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9．2019年G20大阪サミット保健医療対策プロジェクトチーム設置要綱

（目的）
第1条	　2019年に大阪府・大阪市（以下「府・市」という。）において開催される「金融・世界経済に関する首
脳会合」（以下「サミット」という。）の円滑な実施に向け、保健医療対策の推進体制の確立を図ることを
目的として、2019年G20大阪サミット推進本部設置要綱第6条に基づき、G20大阪サミット推進本部の
下に「保健医療対策プロジェクトチーム（以下「保健医療対策PT」という。）」を設置する。

（所管事項）
第2条	　保健医療対策PTは、前条の目的を達成するため、以下の事務を所管する。
（1）	サミットの実施に向けた保健医療対策の推進のための総合調整及び連絡調整に関すること。
（2）	その他保健医療対策の推進に関すること。

（構成）
第3条	　保健医療対策PTはPT長及び副PT長をもって構成し、その下に必要な対策班を置く。
2	　PT長は、大阪府健康医療部長をもって充てる。
3	　副PT長は、大阪市健康局長をもって充てる。
4	　保健医療対策PTの下に別表1に掲げる対策班を置き、府・市それぞれの担当所属職員により構成する。
5	　対策班は別表2に掲げる業務を所掌する。ただしPT長は必要に応じこれを変更することができる。

（運営）
第4条	　保健医療対策PTの会議は、PT長が招集し、主催する。
2	　会議には、必要に応じて対策班担当所属以外の者の出席を求めることができる。
3	　対策班は、必要に応じてワーキンググループを設置することができる。

（その他）
第5条	　この要綱に定めるもののほか、保健医療対策PTの運営に必要な事項は、PT長・副PT長が別に定める。

附則
この要綱は、平成30年5月16日から施行する。
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別表１(第３条第４項関係)

対策班名称
担当所属

大阪府 大阪市

総務班 健康医療部健康医療総務課 健康局総務課

救急医療･感染症班 健康医療部保健医療室
医療対策課

健康局健康施策課
健康局保健所感染症対策課

医薬品班 健康医療部薬務課 健康局健康施策課
健康局生活衛生課

食品衛生対策班 健康医療部食の安全推進課 健康局生活衛生課

環境衛生班 健康医療部環境衛生課 健康局生活衛生課
水道局総務課

別表２(第３条第５項関係)

対策班名称 対策班が所掌する事務

総務班 保健医療対策ＰＴの総合調整及び庶務に関すること
国、サミット推進本部及び各対策班等との連絡調整に関すること

救急医療･感染症班
救急･災害医療体制の整備に関すること
血液製剤の供給に関すること
感染症対応･予防に関すること

医薬品班 医薬品の供給対策に関すること
毒物劇物取扱施設の監視指導に関すること

食品衛生対策班 食品監視指導に関すること
食中毒対応に関すること

環境衛生班 宿泊施設等の衛生に関する点検･指導に関すること
水道施設の監視指導に関すること
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10．全体スケジュール

4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉

総会

役員会

幹事会

推進本部会議
その他

住⺠・事業者等への説明

広報

理解促進に向けたイベント等

⼦ども向け理解促進ツール

サミット講座

宿泊予約センター

住⺠・事業者確認カード

防災・危機管理
保健医療対策

⼤阪・関⻄
魅⼒発信スペース

配偶者プログラム

歓迎レセプション

協議会主催プレスツアー

外務省招へい記者グループに
よる取材
その他団体主催プレスツアー

そ
の
他

サミット会場の⼀般公開

2018年

協
議
会
等
で
の
会
議

住
⺠
・
事
業
者
へ
の
周
知

⼤
阪
・
関
⻄
の
魅
⼒
P
R

実施内容

カード発⾏にかかる関係機関との協議

官邸・外務省への協⼒要請及び各種調整、コンテンツの検討

情報収集

第1回役員会
(4/18)

第1回幹事会(4/17)
第2回幹事会(4/25)

第1回総会
(5/17)

第２回役員会
(5/17)

第3回幹事会
(5⽉)

第１回推進本部
会議(5/16)

第3回役員会
(8/24)

第4回幹事会
(8/2)

1年前キックオフ
フォーラム(6/28)

住⺠・事業者への個別説明、各種団体・業界等への協⼒要請 住⺠・事業者説明会に向けた準備

第１ステージ「周知」
(サミット開催の周知、理解促進)

広報計画の策定

1年前フォーラムの開催準備 100⽇前イベント準備、G20⼤阪サミットクリーンUP作戦準備

情報収集・外務省との協議・事業内容の検討

外務省・学校への協⼒
依頼、各種調整

検討体制の整備、
PT等の設置

情報収集・課題整理 関係省庁との連絡調整・関係機関への協⼒要請・課題に対する解決策の検討

情報収集、⼤阪・関⻄の⾃治体へ観光素材照会・推薦リスト作成

情報収集、⼤阪・関⻄の⾃治体へ観光素材照会・推薦リスト作成

宿泊予約センター
の設置(6/28)

宿泊予約に向けた宿の確保宿泊施設等への協⼒依頼

ポスター・リーフレット、広報ツールの制作・配布、
協議会HPの公開・更新、イベントでの周知 等
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官邸・外務省への協⼒要請及び各種調整、コンテンツの検討

情報収集

第1回役員会
(4/18)

第1回幹事会(4/17)
第2回幹事会(4/25)

第1回総会
(5/17)

第２回役員会
(5/17)

第3回幹事会
(5⽉)

第１回推進本部
会議(5/16)

第3回役員会
(8/24)

第4回幹事会
(8/2)

1年前キックオフ
フォーラム(6/28)

住⺠・事業者への個別説明、各種団体・業界等への協⼒要請 住⺠・事業者説明会に向けた準備

第１ステージ「周知」
(サミット開催の周知、理解促進)

広報計画の策定

1年前フォーラムの開催準備 100⽇前イベント準備、G20⼤阪サミットクリーンUP作戦準備

情報収集・外務省との協議・事業内容の検討

外務省・学校への協⼒
依頼、各種調整

検討体制の整備、
PT等の設置

情報収集・課題整理 関係省庁との連絡調整・関係機関への協⼒要請・課題に対する解決策の検討

情報収集、⼤阪・関⻄の⾃治体へ観光素材照会・推薦リスト作成

情報収集、⼤阪・関⻄の⾃治体へ観光素材照会・推薦リスト作成

宿泊予約センター
の設置(6/28)

宿泊予約に向けた宿の確保宿泊施設等への協⼒依頼

ポスター・リーフレット、広報ツールの制作・配布、
協議会HPの公開・更新、イベントでの周知 等

7月

4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉

総会

役員会

幹事会

推進本部会議
その他

住⺠・事業者等への説明

広報

理解促進に向けたイベント等

⼦ども向け理解促進ツール

サミット講座

宿泊予約センター

住⺠・事業者確認カード

防災・危機管理
保健医療対策

⼤阪・関⻄
魅⼒発信スペース

配偶者プログラム

歓迎レセプション

協議会主催プレスツアー

外務省招へい記者グループに
よる取材
その他団体主催プレスツアー

そ
の
他

サミット会場の⼀般公開

2018年

協
議
会
等
で
の
会
議

住
⺠
・
事
業
者
へ
の
周
知

⼤
阪
・
関
⻄
の
魅
⼒
P
R

実施内容

カード発⾏にかかる関係機関との協議

官邸・外務省への協⼒要請及び各種調整、コンテンツの検討

情報収集

第1回役員会
(4/18)

第1回幹事会(4/17)
第2回幹事会(4/25)

第1回総会
(5/17)

第２回役員会
(5/17)

第3回幹事会
(5⽉)

第１回推進本部
会議(5/16)

第3回役員会
(8/24)

第4回幹事会
(8/2)

1年前キックオフ
フォーラム(6/28)

住⺠・事業者への個別説明、各種団体・業界等への協⼒要請 住⺠・事業者説明会に向けた準備

第１ステージ「周知」
(サミット開催の周知、理解促進)

広報計画の策定

1年前フォーラムの開催準備 100⽇前イベント準備、G20⼤阪サミットクリーンUP作戦準備

情報収集・外務省との協議・事業内容の検討

外務省・学校への協⼒
依頼、各種調整

検討体制の整備、
PT等の設置

情報収集・課題整理 関係省庁との連絡調整・関係機関への協⼒要請・課題に対する解決策の検討

情報収集、⼤阪・関⻄の⾃治体へ観光素材照会・推薦リスト作成

情報収集、⼤阪・関⻄の⾃治体へ観光素材照会・推薦リスト作成

宿泊予約センター
の設置(6/28)

宿泊予約に向けた宿の確保宿泊施設等への協⼒依頼

ポスター・リーフレット、広報ツールの制作・配布、
協議会HPの公開・更新、イベントでの周知 等

8月

4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉

総会

役員会

幹事会

推進本部会議
その他

住⺠・事業者等への説明

広報

理解促進に向けたイベント等

⼦ども向け理解促進ツール

サミット講座

宿泊予約センター

住⺠・事業者確認カード

防災・危機管理
保健医療対策

⼤阪・関⻄
魅⼒発信スペース

配偶者プログラム

歓迎レセプション

協議会主催プレスツアー

外務省招へい記者グループに
よる取材
その他団体主催プレスツアー

そ
の
他

サミット会場の⼀般公開

2018年

協
議
会
等
で
の
会
議

住
⺠
・
事
業
者
へ
の
周
知

⼤
阪
・
関
⻄
の
魅
⼒
P
R

実施内容

カード発⾏にかかる関係機関との協議

官邸・外務省への協⼒要請及び各種調整、コンテンツの検討

情報収集

第1回役員会
(4/18)

第1回幹事会(4/17)
第2回幹事会(4/25)

第1回総会
(5/17)

第２回役員会
(5/17)

第3回幹事会
(5⽉)

第１回推進本部
会議(5/16)

第3回役員会
(8/24)

第4回幹事会
(8/2)

1年前キックオフ
フォーラム(6/28)

住⺠・事業者への個別説明、各種団体・業界等への協⼒要請 住⺠・事業者説明会に向けた準備

第１ステージ「周知」
(サミット開催の周知、理解促進)

広報計画の策定

1年前フォーラムの開催準備 100⽇前イベント準備、G20⼤阪サミットクリーンUP作戦準備

情報収集・外務省との協議・事業内容の検討

外務省・学校への協⼒
依頼、各種調整

検討体制の整備、
PT等の設置

情報収集・課題整理 関係省庁との連絡調整・関係機関への協⼒要請・課題に対する解決策の検討

情報収集、⼤阪・関⻄の⾃治体へ観光素材照会・推薦リスト作成

情報収集、⼤阪・関⻄の⾃治体へ観光素材照会・推薦リスト作成

宿泊予約センター
の設置(6/28)

宿泊予約に向けた宿の確保宿泊施設等への協⼒依頼

ポスター・リーフレット、広報ツールの制作・配布、
協議会HPの公開・更新、イベントでの周知 等

9月

4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉

総会

役員会

幹事会

推進本部会議
その他

住⺠・事業者等への説明

広報

理解促進に向けたイベント等

⼦ども向け理解促進ツール

サミット講座

宿泊予約センター

住⺠・事業者確認カード

防災・危機管理
保健医療対策

⼤阪・関⻄
魅⼒発信スペース

配偶者プログラム

歓迎レセプション

協議会主催プレスツアー

外務省招へい記者グループに
よる取材
その他団体主催プレスツアー

そ
の
他

サミット会場の⼀般公開

2018年

協
議
会
等
で
の
会
議

住
⺠
・
事
業
者
へ
の
周
知

⼤
阪
・
関
⻄
の
魅
⼒
P
R

実施内容

カード発⾏にかかる関係機関との協議

官邸・外務省への協⼒要請及び各種調整、コンテンツの検討

情報収集

第1回役員会
(4/18)

第1回幹事会(4/17)
第2回幹事会(4/25)

第1回総会
(5/17)

第２回役員会
(5/17)

第3回幹事会
(5⽉)

第１回推進本部
会議(5/16)

第3回役員会
(8/24)

第4回幹事会
(8/2)

1年前キックオフ
フォーラム(6/28)

住⺠・事業者への個別説明、各種団体・業界等への協⼒要請 住⺠・事業者説明会に向けた準備

第１ステージ「周知」
(サミット開催の周知、理解促進)

広報計画の策定

1年前フォーラムの開催準備 100⽇前イベント準備、G20⼤阪サミットクリーンUP作戦準備

情報収集・外務省との協議・事業内容の検討

外務省・学校への協⼒
依頼、各種調整

検討体制の整備、
PT等の設置

情報収集・課題整理 関係省庁との連絡調整・関係機関への協⼒要請・課題に対する解決策の検討

情報収集、⼤阪・関⻄の⾃治体へ観光素材照会・推薦リスト作成

情報収集、⼤阪・関⻄の⾃治体へ観光素材照会・推薦リスト作成

宿泊予約センター
の設置(6/28)

宿泊予約に向けた宿の確保宿泊施設等への協⼒依頼

ポスター・リーフレット、広報ツールの制作・配布、
協議会HPの公開・更新、イベントでの周知 等

10月4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉

総会

役員会

幹事会

推進本部会議
その他

住⺠・事業者等への説明

広報

理解促進に向けたイベント等

⼦ども向け理解促進ツール

サミット講座

宿泊予約センター

住⺠・事業者確認カード

防災・危機管理
保健医療対策

⼤阪・関⻄
魅⼒発信スペース

配偶者プログラム

歓迎レセプション

協議会主催プレスツアー

外務省招へい記者グループに
よる取材
その他団体主催プレスツアー

そ
の
他

サミット会場の⼀般公開

2018年

協
議
会
等
で
の
会
議

住
⺠
・
事
業
者
へ
の
周
知

⼤
阪
・
関
⻄
の
魅
⼒
P
R

実施内容

カード発⾏にかかる関係機関との協議

官邸・外務省への協⼒要請及び各種調整、コンテンツの検討

情報収集

第1回役員会
(4/18)

第1回幹事会(4/17)
第2回幹事会(4/25)

第1回総会
(5/17)

第２回役員会
(5/17)

第3回幹事会
(5⽉)

第１回推進本部
会議(5/16)

第3回役員会
(8/24)

第4回幹事会
(8/2)

1年前キックオフ
フォーラム(6/28)

住⺠・事業者への個別説明、各種団体・業界等への協⼒要請 住⺠・事業者説明会に向けた準備

第１ステージ「周知」
(サミット開催の周知、理解促進)

広報計画の策定

1年前フォーラムの開催準備 100⽇前イベント準備、G20⼤阪サミットクリーンUP作戦準備

情報収集・外務省との協議・事業内容の検討

外務省・学校への協⼒
依頼、各種調整

検討体制の整備、
PT等の設置

情報収集・課題整理 関係省庁との連絡調整・関係機関への協⼒要請・課題に対する解決策の検討

情報収集、⼤阪・関⻄の⾃治体へ観光素材照会・推薦リスト作成

情報収集、⼤阪・関⻄の⾃治体へ観光素材照会・推薦リスト作成

宿泊予約センター
の設置(6/28)

宿泊予約に向けた宿の確保宿泊施設等への協⼒依頼

ポスター・リーフレット、広報ツールの制作・配布、
協議会HPの公開・更新、イベントでの周知 等

2018年

（5/11）

こ

首相

（8/6）
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�
�
�
開
催

第1回説明会
(1/16･17、19、26)

第2回説明会
(3/29･30)

第3回説明会
(5/28、6/2･3)

第2ステージ「理解促進」
(サミットへの理解促進・協⼒への呼びかけ)

第3ステージ「参画」
(各種規制等への理解促進・参画への働きかけ)

100⽇前イベント
(3/20)

G20⼤阪サミット
クリーンUP作戦
(5/28)

こども向け理解促進コンテンツの作成・配布

サミット講座（全15回）
（12/10〜5/8）

住⺠等への周知 申請受付 交付

展⽰コンテンツ・プレスキット内容決定 ⼤阪・関⻄魅⼒
発信スペースでのPR

⾸相官邸・外務省等との調整、事業者との調整

⾸相官邸・外務省等との調整、事業者との調整、国内外招待者への案内等

配偶者プログラム

歓迎レセプション

サミット会場の
⼀般公開
7/2･3

第２回推進本部会議
(1/28)

第３回推進
本部会議
(6/13)

住⺠・事業者説明会に向けた準備

第１ステージ「周知」
(サミット開催の周知、理解促進)

100⽇前イベント準備、G20⼤阪サミットクリーンUP作戦準備
クリーンUP作戦
準備業務

教育庁・新聞社等との協議、事業者選定、ツール作成、学校等への事前説明・活⽤依頼

情報収集・外務省との
協議・事業内容の検討 事業者の決定 魅⼒発信スペースの完成、プレスキット等の制作・配布

外務省・学校への
協⼒依頼、各種調整

国・事業者との調整、参加者の募集

関係省庁との連絡調整・関係機関への協⼒要請・課題に対する解決策の検討 計画に基づく準備・訓練等の実施各種対応マニュアル
等策定

協議会主催プレス
ツアー(3/19･20)

協議会主催プレスツアー
(5/16･17、6/13･14)

外務省招へい記者グループ
(5/28〜31、6/26〜7/1)

⼤阪観光局プレスツアー(6/3〜6)
関⻄観光本部プレスツアー(6/6･7)

協議会主催プレスツアー準備

その他団体主催（⼤阪観光局、関⻄観光本部）プレスツアー調整・準備

外務省招へい記者グループによる取材の調整・準備外務省からの情報収集

宿泊予約に向けた宿の確保
報道機関等の予約開始

各国代表団、⽀援事業者等への配宿開始

実施決定(11/6) 発⾏に向けた準備、関係機関との調整

実施決定
(11/6)

協⼒要請、各種調整
及びコンテンツの検討

カード発⾏にかかる
関係機関との協議

第1回港湾事業者向け
説明会(12/18･19)

第2回港湾事業者向け
説明会(3/28･29)

第3回港湾事業者向け
説明会(5/28、6/3)

第1回国関係機関
連絡調整会議(1/23)

第2回国関係機関
連絡調整会議(5/21)

第4回役員会
(11/16)

第5回幹事会
(11/6)

第4回役員会
(3/29)

第6回幹事会
(3⽉)

第2回総会
(2/25)

第3回総会
(3/25)

4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉

総会

役員会

幹事会

推進本部会議
その他

住⺠・事業者等への説明

広報

理解促進に向けたイベント等

⼦ども向け理解促進ツール

サミット講座

宿泊予約センター

住⺠・事業者確認カード

防災・危機管理
保健医療対策

⼤阪・関⻄
魅⼒発信スペース

配偶者プログラム

歓迎レセプション

協議会主催プレスツアー

外務省招へい記者グループに
よる取材
その他団体主催プレスツアー

そ
の
他

サミット会場の⼀般公開

2018年

協
議
会
等
で
の
会
議

住
⺠
・
事
業
者
へ
の
周
知

⼤
阪
・
関
⻄
の
魅
⼒
P
R

実施内容

カード発⾏にかかる関係機関との協議

官邸・外務省への協⼒要請及び各種調整、コンテンツの検討

情報収集

第1回役員会
(4/18)

第1回幹事会(4/17)
第2回幹事会(4/25)

第1回総会
(5/17)

第２回役員会
(5/17)

第3回幹事会
(5⽉)

第１回推進本部
会議(5/16)

第3回役員会
(8/24)

第4回幹事会
(8/2)

1年前キックオフ
フォーラム(6/28)

住⺠・事業者への個別説明、各種団体・業界等への協⼒要請 住⺠・事業者説明会に向けた準備

第１ステージ「周知」
(サミット開催の周知、理解促進)

広報計画の策定

1年前フォーラムの開催準備 100⽇前イベント準備、G20⼤阪サミットクリーンUP作戦準備

情報収集・外務省との協議・事業内容の検討

外務省・学校への協⼒
依頼、各種調整

検討体制の整備、
PT等の設置

情報収集・課題整理 関係省庁との連絡調整・関係機関への協⼒要請・課題に対する解決策の検討

情報収集、⼤阪・関⻄の⾃治体へ観光素材照会・推薦リスト作成

情報収集、⼤阪・関⻄の⾃治体へ観光素材照会・推薦リスト作成

宿泊予約センター
の設置(6/28)

宿泊予約に向けた宿の確保宿泊施設等への協⼒依頼

ポスター・リーフレット、広報ツールの制作・配布、
協議会HPの公開・更新、イベントでの周知 等

1月

4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉

総会

役員会

幹事会

推進本部会議
その他

住⺠・事業者等への説明

広報

理解促進に向けたイベント等

⼦ども向け理解促進ツール

サミット講座

宿泊予約センター

住⺠・事業者確認カード

防災・危機管理
保健医療対策

⼤阪・関⻄
魅⼒発信スペース

配偶者プログラム

歓迎レセプション

協議会主催プレスツアー

外務省招へい記者グループに
よる取材
その他団体主催プレスツアー

そ
の
他

サミット会場の⼀般公開

2018年

協
議
会
等
で
の
会
議

住
⺠
・
事
業
者
へ
の
周
知

⼤
阪
・
関
⻄
の
魅
⼒
P
R

実施内容

カード発⾏にかかる関係機関との協議

官邸・外務省への協⼒要請及び各種調整、コンテンツの検討

情報収集

第1回役員会
(4/18)

第1回幹事会(4/17)
第2回幹事会(4/25)

第1回総会
(5/17)

第２回役員会
(5/17)

第3回幹事会
(5⽉)

第１回推進本部
会議(5/16)

第3回役員会
(8/24)

第4回幹事会
(8/2)

1年前キックオフ
フォーラム(6/28)

住⺠・事業者への個別説明、各種団体・業界等への協⼒要請 住⺠・事業者説明会に向けた準備

第１ステージ「周知」
(サミット開催の周知、理解促進)

広報計画の策定

1年前フォーラムの開催準備 100⽇前イベント準備、G20⼤阪サミットクリーンUP作戦準備

情報収集・外務省との協議・事業内容の検討

外務省・学校への協⼒
依頼、各種調整

検討体制の整備、
PT等の設置

情報収集・課題整理 関係省庁との連絡調整・関係機関への協⼒要請・課題に対する解決策の検討

情報収集、⼤阪・関⻄の⾃治体へ観光素材照会・推薦リスト作成

情報収集、⼤阪・関⻄の⾃治体へ観光素材照会・推薦リスト作成

宿泊予約センター
の設置(6/28)

宿泊予約に向けた宿の確保宿泊施設等への協⼒依頼

ポスター・リーフレット、広報ツールの制作・配布、
協議会HPの公開・更新、イベントでの周知 等

11月

4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉

総会

役員会

幹事会

推進本部会議
その他

住⺠・事業者等への説明

広報

理解促進に向けたイベント等

⼦ども向け理解促進ツール

サミット講座

宿泊予約センター

住⺠・事業者確認カード

防災・危機管理
保健医療対策

⼤阪・関⻄
魅⼒発信スペース

配偶者プログラム

歓迎レセプション

協議会主催プレスツアー

外務省招へい記者グループに
よる取材
その他団体主催プレスツアー

そ
の
他

サミット会場の⼀般公開

2018年

協
議
会
等
で
の
会
議

住
⺠
・
事
業
者
へ
の
周
知

⼤
阪
・
関
⻄
の
魅
⼒
P
R

実施内容

カード発⾏にかかる関係機関との協議

官邸・外務省への協⼒要請及び各種調整、コンテンツの検討

情報収集

第1回役員会
(4/18)

第1回幹事会(4/17)
第2回幹事会(4/25)

第1回総会
(5/17)

第２回役員会
(5/17)

第3回幹事会
(5⽉)

第１回推進本部
会議(5/16)

第3回役員会
(8/24)

第4回幹事会
(8/2)

1年前キックオフ
フォーラム(6/28)

住⺠・事業者への個別説明、各種団体・業界等への協⼒要請 住⺠・事業者説明会に向けた準備

第１ステージ「周知」
(サミット開催の周知、理解促進)

広報計画の策定

1年前フォーラムの開催準備 100⽇前イベント準備、G20⼤阪サミットクリーンUP作戦準備

情報収集・外務省との協議・事業内容の検討

外務省・学校への協⼒
依頼、各種調整

検討体制の整備、
PT等の設置

情報収集・課題整理 関係省庁との連絡調整・関係機関への協⼒要請・課題に対する解決策の検討

情報収集、⼤阪・関⻄の⾃治体へ観光素材照会・推薦リスト作成

情報収集、⼤阪・関⻄の⾃治体へ観光素材照会・推薦リスト作成

宿泊予約センター
の設置(6/28)

宿泊予約に向けた宿の確保宿泊施設等への協⼒依頼

ポスター・リーフレット、広報ツールの制作・配布、
協議会HPの公開・更新、イベントでの周知 等

2月

4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉

総会

役員会

幹事会

推進本部会議
その他

住⺠・事業者等への説明

広報

理解促進に向けたイベント等

⼦ども向け理解促進ツール

サミット講座

宿泊予約センター

住⺠・事業者確認カード

防災・危機管理
保健医療対策

⼤阪・関⻄
魅⼒発信スペース

配偶者プログラム

歓迎レセプション

協議会主催プレスツアー

外務省招へい記者グループに
よる取材
その他団体主催プレスツアー

そ
の
他

サミット会場の⼀般公開

2018年

協
議
会
等
で
の
会
議

住
⺠
・
事
業
者
へ
の
周
知

⼤
阪
・
関
⻄
の
魅
⼒
P
R

実施内容

カード発⾏にかかる関係機関との協議

官邸・外務省への協⼒要請及び各種調整、コンテンツの検討

情報収集

第1回役員会
(4/18)

第1回幹事会(4/17)
第2回幹事会(4/25)

第1回総会
(5/17)

第２回役員会
(5/17)

第3回幹事会
(5⽉)

第１回推進本部
会議(5/16)

第3回役員会
(8/24)

第4回幹事会
(8/2)

1年前キックオフ
フォーラム(6/28)

住⺠・事業者への個別説明、各種団体・業界等への協⼒要請 住⺠・事業者説明会に向けた準備

第１ステージ「周知」
(サミット開催の周知、理解促進)

広報計画の策定

1年前フォーラムの開催準備 100⽇前イベント準備、G20⼤阪サミットクリーンUP作戦準備

情報収集・外務省との協議・事業内容の検討

外務省・学校への協⼒
依頼、各種調整

検討体制の整備、
PT等の設置

情報収集・課題整理 関係省庁との連絡調整・関係機関への協⼒要請・課題に対する解決策の検討

情報収集、⼤阪・関⻄の⾃治体へ観光素材照会・推薦リスト作成

情報収集、⼤阪・関⻄の⾃治体へ観光素材照会・推薦リスト作成

宿泊予約センター
の設置(6/28)

宿泊予約に向けた宿の確保宿泊施設等への協⼒依頼

ポスター・リーフレット、広報ツールの制作・配布、
協議会HPの公開・更新、イベントでの周知 等

12月

4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉

総会

役員会

幹事会

推進本部会議
その他

住⺠・事業者等への説明

広報

理解促進に向けたイベント等

⼦ども向け理解促進ツール

サミット講座

宿泊予約センター

住⺠・事業者確認カード

防災・危機管理
保健医療対策

⼤阪・関⻄
魅⼒発信スペース

配偶者プログラム

歓迎レセプション

協議会主催プレスツアー

外務省招へい記者グループに
よる取材
その他団体主催プレスツアー

そ
の
他

サミット会場の⼀般公開

2018年

協
議
会
等
で
の
会
議

住
⺠
・
事
業
者
へ
の
周
知

⼤
阪
・
関
⻄
の
魅
⼒
P
R

実施内容

カード発⾏にかかる関係機関との協議

官邸・外務省への協⼒要請及び各種調整、コンテンツの検討

情報収集

第1回役員会
(4/18)

第1回幹事会(4/17)
第2回幹事会(4/25)

第1回総会
(5/17)

第２回役員会
(5/17)

第3回幹事会
(5⽉)

第１回推進本部
会議(5/16)

第3回役員会
(8/24)

第4回幹事会
(8/2)

1年前キックオフ
フォーラム(6/28)

住⺠・事業者への個別説明、各種団体・業界等への協⼒要請 住⺠・事業者説明会に向けた準備

第１ステージ「周知」
(サミット開催の周知、理解促進)

広報計画の策定

1年前フォーラムの開催準備 100⽇前イベント準備、G20⼤阪サミットクリーンUP作戦準備

情報収集・外務省との協議・事業内容の検討

外務省・学校への協⼒
依頼、各種調整

検討体制の整備、
PT等の設置

情報収集・課題整理 関係省庁との連絡調整・関係機関への協⼒要請・課題に対する解決策の検討

情報収集、⼤阪・関⻄の⾃治体へ観光素材照会・推薦リスト作成

情報収集、⼤阪・関⻄の⾃治体へ観光素材照会・推薦リスト作成

宿泊予約センター
の設置(6/28)

