
筍 ハーブ 洋野菜 果菜 妻物
玉　葱 筍 オゼイユ 胡　瓜 大　葉　
淡路玉葱 五三竹 タイム レタス 四川胡瓜 小　菊　　
新　玉　葱 淡　竹 ローズマリー フリルアイス ミニ胡瓜 菊の葉　　
サラダオニオン 緑竹 レモングラス ローメンレタス ハート胡瓜 胡瓜の葉
葉　玉　葱 四方竹 マーシュ サニーレタス 星型胡瓜 雪の下
ペティオニオン 大名筍 バジル グリーンカール 茄　子 茄子の花
赤玉葱 ルッコラ パセリ 千両茄子 茄子の葉

シブレ セロリ 長茄子 赤　芽　
ディール ピンクロッサ 米茄子 青　芽

ポテト 葉物 イタリアンパセリ サンチェ 水茄子 青ダテ
新じゃがいも ほうれん草 エストラゴン サラダナ 小茄子 花　穂　　
メークイン サラダレン草 マスタードグリーン チコリフリーゼ 十全茄子 花　丸
北あかり 赤軸れん草 ペパーミント エンダイブ 白なす 葉付花丸
シャドークィーン 小松菜 セルフィーユ ラレシ 赤茄子 蓮の葉
レッドアンデス サラダ小松菜 マジョラム マロンサラダ× 青茄子 蓮の花
ジャガキッズパープル 春　菊 タンポポ アスパラ菜 ばってん茄　子 たばほ　　
レッドムーン サラダ春　菊 ルッコラ クレソン サラダ茄子 木の芽
ノーザンルビー 七　草 ビエトラ ブーケレタス 松山長茄子 地　芽
インカ なづな えごまの葉 花コリー 熊本大長茄子 紫　芽
あいの赤 ニ　ラ スペアミント スティックセニョール サファイア茄子 エディフルフラワー

つまみな スイスチャード 黒　大　根 トマト　 ほおずき
京　菜 セージ ポロネギ 黄チェリートマト ベルローズ

長　葱 モロヘイヤ レモンバーム ポアロジュアンヌ× チェリートマト　 金魚草
あじさい葱 つけ菜 オレガノ フヌイユ オレンジプチトマト 小　笹
わけぎ 高　菜 セルバチコ セロリラブ ボーフ
万能葱　 あしたば ミニターサイ アティチーョク フルーツトマト 浜ボーフ
泥　　葱 芹 レッドローメン アンディーブ 塩トマト 紅葉の葉（赤）
下仁田葱 つるむらさき リーフトマト ベルギーエシャロット イタリアントマト もみじの葉
河豚葱 芥子菜 レッド　オーク アンディーブ（赤） シシリアン　ルージュ あじさいの葉
千寿葱 辛子水菜 和風ベビーリーフ コールラビ シュガートマト あじさい
信長葱 赤しそ ベビースピナッチ トレビス ミディートマト デンファレ
軟白葱 ゆきな レッドロメィン レ・ホール あいこ 梅の花
赤葱 山東菜 ミニミズナ ホワイトＭセロリ アメーラ　ルビン 桃の花

大根葉 赤小松菜 ルタバカ 枝付トマト 松　葉
ケール ミニターサイ サボイキャベツ トマトベリー 柿の葉

葉付大根 糸みつば レッドマスタード ソバージュ グリーンゼブラ 南　天
大　根 白みつば ピノグリーン カ・ボロネロ グリーンミディー 稲　穂
赤丸大根 根みつば ロロロッサ トレビ－ソ オレンジミディー さくら
黒長大根 キャベツ ミニロケット ベビーフェンネル イエローミディー 花　柚
黒丸大根 新キャベツ 赤軸れんそうＢリーフ べビーサボイ マイクロトマト 葉らん
青長大根 グリーンボール 赤ミズナ ベローナ ブラックトマト よもぎ
小桜大根 赤キャベツ コスレタス ル・バーブ ピーマン 栗の葉
淡桜大根 白　菜 壬生菜Ｂリーフ アティチーョク 赤ピーマン（小） 銀杏葉
レディーサラダ 娃々菜 チョコロッサ プレコーチェ パプリカ黄 イガ栗
辛味大根　紫 チャード タルティーボ パプリカ赤 赤南天
辛味大根　白 京野菜 根フェンネル パプリカ青 朝顔の葉
紫大根 水　菜 葉付セロリラブ パプリカ白 朝顔の蔓

壬生菜 スプラウト プンタレッラ パプリカ黒 蔓　菜
京菊菜 水菜スプラウト カステロフランコ パプリカオレンジ だいだい
京れんそう マジックレッド パセリ―ルート パプリカ紫 うらじろ
京小松菜 ブロッコリの芽 パースニップ パレルモ 白だつ

