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農業ITシステムで用いる農作物の名称に関する個別ガイドライン（試行版） 

 

平 成 2 8 年 3 月 3 1 日 

新 戦 略 推 進 専 門 調 査 会 

農 業 分 科 会 取 り ま と め 

 

１．ガイドラインの目的等 

 1.1 背景・目的 

我が国の農業分野においては、大規模経営体を中心に生産管理の効率化等の有力な手

段として IT(Information Technology)の利活用が進みつつあり、それに伴って、異なる

農業 IT システム間でデータを共有・比較するなど、いわゆる、農業情報の相互運用性・

可搬性の確保に対するニーズが高まっているところである。また、農業情報の相互運用

性・可搬性が確保されれば、農業 IT システムから得られた情報をビッグデータ解析する

ことにより、新サービスや新事業の創出につながることも期待されるところである。 

以上のような状況を踏まえ、農業情報の相互運用性・可搬性の確保を目的として、農

業 IT システムの現状把握を行い、優先的に標準化に取り組むべきと考えられる項目とし

て「農作物の名称」を抽出した（「農業情報創成・流通促進戦略に係る標準化ロードマッ

プ」参照。）。 

本ガイドラインは、国内の農業 IT システムで用いる農作物の名称について規定すると

ともに、関連項目についても参考情報として記述するものである。 

 

 1.2 農作物の名称とは 

農作物の名称とは、国内の農業 IT システムで用いる農作物に関する用語として、標準

として用いることが望ましい基本的な項目のことをいう。例えば、稲、麦類、豆類、野

菜、果樹等、国内で生産され、流通している基本的な農作物の名称である。 

 

 1.3 農作物の名称の標準化の意義 

農作業情報や作物の生育に関する情報の記録・管理等を行う多種多様な農業 IT システ

ムで使用される農作物の情報に関しては、各農業 IT ベンダー間で用語の標準化がなされ

ておらず、生産者が個々に入力・作成している状況であり、同じシステムであってもユ

ーザ間で名称・定義が異なることから互換性が十分に確保できていない。また、同一の

農作物を示す場合であっても表現が異なる場合も存在する。 

そこで、農作物の用語について、標準として用いることが望ましい基本的な用語をガ

イドラインとして示すとともに、これを普及することにより、農作物情報の相互運用性

等の確保に寄与していくものと考えられる。 

 

 1.4 ガイドラインの対象範囲 

  本ガイドラインでは、農業 IT ベンダーが生産者向けに提供する農業 IT システムで用

いる農作物の名称を対象とする。 
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 1.5 ガイドラインの位置付け 

  本ガイドラインは、試行版として暫定的に設定したものであり、今後有識者の意見等

を踏まえて改善を図り、本格運用版を策定する予定である。 

 

２．農業 IT システムで用いる農作物の名称に関するガイドライン（試行版） 

 2.1 農作物の名称 

農薬の適用農作物名や青果標準商品コード等の流通段階で使用されている農作物名

を参考に、農作物の名称について、大分類及び中分類を別添の表のとおり試行版として

規定する。 

 

※ 別添の農作物の名称（中分類）は、品種等と区別するため、以下に該当する品目

とした。 

① 属名又は種（変種、亜種を含む。以下同じ。）名となっている農作物の名称（キ

ュウリ属→きゅうり） 

② ①の農作物のうち、同一の農作物名であっても、成熟度、利用部位、学名が異

なる場合等の区別が可能な農作物の名称（えんどうまめ－さやえんどう－実えん

どう、えんどうまめ－豆苗、トマト－ミニトマト等）。 

    ③ ①以外の農作物のうち、広く利用されている農作物の名称（マタタビ属→キウ

イフルーツ） 

 

 2.2 ガイドラインの運用 

農作物に関する情報の記録・管理等を行う農業 IT システムを提供する企業、研究機関

等は、システムの構築・バージョンアップを行う際に、本ガイドラインに準じた用語を

あらかじめシステムに登録しておくことや、利用者に対し本ガイドラインに準じた用語

の使用を推奨することが望ましい。 

また、農作物に関する情報の記録・管理等を行う農業 IT システムを利用する農業経営

体は、本ガイドラインに準じた用語を使用することが望ましい。 

 

 2.3 留意事項 

本ガイドラインは、今後の技術革新等を踏まえ、適宜更新を行う。 
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別添 農作物の名称一覧（試行版） 
 

大分類 中分類 大分類 中分類 大分類 中分類

稲 水稲 おらんだわれもこう トレビス

陸稲 オレガノ トンブリ

その他の稲 かいらん なす

麦類 えん麦 かいわれ なずな

大麦 かえんさい なばな

小麦 かきちしゃ にがうり

はと麦 かぶ にら

はだか麦 かぼちゃ にんじん

ライ麦 からしな にんにく

その他の麦類 カリフラワー ねぎ

豆類 あずき カレープラント バースニップ

いんげんまめ かんしょ はくさい

えんどうまめ きくいも はこべ

ささげ ぎぼうし バジル

そらまめ キャベツ はすいも

大豆 キャラウエイ パセリ

なたまめ きゅうり はっか

ふじまめ きんさい はつかだいこん

べにばないんげん くきちしゃ ははこぐさ

ライマビーンズ クレソン はまぼうふう

らっかせい くわい はやとうり

その他の豆類 ケール ばれいしょ

雑穀 あわ こおにたびらこ ビーツ

キノア コールラビ ピーマン

きび ごぼう ひょうたん

そば こまつな ふき

ソルガム コリアンダー ふきのとう

とうもろこし ザーサイ ふだんそう

ひえ さいしん フェンネル

その他の雑穀 さといも フローレンスフェンネル

飼料作物 いね科牧草 サフラン ブロッコリー

まめ科牧草 さやいんげん ぺぽかぼちゃ

その他の飼料作物 さやえんどう へちま

工芸農作物 あま さんしょう ほうれんそう

いぐさ ししとう ほそばわだん

オリーブ しそ ボリジ

カカオ豆 しゅんぎく マーシュ

桑 しょうが まくわうり

コーヒー豆 しろうり まこもたけ

ごま ズッキーニ マジョラム

こんにゃく すいか 実えんどう

さとうきび すいぜんじな みずな

たばこ 西洋ごぼう 未成熟ささげ

茶 セージ 未成熟しかくまめ

てんさい せり 未成熟そらまめ

なたね セルリアック 未成熟とうもろこし

ホップ セルリー 未成熟なたまめ

その他の工芸農作物 タアサイ 未成熟ふじまめ

野菜 アーティチョーク だいこん みつば

アイスプラント タイム ミニトマト

あさつき たかな みょうが

あしたば たけのこ メキャベツ

アスパラガス 立ちちしゃ メロン

あぶらな たまねぎ もうそうちく

アマランサス タラゴン もやし

アメリカホドイモ チコリ もりあざみ

アルファルファ チャービル モロヘイヤ

いちご チャイブ ヤーコン

うこぎ ちょろぎ やなぎたで

うど チンゲンサイ やまのいも

えごま つるな ゆうがお

エシャレット つるむらさき よもぎ

えだまめ つわぶき らっきょう

エンサイ ディル リーフレタス

エンダイブ とうがらし ルッコラ

おかのり とうがん ルタパカ

おかひじき 豆苗 ルバーブ

オクラ トマト レタス  
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大分類 中分類 大分類 中分類 大分類 中分類