宿泊予約に向けた宿の確保宿泊施設等への協⼒依頼

ポスター・リーフレット、広報ツールの制作・配布、
協議会HPの公開・更新、イベントでの周知 等

3月

4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉

総会

役員会

幹事会

推進本部会議
その他

住⺠・事業者等への説明

広報

理解促進に向けたイベント等

⼦ども向け理解促進ツール

サミット講座

宿泊予約センター

住⺠・事業者確認カード

防災・危機管理
保健医療対策

⼤阪・関⻄
魅⼒発信スペース

配偶者プログラム

歓迎レセプション

協議会主催プレスツアー

外務省招へい記者グループに
よる取材
その他団体主催プレスツアー

そ
の
他

サミット会場の⼀般公開

2018年

協
議
会
等
で
の
会
議

住
⺠
・
事
業
者
へ
の
周
知

⼤
阪
・
関
⻄
の
魅
⼒
P
R

実施内容

カード発⾏にかかる関係機関との協議

官邸・外務省への協⼒要請及び各種調整、コンテンツの検討

情報収集

第1回役員会
(4/18)

第1回幹事会(4/17)
第2回幹事会(4/25)

第1回総会
(5/17)

第２回役員会
(5/17)

第3回幹事会
(5⽉)

第１回推進本部
会議(5/16)

第3回役員会
(8/24)

第4回幹事会
(8/2)

1年前キックオフ
フォーラム(6/28)

住⺠・事業者への個別説明、各種団体・業界等への協⼒要請 住⺠・事業者説明会に向けた準備

第１ステージ「周知」
(サミット開催の周知、理解促進)

広報計画の策定

1年前フォーラムの開催準備 100⽇前イベント準備、G20⼤阪サミットクリーンUP作戦準備

情報収集・外務省との協議・事業内容の検討

外務省・学校への協⼒
依頼、各種調整

検討体制の整備、
PT等の設置

情報収集・課題整理 関係省庁との連絡調整・関係機関への協⼒要請・課題に対する解決策の検討

情報収集、⼤阪・関⻄の⾃治体へ観光素材照会・推薦リスト作成

情報収集、⼤阪・関⻄の⾃治体へ観光素材照会・推薦リスト作成

宿泊予約センター
の設置(6/28)

宿泊予約に向けた宿の確保宿泊施設等への協⼒依頼

ポスター・リーフレット、広報ツールの制作・配布、
協議会HPの公開・更新、イベントでの周知 等

4月

4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉

総会

役員会

幹事会

推進本部会議
その他

住⺠・事業者等への説明

広報

理解促進に向けたイベント等

⼦ども向け理解促進ツール

サミット講座

宿泊予約センター

住⺠・事業者確認カード

防災・危機管理
保健医療対策

⼤阪・関⻄
魅⼒発信スペース

配偶者プログラム

歓迎レセプション

協議会主催プレスツアー

外務省招へい記者グループに
よる取材
その他団体主催プレスツアー

そ
の
他

サミット会場の⼀般公開

2018年

協
議
会
等
で
の
会
議

住
⺠
・
事
業
者
へ
の
周
知

⼤
阪
・
関
⻄
の
魅
⼒
P
R

実施内容

カード発⾏にかかる関係機関との協議

官邸・外務省への協⼒要請及び各種調整、コンテンツの検討

情報収集

第1回役員会
(4/18)

第1回幹事会(4/17)
第2回幹事会(4/25)

第1回総会
(5/17)

第２回役員会
(5/17)

第3回幹事会
(5⽉)

第１回推進本部
会議(5/16)

第3回役員会
(8/24)

第4回幹事会
(8/2)

1年前キックオフ
フォーラム(6/28)

住⺠・事業者への個別説明、各種団体・業界等への協⼒要請 住⺠・事業者説明会に向けた準備

第１ステージ「周知」
(サミット開催の周知、理解促進)

広報計画の策定

1年前フォーラムの開催準備 100⽇前イベント準備、G20⼤阪サミットクリーンUP作戦準備

情報収集・外務省との協議・事業内容の検討

外務省・学校への協⼒
依頼、各種調整

検討体制の整備、
PT等の設置

情報収集・課題整理 関係省庁との連絡調整・関係機関への協⼒要請・課題に対する解決策の検討

情報収集、⼤阪・関⻄の⾃治体へ観光素材照会・推薦リスト作成

情報収集、⼤阪・関⻄の⾃治体へ観光素材照会・推薦リスト作成

宿泊予約センター
の設置(6/28)

宿泊予約に向けた宿の確保宿泊施設等への協⼒依頼

ポスター・リーフレット、広報ツールの制作・配布、
協議会HPの公開・更新、イベントでの周知 等

5月

4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉

総会

役員会

幹事会

推進本部会議
その他

住⺠・事業者等への説明

広報

理解促進に向けたイベント等

⼦ども向け理解促進ツール

サミット講座

宿泊予約センター

住⺠・事業者確認カード

防災・危機管理
保健医療対策

⼤阪・関⻄
魅⼒発信スペース

配偶者プログラム

歓迎レセプション

協議会主催プレスツアー

外務省招へい記者グループに
よる取材
その他団体主催プレスツアー

そ
の
他

サミット会場の⼀般公開

2018年

協
議
会
等
で
の
会
議

住
⺠
・
事
業
者
へ
の
周
知

⼤
阪
・
関
⻄
の
魅
⼒
P
R

実施内容

カード発⾏にかかる関係機関との協議

官邸・外務省への協⼒要請及び各種調整、コンテンツの検討

情報収集

第1回役員会
(4/18)

第1回幹事会(4/17)
第2回幹事会(4/25)

第1回総会
(5/17)

第２回役員会
(5/17)

第3回幹事会
(5⽉)

第１回推進本部
会議(5/16)

第3回役員会
(8/24)

第4回幹事会
(8/2)

1年前キックオフ
フォーラム(6/28)

住⺠・事業者への個別説明、各種団体・業界等への協⼒要請 住⺠・事業者説明会に向けた準備

第１ステージ「周知」
(サミット開催の周知、理解促進)

広報計画の策定

1年前フォーラムの開催準備 100⽇前イベント準備、G20⼤阪サミットクリーンUP作戦準備

情報収集・外務省との協議・事業内容の検討

外務省・学校への協⼒
依頼、各種調整

検討体制の整備、
PT等の設置

情報収集・課題整理 関係省庁との連絡調整・関係機関への協⼒要請・課題に対する解決策の検討

情報収集、⼤阪・関⻄の⾃治体へ観光素材照会・推薦リスト作成

情報収集、⼤阪・関⻄の⾃治体へ観光素材照会・推薦リスト作成

宿泊予約センター
の設置(6/28)

宿泊予約に向けた宿の確保宿泊施設等への協⼒依頼

ポスター・リーフレット、広報ツールの制作・配布、
協議会HPの公開・更新、イベントでの周知 等

6月

4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉

総会

役員会

幹事会

推進本部会議
その他

住⺠・事業者等への説明

広報

理解促進に向けたイベント等

⼦ども向け理解促進ツール

サミット講座

宿泊予約センター

住⺠・事業者確認カード

防災・危機管理
保健医療対策

⼤阪・関⻄
魅⼒発信スペース

配偶者プログラム

歓迎レセプション

協議会主催プレスツアー

外務省招へい記者グループに
よる取材
その他団体主催プレスツアー

そ
の
他

サミット会場の⼀般公開

2018年

協
議
会
等
で
の
会
議

住
⺠
・
事
業
者
へ
の
周
知

⼤
阪
・
関
⻄
の
魅
⼒
P
R

実施内容

カード発⾏にかかる関係機関との協議

官邸・外務省への協⼒要請及び各種調整、コンテンツの検討

情報収集

第1回役員会
(4/18)

第1回幹事会(4/17)
第2回幹事会(4/25)

第1回総会
(5/17)

第２回役員会
(5/17)

第3回幹事会
(5⽉)

第１回推進本部
会議(5/16)

第3回役員会
(8/24)

第4回幹事会
(8/2)

1年前キックオフ
フォーラム(6/28)

住⺠・事業者への個別説明、各種団体・業界等への協⼒要請 住⺠・事業者説明会に向けた準備

第１ステージ「周知」
(サミット開催の周知、理解促進)

広報計画の策定

1年前フォーラムの開催準備 100⽇前イベント準備、G20⼤阪サミットクリーンUP作戦準備

情報収集・外務省との協議・事業内容の検討

外務省・学校への協⼒
依頼、各種調整

検討体制の整備、
PT等の設置

情報収集・課題整理 関係省庁との連絡調整・関係機関への協⼒要請・課題に対する解決策の検討

情報収集、⼤阪・関⻄の⾃治体へ観光素材照会・推薦リスト作成

情報収集、⼤阪・関⻄の⾃治体へ観光素材照会・推薦リスト作成

宿泊予約センター
の設置(6/28)

宿泊予約に向けた宿の確保宿泊施設等への協⼒依頼

ポスター・リーフレット、広報ツールの制作・配布、
協議会HPの公開・更新、イベントでの周知 等

7月4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉

総会

役員会

幹事会

推進本部会議
その他

住⺠・事業者等への説明

広報

理解促進に向けたイベント等

⼦ども向け理解促進ツール

サミット講座

宿泊予約センター

住⺠・事業者確認カード

防災・危機管理
保健医療対策

⼤阪・関⻄
魅⼒発信スペース

配偶者プログラム

歓迎レセプション

協議会主催プレスツアー

外務省招へい記者グループに
よる取材
その他団体主催プレスツアー

そ
の
他

サミット会場の⼀般公開

2018年

協
議
会
等
で
の
会
議

住
⺠
・
事
業
者
へ
の
周
知

⼤
阪
・
関
⻄
の
魅
⼒
P
R

実施内容

カード発⾏にかかる関係機関との協議

官邸・外務省への協⼒要請及び各種調整、コンテンツの検討

情報収集

第1回役員会
(4/18)

第1回幹事会(4/17)
第2回幹事会(4/25)

第1回総会
(5/17)

第２回役員会
(5/17)

第3回幹事会
(5⽉)

第１回推進本部
会議(5/16)

第3回役員会
(8/24)

第4回幹事会
(8/2)

1年前キックオフ
フォーラム(6/28)

住⺠・事業者への個別説明、各種団体・業界等への協⼒要請 住⺠・事業者説明会に向けた準備

第１ステージ「周知」
(サミット開催の周知、理解促進)

広報計画の策定

1年前フォーラムの開催準備 100⽇前イベント準備、G20⼤阪サミットクリーンUP作戦準備

情報収集・外務省との協議・事業内容の検討

外務省・学校への協⼒
依頼、各種調整

検討体制の整備、
PT等の設置

情報収集・課題整理 関係省庁との連絡調整・関係機関への協⼒要請・課題に対する解決策の検討

情報収集、⼤阪・関⻄の⾃治体へ観光素材照会・推薦リスト作成

情報収集、⼤阪・関⻄の⾃治体へ観光素材照会・推薦リスト作成

宿泊予約センター
の設置(6/28)

宿泊予約に向けた宿の確保宿泊施設等への協⼒依頼

ポスター・リーフレット、広報ツールの制作・配布、
協議会HPの公開・更新、イベントでの周知 等

2018年

4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉

総会

役員会

幹事会

推進本部会議
その他

住⺠・事業者等への説明

広報

理解促進に向けたイベント等

⼦ども向け理解促進ツール

サミット講座

宿泊予約センター

住⺠・事業者確認カード

防災・危機管理
保健医療対策

⼤阪・関⻄
魅⼒発信スペース

配偶者プログラム

歓迎レセプション

協議会主催プレスツアー

外務省招へい記者グループに
よる取材
その他団体主催プレスツアー

そ
の
他

サミット会場の⼀般公開

2018年

協
議
会
等
で
の
会
議

住
⺠
・
事
業
者
へ
の
周
知

⼤
阪
・
関
⻄
の
魅
⼒
P
R

実施内容

カード発⾏にかかる関係機関との協議

官邸・外務省への協⼒要請及び各種調整、コンテンツの検討

情報収集

第1回役員会
(4/18)

第1回幹事会(4/17)
第2回幹事会(4/25)

第1回総会
(5/17)

第２回役員会
(5/17)

第3回幹事会
(5⽉)

第１回推進本部
会議(5/16)

第3回役員会
(8/24)

第4回幹事会
(8/2)

1年前キックオフ
フォーラム(6/28)

住⺠・事業者への個別説明、各種団体・業界等への協⼒要請 住⺠・事業者説明会に向けた準備

第１ステージ「周知」
(サミット開催の周知、理解促進)

広報計画の策定

1年前フォーラムの開催準備 100⽇前イベント準備、G20⼤阪サミットクリーンUP作戦準備

情報収集・外務省との協議・事業内容の検討

外務省・学校への協⼒
依頼、各種調整

検討体制の整備、
PT等の設置

情報収集・課題整理 関係省庁との連絡調整・関係機関への協⼒要請・課題に対する解決策の検討

情報収集、⼤阪・関⻄の⾃治体へ観光素材照会・推薦リスト作成

情報収集、⼤阪・関⻄の⾃治体へ観光素材照会・推薦リスト作成

宿泊予約センター
の設置(6/28)

宿泊予約に向けた宿の確保宿泊施設等への協⼒依頼

ポスター・リーフレット、広報ツールの制作・配布、
協議会HPの公開・更新、イベントでの周知 等

2019年

11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉ 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉

2019年2018年

Ｇ
20
�
�
�
�
�
�
�
開
催

第1回説明会
(1/16･17、19、26)

第2回説明会
(3/29･30)

第3回説明会
(5/28、6/2･3)

第2ステージ「理解促進」
(サミットへの理解促進・協⼒への呼びかけ)

第3ステージ「参画」
(各種規制等への理解促進・参画への働きかけ)

100⽇前イベント
(3/20)

G20⼤阪サミット
クリーンUP作戦
(5/28)

こども向け理解促進コンテンツの作成・配布

サミット講座（全15回）
（12/10〜5/8）

住⺠等への周知 申請受付 交付

展⽰コンテンツ・プレスキット内容決定 ⼤阪・関⻄魅⼒
発信スペースでのPR

⾸相官邸・外務省等との調整、事業者との調整

⾸相官邸・外務省等との調整、事業者との調整、国内外招待者への案内等

配偶者プログラム

歓迎レセプション

サミット会場の
⼀般公開
7/2･3

第２回推進本部会議
(1/28)

第３回推進
本部会議
(6/13)

住⺠・事業者説明会に向けた準備

第１ステージ「周知」
(サミット開催の周知、理解促進)

100⽇前イベント準備、G20⼤阪サミットクリーンUP作戦準備
クリーンUP作戦
準備業務

教育庁・新聞社等との協議、事業者選定、ツール作成、学校等への事前説明・活⽤依頼

情報収集・外務省との
協議・事業内容の検討 事業者の決定 魅⼒発信スペースの完成、プレスキット等の制作・配布

外務省・学校への
協⼒依頼、各種調整

国・事業者との調整、参加者の募集

関係省庁との連絡調整・関係機関への協⼒要請・課題に対する解決策の検討 計画に基づく準備・訓練等の実施各種対応マニュアル
等策定

協議会主催プレス
ツアー(3/19･20)

協議会主催プレスツアー
(5/16･17、6/13･14)

外務省招へい記者グループ
(5/28〜31、6/26〜7/1)

⼤阪観光局プレスツアー(6/3〜6)
関⻄観光本部プレスツアー(6/6･7)

協議会主催プレスツアー準備

その他団体主催（⼤阪観光局、関⻄観光本部）プレスツアー調整・準備

外務省招へい記者グループによる取材の調整・準備外務省からの情報収集

宿泊予約に向けた宿の確保
報道機関等の予約開始

各国代表団、⽀援事業者等への配宿開始

実施決定(11/6) 発⾏に向けた準備、関係機関との調整

実施決定
(11/6)

協⼒要請、各種調整
及びコンテンツの検討

カード発⾏にかかる
関係機関との協議

第1回港湾事業者向け
説明会(12/18･19)

第2回港湾事業者向け
説明会(3/28･29)

第3回港湾事業者向け
説明会(5/28、6/3)

第1回国関係機関
連絡調整会議(1/23)

第2回国関係機関
連絡調整会議(5/21)

第4回役員会
(11/16)

第5回幹事会
(11/6)

第4回役員会
(3/29)

第6回幹事会
(3⽉)

第2回総会
(2/25)

第3回総会
(3/25)

5

（3/29）
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G20大阪サミット関連行事一覧
年 月日 行事

2018年

2/20 大阪でのサミット開催決定
3/6 ｢2019年G20大阪サミット関西推進協力協議会｣ を設置
4/1 2019年G20大阪サミット関西推進協力協議会事務局を設置

4/17 第1回幹事会(平成30年度事業計画、平成30年度当初予算、事務局運営に関する規程)
4/18 第1回役員会(平成30年度事業計画、平成30年度当初予算)〔書面決議〕
4/25 第2回幹事会(協議会規約の改正)

5/11 第1回推進本部会議(サミットに向けた主なスケジュール等、PTからの報告事項〔防災・危機管理
対策、保健医療対策〕)

5/11 第3回幹事会(宿泊予約センターの設置、シンボルマークの制作、協議会規約の改正、｢各社催事に
ついて｣ の発信、顧問の委嘱)

5/17 第1回総会(顧問選出の同意、事業計画、予算、宿泊予約センターの設置、規約改正)〔書面同意〕
5/17 第2回役員会(宿泊予約センターの設置、規約改正)〔書面決議〕
6/28 G20大阪サミット1年前キックオフフォーラム
8/2 第4回幹事会(これまでの取組み、事業実施計画、寄附、応援・協賛、国家要望)
8/6 第3回役員会(寄附、協賛・応援、国家要望)〔書面決議〕

11/6 第5回幹事会(今後の取組方針、事業実施計画及び所要見込額)

11/16 第4回役員会(国や関係機関の状況、協議会の取組み実績、今後の取組方針、事業実施計画及び所
要見込額)

12/10 サミット講座(12/10〜5/8)

2019年

1/16 第1回住民・事業者説明会(1/16･17、19、26)

1/28 第2回推進本部会議(サミットに向けた準備状況、PTからの報告事項〔防災・危機管理、保健医療
対策〕、交通総量抑制)

2/25 第2回総会(顧問選出の同意、寄附、協賛・応援、国家要望、今後の取組方針、事業実施計画及び所
要見込額)〔書面同意〕

3/19 協議会主催プレスツアー(計3回、3/19･20、5/16･17、6/13･14)
3/20 G20大阪サミット開催100日前カウントダウンボード除幕式
3/25 第3回総会(役員選出の同意)〔書面同意〕
3/29 第2回住民・事業者説明会(3/29･30)

3/29 第6回幹事会（平成31年度事業実施計画、平成31年度予算、当協議会規約の一部改正）〔持ち回り説
明〕

3/29 第5回役員会(役員選出〔会長、会長代行〕、平成31年度事業実施計画、平成31年度予算、協議会
規約の一部改正)〔書面決議〕

4/8 第4回総会（役員選出の同意）〔書面同意〕
5/7 第6回役員会（国家要望）

5/28 G20大阪サミットクリーンUP作戦/咲洲キックオフ
5/28 第3回住民・事業者説明会(5/28、6/2･3)

5/28 外務省･大阪観光局・関西観光本部主催プレスツアー(計4回、国：5/28〜31、6/26〜7/1、大阪観
光局：6/3〜6、関西観光本部：6/6･7）

5/30 第5回総会（役員選出の同意）〔書面同意〕

6/13 第3回推進本部会議（サミット期間中の運営体制等、防災・危機管理の取組状況等、保健医療対策の
取組状況等、交通規制等・警戒警備に係る協力要請)

6/27 大阪･関西魅力発信スペース(6/27〜6/30)
6/27 協議会主催歓迎レセプション
6/28 G20大阪サミット(6/28･29)
6/28 配偶者プログラム(6/28･29)
6/28 総理夫妻主催夕食会
7/2 サミット会場の公開(7/2･3)
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11．経済3団体及び観光局から国に対する要望書



176 G20 OSAKA SUMMIT 2019

資
料
編

第
2
章

第
3
章

第
4
章

第
5
章

第
6
章

第
7
章

資 料 編11



177G20 OSAKA SUMMIT 2019

資
料
編

第
2
章

第
3
章

第
4
章

第
5
章

第
6
章

第
7
章

資 料 編11



178 G20 OSAKA SUMMIT 2019

資
料
編

第
2
章

第
3
章

第
4
章

第
5
章

第
6
章

第
7
章

資 料 編12

1 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 年 6 ⽉ 28 ⽇・29 ⽇に開催されます の成功に向けて、G20 ⼤阪サミット
「2019 年 G20 ⼤阪サミット関⻄推進協⼒協議会」を中⼼に、オール⼤阪・関⻄全
体で万全の態勢で準備を進めていくため、府内外の企業・団体・個⼈の皆さまのご寄
附を広く募ってまいりたいと考えておりますので、ご理解・ご協⼒を賜りますようよろしくお
願い申し上げます。 

 

〜開催に向けたご⽀援のお願い〜 

12．開催に向けたご支援のお願い（寄附金、協賛・応援事業）
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● メンバー国（※）や招待国の⾸脳、国際機関など、37 の国や機関が参加し、経済分野を主要議題とし
て開催される国際会議です。2019 年は⽇本が議⻑国となり、⼤阪で開催されます。⽇本がこれまで経験
したことのない⼤規模な国際会議となります。 

  ※アルゼンチン、オーストラリア、ブラジル、カナダ、中国、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、イタリア、⽇本、メキシコ、韓国、南アフ
リカ共和国、ロシア、サウジアラビア、トルコ、英国、⽶国、欧州連合（EU） （アルファベット順） 

● 近年取りあげられる議題として、世界経済、貿易・投資、開発、気候・エネルギー、雇⽤、テロ対策、移
⺠・難⺠問題等があります。 

 
 

 
 

● ⼤阪・関⻄全体の総⼒を結集し、幅広い協⼒を得るため、府、市、関⻄広域連合、経済界等の参画を
得て、「2019 年Ｇ20 ⼤阪サミット関⻄推進協⼒協議会」を設⽴し、万全の態勢でＧ20 ⼤阪サミットに
向けた準備を進めています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【協議会での取組み】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【協議会組織】 
 
  

2019 年 G20 ⼤阪サミットとは 

開催に向けた地元の取組み 

会⻑○○○⼤阪府知事 
会⻑代⾏○⼤阪市⻑ 
副会⻑○○関⻄広域連合⻑ 
副会⻑○○公益社団法⼈関⻄経済連合会会⻑ 
副会⻑○○⼤阪商⼯会議所会頭 
副会⻑○○⼀般社団法⼈関⻄経済同友会代表幹事 

⼤阪府市⻑会会⻑ 
⼤阪府町村⻑会会⻑ 
⼤阪府議会議⻑ 
⼤阪市会議⻑ 
公益財団法⼈⼤阪観光局理事⻑ 
⼀般社団法⼈関⻄観光本部理事⻑ 

■会議の開催⽀援 
輸送・宿泊サービスの円滑な提供や警備関係への協⼒など、受け⼊れに向けて開催地として最⼤限の
⽀援・協⼒を実施します。 

  ・輸送・宿泊サービスの円滑な提供に向けた⽅策の検討 
  ・⼤阪府警本部等への協⼒、連絡調整 など 
 
■住⺠・事業者等への周知 

Ｇ20 ⼤阪サミット開催に伴う影響について、住⺠・事業者等のご理解とご協⼒を求めるため、開催意
義・内容等を情報発信します。 

・ポスター、チラシ、ホームページ、ＳＮＳ等による周知、住⺠説明会等の開催 など 
 

■⼤阪・関⻄の PR 
Ｇ20 ⼤阪サミットの開催を通じて、世界に向けて⼤阪・関⻄の強みや都市魅⼒を世界にアピールするこ
とで、⼤阪・関⻄の知名度・都市格の向上を図ります。 

・様々な広報媒体によるＰＲ、各国代表団などへのおもてなし など 
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● ⼤阪・関⻄の知名度・都市格の向上 
・国際政治を間近に感じ、国際都市⼤阪として成⻑します。 

   ・世界に存在感をアピールし、2025 年⼤阪万博につなげます。 
 

● 「世界に貢献する⼤阪・関⻄」、「安全・安⼼なまち⼤阪・関⻄」を世界に発信 
・ライフサイエンス分野やものづくりなど、⼤阪・関⻄の強みを発信します。 
・万全の警備のもと、安全・安⼼な会議環境を確保することで、「安全・安⼼なまち⼤阪・関⻄」を
発信します。 

 

● 地域経済の活性化 
・⼤阪・関⻄経済の活性化や都市魅⼒の向上につなげます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Ｇ20 ⼤阪サミット成功には、会場周辺の皆さまをはじめ、オール⼤阪・オール関⻄⼀丸となって、
国内外から来訪されるお客さまをあたたかくお迎えすることが不可⽋です。 皆さまのご理解・ご協⼒
をお願いいたします。 

 
 
 
 
 
 

オール⼤阪・関⻄での“おもてなし” 

※ 開催期間中は、各国代表団、国内外報道関係者、日本政府関係者、警備関係者、支援

事業者など、約３万人の方々が大阪を訪れることが想定されています。 

※ 開催会場はインテックス大阪（大阪市住之江区）が予定されています。交通規制等の影響

により会場周辺はもとより、広範な地域の皆さまにご不便をおかけすることが予想されます。ご

理解・ご協力をお願いいたします。 

Ｇ20 サミット開催で⼤阪・関⻄がめざすもの 
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１．寄附⾦の申込み 
● 「寄附申込書」に所要事項をご記⼊のうえ、下記宛先まで電⼦メール、ファックス⼜は郵送のいずれかの⽅法 

によりご送付ください。（発送に必要な費⽤はお申込いただく⽅のご負担となります。予めご了承願います。） 
 
 
 
 
 
 
● 募集期間は、2019 年 6 ⽉ 28 ⽇（⾦）までです。 
 
２．納付書の送付及び⼊⾦ 
● 寄附申込みを確認後、⼤阪府より納付書（納付書兼領収証書）をお送りしますので、府が指定する⾦融

機関でお振込みください。⼿数料は無料です。 
● ⾦融機関で受け取られた領収書が寄附⾦受領証明書となるため、⼤切に保管してください。 
● ⼊⾦いただいた寄附⾦はいかなる事由、タイミングでも返⾦⼿続きはいたしません。 
 
３．税制上の優遇 
● 個⼈からのご寄附は「Loving OSAKA 納税制度」により、限度額内であれば 2 千円を超える部分について、

全額が住⺠税（翌年度）・所得税から軽減されます。 
● 法⼈からのご寄附は法⼈税法第37 条第3 項第1 号に規定する「地⽅公共団体に対する寄附⾦」に該当

し、全額が損⾦算⼊されます。 
 
 
 
 

 

● 国内所在の店舗で納付できる⾦融機関（都市銀⾏、地⽅銀⾏など）のほか、⼤阪府内所在の店舗で納
付できる⾦融機関（信⽤⾦庫、信⽤組合など）にてお振込みください。 

   
詳しくは下記ホームページをご参照ください。 

    ⼤阪府ホームページ☞府政運営・市町村 ☞ 財政☞会計事務☞⼤阪府公⾦取扱い⾦融機関⼀覧  
     ※ホームページアドレス︓http://www.pref.osaka.lg.jp/kaikei/koukin/index.html 
 
 
 
 
 

寄附⾦に関する⼿続き 

【担当・申込先】 
〒559-8555  
⼤阪府⼤阪市住之江区南港北１丁⽬ 14 番 16 号 ⼤阪府咲洲庁舎（コスモタワー）34 階 
⼤阪府政策企画部サミット協⼒室総務グループ あて 

Tel. 06-6210-9336 Fax.06-6210-9337 E-mail: samitto@sbox.pref.osaka.lg.jp 

指定⾦融機関について 
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平成  年  ⽉  ⽇  

⼤阪府知事  あて  
 

2019 年 G20 ⼤阪サミット開催に向けた取組みに賛同し、 
下記⾦額を⼤阪府に寄附します。 

 
■⽒名・法⼈・団体名︓                            
（法⼈・団体の場合）代表者名︓                     
■寄附⾦額︓                               円 
（※⼀⼝ 2,000 円以上の申込とさせていただきます。） 

■住所・所在地︓                               
                                           

 
【確認欄】 
１．ご寄附をいただいた⽒名・法⼈名・団体名については、G20 ⼤阪サミットの記録誌や⼤阪府ホームページ等

へ掲載する予定です。掲載の可否について、下記に○を記⼊してください。 
（ ）︓⽒名・法⼈名・団体名の掲載に同意します。 
（ ）︓⽒名・法⼈名・団体名及び寄附⾦額の掲載に同意します。 
（ ）︓同意しません。 

