
１ 品種登録の番号及び年月日 第１４１８６号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

大豆 早生黒頭巾（わせくろずきん）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「美園グリーン」に「越後ハニー」を交配して育成されたものであり、、

有限伸育型で主茎長は極短、若莢の長さは中、種皮の色が黒のえだまめ用品種である。

伸育型は有限、分枝数は少、胚軸の色は緑、主茎長は極短、主茎節数は少、着莢密度

は密である。小葉の形は円葉、数は３枚葉、花色は白である。若莢の色は緑、長さ及び

幅は中、熟莢の色は褐、湯煮（ブランチング）後の莢色は暗緑、多粒莢率は低、莢数及

び毛茸の多少は中、色は白である。種皮の単色・複色の別は単色、地色は黒、粒の子葉

色は黄、粒形は扁球、光沢は中、臍の色は黒、粒の大小は中の大である。開花期は早、

成熟期は極早、生態型は夏大豆型である。

「たんくろう」と比較して、多粒莢率が低いこと、毛茸の色が白であること等で、

「快豆黒頭巾」と比較して、毛茸の色が白であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

タキイ種苗株式会社 京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町１８０番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

奥原和武 茨城県稲敷郡河内町生板７７１２－１

須江淳起 滋賀県甲賀郡甲西町針１３６０

７ 出願公表の年月日 平成１６年４月７日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成元年に出願者の長沼試験農場（北海道夕張郡長沼町）において、

「美園グリーン」に「越後ハニー」を交配し、その実生の中から選抜、以後、茨城研究

農場（茨城県稲敷郡河内町）において、固定を図りながら特性の調査を継続し、12年に

その特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「黒太子」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４１８７号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

いちご おとめ心（おとめごころ）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「砂丘Ｓ２号」に「北の輝」を交配して育成されたものであり、果実は、

円錐形でやや大きく、果皮の色は濃紅、寒冷地の半促成栽培に向く品種である。

草姿は中間、草勢は中である。葉色は濃緑、葉の横断面の形状は平面、光沢は弱、頂

小葉の縦横比は縦長、基部の形は鈍角、鋸歯の形は中間、葉柄の長さ及びランナーの数

は中である。花の大きさは中、花冠に対するがく片の大きさは小、花房当たりの花数は

やや少である。果実の縦横比は縦長、大きさはやや大、果形は円錐、果皮の色は濃紅、

果実の光沢はかなり強、そう果の落ち込みは落ち込み小、がく片の着き方は離、果径に

対するがく片の大きさは中、果実の硬さは硬、果肉色は淡紅、果心の色は淡赤、果実の

空洞は中である。開花始期及び成熟期はかなり晩、季性は一季成りである。

「宝交早生」と比較して、果実の光沢が強いこと、果実が硬いこと等で 「北の輝」、

と比較して、果形が円錐であること、そう果の落ち込みが小であること等で区別性が認

められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

山形県 山形県山形市松波二丁目８番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

菅原眞一 山形県東田川郡藤島町大字野田目字中堰２１

丸山康広 山形県酒田市大字宮内字本楯３８

７ 出願公表の年月日 平成１６年２月３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成10年に山形県立砂丘地農業試験場（現庄内総合支所産業経済部農業

技術普及課産地研究室、酒田市）において 「砂丘Ｓ２号」に「北の輝」を交配し、そ、

の実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が

安定していることを確認して育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４１８８号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ぶどう ベニバラオー

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「バラード」に「京秀」を交配して育成されたもので、果皮の色が赤、、

果粒が短楕円でかなり大粒の育成地（山梨県甲府市）では８月中旬に成熟する中生種で

ある。

樹の広がりは大、樹勢は強である。熟梢の太さはやや太、色は褐、節間横断面の形は

楕円、表面の形状は細溝あり、幼梢先端の色は薄赤、巻きひげの着生は２である。花穂
の着生数は少、花性は両性、花粉の多少は多である。成葉葉身の形は五角形、裂片数は

５片、葉身横断面の形は内巻き、葉縁鋸歯の形は両側直線、葉柄裂刻の一般的な形は開

く、成葉上裂刻の一般的な形は閉じる、成葉の大きさは大、上面の色は緑、葉柄の色は

淡紅、成葉の下面葉脈間、下面主脈上及び葉柄の綿毛の密度は無～極粗、中肋に対する

葉柄の長さの比及び葉柄の太さは中である。穂梗の太さは中、長さは長、色は淡紅であ

る。果房の形は有岐円錐、大きさはかなり大、長さは長、着粒の粗密、果梗の太さ及び

長さは中、色は黄緑である。果粒の形は短楕円、大きさはかなり大、果皮の色は赤、果

粉の多少、果皮の厚さ及び果皮と果肉の分離性は中、果肉の色は不着色、肉質は崩壊性、

甘味は高、酸味及び渋味は少、香気は無、果汁の多少は少、種子の数は中、形は長、大

きさは大である。発芽期は早、開花期及び成熟期は中で育成地においては８月中旬であ
る。果実の着色の難易は散光着色、花振いの多少はやや少、無核果粒の混入は少、裂果

の多少は無～極少、果梗の強さはやや強、果梗と果粒の分離はやや難である。

「ベニバラード」及び「ヤトミ ローザ」と比較して、果皮と果肉の分離性が易であ

ること、種子が大きいこと、成熟期が晩いこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

米山孝之 山梨県甲府市落合町１２５４番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所
米山孝之 山梨県甲府市落合町１２５４番地

７ 出願公表の年月日 平成１６年１２月１７日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成９年に育成者のほ場（山梨県甲府市）において 「バラード」に、

「京秀」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続

し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「紅房」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４１８９号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

