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ぶぶぶぶ            どどどど            うううう 

 

 

第第第第１１１１    共共共共    通通通通    区区区区    分分分分 

 

     １１１１    等級等級等級等級（（（（品質品質品質品質））））区分区分区分区分 
 

  秀秀秀秀  優優優優  良良良良 

 同一品種で、商品性のある 

 

 形状を備え、色沢、房の揃 

 

 い、粒の揃い、粒の大きさ 

 

 及び外観が秀でており、病 

 

 虫害及び裂果がなく、熟度 

 

 及び食味が最も良いもの 

 同一品種で、商品性のある 

 

 形状を備え、色沢、房の揃 

 

 い、粒の揃い、粒の大きさ 

 

 及び外観が優れており、病 

 

 虫害及び裂果がなく、熟度 

 

 及び食味が優良なもの 

 同一品種で、商品性のある 

 

 形状を備え、色沢、房の揃 

 

 い、粒の揃い及び粒の大き 

 

 さが良好で、病虫害及び裂 

 

 果がほとんどなく、食味の 

 

 良いもの 
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第第第第２２２２    デラウエアデラウエアデラウエアデラウエア（（（（ハウス・ハウス・ハウス・ハウス・露地露地露地露地）））） 

 

     １１１１    等級等級等級等級（（（（品質品質品質品質））））区分区分区分区分 
 

          等等等等    級級級級 

 

 項項項項        目目目目 

 

                 秀秀秀秀 

 

                 優優優優 

 

                 良良良良 

 食食食食            味味味味 

     ((((熟熟熟熟    度度度度)))) 
 最も秀でたもの 

 （糖度計示度１８度以 

 上でＰＨ３.２以上の 

 もの） 

 優れたもの 

 （糖度計示度１８度以 

 上でＰＨ３.２以上の 

 もの） 

 良いもの 

 （糖度計示度１７度以 

 上でＰＨ３.２以上の 

 もの） 

 着着着着            色色色色  最も秀でたもの  表裏の差が殆どないも 

 の 

 秀、優に満たないもの 

 で商品性のあるもの 

 形形形形            状状状状  品種固有の形状が最も 

 秀でたもの 

 （横にしても茎の見え 

 ないもの） 

 品種固有の形状が優れ 

 たもの 

 （横にして多少茎が見 

 えるもの、穴あきは３ 

 粒迄のもの） 

 秀、優に満たないもの 

 で商品性のあるもの 

 玉玉玉玉    張張張張    りりりり 

 粒粒粒粒    揃揃揃揃    いいいい 

 品種固有の玉張り、粒 

 揃いが最も秀でたもの 

 （粒の大小がなく均一 

 なもの） 

 品種固有の玉張り、粒 

 揃いが優れたもの 

 （やや摘粒不足のもの） 

 秀、優に満たないもの 

 で商品性のあるもの 

 裂裂裂裂                果果果果  ないもの  ないもの  ないもの 

 ササササ        ビビビビ        果果果果  ないもの  少々あるもの 

 （１粒中に1/3以内で 

 １房の10％以内） 

 優に次ぐもの 

 （１粒中に1/2以内で 

 １房の20％以内） 

 果果果果            粉粉粉粉  よくのっているもの  やや劣るもの  劣るもの 

 汚汚汚汚            れれれれ  ないもの  ないもの  ないもの 

 病 虫 害病 虫 害病 虫 害病 虫 害 等等等等  ないもの  ないもの  ないもの 

 

 

     ２２２２    階級階級階級階級（（（（重量重量重量重量））））区分区分区分区分                                                                                         （（（（単位単位単位単位：ｇ）：ｇ）：ｇ）：ｇ） 
 

  区区区区        分分分分  ２２２２ＬＬＬＬ  ＬＬＬＬ  ＭＭＭＭ  ＳＳＳＳ 

 １１１１ 房房房房 重重重重 量量量量    １５０以上  １１０以上～ 

   １５０未満 

  ７５以上～ 

   １１０未満 

  ５０以上～ 

     ７５未満 

 

   ※但し、５０ｇ未満の房で商品性のあるものはＡ及びＢで出荷することができる。 
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第第第第３３３３    キングデラキングデラキングデラキングデラ（（（（ハウス・ハウス・ハウス・ハウス・露地露地露地露地）））） 

     １１１１    等級等級等級等級（（（（品質品質品質品質））））区分区分区分区分 
 

      等等等等    級級級級 

 項項項項  目目目目 
秀秀秀秀 優優優優 良良良良 

 食食食食            味味味味 

  (熟熟熟熟    度度度度) 
 最も秀でたもの 

 （糖度計示度１９度以 

 上で、ＰＨ３.２以上 

 のもの） 

 優れたもの 

 （糖度計示度１９度以 

 上で、ＰＨ３.２以上 

 のもの） 

 良いもの 

 （糖度計示度１９度以上

で、ＰＨ３.０以上のもの、

又は１８度以上でＰＨ３.

