
道府県 銘柄数

北海道 12 あきほ 彩 あやひめ おぼろづき きらら３９７ 大地の星 ななつぼし ふっくりんこ ほしたろう ほしのゆめ

ほしまる ゆきひかり

青森県 7 あきたこまち つがるロマン まっしぐら むつかおり むつほまれ ゆきのはな ゆめあかり

岩手県 8 あきたこまち いわてっこ かけはし コシヒカリ ササニシキ トヨニシキ どんぴしゃり ひとめぼれ

宮城県 19 あきたこまち おきにいり かぐや姫 キヌヒカリ こころまち コシヒカリ ササニシキ 春陽 たきたて トヨニシキ

はぎのかおり 花キラリ ひとめぼれ まなむすめ ミルキークイーン やまのしずく ゆきむすび 夢ごこち ゆめむすび

秋田県 16 あきたこまち 淡雪こまち キヨニシキ コシヒカリ ササニシキ 春陽 スノーパール たかねみのり でわひかり はえぬき

ひとめぼれ ミルキークイーン ミルキープリンセス めんこいな 萌えみのり 夢ごこち

山形県 18 あきたこまち キヨニシキ コシヒカリ ササニシキ 里のゆき さわのはな スノーパール つくばＳＤ１号 どまんなか トヨニシキ

はえぬき 花キラリ はなの舞い ひとめぼれ まなむすめ ミルキークイーン 夢いっぱい 夢ごこち

福島県 16 あきたこまち ＬＧＣソフト コシヒカリ ササニシキ 春陽 スノーパール たかねみのり チヨニシキ ひとめぼれ ふくみらい

まいひめ 瑞穂黄金 ミルキークイーン ミルキープリンセス 夢ごこち ゆめさやか

茨城県 11 あきたこまち キヌヒカリ コシヒカリ チヨニシキ つくばＳＤ１号 とねのめぐみ 日本晴 ひとめぼれ ミルキークイーン 夢ごこち

ゆめひたち

栃木県 10 アキニシキ あさひの夢 ＬＧＣソフト コシヒカリ 月の光 なすひかり 日本晴 ひとめぼれ ミルキークイーン 夢ごこち

群馬県 10 朝の光 あさひの夢 キヌヒカリ コシヒカリ ゴロピカリ さわぴかり 月の光 ひとめぼれ ミルキープリンセス ゆめひたち

埼玉県 9 あかね空 あきたこまち 朝の光 ＬＧＣソフト キヌヒカリ コシヒカリ 彩のかがやき 日本晴 ミルキークイーン

千葉県 9 あきたこまち コシヒカリ ひとめぼれ ふさおとめ ふさこがね ミルキークイーン夢いっぱい ゆめかなえ 夢ごこち

神奈川県 4 キヌヒカリ コシヒカリ さとじまん 祭り晴

新潟県 19 あきたこまち 華麗舞 キヌヒカリ こしいぶき 越路早生 コシヒカリ 春陽 千秋楽 つくばＳＤ１号 トドロキワセ

どんとこい なごりゆき 農林１号 はえぬき ひとめぼれ ミルキークイーン ゆきの精 ゆきん子舞 わせじまん

富山県 16 あきたこまち おわら美人 コシヒカリ 春陽 スノーパール てんこもり てんたかく とがおとめ どんとこい 日本晴

ハナエチゼン 花キラリ ひとめぼれ フクヒカリ ミルキークイーン 夢ごこち

石川県 11 あきたこまち コシヒカリ 春陽 どんとこい 能登ひかり ハナエチゼン ひとめぼれ ほほほの穂 ミルキークイーン 夢ごこち

ゆめみづほ

福井県 12 イクヒカリ キヌヒカリ コシヒカリ 春陽 日本晴 ハナエチゼン 花キラリ ひとめぼれ フクヒカリ ミルキークイーン

夢いっぱい 夢ごこち

山梨県 7 あさひの夢 コシヒカリ 農林４８号 花キラリ ひとめぼれ ヒノヒカリ ミルキークイーン