おうとう 甲斐オウ果１（かいおうか１）

３ 登録品種の特性の概要

、 、この品種は 「高砂」に「佐藤錦」を交配して育成されたものであり、果形が短心臓

大きさが中、果皮色が帯赤黄斑の育成地（山梨県山梨市）では５月下旬に成熟する甘果

おうとうである。

樹姿は中間、樹の大きさは中、樹勢はやや強である。枝梢の太さは中、節間長は短、

枝梢の色は濃赤褐、皮目の形は楕円、大きさは大、密度は中、芽の形は鈍である。葉形

は短楕円、大きさは中、色は緑、蜜腺の形は球腎である。花の大きさは中、小花数の多

少はやや少、花弁の形は楕円、大きさは中、色は白、雌ずいの数は１、健否は健、花粉

の多少は有、がく筒の形は鐘、がくの色は淡緑である。果梗の長さは極長、果実の外観

は短心臓、果頂部の形は凹、凹及び梗あの深さは浅、広さ及び果実の大きさは中、果皮

の色は帯赤黄斑、着色は中である。切った直後の果肉色は乳白、果肉内及び核周囲の着

色は無、果肉の硬さは軟、果汁の多少は多、甘味は中、酸味は少、渋味、苦味及び香気

は無である。核と果肉の粘離は粘核、核の形は円、大きさは中、色は淡褐である。成熟

期は満開から51～55日で育成地においては５月下旬、結果性は中、生理落果の多少及び

裂果性は少である。

「佐藤錦」と比較して、果梗が長いこと、核の形が円であること等で 「高砂」と比、

較して、果梗が長いこと、果実が大きいこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

山梨県 山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

富田晃 山梨県大月市梁川町網の上５３４－１

雨宮秀仁 山梨県山梨市万力１０９０ パークサイドハウスＡ３０１

竹下政春 山梨県笛吹市春日居町加茂１０３

丹沢隆 山梨県山梨市中村３７３

猪股雅人 山梨県韮崎市穂坂町上今井３１０１

手塚誉裕 山梨県山梨市七日市場１１６９－２

飯島光夫 山梨県山梨市小原東１７０－１

窪田友幸 山梨県甲斐市島上条４３７

佐藤俊彦 山梨県山梨市上石森２３９



山田喜和 山梨県山梨市東９０１

遠藤久 山梨県南アルプス市山寺１２１７

櫻井健雄 山梨県甲府市桜井町９６１－１

小柳津和佐久 山梨県山梨市一丁田中１３０２－２４

菊島昭子 山梨県笛吹市一宮町中尾９７５

片岡一恵 埼玉県さいたま市緑区太田窪１－１７－１８

今井由里 山梨県甲府市大和町１－３６

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、昭和62年に山梨県果樹試験場（山梨県山梨市）において 「高砂」に、

「佐藤錦」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継

続し、平成15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「富士あかね」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４１９０号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

きんぎょそう テリーナ ホワイト

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統の自然交雑実生から選抜して育成されたものであ

り、花は上唇弁上部及び中央部が黄白の地色に赤紫色の条が入り、下唇弁先端部が黄白

の地色に鮮赤紫色の条が入る鉢物及び花壇向きの品種である。

草型はⅤ型、草丈は極低である。茎の太さはかなり細、色は穏黄緑（JHS カラーチャ

ート3514 、毛の多少は多、分枝性は少、節間長はやや短である。葉形はⅢ型、葉長は）

かなり短、葉幅はやや狭、葉の緑色の程度は中、アントシアニン及び斑入りの有無は無、

葉柄の長さはやや長、葉の着生角度は斜上である。花穂の形は粗、花穂長はかなり短、

花間長はやや長、花形は普通型、花の縦径はやや短、横径はかなり短、長さはやや短、

花冠筒部の長さはやや短、幅はかなり狭である。上唇弁上部及び中央部の色は黄白（同

3301）の地色に赤紫（同9508）の条が入る、底部中央部の色は淡紫ピンク（同9202）の

地色に赤紫（同9508）の条が入る、下唇弁先端部の色は黄白（同3301）の地色に鮮赤紫

（同9507）の条が入る、中央部の色は黄白（同3101 、底部の色は浅緑黄（同2703 、花） ）

冠筒部の色は黄白（同3101）の地色に鮮赤紫（同9507）の条が入るである。上唇弁及び

下唇弁の形は狭、花弁数は一重、花柄の長さはやや長、太さはかなり細、色は無、１花

穂当たり花らい数はやや少である。

「Ｆ１フローラルシャワー ホワイト」と比較して、草型がＶ型であること、上唇弁

上部及び中央部の色が黄白の地色に赤紫の条が入ること、上唇弁の形が狭いこと等で区

別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

鬼頭和美 静岡県伊豆の国市古奈６１５－１

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

鬼頭和美 静岡県伊豆の国市古奈６１５－１

７ 出願公表の年月日 平成１６年４月７日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成12年に育成者の温室（静岡県田方郡函南町）において、育成者所有

の育成系統の自然交雑実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、

15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４１９１号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

きんぎょそう テリーナ レッド

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統の自然交雑実生から選抜して育成されたものであ

り、花は上唇弁上部が鮮赤紫色、中央部が鮮赤紫の地色に暗紅色の条が入り、下唇弁先

端部が鮮赤紫色、中央部が濃紫赤色の鉢物及び花壇向きの品種である。

草型はⅤ型、草丈は極低である。茎の太さはかなり細、色は穏黄緑（JHS カラーチャ

ート3514 、毛の多少は多、分枝性は中、節間長はやや短である。葉形はⅢ型、葉長は）

短、葉幅はやや狭、葉の緑色の程度は中、アントシアニン及び斑入りの有無は無、葉柄

の長さは長、葉の着生角度は斜上である。花穂の形は粗、花穂長はかなり短、花間長は

長、花形は普通型、花の縦径は中、横径は短、長さはやや短、花冠筒部の長さはやや短、

幅はかなり狭である。上唇弁上部の色は鮮赤紫（同9507 、中央部の色は鮮赤紫（同）

9507）の地色に暗紅（同0110）の条が入る、底部中央部の色は明赤紫（同9506）の地色

に濃紅（同0109）の条が入る、下唇弁先端部の色は鮮赤紫（同9507 、中央部の色は濃）

紫赤（同9709 、底部の色は赤（同0414）の地色に中心部に鮮橙黄（同2205）が入る、）

花冠筒部の色は鮮紫ピンク（同9204）である。上唇弁の形は狭、下唇弁の形は中、花弁

数は一重、花柄の長さはやや短、太さはかなり細、色は有、１花穂当たり花らい数はや

や少である。

「Ｆ１パレット パープルローズ」と比較して、草型がＶ型であること、上唇弁の形

が狭いこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

鬼頭和美 静岡県伊豆の国市古奈６１５－１

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

鬼頭和美 静岡県伊豆の国市古奈６１５－１

７ 出願公表の年月日 平成１６年４月７日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成12年に育成者の温室（静岡県田方郡函南町）において、育成者所有

の育成系統の自然交雑実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、

15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４１９２号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

きんぎょそう テリーナ イエロー

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統の自然交雑実生から選抜して育成されたものであ

り、花は上唇弁上部が淡黄緑の地色に濃赤紫色の条が入り、中央部が黄白の地色に濃赤

紫色の条が入り、下唇弁先端部及び中央部が淡黄緑色の鉢物及び花壇向きの品種である。

草型はⅤ型、草丈は極低である。茎の太さはかなり細、色は穏黄緑（JHS カラーチャ

ート3514 、毛の多少は多、分枝性は中、節間長はやや短である。葉形はⅢ型、葉長は）

かなり短、葉幅は狭、葉の緑色の程度は中、アントシアニン及び斑入りの有無は無、葉

柄の長さはやや長、葉の着生角度は斜上である。花穂の形は粗、花穂長は短、花間長は

極長、花形は普通型、花の縦径は中、横径は短、長さは中、花冠筒部の長さは中、幅は

やや狭である。上唇弁上部の色は淡黄緑（同3102）の地色に濃赤紫（同9509）の条が入

る、中央部及び底部中央部の色は黄白（同3101）の地色に濃赤紫（同9509）の条が入る、

下唇弁先端部及び中央部の色は淡黄緑（同3102 、底部の色は明黄緑（同3104 、花冠筒） ）

部の色は黄白（同3101）の地色に鮮紫ピンク（同9504）の条が入るである。上唇弁の形

は狭、下唇弁の形は中、花弁数は一重、花柄の長さはやや短、太さはかなり細、色は無、

１花穂当たり花らい数はやや少である。

「Ｆ１フローラルシャワー イエロー」と比較して、草型がＶ型であること、上唇弁

上部の色が淡黄緑の地色に濃赤紫の条が入ること、上唇弁の形が狭いこと等で区別性が

認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

鬼頭和美 静岡県伊豆の国市古奈６１５－１

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

鬼頭和美 静岡県伊豆の国市古奈６１５－１

７ 出願公表の年月日 平成１６年４月７日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成12年に育成者の温室（静岡県田方郡函南町）において、育成者所有

