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北　陸
地域団体商標

北
　
陸

【富山県】
●入善ジャンボ西瓜
●黒部米●高岡仏具
●高岡銅器●加積りんご
●富山名産昆布巻かまぼこ
●とやま牛●大門素麺

【石川県】
●加賀みそ●金沢仏壇●七尾仏壇●中島菜
●牛首紬●山代温泉●片山津温泉●和倉温泉
●加賀友禅●金沢箔●九谷焼●山中温泉
●輪島塗●粟津温泉●大野醤油●能州紬
●美川仏壇●田鶴浜建具●加賀蒔絵●小松瓦
●加賀野菜●加賀太きゅうり●加賀れんこん
●能登牛●能登大納言●沢野ごぼう NEW 能登丼

【福井県】
●越前漆器●越前竹人形●若狭かれい
●若狭塗箸●越前瓦●越前がに●若狭ぐじ
●若狭ふぐ●越前打刃物●越前織
●越前和紙●芦原温泉●あわら温泉

NEW 越前水仙
NEW 越前さといも
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北
　
陸

黒部米（くろべまい）… 商標登録… 第5074774号
商 標

黒部米
権利者
黒部農業協同組合

（富山県黒部市天神新210番地の1）
指定商品又は指定役務
黒部産の米

高岡仏具（たかおかぶつぐ）… 商標登録… 第5098480号
商 標

高岡仏具
権利者
高岡仏具卸業協同組合

（富山県高岡市本丸町7－1）
指定商品又は指定役務
富山県高岡市において主要な生産工程が行われた花立
て・輪灯・葬祭用灯籠・葬祭用仏像・葬祭用華瓶など

入善ジャンボ西瓜（にゅうぜんじゃんぼすいか）… 商標登録… 第5027808号
商 標

入善ジャンボ西瓜
権利者
みな穂農業協同組合

（富山県下新川郡入善町入膳3489の1）
指定商品又は指定役務
富山県入善町産のすいか

連絡先 0765－74－2440	 関連HP http://www.ja-minaho.or.jp/

http://www.ja-minaho.or.jp/
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北
　
陸

加積りんご（かづみりんご）… 商標登録… 第5125240号
商 標

加積りんご
権利者
魚津市農業協同組合

（富山県魚津市釈迦堂1丁目14番17号）
指定商品又は指定役務
富山県魚津市加積地区及びその周辺地域において生産
されるりんご

富山名産 昆布巻かまぼこ（とやまめいさん こんぶまきかまぼこ）… 商標登録… 第5134961号
商 標

富山名産昆布巻かまぼこ
権利者
富山県蒲鉾水産加工業協同組合

（富山県富山市清水元町4番8号）
指定商品又は指定役務
富山県内の地域で生産される昆布巻かまぼこ

連絡先 076－421－0116	 関連HP http://www.t-kamaboko.jp/

高岡銅器（たかおかどうき）… 商標登録… 第5103545号
商 標

権利者
伝統工芸高岡銅器振興協同組合

（富山県高岡市開発本町1番1号高岡地域地場産業センター 3階）

高岡銅器協同組合
（富山県高岡市開発本町1番1号高岡地域地場産業センター 3階）
指定商品又は指定役務
富山県高岡地域で銅合金により製造されたネームプ
レート及び表札・銘板・彫刻・小立像・胸像・大仏・
仏像・梵鐘・灯ろう・置物・壁面飾り
富山県高岡地域で銅合金により製造された花瓶及び水盤・花器・額皿・風鈴・香炉・香立・ろうそ
く消し及びろうそく立て

連絡先 0766－24－8565　0766－23－8210

http://www.t-kamaboko.jp/
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北
　
陸

とやま牛（とやまぎゅう）… 商標登録… 第5336359号
商 標

とやま牛
権利者
全国農業協同組合連合会

（東京都千代田区大手町1丁目3番1号）
指定商品又は指定役務
富山県産の牛肉

連絡先 0766－86－3700

大門素麺（おおかどそうめん）… 商標登録… 第5419087号
商 標

大門素麺
権利者
となみ野農業協同組合

（富山県砺波市宮沢町3番11号）
指定商品又は指定役務
富山県砺波市大門産のそうめんのめん

加賀みそ（かがみそ）… 商標登録… 第5002295号
商 標

加賀みそ
権利者
石川県味噌工業協同組合

（石川県金沢市大野町4丁目甲18番地6）
指定商品又は指定役務
石川県産のみそ
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北
　
陸

