
品　　名 備　　考 品　　名 備　　考

みかん 清美 甘柿 太秋

みかん はるみ 甘柿 いさはや

みかん せとか 甘柿 黒柿

みかん はるか 甘柿 大豊

みかん 早生 甘柿 貴秋

みかん ジャバラ 甘柿 早秋

みかん 青島 甘柿 陽豊

みかん 青島温州 甘柿 筆柿（不完全甘柿）

みかん 青島4号 甘柿 さえふじ

みかん 宮川早生 甘柿 百目

みかん 温州 甘柿 水島

みかん 石地温州 甘柿 富有

ブラッドオレンジ 甘柿 次郎

モロオレンジ 渋柿 平核無

ネーブル 渋柿 蜂屋

紅はっさく 渋柿 大蜂屋

紅甘夏 渋柿 富士柿

タンカン 渋柿 太夫

キンカン 渋柿 愛宕

デコポン 渋柿 西条柿

ポンカン オリーブ J5

レモン オリーブ シプレシーノ

レモン リスボン オリーブ ひなかぜ

レモン とげなし オリーブ フラントイオ

レモン ジャンボ オリーブ チップレッシーノ

大実ゆず オリーブ マンザニロ

花ゆず オリーブ コラティーナ

すだち オリーブ コレッジョラ

カボス オリーブ チプレッシーノ

カリン オリーブ ネバディロブランコ

いちじく 日本種 オリーブ レッチーノ

いちじく ネグローネ オリーブ ルッカ

いちじく ドーフィン オリーブ ミッション

いちじく ホワイトゼノア オリーブ コロネイキ

いちじく リサ すもも 太陽

いちじく 一才 すもも 貴陽

いちじく ロングデュート すもも ハリウッド

いちじく アーチペル すもも ソルダム

いちじく グリスビファレ すもも 大石早生

果樹苗
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ナツメ 梅 紅さし

大実ナツメ 皇帝 梅 白加賀

ネクタリン ファンタジア 梅 南高梅

ネクタリン フレバートップ 梅 豊後

ネクタリン 秀峰 銀杏 藤九郎

プルーン サンプルーン 銀杏 久寿

プルーン シュガープルーン アケビ

プラム キウイ 東京ゴールド(ﾒｽ)

桃 大久保 キウイ ジャンボイエロー(ｵｽ・ﾒｽ)

桃 白鳳 キウイ ゴールデンキング(ｵｽ・ﾒｽ)

桃 あかつき キウイ トムリ　(ｵｽ・ﾒｽ)

ザクロ ワンダフル キウイ ヘイワード(ｵｽ・ﾒｽ)

あんず ゴールドコット キウイ 早生  (ｵｽ)

あんず 平和 サルナシ 斑入り

あんず おひさまコット サルナシ ジャンボサルナシ

サンショウ サンショウトキワ ポポー

サンショウ 朝倉サンショウ 梨 甘太

グミ 一才グミ 梨 はつまる

グミ びっくりグミ 梨 新高

グミ 大実西洋グミ 梨 幸水

さくらんぼ 佐藤錦 梨 豊水

さくらんぼ 黄実 りんご 津軽

さくらんぼ 高砂 りんご 世界一

さくらんぼ ナポレオン りんご ふじ

さくらんぼ 紅秀峰 スレンダーアップル

野ぶどう 瑠璃姫 スレンダーアップル テラモン

ぶどう 巨峰 クラブアップル レモイネ

ぶどう 藤念 クラブアップル ドルゴ

ぶどう ピオーネ クラブアップル プロフュージョン

ぶどう タルット クラブアップル ヴァン・エセルディン

ぶどう 紅伊豆 アルプス乙女

ぶどう ハニーシードレス ビワ 大実ビワ

ぶどう デラウェア ビワ ビワクイーン長崎

ぶどう シャインマスカット ビワ 長崎

ぶどう ひすい ビワ 夏タヨリ

ぶどう キャンベル ビワ 田中

山桃 秀峰 タラの芽

山桃 ズイコウ タラの芽 とげなし

山桃 森口
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ブルーベリー ラビットアイ系各種 栗 利平

ブルーベリー ハイブリット系各種 栗 銀寄

ブルーベリー サザンハイブッシュ系各種 栗 森早生

ブルーベリー ノーザンハイブッシュ系各種 栗 丹沢

ブルーベリー ティフブルー 栗 天津甘栗

クランベリー 栗 筑波

ガーデンハックルベリー 栗 岸根

スイートマルベリー 栗 ぽろたん

ブラックベリー 菓子クルミ

ジューンベリー アーモンド

大実チョコベリー ヘーゼルナッツ アレアルフォルサ

クックベリー ヘーゼルナッツ ハレシェリーゼン

カシスブラックカラント ヘーゼルナッツ ジェファーソン

ヘーゼルナッツ サカジャウエア

ヘーゼルナッツ ヤムヒル
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