
信州ゆめクジラ農園　年間出荷予定表

大項目 中項目 商品名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

インゲン インゲン 三尺ささげ

インゲン 紫インゲン パープルキング

エシャロット ベルギーエシャロット レッドエシャロット

エシャロット ベルギーエシャロット ホワイトエシャロット

カブ サラダカブ 金町小かぶ

カブ サラダカブ あやめ雪

カブ ミラノカブ ターニップ・ミラノ

カブ サラダカブ もものすけ

かぼちゃ サラダかぼちゃ コリンキー

かぼちゃ かぼちゃ バターナッツ

かぼちゃ かぼちゃ ミニカボチャ

からし菜 わさび菜 わさび菜

からし菜 マスタードリーフ コーラルリーフフェザー

からし菜 マスタードリーフ グリーンフリル

カリフラワー カリフラワー カリフローレ

カリフラワー カリフラワー パープルフラワー

カリフラワー カリフラワー マルケ

カリフラワー カリフラワー ロマネスコ

キャベツ 黒キャベツ カーボロ・ネロ

キャベツ ちりめんキャベツ サヴォイキャベツ

キャベツ 紫キャベツ ネオルビー

キャベツ プチヴェール プチヴェール・ヴェルデ

キャベツ ブリュッセルスプラウト ブリュッセルスプラウト・ヴィオラ

ケール サラダケール カーリーケール・ロッソ

ケール サラダケール カーリーケール・ヴェルデ

コールラビ その他 コールラビ・ロッソ
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https://yumekujira.jp/product/purple-king/
https://yumekujira.jp/product/tunip_milan/
https://yumekujira.jp/product/momonosuke/
https://yumekujira.jp/product/butternuts/
https://yumekujira.jp/product/minipumpkin/
https://yumekujira.jp/product/coralreeffeather/
https://yumekujira.jp/product/cauliflore/
https://yumekujira.jp/product/purple_flower/
https://yumekujira.jp/product/marche/
https://yumekujira.jp/product/romanesco/
https://yumekujira.jp/product/cavolonelo/
https://yumekujira.jp/https:/yumekujira.jp/product/savoy-cabbage/
https://yumekujira.jp/product/petitvert/
https://yumekujira.jp/https:/yumekujira.jp/product/brusselssprout/
https://yumekujira.jp/product/kale-rosso/
https://yumekujira.jp/product/kale_velde/
https://yumekujira.jp/product/kohlrabi_rosso/


大項目 中項目 商品名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

ズッキーニ 丸ズッキーニ パリーノ・オリーブ

その他 その他 アイスプラント

その他 その他 スイスチャード

その他 エディブルフラワー 食用菊

その他 マーシュ マーシュ

その他 ソレル グリーンソレル

その他 西洋菜花 チーマ・ディ・ラーパ

ダイコン 西洋ワサビ ホースラディッシュ

ダイコン カラーダイコン もみじスティック

ダイコン カラーダイコン 茜わらべ

ダイコン カラーダイコン サンタダイコン

ダイコン カラーダイコン 紅くるり

ダイコン カラーダイコン 紅芯ダイコン

ダイコン カラーダイコン 京むらさき

ダイコン 黒丸ダイコン Wonder Wall

ダイコン 黒長ダイコン Titanium

ダイコン カラーダイコン 京ざくら

ダイコン 二十日ダイコン カラフルラディッシュ

タマネギ 紫タマネギ アーリーレッド

タマネギ タマネギ ネオアース

チコリー チコリー エンダイブ

チコリー チコリー プンタレッラ

チコリー チコリー トレヴィス

チコリー チコリー トレビーゾ・スヴェルタ

チコリー チコリー カステルフランコ

チコリー チコリー VARIEGATA ROMEA

チコリー チコリー トレビーゾ・ヴェローナ
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https://yumekujira.jp/product/swischard/
https://yumekujira.jp/product/corn_salad/
https://yumekujira.jp/product/momijistick/
https://yumekujira.jp/https:/yumekujira.jp/product/koushinradish/
https://yumekujira.jp/product/kyoumurasaki/
https://yumekujira.jp/product/blackradish/
https://yumekujira.jp/https:/yumekujira.jp/product/blacklongradish/
https://yumekujira.jp/product/kyouzakura/
https://yumekujira.jp/product/color_radish/
https://yumekujira.jp/product/puntarelle/
https://yumekujira.jp/product/trevis/
https://yumekujira.jp/product/rossa-di-svelta/
https://yumekujira.jp/product/castelfranco/
https://yumekujira.jp/product/variegata-romea/


