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落葉果樹苗木カタログ
令 和 ４ 年 秋 〜 令 和 ５ 年 春

ご あ い さ つ
平素より格別のお引き立てを賜り厚く御礼
申し上げます。弊社は創業以来「品種正確で
優良な苗木」をテーマに社員一同自家生産に
励んでまいりました。現在弊社の採種、台木
から本苗までの一貫した生産体制は、全国で
も有数に至っております。
近年、種苗生産者の減少、毎年パターンの
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違う特殊な気象状況から全国的に苗木の供給
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苗木の確保をお勧め致します。今後とも変わ
らぬお付き合いのほどをお願い申し上げます。
令和４年８月吉日

代表取締役社長

松 澤 正 樹
（果樹種苗管理士）

代表取締役会長

松 澤

孝

（果樹種苗管理士）

有限会社小町園のマークについて
「品種正確な優良苗木」を自然の中で、職人の

手仕事で育成するという企業姿勢を踏まえて、
0（ゼロ）から1を作り出す苗木づくりを0（大
地）と1（苗木）によって表現しました。

SWEET APPLE

小町園

KOMACHI
EN CO.,LTD.

りんご有望品種

千ちゃん

奥州ロマン

種苗法登録（平成 29 年 3 月 22 日失効）

種苗法登録品種第 25260 号

千ちゃん

奥州ロマン

育成元

商標登録品種、育成者より許諾済

□ JM ７台

特等

10 本

33,000 円（税別価格 30,000 円）

小町園育成小粒りんご！
弊社にて、平成１年千秋の自然交雑種子を採種、翌年播種。育成選抜し
て、平成 20 年種苗法登録品種第 16786 号を獲得した、10 月に熟する
栽培容易な千秋味の小粒りんごである。

®

海外持出禁止

□丸葉台 特等 10 本 22,000 円（税別価格 20,000 円）
□ M9 ナガノ台丸葉付 特等 10 本 22,000 円（税別価格 20,000 円）
岩手県奥州市、紅果園の高野卓郎氏が育成した鮮やかな紅色が美しい、
育成地で 10 月中下旬に収穫できる期待の品種である。
平成 13 年、シナノゴールドにつがるを交配。育成選抜を経て平成 28

果実は円錐形で果重 50 〜 80g と小粒。果皮は赤色に全面着色する。

年種苗法登録品種第 25260 号を獲得。品種名は「高野 5 号」
。商品名は

果肉は黄色で肉質中位、蜜は入らない。糖度 17％前後で甘酸適和、千秋

奥州市を代表するりんご品種として育てたいとの思いから商標登録を獲得

の味に似て食味優良。裂果はほとんど無いが、年によりサビの発生がある。

した「奥州ロマン」として販売する。

熟期は弊社で 10 月上〜下旬、収穫前落果及び果肉変化が少ないので収穫
幅がある。日持性は常温で１カ月位。

育成者談として糖度 16％前後で酸味が少なく、シャキシャキした今迄
のりんご品種にない独特の歯触り。高温でも着色良好。芯カビ等の発生は

樹姿・樹勢共に中庸で開花期はつがるより数日早い。早成り性で豊産。
通常防除で目立った病害虫の被害なく作り易い。収穫幅があるので観光農
園等に利用価値が高いと思われる。

無く、中生品種とすれば貯蔵力は抜群である。
岩手県で行われた複数の果樹品種検討会の試食アンケートから「ふじ」
に比べ甘く、硬さを保っており、果汁も多いという回答が多かった。
・本品種は会員制とし、ご購入者の情報を収集します。
・会員資格を取得された方には 20 本からの販売としますが、自家増殖に
ついては制限を設けません。

甘い夢

種苗法登録品種第 26019 号

甘い夢
育成者より許諾済《本種は自家増殖を認めません》
□ 丸葉台 特等 10 本 33,000 円（税別価格 30,000 円）
□ M9 ナガノ台丸葉付 特等 10 本 33,000 円（税別価格 30,000 円）

なっぷる

種苗法登録品種第 24967 号

なっぷる
育成者よりより許諾済《本種は自家増殖を認めません》
□ 丸葉台 特等 10 本 33,000 円（税別価格 30,000 円）
□ M9 ナガノ台丸葉付 特等 10 本 33,000 円（税別価格 30,000 円）

長野県松川町（株）なかひら農場の中平義則氏がなっぷる他の自然交雑
実生より育成選抜した品種で、平成 29 年に種苗法登録品種第 26019 号
を獲得した極甘品種である。
果実は扁円形、果重 300g 位、果皮は黄白地に赤、縞は不明瞭。果肉は
黄白、肉質良く果汁多く、香りもある。適熟期の糖度は 18% 前後と極め
て高く酸味は感じない。熟期は８月下旬で、日持性は常温で約２週間。
耐病性強く、収穫前落果無く、つる割や日焼けも無く、豊産性で良品率
が高い。

長野県松川町（株）なかひら農場の中平義則氏がゴールデンの自然交雑
実生より育成選抜した黄色種で、平成 28 年種苗法登録品種第 24967 号
を獲得。出願迄に 14 年を要した。蜜入極多の注目品種である。
果実は扁円錐形で果重 320g 前後。果皮は黄色でさびはがくあに中位。
果肉は黄白で蜜入極多。糖度 15％前後、酸味は少なく風味があり、食味
はふじに似る。収穫期は 10 月 10 日前後、日持性は短い。
樹勢強く開帳性で花芽の着生良好。収穫前落果は少しある。
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NEW APPLE BY THE NAGANO FRUIT TREE EXPERIMENT STATION

小町園

KOMACHI
EN CO.,LTD.

長野県果樹試験場育成品種

シナノリップ

種苗法登録品種第 26584 号

シナノリップ
長野県原種センターより許諾済

原木のシナノホッペ

種苗法登録品種第 22366 号

海外持出禁止
長野県内のみ栽培可

□ 丸葉台 特等 10 本 22,000 円（税別価格 20,000 円）
□ JM7 台 特等 10 本 24,200 円（税別価格 22,000 円）
□ M ９ナガノ台丸葉付 特等 10 本 22,000 円（税別価格 20,000 円）

シナノホッペ

海外持出禁止

長野県原種センターより許諾済
□ 丸葉台 特等 10 本 19,800 円（税別価格 18,000 円） 長野県外は
□ JM ７台 特等 10 本 22,000 円（税別価格 20,000 円） 2,310 円高販売
□ M ９ナガノ台丸葉付 特等 10 本 19,800 円（税別価格 18,000 円）

長野県果樹試験場において、平成 12 年千秋にシナノレッドを交配、翌

長野県果樹試験場において、昭和 62 年あかねにふじを交配、育成選抜

年播種。育成選抜されてリンゴ長果 25 と命番、平成 30 年種苗法登録品

されて長果 20 と命番、現在種苗法登録品種第 22366 号を獲得したふじ

種第 26584 号を獲得したつがるの前に熟する早生種である。

より 10 日程熟期が早い、着色の濃い良食味品種。

果形良く、果重 300g 前後。果皮紫紅色で縞状に着色、白色ブルームが

果実は扁円形で果重 300g 程度、果皮は濃紅色に着色する。果肉は黄白

のる。糖度 14％、酸 0.4％と少ない。熟期は８月中下旬で、つがるの前。

色で硬い。蜜入りは中程度、糖度は 15％前後、酸度は 0.4％前後で食味

日持性は常温で１週間、冷蔵で１カ月程度。サビは少ない。

良好。熟期は育成地で 10 月末〜 11 月上旬でシナノスイートとふじの間

開花期は４月下旬〜５月上旬で、ふじ、つがるとは交雑和合。

となる。貯蔵性は常温で 3 〜 4 週間、冷蔵で 6 週間程度である。
樹姿開帳、樹勢中、側枝は出易い。開花期はふじとほぼ同時期で、ふじ、
つがるとは交雑和合、シナノスイート、千秋とは交雑不和合。サビは少な
く、つる割はふじより少ない。

原木のシナノプッチ
種苗法登録品種第 19262 号

シナノプッチ

原木のシナノピッコロ

種苗法登録（令和 3 年 7 月 14 日失効）

海外持出禁止

シナノピッコロ

長野県原種センターより許諾済
□ 丸葉台 特等 10 本 19,800 円（税別価格 18,000 円） 長野県外は
□ M ９ナガノ台丸葉付 特等 10 本 19,800 円（税別価格 18,000 円） 2,310 円高販売

□ 丸葉台 特等 10 本 19,800 円（税別価格 18,000 円）
□ M ９ナガノ台丸葉付 特等 10 本 19,800 円（税別価格 18,000 円）

長野県果樹試験場において、昭和 61 年つがるにさんさを交配、育成選

長野県果樹試験場において、昭和 54 年ゴールデンに茜を交配、育成選

抜されて平成 13 年長果 19 と命番、平成 22 年種苗法登録品種第 19262

抜されて長果 18 と命番、平成 18 年種苗法登録品種第 14317 号を獲得

号を獲得した９月中旬に成熟する着色容易な丸かじり用品種である。

した、シナノドルチェとほぼ同時期に熟する丸かじり用品種である。

果実は扁円形で、果重 150g 〜 200g、高温下でも着色容易。果肉は黄

果実は長円形で、果重 170g 前後、果皮は鮮赤色に着色し縞不明瞭。果

白色で褐変しにくく、クリスプ。果汁多く、糖度は 14％前後、酸度は 0.3％

肉は真白で硬く、褐変が遅い。肉質は中、果汁多く、香気があり、糖・酸

前後で甘味を強く感じ食味優れる。熟期は育成地で９月中旬、つがるより

共に中、甘酸適和で食味優良。蜜は入らない。熟期は育成地で９月中旬、

２週間程遅い。果樹は短いが収穫前落果は少ない。貯蔵性は常温で８日程

つがるより 10 日程遅い。収穫前落果は少ない。貯蔵性は常温で 10 〜

度、冷蔵で１カ月程度。

14 日、冷蔵で１カ月程度。

樹姿開張性、樹勢中、フェザー出易い。開花期はふじと同じかやや早く、
主要品種の多くと交配和合性。耐病性は主要品種と同程度。

樹姿開張性で樹勢中、フェザー出易い。葉は小さく、葉緑の波打ち大き
い。開花期はふじと同時期かやや遅く、主要品種の多くと交雑和合性であ
るが、つがるとは不和合。花芽の着生は良好である。
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NEW APPLE BY THE NAGANO FRUIT TREE EXPERIMENT STATION

小町園
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長野県果樹試験場育成品種

リンゴ長果 34

種苗法品種登録出願中

種苗法登録品種第 12732 号

リンゴ長果 34
（キルトピンク）

海外持出禁止
長野県内のみ栽培可

長野県原種センターより許諾済
□丸葉台

特等

10 本

原木のシナノドルチェ

33,000 円（税別価格 30,000 円）

出願品種名はキルトピンク。長野県果樹試験場が「ピンクパール」と「紅
玉」の交雑実生から選抜と「シナノスイート」との交配を経て育成した赤
果肉品種。

シナノドルチェ

海外持出禁止

長野県原種センターより許諾済
□ 丸葉台 特等 10 本 19,800 円（税別価格 18,000 円） 長野県外は
□ JM ７台 特等 10 本 23,100 円（税別価格 21,000 円） 2,310 円高販売
□ M ９ナガノ台丸葉付 特等 10 本 20,900 円（税別価格 19,000 円）
長野県果樹試験場において、昭和 58 年シナノゴールドと同じくゴール
デンに千秋を交配、選抜育成されて長果 17 と命番、平成 17 年種苗法登

11 月上旬から中旬に成熟し、果実の大きさは 300 〜 400 ｇ程度、果

録品種第 12732 号を獲得したつがるに続いて収穫できる早生品種。

形は円、果皮色は濃赤色。果実の着色は、果心を除く果肉部分の全面また

果実は長円形で、果重 300g 前後。果皮は縞状に中程度に着色する。果

は一部がピンク色に着色する。糖度は 15％、酸度は 0.8％程度で、糖度

肉の硬さは中、肉質はやや粗く蜜は入らない。糖度 14％前後、酸度 0.4

と酸度が高く、生食した場合、酸味は強いものの食味は濃厚である。また、

〜 0.5％で共に中、香気多く果汁多く食味は優良である。熟期は育成地で

硬度は 14 ポンド程度で、果汁が多くサクサクした食感がある。冷蔵条件

９月上〜中旬、つがるより 10 日程遅い。芯カビ、収穫前落果は年により

で 2 カ月程度貯蔵できる。

発生が認められるので要注意。貯蔵性は常温で２週間程度。

果肉色を活かしたサラダ用のカットフルーツやセミドライ加工等、新た
な需要の創出が期待されている。

樹姿やや開張で、樹勢・大きさは中。開花期はふじよりやや遅く、主要
品種の多くと交雑和合性であるが、王林とは交雑不和合。

原木のシナノスイート

原木のシナノゴールド

種苗法登録（平成 26 年 8 月 23 日失効）

種苗法登録品種第 7328 号

シナノスイート

シナノゴールド

海外持出禁止

長野県原種センターより許諾済
□ 丸葉台 特等 10 本 18,700 円（税別価格 17,000 円）
□ JM7・2 台 特等 10 本 22,000 円（税別価格 20,000 円）
□ M ９ナガノ台丸葉付 特等 10 本 19,800 円（税別価格 18,000 円）