長野県 8 あきたこまち 秋晴 キヌヒカリ きらりん コシヒカリ ひとめぼれ ミルキークイーン 夢ごこち

岐阜県 17 あきたこまち あさひの夢 いのちの壱 キヌヒカリ 金光 コシヒカリ 白雪姫 日本晴 ハツシモ 初星

はなの舞い ひとめぼれ ヒノヒカリ みつひかり みのにしき ミルキークイーン 夢ごこち

静岡県 11 あいちのかおり あきたこまち あさひの夢 ＬＧＣソフト キヌヒカリ 吟おうみ コシヒカリ なつしずか ひとめぼれ ヒノヒカリ

ミルキークイーン

愛知県 13 あいちのかおり あきたこまち あさひの夢 キヌヒカリ コシヒカリ 大地の風 チヨニシキ ひとめぼれ 祭り晴 ミネアサヒ

みねはるか ミルキークイーン 峰ひびき

三重県 13 あきたこまち うこん錦 キヌヒカリ 黄金晴 コシヒカリ どんとこい なつのたより ヒノヒカリ みえのえみ みえのゆめ

ミルキークイーン ヤマヒカリ 夢ごこち

滋賀県 20 あきたこまち 秋の詩 かぐや姫 キヌヒカリ 吟おうみ コシヒカリ 内助の功 日本晴 ハナエチゼン ひとめぼれ

ヒノヒカリ びわみのり みつひかり ミルキークイーン 夢いっぱい ゆめおうみ 夢ごこち 夢の華 夢みらい レーク６５

京都府 9 キヌヒカリ コシヒカリ どんとこい 日本晴 ヒノヒカリ フクヒカリ 祭り晴 ミルキークイーン 夢ごこち

大阪府 5 キヌヒカリ コシヒカリ ひとめぼれ ヒノヒカリ 祭り晴

兵庫県 16 あきたこまち かぐや姫 キヌヒカリ コシヒカリ どんとこい 中生新千本 日本晴 ハナエチゼン ヒノヒカリ 兵庫ゆめおとめ

フクヒカリ みつひかり ミルキークイーン むらさきの舞 夢ごこち 夢の華

奈良県 5 あきたこまち キヌヒカリ コシヒカリ ひとめぼれ ヒノヒカリ

和歌山県 10 イクヒカリ キヌヒカリ きぬむすめ コシヒカリ 日本晴 ハナエチゼン ヒノヒカリ ミネアサヒ ミルキープリンセス ヤマヒカリ

鳥取県 11 あきたこまち おまちかね キヌヒカリ コシヒカリ 日本晴 ヒカリ新世紀 ひとめぼれ ヒノヒカリ ミルキークイーン ヤマヒカリ

ヤマホウシ

島根県 8 ＬＧＣソフト きぬむすめ コシヒカリ 春陽 ハナエチゼン ヒノヒカリ 夢十色 夢の華

岡山県 15 あきたこまち アキヒカリ アケボノ 朝日 キヌヒカリ 吉備の華 コシヒカリ 中生新千本 日本晴 ヒカリ新世紀

ひとめぼれ ヒノヒカリ みつひかり ミルキークイーン 夢の華

広島県 13 あきたこまち あきろまん ＬＧＣソフト キヌヒカリ こいもみじ コシヒカリ どんとこい 中生新千本 ひとめぼれ ヒノヒカリ

ホウレイ ミルキークイーン 夢の華

山口県 9 あきたこまち コシヒカリ 中生新千本 日本晴 晴るる ひとめぼれ ヒノヒカリ ミルキークイーン ヤマホウシ

徳島県 11 あきたこまち あわみのり キヌヒカリ コガネマサリ コシヒカリ 日本晴 ハナエチゼン ヒカリ新世紀 ひとめぼれ ヒノヒカリ

ミルキークイーン

香川県 9 あきげしき あきたこまち オオセト キヌヒカリ コシヒカリ さぬきよいまい はえぬき ヒノヒカリ みつひかり

愛媛県 9 愛のゆめ あきたこまち キヌヒカリ こいごころ コシヒカリ ヒノヒカリ フクヒカリ 松山三井 祭り晴