２以上のもの） 

 着着着着            色色色色  最も秀でたもの  表裏の差が殆どないも 

 の 

 秀、優に満たないもの 

 で商品性のあるもの 

 形形形形            状状状状  品種固有の形状が最も 

 秀でたもの 

 （横にしても茎の見え 

 ないもの） 

 品種固有の形状が優れ 

 たもの 

 （横にして多少茎が見 

 えるもの。穴あきは３ 

 粒迄のもの） 

 秀、優に満たないもの 

 で商品性のあるもの 

 玉玉玉玉    張張張張    りりりり 

 粒粒粒粒    揃揃揃揃    いいいい 

 品種固有の玉張り、粒 

 揃いが最も秀でたもの 

 （粒の大小がなく均一 

 なもの） 

 品種固有の玉張り、粒 

 揃いが優れたもの 

 （やや摘粒不足のもの） 

 秀、優に満たないもの 

 で商品性のあるもの 

 裂裂裂裂            果果果果  ないもの  ないもの  ないもの 

 ササササ    ビビビビ    果果果果  ないもの  少々あるもの 

 （１粒中に1/3以内で 

 １房の10％以内） 

 優に次ぐもの 

 （１粒中に1/2以内で 

 １房の20％以内） 

 果果果果            粉粉粉粉  よくのっているもの  やや劣るもの  劣るもの 

 汚汚汚汚            れれれれ  ないもの  ないもの  ないもの 

 腐敗性病害腐敗性病害腐敗性病害腐敗性病害 

 (晩腐病等晩腐病等晩腐病等晩腐病等）））） 
 ないもの  ないもの  ないもの 

 そ のそ のそ のそ の 他他他他 のののの 

 病病病病  害害害害  虫虫虫虫 

 ないもの  ないもの  軽微で商品性のあるも 

 の 
 

     ２２２２    ハウスのハウスのハウスのハウスの階級階級階級階級（（（（重量重量重量重量））））区分区分区分区分                                                                    （（（（単位単位単位単位：ｇ）：ｇ）：ｇ）：ｇ） 

  区区区区        分分分分  ３３３３ＬＬＬＬ  ２２２２ＬＬＬＬ  ＬＬＬＬ  ＭＭＭＭ 

 １１１１ 房房房房 重重重重 量量量量    ２８０以上  ２４０以上～ 

   ２８０未満 

 ２００以上～ 

   ２４０未満 

 １４０以上～ 

   ２００未満 

 

     ※但し、１４０ｇ未満の房で商品性のあるものは良で出荷することができる。 

 

     ３３３３    露地露地露地露地のののの階級階級階級階級（（（（重量重量重量重量））））区分区分区分区分                                                                            （（（（単位単位単位単位：ｇ）：ｇ）：ｇ）：ｇ） 

  区区区区        分分分分  ３３３３ＬＬＬＬ  ２２２２ＬＬＬＬ  ＬＬＬＬ  ＭＭＭＭ 

 １１１１ 房房房房 重重重重 量量量量    ２８０以上  ２４０以上～ 

   ２８０未満 

 ２００以上～ 

   ２４０未満 

 １４０以上～ 

   ２００未満 
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第第第第４４４４   紫紫紫紫        玉玉玉玉「「「「種種種種なしなしなしなし」（」（」（」（ハウス・ハウス・ハウス・ハウス・露地露地露地露地）））） 

 

     １１１１    等級等級等級等級（（（（品質品質品質品質））））区分区分区分区分 
 

          等等等等    級級級級 

 

 項項項項        目目目目 

 

                 秀秀秀秀 

 

                 優優優優 

 

                 良良良良 

 食食食食            味味味味 

     ((((熟熟熟熟    度度度度)))) 
 最も秀でたもの 

 （糖度計示度１７度以 

 上でＰＨ３.２以上の 

 もの） 

 優れたもの 

 （糖度計示度１７度以 

 上でＰＨ３.２以上の 

 もの） 

 良いもの 

 （糖度計示度１６度以 

 上でＰＨ３.０以上の 

 もの） 

 着着着着            色色色色  品種固有の色沢を有 

 し、果梗周辺まで完全 

 に紫黒色に着色してい 

 るもの 

 品種固有の色沢を有 

 し、各粒の2/3以上が 

 紫黒色に着色している 

 もの 

 秀、優に満たないもの 

 で商品性のあるもの 

 形形形形            状状状状 

     ((((房房房房    形形形形)))) 
 よくまとまった形状を 

 備えているもの 

 （すき間のないもの） 

 まとまった形状を備え 

 ているもの 

 （すき間の少ないもの） 

 秀、優に満たないもの 

 で商品性のあるもの 

 玉玉玉玉    張張張張    りりりり 

 粒粒粒粒    揃揃揃揃    いいいい 

 品種固有の玉張り、粒 

 揃いが最も秀でたもの 

 （一粒重の目安は、１ 

 １ｇ以上） 

 品種固有の玉張り、粒 

 揃いが優れたもの 

 （一粒重の目安は、９ 

 ｇ以上） 

 秀、優に満たないもの 

 で商品性のあるもの 

 裂裂裂裂            果果果果  ないもの  ないもの  ないもの 

 ササササ    ビビビビ    果果果果 

 スススス            レレレレ 

 ないもの  あまり目立たないもの 

 （１粒中に５mm以内の 

 ものが１房の20％以 

 内） 

 優に次ぐもの 

 （１粒中に10mm以内の 

 ものが１房の30％以 

 内） 

 果果果果            粉粉粉粉  よくのっているもの  やや劣るもの  劣るもの 

 汚汚汚汚            れれれれ  ないもの  ないもの  ないもの 

 腐敗性病害腐敗性病害腐敗性病害腐敗性病害 

 （（（（晩腐病等晩腐病等晩腐病等晩腐病等）））） 
 ないもの  ないもの  ないもの 

 スリップススリップススリップススリップス  ないもの  ないもの  軽微で商品性のあるも 

 の 

 そ のそ のそ のそ の 他他他他 のののの 

 病病病病        害害害害        虫虫虫虫 
 ないもの  ないもの  軽微で商品性のあるも 

 の 
 

     ２２２２    階級階級階級階級（（（（重量重量重量重量））））区分区分区分区分                                                                                         （（（（単位単位単位単位：ｇ）：ｇ）：ｇ）：ｇ） 
 

  区区区区        分分分分  ３３３３ＬＬＬＬ  ２２２２ＬＬＬＬ  ＬＬＬＬ 

 １１１１ 房房房房 重重重重 量量量量  ５５０以上～ 

     ６５０未満 

 ４５０以上～ 

     ５５０未満 

 ３５０以上～ 

      ４５０未満 
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第第第第５５５５    巨巨巨巨        峰峰峰峰「「「「種種種種ありありありあり」（」（」（」（ハウス・ハウス・ハウス・ハウス・露地露地露地露地）））） 