□ VF 丸葉台 特等 10 本 19,800 円（税別価格 18,000 円） 長野県外は
□ VF JM7・2 台 特等 10 本 23,100 円（税別価格 21,000 円） 2,310 円高販売
□ M ９ナガノ台丸葉付 特等 10 本 20,900 円（税別価格 19,000 円）

長野県果樹試験場において、昭和 53 年ふじにつがるを交配、育成選抜

長野県果樹試験場において、昭和 58 年にゴールデンに千秋を交配、育

されて長果 10 と命番、平成８年種苗法登録品種第 5139 号を獲得した。

成選抜されて長果 15 と命番、平成 11 年種苗法登録品種第 7328 号を獲

果実は円形で、
果重 320g 前後と大玉。果皮は赤〜濃赤色縞状に着色し、
平暖地では淡いが、高標高地帯では濃着色する。糖度 14 〜 15％と高く、

得した、中生の美味黄色品種である。
果実は長円形で、果重 300g 前後。果皮は黄色で、つるさびの発生は多

酸味は 0.3％と少ない。果肉のきめ・硬さは共に中で、果汁多く食味優良

いが程度は少、果点のさび、荒れは少ない。果肉は黄白色で、きめ、硬さ

である。
熟期は育成地で９月下旬〜 10 月上旬。
千秋とほぼ同じかやや遅い。

は共に中で果汁多い。糖度 15％前後、酸度 0.4 〜 0.5％、甘酸適和を代

貯蔵性は普通貯蔵で２週間程度、冷蔵では２カ月程度と中生種としては良

表する優良食味である。
熟期は育成地で 10 月中旬、
王林より２週間程早い。

い。生理落果や果実の生理障害はない。芯カビは生育期間高温の年にみら

貯蔵性は常温で２〜３週間、冷蔵で３カ月程度と長い。

れるが、芯腐れには至らない。
樹姿・樹勢共に中庸で、花芽の着生よく収量性は高いと見られる。主要
品種との相互の交配親和性は高い。自家結実性はみられない。通常防除で
病害虫被害の目立つものはない。

樹姿・樹勢共に中庸、花芽の着生良い。主要品種との交配親和性高く、
自家結実性も認められるが、開花期が遅いので授粉樹には不適当である。
玉揃い良く、果実の生理障害・収穫前落果は少ない。
黄色種であり、酸味はやや強いので、適期収穫の励行を願いたい。
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APPLE BY THE APPLE RESEARCH CENTER NIFTS.

農研機構果樹茶業研究部門

小町園

KOMACHI
EN CO.,LTD.

リンゴ研究領域育成品種
りんご授粉専用品種

種苗法登録品種

JM 系台木

海外持出禁止
公示（農水省 HP）
参照

果種協より許諾済

（独）農研機構果樹研究所がふじ・つがるの単植化に向けた授粉樹とし
て選定した品種。

センチネル

農研機構果樹研究所リンゴ研究拠点において、昭和 47 年丸葉海棠「セ

果種協より許諾済

イシ」に M9 を交配、昭和 59 年 10 系統を選抜、翌年系適供試された。

□ VF 丸葉台 上苗 10 本
22,000 円（税別価格 20,000 円）

挿木繁殖可能なわい性台木として、平成 8 〜 9 年 5 系統農林登録され、
平成 11 〜 12 年種苗法登録品種となったりんごわい性台木である。
JM 系台木は、日本の気候風土に根ざす東洋系わい性台木として、最大

ふじより開花が数日早く、頂芽花

の注目をあびて発表され、リンゴ研究拠点において長年の実績があり営利

を主体に腋芽花も利用でき、ふじの

栽培用台木として広く活用可能です。
栽培面積の最も多い「ふじ」は、JM １が最適と思われ、JM １は地上

授粉樹として優れている。蕾はピン

に出す長さに反応する台木として注目されます。ふじ以外の品種は JM １

クであるが、開花に伴って花弁は白
くなる。樹勢はやや強く、樹は直立

又は JM ７が有望と思われます。JM ２は半わい性で、無支柱わい化栽培

農研機構©
センチネル

用の台木として期待されます。

性で側枝は出にくい。

リンゴ研究拠点成績による特性表

レッドバッド

品種 わい化度 生産効率 耐水性 ACLSV ASPV A・ワタムシ 支柱 挿木
JM 1

わい性

高

中

感受性 抵抗性

抵抗性

要

JM 7

わい性

高

強

抵抗性 抵抗性

抵抗性

要

良

中

強

抵抗性 抵抗性

感受性

−

極良

JM 2 半わい性

良

果種協より許諾済

□ VF 丸葉台 上苗 10 本
22,000 円（税別価格 20,000 円）
開花始めはふじより 2 日遅いが、

種苗法登録品種第 9403 号

満開期はほぼ同時である。樹冠の拡
大は比較的早く、側枝の発生や花芽

こうたろう

海外持出禁止
公示（農水省 HP）
参照

果種協より許諾済
□ VFJM ７台

特等

10 本

19,800 円（税別価格 18,000 円）

の着生は良好。赤い小さい果実がた
わわに実るが、樹上での持ちが良い

農研機構©
レッドバッド

ので花材としても注目される。

果実は円形で、果重 300g 前後、果皮は鮮赤色に着色して美麗。糖度
14 〜 15％、酸度 0.34 前後、甘酸適和で芳香があり食味優良。熟期は長
野県で 10 月中旬、シナノスイートより少し遅い。日持性は、普通貯蔵で
25 日、冷蔵で 70 日前後、ふじよりは劣る。
樹勢強く、樹姿開張性。開花期はふじより４日程遅く、秋映とは交配不
和合性。斑落は抵抗性、黒星病は罹病性。

種苗法が改正されました

TOPICS

■表示を確認しましょう
登録品種の種苗には、
「登録品種」や「

■増殖した種苗の販売や譲渡には許諾が必要です
」などの表示が義務付け

られています（令和３年４月１日から）
。種苗を購入する際は、表示
を確認しましょう。

■増殖には許諾が必要です
令和４年４月１日から登録品種の収穫物の一部を自己の経営内で次
期作の種苗として使うこと※にも、原則として育成者の許諾が必要に
なります（育成者が認めていれば増殖できます）
。※改正前の種苗法
で自家増殖とされている行為

■簡易な許諾方法
登録品種の自家増殖について、品種によっては団体を通じた簡易な
許諾手続きも可能です。

増殖した登録品種の種苗は、これからも今までと同様に育成者の許
諾なしには譲渡や販売はできません。

■海外への持ち出しに注意
海外持出禁止との条件が定められている場合、この様な種苗の海外
への持ち出しは法令違反になります（令和３年４月１日から）
。

■栽培地域が限定された品種もあります
登録品種には、海外持出禁止や栽培地域の限定などの条件を付ける
ことが可能になりました（令和３年４月１日以降の出願品種から）
。

■利用条件にも注意
国内栽培地域の限定など条件が有る場合がありますので、種苗に記
載される利用条件を確認しましょう。
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RED SPORT FUJI

小町園

KOMACHI
EN CO.,LTD.

ふじ枝変わり品種

原木のふじいち

ふじいち

®

原木の長ふ 12

長ふ 12

（有）小町園商標登録品種
□ 丸葉台 特等 10 本 22,000 円（税別価格 20,000 円）
□ JM1・2 台 特等 10 本 22,000 円（税別価格 20,000 円）
□ M ９ナガノ台丸葉付 特等 10 本 22,000 円（税別価格 20,000 円）
松本市梓川の原俊朗氏の園で最近発見された三島系ふじの枝変わりで、
究極の二系タイプ着色系と言って過言でない、全面濃紅色縞状着色系統で
ある。着色明るく食味良好で玉揃い良く豊産。その他熟期、枝梢等の形質
はふじと同じである。

□ VF 丸葉台 特等 10 本 18,700 円（税別価格 17,000 円）
□ VFJM １台 特等 10 本 22,000 円（税別価格 20,000 円）
□ M ９ナガノ台丸葉付 特等 10 本 19,800 円（税別価格 18,000 円）
松本市梓川の故原今朝生氏の園にて発見されたふじの二系タイプ着色系
枝変わりで、長野県下全域導入対象系統である。
濃紅色縞状に全面着色するが、着色が進むと縞は不明瞭になる。無袋で
着色明るく、平暖地にても着色は安定している。熟期はふじより数日早く
（長ふ２と長ふ６の中間）
、食味良好で玉揃いも良い。

レッドセブン

三島系ふじ

レッドセブン

三島系ふじ

□ JM １台

□ 丸葉台 特等 10 本 18,700 円（税別価格 17,000 円）
□ M ９ナガノ台丸葉付 特等 10 本 19,800 円（税別価格 18,000 円）

特等

10 本

22,000 円（税別価格 20,000 円）

岐阜県中津川市の豊楽園で発見された長ふ２の一樹変異。

秋田県平鹿郡三島地区にて発見された系統で、秋ふ 47。縞が明瞭な二

長ふ２より１週間、ふじより約２週間早熟で、着色形態・玉揃い・蜜の

系で、果実に葉が密着した部分以外は着色する特性があり、着色管理省

り等は、本来の長ふ２と同様で、早生ふじにありがちな果肉の軟化はなく、

力化可能系統として注目されている。着色の濃さは長ふ 2・12 より劣る。

食味は本来の長ふ２と同様に優良である。

熟期はふじよりやや早いが、長ふ 2・12 よりは遅れる。

5

SWEET APPLE

小町園

KOMACHI
EN CO.,LTD.

りんご有望品種

はるか
（有袋）

種苗法登録品種第 9930 号

秋

映

種苗法登録（平成 14 年 3 月 12 日失効）

はるか

海外持出禁止

秋映

登録者より許諾済
□ JM ７台

特等

10 本

27,500 円（税別価格 25,000 円）

前岩手大学農学部教授、横田清氏が育成した甘系黄色晩生種で、ふじと
同時期に熟し、ふじとの２色贈答用に評価急上昇中である。

□ 丸葉台 特等 10 本 18,700 円（税別価格 17,000 円）
□ JM7・2 台 特等 10 本 22,000 円（税別価格 20,000 円）
□ M9 ナガノ台丸葉付 特等 10 本 19,800 円（税別価格 18,000 円）

昭和 52 年ゴールデンデリシャスの自然交雑種子を播種、育成選抜され
て平成 14 年種苗法登録品種第 9930 号を獲得した品種である。
果形長円錐形、果重平均 260g で大きいものは 300g を超える。果皮
は黄色で陽光面薄赤に着色する。サビは少ない。果肉は黄色で極めて硬く

長野県中野市の故小田切健男氏が千秋につがるを交配、育成した中生の
品種で、平成５年種苗法登録品種第 3411 号を獲得したが失効。
果 実 は 長 円 形 で 果 重 300g 前 後、 大 き な も の は 350g に な る。 果 皮

しまり、肉質良く果汁に富む。糖度 15 〜 17％と高く、酸 0.3％と少なく、

は濃紅色に無袋で全面着色する。果肉は硬く肉質やや粗、糖度 15% 前

蜜が入り甘味を強く感じる。熟期は育成地で 11 月中旬でふじとほぼ同時

後、酸度 0.45% 前後と甘酸適和で食味良好である。熟期は育成地（標高

期。貯蔵性高く冷蔵で翌年４月迄可能。

370m）で９月下旬で、日持性良く普通貯蔵で 20 日〜 30 日間。

樹勢中庸、やや開張性で短果枝の着生多い。開花期は王林より２日遅く、
ふじより２日程早い。花粉量多いが自家授精は少ない。収穫前落果は極め

裂果はないが、収穫前落果は年により発生するので要注意。こうたろう・
シナノゴールドとは交配不和合性である。

て少ない。斑点落葉病には強く、芯カビ・ウドンコ病は現在迄認められて
いない。他の病害虫は通常防除で現在迄問題ない。

王林 （品種解説省略）
□ 丸葉台 特等 10 本 18,700 円（税別価格 17,000 円）
□ M9 ナガノ丸葉付 特等 10 本 19,800 円（税別価格 18,000 円）

西谷紅玉（品種解説省略）
□ 丸葉台 特等 10 本 18,700 円（税別価格 17,000 円）
□ M9 ナガノ丸葉付 特等 10 本 19,800 円（税別価格 18,000 円）
スマイルつがる

スマイルつがる
選抜命名元
□ 丸葉台 特等 10 本 18,700 円（税別価格 17,000 円）
□ M9 ナガノ台丸葉付 特等 10 本 19,800 円（税別価格 18,000 円）

M9 ナガノ丸葉付台木
□ 上苗

10 本

11,000 円（税別価格 10,000 円）

長野県松本市梓川の佐原園において、松田系として導入した中より、着
色・食味共に優れる系統を更に選抜した、優良着色系つがるであり、標高
660 ｍ地帯では８月一杯に出荷が終了出来る。

生産性を著しく低下させる要注意潜在ウイルス

果実は 350g 以上と大きく、糖度 14 〜 15.5％と高く、果汁多く食味

◎ ACLSV................... リンゴクロロティックリーフスポットウイルス

優れる。着色と熟度の進行が揃い、着色明るく、全面ベタ赤タイプで縞は

○ ASGV ........................................リンゴステムグルービングウイルス

入らない。熟期は長野県で、８月下旬〜９月初旬。

◎ ASPV .........................................リンゴステムピッティングウイルス

芳明に比べ、着色明るく、果実やや大きく、尻こけ少ない。着色同時進
行型なので熟度の遅れはなく、食味優良である。
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○ PSBV...................... リンゴプラチカルパスケーリーバークウイルス
弊社生産発売のりんご苗木は全て ACLSV 普通系フリーです。

NASHI PEAR ROOTSTOCK

小町園

KOMACHI
EN CO.,LTD.