大項目 中項目 商品名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

チコリー チコリー タルディーボ

チンゲン菜 ミニチンゲン菜 パクチョイ

トウガラシ トウガラシ 甘長トウガラシ

トウモロコシ トウモロコシ ゴールドラッシュ

トマト ミディトマト フルティカ

トマト ミディトマト チョコちゃん

トマト ミニトマト オレンジパルチェ

トマト ミニトマト ピンキー

トマト ミニトマト プレミアムルビー

トマト ミニトマト ぷちぷにょ

トマト ミニトマト みどりちゃん

ナス 丸ナス 京まんじゅう

ナス 白ナス 揚げてトルコ

ニンジン ニンジン カラフルニンジン

ニンジン ニンジン 葉付き丸キャロット

ニンジン ニンジン 赤ニンジン

ネギ 西洋ネギ ポワロー

セルリー 根セロリ セルリアック

ハーブ ハーブ ミント

ハーブ ハーブ ディル

ハーブ ハーブ バジル

ハーブ ハーブ ベビーバジル

ハーブ ハーブ パープルバジル

ハーブ ハーブ セージ

ハーブ ハーブ タイム

ハーブ ハーブ イタリアンパセリ

ハーブ ハーブ ルバーブ
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https://yumekujira.jp/https:/yumekujira.jp/product/tardivo/
https://yumekujira.jp/product/pepper/
https://yumekujira.jp/product/color_carrot/
https://yumekujira.jp/product/ballcarrot/
https://yumekujira.jp/product/redcarrot/
https://yumekujira.jp/product/powaro/
https://yumekujira.jp/https:/yumekujira.jp/product/celeriac/
https://yumekujira.jp/product/sage/


大項目 中項目 商品名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

ハーブ ハーブ セルバチコ

ビーツ ビーツ 白ビーツ Pretender

ビーツ ビーツ ゴールデンビーツ Havana

ビーツ ビーツ スパイラルビーツSuper Bass

ビーツ ビーツ ビーツ

ピーマン ピーマン トンガリジャンボ

フィノッキオ その他 フィンガーフィノッキオ

フィノッキオ その他 フィノッキオ

ほうれん草 赤軸ほうれん草 サラダあかり

レタス イタリアンレタス Barba Dei Frati

レタス リーフレタス マザーレッド

レタス フリルレタス ハンサムレッド

レタス フリルレタス ハンサムグリーン

レタス フリルレタス マザーグリーン

レタス ロメインレタス グリーンロメイン

レタス ロメインレタス レッドロメイン

レタス フリルレタス グリーンオーク

レタス フリルレタス レッドオーク

果物 フルーツ イチジク

果物 フルーツ アケビ

果物 フルーツ ポポー

小松菜 紫小松菜 むらさき祭

水菜 赤軸水菜 紅法師

※　年間出荷予定は、天候やその他要因により変更になる事があります。
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https://yumekujira.jp/product/salvatica/
https://yumekujira.jp/product/whitebeets/
https://yumekujira.jp/product/goldenbeets/
https://yumekujira.jp/product/spiralbeets/
https://yumekujira.jp/product/beet/
https://yumekujira.jp/product/finocchio/
https://yumekujira.jp/product/red-spinach/
https://yumekujira.jp/product/barba-dei-frati/
https://yumekujira.jp/product/mother_red/
https://yumekujira.jp/product/handsome-green/
https://yumekujira.jp/product/mother-green/
https://yumekujira.jp/product/green-romaine/
https://yumekujira.jp/product/red-romaine/
https://yumekujira.jp/product/green-oak/


大項目 中項目 商品名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

ホームに戻る
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https://yumekujira.jp/