金沢仏壇（かなざわぶつだん）… 商標登録… 第5003045号
商 標

金沢仏壇
権利者
金沢仏壇商工業協同組合

（石川県金沢市武蔵町8番2号瀬沢ビル）
指定商品又は指定役務
石川県金沢市において主要な生産工程が行われた仏壇

連絡先 076－223－4914

七尾仏壇（ななおぶつだん）… 商標登録… 第5004061号
商 標

七尾仏壇
権利者
七尾仏壇協同組合

（石川県七尾市三島町70番地1）
指定商品又は指定役務
石川県七尾市において主要な生産工程が行われた仏壇

連絡先 0767－54－8888	 関連HP http://www.nanao-cci.or.jp/butsudan/

中島菜（なかじまな）… 商標登録… 第5004794号
商 標

中島菜
権利者
能登わかば農業協同組合

（石川県七尾市矢田新町イ部6番地7）
指定商品又は指定役務
石川県七尾市中島町産のかぶら菜

連絡先 0767－53－8502	 関連HP http://www.is-ja.jp/wakaba

http://www.nanao-cci.or.jp/butsudan/
http://www.is-ja.jp/wakaba
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北
　
陸

牛首紬（うしくびつむぎ）… 商標登録… 第5015695号
商 標

牛首紬
権利者
石川県牛首紬生産振興協同組合

（石川県白山市白峰ヌ、17番地）
指定商品又は指定役務
石川県旧牛首村に由来する製法により白山市で生産さ
れた紬織物・紬織物の帯・長着

山代温泉（やましろおんせん）… 商標登録… 第5017829号
商 標

山代温泉
権利者
山代温泉旅館協同組合

（石川県加賀市山代温泉北部三丁目70番地）
指定商品又は指定役務
石川県加賀市山代温泉内における温泉浴場施設を有す
る宿泊施設及び温泉浴場施設の提供

連絡先 0761－77－1144	 関連HP http://www.yamashiro-spa.or.jp/

片山津温泉（かたやまづおんせん）… 商標登録… 第5019120号
商 標

片山津温泉
権利者
片山津温泉旅館協同組合

（石川県加賀市片山津町ツ71番地）
指定商品又は指定役務
石川県加賀市片山津温泉・片山津町及び潮津町におけ
る温泉浴場施設を有する宿泊施設及び温泉浴場施設の
提供

連絡先 0761－74－1123	 関連HP http://www.katayamazu-spa.or.jp

http://www.yamashiro-spa.or.jp/
http://www.katayamazu-spa.or.jp
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北
　
陸

和倉温泉（わくらおんせん）… 商標登録… 第5019121号
商 標

和倉温泉
権利者
和倉温泉旅舘協同組合

（石川県七尾市和倉町弐部13番地の1）
指定商品又は指定役務
石川県七尾市和倉町・奥原町・石崎町における温泉浴
場施設を有する宿泊施設の提供及び温泉浴場施設の提
供

連絡先 0767－62－1555	 関連HP http://www.wakura.or.jp/

加賀友禅（かがゆうぜん）… 商標登録… 第5021579号
商 標

加賀友禅
権利者
協同組合加賀染振興協会

（石川県金沢市小将町8番8号）
指定商品又は指定役務
石川県の加賀地域に由来する友禅染を施し金沢市で生
産された織物・帯・長着

連絡先 076－224－5511	 関連HP http://www.kagayuzen.or.jp/

金沢箔（かなざわはく）… 商標登録… 第5024671号
商 標

金沢箔
権利者
石川県箔商工業協同組合

（石川県金沢市福久町ロ172番地）
指定商品又は指定役務
石川県金沢市産の銅のはく・銅合金のはく・アルミニ
ウムのはく・アルミニウム合金のはく・金のはく・金
合金のはく・銀のはく・銀合金のはく

連絡先 076－257－5572

http://www.wakura.or.jp/
http://www.kagayuzen.or.jp/
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北
　
陸