 
２．ご寄附をいただく際は、下記事項をご確認のうえ、○を記⼊してください。 

（ ）私どもは、暴⼒団員ではなく、暴⼒団⼜は暴⼒団員（以下、「暴⼒団等」という。）を不に利⽤し、暴
⼒団の維持・運営に関与し、⼜は暴⼒団等と社会的に⾮難されるべき関係を有するなど暴⼒団等との
密接な関係を有していないことを表明するとともに、今後も暴⼒団等と密接な関係を持ちません。 

 
３．今後、連絡させていただく際のご担当者様について、ご記⼊ください。 

社名／団体名  

役 職  

⽒  名  

連絡先 
TEL︓                         FAX︓ 
E-mail︓ 

【個⼈情報の取り扱いについて】 
ご記⼊いただきました個⼈情報につきましては、寄附⾦の⼿続きや事業のお知らせ以外には使⽤いたしません。 

寄附申込書 
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１．基本的な考え⽅ 
● 2019年G20⼤阪サミットの開催に向けて、⺠間企業等が有する資源（物品、アイデア、ノウハウ、サービス

等）を積極的に取り⼊れ、効果的・効率的に事業運営を実施するため、協賛・応援事業に関する提案を募
集します。（個⼈からの提案募集は⾏いません。）ただし、協議会の財政負担が伴わないことを前提としま
す。 

 
２．募集内容 
(1) 協議会等への協賛 
● 協議会が取り組む事業(p.2 参照)において活⽤する物品、アイデア、ノウハウ、サービス等の提供や貸与等

によるご協⼒をお願いします。 
(2) 2019 年 G20 ⼤阪サミットに対する応援 
● 皆さん⾃⾝が主催者として、2019年G20⼤阪サミットの「機運醸成」および「情報発信」に関する取組みを

⾏っていただくことでご協⼒をお願いします。 
 
３．応募⽅法と登録 
● 「協賛・応援事業提案シート」に所要事項をご記⼊のうえ、下記宛先まで電⼦メール、ファックス⼜は郵送の

いずれかの⽅法 によりご送付ください。（発送に必要な費⽤はお申込みいただく⽅のご負担となります。予め
ご了承願います。） 

 
 
 
 
 
● 募集期間は、2019 年 6 ⽉ 28 ⽇（⾦）までです。 
● 提案シートの内容について、協議会事務局が必要に応じヒアリング等を⾏ったうえで、事業化が可能と判断

されるものについては、協賛・応援事業として登録します。 
● 登録した協賛・応援事業については、その事業名および事業内容について、同意を得たうえで、協議会ホー

ムページや記録誌にも掲載します。 
● 協賛における物品等の提供⽅法につきましては、別途協議させていただきます。 
● 協賛・応援事業への登録の有無⼜は協賛・応援事業の実施により、提案企業等が被った損害等に対し、

協議会は補償、弁償⼜は賠償等の義務を負いませんので、ご了承をお願いします。 

  

協賛・応援事業に関するご提案募集 

【担当・申込先】 〒559-8555  
⼤阪府⼤阪市住之江区南港北１丁⽬ 14 番 16 号 ⼤阪府咲洲庁舎（コスモタワー）34 階 
2019 年 G20 ⼤阪サミット関⻄推進協⼒協議会 総務部 あて 

Tel. 06-6210-9336 Fax.06-6210-9337 E-mail: summit-support@g20osaka.jp 
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４．参考例 
(1) 協議会等への協賛 

協議会等が実施する取組み(p.2 参照)への物品・アイデア・ノウハウ・サービス等の提供または貸与（製品、
運⾏・運営等のサービス等） 
(ア) PR・プロモーション 
● ポスター・リーフレット等の印刷・配送⼀式 
● デジタルサイネージへ配信するコンテンツの作成・データ加⼯・掲載⼀式 
● ポスター・リーフレット・広報ツール等の掲出・配架場所の提供 
● 新聞・雑誌等の刊⾏物における G20 ⼤阪サミット特集号の発刊・配布、特集記事の制作・掲載及び広

告枠の提供 
● 訪⽇外国⼈旅⾏者（インバウンド）向け旅⾏⼝コミサイトや宿泊予約サイトでのサミット特集記事（注

意喚起等）の掲載・バナー広告枠の提供 
(イ) 住⺠・事業者向けイベント 
● 広報グッズ等（クリアファイル、ボールペン、ポケットティッシュ、⼿提げ袋及びステッカー等）の提供 
● 出席者や来場者へ配布する飲料（⽔、お茶等）の提供 
● イベントで使⽤する消耗品（清掃イベントで使⽤する軍⼿等）の提供や備品（マイク、アンプ及び PC モ

ニター等）の貸与 
(ウ) 国内外報道関係者や各国政府代表団等のおもてなし 
● ⼤阪・関⻄の魅⼒発信に資する PR グッズの提供（コンパクトで軽く、⼤阪・関⻄発祥のものが望ましい） 
● PR グッズを⼊れる⼿提げ袋（A4 サイズの書類が⼊る⼤きさを想定）の提供 
(エ) 語学ボランティア 
● 結団式やボランティア活動で必要な物品・サービスの提供（ユニフォーム・横断幕の制作・提供、ボランティ

ア保険の提供等） 
(2) 2019 年 G20 ⼤阪サミットに対する応援 

⺠間企業等が主催する、G20 ⼤阪サミットの機運醸成や⼤阪・関⻄の魅⼒発信を応援する取組み 
● G20 ⼤阪サミット応援イベントの開催、各施設への G20 ⼤阪サミット応援メッセージの掲載 
● サミットに関する⼦ども向け学習会の開催                    等 
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作成⽇ 平成  年  ⽉  ⽇  
提案企業等名  連絡責任者⽒名  
所在地 〒 
電話番号  FAX 番号  
Email アドレス  
提案の種類 
(いずれか選択) 

□ ① 協議会事業等への協賛 
□ ② サミットの応援事業 

提案内容 
【企画内容】 
【実施期間】 
【実施場所】 
【実施⽅法】 
【実施体制】 
【事業効果】等 
 
 
 

①の場合は、協⼒いただける内容を記載願います。 
②の場合は、事業の企画内容を具体的に記載願います。 

①応援事業にて、ポスターを掲出・チラシを配布頂ける場合はご記⼊ください。 
ポスターの要・不要 要（     枚）・ 不要 チラシの要・不要 要（      枚）・不要 
②協議会ホームページ等への掲載を 希望する ・ 希望しない  
希望の場合、公表時期について □指定なし  □   ⽉   ⽇以降 □提案者からの連絡後 
③記録誌(サミット開催後の公式記録)への掲載を 希望する ・ 希望しない 

【確認欄】 下記事項をご確認のうえ、○を記⼊してください。 
（ ）私どもは、暴⼒団員ではなく、暴⼒団⼜は暴⼒団員（以下、「暴⼒団等」という。）を不当に利⽤し、

暴⼒団の維持・運営に関与し、⼜は暴⼒団等と社会的に⾮難されるべき関係を有するなど暴⼒団等と
の密接な関係を有していないことを表明するとともに、今後も暴⼒団等と密接な関係を持ちません。 

( ) 本提案は、次の事項に該当する登録対象外の提案でないことを誓約します。 
 企業、団体、個⼈等の売名⾏為を⽬的としたもの 
 営利のみを⽬的としたもの 
 2019 年 G20 ⼤阪サミットの開催および運営に⽀障を来すおそれのあるもの 
 特定の政治、宗教、思想的な意図を持つもの 
 2019 年 G20 ⼤阪サミット、協議会や関係者の品位を傷つけるもの 
 その他、公序良俗に反するなど⼀定の事由に基づき不適当なもの 

【個⼈情報の取り扱いについて】 
ご記⼊いただきました個⼈情報につきましては、当該事業以外には使⽤いたしません。 

協賛・応援事業提案シート 
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 各  位 
 

         
2019 年 G20 ⼤阪サミット開催に向けた寄附のお願い 

 
 

 
平素は⼤阪府政・⼤阪市政の推進に格別のご理解、ご協⼒を賜り、厚くお礼申し上げます。 
このたび、我が国で主催するサミットとしては史上最⼤規模となりますＧ２０⼤阪サミッ

トが、２０１９年６⽉２８⽇から２９⽇までの間、⼤阪で開催されることになりました。 
世界中から注⽬が集まるＧ２０⼤阪サミットの開催は、「世界に貢献する⼤阪・関⻄」、「安

全・安⼼なまち⼤阪・関⻄」を世界から認知いただき、国際都市⼤阪として都市格の向上に
つながる絶好の機会です。また、各国代表団を最⾼のおもてなしでお迎えするとともに、こ
れを機に地元特産品や伝統⽂化、豊富な観光資源などを⼤阪・関⻄の魅⼒として世界に発信
していくことが重要です。 

このため、⼤阪・関⻄全体の総⼒を結集すべく、⼤阪府、⼤阪市に加え、経済界、関⻄広
域連合の参画を得て、「２０１９年Ｇ２０⼤阪サミット関⻄推進協⼒協議会」を設⽴し、万全
の態勢で開催に向けた準備を進めております。 

つきましては、当協議会を中⼼とした取組みにご賛同いただき、寄附によるご⽀援・ご協
⼒を賜りますようお願い申し上げます。 
 
 
 
平成 30 年 9 ⽉ 
 
 

⼤阪府知事                             
（2019 年 G20 ⼤阪サミット関⻄推進協⼒協議会会⻑）   松井 ⼀郎 

 
 

⼤阪市⻑                              
（2019 年 G20 ⼤阪サミット関⻄推進協⼒協議会会⻑代⾏） 吉村 洋⽂ 

13．2019年G20大阪サミット開催に向けた寄附のお願い



187G20 OSAKA SUMMIT 2019

資
料
編

第
2
章

第
3
章

第
4
章

第
5
章

第
6
章

第
7
章

資 料 編14

83件　222,102,000円
〈寄附者一覧〉
株式会社 旭屋書店 株式会社 大丸松坂屋百貨店
アットジャパンプランニング株式会社 大和ハウス工業 株式会社
伊藤忠商事 株式会社 株式会社 竹中工務店
岩谷産業 株式会社 辰野 株式会社
エスペック 株式会社 株式会社 タブチ
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ 株式会社 株式会社 十川ゴム
株式会社 ＮＴＴドコモ 東洋紡 株式会社
学校法人 エール学園 南海電気鉄道 株式会社
近江産業 株式会社 西日本電信電話 株式会社
大阪ガス 株式会社 西日本旅客鉄道 株式会社
株式会社 大西 株式会社 日タクホールディングス
小野薬品工業 株式会社 日本製鉄 株式会社
株式会社カネカ 日本生命保険 相互会社
株式会社 カプコン 株式会社フジキン
川崎重工業 株式会社 阪急電鉄 株式会社
関西電力 株式会社 阪和興業 株式会社
がんこフードサービス 株式会社 パナソニック 株式会社
株式会社 京都銀行 日立造船 株式会社
近鉄グループホールディングス 株式会社 丸一鋼管 株式会社
株式会社 クボタ 丸紅 株式会社
ＫＤＤＩ株式会社 株式会社 萬栄
小泉 株式会社 株式会社 マンダム
株式会社 神戸製鋼所 ミズノ 株式会社
株式会社 サクラクレパス 三井住友海上火災保険 株式会社
サントリーホールディングス 株式会社 三井住友信託銀行 株式会社
塩野義製薬 株式会社 株式会社 三井住友銀行
株式会社 シェル石油大阪発売所 三井物産 株式会社
株式会社 心斎橋ミツヤ 三菱商事 株式会社
住友商事 株式会社 三菱電機 株式会社　関西支社
住友電気工業 株式会社 株式会社 三菱UFJ銀行
積水ハウス 株式会社 株式会社 モンベル
株式会社 錢高組 株式会社 ユニオン
株式会社髙島屋 株式会社　りそな銀行
タカラベルモント 株式会社 レンゴー 株式会社
大日本住友製薬株式会社 ※50音順・敬称略

企業名・団体名・氏名 金額
大阪信用金庫 500,000円
岡本　昭 500,000円
コクヨ株式会社 5,000,000円
コスモ建物管理株式会社 100,000円
サラヤ株式会社 1,000,000円
白山殖産株式会社 200,000円
ダイキン工業株式会社 10,000,000円
株式会社日本ビジネス開発 100,000円
野村證券株式会社 3,000,000円
阪神電気鉄道株式会社 3,000,000円

※50音順・敬称略
※寄附者一覧は、企業名・団体名・氏名及び金額は、本誌への掲載を承諾したものを記載している。

14．寄附金実績
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協賛・応援事業の分類別内訳
分類 事業者数

（ア）PR・プロモーション 46
（イ）住民・事業者向けイベント 10
（ウ）国内外報道関係者や各国政府代表等のおもてなし 34
（エ）語学ボランティア 0
合計 90

協賛・応援事業者一覧(50音順、敬称略)
事業者名 協賛・応援の内容

秋鹿酒造有限会社 歓迎レセプションでの日本酒の無償提供（｢純米大吟醸　秋鹿一貫造り｣）

一般財団法人　アジア太平洋研究所
一般財団法人アジア太平洋研究所（APIR）『アジア太平洋と関西　関西経済白書
2018』（日本語版）を基に編集･英訳した『Kansai and the Asia Pacific, Economic 
Outlook:2018-19』（英語版）のダイジェスト版の提供

ESR株式会社
G20大阪サミットに伴う警戒警備（消防特別警戒）に対し、警備関係者（消防職員）の
待機場所及び警備車両（消防車両）の駐車場所として、弊社が所有する施設を大阪市
消防局に無償貸与する。

イオンリテール株式会社 店舗でのリーフレットの配架、店舗でのもずやんパネルの掲出
井坂酒造場 歓迎レセプションでの日本酒の無償提供（｢三輪福　純米大吟醸　米の華｣）
NECグループ NEC関西ビルにおける ｢G20JPN｣ イルミネーション

株式会社NTTドコモ関西支社
梅田DTタワーのデジタルサイネージでの広報、大阪府内のドコモショップへのポ
スターの掲出、協議会主催イベントへのラグビーチーム ｢NTTドコモレッドハリ
ケーンズ｣ の参加

一般社団法人FC大阪スポーツクラブ 開幕戦でのティッシュの配布、OSAKA愛鑑（大阪府チャンネル）への出演
縁樹の糸 Engi no Ito コースターおよびチャーム3,000個の提供

大阪ガス株式会社 業務用車両へのステッカーの貼付（丸型を約600台に貼付）、社屋内･ショールーム
等でのポスターの掲出

大阪高速鉄道株式会社 駅構内の掲示板にポスターの掲出、案内表示器に画像掲出

大阪市高速電気軌道株式会社 ポスターの掲出、リーフレットの配架、デジタルサイネージでの放映、のぼりの設
置、カウントダウンボードの設置、缶バッジの着用

大阪タオル工業組合 2019G20大阪サミットオリジナル泉州タオル（フェイスタオル）3000枚の提供
一般社団法人大阪タクシー協会 ｢マイカー利用自粛｣ シールのタクシーへの貼付
一般社団法人大阪バス協会 バス車両へのポスターの掲出、リーフレットの配架、のぼりの掲出

一般社団法人大阪府トラック協会 ステッカーを会員企業トラックへ貼付け、ポスターの掲出、リーフレットの配架、
のぼりの設置

大阪府立今宮高等学校 会場内におけるステージでの生徒によるダンスパフォーマンスの披露

一般財団法人大阪陸上競技協会
6/21～6/23に開催する第87回大阪陸上競技選手権大会において、G20大阪サミッ
トに係る広報へ協力（大会プログラムへの広告掲載、ヤンマーフィールド長居の電
光掲示板における広報･プロモーション動画の放映）

株式会社おぎそ 大阪府リサイクル認定商品（お皿･マグカップ）の提供

関西エアポート株式会社 PR･プロモーション、周知活動、おもてなし、ノウハウ･サービス等の提供又は貸
与

関西SDGsプラットフォーム/JICA 関西 会場内入場経路において英文パネルによる ｢関西SDGsプラットフォーム｣ の活動
紹介

一般財団法人関西観光本部 大阪･関西魅力発信スペースに設置したスクリーンでの関西広域観光PR

関西電力株式会社 ポスターの掲出、業務用車両へのステッカー貼付、CM放映、関西地域活性化ポス
ターの掲出、広報紙への掲載、社内報等での発信、リンクバナーの貼付け

関西ぱど リーフレットの配架、ティッシュの配布、情報誌への掲載

15．協賛・応援実績
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事業者名 協賛・応援の内容

北大阪急行電鉄株式会社 ポスターの掲出、リーフレットの配架、デジタルサイネージでの広報、車内案内放
送

喜多酒造株式会社 歓迎レセプションでの日本酒の無償提供（｢喜楽長　純米大吟醸｣、｢御代菊　水酛純
米｣）

有限会社北庄司酒造店 歓迎レセプションでの日本酒の無償提供（｢荘の郷　純米酒｣）
ギフモ株式会社 歓迎レセプションでのステージ･スクリーン及びPRブースでの技術紹介
清鶴酒造株式会社 歓迎レセプションでの日本酒の無償提供（｢純米吟醸　百六十三年目乃お酒｣）
キリンビール株式会社 タイアップ広報
一般社団法人近畿トラック協会 ポスターの掲出、リーフレットの配架
倉本酒造株式会社 歓迎レセプションでの日本酒の無償提供（｢つげのひむろ 菩提酛純米｣）

京阪ホールディングス株式会社 ポスターの掲出、リーフレットの配架、駅デジタルサイネージでの広報、改札付近
での運行情報を表示する液晶画面での広報

コカ･コーラ ボトラーズジャパン株式会
社

ポスターの掲出（自動販売機、事業所内）、保有車両へのG20交通規制周知ステッ
カーの掲出、協議会主催イベントへの自社商品 ｢アクエリアス｣ の提供

コクヨ株式会社 G20ロゴ入りオリジナルキャンパスノートの制作提供
壽酒造株式会社 歓迎レセプションでの日本酒の無償提供（｢國乃長　大吟醸｣）
株式会社コングレ ポスター掲出、チラシの配架
西條合資会社 歓迎レセプションでの日本酒の無償提供（｢天野酒　大吟醸｣）
有限会社斎藤酒造場 歓迎レセプションでの日本酒の無償提供（｢御殿桜　大吟醸｣）
佐川急便株式会社 営業車へのステッカーの貼付け
櫻正宗株式会社 歓迎レセプションでの日本酒の無償提供（｢櫻正宗　焼稀大吟醸｣）
サラヤ株式会社 協議会主催イベントでの自社商品 ｢フェイス&ボディ用クールシート｣ の提供
サントリーホールディングス株式会社 配送トラックに ｢マイカー使用の自粛｣ ステッカー貼付
上新電機株式会社 ポスターの掲出、リーフレットの配架、ティッシュの配架

住友電気工業株式会社
社内報2019年4月号での特集記事掲載、社内報2019年4月号の配付にあわせて協
議会および大阪府警察作成のリーフレットを配付（社内報の発行部数約1.4万部）、
社屋内でのポスターの掲出

株式会社セブン－イレブン･ジャパン 店舗でのポスター掲出
ソフトバンク株式会社 大阪府内のソフトバンクショップでのリーフレットの配架
第一生命保険株式会社 店舗でのポスターの掲出、外交員による周知（大阪府政ニュース）
ダイドードリンコ株式会社 配送車へのステッカーの貼付け
大門酒造株式会社 歓迎レセプションでの日本酒の無償提供（｢DAIMON45　純米大吟醸｣）
大洋技研株式会社 大阪府リサイクル認定商品（お皿及びマグカップ）の提供
田中酒造場 歓迎レセプションでの日本酒の無償提供（｢純米大吟醸　白鷺の城｣）
長龍酒造株式会社 歓迎レセプションでの日本酒の無償提供（｢吉野杉の樽酒｣）
寺田酒造有限会社 歓迎レセプションでの日本酒の無償提供（｢元朝　大吟醸｣）
徳島商工会議所 ポスターの掲出、リーフレットの配架

ナーサリー富田幼児園 新聞部（５歳児５名）によるユースサミットおよびサミット会場近辺の取材、英字新
聞の作成･配布

中野BC株式会社 歓迎レセプションでの日本酒の無償提供（｢純米酒　紀伊国屋文左衛門｣）
合名会社中和商店 歓迎レセプションでの日本酒の無償提供（｢今小町　純米大吟醸　穣｣）
株式会社名手酒造店 歓迎レセプションでの日本酒の無償提供（｢純米大吟醸　黒牛｣）
浪花酒造有限会社 歓迎レセプションでの日本酒の無償提供（｢純米大吟醸　無我無心｣）

奈良県
絵葉書の提供
奈良県の社寺：春日大社、石上神宮、室生寺、朝護孫子寺、唐招提寺、談山神社、
伝香寺、璉珹寺（れんじょうじ）、法華寺、東大寺、元興寺

南海電気鉄道株式会社 ポスターの掲出、リーフレットの配架、ティッシュの配布場所提供、駅サイネージ
での広報、フロアマップへのロゴマーク掲出

西日本旅客鉄道株式会社 ポスターの掲出、リーフレットの配架、車内広告、のぼりの設置、デジタルサイネー
ジでの広報、駅構内及び車内での放送

一般社団法人2025年日本国際博覧会協
会

大阪･関西情報展示スペース、歓迎レセプションにおける広報協力、2025大阪･関
西万博パンフレット“EXPO 2025 OSAKA, KANSAI, JAPAN”の提供

日本郵便株式会社 集配車両･渉外車両･バイクへのステッカーの貼付け
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事業者名 協賛・応援の内容

株式会社日本旅行 ポスターの掲出、メールマガジンでのバナー広告、大阪駅前デジタルサイネージ自
社枠の提供

株式会社ハークスレイ デジタルサイネージでの広報、広報誌でのサミット情報の掲載

パナソニック株式会社 大阪・関西魅力発信スペースへの出展、社内役員通達発信と対策実施による大阪府
内の交通総量抑制

パワーアシストインターナショナル株式
会社

歓迎レセプションの会場内におけるステージ･スクリーン及びPRブースでの技術
紹介

阪急電鉄株式会社 ポスターの掲出、リーフレットの配架、駅デジタルサイネージでの広報、ティッ
シュの配布場所提供

阪神電気鉄道株式会社 ポスターの掲出、リーフレットの配架、駅デジタルサイネージでの広報
株式会社ファミリーマート 店舗でのポスターの掲出、リーフレットの配架
藤本雅一酒造場 歓迎レセプションでの日本酒の無償提供（｢吟醸酒　井真成｣）
フューチャーモデル株式会社 会場内における国内参加者に対する自動翻訳機（イージーコミュ）の無償レンタル

マイクロ波化学株式会社 歓迎レセプションの会場内におけるステージ･スクリーン及びPRブースでの技術
紹介

株式会社増田德兵衞商店 歓迎レセプションでの日本酒の無償提供（｢月の桂　純米大吟醸　平安亰｣）

松井酒造株式会社 歓迎レセプションでの日本酒の無償提供（｢辛口五紋神蔵KAGURA無濾過生原酒中
汲み｣）

マッスル株式会社 歓迎レセプションの会場内におけるステージ･スクリーン及びPRブースでの技術
紹介

松瀬酒造株式会社 歓迎レセプションでの日本酒の無償提供（｢松の司　純米大吟醸　黒｣）

ミズノ株式会社 ポスターの掲出、リーフレットの配架、来店者へのティッシュの配布、G20大阪サ
ミットロゴマーク入りポロシャツの制作及び提供

ヤフー株式会社

Yahoo! JAPAN（スマートフォン向け）のトップ画面に、Ｇ20大阪サミットに関連
する交通規制や生活への影響についての特集ページの掲出等（交通規制および生活
への影響についての記事･一次情報へのリンク等を掲載した特集ページの設置及び
関連ニュース記事の掲載）

山野酒造株式会社 歓迎レセプションでの日本酒の無償提供（｢大吟醸　雫酒　片野桜｣ ｢純米大吟醸　
織姫の里｣）

吉田酒造株式会社 歓迎レセプションでの日本酒の無償提供（｢特別本醸造　原酒　緑一｣）
株式会社りそな銀行・株式会社関西みら
い銀行

ATM画面サイネージでの広報、ポスターの掲出、リーフレットの配架、ティッシュ
の配布

株式会社ローソン 店舗でのリーフレット配架、タイアップポスター及びリーフレットの制作、掲出･
配架、記念商品の開発･販売

公益財団法人ワールドマスターズゲーム
ズ2021関西組織委員会

大阪･関西情報展示スペース、協議会主催歓迎レセプション等における広報協力、
ピンバッジおよびリーフレットの提供
※協賛・応援事業者のうち、本誌への掲載に同意があった事業者のみ記載している。
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地元産品リスト（食材等、大阪版）
分類 食材名 ブランド名

米類 米 ひのちゃん米、水越米、ほたる米
米類 米 ヒノヒカリ
米類 米 しあわせのれんげっ娘（ヒノヒカリ）
米類 米 金賞健康米
米類 米 キヌヒカリ
野菜 えだまめ 八尾えだまめ
野菜 なす 大阪なす
野菜 なす 鳥飼なす
野菜 水なす 泉州水なす
野菜 きゅうり 毛馬きゅうり
野菜 きゅうり
野菜 しゅんぎく
野菜 みつば
野菜 たまねぎ
野菜 ふき（生または水煮）
野菜 こまつな
野菜 トマト
野菜 ミニトマト
野菜 ベビーリーフ
野菜 うり 玉造黒門越瓜
野菜 ヘルシーパオ
野菜 カイワレ
野菜 ブロッコリースプラウト
果物 デラウェア 大阪ぶどう
果物 もも 包近の桃
果物 いちじく 桝井ドーフィン
畜産物 牛肉 なにわ黒牛
畜産物 牛肉 大阪ウメビーフ
畜産物 牛肉 能勢黒牛
畜産物 合鴨 河内鴨
畜産物 豚肉 なにわ星の豚
畜産物 豚肉 犬鳴ポーク
畜産物 豚肉 なにわポーク
畜産物 豚肉 農芸ポーク
畜産物 馬肉燻製 さいぼし
畜産物 たまご なにわワインたまご
畜産物 たまご 美人たまご
畜産物 たまご 小谷養鶏場のたまご
畜産物 たまご さしみ卵
畜産物 たまご 喜味の鶏子
畜産物 たまご 匠のたまご
畜産物 たまご 能勢の味たまご
畜産物 たまご ヨシダの卵
畜産物 たまご 辰巳弘養鶏場
畜産物 たまご 戸野養鶏場
水産物 キジハタ（あこう） 魚庭あこう
水産物 スズキ
水産物 サワラ
水産物 マイワシ 金太郎いわし（太ったもの）

16．地元産品と観光資源の活用に係る推薦書
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地元産品リスト（食材等、大阪版）
分類 食材名 ブランド名

水産物 シタビラメ
水産物 マナガツオ
水産物 メイタガレイ
水産物 ジンドウイカ（ひいか）
水産物 マアナゴ（天然）
水産物 マアナゴ（養殖） 泉南あなご
水産物 マダコ（生）
水産物 うなぎ（天然） 淀川天然うなぎ
水産物 ヤマトシジミ べっこうしじみ
水産物 カワチブナ 河内鮒
水産物 マダコ（ゆで） 泉だこ
水産物 ハモ
水産物 いわししらす（釜揚げ）
水産物 ワカメ（養殖）
加工食品 昆布 えぞ冨貴
加工食品 昆布 喜三味
加工食品 昆布 えびすめ
加工食品 昆布 塩昆布
加工食品 昆布 おぼろ昆布
加工食品 昆布 味宗汐吹昆布
加工食品 昆布 松ヶ枝
加工食品 昆布 都こんぶ
加工食品 昆布 有機しょうゆで炊いた金ごま昆布「恵幸」、椎茸昆布「宝寿」
加工食品 昆布 不二の昆布茶
加工食品 寿司 小鯛雀鮨
加工食品 寿司 箱寿司
加工食品 しゅうまい・豚まん しゅうまい
加工食品 しゅうまい・豚まん 桜橋しゅうまい
加工食品 しゅうまい・豚まん 豚まん
加工食品 佃煮 磯じまん
加工食品 佃煮 浅利しぐれ煮
加工食品 佃煮 廣川昆布
加工食品 佃煮 茎わかめ佃煮
加工食品 釜炊きしいたけ 釜炊きしいたけ
加工食品 いかなご（くぎ煮）
加工食品 鯛めし 鯛めし
加工食品 寒天 清水寒天（白天餉）
加工食品 かまぼこ 焼通し（蒲鉾）
加工食品 天ぷら ごぼう巻き、しょうが天、きくらげ天
加工食品 じゃこ天
加工食品 ベーコン 金剛山麓ベーコン
加工食品 焼豚 美味大阪　焼豚
加工食品 かまぼこ 自家特製　はもの皮
加工食品 漬物 みずなす漬（調味液漬）
加工食品 漬物 毛馬胡瓜粕漬
加工食品 漬物 大阪産（もん）小松菜キムチ
加工食品 漬物 なにわの伝統野菜　黒門越瓜の浅漬
加工食品 漬物 大阪しろなと昆布の佃煮
加工食品 漬物 泉州久米田漬
加工食品 漬物 水なす漬A級品
加工食品 味噌 特製赤味噌・白味噌
加工食品 味噌 特上白味噌・米糀赤味噌
加工食品 味噌 普通みそ
加工食品 味噌 白みそ
加工食品 ごま いりごま白長45g
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地元産品リスト（食材等、大阪版）
分類 食材名 ブランド名