野菜 レモングラス パパイヤ おけら

レモンバーベナ はまなす かえで

レモンバーム バンレイシ かのこそう

れんこん ピタヤ カモミール

ローズマリー ピタンガ かんぞう

わけぎ びわ くこ

わさび フェイジョア 月桂樹

わさびだいこん ふさすぐり げんのしょうこ

その他の野菜 ぶどう こがねばな

伊予柑 ブラックベリー コンフリー

温州みかん ブルーベリー じおう

かぼす プルーン すいば

きんかん ペカン すべりひゆ

グレープフルーツ ペピーノ 西洋たんぽぽ

シークヮーサー ポポー セネガ

すだち ホワイトサポテ せんきゅう

たんかん マルメロ せんぶり

なつみかん マンゴー だいおう

ネーブル マンゴスティン とうき

はっさく ミラクルフルーツ とうすけぼうふう

日向夏 むべ どくだみ

ぶんたん もも とちゅう

ぽんかん やまもも なんてん

ゆず ラズベリー バニラ

ライム リュウガン はぶそう

レモン りんご ひし

その他のかんきつ レイシ ひきおこし
果樹（その他） あけび レンブ ふう

アセロラ その他の果樹 ぼたんぼうふう

アテモヤ きのこ類 えのきたけ みしまさいこ

アボカド エリンギ 紫うこん

アロニア くり茸 薬用にんじん

あんず しいたけ ゆきのした

いちじく たもぎ茸 わた

うめ なめこ その他の作物

おうとう はなびら茸 アイスランドポピー

かき ひらたけ アイビーゼラニウム

カニステル ぶなしめじ アイリス

がまずみ ほんしめじ アガパンサス

かりん まいたけ アゲラタム

キウイフルーツ まつたけ あさがお

グアバ マッシュルーム あざみ

グーズベリー もうそう茸 アザレア

くさぼけ 山伏茸 アジアンタム

くり その他のきのこ類 あじさい

くるみ 山菜類 あいこ アジュガ

ゴレンシ ぎょうじゃにんにく アスター

ざくろ くさそてつ アスチルベ

サポジラ さわあざみ アッツザクラ

さるなし じゅんさい アナナス

さんざし ぜんまい アネモネ

シーベリー たらのき アマゾンリリー

ジャボチカバ のびる アマドコロ

すぐり みず アメリカンブルー

ストロベリーグアバ もみじがさ アリウム

すもも よめな アルストロメリア

西洋なし よぶすまそう アロエ

チェリモヤ わらび アンスリウム

中国なし その他の山菜類 インパチェンス

ドリアン その他の作物 あまちゃ うつぼかずら

ナッツ いちょう エキザカム

なつめ いんちんこう エレムルス

日本なし うこん おかめざさ

ネクタリン うすばさいしん オドントグロッサム

パイナップル えびすぐさ おみなえし

ハスカップ おうぎ おもと

パッションフルーツ おうれん オンシジウム

バナナ おおばこ カーネーション

花き・花
木・観葉植
物

果樹（かんき
つ）
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大分類 中分類 大分類 中分類 大分類 中分類

ガーベラ すみれ ブルーサルビア

ガザニア せいようきんしばい ブルースター

かすみそう ゼラニウム ブルーデージー

カトレア セントポーリア ブルーレースフラワー

カラー せんにちこう フロックス

カラジウム せんりょう ブロワリア

カランコエ ソリダゴ ベゴニア

カルセオラリア ソリダスター ペチュニア

かわらけつめい だいもんじそう ヘデラ

カンガルーポー たであい べにばな

カンパニュラ たにわたり ベビーローズ

ききょう ダリア ペラルゴニウム

きく チューベローズ ヘリクリサム

金魚草 チューリップ ヘルコニア

きんせんか つつじ類 ベロニカ

くちなし つる日々草 ベンジャミン

グラジオラス ディサ ポインセチア

クリサンセマム ディフェンバキア ほうきぎ

クリスマスローズ ディモルホセカ ほうせんか

クルクマ デージー ほおずき

クレマチス てっぽうゆり ポーチュラカ

グロキシニア デルフィニウム ぼたん

クロッカス デンドロビウム ポトス

クロトン デンマークカクタス ホワイトレースフラワー

グロリオサ とりかぶと マーガレット

けいとう トルコギキョウ まつばぼたん

げっとう トレニア マトリカリア

ゴールデンクラッカー ナスタチウム マリーゴールド

コスモス なでしこ ミムラス

こちょうらん ニーレンベルギア みやこわすれ

ゴデチア ニゲラ ミルトニア

こでまり 日々草 むくげ

コリウス ネモフィラ ムスカリ

コレオプシス ノラナ モンステラ

さかき バーベナ やぐるまぎく

さくら ハイドランジア ゆうぜんぎく

さくらそう ハイビスカス ユーフォルビア・フルゲンス

サポナリア はげいとう ゆり

サルビア バコパ ユリオプスデージー

さわぎきょう はなしょうぶ ラークスパー

さんごじゅ はなとりかぶと ライスフラワー

サンセベリア 花はす ラナンキュラス

サンダーソニア はなびしそう ラバテラ

シーマニア はぼたん ラベンダー

しきみ ばら リアトリス

シクラメン 斑入りアマドコロ リシマキア

シネラリア パンジー リムナンテス

しばざくら バンダ りんどう

しゃくなげ ひおうぎ ルドベキア

しゃくやく ビブルナム ルピナス

しゅうめいぎく ヒペリカム レザーファン

宿根アスター ヒポエステス レッドジンジャー

宿根かすみそう ひまわり れんぎょう

宿根スターチス ひめのぼたん れんげ

しらん ひめひまわり ローレンティア

じんちょうげ びゃくし ロケア

シンビジウム 百日草 ロベリア

シンフォリカルポス ヒヤシンス わすれなぐさ

すいせん フィカス・プミラ われもこう

スイトピー フィロデンドロン その他の花き・花木・観葉植物

すずらん ブータンルリマツリ

スターチス フェニックス・ロベレニー

ストック ブプレウラム

ストレプトカーパス ブライダルベール

ストレリチア ブラキカム

すなごけ フリージア

スパティフィラム プリムラ

スピードリオン プリムラ（マラコイデス）

花き・花
木・観葉植
物
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参考 農作物名に係る特殊な表記（属性項目） 
 

