
アブラナ科 
 

1.練馬ダイコン 

尾張大根と練馬の地大根

との交配から選抜・改良され

たもので、享保年間(1716～
1736)には練馬大根の名が定着していた。五

代将軍・徳川綱吉が栽培を命じたとされて

いる。(11月中～2月初) 
2.伝統大蔵ダイコン 

江戸時代、豊多摩郡（現在

の杉並区あたり）の「源内」

という農民が作り出した「源

内つまり大根」が原種。のちに、明治初期、

東京世田谷区大蔵の石井泰治郎氏が、秋づ

まり大根と代々木の源内大根の自然交雑種

を改良し選抜固定した。(11月中～12月初) 
3.亀戸ダイコン 

亀戸大根は、文久年間

(1860～1864)の頃から昭和

初期まで、亀戸香取神社周辺

で栽培され始め、さかんに栽

培された明治の頃は、「おかめ大根」とか「お

多福大根」と呼ばれていたが、大正初期に

産地の名をつけて「亀戸大根」と呼ばれる

ようになった。(10月中～4月中) 
4.高倉ダイコン 

大正 10 年頃、原善助氏が滝

の川某種苗商から買った「みの

早生」と思われるダイコンを

「練馬尻細」の間に一作おきに

混作し、自然交配でできた後代を選抜して

できたとされている。(11月中～12月下) 
5.東光寺ダイコン 

「七生村誌」(1963)による

と、同村では特に平山の干し

大根が特産で、浅川の清流で

洗い天日で乾燥して市場に

出荷されていた。(11月中～12月下) 
6.志村みの早生ダイコン 

江戸時代に板橋区志村町

の「みのきち」という人が栽

培を始め、早生大根だったの

で「みの早生ダイコン」と呼ばれるように

なった。(7月中～10月中) 
7.汐入ダイコン（二年子ダイコン・

時無しダイコン） 
江戸時代の明暦 2 年(1656)

から栽培された。隅田川上流

の荒川地域で作られた物は

「荒木田ダイコン」と呼ばれ、下流の汐入

地域で作られた物は「汐入ダイコン」と呼

ばれた。(2月初～3月下) 
8.品川カブ・滝野川カブ（東京長カ

ブ) 
江戸から東京にかけて、主

な副食が漬物であったころの

カブ。現在の北区滝野川付近

で栽培されていたことから、「滝野川カブ」

と言われていた。品川で作られた物は「品

川カブ」と名付けられる。(10月中～2月下) 
9.金町コカブ 

栽培の歴史には２つの

説がある。一つは明治末、

東金町の長谷碌之助が下千

葉中手という品種を改良したという。二つ

めは、農商務省の三田育種場で栽培してい

たフランス産のかぶのタネを栽培・採種し

ているうちに、地元のかぶと自然交配して

できたというもの。(10月中～3月中) 

10.下山千歳白菜 
世田谷区の下山義雄氏（故

人）が育成したのが下山千歳

白菜。昭和 20 年代、白菜産

地がウイルス病で壊滅的な

被害を受けていたなかで、病

気に負けず残った白菜。(12月初～1月下) 
11.城南小松菜（伝統小松菜） 

城南コマツナは世田谷

区、大田区等の城南の暖地向

きの固定種であり、明治中期

から栽培されていた。固定種

と交配種を明確に分けるため伝統と名前を

つけている。(10月中～4月初) 
12.後関晩生小松菜(伝統小松菜) 

八代将軍・徳川吉宗が鷹狩

りに出かけた際、小松川村で

休息した。そこで食べた青菜

をいたく気に入り、名付けた

とされている。(11.と同じ) 
13.シントリ菜（ちりめん白菜） 

昭和 40 年代に江戸川区、

葛飾区、足立区で盛んに作

られた。当時まだ国内で生

産されていなかった、チン

ゲン菜に代わる野菜として、中華料理に使

われるようになった。(10月中～3月中) 
14.青茎三河島菜 

徳川家康が江戸に入府し

たのが、天正 18 年（1590）。
家康は尾張、遠州、駿河な

どにいた配下の商人から農民までも江戸に

連れてきたという。その中で三河の百姓を

入植させた地を三河島（現・荒川区尾久周

辺）と名付けたとの説がある。そこで栽培

されたのが三河島菜であり、江戸の食文化

を支えた。(10月中～12月下) 
15.ノラボウ菜 

天保の大凶作の際、関東郡

代官の伊奈備前守が「闇婆

菜」の種を、五日市村を含

め周辺の12の村々に配布す

るよう命じた古文書が残っている。(2月初

～4月下) 
16.奥多摩ワサビ 

多摩川の清流と冷涼な気

候に恵まれた奥多摩では、既

に文化文政の頃には盛んに

ワサビ栽培が行われていた。 
 
セリ科 

 
17.砂村三寸ニンジン 

砂村三寸人参の起源は「砂

町・大島町あたりにおいて、明

治 20 年前後に横浜から種子を

得て栽培したのが始まりとい

われている。」と『江東区史』に記載されて

いる。江戸時代以前は 1m にもなる滝野川

ニンジンが主流であったが、収穫が大変な

ため短根種を導入した。(11月中～12月下) 
18.馬込三寸ニンジン（馬込大太三

寸ニンジン） 
大田区西馬込の篤農家の

品種改良により生まれた

10cm ほどの人参。この三寸

人参の元となる西洋種の人参

が伝わったのは明治初期の頃で、それまで

は滝野川人参に代表される長さ 1m もある

長人参が主流だった。(10月中～12月下) 
 