純系北支豆梨台木
純系北支豆梨台木の梨苗木をお植え下さい。
１．北支豆梨について

北支豆梨は、中国東北部の原産で、果実は大豆位の大きさで非常に小さ
く、２心室で、果皮は灰褐色〜暗褐色である。樹は強勢で、枝梢分岐し易
く、新梢や葉が白い毛茸に覆われる特徴がある。開花は日本梨より５〜７
日程遅い。黒星病には弱い。
弊社においては、昭和 35 年頃導入、以後再導入、選抜、淘汰を行い、
採種母樹園を設置して、同一母本より毎年採種し、現在に至っている。国
内にあって果実大きく、葉の緑濃く北支豆梨と称される梨は、そのほとん

純系北支豆梨

どが日本豆梨、日本梨又は山梨等との交雑種と思われる。
北支豆梨は台木に利用された場合、最もその能力を発揮し、乾燥や低温
に強いことが知られている。弊社の経験では、過湿にも相当耐えることが
判明している。その為、ユズ肌果・石梨果・縮果病の予防に用いられる。
当伊那地方は二十世紀の一大産地であり、ユズ肌果の予防対策に大きな役
割を果たし、また幸水においては、胴枯病予防として当台木二十世紀が中
間台として使われ、効果を上げている。果実内容にも変化を来たし、二十
世紀・幸水等では玉揃い良好、果皮滑らか、肉質よりち密になる。
北支豆梨の種子は非常に小さく、播種後１年では台木利用が難しい為、
弊社では２年間養成して使用している。北支豆梨は深根性で細根に富むが、
当台木使用樹の伸長は、山梨台木樹に比べややわい性で、８割程度である。
その為節間つまり、コンパクトな樹形で花芽つき易くなり栽培し易くなる。

北支豆梨採種風景

□ 上苗

100 本

※本カタログ中の「北豆台」とは上記台木の簡略記載です。

88,000 円（税別価格 80,000 円）

NEW NASHI PEAR BY THE NAGANO NANSHIN AGRI.EXP.STN.

長野県南信農業試験場育成品種

小町園

KOMACHI
EN CO.,LTD.

北豆台

原木のサザンスイート

種苗法登録品種第 21631 号

サザンスイート

種苗法品種登録出願中

海外持出禁止

特等

10 本

22,000 円
（税別価格 20,000 円）

南農ナシ６号 完 売
（天空のしずく）

長野県原種センターより許諾済
□ 北豆台

南農ナシ 6 号

長野県外は
2,310 円高販売

長野県南信農業試験場において、平成 3 年八里に南水を交配、育成選
抜され南農ナシ 4 号と命番、平成 24 年種苗法登録品種第 21631 号を獲
得した。幸水より 1 週間程度早熟で極甘な早生の赤梨である。

海外持出禁止
長野県内のみ栽培可

長野県原種センターより許諾済
□北豆台

特等

10 本

33,000 円（税別価格 30,000 円）

長野県南信農業試験場において育成された病害に強い中生品種。
「南水」
へ繋がる県オリジナル品種としてリレー販売が見込まれる。
収穫期は 9 月上〜中旬で、
「豊水」より 5 日程度遅く、
「南水」より 11

果実は腰高な広楕円形で果重 300g 前後。果皮は緑〜黄褐色。肉質はや

日程度早い。果形は円形で、果実の大きさは約 400 〜 500 ｇ。果皮色は

や粗いが果汁多く、糖度 13.5 〜 15％と早生としては非常に高く、酸味

黄赤褐色。果肉は白色で適度な歯ごたえとシャリ感があり果汁が多い。糖

少なく食味優良。熟期は育成地で 8 月中旬、幸水より 1 週間早い。

度は 15％前後、酸度は pH4.5 程度で良食味。

樹勢中庸、短果枝の着生良好。開花は豊水と同時期。黒斑病に抵抗性、
黒星病に耐病性を有する。

病害に強く黒斑病に対して抵抗性を、黒星病に対して耐病性を有する。
無袋栽培が可能。樹勢は中で、短果枝主体で栽培可能。
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NEW APPLE
NASHI
PEAR BY
BY THE
THE NAGANO
NATIONAL
FRUIT
INSTITUTE
TREE EXPERIMENT
OF FRUIT TREE
STATION
SCIENCE

小町園

KOMACHI
EN CO.,LTD.

農研機構果樹茶業研究部門育成
長野県果樹試験場育成品種 梨品種 北豆台
種苗法登録品種第 23912 号

種苗法登録品種第 23913 号

甘太

海外持出禁止
公示（農水省 HP）
参照

果種協より許諾済
□ VF 北豆台

特等

10 本

27,500 円（税別価格 25,000 円）

凛夏

海外持出禁止
公示（農水省 HP）
参照

果種協より許諾済
□ VF 北豆台

特等

10 本

27,500 円（税別価格 25,000 円）

平成 10 年王秋にあきづきを交配、翌年播種。育成選抜され平成 19 年

平成 8 年（おさ二十世紀×豊水）にあきあかりを交配、翌年播種。育

筑波 58 号として系適供試、平成 27 年種苗法登録品種第 23913 号を獲

成選抜され平成 19 年筑波 55 号として系適供試。平成 27 年種苗法登録

得した新高とほぼ同時期に熟する高品質な晩生赤梨である。

品種第 23912 号を獲得した暖地にても花芽枯死の発生が少ない注目品種

果実は広楕円形で、果重 550g 程度、有てい果の発生が多い。果皮は黄
褐色でさびの発生が多い。果肉は白く軟らかい。糖度は新高より高く、酸

である。
果実は円形で果重 500g 程度。果皮は黄褐色で果面は滑らか。果肉は白

味は中程度で濃厚な食味で果汁は多い。成熟期は新高と同じかやや遅く、

く軟らかい。糖度は幸水よりやや低い。酸味はやや感じ、果汁は多い。収

貯蔵性は新高よりやや劣る。

穫期は幸水より 1 週間程度遅い。貯蔵性は中程度で幸水より良い。

開花期は幸水とほぼ同時期で自家和合性はない。樹勢は強く立性。黒斑

樹勢はやや強く立性。開花期は幸水とほぼ同じで花粉があるが自家和合

病抵抗性、黒星病はり病性だが慣行防除で対応可能。

性はない。黒斑病抵抗性、黒星病はり病性。

種苗法登録品種第 16480 号

種苗法登録品種第 9401 号

なつしずく
果種協より許諾済
□北豆台

特等

10 本

海外持出禁止
公示（農水省 HP）
参照

24,200 円（税別価格 22,000 円）

あきづき

海外持出禁止
公示（農水省 HP）
参照

果種協より許諾済
□ VF 北豆台

特等

10 本

22,000 円（税別価格 20,000 円）

平成 2 年平塚 25 号（幸水×菊水）に筑水（豊水×八幸）を交配、播種

昭和 60 年新高×豊水に幸水を交配、平成 3 年選抜、平成 4 年より系統

育成して系統名筑波 50 号として系適供試、平成 17 年なし農林 23 号に

名筑波 47 号として系適供試、平成 10 年なし農林 19 号に登録、平成 13

登録、平成 20 年種苗法登録品種第 16480 号を獲得した早生青梨である。

年種苗法登録品種第 9401 号を獲得した。

果実は扁円形で果重 330g 前後。果皮は無袋栽培でもサビが少なく、外

果実は扁円形で果重 500g 前後の大果。果皮は黄赤褐色の赤梨で果面は

観良好。糖度は 11.8% 前後、酸味少なく果肉軟らかく果汁多く食味は幸

きれいだが、有てい果の割合が高い。果肉は白色で軟らかく、糖度 12%

水並に優れる。熟期は育成地で 8 月中旬、幸水より 1 週間程早い。蜜症

前後（南信農試 14.9%）で酸味は少ない。香りは少ないが渋味なく食味

の発生は少ないが、収穫前落果はわずかに見られる。

優良である。熟期は育成地で 9 月下旬、豊水より 10 日遅く、新高より約

樹勢はやや強く、枝の発生密度はやや少ない。短果枝の着生は中、腋花
芽の着生はやや少であり、花芽の確保・維持に工夫が必要。
黒斑病に抵抗性、黒星病は通常防除で問題ない。

7 日早い。日持性は常温で 10 日から 2 週間位。
樹勢強く、枝梢は太い。短果枝の着生少なく、花芽の着生・維持に工夫
が必要。開花期は豊水と同時期で、自家結実性は低いが、結実性は良好で、
早期落果・後期落果ともなく、収量性は高い。

農研機構 © 甘太
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農研機構 © なるみ

NEW APPLE
NASHI
PEAR BY
BY THE
THE NAGANO
NATIONAL
FRUIT
INSTITUTE
TREE EXPERIMENT
OF FRUIT TREE
STATION
SCIENCE

小町園

KOMACHI
EN CO.,LTD.

農研機構果樹茶業研究部門育成
長野県果樹試験場育成品種 梨品種 北豆台
種苗法登録品種第
第 25276 号

なるみ
み

種苗法登録品種第 11119 号

完売

海外持出禁止
公示（農水省 HP）
参照

果種協より許諾済
□ VF 北豆台

特等

10 本

33,000 円（税別価格 30,000 円）

秋麗

海外持出禁止
公示（農水省 HP）
参照

果種協より許諾済
□ VF 北豆台

特等

10 本

24,200 円（税別価格 22,000 円）

平成８年 162-29（新高×豊水）に 269-21（豊水×おさ二十世紀）を

昭和 57 年幸水に筑水を交配、平成 3 年選抜、平成 4 年より系統名筑波

交配、播種育成され、平成 19 年系適供試、平成 28 年種苗法登録品種第

46 号として系適供試、平成 12 年なし農林 21 号に登録、平成 15 年種苗

25276 号を獲得した豊水と同時期に成熟する自家和合性品種である。

法登録品種第 11119 号を獲得した、秀玉と同時期の高品質青梨である。

果実は円形で果重 630g 程と大きい。果皮は黄赤褐色で果点は中程度。

果実は扁円形で果重 430g 前後と大きい。果皮は黄緑色の青梨で無袋で

果柄は短い。果肉は白色で軟らかく、
密で果汁は多い。糖度 13％位と高く、

は中程度のサビが果面全体に発生する。果肉は白色で軟らかく肉質緻密で

酸味は低く、渋味はない。熟期は豊水と同時期で、貯蔵性は中程度。みつ

風味を有する。糖度 13% 前後（南信農試 14.6%）で酸味少なく渋味なく

症状、裂果の発生はみられない。

果汁多く食味優良である。熟期は育成地で 9 月上旬で秀玉とほぼ同時期。

樹勢は中、樹姿立性。短果枝の着生多い。開花期は豊水と同時期で花粉
を有し、自家和合性を有する。幸水とは交雑不和合である。黒斑病は抵抗
性、黒星病はり病性で注意を要する。

日持性は常温で 10 日位と平均的。果皮が傷つき易いので収穫果の取扱い
には注意を要する。落果性は認められていない。
樹勢は中で枝梢の長さ、太さともに中。短果枝、腋花芽の着生は多い。
開花期は幸水と同時期と遅く、花粉量は豊富、筑水とは不和合。黒斑病に
は抵抗性で、他の病害虫は通常防除で問題ない。

種苗法登録品種第 11120 号

あきあかり
果種協より許諾済
□ VF 北豆台

特等

10 本

種苗法登録品種第
品種第 11118 号

海外持出禁止
公示（農水省 HP）
参照
24,200 円（税別価格 22,000 円）

昭和 59 年 162-29（新高×豊水）に平塚 17 号（雲井×幸水）を交配、

王秋

完売

果種協より許諾済
□ VF 北豆台

特等

10 本

海外持出禁止
公示（農水省 HP）
参照
24,200 円（税別価格 22,000 円）

昭和 58 年Ｃ 2（慈梨×二十世紀）に新雪を交配、平成 3 年選抜、平成

平成 3 年選抜、平成 4 年より系統名筑波 45 号として系適供試、平成 12

4 年より系統名筑波 48 号として系適供試、平成 12 年なし農林 22 号に

年なし農林 20 号に登録、平成 15 年種苗法登録品種第 11120 号を獲得。

登録、平成 15 年種苗法登録品種第 11118 号を獲得した大果晩生赤梨。

果実は円形で果梗は太く短い。果皮は黄赤褐色の赤梨で果点は多い。条

果実は円楕円形ながら倒三角形の果実も多数混在する。果重 700g 前後

溝が明瞭に現れ、有てい果の発生が多い。果重 400g 前後で玉揃い良好。

と大きい。果皮は黄褐色の赤梨で果面は滑らか。果肉は雪白色で緻密で柔

果肉は白色で肉質は緻密で柔らかく果汁多い。糖度 12% 前後（南信農試

らかい。糖度 11 〜 12% で新高と同程度。酸味はやや強い方ながら、渋

15.2%）で酸味少なく食味良好。熟期は育成地で 8 月下旬、南信農試で

味なく果汁多く食味良好。熟期は新高と晩三吉の間で、育成地で 10 月下

9 月上旬で、幸水と豊水の間となる。日持性は常温で 14 日程度と幸水よ

旬から収穫可能、南信農試では完熟しない。後期落果が発生し易く、芯腐

り優れる。年により蜜症が僅かに発生する事がある。

れ、蜜症の発生もみられる。日持性良好で、28 日以上。

樹勢は中で枝梢の発生はやや少ない。短果枝の着生は中で腋花芽はやや

樹勢強く枝梢は太くて長い。短果枝の着生、維持は容易。開花期は豊水

少ない。開花期は豊水とほぼ同時期で花粉量は豊富。黒斑病には抵抗性で、

と幸水の間で花粉量は豊富、幸水とは不和合である。黒斑病には抵抗性で、

他の病虫害は通常防除で問題は認められていない。

他の病害虫は通常防除で問題は認められていない。

あきづき

なつしずく
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NASHI PEAR NOW

にっぽんなし

小町園

KOMACHI
EN CO.,LTD.

