
都道府県名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

北海道 ウニ・イクラ丼 海鮮丼 ジンギスカン 石狩鍋　 生ウニどんぶり ちゃんちゃん焼 いかソーメン イカめし ラーメン 豚丼 スープカレー 飯ずし（いずし）

青　森 いちご煮 せんべい汁 大間のまぐろ料理 じゃっぱ汁 しとぎもち けいらん べこもち けの汁

岩　手 盛岡冷麺 盛岡じゃじゃ麺 わんこそば ひっつみ へっちょこだんご 六穀ひっつみ 豆しとぎ

宮　城 牛タン焼き ずんだ餅 カキ料理 はらこ飯 しそ巻 ほやの酢の物 油麩の煮物

秋　田 きりたんぽ鍋 稲庭うどん ハタハタ寿し いぶりがっこ しょっつる鍋 石焼料理 横手やきそば くじらかやき じゅんさい鍋

山　形 いも煮 玉こんにゃく だし 納豆汁 蕎麦 どんがら汁(寒鱈汁) ぺそら(ぺちょら)漬 弁慶めし

福　島 こづゆ ケンチンうどん にしんの山椒漬け あんこう鍋 いかにんじん 鯉の煮物（あめ煮）

茨　城 あんこう鍋 あんこうのどぶ汁 けんちん汁 納豆料理 あんこうの共酢

栃　木 しもつかれ 宇都宮餃子 湯波料理 ちたけそば けんちん汁 かんぴょう料理

群　馬 焼きまんじゅう おっきりこみ　 （峠の）釜飯 水沢うどん 手作りうどん・そば こんにやく料理（生いもからの）

埼　玉 冷汁うどん いが饅頭 おっきりこみ(煮ぼうとう) やきとり（やきとん） 行田フライ ねぎの煮ぼうとう

千　葉 なめろう ゆで落花生 アジのたたき 太巻き寿司 イワシのごま漬

東　京 もんじゃ焼き 深川丼(飯) どじょう料理 おでん ちゃんこ料理 くさや 江戸前にぎりずし 江戸前てんぷら さくら鍋

神奈川 海軍カレー 生しらす丼 サンマーメン へらへら団子 かんこ焼き 牛鍋（味噌仕立て）

新　潟 のっぺい汁 笹団子 へぎそば 笹寿司 煮菜 あぶらしめの逆しま田楽

富　山 鱒寿司 白えび料理 ホタルイカ料理 昆布〆 ぶり料理

石　川 カブラ寿司 じぶ煮(冶部煮) 加賀料理 いしる料理 ぶり大根 甘えび料理 ごりとくるみの佃煮

福　井 越前そば(おろしそば) 里芋のころ煮 さばのへしこ ソースかつ丼 越前がにの鍋 焼き鯖 さばのなれずし

山　梨 ほうとう 吉田うどん かぼちゃほうとう 煮貝 酒まんじゅう

長　野 信州そば 野沢菜漬け おやき 笹寿司(謙信寿司) 五平餅 いもなます すんき漬け 飯山そば 馬さし

岐　阜 栗きんとん けいちゃん ほう葉みそ 鮎の塩焼き ほう葉寿司 蕎麦がき

静　岡 桜えび料理 うなぎの蒲焼き 静岡おでん 富士宮やきそば 金目鯛の煮付け 生しらす寿司 あじの干物

愛　知 ひつまぶし 味噌煮込みうどん 手羽先唐揚げ 味噌カツ 名古屋コーチン鍋 和泉そうめん

三　重 伊勢うどん 手こね寿司 伊勢エビ料理 きんこ カマス姿寿司 茶がゆ すき焼き

滋　賀 ふな寿司 鮎の佃煮 鴨鍋 日野菜漬け もろこ旨煮 赤かぶのぬか漬

京　都 京懐石 京漬物 おばんざい 加茂なすの田楽 水菜とおあげの炊いたん

大　阪 お好み焼き たこ焼き きつねうどん 箱寿司 白みそ雑煮 船場汁 塩昆布 すき焼き

兵　庫 明石焼き 神戸ビーフ(ステーキ) いかなごのくぎ煮 ボタン鍋 松葉ガニ

奈　良 柿の葉寿司 三輪そうめん 大和の茶粥 秋刀魚寿司 奈良漬け

和歌山 鯨の竜田揚げ めはりずし クエ鍋 さんまずし 柿の葉ずし さんまの風干し

鳥　取 松葉ガニ料理 カニ汁 大山おこわ かにめし あごのやき

島　根 出雲そば しじみ汁 鯛めし スズキの奉書焼 笹巻き へか焼き あまざきの照り焼き

岡　山 岡山ばらずし(祭りずし) 蒜山(ひるぜん)おこわ ままかり寿司 サバずし ままかり（さっぱ）

広　島 広島風お好み焼き カキ料理 あなご飯(丼) たこめし こんにゃくの刺身

山　口 ふぐ料理(ふく料理) ふぐ刺し シロウオ料理 岩国ずし いとこ煮

徳　島 そば米雑炊 たらいうどん 祖谷(いや)そば ぼうせの姿寿司 あめごのひらら焼き 鮎ぞうすい

香　川 讃岐(さぬき)うどん うどん（しっぽく） いりこ飯 あんもち雑煮 さわら押し抜き寿司 かんかんずし

愛　媛 宇和島鯛めし じゃこ天 さつま(汁) 鯛飯 いもたき 鯛そうめん

高　知 かつおのたたき 皿鉢料理 鰹の土佐造り さばの姿寿司 田舎ずし

福　岡 明太子 もつ鍋 鶏の水炊き 久留米ラーメン うなぎのせいろ蒸し がめ煮とおきゅうと

佐　賀 呼子のいか料理 むつごろう蒲焼き だご汁 ゆでだこ 須古すし ふなんこぐい(鮒の昆布巻き)

長　崎 皿うどん・ちゃんぽん 卓袱(しっぽく)料理 佐世保バーガー 大村寿司 具雑煮 五島うどん

熊　本 馬刺し いきなりだご からしれんこん 熊本ラーメン 太平燕(タイピーエン) 高菜めし だんご汁 ひともじのぐるぐる

大　分 ブリのあつめし ごまだしうどん 手延べだんご汁 鳥天（とりてん） 丸ずし やせうま ふぐ料理

宮　崎 地鶏の炭火焼き 冷汁(ひやじる) チキン南蛮 いりこもち がね かぼちゃ団子

鹿児島 鶏飯 きびなご料理 豚骨(とんこつ)料理 さつますもじ つけあげ(さつまあげ) あくまき 地鶏の刺身 パパイヤ漬け かるかん 油ソーメン 黒豚のしゃぶしゃぶ マグロラーメン 酒ずし

沖　縄 沖縄そば(ソーキソバ) ゴーヤチャンプルー ラフティー ジーマーミ豆腐 いかすみ汁 ナーベーラーンブシー 豆腐よう

※今後、この候補リストに、委員の追加推薦により若干品目が追加されることがありうる。

【絞り込みの候補リスト（平成19年10月24日）】（注）各都道府県の品目は、左からインターネット人気投票における得票数の高い順（ゴシック体字は同投票の100位以内を便宜的に表示）となっている。その他選定委員の
推薦なども含まれている。