高知県 17 あきたこまち アキツホ イクヒカリ キヌヒカリ 黄金錦 コシヒカリ さわかおり 春陽 土佐錦 ナツヒカリ

南国そだち ヒエリ ひとめぼれ ヒノヒカリ フクヒカリ ミルキークイーン 夢ごこち

福岡県 16 あきさやか コシヒカリ 春陽 ツクシホマレ つくしろまん つやおとめ にこまる ニシホマレ はいみのり ひとめぼれ

ヒノヒカリ ミルキークイーン 柔小町 夢一献 夢つくし レイホウ

佐賀県 13 コシヒカリ さがうらら さとじまん たんぼの夢 天使の詩 にこまる 日本晴 初星 ヒノヒカリ ふくいずみ

ミルキークイーン 夢しずく レイホウ

長崎県 8 あさひの夢 キヌヒカリ コシヒカリ にこまる 日本晴 ヒノヒカリ 夢の華 レイホウ

熊本県 14 あきげしき 秋音色 あきまさり いただき キヌヒカリ コシヒカリ にこまる バンバンザイ ひとめぼれ ヒノヒカリ

ミルキークイーン 森のくまさん 夢の華 ユメヒカリ

大分県 13 あきたこまち あきまさり おおいた１１ キヌヒカリ コシヒカリ 春陽 にこまる はえぬき ひとめぼれ ヒノヒカリ

ミルキークイーン 夢の華 ユメヒカリ

宮崎県 11 あきたこまち ＬＧＣソフト きらり宮崎 黄金錦 コシヒカリ さきひかり ひとめぼれ ヒノヒカリ ほほえみ まいひかり

ミルキークイーン

鹿児島県 7 彩南月 イクヒカリ コシヒカリ はなさつま ヒノヒカリ ミルキークイーン 夢はやと

沖縄県 3 ちゅらひかり チヨニシキ ひとめぼれ

合計 528

平成２０年産　水稲うるちのもみ及び玄米の産地品種銘柄一覧

平成１３年２月２８日農林水産省告示第２４４号

一部改正（平成２０年８月１９日公示、９月１９日施行）

品種名等



平成２０年産　水稲うるちのもみ及び玄米の産地品種銘柄一覧

平成１３年２月２８日農林水産省告示第２４４号

一部改正（平成２０年８月１９日公示、９月１９日施行）

都道府県 品種群

宮城県 ササニシキ ササニシキ ササニシキＢＬ

新潟県 コシヒカリ コシヒカリ コシヒカリＢＬ

富山県 コシヒカリ コシヒカリ コシヒカリＢＬ

岐阜県 みつひかり みつひかり２００３ みつひかり２００５

愛知県 あいちのかおり あいちのかおり あいちのかおりＳＢＬ

滋賀県 みつひかり みつひかり２００３ みつひかり２００５

兵庫県 みつひかり みつひかり２００３ みつひかり２００５

岡山県 みつひかり みつひかり２００３ みつひかり２００５

香川県 みつひかり みつひかり２００３ みつひかり２００５

備考

（別表）　　　品種群について設定されている産地品種銘柄一覧

２　コシヒカリＢＬは、コシヒカリ新潟ＢＬ１号、コシヒカリ新潟ＢＬ２号、コシヒカリ新潟ＢＬ３号、コシヒカリ新潟ＢＬ４号、コシヒカリ新潟ＢＬ５号、コシヒカリ新潟ＢＬ６号、コシヒカリ新潟ＢＬ９号、

　コシヒカリ新潟ＢＬ１０号、コシヒカリ富山ＢＬ１号、コシヒカリ富山ＢＬ２号、コシヒカリ富山ＢＬ３号、コシヒカリ富山ＢＬ４号及びコシヒカリ富山ＢＬ６号である。

品種名

１　ササニシキＢＬは、ササニシキＢＬ１号、ササニシキＢＬ２号、ササニシキＢＬ３号、ササニシキＢＬ４号、ササニシキＢＬ５号 、ササニシキＢＬ６号及びササニシキＢＬ７号である。