有望品種

甘ひびき

種苗法登録品種第 19290 号

甘ひびき
特等

10 本

華

種苗法登録品種第 17789 号

海外持出禁止

育成者より許諾済
□北豆台

豊

豊華

海外持出禁止

育成者より許諾済
33,000 円（税別価格 30,000 円）

□北豆台

特等

10 本

33,000 円（税別価格 30,000 円）

黒星病・黒斑病耐病性品種！

愛知県安城市の猪飼孝志氏が愛甘水の自然交雑実生より育成選抜した品
種で、平成 22 年種苗法登録品種第 19290 号を獲得した早生の赤梨であ
る。

埼玉県久喜市の木村豊氏が、
昭和 58 年紅梨に豊水を交配、
育成選抜して、
平成 21 年種苗法登録第 17789 号を獲得した。黒星病・黒斑病に強い抵

果実は扁円形で果重 600g と大きい。果皮は黄赤褐色、果肉は黄白色で
硬さは中、
粗密も中、
果汁は多い。糖度 13 〜 14％、
酸は極少。裂果は無い。
熟期は育成地で７月下旬〜８月上旬。

抗性をもつ最注目品種である。
果実は円卵形で果重 650g 以上と大きい。果皮は黄褐色、果肉は白黄色
で軟らかく果汁多い。糖度 14% 前後と甘く食味優良。熟期は新高とほぼ

樹姿立性、枝の長さ・太さは中、短果枝は少。開花期は晩。

同時期で育成地で 9 月下旬〜 10 月上旬。貯蔵性は長い。
樹勢は弱い。枝梢の節間短く短果枝の着生多い。開花期は新高とほぼ同
時期。赤星病にはり病性だが耐病性品種として防除回数の大幅な削減が期
待される。

愛甘水

原木の南水

種苗法登録（平成 14 年 8 月 6 日失効）

種苗法登録（平成 20 年 6 月 14 日失効）

愛甘水

南水

□北豆台

特等

10 本

22,000 円（税別価格 20,000 円）

愛知県安城市の猪飼孝志氏が、昭和 54 年長寿に多摩を交配、選抜育成
して、平成 2 年種苗法登録品種第 2352 号を獲得したが失効した。
幸水より約 10 日位早い赤梨で、育成地において 7 月下旬〜 8 月上旬

□北豆台

特等

10 本

22,000 円（税別価格 20,000 円）

昭和 48 年越後に新水を交配、播種育苗して 58 年選抜、南農なし 1 号
と命番、平成 2 年種苗法登録品種第 2293 号を獲得した。
果実は扁円形で果重 360g 平均、
玉揃い良好。果皮は黄赤褐色の赤梨で、

に収穫出来る。果実は扁円形で、350g 〜 400g になり、早生種としては

果肉は白色で軟らかく、肉質中位。糖度 15% 前後と甘味多く、果汁多く

大果となる。果面は光沢がありきれい。果肉は黄白色でやや固い。糖度は

酸味少なく、食味非常に優良である。成熟期は育成地で 9 月下旬〜 10 月

13 〜 14％と高く食味良好である。日持性は早生種としては普通。

上旬で、豊水の 10 日位後。貯蔵性に優れ、普通貯蔵で約 2 週間、冷蔵で

樹勢やや弱く、樹姿は中間、短果枝の着生はやや多い。開花期は長寿と
ほぼ同じで、受粉親和性は豊水・新興・二十世紀・松島・ヤーリーは有り、
幸水はない。黒星病・黒斑病に強く栽培し易い。

10

2 カ月以上と長い。
樹勢中庸、樹姿は新水に似る。短果枝の着生多く花芽の維持は容易。開
花期は二十世紀とほぼ同じ。黒斑病は罹病性で徹底防除が望まれる。

NASHI PEAR NOW

小町園

にっぽんなし

幸水
□北豆台

KOMACHI
EN CO.,LTD.

有望品種
種苗法登録（平成 21 年 12 月 17 日失効）

特等

10 本

22,000 円（税別価格 20,000 円）

昭和 16 年菊水に早生幸蔵を交配育成した赤梨で、昭和 34 年命名公表
された。現在の赤梨を代表する経済品種である。
果実は扁円形、果重 300g 位で果形・玉揃い良い。果肉は白色、肉質ち
密で軟らかく多汁で、糖度 13% 位と高く、酸味少なく品質極めて優良で
ある。熟期は長野県で 8 月下旬〜 9 月上旬。日持は短く約 1 週間。
樹勢やや強く開張性。短果枝の着生少なく花芽の維持は難しい。開花期
は長十郎とほぼ同時期で、二十世紀・豊水より 4 〜 5 日遅い。新水とは
交配不親和。黒斑病には抵抗性、黒星病・胴枯病に弱い。

ゴールド二十世紀
□北豆台

特等

10 本

22,000 円（税別価格 20,000 円）

農研機構農業生物資源研究所放射線育種場において、昭和 37 年二十世
紀にガンマー線を緩照射して突然変異を誘発、56 年選抜、平成 2 年なし
農林 15 号に登録、平成 3 年種苗法登録品種第 2932 号を獲得した、黒斑
病抵抗性二十世紀である。
黒斑病に耐病性ではあるが周辺キメラと推測され、先祖戻りを生じる可
能性もある。発病が著しい枝は切除する。熟期は 3 日程度遅い。その他
の特性は二十世紀とほぼ同じである。

新 高（品種解説省略））完 売
□ 北豆台

豊水
□北豆台

特等

10 本

22,000 円（税別価格 20,000 円）

特等

10 本

22,000 円（税別価格 20,000 円）

松 島（品種解説省略）
□ 北豆台

特等

10 本

22,000 円（税別価格 20,000 円）

昭和 29 年幸水にイ− 33 を交配育成した赤梨で、昭和 47 年命名公表
された。幸水と並び赤梨を代表する経済品種である。
果実は円〜短楕円形で、果重 350g 位。果肉白色、肉質やや粗なるも軟
らかく多汁で、糖度 13% 位と高く、酸味もあり食味優良。熟期は長野県

ヤーリー（品種解説省略）
□ 北豆台

特等

10 本

22,000 円（税別価格 20,000 円）

で 9 月中〜下旬。日持は長十郎よりやや劣る。
樹勢中位で、枝梢の発生多く伸長も旺盛なるも新梢先端は湾曲する。短
果枝の着生、維持は比較的容易で豊産。開花期は二十世紀とほぼ同じで、
黒斑病には抵抗性、黒星病にもやや強い。二十世紀と共に幸水の授粉には
利用できる。

長十郎（品種解説省略）
□ 北豆台

特等

10 本

22,000 円（税別価格 20,000 円）

PEAR

小町園

西洋梨苗木

KOMACHI
EN CO.,LTD.

北豆台

オーロラ
□北豆台

特等

10 本

22,000 円（税別価格 20,000 円）

ニ ュ ー ヨ ー ク 州 立 農 試 育 成、 マ ル ゲ リ ッ ト マ リ ラ × バ ー ト レ ッ ト、
1950 年選抜、1964 年命名。1983 年農水省果樹試導入。早生種で 8 月
下旬から 9 月上旬収穫。果実大きく 300g 前後。果形短びん形で整い、
外観優れる。肉質緻密で多汁、香気に富み糖度高く食味優良である。

ラ・フランス
農研機構 © ジェイドスイート

果種協より許諾済
□北豆台

特等

10 本

特等

10 本

22,000 円（税別価格 20,000 円）

10 月上旬収穫する中熟の晩生種。樹勢強健豊産。果実はやや小さく

種苗法登録品種第 23910 号

ジェイドスイート

□北豆台

200g 位。淡黄色にして円の不正形。暗灰の銹に被われ外観は劣るも芳香

海外持出禁止
公示（農水省 HP）
参照

27,500 円（税別価格 25,000 円）

北海道農業試験場において、平成 4 年にマルゲリットマリラにブラ

あり。果肉緑白色、肉質緻密にして溶質甘味に富み品質極上。

ルレクチェ
□北豆台

特等

10 本

22,000 円（税別価格 20,000 円）

ンディワインを交配、選抜育成されて平成 27 年に種苗法登録品種第
23910 号を獲得した早生西洋梨である。
果実はびん形で果重 290g 程度。果皮は黄緑色で外観美麗。糖度 14 〜
15％、酸味少なく極多汁で食味優れる。熟期はバートレットとほぼ同時

新潟県に保存栽培されていた品種である。晩生の早手で 10 月中旬収穫
する。樹勢旺盛豊産で果実は 280g 位。外見グルーモルソーに似る。肉質
優良甘味濃厚多漿で香気あり、品質極上の優良種。

期で、追熟は慣行法で行なえば容易。ラフランスと交配和合性。
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PEACH ROOT STOCK

小町園

KOMACHI
EN CO.,LTD.

「おはつもも」・
「赤葉台木」について
「おはつもも」とは

桃台木筑波系統のご紹介

おはつももとは、長野県下伊那郡大鹿村に在来する極小粒の桃で、昭和

今迄の桃台木品種及び台木生産の現状を憂えた農研機構果樹研究所で

25 年頃から、長野県南信農業試験場及び農研機構果樹研究所により調査・

は、育種第三研究室を中心に、昭和 42 年以来台木用桃品種の育種がなさ

研究されておはつもも（Ｅ系統＝下伊那野生桃№ 5 ＝大鹿№ 10）は、 サ

れ、昭和 57 年桃台木筑波 1 〜 10 号が一次選抜、命番された。この内 7

ツマイモネコブセンチュウ免疫性で、最も小粒で離核であり（台木用種子

〜 10 号は緑葉系統で、おはつもも及び下伊那野生桃№ 4（大鹿№ 7）の

は小粒で離核の方が取り扱いやすい）
、種子生産力、発芽率とも良好で、

自然交雑実生である。

実生は細根の発生多く、根全体の生育も良好で、また、苗木の生育も均一
で管理が容易である。 と発表された。

1 〜 6 号は赤葉系統で、1 号は暖地向、2・3 号はレッドドワーフ、4
〜 6 号は普通台木として優良で、その一代雑種迄はサツマイモ・ジャワ・

弊社にては、昭和 50 年以降複生採種母樹により種子増産に努めてまい

リンゴネコブセンチュウ免疫性である。5 号は生育の揃い良く、穂品種の

りました。近年要望の強い種子及び台木の販売を致します。但し、本種種

生育抑制傾向が認められ、若木時から花芽の着生良く、品質の良い大きな

子は眠る性質が非常に強いので留意願います。

果実となり、収量性も確保できる果実生産性の高い台木であるとの結果が

《種苗法登録品種の接立は違法行為無き様充分配慮願います。
》

得られた。
近年温暖化による凍害が各地で目立つ様になり、おはつもも台でより多

□ おはつもも種子
□ おはつもも実生台木
□ 筑波 5 号実生台木

1㎏ 6,600 円（税別価格 6,000 円）
上苗 100 本 66,000 円（税別価格 60,000 円）
上苗 100 本 77,000 円（税別価格 70,000 円）

く、凍害発生のより少ない筑波 5 号実生台へ桃苗木生産の主力を移行し
ましたのでご了承願います。

おはつももの果実

桃台木筑波５号の果実

PEACH NOW

小町園

KOMACHI
EN CO.,LTD.

もも有望品種
種苗法登録（平成 24 年 8 月 21 日失効）

払子
□ 払子実生台 上苗 10 本 7,700 円（税別価格 7,000 円）
□ 払子実生台 大玉あかつき 特等 10 本 22,000 円（税別価格 20,000 円）
□ 払子実生台 なつっこ 特等 10 本 22,000 円
（税別価格 20,000 円）
なつっこは長野県外 2,310 円高販売
長野県佐久市の故小平忠雄氏が、昭和 35 年白花の野生桃を発見。以後

赤宝

選抜育成して、平成 15 年種苗法登録品種第 11374 号を獲得した。小平
種苗農園の発表によると、毛細根に富み、セン虫害、根頭ガン種病がほと
んどなく、乾湿害に強く、寒害にも強い。また改植障害が少なく生育良好

赤宝

®

（有）小町園商標登録商品
□ おはつもも台 特等 10 本 22,000 円（税別価格 20,000 円）
□筑波 5 号実生台 特等 10 本 22,000 円（税別価格 20,000 円）
JA 塩尻市管内において、平成 10 年弊社納入大玉あかつきより早生系
一樹変異を発見。着色・品質・日持性に優れた早生あかつき。
果実は扁円形、果重 280g 平均で玉揃良好。果皮の着色下枝迄も容易で
鮮赤色に着色して美麗。果肉は白色で着色が進むと紅色素が入る。肉質ち
密でややゴム質、日持性良い。糖度平均 13% と高く、果汁多く食味優良
である。核は半粘核で核割れは若干発生する。熟期は育成地で 7 月下旬、
なつきとほぼ同時期。縦長果より丸味を帯び豊満な果実となった時が適熟。
樹勢強く花粉があり豊産。小玉果が生理落下しにくいので、必ず仕上摘
果の励行を願いたい。樹齢が進み樹勢が安定すると、より玉伸する様にな
る。

12

である。

NEW APPLE
PEACH
AND NECTARIN
BY THE NAGANO
BY THEFRUIT
NAGANO
TREE
FRUIT
EXPERIMENT
TREE E.S.STATION

小町園

KOMACHI
EN CO.,LTD.

