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無農薬・無化学肥料のたねの店

2018 種子カタログ



そして、いつもたねの森を支えて下さっている方々には、心から感謝申し上げます。たくさんの良いご縁に恵まれながら、たねの森は2018年で15年目を迎えます。

たねの森は農薬や化学肥料を使わずに栽培・採種された、非遺伝子組み換えの種子の販売を通じ、安心・安全な食べ物とそれを支える豊かな生態系を守り継ごう、という目
的で2004年に設立されました。全ての種子はたねの森の農場や海外のオーガニック認証もしくはバイオダイナミック認証を受けた農場で、農薬や化学肥料を使わずに栽培さ
れ、採種後の薬剤処理も一切行われていません。また、全ての種子が自家採種可能な固定種で、その多くは先祖代々受け継がれてきたエアルームと呼ばれる伝統品種です。

人類が農耕を始めたのは今から約1万年前と言われています。種を蒔き、作物を育て、収穫し、また種を採る、という営みを綿 と々繰り返してきた結果、各地の気候風土に適応し
た多様性に富んだ作物が育まれました。そしてその多様性に富んだ作物は、その土地ならではの食文化を生み出しました。ところが、この100年あまりの間に、社会は大量生
産・大量消費を押し進め、農作物も効率・均質・画一化が求められるようになりました。そこで主流となったのが、一代交配種（Ｆ1）です。一代交配種（Ｆ1）は生育旺盛かつ均
一に育つという特長を持つ一方で、自家採種をしても翌年は同じものができないため、種を毎年購入しなければなりません。種は「採るもの」から「買うもの」に変化した結果、
世界中で種子の多様性、そしてそれに基づいた食文化が失われていっています。

私たちは、自家採種可能な固定種・エアルーム種を守り継ぐことが、多様で豊かな食文化の発展に寄与し、自然環境に調和した持続可能な暮らし・農業の礎となるものと考え
ています。自家採種の輪を広げ、先祖から受け継がれてきた多様性という遺産を、
次の世代に引き継いで行きたい。それがたねの森の使命です。

今回のカタログにも、全国から寄せられた、たねの交換会の情報、そして農家さん
から寄せられた、苗や野菜の販売に関する情報、たねを販売して下さっているお
店屋さんの情報を掲載させて頂きました。

2017年の種子法廃止に見られるように、種を取り巻く状況は、大企業による独占、
寡占、画一化への兆しをますます強めています。

他方で、種を共有財産として分かち合おうという、たねの交換会の取り組みや、そ
うした種を使って地域の食を守ろうという農家さんたちの奮闘が、もう一つの流れ
を確固としたものに導きつつあることを感じます。

このカタログが、人や種の新たなつながりのきっかけとなり、その流れを育む一助
となれば幸いです。

2018年、実り多き年となりますように。

バイオダイナミック農法はシュタイナー教育やオイリュトミーなどで知られる、オーストリ
アの科学者ルドルフ・シュタイナーが提唱した農法です。農薬や化学肥料を使わない
のはもちろんのこと、地球上のあらゆる生命は、太陽や土、水、空気といったものの他
に、地球の中心にある核、そして宇宙のあらゆる天体のエネルギーの影響を受けて存
在していると考え、そのエネルギーを最大限に引き出しながら、健康な土壌作り、生命
力のある作物作りを説いています。農場の中で生態系が循環することを理想とし、種
蒔きや苗の植えつけ、堆肥作りや収穫は天体の動きに合わせて最もエネルギーの高
い時期に決められています。欧米では有機農法よりもさらに厳しい基準（デメター認
証）として認知され、その作物は味や香り豊かで生命力に富んだものとして注目され
ています。

バイオダイナミック農法とは?

このカタログに掲載されている種子は、全て1袋300円（税込）です。
全ての品種が農薬や化学肥料を使わずに栽培・採種された固定種で、中でもバ
イオダイナミック農法で栽培・採種されたものについては　　 と表示してあり
ます（詳しくは下欄）。また、鉢植えやプランターでも栽培しやすいものにつ
いては　 と表示してあります。鉢マークのついたものは初心者の方にもお薦め
です。そして各品種の説明と１袋に含まれるおよその粒数、関東周辺を基準と
した蒔き時・収穫時を記載してあります。ご希望のものを選び出す際の参考に
なれば幸いです。ご注文方法は、カタログの末尾に記載しております。

カタログの見方

ようこそたねの森へ！
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Tomatoes トマト・食用ほおずき

Berner Rose Tomato
ベルナーロゼ  トマト

桃色の大玉トマトで甘くみずみず
しい！たねの森お気に入りの豊産
性のスイスの伝統品種。

ナス科　約30粒入
蒔き時：2月～5月
収　穫：6月～11月

0001

San Marzano Tomato
サンマルツァーノ  トマト

トマトソースには欠かせない！最
も人気のあるイタリア調理用トマ
トの一つ。味の濃い、長円筒形の
大玉トマト。

ナス科　約30粒入
蒔き時：2月～5月
収　穫：6月～11月

0002

Husk Cherry Goldie
食用ほおずき

ほおずきの中でも食用になる品種
で、フルーティな香りと独特の甘酸
っぱさで、人気上昇中！料理の付け
合わせやサラダ、デザートなどに。

ナス科　約30粒入
蒔き時：2月～5月
収　穫：6月～11月

0010

Sweetie Cherry Tomato
スウィーティチェリー  トマト

甘みが非常に強く、味の濃いミニト
マト。生食はもちろん、ジュースや
ソースにしてもおいしい！病気にも
強く、育てやすい！

ナス科　約30粒入
蒔き時：2月～5月
収　穫：6月～11月

0007

Black Cherry Tomato
ブラックチェリー  トマト

深みのある濃い味わいが印象的な
紫色のミニトマト。栽培しやすく、
豊産性で良く成ります。

ナス科　約30粒入
蒔き時：2月～5月
収　穫：6月～11月

0008

Yellow Pear Tomato
イエローペア  トマト

ユニークな洋梨型の黄色いミニト
マト。17世紀から栽培の続く最も
古い品種の1つ。

ナス科　約30粒入
蒔き時：2月～5月
収　穫：6月～11月

0009

=バイオダイナミック農法で栽培・採種された種子

=プランターでも容易に栽培できます

サンマルツァーノ  トマト　0002サンマルツァーノ  トマト　0002 クォーレ・ディ・ブエ  トマト　0003クォーレ・ディ・ブエ  トマト　0003 マティーナ  トマト　0004マティーナ  トマト　0004 イエローパーフェクション  トマト　0005イエローパーフェクション  トマト　0005 グリーンゼブラ  トマト　0006グリーンゼブラ  トマト　0006ベルナーロゼ  トマト　0001ベルナーロゼ  トマト　0001

スウィーティチェリー  トマト　0007スウィーティチェリー  トマト　0007 ブラックチェリー  トマト　0008ブラックチェリー  トマト　0008 イエローペア  トマト　0009イエローペア  トマト　0009 食用ほおずき　0010食用ほおずき　0010
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Cuore Di Bue Tomato
クォーレ・ディ・ブエ  トマト

イタリアやフランスで栽培が盛ん
な、ハート型のトマト。200g～
300gにもなる大型のトマトで、生
食でも加熱してもおいしい！

ナス科　約30粒入
蒔き時：2月～5月
収　穫：6月～11月

0003

Matina Tomato
マティーナ  トマト

甘み豊かで皮の柔らかい中玉トマ
ト。ドイツの伝統品種で、最も早
くから成り始め、遅くまで成り続
けます。

ナス科　約30粒入
蒔き時：2月～5月
収　穫：6月～11月

0004

Yellow Perfection Tomato
イエローパーフェクション  トマト

直径5cm～6㎝の黄色の中玉トマト。
イギリスで作出された伝統品種。
豊産性で、早くから良く成りま
す！

ナス科　約30粒入
蒔き時：2月～5月
収　穫：6月～11月

0005

Green Zebra Tomato
グリーンゼブラ  トマト

完熟しても緑色のユニークなトマ
ト。昔のトマトらしい酸味と甘み
を持ち合わせ、サラダやソースに
すると色が映えます！

ナス科　約30粒入
蒔き時：2月～5月
収　穫：6月～11月

0006

【発芽試験の様子】

　定期的に実際に土を使い、
発芽率を確認しています

　写真はベルナーロゼトマト
の発芽試験の様子



Rosa Bianca Eggplant
ナス  ローザビアンカ

紫と白の色あいが美しい、イタリ
アの伝統品種。油との相性が良く、
揚げナスにすると濃厚でクリーミ
ーな味わいが楽しめます！

ナス科　約50粒入
蒔き時：2月～5月
収　穫：6月～11月

0012

Japanese Pickling Eggplant
長ナス  ジャパニーズピクリング

長さ40cm以上にもなる長ナス。肉
質がやわらかく、漬物用としてはも
ちろん、焼きナスや炒め物も美味。
栽培しやすく豊産性で良く成ります。

ナス科　約50粒入
蒔き時：2月～5月
収　穫：6月～11月

0013

Little Finger Eggplant
ナス  リトルフィンガー

豊産性で長さ15cm～20cmほど
の細身のナスが房なりに！肉質や
わらかく、マイルドな味わい。

ナス科　約50粒入
蒔き時：2月～5月
収　穫：6月～11月

0014

Violetta Di Firenze Eggplant
ナス  ヴィオレッタディフィレンツェ

卵型～巾着型の艶のある美しい紫
色のナスで、しっとりとした肉質、
なめらかな食感が特徴のイタリア
伝統品種。

ナス科　約50粒入
蒔き時：2月～5月
収　穫：6月～11月

0015

Snowy Eggplant
白ナス  スノーウィ

ハッと目を惹く純白のナス。他の
ナスと交互に植えるとガーデンも
食卓も彩り豊かに。肉質は緻密で
クリーミーな味わい。

ナス科　約50粒入
蒔き時：2月～5月
収　穫：6月～11月

0016

Louisiana Long Eggplant
緑ナス  ルイジアナロング

ユニークな若草色の30cmほどにな
る長ナス。肉質はやわらかく、甘み
豊か。加熱しても色が変わらないの
で、炒め物や煮込み料理に最適！

ナス科　約50粒入
蒔き時：2月～5月
収　穫：6月～11月

0017

Black Beauty Eggplant
米ナス  ブラックビューティ

1902年に作出の米ナスの伝統品
種。焼きナス、揚げナスはもちろ
ん、煮崩れしにくいので煮込み料
理にも最適！

ナス科　約50粒入
蒔き時：2月～5月
収　穫：6月～11月

0011

Eggplants & Sweet Peppers ナス・ピーマン

California Wonder Pepper
カリフォルニアワンダー  ピーマン

肉厚で大型、香り豊かなピーマン
の伝統品種(1928年作出)。ピー
マン本来の味を思い出させてくれ
ます。あらゆるピーマン料理に！

ナス科　約30粒入
蒔き時：2月～5月
収　穫：6月～11月

0019

Corno di Toro Pepper
コルノデトーロ  ピーマン

イタリア語で｢牛の角｣を意味するそ
の名の通り、先のとがった細長い実
が特徴的なイタリアの伝統品種。香
りが良く、炒め物やサラダなどに！

ナス科　約30粒入
蒔き時：2月～5月
収　穫：6月～11月

0020

Jimmy Nardello Pepper
ジミーナルデロ  ピーマン

1887年にナルデロ家がイタリア
からアメリカに持ち込み広まった
伝統品種。細長い20cmほどの実
は抜群の香りで、炒め物に最適！

ナス科　約30粒入
蒔き時：2月～5月
収　穫：6月～11月

0021

Tomato fruit  Pepper
トマトフルーツ  ピーマン

トマトのような形をしたユニーク
なピーマン。肉厚でしっかりとし
た味わい。詰め物や炒め物などに。

ナス科　約30粒入
蒔き時：2月～5月
収　穫：6月～11月

0022

Ferenc Tender Pepper
フェレンツテンダー  ピーマン

長さ15cmほどの甘くてジューシー
な果実は、熟すにつれて薄黄色か
ら黄色、赤色へと変化します。生
育の早い、ハンガリーの伝統品種。

ナス科　約30粒入
蒔き時：2月～5月
収　穫：6月～11月

0023

Sweet Chocolate Pepper
スウィートチョコレート  ピーマン

やや小ぶりのピーマンで、熟すと
緑色からチョコレート色に！肉厚
で甘み豊か。生でサラダで食べら
れます。1965年に作出。

ナス科　約30粒入
蒔き時：2月～5月
収　穫：6月～11月

0024

Listada de Gandia Eggplant
ナス  リスターダデガンジア

切るのが惜しいほどに美しいナス
はスペインの伝統品種。肉質はや
わらかく、クリーミーで味も絶
品！

ナス科　約50粒入
蒔き時：2月～5月
収　穫：6月～11月

0018

=バイオダイナミック農法で栽培・採種された種子

=プランターでも容易に栽培できます

米ナス  ブラックビューティ　0011米ナス  ブラックビューティ　0011 ナス  ローザビアンカ　0012ナス  ローザビアンカ　0012 長ナス  ジャパニーズピクリング　0013長ナス  ジャパニーズピクリング　0013 ナス  リトルフィンガー　0014ナス  リトルフィンガー　0014 ナス  ヴィオレッタディフィレンツェ　0015ナス  ヴィオレッタディフィレンツェ　0015 白ナス  スノーウィ　0016白ナス  スノーウィ　0016 緑ナス  ルイジアナロング　0017緑ナス  ルイジアナロング　0017

ナス  リスターダデガンジア　0018ナス  リスターダデガンジア　0018 カリフォルニアワンダー  ピーマン　0019カリフォルニアワンダー  ピーマン　0019 コルノデトーロ  ピーマン　0020コルノデトーロ  ピーマン　0020 ジミーナルデロ  ピーマン　0021ジミーナルデロ  ピーマン　0021 トマトフルーツ  ピーマン　0022トマトフルーツ  ピーマン　0022 フェレンツテンダー  ピーマン　0023フェレンツテンダー  ピーマン　0023 スウィートチョコレート  ピーマン　0024スウィートチョコレート  ピーマン　0024
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Early Jalapeno Pepper
ハラペーニョ  とうがらし

メキシコを代表するとうがらしで
サラダや炒め物、サルサソースや
ピクルスなどに利用します。

ナス科　約30粒入
蒔き時：2月～5月
収　穫：6月～11月

0027

Ring-O-Fire Cayenne Pepper
カイエン  とうがらし

刺激的な辛さで体を温め、食欲を
増進します。完熟した実を乾燥さ
せて、刻んだり、粉にしたりして
使います。

ナス科　約30粒入
蒔き時：2月～5月
収　穫：6月～11月

0028

Taeyang mild Pepper
韓国とうがらし（小辛）

長さ13cmほどの唐辛子。辛味は
おだやかで、旨み、香りに富み、
キムチ漬けに最高！

ナス科　約30粒入
蒔き時：2月～5月
収　穫：6月～11月

0029

Vorgebirgstrauben Cucumber
ピクルス  キュウリ（冷涼地向き）

こりこりとした食感がたまらない
ピクルス用の小さなキュウリ。長
さ10cm前後で収穫します。

ウリ科　約30粒入
蒔き時：3月下旬～7月
収　穫：6月～11月

0033

Hungarian Hot wax Pepper
ハンガリアンワックス  とうがらし

ハンガリーの伝統品種で、長さ10cm～
15cmの実は、熟すにつれて、黄色～橙
色～赤色へと変化し、辛味が強くなりま
す。サラダや炒め物、ピクルスなどに！

ナス科　約30粒入
蒔き時：2月～5月
収　穫：6月～11月

0031

Habanero Pepper
ハバネロ  とうがらし

世界で最も辛いとうがらしの1つ。
芳醇な香りも持ち合わせ、ソース
やピクルス、とうがらしオイルな
どに！

ナス科　約30粒入
蒔き時：2月～5月
収　穫：6月～11月

0026

Hot Peppers, Cucumbers & Zucchini とうがらし・キュウリ・ズッキーニ

Zucchini Black Beauty
ズッキーニ  ブラックビューティ

くせのない味で油との相性が良く、
炒め物や煮込み料理に最適！
1952年作出のズッキーニの定番
品種。

ウリ科　約16粒入
蒔き時：3月下旬～7月
収　穫：6月～10月

0035

Zucchini Cocozelle von Tripolis
ズッキーニ  ココゼリ

1800年代後半から栽培の続くイ
タリアの伝統品種。縞模様が美し
く、味の良さでも知られます。

ウリ科　約16粒入
蒔き時：3月下旬～7月
収　穫：6月～10月

0036

Zucchini Gold Rush
ズッキーニ  ゴールドラッシュ

鮮やかな黄色の果実がカラフルな
食卓を演出してくれます。トマト
などの夏野菜と共に炒め煮するラ
タトゥイユは特におすすめ！

ウリ科　約16粒入
蒔き時：3月下旬～7月
収　穫：6月～10月

0037

Zucchini Ronde de Nice
ズッキーニ  ロンドデニース

かわいい丸型のズッキーニはフランス
の伝統品種。直径6cm～7cm位で収
穫します。大きくなったものはくり抜い
て詰め物をして食べるとおいしい！

ウリ科　約16粒入
蒔き時：3月下旬～7月
収　穫：6月～10月

0038

Suyo Long Cucumber
四葉キュウリ

しゃきっとした歯応えでサラダや
漬物に最適！昔ながらの味わいで
いぼとしわが多く、実の長さは
30cm～40cmにもなります。

ウリ科　約30粒入
蒔き時：3月下旬～7月
収　穫：6月～11月

0032

=バイオダイナミック農法で栽培・採種された種子

=プランターでも容易に栽培できます

ししとう　0025ししとう　0025 ハバネロ  とうがらし　0026ハバネロ  とうがらし　0026 ハラペーニョ  とうがらし　0027ハラペーニョ  とうがらし　0027 カイエン  とうがらし　0028カイエン  とうがらし　0028 韓国 とうがらし（小辛）　0029韓国 とうがらし（小辛）　0029 韓国 とうがらし（大辛）　0030韓国 とうがらし（大辛）　0030 ハンガリアンワックス  とうがらし　0031ハンガリアンワックス  とうがらし　0031