人　参 しろな 赤キャベツの芽 西洋午傍 バナナピーマン 花山葵
京人参 京　静紫 クレスの芽 ホワイトオニオン ハラペーニョ 葉山葵
金美人参 伏見とうがらし マスタードの芽 パールオニオン ハバネロ　レッド 千石豆
イエローストーン 赤伏見とうがらし 野沢菜スプラウト ルビーオニオン ハバネロ　オレンジ さくら草
パープルスティック 万願寺とうがらし 蕎麦芽 オニオンヌーボー シシトウ 岡ひじき
ホワイトサテン 赤万願寺 豆苗スプラウト ビーツ 甘長とうがらし　 つつじ
紫ミニキャロ 山科とうがらし ホワイトビーツ 黒シシトウ 苺の葉
黄ミニキャロ 京小蕪 イエロービーツ 青とうがらし 草石蚕

京赤小蕪 チオギア 赤とうがらし 姫大根
午　傍 堀川牛蒡 豆類 アスパラ　 かぐら南蛮 紅白大根
大浦牛蒡 青味大根 枝　豆 ホワイトアスパラ 甘長とうがらし　 芽　葱
新　午　傍 聖護院大根 黒枝豆 パープルアスパラ 甘とう　　レッド ミニ人参
葉　午　傍 聖護院かぶら 茶　豆 讃岐のめざめ 甘とう 葉付ミニキャロ
切り午傍 花　菜 だだちゃ豆 ミニアスパラ 朝鮮人参
みがき午傍 九条葱 ブロッコリ 南　瓜 芽　蕪
ささがき午傍 玄琢葱 蚕　豆 カリフラワー 黒川南瓜 鶯　菜

京石川芋 ファーベ 紫カリフラワー 赤南瓜 谷中生姜
にんにく　 京海老芋 グリーンピース オレンジカリフラワー 白南瓜 矢生姜（はじかみ）
ムキにんにく 京甘薯 ロマネスコ 坊ちゃん南瓜 燕生姜
熟成にんにく 京人参葉 いんげん 芽キャベツ ハロゥイン南瓜 石川芋

丹波栗 ささげ豆 ズッキーニ バターナッツスクワッ 根　芋
生　姜 賀茂茄子 モロッコ隠元 黄ズッキーニ プッチーニ 蓮　芋
新生姜 紫ずきん 昭島ささげ 花ズッキーニ コリンキー エシャレット

京筍 白ズッキーニ テーブルクィン 銀杏（殻つき）

商品名 （自社分類による）商品名 （自社分類による）商品名 （自社分類による）商品名 （自社分類による）



　蓮 百合根 ステラズッキーニ 金糸瓜 クワイ　
鹿ヶ谷南瓜 丸ズッキーニ 白 冬　瓜 茗荷子　

里　芋 中国野菜 丸ズッキーニ　黒 小冬瓜 茗荷竹　　
洗い里芋 江戸野菜 紅心大根 丸ズッキーニ 黄 夕　顔 すだち
海老芋 亀戸大根 ターサイ　　 マッシュルーム はぐら瓜 かぼす
孫　芋 馬込人参 かいらん菜 ブラウンシャンピ 白　瓜 チシャトウ
シルキー しんとり 金針菜 ジャンボ洋松 オクラ　　 むかご
京　芋 大蔵大根 空心菜 ミニオクラ もろきゅう
セレベス 練馬大根 姫チンゲンサイ とうもろこし 百合根
八ッ頭 チンゲンサイ　 きのこ ピュア　ホワイト かき百合根
大和芋　 加賀野菜 ミニチンゲンサイ 生椎茸 皮付きヤングコーン 青　梅
つくね芋 加賀葱 黄ニラ えのき ヤングコーン 南高梅
長　芋　　 へた紫茄子 豆　苗 しめじ　　 サニーショコラ ひ　ば
ネバリスタ 加賀太胡瓜 ニンニクの芽 本しめじ　　 立　桂
自然薯 金時草 空心菜 エリンギ　 熊　笹

源助大根 油菜心 ほうき茸 えびす笹
ヤーコン 加賀蓮根 パクチョイ 平　茸 ずいき
さつま芋 打木赤皮甘栗南瓜 花韮 鮑　茸 本わさび
安納芋 ヤングコーン 舞　茸 かいわれ

中国パセリ ブナピー ベニーナ
　蕪 まこも竹 生きくらげ 柚
黄　蕪 沖縄野菜 なめこ 葉付柚
津田蕪 マラコー 葡萄 柳松茸 菜の花
あやめ蕪 ホーラーパー デ　ラ はたけしめじ 紅菜花
天　　蕪 ガパオ キング　デラ 山えのき かきな