の育成系統の自然交雑実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、

15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４１９３号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
パンジー キービバル

３ 登録品種の特性の概要
この品種は、出願者所有の育成系統を母系、父系とする交雑品種であり、性状は斜上

性、花色は複色で上弁は濃紫赤の地色に淡緑黄色の覆輪が入る、側弁は淡緑黄の地色に
濃紫赤色の覆輪及び暗紫色の條線が入る、唇弁は浅緑黄の地色に濃赤紫色のブロッチ、
濃紫赤色の覆輪及び暗紫色の條線が入る鉢物及び花壇向きの品種である。
性状は斜上性、株の高さは低、広がり及び分枝性は中である。葉の全形は卵形、葉先

の形は凹形、葉の基部の形は鈍形、葉縁の形は浅裂、葉の長さは短、幅は中、斑の有無
は無、葉柄長及びたく葉の長さは短である。花柄の長さは短、太さは細、花型は円形、
花の向きは横、縦経は小、横経は極小、花弁数は一重、花色は複色、上弁の形は楕円形、
大きさは小、単・複色は複色（２色 、地色は濃紫赤（JHS カラーチャート9709 、覆輪） ）
の色は淡緑黄（同2903）である。側弁の形は円形、大きさは非常に小、単・複色は複色
（２色 、地色は淡緑黄（同2903 、覆輪の色は濃紫赤（同9709 、條線の色は暗紫（同） ） ）
8609）である。唇弁の形は楕円形、大きさは非常に小、単・複色は複色（２色 、地色）
は浅緑黄（同2904 、ブロッチの色は濃赤紫（同9509 、大きさはかなり小、覆輪の色は） ）
濃紫赤（同9709 、條線の色は暗紫（同8609）である。目の色は鮮橙黄（同2205 、大き） ）
さは大である。弁の厚さ及び開花数は中、香りの強さは無である。開花の早晩は極早生
である。
「Ｆ１スキッピーバイオレットウイング」と比較して、葉先の形が凹形であること、

上弁の地色が濃紫赤であること、側弁の地色が淡緑黄であること等で区別性が認められ
る。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
キーフト ブルームザーデン社
オランダ王国 １６０７ＭＮ フェンハイゼン エルバウェッヒ ３５

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所
レオ ホーヘンドールン
オランダ王国 ３３４２ＬＤ Ｈ．Ｉ． アンバフト ランゲウェッヒ ７９

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要
この品種は、出願者所有の育成系統を母系及び父系とする交雑品種であり、1998年に

出願者のほ場（オランダ王国）において、交配組合せ検定試験及び特性の調査を開始し、
2002年に目標とする特性であることを確認して育成を完了したものである。
なお、出願時の名称は「ＨＷ１６／９９」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４１９４号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

トレニア ダントリオムーン

３ 登録品種の特性の概要

、 、この品種は 「DANTMOON」に「クラウンミックス」を交配して育成されたものであり

花は唇弁が濃赤味紫色、筒部が明紫色で、中輪の鉢物向きの品種である。

草型は横張り性、草丈はやや低である。茎の太さは太、アントシアンの発色は中、毛

の多少は少、分枝性は中、節間長はやや短である。葉の形は広卵形、葉長はやや長、葉

幅はやや広、葉柄の太さはやや太、長さはやや長である。花序は頂えき性、花形は縦長

形、花径は中、花筒長はやや長である。唇弁の色は濃赤味紫（JHS カラーチャート

8907 、筒部の色は明紫（同8604 、唇弁の花色のパターンは均一に着色、ブロッチの有） ）

無は有、上唇弁の波打ちの程度は強である。がくの切れ込みの形は深く２裂、長さはや

や短、雄ずいのアントシアンの発色は淡、距の有無は有、花柄の太さはやや太、長さは

やや短、花穂形成の有無は無である。

「サンレニラム」と比較して、唇弁の色が濃赤味紫であること、ブロッチが有ること

等で 「ダントプール」と比較して、上唇弁及び側弁の色が濃赤味紫であること、唇弁、

の花色のパターンが均一に着色すること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ダンジガー ダン フラワー ファーム

イスラエル国 モシャブ ミシマ ハシバ ５０２９７

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

ガブリエル ダンジガー イスラエル国 モシャブ ニールーズイ

７ 出願公表の年月日 平成１６年２月３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2000年に出願者のほ場（イスラエル国）において 「DANTMOON」に「ク、

ラウンミックス」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調

査を継続し、2002年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものであ

る。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４１９５号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

バーベナ オキセーナ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は鮮
赤色で平咲き、大輪の鉢物及び花壇向きの品種である。

草姿はほふく、株の広がり及び高さは中である。茎の太さは中、アントシアンの発色
の有無は有、毛の多少は中、とげの有無は無、分枝性は中、地下ほふく性は無、節間長
は中である。葉序は対生、葉身の形はⅡ型、葉身の切れ込みの有無は有、程度は中、葉

長及び葉幅は中、葉色は緑、毛の多少は少、葉柄の有無は有、太さ及び長さは中である。
花房の形はⅢ型、花穂長は短、花穂径は中、花の向きは上向き、花形は平咲き、花径は

） 、大、花筒長は中、花色は鮮赤（JHS カラーチャート0407 、花弁中央部の目の有無は無

絞り及びぼかしの有無は無、花弁の重なりは閉じる、裂片の欠刻の有無は有、花弁数は
中、がくの切れ込みの有無は有、長さは長、先端部のアントシアンの有無は有、雌ずい

の形は２裂、雄ずいの数は中、葯先端部の色は紫、花柄の太さは細、長さは中、花数は
やや少、花の香りは無である。
「クレオパトラレッド」と比較して、葉身の切れ込みが深いこと、花色が鮮赤である

こと等で 「ブレーズ」と比較して、葉身に切れ込みがあること、花色が鮮赤であるこ、
と等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
シンジェンタシーズ ビーヴィ
オランダ王国 １６０１ＢＫ エンクハウゼン ウエステインデ ６２