四葉キュウリ　0032四葉キュウリ　0032 ピクルス  キュウリ（冷涼地向き）　0033ピクルス  キュウリ（冷涼地向き）　0033 ピクルス  キュウリ（温暖地向き）　0034ピクルス  キュウリ（温暖地向き）　0034 ズッキーニ  ブラックビューティ　0035ズッキーニ  ブラックビューティ　0035 ズッキーニ  ココゼリ　0036ズッキーニ  ココゼリ　0036 ズッキーニ  ゴールドラッシュ　0037ズッキーニ  ゴールドラッシュ　0037 ズッキーニ  ロンドデニース　0038ズッキーニ  ロンドデニース　0038

Taeyang hot Pepper
韓国とうがらし（大辛）

キムチ用の辛味の強い唐辛子。コ
ンパクトな草姿ながら、豊産性で
長さ12cmほどの実が、良く成り
ます！

ナス科　約30粒入
蒔き時：2月～5月
収　穫：6月～11月

0030

P 4

H-19 Little Leaf Cucumber
ピクルス  キュウリ（温暖地向き）

生食にもピクルスにも向く、ミニ
サイズのきゅうり。高温や乾燥な
どのストレスにも強く、コンパク
トな葉で、収穫も容易！

ウリ科　約30粒入
蒔き時：3月下旬～7月
収　穫：6月～11月

0034

Shishito Pepper
ししとう

獅子の頭に似た形状が名の由来。
マイルドな辛味で炒め物や天ぷら
などに。

ナス科　約30粒入
蒔き時：2月～5月
収　穫：6月～11月

0025



Blue Kuri Squash
青皮栗  カボチャ

1kg～2kgほどの手ごろなサイズ
の青皮のカボチャで、肉質は粉質
で非常に甘く、貯蔵にも向きます。

ウリ科　約12粒入
蒔き時：3月下旬～5月
収　穫：7月～9月

0043

Waltham Butternut Squash
バターナッツ  カボチャ

ねっとりとした食感と豊かな甘み
でスープやお菓子にすると、濃厚
な味が楽しめます。作りやすく、冬
まで貯蔵できます。

ウリ科　約16粒入
蒔き時：3月下旬～5月
収　穫：7月～9月

0045

Harrowsmith Select Ornamental Gourd
おもちゃ  カボチャ

色や形の様々な、飾り用の小さな
かぼちゃのミックス！小さな果実
がたくさん実ります！

ウリ科　約16粒入
蒔き時：3月下旬～5月
収　穫：7月～9月

0049

Jack Be Little Pumpkin
ジャックビーリトル  パンプキン

手のひらサイズのかわいい装飾用
のカボチャは子どもたちにも大人
気！実は甘み豊かで食用にもなり
ます。

ウリ科　約16粒入
蒔き時：3月下旬～5月
収　穫：7月～9月

0048

Luffa
へちま

夏場、生育旺盛な蔓は緑のカーテ
ンにぴったり。若い実は食用に、
完熟果はたわしに、茎からはへち
ま水が採れます。

ウリ科　約12粒入
蒔き時：3月下旬～5月
収　穫：7月～9月

0051

Red Kuri squash
赤皮栗  カボチャ

朱色の果皮がとても鮮やか。クリ
ーミーで甘みに富み、煮物やお菓
子作りに最適！

ウリ科　約12粒入
蒔き時：3月下旬～5月
収　穫：7月～9月

0044

Rouge Vif d'Etampes squash
シンデレラ  パンプキン

シンデレラのカボチャの馬車のモ
デルにもなったフランスの伝統品
種。オレンジ色の甘い実はパイや
カスタード、スープなどに！

ウリ科　約12粒入
蒔き時：3月下旬～5月
収　穫：7月～9月

0046

Jack o'Lantern Pumpkin
ジャック・オー・ランタン パンプキン

濃いオレンジ色のカボチャで、ハ
ロウィーンの飾りにぴったり！重さ
は3kgほどで、実はかぼちゃスー
プなどに利用できます。

ウリ科　約12粒入
蒔き時：3月下旬～5月
収　穫：7月～9月

0047

Spaghetti Squash
そうめん  カボチャ

茹でると果肉が糸状にほぐれるお
もしろいカボチャ。シャキシャキし
た食感で、酢の物や和え物に。

ウリ科　約12粒入
蒔き時：3月下旬～5月
収　穫：7月～9月

0050

=バイオダイナミック農法で栽培・採種された種子

=プランターでも容易に栽培できます

スイカ  クリムソンスウィート　0039スイカ  クリムソンスウィート　0039 スイカ  シュガーベイビー　0040スイカ  シュガーベイビー　0040 メロン  カンタロープヘイルズベスト　0041メロン  カンタロープヘイルズベスト　0041 北海道  カボチャ　0042北海道  カボチャ　0042 青皮栗  カボチャ　0043青皮栗  カボチャ　0043 赤皮栗  カボチャ　0044赤皮栗  カボチャ　0044 バターナッツ  カボチャ　0045バターナッツ  カボチャ　0045

シンデレラ  パンプキン　0046シンデレラ  パンプキン　0046 ジャック・オー・ランタン パンプキン　0047ジャック・オー・ランタン パンプキン　0047 ジャックビーリトル  パンプキン　0048ジャックビーリトル  パンプキン　0048 おもちゃ  かぼちゃ　0049おもちゃ  かぼちゃ　0049 そうめん  カボチャ　0050そうめん  カボチャ　0050 へちま　0051へちま　0051

Watermelon & Winter Squash スイカ・カボチャP 5

Watermelon Crimson Sweet
スイカ  クリムソンスウィート

シャキッとした食感、甘みたっぷ
りの夏の果物の王様！重さ10kg
にもなる大玉のスイカ。バーベキ
ュー、海水浴のお供に。

ウリ科　約20粒入
蒔き時：3月下旬～5月
収　穫：7月～9月

0039

Watermelon Sugar Baby
スイカ  シュガーベイビー

重さ3kg～4kgのお手ごろサイズ。
ツルもそれほど広がらず、家庭菜
園に最適！熟すと光沢のある黒皮
になります。

ウリ科　約20粒入
蒔き時：3月下旬～5月
収　穫：7月～9月

0040

Melon Cantaloupe Hale’s Best
メロン  カンタロープヘイルズベスト

重さ2kg～3kgのオレンジ色の果
肉はジューシーで甘み豊か！1920
年代に日本人農業者がアメリカで
作り出した品種が今なお健在！

ウリ科　約30粒入
蒔き時：3月下旬～5月
収　穫：7月～9月

0041

Green Hokkaido squash
北海道  カボチャ

甘み豊かでホクホクとした食感。
1.5kg～2kgほどの緑色のカボチ
ャ。貯蔵にも向きます。

ウリ科　約12粒入
蒔き時：3月下旬～5月
収　穫：7月～9月

0042



Wheat
小麦（南部小麦）

岩手～青森の南部地方でよく作ら
れている中力種の小麦で、風味の
良さで知られます。お菓子やうど
ん、パンなどに。

イネ科　約1000粒入
蒔き時：11月
収　穫：6月

Wheat
小麦（ユメカオリ）

長野県でパン用に育成された強力
小麦。1袋で1坪～2坪の面積に蒔
くことができます。

イネ科　約1000粒入
蒔き時：11月
収　穫：6月

Barley
六条大麦

ご飯と一緒に炊いて麦ご飯や、炒
って麦茶にして利用します。若い
穂はドライフラワーにしてもきれ
い！

イネ科　約1000粒入
蒔き時：11月
収　穫：5月～6月

Glutinous Barley
もち麦

もちもちとした食感で、ごはんに
混ぜて炊くと美味！はだか麦の系
統で加工がしやすく、団子や麺、
パンなどにも利用できます！

イネ科　約1000粒入
蒔き時：11月
収　穫：5月～6月

Rye
ライ麦

粉にしてパンやお菓子に利用しま
す。丈が180cmほどにもなるワ
ラも利用価値大。緑肥としての利
用も可。

イネ科　約1000粒入
蒔き時：11月
収　穫：6月～7月

0064

Oat
オーツ麦

エンバクとも呼ばれます。緑肥と
しての利用のほか、飼料としても
使われます。オートミールの材料
にもなります。

イネ科　約1000粒入
蒔き時：11月
収　穫：6月～7月

0060 0061 0062 00650063

小麦（南部小麦）　0060小麦（南部小麦）　0060 小麦（ユメカオリ）　0061小麦（ユメカオリ）　0061 六条大麦　0062六条大麦　0062 もち麦　0063もち麦　0063 ライ麦　0064ライ麦　0064 オーツ麦　0065オーツ麦　0065

=バイオダイナミック農法で栽培・採種された種子

=プランターでも容易に栽培できます

トウモロコシ  ゴールデンバンタム　0052トウモロコシ  ゴールデンバンタム　0052 トウモロコシ  エバーグリーン　0053トウモロコシ  エバーグリーン　0053 イエロー  ポップコーン　0054イエロー  ポップコーン　0054 ストロベリー  ポップコーン　0055ストロベリー  ポップコーン　0055 シュヴァルツァー  ポップコーン　0056シュヴァルツァー  ポップコーン　0056 ほうきもろこし　0057ほうきもろこし　0057 スウィートソルガム（さとうもろこし）　0058スウィートソルガム（さとうもろこし）　0058

ゴマ　0059ゴマ　0059

Corn & Grains トウモロコシ・穀類 P 6

Golden Bantam Corn
トウモロコシ  ゴールデンバンタム

20世紀初頭に誕生した元祖黄粒スウ
ィートコーン。昔ながらのコクのある
甘みは、現在主流のスーパースウィー
ト種とは異なる、深みのある味わい。

イネ科　約50粒入
蒔き時：4月～7月
収　穫：7月～10月

0052

Sesame Monticello
ゴマ

独特の風味が料理の味を引き立て
ます。和え物、ふりかけ、ドレッ
シングなどに！炒りたての自家製
ゴマは格別の味わいです！

ゴマ科　約200粒入
蒔き時：5月～6月
収　穫：9月～10月

0059

Yellow Popcorn
イエロー  ポップコーン

長さ25cmほどの黄色い実がひと株
に2～3個なります。完熟し、乾燥し
た実を弾かせてポップコーンに！

イネ科　約50粒入
蒔き時：4月～7月
収　穫：7月～10月

0054

Broomcorn Mix
ほうきもろこし

若い穂を束ねて箒にします。赤･黄
･黒の穂は観賞用にしてもきれい。
草丈3m～4mにもなります。

イネ科　約100粒入
蒔き時：5月～6月
収　穫：9月～10月

0057

Rox Orange Syrup Cane Sorghum
スウィートソルガム（さとうもろこし）

茎からは砂糖の代用となるソルガムシ
ロップが取れ、種は粒のままクッキー
に混ぜたり、粉にしたり、ポップコーン
のようにして利用することができます。

イネ科　約100粒入
蒔き時：5月～6月
収　穫：9月～10月

0058

Schwarzer Popcorn
シュヴァルツァー  ポップコーン

ルーマニアの伝統品種で、黒粒の
ポップコーンはやや小粒ながら非
常に美味。

イネ科　約50粒入
蒔き時：4月～7月
収　穫：7月～10月

0056

Stowell's Ever Green Corn
トウモロコシ  エバーグリーン

1848年アメリカ･ニュージャージーで生
まれた歴史ある白粒スウィートコーン。長
さ20cmほどの実は甘み豊かでやわらか
く、今なお「白粒種の王様」と呼ばれます。

イネ科　約50粒入
蒔き時：4月～7月
収　穫：7月～10月

0053

Strawberry Popcorn
ストロベリー  ポップコーン

ぽんぽん弾ける楽しいポップコー
ン。完熟し、乾燥した実を使いま
す。イチゴのような赤色の実は装
飾用にもかわいい。

イネ科　約50粒入
蒔き時：4月～7月
収　穫：7月～10月

0055

6月下旬より
販売予定



Soy Bean
大豆

甘み豊かなコクのある味わいで枝
豆としても大豆としてもおいし
い！枝豆は9月下旬～10月上旬、
大豆は11月に収穫です！

マメ科　約50粒入
蒔き時：6月下旬～7月
収　穫：10月～11月

0066

=バイオダイナミック農法で栽培・採種された種子

=プランターでも容易に栽培できます
Beans & Peas 豆類

大豆　0066大豆　0066 茶豆　0067茶豆　0067 黒大豆　0068黒大豆　0068 つるありいんげん  ミックス　0069つるありいんげん  ミックス　0069 つるあり平さやいんげん  ミックス　0070つるあり平さやいんげん  ミックス　0070 つるありいんげん  ボルロット　0071つるありいんげん  ボルロット　0071 つるなしいんげん  ミックス　0072つるなしいんげん  ミックス　0072

つるなし平さやいんげん　0073つるなし平さやいんげん　0073 三尺ささげ　0074三尺ささげ　0074 ソラマメ  アグアドゥルセ　0075ソラマメ  アグアドゥルセ　0075 さやえんどう  スウィートホライズン　0076さやえんどう  スウィートホライズン　0076 黄さやえんどう  ゴールデンスウィート　0077黄さやえんどう  ゴールデンスウィート　0077 赤えんどう豆　0078赤えんどう豆　0078 紫えんどう　0079紫えんどう　0079

Brown Soy Bean
茶豆

特有の香り、コクのある豊かな甘
みで枝豆に最高！完熟した茶大豆
も、塩ゆで、納豆など用途様々！

マメ科　約50粒入
蒔き時：6月下旬～7月
収　穫：10月～11月

0067

Black Soy Bean
黒大豆

お正月のおせち料理には欠かせな
い！煮豆の他、黒豆きな粉や黒豆
茶などにも。10月の枝豆も最高
です！

マメ科　約50粒入
蒔き時：6月下旬～7月
収　穫：10月～11月

0068

Bush Bean Coco Nain Blanc
つるなし平さやいんげん

長さ10cm～12cmほどの平さやタイ
プ。つるなし種で手間が掛からず、家
庭菜園やプランター栽培に最適！若
い莢も乾燥した豆も食べられます。

マメ科　約50粒入
蒔き時：4月～8月
収　穫：6月～11月

0073

Pole Bean Mix
つるありいんげん  ミックス

味良く丈夫で作りやすいヨーロッ
パの伝統品種を3色ミックスしま
した。ガーデンや料理をぐっと彩
り豊かに、楽しくしてくれます。

マメ科　約50粒入
蒔き時：4月～7月
収　穫：6月～11月

0069

Pole Flat Bean Mix
つるあり平さやいんげん  ミックス

緑と黄色の平さやタイプのつるあ
りいんげんをミックス！豊産性で、
長さ25㎝ほどまで大きく育てて
も、柔らかくておいしい！

マメ科　約50粒入
蒔き時：4月～7月
収　穫：6月～11月

0070

Pole Bean Borlotto
つるありいんげん  ボルロット

カラフルな莢が美しいいんげん。
若い莢も乾燥した豆も食べられま
す。豆の縞模様もかわいい！

マメ科　約50粒入
蒔き時：4月～7月
収　穫：6月～11月

0071

Bush Bean Mix
つるなしいんげん  ミックス

プランターでも栽培可能なつるな
しいんげんを2色ミックス！丈夫
で育てやすく、味もおいしい。ご
ま和えや天ぷらなどでどうぞ！

マメ科　約50粒入
蒔き時：4月～8月
収　穫：6月～11月

0072

Golden Sweet Snow Peas
黄さやえんどう  ゴールデンスウィート

非常に珍しい黄色いさやのえんど
うはインドの伝統品種。絹さやの
状態で収穫します。料理の彩りに。

マメ科　約30粒入
蒔き時：11月
収　穫：5月～6月

0077

Fava Bean d’Aguadulce
ソラマメ  アグアドゥルセ

莢が30cm以上、一莢に7～8粒の
豆が入る、長莢種。塩茹で、豆ご飯、
採りたての味は格別です！

マメ科　約20粒入
蒔き時：10月～11月
収　穫：5月～6月

0075

Sweet Horizon Peas
さやえんどう  スウィートホライズン

甘く、やわらかな、長さ10cmほど
の絹さやが鈴なりに良く成ります。
炒め物や和え物に最適！

マメ科　約30粒入
蒔き時：11月
収　穫：5月～6月

0076

Red Peas
赤えんどう豆

完熟し、乾燥した豆をみつ豆や豆
大福などにして利用します。未熟
なうちは絹さややグリンピースと
しても食べられます。

マメ科　約30粒入
蒔き時：11月
収　穫：5月～6月

0078

Purple Peas
紫えんどう

花は赤、莢は濃い紫色になるえんどうで、グリ
ンピースと同じように、ぷっくりと膨らんだ豆
を収穫して食します。豆ごはんにして、保温を
続けるとお赤飯のようにきれいな色になります。

マメ科　約30粒入
蒔き時：11月
収　穫：5月～6月

0079

Asparagus Bean
三尺ささげ

長さ60㎝ほどにもなる緑色の莢
が、夏場、いんげんに代わって良
く成ります。煮崩れしにくいので、
炒め物や煮物、天ぷらなどに！

マメ科　約25粒入
蒔き時：5月～6月
収　穫：7月～10月

0074

P 7

7月下旬より
販売予定

7月下旬より
販売予定



=バイオダイナミック農法で栽培・採種された種子

=プランターでも容易に栽培できます
Okra, Broccoli & Cabbages オクラ・ブロッコリー･カリフラワー・キャベツ

オクラ  スターオブデイビッド　0080オクラ  スターオブデイビッド　0080 オクラ  バーガンディ　0081オクラ  バーガンディ　0081 オクラ  クレムソンスパインレス　0082オクラ  クレムソンスパインレス　0082 ブロッコリー  ドシコ　0083ブロッコリー  ドシコ　0083 ブロッコリー  パープルスプラウティング　0084ブロッコリー  パープルスプラウティング　0084 カリフラワー  スノーボール　0085カリフラワー  スノーボール　0085 カリフラワー  ロマネスコ　0086カリフラワー  ロマネスコ　0086

カリフラワー  シシリアンバイオレット　0087カリフラワー  シシリアンバイオレット　0087 カリフラワー  グリーンマチェラータ　0088カリフラワー  グリーンマチェラータ　0088 キャベツ  ホルシュタイナープラッター　0089キャベツ  ホルシュタイナープラッター　0089 キャベツ  フィルダークラウト　0090キャベツ  フィルダークラウト　0090 サボイキャベツ　0091サボイキャベツ　0091 キャベツ  ジャニュアリーキング　0092キャベツ  ジャニュアリーキング　0092 キャベツ  レッドエクスプレス　0093キャベツ  レッドエクスプレス　0093