加工食品 きな粉 きな粉／素心技
加工食品 黒糖 上野焚黒糖（たきこくとう）
加工食品 缶詰 大阪オイルサーディン
加工食品 たけのこ 木積たけのこ
加工食品 たけのこ 木積たけのこオイル漬け
加工食品 お吸い物 大阪お吸い物もなか（水ナス・天満菜・たまねぎ・天王寺かぶら）
加工食品 うどん 恩地食品（きつねうどん）
加工食品 うどん 大阪（きつね）うどん
加工食品 コロッケ 富田林コロッケ
加工食品 海苔 竹内海苔
加工食品 海苔（養殖）
加工食品 煮物 きざみ玉ねぎうま煮
加工食品 あぶらかす あぶらかす
加工食品 ぬか床 ヌカマルシェ
加工食品 パン 離宮プレミアム
加工食品 パスタ 米粉スパゲティー
加工食品 ソース 大黒フルーツソース
加工食品 ソース なにわ名物　串かつソース
加工食品 ソース 泉州の水なすを気前よく使ったパスタソース
加工食品 ソース パロマソース タカワソース
加工食品 ソース いちじくソース
加工食品 ソース 星トンボとんかつソース
加工食品 しょうゆ 新生
加工食品 だし うどん出し
加工食品 調味料 山香るハーブソルト、同大葉ソルト
加工食品 調味料 自然栽培玄米 甘酒コチュジャン
加工食品 調味料 紅醤油、紅甘酢、紅たでシロップ
加工食品 調味料 Basil Sauce、ガーリックオイル、ハーブオイル
加工食品 調味料 たこも
加工食品 ドレッシング 射手矢さんちの泉州たまねぎドレッシング
加工食品 ドレッシング 生たまねぎをそのまま食べるドレッシング
加工食品 ドレッシング 彩誉人参ドレッシング
加工食品 油 パセリ印綿実サラダ油
加工食品 おこし 粟おこし、岩おこし
加工食品 おこし 粟おこし、浪速おこし
加工食品 おこし 天狗おこし、岩束おこし
加工食品 羊羹 富士鶴
加工食品 羊羹 極上栗羊羹　ながほり
加工食品 羊羹 でっちようかん
加工食品 蒸菓子 梅花むらさめ
加工食品 蒸菓子 村雨
加工食品 蒸菓子 磯時雨（栗入）
加工食品 蒸菓子 時雨餅
加工食品 蒸菓子 だんぢり
加工食品 蒸菓子 和泉村雨（雪志ぐれ）
加工食品 蒸菓子 玉時雨
加工食品 カステラ カステ21（青箱）
加工食品 カステラ カステーラ「君が代」
加工食品 カステラ カステーラ
加工食品 カステラ 大阪カステラ
加工食品 もち・だんご くるみ餅
加工食品 もち・だんご 芥子餅
加工食品 もち・だんご けし餅
加工食品 もち・だんご 本わらび餅
加工食品 もち・だんご 大寺餅
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地元産品リスト（食材等、大阪版）
分類 食材名 ブランド名

加工食品 もち・だんご みたらし団子
加工食品 もち・だんご 松露だんご
加工食品 もち・だんご すはま団子
加工食品 もなか 庵月最中
加工食品 もなか 天領もなか
加工食品 もなか はすね最中
加工食品 もなか 風土銘菓　河内もなか
加工食品 もなか まったら最中
加工食品 もなか 美陵（みささぎ）もなか
加工食品 まんじゅう 釣鐘まんじゅう
加工食品 まんじゅう 斗々屋茶碗
加工食品 まんじゅう ジャンボ饅頭
加工食品 まんじゅう だんじりまんじゅう
加工食品 まんじゅう みるく饅頭月化粧
加工食品 焼き菓子 郷土銘菓　寝屋川
加工食品 焼き菓子 河内音頭太鼓
加工食品 焼き菓子 吹田銘菓・吉志部
加工食品 焼き菓子 八陣の庭
加工食品 焼き菓子 箕面柚子の丘
加工食品 焼き菓子 バケツ缶クッキー
加工食品 焼き菓子 水無瀬バウム
加工食品 焼き菓子 棚田米ラスク
加工食品 さつま焼 さつま焼
加工食品 きんつば 名代 きんつば
加工食品 どら焼き あかつき
加工食品 洋菓子 スイートポテト
加工食品 洋菓子 棚田米プリン
加工食品 洋菓子 棚田米ぷちケーキ
加工食品 揚げ菓子 名物あべのポテト
加工食品 せんべい 浪花津
加工食品 せんべい かた焼きせんべい
加工食品 せんべい 野菜せんべい
加工食品 せんべい 文楽せんべい
加工食品 せんべい こだわりのおかき
加工食品 豆菓子 雀の玉子
加工食品 あられ 手焼の香
加工食品 あられ 錦マヨネーズ
加工食品 かりんとう 小緑
加工食品 おしるこ 懐中志る古
加工食品 ぜんざい 夫婦善哉
加工食品 金平糖 こんぺいとう
加工食品 飴 有平糖　菊の露
加工食品 飴 いちごとう
加工食品 和菓子 郷土銘菓 田辺大根
加工食品 サブレ 観音ゴマさぶれ
加工食品 どら焼き 十三銘菓どら焼
加工食品 ジャム タツタジャムの柚子マーマレード
加工食品 ジャム（コンフィチュール） 泉州水なすのコンフィチュール（赤・白・琥珀）
加工食品 ジャム 井川さんちのみかんジャム
加工食品 ジャム いちじくジャム
加工食品 和菓子 桜もちぃず 桜ふわわ
加工食品 ペースト いずみのみかんをギュッと詰め込んだペースト
加工食品 ジェラート 苺果
加工食品 酢 神宮寺ぶどうビネガー
加工食品 酢 名倉ポン酢
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地元産品リスト（食材等、大阪版）
分類 食材名 ブランド名

加工食品 シロップ 神宮寺ぶどうシロップ
加工食品 ゼリー 水無瀬離宮車

ぜ り ー

厘
酒類等飲料 日本酒 清酒　上撰片野桜
酒類等飲料 日本酒 清酒　清鶴　本醸造上撰
酒類等飲料 日本酒 秋鹿
酒類等飲料 日本酒 緑一
酒類等飲料 日本酒 呉春
酒類等飲料 日本酒 寿杯
酒類等飲料 日本酒 利休梅
酒類等飲料 日本酒 長龍
酒類等飲料 日本酒 松花鶴
酒類等飲料 日本酒 元朝
酒類等飲料 日本酒 荘の郷
酒類等飲料 日本酒 浪花正宗
酒類等飲料 日本酒 純米大吟醸　三輪福　米の華 
酒類等飲料 日本酒 國乃長　大吟醸
酒類等飲料 日本酒 純米吟醸　百六十二年目乃お酒
酒類等飲料 日本酒 天野酒　大吟醸　湖底熟成酒
酒類等飲料 日本酒 かどま酒
酒類等飲料 日本酒 千利休　純米大吟醸酒
酒類等飲料 ワイン たこシャン
酒類等飲料 ワイン K.S.合名山北畑デラウェアスパークリング2015
酒類等飲料 ワイン 合名山　メルロ2017
酒類等飲料 ワイン 利果園　赤　2016
酒類等飲料 ワイン 利果園　白　堅下本葡萄　2017
酒類等飲料 ワイン 堅下本葡萄　2017 合名山南西畑
酒類等飲料 ワイン 合名山　シャルドネ　木樽熟成　2017
酒類等飲料 ワイン 飛鳥　スパークリング　ヴィニフェラ16　2017　
酒類等飲料 ワイン 飛鳥　スパークリング　シャルドネ　2017
酒類等飲料 ワイン 飛鳥　カベルネ・ソーヴィニヨン　2013　赤
酒類等飲料 ワイン 飛鳥　シャルドネ　2013 白
酒類等飲料 ワイン 〜飛鳥の秀逸畑から〜　完熟のシャルドネ　白
酒類等飲料 ワイン 〜飛鳥の秀逸畑から〜　樽熟成のメルロー　赤
酒類等飲料 ワイン 河内葡萄酒　デラウェア新酒2018
酒類等飲料 ワイン 河内葡萄酒　スウィートデラウェア2018
酒類等飲料 ワイン 蝶・大阪メルロ
酒類等飲料 ワイン 花　カベルネ・ソービニヨン
酒類等飲料 ワイン 大阪メルロ　ロゼ
酒類等飲料 ワイン がんこおやじの手造りわいん
酒類等飲料 ワイン 手造りわいん　さちこ
酒類等飲料 ワイン がんこおやじの手造りわいん・ゴールド（通称：ゴールドがんこ）
酒類等飲料 ワイン 手造りわいんさちこ・シルバー（通称：シルバーさちこ）
酒類等飲料 ワイン 夢あすか・赤
酒類等飲料 ワイン 夢あすか・白
酒類等飲料 ワイン ぼくらのワイン
酒類等飲料 ワイン 大野ぶどうのワイン
酒類等飲料 ブランデー 葡萄華　58度　ジャパニーズグラッパ　
酒類等飲料 ビール 箕面ビール（スタウト）
酒類等飲料 ビール 箕面ビール（W-IPA）
酒類等飲料 焼酎 それから
酒類等飲料 焼酎 門真れんこん焼酎「蓮の宴」
酒類等飲料 焼酎 都会の農ガールが作った農地を守れる東大阪産焼酎
酒類等飲料 ウイスキー 山崎
酒類等飲料 梅酒 The CHOYA Single Year 至極の梅
酒類等飲料 梅酒 The CHOYA Aged 3 Years
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地元産品リスト（食材等、大阪版）
分類 食材名 ブランド名

酒類等飲料 酵素液 桃の妖精
酒類等飲料 茶 ほうじ茶心斎橋 ほうじ茶なにわ
酒類等飲料 茶 利休の詩（白）
酒類等飲料 コーヒー ホリデーブレンドコーヒー
酒類等飲料 ジュース ぶどう100％ジュース
酒類等飲料 ジュース 瓶ラムネ
酒類等飲料 ジュース カタシモのひやしあめ

酒類等飲料 ジュース、ミネラルウォー
ター

酒類等飲料 ジュース トマトジュース（無添加）平野区長吉の宮野さんがつくった　トマトだけ
酒類等飲料 ジュース ワインジュース
酒類等飲料 甘酒 もも糀（桃の甘酒）
酒類等飲料 ノンアルコール梅酒 CHOYA 酔わないウメッシュ
花き類 どうだんつつじ
花き類 ニューサイラン
花き類 ユーカリ
花き類 ひまわり
花き類 胡蝶蘭
花き類 ミモザ
花き類 アイリス
花き類 フリージア
花き類 ケイトウ
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地元産品リスト（食材等、関西版）
府県市名 分類 食材名 ブランド名

滋賀県 米 米 滋賀県産近江米「みずかがみ」
兵庫県 米 米 こうのとり育むお米（コシヒカリ）
鳥取県 米 米 プリンセスかおり
滋賀県 野菜 日野菜 日野菜
京都府 野菜 みず菜 京みず菜
京都府 野菜 壬生菜 京壬生菜
京都府 野菜 ねぎ 九条ねぎ
京都府 野菜 とうがらし 万願寺甘とう
京都府 野菜 なす 賀茂なす
京都府 野菜 しめじ 京丹波大黒本しめじ
京都府 野菜 なす 賀茂なす
京都府 野菜 京唐菜 新京野菜
兵庫県 野菜 たまねぎ 淡路島たまねぎ
兵庫県 野菜 トマト ひょうごごこくトマト「もりたろう」
兵庫県 野菜 トマト ひょうごごこくトマト「ごちそうトマト」
兵庫県 野菜 ミニトマト ひょうごごこくトマト「スプラッシュ」
兵庫県 野菜 ミニトマト ひょうごごこくトマト「カリーナ」

兵庫県 野菜 葉物野菜 こうべ旬菜、こうべ野菜など（こまつな、しゅんぎく、チンゲンサイ、み
ずな）

兵庫県 野菜 コマツナ こうべ旬菜
兵庫県 野菜 ミズナ こうべ旬菜
兵庫県 野菜 ホウレン草 こうべ旬菜
兵庫県 野菜 チンゲンサイ こうべ旬菜
兵庫県 野菜 スィートコーン こうべ旬菜
兵庫県 野菜 ナス こうべ旬菜
兵庫県 野菜 キュウリ こうべ旬菜
兵庫県 野菜 トマト こうべ旬菜
兵庫県 野菜 ミニトマト こうべ旬菜
兵庫県 野菜 ニラ こうべ旬菜
兵庫県 野菜 モロヘイヤ こうべ旬菜
奈良県 野菜 なす 大和丸なす
和歌山県 野菜 黒大豆 鞆渕がんこ農家の○友（まるとも）黒大豆
和歌山県 野菜 トマト がんこおやじのフルーツトマト
和歌山県 野菜 トマト ミニトマト（アイコ）
和歌山県 野菜 マッシュルーム 恋野マッシュルーム
和歌山県 野菜 レタス しゃきしゃきフリル
和歌山県 野菜 レタス やわらかルビー
和歌山県 野菜 レタス いろどりレタスミックス
和歌山県 野菜 レタス アメ玉レタス
和歌山県 野菜 きゅうり 松きゅうり
和歌山県 野菜 しいたけ 生しいたけ（菌床栽培）
鳥取県 野菜 長芋 ねばりっこ
鳥取県 野菜 白ねぎ 白ねぎ
徳島県 野菜 れんこん コウノトリおもてなし　レンコン
徳島県 野菜 ねぎ 渭東ねぎ
徳島県 野菜 らっきょう 鳴門らっきょう
徳島県 野菜 きゅうり 海部きゅうり
徳島県 野菜 なす
徳島県 野菜 トマト
徳島県 野菜 スイートコーン
徳島県 野菜 おくら
徳島県 野菜 枝豆
徳島県 野菜 しいたけ
徳島県 野菜 しいたけ しいたけ侍　木箱大
徳島県 野菜 しいたけ ちいたけ
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地元産品リスト（食材等、関西版）
府県市名 分類 食材名 ブランド名

徳島県 野菜 しいたけ じいじいのきのこ
徳島県 野菜 いちご 夏いちご
徳島県 野菜 黒米 伝統黒米　弥生紫
徳島県 野菜 リーフレタス

徳島県 野菜
スプラウト類（かいわ
れ,ブロッコリースプ
ラウト,豆苗）

徳島県 野菜 エディブルフラワー 阿波光菜
兵庫県 果物 さんしょ（実） 朝倉さんしょ
兵庫県 果物 モモ おしんべの桃
奈良県 果樹 柿 柿
奈良県 果樹 さくらんぼ さくらんぼ
和歌山県 果物 梅 南高梅
和歌山県 果物 梅 農薬を使用していない南高梅
和歌山県 果物 梅 紀州健康梅 完熟南高梅
和歌山県 果物 梅 紀州健康梅 紅南高梅
和歌山県 果物 梅 紅石
和歌山県 果物 梅 てっちゃんの梅完熟（梅干用）
和歌山県 果物 梅 てっちゃんの梅（梅酒・梅ジュース用）
和歌山県 果物 梅 紀州健康梅 冷凍完熟南高梅
和歌山県 果物 桃 和夏山美人
和歌山県 果物 桃 和夏山の桃
和歌山県 果物 桃 あら川の桃
鳥取県 果物 すいか 鳥取すいか
徳島県 果物 ゆず
徳島県 果物 すだち
徳島県 果物 みかん ハウスみかん
徳島県 果物 ブルーベリー 自然が育てた美馬のブルーベリー
滋賀県 畜産物 牛肉 近江牛
滋賀県 畜産物 地鶏肉 近江しゃも
京都府 畜産物 牛肉 京都肉
京都府 畜産物 牛肉 京の肉
京都府 畜産物 牛肉 亀岡牛
京都府 畜産物 豚肉 京都ぽーく
京都府 畜産物 豚肉 京丹波高原豚
京都府 畜産物 豚肉 京丹波ぽーく
京都府 畜産物 鶏肉 京地どり
京都府 畜産物 鶏肉 ハーモニーチキン
京都府 畜産物 合鴨肉 京鴨
京都府 畜産物 牛乳 京都の特別牛乳
京都府 畜産物 牛乳 美山牛乳
京都府 畜産物 牛乳 ヒラヤミルク ジャージー牛乳
京都府 畜産物 鶏卵 しずたま
京都府 畜産物 鶏卵 野たまご
京都府 畜産物 鶏卵 湯浅養鶏場の平飼い卵
京都府 畜産物 鶏卵 美山の子守唄
京都府 畜産物 鶏卵 こだわり卵
京都府 畜産物 鶏卵 葉酸たまご
京都府 畜産物 鶏卵 蓮ヶ峯農場の平飼い卵
兵庫県 畜産物 牛肉 兵庫県産（但馬牛）
兵庫県 畜産物 牛乳 淡路島低温殺菌牛乳
兵庫県 畜産物 牛乳 淡路島牛乳
兵庫県 畜産物 牛乳 匠　淡路島牛乳
兵庫県 畜産物 牛乳 ひょうごの低温殺菌牛乳
兵庫県 畜産物 牛乳 ジャージーミルク
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地元産品リスト（食材等、関西版）
府県市名 分類 食材名 ブランド名

兵庫県 畜産物 牛乳 ひょうごの郷牛乳
兵庫県 畜産物 牛乳 六甲山麓牛乳
兵庫県 畜産物 牛乳 氷上低温殺菌牛乳
兵庫県 畜産物 牛乳 低温殺菌牛乳（丹波乳業）
兵庫県 畜産物 牛乳 丹波のおいしい牛乳
兵庫県 畜産物 鶏肉 播州百日どり
兵庫県 畜産物 鶏肉 但馬どり
兵庫県 畜産物 鶏肉 但馬すこやかどり
兵庫県 畜産物 鶏卵 宮本さんちの平飼い地たまご
兵庫県 畜産物 鶏卵 ココナ
兵庫県 畜産物 鶏卵 ゴマ海草たまご
兵庫県 畜産物 鶏卵 赤穂の源
兵庫県 畜産物 鶏卵 奥丹波の卵
兵庫県 畜産物 鶏卵 冨士ファームのおいしい赤たまご
兵庫県 畜産物 鶏卵 せせらぎ
兵庫県 畜産物 鶏卵 やまぶき卵
兵庫県 畜産物 鶏卵 淡路島たまご　もみじ、淡路島たまご　さくら
兵庫県 畜産物 鶏卵 タズミの卵
兵庫県 畜産物 鶏卵 あじわい茜
兵庫県 畜産物 鶏卵 藤橋家の夢美人
兵庫県 畜産物 鶏卵 日本一こだわり卵
兵庫県 畜産物 鶏卵 藤橋家のひょうごの穂々笑実
兵庫県 畜産物 鶏卵 赤穂のほまれ卵
兵庫県 畜産物 鶏卵 淡路放し飼いたまご
兵庫県 畜産物 鶏卵 オクノの玉子
兵庫県 畜産物 鶏卵 丹波・幸世村の平飼いたまご
兵庫県 畜産物 豚肉 神戸ポーク髙尾牧場
兵庫県 畜産物 豚肉 ひょうご雪姫ポーク
兵庫県 畜産物 豚肉 但馬ポーク
兵庫県 畜産物 豚肉 姫路グルメポーク・桃色吐息
兵庫県 畜産物 豚肉 ゴールデン・ボア・ポーク（いのぶた）
奈良県 畜産物 鶏肉 大和肉鶏
奈良県 畜産物 牛肉 大和牛
奈良県 畜産物 豚肉 ヤマトポーク
奈良県 畜産物 鶏卵 大和なでしこ卵
奈良県 畜産物 蜂蜜 大和の雫
和歌山県 畜産物 卵 生石高原ゆめたまご
和歌山県 畜産物 卵 紀州うめたまご
和歌山県 畜産物 鶏肉 紀州うめどり
和歌山県 畜産物 鶏肉 紀の国みかんどり
和歌山県 畜産物 卵 青空たまご
和歌山県 畜産物 イノブタ肉 イブの恵み
和歌山県 畜産物 鶏肉 ほろほろ鳥肉
和歌山県 畜産物 牛肉 熊野牛
和歌山県 畜産物 蜂蜜 ほんまもん蜜柑蜂蜜
和歌山県 畜産物 イノシシ肉 いの屋の猪肉
和歌山県 畜産物 シカ肉 いの屋の鹿肉
和歌山県 畜産物 鶏肉 紀州鴨
和歌山県 畜産物 イノシシ肉 しらまぼたん（猪）
和歌山県 畜産物 シカ肉 しらまもみじ（鹿）
和歌山県 畜産物 豚肉 紀州うめぶた
和歌山県 畜産物 豚肉 熊野ポーク
鳥取県 畜産物 牛肉 鳥取和牛
鳥取県 畜産物 鶏肉 鳥取地どりピヨ
鳥取県 畜産物 牛乳 白バラ牛乳
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地元産品リスト（食材等、関西版）
府県市名 分類 食材名 ブランド名

鳥取県 畜産物 ジビエ 鳥取ジビエ
徳島県 畜産物 鶏 阿波尾鶏
徳島県 畜産物 牛 一貫牛（阿波牛）
徳島県 畜産物 牛 阿波牛の頂点　別紙牧場牛
徳島県 畜産物 牛 阿波牛の匠　のべ牛
徳島県 畜産物 牛 ふじおか牧場産　阿波黒毛和牛肉
徳島県 畜産物 牛 阿波黒牛
徳島県 畜産物 豚 阿波とん豚
徳島県 畜産物 はちみつ はちみつ太良
徳島県 畜産物 卵 アイ杉原の赤卵
徳島県 畜産物 卵 オーガニックたまご
滋賀県 水産物 アユ 琵琶湖産コアユ
滋賀県 水産物 ビワマス ビワマス
京都府 水産物 とり貝 丹後とり貝
京都府 水産物 鮎 献上鮎
兵庫県 水産物 マダコ 明石だこ
兵庫県 水産物 マダイ 明石鯛
兵庫県 水産物 ハモ
奈良県 水産物 あまご あまご
和歌山県 水産物 タチウオ 紀州　紀ノ太刀
和歌山県 水産物 ハモ 辰ヶ鱧
和歌山県 水産物 タイ 紀州梅まだい
和歌山県 水産物 クエ 紀州梅くえ
和歌山県 水産物 タイ 大瀬戸の真鯛
和歌山県 水産物 クエ 大瀬戸の本九絵
和歌山県 水産物 タイ 加太のマダイ
和歌山県 水産物 タコ 加太のタコ
和歌山県 水産物 マグロ 紀州勝浦産生まぐろ
和歌山県 水産物 ハモ 戸坂のハモ
和歌山県 水産物 マグロ 紀州梅本マグロ
和歌山県 水産物 マグロ よしだ本鮪
和歌山県 水産物 アユ 丈右衛門の鮎
和歌山県 水産物 アユ 紀州仕立て鮎
鳥取県 水産物 イカ 白イカ（ケンサキイカ）
鳥取県 水産物 シジミ ヤマトシジミ
鳥取県 水産物 イワガキ 夏輝
徳島県 水産物 ワカメ 鳴門わかめ
徳島県 水産物 ワカメ 天然わかめ
徳島県 水産物 アワビ類 アワビ類
徳島県 水産物 ハモ はも
徳島県 水産物 アユ 養殖あゆ、すだち鮎
徳島県 水産物 スジアオノリ 養殖スジアオノリ
徳島県 水産物 マダイ タイ、鳴門鯛
京都府 加工食品 農産加工品 京とうふ
京都府 加工食品 農産加工品 京ゆば
兵庫県 加工食品 農産加工品 手延べそうめん　揖保乃糸　播州小麦
兵庫県 加工食品 農産加工品 蒸し黒豆ドライパック
兵庫県 加工食品 農産加工品 丹波黒きな粉
兵庫県 加工食品 農産加工品 丹波黒煎り豆
兵庫県 加工食品 農産加工品 兵庫県産バジルペースト
兵庫県 加工食品 農産加工品 黒大豆煮豆（味道丹波黒）
兵庫県 加工食品 農産加工品 丹波黒豆エスプレッソ煮
兵庫県 加工食品 農産加工品 四季の味　ふどう豆甘露煮（丹波産）
兵庫県 加工食品 農産加工品 さよなら涙くん
兵庫県 加工食品 農産加工品 完熟トマトスイーツ詰合せ
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地元産品リスト（食材等、関西版）
府県市名 分類 食材名 ブランド名

兵庫県 加工食品 農産加工品 瀬戸内生まれのスパゲッティ
兵庫県 加工食品 農産加工品 ドライトマト
兵庫県 加工食品 農産加工品 菜の花　菜っちゃん®の　そばの実
兵庫県 加工食品 農産加工品 自然薯とろッケ
兵庫県 加工食品 農産加工品 揖保乃糸　姫新線パッケージ　（KL-10A・KL-10B）
兵庫県 加工食品 農産加工品 岩津ねぎコロッケ但馬牛入り
兵庫県 加工食品 農産加工品 干し芋
奈良県 加工食品 農産加工品 おいしい茶粥　おいしい焙じ茶
奈良県 加工食品 農産加工品 かぶせ煎茶「玉響たまゆら」「気宇きう」
奈良県 加工食品 農産加工品 <葛菓子>星とダンス　水との戯れ　森の中へ　そして訪れ
和歌山県 加工食品 農産加工品 紀州の柚子と椎茸の佃煮
和歌山県 加工食品 農産加工品 高野山特産 黒丸ごま豆腐
和歌山県 加工食品 農産加工品 高野山特産 白丸ごま豆腐
和歌山県 加工食品 農産加工品 月のしずくでつくった ごまどうふ
和歌山県 加工食品 農産加工品 グルテンフリー　プレミア『米粉』食パン
和歌山県 加工食品 農産加工品 金芽米
徳島県 加工食品 農産加工品 渓谷の茶　大歩危茶
徳島県 加工食品 農産加工品 有機阿波晩茶
徳島県 加工食品 農産加工品 古代米SWING　BAG
滋賀県 加工食品 畜産加工品 古株牧場「つやこフロマージュ」（チーズ）
京都府 加工食品 畜産加工品 京都ぽーくのハム
京都府 加工食品 畜産加工品 京都ぽーくのベーコン
京都府 加工食品 畜産加工品 京都ぽーくのソーセージ
京都府 加工食品 畜産加工品 京都のヨーグルト
京都府 加工食品 畜産加工品 やぎヨーグルト
京都府 加工食品 畜産加工品 ヒラヤミルク ジャージーヨーグルト
京都府 加工食品 畜産加工品 手づくり美山チーズ
京都府 加工食品 畜産加工品 ミルクファームすぎやまのモッツァレラチーズ
京都府 加工食品 畜産加工品 フロマージュ･フレ（山羊チーズ）
京都府 加工食品 畜産加工品 フェルミエ（山羊チーズ）
京都府 加工食品 畜産加工品 ジャージーチーズ
京都府 加工食品 畜産加工品 ジャージーバター
兵庫県 加工食品 畜産加工品 淡路島ポークベーコン（猪豚バラ肉燻製（スライス））
兵庫県 加工食品 畜産加工品 淡路島ポークロースハム（猪豚ロース肉燻製（スライス））
兵庫県 加工食品 畜産加工品 淡路島ポーク粗挽きウインナー（猪豚粗挽きミンチ腸詰燻製）
兵庫県 加工食品 畜産加工品 淡路島バーグ
兵庫県 加工食品 畜産加工品 神戸牛ビーフジャーキー
兵庫県 加工食品 畜産加工品 神戸牛肉しぐれ
兵庫県 加工食品 畜産加工品 六甲牛の神戸赤ワイン煮
兵庫県 加工食品 畜産加工品 ファイブミニッツ・ミーツ　神戸牛カレー
兵庫県 加工食品 畜産加工品 加古川和牛カレー
兵庫県 加工食品 畜産加工品 鶏屋のひねポン
兵庫県 加工食品 畜産加工品 淡路元気鶏ハム〜ヒマラヤ岩塩仕立て〜
兵庫県 加工食品 畜産加工品 播州百日鶏の黒胡椒風味バジルマヨネーズ
兵庫県 加工食品 畜産加工品 こっこカレー（アジアン風味、オリジナル）