九谷焼（くたにやき）… 商標登録… 第5027414号
商 標

九谷焼
権利者
石川県九谷陶磁器商工業協同組合連合会

（石川県能美市寺井町よ25番地）
指定商品又は指定役務
石川県旧九谷村に由来する製法により石川県加賀地域
において製造された陶磁製のきゅうす・コップ・杯・
皿・茶わん・湯飲み・わん・花瓶など

連絡先 0761－57－0125	 関連HP http://www.kutani.or.jp/rengoukai

山中温泉（やまなかおんせん）… 商標登録… 第5027415号
商 標

山中温泉
権利者
山中温泉旅舘協同組合

（石川県加賀市山中温泉西桂木町ト5番地1）
指定商品又は指定役務
石川県加賀市山中温泉内における温泉浴場施設を有す
る宿泊施設及び温泉浴場施設の提供

連絡先 0761－78－0330	 関連HP http://www.yamanaka-spa.or.jp/

輪島塗（わじまぬり）… 商標登録… 第5027991号
商 標

輪島塗
権利者
輪島漆器商工業協同組合

（石川県輪島市河井町24部55番地）
指定商品又は指定役務
石川県旧輪島市（平成18年2月1日合併以前）におい
て漆塗り工程が行なわれた皿・重箱・茶わん・ぜん・
はし・はし箱など

連絡先 0768－22－2155	 関連HP http://www.wajimanuri.or.jp/

http://www.kutani.or.jp/rengoukai
http://www.yamanaka-spa.or.jp/
http://www.wajimanuri.or.jp/
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北
　
陸

粟津温泉（あわづおんせん）… 商標登録… 第5029303号
商 標

粟津温泉
権利者
粟津温泉旅館協同組合

（石川県小松市井口町ホ59番地9）
指定商品又は指定役務
石川県小松市粟津町・井ノ口町・戸津町・湯上町及び
上荒屋町における温泉浴場施設を有する宿泊施設及び
温泉浴場施設の提供

連絡先 0761－65－1834	 関連HP http://www.awazuonsen.com/

大野醤油（おおのしょうゆ）… 商標登録… 第5042208号
商 標

大野醤油
権利者
大野醤油協同組合

（石川県金沢市大野町二丁目63番地）
指定商品又は指定役務
石川県金沢市大野町産の醤油

連絡先 076－268－1301	 関連HP http://www.oonomurasaki.jp/

能州紬（のうしゅうつむぎ）… 商標登録… 第5045773号
商 標

能州紬
権利者
能州紬振興協同組合

（石川県輪島市門前町千代32の16番地）
指定商品又は指定役務
石川県の能登地域で生産された紬織物及び紬織物の
帯・長着

連絡先 0768－43－1524	 関連HP http://www4.ocn.ne.jp/~nosyu/

http://www.awazuonsen.com/
http://www.oonomurasaki.jp/
http://www4.ocn.ne.jp/~nosyu/
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北
　
陸

加賀蒔絵（かがまきえ）… 商標登録… 第5068224号
商 標

加賀蒔絵
権利者
金沢漆器商工業協同組合

（石川県金沢市尾山町9番13号）
指定商品又は指定役務
石川県の加賀地域に由来する蒔絵の製法により加賀地
域で生産された茶箱・重箱・棗・香合・盆・銘々皿・
茶托・椀

美川仏壇（みかわぶつだん）… 商標登録… 第5053375号
商 標

美川仏壇
権利者
美川佛壇協同組合

（石川県白山市美川中町イ103番地5）
指定商品又は指定役務
石川県白山市美川地域（旧石川郡美川町）において主
要な生産工程が行われた仏壇

連絡先 076－278－3938	 関連HP http://www.mikawa-butsudan.jp/

田鶴浜建具（たつるはまたてぐ）… 商標登録… 第5058730号
商 標

田鶴浜建具
権利者
田鶴浜建具工業協同組合

（石川県七尾市田鶴浜町ぬ部11番地）
指定商品又は指定役務
石川県七尾市田鶴浜地域（旧鹿島郡田鶴浜町）で生産
された木製建具

連絡先 0767－68－2021

http://www.mikawa-butsudan.jp/
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北
　
陸