ＩＴシステムで栽培する農作物名を入力する場合、ユーザーによっては、農作物に品

種、季節区分、早晩性等のような属性項目を組み合わせて入力する場合もあると考えら

れる。このため、以下の表を参考に属性項目を別途整理する必要があると考えられる。 
 

（注：本表は農薬の適用農作物名及び青果標準商品コードで用いられている属性項目を参考に作成） 

関連項目

品種等 グリーンアスパラ アスパラガス

パープルアスパラ アスパラガス

ホワイトアスパラ アスパラガス

ミニアスパラ アスパラガス

あざみな あぶらな

あじみな あぶらな

海野 あぶらな

大山そだち あぶらな

カーボロネロ あぶらな

かほくな あぶらな

木曽菜 あぶらな

五月菜 あぶらな

さがみグリーン あぶらな

さぬきな あぶらな

サラダわさび菜 あぶらな

さんとうさい あぶらな

四川搾菜 あぶらな

しろな あぶらな

仙台芭蕉菜 あぶらな

仙台雪菜 あぶらな

千宝菜１号 あぶらな

千宝菜２号 あぶらな

たいさい あぶらな

食べて菜 あぶらな

ちぢみ菜 あぶらな

てごろ菜 あぶらな

とう菜 あぶらな

長崎はくさい あぶらな

なかじまな あぶらな

のざわな あぶらな

博多白菜 あぶらな

パクチョイ あぶらな

ひこしまはるな あぶらな

ビタミン菜 あぶらな

姫路若菜 あぶらな

ひろしまな あぶらな

べんり菜 あぶらな

みぶな あぶらな

山形みどり菜 あぶらな

やまとまな あぶらな

ゆき菜 あぶらな

わさびな あぶらな

ヘルシーレディ アルファルファ

アイベリーいちご いちご

紅い雫 いちご

あかしゃのみつこ苺 いちご

章姫いちご いちご

あすかルビー いちご

あまおう いちご

あまおとめ苺 いちご

いばらキッス いちご

越後姫いちご いちご

おぜあかりんいちご いちご

尾瀬はるか いちご

おとめ心いちご いちご

かおり野 いちご

きたえくぼ苺 いちご

北の輝 いちご

鬼怒甘いちご いちご

きみのひとみ苺 いちご

きらぴ香 いちご

クイーンベリー苺 いちご

久能早生いちご いちご

久留米いちご いちご

こいのか いちご

区分 属性項目 備考
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関連項目

品種等 紅玉いちご いちご

紅寿いちご いちご

さがほのか苺 いちご

さちのか苺 いちご

さつまおとめ いちご

さぬきひめ苺 いちご

サマーキャンディ いちご

サマーティアラ いちご

サマープリンセス いちご

サマールビー いちご

サンチーゴ苺 いちご

サンベリー苺 いちご

四季成いちご いちご

静宝いちご いちご

ジャンボ苺 いちご

秀紅いちご いちご

スィートベリーいちご いちご

スカイベリー いちご

すずあかね いちご

するがエース苺 いちご

ダナーいちご いちご

とちおとめ苺 いちご

とちひとみ いちご

とよのか いちご

なつおとめイチゴ いちご

夏実 いちご

ニューベリー苺 いちご

女峰いちご いちご

濃姫いちご いちご

ハイベリー苺 いちご

ハニーベリー苺 いちご

春の香いちご いちご

はるよい苺 いちご

ビッグベリー苺 いちご

ひのしずくいちご いちご

ひみこ苺 いちご

ファーストレディー苺 いちご

ふくあや香 いちご

福羽いちご いちご

ふくはる香 いちご

紅鶴いちご いちご

紅ほっぺ いちご

ベルルージュ苺 いちご

芳玉いちご いちご

宝交いちご いちご

豊泉いちご いちご

ほほえみ家族 いちご

美濃娘 いちご

明宝いちご いちご

もういっこ いちご

盛岡１６号いちご いちご

やよいひめ いちご

よめのかいちご いちご

麗紅いちご いちご

レッドパール いちご

ワンダーいちご いちご

青うど うど

赤目うど うど

白目うど うど

山うど うど

ワンパクうど うど

あきた香り五葉豆 えだまめ

京夏ずきん枝豆 えだまめ

黒大豆えだまめ えだまめ

茶まめ えだまめ

秘伝豆 えだまめ

紫ずきん枝豆 えだまめ

湯あがり娘 えだまめ

えのきたけＣＦ えのきたけ

サニーマッシュ えのきたけ

ミニおくら オクラ

サンチェ かきちしゃ

赤かぶ かぶ

大かぶ かぶ

かぶら菜 かぶ
黄かぶ かぶ
小かぶ かぶ
聖護院かぶ かぶ

区分 属性項目 備考
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関連項目

品種等 日野菜 かぶ

赤皮南瓜 かぼちゃ

あけひめ南瓜 かぼちゃ

味皇かぼちゃ かぼちゃ

味平かぼちゃ かぼちゃ

甘栗かぼちゃ かぼちゃ

あまほく かぼちゃ

えびす南瓜 かぼちゃ

エムセブン かぼちゃ

Ｍ－１０ かぼちゃ

オモチャ南瓜 かぼちゃ

北のこころ かぼちゃ

金糸瓜かぼちゃ かぼちゃ

九重栗 かぼちゃ

くりじまん かぼちゃ

くり将軍 かぼちゃ

栗味かぼちゃ かぼちゃ

くりゆたか かぼちゃ

黒皮かぼちゃ かぼちゃ

小菊かぼちゃ かぼちゃ

こふき南瓜 かぼちゃ

スーパー南瓜 かぼちゃ

宿儺カボチャ かぼちゃ

ソウメン南瓜 かぼちゃ

テーブルクイン南瓜 かぼちゃ

虹ロマン かぼちゃ

ブッチーニ かぼちゃ

芳香かぼちゃ かぼちゃ

ほっこり１３３ かぼちゃ

坊ちゃん南瓜 かぼちゃ

みやこ南瓜 かぼちゃ

雪化粧かぼちゃ かぼちゃ

マスタード からしな

クラウンカリフラワー カリフラワー

珊瑚カリフラワー カリフラワー

パープルカリフラワ カリフラワー

福寿カリフラワー カリフラワー

あやむらさき かんしょ

金時かんしょ かんしょ

高系１４号かんしょ かんしょ

こがね芋 かんしょ

翠王 かんしょ

農林１号かんしょ かんしょ

紅あずま甘藷 かんしょ

紅高系かんしょ かんしょ

紅さつま（土佐紅） かんしょ

べにはるか かんしょ

べにまさり かんしょ

紅小町かんしょ かんしょ

うるい ぎぼうし

北ひかり キャベツ

金春キャベツ キャベツ

グリーンボール キャベツ

ゴールドサワーキャベツ キャベツ

サボイキャベツ キャベツ

サワーキャベツ キャベツ

新キャベツ キャベツ

ハーモニーキャベツ キャベツ

丸春キャベツ キャベツ

レッドキャベツ キャベツ

味子きゅうり きゅうり

いぼなし胡瓜 きゅうり

キトラ胡瓜 きゅうり

黒いぼ胡瓜 きゅうり

黒珊瑚きゅうり きゅうり

白いぼ胡瓜 きゅうり

四葉胡瓜 きゅうり

長形きゅうり きゅうり

はなまる胡瓜 きゅうり

パワーグリーン胡瓜 きゅうり

太きゅうり きゅうり

ブルームレス胡瓜 きゅうり

もろ胡瓜 きゅうり

ステム系・レタス くきちしゃ

チシャトウ くきちしゃ
ゴイくわい くわい
黒くわい くわい
梅田ごぼう ごぼう

区分 属性項目 備考
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関連項目

品種等 大浦ごぼう ごぼう

サラダごぼう ごぼう

水田ごぼう ごぼう

若ごぼう ごぼう

小ごぼう ごぼう

ちぢみ小松菜 こまつな

もち菜 こまつな

香菜 コリアンダー

赤芽さといも さといも

石川さといも さといも

えぐいも（里芋） さといも

えびいも（里芋） さといも

京いも さといも

白芽さといも さといも

ずいき さといも

セレベス里芋 さといも

台湾しろ（里芋） さといも

ちば丸 さといも

ハスバいも さといも

みずいも さといも

めいも さといも

やつがしら（里芋） さといも

八幡いも さといも

あき豆 さやいんげん

うすい豌豆 さやえんどう

オランダさや豌豆 さやえんどう

かすり隠元 さやいんげん

鴨川グリーンいんげん さやいんげん

キーストン隠元 さやいんげん

キセラいんげん さやいんげん

きぬさや豌豆 さやえんどう

ケンタッキー隠元 さやいんげん

ケンタッキーブルー さやいんげん

サーベル隠元 さやいんげん

砂糖えんどう さやえんどう

サマーキセラ隠元 さやいんげん

ジャンボいんげん さやいんげん