19.滝野川大長ニンジン 
「滝野川大長ニンジン」は、

現在の豊島郡滝野川村（現在の

北区滝野川）付近で栽培された

ため、滝野川ニンジンと呼ばれ

るようになりました。根が長い

品種で、長さは１メートルにも及び、淡紅

色で、香りが強く、肉質がしまっている。

(10月中～12月下) 
20.アシタバ 

 日本が原産といわれ古くか

ら栽培されている。大島産を

赤茎、八丈産を青茎と呼んで

いる。江戸時代に貝原益軒の

「大和本草」にも紹介されている。 

 

ウコギ科 
 
21.東京ウド 

幕末に吉祥寺で始められ

たうど栽培は、戦前・戦後を

通し、多くの関係者が技術開

発、改良に尽力した。その結

果、北多摩一円は品質・生産量ともに日本

一のうど産地に成長していった。(11 月中

～9月下) 

 
ナス科 
 
22.内藤トウガラシ 

内藤家の菜園（後の御苑）

から広がった野菜の一つ。品種

は八房(やつぶさ）トウガラシ。

また江戸の食に欠かせない調

味料として、七色唐辛子などで広く親しま

れてきた。(10月下～12月下) 
23.寺島ナス（蔓細千成ナス） 

「新編 武蔵風土記稿」では、

葛飾郡のナスについて「東・

西葛西領中にて作るもの。他

の産に比すれば最も早し。よ

りて形は小さいなれど、早生なすと呼び賞

美す」とあり、寺島辺りでも盛んに栽培さ

れていた。このことから、別名寺島ナスと

もいう。(6月初～10月下) 
24.雑司ヶ谷ナス（改良中生山ナス） 

江戸時代、清戸坂の北側一

帯は雑司ヶ谷村の畑（現在の

雑司ヶ谷墓地は一部）で、坂

の道ぞいには雑司ヶ谷清戸村

百姓町があり、江戸への野菜供給基地とし

てナスは特に、味がいいと評判になった。

(6月初～10月下) 
25.おいねのつる芋 
 江戸時代に我が国に伝わ

ったとされるジャガイモで、

桧原村に来た「おいね」さん

が作り始めた。「つる」は地

名の「都留」からきている。 
 
ウリ科 
 
26.高井戸半白キュウリ 

馬込半白節成キュウリと、豊島

枝成キュウリの中間的品種で、昭

和 30 年代まで盛んに栽培されて

いた品種である。 
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27.馬込半白キュウリ（馬込半白節

成キュウリ） 
馬込半白は大井胡瓜を改良し

たものであり、胡瓜と瓜（うり）

を掛け合わせて改良した。明治

30 年頃に始まり、改良を重ねて

節になる形になったのは、明治 37～38 年

頃であり、馬込半白節成胡瓜と呼ばれるよ

うになった。(5月中～7月下) 
28.本田（ほんでん）ウリ 

江戸の頃、葛飾区の中川流

域から水元にかけて栽培され

た銀まくわの代表格。大振りで

甘みは少ないが、日持ちは良い

ことからよく売れた。(7月中～8月下) 
29.小金井マクワ 

元々は美濃国本巣群真桑村

で生産されていたことからそ

の名前がついているが、元和年

間（1615～1624）に江戸幕府に農民を呼び

寄せ武蔵国府中で栽培させた。小金井市の

農家から採れたマクワウリであるため小金

井マクワという。(7月中～8月下) 
30.東京大越ウリ 

江戸時代は北区田端付近で

栽培されていた記録がある。し

だいに西へ広がり、現在の豊島

区、中野区、練馬地区へと広がった。昭和

に入り練馬区大泉の渡辺正好氏により中生

系大越瓜が奈良漬加工用として改良され、

泉大越瓜となった。(7月中～8月下) 
31.鳴子ウリ・府中御用ウリ 

府中の史実で、徳川氏の入国

以後、幕府への上納の例では、

東京湾に面する品川以南の漁

師町、「御菜肴八ケ浦」、多摩地方で、多摩

川の鮎上納、小金井の御用粟、野菜は、葛

飾郡隅田村、府中と柏木で、真桑瓜の栽培・

上納が課せられていた。(7月中～8月下) 
32.内藤カボチャ・角筈カボチャ・

淀橋カボチャ 
内藤家の下屋敷 (現新宿 ) 

で生産された内藤かぼちゃは

宿場の名物になり、周辺農家

に発展し、角筈村、柏木村で

も定着していった。同じ菊座カボチャであ

るが産地が内藤新宿から、角筈、淀橋に移

ったことでその名がある。(8月～) 