長野県果樹試験場育成品種

スイートクリスタル

原木のなつっこ

種苗法登録品種第 8565 号

種苗法登録品種第 28952 号

なつっこ

海外持出禁止

スイートクリスタル
長野県原種センターより許諾済

長野県原種センターより許諾済
□ おはつもも台 特等 10 本 22,000 円（税別価格 20,000 円） 長野県外は
□筑波 5 号実生台 特等 10 本 22,000 円（税別価格 20,000 円） 2,310 円高販売
長野県果樹試験場において、昭和 62 年川中島白桃にあかつきを交配、
育成選抜されて長果 6 と命番、平成 12 年種苗法登録品種第 8565 号を獲

筑波 5 号実生台

特等

10 本

海外持出禁止
長野県内のみ栽培可

27,500 円（税別価格 25,000 円）

スイートネクタリン晶玉にサマークリスタルを交配。選抜育成されネク
タリン長果２と命番、サマークリスタルからのリレー販売を目的として育
成されたスイートネクタリンである。
樹姿は直立と開帳の中間を示し、樹勢はやや強く、花粉を有する。また、

得した、川中島白桃の前に収穫できる高品質中生種である。
果実は扁円形、果重は原木で 300g 前後と大きい。果皮の着色は容易で
裂果の発生はないが、果点が荒れ易い為有袋栽培が基本となる。果肉は乳

花芽の数が多いため、結実は良好。果樹試験場（須坂市）において、発芽
期は 3 月下旬、開花期は 4 月中下旬、収穫期は 7 月下旬である。

白色で果肉内着色はあるが少ない。肉質は密で溶質の硬。糖度 14 〜 17%

果形は筑波 4 号台木では円形、原木では扁円形であった。果皮の着色

と高く、酸度は pH5.0 前後で主要品種に比べやや少ない。核は粘核で核割

は多く、果実全面が赤色に着色する。着色が良好であるため、無袋栽培が

れの発生はほとんどない。収穫期は育成地で 8 月中〜下旬、山根白桃とほ

可能である。収穫前の天候により果点荒れがやや見られ、裂果する場合

ぼ同時期で、川中島白桃の前となる。日持性は川中島白桃並で優れる。

がある。果肉の色は白色で肉質は溶質、果汁は中である。果実重は筑波 4

樹勢やや強く、樹姿やや開張性。開花期は主要品種とほぼ同時期で複芽

号台木樹で 150 〜 160g、
原木で 160 〜 190g。糖度は 14 〜 16％であり、

で花芽多く、花粉を有し結実良好な為摘蕾を要す。病害虫は通常防除で問

酸度は pH4.4 程度と酸味少なく、
食味良好である。核の粘離は粘核である。

題なく、せん孔細菌病にはやや強いと思われる。

原木の紅晩夏

原木のサマークリスタル

種苗法登録（平成 25 年 3 月 19 日失効）

種苗法登録（平成 29 年 1 月 20 日失効）

紅晩夏

サマークリスタル

□ 筑波 5 号実生台

特等

10 本

20,900 円（税別価格 19,000 円）

長野県果樹試験場において、
平成 4 年紅錦香にフレーバートップを交配、

□ 筑波 5 号実生台

特等

10 本

22,000 円（税別価格 20,000 円）

長野県果樹試験場において、平成 2 年晶光に NJN76 を交配、選抜育

育成選抜されて長果 8 と命番、平成 20 年種苗法登録品種第 16785 号を

成され長果 1 と命番、平成 17 年種苗法登録品種第 12589 号を獲得した、

獲得した川中島白桃より 1 週間遅い極大果の晩生白肉桃である。

食味の優れた早生スイートネクタリンである。

果実は扁円形、果重 400g 前後と大きく 500g を超える果実もある。

果実は円形、果重 150 〜 200g。果皮は赤く全面着色する。果点の荒

果皮の着色は多く、果面障害はほとんどなく外観良好。果肉は白色で果肉

れが生じ易い。果肉は白色で果肉内着色は少ない。肉質は溶質、ち密で締

内着色は少ない。核周囲の着色は中程度。肉質は溶質でやや粗い。糖度は

まる。糖度は 10 〜 12%、酸度は pH4.1 前後で他のネクタリンよりは少

12% 前後、酸度は pH4.5 前後。粘核で日持性は中程度。熟期は長野県で

なく、
果汁多く食味優れる。核は粘核。熟期は育成地で 7 月中〜下旬、
アー

9 月上〜中旬。無袋栽培可能。

ムキングに次ぐ。日持性はミス・りか並みの中程度。

樹勢やや強く、樹姿やや直立性、花粉がないので授粉樹を要す。開花期
は川中島白桃、白鳳とほぼ同じかやや早い。

樹勢中、樹姿直立と開張の中間。花は普通咲きで花粉を有す。生理落果
少なく生産は安定。通常防除で問題となる病害虫は見られていない。
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NEW APPLE
PEACH
BY THE
BY NATIONAL
THE NAGANO
INSTITUTE
FRUIT TREE
OF FRUIT
EXPERIMENT
TREE SCIENCE
STATION

小町園

KOMACHI
EN CO.,LTD.

農研機構果樹茶業研究部門育成
長野県果樹試験場育成品種桃品種

農研機構 ©
さくひめ

種苗法登録品種第 26635 号

種苗法登録品種第 10382 号

さくひめ

海外持出禁止
公示（農水省 HP）
参照

果種協より許諾済
□ 筑波 5 号実生台

特等

10 本

なつおとめ

33,000 円（税別価格 30,000 円）

なつおとめ

海外持出禁止
公示（農水省 HP）
参照

果種協より許諾済
□ 筑波 5 号実生台

特等

10 本

22,000 円（税別価格 20,000 円）

平成 15 年に農研機構において、ブラジルから導入した低温要求時間の

昭和 59 年あかつきによしひめを交配、選抜育成され系統名筑波 111

短い品種「Coral」の後代実生である 296-16 と 332-16 を交雑し選抜さ

号として系適供試、平成 10 年もも農林 23 号に登録、平成 14 年種苗法

れ、平成 30 年に種苗法登録品種第 26635 号を獲得した果実品質がよく

登録品種第 10382 号を獲得した、あかつきの後に収穫できる中生白肉桃

主要品種よりも必要低温要求性の低い早生桃である。

である。

温暖化により冬の気温が高くても、安定した開花と結実が見込めること

果実は扁円形で果重 230 〜 300g。果面は条状に着色し、裂果・肌荒

に加え、果実の大きさや糖度は日川白鳳と同等で、日川白鳳よりも 5 日

れはなく無袋栽培可能。果肉は白色、溶質でしまり、肉質は密で繊維はや

ほど早く成熟する。

や多い。糖度 13 〜 14% と高く、酸味少なく食味優良。核は粘核。熟期

果形は扁円から円形で、果実重は 253 ｇ程度と早生品種としては大き
い。果皮の地色に緑色が残ることがある。着色は中からやや多い程度であ

は育成地で 8 月上旬、あかつきの 10 日程後、よしひめの５日程前。
樹勢中、樹姿やや直立。花粉を有し自家結実性で豊産性。

る。年により果皮の荒れや裂果が微から少程度発生することがあるため、
有袋栽培が望ましい。果肉は白色で溶質、果汁は多い。核は粘核、糖度は
12 〜 13％程度、酸度は pH で 4.6 前後と少なく、食味良好である。

つきかがみ

種苗法登録品種第 17787 号

ひめこなつ

海外持出禁止
公示（農水省 HP）
参照

果種協より許諾済
□ 筑波 5 号実生台

特等

10 本

種苗法登録品種第 20820 号

22,000 円（税別価格 20,000 円）

海外持出禁止
公示（農水省 HP）
参照

果種協より許諾済
□ 筑波 5 号実生台

特等

10 本

22,000 円（税別価格 20,000 円）

平成 3 年筑波 115 号に筑波 105 号を交配、同年播種。育成選抜されて
平成 13 年筑波 123 号と命番、系適供試。平成 23 年種苗法登録品種第

平成元年「182 − 3」の自然交雑種子を胚培養、育成選抜され系統名
モモ筑波 118 号として系適供試、平成 21 年種苗法登録品種第 17787 号

20820 号を獲得した黄肉桃晩生種である。
果実は扁円形から円形、果重 350g 以上と大きい。果皮は黄色で、荒
れや裂果は少ない。果肉は黄色、ち密で溶質。離核で紅色素は核周囲に多

を獲得した極早生桃である。
熟期は育成地で 6 月上中旬で、ちよひめより 10 日程早い極早生種。果
実は扁円形で果重 120g 前後と小さい。果皮は黄地に縞状に着色。果肉は
黄色で、果汁多い。糖度は 12 度以上になり、酸味少なく、渋味はなく、
食味は極早生としては良好。核は小さく粘核で核割れは多い。

い。糖度は 13 〜 14%、
酸味少なく食味良好。やや渋味を感じる年がある。
熟期は育成地で 8 月 21 日頃で黄金桃より 1 週間程遅い。
樹姿やや直立、樹勢強い。花芽の着生多く花粉を有し結実良好。年によ
り収穫前落果が発生するので要注意。枝は細く下垂し易い。

樹勢やや強く、樹姿はやや直立。開花期はあかつきと同時期で、花粉を
有し自家結実性。せん孔細菌病、灰星病には罹病性だが、通常防除で防除
できる。着色良く裂果少なく無袋栽培可能である。

ひめまるこ

種苗法登録品種第 19504 号

海外持出禁止
公示（農水省 HP）
参照

果種協より許諾済
特等

10 本

海外持出禁止
公示（農水省 HP）
参照

果種協より許諾済

つきあかり
□ 筑波 5 号実生台

種苗法登録品種第 28555 号

22,000 円（税別価格 20,000 円）

□ 筑波 5 号実生台

特等

10 本

33,000 円（税別価格 30,000 円）

農研機構果樹研究所において「紅国見」に「ひめこなつ」を交雑育成し、
露地栽培における収穫期を早める白肉品種として普及が期待される極早生
品種です。

平成 3 年まさひめにあかつきを交配、育成選抜され平成 13 年系統名筑

成熟期は育成地では 6 月上旬頃で、
「ちよひめ」より 9 日程度早く収

波 121 号として系適供試、平成 22 年種苗法登録品種第 19504 号を獲得

穫でき、花粉を有し結実良好です。果実の大きさは 170 g 程度。糖度は

した無袋栽培可能な中生の黄肉桃である。

15% 程度と極早生品種としては食味良好です。

果実は扁円形で、果重 220g 前後。果皮は黄色で着色は少ない。果肉は

果皮には果点の発生により果面の荒れが認められますが、裂果の発生は

黄色で溶質、肉質はやや密。糖度 14% 前後、酸味は少なく食味は安定し

少なく着色も良好で無袋栽培が可能。核は粘核で、
「ひめこなつ」と同様

て優れ、黄肉桃特有の香りがあり品質良好。核は粘核。熟期は育成地で 7

に核割れが多く発生します。

月下旬から 8 月上旬、あかつきの 1 週間程後。
樹勢強く、樹姿中間、花粉を有し自家結実性で結実良好。
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小町園

KOMACHI
EN CO.,LTD.