            ピオーネピオーネピオーネピオーネ「「「「種種種種ありありありあり」（」（」（」（ハウス・ハウス・ハウス・ハウス・露地露地露地露地）））） 

     １１１１    等級等級等級等級（（（（品質品質品質品質））））区分区分区分区分 

          等等等等    級級級級 

 項項項項        目目目目 秀秀秀秀 優優優優 良良良良 

 食食食食            味味味味 

     ((((熟熟熟熟    度度度度)))) 
 最も秀でたもの 

 （糖度計示度１７度以 

 上でＰＨ３.２以上の 

 もの） 

 優れたもの 

 （糖度計示度１７度以 

 上でＰＨ３.２以上の 

 もの） 

 良いもの 

 （糖度計示度１６度以 

 上でＰＨ３.０以上の 

 もの） 

 着着着着            色色色色  品種固有の色沢を有 

 し、果梗周辺まで完全 

 に紫黒色に着色してい 

 るもの 

 品種固有の色沢を有 

 し、各粒の2/3以上が 

 紫黒色に着色している 

 もの 

 秀、優に満たないもの 

 で商品性のあるもの 

 形形形形            状状状状 

 （（（（房房房房    形形形形）））） 

 よくまとまった形状を 

 備えているもの 

 （横にしても房形の崩 

 れが少ないもの） 

 まとまった形状を備え 

 ているもの 

 （横にしても房形が大 

 きく崩れないもの） 

 秀、優に満たないもの 

 で商品性のあるもの 

 玉玉玉玉    張張張張    りりりり 

 粒粒粒粒    揃揃揃揃    いいいい 

 品種固有の玉張り、粒 

 揃いが最も秀でたもの 

 （一粒重の目安は、巨 

 峰１２ｇ以上、ピオー 

 ネ１４ｇ以上） 

 品種固有の玉張り、粒 

 揃いが優れたもの 

 （一粒重の目安は、巨 

 峰１０ｇ以上、ピオー 

 ネ１２ｇ以上） 

 秀、優に満たないもの 

 で商品性のあるもの 

 裂裂裂裂            果果果果  ないもの  ないもの  ないもの 

 ササササ    ビビビビ    果果果果 

 スススス                        レレレレ 
 ないもの  あまり目立たないもの 

 （１粒中に５mm以内の 

 ものが１房の20％以 

 内） 

 優に次ぐもの 

 （１粒中に10mm以内の 

 ものが１房の30％以 

 内） 

 果果果果            粉粉粉粉  よくのっているもの  やや劣るもの  劣るもの 

 汚汚汚汚                    れれれれ  ないもの  ないもの  ないもの 

 腐敗性病害腐敗性病害腐敗性病害腐敗性病害 

 ((((晩腐病等晩腐病等晩腐病等晩腐病等)))) 
 ないもの  ないもの  ないもの 

 スリップススリップススリップススリップス  ないもの  ないもの  軽微で商品性のあるも 

 の 

 そ のそ のそ のそ の 他他他他 のののの 

 病病病病        害害害害        虫虫虫虫 
 ないもの  ないもの  軽微で商品性のあるも 

 の 

 

     ２２２２    階級階級階級階級（（（（重量重量重量重量））））区分区分区分区分                                                                                         （（（（単位単位単位単位：ｇ）：ｇ）：ｇ）：ｇ） 

  区区区区        分分分分  ３３３３ＬＬＬＬ  ２２２２ＬＬＬＬ  ＬＬＬＬ 

 １１１１ 房房房房 重重重重 量量量量  ５５０以上～ 

     ６５０未満 

 ４５０以上～ 

     ５５０未満 

 ３５０以上～ 

      ４５０未満 

 

   ※２００ｇ未満の房で商品性を有するものは、Ａ及びＢで出荷することができる。 
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第第第第６６６６    巨巨巨巨        峰峰峰峰「「「「種種種種なしなしなしなし」（」（」（」（ハウス・ハウス・ハウス・ハウス・露地露地露地露地）））） 

 

     １１１１    等級等級等級等級（（（（品質品質品質品質））））区分区分区分区分 
 

          等等等等    級級級級 

 

 項項項項        目目目目 

 

                 秀秀秀秀 

 

                 優優優優 

 

                 良良良良 

 食食食食            味味味味 

     ((((熟熟熟熟    度度度度)))) 
 最も秀でたもの 

 （糖度計示度１７度以 

 上でＰＨ３.２以上の 

 もの） 

 優れたもの 

 （糖度計示度１７度以 

 上でＰＨ３.２以上の 

 もの） 

 良いもの 

 （糖度計示度１６度以 

 上でＰＨ３.０以上の 

 もの） 

 着着着着            色色色色  品種固有の色沢を有 

 し、果梗周辺まで完全 

 に紫黒色に着色してい 

 るもの 

 品種固有の色沢を有 

 し、各粒の2/3以上が 

 紫黒色に着色している 

 もの 

 秀、優に満たないもの 

 で商品性のあるもの 

 形形形形            状状状状 

     ((((房房房房    形形形形)))) 
 よくまとまった形状を 

 備えているもの 

 （すき間のないもの） 

 まとまった形状を備え 

 ているもの 

 （すき間の少ないもの） 

 秀、優に満たないもの 

 で商品性のあるもの 

 玉玉玉玉    張張張張    りりりり 

 粒粒粒粒    揃揃揃揃    いいいい 

 品種固有の玉張り、粒 

 揃いが最も秀でたもの 

 （一粒重の目安は、１ 

 ３ｇ以上） 

 品種固有の玉張り、粒 

 揃いが優れたもの 

 （一粒重の目安は、１ 

 １ｇ以上） 

 秀、優に満たないもの 

 で商品性のあるもの 

 裂裂裂裂            果果果果  ないもの  ないもの  ないもの 

 ササササ    ビビビビ    果果果果 

 スススス            レレレレ 

 ないもの  あまり目立たないもの 

 （１粒中に５mm以内の 

 ものが１房の20％以 

 内） 

 優に次ぐもの 

 （１粒中に10mm以内の 

 ものが１房の30％以 

 内） 

 果果果果            粉粉粉粉  よくのっているもの  やや劣るもの  劣るもの 

 汚汚汚汚            れれれれ  ないもの  ないもの  ないもの 

 腐敗性病害腐敗性病害腐敗性病害腐敗性病害 

 （（（（晩腐病等晩腐病等晩腐病等晩腐病等）））） 
 ないもの  ないもの  ないもの 

 スリップススリップススリップススリップス  ないもの  ないもの  軽微で商品性のあるも 

 の 

 そ のそ のそ のそ の 他他他他 のののの 

 病病病病        害害害害        虫虫虫虫 
 ないもの  ないもの  軽微で商品性のあるも 

 の 
 

 

