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栗原 世界一 成功17号 ファースト ボンデローザ ゴールデンジュピリ

中生中長 橘田中長 岡11号 大丸 加茂 早生真黒 中生真黒 山科 黒十全

久留米大長 大阪本長 博多長 長崎長 仙台長 大和本長 愛知本長 長白 翡翠（ひすい）

民田 埼玉青 出羽小 天狗 泉州みず

メークイーン キタアカリ デジマ 男爵 ワセシロ トヨシロ ラセット・バーバンク

みなづき 加州大 埼玉早生 伊勢 ししとう

鷹の爪 八つ房 札幌大長 日光 伏見甘長 万願寺 太長辛コショウ 黄色辛コショウ 黄とうがらし

大和三尺 相模半白節成 聖護院節成 加賀節成 青長系地這 ときわ地這 霜知らず地這

にしき四葉 四葉 もがみ どっこ 金沢太 青太 首太

東京芳香青皮 黒皮甘栗 富津黒皮 会津早生 打木赤皮栗 日向14号 愛知縮緬 素麺（そうめん）

早生小菊 白菊座 鹿ケ谷 弥栄（いやさか）飛騨 宿儺（すくな）

新大和２号 新大和3号 旭大和 固定富研 乙女 嘉宝 黒部

クリーム１号 クリーム2号 銀大和（クリーム3号）

栄寿メロン 昭和メロン 早生ニューメロン みずほニューメロン 渥美アールス

奈良1号 黄金９号 裁俵 甘露 南部金 金俵 銀泉 落瓜 白皮千成梨

十六（銀まくわ）

ＭＳ三寸 ＭＳ四寸 金港四寸 時無三寸 本紅金時 鮮紅一尺

八事五寸 黒田五寸 木之山五寸 小泉冬越五寸 ＦＳ大型五寸 春蒔金港五寸 新座冬越五寸 ＭＳ春蒔五寸 ＵＳ春蒔五寸

碧南鮮紅五寸 万紅朝鮮大長 国分朝鮮大長 札幌朝鮮大長 山内一尺 米国新大型 インペレータ パープルステック ベビーキャロット

パラマウント イタリアン モスカールド ニュー・カールサンマー

在来 次郎丸 新日本 若草 東湖 禹城 豊葉 山県赤根

西洋 ビロフレー ミンスターランド ノーベル バイキング アイスブランド 札幌大葉

ベターファイブ 東京五角 みやこ五角 小河原 花オクラ 八丈 ネリ（島オクラ）

ベニー（赤） エメラルド（丸） クリムソンスピンレスポット

札幌喜八行 白もち 黄もち 黒もち 青 八作 八州

オオムギ 二条 六条

コムギ 春よ恋 南部 ネバリゴシ 農林61号 ゆきのちから シロガネコムギ チクゴイズミ ミナミノカオリ さとのそら

  主要野菜の在来品種一覧表

品　種　名　（在来・固定種）野菜の種類

トウモロコシ

メロン

マクワウリ

ムギ

ピーマン

トウガラシ

キュウリ

カボチャ

ホ
ウ
レ
ン
ソ
ウ

スイカ

勝間南京（こつまなんきん）かっちゃん

バターナッツ（西洋種　※同名のF1品種があります）

ゴールデンバンタム

キングオブデンマーク

細稈(ほそかん）2号 大樹小麦 (たいきこむぎ)

パセリ

ジャガイモ

トマト

ナ　　ス

ニンジン

オクラ
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聖護院 早生今市 寄居中 切葉天王寺 金沢青 極早生金町小 樋の口小 小姫 あつみ