桃有望品種

大玉あかつき

おどろき

本種発売元祖

種苗法登録（平成 17 年 12 月 17 日失効）

大玉あかつき

おどろき

昭和 59 年より一貫同一系統
□ おはつもも台 特等 10 本 22,000 円（税別価格 20,000 円）
□ 筑波 5 号実生台 特等 10 本 22,000 円（税別価格 20,000 円）
山梨県笛吹市一宮町で栽培されているあかつきの大玉系枝変わりで、大

□ 筑波 5 号実生台

特等

10 本

22,000 円（税別価格 20,000 円）

長野県佐久市の大井守人氏が、昭和 48 年白鳳の枝変わりを発見、平成
3 年種苗法登録品種第 2931 号を獲得したが平成 17 年失効。
果実は扁円形、果重 300 〜 350g と大きく、着色容易。果肉は乳白色

玉で栽培容易な日持性に優れる中生の最優良経済品種である。
果実は扁円形、果重 270 〜 300g 位で玉揃い良く、果皮の着色容易。

で果肉内着色は少ない。肉質やや密で不溶質、繊維は少ない。糖度 14%

果肉は白色でち密、ややゴム質で優良。果汁多く、糖度 13 〜 16% と高

位と高く酸味は少ない。果汁は中位。半粘核で核割れ少。熟期は育成地
（標

く、酸味少なく品質優良。粘核で、核周囲の着色は熟度が進むと少しある。

高 690m）
で 8 月下旬から。山根白桃とほぼ同時期からで収穫期間は長い。

核割れは少しあり、摘蕾を多くすると増える。熟期は長野県で 8 月上旬。

日持性特に優れ、上下枝の味の差少ない。裂果なく無袋栽培可能。生理落

上下枝の品質差少なく、日持性特に良い。

果・収穫前落果少なく、栽培容易である。

樹勢強く、若木の間は立ち易いが、落着くと開張性となる。開花期は白
鳳より早く、花粉多く自家授精率は高い。葉は広く、白鳳より緑濃い。耐

樹姿開張性、樹勢・枝梢の太さ・節間長は共に中。花粉が無いので授粉
樹を要す。――早採りは厳に慎みたい――

病性強く、特に弱い病害虫は見当たらない。

川中島白桃

幸茜

種苗法登録（平成 29 年 12 月 19 日失効）

川中島白桃
□おはつもも台 特等 10 本 20,900 円（税別価格 19,000 円）
□筑波 5 号実生台 特等 10 本 20,900 円（税別価格 19,000 円）

幸茜
□ おはつもも台

特等

10 本

22,000 円（税別価格 20,000 円）

長野市川中島町の池田正元氏が、偶発実生より育成した 8 月下旬に熟
する、大玉で玉揃い・外観・食味・日持性共に良い優良経済品種。果実は

山梨県笛吹市一宮町の飯島典雄氏が、昭和 52 年山一白桃の枝変りを発

腰高の整った円形で果重 300g 位。果皮は全面紅色に容易に着色する。果

見。平成 14 年種苗法登録品種第 10886 号を獲得した、着色容易で食味

肉は白色で果肉内着色は僅かにある。肉質やや粗でしまる。甘味多く酸少

優良な日持性のある大果晩生品種である。

なく多汁で食味良好。核は粘核で核割れは少ない。樹勢やや強く樹姿開張
性。花粉無く授粉樹を要す。

果実は円形、果重 400g 前後の大果。果皮は乳白の地色に真赤に着色す
る。果肉は白色で切った後の変色が遅い。肉質良く糖度 15% 前後と高く
果汁多く食味優良。香気は中。核周囲の着色は多く、粘核。熟期は育成地
で 8 月下旬〜 9 月上旬、あきぞらの直後、山一白桃の前となり、日持性

苗木養成品種 （品種解説省略）
千曲・黄金桃・浅間白桃・愛知白桃（山根白桃）
□筑波 5 号実生台

特等

10 本

がある。
樹姿開張、樹勢中庸。葉は大きく、よじれる特性を持つ。開花期は中、
花粉が有り豊産。通常防除で特に弱い病害虫は見当らない。

22,000 円（税別価格 20,000 円）
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長野県果樹試験場育成品種
種苗法登録品種第 12074 号

ナガノパープル
長野県原種センターより許諾済
□ VFNn

テレキ 5BB 台

海外持出禁止

30cm 高接

特等 10 本 33,000 円 長野県外は
（税別価格 30,000 円） 2,310 円高販売

長野県果樹試験場において、平成 2 年巨峰にリザマートを交配、胚培
養により育成された 3 倍体品種で、ブドウ長果 1 と命番、平成 16 年種
苗法登録品種第 12074 号を獲得した皮ごと食べられる黒系品種である。
果房円筒形で 420 〜 460g。果粒倒卵円形で 10 〜 13g。果皮は薄く
紫黒色、果肉の歯切れ良く、糖度 18 〜 21% と高く食味優良。ジベ処理
により安定した無核果粒が得られ、果皮薄く皮ごと食べられる。熟期は育
成地で 9 月上旬、巨峰とほぼ同時期。花振い性は巨峰同様多い。
通常防除で特に弱い病虫害は見当たらないが、果皮薄く裂果がみられる
為、大房・大粒生産は避け、雨よけ栽培を前提とする。

ナガノパープル検討会風景
長野県果樹試験場

原木のナガノパープル

種苗法登録品種第 27457 号

長果 G11

海外持出禁止
長野県内のみ栽培可

®

（クイーンルージュ ）
長野県原種センターより許諾済
本種の栽培は契約が必要です
□テレキ 5BB 共台

特等

30cm 高接

10 本

44,000 円（税別価格 40,000 円）

長野県果樹試験場において、欧州系の赤色品種ユニコーンにシャインマ
スカットを交配、育成選抜されて長果 G11 と命番、2019 年種苗法登録
品種第 27457 号を獲得した皮ごと食べられる赤色系品種である。
ジベレリン処理で種なしにでき、収穫期はシャインマスカットとほぼ同
じ 9 月下旬。巨峰、ナガノパープルよりやや遅い。房は円筒形で 400 〜
440g。粒は楕円形で 1 粒重は 12 〜 13g。糖度は 22 〜 23％と高く、酸
味は少なめでほのかなマスカット香があり、皮ごと食べられ食味に優れる。
※本品種の流通について海外への不正流出を未然に防ぐべく行政指導がな
されていて、許諾契約の締結が必要です。
許諾契約がまだ済んでいない方はお問い合わせください。

クイーンルージュ®
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農研機構果樹茶業研究部門
長野県果樹試験場育成品種
カキ・ブドウ研究領域育成品種
種苗法登録品種第 13891 号

種苗法登録品種第 28086 号

シャイン
マスカット

グロース
クローネ

果種協より許諾済
30cm 高接

果種協より許諾済
30cm 高接

海外持出禁止
公示（農水省 HP）
参照

海外持出禁止
公示（農水省 HP）
参照

□ VF テレキ 5BB 台 特等
10 本 33,000 円
（税別価格 30,000 円）
□ VF テレキ 5C 台 特等
10 本 33,000 円
（税別価格 30,000 円）

□ VF テレキ 5C 台 特等
10 本 44,000 円
（税別価格 40,000 円）

シャインマスカット

農研機構 © グロースクローネ

農研機構果樹研究所ブドウ研究拠点において、昭和 63 年安芸津 21 号

農研機構ブドウ・カキ研究拠点において藤稔に安芸クイーンを交雑育成

（スチューベン×マスカットオブアレキサンドリア）に白南を交配。平成

し、令和 2 年種苗法登録品種第 28086 号を獲得した高温下でも着色性に

9 年選抜、平成 11 年安芸津 23 号として系適供試、平成 15 年ぶどう農
林 21 号に登録、平成 18 年種苗法登録品種第 13891 号を獲得したマス
カット香をもち、皮ごと食べられる高級品種である。

優れる紫黒色で極大粒の四倍体ブドウです。
樹勢は巨峰、ピオーネ並みに強い。発芽期は育成地で 4 月 14 日頃、開
花期は 6 月 4 日頃で巨峰より遅い。収穫期は 8 月下旬で巨峰、ピオーネ

巨峰とほぼ同時期に成熟する黄緑色の二倍体ぶどう。果粒は 11g 前後
で、肉質は崩壊性で硬く、マスカット香を有する。糖度は高く 20% 前後
で酸味は少なく渋味はない。剥皮性は巨峰よりやや劣る。裂果性は小さく
巨峰並。日持性は巨峰より長いが枝梗が褐変し易い。

と同時期。結果母枝基部の花芽着生が良好なため、短梢剪定栽培が可能で
す。
一房の大きさを巨峰並みの 450 〜 500g として房作りを行うと、巨峰、
ピオーネよりも濃い良着色果が得られます。糖度は 19.0% と巨峰やピオー

ジベ処理により無核化可能。短梢剪定栽培可能。樹勢は強い。

ネと同程度に高く、酸含量は巨峰よりも低い。はく皮性は中程度、果肉特
性は中間、果肉硬度は中。香気はフォクシーです。

GRAPE

ブドウ苗木

小町園

KOMACHI
EN CO.,LTD.

30cm 高接

VFNn 巨峰

選抜ピオーネ

30cm 高接

30cm 高接

□ VFNn テレキ 5BB 台
特等 10 本 20,900 円
（税別価格 19,000 円）

□ VF

大井上康氏作出、石原早生
×センテニアル。品質極上露

テレキ 5BB 台

特等

10 本

20,900 円
（税別価格 19,000 円）

井川秀雄氏作出、巨峰×カノンホール、マスカット。濃黒色の大粒種で、
品質・食味共に優良。栽培には巨峰以上の高技術が入用も、近年ジベ処理
による無核栽培により増植傾向にある。弊社では、果肉のしまり良く、糖
度ののり易い系統の分穂を得て苗木生産している。

地ぶどうの最高峰。長野県で
系統選抜・ウイルスフリー化
したナガノ 1 より、更に地域
を限らず着色が優れ、果粒重
が大きく、成績の安定した系
統を選抜した。

VFNn 巨峰ナガノ１

石井系ナイアガラ
（品種解説省略）
30cm 高接
□ VF

テレキ 5BB 台

特等

10 本

20,900 円（税別価格 19,000 円）

種苗法登録品種第 20733 号

クイーンニーナ
（品種解説省略）
30cm 高接
□ VF

モンペリー台

特等

10 本

海外持出禁止
公示（農水省 HP）
参照

33,000 円（税別価格 30,000 円）

30㎝高接風景
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共台

シナノパール

種苗法登録品種第 27055 号

シナノパール
長野県原種センターより許諾済
□共台

特等

10 本

農研機構©ハニービート

種苗法品種登録出願中

海外持出禁止
長野県内のみ栽培可

27,500 円（税別価格 25,000 円）

ハニービート
果種協より許諾済
□共台

特等

10 本

海外持出禁止
公示（農水省 HP）
参照

27,500 円（税別価格 25,000 円）

長野県果樹試験場において、平成６年ソルダムに交配親不明にて育成選

果樹茶業研究部門の選抜系統である PP-26-6（
「ソルダム」×「オザー

抜され、平成30年種苗登録品種第27055号を獲得した極晩生・大果李で

クプレミア」
）と「太陽」を交雑育成。酸味少なく糖度高い、中生の主要

ある。

品種である「ソルダム」より10日程度早く収穫できる品種です。

熟期は９月下旬、秋姫より６日程遅い。果実は円形で、果重200g 程度、

樹姿は直立性と開張性の中間で、樹勢はやや強い。短果枝及び花芽の着

果皮は赤色。果肉は黄色、硬さは中、果汁は多い。糖度19 〜 20％、酸度

生は中程度で、
「ソルダム」よりやや劣ります。自家不和合性で、S 遺伝

pH4程度。糖度高く食味良好。

子型は ScSf。
「貴陽」及び「小松すもも」を除く我が国の主要品種が受粉

発芽期・開花期はソルダムと同時期。自家不和合で授粉樹を要す。授粉
用品種にはハリウッドや太陽が好適。

樹として使えます。主要品種に比べて黒斑病の発生は少ない傾向にありま
す。
短果枝及び花芽の着生は中程度。果形は円形で、果皮色は紅紫、果肉色
は黄。果実重は120 g 程度で「ソルダム」と同程度です。糖度は15% 程
度と「ソルダム」より高く、酸味は pH4.4程度と「ソルダム」より少なく
食味良好。

貴 陽
㈲前島園芸原図

種苗法登録（平成 21 年 2 月 28 日失効）

貴陽
□共台

特等

10 本

相川大石

サンタローザ

大玉ソルダム

太陽

22,000 円（税別価格 20,000 円）

山梨県南アルプス市の高石鷹雄氏が、太陽の自然交雑実生より選抜育成
し、平成 8 年種苗法登録品種第 8494 号を獲得した巨大李である。
果実は極めて大きく 200g 前後、円形で果皮は紅色に全面着色して果粉
が多い。果肉は淡黄色で、果汁多く糖度高く酸味少なく食味良好。核は大
きさ中で離核。熟期は育成地で 7 月下旬、太陽の前頃。
樹は大きく樹勢強い。自家結実性はないので授粉樹を要す。
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JAPANESE PLUM

日本すもも苗木

小町園

種苗法登録（平成 26 年 8 月 23 日失効）

相川大石
□ 共台

特等

10 本

KOMACHI
EN CO.,LTD.