     ２２２２    階級階級階級階級（（（（重量重量重量重量））））区分区分区分区分                                                                                         （（（（単位単位単位単位：ｇ）：ｇ）：ｇ）：ｇ） 
 

  区区区区        分分分分  ３３３３ＬＬＬＬ  ２２２２ＬＬＬＬ  ＬＬＬＬ 

 １１１１ 房房房房 重重重重 量量量量  ５５０以上～ 

     ６５０未満 

 ４５０以上～ 

     ５５０未満 

 ３５０以上～ 

      ４５０未満 
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第第第第７７７７    ピオーネピオーネピオーネピオーネ「「「「種種種種なしなしなしなし」（」（」（」（ハウス・ハウス・ハウス・ハウス・露地露地露地露地）））） 

            藤藤藤藤        稔稔稔稔「「「「種種種種なしなしなしなし」（」（」（」（ハウス・ハウス・ハウス・ハウス・露地露地露地露地）））） 

 

     １１１１    等級等級等級等級（（（（品質品質品質品質））））区分区分区分区分 
 

          等等等等    級級級級 

 

 項項項項        目目目目 

 

                 秀秀秀秀 

 

                 優優優優 

 

                 良良良良 

 食食食食            味味味味 

     ((((熟熟熟熟    度度度度)))) 
 最も秀でたもの 

 （糖度計示度１７度以 

 上でＰＨ３.２以上の 

 もの） 

 優れたもの 

 （糖度計示度１７度以 

 上でＰＨ３.２以上の 

 もの） 

 良いもの 

 （糖度計示度１６度以 

 上でＰＨ３.０以上の 

 もの） 

 着着着着            色色色色  品種固有の色沢を有 

 し、果梗周辺まで完全 

 に紫黒色に着色してい 

 るもの 

 品種固有の色沢を有 

 し、各粒の2/3以上が 

 紫黒色に着色している 

 もの 

 秀、優に満たないもの 

 で商品性のあるもの 

 形形形形            状状状状 

     ((((房房房房    形形形形)))) 
 よくまとまった形状を 

 備えているもの 

 （すき間のないもの） 

 まとまった形状を備え 

 ているもの 

 （すき間の少ないもの） 

 秀、優に満たないもの 

 で商品性のあるもの 

 玉玉玉玉    張張張張    りりりり 

 粒粒粒粒    揃揃揃揃    いいいい 

 品種固有の玉張り、粒 

 揃いが最も秀でたもの 

 （一粒重の目安は、１ 

 ５ｇ以上） 

 品種固有の玉張り、粒 

 揃いが優れたもの 

 （一粒重の目安は、１ 

 ３ｇ以上） 

 秀、優に満たないもの 

 で商品性のあるもの 

 裂裂裂裂            果果果果  ないもの  ないもの  ないもの 

 ササササ    ビビビビ    果果果果 

 スススス            レレレレ 

 ないもの  あまり目立たないもの 

 （１粒中に５mm以内の 

 ものが１房の20％以 

 内） 

 優に次ぐもの 

 （１粒中に10mm以内の 

 ものが１房の30％以 

 内） 

 果果果果            粉粉粉粉  よくのっているもの  やや劣るもの  劣るもの 

 汚汚汚汚            れれれれ  ないもの  ないもの  ないもの 

 腐敗性病害腐敗性病害腐敗性病害腐敗性病害 

 （（（（晩腐病等晩腐病等晩腐病等晩腐病等）））） 
 ないもの  ないもの  ないもの 

 スリップススリップススリップススリップス  ないもの  ないもの  軽微で商品性のあるも 

 の 

 そ のそ のそ のそ の 他他他他 のののの 

 病病病病        害害害害        虫虫虫虫 
 ないもの  ないもの  軽微で商品性のあるも 

 の 

 

     ２２２２    階級階級階級階級（（（（重量重量重量重量））））区分区分区分区分                                                                                         （（（（単位単位単位単位：ｇ）：ｇ）：ｇ）：ｇ） 
 

  区区区区        分分分分  ３３３３ＬＬＬＬ  ２２２２ＬＬＬＬ  ＬＬＬＬ 

 １１１１ 房房房房 重重重重 量量量量  ５５０以上～ 

     ６５０未満 

 ４５０以上～ 

     ５５０未満 

 ３５０以上～ 

      ４５０未満 

 



16 

 

第第第第８８８８    早生甲斐路早生甲斐路早生甲斐路早生甲斐路・・・・甲斐路甲斐路甲斐路甲斐路（（（（ハウス・ハウス・ハウス・ハウス・露地露地露地露地））））    
ルビーオクヤマルビーオクヤマルビーオクヤマルビーオクヤマ（（（（ハウス・ハウス・ハウス・ハウス・露地露地露地露地）））） 

             

     １１１１    等級等級等級等級（（（（品質品質品質品質））））区分区分区分区分 
 

          等等等等    級級級級 

 

 項項項項        目目目目 

 

                 秀秀秀秀 

 

                 優優優優 

 