Cauliflower Sicilian Violet
カリフラワー  シシリアンバイオレット

ユニークで美しい紫色のカリフラ
ワー。味の良いイタリア･シチリア
島の伝統品種。

アブラナ科　約150粒入
蒔き時：7月～8月
収　穫：10月～12月

0087

Cauliflower Green Macerata
カリフラワー  グリーンマチェラータ

美しい淡緑色の、重さ1Kg近くに
もなる大型のカリフラワー。イタリ
アの伝統品種。

アブラナ科　約150粒入
蒔き時：7月～8月
収　穫：10月～12月

0088

P 8

Cabbage Red Express
キャベツ  レッドエクスプレス

切り口の紫と白のコントラストが
鮮やか。重さ1kg～2kgの小型の
キャベツ。色を生かしてサラダや
ピクルスに。

アブラナ科　約150粒入
蒔き時：3月～4月・6月～7月
収　穫：6月～7月・10月～12月

0093

Savoy Cabbage Gros Des Vertus
サボイキャベツ

葉がちりめん状に縮れた別名ちり
めんキャベツ。煮崩れしにくく、加
熱するほどうまみが出ます。ロー
ルキャベツなど煮込み料理に！

アブラナ科　約100粒入
蒔き時：6月～7月
収　穫：10月～12月

0091

Cabbage January King
キャベツ  ジャニュアリーキング

寒さに非常に強いキャベツで、赤みがかっ
た外葉が緑色の芯を包む様は非常に美し
い。1.5kg～2.5kgほどにもなる、1800年
代後半にヨーロッパで作出された伝統品種。

アブラナ科　約100粒入
蒔き時：6月～7月
収　穫：10月～12月

0092

Cabbage Filderkraut
キャベツ  フィルダークラウト

緑色のとんがりがユニーク！ドイ
ツで伝統的にザワークラウトに使
われているキャベツ。大きいもの
は重さ4.5kgほどにもなります。

アブラナ科　約100粒入
蒔き時：3月～4月・6月～7月
収　穫：6月～7月・10月～12月

0090

Cabbage Holsteiner Platter
キャベツ  ホルシュタイナープラッター

大玉、緑色のやや扁平な形のキャ
ベツ。サラダやコールスローに向く
ドイツの伝統品種。

アブラナ科　約100粒入
蒔き時：3月～4月・6月～7月
収　穫：6月～7月・10月～12月

0089

Okra Star of David
オクラ  スターオブデイビッド

切り口がかわいい星型になるイスラ
エルの伝統品種。味の良さで知ら
れ、大きくなっても柔らかい！豊産
性で次から次へと実がつきます。

アオイ科　約30粒入
蒔き時：4月下旬～5月
収　穫：7月～10月

0080

Okra Burgundy
オクラ  バーガンディ

真紅の莢が料理や菜園を美しく彩
ります！莢は20cmほどまで大き
くなっても柔らかい。加熱すると
濃い緑色に変わります。

アオイ科　約30粒入
蒔き時：4月下旬～5月
収　穫：7月～10月

0081

Okra Clemson Spineless 
オクラ  クレムソンスパインレス

豊産性で長さ8cmほどの6～8角
の実が良くなります。オクラ特有
のトゲが少なく収穫や手入れがし
やすい。1939年に発表。

アオイ科　約30粒入
蒔き時：4月下旬～5月
収　穫：7月～10月

0082

Broccoli di Cicco
ブロッコリー  ドシコ

1890年頃に作出のイタリアの伝
統品種。10cm～15cmの美しい頂
花蕾の後、たくさんの側花蕾を楽
しめます。

アブラナ科　約150粒入
蒔き時：2月～3月・7月～8月
収　穫：6月～7月・10月～12月

0083

Broccoli Purple Sprouting
ブロッコリー  パープルスプラウティング

小さな紫色の花蕾が次々に伸びま
す。ほんのりとした甘みで、蒸し物
に最適！イギリスの伝統品種。

アブラナ科　約150粒入
蒔き時：7月～8月
収　穫：2月～3月

0084

Cauliflower Romanesco
カリフラワー  ロマネスコ

幾何学的に並ぶ淡緑色の蕾が何と
も美しい！ほのかな甘みがあり、緻
密で歯ごたえが良く、茹でても炒め
てもおいしい！イタリアの伝統品種。

アブラナ科　約150粒入
蒔き時：7月～8月
収　穫：12月～2月

0086

Cauliflower Snowball
カリフラワー  スノーボール

ほんのりと甘い、美しい純白のつ
ぼみ。1800年代から続く伝統品
種。サラダやスープ、グラタンなど
に。

アブラナ科　約150粒入
蒔き時：2月～3月・7月～8月
収　穫：6月～7月・10月～12月

0085



=バイオダイナミック農法で栽培・採種された種子

=プランターでも容易に栽培できますP 9

芽キャベツ  グローニンゲン　0094芽キャベツ  グローニンゲン　0094 コールラビ　ホワイトヴィエナ　0095コールラビ　ホワイトヴィエナ　0095 コールラビ　パープルヴィエナ　0096コールラビ　パープルヴィエナ　0096 レッドロシアン  ケール　0097レッドロシアン  ケール　0097 ラシネート  ケール　0098ラシネート  ケール　0098 ハルブホーヘル  ケール　0099ハルブホーヘル  ケール　0099 レッドカーリー  ケール　0100レッドカーリー  ケール　0100

白菜　0101白菜　0101 壬生菜　0103壬生菜　0103水菜　0102水菜　0102 赤水菜　0104赤水菜　0104 東京ベカ菜　0105東京ベカ菜　0105 小松菜　0106小松菜　0106 タアツァイ　0107タアツァイ　0107

Kohlrabi, Kale & Leaf vegetables コールラビ・ケール・白菜・葉菜類

Chinese Cabbage Atsuko
白菜

お鍋の主役、白菜。重さ1kgほど
の使いきりサイズ。炒め物やスー
プ、サラダにしてもおいしい！

アブラナ科　約200粒入
蒔き時：8月下旬～9月
収　穫：11月～12月

0101

Mizuna
水菜

京都の伝統野菜で京菜とも呼ば
れます。シャキシャキとした食感で、
鍋物や漬物はもちろん、若い葉を
サラダや炒め物にしてもおいしい！

アブラナ科　約500粒入
蒔き時：3月下旬～4月・9月～10月
収　穫：5月～6月・11月～12月

0102 0103

Mibuna

水菜の変種で、葉に切れ込みがな
く、葉先がへらのように丸くなっ
ているのが特徴。水菜にはない独
特の風味と香りがあります。

アブラナ科　約500粒入
蒔き時：3月下旬～4月・9月～10月
収　穫：5月～6月・11月～12月

壬生菜
Red Mizuna
赤水菜

水菜のような切れ込みの深い葉で、
葉が赤いことから赤水菜と呼ばれ
ます。彩りを生かして、サラダや
漬物などに！

アブラナ科　約500粒入
蒔き時：3月下旬～4月・9月～10月
収　穫：5月～6月・11月～12月

0104

Tokyo Bekana
東京ベカ菜

白菜の仲間で漬け菜の一種。クセ
のない菜っ葉で汁の実やお浸し、
浅漬けなどに。

アブラナ科　約500粒入
蒔き時：3月下旬～4月・9月～10月
収　穫：5月～6月・11月～12月

0105

Komatsuna
小松菜

栄養価が非常に高い、緑黄色野菜
の代表格。暑さ・寒さに強く、栽
培しやすい！

アブラナ科　約500粒入
蒔き時：3月下旬～4月・9月～10月
収　穫：5月～6月・11月～12月

0106

Tat Soi
タアツァイ

濃い緑色の葉は油との相性が抜
群！暑さ･寒さに強く、栽培容易
な中国緑黄色野菜の代表！

アブラナ科　約500粒入
蒔き時：3月下旬～4月・9月～10月
収　穫：5月～6月・11月～12月

0107

Kohlrabi Purple Vienna
コールラビ  パープルヴィエナ

1860年代から続く伝統品種で、キ
ャベツとカブの合いの子のような
味わい。サラダやマリネ、炒め物
などでどうぞ！

アブラナ科　約150粒入
蒔き時：3月～4月･9月～10月
収　穫：5月～6月･11月～12月

0096

Kohlrabi White Vienna
コールラビ  ホワイトヴィエナ

球形に肥大した茎が特徴的。くせの
ない味で、サラダやピクルスの他、カ
ブと同じようにして食べられます。
1850年代から栽培される伝統品種。

アブラナ科　約150粒入
蒔き時：3月～4月･9月～10月
収　穫：5月～6月･11月～12月

0095

Brussels Sprouts Groninger
芽キャベツ  グローニンゲン

直径2cm～3cmほどの小さなかわ
いいキャベツが一株で40～50個
もできます。バター炒め、シチュー、
グラタンなどに。

アブラナ科　約100粒入
蒔き時：6月～7月
収　穫：10月～2月

0094

Red Russian Kale
レッドロシアン  ケール

フリルのような緑色の葉と赤い葉
脈のコントラストが美しい！苦味
はなく、風味豊かでキャベツと同
様に炒め物やサラダに！

アブラナ科　約150粒入
蒔き時：3月～4月・9月～10月
収　穫：5月～6月・10月～12月

0097

Red Curly Kale
レッドカーリー  ケール

赤紫色の縮れた葉が特徴のケー
ル。寒さに当たると一層甘み豊か
に。

アブラナ科　約150粒入
蒔き時：3月～4月・9月～10月
収　穫：5月～6月・10月～12月

0100

Lacinato Kale
ラシネート  ケール

縮れの深い葉は炒めたり煮込んだ
りしておいしい。1800年代から続
くイタリアの伝統品種。黒キャベツ
やカボロネーロなどとも呼ばれます。

アブラナ科　約150粒入
蒔き時：3月～4月・9月～10月
収　穫：5月～6月・10月～12月

0098

Halbhoher Green Kale
ハルブホーヘル  ケール

パセリのようなちりめん様の葉は
霜に当たると一層甘みが増します。
炒め物や煮込み料理、若葉はサラ
ダに入れてもおいしい！

アブラナ科　約150粒入
蒔き時：3月～4月・9月～10月
収　穫：5月～6月・10月～12月

0099



Mustards, Spinach & Other Greens からし菜・ほうれん草・葉菜類 =バイオダイナミック農法で栽培・採種された種子

=プランターでも容易に栽培できます

パクチョイ　0108パクチョイ　0108 チンゲンサイ　0109チンゲンサイ　0109 わさび菜　0110わさび菜　0110 大阪たか菜　0111大阪たか菜　0111 グリーンウェーブ  マスタード　0112グリーンウェーブ  マスタード　0112 パープルウェーブ  マスタード　0113パープルウェーブ  マスタード　0113 アルギュラ  ロケット　0114アルギュラ  ロケット　0114

ワイルド  ロケット　0115ワイルド  ロケット　0115 シュンギク　0116シュンギク　0116 バターフレイ  ほうれん草　0117バターフレイ  ほうれん草　0117 ブライトライト  チャード　0118ブライトライト  チャード　0118 ルバーブ  ビクトリア　0119ルバーブ  ビクトリア　0119 つるむらさき　0120つるむらさき　0120 アーティチョーク  インペリアルスター　0121アーティチョーク  インペリアルスター　0121
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Red Malabar Spinach
つるむらさき

暑さに強く夏場に重宝！栄養価の
高い茎葉は独特のぬめりと香りが
あり、油炒めやおひたしにすると
おいしい！

ツルムラサキ科　約30粒入
蒔き時：4月下旬～5月
収　穫：7月～10月

0120

Wasabina
わさび菜

からし菜の変種で、深い切れ込み
のある葉は独特の辛味があり、サ
ラダ、炒め物、鍋物などでおいし
い！

アブラナ科　約500粒入
蒔き時：3月下旬～4月・9月～10月
収　穫：5月～6月・11月～12月

0110

Shanghai Green Pac Choi
チンゲンサイ

シャキシャキとした食感が人気の
中国野菜で、油炒めや煮物、和え
物などに！

アブラナ科　約500粒入
蒔き時：3月下旬～4月・9月～10月
収　穫：5月～6月・11月～12月

0109

Osaka Purple Mustard
大阪たか菜

ピリッとした辛味と独特の香りで、
漬物や煮びたしなどに。若葉はサ
ラダでもおいしい！鮮やかな色合
いが彩りを添えます。

アブラナ科　約500粒入
蒔き時：3月下旬～4月・9月～10月
収　穫：5月～6月・11月～12月

0111

Green Wave Mustard
グリーンウェーブ  マスタード

からし菜の仲間で、ちりめん様の
葉が特徴的。スパイシーな辛味で、
若葉はサラダに、大きくなった葉
は炒め物や鍋物などに。

アブラナ科　約500粒入
蒔き時：3月下旬～4月・9月～10月
収　穫：5月～6月・11月～12月

0112

Purple Wave Mustard
パープルウェーブ  マスタード

グリーンウェーブと大阪高菜から生ま
れた品種で、紫色の縮れた葉は独特の
香りと辛味があります。加熱するとマイ
ルドな味わいに。剛健で栽培容易！

アブラナ科　約500粒入
蒔き時：3月下旬～4月・9月～10月
収　穫：5月～6月・11月～12月

0113

Arugula Roquette
アルギュラ  ロケット

別名ルッコラとも呼ばれます。ゴ
マのような風味とピリッとした辛
味があり、サラダはもちろん、ピ
ザやパスタにもよく合います。

アブラナ科　約500粒入
蒔き時：3月下旬～4月・9月～10月
収　穫：5月～6月・11月～12月

0114

Spinach Butterflay
バターフレイ  ほうれん草

ビタミン豊富な緑黄色野菜の代
表！ちりめん模様の肉厚の葉はと
ても風味豊か。とう立ちが遅く、暑
さに強い品種で、春･秋蒔けます。

ヒユ科　約300粒入
蒔き時：2月～4月・9月～11月
収　穫：5月～6月・10月～3月

0117

Bright Light Chard
ブライトライト  チャード

赤･黄･白の色鮮やかな葉柄が特徴。
サラダはもちろん、お浸しや油炒
めにしてもおいしい。暑さ･寒さ
に強く、1年中重宝！

ヒユ科　約100粒入
蒔き時：4月～5月・9月～10月
収　穫：5月～12月

0118

Rhubarb Victoria
ルバーブ  ビクトリア

独特の酸味のある、太い葉柄をジ
ャムに利用します。1837年に作
出の食味よく、香り高い伝統品種。

タデ科　約30粒入
蒔き時：4月～5月
収　穫：翌年以降

0119

Artichoke Imperial Star
アーティチョーク  インペリアルスター

ギリシャ時代から食され、欧米で
はポピュラーな食材。開花前のつ
ぼみのガクと花芯を茹でたり、ソ
テーにしたりして食します。

キク科　約15粒入
蒔き時：4月～5月・9月～10月
収　穫：翌年の初夏以降

0121

Shungiku Chrysanthemum
シュンギク

独特の風味が食欲をそそります！
和え物やおひたし、鍋物など日本
料理には欠かせません！

キク科　約300粒入
蒔き時：3月下旬～4月・9月～10月
収　穫：5月～6月・10月～12月

0116

Pac Choi
パクチョイ

純白の茎と緑の葉のコントラスト
が美しい中国野菜。チンゲン菜の
仲間で、葉、茎ともにやわらかく、
炒め物や煮びたしなどに最適！

アブラナ科　約500粒入
蒔き時：3月下旬～4月・9月～10月
収　穫：5月～6月・11月～12月

0108

Wild Roquette
ワイルド  ロケット

ルッコラ セルヴァチカとも呼ば
れ、普通のルッコラに比べ、風味
や香りが強く、多年草で長く収穫
を楽しめます。

アブラナ科　約500粒入
蒔き時：3月下旬～4月・9月～10月
収　穫：5月～6月・11月～12月

0115



=バイオダイナミック農法で栽培・採種された種子

=プランターでも容易に栽培できます
Lettuce, Celery & Salad Mix レタス・セロリ・サラダミックス

Red Iceberg Lettuce
レッドアイスバーグ  レタス

赤みを帯びた葉が結球する非常に
美しいレタス。

キク科　約300粒入
蒔き時：2月～3月・8月下旬～9月
収　穫：5月～6月・10月～11月

0123

Merveille des Quatre Saisons Lettuce
キャトルセゾン  レタス

ルビー色の外葉が緑色の芯を包む様
は、あたかも美しいバラのつぼみのよ
う。美しさと味の良さで知られる、
1885年作出のフランスの伝統品種。

キク科　約300粒入
蒔き時：2月～3月・8月下旬～9月
収　穫：5月～6月・10月～11月

Lolla Rossa Lettuce
ロラロッサ  レタス

細かいフリルが美しい！葉先は赤、
根元は緑のやわらかいサニーレタ
ス。ガーデンの彩りにも最適！

キク科　約300粒入
蒔き時：2月～3月・8月下旬～9月
収　穫：5月～6月・10月～11月

Reine des Glaces Lettuce
レーヌデグラース  レタス

切れ込みが深く、ワイルドな印象
の葉が魅力的なフランスのレタス。
とう立ちが遅く、暑さ寒さに強い。

キク科　約300粒入
蒔き時：2月～3月・8月下旬～9月
収　穫：5月～6月・10月～11月

0124 0125 0126

Superior Lettuce
スペリオール  レタス

緑色の結球タイプのレタス。パリ
ッとした食感でサラダの主役に。
炒め物やスープに入れてもおいし
い。

キク科　約300粒入
蒔き時：2月～3月・8月下旬～9月
収　穫：5月～6月・10月～11月

0122

スペリオール  レタス　0122スペリオール  レタス　0122 レッドアイスバーグ  レタス　0123レッドアイスバーグ  レタス　0123 レーヌデグラース  レタス　0124レーヌデグラース  レタス　0124 キャトルセゾン  レタス　0125キャトルセゾン  レタス　0125 ロラロッサ  レタス　0126ロラロッサ  レタス　0126 リトルジェムロメイン  レタス　0127リトルジェムロメイン  レタス　0127 ルージュディヴァロメイン  レタス　0128ルージュディヴァロメイン  レタス　0128