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所
Ｈ．Ａ．Ｍ．デュリセン

オランダ王国 １６０２ＨＢ エンクフイゼン セインデルスロート ２５
ハル ステムケンス

アメリカ合衆国 カリフォルニア ９５０３７ モルガンヒル オークグレンアベ
ニュー １５６７５＃Ｃ

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1997年に出願者の温室（オランダ王国）において、出願者所有の育成系
統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら、特性の調査を継

続し、2000年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４１９６号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

バーベナ デュルセーナ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は明
紫色で平咲き、大輪の鉢物及び花壇向きの品種である。

草姿は中間、株の広がり及び高さは中である。茎の太さは中、アントシアンの発色の
有無は有、毛の多少は中、とげの有無は無、分枝性はやや少、地下ほふく性は無、節間
長は中である。葉序は対生、葉身の形はⅠ型、葉身の切れ込みの有無は有、程度は中、

葉長は短、葉幅は中、葉色は緑、毛の多少は中、葉柄の有無は有、太さ及び長さは中で
ある。花房の形はⅢ型、花穂長は短、花穂径は中、花の向きは上向き、花形は平咲き、
花径は大、花筒長は中、花色は明紫（JHS カラーチャート8604 、花弁中央部の目の有）

無は有、大きさは小、絞り及びぼかしの有無は無、花弁の重なりは開く、裂片の欠刻の
有無は有、花弁数は中、がくの切れ込みの有無は有、長さは長、先端部のアントシアン

の有無は有、雌ずいの形は２裂、雄ずいの数は中、葯先端部の色は黄緑、花柄の太さは
細、長さ及び花数は中、花の香りは無である。
「サンマレフ ＴＰ－Ｌ」と比較して、草姿が中間であること、葉身の切れ込みが浅

いこと等で 「レインボーカーペット・ラベンダー」と比較して、株の広がりが小さい、
こと、葉身の切れ込みが浅いこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
シンジェンタシーズ ビーヴィ
オランダ王国 １６０１ＢＫ エンクハウゼン ウエステインデ ６２

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所
Ｈ．Ａ．Ｍ．デュリセン

オランダ王国 １６０２ＨＢ エンクフイゼン セインデルスロート ２５
ハル ステムケンス

アメリカ合衆国 カリフォルニア ９５０３７ モルガンヒル オークグレンアベ
ニュー １５６７５＃Ｃ

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1997年に出願者の温室（オランダ王国）において、出願者所有の育成系
統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら、特性の調査を継

続し、2000年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４１９７号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

バーベナ ウスベナル５

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の実生種に育成者所有の野生種を交配して育成されたもので

あり、花は鮮赤紫色で平咲き、大輪の鉢物向きの品種である。

草姿は中間、株の広がりは大、高さは高である。茎の太さは中、アントシアンの発色

の有無は有、毛の多少は中、とげの有無は無、分枝性はやや多、地下ほふく性は無、節

間長は中である。葉序は対生、葉身の形はⅡ型、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形

は鋸歯状、葉長は中、葉幅は広、葉色は緑、毛の多少は中、葉柄の有無は有、太さ及び

長さは中である。花房の形はⅢ型、花穂長は短、花穂径は大、花の向きは上向き、花形

は平咲き、花径は大、花筒長は長、花色は鮮赤紫（JHS カラーチャート9507 、花弁中）

央部の目、絞り及びぼかしの有無は無、花弁の重なりは重なる、裂片の欠刻の有無は有、

花弁数は中、がくの切れ込みの有無は有、長さは長、先端部のアントシアンの有無は有、

雌ずいの形は２裂、雄ずいの数は中、葯先端部の色は紫、花柄の太さ及び長さは中、花

数はやや多、花の香りは無である。

「サンマリワバ」と比較して、葉身の形がⅡ型であること、花色が鮮赤紫であること

等で 「サンビバロ」と比較して、葉縁の形が鋸歯状であること、花色が鮮赤紫である、

こと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

プラント ２１ ＬＬＣ

アメリカ合衆国 カリフォルニア ９２００３ ボンソール アクドクト ロード

３２１４９

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

坂崎潮 滋賀県彦根市平田町６１４番地の１５

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成11年に育成者の温室（滋賀県彦根市）において、育成者所有の実生

種に育成者所有の野生種を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら、

特性の調査を継続し、14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したも

のである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４１９８号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

バーベナ ウスベナル１７

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の実生種に育成者所有の野生種を交配して育成されたもので

あり、花は開花初期が明紫赤色、後期が鮮紫ピンク色、平咲きで大輪の鉢物向きの品種

である。

草姿はほふく、株の広がりは大、高さは高である。茎の太さは中、アントシアンの発

色の有無は有、毛の多少は中、とげの有無は無、分枝性は中、地下ほふく性は無、節間

長は中である。葉序は対生、葉身の形はⅡ型、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形は

鋸歯状、葉長は中、葉幅は広、葉色は濃緑、毛の多少は中、葉柄の有無は有、太さ及び

長さは中である。花房の形はⅢ型、花穂長は短、花穂径は大、花の向きは上向き、花形

は平咲き、花径は大、花筒長は長、花色は開花初期が明紫赤（JHS カラーチャート

9706 、後期が鮮紫ピンク（同9705 、花弁中央部の目、絞り及びぼかしの有無は無、花） ）

弁の重なりは重なる、裂片の欠刻の有無は有、花弁数は中、がくの切れ込みの有無は有、

長さは長、先端部のアントシアンの有無は無、雌ずいの形は２裂、雄ずいの数は中、葯

先端部の色は紫、花柄の太さ及び長さは中、花数はやや少、花の香りは無である。

「サンマリロ」及び「クォーツ バーガンディー」と比較して、葉幅が広いこと、が

くの先端部のアントシアンが無いこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

プラント ２１ ＬＬＣ

アメリカ合衆国 カリフォルニア ９２００３ ボンソール アクドクト ロード

３２１４９

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

坂崎潮 滋賀県彦根市平田町６１４番地の１５

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成11年に育成者の温室（滋賀県彦根市）において、育成者所有の実生

種に育成者所有の野生種を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら、

特性の調査を継続し、14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したも

のである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４１９９号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

バーベナ ウスベナル２１

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の実生種に育成者所有の野生種を交配して育成されたもので
あり、花は開花初期が鮮赤紫色、後期が鮮紫ピンク色、平咲きで大輪の鉢物向きの品種

である。
草姿は中間、株の広がり及び高さは中である。茎の太さは中、アントシアンの発色の

有無は有、毛の多少は中、とげの有無は無、分枝性はやや多、地下ほふく性は無、節間

長は長である。葉序は対生、葉身の形はⅡ型、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形は
鋸歯状、葉長及び葉幅は中、葉色は緑、毛の多少は中、葉柄の有無は有、太さ及び長さ
は中である。花房の形はⅢ型、花穂長は短、花穂径は中、花の向きは上向き、花形は平

