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報道関係者各位 

2020 年 7 月 7 日 

ロケーションリサーチ株式会社 

 

在宅学習、体験プログラム用素材として最適！ 

教育・行政関係者、メディア向け 

47都道府県の郷土料理写真素材の無料サービス 

 

 郷土料理の魅力を活用した、食品メーカー等の「販売促進」や自治体の「ファン作り」

を、キャンペーンやイベント等で提案するロケーションリサーチ株式会社（本社：東京都

中央区 以下ロケーションリサーチ）は、新型コロナウイルス感染症対策に取り組む教

育・行政関係者、メディアを主な対象に、在宅学習や体験プログラムの作成支援として

「47 都道府県の郷土料理写真」を無料のフリー素材として提供いたします。 

 

ロケーションリサーチは 2008 年より農林水産省が選定した「農山漁村の郷土料理百

選」(※)の運営事務局として企画・運営に携わり、関係者協力のもと 47 都道府県の郷土料

理や御当地人気料理 122 品を中心とした郷土料理情報を公開しています。 

 

※農山漁村の郷土料理百選とは 

全国各地の農山漁村で脈々と受け継がれ、かつ「食べてみ

たい！食べさせたい！ふるさとの味」として、2007 年に農林

水産省が「農山漁村の郷土料理百選」として選定したもので

す。あわせて、「御当地人気料理特選」も選定され、計 122 品を公開したものです。 

http://www.location-research.co.jp/kyoudoryouri100/ 

 

http://www.location-research.co.jp/kyoudoryouri100/
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■郷土料理写真の利用イメージ ※料理一覧は別紙参照 

⚫ 児童、生徒、地域の子どもたちへ提供する学習用プリントを作成したい。 

⚫ 食育イベントの延期・中止に伴い家庭で楽しめる食育プログラムを提供したい。 

⚫ コロナ禍に活動を停止しがちな文化情報の発信を継続したい。 

 

■郷土料理写真の活用事例 

⚫ 冊子、ポスター、タペストリー 

小学校の地理や家庭科の学び、 

子ども食堂や、料理専門学校等での 

日本各地の食文化紹介に 

 

⚫ 食コラム 

新聞やウェブ媒体等における 

コラム作成の素材として 

 

 

⚫ レシピ集 

地域交流センター等で郷土料理教室を 

開催する際の資料として 

 

 

⚫ ノベルティ 

社会福祉施設等におけるカレンダー、

すごろく等、レクリエーション用に 

 

 

 

 

■利用の手続き 

1．別紙利用申請書に必要事項を記入ください。（記入時間 3 分程のものです） 

2．担当者より 3 営業日以内に連絡いたします。 

3．後日、利用方法をご連絡ください。（ウェブサイトで活用事例として記載します） 
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■使用条件 

・ 用途は各地の郷土料理文化に寄与するものとし、イメージを損なわないものに限りま

す。 

・ 画像ファイルの版権はロケーションリサーチ、及び協力事業者に帰属します。 

・ 利用の際は制作物のいずれかに「農山漁村の郷土料理百選」と挿入してください。 

・ 画像の二次配布を禁止します。 

・ 画像ファイルの販売や貸与、又は画像ファイルをもとに商品性をもつもの（デジタル

データ集・カレンダー・絵はがき・写真集等）を製造し、販売することを原則として

禁止します。商品性をもつものについては、個別にご相談ください。 

・ 画像配布を目的とした素材集等への収録や、不特定多数に同一メールを大量送信する

メーリングリスト、メールマガジン等へ添付し配布することもできません。 

・ 画像データの公序良俗に反するような加工やイメージを損なう加工を禁止します。 

・ 画像使用時は、使用者の責任において行うこととし、画像使用により生じた全ての損

害等について、ロケーションリサーチはいかなる責任も負いません。 

・ 後日、郷土料理写真の利用内容についてご連絡頂き、その内容をロケーションリサー

チのウェブサイトで公開することに同意願います。 

 

■2020 年 4 月以降の活用例（抜粋） 

朝日新聞 DIGITAL「（フォーラム）和食って？：２ 郷土料理編」 

https://www.asahi.com/articles/DA3S14439357.html 

 

新型コロナウイルスの影響で在宅学習・在宅勤務を行っている皆様、制作業務をつづけ

ている皆様、本素材をぜひご活用ください。ロケーションリサーチは今後も日本の食文

化、郷土料理や和食等に関連する活動、サービスの提供を続けてまいります。 

各種事例等詳細は下記ウェブサイトをご覧ください。 

https://www.location-research.co.jp/case.php 

 

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞ 

 