共台

19,800 円（税別価格 18,000 円）

山梨県南アルプス市の相川良平氏の園で発見、栽培されている大石早生

ハニーローザ
□ 共台

特等

10 本

19,800 円（税別価格 18,000 円）

の準短果枝群型枝変わりで、大石早生に比べ節間長短かく、樹はコンパク
トに整う。その為花芽の着生良く、果実肥大良好で L 〜 LL 中心、熟期の

農研機構果樹研究所において、昭和 47 年ホワイトプラムの自然交雑種

揃いも良い。果肉硬度、糖度も高まる傾向がある。熟期その他の形質は大

子を採種、選抜育成され系統名筑波 1 号として系適供試、平成 6 年すも

石早生と同じである。

も農林 1 号に登録、平成 8 年種苗法登録品種第 5136 号を獲得した。

弊社では相川氏より分穂を得て発売致します。

大石早生より数日遅く、メスレーと同時期に熟す早生種で、果実は短楕
円形、50g 前後と小さいが、糖度 14% 前後と高く、酸味少なく、果汁多
く安定した良食味の李である。日持性は中程度。
短果枝の着生多く、花粉を有するが自家不和合性なので授粉樹（大石早

大玉大石早生
□ 共台

特等

10 本

生・メスレー等）を要す。果頂部裂果の発生が有り要注意。

19,800 円（税別価格 18,000 円）

大石俊雄氏の育成する大石早生の枝変わりで、山梨県で発見された。熟
期は長野県で 7 月上旬、大石早生より 3 日程遅れる。果実は短楕円形、
果重 100g 位で玉伸良く、玉揃いも良好。果皮淡赤色、果肉淡黄色でち密。

種苗法登録（平成 27 年 7 月 27 日失効）

ハニーハート

甘酸適和で食味良好。早生の主力経済品種。

□ 共台

特等

10 本

19,800 円（税別価格 18,000 円）

農研機構果樹研究所において、昭和 48 年ソルダムに西田を交配、育成

サンタローザ
□ 共台

特等

10 本

19,800 円（税別価格 18,000 円）

米国で育成された品種で、
熟期は長野県で 7 月中〜下旬。果実は楕円形、
果重 100g 前後。果皮鮮紅〜濃紅色となるが、初期斑点着色する。果肉黄
色、肉質ち密で酸味やや強いが甘味・芳香があり、多汁で品質優良。樹勢

選抜され系統名筑波 5 号として系適供試、
平成 7 年すもも農林 2 号に登録、
平成 9 年種苗法登録品種第 5670 号を獲得した。
果実は円形で、果重 85g 前後、果皮緑黄色の地に果粉着生多い。果肉
は濃紅色で肉質よく果汁多い。糖度 12 〜 13%、酸味 pH3.7 〜 4.5 と少
なく食味良好。熟期はソルダムより 1 週間位早く、育成地で 7 月中下旬
である。裂果や生理落果の発生は少ない。
樹勢強く開張性で、短果枝の着生多く豊産性である。花粉を有するが自

極めて旺盛、直立性の豊産種。中生の主力経済品種。

家不結実性の為、ハニ一ロ一ザ等の授粉樹を要す。

大玉ソルダム

ハリウッド

□ 共台

□ 共台

特等

19,800 円（税別価格 18,000 円）

特等

10 本

（品種解説省略）

19,800 円（税別価格 18,000 円）

米国より導入されたソルダムの枝変わりで、山梨県で発見された。ソル
ダムよりやや大玉となり、果重 130g 前後、果形円形。果皮は紫紅色で果
粉がのる。果肉濃紅色で肉質ち密、多汁、甘酸適和で品質極めて優良。熟
期は長野県で 8 月上旬。日持ち良い。樹は開張性で強く、短果枝の着生
容易で豊産性。中生の最主力経済品種。

ケルシー

（品種解説省略）

□ 共台

19,800 円（税別価格 18,000 円）

特等

10 本

太陽
□ 共台

特等

19,800 円（税別価格 18,000 円）

山梨県甲州市塩山の故反田七郎氏が送り出した晩生の経済品種。果実は
長楕円形、150g 位の大果で玉揃い良好。果面は濃紅色で美しい。果肉は
白色溶軟多漿。糖度 13 〜 14%、適酸あり、日持ち良好。熟期はソルダ
ムより 20 日位おそく、長野県で 9 月上旬。樹勢旺盛。開花は早く自家授
精劣るので授粉樹を要す。

ハニーローザ

ハニーハート
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EUROPEAN PLUM

小町園

KOMACHI
EN CO.,LTD.

ヨーロッパスモモ

サマーキュート

種苗法登録品種第 23005 号

オータムキュート

種苗法登録品種第 23238 号

サマーキュート

海外持出禁止

オータムキュート

長野県原種センターより許諾済

長野県原種センターより許諾済

□筑波 5 号実生台

□筑波 5 号実生台

特等

10 本 22,000 円
長野県外は
（税別価格 20,000 円） 2,310 円高販売

長野県果樹試験場において、平成 6 年ベイラーにシュガーを交配、育
成選抜され長果 6 と命番、平成 26 年種苗法登録品種第 23005 号を獲得
した 8 月下旬に熟する裂果の少ないプルーンである。
果実は楕円形で果重 50 〜 60g。果皮は紅紫色でやや淡い。果肉は橙色
で肉質中位。果汁は中、糖度 20% 前後、酸度は pH3.6 程度。熟期は育
成地で 8 月下旬。裂果の発生は少ない。貯蔵性はやや良。

特等

10 本

海外持出禁止
長野県内のみ栽培可

22,000 円（税別価格 20,000 円）

長野県果樹試験場において、平成 6 年ベイラーにプレジデントを交配、
育成選抜され長果 7 と命番、平成 26 年種苗法登録品種第 23238 号を獲
得した 9 月下旬に熟する裂果の少ないプルーンである。
果実は楕円形で果重 80g 前後。果皮は青紫色で外観優れる。果肉は橙
色で果汁多い。糖度は 22% 前後、酸度は pH3.8 程度。熟期は育成地で 9
月下旬。裂果の発生は少ない。貯蔵性は他主要品種に比べ良い。
樹勢は弱く、短果枝の長さは短い。自家不和合性で授粉樹を要す。

樹勢は弱く、短果枝の長さは中程度。自家和合性で結実良好。

ブルーフル
□ 筑波 5 号実生台

特等

ベイラー
10 本

19,800 円（税別価格 18,000 円）

□ 筑波 5 号実生台

特等

10 本

19,800 円（税別価格 18,000 円）

米国でスタンレイにプレジデントを交配育成したプルーン。
果実は楕円形で、果重 80g 位と大きい。果皮は黒紫色、果肉黄色でち密。

カナダ、オンタリオのビネランド試験場で、インペリアルエピネウスに

糖度 18% 前後で酸味はほとんどなく食味優良。離核。熟期は弊社で 9 月

グランドデュークを交配育成したブループラムで、弊社が昭和 55 年直輸

上旬。スタンレイよりやや早い。

入して、試作してきた品種である。

樹勢強健で作り易く、豊産。乾燥に要注意。

果実は楕円形、果重 60g 前後でスタンレイと同程度。果皮黒紫色で美

裂果は多いが大果で今後に期待される品種である。

しい。果肉黄緑色で肉質極上。糖度非常に高く 22 〜 24%、果汁多く食
味極上で特に生食用に適する。熟期は弊社で 9 月上〜中旬でスタンレイ
と同時期かやや遅い。
樹は強勢、開張で作り易い。裂果少なく豊産である。

プレジデント
□ 筑波 5 号実生台

特等

10 本

19,800 円（税別価格 18,000 円）

ブループラムに属する李で、果実 80g 前後と大果である。果形楕
円、果皮青紫色で美しく、果肉は黄色でやや硬い。離核で核はやや大きい。
熟期は長野県で 9 月中旬。未熟果は特に味薄いので完熟果の出荷が望ま
れる。樹勢よく直立性で豊産。大果で今後に期待される品種。

スイートサンプルーン

スイートサンプルーン
□ 共台

特等

10 本

19,800 円（税別価格 18,000 円）

本種は佐久地方に栽培されるサンプルーンの内でも、より甘味の強い系
統を選抜した品種で、完熟させると糖度 20 〜 22% 位にもなる。普通種
に比べ（弊社比）
、果実はやや大きく 40g 前後、結実性はより良好で、果
実の外観・熟期（9 月上〜中旬）
・樹勢・樹姿・耐病性は同じ。
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苗木養成品種 （品種解説省略）
□共台・筑波 5 号実生台

特等

10 本

ツァー・トレジディ・スタンレイ

19,800 円
（税別価格 18,000 円）

MUME BY THE NATIONAL INSTITUTE OF FRUIT TREE SCIENCE

農研機構果樹茶業研究部門育成

梅品種

小町園

KOMACHI
EN CO.,LTD.

MUME APRICOT

小町園

小梅・中梅苗木

梅実生台

KOMACHI
EN CO.,LTD.

種苗法登録品種第 17561 号

露茜

海外持出禁止
公示（農水省 HP）
参照

果種協より許諾済
□ 梅実生台

特等

10 本

22,000 円（税別価格 20,000 円）

竜峡小梅
□ 梅実生台

特等

10 本

19,800 円（税別価格 18,000 円）

長野県で昭和 30 年代の小梅系統選抜の際、松川町の大栗重寿氏園より
選抜した伊那梅群小梅の最優良種で、種苗名称登録品種。

農研機構果樹研究所において、平成 5 年ニホンスモモ「笠原巴旦杏」に

果実は甲州最小より更に小さく 3g 前後で、豊満な円形で玉揃い極めて

ウメ「養青梅」を交配、育成選抜された果皮も果肉も赤い、梅酒や梅ジュー

良い。果皮淡緑色で陽光面着色は少ない。果肉歩合 88% と高く品質優れる。

スに適する交雑種。

収穫は長野県で 6 月上旬。樹勢中庸でやや直立性。自家結実性極めて強

果実は円形で、果皮は毛じ短く鮮紅色に着色して光沢があり美しい。果

く豊産。樹は耐寒性乏しく、主幹病害に弱い。

重は 70g 前後と大きい。果肉も鮮紅色、滴定酸度は 4% 余りで少ない。
核は小さく粘核。梅干しには果肉がやや粗いため適さない。
樹勢は弱く、
樹姿開帳。花束状短果枝を形成し、
開花は育成地で 3 月下旬、
南高より 7 〜 10 日遅く李梅と同時期。花粉はわずかに有するが発芽しな
い。梅・杏を受粉すると結実するが、日本李の花粉では結実不良である。
熟期は育成地で 7 月中旬、南高より 3 週間遅い。

改良内田
□ 梅実生台

特等

10 本

19,800 円（税別価格 18,000 円）

和歌山県在来の内田梅の偶発実生より昭和 29 年選抜。長野県南信農業

かいよう病・黒斑病は梅同様防除で防除できる。

試験場にて試作の結果、他種に比べ最も結実が安定して豊産性で、樹は病
害虫に強く強健で維持し易いとの結論を得て、普及に移された。果実は豊

種苗法登録品種第 8562 号

円形で 20 〜 25g 内外、玉揃い良好で豊産性である。花粉はあるが自家
結実性が低い為、他種との混植を要す。開花期は白加賀、玉英よりやや早

八郎

海外持出禁止
公示（農水省 HP）
参照

果種協より許諾済
□ 梅実生台

特等

10 本

19,800 円（税別価格 18,000 円）

自家結実性に優れ、豊産性で地域適応性の広い中梅。
果実は円形、果重 15g 前後で玉揃良好。果皮の地色は淡黄緑色で着色
は少なく、ヤニ果の発生も少ない。核は 2g 前後で果肉歩合は加賀地蔵よ
りやや劣る。収穫期は育成地で 6 月下旬、白加賀より数日遅れる。
樹姿開張性、樹勢中庸。開花期は中で白加賀より数日早い。花粉を有し
自家結実性で豊産。黒星病は防除を要す。

いので両種の授粉樹使用も可能と思われる。収穫期は長野県で 6 月中〜
下旬で、白加賀よりやや早い。

白加賀
□ 梅実生台

特等

10 本

19,800 円（税別価格 18,000 円）

中梅の代表品種。果実楕円形、果皮淡緑黄色、果重 30g 位で玉揃い良い。
果肉厚く、肉質密で繊維少なく、漬梅、梅酒用に適す。樹勢強く開張性で、
短果枝形成良好。開花期遅く花は白色単弁。花芽の着生多いが花粉なく、
自家結実しないので、必ず授粉樹を要す。収穫期は長野県で 6 月中〜下
旬である。

種苗法登録品種第 8563 号

加賀地蔵
果種協より許諾済
□ 梅実生台

特等

海外持出禁止
公示（農水省 HP）
参照

苗木養成品種 （品種解説省略）
南高、吉村小梅
□梅実生台

10 本

特等

10 本

19,800 円（税別価格 18,000 円）

19,800 円（税別価格 18,000 円）

果肉歩合高く、果実品質・梅干し品質が優れる中梅。
果実は円形、果重 30g 前後で玉揃い良好。果皮の地色は淡緑色で、陽

MUME APRICOT

小町園

光面は紅色に着色する。収穫期は育成地で 6 月下旬、白加賀とほぼ同時
期で、生理落果は少〜中。ヤニ果の発生は少ない。
樹姿開張性、樹勢中庸。開花期はやや遅く、花は白色単弁。花粉は極め

大梅苗木

杏実生台

KOMACHI
EN CO.,LTD.

て少なく自家不結実性の為授粉樹を要す。黒星病は要防除。

信州豊後
□ 杏実生台

特等

10 本

19,800 円（税別価格 18,000 円）

豊後は杏系梅の総称で各地に幾多の系統がある為、長野県に栽培され
ている優良系統を称した。果形短楕円形で果実は非常に大きく 50g 前後。
外観は梅より杏に近い。果肉厚く、粘核。樹勢強く直立性で耐寒性に富み、
開花遅く晩霜害少ない。花は淡桃色重弁のもの多いが、単弁のものもある。
果肉厚く砂糖漬、梅酒用に適する。熟期は長野県で 6 月下旬〜 7 月上旬
である。

高田梅
□ 杏実生台

特等

10 本

19,800 円（税別価格 18,000 円）

福島県会津地方産出の杏系に近い大粒梅。直径 5㎝余、果重 60 〜 70
g で 100g になるものもある。果形は扁円形で、果肉は厚くて硬く歯切れ
がよい。果肉歩合 95% と高く、
核離れ良好で形はくずれにくいので、
梅漬、
梅酒、シロップ漬用に最適である。熟期は 6 月下旬〜 7 月上旬で、さら
に完熟させると甘味も出る。樹は胴枯病に弱く、寒凍害を受け易いので、
豊凶の差は大きく、生産は安定していない。

春居接ぎ風景
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APRICOT

あんず苗木

小町園

KOMACHI
EN CO.,LTD.