咲き、花径は大、花筒長は長、花色は開花初期が鮮赤紫（JHS カラーチャート9207 、）
後期が鮮紫ピンク（同9204 、花弁中央部の目、絞り及びぼかしの有無は無、花弁の重）

なりは開く、裂片の欠刻の有無は有、花弁数は中、がくの切れ込みの有無は有、長さは
長、先端部のアントシアンの有無は無、雌ずいの形は２裂、雄ずいの数は中、葯先端部
の色は紫、花柄の太さは細、長さは中、花数はやや多、花の香りは無である。

「サンビバロ」と比較して、葉縁の形が鋸歯状であること、花筒長が長いこと、がく
の先端部のアントシアンが無いこと等で 「ガーデンビーナスローズ」と比較して、花、
房の形がⅢ型であること、花筒長が長いこと、がくの先端部のアントシアンが無いこと

等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

プラント ２１ ＬＬＣ
アメリカ合衆国 カリフォルニア ９２００３ ボンソール アクドクト ロード
３２１４９

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

坂崎潮 滋賀県彦根市平田町６１４番地の１５

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要
この品種は、平成11年に育成者の温室（滋賀県彦根市）において、育成者所有の実生

種に育成者所有の野生種を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら、
特性の調査を継続し、14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したも

のである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２００号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

バーベナ ウスベナル２５

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の実生種に育成者所有の野生種を交配して育成されたもので

あり、花は鮮紫色で外反咲き、大輪の鉢物向きの品種である。

草姿は中間、株の広がり及び高さは中である。茎の太さは中、アントシアンの発色の

有無は有、毛の多少は中、とげの有無は無、分枝性は中、地下ほふく性は無、節間長は

中である。葉序は対生、葉身の形はⅡ型、葉身の切れ込みの有無は有、程度はかなり浅、

葉縁の形は鋸歯状、葉長及び葉幅は中、葉色は緑、毛の多少は中、葉柄の有無は有、太

さ及び長さは中である。花房の形はⅡ型、花穂長は中、花穂径は大、花の向きは上向き、

花形は外反咲き、花径は大、花筒長は長、花色は鮮紫（JHS カラーチャート8606 、花）

弁中央部の目、絞り及びぼかしの有無は無、花弁の重なりは開く、裂片の欠刻の有無は

有、花弁数は中、がくの切れ込みの有無は有、長さは長、先端部のアントシアンの有無

は有、雌ずいの形は２裂、雄ずいの数は中、葯先端部の色は紫、花柄の太さ、長さ及び

花数は中、花の香りは無である。

「サンマリバ」と比較して、花房の形がⅡ型であること、花形が外反咲きであること、

花弁中央部の目がないこと等で 「ガーデンビーナスパープル」と比較して、花房の形、

がⅡ型であること、花穂径が大きいこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

プラント ２１ ＬＬＣ

アメリカ合衆国 カリフォルニア ９２００３ ボンソール アクドクト ロード

３２１４９

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

坂崎潮 滋賀県彦根市平田町６１４番地の１５

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成11年に育成者の温室（滋賀県彦根市）において、育成者所有の実生

種に育成者所有の野生種を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら、

特性の調査を継続し、14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したも

のである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２０１号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

スイトピー 歌姫（うたひめ）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ロイヤルネイビーブルー」に「ダイアナ」を交配して育成されたもの、

であり、花は旗弁が鮮紅色、翼弁が鮮紫赤色で冬咲き性の切花向きの品種である。

草型は高性、茎の最小径は太、最大径は極太、アントシアンの発現の有無は無、第一

次分枝の発達程度は少、節間長は長である。複葉対数は１、葉型は広卵形、波打の程度

は中、着葉角度は斜上、葉長は長、葉幅はやや広、たく葉の大きさ及び色は中、ふ入り

葉の有無は無、葉柄着生部の色は有、葉柄の長さはやや長である。花の着生密度は中、

向きは斜上、花形はオープン、花径及び旗弁長は中、幅はやや広、翼弁長、翼弁幅、舟

弁長及び舟弁幅は中、花弁の斑紋の有無は無、旗弁上部及び中央部の色は鮮紅（JHS カ

ラーチャート0107 、旗弁下部及び翼弁上部の色は鮮紫赤（同9707 、翼弁中央部の色は） ）

明赤紫（同9506 、翼弁下部の色は淡紫ピンク（同9202 、舟弁上部の色は明赤紫（同） ）

9206）舟弁中央部の色は鮮紫ピンク（同9204）舟弁下部の色は黄白（同3101 、旗弁の）

形は全縁、翼弁の内曲は弱、旗弁の数は１、翼弁の数は２、がくの形は鐘状、大きさは

中、色及び雌ずいの有無は有、雄ずいの数は10、花柄の太さ、小花柄の太さ、花柄の長

さ、小花柄の長さ、一花房当たりの花数及び香りは中である。開花の習性は冬咲き性、

冬咲き性の開花期の早晩は中である。

「ダイアナ」及び「さむかわサン」と比較して、旗弁上部及び中央部の色が鮮紅であ

ること、翼弁上部の色が鮮紫赤であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

宮崎県 宮崎県宮崎市橘通東２丁目１０番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

八反田憲生 宮崎県東諸県郡高岡町上倉永５８番地

中村薫 宮崎県宮崎郡佐土原町大字下田島１１７０２番地の１１

日野宏俊 宮崎県宮崎市大字島之内３４番地の７ フレグランスタウン住吉

８番館２０２号

柴田和美 宮崎県宮崎市大字塩路２７８１－２３

郡司定雄 宮崎県児湯郡新富町新田７０２９番地

村田壽夫 宮崎県宮崎市大塚台西二丁目２０番７号

富永寛 宮崎県宮崎市下北方町戸林５３０１番地



高橋英生 宮崎県宮崎郡佐土原町大字下田島１９６５０

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成２年に宮崎県総合農業試験場（宮崎郡佐土原町）において 「ロイ、

ヤルネイビーブルー」に「ダイアナ」を交配し、その実生の中から選抜、以後、固定を

図りながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を

完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２０２号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

カランコエ セリーン

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「リート」どうしを交配して育成されたものであり、花は明赤橙色の筒、