グリーンサラダボール  レタス　0129グリーンサラダボール  レタス　0129 レッドサラダボール  レタス　0130レッドサラダボール  レタス　0130 エンダイブ　0131エンダイブ　0131 パラロッサ  ラディッキオ　0132パラロッサ  ラディッキオ　0132 リーフセロリ　0133リーフセロリ　0133 レッドベンチャー  セロリ　0134レッドベンチャー  セロリ　0134 サラダミックス　0135サラダミックス　0135

Red Salad Bowl Lettuce
レッドサラダボール  レタス

切れ込みが深く、やわらかな濃い
赤色の葉でサラダに入れると彩り
豊かに。暑くなっても苦味が出に
くく、とう立ちの遅い品種です。

キク科　約300粒入
蒔き時：2月～3月・8月下旬～9月
収　穫：5月～6月・10月～11月

Tres Fine Maraichere Endive
エンダイブ

独特のほのかな苦味はクセになっ
たらやめられない！切れ込みの深
い葉は、歯切れよく、サラダや肉
料理の添え物には欠かせません。

キク科　約300粒入
蒔き時：2月～3月・8月下旬～9月
収　穫：5月～6月・10月～11月

Green Salad Bowl Lettuce
グリーンサラダボール  レタス

切れ込みの深い緑色のレタスは、
暑さに強く、苦みが出にくい。
1880年代から栽培の続く伝統品
種。

キク科　約300粒入
蒔き時：2月～3月・8月下旬～9月
収　穫：5月～6月・10月～11月

0129 0130 0131

Salad Mix
サラダミックス

たねの森オリジナルのサラダ向き野菜
のミックス。色とりどりのレタス類に水
菜やルッコラ、パセリなどをミックス。一
袋で彩り豊かなサラダが楽しめます。

約500粒入
蒔き時：3月下旬～4月・9月～10月
収　穫：5月～6月・10月～12月

0135

Palla Rossa Radicchio
パラロッサ  ラディッキオ

赤紫色の鮮やかな葉と独特のほろ
苦さでサラダのアクセントや料理
の付け合わせにぴったり!トレビ
スとも呼ばれます。

キク科　約300粒入
蒔き時：8月下旬～9月
収　穫：10月～11月

0132

P 11

Little Gem Romaine Lettuce
リトルジェムロメイン  レタス

20cmほどの長楕円形の葉が直立
し、ゆるく結球します。しゃきしゃ
きした食感で、サラダはもちろん、
おひたしや炒め物にも向きます！

キク科　約300粒入
蒔き時：2月～3月・8月下旬～9月
収　穫：5月～6月・10月～11月

0127

Rouge d'Hiver Romaine Lettuce
ルージュディヴァロメイン  レタス

鮮やかな赤い葉はミックスサラダ
に最高！フランスの伝統品種。若
葉は特にやわらかい。成長すると、
20cm～25cmにもなります。

キク科　約300粒入
蒔き時：2月～3月・8月下旬～9月
収　穫：5月～6月・10月～11月

0128

Leaf Celery
リーフセロリ

スープセロリとも呼ばれます。一般
のセロリに比べ、茎は細長く葉は小
さめですが、繊維質が少なく香り豊
か。スープや炒め物の香りづけに！

セリ科　約300粒入
蒔き時：3月下旬～5月
収　穫：7月～10月

0133

Red Venture Celery
レッドベンチャー  セロリ

鮮やかな赤茎がたいへん美しいセ
ロリ。豊かな風味と、美しい赤色
は加熱しても失われません！サラ
ダやスープなどに。

セリ科　約300粒入
蒔き時：3月下旬～5月
収　穫：7月～10月

0134



P 12
=バイオダイナミック農法で栽培・採種された種子

=プランターでも容易に栽培できます
Onions, Asparagus & Radishes ねぎ・アスパラガス・大根

石倉一本ねぎ　0136石倉一本ねぎ　0136 リーキ  ヴァルナ　0137リーキ  ヴァルナ　0137 ワラワラ  オニオン　0138ワラワラ  オニオン　0138 テキサス スーパースウィート  オニオン　0139テキサス スーパースウィート  オニオン　0139 ムソナ  オニオン　0140ムソナ  オニオン　0140 トロペア トンダ  オニオン　0141トロペア トンダ  オニオン　0141 ロッサルンガディフィレンツェ  オニオン　0142ロッサルンガディフィレンツェ  オニオン　0142

アスパラガス  アルジャントゥイユ　0143アスパラガス  アルジャントゥイユ　0143 宮重大根　0144宮重大根　0144 赤大根　0145赤大根　0145 紅芯大根　0146紅芯大根　0146 ブラックスパニッシュ  ラディッシュ　0147ブラックスパニッシュ  ラディッシュ　0147 黒長大根　0148黒長大根　0148 紫大根　0149紫大根　0149

Noir Long Maraicher Radish
黒長大根

長さ25cm前後の円筒形の黒大根。
煮崩れしにくいので煮込み料理
に最適！

アブラナ科　約200粒入
蒔き時：8月下旬～10月
収　穫：10月～12月

0148

Watermelon Radish
紅芯大根

表皮は青首、中は美しい紅色の丸
大根。水分が少なめでコリコリとし
た食感。色味を生かして、サラダや
酢漬け、大根おろしにするときれい。

アブラナ科　約200粒入
蒔き時：8月下旬～10月
収　穫：10月～12月

0146

Black Spanish Radish
ブラックスパニッシュ  ラディッシュ

表皮は黒、中は白色のヨーロッ
パ伝統丸大根。緻密で崩れにく
く、煮ると甘みが増します。色
を生かしてサラダや薬味にも！

アブラナ科　約200粒入
蒔き時：8月下旬～10月
収　穫：10月～12月

0147

Blauer Herbst und Winter Radish
紫大根

色鮮やかな紫色の大根はドイツの
品種。長さ20cmほどで、マイル
ドな味わい。サラダや漬け物の他、
加熱しても美味。

アブラナ科　約200粒入
蒔き時：8月下旬～10月
収　穫：10月～12月

0149

Miyashige White Daikon
宮重大根

甘み豊かで生でも煮てもおいし
い！漬け物や切干にも最適。古く
から栽培される、大根の伝統品種。

アブラナ科　約200粒入
蒔き時：8月下旬～10月
収　穫：10月～12月

0144

Asparagus Argentuil
アスパラガス  アルジャントゥイユ

春先に伸びてくる新芽は春の息吹を
感じさせます。1700年代から栽培の
続くフランスの伝統品種で、紫味を
帯びた新芽は甘くみずみずしい！

キジカクシ科　約50粒入
蒔き時：4月～5月
収　穫：翌春以降

0143

Ishikura Long Spring Onion
石倉一本ねぎ

甘み、香り豊かでやわらかく、軟
白部が60cmにもなる、日本の根
深ねぎの代表種。夏は薬味に、冬
は鍋物に欠かせません！

ヒガンバナ科　約300粒入
蒔き時：3月～4月・9月～10月
収　穫：9月～3月

0136

Ostergruss rosa Radish
赤大根

長さ20cmほどの大根で、鮮やか
な赤色の表皮と純白の肉質が美し
い。サラダや浅漬けなどに。

アブラナ科　約200粒入
蒔き時：8月下旬～10月
収　穫：10月～12月

0145

Varna Leek
リーキ  ヴァルナ

とろっとした濃厚な味わいで煮込
むとおいしい！シチューやグラタ
ン、バター炒めに。若採りしたも
のはサラダでもおいしい。

ヒガンバナ科　約300粒入
蒔き時：3月～4月・9月～10月
収　穫：9月～3月

0137

Walla Walla Onion
ワラワラ  オニオン

アメリカ北西部、ワラワラ峡谷の
伝統品種。非常に甘く、やわらか
いたまねぎ。サラダや煮込み料理
に。（関東以北での栽培向き)

ヒガンバナ科　約200粒入
蒔き時：9月
収　穫：5月～6月

0138

Texas Super Sweet Onion
テキサス スーパースウィート  オニオン

アメリカ南部、テキサス州で最も
甘いたまねぎとして知られ、サラ
ダなどで生で食べられます。(関
東以南での栽培向き）

ヒガンバナ科　約200粒入
蒔き時：9月
収　穫：5月～6月

0139

Musona Onion
ムソナ  オニオン

ピリッとした辛味が食欲をそそり
ます。大玉の白玉ねぎで、サラダ
をはじめ各種料理に！秋まで貯蔵
できます。

ヒガンバナ科　約200粒入
蒔き時：9月
収　穫：6月～7月

0140

Tropea Tonda Onion
トロペア トンダ  オニオン

ジューシーで甘みの強い、イタリア
を代表する赤玉ねぎ。熟すにつれ
て赤みが増します。サラダなど
に！

ヒガンバナ科　約200粒入
蒔き時：9月
収　穫：5月～6月

0141

Rossa Lunga di Firenze Onion
ロッサルンガディフィレンツェ  オニオン

長さ15cmほどの紡錘型になるイ
タリアの伝統品種。甘み豊かな赤
玉ねぎで、サラダやサンドイッチな
どに最適！

ヒガンバナ科　約200粒入
蒔き時：9月
収　穫：5月～6月

0142



0150
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フレンチブレックファスト  ラディッシュ　0151フレンチブレックファスト  ラディッシュ　0151 ナショナル  ラディッシュ　0152ナショナル  ラディッシュ　0152 ホワイトビューティ  ラディッシュ　0153ホワイトビューティ  ラディッシュ　0153 ホワイトアイシクル  ラディッシュ　0154ホワイトアイシクル  ラディッシュ　0154 滝野川ゴボウ　0155滝野川ゴボウ　0155ソラ  ラディッシュ　0150ソラ  ラディッシュ　0150

Radishes, Burdock & Carrots ラディッシュ・ゴボウ・にんじん =バイオダイナミック農法で栽培・採種された種子

=プランターでも容易に栽培できます

White Icicle Radish
ホワイトアイシクル  ラディッシュ

長さ10cm～15cmほどの純白のラ
ディッシュ。1865年作出の伝統品
種。サラダやサンドイッチなどに。

アブラナ科　約200粒入
蒔き時：3月下旬～4月･9月～10月
収　穫：5月～6月･10月～12月

0154

French Breakfast Radish
フレンチブレックファスト  ラディッシュ

紅白のコントラストがかわいいラデ
ィッシュ。辛味はマイルドで、サラ
ダの彩りに最適！18世紀から栽培
の続く伝統品種。

アブラナ科　約200粒入
蒔き時：3月下旬～4月･9月～10月
収　穫：5月～6月･10月～12月

0151

National Radish
ナショナル  ラディッシュ

直径3cmほどの丸い紅白のラディ
ッシュで、生育早く、家庭菜園に
も最適！

アブラナ科　約200粒入
蒔き時：3月下旬～4月･9月～10月
収　穫：5月～6月･10月～12月

0152

White Beauty Radish
ホワイトビューティ  ラディッシュ

ジューシーで甘み豊かな直径3cm
ほどの白色のラディッシュ。他の
色のラディッシュと並べるときれ
い。

アブラナ科　約200粒入
蒔き時：3月下旬～4月･9月～10月
収　穫：5月～6月･10月～12月

0153

Sora Radish
ソラ  ラディッシュ

しゃきっとした食感と、マイルドな
辛味でサラダやピクルスにぴった
り！鮮やかな赤色のかわいい丸型。
プランターでも栽培できます。

アブラナ科　約200粒入
蒔き時：3月下旬～4月･9月～10月
収　穫：5月～6月･10月～12月

Burdock Takinogawa
滝野川ゴボウ

長さ約1mにもなる江戸東京の伝統
ゴボウ。香りは特に良く、柔らかさ
も抜群！きんぴらや揚げ物の他、煮
物やスープにも！

キク科　約100粒入
蒔き時：3月下旬～4月・9月～10月
収　穫：10月～2月・6月～8月

0155

Gniff Purple Carrot
グニフ パープル  にんじん

スイスの伝統品種で、外皮は紫、
中は白のコントラストが美しい。
甘みに富み、生でも加熱してもお
いしい！

セリ科　約300粒入
蒔き時：3月～4月・7月～8月
収　穫：6月～7月・10月～12月

0158

Jaune du Doubs Yellow Carrot
ジョーヌデュドゥ イエロー  にんじん

鮮やかな黄色が魅力的なフランス
の伝統品種。甘み豊かで加熱する
と色が一層引き立ちます。

セリ科　約300粒入
蒔き時：3月～4月・7月～8月
収　穫：6月～7月・10月～12月

0159

ロデリカ  にんじん　0156ロデリカ  にんじん　0156 ロングインペレーター  にんじん　0157ロングインペレーター  にんじん　0157 グニフ パープル  にんじん　0158グニフ パープル  にんじん　0158 ジョーヌデュドゥ イエロー  にんじん　0159ジョーヌデュドゥ イエロー  にんじん　0159 ルナーホワイト  にんじん　0160ルナーホワイト  にんじん　0160 リトルフィンガー  にんじん　0161リトルフィンガー  にんじん　0161 マルシェドパリ  にんじん　0162マルシェドパリ  にんじん　0162

Marche de Paris Carrot
マルシェドパリ  にんじん

かわいい丸型のミニにんじん。甘
み強く、やわらかなフランスの伝
統品種。プランターでも栽培でき
ます。

セリ科　約500粒入
蒔き時：3月～4月・7月～9月
収　穫：5月～7月・9月～12月

0162

Long Imperator Carrot
ロングインペレーター  にんじん

長さ20cm以上になる、鮮やかな
橙色の人参。甘み豊かで生でも煮
てもおいしい！1933年作出。

セリ科　約500粒入
蒔き時：3月～4月・7月～8月
収　穫：6月～7月・10月～12月

0157

Lunar White Carrot
ルナーホワイト  にんじん

これがにんじん？と疑いたくなる
ような白いにんじん。1839年作
出の伝統品種。野生的な香りは加
熱しても失われません！

セリ科　約300粒入
蒔き時：3月～4月・7月～8月
収　穫：6月～7月・10月～12月

0160

Rodelika Carrot
ロデリカ  にんじん

甘み、香りがとても強く、ヨーロ
ッパで人気の品種。生食やにんじ
んジュースなどに向きます。

セリ科　約500粒入
蒔き時：3月～4月・7月～8月
収　穫：6月～7月・10月～12月

0156

Little Fingers Carrot
リトルフィンガー  にんじん

プランターでも栽培できる、フラ
ンス生まれのかわいいミニにんじ
ん。甘み豊かでサラダ、煮物、ピ
クルスと食卓を楽しく彩ります。

セリ科　約500粒入
蒔き時：3月～4月・7月～9月
収　穫：5月～7月・9月～12月

0161
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Turnips, Beets & Herbs かぶ・ビート・ハーブ P 14
=バイオダイナミック農法で栽培・採種された種子

=プランターでも容易に栽培できます

Genovese Basil
ジェノヴェーゼ  バジル

香り高く、風味の良いスイートバ
ジル。バジルペーストに最適！濃
い緑色の葉はパスタやピザ、サラ
ダなどに！

シソ科　約300粒入
蒔き時：4月～6月
収　穫：6月～10月

1001

Detroit Dark Red Beet
デトロイトダークレッド  ビート

1892年作出の伝統品種。中まで
真紅の美しいビートで、甘み豊か。
酢漬けや茹でてサラダ、煮込み料
理などに。

ヒユ科　約150粒入
蒔き時：4月～5月･8月下旬～9月
収　穫：6月～7月･11月～12月

0166

Chioggia Beet
キオッジア  ビート

切り口が紅白の縞模様になる美し
いビート。1820年代以前より栽
培の続くイタリアの伝統品種。サ
ラダや野菜料理の彩りに。

ヒユ科　約150粒入
蒔き時：4月～5月・8月下旬～9月
収　穫：6月～7月・11月～12月

0167

Forono Beet
フォホーノ  ビート

長さ15cm～20cmの甘味豊かな
円筒形のビート。ロシア料理のボ
ルシチなどに。

ヒユ科　約150粒入
蒔き時：4月～5月・8月下旬～9月
収　穫：6月～7月・11月～12月

0168

Turnip Purple Top White Globe
かぶ  パープルトップホワイトグローブ

紫と白のコントラストが美しい！
甘み豊かで肉質緻密。生でも煮て
もおいしい、アメリカの伝統品種。

アブラナ科　約500粒入
蒔き時：3月下旬～4月･9月～10月
収　穫：5月～6月･10月～12月

0163

Turnip Des Vertus Marteau
長かぶ  マルトー

長さが10cm～15cmのやわらかく
甘いカブ。1858年にはすでに栽
培されており、いまだに定評のあ
るフランスの伝統品種。

アブラナ科　約500粒入
蒔き時：3月下旬～4月･9月～10月
収　穫：5月～6月･10月～12月

0164

Turnip Golden Globe
かぶ  ゴールデングローブ

美しい黄肌のカブで、肉質緻密。
加熱すると甘みが増し、全体が鮮
やかな黄色になります。

アブラナ科　約500粒入
蒔き時：3月下旬～4月･9月～10月
収　穫：5月～6月･10月～12月

0165

Cinnamon Basil
シナモン  バジル

シナモンに似た甘い香り。ハーブ
ティやお菓子作り、乾燥させてポ
プリに。

シソ科　約300粒入
蒔き時：4月～6月
収　穫：6月～10月

1002

Lemon Basil
レモン  バジル

さわやかなレモンの香りのするバ
ジルで、サラダやティ、デザート
にも合います。

シソ科　約300粒入
蒔き時：4月～6月
収　穫：6月～10月

1003

Thai Basil
タイ  バジル

アニスやクローブのような香りの
バジルで、濃い緑色の葉に紫色の
花を付けます。エスニック料理や
タイ料理に！

シソ科　約300粒入
蒔き時：4月～6月
収　穫：6月～10月

1004

Holy Basil (Vana Tulsi)
ホーリー  バジル

インドの伝承医学アーユルヴェー
ダで神聖なハーブとして古来から
使用されてきたバジル。甘い香り
でハーブティなどに利用します。

シソ科　約300粒入
蒔き時：4月～6月
収　穫：6月～10月

1005

Sweet Marjoram
スウィート  マジョラム

上品な甘い香りで、肉や魚料理との
相性は抜群！スープやサラダに入れ
てもおいしい。乾燥させてハーブテ
ィやポプリとしても利用できます。

シソ科　約1000粒入
蒔き時：3月下旬～4月・9月～10月
収　穫：随時

1006

Oregano
オレガノ

ピザやトマトソースなどイタリア料
理に欠かせない！料理の風味付けや
ハーブティの他、美しい花はドライ
フラワーやリースにもぴったり。

シソ科　約500粒入
蒔き時：3月下旬～4月・9月～10月
収　穫：随時

1007

Thyme
タイム

すがすがしい香りとほろ苦さで煮
込み料理に最適。ハーブティやハ
ーブビネガー、ポプリやリースの
材料としても使えます。

シソ科　約1000粒入
蒔き時：3月下旬～4月・9月～10月
収　穫：随時

1008



=バイオダイナミック農法で栽培・採種された種子

=プランターでも容易に栽培できますP 15 Herbs ハーブ

チャイブ　1016チャイブ　1016 ガーリックチャイブ（ニラ）　1017ガーリックチャイブ（ニラ）　1017 ジャーマン  カモミール　1018ジャーマン  カモミール　1018 コリアンダー　1021コリアンダー　1021 ディル　1022ディル　1022パセリ　1019パセリ　1019 イタリアン  パセリ　1020イタリアン  パセリ　1020