スティックサラダ豌豆 さやえんどう

ステイヤー隠元 さやいんげん

スノークロップ隠元 さやいんげん

ひら豆 さやいんげん

ファミリー隠元 さやいんげん

まゆみ隠元 さやいんげん

モロッコ隠元 さやいんげん

ライトグリーン隠元 さやいんげん

きのめ さんしょう

青とうがらし ししとう

ミニししとうがらし ししとう

青じそ しそ

赤じそ しそ

おおば しそ

近江しょうが しょうが

おや（ひね）生姜 しょうが

かこい生姜 しょうが

金時しょうが しょうが

新しょうが しょうが

もやし生姜 しょうが

矢しょうが しょうが

谷中しょうが しょうが

かりもり瓜 しろうり

あきた夏丸すいか すいか

アサヒカリ西瓜 すいか

夏王すいか すいか

かんせん西瓜 すいか

黄小玉すいか すいか

キャニオン西瓜 すいか

旭都すいか すいか

キョホウ西瓜 すいか

金時すいか すいか

クリーム西瓜 すいか

黒皮すいか すいか

黒小玉すいか すいか

くろしお西瓜 すいか

ゴールデン西瓜 すいか

こだま西瓜 すいか
三山すいか すいか
縞王すいか すいか
縞王マックスＫＥ西瓜 すいか

区分 属性項目 備考
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関連項目

品種等 縞王マックス西瓜 すいか

シャルマン西瓜 すいか

すいしょう西瓜 すいか

貴ひかり西瓜 すいか

たばた西瓜 すいか

タヒチ すいか

たべやすいか すいか

チャンピオン西瓜 すいか

でんすけ西瓜 すいか

天竜すいか すいか

日章すいか すいか

パルナクイン西瓜 すいか

ひとりじめ すいか

ひとりじめＢｏｎＢｏｎ すいか

姫甘泉すいか すいか

富士光すいか すいか

紅カンロすいか すいか

紅こだま西瓜 すいか

ほまれすいか すいか

マダーボール すいか

祭りばやし すいか

愛娘すいか すいか

実生すいか すいか

夜空すいか すいか

ラグビー西瓜 すいか

ラビット西瓜 すいか

竜宝すいか すいか

レモニー西瓜 すいか

早生天竜すいか すいか

黄ズッキーニ ズッキーニ

サルジフィ 西洋ごぼう

グリーンセルリー セルリー

サラダセルリー セルリー

ハイセロセルリー セルリー

ベストセルリー セルリー

ミニセルリー セルリー

青首だいこん だいこん

赤大根 だいこん

祝だいこん だいこん

辛味だいこん だいこん

紀州だいこん だいこん

紅心だいこん だいこん

桜島大根 だいこん

さしみだいこん だいこん

聖護院だいこん だいこん

だいこん菜 だいこん

丸だいこん だいこん

ミニだいこん だいこん

守口だいこん だいこん

薬味だいこん だいこん

レディサラダ大根 だいこん

青菜 たかな

四方竹たけのこ たけのこ

破竹たけのこ たけのこ

姫たけのこ たけのこ

コス系・レタス 立ちちしゃ

ロメイン・レタス 立ちちしゃ

アーリーレッド玉葱 たまねぎ

黄たまねぎ たまねぎ

甲高たまねぎ たまねぎ

サラダ玉ねぎ たまねぎ

さらり たまねぎ

湘南レッド玉葱 たまねぎ

白たまねぎ たまねぎ

フルーツたまねぎ たまねぎ

ペコロス たまねぎ

ラッキーたまねぎ たまねぎ

シブレット チャイブ

甘とう とうがらし

甘長とうがらし とうがらし

かぐらなんばん とうがらし

きだちとうがらし とうがらし

なんばん とうがらし

ハバネロ とうがらし

ハラペーニョグランデ とうがらし
ピカンテ とうがらし
万願寺とうがらし とうがらし
おどりこトマト トマト

区分 属性項目 備考
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関連項目

品種等 五光トマト トマト

中玉とまと トマト

東光トマト トマト

初恋トマト トマト

ファーストとまと トマト

ブリックス・ナイン トマト

ペテとまと トマト

マイロックとまと トマト

ミディとまと トマト

メリーロード トマト

桃太郎トマト トマト

りんかトマト トマト

麗夏トマト トマト

麗容 トマト

ろくさんまるトマト トマト

赤茄子 なす

大黒田なす なす

大長なす なす

加茂なす なす

絹かわなす なす

くろしお長なす なす

小なす なす

十全なす なす

白茄子 なす

千両なす なす

中長なす なす

長なす なす

梨なす なす

春鈴なす なす

ひごむらさき なす

べい茄子 なす

松山長なす なす

丸なす なす

水なす なす

あさまこな なばな

あすっこ なばな

アスパラ菜 なばな

アレッタ なばな

うまい菜 なばな

おおさきな なばな

太田かぶ なばな

オータムポエム なばな

大野菜 なばな

かきな なばな

くきたちな なばな

こうさいたい なばな

三景雪菜 なばな

四川児菜 なばな

つぼみな なばな

摘菜花 なばな

のらぼうな なばな

博多蕾菜 なばな

はたけな なばな

はなっこりー なばな

みずかけな なばな

めいけな なばな

レイシ にがうり

味にら にら

黄にら にら

ジャンボにら にら

テンダーボール韮 にら

なかみどりニラ にら

Ｆ１にんじん にんじん

キャロシー人参 にんじん

キャロット にんじん

京にんじん にんじん

金時にんじん にんじん

向陽にんじん にんじん

五寸にんじん にんじん

短根にんじん にんじん

千浜にんじん にんじん

長根にんじん にんじん

ベビーキャロット にんじん

洋にんじん にんじん

四寸にんじん にんじん
青ねぎ ねぎ
赤ねぎ ねぎ
味一ねぎ ねぎ

区分 属性項目 備考
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関連項目

品種等 九条ねぎ ねぎ

合格ねぎ ねぎ

さがおとめ小葱 ねぎ

下仁田ねぎ ねぎ

上州ねぎ ねぎ

白ねぎ ねぎ

長生きねぎ ねぎ

軟白ねぎ ねぎ

根深ねぎ ねぎ

万能ねぎ ねぎ

べっぴん葱 ねぎ

曲がりねぎ ねぎ

ミニヨンねぎ ねぎ

宮ねぎ ねぎ

武蔵ねぎ ねぎ

めねぎ ねぎ

やっこ葱 ねぎ

大和ふとねぎ ねぎ

リーキ ねぎ

龍馬ねぎ ねぎ

黄久娘はくさい はくさい

黄芯はくさい はくさい

信濃ハクサイ はくさい

新理想はくさい はくさい

大福はくさい はくさい

たけのこ白菜 はくさい

半結球はくさい はくさい

ミニ白菜（愛媛白菜） はくさい

隆徳はくさい はくさい

イタリアンパセリ パセリ

スペアミント はっか

ぺパーミント はっか

ペパーミントミニ はっか

アイユタカ ばれいしょ

赤ばれいしょ ばれいしょ

インカのめざめ ばれいしょ

キタアカリ ばれいしょ

きたかむい ばれいしょ

きたひめ ばれいしょ

ゴールドいも ばれいしょ

さやか ばれいしょ

さんじゅう丸 ばれいしょ

スノーマーチ ばれいしょ

せとゆたか（薯） ばれいしょ

男爵（薯） ばれいしょ

出島ばれいしょ ばれいしょ

トウヤ ばれいしょ

トヨシロ（薯） ばれいしょ

にしゆたか（薯） ばれいしょ

農林１号（薯） ばれいしょ

ピルカ ばれいしょ

普賢丸 ばれいしょ

北海コガネ（薯） ばれいしょ

マチルダ馬鈴薯 ばれいしょ

メークイン（薯） ばれいしょ

ゆきつぶら ばれいしょ

レッドムーン ばれいしょ

早生白ばれいしょ ばれいしょ

赤ピーマン ピーマン

オレンジピーマン ピーマン

黄ピーマン ピーマン

グリーンベル ピーマン

黒ピーマン ピーマン

ゴールデンベル ピーマン

ジャンボ赤ピーマン ピーマン

ジャンボ黄ピーマン ピーマン

ジャンボ三色ピーマン ピーマン

ジャンボピーマン ピーマン

ジャンボ緑ピーマン ピーマン

トマピー ピーマン

パプリカ ピーマン

パプリカ（赤） ピーマン

パプリカ（黄） ピーマン

パプリカ・オレンジ ピーマン

ピネントピーマン ピーマン
ピノキオピーマン ピーマン
フルーツ・パプリカ ピーマン
ルミネピーマン ピーマン

区分 属性項目 備考

 



