリ かれい 甘藷 太刀魚 ハモ ぶり 臼杵
石仏 うすき竹宵 キリシタン・南蛮文化 二王座 日豊海
岸 六ヶ迫鉱泉 真珠

クロメ（カジメ）山椒 ひらめ モイカ（アオリイカ）アジ ぶり
まぐろ 石灰石 キリシタン・南蛮文化 日豊海岸 保戸島 四浦の
河津桜 真珠
赤シソ 甘酒 鮎
甘藷 桃 酒万十
ジオパーク 九州オ
ルレ 滞迫峡 原尻
の滝
巡蔵

アジ 鮎 伊勢えび かれい 牡蠣 サザエ 太刀魚 トコブシ ハ
モ ひらめ ぶり まぐろ マリンレモン モイカ 生姜 真珠 ご
まだし 佐伯寿司 佐伯ラーメン ちりめん（水産加工品） 干物
佐伯城下町 日豊海岸 豊後二見ヶ浦 宇目鉱泉 直川温泉

市町村別に指定しているもの
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県内全域に指定しているもの
①農林水産物《県内全域》
米 麦 大豆 こねぎ にら 白ねぎ トマト
ハーブ かぼす みかん 梅ゆず バラ ごぼう さといも ピーマン しいた
け 茶 ぎんなん 杉 竹 牛 豊後牛 生乳 鶏 豚 イノシシ シカ イカ
エビ カニ ホオズキ スイートピー いちご 宗麟南瓜 みとり豆

②鉱工業品又は鉱工業品の生産に係る技術《県内全域》
温泉水・温泉泥 からあげ（鶏肉のからあげ） 環境リサイクル製品 糀 再生
可能エネルギー関連 ヘルスケア製品 木製品 だんご汁 とり天 鶏めし
鶏汁 やせうま 梅干し 焼酎 日本酒 ワイン 味噌 醤油 ミネラルウォー
ター 竹工芸品 石灰関連製品 船舶及び関連製品 醸造及び関連製品 産業用
機械製品 金属加工製品 プラスチック製品 紙製品 布製品

③文化財、自然の風景地、温
泉その他《県内全域》
おんせん県おおいた 石橋
まちおこしアート

