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品種名 読み 甘渋性 原産地 異名、由来、特徴など
1 富有 ふゆう PCNA 岐阜
2 松本早生富有 まつもとわせふゆう PCNA 京都 富有の早生枝変わり
3 すなみ すなみ PCNA 岐阜 富有の大果枝変わり
4 紅魁 べにさきがけ PCNA 岐阜 富有
5 前川早生次郎 まえかわわせじろう PCNA 三重 次郎の早生枝変わり
6 光陽早生 こうようわせ PCNA （静岡） 前川早生次郎枝変わり

7 太秋 たいしゅう PCNA 農水省育成
富有×ⅡiGｰ16｛次郎×興津15号（晩御所×
花御所）｝

8 新秋 しんしゅう PCNA 農水省育成
興津20号（袋御所×花御所）×興津1号（晩御
所×晩御所）

9 早秋 そうしゅう PCNA 農水省育成 伊豆×109-27
10 甘秋 かんしゅう PCNA 農水省育成 新秋×１８－４
11 陽豊 ようほう PCNA 農水省育成 富有×次郎
12 貴秋 きしゅう PCNA 農水省育成 伊豆×安芸津５号（富有×興津１６号）
12 国富 くにとみ PCNA 愛知
13 花御所 はなごしょ PCNA 鳥取
14 いさはや いさはや PCNA 長崎 蓆田御所に類似

15 蓆田御所 むしろだごしょ PCNA 岐阜
16 天神御所 てんじんごしょ PCNA 岐阜
17 晩御所 おくごしょ PCNA 岐阜
18 大和御所 やまとごしょ PCNA 岐阜 御所（奈良県御所）
19 袋御所 ふくろごしょ PCNA 岐阜 裂御所
20 伊豆 いず PCNA 農水省育成 富有ｘ（晩御所ｘ晩御所）　1955年育成
21 帝 みかど PCNA 各地
22 西村早生 にしむらわせ PVNA 滋賀 富有×赤柿？　1926年育成
23 御富 ごふう PVNA 京都市鹿ヶ谷 富有×御所？
24 黒柿 くろがき PVNA 栃木or山形
25 大河津 おおこうづ PVNA 新潟 渋妙丹
26 長建寺 ちょうけんじ PVNA 奈良 久保
27 久保 くぼ PVNA 京都 長建寺
28 絵御所 えごしょ PVNA 岐阜 蜘蛛巣柿
29 烏須美（カラスミ）からすみ PVNA 愛知
30 伝内 でんない PVNA 新潟
31 禅寺丸 ぜんじまる PVNA 神奈川
32 渋妙丹 しぶみょうたん PVNA 新潟 大河津
33 晩妙丹 おくみょうたん PVNA 新潟
34 甘四溝 あまよつみぞ PVNA 静岡
35 水島 みずしま PVNA 富山
36 貝渕 かいぶち PVNA 新潟
37 子成場 こなしば PVNA 新潟
38 酒田 さかた PVNA 新潟 白乳、白土
39 ヘグロ へぐろ PVNA 熊本
40 御寺 おてら PVNA 滋賀・京都・奈良
41 正月 しょうがつ PVNA 福岡
42 赤柿 あかがき PVNA 京都 籐八
43 ペポ Pepo PVNA イタリア
44 豊岡 とよか PVNA 京都
45 安西 あんざい PVNA 京都
46 小美濃 こみの PVNA 京都
47 ハッチウリ PVNA 京都
49 山本 やまもと PVNA 加茂町例幣 極早生（8月下旬成熟）
48 平核無 ひらたねなし PVA 新潟 2n=135
49 刀根早生 とねわせ PVA 奈良 平核無の早生枝変わり
50 無核 たねなし PVA 新潟 平核無、八珍、庄内柿、おけさ柿

51 孝子丸 こうしまる PVA 山形県
丸形腰高の果形となる平核無の早生，平成3
年品種登録



52 会津身不知 あいづみしらず PVA 福島
53 富士 ふじ PVA 不明、広く分布 甲州百目、蜂屋、大四郎、江戸柿
54 甲州百目 こうしゅうひゃくめ PVA 不明、広く分布 富士
55 吉野 よしの PVA 奈良
56 下北葉隠 しもきたはがくし PVA 宮崎
57 宮崎無核 みやざきたねなし PVA 宮崎 2n=135
58 菊平 きくひら PVA 徳島・奈良・和歌山
59 早紅柿 じょうほんし PCA 韓国全羅南道
60 夫婦柿 めおとがき PCA 群馬
61 晩西条 おくさいじょう PCA 中四国
62 武田 たけだ PCA 静岡
63 最勝 さいしょ PCA 石川 葉の下
64 三社 さんじゃ PCA 富山
65 烏帽子 えぼし PCA 岩手、宮城
66 西条 さいじょう PCA 広島・中四国
67 愛宕 あたご PCA 愛媛
68 二重柿 にじゅうがき PCA 愛媛
69 疣柿 いぼがき PCA 宮城
70 ナガラ PCA 不明、 長形で果面に柔毛が密生する
71 台湾正柿 たいわんしょうし PCA 台湾
72 舎谷柿 しゃこくし PCA 韓国慶尚北道
73 鶴の子 つるのこ PCA 京都 枯露柿、柿渋原料
76 天王 てんのう PCA 加茂町例幣 三枡商店、柿渋搾汁専用品種
74 よみぞ よみぞ ？ 愛媛県吉田町
75 南柿 なんし ？ 韓国
76 チャーゴネ ちゃーごね ？ 宮崎県三俣町
77 流れ柿 ながれがき ？ 岡山県加茂川町
78 久保型帯仕 くぼがたおびし ？ ？
79 平核無×禅寺丸(2n=111) 京都府立大学石田雅士名誉教授交配実生
80 平核無×夫婦柿(2n=114) 京都府立大学石田雅士名誉教授交配実生

善左衛門 ぜんざえもん PVNA 福知山市
ウスギ PVNA 福知山市
ハッキリ PVNA 福知山市
久保 くぼ PVNA 福知山市
百目 ひゃくめ PVNA 福知山市
？ PVNA 福知山市
八朔 はっさく PVNA 福知山市 極早生種
美濃 みの PCA 福知山市
？ PCA 福知山市 串柿用
？ PCA 福知山市 串柿用
？ PCA 福知山市 串柿用
鶴の子 つるのこ PVA 埼玉県 枯露柿用？

カキ近縁種
A マメガキ（豆柿） D. lotus L.
B リュウキュウマメガキ （琉球豆柿） D. lotus var glabra (DC.) Makino

C トキワガキ（常磐柿）
D. morrisiana Hance　雌雄異株、常緑、観賞
用に栽培

D ロウヤガキ（老鴉柿）
中国

D. rhombifolia　 Hemsl.　ラオヤーシ，雌雄異
株、落葉

E アブラガキ（油柿） 中国華中、華南D. oleifera Cheng  白皮柿
F アメリカガキ D. virginiana  L.

参考資料　遠藤融郎（1987)　カキ品種名鑑
日本果樹種苗協会

甘渋性の説明　
PCNA 完全甘柿 種子の有無に関係なく渋が抜ける
PVNA 不完全甘柿 種子の作用により渋が抜ける(褐斑がでる）
PVA 不完全渋柿 種子の周辺のみ渋が抜ける(褐斑がでる）
PCA 完全渋柿 種子の有無に関係なく渋い