杏実生台

おひさまコット

種苗法登録品種第 22907 号

おひさまコット
果種協より許諾済
□共台

特等

10 本

ニコニコット

種苗法登録品種第 22908 号

海外持出禁止
公示（農水省 HP）
参照

22,000 円（税別価格 20,000 円）

ニコニコット
果種協より許諾済
□共台

農研機構果樹研究所において、平成 2 年筑波 5 号にハーコットを交配、
選抜育成され、平成 25 年種苗法登録品種第 22907 号を獲得した。

特等

10 本

海外持出禁止
公示（農水省 HP）
参照

22,000 円（税別価格 20,000 円）

農研機構果樹研究所において、平成 2 年ライバルに筑波 5 号を交配選
抜育成され、平成 25 年種苗法登録品種第 22908 号を獲得した。

果実は短楕円形で、果重 120g 前後と大きい。果皮は橙黄色で裂果の発

果実は短楕円形で、果重 90g 前後。果皮は橙色で裂果は少ない。糖度

生は極めて少ない。糖度 13% 位、酸味少なく果汁多く食味優れる。熟期

14% 位、酸味少なく果汁やや多く食味優れる。熟期はハーコットより 5

はハーコットより数日遅い。日持性は短い為適期収穫に努める。

日程遅い。収穫後の軟化が比較的早いので適期収穫に努める。

樹勢強く樹姿やや開張。花粉を有し自家結実性で結実良好。

樹勢強く樹姿中間。花粉を有し自家結実性で極めて豊産。

ハーコット
□特等

10 本

19,800 円（税別価格 18,000 円）

カナダハロー農業試験場育成。果実は短楕円形でやや縦長、果重は 80
〜 100g と大きく、玉揃いはやや良。果皮は橙色で陽光面中程度に着色す
る。果肉は橙黄色で糖度 14% 位。香気・果汁多く、
酸味少なく食味優れる。
熟期は長野県で 7 月上中旬の中生種。胴枯病には弱い。

信州大実
□特等

10 本

18,700 円（税別価格 17,000 円）

信州サワー

種苗法登録（平成 30 年 3 月 6 日失効）

信州サワー
□特等

10 本

長野県果樹試験場が、新潟大実にアーリーオレンジを交配、選抜育成さ
れ、昭和 55 年種苗法登録品種第 36 号を獲得したが平成 3 年失効。
果実は円形で平均 90g、果皮・果肉とも橙色。熟期は 7 月中旬で新潟
大実より 1 週間遅い晩生の大果で外観よく、加工、生食兼用種。

22,000 円（税別価格 20,000 円）

長野県果樹試験場が、昭和 53 年信陽に L‒62（山形 3 号×チルトン）
を交配、選抜育成して平成 15 年アンズ長果 1 と命番、平成 20 年種苗法
登録品種第 16163 号を獲得した食味優良な早生種である。

信月
□特等

10 本

18,700 円（税別価格 17,000 円）

果実は 70 〜 80g でやや大きい。果皮は橙黄色地に陽光面紅色着色し
外観優れる。果肉は橙色で糖度 12 〜 13% とやや高い。酸味少なく果汁
多く食味優れる。核は離核。熟期は育成地で 7 月初旬、平和の直後。
樹は凍害や胴枯病等の枝幹障害が少なく、結実良好である。

長野県果樹試験場が、昭和 36 年新潟大実にチルトンを交配、育成選
抜して「D‒33」として適応試験実施。平成 4 年 7 月種苗法登録品種第
3175 号を獲得したが平成 12 年失効。
果実は短楕円形で平和に似るも、果重 80g 前後と大きく玉揃い良好。
果皮は橙黄色で、サビ、裂果は少ない。果肉橙黄色で核離れ良く、糖度
10% 位、酸度 pH3.8 位で食味良好。加工適性はシロップ漬に優れる。熟
期は長野県で 7 月下旬、信州大実より 7 日程遅い最晩生種である。
樹勢強く開張性で強健、花芽の着生多く結実安定して豊産な優良種。
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KAKI PERSIMMON

甘柿苗木

KAKI PERSIMMON

小町園

KOMACHI
EN CO.,LTD.

豆柿台

渋柿苗木

小町園

KOMACHI
EN CO.,LTD.

豆柿台

市田柿
□ 優良系

特等

10 本

22,000 円（税別価格 20,000 円）

原名を焼柿といい、伊那谷特産の干柿専用種。果実長円形果重 100g 位
で果皮橙黄色。肉質ち密で柔軟。干柿品質は極上で、製品は見事である。
熟期は 11 月上旬。樹勢中庸で豊産なるも適地を選ぶ。昭和 43 年 6 系統
優良母本の選抜がなされている。弊社にても各母本保存者より分穂を得て
生産を継続しているので、優良系統をご利用いただきたい。

太秋

種苗法登録（平成 25 年 9 月 15 日失効）

太秋
□ 共台

特等

10 本

19,800 円（税別価格 18,000 円）

農研機構果樹研究所カキ研究拠点において、昭和 52 年富有にⅡ iG‒16
を交配、選抜育成して系統名カキ安芸津 10 号として系適供試、平成 6 年
かき農林 7 号に登録、平成 7 年種苗法登録品種第 4721 号を獲得。
松本早生富有とほぼ同時期（育成地で 11 月上旬）に熟する完全甘柿
で、果形やや扁円形、果重 320g 位と大きい。前種に比べ糖度高く（16
〜 18%）
、果汁多く、肉質同程度で食味良好である。日持性も同程度。
脱渋性は千葉県以西で可、長野県以北は問題がある。

種苗法登録品種第 25273 号

麗玉

海外持出禁止
公示（農水省 HP）
参照

果種協より許諾済
□ 共台

特等

10 本

新型コロナウイルス感染防止への
ご協力について
当社はお客様の安全・安心を第一に新型コロナウイルスの感
染拡大防止に努めております。お客様におかれましても、ご来
店いただく際は、下記の点にご協力いただきますよう、お願い
申し上げます。

〈ご来店時にご協力いただきたい事項〉

27,500 円（税別価格 25,000 円）

育成経緯は太雅と同じ。平成 28 年に種苗法登録品種第 25273 号を獲
得した早生で高品質な完全甘柿である。
果実は腰高の丸みを帯びた扁円形で果重 280g 程度。肉質は中程度。糖
度 18％と高く、
果肉軟らかく果汁多く食味優良。熟期は甘秋とほぼ同時期。

事務所では換気の徹底、接客係のマスクの着用など、感染防
止に最大限配慮しておりますが、お客様におかれましても、店
頭備え付けの消毒液の利用やマスクを着用していただく等、感
染拡大防止にご協力ください。

日持性は平均 24 日で良い。果頂裂果・へたすき果の発生はほとんどなく、
汚損果の発生も少なく、外観優れる。
樹勢やや弱く、樹姿中間形。高接する場合、中間台によって接木不親和、
樹勢衰弱が認められるので要注意。

お客様にご不便とご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解
とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

種苗法登録品種第 25272 号

太雅

海外持出禁止
公示（農水省 HP）
参照

果種協より許諾済
□ 共台

特等

10 本

27,500 円（税別価格 25,000 円）

平成 10 年甘秋に安芸津 19 号（大御所×太秋）を交配。播種育成され
平成 20 年系適供試、平成 28 年に種苗法登録品種第 25272 号を獲得し
た早生の優良な完全甘柿である。
果実はやや四角ばった扁円形、果重 320g 程度。肉質緻密で軟らかく果
汁多い。糖度 16.7％で食味優良。熟期は甘秋とほぼ同時期である。果頂
裂果、へたすき果はほとんど発生しない。雲形状活損の発生はあるので要
注意。日持性は平均 29 日程度と良い。
樹勢は強く、樹姿中間形。後期落果は年と場所により認められる。

甘柿の取次販売について
甘柿について、和歌山県の小坂調苗園より取次販売致します。

中川村の風景
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種苗法登録品種の証紙付販売について
（一社）日本果樹種苗協会の取り扱う種苗法登録（出願公表）品
種には、苗木1本に1枚果種協発行の証紙がつきます。
証紙は、販売される苗木が種苗法登録品種許諾済正規流通品であ
ることを証明しますので、定植後も大切に保存して下さい。
なお、証紙のつかない苗木は非正規品です。非正規種苗の流通に
関与した者、非正規種苗を用いて生産した果実を販売した者は、種

長野県育成品種の苗木生産は、許諾を得た長野県内の種苗業者の
みにて限定されています。
長野県育成の登録品種と登録出願中品種には、
（一社）
長野県原種
センター発行の「証紙」が苗木 1 本に 1 枚ずつ付きます。
これらの「証紙」はその苗木が長野県育成品種の正規流通品であ
ることを証明するものですので、定植後も大切に保存して下さい。

苗法により10年以下の懲役と1,000万円以下の罰金刑が課せられま
すのでご注意下さい。

このマークは種苗法の登録品種を
表示するマークです。
わが国の種苗法に基づく「登録品種」の種苗や、これらの種苗
から得られた収穫物、政令で定める加工品に表示しています。植
物新品種は知的財産権（育成者権）として保護されており、この
マークの付いている種苗を、
育成者の許諾なしに業として利用
（増
殖、譲渡、輸出入など）する行為は、損害賠償、刑事罰の対象と
なる場合があります。
このマークは、品種保護制度および育成者権の正しい理解と普
及、育成者権の侵害を未然に防止することを目的として、わが国
の種苗関係４団体（
（一社）日本種苗協会、
（一社）日本果樹種苗
協会、
（一社）日本草地畜産種子協会、
（公社）農林水産・食品産
業技術振興協会）が商標権を取得し、関係者に利用を促進してき
た商標です。
種苗法の改正に伴って、４団体が所有していた商標権は農林水
産省に移転しています。
※ PVP：Plant Variety Protection（植物品種保護）の略

当社の苗木は裸苗の状態でのお届けとなりますので、出荷時は
充分湿気を与えビニール等で被覆することで乾燥防止に努めま
す。苗木到着後はすぐに開封し内容をご確認ください。また、苗
木１本ごとに名札をつけておりません。結束ひもの色や束で分か
るようにしてありますので、結束ひもを解く際は充分ご注意くだ
さい。
団体等一括購入の場合の配布については、長時間に及ぶことが
多いので、乾燥防止に努め風の当らない日陰の冷涼な場所で行な
うようにお願い致します。万一乾燥の生じた場合には、その度合
により一昼夜前後水につけ、充分に水分を与えてから植え付けを
行なってください。
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当社における個人情報の取り扱いについて
お客様の「住所・氏名・電話・FAX 番号」等の個人情報につき
ましては法に基づき厳重に管理し、カタログの送付、商品の受注、
発送、それらに関わるご連絡を電話、封書、メール等で行なうな
ど、当社のサービス提供の目的にのみ使用いたします。

苗木の仮植について
⑴仮植
仮植を行うには図 1 の方法を用いる。土地は保水力に富む日当たり
の良い場所を選ぶ。
（越冬も同じ）
束をとき一本一本ばらばらにして仮植穴に並べ、細根の部分にまで
まんべんなく土を入れ乾燥の被害を受けないようにする。尚束をとく
時には、風雨に落とされないラベルを付けて、品種を明確にしておく
ことが大切である。
⑵越冬
越冬には図 2 の方法を用い、根部を土の厳寒時凍結部以下になるよ
うにして伏せ、苗木下部50㎝位を土中に入れ、細根部分には仮植時
以上にていねいに土を入れる。梅、柿等寒さに弱い苗木は70㎝以上
を土中に入れる。越冬中は野鼠、野兎の被害防止に留意する。

ご注文についてのお願い
◎ご注文は文書にて、住所・氏名・郵便番号・電話・FAX 番号・
品種名・台木名・数量等を明記してください。
在庫確認は電話にても返答致しますがトラブルが多いた
め、必ず文書にて正式注文願います。
◎弊社は農協・果樹団体等の卸専門業者です。１口10本未満
の小口通信販売の発送や初歩的な技術指導は労力的にでき
ませんのでご了承ください。なお、店頭販売は１本から販
売できますが、完全予約制でございます。
◎苗木代金は必ず前金でいただきます。官公庁、各種団体、
農協等後払の場合は、公文書をお送りください。
なお、前記団体及び個人大量注文の場合は別途見積いたし
ますので、申し付けください。
◎ご送金は現金書留、郵便振替（00530 - 4 - 19856番…弊社
到着に要１週間）または下記をご利用ください。
アルプス中央信用金庫 中川支店（普）2705307番
◎荷造運賃はご注文主の負担に願います。
荷造費1,320円、運賃立替元払
運賃につきましては発送場所、本数によって見積致しま
す。
この度運送会社より大幅な改定が通達されました。
お客様のご負担も増えると存じますがご理解いただきま
すようお願い致します。
ダンボール詰めで発送致します。また、ご注文の内容に
より運送会社が異なります。

◎運送規格の改定により、箱にあわせて苗木の頭部を切らせ
て頂くことがございます。予めご了承ください。
◎出荷及び店頭小売期間
11月25日〜12月15日、３月10日〜３月末日。
小売時間

AM 10：00〜11：30

PM 12：30〜３：30

休 業 日 日曜・雨天
大口注文より優先発送致します。
個人のお客様宛の発送につきましては、日付指定・時間
指定をお伺いすることができません。また、遠方への
発送は運送会社の都合、日曜祝日を除き最大中３日か
かります。
◎弊社苗木の生産・出荷には万全を期しておりますが、万一
の事故等の際には、お買上同一苗木又は代金の返済を持っ
て最大限の補償と致します。あらかじめご了承の上、ご注
文くださいますようお願い致します。

本カタログ掲載解説及び写真の無断転載を禁じます。
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