13 

関連項目

品種等 ワンダーベル ピーマン

春いぶき（ふき） ふき

山ぶき（野ふき） ふき

春音 ふきのとう

蕗のとう春いぶき ふきのとう

千石まめ ふじまめ

クリエート（ウマッコリー ブロッコリー

新ブロッコリー ブロッコリー

ピクセル ブロッコリー

ミニブロッコリー ブロッコリー

サニーほうれん草 ほうれんそう

さらだほうれん草 ほうれんそう

ちぢみほうれん草 ほうれんそう

プロリンほうれん草 ほうれんそう

ミンスター ほうれんそう

マコモ まこもたけ

あくねグリーン 実えんどう

薩摩グリーン 実えんどう

島みどり 実えんどう

スーパーグリン 実えんどう

スナップ実えんどう 実えんどう

トップ 実えんどう

南海みどり 実えんどう

ミナミグリーン 実えんどう

むきピース 実えんどう

勝山みず菜 みずな

京菜 みずな

あきしまささげ 未成熟ささげ

十六ささげ 未成熟ささげ

愛のそら 未成熟そらまめ

あまえくぼ 未成熟そらまめ

一寸そらまめ 未成熟そらまめ

ムキ蚕豆 未成熟そらまめ

アメリカンスイート 未成熟とうもろこし

アルテミス８２ 未成熟とうもろこし

おひさまコーン 未成熟とうもろこし

きみひめ 未成熟とうもろこし

キャンベラもろこし 未成熟とうもろこし

クロスバンダム 未成熟とうもろこし

ゴールドラッシュ 未成熟とうもろこし

デリシャスバンダム 未成熟とうもろこし

バイカラコーン 未成熟とうもろこし

ハニーバンダム 未成熟とうもろこし

ピーターコーン 未成熟とうもろこし

ピクニックコーン 未成熟とうもろこし

ピュアホワイト 未成熟とうもろこし

未来とうもろこし 未成熟とうもろこし

ミルフィーユ 未成熟とうもろこし

ロッキーバンダム 未成熟とうもろこし

糸みつば みつば

東京みつば みつば

軟白みつば みつば

アイコミニトマト ミニトマト

アンジェレトマト ミニトマト

イエローアイコ ミニトマト

イエローミニトマト ミニトマト

オレンジアンジェレ ミニトマト

キャロル１０ ミニトマト

キャロル７とまと ミニトマト

ココとまと ミニトマト

サンチェリーとまと ミニトマト

シンディースイート ミニトマト

チェリーとまと ミニトマト

チェルシーミニ ミニトマト

千果とまと ミニトマト

房どりミニトマト ミニトマト

みょうがたけ みょうが

プチヴェール メキャベツ

アールス・エース メロン

アールス・セイヌ メロン

アールス・ナイト メロン

アールス・プリム メロン

アールスメロン メロン

Ｉ・Ｋメロン メロン

アイボリーメロン メロン
青肉メロン メロン
赤肉メロン メロン
秋田甘えんぼ メロン

区分 属性項目 備考
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関連項目

品種等 秋田美人メロン メロン

あきみどりメロン メロン

アスコット・メロン メロン

アムスメロン メロン

アリスメロン メロン

アルスメロン・白 メロン

アンデスキング メロン

アンデスメロン メロン

イエローキング・メロン メロン

イエローワンメロン メロン

市場小路 メロン

イバラキングメロン メロン

ＨＮ－２７メロン メロン

エスプリメロン メロン

エリザベスメロン メロン

エルシー・メロン メロン

オトメメロン メロン

皆喜メロン メロン

カストマ・メロン メロン

カピーナ・メロン メロン

カロテ・メロン メロン

妃メロン メロン

キスミーメロン メロン

貴賓メロン メロン

キングビューティ・メロン メロン

キングメルティーメロン メロン

キングルビー・メロン メロン

キンショウメロン メロン

クインシーメロン メロン

クールボジャ・メロン メロン

グレースメロン メロン

クレオパトラⅡ・メロン メロン

コザックメロン メロン

サニースィ－ト・メロン メロン

サファイヤ・メロン メロン

サンキュウ・メロン メロン

サンジュエル・メロン メロン

サンデーレッド・メロン メロン

サンライズメロン メロン

シーボルト・メロン メロン

シグナス・メロン メロン

静みどり・メロン メロン

シャーロック・メロン メロン

白雪メロン メロン

シルビア・メロン メロン

真珠メロン メロン

スイートメロン メロン

スーパー・メロン メロン

タカミ・メロン メロン

ティファニー・メロン メロン

デリシイ・メロン メロン

天恵・メロン メロン

ナイル・メロン メロン

夏みどりメロン メロン

南勝アールス メロン

ナンブハート・メロン メロン

ニューアールスメロン メロン

バーディ・メロン メロン

ハニーメロン メロン

ハネジュウメロン メロン

パパイヤメロン メロン

パリス・メロン メロン

パンナメロン メロン

バンビメロン メロン

肥後グリーン・メロン メロン

肥後レッドメロン メロン

ビレンス・メロン メロン

深みどり・メロン メロン

プリンスメロン メロン

ヘイセイ・メロン メロン

ベネチア・アールス メロン

ペルルメロン メロン

ボーナスメロン メロン

ホームランメロン メロン

北竜・メロン メロン
北海レッド・メロン メロン
ホワイトメリー・メロン メロン
マドンナ・メロン メロン

区分 属性項目 備考
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関連項目

品種等 マリアージュメロン メロン

マリオネットめろん メロン

ミラノメロン メロン

モナミレッドメロン メロン

ヤング・メロン メロン

ユウカ・メロン メロン

夕張メロン メロン

横浜アールス メロン

ラガー・メロン メロン

ラブミーメロン メロン

リリカ・メロン メロン

ルイス・メロン メロン

ルパン・メロン メロン

ルピアレッド・メロン メロン

レイナメロン メロン

レッド１１３ メロン

レノンメロン メロン

ローラン・メロン メロン

ワインレッドメロン メロン

サリナスもやし もやし

大豆もやし もやし

成田もやし もやし

ベストもやし もやし

まめどんモヤシ もやし

ミックスもやし もやし

山ごぼう もりあざみ

青たで やなぎたで

紅たで やなぎたで

伊勢いも やまのいも

自然薯 やまのいも

つくね芋 やまのいも

ながいも（長芋） やまのいも

長芋赤丸 やまのいも

まる芋 やまのいも

やまと芋 やまのいも

グリーンカールレタス リーフレタス

グリーンリーフレタス リーフレタス

サニーレタス リーフレタス

バタビアレタス リーフレタス

バタビアレッド リーフレタス

美味タス リーフレタス

ピンクロースターレタス リーフレタス

プリーツレタス リーフレタス

フリル・レタス リーフレタス

ローロローサレタス リーフレタス

ロケット ルッコラ

オリンピア・レタス レタス

サラダ菜 レタス

信濃レタス レタス

スーパーロザリンレタス レタス

マロンサラダ菜 レタス

レッドサラダ菜 レタス

新れんこん れんこん

レホール わさびだいこん

青うり その他の野菜

赤毛ウリ その他の野菜

おろぬき菜 その他の野菜

サラダコーン その他の野菜

筒菜 その他の野菜

つまみ菜 その他の野菜

長菜 その他の野菜

ベビーコーン その他の野菜

ベビーリーフ その他の野菜

ぼうふう その他の野菜

ヤングコーン その他の野菜

ルジナ その他の野菜

ハーコットあんず あんず

紅浅間あんず あんず

ドーフィンいちじく いちじく

とよみつひめ いちじく

ビオレソリエス いちじく

蓬莱柿いちじく いちじく

大谷いよかん 伊予柑

勝山いよかん 伊予柑

ダイヤオレンジ 伊予柑
宮内いよかん 伊予柑
弥生紅 伊予柑
青うめ うめ

区分 属性項目 備考
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関連項目

品種等 鶯宿うめ うめ

月世界うめ うめ

小うめ うめ

古城うめ うめ

信濃こうめ うめ

白加賀うめ うめ

白花鶯宿うめ うめ

節田（セツタ）うめ うめ

玉織姫うめ うめ

南高うめ うめ

紅花鶯宿うめ うめ

林州うめ うめ

アーリーオレンジ 温州みかん

あいさん早生みかん 温州みかん

青島系温州みかん 温州みかん

秋光極早生温州みかん 温州みかん

味一みかん 温州みかん

いさお早生 温州みかん

いしじみかん 温州みかん

市文極早生温州みかん 温州みかん

今田極早生温州みかん 温州みかん

今村温州みかん 温州みかん

岩崎極早生温州みかん 温州みかん

上野極早生温州みかん 温州みかん

おおいた早生みかん 温州みかん

大浦極早生温州みかん 温州みかん

大津４号みかん 温州みかん

興津早生温州みかん 温州みかん

尾崎温州みかん 温州みかん

小原紅早生みかん 温州みかん

鹿島温州みかん 温州みかん

片山温州みかん 温州みかん

菊間温州みかん 温州みかん

北口極早生温州みかん 温州みかん

北原早生 温州みかん

紀の国温州みかん 温州みかん

金峯温州みかん 温州みかん

楠本極早生温州みかん 温州みかん

久能温州みかん 温州みかん

グリーンハウスみかん 温州みかん

小みかん（在来） 温州みかん

させぼ温州みかん 温州みかん

十万温州みかん 温州みかん

寿太郎温州みかん 温州みかん

瀬戸温州みかん 温州みかん

太幸早生 温州みかん

高林早生温州みかん 温州みかん

田中極早生温州みかん 温州みかん

谷本極早生温州みかん 温州みかん

茶原極早生温州みかん 温州みかん

徳森極早生温州みかん 温州みかん

豊福 温州みかん

縄手温州みかん 温州みかん

南柑２０号みかん 温州みかん

日南１号みかん 温州みかん

ハウスグリーンみかん 温州みかん

はつひめ極早生みかん 温州みかん

原口早生温州みかん 温州みかん

肥のあかり 温州みかん

肥のあけぼの 温州みかん

肥のあすか 温州みかん

肥のさきがけ 温州みかん

肥のさやか 温州みかん

古田温州みかん 温州みかん

ボックスみかん 温州みかん

宮川早生 温州みかん

宮本早生温州みかん 温州みかん

山川極早生温州みかん 温州みかん

ゆら早生みかん 温州みかん

桜頂錦おうとう おうとう

黄玉おうとう おうとう

香夏錦おうとう おうとう

高社錦おうとう おうとう

さおり桜桃 おうとう

佐藤錦おうとう おうとう
ジャボレー桜桃 おうとう
ジャンボ錦おうとう おうとう
水門おうとう おうとう

区分 属性項目 備考

 