形で中輪の鉢物向きの品種である。

草型は直立、葉部の高さはやや高、草丈は高、株幅は広、茎の毛及び木質化は無で

ある。葉の全形は楕円形、葉身長は長、葉幅は広、葉の表面の色は暗黄緑（JHS カラー

チャート3508)、葉の表面の赤色の着色は無、厚さは薄、鋸歯は有、形は重円鋸歯、葉

先の形は円頭、葉脚の基部の形は鈍形である。花序の長さは中、花数は少、最大幅及び

最小幅は狭、花軸の色は浅黄緑（同3109 、花の向きは上向き、直径は中、形は筒形で）

ある。花筒の長さは中、外面の色は淡黄緑（同3102）の地色に明紅（同0106）のぼかし

が入る、内面の色は淡緑黄(同2702)の地色に穏黄ピンク（同1010）のぼかしが入る、花

冠の裂片の数は４片のみ、先端の形は突形、長さは大、幅は中、内面の色は明赤橙（同

1005)、外面の色は濃ピンク（同0405 、反り方は無である。がくの形は披針形、開き方）

は開花後も開かず、長さは中、開花の早晩は早である。

「リート」と比較して、葉の表面の赤色の着色が無いこと、花軸の色が浅黄緑である

こと等で 「ＪＥＰソフィ」と比較して、葉の表面の赤色の着色が無いこと、花冠裂片、

の内面の色が明赤橙であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

クヌート イェプセン ａ／ｓ

デンマーク王国 ８３８２ ヒンナラップ ノーリング ダムスブローヴェイ ５

３

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

クヌート イェプセン

デンマーク王国 ８３８２ ヒンナラップ ボーフィンクヴェイ ２８

７ 出願公表の年月日 平成１６年４月７日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1999年に育成者の温室（デンマーク王国）において 「リート」どうし、

を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2002

年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２０３号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

カランコエ イエロージョセフィン

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ジョセフィン」の枝変わりであり、花は浅黄の地色に明橙のぼかしが、

入る筒形でやや小輪の鉢物向きの品種である。

草型は直立、葉部の高さは中、草丈はやや高、株幅は広、茎の毛及び木質化は無であ

る。葉の全形は楕円形、葉身長及び葉幅は中、葉の表面の色は穏黄緑（JHS カラーチャ

ート3514)、葉の表面の赤色の着色は無、厚さは薄、鋸歯は有、形は重円鋸歯、葉先の

形は円頭、葉脚の基部の形は楔形である。花序の長さは中、花数は少、最大幅は中、最

小幅は狭、花の向きは上向き、直径はやや小、形は筒形である。花筒の長さはやや短、

外面の色は淡緑黄（同2702 、内面の色は淡緑黄（同2903 、花冠の裂片の数は４片のみ、） ）

、先端の形は微突形、長さ及び幅は中、内面の色は浅黄（同2504)で基部が明橙(同1304)

外面の色は淡黄（同2503 、反り方はやや反転である。がくの形は披針形、開き方は蕾）

時より開く、長さは中、開花の早晩は晩である。

「ゲーテ」及び「リッジ」と比較して、花冠の裂片の内面の色が浅黄で基部が明橙で

あること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

クヌート イェプセン ａ／ｓ

デンマーク王国 ８３８２ ヒンナラップ ノーリング ダムスブローヴェイ ５

３

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

クヌート イェプセン

デンマーク王国 ８３８２ ヒンナラップ ボーフィンクヴェイ ２８

７ 出願公表の年月日 平成１６年４月７日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は2001年に育成者の温室（デンマーク王国）において 「ジョセフィン」の、

枝変わりを発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2002年にその特性が安

定していることを確認して育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２０４号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

カランコエ ダークコーラ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「コーラ」の枝変わりであり、花は明紫赤色の筒形で中輪の鉢物向きの、

品種である。

草型は直立、葉部の高さはやや高、草丈は高、株幅は広、茎の毛及び木質化は無であ

る。葉の全形は卵形、葉身長は長、葉幅は広、葉の表面の色は穏黄緑（JHS カラーチャ

、ート3513)、葉の表面の赤色の着色は無、厚さは薄、鋸歯は有、形は円鋸歯、深さは中

葉先の形は円頭、葉脚の基部の形は円形である。花序の長さ、花数及び最大幅は中、最

小幅は狭、花軸の色は穏緑黄（同2711 、花の向きは上向き、直径は中、形は筒形であ）

る。花筒の長さは中、外面の色は赤（同0414 、内面の色は淡紫ピンク（同9502 、花冠） ）

の裂片の数は４片のみ、先端の形は突形、長さは大、幅は広、内面の色は明紫赤（同

9706)、外面の色は鮮紫ピンク（同9704 、反り方はやや反転である。がくの形は披針形、）

開き方は開花後も開かず、長さは中、色は浅黄緑（同3503）で先端が浅紅（同0107 、）

開花の早晩は早である。

「パープルジャクリーン」と比較して、花軸の色が穏緑黄であること、がくの色が浅

黄緑で先端が浅紅色であること等で 「グウェン」と比較して、葉の鋸歯が深いこと、、

花冠裂片の幅が広いこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

クヌート イェプセン ａ／ｓ

デンマーク王国 ８３８２ ヒンナラップ ノーリング ダムスブローヴェイ ５

３

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

クヌート イェプセン

デンマーク王国 ８３８２ ヒンナラップ ボーフィンクヴェイ ２８

７ 出願公表の年月日 平成１６年４月７日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2000年に育成者の温室（デンマーク王国）において 「コーラ」の枝変、

わりを発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2002年にその特性が安定し

ていることを確認して育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２０５号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

きく グルービー

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「デッカーヨーコ」に出願者所有の育成系統を交配して育成されたもの、

であり、花は淡黄緑色のかなり小輪で切花向きの品種である。

開花時の草丈及び節間長はやや短、茎の太さは細、色は緑である。たく葉の大きさは

中、葉の着き方は上向き、葉長は短、葉幅は中、葉の縦横比はやや小、光沢は弱、一次

欠刻の深さはやや浅、基部の形は平、表面の色は中である。花房の形は円錐形、花の数
はやや少、舌状花の重ねは八重、花の大きさはかなり小、厚みはかなり低、花首の長さ

はやや長、花たくの形は平らなドーム状である。舌状花の多少はやや少、向きは水平、

主要な形は平弁、２次的な形は樋弁、花筒部の長さはかなり短である。外花弁の長さは

かなり短、幅はかなり狭、花弁先端の形は丸、舌状花表面の色の分布状態は均一、外花

弁表面の色は淡黄緑（JHS カラーチャート3102 、外花弁裏面、内花弁表面及び裏面の）

色は黄白（同3101）である。管状花の花冠の深裂の程度は小である。周年生産品種の到

花週数は8.0週である。

「セイチコ」及び「ヨエッジ」と比較して、花たくの形が平らなドーム状であること、

外花弁表面の色が淡黄緑であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

フィデス Ｂ．Ｖ．

オランダ王国 ２６７８ＰＳ デ リエ コールデンホーフェラーレン ６

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

ヨス ケスター

オランダ王国 ３１５１ＸＸ フック ヴァン ホーランド ニューヴランドセポ

ルダウェッヒ １

７ 出願公表の年月日 平成１５年１１月５日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1998年に出願者の温室（オランダ王国）において 「デッカーヨーコ」、

に出願者所有の育成系統を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特

性の調査を継続し、1999年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したも

のである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２０６号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
きく スーパーノオバ