パクチータイ 甲州ブドウ オイスターマッシュ 青梗菜花
生　らっきょう へちま 巨　峰 白舞茸 福立菜
洗　らっきょう アロエ 甲斐路 山伏茸 野沢菜

にがうり マスカット きぬがさ茸 ふ　き　　
果実 青パパイア ベリーＡ 白嶺茸 地　ふ　き
マスクメロン 島人参 コールマン はなたけ アイスプラント
赤メロン 島らっきょう アレキサンドリア たからしめじ 落花生
プリンスメロン 島オクラ キャンベル はなびら茸 アピオス
夕張メロン 島とうがらし ロザリオ コプリ－ヌ あさつき
アンデスメロン 島にんにく 瀬戸ジャイアンツ 大黒しめじ 庄内あさつき
ハネディユウメロン 苦　菜 ピオーネ かきの木茸 水前寺モヤシ

あおさ ルビーオクヤマ 足つきなめこ 独　活
林檎 タロイモ シャイン　マスカット 初雪茸 山独活
ふじ 白にがうり 長野パープル めぐみ茸 葉ニンニク
津軽 赤オクラ ジャンボなめこ プチベール
紅玉 しかく豆 トキヒラ茸 紫プチベール
王　林 沖縄　オオタニワタリ 白きくらげ 白プチベール
シナノゴールド 沖縄　紅じゃがいも 梨 大王茸 アガリクス
姫リンゴ アバシ 幸水 あぎ茸 生　ザーサイ

豊水 たもぎ茸 花オクラ
苺 南水 椿
さちのか　 にっこり 松　茸 嫁菜
とちおとめ ２０世紀 大王松
アイベリー 晩三吉 五葉松
ほのか ジロール 柊
あまおう 洋梨 トランペット 葡萄の葉
苺（輸入） ラフランス トリフ 夏すみれ

パートレット ポルチーニ 姫白瓜
バラード 天然まいたけ 菊の花

さくらんぼ ルレクチェ 香　茸 干し菊
佐藤錦 マルゲリット・マリア 黒皮茸 もって菊
高砂 桜しめじ 小メロン
ＵＳチェリー 大しめじ じゅんさい

あけび 天然本しめじ アロエの花
び　わ あんず 金茸 ジューンブライト
桃 かりん ボリ 愛　染
ネクタリン カヌカ 柏の葉

ベリー オシロイシメジ 朴　　葉
ケルシー フランボアーズ 黄金茸 山　桃
プラム ブルベリー 銀茸 人参葉
ソルダム ブラックベリー くり茸 栗
イチヂク グーズベリー 杉茸 ムキ栗
プルーン クランベリー 初　茸 食用ほおずき
アセロラ すぐり黒 田芹

すぐり赤 春蘭
宮崎マンゴ すぐり白 トンブリ
沖縄マンゴ 芽かんぞう
鹿児島マンゴ ペリカンマンゴ 鮎だて
沖縄　完熟パイン メキシカンマンゴ のびる

タイマンゴ ウルイ
わらび

国産レモン 鍵　蕨



レモン 柑橘 洋梨 カタクリ
オレンジ みかん ラフランス たらの芽
グレープ赤 ハウスみかん パートレット こごみ
グレープ アンコール バラード ふきのとう
スイーティー 伊予柑 ルレクチェ つくし
ライム 甘　夏 マルゲリット・マリア 赤みず
国産ライム マーコット ひしの実
ミネオラ 夏みかん あけび こしあぶら
マンダリンオレンジ 八　朔 あんず 行者にんにく
アボガド きんかん かりん 雪ウルイ
ミラクルフルーツ 葉付きんかん 蕾　菜
パイン ネーブル ベリー しどけ
ゴールデンパイン 清　見 フランボアーズ 独活の芽
バナナ 三宝柑 ブルベリー
バナップル 日向夏 ブラックベリー
モンキーバナナ デコポン グーズベリー
キウイ ポンカン クランベリー
ゴールデンキウイ せとか すぐり黒
ベビーキウイ 文旦 すぐり赤
レィンボーキウイ 日向夏 すぐり白
パパイア たんかん
パッションフルーツ 黄金柑 ペリカンマンゴ
チェリモヤ ニューサマー メキシカンマンゴ
ライチ セミノール タイマンゴ
キワノ 美生柑
ペピーノ あまくさ
タマリロ かんぺい
レッドピタヤ はるみ
ババコ 紅まどんな
ドリアン 晩白柚
スターフルーツ シークワーサ
ザクロ 富有柿
椰子の実 刀根柿
ブラッド　オレンジ アンポ柿
マメーアップル 巻　柿
ランプータン 市田柿
マンゴスチン 黄西瓜

西　瓜
小玉西瓜
黄小玉西瓜


