
府県 銘柄数

滋賀県 32 秋の詩 キヌヒカリ 吟おうみ コシヒカリ 日本晴 あきたこまち あきだわら 亜細亜のかおり 笑みの絆 縁結び 亜細亜のかおり

みずかがみ ゆめおうみレーク６５ 大粒ダイヤ きぬむすめ ササニシキ つくばＳＤ1号 にこまる 大粒ダイヤ

　 にじのきらめき ハイブリッドとうごう３号 ハナエチゼン ヒカリ新世紀 ひとめぼれ つくばＳＤ1号

ヒノヒカリ ほむすめ舞 みつひかり みどり豊 ミルキークイーン

ゆうだい２１ 夢ごこち 夢の華 夢みらい

京都府 17 キヌヒカリ コシヒカリ どんとこい 日本晴 ヒノヒカリ いのちの壱 縁結び きぬむすめ 京式部 京の輝き きぬむすめ

フクヒカリ 祭り晴 にこまる ヒカリ新世紀 ほむすめ舞 ミルキークイーン 夢ごこち

大阪府 10 キヌヒカリ コシヒカリ ひとめぼれ ヒノヒカリ 祭り晴 あきたこまち きぬむすめ 恋の予感 てんたかく にこまる 恋の予感

てんたかく

兵庫県 31 キヌヒカリ コシヒカリ どんとこい 日本晴 ヒノヒカリ あきたこまち あきだわら いのちの壱 かぐや姫 歓喜の風 ※てんたかく81を追加

きぬむすめ たちはるか ちほみのり つきあかり とよめき

中生新千本 にこまる ハナエチゼン ぴかまる ヒカリ新世紀

兵庫ゆめおとめ フクヒカリ ほむすめ舞 みつひかり みどり豊

ミルキークイーン むらさきの舞 ゆうだい２１ ゆかりの舞 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 14 イクヒカリ キヌヒカリ きぬむすめ コシヒカリ 日本晴 つや姫 にこまる にじのきらめき ヒカリ新世紀 にじのきらめき

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

府県 銘柄数

滋賀県 4 滋賀羽二重糯 ヒメノモチ マンゲツモチ 峰の雪もち

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

奈良県 1 ヒヨクモチ

和歌山県 1 モチミノリ

府県 銘柄数

滋賀県 4 吟吹雪 玉栄 山田錦 滋賀渡船６号

京都府 3 五百万石 祝 山田錦 祝

大阪府 3 雄町 五百万石 山田錦

兵庫県 24 五百万石 山田錦 愛山 伊勢錦 いにしえの舞 雄町 白菊 雄町

新山田穂１号 神力 神龍錦 たかね錦 但馬強力 神龍錦

杜氏の夢 野条穂 白鶴錦 兵庫北錦 兵庫恋錦

Hyogo Sake 85 兵庫錦 兵庫夢錦 フクノハナ 辨慶

山田穂 渡船２号

奈良県 2 露葉風 山田錦

和歌山県 3 山田錦 五百万石 玉栄

府県 銘柄数

滋賀県 7 シロガネコムギ 農林６１号 ふくさやか ニシノカオリ びわほなみ ミナミノカオリ ゆめちから

京都府 3 ニシノカオリ 農林６１号 せときらら

兵庫県 6 シロガネコムギ ふくほのか せときらら セトデュール ミナミノカオリ ゆめちから

奈良県 2 ふくはるか はるみずき はるみずき

. 銘柄数

滋賀県 2 ファイバースノウ ミノリムギ

兵庫県 2 シュンライ ファイバースノウ

府県 銘柄数

滋賀県 1 ニューサチホゴールデン ニューサチホゴールデン  サチホゴールデン（廃止）

京都府 1 ニューサチホゴールデン ニューサチホゴールデン  サチホゴールデン（廃止）

府県 銘柄数

滋賀県 3 イチバンボシ キラリモチ ダイシモチ

兵庫県 2 キラリモチ 米澤モチ２号

府県 銘柄数

 里のほほえみ

すみさやか

京都府 5 エンレイ オオツル タマホマレ 京白丹波 サチユタカ

兵庫県 7 オオツル サチユタカ タマホマレ 夢さよう あやこがね こがねさやか たつまろ
サチユタカ
サチユタカA1号

奈良県 2 あやみどり サチユタカ
サチユタカ
サチユタカA1号

みつひかり２００３
みつひかり２００５

新規設定
産地品種銘柄
のうち、品種群
を構成する品種

てんたかく
てんたかく81

みつひかり２００３
みつひかり２００５

水稲もちもみ及び水稲もち玄米

令和４年産　産地品種銘柄一覧

必須銘柄 選択銘柄

水稲うるちもみ及び水稲うるち玄米

必須銘柄 選択銘柄

普通小粒大麦

必須銘柄 選択銘柄

必須銘柄 選択銘柄

醸造用玄米

必須銘柄 選択銘柄

滋賀県 7 エンレイ オオツル ことゆたか

※区分の変更
　（必須→選択）

タマホマレ フクユタカ 里のほほえみ すみさやか
ことゆたか
ことゆたかA1号

必須銘柄 選択銘柄

必須銘柄 選択銘柄

普通裸麦

必須銘柄 選択銘柄

普通大豆及び特定加工用大豆(大粒大豆及び中粒大豆)

普通大粒大麦

普通小麦