17 

関連項目

品種等 セネカ桜桃 おうとう

ダイアナブライト桜桃 おうとう

高砂おうとう おうとう

天香錦おうとう おうとう

豊錦おうとう おうとう

ナポレオン桜桃 おうとう

南部錦おうとう おうとう

南陽おうとう おうとう

日の出おうとう おうとう

フランスワン桜桃 おうとう

別甲おうとう おうとう

紅さやか桜桃 おうとう

紅秀峰おうとう おうとう

まさみ桜桃 おうとう

会津身不知かき かき

愛宕かき かき

あま柿 かき

諫早がき かき

伊豆かき かき

上西早生かき かき

おけさ柿 かき

輝太郎 かき

紀の川がき かき

きよた早生かき かき

甲州百目かき かき

御所かき かき

西条かき かき

冴え富士かき かき

しぶ柿 かき

猩々かき（ショウジョウ） かき

庄内かき かき

次郎かき かき

杉田早生がき かき

すなみ柿 かき

駿河かき かき

禅寺丸かき かき

早秋 かき

太秋かき かき

刀根早生かき かき

西村早生かき かき

蜂屋かき かき

平核無かき かき

富士柿 かき

筆かき かき

富有がき かき

紅がき かき

松本早生かき かき

美濃かき かき

紋平かき かき

大和かき かき

大和百目かき かき

陽豊 かき

横野かき かき

四ツ溝かき かき

黄かぼす かぼす

アボット・キウイ キウイフルーツ

カガミ・キウイ キウイフルーツ

香緑キウイ キウイフルーツ

さぬきゴールド キウイフルーツ

セイラ・キウイ キウイフルーツ

瀬戸風キウイ キウイフルーツ

ブルーノ・キウイ キウイフルーツ

ヘイワード・キウイ キウイフルーツ

モンティ・キウイ キウイフルーツ

レインボーレッド キウイフルーツ

いが栗 くり

石槌くり くり

伊吹くり くり

おが栗 くり

岸根くり くり

銀寄せくり くり

倉方甘くり くり

杉光 くり

丹沢くり くり

筑波くり くり
特選くり くり
ぽろたんくり くり
利平くり くり

区分 属性項目 備考
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関連項目

品種等 秋姫すもも すもも

イクリーすもも すもも

大石中生すもも すもも

大石早生すもも すもも

貴陽すもも すもも

旭光すもも すもも

月光すもも すもも

ケルシーすもも すもも

サマーエンジェル すもも

サマークインすもも すもも

サマービュート すもも

サンタローザすもも すもも

菅野中生 すもも

ソルダム すもも

太陽すもも すもも

ハニーローザ すもも

ビューティすもも すもも

フォーモサすもも すもも

プラムコット すもも

紅りょうぜんスモモ すもも

ホワイトプラム すもも

メスレーすもも すもも

李王すもも すもも

レートソルダム すもも

レッドエースすもも すもも

レッドビュートすもも すもも

ウインターネリス梨 西洋なし

オーロラ梨 西洋なし

シルバーベル梨 西洋なし

ゼネラル・レクラーク梨 西洋なし

バートレット梨 西洋なし

パスクラサン梨 西洋なし

バラード梨 西洋なし

ブランデーワイン 西洋なし

プレコース梨 西洋なし

マーガレットマリア梨 西洋なし

ラ・フランス梨 西洋なし

ル・ルクチェ梨 西洋なし

レッドバートレット 西洋なし

愛果２８ その他のかんきつ

旭柑 その他のかんきつ

あまか その他のかんきつ

天草 その他のかんきつ

アンコール その他のかんきつ

宇和ゴールド その他のかんきつ

大紅みかん その他のかんきつ

カーブチー その他のかんきつ

カラ その他のかんきつ

河内晩柑 その他のかんきつ

甘平 その他のかんきつ

キヨポン その他のかんきつ

清見 その他のかんきつ

金柑子 その他のかんきつ

サガマンダリン その他のかんきつ

サニー柚（清岡だいだい） その他のかんきつ

サマーフレッシュ その他のかんきつ

サワーオレンジ その他のかんきつ

さんぽう柑 その他のかんきつ

じゃばら その他のかんきつ

ジューシー（柑） その他のかんきつ

不知火 その他のかんきつ

スイ－トスプリング その他のかんきつ

せとか その他のかんきつ

セミノール その他のかんきつ

だいだい その他のかんきつ

大将季 その他のかんきつ

タロガヨ その他のかんきつ

タロッコ その他のかんきつ

津之輝 その他のかんきつ

デコポン その他のかんきつ

直七 その他のかんきつ

長門ユズキチ その他のかんきつ

南津海 その他のかんきつ

なると柑 その他のかんきつ

西之香 その他のかんきつ
ノバ その他のかんきつ
早香柑 その他のかんきつ
はるか その他のかんきつ

区分 属性項目 備考
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関連項目

品種等 はるみ その他のかんきつ

はれひめ その他のかんきつ

バレンシアオレンジ その他のかんきつ

肥の豊 その他のかんきつ

ひめあかり その他のかんきつ

ひめのつき その他のかんきつ

ヒメポン その他のかんきつ

福原オレンジ その他のかんきつ

仏手柑（すみかん） その他のかんきつ

紅まどんな その他のかんきつ

平兵衛酢 その他のかんきつ

ポメロ その他のかんきつ

マーコット その他のかんきつ

マイルド清見 その他のかんきつ

まりひめ その他のかんきつ

美生柑 その他のかんきつ

ゆこう その他のかんきつ

麗紅柑 その他のかんきつ

ヤーリー 中国なし

甘夏みかん なつみかん

川野オレンジ なつみかん

サンフルーツ なつみかん

立花オレンジ なつみかん

田の浦オレンジ なつみかん

紅甘夏みかん なつみかん

紅サンフルーツ なつみかん

青なし 日本なし

赤なし 日本なし

秋甘泉 日本なし

あきづき 日本なし

秋栄 日本なし

旭 日本なし

愛宕なし 日本なし

石井早生なし 日本なし

市原なし 日本なし

越後錦なし 日本なし

王秋なし 日本なし

菊水なし 日本なし

君塚早生なし 日本なし

雲井なし 日本なし

幸水なし 日本なし

彩玉なし 日本なし

サンセ－キ 日本なし

秀玉 日本なし

秋麗なし 日本なし

新甘泉なし 日本なし

新興なし 日本なし

真寿なし 日本なし

新水なし 日本なし

新世紀なし 日本なし

新星なし 日本なし

新雪なし 日本なし

瑞秋なし 日本なし

翠星なし 日本なし

千両なし 日本なし

筑水なし 日本なし

長寿なし 日本なし

長十郎なし 日本なし

なつひめなし 日本なし

南月 日本なし

南水なし（天竜） 日本なし

新高なし 日本なし

二十世紀なし 日本なし

にっこり梨 日本なし

八幸なし 日本なし

晩三吉なし 日本なし

豊水なし 日本なし

豊里なし 日本なし

八雲なし 日本なし

涼豊なし 日本なし

白柳ネーブル ネーブル

福本ネーブル ネーブル

森田ネーブル ネーブル

吉田ネーブル ネーブル

ワシントンネーブル ネーブル
アームキング ネクタリン
倉方ネクタリン ネクタリン
サマークリスタル ネクタリン

区分 属性項目 備考
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関連項目