兵庫県 加工食品 畜産加工品 ほんまうまいで播磨灘のセット（これぞかきめし、これやではもめし、これが
たこめし）

兵庫県 加工食品 畜産加工品 珍味　播磨の牛　かっぱのスティックジャーキー
兵庫県 加工食品 畜産加工品 兵庫県「丹波篠山　玉川楼」ミンチカツ・黒豆コロッケセット
兵庫県 加工食品 畜産加工品 猪ジャーキー
兵庫県 加工食品 畜産加工品 みけつくにの淡路牛ハンバーグ
兵庫県 加工食品 畜産加工品 六甲山牧場神戸チーズ
兵庫県 加工食品 畜産加工品 六甲山牧場リコッタ
和歌山県 加工食品 畜産加工品 イブの恵み　あらびきウインナー
和歌山県 加工食品 畜産加工品 イブの恵み　チョリソウインナー
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府県市名 分類 食材名 ブランド名

和歌山県 加工食品 畜産加工品 イブの恵み　ホワイトウインナー
和歌山県 加工食品 畜産加工品 イブの恵み　フランクフルト
和歌山県 加工食品 畜産加工品 イブの恵み　ロースハム
和歌山県 加工食品 畜産加工品 イブの恵み　モモハム
和歌山県 加工食品 畜産加工品 イブの恵み　焼き猪豚
和歌山県 加工食品 畜産加工品 イブの恵み　ケーゼ
和歌山県 加工食品 畜産加工品 イブの恵み　ベーコン
和歌山県 加工食品 畜産加工品 イブの恵み　ビアシンケン
和歌山県 加工食品 畜産加工品 イブの恵み　チョリソサラミ
和歌山県 加工食品 畜産加工品 イブ美豚 あらびきウインナー
和歌山県 加工食品 畜産加工品 イブ美豚 ホワイトウインナー
和歌山県 加工食品 畜産加工品 イブ美豚 ロースハム
和歌山県 加工食品 畜産加工品 やさしい牛乳
和歌山県 加工食品 畜産加工品 B1イノブタ　三種のサラミ
和歌山県 加工食品 畜産加工品 ジビエソーセージ　猪
和歌山県 加工食品 畜産加工品 ジビエソーセージ　鹿
鳥取県 加工食品 畜産加工品 大山ハム
徳島県 加工食品 畜産加工品 阿波尾鶏スモークハム
滋賀県 加工食品 水産加工品 琵琶湖産コアユの佃煮
滋賀県 加工食品 水産加工品 フナズシ
兵庫県 加工食品 水産加工品 明石だこのやわらか煮
兵庫県 加工食品 水産加工品 いかなごのくぎ煮
兵庫県 加工食品 水産加工品 淡路島ちりめん
兵庫県 加工食品 水産加工品 淡路島生のり佃煮
兵庫県 加工食品 水産加工品 淡路島茎わかめやわらか煮
兵庫県 加工食品 水産加工品 播州直火焼き穴子
兵庫県 加工食品 水産加工品 釜揚げしらす
兵庫県 加工食品 水産加工品 むかし海苔
兵庫県 加工食品 水産加工品 須磨のり個包装セット「海の宝石」プレゼント袋入り
兵庫県 加工食品 水産加工品 お魚コロッケ「ととッケ」
兵庫県 加工食品 水産加工品 明石のゆでだこ
兵庫県 加工食品 水産加工品 播磨の三郎ハモ
兵庫県 加工食品 水産加工品 播磨灘産蒸しかき
兵庫県 加工食品 水産加工品 牡蠣 つくだ煮オリーブオイル漬け
兵庫県 加工食品 水産加工品 牡蠣缶詰
兵庫県 加工食品 水産加工品 播州室津 牡蠣クリーミーコロッケ
兵庫県 加工食品 水産加工品 ほたるいか糀漬
兵庫県 加工食品 水産加工品 茹で干しほたるいか　わさび味
兵庫県 加工食品 水産加工品 香住ガニ　甲羅寿司
兵庫県 加工食品 水産加工品 香住ガニ焼きしゃぶセット
兵庫県 加工食品 水産加工品 あまごへしこ
兵庫県 加工食品 水産加工品 「金の鰰」熟成干物　〜Sandfish of Gold〜
兵庫県 加工食品 水産加工品 淡路島生たこキムチ
兵庫県 加工食品 水産加工品 淡路島産フライドオニオン入り　がごめ昆布とわかめスープ
兵庫県 加工食品 水産加工品 生炊きだからやわらかい　ちりめん山椒
兵庫県 加工食品 水産加工品 淡路島一番海苔（プレーン）
兵庫県 加工食品 水産加工品 須磨海苔
兵庫県 加工食品 水産加工品 いかなごのくぎ煮
和歌山県 加工食品 水産加工品 無添加ほねく
和歌山県 加工食品 水産加工品 太刀魚天
和歌山県 加工食品 水産加工品 磯なんば（うめ）
和歌山県 加工食品 水産加工品 磯なんば（しろ）
和歌山県 加工食品 水産加工品 磯なんば（紅白）
和歌山県 加工食品 水産加工品 なんば焼
和歌山県 加工食品 水産加工品 ごぼう巻
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地元産品リスト（食材等、関西版）
府県市名 分類 食材名 ブランド名

和歌山県 加工食品 水産加工品 紀州名産　なんば焼
和歌山県 加工食品 水産加工品 紀州名産　ごぼう巻
和歌山県 加工食品 水産加工品 紀州焼
和歌山県 加工食品 水産加工品 西川の古座天
和歌山県 加工食品 水産加工品 トミちゃんわかめ
和歌山県 加工食品 水産加工品 湯通し塩蔵わかめ
和歌山県 加工食品 水産加工品 衣奈そだち（真空パック）
和歌山県 加工食品 水産加工品 ハリワカメ
和歌山県 加工食品 水産加工品 姫ひじき
和歌山県 加工食品 水産加工品 岩磯のり
和歌山県 加工食品 水産加工品 湯通し塩蔵ひろめ
和歌山県 加工食品 水産加工品 長ひじき
和歌山県 加工食品 水産加工品 芽ひじき
和歌山県 加工食品 水産加工品 ひじきごはんの素
和歌山県 加工食品 水産加工品 ひじきの佃煮
和歌山県 加工食品 水産加工品 おてがるひじき
和歌山県 加工食品 水産加工品 特撰釜揚げしらす
和歌山県 加工食品 水産加工品 ちりめん
和歌山県 加工食品 水産加工品 うるめ（めざし）
和歌山県 加工食品 水産加工品 あじツヅリ
和歌山県 加工食品 水産加工品 あじ丸干し
和歌山県 加工食品 水産加工品 かます開干し
和歌山県 加工食品 水産加工品 きびなご丸干し
和歌山県 加工食品 水産加工品 片口いわし丸干し
和歌山県 加工食品 水産加工品 平子いわし丸干し
和歌山県 加工食品 水産加工品 うるめ丸干し
和歌山県 加工食品 水産加工品 釜あげしらす
和歌山県 加工食品 水産加工品 しらす佃煮
和歌山県 加工食品 水産加工品 上干ちりめん
和歌山県 加工食品 水産加工品 鯨大和煮
和歌山県 加工食品 水産加工品 超食感・もちもちまぐろの生ハム
和歌山県 加工食品 水産加工品 しらす山椒煮
和歌山県 加工食品 水産加工品 海桜鮪
和歌山県 加工食品 水産加工品 海の生ハム
和歌山県 加工食品 水産加工品 紀州勝浦まぐろCAN「まぐろ経済学シリーズ」まぐろ水煮
和歌山県 加工食品 水産加工品 紀州勝浦まぐろCAN「まぐろ経済学シリーズ」まぐろオイル漬
和歌山県 加工食品 水産加工品 くじらうま煮
和歌山県 加工食品 水産加工品 灰干さんま
和歌山県 加工食品 水産加工品 宮子あじ
和歌山県 加工食品 水産加工品 太刀魚干物
和歌山県 加工食品 水産加工品 うるめ一夜干
和歌山県 加工食品 水産加工品 紀州ゆあさ魚義 梅塩の干物 真アジの開き
和歌山県 加工食品 水産加工品 紀州ゆあさ魚義 梅塩の干物 イサギの開き
和歌山県 加工食品 水産加工品 紀州ゆあさ魚義 梅塩の干物 アイ（アイゴ・バレコ）の開き
和歌山県 加工食品 水産加工品 紀州ゆあさ魚義 梅塩の干物 太刀魚の開き
和歌山県 加工食品 水産加工品 紀州ゆあさ魚義 梅塩の干物 タイ（チタイ・連子タイ・真タイ）の開き
和歌山県 加工食品 水産加工品 紀州ゆあさ魚義 梅塩の干物 カマスの開き
和歌山県 加工食品 水産加工品 紀州ゆあさ魚義 湯浅醤油のサンマの味醂干し
和歌山県 加工食品 水産加工品 紀州ゆあさ魚義 梅塩の干物 青（丸）アジの開き
和歌山県 加工食品 水産加工品 紀州ゆあさ魚義　梅塩の干物　真サバの開き
和歌山県 加工食品 水産加工品 天日干しちりめん
和歌山県 加工食品 水産加工品 天日干ししらす
和歌山県 加工食品 水産加工品 釜揚げしらす
和歌山県 加工食品 水産加工品 鮎のあめだき
和歌山県 加工食品 水産加工品 和歌山加太丸　一夜干しタイ



204 G20 OSAKA SUMMIT 2019

資
料
編

第
2
章

第
3
章

第
4
章

第
5
章

第
6
章

第
7
章

資 料 編16

地元産品リスト（食材等、関西版）
府県市名 分類 食材名 ブランド名

和歌山県 加工食品 水産加工品 釜揚げしらす
和歌山県 加工食品 水産加工品 地曳網漁 釜揚げしらす
和歌山県 加工食品 水産加工品 漬 生しらす
和歌山県 加工食品 水産加工品 あゆ一夜干
和歌山県 加工食品 水産加工品 あまご一夜干
和歌山県 加工食品 水産加工品 たちうおみりん
和歌山県 加工食品 水産加工品 紀州備長炭干し、備長梅左衛門 足赤えび
和歌山県 加工食品 水産加工品 紀州備長炭干し、備長梅左衛門 するめいか
和歌山県 加工食品 水産加工品 紀州備長炭干し、備長梅左衛門 真あじ
和歌山県 加工食品 水産加工品 紀州備長炭干し、備長梅左衛門 さんま
和歌山県 加工食品 水産加工品 しらす佃煮
和歌山県 加工食品 水産加工品 ちりめん山椒
和歌山県 加工食品 水産加工品 いかなごの釘煮
和歌山県 加工食品 水産加工品 まぐろ山椒とろ炊き
和歌山県 加工食品 水産加工品 炙りくじら
和歌山県 加工食品 水産加工品 カリカリウツボ
和歌山県 加工食品 水産加工品 カリカリウツボ うめ味
和歌山県 加工食品 水産加工品 釜揚げしらす
和歌山県 加工食品 水産加工品 ちりめんしらす
和歌山県 加工食品 水産加工品 紀州ゆあさ魚義 湯浅醤油の味醂干し 太刀魚の味醂干し
和歌山県 加工食品 水産加工品 紀州ゆあさ魚義 湯浅醤油の味醂干し サバ味醂干し
和歌山県 加工食品 水産加工品 真あじ開き
和歌山県 加工食品 水産加工品 丸あじ開き
和歌山県 加工食品 水産加工品 太刀魚開き
和歌山県 加工食品 水産加工品 あいご開き
和歌山県 加工食品 水産加工品 いさき開き
和歌山県 加工食品 水産加工品 かます開き
和歌山県 加工食品 水産加工品 鯛開き（連子・真鯛・チダイ）
和歌山県 加工食品 水産加工品 マグロのチャーシュー仕立て
和歌山県 加工食品 水産加工品 紀州梅酢干し　いとより開き
和歌山県 加工食品 水産加工品 紀州梅酢干し　まながつお開き
和歌山県 加工食品 水産加工品 紀州梅酢干し　真あじ開き
和歌山県 加工食品 水産加工品 紀州梅酢干し　真鯛開き
和歌山県 加工食品 水産加工品 紀州梅酢干し　丸あじ開き
和歌山県 加工食品 水産加工品 紀州梅酢干し　いさぎ開き
和歌山県 加工食品 水産加工品 紀州梅酢干し　かます開き
和歌山県 加工食品 水産加工品 紀州梅酢干し　赤舌ひらめ
和歌山県 加工食品 水産加工品 釜揚げしらす
和歌山県 加工食品 水産加工品 上干ちりめん
和歌山県 加工食品 水産加工品 しらす干
和歌山県 加工食品 水産加工品 瞬間凍結生しらす
和歌山県 加工食品 水産加工品 釜揚げしらす（文左衛門の郷）
和歌山県 加工食品 水産加工品 しめさば（紀州梅酢仕込み）
和歌山県 加工食品 水産加工品 紀州いさぎ茶漬け
和歌山県 加工食品 水産加工品 Petalo di mare 〜もちもちまぐろの生ハム〜
鳥取県 加工食品 水産加工品 とうふちくわ
鳥取県 加工食品 水産加工品 あごちくわ
鳥取県 加工食品 水産加工品 紅ズワイガニ棒身
鳥取県 加工食品 水産加工品 ハタハタ一夜干
徳島県 加工食品 水産加工品 ちりめん
徳島県 加工食品 水産加工品 阿波ぬら
徳島県 加工食品 水産加工品 椿泊産　天然ひじき
徳島県 加工食品 水産加工品 天然鳴門鯛　鯛めしの素
徳島県 加工食品 水産加工品 つくしのフィッシュカツ
徳島県 加工食品 水産加工品 干エビ



205G20 OSAKA SUMMIT 2019

資
料
編

第
2
章

第
3
章

第
4
章

第
5
章

第
6
章

第
7
章

資 料 編16

地元産品リスト（食材等、関西版）
府県市名 分類 食材名 ブランド名

奈良県 加工食品 手延べ素麺 三輪素麺
奈良県 加工食品 農水産加工品 柿の葉寿司
和歌山県 加工食品 寿司 冷凍姫めはり寿司（しそ昆布）
和歌山県 加工食品 寿司 冷凍姫めはり寿司（ひじきご飯）
和歌山県 加工食品 寿司 紀州あせ葉寿司（鯖）
和歌山県 加工食品 寿司 紀州あせ葉寿司（さんま）
和歌山県 加工食品 寿司 紀州あせ葉寿司（鯛）
和歌山県 加工食品 寿司 棒寿司（小鯛）
和歌山県 加工食品 寿司 棒寿司（さんま）
和歌山県 加工食品 寿司 鯖棒寿司
和歌山県 加工食品 寿司 紀州あせ葉寿司（さわら）
和歌山県 加工食品 寿司 紀州あせ葉寿司（かます）
和歌山県 加工食品 寿司 紀州あせ葉寿司（鮭）
和歌山県 加工食品 寿司 紀州あせ葉寿司（海老）
和歌山県 加工食品 寿司 紀州あせ葉寿司（あじ）
和歌山県 加工食品 寿司 姫ふくさ
和歌山県 加工食品 寿司 蒸し鮨（ぬくずし）
和歌山県 加工食品 寿司 さんま姿寿司
和歌山県 加工食品 寿司 柿の葉すし:鯖
和歌山県 加工食品 寿司 柿の葉すし:じゃこずし
和歌山県 加工食品 寿司 さんま寿司
和歌山県 加工食品 寿司 さば棒ずし
和歌山県 加工食品 寿司 あじ棒ずし
和歌山県 加工食品 寿司 穴子ずし
和歌山県 加工食品 寿司 鯛ずし
和歌山県 加工食品 寿司 ひとはめ寿司
和歌山県 加工食品 寿司 早なれ寿司
和歌山県 加工食品 寿司 なれ寿司
和歌山県 加工食品 寿司 早すし
和歌山県 加工食品 寿司 早なれずし
和歌山県 加工食品 寿司 小鯛雀寿司（特上）
和歌山県 加工食品 寿司 鮎の姿寿司
和歌山県 加工食品 寿司 鮎ずし
和歌山県 加工食品 寿司 さんま寿司
和歌山県 加工食品 寿司 生鮪押し寿司
和歌山県 加工食品 寿司 鯛めし
和歌山県 加工食品 寿司 鮎寿し
和歌山県 加工食品 寿司 おっぱ寿司（さば棒寿司）
和歌山県 加工食品 寿司 おっぱ寿司（太刀魚かぶら寿司）
和歌山県 加工食品 寿司 おっぱ寿司（鮎甘露寿司）
和歌山県 加工食品 寿司 わさび寿司
和歌山県 加工食品 寿司 煙樹ヶ浜巻き
和歌山県 加工食品 寿司 柿の葉寿司　菊
京都府 加工食品 漬け物 京つけもの
和歌山県 加工食品 漬け物 五代庵 紀州五代梅
和歌山県 加工食品 漬け物 五代庵 しそ漬梅
和歌山県 加工食品 漬け物 五代庵 白干梅
和歌山県 加工食品 漬け物 しそ梅
和歌山県 加工食品 漬け物 幸梅漬
和歌山県 加工食品 漬け物 ぽってり梅 はちみつ梅
和歌山県 加工食品 漬け物 ぽってり梅 しそ梅
和歌山県 加工食品 漬け物 ぽってり梅 あっさり梅
和歌山県 加工食品 漬け物 はちみつ入り味梅
和歌山県 加工食品 漬け物 熊野古道を訪ねて しそ風味
和歌山県 加工食品 漬け物 熊野古道を訪ねて こんぶ風味
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地元産品リスト（食材等、関西版）
府県市名 分類 食材名 ブランド名

和歌山県 加工食品 漬け物 優梅
和歌山県 加工食品 漬け物 しそ漬梅干
和歌山県 加工食品 漬け物 うす塩味小梅
和歌山県 加工食品 漬け物 うす塩味梅
和歌山県 加工食品 漬け物 んめ
和歌山県 加工食品 漬け物 リンゴ酢の梅
和歌山県 加工食品 漬け物 こんぶ梅
和歌山県 加工食品 漬け物 はちみつ梅
和歌山県 加工食品 漬け物 白干梅
和歌山県 加工食品 漬け物 お塩バリバリくん白干ほし梅
和歌山県 加工食品 漬け物 庭園梅しそ漬
和歌山県 加工食品 漬け物 恋梅
和歌山県 加工食品 漬け物 しそ漬小梅干
和歌山県 加工食品 漬け物 かつお風味味小町
和歌山県 加工食品 漬け物 幻の梅
和歌山県 加工食品 漬け物 うまい梅
和歌山県 加工食品 漬け物 紀州五十五万石
和歌山県 加工食品 漬け物 梅風月
和歌山県 加工食品 漬け物 焼き梅
和歌山県 加工食品 漬け物 南宝梅
和歌山県 加工食品 漬け物 天授の梅 しそ漬
和歌山県 加工食品 漬け物 紀州じまん
和歌山県 加工食品 漬け物 ふくじゅ梅
和歌山県 加工食品 漬け物 永遠
和歌山県 加工食品 漬け物 しそ漬梅干
和歌山県 加工食品 漬け物 味よし（かつお梅）
和歌山県 加工食品 漬け物 白干梅
和歌山県 加工食品 漬け物 しそ漬梅干
和歌山県 加工食品 漬け物 しそ漬小梅
和歌山県 加工食品 漬け物 こりゃ梅え
和歌山県 加工食品 漬け物 百花一粒　まろの梅
和歌山県 加工食品 漬け物 白干し梅
和歌山県 加工食品 漬け物 白干し小梅
和歌山県 加工食品 漬け物 塩分8%しそ漬
和歌山県 加工食品 漬け物 あまみのこつぶ
和歌山県 加工食品 漬け物 塩分4%はちみつ梅
和歌山県 加工食品 漬け物 紀州 白干梅 紀和の梅
和歌山県 加工食品 漬け物 紀州 はちみつ梅干 紀和の梅
和歌山県 加工食品 漬け物 紀州 しそ漬け梅干 紀和の梅
和歌山県 加工食品 漬け物 紀州 うす塩味梅 紀和の梅
和歌山県 加工食品 漬け物 紀州 昆布梅 紀和の梅
和歌山県 加工食品 漬け物 紀州 しそ漬け低塩味梅干 紀和の梅
和歌山県 加工食品 漬け物 紀州 白干梅 紀州夢葵
和歌山県 加工食品 漬け物 紀州 はちみつ梅干 紀州夢葵
和歌山県 加工食品 漬け物 紀州 しそ漬け梅干 紀州夢葵
和歌山県 加工食品 漬け物 紀州 うす塩味梅 紀州夢葵
和歌山県 加工食品 漬け物 紀州 昆布梅 紀州夢葵
和歌山県 加工食品 漬け物 紀州 しそ漬け低塩味梅干 紀州夢葵
和歌山県 加工食品 漬け物 紀州梅 夢葵 青紫蘇包み梅
和歌山県 加工食品 漬け物 紀州南高梅 夢葵 彩の舞25粒
和歌山県 加工食品 漬け物 紀州南高梅 夢葵 彩の舞16粒
和歌山県 加工食品 漬け物 昔ながらのすっぱい梅干
和歌山県 加工食品 漬け物 こだわり熟うま南高梅（うす塩味）
和歌山県 加工食品 漬け物 こだわり熟うま南高梅（はちみつ梅）
和歌山県 加工食品 漬け物 勝喜梅　甘仕立て
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地元産品リスト（食材等、関西版）
府県市名 分類 食材名 ブランド名

和歌山県 加工食品 漬け物 勝喜梅　はちみつ仕立て
和歌山県 加工食品 漬け物 はちみつ梅
和歌山県 加工食品 漬け物 かつお梅
和歌山県 加工食品 漬け物 紀州土用干小梅
和歌山県 加工食品 漬け物 結華
和歌山県 加工食品 漬け物 しそ梅
和歌山県 加工食品 漬け物 しそ小梅
和歌山県 加工食品 漬け物 三栖里の梅
和歌山県 加工食品 漬け物 紀州土用干梅
和歌山県 加工食品 漬け物 真の極
和歌山県 加工食品 漬け物 農薬を使用していない南高梅（昔梅）
和歌山県 加工食品 漬け物 なちゅら（しそ）
和歌山県 加工食品 漬け物 紀州産南高梅 長生き梅 しそ漬け
和歌山県 加工食品 漬け物 紀州産南高梅 長生き梅 はちみつ入りしそ漬け 2点
和歌山県 加工食品 漬け物 梅ぼし田舎漬
和歌山県 加工食品 漬け物 紀州「南高梅」味ぴったり
和歌山県 加工食品 漬け物 紀州「南高梅」蜜宝梅
和歌山県 加工食品 漬け物 紀州「南高梅」香実
和歌山県 加工食品 漬け物 紀陽梅じゃばらはちみつ
和歌山県 加工食品 漬け物 紀州四季の梅 しそ風味
和歌山県 加工食品 漬け物 紀州四季の梅 はちみつ風味
和歌山県 加工食品 漬け物 紀州南高梅 梅満開
和歌山県 加工食品 漬け物 有田みかん蜂蜜梅
和歌山県 加工食品 漬け物 かつお梅
和歌山県 加工食品 漬け物 しそ漬梅
和歌山県 加工食品 漬け物 しそ漬梅
和歌山県 加工食品 漬け物 村っ子梅
和歌山県 加工食品 漬け物 梅フレッシュ
和歌山県 加工食品 漬け物 白干梅
和歌山県 加工食品 漬け物 かつお梅
和歌山県 加工食品 漬け物 かつお梅
和歌山県 加工食品 漬け物 まろやか梅
和歌山県 加工食品 漬け物 梅の鏡
和歌山県 加工食品 漬け物 華結
和歌山県 加工食品 漬け物 樹王
和歌山県 加工食品 漬け物 梅大福
和歌山県 加工食品 漬け物 しそ漬梅
和歌山県 加工食品 漬け物 野村家秘伝　紀州南高梅　フレッシュ梅
和歌山県 加工食品 漬け物 野村家秘伝　紀州南高梅　自然干
和歌山県 加工食品 漬け物 野村家秘伝　紀州南高梅　優蜂蜜梅
和歌山県 加工食品 漬け物 野村家秘伝　紀州南高梅　優南高梅
和歌山県 加工食品 漬け物 野村家秘伝　紀州南高梅　南高梅
和歌山県 加工食品 漬け物 スイーツハニー梅
和歌山県 加工食品 漬け物 紀州健康梅 たる梅
和歌山県 加工食品 漬け物 紀州健康梅 自然干
和歌山県 加工食品 漬け物 紀州健康梅 味わい梅
和歌山県 加工食品 漬け物 紀州健康梅 かつお梅
和歌山県 加工食品 漬け物 紀州健康梅 しそ味
和歌山県 加工食品 漬け物 紀州健康梅 乾燥梅 自然そのまま
和歌山県 加工食品 漬け物 紀州健康梅 乾燥梅 まろやか味
和歌山県 加工食品 漬け物 紀州健康梅 干し梅 すっぱ味
和歌山県 加工食品 漬け物 紀州健康梅 干し梅 まろやか味
和歌山県 加工食品 漬け物 紀州健康梅 大粒梅干
和歌山県 加工食品 漬け物 紀州みなべ南高梅 雪どけ
和歌山県 加工食品 漬け物 紀州南高梅 不動の梅
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地元産品リスト（食材等、関西版）
府県市名 分類 食材名 ブランド名

和歌山県 加工食品 漬け物 光梅
和歌山県 加工食品 漬け物 天日梅干（はちみつ入）
和歌山県 加工食品 漬け物 女松梅干
和歌山県 加工食品 漬け物 梅の年輪
和歌山県 加工食品 漬け物 梅富久良
和歌山県 加工食品 漬け物 天日梅干（メープルシロップ入）
和歌山県 加工食品 漬け物 梅瑞祥 10粒入り
和歌山県 加工食品 漬け物 紀州完熟南高梅 白龍梅
和歌山県 加工食品 漬け物 紀州完熟南高梅 あっさり白龍
和歌山県 加工食品 漬け物 紀州完熟南高梅 和み梅
和歌山県 加工食品 漬け物 紀州完熟南高梅 しその葉漬
和歌山県 加工食品 漬け物 紀州完熟南高梅 福寿梅
和歌山県 加工食品 漬け物 紀州完熟南高梅 特別の日の梅干
和歌山県 加工食品 漬け物 有機梅干
和歌山県 加工食品 漬け物 夏見さんちの完熟梅（しそ漬）
和歌山県 加工食品 漬け物 「技」
和歌山県 加工食品 漬け物 よろこび
和歌山県 加工食品 漬け物 匠
和歌山県 加工食品 漬け物 こんぶ梅
和歌山県 加工食品 漬け物 「賀茂乃御福」
和歌山県 加工食品 漬け物 南高梅（れんげ蜂蜜入）しそ
和歌山県 加工食品 漬け物 紀州干し梅
和歌山県 加工食品 漬け物 和み梅
和歌山県 加工食品 漬け物 ぺたんこちょび梅
和歌山県 加工食品 漬け物 夏見さんちの完熟梅（うす塩味）
和歌山県 加工食品 漬け物 紀の川漬ギフト
和歌山県 加工食品 漬け物 熊野のめはり高菜
和歌山県 加工食品 漬け物 紀州カリカリ梅
鳥取県 加工食品 漬け物 砂丘らっきょう
徳島県 加工食品 漬け物 鳴門ピクルス　花れんこん
京都府 加工食品 その他 京の酒
和歌山県 加工食品 その他 和歌山　丸高中華そば
和歌山県 加工食品 その他 和歌山冷麺 ゆず風味
和歌山県 加工食品 その他 生 梅うどん
和歌山県 加工食品 その他 紀州梅真鯛梅
和歌山県 加工食品 その他 金時生姜の蜂蜜漬け
和歌山県 加工食品 その他 特選和牛ハヤシビーフ
和歌山県 加工食品 その他 紀の国仕立てカレー ポーク
和歌山県 加工食品 その他 紀の国仕立てカレー ビーフ
和歌山県 加工食品 その他 紀の国仕立てカレー チキン
和歌山県 加工食品 その他 月のしずく米粉パン 湯浅醤油
鳥取県 加工食品 その他 乾椎茸　とっとり115
徳島県 加工食品 その他 本田麺
徳島県 加工食品 その他 本田麺<うどん>
徳島県 加工食品 その他 徳島産れんこん細うどん
徳島県 加工食品 その他 肉増し徳島ラーメン
徳島県 加工食品 その他 あわ紅豆腐
京都府 加工食品 調味料 京さわらの旨味だし
京都府 加工食品 調味料 京都やさいおいる
兵庫県 加工食品 調味料 こうのとり醤油
兵庫県 加工食品 調味料 神戸港町洋食ソース235g
兵庫県 加工食品 調味料 牛肉味噌
兵庫県 加工食品 調味料 日の出稲美町産純米ほんみりんP400ML
兵庫県 加工食品 調味料 昔ながらの手造り　甘酒ソース　150g
兵庫県 加工食品 調味料 播州室津 牡蠣しょうゆ