加賀野菜（かがやさい）… 商標登録… 第5078472号
商 標

加賀野菜
権利者
金沢市農業協同組合

（石川県金沢市松寺町未59番地1）
指定商品又は指定役務
金沢市産のさつまいも・れんこん・たけのこ・太きゅ
うり・スイゼンジナ・だいこん・かぼちゃ

加賀太きゅうり（かがふときゅうり）… 商標登録… 第5078473号
商 標

加賀太きゅうり
権利者
金沢市農業協同組合

（石川県金沢市松寺町未59番地1）
指定商品又は指定役務
金沢市産の太きゅうり

小松瓦（こまつかわら）… 商標登録… 第5072125号
商 標

権利者
石川県瓦工業協同組合

（石川県小松市国府台5丁目29－1）
指定商品又は指定役務
石川県小松市産の粘土を主要な原材料とし、小松市及
び加賀市で生産された瓦

連絡先 0761－47－2219	 関連HP http://www.komatsu-kawara.or.jp

http://www.komatsu-kawara.or.jp
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北
　
陸

能登大納言（のとだいなごん）… 商標登録… 第5115346号
商 標

能登大納言
権利者
珠洲市農業協同組合

（石川県珠洲市野々江町ユ部40番地1）

おおぞら農業協同組合
（石川県鳳珠郡穴水町字大町ほの95番地）

町野町農業協同組合
（石川県輪島市町野町広江4字32番地）
指定商品又は指定役務
石川県の能登地域産の大納言小豆

加賀れんこん（かがれんこん）… 商標登録… 第5078474号
商 標

加賀れんこん
権利者
金沢市農業協同組合

（石川県金沢市松寺町未59番地1）
指定商品又は指定役務
金沢市産のれんこん

能登牛（のとうし）… 商標登録… 第5084827号
商 標

能登牛
権利者
全国農業協同組合連合会

（東京都千代田区大手町1丁目3番1号）
指定商品又は指定役務
石川県内一円で生産された牛肉

関連HP http://notoushi.sakura.ne.jp

http://notoushi.sakura.ne.jp
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北
　
陸

沢野ごぼう（さわのごぼう）… 商標登録… 第5398508号
商 標

沢野ごぼう
権利者
沢野ごぼう事業協同組合

（石川県七尾市沢野町ナ部45番地）
指定商品又は指定役務
石川県七尾市沢野町における粘土質の土壌で栽培され
たごぼう

越前漆器（えちぜんしっき）… 商標登録… 第5016101号
商 標

越前漆器
権利者
越前漆器協同組合

（福井県鯖江市西袋町37号6番地の1）
指定商品又は指定役務
福井県鯖江市とその周辺地域で生産される漆塗りの花
器・しゃもじ・ぜん・盆・はし・はし箱・ひしゃく・
食器類

連絡先 0778－65－0030	 関連HP http://www.echizen.or.jp

能登丼（のとどん）… 商標登録… 第5459266号
商 標

能登丼
権利者
能登丼事業協同組合

（石川県鳳珠郡穴水町字川島イ25番地1）
指定商品又は指定役務
石川県珠洲市・能登町・穴水町・輪島市における石川
県奥能登産の食材を使用した丼物の提供

連絡先 0768－52－2632	 関連HP http://www.okunoto-ishikawa.net/modules/donmap/

NEW

http://www.okunoto-ishikawa.net/modules/donmap/
http://www.echizen.or.jp
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北
　
陸

若狭かれい（わかさかれい）… 商標登録… 第5039793号
商 標

若狭かれい
権利者
小浜市食品加工協同組合

（福井県小浜市川崎1丁目2番地7）

小浜魚商協同組合
（福井県小浜市川崎1－3－6）
指定商品又は指定役務
若狭湾産ヤナギムシカレイの干物

若狭塗箸（わかさぬりばし）… 商標登録… 第5067438号
商 標

権利者
若狭塗箸協同組合

（福井県小浜市福谷第8号1番地の3）
指定商品又は指定役務
福井県小浜市産の塗箸

連絡先 0770－52－1733	 関連HP http://www.wakasa-hashi.com/

越前竹人形（えちぜんたけにんぎょう）… 商標登録… 第5029305号
商 標

越前竹人形
権利者
越前竹人形協同組合

（福井県坂井市丸岡町上久米田63号1番地）
指定商品又は指定役務
福井県坂井市及びその周辺地域で生産される竹製人形

連絡先 0776－66－5666	 関連HP http://www.takeningyo.com/

http://www.takeningyo.com/
http://www.wakasa-hashi.com/
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北
　
陸

