
設定 名称変更 廃止 区分変更

元気つくし コシヒカリ つくしろまん にこまる ヒノヒカリ ツクシホマレ つやおとめ つやきらり とくだわら 姫ごのみ とくだわら
ミルキークイーン 夢つくし ふくのこ 実りつくし 夢一献 レイホウ

コシヒカリ さがびより 天使の詩 ヒノヒカリ 夢しずく さとじまん たんぼの夢 つや姫 鍋島 にこまる
にじのきらめき 日本晴 ホシユタカ レイホウ

長崎県 8 コシヒカリ なつほのか にこまる ヒノヒカリ おてんとそだち 恋初めし つや姫 レイホウ 恋初めし

あきまさり コシヒカリ ヒノヒカリ 森のくまさん あきげしき あきだわら 秋音色 いただき 縁結び

歓喜の風 キヌヒカリ くまさんの輝き くまさんの力 たちはるか

つくばＳＤ１号 つやきらり とよめき にこまる ぴかまる
ヒカリ新世紀 ひとめぼれ 北陸１９３号 ほむすめ舞 ミズホチカラ

みつひかり ミルキークイーン やまだわら わさもん

あきまさり コシヒカリ にこまる ひとめぼれ ヒノヒカリ あきたこまち あきだわら 恋の予感 たちはるか つや姫 なつほのか

なつほのか みつひかり ミルキークイーン ユメヒカリ

コシヒカリ さきひかり ヒノヒカリ まいひかり あきげしき あきたこまち あきだわら おてんとそだち 黄金錦 ほしじるし

つや姫 夏の笑み にこまる ひとめぼれ ほしじるし

み系３５８ 宮崎５２号 ミルキークイーン

あきほなみ 彩南月 イクヒカリ コシヒカリ はなさつま あきのそら たからまさり とよめき なつほのか にこまる

ヒノヒカリ ミルキークイーン レイホウ

計 110 0

福岡県 1 ヒヨクモチ

佐賀県 2 ヒヨクモチ ヒデコモチ

長崎県 1 ヒヨクモチ

熊本県 2 ヒヨクモチ 峰の雪もち

大分県 1 ヒヨクモチ

宮崎県 1 朝紫

鹿児島県 4 さつま雪もち さつま絹もち さつま黒もち 峰の雪もち

計 12 0

福岡県 4 山田錦 雄町 吟のさと 壽限無

佐賀県 3 西海１３４号 さがの華 山田錦

長崎県 1 山田錦

熊本県 4 山田錦 吟のさと 神力 華錦

大分県 5 雄町 吟のさと 五百万石 山田錦 若水

宮崎県 3 はなかぐら 山田錦 ちほのまい

鹿児島県 1 山田錦

計 21 0

種類 産地県 銘柄 変更 廃止

福岡県 にこまる にこまる にこまるＢＬ１号

熊本県 みつひかり みつひかり2003 みつひかり2005

大分県 みつひかり みつひかり2003 みつひかり2005

品種群として設定されている産地品種銘柄

品種群を構成する品種 設定

水稲うるちもみ
及び玄米

0

醸造用玄米

5 16 0

6 6

35 75

28

4

水稲もちもみ
及び玄米

大分県 14

宮崎県 17

鹿児島県 13

水稲うるちもみ
及び玄米

福岡県 16

佐賀県 14

熊本県

令和４年産 産地品種銘柄一覧
九州農政局

令和４年３月３１日付け改正

種類 産地県 銘柄数
産地品種銘柄

設定 変更 廃止
必須銘柄 選択銘柄



設定 名称変更 廃止 区分変更

令和４年産 産地品種銘柄一覧
九州農政局

令和４年３月３１日付け改正

種類 産地県 銘柄数
産地品種銘柄

設定 変更 廃止
必須銘柄 選択銘柄

福岡県 7 シロガネコムギ チクゴイズミ ちくしＷ２号 ニシホナミ ミナミノカオリ にしのやわら みなみのやわら

佐賀県 5 シロガネコムギ チクゴイズミ さちかおり はる風ふわり ミナミノカオリ

長崎県 4 シロガネコムギ チクゴイズミ 長崎Ｗ２号 ミナミノカオリ

熊本県 4 シロガネコムギ チクゴイズミ ミナミノカオリ くまきらり

大分県 5 チクゴイズミ 農林６１号 ニシノカオリ はるみずき ミナミノカオリ

宮崎県 2 チクゴイズミ ミナミノカオリ

鹿児島県 2 せときらら ミナミノカオリ

計 29 0

普通小粒大麦 大分県 1 ホワイトファイバー

福岡県 6 しゅんれい はるしずく ほうしゅん くすもち二条 はるか二条 はるさやか

佐賀県 6 ニシノホシ 煌二条 サチホゴールデン 白妙二条 しらゆり二条 はるか二条

長崎県 1 はるか二条

熊本県 2 ニシノホシ はるしずく

大分県 3 ニシノホシ サチホゴールデン トヨノホシ

宮崎県 3 ニシノホシ はるか二条 はるしずく

鹿児島県 2 ニシノホシ はるか二条

計 23 0

福岡県 1 イチバンボシ

佐賀県 3 イチバンボシ ダイシモチ ユメサキボシ

長崎県 2 御島稞 長崎御島

熊本県 2 イチバンボシ ダイシモチ

大分県 2 トヨノカゼ ハルアカネ

宮崎県 1 宮崎裸

計 11 0

福岡県 3 キヨミドリ フクユタカ ちくしＢ５号

佐賀県 2 フクユタカ 佐大ＨＯ１号

長崎県 1 フクユタカ

熊本県 1 フクユタカ

大分県 1 フクユタカ

宮崎県 2 キヨミドリ フクユタカ

鹿児島県 1 フクユタカ

計 11 0

福岡県 1 すずおとめ

熊本県 2 すずおとめ すずかれん

大分県 1 すずおとめ

計 4 0

普通そば 宮崎県 1 宮崎早生かおり

9 2 0

普通大豆及び
特定加工用大豆
（小粒及び極小粒）

1 3 0

普通裸麦

4 7 0

普通大豆及び
特定加工用大豆
（大粒及び中粒）

16 13 0

普通大粒大麦

10 13 0

普通小麦