道府県 銘柄数

北海道 3 風の子もち しろくまもち はくちょうもち

青森県 2 アネコモチ ユキミモチ

岩手県 5 朝紫 カグヤモチ こがねもち ヒメノモチ もち美人

宮城県 3 ヒメノモチ みやこがねもち もちむすめ

秋田県 5 朝紫 きぬのはだ こがねもち たつこもち 夕やけもち

山形県 5 こゆきもち 酒田女鶴 たつこもち でわのもち ヒメノモチ

福島県 3 朝紫 こがねもち ヒメノモチ

茨城県 2 ヒメノモチ マンゲツモチ

栃木県 2 ヒメノモチ モチミノリ

埼玉県 1 峰の雪もち

千葉県 2 ツキミモチ ヒメノモチ

新潟県 2 こがねもち わたぼうし

富山県 5 カグラモチ こがねもち 新大正糯 とみちから らいちょうもち

石川県 4 石川糯２４号 カグラモチ 新大正糯 白山もち

福井県 4 カグラモチ 新大正糯 タンチョウモチ 恵糯

山梨県 2 朝紫 こがねもち

長野県 1 もちひかり

岐阜県 3 ココノエモチ たかやまもち モチミノリ

静岡県 2 するがもち 峰の雪もち

滋賀県 1 滋賀羽二重糯

京都府 1 新羽二重糯

兵庫県 3 はりまもち マンゲツモチ ヤマフクモチ

鳥取県 4 オトメモチ 鈴原糯 ハクトモチ ヒメノモチ

島根県 4 ココノエモチ ヒメノモチ ミコトモチ ヤシロモチ

岡山県 3 ココノエモチ ヒメノモチ ヤシロモチ

広島県 2 ココノエモチ ヒメノモチ

山口県 3 ヒヨクモチ マンゲツモチ ミヤタマモチ

徳島県 1 モチミノリ

福岡県 2 ひみこもち ヒヨクモチ

佐賀県 2 ヒデコモチ ヒヨクモチ

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 2 さつま白もち さつま雪もち

合計 89

品種名等

平成２０年産　水稲もちのもみ及び玄米の産地品種銘柄一覧

平成１３年２月２８日農林水産省告示第２４４号

一部改正（平成２０年８月１９日公示、９月１９日施行）



道府県 銘柄数

北海道 3 吟風 彗星 初雫

青森県 4 古城錦 華想い 華吹雪 豊盃

岩手県 2 ぎんおとめ 吟ぎんが

宮城県 5 蔵の華 ひより 星あかり 美山錦 山田錦

秋田県 8 秋田酒こまち 秋の精 改良信交 吟の精 華吹雪 星あかり 美郷錦 美山錦

山形県 13 羽州誉 改良信交 亀粋 京の華 五百万石 酒未来 龍の落とし子 出羽燦々 出羽の里 豊国

美山錦 山酒４号 山田錦

福島県 4 五百万石 華吹雪 美山錦 夢の香

茨城県 6 五百万石 ひたち錦 美山錦 山田錦 若水 渡船

栃木県 7 五百万石 とちぎ酒１４ 華吹雪 ひとごこち 美山錦 山田錦 若水

群馬県 3 雄町 五百万石 若水

埼玉県 2 さけ武蔵 若水

千葉県 2 五百万石 総の舞

神奈川県 1 若水

新潟県 9 一本〆 雄町 菊水 越淡麗 五百万石 たかね錦 八反錦２号 北陸１２号 山田錦

富山県 5 雄山錦 五百万石 玉栄 美山錦 山田錦

石川県 5 石川酒３０号 石川酒５２号 五百万石 北陸１２号 山田錦

福井県 5 おくほまれ 越の雫 五百万石 神力 山田錦

山梨県 2 玉栄 ひとごこち

長野県 5 金紋錦 しらかば錦 たかね錦 ひとごこち 美山錦

岐阜県 3 雄町 五百万石 ひだほまれ

静岡県 4 五百万石 誉富士 山田錦 若水

愛知県 2 夢山水 若水

三重県 3 伊勢錦 五百万石 山田錦

滋賀県 3 吟吹雪 玉栄 山田錦

京都府 2 祝 五百万石

大阪府 3 雄町 五百万石 山田錦

兵庫県 18 愛山 いにしえの舞 五百万石 白菊 新山田穂１号 神力 たかね錦 但馬強力 杜氏の夢 野条穂

白鶴錦 兵系酒１８号 兵庫北錦 兵庫夢錦 フクノハナ 山田錦 山田穂 渡船２号

奈良県 2 露葉風 山田錦