                 良良良良 

 食食食食            味味味味 

     ((((熟熟熟熟    度度度度)))) 
 最も秀でたもの 

 （糖度計示度１７度以 

 上のもの） 

 優れたもの 

 （糖度計示度１７度以 

 上のもの） 

 良いもの 

 着着着着            色色色色  品種固有の色沢を有 

 し、果梗周辺まで着色 

 しているもの 

 品種固有の色沢を有 

 し、着色が秀よりやや 

 劣るもの 

 秀、優に満たないもの 

 で商品性のあるもの 

 形形形形            状状状状 

 （（（（房房房房    形形形形）））） 

 よくまとまった形状を 

 備えているもの 

 まとまった形状を備え 

 ているもの 

 秀、優に満たないもの 

 で商品性のあるもの 

 玉玉玉玉    張張張張    りりりり 

 粒粒粒粒    揃揃揃揃    いいいい 

 品種固有の玉張り、果 

 粒が大きく揃っている 

 もの 

 品種固有の玉張り、果 

 粒の揃いがやや劣るも 

 の 

 秀、優に満たないもの 

 で商品性のあるもの 

 汚汚汚汚            れれれれ  ないもの  ないもの  ないもの 

 縮縮縮縮    果果果果    症症症症  ないもの  目立たないもの 

 （２０％以内） 

 秀、優に満たないもの 

 で商品性のあるもの 

 そ のそ のそ のそ の 他他他他 のののの 

 病病病病        害害害害        虫虫虫虫 
 ないもの  ないもの  軽微で商品性のあるも 

 の 
 

 

     ２２２２    階級階級階級階級（（（（重量重量重量重量））））区分区分区分区分                                                                                         （（（（単位単位単位単位：ｇ）：ｇ）：ｇ）：ｇ） 
 

  区区区区        分分分分  ３３３３ＬＬＬＬ  ２２２２ＬＬＬＬ  ＬＬＬＬ 

 １１１１ 房房房房 重重重重 量量量量  ５５０以上～ 

     ６５０未満 

 ４５０以上～ 

     ５５０未満 

 ３５０以上～ 

      ４５０未満 

 



17 

 

第第第第９９９９    ロザリオビアンコロザリオビアンコロザリオビアンコロザリオビアンコ（（（（ハウス・ハウス・ハウス・ハウス・露地露地露地露地）））） 
 

  １１１１    等級等級等級等級（（（（品質品質品質品質））））区分区分区分区分 
 

          等等等等    級級級級 

 

 項項項項        目目目目 

 

                 秀秀秀秀 

 

                 優優優優 

 

                 良良良良 

 食食食食            味味味味 

     ((((熟熟熟熟    度度度度)))) 
 最も秀でたもの 

 （糖度計示度１８度以 

 上のもの） 

 優れたもの 

 （糖度計示度１８度以 

 上のもの） 

 良いもの 

 着着着着            色色色色  品種固有の色沢を有し 

 ているもの 

 品種固有の色沢を有 

 し、日焼けによる変色 

 の目立たないもの 

 秀、優に満たないもの 

 で商品性のあるもの 

 形形形形            状状状状  よくまとまった形状を 

 備えているもの 

 まとまった形状を備え 

 ているもの 

 秀、優に満たないもの 

 で商品性のあるもの 

 玉玉玉玉    張張張張    りりりり 

 粒粒粒粒    揃揃揃揃    いいいい 

 品種固有の玉張り、果 

 粒が大きく揃っている 

 もの 

 品種固有の玉張り、果 

 粒の揃いがやや劣るも 

 の 

 秀、優に満たないもの 

 で商品性のあるもの 

 汚汚汚汚            れれれれ  ないもの  ないもの  ないもの 

 縮縮縮縮    果果果果    症症症症  ないもの  目立たないもの 

 （２０％以内） 

 秀、優に満たないもの 

 で商品性のあるもの 

 そ のそ のそ のそ の 他他他他 のののの 

 病病病病        害害害害        虫虫虫虫 
 ないもの  ないもの  軽微で商品性のあるも 

 の 
 

 

     ２２２２    階級階級階級階級（（（（重量重量重量重量））））区分区分区分区分                                                                                         （（（（単位単位単位単位：ｇ）：ｇ）：ｇ）：ｇ） 
 

  区区区区        分分分分  ３３３３ＬＬＬＬ  ２２２２ＬＬＬＬ  ＬＬＬＬ 

 １１１１ 房房房房 重重重重 量量量量  ５５０以上～ 

     ６５０未満 

 ４５０以上～ 

     ５５０未満 

 ３５０以上～ 

      ４５０未満 

 



18 

 

第第第第１０１０１０１０    ネオマスカットネオマスカットネオマスカットネオマスカット（（（（ハウス・ハウス・ハウス・ハウス・露地露地露地露地））））    
 

     １１１１    等級等級等級等級（（（（品質品質品質品質））））区分区分区分区分 
 

          等等等等    級級級級 

 

 項項項項        目目目目 

 

                 秀秀秀秀 

 

                 優優優優 

 

                 良良良良 

 食食食食            味味味味 

     ((((熟熟熟熟    度度度度)))) 
 糖度計示度１５度以上 

 で、最も秀でたもの 

 （ＰＨ３.４以上） 

 糖度計示度１５度以上 

 で、優れたもの 

 （ＰＨ３.２以上） 

 糖度計示度１４度以上 

 で、良いもの 

 （ＰＨ３.２以上） 

 着着着着            色色色色  品種固有の色沢（黄緑 

 色）を有しているもの 

 品種固有の色沢を有 

 し、日焼けによる変色 

 の目立たないもの 

 秀、優に満たないもの 

 で商品性のあるもの 

 形形形形            状状状状 

     ((((房房房房    形形形形)))) 
 円筒形でよくまとまっ 

 た形状を備えているも 

 の 

 まとまった形状のもの 

 （横にして房形の崩れ 

 が少ないもの） 

 秀、優に満たないもの 

 で商品性のあるもの 

 玉玉玉玉    張張張張    りりりり 

 粒粒粒粒    揃揃揃揃    いいいい 

 品種固有の玉張り、粒 

 揃いが最も秀でたもの 

 （一粒重の目安は、７ 

 ｇ以上） 

 品種固有の玉張り、粒 

 揃いが優れたもの 

 （一粒重の目安は、６ 

 ｇ以上） 

 秀、優に満たないもの 

 で商品性のあるもの 

 裂裂裂裂            果果果果  ないもの  ないもの  ないもの 

 ササササ    ビビビビ    果果果果 

 スススス            レレレレ 

 ないもの  あまり目立たないもの 

 （１粒中に３mm以内 

 のものが１房の10％ 

 以内） 

 優に次ぐもの 

 （１粒中に５mm以内 

 のものが１房の30％ 

 以内） 

 果果果果            粉粉粉粉  よくのっているもの  やや劣るもの  劣るもの 

 汚汚汚汚            れれれれ  ないもの  ないもの  ないもの 

 腐敗性病害腐敗性病害腐敗性病害腐敗性病害  ないもの  ないもの  ないもの 

 スリップススリップススリップススリップス  ないもの  ないもの  軽微で商品性のあるも 

 の 

 縮縮縮縮    果果果果    症症症症  ないもの  ないもの  １房の１０％以内 

 そ のそ のそ のそ の 他他他他 のののの 

 病病病病        害害害害        虫虫虫虫 
 ないもの  ないもの  軽微で商品性のあるも 

 の 

 