大野紅丸 本紅赤丸 飛騨紅 岐阜紅 木曽紫 温海 津田 開田 日野菜

青首宮重長太り 青首総太り宮重 青首宮重尻丸 白首宮重長太り 白首宮重尻丸 総太り宮重 信州地（牧） ねずみ（中之条） 切葉松本地

打木源助（青首） 大丸聖護院 都西 理想 小田部 改良仙台 和歌山白上り

秋づまり 方領 守口 練馬 三浦 桜島 大蔵 佐渡賀 阿波沢庵

白上り京 山田ねずみ 花不知火時無 早太り時無 冬越し時無

金城夏みの みの早生 早生四十日 寺尾二年子 吸込二年子

戸隠地 牧 花作り しぼり 赤丸廿日 かいわれ 平安早太り時無

野崎2号 愛知 松島純２号 京都3号 東京千歳 半結球山東 花芯(半結球) 長崎（縮緬結球） 縮緬（半結球）

渡辺早生 渡辺早生丸 渡辺成功 改良南部 富士早生 愛知大晩生 野崎中生 野崎早生

サクセッション カッキル（子持） ケール

ツルムラサキ 菜芯（サイシン） 竹の子白菜 パクチョイ ヒユナ（バイアム） 結球高菜 ハナニラ コブ高菜 セリホン

芥菜（カイフン） タアサイ エンサイ セリナ（スープセルリ） 豆苗（トウミョウ） 紅菜苔（コウタイサイ）

長江青長大根 万斥紅長大根 長華紅丸大根 長安青丸紅芯大根

雪白体菜 二貫目体菜 ごせきべか菜 丸葉山東菜 切葉山東菜 大型山東菜 大和真菜 彦島春菜 ちじみ菜

栗原早生 晩生小松菜 卯月小松菜 小松菜 三月菜 正月菜 四月しろ菜 大阪しろ菜 大阪くろ菜

野沢菜 広島菜 長岡菜 山形青菜 大高菜 女池菜 水掛菜 小瀬菜 大崎菜

かつを菜 縮緬五月菜 山汐菜 仙台雪菜 丸葉壬生菜 菜の花 あしたば まつな モロヘイヤ

勝山水菜 千筋京水菜 三陸つぼみ菜 黒川寒咲花菜 伏見寒咲菜花 大葉春菊 虫葉春菊 おかひじき お多福俊菜

南部芭蕉高菜 三池赤縮緬高菜 赤大葉高菜 柳川青縮緬大葉高菜 縮緬葉からし菜 葉からし菜 黄からし菜 青縮緬シソ 赤縮緬シソ

大阪株張り中葉新菊 白茎不断草（唐チシャ） 西洋大葉不断草 赤根不断草 東京みつば 白茎みつば 柳川２号みつ葉

コーネル619 ユタ15 改良高原

伊助大長 滝野川大長 柳川理想 山田早生 渡辺早生 常葉大長

魁白肌 大浦 島 葉ゴボウ ヤマゴボウ 百日一尺 サラダむすめ

三州 黄 金時 谷中 近江 房州赤芽 おたふく 印度

八つ頭 土垂 石川早生 八名丸 たけのこいも 　唐芋（とうのいも）

金時 紅あずま 紅はやと 安納芋 黄金千貫（コガネセンガン）

メジウムストレイン

ゴボウ

サトイモ

サツマイモ

カブ

ツケ菜類

  主要野菜の在来品種一覧表

品　種　名　（在来・固定種）

スノーボールＡ ドシコー

野菜の種類

ハクサイ

ブロッコリー

中国野菜

キャベツ
ドラムヘッド（縮緬） レッドエイカー（紫） マンモスロッグレッド（赤）

カリフラワー　
野崎早生

ダイコン

セ　ロ　リ

ショウガ
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グリーンベルト 大葉ニラ

清滝 黒昇り 浅黄系九条 奴 夏細 法性寺

加賀根深 伯州根深 下仁田 余目 岩槻 鳴瀬 石倉 越津

金長3号 九条太 長寿 高畑 砂村 源吾 金長 松本一本

青木仙台黄 選抜仙台黄 淡路中甲高 京都腰高黄 宇治黄大丸 愛知白 知多3号 養父早生（知多早生）

大阪丸 大阪中生 大阪中高 泉州黄大玉 泉州中甲高 泉州中平 貝塚極早生 今井早生 奥州

赤大玉 岐阜レッド 湘南レッド スーパーハイゴールド ジェットボール

寒冷地 福地ホワイト六片 富良野 北海道在来 平戸

温暖地 紫々丸（ししまる） 遠州極早生 上海早生 壱州（いっしゅう）早生 島にんにく 沖縄早生

太平莢尺五寸 黒種尺五寸 黒種衣笠 白種衣笠 穂高 白金時 大虎丸 霜降 桑の木

大丸うずら

蔓無し さつきみどり 初みどり 本金時 紅絞り金時 北海金時 長うずら 山城黒三度 江戸川 新江戸川

実 ウスイ（黒目） 緑ウスイ 白竜（白目）

鳴駒三十日 日本 米国 仏国 兵庫 美笹 乙女2号 渥美白花

赤花つるなし 白花つるなし 愛知白絹莢

サッポロミドリ 青森ミドリ 常緑 あおあじ枝豆 青白房成 青畑 信濃青 青入道 岩手みどり

三保白鳥 三河島 早生大袖振 魁白 雪の下 ユキノムスメ 香 奥原早生

白大豆 鶴の子 黒千石 丹羽黒 中生光黒 信濃黒 豊鈴 おつな姫

河内一寸 陵西一寸 大和早生 さぬき長莢 芭蕉成一寸 はじき豆 新潟在来早生

赤穂三尺 姫 黒種三尺 黒種十六ささげ 華大黒 玉大黒 やっこ大角豆（ささげ）

半立性 立性 郷の香 黒 千葉半中立ち

丹波大納言 岩手大納言 宝早生 大あかつき大納言

ふじ豆 シカクマメ 赤なたまめ 白なたまめ 仁徳一寸 駒栄（こまさかえ）

◆

◆

アスパラガス

品　種　名　（在来・固定種）

  主要野菜の在来品種一覧表

【備考欄】

蔓有り

ソラマメ

メリーワシントン500W

イ
ン
ゲ
ン

エダマメ
（ダイズ）

エ
ン
ド
ウ

絹莢

野菜の種類

ニ
ン
ニ
ク

アズキ

全ての固定種が網羅されているわけでなく、地域毎に探せば他にも存在していると思われます。データーの改
定は不規則ですが、新たに品目・品種名を追加（更新）したときは■色で表示しています。

掲載品種は、一般販売や生産地域で取り扱う品種を始め、農家が自家用に限り採種している品種も含まれてい
ます。（F1品種、登録有効期間中・満了の育成品種や一部の西洋固定種を除外しています。）

ササゲ

ラッカセイ

他の豆類

ニラ

タマネギ

ネギ
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