ローズマリー　1009ローズマリー　1009 ラベンダー　1010ラベンダー　1010 レモンバーム　1011レモンバーム　1011 ペパーミント　1012ペパーミント　1012 セージ　1013セージ　1013 青ジソ　1014青ジソ　1014 ボリジ　1015ボリジ　1015

Rosemary
ローズマリー

肉、魚料理には定番で、バターに
練り込んだり、煮込み料理にも良
く使われます。ハーブティ、浴用、
リースにも活躍します！

シソ科　約100粒入
蒔き時：3月下旬～4月・9月～10月
収　穫：随時

1009

Lavender
ラベンダー

可憐な花と濃厚な香りが魅力のハ
ーブの女王。ドライフラワーやポ
プリ、ハーブティや浴用など幅広
く利用できます。

シソ科　約200粒入
蒔き時：3月下旬～4月・9月～10月
収　穫：随時

1010

Lemon Balm
レモンバーム

レモンに似た芳香でハーブティがお
いしい！サラダやアイスクリーム、
ケーキなどに添えても美味。浴用に
使えばリラックス効果があります。

シソ科　約300粒入
蒔き時：3月下旬～4月・9月～10月
収　穫：随時

1011

Pepper Mint
ペパーミント

スッとする清涼感のある香りでデ
ザートや飲み物の風味付けに！ポ
プリや浴用に利用しても爽やか！

シソ科　約200粒入
蒔き時：3月下旬～4月・9月～10月
収　穫：随時

1012

Sage
セージ

古くから万病に効くとして利用され
てきたハーブ。さわやかな香りで肉
や魚の臭みを消してくれます。ハー
ブティもおいしい。浴用にも使えます。

シソ科　約100粒入
蒔き時：3月下旬～4月・9月～10月
収　穫：随時

1013

Green Shiso
青ジソ

独特の香りが食欲をそそる日本の
代表的なハーブ。葉も穂も実も利
用でき、薬味や天ぷらなどに！

シソ科　約100粒入
蒔き時：4月～6月
収　穫：6月～10月

1014

Borage
ボリジ

気持ちを落ち着かせ、元気づけるハ
ーブとして古代ギリシャ時代から利
用。星型の青い花や若葉をサラダや
ケーキの飾りなどに利用します。

ムラサキ科　約50粒入
蒔き時：3月下旬～4月・9月～10月
収　穫：5月～7月・3月～6月

1015

Chives
チャイブ

ネギの仲間ですが、穏やかで上品
な香り。葉や花を細かく刻んでサ
ラダやスープ、マリネに。花はド
ライフラワーにしてもかわいい！

ヒガンバナ科　約200粒入
蒔き時：3月下旬～4月・9月～10月
収　穫：随時

1016

Garlic Chives
ガーリックチャイブ（ニラ）

ビタミン豊富なスタミナ野菜！葉
や開花前のつぼみを炒め物やスー
プ、薬味として利用します。

ヒガンバナ科　約200粒入
蒔き時：3月下旬～4月・9月～10月
収　穫：随時

1017

German Chamomile
ジャーマン  カモミール

りんごのような甘い芳香をもち、
生または乾燥させた花をハーブテ
ィやお菓子の香りづけに使います。
浴用やポプリにも利用できます。

キク科　約2000粒入
蒔き時：3月下旬～4月・9月～10月
収　穫：5月～6月

1018

Moss Curled Parsley
パセリ

料理のつけあわせとしてお馴染み。
ビタミン･ミネラル豊富で、消化
を助け口臭を防ぐ作用もあります。
スープの飾りやサラダなどに。

セリ科　約300粒入
蒔き時：3月下旬～4月・9月～10月
収　穫：随時

1019

Italian Parsley
イタリアン  パセリ

ヨーロッパで一般的な平らな葉をし
たパセリ。茎や葉が柔らかく、香り
が強いのが特徴。刻んでサラダやス
ープ、オムレツやパスタなどに。

セリ科　約300粒入
蒔き時：3月下旬～4月・9月～10月
収　穫：随時

1020

Coriander
コリアンダー

中華料理やエスニック料理に欠かせ
ない！種は香辛料として、茎や葉は
炒め物やスープなどに利用します。
パクチー、香菜とも呼ばれます。

セリ科　約50粒入
蒔き時：3月下旬～4月・9月～10月
収　穫：6月～7月・10月～12月

1021

Dill
ディル

古代エジプトから薬用に使われてきたハー
ブ。葉には清涼感のある香りが、種にはほの
かな甘い香りとピリッとした辛味があり、サ
ラダやピクルス、魚料理などに使われます。

セリ科　約300粒入
蒔き時：3月下旬～4月・9月～10月
収　穫：6月～7月・10月～12月

1022



P 16
=バイオダイナミック農法で栽培・採種された種子

=プランターでも容易に栽培できます
Herbs & Flowers ハーブ・花

フローレンス  フェンネル　1023フローレンス  フェンネル　1023 チャービル　1024チャービル　1024 ひまわり  ロシアンマンモス　1025ひまわり  ロシアンマンモス　1025 ひまわり  オータムビューティ　1026ひまわり  オータムビューティ　1026 ひまわり  コンパクトミックス　1027ひまわり  コンパクトミックス　1027 紅花  ミックス　1028紅花  ミックス　1028 アフリカン  マリーゴールド　1029アフリカン  マリーゴールド　1029

Orange gem Marigold
オレンジジェム  マリーゴールド

みかんのような香りの小さな橙色
の花が群生して咲きます。ガーデ
ンの縁どりや境界に植えるとかわ
いい！

キク科　約50粒入
蒔き時：3月下旬～6月
花　期：6月～11月

1030

オレンジジェム  マリーゴールド　1030オレンジジェム  マリーゴールド　1030 ピンホイール  マリーゴールド　1031ピンホイール  マリーゴールド　1031 カレンデュラ  ミックス　1032カレンデュラ  ミックス　1032 ムギワラギク　1035ムギワラギク　1035 エゾギク　1036エゾギク　1036

Calendula Flashback Mix
カレンデュラ  ミックス

キンセンカとも呼ばれます。ピン
ク、オレンジ、黄色のミックス。
花は食用にもなり、サラダやスー
プ、お茶などに利用できます。

キク科　約100粒入
蒔き時：3月～4月・9月～10月
花　期：3月～6月

1032

Double Pinwheel Marigold
ピンホイール  マリーゴールド

赤と黄色のしま模様が、まるで風
車(ピンホイール)のよう。お庭や
畑が楽しく賑やかになります！
17世紀にまで遡る、古い品種。

キク科　約50粒入
蒔き時：3月下旬～6月
花　期：6月～11月

1031

Zinnia favorite Mix
ジニア  ミックス

『百日草』とも呼ばれ、初夏から晩
秋にかけて長い間花を咲かせます。
草丈40cmほどの矮性種で、赤・橙・
紫・ピンクの八重咲のミックス。

キク科　約50粒入
蒔き時：4月～6月
花　期：7月～11月

1033

ジニア  ミックス　1033ジニア  ミックス　1033 コーンフラワー　1034コーンフラワー　1034

Chervil
チャービル

上品な甘い香りと風味で、「美食
家のパセリ」と呼ばれます。葉を
スープやサラダ、卵料理などに。

セリ科　約200粒入
蒔き時：3月下旬～4月・9月～10月
収　穫：6月～7月・10月～12月

1024

Florence Fennel
フローレンス  フェンネル

肥大した株元をサラダやスープな
どに利用するほか、葉はサラダや
魚料理などに、種はパンやお菓子
などに利用します。

セリ科　約300粒入
蒔き時：3月下旬～4月･9月～10月
収　穫：6月～7月･10月～12月

1023

Safflower Mix Colors
紅花  ミックス

花は染料や生薬として、種子は食
用油の原料として古くから栽培さ
れています。花はティやドライフ
ラワーにも向きます。

キク科　約50粒入
蒔き時：3月下旬～4月
花　期：6月～7月

1028

African Marigold Rose d'Inde
アフリカン  マリーゴールド

オレンジや黄色の花がガーデンを彩
り豊かに！草丈1.2mほどにまで成
長し、コンパニオンプランツとしても
よく利用され、切花にも向きます。

キク科　約50粒入
蒔き時：3月下旬～6月
花　期：6月～11月

1029

Sunflower Autumn Beauty
ひまわり  オータムビューティ

草丈1.5m～2mほどのクリーム色や
紅色のひまわりのミックス。よく枝分
かれし、次々に花を咲かせます。切花
としても利用できます。

キク科　約30粒入
蒔き時：4月～6月
花　期：7月～9月

1026

Sunflower Russian Mammoth
ひまわり  ロシアンマンモス

草丈2m～3m以上にもなる巨大ひ
まわり。殻のうすい大粒の種はか
つては搾油用としても使われ、食
用になります。

キク科　約30粒入
蒔き時：4月～6月
花　期：7月～9月

1025

Sunflower Compact Mix
ひまわり  コンパクトミックス

草丈の低い小ぶりのヒマワリのミ
ックス。プランターや鉢植えでの
栽培にも最適！

キク科　約30粒入
蒔き時：4月～6月
花　期：7月～9月

1027

Corn Flower
コーンフラワー

切花はもちろん、色があせにくいの
で、ドライフラワーにも最適。食用
としてサラダに散らしたり、ティに
ブレンドしたりすることもできます。

キク科　約100粒入
蒔き時：3月下旬～4月・9月～10月
花　期：5月～6月

1034

Strawflower
ムギワラギク

草丈80cmほどの先端に、赤・黄・
白などの花が次々に咲きます。ドラ
イフラワーとして昔から使われてき
た花で、帝王貝細工とも呼ばれます。

キク科　約200粒入
蒔き時：9月～10月
花　期：5月～6月

1035

China Aster
エゾギク

草丈50cmほどの紫・ピンク・白
などの一重咲きのエゾギク。切花
に最適！

キク科　約100粒入
蒔き時：9月～10月
花　期：5月～6月

1036



=バイオダイナミック農法で栽培・採種された種子

=プランターでも容易に栽培できますP 17 Flowers 花

ゴデチャ　1044ゴデチャ　1044 ハイビスカス　1045ハイビスカス　1045 ホリホック　1046ホリホック　1046 クリムソン  クローバー　1049クリムソン  クローバー　1049 ヘアリー  ベッチ　1050ヘアリー  ベッチ　1050

Hibiscus Red Drops
ハイビスカス

鮮やかな赤色の茎葉が目を惹きま
す。成熟した花のガクを乾燥させ
てお茶やジャム、ソースなどに！

アオイ科　約50粒入
蒔き時：4月～5月
花　期：10月～11月

1045

スイートピー　1047スイートピー　1047 ホワイト  クローバー　1048ホワイト  クローバー　1048

フラックス（油用）　1037フラックス（油用）　1037 フラックス（繊維用）　1038フラックス（繊維用）　1038 ナスタチウム  ミックス　1039ナスタチウム  ミックス　1039 コーン  ポピー　1040コーン  ポピー　1040 アイスランド  ポピー　1041アイスランド  ポピー　1041 カリフォルニア  ポピー　1042カリフォルニア  ポピー　1042 ニゲラ　1043ニゲラ　1043