 

   ２２２２    階級階級階級階級（（（（重量重量重量重量））））区分区分区分区分                                                                                         （（（（単位単位単位単位：ｇ）：ｇ）：ｇ）：ｇ） 
 

  区区区区        分分分分  ２２２２ＬＬＬＬ  ＬＬＬＬ  M 

 １１１１ 房房房房 重重重重 量量量量  ４００以上～ 

    ５００未満 

 ３００以上～ 

    ４００未満 

  ２００以上～ 

    ３００未満 

 



19 

 

第第第第１１１１１１１１    ベーリーベーリーベーリーベーリーＡＡＡＡ 

 

     １１１１    等級等級等級等級（（（（品質品質品質品質））））区分区分区分区分 
 

          等等等等    級級級級 

 

 項項項項        目目目目 

 

                 秀秀秀秀 

 

                 優優優優 

 

                 良良良良 

 食食食食            味味味味 

     ((((熟熟熟熟    度度度度)))) 
 糖度計示度１７度以上 

 で、最も秀でたもの 

 （ＰＨ３.４以上） 

 糖度計示度１７度以上 

 で、優れたもの 

 （ＰＨ３.２以上） 

 糖度計示度１７度以上 

 で、良いもの 

 （ＰＨ３.２以上） 

 着着着着            色色色色  品種固有の色沢を有 

 し、果梗部まで紫黒色 

 に着色しているもの 

 品種固有の色沢を有 

 し、秀よりやや劣るも 

 の 

 秀、優に満たないもの 

 で商品性のあるもの 

 形形形形            状状状状 

     ((((房房房房    形形形形)))) 
 円筒形でよくまとまっ 

 た形状を備えているも 

 の 

 まとまった形状のもの 

 （横にして房形の崩れ 

 が少ないもの） 

 秀、優に満たないもの 

 で商品性のあるもの 

 玉玉玉玉    張張張張    りりりり 

 粒粒粒粒    揃揃揃揃    いいいい 

 品種固有の玉張り、粒 

 揃いが最も秀でたもの 

 （一粒重の目安は、７ 

 ｇ以上） 

 品種固有の玉張り、粒 

 揃いが優れたもの 

 （一粒重の目安は、５ 

 ｇ以上） 

 秀、優に満たないもの 

 で商品性のあるもの 

 裂裂裂裂            果果果果  ないもの  ないもの  ないもの 

 ササササ    ビビビビ    果果果果 

 スススス            レレレレ 

 ないもの  あまり目立たないもの 

 （１粒中に３mm以内 

 のものが１房の10％ 

 以内） 

 優に次ぐもの 

 （１粒中に５mm以内 

 のものが１房の30％ 

 以内） 

 果果果果            粉粉粉粉  よくのっているもの  やや劣るもの  劣るもの 

 汚汚汚汚            れれれれ  ないもの  ないもの  ないもの 

 腐敗性病害腐敗性病害腐敗性病害腐敗性病害  ないもの  ないもの  ないもの 

 スリップススリップススリップススリップス  ないもの  ないもの  軽微で商品性のあるも 

 の 

 縮縮縮縮    果果果果    症症症症  ないもの  ないもの  軽微なもの 

 そ のそ のそ のそ の 他他他他 のののの 

 病病病病        害害害害        虫虫虫虫 
 ないもの  ないもの  軽微で商品性のあるも 

 の 
 

 

   ２２２２    階級階級階級階級（（（（重量重量重量重量））））区分区分区分区分                                                                                         （（（（単単単単位位位位：ｇ）：ｇ）：ｇ）：ｇ） 
 

  区区区区        分分分分  ２２２２ＬＬＬＬ  ＬＬＬＬ  M 

 １１１１ 房房房房 重重重重 量量量量  ４００以上～ 

    ５００未満 

 ３００以上～ 

    ４００未満 

  ２００以上～ 

    ３００未満 

 



20 

 

第第第第１２１２１２１２    甲甲甲甲    州州州州 

 

     １１１１    等級等級等級等級（（（（品質品質品質品質））））区分区分区分区分 
 

                  等等等等    級級級級 

 

 項項項項        目目目目 

 

                 秀秀秀秀 

 

                 優優優優 

 

                 良良良良 

 食食食食            味味味味 

     ((((熟熟熟熟    度度度度)))) 
 糖度計示度１６度以上 

 で、最も秀でたもの 

 糖度計示度１６度以上 

 で、優れたもの 

 糖度計示度１６度以上 

 で、良いもの 

 着着着着            色色色色  品種固有の色沢を有し 

 ているもの 

 品種固有の色沢を有 

 し、秀よりやや劣るも 

 の 

 秀、優に満たないもの 

 で商品性のあるもの 

 形形形形            状状状状 

     ((((房房房房        形形形形)))) 
 房の揃いが優良でよく 

 まとまった形状を備え 

 ているもの 

 房の揃いが良好でまと 

 まった形状のもの 

 秀、優に満たないもの 

 で商品性のあるもの 

 粒粒粒粒    揃揃揃揃    いいいい  粒の揃いが優良なもの  粒の揃いが良好なもの  秀、優に満たないもの 

 で商品性のあるもの 

 裂裂裂裂            果果果果  ないもの  ないもの  ないもの 

 汚汚汚汚            れれれれ  ないもの  ないもの  ないもの 

 腐敗性病害腐敗性病害腐敗性病害腐敗性病害  ないもの  ないもの  ないもの 

 そ のそ のそ のそ の 他他他他 のののの 

 病病病病        害害害害        虫虫虫虫 
 ないもの  ないもの  ないもの 

 