和歌山県 1 山田錦

鳥取県 4 強力 五百万石 玉栄 山田錦

島根県 6 改良雄町 改良八反流 神の舞 五百万石 佐香錦 山田錦

岡山県 2 雄町 山田錦

広島県 7 雄町 こいおまち 千本錦 八反 八反錦１号 八反錦２号 山田錦

山口県 3 五百万石 西都の雫 山田錦

徳島県 1 山田錦

香川県 2 雄町 山田錦

愛媛県 2 しずく媛 山田錦

高知県 3 風鳴子 吟の夢 山田錦

福岡県 4 雄町 五百万石 西海１３４号 山田錦

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 2 神力 山田錦

大分県 3 五百万石 山田錦 若水

宮崎県 2 はなかぐら 山田錦

合計 177

平成２０年産　醸造用玄米の産地品種銘柄一覧

平成１３年２月２８日農林水産省告示第２４４号

一部改正（平成２０年８月１９日公示、９月１９日施行）

品種名等



道府県 銘柄数

北海道 8 キタノカオリ きたもえ タイセツコムギ タクネコムギ ハルユタカ 春よ恋 ホクシン ホロシリコムギ

青森県 3 キタカミコムギ ナンブコムギ ネバリゴシ

岩手県 5 キタカミコムギ コユキコムギ ナンブコムギ ネバリゴシ ゆきちから

宮城県 3 シラネコムギ ナンブコムギ ゆきちから

秋田県 4 あきたっこ ナンブコムギ ネバリゴシ ハルイブキ

山形県 3 ナンブコムギ ネバリゴシ ゆきちから

福島県 3 アブクマワセ きぬあずま ゆきちから

茨城県 2 きぬの波 農林６１号

栃木県 3 イワイノダイチ タマイズミ 農林６１号

群馬県 5 きぬの波 ダブル８号 つるぴかり 農林６１号 春のかがやき

埼玉県 5 あやひかり きぬの波 農林６１号 ハナマンテン 春のかがやき

千葉県 1 農林６１号

神奈川県 2 あやひかり 農林６１号

富山県 2 キヌヒメ ゆきちから

石川県 4 シロガネコムギ ナンブコムギ 農林６１号 ゆきちから

福井県 1 ナンブコムギ

山梨県 2 きぬの波 農林６１号

長野県 6 しゅんよう シラネコムギ ハナマンテン フウセツ ユメアサヒ ユメセイキ

岐阜県 3 イワイノダイチ タマイズミ 農林６１号

静岡県 2 イワイノダイチ 農林６１号

愛知県 2 イワイノダイチ 農林６１号

三重県 4 あやひかり タマイズミ ニシノカオリ 農林６１号

滋賀県 3 シロガネコムギ 農林６１号 ふくさやか

京都府 2 ニシノカオリ 農林６１号

兵庫県 2 シロガネコムギ ふくほのか

奈良県 2 きぬいろは キヌヒメ

島根県 1 農林６１号

岡山県 2 シラサギコムギ ふくほのか

広島県 3 キヌヒメ ふくさやか ミナミノカオリ

山口県 4 チクゴイズミ ニシノカオリ 農林６１号 ふくさやか

徳島県 1 チクゴイズミ

香川県 1 さぬきの夢２０００

愛媛県 3 チクゴイズミ ニシノカオリ ミナミノカオリ

福岡県 5 シロガネコムギ チクゴイズミ ニシホナミ 農林６１号 ミナミノカオリ

佐賀県 3 シロガネコムギ チクゴイズミ ニシノカオリ

長崎県 3 シロガネコムギ チクゴイズミ ミナミノカオリ

熊本県 4 シロガネコムギ チクゴイズミ ニシノカオリ ミナミノカオリ

大分県 5 イワイノダイチ チクゴイズミ ニシノカオリ 農林６１号 ミナミノカオリ

合計 117

平成２０年産　普通小麦の産地品種銘柄一覧

平成１３年２月２８日農林水産省告示第２４４号

一部改正（平成２０年８月１９日公示、９月１９日施行）

品種名等



府県 銘柄数

岩手県 2 シュンライ ファイバースノウ

宮城県 2 シュンライ ミノリムギ

秋田県 1 シュンライ

山形県 1 シュンライ

福島県 3 シュンライ ファイバースノウ べんけいむぎ