209G20 OSAKA SUMMIT 2019

資
料
編

第
2
章

第
3
章

第
4
章

第
5
章

第
6
章

第
7
章

資 料 編16

地元産品リスト（食材等、関西版）
府県市名 分類 食材名 ブランド名

兵庫県 加工食品 調味料 焼肉ごま塩
兵庫県 加工食品 調味料 赤穂東浜の塩
兵庫県 加工食品 調味料 丹波大納言小豆みそ
兵庫県 加工食品 調味料 淡路島玉ねぎドレッシング
兵庫県 加工食品 調味料 淡路島　生のり佃煮
兵庫県 加工食品 調味料 淡路島の藻塩　ふりしお
和歌山県 加工食品 調味料 紀州金山寺味噌
和歌山県 加工食品 調味料 角長　手づくり醤油　湯浅たまり
和歌山県 加工食品 調味料 角長　濁り醤
和歌山県 加工食品 調味料 諸味ペースト 醤
和歌山県 加工食品 調味料 三年熟成 濁り醤 匠
和歌山県 加工食品 調味料 紀州金山寺味噌 瓊醤
和歌山県 加工食品 調味料 紀州金山寺みそ
和歌山県 加工食品 調味料 あら川の桃いり金山寺みそ
和歌山県 加工食品 調味料 美里金山寺味噌
和歌山県 加工食品 調味料 紀州金山寺味噌
和歌山県 加工食品 調味料 紀州金山寺みそ
和歌山県 加工食品 調味料 湯浅なす　金山寺みそ
和歌山県 加工食品 調味料 生一本黒豆醤油
和歌山県 加工食品 調味料 湯浅なす金山寺味噌
和歌山県 加工食品 調味料 金山寺味噌
和歌山県 加工食品 調味料 具だくさん金山寺味噌
和歌山県 加工食品 調味料 うす塩味金山寺味噌
和歌山県 加工食品 調味料 蔵匠　樽仕込み
和歌山県 加工食品 調味料 ゆずの里ぽん酢
和歌山県 加工食品 調味料 ハグルマ　紀州ゆず一筋ぽん酢
和歌山県 加工食品 調味料 ゆずぽん酢
和歌山県 加工食品 調味料 紀州梅の酢
和歌山県 加工食品 調味料 梅黒酢
和歌山県 加工食品 調味料 まるごと柿酢
和歌山県 加工食品 調味料 雑賀 吟醸酢
和歌山県 加工食品 調味料 万能調味酢（だし酢）お手間とらせ酢
和歌山県 加工食品 調味料 紀州みかん酢
和歌山県 加工食品 調味料 那智黒米寿
和歌山県 加工食品 調味料 有機赤梅酢
和歌山県 加工食品 調味料 有機白梅酢
和歌山県 加工食品 調味料 伝統醸造こめ酢
和歌山県 加工食品 調味料 熊野の酢
和歌山県 加工食品 調味料 純米酒酢
和歌山県 加工食品 調味料 古来上寿し酢
和歌山県 加工食品 調味料 土佐酢
和歌山県 加工食品 調味料 さんばい酢
和歌山県 加工食品 調味料 梅黒酢
和歌山県 加工食品 調味料 100%ピュア果汁　すだち
和歌山県 加工食品 調味料 100%ピュア果汁　ゆず
和歌山県 加工食品 調味料 100%ピュア果汁　レモン
和歌山県 加工食品 調味料 100%ピュア果汁　だいだい
和歌山県 加工食品 調味料 北山村じゃばら果汁
和歌山県 加工食品 調味料 梅塩
和歌山県 加工食品 調味料 黒塩
和歌山県 加工食品 調味料 ゆず塩
和歌山県 加工食品 調味料 炭塩
和歌山県 加工食品 調味料 梅胡椒
和歌山県 加工食品 調味料 柚子たれ
和歌山県 加工食品 調味料 紀州かつらぎ山のジャバラ果汁
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地元産品リスト（食材等、関西版）
府県市名 分類 食材名 ブランド名

和歌山県 加工食品 調味料 山椒香味油
和歌山県 加工食品 調味料 うめの塩
和歌山県 加工食品 調味料 柿ドレッシング
和歌山県 加工食品 調味料 フルーツドレッシング しょうゆ&梅みつ
和歌山県 加工食品 調味料 手づくりつゆ
和歌山県 加工食品 調味料 紀州いりざけ
和歌山県 加工食品 調味料 柑橘系うま辛調味料　じゃばすこ
和歌山県 加工食品 調味料 じゃき払い（紀州産じゃばら）果汁
和歌山県 加工食品 調味料 香織醤油　梅
徳島県 加工食品 調味料 大無類印阿波和三盆糖
徳島県 加工食品 調味料 柚りっ子
徳島県 加工食品 調味料 五代目杜氏のねさし味噌
徳島県 加工食品 調味料 阿波の踊り子みそ
徳島県 加工食品 調味料 天然鳴門鯛　味噌
徳島県 加工食品 調味料 とり鍋のみそ
徳島県 加工食品 調味料 一番搾り限定醤油　夢來（むらい）
徳島県 加工食品 調味料 山上ファームのまるおろしキャロットドレッシング
徳島県 加工食品 調味料 とくしまドレッシング
徳島県 加工食品 調味料 スシドレ（SUSHIdressing）
徳島県 加工食品 調味料 激辛薬味みまから
徳島県 加工食品 調味料 焙煎石臼挽き　みまから一味
徳島県 加工食品 調味料 ゆずりっ胡椒
京都府 加工食品 菓子 京菓子
兵庫県 加工食品 菓子 神戸のお米アイス　和み（なごみ）
兵庫県 加工食品 菓子 神戸咲く咲くチップス　神戸産　太秋柿
兵庫県 加工食品 菓子 にほんの母より　丹波みるく黒豆萬　（みるく・玉露各4個入　2箱）
兵庫県 加工食品 菓子 加茂若桃ゼリー
兵庫県 加工食品 菓子 食べる山田錦
兵庫県 加工食品 菓子 元祖ぷりん大福　　（3個入り）
兵庫県 加工食品 菓子 こうのとりポルボローネ
兵庫県 加工食品 菓子 香住ガニせんべい
兵庫県 加工食品 菓子 黒豆ショコラ
奈良県 加工食品 スイーツプリン まほろば大仏プリン
和歌山県 加工食品 果物加工品 あら川の桃ジャム
和歌山県 加工食品 果物加工品 じゃばらジャム
和歌山県 加工食品 果物加工品 なんこううめジャム
和歌山県 加工食品 果物加工品 ネーブルマーマレード
和歌山県 加工食品 果物加工品 桃ジャム
和歌山県 加工食品 果物加工品 黄金ジャム
和歌山県 加工食品 果物加工品 金柑ジャム
和歌山県 加工食品 果物加工品 梅ジャム
和歌山県 加工食品 果物加工品 あらかわの桃ジャム
和歌山県 加工食品 果物加工品 KS 紀州八朔柑缶詰　4号缶
和歌山県 加工食品 果物加工品 KS 紀州びわ缶詰　4号缶
和歌山県 加工食品 果物加工品 KS 紀州のみかん缶詰 4号缶
和歌山県 加工食品 果物加工品 フローズン・プラム
和歌山県 加工食品 果物加工品 梅未来　富之助梅のあまうめ
和歌山県 加工食品 果物加工品 かんたん凍梅手作りキット
和歌山県 加工食品 果物加工品 純梅肉エキス
和歌山県 加工食品 果物加工品 紀州南高梅 梅みつ
和歌山県 加工食品 果物加工品 紀州南高梅 塩分0%やさしい梅
和歌山県 加工食品 果物加工品 たねなしあんぽ柿
和歌山県 加工食品 果物加工品 有機練り梅
和歌山県 加工食品 菓子 あんちんの梅つりがね饅頭
和歌山県 加工食品 菓子 ピュアフルーツ寒天ジュレ　みかん
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地元産品リスト（食材等、関西版）
府県市名 分類 食材名 ブランド名

和歌山県 加工食品 菓子 三日月梅
和歌山県 加工食品 菓子 五十五万石
和歌山県 加工食品 菓子 大納言
和歌山県 加工食品 菓子 梅菓匠
和歌山県 加工食品 菓子 みかんもなか
和歌山県 加工食品 菓子 佛手柑
和歌山県 加工食品 菓子 しょうがちっぷす
和歌山県 加工食品 菓子 和歌山ロール
和歌山県 加工食品 菓子 うすかわ饅頭
和歌山県 加工食品 菓子 芦雪最中
和歌山県 加工食品 菓子 浜そだち
和歌山県 加工食品 菓子 芋いも
和歌山県 加工食品 菓子 グリーンソフト
和歌山県 加工食品 菓子 天狗力餅
和歌山県 加工食品 菓子 海と大地
和歌山県 加工食品 菓子 くろさわ牧場アイスクリーム ミルク
和歌山県 加工食品 菓子 やたがらす煎餅
和歌山県 加工食品 菓子 熊野路田辺パウンド
和歌山県 加工食品 菓子 鈴焼
和歌山県 加工食品 菓子 柚子シャーベット
和歌山県 加工食品 菓子 まるごと田村みかんゼリー
和歌山県 加工食品 菓子 蜜柑きんとん
和歌山県 加工食品 菓子 ボンボンショコラ:シトラス
和歌山県 加工食品 菓子 ボンボンショコラ:苺ミルク
和歌山県 加工食品 菓子 ボンボンショコラ:梅焼酎
和歌山県 加工食品 菓子 ボンボンショコラ:葡萄山椒
和歌山県 加工食品 菓子 ボンボンショコラ:生姜
和歌山県 加工食品 菓子 ボンボンショコラ:温州蜜柑
和歌山県 加工食品 菓子 ボンボンショコラ:湯浅の醤油
和歌山県 加工食品 菓子 ボンボンショコラ:梅酒梅の実
和歌山県 加工食品 菓子 オランジェ:でこぽん
和歌山県 加工食品 菓子 オランジェ:ネーブルオレンジ
和歌山県 加工食品 菓子 マンディアン:ビター
和歌山県 加工食品 菓子 マンディアン:ミルク
和歌山県 加工食品 菓子 マンディアン:ホワイト
和歌山県 加工食品 菓子 和歌山のゆず
和歌山県 加工食品 菓子 和歌山ジェラート（苺）
和歌山県 加工食品 菓子 紀州かつらぎ山のジャバラピール
和歌山県 加工食品 菓子 梅まんじゅう3入
和歌山県 加工食品 菓子 柚もなか9入
和歌山県 加工食品 菓子 てまりみかん
和歌山県 加工食品 菓子 味一ジュレ
和歌山県 加工食品 菓子 みかんアイスバー
和歌山県 加工食品 菓子 みかんチョコバー
和歌山県 加工食品 菓子 和風ブランマンジェ 胡麻ふるり 白胡麻
和歌山県 加工食品 菓子 和風ブランマンジェ 胡麻ふるり 黒胡麻
和歌山県 加工食品 菓子 てまりせんべい
和歌山県 加工食品 菓子 和歌浦せんべい
和歌山県 加工食品 菓子 熊野のからす
和歌山県 加工食品 菓子 那智黒　巻き飴
和歌山県 加工食品 菓子 那智黒セロニュウム
和歌山県 加工食品 菓子 白浜産ほうじ茶
和歌山県 加工食品 菓子 完熟南高梅
和歌山県 加工食品 菓子 那智山黒飴
和歌山県 加工食品 菓子 あべこべだんご
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地元産品リスト（食材等、関西版）
府県市名 分類 食材名 ブランド名

和歌山県 加工食品 菓子 柚子饅頭
和歌山県 加工食品 菓子 紀州・柚最中
和歌山県 加工食品 菓子 松風Ruby
和歌山県 加工食品 菓子 かげろう
和歌山県 加工食品 菓子 柚もなか
和歌山県 加工食品 菓子 川添茶ロール
和歌山県 加工食品 菓子 みかん餅
和歌山県 加工食品 菓子 手造りかきもち しょうが大好き
和歌山県 加工食品 菓子 手造りかきもち ごまざんしょ
和歌山県 加工食品 菓子 麩善　笹巻あんぷ
和歌山県 加工食品 菓子 紀州南高梅 梅グラッセ
和歌山県 加工食品 菓子 コンポート丸ごと温州みかん
和歌山県 加工食品 菓子 コンポート房ごとはっさく
和歌山県 加工食品 菓子 わかやまポンチ
和歌山県 加工食品 菓子 白炭クッキー
和歌山県 加工食品 菓子 神島の鶴
和歌山県 加工食品 菓子 紀州田辺与力
和歌山県 加工食品 菓子 柚もなか
和歌山県 加工食品 菓子 むろの柚
和歌山県 加工食品 菓子 古城梅
和歌山県 加工食品 菓子 紀州鞆渕　黒豆ロールケーキ
和歌山県 加工食品 菓子 とろけるなめらかプリン
和歌山県 加工食品 菓子 紀州鞆渕 黒豆パウンドケーキ
和歌山県 加工食品 菓子 紀州茶粥シャーベット
和歌山県 加工食品 菓子 湯浅醤油ばぅむ
和歌山県 加工食品 菓子 有田みかんばぅむ
和歌山県 加工食品 菓子 柚もなか
和歌山県 加工食品 菓子 本竹皮包み羊羹 本煉
和歌山県 加工食品 菓子 本竹皮包み羊羹 金柑羊羹
和歌山県 加工食品 菓子 本竹皮包み羊羹 柚子羊羹
和歌山県 加工食品 菓子 本竹皮包み羊羹 抹茶羊羹
和歌山県 加工食品 菓子 本竹皮包み羊羹 桜羊羹
和歌山県 加工食品 菓子 本竹皮包み羊羹　塩
和歌山県 加工食品 菓子 はちみつ塩バニラ
和歌山県 加工食品 菓子 まりひめ塩ヨーグルト
和歌山県 加工食品 菓子 紀州バウム　備長炭
和歌山県 加工食品 菓子 紀州バウム　じゃばら&有田みかん
和歌山県 加工食品 菓子 紀州バウム　梅
和歌山県 加工食品 菓子 一六一八 実 南高梅
和歌山県 加工食品 菓子 一六一八 実 ブルーベリー
和歌山県 加工食品 菓子 一六一八 実 三宝柑
和歌山県 加工食品 菓子 オランジェ:サンタマリア
和歌山県 加工食品 菓子 和歌山の南高梅
和歌山県 加工食品 菓子 和歌山のみかん
和歌山県 加工食品 菓子 和歌山の山椒
和歌山県 加工食品 菓子 デラックスケーキ 3入
和歌山県 加工食品 菓子 本ノ字饅頭
和歌山県 加工食品 菓子 金の本ノ字饅頭
和歌山県 加工食品 菓子 あられ逢わせ
和歌山県 加工食品 菓子 桃みるく
和歌山県 加工食品 菓子 鬪雞まんじゅう
和歌山県 加工食品 菓子 コンポート 丸ごとあら川の若桃
和歌山県 加工食品 菓子 コクマロプリン
和歌山県 加工食品 菓子 ギモーヴ「まりひめ」（スイート）
和歌山県 加工食品 菓子 ギモーヴ「まりひめ」（ホワイト）
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府県市名 分類 食材名 ブランド名

和歌山県 加工食品 菓子 ギモーヴ「でこぽん」（スイート）
和歌山県 加工食品 菓子 GRILLED　NUTS　MAPLE　SYRUP&JAPANESE　PEPPER
和歌山県 加工食品 菓子 GRILLED　NUTS　MAPLE　SYRUP&HASSAKU　ORANGE
和歌山県 加工食品 菓子 黒沢牧場　じゃばらアイスクリーム
和歌山県 加工食品 菓子 黒沢牧場　三宝柑アイスクリーム
和歌山県 加工食品 菓子 黒沢牧場　ミルクアイスクリーム
和歌山県 加工食品 菓子 黒沢牧場　和歌山3姉妹アイスクリームギフト
和歌山県 加工食品 菓子 酒粕フィナンシェ車坂
和歌山県 加工食品 菓子 一心農園オリジナル　プレミアム柿アイス
和歌山県 加工食品 菓子 紀州まりひめミルクぷりん
和歌山県 加工食品 菓子 ラブフル 80　シャーベット詰め合わせ
和歌山県 加工食品 菓子 PREMIUM SHERBET（南高梅）
和歌山県 加工食品 菓子 PREMIUM SHERBET（柿）
和歌山県 加工食品 菓子 PREMIUM SHERBET（いちじく）
和歌山県 加工食品 菓子 PREMIUM SHERBET（みかん）
和歌山県 加工食品 菓子 PREMIUM SHERBET（いちご）
和歌山県 加工食品 菓子 雲水 つりがねまんじゅう
和歌山県 加工食品 菓子 一六一八 実 温州みかん
和歌山県 加工食品 菓子 一六一八 実 あらかわの桃
和歌山県 加工食品 菓子 一六一八 実 干し柿
徳島県 加工食品 菓子 星のしずくトマトゼリー　スタードロップ
徳島県 加工食品 菓子 木頭ゆずゼリー
徳島県 加工食品 菓子 鳴門っ娘
徳島県 加工食品 菓子 阿波和三盆糖「遊山」
徳島県 加工食品 菓子 滝の焼餅
徳島県 加工食品 菓子 鳴門　炙り金時
徳島県 加工食品 菓子 金長まんじゅう
徳島県 加工食品 菓子 か津ら　ふぢ餅
徳島県 加工食品 菓子 なると金時チップス　おさっち。（プレーン味、塩味）
徳島県 加工食品 菓子 あとりえ市　なると金時　レアチーズポテト
徳島県 加工食品 菓子 なかのファームのくりーみぃすいーとぽてと
徳島県 加工食品 菓子 和三盆ブリュレ・米粉バウムクーヘンセット
徳島県 加工食品 菓子 雪花菜（おから）アイス（シリーズ7種）
徳島県 加工食品 果物加工品 木頭ゆず柚茶
徳島県 加工食品 果物加工品 霜ふりゆずジャム
徳島県 加工食品 果物加工品 霜ふりゆずマーマレード
徳島県 加工食品 果物加工品 柚の露
徳島県 加工食品 果物加工品 木頭柚子しぼり
徳島県 加工食品 果物加工品 すだち果汁
徳島県 加工食品 果物加工品 ゆず果汁
徳島県 加工食品 果物加工品 ゆこう果汁
徳島県 加工食品 果物加工品 木頭ゆず果汁
徳島県 加工食品 果物加工品 木頭すだち果汁
兵庫県 加工食品 飲料 炭酸珈琲　玄武　HONEY GOLD　　（CRAFT DRAFT COFFEE GEMB）
兵庫県 加工食品 飲料 のんじゃえ丹波
滋賀県 酒類 日本酒 純米みずかがみ
滋賀県 酒類 日本酒 萩
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滋賀県 酒類 日本酒 松の司　『純米大吟醸　竜王山田錦』
滋賀県 酒類 日本酒 旭日　『黒渡　滋賀渡船六号』純米生原酒
滋賀県 酒類 日本酒 忍者　『特別純米』
滋賀県 酒類 日本酒 七本鎗　『純米渡船77%精米』
滋賀県 酒類 ワイン ヒトミワイナリーのにごりワイン
京都府 酒類 日本酒 京の滴　純米吟醸　祝米
京都府 酒類 日本酒 富翁　純米吟醸　祝
京都府 酒類 日本酒 金鵄正宗　純米吟醸
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京都府 酒類 日本酒 英勲　純米大吟醸　井筒屋伊兵衛　
京都府 酒類 日本酒 招徳　純米大吟醸　花洛
京都府 酒類 日本酒 純米酒　花洛　祝
京都府 酒類 日本酒 城陽　吟醸酒大辛口
京都府 酒類 日本酒 城陽　特別純米酒
京都府 酒類 日本酒 純米大吟醸　こころの京
京都府 酒類 日本酒 豊祝　純米大吟醸　祝
京都府 酒類 日本酒 特別純米原酒　魯山人
京都府 酒類 日本酒 特別純米酒　魯山人
京都府 酒類 日本酒 月の桂　祝米純米大吟醸　にごり酒
京都府 酒類 日本酒 月の桂　祝80　純米酒
京都府 酒類 日本酒 月の桂　純米大吟醸　平安亰
京都府 酒類 日本酒 神聖　祝米　純米大吟醸
京都府 酒類 日本酒 初日の出　吟醸　木桶仕込　720ml
京都府 酒類 日本酒 福知三萬二千石　特別純米酒
京都府 酒類 日本酒 福知三萬二千石　大吟醸　祝
京都府 酒類 日本酒 丹後王国　純米大吟醸　35
京都府 酒類 日本酒 特別純米　山廃　京の春
京都府 酒類 日本酒 純米大吟醸　福海寿山
京都府 酒類 日本酒 清酒　久美の浦　祝　純米酒
京都府 酒類 日本酒 京都・伏見の清酒
兵庫県 酒類 日本酒 沢の鶴 旨みそのまま10.5 山田錦
兵庫県 酒類 ワイン 梨の酒（梨花一輪） 360ml
兵庫県 酒類 日本酒 灘五郷・灘の酒 飲みくらべセット
兵庫県 酒類 ビール あわぢびーる 淡路米仕込み ピルスナー
兵庫県 酒類 ビール 山田錦ビール
兵庫県 酒類 日本酒 純米大吟醸酒 翁之盃（清酒）
兵庫県 酒類 リキュール とろとろいちごリキュール　あかしたい
兵庫県 酒類 日本酒 沢の鶴 純米大吟醸 瑞兆　720ml
兵庫県 酒類 日本酒 純米大吟醸しずく酒　生原酒
兵庫県 酒類 日本酒 奥播磨純米大吟醸伝授
兵庫県 酒類 日本酒 菊正宗嘉宝蔵極上720ML瓶詰
兵庫県 酒類 焼酎 本格麦焼酎 六条の雫 720ml
兵庫県 酒類 日本酒 兵庫五国飲みくらべセット
兵庫県 酒類 ワイン 宍粟ブルーベリーワイン
兵庫県 酒類 ビール あわぢびーる『島レモン』
兵庫県 酒類 ビール 一番搾り　神戸づくり
兵庫県 酒類 日本酒 神戸の灯　純米酒
兵庫県 酒類 日本酒 大吟醸　雪彦山
兵庫県 酒類 焼酎 丹波篠山　山の芋焼酎
兵庫県 酒類 日本酒 ほんまもん兵庫県産山田錦　プレミアム日本酒
兵庫県 酒類 日本酒 福寿　純米大吟醸
兵庫県 酒類 日本酒 福寿　大吟醸
兵庫県 酒類 日本酒 福寿　純米吟醸
兵庫県 酒類 日本酒 福寿　純米酒御影郷
兵庫県 酒類 日本酒 福寿　純米大吟醸黒ラベル
兵庫県 酒類 日本酒 特選　白鶴　特別純米酒　山田錦
兵庫県 酒類 ワイン 神戸ワイン
兵庫県 酒類 ブランデー 神戸ブランデー（神戸ワイン）
兵庫県 清酒 清酒 灘の酒
奈良県 清酒 純米酒 菩提もと
奈良県 清酒 大吟醸 三諸杉
奈良県 リキュール 梅酒 とろとろの梅酒
奈良県 リキュール リキュール ゆず酒/あらごしもも
奈良県 洋酒 ジン
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和歌山県 酒類 ビール ナギサビール アメリカンウィート
和歌山県 酒類 ビール ナギサビール ペールエール
和歌山県 酒類 ビール ナギサビール ゴールデンエール
和歌山県 酒類 ビール ナギサビール アイパッチスタウト
和歌山県 酒類 果実酒 紀州　梅のワイン
和歌山県 酒類 果実酒 蜜柑王国　みかんの酒
和歌山県 酒類 果実酒 みかんシュワッ酒（スパークリングワイン）
和歌山県 酒類 果実酒 有田みかんのアイスなワイン
和歌山県 酒類 果実酒 幻のじゃばら酒・すっきりタイプ
和歌山県 酒類 日本酒 吟醸酒 熊野三山
和歌山県 酒類 日本酒 特別純米酒　太平洋
和歌山県 酒類 日本酒 那智の滝
和歌山県 酒類 日本酒 吟醸 雑賀衆
和歌山県 酒類 日本酒 大吟醸「熊楠」720ml（ケース入り）
和歌山県 酒類 日本酒 純米酒<紀州>720ml
和歌山県 酒類 日本酒 特撰　本醸造「熊楠」720ml（ケース入り）
和歌山県 酒類 日本酒 純米「紀ノ酒」
和歌山県 酒類 日本酒 吟醸「紀ノ酒」
和歌山県 酒類 日本酒 純米吟醸生酒「紀ノ酒」
和歌山県 酒類 日本酒 羅生門 龍寿 純米大吟醸
和歌山県 酒類 日本酒 羅生門 鳳凰 吟醸
和歌山県 酒類 日本酒 羅生門 純米吟醸
和歌山県 酒類 日本酒 つれもていこら
和歌山県 酒類 日本酒 さとこのお酒 純米吟醸 山田錦
和歌山県 酒類 日本酒 羅生門　鳳寿　大吟醸
和歌山県 酒類 日本酒 純米酒 紀伊国屋文左衛門
和歌山県 酒類 日本酒 大吟醸　紀伊国屋文左衛門《黒》
和歌山県 酒類 日本酒 純米吟醸　紀伊国屋文左衛門
和歌山県 酒類 スピリッツ 梅スピリッツ　貴梅酎　25%
和歌山県 酒類 スピリッツ 梅スピリッツ　貴梅酎　40%
和歌山県 酒類 日本酒 純米酒　黒牛
和歌山県 酒類 日本酒 純米吟醸酒　高野山般若湯　聖
和歌山県 酒類 日本酒 高野山般若湯　徳利
和歌山県 酒類 日本酒 純米酒　高野山般若湯
和歌山県 酒類 日本酒 こだわりの純米酒　高野山般若湯
和歌山県 酒類 日本酒 極上大吟醸酒
和歌山県 酒類 日本酒 大吟醸40%
和歌山県 酒類 日本酒 吟醸　純米酒
和歌山県 酒類 焼酎 長期熟成本格焼酎　錐鑚米芋混和
和歌山県 酒類 焼酎 十五年貯蔵本格焼酎　黒潮波
和歌山県 酒類 日本酒 日本城純米酒・根来
和歌山県 酒類 日本酒 古道の雫・天野米　吟醸純米58%
和歌山県 酒類 日本酒 紀土−KID−大吟醸
和歌山県 酒類 日本酒 紀土−KID−純米酒
和歌山県 酒類 リキュール 朝摘みのバラ梅酒
和歌山県 酒類 リキュール 梅酒 備長炭のしらべ
和歌山県 酒類 リキュール 和歌のめぐみ　南部の梅酒
和歌山県 酒類 リキュール 和歌のめぐみ　桃山の桃酒
和歌山県 酒類 リキュール 和歌のめぐみ　龍神の柚子酒
和歌山県 酒類 リキュール 和歌のめぐみ　有田の甘夏酒
和歌山県 酒類 リキュール 和歌のめぐみ　有田の八朔酒
和歌山県 酒類 リキュール 和歌のめぐみ　由良の檸檬酒
和歌山県 酒類 リキュール 和歌のめぐみ 南紀の完熟にごり梅酒
和歌山県 酒類 リキュール 紀州うめさけ
和歌山県 酒類 リキュール 完熟南高うめさけ
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和歌山県 酒類 リキュール 紀州南高完熟梅酒　樽
和歌山県 酒類 リキュール 樽仕込み梅酒 百薬
和歌山県 酒類 リキュール 中野梅酒
和歌山県 酒類 リキュール 紀州梅酒　紅南高
和歌山県 酒類 リキュール 山椒のうめ酒
和歌山県 酒類 リキュール 高野山麓　紀州の梅酒
和歌山県 酒類 リキュール 紀州　みかん酒　300ml
和歌山県 酒類 リキュール 紀州　うめ酒　300ml
和歌山県 酒類 リキュール 紀州　もも酒　300ml
和歌山県 酒類 リキュール 梅酒　HAMADA
和歌山県 酒類 リキュール 梅酒　熊野伝説
和歌山県 酒類 リキュール 紀州産南高梅梅酒 原酒 暁
和歌山県 酒類 リキュール 紀州産南高梅梅酒 久宗
和歌山県 酒類 リキュール 日本酒仕込み 紀州南高梅梅酒 和 Zipang
和歌山県 酒類 リキュール 紀州完熟南高梅　うめしゅ
和歌山県 酒類 リキュール 紀州完熟南高梅　ねりうめ酒
和歌山県 酒類 リキュール リキュール・ももちま
和歌山県 酒類 リキュール リキュール・じゃばら
和歌山県 酒類 リキュール リキュール・生姜梅酒
和歌山県 酒類 リキュール リキュール・じゃばら酒
和歌山県 酒類 リキュール 紀州完熟南高梅・蜂蜜
和歌山県 酒類 リキュール 紀州完熟南高梅・黒糖
和歌山県 酒類 リキュール かみはやさんの梅酒（紅）
和歌山県 酒類 リキュール かみはやさんの梅酒（白）
和歌山県 酒類 リキュール 和歌山 じゃばら うめ酒
和歌山県 酒類 リキュール 鶴梅　柚子
和歌山県 酒類 リキュール 和歌のめぐみ　有田のみかん酒
和歌山県 酒類 リキュール 壱　-ICHI-
和歌山県 酒類 リキュール 縁　-ENISHI-
和歌山県 酒類 リキュール 善　-ZEN-
和歌山県 酒類 リキュール 操　-MISAO-
和歌山県 酒類等飲料 100%果実ジュース 100%ピュアジュース　みかんしぼり
和歌山県 酒類等飲料 100%果実ジュース 100%ピュアジュース　はっさくしぼり
和歌山県 酒類等飲料 100%果実ジュース 100%ピュアジュース　きよみしぼり
和歌山県 酒類等飲料 100%果実ジュース KS　紀州のみかん果汁　970ml
和歌山県 酒類等飲料 100%果実ジュース 有機有田みかん100%ピュアジュース　極み
和歌山県 酒類等飲料 100%果実ジュース 味一しぼり
和歌山県 酒類等飲料 100%果実ジュース 特選みかんジュース
和歌山県 酒類等飲料 ジュース うめドリンク
和歌山県 酒類等飲料 ジュース きんかんドリンク
和歌山県 酒類等飲料 水 大師の水
和歌山県 酒類等飲料 水 紀州熊野の命水
和歌山県 酒類等飲料 ジュース KS　紀州あら川産の白桃ドリンク　970ml
和歌山県 酒類等飲料 ジュース じゃばら10%ドリンク
和歌山県 酒類等飲料 ジュース 柚香ちゃん
和歌山県 酒類等飲料 ジュース はちみつ柚香ちゃん
和歌山県 酒類等飲料 ジュース 梅シロップ 梅の初恋
和歌山県 酒類等飲料 ジュース トマトジュース
和歌山県 酒類等飲料 水 南紀白浜 富田の水
和歌山県 酒類等飲料 茶 はたごんぼ茶
和歌山県 酒類等飲料 ジュース 青梅シロップ サン紀っす
和歌山県 酒類等飲料 ジュース おひさま サン紀っす
和歌山県 酒類等飲料 ジュース 生姜丸しぼり Wakayama Ginger Ale
和歌山県 酒類等飲料 ジュース 梅ひと雫 Wakayama Ginger Ale
和歌山県 酒類等飲料 ジュース スカッと柿酢
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和歌山県 酒類等飲料 ジュース 紀州果実シロップ
和歌山県 酒類等飲料 水 月のしずく
和歌山県 酒類等飲料 ジュース ゆずネード　パウチドリンク
和歌山県 酒類等飲料 ジュース ゆずネード
和歌山県 酒類等飲料 ジュース ひやしあめ
和歌山県 酒類等飲料 ジュース フルーツ甘酒　プレーン
和歌山県 酒類等飲料 茶 桑の葉茶
鳥取県 酒類 日本酒 微発泡純米吟醸　しゅわっと空　生
鳥取県 酒類 日本酒 純米吟醸「伝承強力」
鳥取県 酒類 日本酒 純米吟醸 満天星 星取県ラベル
鳥取県 酒類 果実酒 梨美子（りこ）
鳥取県 酒類 果実酒 北条ワイン ヴィンテージ 白
鳥取県 酒類 果実酒 北条ワイン ヴィンテージ 赤
徳島県 酒類 日本酒 「阿波十割」（あわじゅうわり）
徳島県 酒類 日本酒 御殿桜　純米大吟醸酒
徳島県 酒類 日本酒 御殿桜　純米吟醸原酒
徳島県 酒類 日本酒 ナルトタイ　純米原酒　水ト米
徳島県 酒類 日本酒 瓢太閤吟醸阿波山田錦
徳島県 酒類 日本酒 今小町　大吟醸
徳島県 酒類 焼酎 本格芋焼酎　鳴門金時里娘
徳島県 酒類 リキュール 美郷の本格梅酒「ホーホケキョ」
徳島県 酒類 リキュール スーパーすだち酎
徳島県 酒類 クラフトビール KAMIKATZ PORTER STOUT（カミカツポータースタウト）
徳島県 酒類 クラフトビール KAMIKATZ LEUVEN WHITE（カミカツルーヴェンホワイト）
滋賀県 茶 茶 琵琶湖かぶせ（かぶせ茶）極煎茶比叡（煎茶）
奈良県 茶 茶 大和茶
奈良県 漢方薬 漢方薬 三光丸　陀羅尼助　等
滋賀県 花き類 バラ 滋賀県産バラ
京都府 花き類 北山杉 京のこもれび
京都府 花き類 北山杉 北山杉パーテーション
奈良県 花き類 キク キク（小ギク、二輪菊）
鳥取県 花き類 ペチュニア マドンナの宝石（ピンク）
鳥取県 花き類 ペチュニア マドンナの宝石（ピンクイエロー）
鳥取県 花き類 ペチュニア ソフィアの宝石（バイオレット）
鳥取県 花き類 ペチュニア ソフィアの宝石（ホワイトピンク）
徳島県 花き類 オンシジウム
徳島県 花き類 ひまわり
徳島県 花き類 黄金ヒバ
徳島県 花き類 バラ 薔薇の花束　フレッシュパッケージ入り
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地元産品リスト（伝統工芸品・工業製品リスト、大阪版）
市町村 分類 商品名