 

     ２２２２    階級階級階級階級（（（（重量重量重量重量））））区分区分区分区分                                                                                         （（（（単位単位単位単位：ｇ）：ｇ）：ｇ）：ｇ） 
 

  区区区区        分分分分  ２２２２ＬＬＬＬ  ＬＬＬＬ  ＭＭＭＭ 

 １１１１ 房房房房 重重重重 量量量量    ３００以上  ２４０以上～ 

     ３００未満 

 １８０以上～ 

     ２４０未満 

 



21 

 

第第第第１３１３１３１３    甲甲甲甲    州州州州    ２１２１２１２１ 

 

     １１１１    等級等級等級等級（（（（品質品質品質品質））））区分区分区分区分 
 

                  等等等等    級級級級 

 

 項項項項        目目目目 

 

 秀秀秀秀 

 

 優優優優 

 食食食食            味味味味 

     ((((熟熟熟熟    度度度度)))) 
 糖度計示度１８度以上で、最も秀 

 でたもの 

 糖度計示度１８度以上で、優れた 

 もの 

 着着着着            色色色色  品種固有の色沢を有しているもの  品種固有の色沢を有し、秀よりや 

 や劣るもの 

 形形形形            状状状状 

     ((((房房房房        形形形形)))) 
 房の揃いが優良でよくまとまった 

 形状を備えているもの 

 房の揃いが良好でまとまった形状 

 のもの 

 粒粒粒粒    揃揃揃揃    いいいい  粒の揃いが優良なもの  粒の揃いが良好なもの 

 裂裂裂裂            果果果果  ないもの  ないもの 

 腐敗性病害腐敗性病害腐敗性病害腐敗性病害  ないもの  ないもの 

 そ のそ のそ のそ の 他他他他 のののの 

 病病病病        害害害害        虫虫虫虫 
 ないもの  ないもの 

 

 

     ２２２２    階級階級階級階級（（（（重量重量重量重量））））区分区分区分区分                                                                                         （（（（単位単位単位単位：ｇ）：ｇ）：ｇ）：ｇ） 
 

  区区区区        分分分分  ２２２２ＬＬＬＬ  ＬＬＬＬ 

 １１１１ 房房房房 重重重重 量量量量  ３００以上  ２４０以上～３００未満 

 ２２２２kg箱重量箱重量箱重量箱重量  ６～７房  ８～９房 
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第第第第１４１４１４１４    サニールージュサニールージュサニールージュサニールージュ 

 

     １１１１    等級等級等級等級（（（（品質品質品質品質））））区分区分区分区分 
 

          等等等等    級級級級 

 

 項項項項        目目目目 

 

                 秀秀秀秀 

 

                 優優優優 

 

                 良良良良 

 食食食食            味味味味 

     ((((熟熟熟熟    度度度度)))) 
 最も秀でたもの 

 （糖度計示度１７度以 

 上で、ＰＨ３.４以上 

 のもの） 

 優れたもの 

 （糖度計示度１７度以 

 上で、ＰＨ３.４以上 

 のもの） 

 良いもの 

 （糖度計示度１７度以 

 上で、ＰＨ３.２以上 

 のもの、又は１６度以 

 上でＰＨ３.４以上の 

 もの） 

 着着着着            色色色色  最も秀でたもの  表裏の差が殆どないも 

 の 

 秀、優に満たないもの 

 で商品性のあるもの 

 形形形形            状状状状 

     ((((房房房房    形形形形)))) 
 品種固有の形状が最も 

 秀でたもの 

 （横にしても茎の見え 

 ないもの） 

 品種固有の形状が優れ 

 たもの 

 （横にして多少茎が見 

 えるもの。穴あきは３ 

 粒迄のもの） 

 秀、優に満たないもの 

 で商品性のあるもの 

 玉玉玉玉    張張張張    りりりり 

 粒粒粒粒    揃揃揃揃    いいいい 

 品種固有の玉張り、粒 

 揃いが最も秀でたもの 

 （粒の大小がなく均一 

 なもの） 

 品種固有の玉張り、粒 

 揃いが優れたもの 

 （やや摘粒不足のもの） 

 秀、優に満たないもの 

 で商品性のあるもの 

 裂裂裂裂            果果果果  ないもの  ないもの  ないもの 

 ササササ    ビビビビ    果果果果 

 スススス            レレレレ 

 ないもの  少々あるもの 

 （１粒中に1/3以内で 

 １房の10％以内） 

 優に次ぐもの 

 （１粒中に1/2以内で 

 １房の20％以内） 

 果果果果            粉粉粉粉  よくのっているもの  やや劣るもの  劣るもの 

 汚汚汚汚            れれれれ  ないもの  ないもの  ないもの 

 腐敗性病害腐敗性病害腐敗性病害腐敗性病害 

 （（（（晩腐病等晩腐病等晩腐病等晩腐病等）））） 
 ないもの  ないもの  ないもの 

 スリップススリップススリップススリップス  ないもの  ないもの  軽微で商品性のあるも 

 の 

 そ のそ のそ のそ の 他他他他 のののの 

 病病病病        害害害害        虫虫虫虫 
 ないもの  ないもの  軽微で商品性のあるも 

 の 
 

 

    ２２２２    階級階級階級階級（（（（重量重量重量重量））））区分区分区分区分                                                                                         （（（（単位単位単位単位：ｇ）：ｇ）：ｇ）：ｇ） 
 

  区区区区        分分分分  ２２２２ＬＬＬＬ  ＬＬＬＬ  ＭＭＭＭ  

 １１１１ 房房房房 重重重重 量量量量  ４００以上～ 

     ４５０未満 

 ３５０以上～ 

     ４００未満 

 ２５０以上～ 

      ３５０未満 
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第第第第１５１５１５１５    ゴルビーゴルビーゴルビーゴルビー 