茨城県 3 カシマムギ シルキースノウ マサカドムギ

栃木県 2 シュンライ シルキースノウ

群馬県 3 さやかぜ シュンライ セツゲンモチ

埼玉県 1 すずかぜ

千葉県 1 カシマムギ

神奈川県 1 カシマムギ

新潟県 2 ファイバースノウ ミノリムギ

富山県 1 ファイバースノウ

石川県 2 ファイバースノウ ミノリムギ

福井県 1 ファイバースノウ

山梨県 1 ファイバースノウ

長野県 2 シュンライ ファイバースノウ

岐阜県 3 カシマムギ ファイバースノウ ミノリムギ

静岡県 1 シュンライ

愛知県 2 カシマムギ さやかぜ

三重県 1 ファイバースノウ

滋賀県 2 ファイバースノウ ミノリムギ

京都府 1 ミノリムギ

兵庫県 1 シュンライ

鳥取県 1 シュンライ

広島県 2 さやかぜ すずかぜ

大分県 1 シュンライ

合計 44

平成２０年産　普通小粒大麦の産地品種銘柄一覧

平成１３年２月２８日農林水産省告示第２４４号

一部改正（平成２０年８月１９日公示、９月１９日施行）

品種名等



道府県 銘柄数

北海道 1 りょうふう

茨城県 1 ミカモゴールデン

栃木県 6 あまぎ二条 サチホゴールデン スカイゴールデン なす二条 ミカモゴールデン みょうぎ二条

群馬県 5 あまぎ二条 きぬか二条 サチホゴールデン なす二条 ミカモゴールデン

埼玉県 1 みょうぎ二条

静岡県 1 ミカモゴールデン

滋賀県 1 ほうしゅん

京都府 1 アサカゴールド

鳥取県 1 アサカゴールド

島根県 1 アサカゴールド

岡山県 2 おうみゆたか ミハルゴールド

山口県 1 アサカゴールド

徳島県 1 ニシノホシ

高知県 1 ニシノチカラ

福岡県 5 しゅんれい ニシノチカラ ニシノホシ はるしずく ほうしゅん

佐賀県 8 あまぎ二条 西海皮６０号 サチホゴールデン ニシノゴールド ニシノチカラ ニシノホシ ほうしゅん ミハルゴールド

長崎県 2 ニシノチカラ ニシノホシ

熊本県 3 ニシノチカラ ニシノホシ はるしずく

大分県 3 アサカゴールド ニシノチカラ ニシノホシ

宮崎県 2 キリニジョウ ニシノホシ

鹿児島県 1 ニシノホシ

合計 48

品種名等

平成２０年産　普通大粒大麦の産地品種銘柄一覧

平成１３年２月２８日農林水産省告示第２４４号

一部改正（平成２０年８月１９日公示、９月１９日施行）



県 銘柄数

埼玉県 1 イチバンボシ

滋賀県 1 イチバンボシ

兵庫県 1 イチバンボシ

岡山県 1 イチバンボシ

山口県 1 イチバンボシ

徳島県 1 イチバンボシ

香川県 1 イチバンボシ

愛媛県 3 イチバンボシ ヒノデハダカ マンネンボシ

福岡県 1 イチバンボシ

佐賀県 1 イチバンボシ

長崎県 2 イチバンボシ 御島稞

熊本県 1 イチバンボシ

大分県 3 イチバンボシ サヌキハダカ トヨノカゼ

合計 18

品種名等

平成２０年産　普通はだか麦の産地品種銘柄一覧

平成１３年２月２８日農林水産省告示第２４４号

一部改正（平成２０年８月１９日公示、９月１９日施



道府県 銘柄数

北海道 11 秋田 大袖の舞 大袖振 音更大袖振 タマフクラ つるの子 ツルムスメ とよまさり ハヤヒカリ 光黒

ゆきぴりか

青森県 2 おおすず オクシロメ

岩手県 6 青丸くん スズカリ ナンブシロメ ミヤギシロメ ユキホマレ リュウホウ

宮城県 6 あやこがね きぬさやか スズユタカ タチナガハ タンレイ ミヤギシロメ

秋田県 6 秋試緑１号 あきたみどり おおすず すずさやか タチユタカ リュウホウ

山形県 5 あやこがね エンレイ スズユタカ タチユタカ リュウホウ

福島県 4 おおすず スズユタカ タチナガハ ふくいぶき