３ 登録品種の特性の概要
この品種は 「バレンシア」に出願者所有の育成系統を交配して育成されたものであ、

り、花は黄白色の大輪で切花向きの品種である。
開花時の草丈はやや長、節間長はやや短、茎の太さはやや細、色は緑である。たく葉

の大きさはやや小、葉の着き方は水平、葉長、葉幅及び葉の縦横比は中、光沢はやや強、
一次欠刻の深さはやや深、基部の形は平、表面の色は中である。花房の形は平形、花の
数はやや少、舌状花の重ねは一重、管状花のタイプはアネモネタイプ、花の大きさは大、
厚みは中、花首の長さは長、花たくの形は平らな円錐状である。舌状花の多少はやや多、
向きは斜上、主要な形はさじ弁、２次的な形は管弁Ⅰ、花筒部の長さはかなり長である。
外花弁の長さはやや長、幅はかなり狭、花弁先端の形は丸、舌状花表面の色の分布状態
は均一、外花弁表面及び裏面の色は黄白（JHS カラーチャート2901）である。花盤の大
きさは極大、未開花部位の色は黄緑、アネモネタイプの丁字状花の形は管状である。周
年生産品種の到花週数は11.0週である。
「ポイント」と比較して、花房の形が平形であること、舌状花の重ねが一重であるこ

と等で 「ベスビオ」と比較して、花房の形が平形であること、舌状花の数が多いこと、
等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
フィデス Ｂ．Ｖ．

オランダ王国 ２６７８ＰＳ デ リエ コールデンホーフェラーレン ６

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所
ヨス ケスター
オランダ王国 ３１５１ＸＸ フック ヴァン ホーランド ニューヴランドセポ
ルダウェッヒ １

７ 出願公表の年月日 平成１６年４月７日

８ 登録品種の育成の経過の概要
この品種は、1998年に出願者の温室（オランダ王国）において 「バレンシア」に出、

願者所有の育成系統を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の
調査を継続し、1999年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したもので
ある。
なお、出願時の名称は「スーパーノバ」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２０７号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

きく スケアリー

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は暗

紅色の小輪で切花向きの品種である。

開花時の草丈及び節間長は中、茎の太さは細、色は緑である。たく葉の大きさは中、

葉の着き方は上向き、葉長はやや短、葉幅は中、葉の縦横比はやや小、光沢は中、一次

欠刻の深さはやや浅、基部の形は平、表面の色は中である。花房の形は凹形、花の数は

少、舌状花の重ねは一重、管状花部のタイプはデイジータイプ、花の大きさは小、厚み

はかなり低、花首の長さは短、花たくの形は盛り上がった円錐状である。舌状花の多少

は少、向きは斜上、主要な形は平弁、花筒部の長さはかなり短である。外花弁の長さは

短、幅はやや狭、花弁先端の形は丸、舌状花表面の色の分布状態は均一、外花弁表面の

色は暗紅（JHS カラーチャート0110 、裏面の色は濃紅（同0108）である。花盤の大き）

さは小、未開花部位の色は黄緑、開花した部位の色は黄、中央暗色スポットは無、管状

花の花冠の深裂の程度は小である。周年生産品種の到花週数は7.5週である。

「セイキャロット」と比較して、外花弁表面の色が暗紅であること、裏面の色が濃紅

であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

フィデス Ｂ．Ｖ．

オランダ王国 ２６７８ＰＳ デ リエ コールデンホーフェラーレン ６

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

ヨス ケスター

オランダ王国 ３１５１ＸＸ フック ヴァン ホーランド ニューヴランドセポ

ルダウェッヒ １

７ 出願公表の年月日 平成１６年４月７日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1999年に出願者の温室（オランダ王国）において、出願者所有の育成系

統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続

し、2000年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２０８号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

きく ノーティー

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「イプスウィッチ」に出願者所有の育成系統を交配して育成されたもの、

であり、花は紫ピンク色のかなり小輪で切花向きの品種である。

開花時の草丈は中、節間長はやや短、茎の太さは細、色は緑である。たく葉の大きさ

は小、葉の着き方は上向き、葉長は短、葉幅はやや狭、葉の縦横比はやや大、光沢は中、

一次欠刻の深さはやや浅、基部の形は凸、表面の色は中である。花房の形は凹形、花の

数はやや多、舌状花の重ねは一重、管状花部のタイプはアネモネタイプ、花の大きさは

かなり小、厚みはかなり低、花首の長さは中、花たくの形は盛り上がったドーム状であ

る。舌状花の多少はやや少、向きは斜上、主要な形は管弁Ⅰ、花筒部の長さは極長であ

る。外花弁の長さはかなり短、幅はかなり狭、花弁先端の形は丸、舌状花表面の色の分

布状態は均一、外花弁表面及び裏面の色は紫ピンク（JHS カラーチャート8903）である。

花盤の大きさは小、未開花部位の色は黄緑、丁字状花の形は管状である。周年生産品種

の到花週数は8.0週である。

「アルバート ヘイン」と比較して、葉の一次欠刻が浅いこと、舌状花の主要な形が

管弁Ⅰであること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

フィデス Ｂ．Ｖ．

オランダ王国 ２６７８ＰＳ デ リエ コールデンホーフェラーレン ６

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

ヨス ケスター

オランダ王国 ３１５１ＸＸ フック ヴァン ホーランド ニューヴランドセポ

ルダウェッヒ １

７ 出願公表の年月日 平成１６年２月３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2000年に出願者の温室（オランダ王国）において 「イプスウィッチ」、

に出願者所有の育成系統を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特

性の調査を継続し、2001年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したも

のである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２０９号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

きく プラノ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は紫

ピンク色の中輪で切花向きの品種である。

開花時の草丈は中、節間長はやや長、茎の太さは細、色は緑である。たく葉の大きさ

は小、葉の着き方は上向き、葉長、葉幅及び葉の縦横比は中、光沢は弱、一次欠刻の深

さは中、基部の形は凸、表面の色は中である。花房の形は平形、花の数はやや少、舌状

花の重ねは八重、花の大きさは中、厚みはかなり低、花首の長さはやや長、花たくの形

は盛り上がった円錐状である。舌状花の多少は少、向きは水平、主要な形は平弁、花筒

部の長さは短である。外花弁の長さはやや短、幅はやや狭、花弁先端の形は丸、舌状花

表面の色の分布状態は均一、外花弁及び内花弁の表面の色は紫ピンク（JHS カラーチャ

ート9203 、裏面の色は淡紫ピンク（同9202）である。管状花の花冠の深裂の程度は小）

である。周年生産品種の到花週数は8.0週である。

「トーラス」及び「ローズコルフ」と比較して、舌状花の重ねが八重であること等で

区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

デッカー ブリーディング社

オランダ王国 １７１１ＲＰ ヘンスブルック ジュリアナウェッヒ ７

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

Ｎ．Ｐ．デッカー

オランダ王国 １７１１ＲＰ ヘンスブルック ジュリアナウェッヒ ８

７ 出願公表の年月日 平成１６年４月７日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1998年に出願者の温室（オランダ王国）において、出願者所有の育成系