 
キク科 
 
33.滝野川ゴボウ 

この品種は江戸時代元禄記

（1688 年～1704）に滝野川村（現

在の北区滝野川）で鈴木源吾によ

り改良、採取され、地名を取って滝野川ゴ

ボウと名付けられた。(11月初～2月下) 
34.渡辺早生ゴボウ 

このゴボウは滝野川ゴボウか

ら選別され、練馬区大泉の渡辺正

好氏が昭和 25 年に育成し、種苗

名称登録した。(9月初～2月下) 
 
ヒガンバナ科ネギ亜科 
 
35.砂村一本ネギ 

ネギは天正年間（1573～
1592）に摂津（大阪）から砂

村（江東区北砂・南砂）や品

川などに持ち込まれた。(12月初～3月下) 

36.千住一本ネギ 
千住ネギは、江戸時代、砂

村から、千住に伝わってきた

根深ネギ。千住はねぎ産地で

あったことから、集積地にな

った。(12月初～3月下) 
37. 拝島ネギ 

昭和初期に水戸から持ち込

み、作付けを始めた。その後

も平成 10 年まで市場出荷し

ていたが、柔らかい特性のた

め育てづらく、生産者は徐々に減少してい

った。(12月初～3月下) 
 
注）APG 植物分類体系による。 

 
ショウガ科 
 

38.早稲田ミョウガ 
江戸時代から大正時代に

かけては、早稲田周辺でたく

さん栽培されてきた。ミョウ

ガタケは根茎から発生する

茎葉を軟化伸長させたもの。

また江戸時代には「早稲田は一円に茗荷畠

なりき、茗荷畠にあらざれば水田、水田に

あらざれば悉く茗荷なり」と記録に残って

いるほど盛んに栽培されていた。(8月～) 
39.谷中ショウガ 

谷中は水に恵まれ、排水

も良く、しかも西日に当た

らない土地で栽培されて

いた。谷中ショウガは、「盆ショウガ」とも

いわれ、夏の盛りの食欲増進のために、江

戸っ子の食卓に上った。(8月～9月) 
40.八王子ショウガ 

八王子ショウガは昭和

初期頃、八王子市加住町で

生産が始まりまった。江戸

時代から続く「しょうが祭(永福稲荷神社例大

祭)」（毎年９月開催）に奉納され無病息災を

祈願する。(8月～10月) 
 
イネ科 
 
41. タケノコ（孟宗竹） 

孟宗竹が初めて江戸に入っ

たのは、薩摩藩主島津重豪が宝

暦年間（1751～1764）に国許か

ら鉢植えにして将軍家に献上

し吹上御苑に植えられた。その後、東京全

域に栽培面積は広がった。孟宗竹は、将軍

家から諸大名の大名庭園へ下げ渡されたも

のも多く、そこから広まったものも多い。

(4月下～5月上) 
 
マメ科 
 

42.三河島エダマメ 
徳川家康は尾張、遠州、

駿河などにいた配下の商人

から農民までも江戸に連れ

てきたという。その中で三河の百姓を入植

させた地を三河島と名付けたとの説がある。

「三河島菜」と一緒に「三河島枝豆」も栽

培された。(8月中～9月下) 
43.川口エンドウ 

川口エンドウは八王子市

川口地区(旧南多摩郡川口村、

現在の八王子市西北部の楢

原町、犬目町、川口町、上川町、美山町）

でつくられていた。特に昭和 30 年代は川口

農協が生産から販売までの一貫した生産指

導を行い、特産化が図られ生産高のピーク

であった。(5月下～6月上) 
 
アオイ科 
 

44.八丈オクラ 
 アフリカ原産で八丈に渡った

年代は不詳だが、古くから作ら

れている。沖縄の島オクラとは

同種と考えられ、収穫期が遅く

れて大きくなっても柔らかく美味しい。英語

でもオクラという。 

 
その他 
 
45. 足立のつまもの（穂ジソ、ツル

菜、木の芽、鮎タデ、 あさつき、

メカブ、紫芽） 
足立区の地場産業のひ

とつとして高い生産技術

と伝統を誇るつまもの。栽

培が始まったのは戦前。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

野菜ではないので参考品目 
 
・練馬金子ゴールデン（麦） 

 
・柳久保小麦（麦） 

 
・古里一号（粟） 

 
・平山陸稲（稲） 

 
・多摩川梨（梨） 
注）品種名ではないが、古くから続いており、

産地として残っている。 
 
・禅師丸柿（柿） 
  日本最古の甘柿 
 
 
江戸東京野菜は、江戸期から始まる東京

の野菜文化を継承するとともに、種苗の

大半が自給または、近隣の種苗商により

確保されていた昭和中期（４０年頃）ま

でのいわゆる在来種、または在来の栽培

法等に由来する野菜のこと。 

ＪＡ東京中央会 

ＪＡ東京グループ 

http://www.tokyo-ja.or.jp/edo/edoyasai_index.html 