品種等 秀峰ネクタリン ネクタリン

晶玉ネクタリン ネクタリン

晶光ネクタリン ネクタリン

反田ネクタリン ネクタリン

ネクタレッド１号 ネクタリン

ネクタレッド２号 ネクタリン

ネクタレツド４号 ネクタリン

ネクタレッド５号 ネクタリン

ヒラツカレッド ネクタリン

ファンタジァ ネクタリン

フレーバートップ ネクタリン

水野ネクタリン ネクタリン

メイグランド ネクタリン

黎明ネクタリン ネクタリン

木成りはっさく はっさく

五月はっさく はっさく

紅はっさく はっさく

青バナナ バナナ

甘香 びわ

大房びわ びわ

里見びわ びわ

白茂木びわ びわ

涼風 びわ

田中びわ びわ

長崎早生びわ びわ

なつたよりびわ びわ

房光びわ びわ

瑞穂びわ びわ

茂木びわ びわ

陽玉びわ びわ

安芸クイーン ぶどう

安芸シードレス ぶどう

アジロンダック ぶどう

あづましずく ぶどう

アリサ ぶどう

アルフォンスラバレー ぶどう

アレキサンドリア ぶどう

伊豆錦 ぶどう

出雲クイーン ぶどう

イタリア ぶどう

イチキマール ぶどう

ウエハラ540号 ぶどう

ウルバナ ぶどう

黄華 ぶどう

黄玉 ぶどう

オーロラブラック ぶどう

オリンピア ぶどう

ガーネット ぶどう

甲斐あかね ぶどう

甲斐乙女 ぶどう

甲斐路 ぶどう

甲斐のくろまる ぶどう

甲斐美嶺 ぶどう

カッタクルガン ぶどう

カベルネソービニオン ぶどう

キャンベル ぶどう

キャンベルアーリー ぶどう

巨峰 ぶどう

キングデラウェア ぶどう

グリーンサマー ぶどう

クルガンローズ ぶどう

グローコールマン ぶどう

ケニギンデルワインガルデン ぶどう

甲州 ぶどう

甲州三尺 ぶどう

ゴールド ぶどう

ゴールドフィンガー ぶどう

黒王 ぶどう

ゴルビー ぶどう

さがみ ぶどう

サニードルチェ ぶどう

サニールージュ ぶどう

ザバルカンスキー ぶどう

サマーブラック ぶどう

CG88435 ぶどう
紫苑 ぶどう
紫玉 ぶどう
シトロンネル ぶどう

区分 属性項目 備考
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関連項目

品種等 シナノスマイル ぶどう

ジベ・デラウエア ぶどう

シャインマスカット ぶどう

ジャスミン ぶどう

シャルドネ ぶどう

白峰 ぶどう

翠峰 ぶどう

スーパハンブルグ ぶどう

スチューベン ぶどう

スチューベンセイベル9110 ぶどう

赤嶺 ぶどう

セシリア ぶどう

瀬戸ジャイアンツ ぶどう

セネカ ぶどう

ダークリッジ ぶどう

大玉露 ぶどう

高尾 ぶどう

高墨 ぶどう

高妻 ぶどう

タノレッド ぶどう

旅路 ぶどう

多摩ゆたか ぶどう

チェリー ぶどう

乍那 ぶどう

京早晶 ぶどう

デラウェア ぶどう

天秀 ぶどう

ナイアガラ ぶどう

ナイヤガラマラベルファ ぶどう

ナガノパープル ぶどう

ニューナイ ぶどう

ニューナイアガラ ぶどう

ニューヨークマスカット ぶどう

ネオマート ぶどう

ネオマスカット ぶどう

ネヘレスコール ぶどう

ノースブラック ぶどう

ノースレッド ぶどう

バイオレットウエハラ ぶどう

ハイベリー ぶどう

バッファロー（アーリースチューベン） ぶどう

ハニーシードレス ぶどう

ハニービーナス ぶどう

ハニーブラック ぶどう

ハニーレッド ぶどう

バラディ ぶどう

ピアレス ぶどう

ＢＫシードレス ぶどう

ビーナス ぶどう

ピオーネ ぶどう

ピッテロビアンコ ぶどう

ヒムロッドシードレス ぶどう

ヒロハンブルグ ぶどう

ふくしずく ぶどう

藤稔 ぶどう

ブラクオリンピア ぶどう

ブラックオーパス ぶどう

ブラックオリンピア ぶどう

ブラックスワン ぶどう

ブラックビート ぶどう

ブラック三尺 ぶどう

フレームトーケー ぶどう

フレドニア ぶどう

貝甲干 ぶどう

紅アレキ ぶどう

紅伊豆 ぶどう

紅金沢 ぶどう

紅三尺 ぶどう

紅塩谷 ぶどう

紅信濃 ぶどう

紅瑞宝 ぶどう

紅環 ぶどう

紅南陽 ぶどう

ベニピッテロ ぶどう

紅富士 ぶどう
紅マスカット ぶどう
紅やまびこ ぶどう
紅義 ぶどう

区分 属性項目 備考
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関連項目

品種等 ベリーA ぶどう

ポートランド ぶどう

北光ぶどう ぶどう

馬乃子 ぶどう

マスカットオブアレキサンドリア ぶどう

マスカット甲府 ぶどう

マスカットデュークアモーレ ぶどう

マスカットハンブルグ ぶどう

マスカットビオレ ぶどう

マスカットベリーA ぶどう

マニキュアフィンガー ぶどう

マリオ ぶどう

マリグリットぶどう ぶどう

美嶺 ぶどう

モルゲンシェーン ぶどう

ヤトミローザ ぶどう

ユニコーン ぶどう

リザマート ぶどう

リッシバーバ ぶどう

竜眼 ぶどう

竜宝 ぶどう

涼玉 ぶどう

ルーベルマスカット ぶどう

ルビー大久保 ぶどう

ルビーオクヤマ ぶどう

ルビーロマン ぶどう

レッドオリンピア ぶどう

レッドクイーン ぶどう

レッドグローブ ぶどう

レッドネヘレスコール ぶどう

レッドポート ぶどう

ロードベリー ぶどう

ローヤル ぶどう

ロザキ ぶどう

ロザリオビアンコ ぶどう

ロザリオロッソ ぶどう

早生甲斐路 ぶどう

あまつぶ星ブルーベリー ブルーベリー

おおつぶ星ブルーベリー ブルーベリー

アーリーリバー プルーン

オパール プルーン

くらしまプルーン プルーン

くらしま早生 プルーン

グランドプライスプルーン プルーン

サンタス プルーン

サンプルーン プルーン

シュガープルーン プルーン

スタンレープルーン プルーン

ツアープルーン プルーン

トレジディ プルーン

プレジデントプルーン プルーン

ベイラー プルーン

安政柑 ぶんたん

大橘文旦 ぶんたん

ざぼん ぶんたん

水晶ぶんたん ぶんたん

土佐ぶんたん ぶんたん

パール柑 ぶんたん

晩白柚 ぶんたん

紅まどか ぶんたん

今津ポンカン ぽんかん

太田ぽんかん ぽんかん

森田ポンカン ぽんかん

あかつき桃 もも

浅間白桃 もも

阿部はくとう もも

いけだもも もも

一宮水蜜モモ もも

一宮白桃 もも

一葉もも もも

茨はくとう もも

黄貴妃もも もも

黄金桃 もも

大久保もも もも

大玉松森もも もも
おかやま夢白桃 もも
加納岩白桃 もも
川中島白桃 もも

区分 属性項目 備考
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関連項目

品種等 川中島白鳳 もも

勘七白桃 もも

勘助白桃 もも

暁星もも もも

黄ららのきわみ桃 もも

紅錦香 もも

倉方もも もも

恋みらい２号 もも

高揚白桃 もも

小平早生もも もも

さおとめ桃 もも

さくらピーチ もも

幸茜 もも

サマーエース桃 もも

サンゴールドもも もも

志賀はくとう もも

清水白桃 もも

昭和白桃 もも

白根はくとう もも

仁助白桃 もも

新白麗もも もも