 

     １１１１    等級等級等級等級（（（（品質品質品質品質））））区分区分区分区分 
 

          等等等等    級級級級 

 

 項項項項        目目目目 

 

                 秀秀秀秀 

 

                 優優優優 

 

                 良良良良 

 食食食食            味味味味 

     ((((熟熟熟熟    度度度度)))) 
 最も秀でたもの 

 （糖度計示度１７度以 

 上でＰＨ３.２以上の 

 もの） 

 優れたもの 

 （糖度計示度１７度以 

 上でＰＨ３.２以上の 

 もの） 

 良いもの 

 （糖度計示度１６度以 

 上でＰＨ３.０以上の 

 もの） 

 着着着着            色色色色  品種固有の色沢を有 

 し、果梗周辺まで完全 

 に着色しているもの 

 品種固有の色沢を有 

 し、各粒の2/3以上が 

 着色しているもの 

 秀、優に満たないもの 

 で商品性のあるもの 

 形形形形            状状状状 

     ((((房房房房    形形形形)))) 
 よくまとまった形状を 

 備えているもの 

 （すき間のないもの） 

 まとまった形状を備え 

 ているもの 

 （すき間の少ないもの） 

 秀、優に満たないもの 

 で商品性のあるもの 

 玉玉玉玉    張張張張    りりりり 

 粒粒粒粒    揃揃揃揃    いいいい 

 品種固有の玉張り、粒 

 揃いが最も秀でたもの 

 （一粒重の目安は、１ 

 ５ｇ以上） 

 品種固有の玉張り、粒 

 揃いが優れたもの 

 （一粒重の目安は、１ 

 ３ｇ以上） 

 秀、優に満たないもの 

 で商品性のあるもの 

 裂裂裂裂            果果果果  ないもの  ないもの  ないもの 

 ササササ    ビビビビ    果果果果 

 スススス            レレレレ 

 ないもの  あまり目立たないもの 

 （１粒中に５mm以内の 

 ものが１房の20％以 

 内） 

 優に次ぐもの 

 （１粒中に10mm以内の 

 ものが１房の30％以 

 内） 

 果果果果            粉粉粉粉  よくのっているもの  やや劣るもの  劣るもの 

 汚汚汚汚            れれれれ  ないもの  ないもの  ないもの 

 腐敗性病害腐敗性病害腐敗性病害腐敗性病害 

 （（（（晩腐晩腐晩腐晩腐病等病等病等病等）））） 
 ないもの  ないもの  ないもの 

 スリップススリップススリップススリップス  ないもの  ないもの  軽微で商品性のあるも 

 の 

 そ のそ のそ のそ の 他他他他 のののの 

 病病病病        害害害害        虫虫虫虫 
 ないもの  ないもの  軽微で商品性のあるも 

 の 
 

 

     ２２２２    階級階級階級階級（（（（重量重量重量重量））））区分区分区分区分                                                                                         （（（（単位単位単位単位：ｇ）：ｇ）：ｇ）：ｇ） 
 

  区区区区        分分分分  ３３３３ＬＬＬＬ  ２２２２ＬＬＬＬ  ＬＬＬＬ 

 １１１１ 房房房房 重重重重 量量量量  ５５０以上～ 

     ６５０未満 

 ４５０以上～ 

     ５５０未満 

 ３５０以上～ 

      ４５０未満 
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第第第第１６１６１６１６    シャインマスカットシャインマスカットシャインマスカットシャインマスカット（（（（ハウスハウスハウスハウス・・・・露地露地露地露地）））） 
 

  １１１１    等級等級等級等級（（（（品質品質品質品質））））区分区分区分区分 
 

          等等等等    級級級級 

 

 項項項項        目目目目 

 

                 秀秀秀秀 

 

                 優優優優 

 

                 良良良良 

 食食食食            味味味味 

     ((((熟熟熟熟    度度度度)))) 
 最も秀でたもの 

 （糖度計示度１８度以 

 上のもの） 

 優れたもの 

 （糖度計示度１８度以 

上のもの） 

 良いもの 

 着着着着            色色色色  品種固有の色沢を有し 

 ているもの 

 品種固有の色沢を有 

 し、日焼けによる変色 

 の目立たないもの 

 秀、優に満たないもの 

 で商品性のあるもの 

 形形形形            状状状状  よくまとまった形状を 

 備えているもの 

 まとまった形状を備え 

 ているもの 

 秀、優に満たないもの 

 で商品性のあるもの 

 玉玉玉玉    張張張張    りりりり 

 粒粒粒粒    揃揃揃揃    いいいい 

 品種固有の玉張り、果 

 粒が大きく揃っている 

 もの 

 品種固有の玉張り、果 

 粒の揃いがやや劣るも 

 の 

 秀、優に満たないもの 

 で商品性のあるもの 

 ササササ    ビビビビ    果果果果 

 スススス            レレレレ    
 ないもの  あまり目立たないもの 

  

 優に次ぐもの 

 

汚汚汚汚            れれれれ  ないもの  ないもの  ないもの 

 そ のそ のそ のそ の 他他他他 のののの 

 病病病病        害害害害        虫虫虫虫 
 ないもの  ないもの  ないもの 

 

 

     ２２２２    階級階級階級階級（（（（重量重量重量重量））））区分区分区分区分                                                                                         （（（（単位単位単位単位：ｇ）：ｇ）：ｇ）：ｇ） 
 

  区区区区        分分分分  ３３３３ＬＬＬＬ  ２２２２ＬＬＬＬ  ＬＬＬＬ 

 １１１１ 房房房房 重重重重 量量量量  ５５０以上～ 

     ６５０未満 

 ４５０以上～ 

     ５５０未満 

 ３５０以上～ 

      ４５０未満 

 
参考 

※収穫にあたっては、未熟果出荷を防ぐため、事前に園の調査を実施し、適期収穫を 
励行する。 
収穫時期は、糖度計示度１８度以上とし、果粒がやや黄色みかかった頃、収穫を 
開始する。 

 