Nigella(Love-in-a-Mist)
ニゲラ

羽状の葉とファンシーな姿の花が
魅力的。花後の果実はドライフラ
ワーとしても利用できます。

キンポウゲ科　約150粒入
蒔き時：9月～10月
花　期：4月～6月

1043

Corn Poppy
コーン  ポピー

パステルカラーの薄いシルクのよ
うな花が春のガーデンを一層美し
く彩ります。ヒナゲシ、虞美人草
とも呼ばれます。

ケシ科　約1000粒入
蒔き時：9月～11月
花　期：4月～6月

1040

California Poppy
カリフォルニア  ポピー

春風に揺られて咲く花が美しい！
ガーデンを鮮やかなオレンジ色に
染め上げます。花菱草とも呼ばれ
ます。

ケシ科　約200粒入
蒔き時：9月～11月
花　期：4月～6月

1042

Flax Foster
フラックス（油用）

可憐で涼やかな青い花を咲かせ、
後には油分に富んだ黄金色の種を
実らせます。1969年に作出され
た、風味の良い品種。

アマ科　約200粒入
蒔き時：4月～5月・9月～10月
花　期：6月～7月

1037

Flax Sussex
フラックス（繊維用）

イギリスの伝統品種で、背丈が１m
ほどと高くなり、繊維（亜麻／リネ
ン）の利用に最適！

アマ科　約200粒入
蒔き時：4月～5月・9月～10月
花　期：6月～7月

1038

Nasturtium Mix
ナスタチウム  ミックス

葉が丸く蓮のようなので金蓮花と
も呼ばれます。葉も花も実もピリ
ッとした辛味を持ち、食用にでき
ます。

ノウゼンハレン科　約20粒入
蒔き時：3月下旬～7月
花　期：5月～11月

1039

Iceland Poppy
アイスランド  ポピー

白・黄・橙・桃などのパステル調
の花が豊かに咲き誇ります。シベ
リアヒナゲシとも呼ばれ、切花に
も使われます。

ケシ科　約1000粒入
蒔き時：9月～11月
花　期：4月～6月

1041

White Clover
ホワイト  クローバー

ほふく性のクローバーで浸食防止
やグランドカバーに。白い小さな
花を咲かせ、蜜源にもなります。
マメ科で土を肥やしてくれます。

マメ科　約5000粒入
蒔き時：3月下旬～4月･9月～10月
花　期：5月～6月

1048

Crimson Clover
クリムソン  クローバー

クローバーの一種で地表を浸食か
ら守ります。春先には愛らしい赤い
花が咲き、とてもきれい。マメ科で
土を肥やしてくれる作用もあります。

マメ科　約3000粒入
蒔き時：3月下旬～4月･9月～10月
花　期：5月～6月

1049

Hairy Vetch
ヘアリー  ベッチ

荒地の土壌改良や緑肥として注目
されている植物で、他の草を抑制
する作用もあります。果樹園の下
草や休耕地などに。

マメ科　約300粒入
蒔き時：9月～10月
花　期：4月～5月

1050

Godetia
ゴデチャ

密集して咲く、透明感のあるピン
クや白の花が鮮やかに初夏を彩り
ます。切花にも向きます。

アカバナ科　約200粒入
蒔き時：9月～10月
花　期：5月～6月

1044

Sweet Pea
スイートピー

パステル調のやさしい色あいの花
が甘い香りを伴って春を運んでき
てくれるよう。つるが伸びるので、
フェンス沿いなどに。

マメ科　約30粒入
蒔き時：10月～11月
花　期：4月～6月

1047

Hollyhock Mix
ホリホック

すらっと伸びた花茎に白、ピンク、
赤などの花が次々と咲きます。背
丈が2mほどになるので、垣根沿
いに植えるのもきれい。

アオイ科　約100粒入
蒔き時：9月～10月
花　期：5月～6月

1046



No. 名前 単価 注文数

0001 ベルナーロゼ トマト ¥300

0002 サンマルツァーノ トマト ¥300

0003 クォーレ･ディ･ブエ トマト ¥300

0004 マティーナ トマト ¥300

0005 イエローパーフェクション トマト ¥300

0006 グリーンゼブラ トマト ¥300

0007 スウィーティチェリー トマト ¥300

0008 ブラックチェリー トマト ¥300

0009 イエローペア トマト ¥300

0010 食用ほおずき ¥300

0011 米ナス ブラックビューティ ¥300

0012 ナス ローザビアンカ ¥300

0013 長ナス ジャパニーズピクリング ¥300

0014 ナス リトルフィンガー ¥300

0015 ナス　ヴィオレッタディフィレンツェ ¥300

0016 白ナス スノーウィ ¥300

0017 緑ナス ルイジアナロング ¥300

0018 ナス リスターダデガンジア ¥300

0019 カリフォルニアワンダー ピーマン ¥300

0020 コルノデトーロ ピーマン ¥300

0021 ジミーナルデロ ピーマン ¥300

0022 トマトフルーツ ピーマン ¥300

0023 フェレンツテンダー ピーマン ¥300

0024 スウィートチョコレート ピーマン ¥300

0025 ししとう ¥300

0026 ハバネロ とうがらし ¥300

0027 ハラペーニョ とうがらし ¥300

0028 カイエン とうがらし ¥300

No. 名前 単価 注文数

0029 韓国とうがらし(小辛) ¥300

0030 韓国とうがらし(大辛) ¥300

0031 ハンガリアンワックス とうがらし ¥300

0032 四葉キュウリ ¥300

0033 ピクルス キュウリ(冷涼地向き) ¥300

0034 ピクルス キュウリ(温暖地向き) ¥300

0035 ズッキーニ ブラックビューティ ¥300

0036 ズッキーニ ココゼリ ¥300

0037 ズッキーニ ゴールドラッシュ ¥300

0038 ズッキーニ ロンドデニース ¥300

0039 スイカ クリムソンスウィート ¥300

0040 スイカ シュガーベイビー ¥300

0041 メロン カンタロープヘイルズベスト ¥300

0042 北海道 カボチャ ¥300

0043 青皮栗 カボチャ ¥300

0044 赤皮栗 カボチャ ¥300

0045 バターナッツ カボチャ ¥300

0046 シンデレラ パンプキン ¥300

0047 ジャック・オー・ランタン パンプキン ¥300

0048 ジャックビーリトル パンプキン ¥300

0049 おもちゃ カボチャ ¥300

0050 そうめん カボチャ ¥300

0051 へちま ¥300

0052 トウモロコシ ゴールデンバンタム ¥300

0053 トウモロコシ エバーグリーン ¥300

0054 イエロー ポップコーン ¥300

0055 ストロベリー ポップコーン ¥300

0056 シュヴァルツァー ポップコーン ¥300

No. 名前 単価 注文数

0057 ほうきもろこし ¥300

0058 スウィートソルガム（さとうもろこし） ¥300

0059 ゴマ ¥300

0060 小麦（南部小麦） ¥300

0061 小麦（ユメカオリ） ¥300

0062 六条大麦 ¥300

0063 もち麦 ¥300

0064 ライ麦 ¥300

0065 オーツ麦 ¥300

0066 大豆 ¥300

0067 茶豆 ¥300

0068 黒大豆 ¥300

0069 つるありいんげん ミックス ¥300

0070 つるあり平さやいんげん ミックス ¥300

0071 つるありいんげん ボルロット ¥300

0072 つるなしいんげん ミックス ¥300

0073 つるなし平さやいんげん ¥300

0074 三尺ささげ ¥300

0075 ソラマメ アグアドゥルセ ¥300

0076 さやえんどう スウィートホライズン ¥300

0077 黄さやえんどう　ゴールデンスウィート ¥300

0078 赤えんどう豆 ¥300

0079 紫えんどう ¥300

0080 オクラ スターオブデイビッド ¥300

0081 オクラ バーガンディ ¥300

0082 オクラ クレムソンスパインレス ¥300

0083 ブロッコリー ドシコ ¥300

0084 ブロッコリー パープルスプラウティング ¥300

0085 カリフラワー スノーボール ¥300

0086 カリフラワー ロマネスコ ¥300

0087 カリフラワー シシリアンバイオレット ¥300

0088 カリフラワー グリーンマチェラータ ¥300

No. 名前 単価 注文数

0089 キャベツ ホルシュタイナープラッター ¥300

0090 キャベツフィルダークラウト ¥300

0091 サボイキャベツ ¥300

0092 キャベツ ジャニュアリーキング ¥300

0093 キャベツ レッドエクスプレス ¥300

0094 芽キャベツ グローニンゲン ¥300

0095 コールラビ ホワイトヴィエナ ¥300

0096 コールラビ パープルヴィエナ ¥300

0097 レッドロシアン ケール ¥300

0098 ラシネート ケール ¥300

0099 ハルブホーヘル ケール ¥300

0100 レッドカーリー ケール ¥300

0101 白菜 ¥300

0102 水菜 ¥300

0103 壬生菜 ¥300

0104 赤水菜 ¥300

0105 東京ベカ菜 ¥300

0106 小松菜 ¥300

0107 タアツァイ ¥300

0108 パクチョイ ¥300

0109 チンゲンサイ ¥300

0110 わさび菜 ¥300

0111 大阪たか菜 ¥300

0112 グリーンウェーブ マスタード ¥300

0113 パープルウェーブ マスタード ¥300

0114 アルギュラ ロケット ¥300

0115 ワイルド ロケット ¥300

0116 シュンギク ¥300

0117 バターフレイ ほうれん草 ¥300

0118 ブライトライト チャード ¥300

0119 ルバーブ ビクトリア ¥300

0120 つるむらさき ¥300

□ご注文日： 2018 年　　　　月　　　　日 □お名前

※ご注文数と裏面のお届け先をご記入の上、FAX、メール、
　郵送にてご注文下さい。

無農薬・無化学肥料のたねの店

種子・書籍注文書
または
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No. 名前 単価 注文数

0121 アーティチョーク インペリアルスター ¥300

0122 スペリオール レタス ¥300

0123 レッドアイスバーグ レタス ¥300

0124 レーヌデグラース レタス ¥300

0125 キャトルセゾン レタス ¥300

0126 ロラロッサ レタス ¥300

0127 リトルジェムロメイン レタス ¥300

0128 ルージュディヴァロメイン レタス ¥300

0129 グリーンサラダボール レタス ¥300

0130 レッドサラダボール レタス ¥300

0131 エンダイブ ¥300

0132 パラロッサ ラディッキオ ¥300

0133 リーフセロリ ¥300

0134 レッドベンチャー セロリ ¥300

0135 サラダミックス ¥300

0136 石倉一本ねぎ ¥300

0137 リーキ ヴァルナ ¥300

0138 ワラワラ オニオン ¥300

0139 テキサス スーパースウィート オニオン ¥300

0140 ムソナ オニオン ¥300

0141 トロペア トンダ オニオン ¥300

0142 ロッサルンガディフィレンツェ オニオン ¥300

0143 アスパラガス アルジャントゥイユ ¥300

0144 宮重大根 ¥300

0145 赤大根 ¥300

0146 紅芯大根 ¥300

0147 ブラックスパニッシュ ラディッシュ ¥300

0148 黒長大根 ¥300

0149 紫大根 ¥300

0150 ソラ ラディッシュ ¥300

0151 フレンチブレックファスト ラディッシュ ¥300

0152 ナショナル ラディッシュ ¥300

0153 ホワイトビューティ ラディッシュ ¥300

0154 ホワイトアイシクル ラディッシュ ¥300

No. 名前 単価 注文数

0155 滝野川ゴボウ ¥300

0156 ロデリカ にんじん ¥300

0157 ロングインペレーター にんじん ¥300

0158 グニフ パープル にんじん ¥300

0159 ジョーヌデュドゥ イエロー にんじん ¥300

0160 ルナーホワイト にんじん ¥300

0161 リトルフィンガー にんじん ¥300

0162 マルシェドパリ にんじん ¥300

0163 かぶ パープルトップホワイトグローブ ¥300

0164 長かぶ マルトー ¥300

0165 かぶ ゴールデングローブ ¥300

0166 デトロイトダークレッド ビート ¥300

0167 キオッジア ビート ¥300

0168 フォホーノ ビート ¥300

1001 ジェノヴェーゼ バジル ¥300

1002 シナモン バジル ¥300

1003 レモン バジル ¥300

1004 タイ バジル ¥300

1005 ホーリー バジル ¥300

1006 スウィート マジョラム ¥300

1007 オレガノ ¥300

1008 タイム ¥300

1009 ローズマリー ¥300

1010 ラベンダー ¥300

1011 レモンバーム ¥300

1012 ペパーミント ¥300

1013 セージ ¥300

1014 青ジソ ¥300

1015 ボリジ ¥300

1016 チャイブ ¥300

1017 ガーリックチャイブ(ニラ) ¥300

1018 ジャーマン カモミール ¥300

1019 パセリ ¥300

1020 イタリアン パセリ ¥300

No. 名前 単価 注文数

1021 コリアンダー ¥300

1022 ディル ¥300

1023 フローレンス フェンネル ¥300

1024 チャービル ¥300

1025 ひまわり ロシアンマンモス ¥300

1026 ひまわり オータムビューティ ¥300

1027 ひまわり コンパクトミックス ¥300

1028 紅花 ミックス ¥300

1029 アフリカン マリーゴールド ¥300

1030 オレンジジェム マリーゴールド ¥300

1031 ピンホイール マリーゴールド ¥300

1032 カレンデュラ ミックス ¥300

1033 ジニア ミックス ¥300

1034 コーンフラワー ¥300

1035 ムギワラギク ¥300

1036 エゾギク ¥300

1037 フラックス(油用) ¥300

1038 フラックス(繊維用) ¥300

1039 ナスタチウム ミックス ¥300

1040 コーン ポピー ¥300

No. 名前 単価 注文数

1041 アイスランド ポピー ¥300

1042 カリフォルニア ポピー ¥300

1043 ニゲラ ¥300

1044 ゴデチャ ¥300

1045 ハイビスカス ¥300

1046 ホリホック ¥300

1047 スイートピー ¥300

1048 ホワイト クローバー ¥300

1049 クリムソン クローバー ¥300

1050 ヘアリーベッチ ¥300

2001 イラストでわかる 有機自給菜園 ¥1,404

2002 自然農・栽培の手引き ¥2,160

2003 自然農に生きる人たち ¥2,160

2004 自家採種ハンドブック ¥2,160

2005 にっぽんたねとりハンドブック ¥2,160

2006 ふしぎなたね ¥1,782

2007 パーマカルチャー菜園入門 ¥1,620

2008 パーマカルチャー事始め ¥1,728

2009 菜園NOTE ¥1,080

2010 菜園カレンダー ¥1,080

納品についてのご希望など

ホームページアドレスEメールアドレス

FAX番号お電話番号

ご住所

お名前

〒 

お届け先
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Books おすすめの書籍

イラストでわかる 有機自給菜園

埼玉県小川町で40年にわたって有機農業に取り
組む金子美登さんが春夏・秋冬別の有機・無農
薬栽培での野菜づくり、土づくり、エネルギー
自給をイラストを交えて紹介。

著者:金子美登
出版:家の光協会／価格:1,404円(税込)

2001 自然農・栽培の手引き
- いのちの営み、田畑の営み -

福岡県で自然農を営む鏡山さんが、自然農の生
みの親、川口由一さんの種蒔きから種採りまで
の実践指導をイラストと解説で見事に再現した、
自然農の待望の技術書!

著者:鏡山 悦子／監修:川口 由一
出版:南方新社／価格:2,160円（税込）

第１章 田畑と出合う・田畑を開く
第２章 お米を作る　第３章 野菜を作る
第４章 雑穀・果樹　第５章 理に気づいて・総合的に

2002

菜園NOTE
満月になると土や作物の水分が増え、新月にな
ると少なくなる。月暦に沿って作業すると、発芽
や収穫が高まると言われています。そんな月の
満ち欠けに合わせた作業暦やちょっと気になる
キーワードの解説、コンパニオンプランツのマ
トリックスも掲載。菜園NOTEは手帳サイズで
日記も書き込めるようになっています。菜園カ
レンダーはA3・壁掛けタイプ。

発行:菜園生活.com／
価格 各:1,080円（税込）

2009
菜園カレンダー
2010

自然農に生きる人たち
- 耕さなくてもいいんだよ -
北海道から九州まで自然農に生きる人たち３６
軒を訪ね歩いた写真ルポ。自然農と一口に言っ
ても、それぞれの地域のそれぞれの条件下でそ
の形態は十人十色。豊富な写真で、これから自
然農に取り組もうという人にも、これまでに実
践してきた方にも、たくさんの刺激がつまって
います！

写真・文:新井 由己
出版:自然食通信社／価格:2,160円（税込）

2003

オーストラリアでシードセイバーズネットワー
クを主宰するミシェル＆ジュードファントン夫
妻が野菜・ハーブ126種の採種法や種にまつわ
るエピソードを解説。種とりの目的／種とりの
基本／品目別の種とり法62 珍しい野菜・ハー
ブ64品種の種とり法／｢たねとりくらぶ｣へのお
誘い

著者:ミシェル&ジュードファントン
翻訳:自家採種ハンドブック出版委員会

自家採種ハンドブック

出版:現代書館／価格:2,160円(税込)

2004
にっぽんたねとりハンドブック

前述の本の中で特に日本で古くから栽培されて
きた64品種について採種方法とレシピを解説。
種採りの目的／種採りの基本／種採りの方法／
たねとりくらぶのこれから

出版:現代書館／価格:2,160円(税込)
著者:プロジェクト｢たねとり物語｣

2005 ふしぎなたね
【1こを焼いて食べれば、1年間は何も食べなくてもおなかがすく
ことはない。1こを地面に埋めておくと来年の秋には必ず実って2
このタネがなる】そんな不思議なタネを2こ仙人からもらった男
のお話です。男は毎年1こを埋め、1こを食べて暮らしていました
が、数年後ふと、2個とも地面にうめたら、と考えました。次の年に
2個のタネは4個にふえ、1個を食べて3個を埋めました…タネは
年を追うごとに増えていき、妻をめとり、子供を養っていく…
「数」に親しむために描かれた子ども向けの絵本ですが、種を増
やすことや分かち合うこと、自然の摂理をやさしい絵で深く鋭く
描いています。

著者:安野光雅  出版:童話屋／価格:1,782円(税込)

2006

パーマカルチャー菜園入門 自然のしくみをいかす家庭菜園
自然の恵みを活用し、循環型の暮らしを目指す「パーマカルチャー」
の思想を家庭菜園にも取り入れ、自宅の庭で実践できる具体的なア
イデアを紹介。第1章 世界中を食べられる森に変えるパーマカルチ
ャー(パーマカルチャー誕生物語;パーマカルチャーを理解する3つの
心構えと10のキーワード;実り豊かで使いやすい菜園デザインの基
本;パーマカルチャー農園と家庭菜園の実践事例);第2章 パーマカ
ルチャー菜園21のアイデア(パーマカルチャーを菜園に取り入れよ
う;パーマカルチャー菜園で自然と生き物の力を引き出そう;土をつく
り、水の循環をデザインしよう;家の一部も菜園として活用しよう)
監修：設楽清和  出版:家の光協会／価格:1,620円(税込)

2007
パーマカルチャー事始め
安曇野でゲストハウスを営むかたわら、パーマ
カルチャーの概念を取り入れつつ、自然農で田
畑を拵え、養蜂を営み、セルフビルドで家を建
て、木綿を紡ぎ、草木染をし、石窯でピザを焼
く。森のようちえん、種バンク、自然エネルギ
ー、コンポストトイレ。なんでも自分で手作り
する著者の生き方、取り組みを紹介。

著者:臼井健二　臼井朋子
出版:創森社／価格:1,728円(税込)

2008



P 21 主催者 場所 日程 お問い合わせ先

エコビレッジライフ体験塾 北海道札幌市
札幌エルプラザ

2月18日㈰　9:30～12:00
 080-6065-6098
 itogakiretatako@yahoo.co.jp
 http://www.kurashi-taiken.net/

ソフィア・ファーム・コミュニティ 北海道本別町 3月中旬頃
 090-5959-3660
 info@sophiafarmjp.com

ニセコ蒼麻芽農園 北海道ニセコ町・札幌市豊平区・函館市・島牧村
ニセコ町:2月中旬
札幌市豊平区:2月25日㈰　13:00～
函館市・島牧村:3月

 090-8906-5825(秋元）
 nisekoaomame@gmail.com
 https://www.facebook.com/nisekoaomamenouen/

青森県在来作物研究会 青森県弘前市
岩木文化センター

1月28日㈰　10:00～12:00
 090-2733-7345(森山)
 aomori_zaisakuken@icloud.com

T-farm,viento norte,
farm garden たそがれ 秋田市内(予定) 2月25日㈰　10:00～

 090-3553-3756
 kikuchi@tasogare.akita.jp

チームはなしのたね 宮城県内 2月予定
 hanashinotane17@gmail.com
 https://www.facebook.com/hahashinotane/

有機農業ネットワークとちぎ 栃木県宇都宮市
宇都宮市男女共同参画推進センター

2月4日㈰　14:00～15:00
 080-2557-0079
 inada-ken.t@silver.plala.or.jp

たねとりくらぶ千葉 千葉県千葉市 3月4日㈰　12:00～
 090-9091-6712
 escargot.girl@gmail.com

たねの森では、2010年から種の交換会を呼びかけ、開催を応援してきました。

地域の中で種の自給・循環を進めることで、地域の気候風土に適応した種が増えます。そして、その土地ならではの食文化の発展にもつながっていきます。

１人で30種類の種を採種することは大変ですが、30人が１種類ずつ採種し、持ち寄って交換することはさほど難しいことではありません。交換会を通じて、
地域の人同士の交流も深まります。

持続可能で、豊かな暮らしを次の世代に引き継ぐべく、皆さんも種の交換会を企画しませんか？たねの交換会は、一人の方の、「わたし、やってみようか
な」という思いから始まります。農家の方でも、家庭菜園の方でも大丈夫。たねの森では、交換会の開催県にお住まいの方への案内やカタログ･ホームページ
への掲載を通して、交換会を応援します！

たねの交換会を始めませんか？
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主催者 場所 日程 お問い合わせ先

カルペディエム 千葉県白子町
CÄRPE DIEM

3月4日㈰　11:00～
 0475-36-6123
 carpediem.shirako@gmail.com

草舟あんとす号 東京都小平市 2月を予定
 080-1330-5452(宮岡)
 books@kusafune-anthos.com

たねのわ 埼玉県日高市
7月29日㈰　13:00～
11月25日㈰　13:00～

 080-5073-7159
 tane@mato.me
 http://tane.mato.me/

Lion Seedling 静岡県浜松市 2月中旬  lionseedling@gmail.com

すずき農園
第3回浜松オーガニック
種苗交換会

静岡県浜松市
2月初旬
詳細はHP上でご案内します

 090-1065-2127
 suzuki84rr@gmail.com
 http://organicfarmsuzuki.wix.com/organic-farm-suzuki

コミュニティ・カフェ
jimicen 静岡県浜松市 常時店内に交換所を設置

 053-453-4540
 jimicen8@gmail.com
 https://www.facebook.com/jimicen8/

みちくさ 大阪府能勢町
農家民宿みちくさ

夏と冬の年2回くらいを予定
 090-9713-6318
 a-une@hotmail.co.jp
 http://aune.exblog.jp/

虹のたねとり 和歌山県橋本市
Kusati

3月上旬頃  http://nijinotanetori.jimdo.com

オーガニックコート実行委員会 兵庫県福崎町
さるびあドーム

3月24日、5月26日、7月28日、9月22日、11月24日
各日程の時間:10:00～15:00
詳しくは「オーガニックコート福崎」で検索してください。

 090-7879-8736
 orgcourt@herbs.itigo.jp

ELEVEN VILLAGE 岡山県高梁市
吹屋ふるさと村内　やまのうえのマルシェ

3月～11月 第2土曜日 10:00～15:00
 050-7122-5136
 info@elevenvillage.org
 https://www.elevenvillage.org/

おいもを愛する会 広島県呉市
広会館

春(2月～3月)秋(8月～9月)  wakanamidori@docomo.ne.jp(花浦みどり)