越前瓦（えちぜんかわら）… 商標登録… 第5072538号
商 標

越前瓦
権利者
福井県瓦工業協同組合

（福井県福井市文京6丁目7番3号）
指定商品又は指定役務
福井県越前地区において生産された粘土瓦

連絡先 0776－22－3912	 関連HP http://www.f−kawara.jp/

越前がに（えちぜんがに）… 商標登録… 第5089307号
商 標

越前がに
権利者
福井県漁業協同組合連合会

（福井県福井市大手2丁目8番10号）
指定商品又は指定役務
福井県の三国港、越前港、敦賀港、小浜港に水揚げさ
れたズワイガニ

連絡先 0776－24－1203

若狭ぐじ（わかさぐじ）… 商標登録… 第5089308号
商 標

若狭ぐじ
権利者
福井県漁業協同組合連合会

（福井県福井市大手2丁目8番10号）
指定商品又は指定役務
若狭湾で漁獲されたアカアマダイ

連絡先 0776－24－1203

http://www.f%E2%88%92kawara.jp/
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北
　
陸

若狭ふぐ（わかさふぐ）… 商標登録… 第5089309号
商 標

若狭ふぐ
権利者
福井県漁業協同組合連合会

（福井県福井市大手2丁目8番10号）
指定商品又は指定役務
若狭湾で養殖されたトラフグ

連絡先 0776－24－1203

越前打刃物（えちぜんうちはもの）… 商標登録… 第5093225号
商 標

越前打刃物
権利者
越前打刃物産地協同組合連合会

（福井県越前市池ノ上町49号1番地の3）
指定商品又は指定役務
福井県越前市とその周辺地域で生産されたくわ・はさ
み類・ほうちょう類・まさかり類

連絡先 0778－24－1200

越前織（えちぜんおり）… 商標登録… 第5133157号
商 標

越前織
権利者
丸岡ファインテックス協同組合

（福井県坂井市丸岡町一本田福所23－14－1）
指定商品又は指定役務
福井県産織物製賞状・カレンダー・壁掛け・ペナン
ト・織ネーム・ワッペン

連絡先 0776－66－3700	 関連HP http://www.orimark.jp/

http://www.orimark.jp/
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北
　
陸

越前水仙（えちぜんすいせん）… 商標登録… 第5474808号
商 標

越前水仙
権利者
越前丹生農業協同組合

（福井県丹生郡越前町東内郡1－127）
指定商品又は指定役務
福井県越前海岸で栽培される水仙

越前和紙（えちぜんわし）… 商標登録… 第5140246号
商 標

越前和紙
権利者
福井県和紙工業協同組合

（福井県越前市大滝町11号11番地）
指定商品又は指定役務
福井県越前市とその周辺地域で生産された奉書紙その
他の和紙・和紙製の板紙・和紙製の加工紙・紙製文
房具用和紙・コースター作成用和紙・紙製ランチョン
マット用和紙・紙袋用和紙・印刷用和紙など

連絡先 0778－43－0875	 関連HP http://www.washi.jp

芦原温泉（あわらおんせん）… 商標登録… 第5361540号

あわら温泉（あわらおんせん）… 商標登録… 第5361541号
商 標

芦原温泉
あわら温泉

権利者
芦原温泉旅館協同組合

（福井県あわら市舟津第48字19番地の1）
指定商品又は指定役務
あわら市舟津、同市温泉1丁目ないし5丁目、及び同市
二面地区における宿泊施設及び温泉浴場施設の提供

連絡先 0776－77－2040	 関連HP http://www.awara-onsen.org

NEW

http://www.washi.jp
http://www.awara-onsen.org


154

北
　
陸

越前さといも（えちぜんさといも）… 商標登録… 第5515954号
商 標

越前さといも
権利者
テラル越前農業協同組合

（福井県大野市中挾1丁目1301番地）
指定商品又は指定役務
福井県大野市及び福井県勝山市産のさといも

連絡先 0779－65－8892	 関連HP http://www.jaterral.com/

NEW

http://www.jaterral.com/