大阪市 食器 シルキースタンダード
JAPAN・大阪城

大阪市 金属加工品 大阪城
（3D）

大阪市 木工製品 ポストカード額
大阪市 筆記具 サクラクラフトラボ

大阪市 履物
（靴、サンダル）

・リゲッタ
・リゲッタカヌー

大阪市 裁縫道具 等 ・AMC糸切ハサミ
・AMC超長寿命カッターナイフ「采（あや）」

大阪市 筆記具 木製筆記具
（万年筆）

大阪市 工具 品名　GTパック桐箱仕様　品番：PGT-03

大阪市 食器 天満切子 極「結晶」
（切子ロックグラス）

大阪市 食器

天満切子（切子グラス）
・ロックグラス 十六縞
・ぐい呑み・丸型 十六縞
・ぐい呑み・杵型 十二縞

大阪市 文房具 カッターナイフ
シルバー

大阪市 文房具（ノート） ノ-4S5-D

堺市 テーブルウェア
刃物

堺打刃物
黒打ち
三徳包丁／牛刀

堺市 染物 浪華本染めゆかた・浪華本染めてぬぐい

堺市 お香 堺線香
香立て付

岸和田市 服飾 ピュアウォーマー（レッグウォーマー・アームウォーマー）
岸和田市 服飾 レッグウォーマー（桃染め）
岸和田市 タンス 大阪泉州桐箪笥

泉大津市 毛布 アートブランケット
（神奈川沖浪裏）

泉大津市 毛布 アートブランケット
（大谷鬼次の江戸兵衛）

泉大津市 毛布 アートブランケット
（日本橋）

高槻市 陶芸品 高槻城　おもてなし箸置き台
貝塚市 唐木指物 花梨黒文字入れ
貝塚市 唐木指物 花見箸
貝塚市 木櫛 和泉櫛（さつま材）
守口市 屏風（現代南画） 淀川原（直原　玉青）
守口市 絵画（現代南画） なにわの春（蔣池　武）
守口市 絵画（現代南画） 淀川（蔣池　武）
富田林市 簾 金剛簾
河内長野市 すだれ（御簾） 大阪金剛簾
河内長野市 茶道具 純国産黒文字ようじ
河内長野市 茶道具 民芸小楊枝
箕面市 工業製品 MISOKA（ギフトセット5本入）
柏原市 てぬぐい 注染てぬぐい
柏原市 玩具（張り子） 大阪張り子（張子の虎）
門真市 机 会議用テーブル
門真市 カウンター 受付用カウンター
門真市 フィギュア フィギュア
摂津市 彫刻 欄間衝立
摂津市 彫刻 木彫りレリーフ
摂津市 工芸品 銘木名刺入れ
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地元産品リスト（伝統工芸品・工業製品リスト、大阪版）
市町村 分類 商品名

東大阪市 その他工業製品 アートスクリュー
阪南市 窯元本格陶芸品 碧蒼釉瓶
阪南市 タオル 和紙の布浴用タオルセット
熊取町 キントーレタオル タオル詰め合わせ
熊取町 ボールペン ボールペン
熊取町 入れ物 竹筒入れ物
泉佐野市 タオル オーガニックコットンフェイスタオル
泉佐野市 タオル オーガニックコットンウォッシュタオル
泉佐野市 タオル オーガニックコットンバスタオル
泉佐野市 タオル 匠タオル

泉佐野市 タオル NOKORI-FUKU
のこり福

泉佐野市 タオル 雫〜SHIZUKU〜

泉佐野市 タオル 日本の佇い
（麻の実・扇亀甲）

泉佐野市 タオル スタイリッシュゲストタオル
（おしぼり）

泉佐野市 タオル グロッシー
フェイスタオル

泉佐野市 タオル グロッシー
フェイスタオル

松原市 彫刻 大阪欄間 彫刻額
松原市 金網 デザインメッシュ
松原市 靴下 高機能3Dソックス
松原市 文房具 TSUNAGO
松原市 印材 印鑑（丸印）
松原市 コスメティックブラシ べっぴん桜筆

和泉市 装飾品 いずみパール
（ネックレスイヤリングセット）

和泉市 装飾品 いずみ硝子
（とんぼ玉ネックレス）　

和泉市 織物 和泉木綿
（ストール）

和泉市
ボールペン
or
シャープペンシル

いずもく製ペン

熊取町 タオル 藍染ガーゼタオル
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地元産品リスト（伝統工芸品・工業製品、関西版）
府県市名 分類 商品名

滋賀県 天鵞絨 名刺入れ・財布
滋賀県 絹織物 ストール
京都府 織物 ネクタイ
京都市 名刺入れ 截金名刺入れ
京都市 櫛 京つげぐし
京都市 人形 伏見人形
兵庫県 かばん 豊岡杞柳細工
兵庫県 小物入れ 城崎麦わら細工
兵庫県 ネックレス 神戸パールのネックレス等アクセサリー
兵庫県 工芸 麦わら細工 角箱小筋張
兵庫県 文具 和紙もん タブレットケース
兵庫県 民工芸品 海老徳利と盃（木箱）
兵庫県 非食品 白化粧墨流し鉢
兵庫県 扇子 播州織扇子
兵庫県 雑貨 溜息3秒/ZE205
兵庫県 工芸 播州織布草履
兵庫県 装飾 チーウー ペンダント
兵庫県 鞄 松右衛門帆 Versatile
兵庫県 雑貨 歓杯
兵庫県 民工芸品 こうのとり紅白石けん
兵庫県 非食品 Akoya Sommelier  Badge
兵庫県 非食品 長財布（L字ファスナー）　TW-111
兵庫県 非食品 歌舞伎
兵庫県 民工 和菓子石鹸　大成
奈良県 名刺入れ 印伝名刺入れ
奈良県 ポーチ 印伝ポーチ
和歌山県 食器 根来寺椀
和歌山県 食器 椿鉢
和歌山県 食器 角切三ツ椀折敷
和歌山県 硯 那智黒石手づくり硯
和歌山県 食器 みかん杯
和歌山県 食器 ひょうたん杯
和歌山県 食器 根来塗お椀
和歌山県 アクセサリー 根来塗アクセサリー
和歌山県 キャンドル 紫牡丹
和歌山県 キャンドル 高野紙　ランタンキャンドル
和歌山県 キャンドル 薄板　ランタンキャンドル
和歌山県 アロマオイル 熊野の香り クロモジ アロマオイル
和歌山県 アロマオイル 熊野の香り 熊野ヒノキ（材） アロマオイル
和歌山県 アロマオイル 熊野の香り 熊野ヒノキ（枝葉） アロマオイル
和歌山県 アロマオイル 熊野の香り 熊野杉芝原 アロマオイル
和歌山県 アロマウォーター 熊野の香り クロモジ アロマウォーター
和歌山県 アロマウォーター 熊野の香り 熊野ヒノキ（材） アロマウォーター
和歌山県 アロマウォーター 熊野の香り 熊野ヒノキ（枝葉） アロマウォーター
和歌山県 アロマウォーター 熊野の香り 熊野杉芝原  アロマウォーター
和歌山県 アロマウォーター 天然木アロマウォーター香森（杉・檜）
和歌山県 バッグ きのくにレザー Ceil トートバック（縦型）
和歌山県 バッグ きのくにレザー Ceil トートバック（横型）
和歌山県 バッグ きのくにレザー Ceil トートバック（おでかけ）
和歌山県 アロマオイル FRAGRANT KISHU-WAKA 温州みかん
和歌山県 アロマオイル FRAGRANT KISHU-WAKA 檸檬
和歌山県 アロマオイル FRAGRANT KISHU-WAKA 柚子
和歌山県 アロマオイル FRAGRANT KISHU-WAKA 仏手柑
和歌山県 アロマオイル FRAGRANT KISHU-WAKA甘夏
和歌山県 アロマオイル FRAGRANT KISHU-WAKA 三宝柑
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地元産品リスト（伝統工芸品・工業製品、関西版）
府県市名 分類 商品名

和歌山県 弁当箱 紀州桧弁当箱 ナノコート
和歌山県 食器 八寸深潤鉢
和歌山県 墨 純松煙墨 紀州墨
和歌山県 墨 彩煙墨
和歌山県 備長炭 べっぴん炭（風呂用）
和歌山県 備長炭 いつものご飯が水がさらにおいしく
和歌山県 備長炭 浄化用馬目備長炭
和歌山県 ペンダント 立木染アクセサリー（ペンダント）
和歌山県 ブローチ 立木染アクセサリー（ブローチ）
和歌山県 バレッタ 立木染アクセサリー（バレッタ）
和歌山県 ループタイ 立木染アクセサリー（ループタイ）
和歌山県 ブレスレット 榊　ブレスレット
滋賀県 扇子 高島扇骨を使用した扇子
滋賀県 反物 秦荘紬
滋賀県 手ぬぐい 綿100%オリジナル手ぬぐい
滋賀県 小物入れ 長浜の絹ふくさ
滋賀県 ポケットチーフ 和ばら染め「IKUENI（いくえに）」
滋賀県 筆 書道専用の筆
滋賀県 ショール 極細綿ショール
滋賀県 ハンカチ 「近江の麻」「近江ちぢみ」のハンカチ、手ぬぐい
滋賀県 絆創膏 キズクイック
滋賀県 アクセサリー びわ湖真珠
滋賀県
近江八幡市 数珠 木珠を使用した数珠

滋賀県
大津市 絵はがき 大津絵絵はがき

滋賀県
長浜市 ろくろ工芸品 いろ色浜独楽

滋賀県
守山市 綴錦 名刺入れ

滋賀県 綿織物 ホームウェア
京都市 扇子・団扇 京扇子，京うちわ
京都市 京七宝技法 京七宝
奈良県 ふきん 蚊帳生地ふきん
奈良県 靴下 五本指ソックス
奈良県 文具 水彩毛筆
奈良県 雑貨 柿渋せっけん
奈良県 雑貨 畳表のカードケース、携帯ケース
奈良県 編み針 竹編み針、編み物キット
奈良県 靴下 はだし靴下、ボトルクーラー
奈良県 雑貨 御朱印帳
奈良県 アパレル 蚊帳はおり、蚊帳大判ショール
奈良県 雑貨 キッチンまわりの便利ブラシ等
奈良県 茶道具 高山茶筌・茶道具セット、茶筌マドラー・茶道具セット
奈良県 雑貨 吉野杉のお箸
奈良県 履き物 雪駄
奈良県 雑貨 極薄紙（ラッピングペーパー、和綴帳）
奈良県 雑貨 マスキングテープ
奈良県 雑貨 俺の丸氷　STK-06　　ブラック・ホワイト
奈良県 雑貨 LaQ（ラキュー）
奈良県 雑貨 クック膳
奈良県 雑貨 歯ブラシ
京都市 茶筒 銅製茶筒
滋賀県 キャンドル 和ろうそく
京都市 茶道具 爪楊枝
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地元産品リスト（伝統工芸品・工業製品、関西版）
府県市名 分類 商品名

徳島県 焼き物 大谷焼
徳島県 和紙 阿波和紙
徳島県 染め物 阿波正藍しじら織
奈良県 雑貨 奈良団扇
奈良県 陶器 赤膚焼
奈良県 雑貨 万年筆型の筆ぺん
奈良県 お茶碗 吉野杉お茶碗
奈良県 割箸 吉野杉割り箸
京都市 水引 結納飾・水引工芸
京都市 瓦 京瓦シルクスクリーン
奈良県 雑貨 一刀彫
滋賀県
甲賀市 文房具 製図用　竹ものさし

京都市 こま 京こま
京都市 うちわ 京丸うちわ
兵庫県 和蝋燭 こころ和
兵庫県 民工芸品 こけし 和ろうそく1本入
兵庫県 筆 有馬の人形筆
兵庫県 美容 カメ印　枠練り自然熟成製法　美肌石鹸
兵庫県 美容 神戸 酒石鹸
兵庫県 美容 ぬかぶくろ
兵庫県 非食品 カメ印金泉美肌石鹸（100g）
兵庫県 民工 コウノトリ育むお米でつくった化粧水
兵庫県 民工 神河　柚子スキンクリーム
兵庫県 民工 涼やか塩マット
兵庫県 民工 あわじ島の香司　国生みの島・淡路
奈良県 靴下 The　Pair
奈良県 ふきん 絵便りふきん
奈良県 筆ペン 彩（色ペン）
奈良県 化粧筆 化粧筆

奈良県 竹製品
竹編針 KA  Seeknit

奈良県 雑貨 奈良墨
和歌山県 一筆箋 保田紙一筆箋
和歌山県 名刺 保田紙名刺
和歌山県 キーホルダー、置物 紀州御殿てまり
和歌山県 USB 漆器調USBフラッシュメモリー
和歌山県 ハンカチ 再織ハンカチ
和歌山県 ボールペン 立木染アクセサリー（ボールペン）
鳥取県 和紙製品 和便箋
奈良県 雑貨 高山茶筌
京都市 蝋燭 和蝋燭
奈良県 木製品 折敷
京都市 真田紐 京真田紐ネームホルダーストラップ

滋賀県 テーブルクロス・ナプキン・
のれん 「近江の麻」「近江ちぢみ」のテーブルクロス類

滋賀県
甲賀市 飲食器 tou-glass

京都市 染織 西陣織
兵庫県 湯飲み 丹波立杭焼（湯飲み）
兵庫県 湯飲み 出石焼　（湯飲み）
兵庫県 果物籠 美吉籠
兵庫県 雑貨　座布団 Macaron
奈良県 ネームプレート 吉野スギ透かし彫り
和歌山県 食器 紀州のお箸
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地元産品リスト（伝統工芸品・工業製品、関西版）
府県市名 分類 商品名

和歌山県 食器 根来塗お椀
和歌山県 食器 漆ガラス　食器（黒江JAPAN）
和歌山県 椅子 ロッキングチェア
京都市 和傘 京和傘
京都市 提燈 提燈
京都市 唐紙 唐紙
京都市 染織 西陣織
兵庫県 花瓶 赤穂雲火焼　（花瓶）
兵庫県 花籠 有馬籠（花籠）
兵庫県 風鈴 明珍火箸
兵庫県 彫刻 淡路鬼瓦
奈良県 壁飾り 吉野スギ透かし彫り
奈良県 布 蚊帳生地
和歌山県 花器 根来塗花器
和歌山県 花器 瑞雲塗花器
和歌山県 スピーカー 竹スピーカー Kaguya
和歌山県 備長炭 紀州備長炭棒炭
和歌山県 備長炭 消臭しましょう（消臭パック）
和歌山県 置物 郷土玩具 鶏合せ
和歌山県 置物 導きの八咫烏
和歌山県 置物 郷土玩具  宝馬
京都市 焼物 京焼・清水焼
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地元産品リスト（観光資源、大阪版）
推薦元自治体等 ジャンル 名称

池田市 観光 カップヌードルミュージアム 大阪池田
池田市 観光 五月山動物園
吹田市 観光 万博記念公園
高槻市 観光 摂津峡公園
高槻市 観光 いましろ大王の杜
茨木市 観光 総持寺
箕面市 観光 勝尾寺
島本町 観光 水無瀬神宮
吹田市 観光 エキスポシティ
豊中市 文化 日本民家集落博物館
池田市 文化 逸翁美術館/小林一三記念館
池田市 文化 落語みゅーじあむ
池田市 文化 池田呉服座
摂津市 文化 鳥飼銘木団地
能勢町 文化 淨るりシアター
島本町 食 サントリー山崎蒸溜所
箕面市 自然 箕面大滝
豊能町 自然 初谷渓谷
吹田市（摂津市） 産業 北大阪健康医療都市（健都）
吹田市 産業 国立循環器病研究センター
茨木市 産業 ヤマト運輸株式会社関西支社関西ゲートウェイ
豊能町 その他 高山地区
大阪市 観光 大阪城天守閣
大阪市 観光 GLION MUSEUM
大阪市 観光 水都大阪（水の回廊）
大阪市 観光 高崎神社
大阪市 観光 ユニバーサル・シティウォーク大阪
大阪市 観光 コスモタワー
大阪市 観光 梅田スカイビル
大阪市 観光 黒門市場
大阪市 観光 四天王寺
大阪市 観光 あべのハルカス
大阪市 観光 新世界
大阪市 観光 通天閣
大阪市 観光 法善寺横丁
大阪市 観光 裏なんば
大阪市 観光 天神橋筋商店街
枚方市 観光 ひらかたパーク
寝屋川市 観光 成田山不動尊（大本山成田山大阪別院　明王院）
東大阪市 観光 花園ラグビー場
四條畷市 観光 四條畷神社
交野市 観光 星のブランコ（大阪府民の森ほしだ園地）
交野市 観光 磐船神社
大阪市 観光 海遊館
大阪市 文化 大阪歴史博物館
大阪市 文化 大阪市立自然史博物館
大阪市 文化 大阪市立美術館
大阪市 文化 大阪市立東洋陶磁美術館
大阪市 文化 大阪市立科学館
大阪市 文化 国立文楽劇場
大阪市 文化 国立国際美術館
大阪市 文化 大阪府立上方演芸資料館
枚方市 文化 鍵屋資料館
枚方市 文化 百済寺跡
枚方市 食 杉・五兵衛
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地元産品リスト（観光資源、大阪版）
推薦元自治体等 ジャンル 名称

柏原市 食 柏原ふどう狩り
柏原市 食 サンヒル柏原
交野市 食 山野酒造株式会社
交野市 食 大門酒造株式会社
四條畷市 自然 室池
交野市 自然 交野山（山頂）
交野市 自然 大阪市立大学理学部附属植物園
大阪市 産業 大阪イノベーションハブ（OIH）
大阪市 産業 Garage Taisho（株式会社木幡計器製作所）
大阪市 産業 Garage Minato（成光精密株式会社）
大阪市 産業 吉川化成株式会社
大阪市 産業 NLAB（蓄電池評価センター）
守口市 産業 山岡金属工業（株）ミュージアム「夢工房」
枚方市 産業 KOMATSU 大阪工場
枚方市 産業 Kubota 枚方製造所
八尾市 産業 みせるばやお
大東市 産業 川村義肢株式会社
柏原市 産業 カタシモワイナリー
門真市 産業 パナソニックミュージアム
門真市 産業 株式会社海洋堂
東大阪市 産業 MOBIO（ものづくりビジネスセンターおおさか）
東大阪市 産業 株式会社フジキン
大阪市 産業 INTEX OSAKA
大東市 その他 大東元気でまっせ体操
東大阪市 その他 ウィルチェアースポーツ広場
堺市 観光 百舌鳥・古市古墳群① 仁徳天皇陵等（徒歩視察）
堺市 観光 百舌鳥・古市古墳群① 仁徳天皇陵等（ヘリ視察）
羽曳野市 観光 百舌鳥・古市古墳群② 応神天皇陵古墳
羽曳野市 観光 百舌鳥・古市古墳群③ 峯ヶ塚古墳
羽曳野市 観光 百舌鳥・古市古墳群④  墓山古墳
羽曳野市 観光 百舌鳥・古市古墳群関連（羽曳野市文化財展示室）
藤井寺市 観光 百舌鳥・古市古墳群⑤ 古室山古墳
藤井寺市 観光 百舌鳥・古市古墳群⑥ 仲姫命陵古墳
藤井寺市 観光 百舌鳥・古市古墳群⑦ 仲哀天皇陵古墳
藤井寺市 観光 百舌鳥・古市古墳群⑧ 津堂城山古墳
堺市 観光 大仙公園日本庭園
岸和田市 観光 だんじり会館
岸和田市 観光 岸和田城
岸和田市 観光 愛彩ランド
岸和田市 観光 紀州街道（まちづくりの館）
貝塚市 観光 水間寺
貝塚市 観光 孝恩寺
泉佐野市 観光 犬鳴山七宝龍寺「瀧修行体験」
泉佐野市 観光 い草のコースター作り
泉佐野市 観光 タオルで世界に一つのケーキ
泉佐野市 観光 ワイワイ！泉だこdeタコパーティ
泉佐野市 観光 よさこいdeゑぇじゃないか！！
富田林市 観光 富田林寺内町
富田林市 観光 富田林市農業公園サバーファーム
河内長野市 観光 天野山金剛寺
河内長野市 観光 観心寺
河内長野市 観光 関西サイクルスポーツセンター
河内長野市 観光 天見温泉 南天苑
松原市 観光 柴籬神社
松原市 観光 布忍神社
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地元産品リスト（観光資源、大阪版）
推薦元自治体等 ジャンル 名称

和泉市 観光 和泉市久保惣記念美術館
和泉市 観光 和泉リサイクル環境公園
和泉市 観光 池上曽根史跡公園
和泉市 観光 大阪府立弥生文化博物館
羽曳野市 観光 誉田八幡宮
高石市 観光 工場夜景
藤井寺市 観光 道明寺天満宮
藤井寺市 観光 道明寺
藤井寺市 観光 葛井寺
藤井寺市 観光 市立生涯学習センター（アイセル シュラ ホール）
泉南市 観光 泉南市農業公園花咲きファーム
泉南市 観光 長慶寺
泉南市 観光 信達宿の野田藤
泉南市 観光 マーブルビーチ（恋人の聖地）
泉南市 観光 金熊寺（きんゆうじ）梅林・信達神社
大阪狭山市 観光 狭山池、大阪府立狭山池博物館、大阪狭山市立郷土資料館
阪南市 観光 波太神社
阪南市 観光 地引網体験
忠岡町 観光 公益財団法人　正木美術館
岬町 観光 みさき公園
岬町 観光 とっとパーク小島
岬町 観光 いきいきパークみさき
岬町 観光 青少年海洋センター
岬町 観光 道の駅　みさき
太子町 観光 聖徳太子御廟、叡福寺
太子町 観光 西方院
太子町 観光 竹内街道、町立竹内街道歴史資料館
河南町 観光 大阪府立近つ飛鳥博物館
千早赤阪村 観光 楠公史跡
千早赤阪村 観光 金剛山
堺市 文化 堺打刃物工程見学・体験
岸和田市 文化 岸和田市立自泉会館
泉大津市 文化 モフ草履
泉佐野市 文化 「ちぬうみ創生神楽」の観覧と体験
河内長野市 文化 日野獅子舞（みのでホール）
和泉市 文化 さをりの森
泉南市 文化 国史跡海会寺跡広場・泉南市埋蔵文化財センター
泉南市 文化 林昌寺
阪南市 文化 浪花酒造
阪南市 文化 機織り体験会
堺市 食 利晶の杜
貝塚市 食 くら天然魚市場
河内長野市 食 道の駅 奥河内 くろまろの郷
河内長野市 食 天野酒（西條合資会社）
松原市 食 有限会社ツムラ本店
松原市 食 幸南食糧株式会社
松原市 食 山崎製パン大阪第二工場
田尻町 食 田尻海洋交流センター
河南町 食 道の駅かなん
堺市 食 つぼ市製茶本舗
泉佐野市 自然 絶景「りんくう公園の夕陽」
河内長野市 自然 滝畑ダム
和泉市 自然 いずみふれあい農の里
高石市 自然 浜寺公園
泉南市 自然 岡田漁港
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地元産品リスト（観光資源、大阪版）
推薦元自治体等 ジャンル 名称