茨城県 2 タチナガハ ハタユタカ

栃木県 5 いちひめ すずさやか タチナガハ たまうらら なごみまる

群馬県 3 オオツル タチナガハ ハタユタカ

埼玉県 3 エンレイ タチナガハ 白光

千葉県 3 サチユタカ タチナガハ フクユタカ

新潟県 2 あやこがね エンレイ

富山県 2 エンレイ オオツル

石川県 5 あやこがね エンレイ オオツル サチユタカ フクユタカ

福井県 4 あやこがね エンレイ オオツル フクユタカ

山梨県 3 あやこがね エンレイ ナカセンナリ

長野県 4 ギンレイ タチナガハ つぶほまれ ナカセンナリ

岐阜県 4 アキシロメ タチナガハ つやほまれ フクユタカ

静岡県 1 フクユタカ

愛知県 2 タマホマレ フクユタカ

三重県 3 オオツル タマホマレ フクユタカ

滋賀県 5 エンレイ オオツル ことゆたか タマホマレ フクユタカ

京都府 3 エンレイ オオツル タマホマレ

兵庫県 4 オオツル サチユタカ タマホマレ 夢さよう

奈良県 1 サチユタカ

鳥取県 4 エンレイ サチユタカ すずこがね タマホマレ

島根県 5 青丸くん サチユタカ タマホマレ トヨシロメ フクユタカ

岡山県 4 サチユタカ タマホマレ トヨシロメ フクユタカ

広島県 3 アキシロメ サチユタカ ハタユタカ

山口県 2 サチユタカ フクユタカ

徳島県 1 フクユタカ

香川県 1 フクユタカ

愛媛県 3 サチユタカ タマホマレ フクユタカ

高知県 2 サチユタカ フクユタカ

福岡県 2 サチユタカ フクユタカ

佐賀県 2 フクユタカ むらゆたか

長崎県 1 フクユタカ

熊本県 2 エルスター フクユタカ

大分県 5 エルスター キヨミドリ トヨシロメ フクユタカ むらゆたか

宮崎県 2 キヨミドリ フクユタカ

鹿児島県 1 フクユタカ

合計 139

品種名等

平成２０年産　普通大豆及び特定加工用大豆（大粒及び中粒）の産地品種銘柄一覧　

平成１３年２月２８日農林水産省告示第２４４号

一部改正（平成２０年８月１９日公示、９月１９日



平成２０年産　普通大豆及び特定加工用大豆（大粒及び中粒）の産地品種銘柄一覧　

道 品種群

北海道 秋田 カリカチ キタムスメ

北海道 大袖振 アサミドリ 吉岡大粒 早生緑

北海道 つるの子 白つるの子 ユウヅル

北海道 とよまさり トヨコマチ トヨハルカ トヨホマレ トヨムスメ ユキホマレ ユキホマレ

北海道 光黒 いわいくろ 中生光黒 トカチクロ 晩生光黒

は、大粒大豆を除く

は、大粒大豆の粒度が8.5ミリメートル以上

は、大粒大豆の粒度が9.1ミリメートル以上

品種名

（別表）品種群について設定されている産地品種銘柄一覧



道県 銘柄数

北海道 3 スズヒメ スズマル ユキシズカ

岩手県 2 コスズ すずほのか

宮城県 1 コスズ

秋田県 1 コスズ

山形県 2 コスズ すずかおり

福島県 1 コスズ

茨城県 1 納豆小粒

栃木県 1 納豆小粒

新潟県 1 コスズ

石川県 1 コスズ

三重県 1 すずおとめ

福岡県 1 すずおとめ

熊本県 1 すずおとめ

大分県 1 すずおとめ

合計 18

品種名等

平成２０年産　普通大豆及び特定加工用大豆（小粒及び極小粒）の産地品種銘柄一覧

平成１３年２月２８日農林水産省告示第２４４号

一部改正（平成２０年８月１９日公示、９月１９日施行）



県 銘柄数

青森県 1 階上早生

山形県 2 でわかおり 最上早生

茨城県 1 常陸秋そば

宮崎県 1 みやざきおおつぶ

合計 5

品種名等

平成２０年産　普通そばの産地品種銘柄一覧

平成１３年２月２８日農林水産省告示第２４４号

一部改正（平成２０年８月１９日公示、９月１９日施行）