末木はくとう もも

砂子もも もも

赤宝もも もも

瀬戸内白桃 もも

高倉もも もも

武井白鳳もも もも

武井早生モモ もも

だて白桃 もも

千種白鳳もも もも

千曲白鳳もも もも

ちよひめ桃 もも

ちよまる もも

長沢白鳳もも もも

長田白鳳もも もも

中津白桃 もも

なつき もも

なつっこ もも

西野白桃 もも

日秀早生もも もも

二ノ宮早生モモ もも

布目もも もも

のと桃 もも

白秋 もも

白桃 もも

白鳳もも もも

白麗もも もも

橋場白鳳もも もも

はなよめもも もも

馬場白桃 もも

日川白鳳もも もも

日の出もも もも

百田白桃 もも

ピンキッシュタマキジェー もも

ふくえくぼ桃 もも

紅国見もも もも

紅清水もも もも

まさひめ桃 もも

松森早生もも もも

まどか もも

まなみ桃 もも

丸田白桃 もも

みさかっ娘モモ もも

みさか白鳳 もも

箕島白桃 もも

都白鳳もも もも

みやま白鳳モモ もも

名月もも もも

森上はくとう もも

山一白桃 もも

山加白桃 もも

山加早生もも もも

山島はくとう もも

大和白桃 もも

山梨白鳳もも もも
山根白桃 もも
山富士白鳳 もも
八幡白鳳もも もも

区分 属性項目 備考
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関連項目

品種等 ゆうぞら桃 もも

夢あさま もも

夢しずく もも

夢みずき もも

よしひめ桃 もも

竜門早生もも もも

嶺鳳もも もも

関東系やまもも やまもも

とうじ柚 ゆず

花ゆず ゆず

あいかの香 りんご

赤城りんご りんご

あかねリンゴ りんご

アキタゴールド りんご

秋田紅あかりりんご りんご

秋映りんご りんご

安祈世りんご りんご

旭りんご りんご

祝りんご りんご

印度りんご りんご

王林りんご りんご

王鈴りんご りんご

乙女りんご りんご

かがやきリンゴ りんご

きおうリンゴ りんご

きたかみリンゴ りんご

金星りんご りんご

紅玉りんご りんご

高徳りんご りんご

昴林りんご りんご

ゴールデンデリシャス りんご

国光りんご りんご

サンゴール りんご

さんさリンゴ りんご

サンジョナゴール りんご

サン千秋りんご りんご

サンつがる りんご

サンふじりんご りんご

サン北斗りんご りんご

サン陸奥りんご りんご

サン陽光りんご りんご

シナノゴールド りんご

シナノスイート りんご

シナノドルチェ りんご

秋陽りんご りんご

ジョナゴール りんご

新世界りんご りんご

スーパー系デリシャス りんご

スターキングデリシャス りんご

世界一りんご りんご

千秋りんご りんご

高嶺りんご りんご

つがるリンゴ りんご

デリシャス りんご

東光りんご りんご

トキりんご りんご

ネロ２６号りんご りんご

はつあきりんご りんご

ハックナイン りんご

はるかりんご りんご

弘前ふじ りんご

ファーストレディりんご りんご

藤牧１号りんご りんご

ふじリンゴ りんご

紅将軍りんご りんご

芳明りんご りんご

ほおずりリンゴ りんご

北斗りんご りんご

未希ライフ りんご

陸奥りんご りんご

恵りんご りんご

やたかリンゴ りんご

陽光りんご りんご

リチャードデリシャス りんご

涼香の季節 りんご
レッドゴール りんご
エリンギＥ－３ エリンギ
ジャンボ椎茸 しいたけ

区分 属性項目 備考
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関連項目

品種等 大粒なめこ なめこ

なめこ足 なめこ

なめこ皿 なめこ

なめこ開き なめこ

なめこブロック なめこ

薄平茸 ひらたけ

ヒマラヤひら茸 ひらたけ

しろしめじ ぶなしめじ

はたけ・しめじ ぶなしめじ

ハタケシメジ ぶなしめじ

ぶなしめじNN ぶなしめじ

ぶなしめじ２１ ぶなしめじ

ぶなしめじみゆき ぶなしめじ

やまびこ宝しめじ ぶなしめじ

やまびこはんしめじロング ぶなしめじ

やまびこほんしめじ ほんしめじ

ブラウンマッシュルーム マッシュルーム

さまつ茸 まつたけ

姫まつ茸 まつたけ

かのか茸 その他のきのこ類

株きのこ その他のきのこ類

クラウンマッシュ その他のきのこ類

ささ茸 その他のきのこ類

シャンスン茸 その他のきのこ類

バイリング その他のきのこ類

もだし茸 その他のきのこ類

青こごみ くさそてつ

こごみ くさそてつ

たらの芽 たらのき

赤みず みず

しどけ もみじかさ

いろどり その他の山菜類

かんぞう その他の山菜類

ぎんぽ その他の山菜類

ソレル すいば

かきのもと食用菊 きく

小菊 きく

食用菊（紫） きく

ポットマム きく

ミニバラ ばら

かき百合根 ゆり

季節 春 春夏

冬春

春植

春播

早春

夏 春夏 再掲

夏秋

夏植

夏播

秋 夏秋 再掲

秋植

秋播

冬 冬春 再掲

冬植

冬播

早晩 早生 極早生

中生

晩生

普通

早出し

早堀

用途 食用 生食用

漬物用

加工用

緑肥

切花用

切り枝

観賞用

採種用 種いも用

調理用

貯蔵

利用部位 果実 子実

花 花穂

花茎
葉 葉柄

茎葉
茎 塊茎

区分 属性項目 備考
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関連項目

利用部位 茎 茎葉 再掲

花茎 再掲

根茎

根 根株

根茎 再掲

種子 種実

は種用種子

新梢

芽

穂

むかご

商品形態 泥付

土付き

切

葉付

洗

ムキ 皮ムキ

冷蔵 冷凍

つるあり つるなし

筋ナシ

枝付き

足付き

株

完熟

栽培形態 直播栽培 乾田直播

湛水直播

移植栽培 稚苗移植

普通移植

水田移植栽培

露地栽培 露地・マルチ栽培

施設栽培 ハウス栽培

小加温ハウス栽培

電照栽培

小加温栽培

トンネル栽培 トンネル・マルチ栽培

べたがけ栽培

有袋栽培

無袋栽培

有核栽培

無核栽培

促成栽培 促成又は半促成栽培

半促成栽培 促成又は半促成栽培 再掲

被覆栽培 普通畦面被覆栽培

無被覆栽培

マルチ栽培 折衷マルチ栽培

露地・マルチ栽培 再掲

トンネル・マルチ栽培 再掲

マルチ栽培を除く

容器栽培 ポット・プランター等の容器栽培

土耕栽培

水耕栽培

菜花的栽培

熟柿栽培

菌床栽培

原木栽培

鉢栽培 鉢植え

軟化栽培 軟化栽培を除く

種芋栽培

水田畦畔

休耕田

刈取跡 水田刈跡

水稲刈取跡

本畑 定植畑

本圃

苗床 箱育苗

親株床

折衷苗代

仮植床

子苗床

畑苗代

地床

揚床

その他 苗木 苗木など未結果樹又は跡地消毒

幼木

成木
台木
緑化木
株出

区分 属性項目 備考

栽培場所

（農薬の使

用場所）
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関連項目

その他 休眠期 休眠期散布

古条

青刈り

摘採直後

交互結実栽培の非収穫年樹

単作

房どり

区分 属性項目 備考

 