泉南市 自然 里山の自然学校　紀州わいわい村
阪南市 自然 海洋学習会
堺市 産業 堺伝統産業会館
堺市 産業 堺太陽光発電所
貝塚市 産業 明治なるほどファクトリー関西
泉佐野市 産業 関西国際空港
河内長野市 産業 すだれ資料館
松原市 産業 コーマ株式会社
和泉市 産業 日本人造真珠硝子細貨工業組合展示場（リアーナ）
和泉市 産業 ORIST（地方独立行政法人大阪産業技術研究所）
和泉市 産業 株式会社光明製作所
和泉市 産業 テクノステージ和泉
泉大津市 その他 飛翔学舎（ブレインブースト）
泉南市 その他 WAO体操
大阪MICEカタログ（大阪観光局編集） 出張可 今宮戎神社福娘
大阪MICEカタログ（大阪観光局編集） 出張可 弾き語り（要ピアノ）/アコーディオン/昭和の流行歌
大阪MICEカタログ（大阪観光局編集） 出張可 琵琶/沖縄民謡/琴　演奏
大阪MICEカタログ（大阪観光局編集） 出張可 津軽三味線/虚無僧/大神楽曲芸
大阪MICEカタログ（大阪観光局編集） 出張可 和装モデル派遣
大阪MICEカタログ（大阪観光局編集） 出張可 本格着物体験
大阪MICEカタログ（大阪観光局編集） 出張可 手作り和装小物教室
大阪MICEカタログ（大阪観光局編集） 出張可 日本料理教室
大阪MICEカタログ（大阪観光局編集） 出張可 日本センチュリー交響楽団
大阪MICEカタログ（大阪観光局編集） 出張可 大阪フィルハーモニー交響楽団
大阪MICEカタログ（大阪観光局編集） 出張可 トラロ会（雅楽・和楽器演奏）
大阪MICEカタログ（大阪観光局編集） 出張可 樽酒
大阪MICEカタログ（大阪観光局編集） 出張可 雅楽「まほら」
大阪MICEカタログ（大阪観光局編集） 出張可 能
大阪MICEカタログ（大阪観光局編集） 出張可 文楽実演
大阪MICEカタログ（大阪観光局編集） 出張可 乙女文楽
大阪MICEカタログ（大阪観光局編集） 出張可 英語落語
大阪MICEカタログ（大阪観光局編集） 出張可 天神講
大阪MICEカタログ（大阪観光局編集） 出張可 書道パフォーマンス
大阪MICEカタログ（大阪観光局編集） 出張可 SAMURAISHOW ☆浪花サムライ大使☆
大阪MICEカタログ（大阪観光局編集） 出張可 お茶屋・芸妓・舞妓・お座敷遊び
大阪MICEカタログ（大阪観光局編集） 出張可 和太鼓
大阪MICEカタログ（大阪観光局編集） 出張可 着物レディ
大阪MICEカタログ（大阪観光局編集） 出張可 高槻太鼓
大阪MICEカタログ（大阪観光局編集） 出張可 和太鼓　雅（みやび）
大阪MICEカタログ（大阪観光局編集） 出張可 和太鼓体験・出張演奏
大阪MICEカタログ（大阪観光局編集） 出張可 OSK日本歌劇団ミニレビューショー
大阪MICEカタログ（大阪観光局編集） 出張可 チアリーディング
大阪観光局 出張可 天神祭　天神講　による「獅子舞、傘踊り、etc」
大阪観光局 出張可 株式会社鶴屋八幡
大阪観光局 出張可 箱寿司製作体験
大阪観光局 出張可 だんじり囃子の実演
大阪観光局 出張可 大阪天満宮
大阪観光局 出張可 住吉大社
大阪観光局 出張可 能勢人形浄瑠璃
大阪観光局 出張可 諏訪神社獅子舞
大阪観光局 出張可 四天王寺舞楽
大阪観光局 出張可 住吉大社（住吉踊り）
大阪観光局 出張可 ちんどん屋
大阪観光局 出張可 吉本興業株式会社
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地元産品リスト（観光資源、関西版）
府県名 市町村名 ジャンル 名称

滋賀県 彦根市 観光 玄宮園
滋賀県 彦根市 観光 彦根城
滋賀県 長浜市 観光 慶雲館
滋賀県 長浜市 観光 長浜城
滋賀県 長浜市 観光 竹生島
滋賀県 長浜市 観光 長浜城歴史博物館
滋賀県 長浜市 観光 湖北みずどりステーション
滋賀県 長浜市 観光 木ノ本地蔵院
滋賀県 長浜市 観光 菅浦集落散策
滋賀県 長浜市 観光 黒壁スクエア
滋賀県 高島市 観光 白鬚神社
滋賀県 高島市 観光 海津大崎
滋賀県 長浜市 食 鯖そうめん
滋賀県 高島市 自然 メタセコイア並木
滋賀県 長浜市 その他 つづらお荘
滋賀県 大津市 観光 ガーデンミュージアム比叡
滋賀県 大津市 観光 旧竹林院
滋賀県 大津市 観光 サイクリングで巡る琵琶湖畔
滋賀県 大津市 観光 比叡山延暦寺　
滋賀県 大津市 観光 石山寺
滋賀県 大津市 観光 日吉大社　
滋賀県 大津市 観光 琵琶湖汽船
滋賀県 大津市 観光 琵琶湖疏水船
滋賀県 大津市 観光 びわ湖テラス
滋賀県 大津市 観光 三井寺　
滋賀県 大津市 観光 近江神宮
滋賀県 大津市 観光 坂本ケーブル
滋賀県 大津市 観光 琵琶湖汽船　貸切
滋賀県 大津市 観光 京阪石山坂本線　貸切
滋賀県 近江八幡市 観光 水郷巡り
滋賀県 近江八幡市 観光 長命寺「あじさい見ごろ」
滋賀県 近江八幡市 観光 日牟禮八幡宮
滋賀県 近江八幡市 観光 伝統的建造物群保存地区
滋賀県 草津市 観光 滋賀県立琵琶湖博物館
滋賀県 甲賀市 観光 MIHO MUSEUM
滋賀県 甲賀市 観光 陶芸の森
滋賀県 甲賀市 観光 飯道寺
滋賀県 甲賀市 観光 飯道山
滋賀県 甲賀市 観光 甲賀流忍術屋敷
滋賀県 甲賀市 観光 信楽焼の郷
滋賀県 大津市 食 びわ湖大津館　貸切
滋賀県 大津市 食 叶匠寿庵 寿長生の郷　
滋賀県 近江八幡市 食 ラコリーナ近江八幡
滋賀県 近江八幡市 食 クラブハリエ
滋賀県 草津市 産業 ダイキン工業株式会社　滋賀製作所
滋賀県 甲賀市 産業 宗陶苑（作陶体験）
滋賀県 甲賀市 産業 大塚オーミ陶業 信楽工場
滋賀県 竜王町 産業 ダイハツ工業株式会社　滋賀竜王工場
滋賀県 大津市 その他 琵琶湖汽船 megumi
滋賀県 大津市 その他 おごと温泉
滋賀県 大津市 その他 坂本の街並み
滋賀県 竜王町 その他 三井アウトレットパーク滋賀竜王
京都府 舞鶴市 観光 五老ヶ岳公園
京都府 舞鶴市 観光 舞鶴赤れんがパーク
京都府 舞鶴市 観光 舞鶴引揚記念館
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京都府 綾部市 観光 黒谷和紙会館
京都府 宮津市 観光 天橋立ビューランド
京都府 宮津市 観光 獅子崎稲荷神社
京都府 宮津市 観光 天橋立・傘松公園
京都府 宮津市 観光 京都丹後鉄道「くろまつ」
京都府 宮津市 観光 竹野酒造
京都府 京丹後市 観光 道の駅丹後王国食のみやこ
京都府 伊根町 観光 舟屋の里公園
京都府 伊根町 観光 伊根湾遊覧船
京都府 伊根町 観光 伊根町散策
京都府 舞鶴市 食 舞鶴とれとれセンター
京都府 京丹後市 自然 山陰海岸ジオパーク（琴引浜等）
京都府 福知山市 産業 伊東木材株式会社
京都府 与謝野町 産業 畳工房ヨシオカ
京都府 京都市 観光 京都水族館
京都府 京都市 観光 京都鉄道博物館
京都府 京都市 観光 清水寺
京都府 京都市 観光 金閣寺
京都府 京都市 観光 三十三間堂
京都府 京都市 観光 三千院「あじさい祭り」
京都府 京都市 観光 トロッコ列車
京都府 京都市 観光 京都駅ビル･京都タワー
京都府 京都市 観光 京都文化博物館
京都府 京都市 観光 竹林の道　
京都府 京都市 観光 二条城
京都府 京都市 観光 伏見稲荷大社
京都府 京都市 観光 嵐山
京都府 京都市 観光 京都国立博物館
京都府 京都市 観光 醍醐寺
京都府 京都市 観光 真言宗総本山 東寺
京都府 京都市 観光 元離宮二条城（貸切）
京都府 京都市 観光 圓徳院
京都府 京都市 観光 建仁寺
京都府 京都市 観光 高台寺
京都府 京都市 観光 浄土宗大本山･くろ谷 金戒光明寺
京都府 京都市 観光 将軍塚青龍殿
京都府 京都市 観光 大覚寺
京都府 京都市 観光 東福寺
京都府 京都市 観光 妙心寺退蔵院
京都府 京都市 観光 平安神宮会館
京都府 京都市 観光 京都国立博物館（貸切）
京都府 京都市 観光 京都市美術館
京都府 京都市 観光 京都鉄道博物館（貸切）
京都府 京都市 観光 京都水族館（貸切）
京都府 京都市 観光 京都タワー
京都府 京都市 観光 叡電
京都府 京都市 観光 嵐電
京都府 京都市 観光 紅村窯
京都府 京都市 観光 東寺
京都府 京都市 観光 富田屋（茶道体験）
京都府 京都市 観光 富田屋（着物体験）
京都府 京都市 観光 妙心寺退蔵院（座禅体験）
京都府 京都市 観光 東映太秦映画村（貸切）
京都府 京都市 観光 大西常商店
京都府 京都市 観光 GEAR （ノンバーバルパフォーマンス）



230 G20 OSAKA SUMMIT 2019

資
料
編

第
2
章

第
3
章

第
4
章

第
5
章

第
6
章

第
7
章

資 料 編16

地元産品リスト（観光資源、関西版）
府県名 市町村名 ジャンル 名称

京都府 京都市 観光 東映太秦映画村
京都府 京都市 観光 上七軒歌舞練場
京都府 京都市 観光 ギオンコーナー
京都府 京都市 観光 黄桜　伏見蔵
京都府 宇治市 観光 平等院鳳凰堂
京都府 宇治市 観光 三星園上林三入本店
京都府 宇治市 観光 対鳳庵（抹茶作り体験）
京都府 宇治市 観光 福寿園　宇治茶工房
京都府 亀岡市 観光 保津川下り
京都府 長岡京市 観光 サントリー京都ブルワリーガイドツアー
京都府 長岡京市 観光 長岡天満宮（キリシマツツジ）
京都府 南丹市 観光 美山かやぶきの里
京都府 大山崎町 観光 アサヒビール大山崎山荘美術館
京都府 京都市 文化 舞妓・芸妓
京都府 京都市 文化 南座（歌舞伎鑑賞）　
京都府 京都市 文化 金剛能楽堂
京都府 京都市 文化 南座
京都府 京都市 食 忍者レストラン「NINJA KYOTO]
京都府 京都市 食 忍者京都
京都府 京都市 食 鴨川納涼床（5〜9月）
京都府 京都市 食 貴船の川床（5〜9月）
京都府 京都市 食 旧三井家下鴨別邸
京都府 京都市 食 名勝 無鄰菴
京都府 京都市 食 アカガネリゾート京都東山1925
京都府 京都市 食 愛染倉
京都府 京都市 食 京都モダンテラス
京都府 京都市 食 KOTOWA 京都 中村楼
京都府 京都市 食 ザ ソウドウ 東山 京都
京都府 京都市 食 長楽館
京都府 京都市 食 パビリオンコート
京都府 京都市 食 フォーチュンガーデン京都
京都府 京都市 食 鮒鶴京都鴨川リゾート
京都府 京都市 食 レストランひらまつ 高台寺
京都府 京都市 食 アイネス ヴィラノッツェ 宝ヶ池
京都府 京都市 食 インスタイルウエディング京都
京都府 京都市 食 京都北山モノリス
京都府 京都市 食 KIYOMIZU 京都東山
京都府 京都市 食 六絲水（ロクシスイ）
京都府 京都市 食 うめぞのカフェアンドギャラリー（抹茶ホットケーキ）
京都府 京都市 食 京都拉麺小路
京都府 京都市 食 茶房　いせはん（あんみつ）
京都府 京都市 食 茶寮都路里（抹茶パフェ）
京都府 京都市 食 ジュヴァンセル祇園店（抹茶フォンデュ）
京都府 京都市 食 高台寺　抹茶体験
京都府 京都市 食 粟田山荘（京懐石）
京都府 京都市 食 菊乃井本店
京都府 南丹市 食 美山粋仙庵
京都府 和束町 自然 石寺の茶畑
京都府 京都市 産業 丸益西村屋　　
京都府 京都市 産業 京都大学iPS細胞研究所
京都府 宇治市 産業 福寿園　宇治茶工房（石臼抹茶体験）
京都府 長岡京市 産業 レンゴー株式会社　新京都事業所
京都府 木津川市 産業 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構　関西光科学研究所
京都府 精華町 産業 国際電気通信基礎技術研究所 ATR
京都府 京都市 その他 太鼓センター
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府県名 市町村名 ジャンル 名称

京都府 京都市 その他 東山界隈
京都府 精華町 その他 けいはんなプラザ
兵庫県 神戸市 観光 有馬温泉　
兵庫県 神戸市 観光 舞子海上プロムナード
兵庫県 神戸市 観光 横尾忠則現代美術館
兵庫県 神戸市 観光 自然体感展望台　六甲枝垂れ
兵庫県 神戸市 観光 兵庫県立美術館
兵庫県 神戸市 観光 北野異人館街
兵庫県 神戸市 観光 六甲ガーデンテラス
兵庫県 神戸市 観光 六甲ケーブル
兵庫県 神戸市 観光 六甲高山植物園
兵庫県 神戸市 観光 六甲山天覧台
兵庫県 神戸市 観光 神戸市立王子動物園
兵庫県 神戸市 観光 須磨海浜公園
兵庫県 神戸市 観光 六甲山カンツリーハウス「バラの小径ローズウォーク」
兵庫県 神戸市 観光 生田神社会館
兵庫県 神戸市 観光 六甲オルゴールミュージアム
兵庫県 神戸市 観光 灘の酒蔵　
兵庫県 神戸市 観光 神戸酒心館
兵庫県 姫路市 観光 書寫山圓教寺
兵庫県 姫路市 観光 姫路城
兵庫県 姫路市 観光 好古園
兵庫県 尼崎市 観光 尼崎えびす神社
兵庫県 明石市 観光 明石魚の棚商店街
兵庫県 伊丹市 観光 みやのまえ文化の郷　
兵庫県 伊丹市 観光 伊丹郷
兵庫県 豊岡市 観光 玄武洞
兵庫県 豊岡市 観光 城崎温泉街
兵庫県 豊岡市 観光 こうのとりの郷公園
兵庫県 豊岡市 観光 出石辰鼓楼
兵庫県 豊岡市 観光 ジオカヌー
兵庫県 宝塚市 観光 手塚治虫記念館
兵庫県 宝塚市 観光 宝塚歌劇
兵庫県 篠山市 観光 篠山散策
兵庫県 南あわじ市 観光 淡路ファームパークイングランドの丘
兵庫県 南あわじ市 観光 うずしおクルーズ
兵庫県 朝来市 観光 生野銀山
兵庫県 朝来市 観光 竹田城
兵庫県 淡路市 観光 絵島
兵庫県 淡路市 観光 奇跡の星の植物園
兵庫県 淡路市 観光 淡路島国営明石海峡公園
兵庫県 淡路市 観光 美湯・松帆の郷
兵庫県 南あわじ市 文化 南淡路人形浄瑠璃
兵庫県 神戸市 食 コンチェルト　
兵庫県 神戸市 食 南京町
兵庫県 神戸市 食 ルミナス神戸２
兵庫県 神戸市 食 ベイサイド迎賓館神戸
兵庫県 神戸市 食 北野クラブ　ソラ
兵庫県 神戸市 食 神戸迎賓館　邸宅レストラン　ル・アン
兵庫県 神戸市 食 KOBE BEEF
兵庫県 神戸市 食 アラカンパーニュ
兵庫県 神戸市 食 パティスリーモンプリュ
兵庫県 神戸市 食 フロインドリーブ
兵庫県 神戸市 食 ママのえらんだ元町ケーキ
兵庫県 神戸市 食 ラヴニュー
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兵庫県 神戸市 食 酒心館（豊明蔵・さかばやし）
兵庫県 西宮市 食 子孫
兵庫県 篠山市 食 「懐」　牡丹鍋
兵庫県 神戸市 自然 六甲山散策
兵庫県 神戸市 自然 神戸市立森林植物園
兵庫県 神戸市 産業 カワサキワールド
兵庫県 神戸市 産業 神戸医療産業都市推進機構
兵庫県 神戸市 産業 人と防災未来センター
兵庫県 神戸市 産業 竹中大工道具館
兵庫県 神戸市-淡路市 産業 明石海峡大橋
兵庫県 神戸市 産業 明石海峡大橋 ブリッジワールド見学
兵庫県 神戸市 産業 スーパーコンピュータ「京」見学
兵庫県 神戸市 産業 神鋼神戸発電所　灘浜サイエンススクエア
兵庫県 三木市 産業 防災科学技術研究所　兵庫県耐震工学研究センター
兵庫県 三木市 産業 兵庫県広域防災センター
兵庫県 篠山市 産業 立杭陶の郷　（陶芸体験）
兵庫県 佐用町 産業 SPring-8、SACLA見学
兵庫県 神戸市 その他 三井アウトレットパークマリンピア神戸
兵庫県 神戸市 その他 モザイク
兵庫県 三田市 その他 神戸三田アウトレットパーク
奈良県 奈良市 観光 興福寺　
奈良県 奈良市 観光 西大寺
奈良県 奈良市 観光 東大寺　
奈良県 奈良市 観光 東大寺・写経道場
奈良県 奈良市 観光 ならまち
奈良県 奈良市 観光 奈良公園
奈良県 大和郡山市 観光 慈光院　
奈良県 天理市・桜井市 観光 山の辺の道
奈良県 桜井市 観光 大神神社
奈良県 桜井市 観光 長谷寺
奈良県 葛城市 観光 けはや座
奈良県 葛城市 観光 梅乃宿
奈良県 宇陀市 観光 室生寺
奈良県 平群町 観光 玉蔵院
奈良県 平群町 観光 信貴山
奈良県 斑鳩町 観光 法隆寺
奈良県 斑鳩町 観光 吉田寺（ご朱印帳作り体験）
奈良県 川西町 観光 真武館真勝流奈良道場（日本刀抜刀体験）
奈良県 明日香村 観光 明日香村（甘樫の丘、石舞台等）
奈良県 明日香村 観光 岡寺（護摩行体験）
奈良県 明日香村 観光 岡寺　
奈良県 奈良市 文化 春日大社（夜間献灯体験）
奈良県 奈良市 文化 春日大社　　
奈良県 奈良市 文化 正木坂道場
奈良県 橿原市 文化 橿原神宮　
奈良県 桜井市 文化 月山日本刀鍛錬道場
奈良県 奈良市 食 春日大社（愛敬祝儀膳）　
奈良県 奈良市 食 菊水楼（和食）
奈良県 奈良市 食 奈良ホテル　三笠（フレンチ）
奈良県 奈良市 食 なら和み館（和定食）
奈良県 奈良市 食 リストランテオルケストラータ（イタリアン）
奈良県 奈良市 食 富雄（ラーメン）
奈良県 大和郡山市 食 ル・ベンケイ（本格フレンチ）
奈良県 橿原市 食 橿原神宮（文華殿）
奈良県 桜井市 食 オーベルジュ・ド・ぷれざんす 桜井（フレンチ）
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奈良県 葛城市 食 當麻寺（中の坊にて精進料理）
奈良県 明日香村 食 カフェことだま
奈良県 奈良市 自然 若草山
奈良県 曽爾村 自然 曽爾高原
奈良県 奈良市 産業 セキスイハイム工業株式会社　近畿事業所
奈良県 宇陀市 その他 ささゆり庵（古民家）
奈良県 吉野町 観光 吉野川　ラフティング
奈良県 吉野町 観光 金峯山寺
奈良県 吉野町 観光 森林セラピー
奈良県 吉野町 観光 吉野山
奈良県 天川村 観光 洞川温泉
奈良県 十津川村 観光 谷瀬のつり橋
奈良県 十津川村 観光 果無集落周辺
奈良県 十津川村 観光 玉置神社
奈良県 川上村 観光 川上村　ケイビング
奈良県 十津川村 その他 十津川温泉
和歌山県 和歌山市 観光 和歌山城西の丸庭園
和歌山県 和歌山市 観光 和歌山マリーナシティ
和歌山県 和歌山市 観光 和歌山城
和歌山県 和歌山市 観光 黒潮市場
和歌山県 かつらぎ町 観光 丹生都比売神社
和歌山県 高野町 観光 高野山
和歌山県 高野町 観光 金剛峰寺
和歌山県 高野町 観光 奥之院
和歌山県 高野町 観光 女人堂（壇上伽藍）
和歌山県 高野町 観光 壇上伽藍
和歌山県 高野町 観光 森林セラピー
和歌山県 湯浅町 観光 熊野古道せいろミュージアム
和歌山県 湯浅町 観光 湯浅町
和歌山県 みなべ町 観光 南部梅林
和歌山県 日高川町 観光 あんちん（フルーツ狩り）
和歌山県 日高川町 観光 道成寺
和歌山県 海南市 文化 海南ひなめぐり
和歌山県 和歌山市 食 和歌山ラーメン
和歌山県 高野町 食 高野山別格本山總寺院
和歌山県 和歌山市 産業 新日鐵住金株式会社　和歌山製鉄所
和歌山県 和歌山市 産業 島精機製作所
和歌山県 和歌山市 産業 花王エコラボミュージアム
和歌山県 湯浅町 産業 湯浅醤油工場
和歌山県 広川町 産業 稲むらの火の館
和歌山県 高野町 その他 高野山宿坊
和歌山県 田辺市 観光 大斎原
和歌山県 田辺市 観光 世界遺産熊野本宮館
和歌山県 田辺市 観光 闘鶏神社
和歌山県 田辺市 観光 道の駅紀州備長炭記念公園
和歌山県 田辺市 観光 熊野本宮大社
和歌山県 新宮市 観光 神倉神社
和歌山県 白浜町 観光 アドベンチャーワールド
和歌山県 白浜町 観光 柳橋足湯
和歌山県 那智勝浦町 観光 勝浦漁港（マグロのセリ見学）
和歌山県 那智勝浦町 観光 大門坂
和歌山県 那智勝浦町 観光 熊野那智大社
和歌山県 那智勝浦町 観光 青岸渡寺
和歌山県 古座川町 観光 古座川　カヌー
和歌山県 古座川町 観光 串本　シュノーケリング
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和歌山県 北山村 観光 北山川　ラフティング・筏下り
和歌山県 串本町 観光 串本海中公園
和歌山県 白浜町 文化 南方熊楠記念館
和歌山県 田辺市 自然 熊野古道
和歌山県 田辺市 自然 熊野古道小辺路
和歌山県 田辺市 自然 潮見峠
和歌山県 白浜町 自然 円月島
和歌山県 白浜町 自然 三段壁
和歌山県 白浜町 自然 白良浜
和歌山県 那智勝浦町 自然 那智の滝
和歌山県 串本町 自然 海金剛
和歌山県 串本町 自然 橋杭岩
和歌山県 田辺市 産業 秋津野ガルテン（農業体験）
和歌山県 田辺市 その他 川湯温泉
和歌山県 田辺市 その他 湯峰温泉
和歌山県 白浜町 その他 白浜温泉
和歌山県 那智勝浦町 その他 忘帰洞
和歌山県 那智勝浦町 その他 紀伊勝浦温泉
鳥取県 鳥取市 観光 砂の美術館
鳥取県 倉吉市 観光 白壁土蔵群
鳥取県 倉吉市 観光 なしっこ館
鳥取県 境港市 観光 境港さかなセンター
鳥取県 境港市 観光 水木しげるロード
鳥取県 境港市 観光 水木しげる記念館
鳥取県 境港市 観光 千代むすび酒造
鳥取県 岩美町 観光 JR東浜駅（無人駅。JR豪華寝台列車「瑞風」停車駅）
鳥取県 岩美町 観光 浦富海岸　クリアカヌー
鳥取県 岩美町 観光 浦富海岸　シュノーケル体験
鳥取県 岩美町 観光 クルーズ船Muse（ブランチクルーズ、スイーツクルーズ　定員25名）
鳥取県 岩美町 観光 島めぐり遊覧船
鳥取県 三朝町 観光 三徳山三佛寺
鳥取県 北栄町 観光 青山剛昌ふるさと館
鳥取県 大山町 観光 大山寺
鳥取県 南部町 観光 とっとり花回廊
鳥取県 倉吉市 食 清水庵
鳥取県 岩美町 食 あじろ屋
鳥取県 岩美町 食 イタリアンレストラン　アルマーニ（「瑞雲」来客用レストラン）
鳥取県 岩美町 食 鮮魚「たつみ」
鳥取県 鳥取市 自然 鳥取砂丘
鳥取県 岩美町 自然 熊井浜
鳥取県 米子市 その他 皆生温泉
鳥取県 三朝町 その他 三朝温泉
鳥取県 湯梨浜町 その他 はわい温泉
徳島県 三好市 自然 落合集落
徳島県 三好市 自然 琵琶の滝
徳島県 三好市 その他 祖谷温泉
三重県 伊勢市 観光 おかげ横丁
三重県 伊勢市 観光 伊勢神宮
三重県 桑名市 観光 なばなの里
三重県 鈴鹿市 観光 鈴鹿サーキット
三重県 名張市 観光 赤目四十八滝
三重県 名張市 観光 伊賀忍者修行の里
三重県 鳥羽市 観光 ミキモト真珠島
三重県 鳥羽市 観光 鳥羽水族館
三重県 志摩市 観光 伊勢志摩サミット記念館サミエール
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三重県 志摩市 観光 賢島エスパーニャクルーズ（あご湾遊覧）
三重県 志摩市 観光 志摩スペイン村
三重県 志摩市 観光 志摩マリンランド
三重県 伊賀市 観光 伊賀上野城
三重県 伊賀市 観光 上野公園
三重県 伊賀市 観光 忍者列車
三重県 伊賀市 観光 伊賀流忍者博物館
三重県 伊賀市 観光文化 忍者集団「阿修羅」（忍者ショー）
三重県 菰野町 観光 御在所岳　御在所岳ロープウェイ
三重県 紀宝町 観光 ウミガメ公園
三重県 鳥羽市 食 海女小屋（海鮮BBQ）
三重県 伊賀市 食 金谷本店（すきやき）
三重県 伊勢市 自然 夫婦岩
三重県 志摩市 自然 横山展望台
三重県 志摩市 その他 志摩観光ホテル「ザクラッシック」「ザベイスイート」
三重県 菰野町 その他 アクアイグニス片岡温泉
福井県 福井市 観光 えちぜん鉄道
福井県 敦賀市 観光 気比神宮
福井県 小浜市 観光 蘇洞門めぐり
福井県 小浜市 観光 若狭フィッシャーマンズワーフ
福井県 大野市 観光 越前大野城
福井県 大野市 観光 武家屋敷旧内山家
福井県 勝山市 観光 福井県立恐竜博物館
福井県 あわら市 観光 あわら温泉
福井県 越前市 観光 越前和紙の里（紙漉き体験）
福井県 坂井市 観光 三國湊きたまえ通り
福井県 坂井市 観光 三國湊レトロ
福井県 永平寺町 観光 永平寺
福井県 若狭町 観光 レインボーライン山頂公園
福井県 大野市 食 福そば本店
福井県 越前市 食 越前そばの里
福井県 永平寺町 食 永平寺そば
福井県 坂井市 自然 東尋坊
福井県 若狭町 自然 三方五湖
福井県 越前市 産業 タケフナイフビレッジ
福井県 大野市 その他 越前大野駅[中部の駅百選]
福井県 若狭町 その他 みかた温泉きららの湯