タネの図種館‐shimayama 島根県内
3月4日㈰　11:00～
7月28日㈯　11：00～
詳細はHP上でご案内します

 080-5425-5475
 okurimeku@gmail.com
 https://seedlibraryshimayama.tumblr.com/

nabule(七八) 熊本県御船町 6月、12月
 090-3609-8300(渡辺)
 navez69@gmail.com

Cafē水照玉 鹿児島県屋久島町 2018年2月～3月と7月～9月で予定
 090-3668-5956
 suishodama@dream.jp

（追加の情報は、たねの森のホームページでご確認下さい！）
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名前 住所 販売品目 育苗用土・農薬・肥料について 販売時期 苗の発送の可否 問い合わせ先／ホームページ

sola og planta
（ソーラオプランタ）

ハーブの種苗店

北海道函館市
㈱函館種苗商会内

食用系のハーブ苗全般・レタ
ス苗・エディブルフラワー苗

有機の培養土か無肥料の土を使い、
少量の油粕を使い無農薬で育苗。

5月上旬～随
時（販売時期
はHPとブログ
に掲載）

店頭販売のみ
 0138-52-0090
 info@solaogplanta.com
 http://solaogplanta.com

ニセコ蒼麻芽農園 北海道ニセコ町 夏野菜全般、ハーブ類 無農薬・無肥料で育苗。 5月下旬～ 庭先販売のみ
 090-8906-5825 (秋元）
 https://www.facebook.com/nisekoaomamenouen/

西野 拓 宮城県名取市 ⑴夏野菜全般
⑵秋冬野菜全般

市販の種まき培土を使用（タキイ種
まき培土）。

⑴5月中旬～
⑵8月下旬～ 可

 090-5453-5960
 justswingitshivai@icloud.com

成澤菜園 栃木県那須町 ⑴夏野菜全般・ハーブ類
⑵秋冬野菜全般・ハーブ類

前年の踏込温床でできた土を使い、
無農薬・無肥料で育苗。

⑴5月～
⑵8月～ 庭先販売のみ

 0287-78-1022
 narusawa-saien@kej.biglobe.ne.jp
 http://www7b.biglobe.ne.jp/̃narusawa-saien/

city farmers 千葉市若葉区 ⑴夏野菜全般・ハーブ類
⑵秋冬野菜全般・ハーブ類

農薬、化学肥料、動物性堆肥不使
用。植物有機堆肥使用（植物有機
堆肥販売可）。

⑴5月～
⑵8月下旬～

可
（HP掲載分のみ
／主にイベント直売）

 info@city-farmers.net
 http://www.city-farmers.net/

フローラフロラ 千葉県館山市 花苗、ハーブ苗
ピートモス主体で籾殻ボカシ使用。
非遺伝子組換えの油粕少々、無農
薬。

3月～5月
9月～11月 庭先と直売所販売

 fl orafl ora.info@gmail.com
 http://fl ora-fl ora.jimdo.com/

木食草衣 埼玉県鴻巣市 ⑴夏野菜全般・ハーブ類 
⑵秋冬野菜全般・ハーブ類

一昨年の踏込温床でできた土を使
い、無農薬・無化学肥料で育苗。

⑴5月頃～
⑵8月下旬頃～

庭先販売・イベ
ント販売が主

 mokujikisoui@gmail.com
 https://mokujikisoui.tumblr.com/

里見農場 埼玉県坂戸市 ホームページの「商品情
報・ブログ」に随時掲載。

前年の踏込温床の土。植物性材料
に米糠のみ添加。無農薬、無化学
肥料、動物性肥料不使用。

5月～11月上旬 可
 090-1776-7026
 http://doccoi.resure.org/

ふうわりファーム 埼玉県日高市 ⑴夏野菜全般
⑵秋冬野菜全般

落ち葉やおからなどの地域で手に
入る有機物を堆肥化して使用。無
農薬・有機肥料を使用。

⑴5月～
⑵8月下旬～ 庭先販売のみ

 042-989-2773
 fuwari_farm@ybb.ne.jp
 http://fuwarifarm.wixsite.com/fuwari-farm/

たねの森の種や、固定種・在来種の種を主に使って、こだわりの方法で苗を生産・販売されている
農家さんをご紹介します。種から育てるのに慣れていない方や、種で蒔くほど数は必要ない、という
方は、ぜひ問い合わせてみて下さい。販売品目や販売時期は天候等によって変わることがあります。
詳しくは各生産者の方々にお尋ね下さい！豊かな実りと、良いご縁につながりますように！

苗を販売している
農家さんの紹介
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名前 住所 販売品目 育苗用土・農薬・肥料について 販売時期 苗の発送の可否 問い合わせ先／ホームページ

遊佐農場 埼玉県越谷市 季節の野菜全般、ハーブ 前年の踏込温床でできた土と畑の
土で無農薬・無肥料で育苗。 5月～

店舗（毎週火曜日
営業）及び自宅販
売＊店舗は2018
年4月オープン

 090-7707-1047
 http://yusanoujou.com/

㈱ウインドフィーリング 神奈川県湯河原町 夏野菜全般・ハーブ類 前年の踏込温床でできた土を使い、
無農薬・無肥料で育苗。 5月～ 不可(HPに詳細を

掲載・原則予約制)

 0465-62-3907
 oasisu@kkf.biglobe.ne.jp
 http://windfeeling.co.jp/

LION SEEDLING 静岡県浜松市 夏野菜全般、ハーブ類 前年の踏込温床でできた土を使い、
無農薬、無化学肥料で育苗。 5月～

不可(マーケット、静
岡県中部、西部の自
然食品店で販売）

 053-985-0555
 lionseedling@gmail.com

はるもにあの畑 富山県滑川市 夏野菜全般・ハーブ類

主に前年の踏込温床でできた土に
もみ殻燻炭を混ぜて使用。無農薬。
育苗期間が長いものに関しては米
ぬかを使用します。

5月～ 庭先販売のみ
 harumonianohatake@gmail.com
 http://harumonianohatake.jimdo.com/

垣岡 佳苗 愛知県豊田市 ⑴夏野菜全般 
⑵秋冬野菜全般

市販の培養土を用い、手作り肥料
とハバネロストチューで苗を育成。

⑴4月下旬～
⑵8月下旬～ 庭先販売のみ

 090-2245-5535
 aconitam@yahoo.co.jp

伊藤ファーム 三重県鈴鹿市 ⑴夏野菜全般･ハーブ類
⑵秋冬野菜全般･ハーブ類 無農薬で育苗。 ⑴5月～

⑵8月下旬～ 庭先販売のみ  090-3935-5720

須賀 徹
（Mie鈴鹿おもちゃ箱Project）

三重県鈴鹿市 ⑴夏野菜全般
⑵秋冬野菜全般

植物系堆肥キララ1号＋無農薬もみ
殻燻炭＋畑土。農薬化学肥料不使用。

⑴5月～
⑵8月下旬～ 検討中

 omosan.suga@gmail.com
 http://bacreation.blog31.fc2.com/

日雨堂 三重県亀山市 ⑴夏野菜全般
⑵秋冬野菜全般

前年の踏込温床の土、又は山採りの腐葉
土を畑土と混合。無農薬。無肥料、又は米
ぬかとNON-GMO圧搾菜種油粕を使用。

⑴4月下旬～
⑵9月～ 庭先販売のみ

 hisamedo.kameyama@gmail.com
 https://hisamedo.tumblr.com/

でんめいふぁーむ 三重県松阪市 ⑴夏野菜全般・ハーブ類
⑵秋冬野菜全般・ハーブ類

腐葉土を主として自家配合してつくっ
ています。無農薬、無化学肥料。肥料
は腐葉土の仕込みに米糠、鶏糞を使用。

⑴5月～
⑵9月～ 庭先販売のみ

 090-3155-5602
 http://denmeifarm.jimdo.com/

Hello Farm Organics
大渡 清民

京都府京都市 夏野菜全般・ハーブ類
自家採種、固定種のみの種から、自
家製有機培養土を使い、室内にて
発芽、ハウスにて無農薬育苗。

5月中旬～ 可
 080-5146-5246(大渡)
 hellofarmorganics@gmail.com
 https://hellofarmorganics.com/

ハト畑
坂内 謙太郎

京都府南山城村 ハーブ類
育苗用土は、廃菌床・自家製くん炭・
堆肥（市販品：食品残渣と間伐材の
チップ）。農薬・化学肥料は不使用。

4月下旬
8月下旬

庭先やイベント
で販売

 090-6669-7752
 hato@kiringrafi ca.net
 http://www.kiringrafi ca.net/

marche feu
(マルシェ ふう)

奈良県御所市
⑴夏野菜
⑵秋冬野菜
⑶大和野菜、ハーブ

前年度から作る自家製の堆肥を使
用し、無農薬・無肥料で育苗。

⑴4月下旬頃
⑵9月頃
⑶お問い合
わせください

可  marchefeu@gmail.com

ほのぼのハウス農場
山口 敦史

岡山県美作市 ⑴春夏野菜全般・ハーブ類
⑵秋冬野菜全般・ハーブ類

前々年の踏込温床でできた腐葉土
を使い、無農薬・無肥料で育苗。

⑴3月～
⑵8月下旬～ 可

 090-6660-4239
 honobonofarm@gmail.com

Cafē水照玉 鹿児島県屋久島町 ハーブ・夏野菜苗・
サツマイモ蔓など

無農薬・無化学肥料にて育苗また
は株分け苗。 ４月～５月 店頭販売のみ

 090-3668-5956
 amethysthaluka@yahoo.co.jp
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名前 住所 販売している野菜等の品目 栽培方法 野菜等の発送の可否 問い合わせ先／ホームページ

ゆりがはら
オーガニックマーケット

北海道札幌市 野菜全般、加工品など JAS有機～自然栽培。 可
事務局　㈲ビオプラス西條デザイン
 090-8904-1869(西條)
 http://organic-market.tumblr.com/

ニセコ蒼麻芽農園 北海道ニセコ町 季節の旬の野菜、ハーブ 無農薬、無化学肥料で自然栽培。 可(野菜セット) 
 090-8906-5825(秋元）
 nisekoaomame@gmail.com
 https://www.facebook.com/nisekoaomamenouen/

北海道士幌高等学校 北海道士幌町 ハーブ各種 無農薬、無化学肥料で栽培。 イベント販売のみ
 01564-5-3121
 kyoutou@shihoro-hs.com
 http://shihoro-highschool.com/

雲谷ト森山農園 青森県青森市 季節の旬の野菜、ハーブ 農薬、化学肥料及び動物性堆
肥不使用。 可  mail@moya-moriyama.com

 http://www.moya-moriyama.com/

SKOS合同会社 青森県新郷村

米、麦、大豆、小豆、さつまいも、ジ
ャガイモ、にんにく、にんじん、か
ぼちゃ、サニーレタス、水菜、青梗
菜、春菊、トマト、他それらを使用
しての加工品（小麦粉、上新粉、
餅、麹、パン、豆腐、麦茶、他）

自然栽培（たね以外のものは
畑に入れません）。 可(ネット販売あり)

 kin37@mail.skosllc.com
 090-3349-5699
 https://www.skosllc.com/

イワンファーム
森山 大輔

秋田県三種町 季節の旬の野菜、米、漬物、
乾燥野菜 無農薬、無化学肥料で栽培。 可(野菜セット)

 0185-88-8872
 info@ivanfarm.com
 http://ivanfarm.com/

つくば飯野農園 茨城県つくば市 季節の旬の野菜・ハーブ
(5、6、7、11、12月) 無農薬、無化学肥料で栽培。 農園で販売(予約制)ま

たは都内イベントで販売
 080-6684-0205
 http://www.tsukuba-iinonouen.com/

成澤菜園 栃木県那須町 季節の旬の野菜、ハーブ、ブ
ルーベリー 無農薬、無化学肥料で栽培。 可

 0287-78-1022
 narusawa-saien@kej.biglobe.ne.jp
 http://www7b.biglobe.ne.jp/̃narusawa-saien/

ともくさ農園
稲田 健

栃木県佐野市 露地野菜60種程、雑穀、農産
加工品 無農薬、無化学肥料で栽培。 可

 0283-86-2889
 inada-ken.t@silver.plala.or.jp
 http://tomokusanouen.jimdo.com/

ののま自然農園 千葉県君津市 多品目の野菜とお米
詳しくはウェブサイトに記載 無農薬、無肥料で栽培。 可

 090-4137-9539(松崎)
 chiff on_coucha@yahoo.co.jp(松崎)
 http://shizen-no-yasai.jimdo.com/

石井 康平 千葉県白子町 季節の旬の野菜 無農薬、無化学肥料、不耕起、
無灌水。 可

 0475-36-6123
 carpediem.shirako@gmail.com
 http://ameblo.jp/carpediemshirako/

きよかわ 浩一 埼玉県さいたま市 長ねぎ、ほか季節の野菜 無肥料自然栽培(無農薬) 。 不可 たねの森にお問い合わせ下さい

たねの森の種や、固定種・在来種の種を主に使って、こだわりの方法で野菜などを生産・販売されている農家さんをご紹介します。
安心・安全な食べ物を求める方々と、がんばる農家さんの応援につながればと思っています。販売品目は天候等によって変わること
があります。詳しくは各農家さんにお尋ね下さい！良いご縁につながりますように！

野菜などを販売している農家さんの紹介
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名前 住所 販売している野菜等の品目 栽培方法 野菜等の発送の可否 問い合わせ先／ホームページ

遊佐農場 埼玉県越谷市 季節の旬野菜全般、ハーブ 無農薬、無化学肥料で栽培。 可
 090-7707-1047
 http://yusanoujou.com/

オーガニックファーム
ふくだ

埼玉県熊谷市 ブルーベリー、栗、イチジク、
季節の野菜やハーブ 有機栽培。 可

 048-536-4932
 http://bike-fukuda.com/

木食草衣 埼玉県鴻巣市 季節の旬の野菜・ハーブ、米 無農薬、無化学肥料で栽培。 可（お試しセット有）
 mokujikisoui@gmail.com
 https://mokujikisoui.tumblr.com/

ふうわりファーム 埼玉県日高市 年間約60種類の季節の野菜 無農薬、無化学肥料で栽培。 可
 042-989-2773
 fuwari_farm@ybb.ne.jp
 http://fuwarifarm.wixsite.com/fuwari-farm/

里山ぐるぐるスマイル農園
中澤健一・尚美

埼玉県ときがわ町 露地野菜いろいろ、古代米、
小麦粉、乾麺、えごま

無農薬、無肥料栽培です。ビニ
ールマルチ・トンネルも不使用
の露地栽培です。ほぼ全て固
定種・在来種で、可能な限り自
家採種に努めています。

可(野菜セット)

 0493-81-4890
 otento.san33@gmail.com
 https://sites.google.com/site/gurugurunouen/
 https://www.facebook.com/gurugurusmile/

久保寺農園 神奈川県小田原市 季節のお野菜を中心に、年間
50～60品目 不耕起、手作業農業。 可(野菜セット)

 info@kuboderafarm.com
 http://www.kuboderafarm.com/

たむそん自然農園 神奈川県愛川町 旬の露地野菜 無農薬、無肥料。 可
 goro@tamuson.com
 http://tamuson.com/

㈱ウインドフィーリング 神奈川県湯河原町 季節の旬の野菜、ハーブ 無農薬、無化学肥料で栽培
(JAS有機栽培）。 可

 0465-62-3907
 oasisu@kkf.biglobe.ne.jp
 http://windfeeling.co.jp/

大和ファーム
平野智哉・知加子

山梨県北杜市
かぼちゃ・ズッキーニ・トマト・ナ
ス・ハーブ・モロッコインゲン・
シカクマメ・米・大豆・マコモ

無農薬・無化学肥料・微生物栽
培（動物性肥料不使用）。

ネットショップ
イベント販売

 0551-32-7287(大和ファーム)
 yamatofarm118@gmail.com
 http://yamato-farm.com/

KOKO農園 静岡県富士宮市 季節の旬の露地野菜・ハーブ 無農薬、無化学肥料栽培、固
定種、在来種、自家採種。 可(宅配)

 organic.koko.farm@gmail.com
 https://www.facebook.com/KOKOnouen/

すずき農園
(Organic Farm Suzuki)

静岡県浜松市 季節の旬の野菜・ハーブ 無農薬、無化学肥料、無灌水、
ビニールマルチ不使用。

可（野菜セット）
2000円～(送料等別)

 090-1065-2127
 suzuki84rr@gmail.com
 http://organicfarmsuzuki.wix.com/organic-farm-suzuki/

とぅりまかし
加茂 功好

長野県東御市 信州伝統野菜 無肥料、無農薬、自然栽培。 可
 080-5403-4906
 turimakashi@ueda.ne.jp
 http://ia-ia-ia.petit.cc/

ひとつぶ農園
森本有紀子 森本健

長野県佐久穂町 季節の旬の野菜・ハーブ 無農薬、無化学肥料で栽培。 可(野菜セット)
 0267-88-4582
 info@1-tsubu.com
 http://hitotsubufarm.blog.fc2.com/

さとわ農園
舟生 里

長野県朝日村 長芋、レタス、ナス、ズッキー
ニ、人参、その他50品目程度 無農薬、無化学肥料で栽培。 可

 090-8495-7294
 satowanouen@gmail.com
 https://www.facebook.com/satowa831/
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はるもにあの畑 富山県滑川市 季節の旬の野菜、お米 不耕起・無農薬、肥料は米ぬか
のみ。 お問い合わせ下さい

 harumonianohatake@gmail.com
 http://harumonianohatake.jimdo.com/

まぜこぜ農園 岐阜県岐阜市 季節の旬の野菜・タイハーブ 自然栽培。 可　タイごはんポーヤイ
店頭で販売

タイごはんポーヤイ  058-262-7005(古田)
Facebook タイごはんポーヤイ

岐阜美濃　寺町畑 岐阜県山県市 季節の旬の野菜・米・自然卵 農薬・化学肥料を使わず、農園
内での循環を目指しています。 可

 info@teramachibatake.com
 http://teramachibatake.com/

エノコロ自然農園 岐阜県揖斐川町 季節の旬の野菜 苗土も含め無肥料・無農薬。 可
 070-5440-4910
 enokorofarm@gmail.com
 https://www.facebook.com/enokorofarm/