ロケーションリサーチ株式会社 

東京都中央区新川 2-6-2 石橋ビル 3 階 

担当：粟井（あわい） 

電話／FAX： 03-5244-9484、携帯： 080-4162-6347 

E-MAIL： sawai@location-research.co.jp 

 

https://www.asahi.com/articles/DA3S14439357.html
mailto:sawai@location-research.co.jp
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＜会社概要＞ 

社名：ロケーションリサーチ株式会社 

代表：瀬川雄貴 

所在地：〒104-0033 東京都中央区新川 2-6-2 石橋ビル 3 階 

電話：03-5244-9484 

業種：日本の地域食文化の魅力を活用した「集客・ファン作り」提案、その他関連事業 

ウェブサイト：https://www.location-research.co.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.location-research.co.jp/
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＜別紙 1＞郷土料理写真、一覧 

 

 

  

都道府県名 農山漁村の郷土料理百選 御当地人気料理特選

北海道 1 ジンギスカン 2 石狩鍋　 3 ちゃんちゃん焼き 4 ウニ・イクラ丼 5 スープカレー

青森県 6 いちご煮 7 せんべい汁

岩手県 8 わんこそば 9 ひっつみ 10 盛岡冷麺 11 盛岡じゃじゃ麺

宮城県 12 ずんだ餅 13 はらこ飯 14 牛タン焼き

秋田県 15 きりたんぽ鍋 16 稲庭うどん 17 横手やきそば

山形県 18 いも煮 19 どんがら汁

福島県 20 こづゆ 21 にしんの山椒漬け

茨城県 22 あんこう料理 23 そぼろ納豆

栃木県 24 しもつかれ 25 ちたけそば 26 宇都宮餃子

群馬県 27 おっきりこみ 28 生芋こんにゃく料理 29 焼きまんじゅう

埼玉県 30 冷汁うどん 31 いが饅頭 32 やきとん

千葉県 33 太巻き寿司 34 イワシのごま漬け

東京都 35 深川丼 36 くさや 37 もんじゃ焼き

神奈川県 38 へらへら団子 39 かんこ焼き 40 よこすか海軍カレー

新潟県 41 のっぺい汁 42 笹寿司

富山県 43 鱒寿司 44 ぶり大根

石川県 45 カブラ寿司 46 治部（じぶ）煮

福井県 47 越前おろしそば 48 さばのへしこ

山梨県 49 ほうとう 50 吉田うどん

長野県 51 信州そば 52 おやき

岐阜県 53 栗きんとん 54 ほう葉みそ

静岡県 55 桜えびのかき揚げ 56 うなぎの蒲焼き 57 富士宮やきそば

愛知県 58 ひつまぶし 59 味噌煮込みうどん

三重県 60 伊勢うどん 61 手こね寿司

滋賀県 62 ふな寿司 63 鴨鍋

京都府 64 京漬物 65 賀茂なすの田楽

大阪府 66 箱寿司 67 白みそ雑煮 68 お好み焼き 69 たこ焼き

兵庫県 70 ボタン鍋 71 いかなごのくぎ煮 72 明石焼き 73 神戸牛ステーキ

奈良県 74 柿の葉寿司 75 三輪そうめん

和歌山県 76 鯨の竜田揚げ 77 めはりずし

鳥取県 78 かに汁 79 あごのやき

島根県 80 出雲そば 81 しじみ汁

岡山県 82 岡山ばらずし 83 ままかり寿司

広島県 84 カキの土手鍋 85 あなご飯 86 広島風お好み焼き

山口県 87 ふく料理 88 岩国ずし

徳島県 89 そば米雑炊 90 ぼうぜの姿寿司

香川県 91 讃岐うどん 92 あんもち雑煮

愛媛県 93 宇和島鯛めし 94 じゃこ天

高知県 95 かつおのたたき 96 皿鉢（さわち）料理

福岡県 97 水炊き 98 がめ煮 99 明太子

佐賀県 100 呼子イカの活きづくり 101 須古寿し

長崎県 102 卓袱（しっぽく）料理 103 具雑煮 104 皿うどん・ちゃんぽん 105 佐世保バーガー

熊本県 106 馬刺し 107 いきなりだご 108 からしれんこん 109 太平燕（タイピーエン）

大分県 110 ブリのあつめし 111 ごまだしうどん 112 手延べだんご汁

宮崎県 113 地鶏の炭火焼き 114 冷や汁 115 チキン南蛮

鹿児島県 116 鶏飯（けいはん） 117 きびなご料理 118 つけあげ 119 黒豚のしゃぶしゃぶ

沖縄県 120 沖縄そば 121 ゴーヤーチャンプルー 122 いかすみ汁

計 23品99品
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＜別紙 2＞郷土料理写真データ、利用申請書   

 

 