伊藤ファーム 三重県鈴鹿市 季節の旬の野菜(約300品
種)、ハーブ、ブルーベリー 無農薬、無化学肥料で栽培。 可  090-3935-5720

須賀 徹
（Mie鈴鹿おもちゃ箱Project）

三重県鈴鹿市 天日干し米・旬の野菜・果物 無農薬、無化学肥料で栽培。 検討中
 omosan.suga@gmail.com
 http://bacreation.blog31.fc2.com/

西出 知恵 三重県松阪市 季節の野菜、ハーブ EM菌を使って、無農薬、無化
学肥料で栽培。

自然食品店「かねこや」、
JA産直「きっするくろ
べ」で販売

 tutinonakanonekko@yahoo.co.jp

峰松農園 兵庫県丹波市 季節の旬の野菜 無農薬、無化学肥料で栽培。 要問合せ  0795-72-5100

八方美米・八方美菜 兵庫県姫路市 季節の旬の野菜年間60種以上 無農薬、無肥料で栽培。 可
 info@hppbm.net
 https://hppbm.theshop.jp/

七三農園
岩見 潤治

広島県東広島市 季節の旬の野菜、山菜、
ハーブ類 無農薬、無化学肥料で栽培。 可

 082-433-6855
 info@73farm.com
 http://73farm.com/

SlowFarm  小山 浩二 広島県福山市 季節野菜・ハーブ・果樹 無肥料栽培(無農薬)。 可(野菜セット)
 Vagabond.k.k.slow@gmail.com

Facebook 小山浩二

Organic Farm あけびや 広島県海田町 旬の野菜を少量多品目で栽培 無農薬、無化学肥料、固定種、
在来種をタネから栽培。 可(野菜セット)

 halmacletter@yahoo.co.jp
 http://www.facebook.com/Hal.Akebi/

吉川自然農園 愛媛県今治市
在来種、固定種限定で旬の
野菜を年間100種類以上、柑
橘類、レモン、蜂蜜

無農薬、無化学肥料、自然栽
培、自家採種。 可(お試しセット有)

 090-4813-4549
 info@yoshikawa-sizennouen.com
 http://yoshikawa-sizennouen.com/

瀬戸内海のせと自然農園 愛媛県今治市 季節の旬の野菜・かんきつ類 無農薬、無化学肥料で栽培。 可
 090-4040-6746
 seto.ohmishima@gmail.com
 http://seto-ohmishima.petit.cc/

結芽オーガニック農園 福岡県筑紫野市 おくら、エンドウ豆、さつまい
も、じゃがいも 無農薬、無化学肥料で栽培。 可

 090-1977-8149
 yumenouen@ant.bbiq.jp

PACAFARM 熊本県阿蘇市 イタリアンパセリほか 栽培期間中、農薬・除草剤・化
成肥料を不使用。 可(条件あり)

HPのお問い合わせフォーム
 http://www.pacamon.com/
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syzygy cafe 北海道新ひだか町

自家焙煎珈琲と軽食、焼き菓子のカフェ。珈琲
豆や使用している調味料、製菓・製パン材料な
どの自然食品、手作り雑貨なども販売。フリマ
やライブ等イベントも開催、出店もします。

10:00～20:00
定休日㈰
お盆・年末年始休業あり

 0146-49-0528
 syzygy@yg8.so-net.ne.jp
 https://www.facebook.com/syzygy-cafe-519537774808874/
 https://syzygycafe.amebaownd.com/

ＥＭショップ
コモンズ

宮城県仙台市
ＥＭ製品全般、無農薬無肥料栽培農産物、自然食
品の販売、ＥＭ住宅の資材販売、河川・湾内の蘇生
浄化活動、土中・空間のエネルギーフィールドを使
った最先端ＥＭ技術による栽培及び生活指導。

10:00～18:00
定休日㈪（第一日曜）

 022-794-8751
 wings.emnet@jcom.home.ne.jp

久留里ミュージアム 千葉県君津市

農や自然もテーマに、オーガニックの農産物や精
油、チンキ、ハーブ＆スパイスなどを販売。ワーク
ショップやセミナーも開催しています。カフェもあ
りますので、ゆったり森の中で自然を味わっていた
だけます。

11:00～18:00
定休日㈪

 info@kururibosco.jp
 https://www.facebook.com/kururibosco/

GAIA代々木上原店 代々木上原店
代々木上原駅より徒歩５分にあるオーガニッ
クショップです。野菜＆果物・加工品・エコ雑貨
etc．美味しくて楽しいグッズを揃えています。

11:30～20:30(平日)
11:30～19:30(日祝)

 03-5738-2719
 uehara@gaia-ochanomizu.co.jp
 http://www.gaia-ochanomizu.co.jp/shop/contents3/shop_uehara.aspx

自然食糧品店
グルッペ

荻窪店：
東京都杉並区
吉祥寺店:
東京都武蔵野市
三鷹店:
東京都三鷹市

自然食糧品店。無農薬・減農薬の青果物、自
然食糧品の販売。

荻窪店・吉祥寺店
10:00～19:30(平日･祝日)
11:00～19:00㈰
三鷹店
10:00～19:00(平日･祝日)
11:00～19:00㈰

荻窪店　　  03-3398-7427
吉祥寺店　  0422-20-8839
三鷹店　　  0422-34-0922
 http://www.gruppe-inc.com/

ナワ・プラサード(書店) 東京都杉並区 ほびっと村３Fの書店です。併設のほびっと
村学校にて各種講座もしています。

12:00～20:30
定休日なし
旧盆・お正月に休みあり

 03-3332-1187
 hobbit@ea.mbn.or.jp
 https://www.nawaprasad.com/
 http://www.nabra.co.jp/hobbit/

organic shop ecomoko
(オーガニックショップ　エコモコ)

東京都東村山市 特別栽培野菜、食品、生活雑貨などの販売。 10:00～19:00
定休日なし

 042-390-8841
 ecomoko@e-marusei.jp
 https://e-marusei.jp/ecomoko/

植物の本屋
草舟あんとす号

東京都小平市 植物にまつわる本（新刊）。紙小物やお茶。
展示やライブ、パンフェアなども開催。

11:00～18:00
定休日㈬㈭

 080-1330-5452
 books@kusafune-anthos.com
 http://anthosdo.blogspot.jp/

Aaaroma
-トリプルアロマ-

東京都国分寺市 ハーブ教室・ワークショップなど 10:00～15:00
定休日㈯㈰㈷

 080-1133-8833
 mail@aaaroma.com
 http://aaaroma.com/

かぎろひ 埼玉県さいたま市
無肥料自然栽培の農産物、蔵付天然菌の調
味料、昔ながらの食材とフェアトレードの服
飾品などの販売。

10:00～19:00
定休日㈪但し祝日は営業し翌平日休

 048-686-8838
 http://kagiroi.strikingly.com/

安心・安全な食糧品を販売するお店や、選りすぐりのアイテムを扱う雑貨屋さん、こだわりの料理を提供するカフェなど、楽しいお店がいっぱい！種以外にも様々
な発見があるかもしれません！お近くの方はぜひ足をお運び下さい。なお、店舗によって営業時間、定休日など異なります。またお取り扱い頂いている種の種類も
異なりますので、あらかじめご確認頂くと良いと思います。

たねの森の種を販売して下さっているお店屋さん
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まるさんかくコーヒー 埼玉県日高市
カフェ。自家焙煎コーヒーとランチとおやつ。
本や雑貨、コーヒー豆などの販売。ワークシ
ョップやライブの企画、開催。

10:00～16:30
定休日㈰㈪

 090-4455-6569
 shop@marusankakucoff ee.com
 http://marusankakucoff ee.com/
 https://www.facebook.com/まるさんかくコーヒー-876972902380906/

遊佐農場 埼玉県越谷市
毎週火曜日だけの八百屋。季節の旬野菜、
種、苗、雑穀、お弁当、パン、ドレッシング等加
工品、農作業イベントの開催。

11:00～18:00
営業日㈫
（施設名:はかり屋/2018年4月オープン）

 090-7707-1047
 http://yusanoujou.com/

陽光ネット 神奈川県横浜市
自然食の宅配。無農薬の米・野菜・加工食品
が中心。非遺伝子組み換え食品をメインテ
ーマにしています。事務所・倉庫で直売可。

8:00～20:00
定休日㈯  045-929-1727

カフェレストランShu 神奈川県相模原市 カフェレストラン　ギャラリー　ライブハウス 11:00～17:00
定休日㈪㈫祭日は営業

 042-687-2333
 http://www.cafe-shu.com/

㈱ウインドフィーリング 神奈川県湯河原町 会員制無店舗宅配。 9:00～18:00
不定休

 0465-62-3907 
 oasisu@kkf.biglobe.ne.jp
 http://windfeeling.co.jp/

ファイヤーサイド株式会社
ズクショップ

長野県駒ヶ根市
薪ストーブアクセサリーと生活雑貨とアウト
ドア用品の販売。自然食品や地元で焙煎さ
れた珈琲なども人気です。

10:00～18:00
定休日㈬
お盆･年末年始休業あり

 0265-82-7366
 zcoo-shop@fi residestove.com
 http://fi residestove.com/

Berries 新潟県佐渡市 ブルーベリー栽培＆販売、ハーブ苗販売、ジ
ャム製造販売ほか。

13:00～17:30(平日)
10:00～17:30㈯㈰㈷
不定休

 0259-67-7662
 info@berries-sado.com
 http://www.berries-sado.com/

コミュニティ・カフェ
jimicen

静岡県浜松市
コミュニティカフェ。ランチ、カフェ、ときどき
居酒屋。雑貨、食品加工品販売。ワークショ
ップやライブの企画、開催。

11:00～18: 00
定休日㈯㈰㈪㈫

 053-453-4540
 jimicen8@gmail.com
 https://www.facebook.com/jimicen8/

トライバルアーツ 愛知県名古屋市
「衣食住＋楽」をテーマにいろんなモノをつ
めこんだお店です。素材と手作りにこだわっ
たカフェもあります。

11:00～19:00
定休日㈰㈪

 052-848-3433
 info@tribal-arts.net
 http://tribal-arts.net/

ガーデンガーデン
株式会社

愛知県豊橋市

地域で1番!大型園芸店です。たねの森の種
子は店頭でもオンラインでも購入できます。
ペット同伴OK。切花、観葉・野菜苗、季節のお
花もとっても豊富!!

9:00～18:00
年中無休。元旦のみ臨時休業

 0532-41-8787
 info@gardengarden.net
 http://gardengarden.net/

タイごはんポーヤイ 岐阜県岐阜市
タイ料理&カフェ。タイ料理とドリンクなどを
提供しています。店頭にて、タイ食材、雑貨、
自家農園のまぜこぜ農園の農産物を販売。

11:00～21:00
定休日㈪㈫

タイごはんポーヤイ  058-262-7005(古田)
Facebook タイごはんポーヤイ

でんめいふぁーむ 三重県松阪市 自宅庭の直売所、他。

10:00～15:00
営業日㈪㈭㈮
これ以外の日はご予約ください。他、道
の駅『茶倉駅』でも販売。

 090-3155-5602
 http://denmeifarm.jimdo.com/
 http://noukanotane.jimdo.com/

ミドリカフェ 兵庫県神戸市 造園デザイン設計事務所・ガーデン資材の
販売。

11:00～18:00
定休日㈬
その他不定休

 078-806-8588
 info@midoricafe.jp
 http://midoricafe.jp/
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自然食コタン
岡大前店/奉還町店

岡山県岡山市
自然食品店(Organic Shop) 　ダイレクト
に生産者から仕入れる力有る自然食材を量
り売りしています。

10:00～20:00
定休日(第一火曜)

 086-256-2224
 info@cotanfoods.com
 http://www.themarket.co.jp/cotan/

Ankuru 島根県安来市 行商。有機栽培のお茶やレーズン、藍染品、オ
ーガニックコットンの靴下、CD、本などを販売。

安来駅改札横にて9:00～12:00
営業日㈬

 080-2940-2605
 ankuru2011@gmail.com
 http://sizenya.wixsite.com/ankuru/

naturalfoods&goods
菜野花

島根県雲南市
自然食品と雑貨の販売。自然栽培の野菜を
使用したお弁当、自家製酵母のナチュラルパ
ンを販売しています。

11:00～18:30
定休日
㈯㈰㈷

 0854-42-4522
 nanohanappy@ybb.ne.jp
 http://www.nanohanadayori.com/

無有の木 山口県周南市 自然食品店。地元で取れた野菜やお米、加工
品を始め、本や雑貨、化粧品など豊富な品揃え。

10:00～19:00
定休日なし

 0834-21-4120
 shop@munoki.jp
 http://www.munoki.jp/

ロバの本屋 山口県長門市 本屋。文房具、紙モノ、暮らしの道具なども置
いています。喫茶もできます。

11:00～17:00
定休日㈬㈭

 0837-29-0377
 roba-roba@hot-cha.tv
 http://www.roba-books.com/

ガーデンセンター四季彩
応神店

徳島県徳島市 野菜苗と花苗を中心に品ぞろえした総合園
芸店。

8:30～18:00
(12月･1月は17:00閉店）
定休日正月三が日のみ

 088-641-6565
 http://shikisai.bz/

MERCI FARM & 
MERCI COFFEE

徳島県阿南市 野菜農園とカフェ 11:00～16:00
定休日㈪

 0884-24-9388
 http://merci-coff ee.com/

NPO法人 土といのち 高知県高知市

高知県下の有機農産物、自然食品、環境負
荷の少ない雑貨etc.の会員制による共同購
入活動をしています。作る人、食べる人が一
緒になって作る団体です。

9:00～16:00
営業日㈪～㈮

 088-832-1752
 k-tuchi@sunny.ocn.ne.jp
 http://tuchitoinochi.justhpbs.jp/
 https://www.facebook.com/tuchitoinochi/

Kitchen Garden 福岡県久留米市
筑後平野のオーガニック・無農薬・減農薬の
お野菜専門店。オーガニック食品・無添加の
加工品も販売しています。

10:00～19:00
定休日㈫

 0942-65-8947
 kitchen-garden@kyusyu.me
 http://www.kodawarigohan.jp/

季の庭 福岡県久山町 お庭づくり＆ガーデングッズのセレクトショッ
プ。 

11:00～17:00
定休日㈷（第三日曜）

 0120-75-1128
 shop@tei-en.jp
 http://www.tei-en.jp/

農歩屋(のっぽや) 熊本県熊本市

17年間、化学物質アレルギーで苦しんだ店
長が改善のために食べ、使い、着てきたもの
を紹介。お米、醤油、薬草茶、チョコレートの
ほか洋服や薪ストーブなども扱ってます。

11:00～18:00
定休日㈰㈪

 096-327-9912
 info@noppoya.net
 http://noppoya.net/

café水照玉
（すいしょうだま）

鹿児島県屋久島町
自家製・地元産食材中心の緩やかな菜食・マ
クロのカフェ。自家焙煎珈琲とこだわりのお
茶をそろえています。

㈮㈯㈰と㈷営業
 090-3668-5956
 suishodama@dream.jp
 https://blogs.yahoo.co.jp/amethysthaluka/

きらり 沖縄県沖縄市 ゆいどころ美容室　【おもいをつむぎたいむ】
始めました。

10:00～20:00
定休日㈰

 098-938-2525
 http://www.kirari-hair.com/ 



間伐材マーク認定商品エコマーク認定商品

古紙バルブ配合率90％
白色度68％

Ordering Information ご注文方法
ご注文方法
付属の注文用紙に、ご希望の品種の数量と、お届け先のご住所・お名前・
ご連絡先をご記入の上、ＦＡＸ、メール、郵送にてご注文下さい。

ご注文頂きました商品は、原則として1週間以内にお届け致します。入
荷待ちや品切の商品がある際にはご連絡致します。量に限りがござい
ますので、品切の際にはご容赦下さい。

商品のお届け
種子･書籍のご注文は下記までお願い致します。
たねの森では、栽培に関するご質問、ご感想、取り扱い種子についてのご提案など、皆様か
らのご意見･ご質問をお待ち致しております。このカタログに掲載の無い種子、大袋でのご
注文につきましても下記までお問い合わせ下さい。

〒350-1252 埼玉県日高市清流117

たねの森
TEL&FAX:042-982-5023
FAX:020-4669-0427
E-mail:info@tanenomori.org
http://www.tanenomori.org/

なお2018年１月現在、実店舗はございませんが、こちらの住所で商品をお買い求め頂くこ
とは可能です。ただし日中は出払っていることがありますので、お越し頂く際にはあらかじ
めお電話にてご確認下さい。

ご注文・お問い合わせ

〒350-1252 埼玉県日高市清流117
TEL&FAX:042-982-5023／FAX:020-4669-0427

宛　先:

種子と責任
取り扱いの種子は最大限の良心をもって管理、販売に当たっておりますが、万が一、種子が
原因で、ご満足頂けない結果になった場合には、返金もしくは交換の対応をさせて頂きます。
※種の蒔き時として記載したものは、関東近郊を基準にしたものです。地域によって多少異
なりますので、ご確認の上、ご注文下さい。

種子はすべて1袋300円（税込）です。書籍についてはそれぞれに価格
を表示してあります。ご注文内容に加えて、別途送料が掛かります。
ご注文の大小に関わらず、送料は一律70円でお送り致します。

価格･送料

（つながらない時は、電話番号の方にFAXして下さい。）

代金のお支払いは、郵便振替でお願い致します。商品のお届けの際に、振
替用紙を同封致しますので、到着後2週間以内にお近くの郵便局・ゆうち
ょ銀行からご送金下さい（振替手数料はご負担下さい）。なお、ゆうちょ
銀行に口座をお持ちの方は、振替用紙を使わずに、ＡＴＭで口座間電信振
替をご利用頂くと振替手数料が無料になります（月に3回まで）。また、他
の金融機関からゆうちょ銀行宛にお振込頂く際には、下記をご覧下さい。
なお、領収証をご希望の方は、ご注文の際にお書き添え下さい。

お支払方法

E-mail:info@tanenomori.org
http://www.tanenomori.org/

2018 種子カタログ

無農薬・無化学肥料のたねの店

郵便振替口座: 00170-8-463381 たねの森
●ゆうちょ銀行からお振込頂く場合

ゆうちょ銀行 019(ゼロイチキュウ)店　当座預金
口座番号: 0463381 たねの森

●他の金融機関からお振込頂く場合