統どうし交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、

2000年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２１０号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

きく フロッギー

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「クラウディオ」に「ファニー」を交配して育成されたものであり、花、

は浅黄緑色の小輪で切花向きの品種である。

開花時の草丈は中、節間長はやや長、茎の太さは細、色は緑である。たく葉の大きさ

は中、葉の着き方は上向き、葉長、葉幅及び葉の縦横比は中、光沢は弱、一次欠刻の深

さは中、基部の形は凸、表面の色は中である。花房の形は凹形、花の数はやや少、舌状

花の重ねは露心する八重、花の大きさは小、厚みはかなり低、花首の長さはやや長、花

たくの形は平らな円錐状である。舌状花の多少は少、向きは水平、主要な形は樋弁、花

筒部の長さは短である。外花弁の長さはかなり短、幅はかなり狭、花弁先端の形は丸、

舌状花表面の色の分布状態は均一、外花弁及び内花弁の表面の色は浅黄緑（JHS カラー

チャート3304 、裏面の色は明黄緑（同3305）である。管状花の花冠の深裂の程度は小）

である。周年生産品種の到花週数は8.0週である。

「デッカーヨーコ」と比較して、外花弁表面の色が浅黄緑であること等で 「翠玉」、

と比較して、舌状花の主要な形が樋弁であること、外花弁表面の色が浅黄緑であること

等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

フィデス Ｂ．Ｖ．

オランダ王国 ２６７８ＰＳ デ リエ コールデンホーフェラーレン ６

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

ヨス ケスター

オランダ王国 ３１５１ＸＸ フック ヴァン ホーランド ニューヴランドセポ

ルダウェッヒ １

７ 出願公表の年月日 平成１６年２月３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2000年に出願者の温室（オランダ王国）において 「クラウディオ」に、

「ファニー」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を

継続し、2001年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２１１号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

きく 笑の鏡（しょうのかがみ）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「笑栄」に育成者所有の育成系統を交配して育成されたものであり、花、

は明緑黄色の大輪で切花向きの品種である。

開花時の草丈は極長、節間長は中、茎の太さはやや細、色は緑である。たく葉の大き

さはやや小、たく葉の形は２深裂、葉の着き方は上向き、葉長はやや短、葉幅は中、葉

の縦横比はやや小、光沢は中、一次欠刻の深さはやや深、基部の形は凸、先端部の形は

鈍円、表面の色はやや濃である。側らいの数は無、舌状花の重ねは八重、花の大きさは

大、厚みはやや低、花首の長さは中、花たくの形は盛り上がったド－ム状である。舌状

花の多少は中、向きは斜上、主要な形は舟底弁、花筒部の長さはやや短である。外花弁

の長さ及び幅は中、花弁先端の形は丸、舌状花表面の色の分布状態は均一、外花弁の表

面の色は明緑黄（JHS カラーチャート2705 、裏面の色は明緑黄（同2704）である。生）

態分類型は夏、開花の早晩性はかなり晩である。

「笑の笛」と比較して、葉の先端部の形が鈍円であること、外花弁の表面の色が明緑

黄であること等で 「笑の豊」と比較して、たく葉の形が２深裂であること、葉の基部、

の形が凸であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

小井戸輝雄 長野県松本市元町１丁目１番７号

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

小井戸輝雄 長野県松本市元町１丁目１番７号

７ 出願公表の年月日 平成１６年２月３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成11に育成者のほ場（長野県松本市）において 「笑栄」に育成者所、

有の育成系統を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を

継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２１２号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

きく 笑の宿（しょうのやど）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統に「紅葉山」を交配して育成されたものであり、

花は濃赤紫色のやや大輪で切花向きの品種である。

開花時の草丈は長、節間長は中、茎の太さはやや細、色は緑である。たく葉の大きさ

はやや大、葉の着き方は上向き、葉長は長、葉幅はやや広、葉の縦横比及び光沢は中、

一次欠刻はかなり深、基部の形は平、表面の色は中である。側らいの数は無、舌状花の

重ねは八重、花の大きさはやや大、厚みはやや低、花首の長さは短、花たくの形は盛り

上がったドーム状である。舌状花の多少はやや少、向きは水平、主要な形は舟底弁、２

次的な形はさじ弁、花筒部の長さは短である。外花弁の長さ及び幅は中、花弁先端の形

は丸、舌状花表面の色の分布状態は均一、外花弁表面の色は濃赤紫（JHS カラーチャー

ト9509 、裏面の色は濃紫ピンク（同9213 、内花弁表面の色は濃赤紫（同9509 、裏面） ） ）

の色は穏紫ピンク（同9212 、管状花の花冠の深裂の程度はかなり小である。生態分類）

型は秋、開花の早晩性はかなり早である。

「笑紋」及び「笑琴」と比較して、外花弁及び内花弁の表面の色が濃赤紫であること

等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

小井戸輝雄 長野県松本市元町１丁目１番７号

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

小井戸輝雄 長野県松本市元町１丁目１番７号

７ 出願公表の年月日 平成１６年４月７日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成９年に育成者のほ場（長野県松本市）において、育成者所有の育成

系統に「紅葉山」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調

査を継続し、14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「笑の巴」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２１３号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

きく 笑の天守（しょうのてんしゅ）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「天守閣」の枝変わりであり、花は明緑黄色のやや大輪で切花向きの品、

種である。

開花時の草丈はやや長、節間長及び茎の太さは中、色は緑である。たく葉の大きさは

やや大、葉の着き方は上向き、葉長はやや長、葉幅、葉の縦横比、光沢及び一次欠刻の

深さは中、基部の形は凸、表面の色は濃である。側らいの数は少、舌状花の重ねは八重、

花の大きさはやや大、厚みはやや低、花首の長さはやや短、花たくの形は平らなド－ム

状である。舌状花の多少は少、向きは水平、主要な形は舟底弁、花筒部の長さは極短で

ある。外花弁の長さはやや長、幅は中、花弁先端の形は丸、舌状花表面の色の分布状態

は均一、外花弁の表面の色は明緑黄（JHS カラーチャート2704 、裏面の色は浅緑黄）

（同2703）である。生態分類型は秋、開花の早晩性はやや早である。

「天守閣」及び「笑の輝」と比較して、外花弁の表面の色が明緑黄であること等で区

別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

小井戸輝雄 長野県松本市元町１丁目１番７号

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

小井戸輝雄 長野県松本市元町１丁目１番７号

７ 出願公表の年月日 平成１６年２月３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成11に育成者のほ場（長野県松本市）において 「天守閣」の枝変わ、

りを発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、14年にその特性が安定してい

ることを確認して育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２１４号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

きく コイサークル

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は明

黄色のやや小輪で切花向きの品種である。

開花時の草丈はかなり長、節間長は長、茎の太さは細、色は緑である。たく葉の大き

さはやや小、葉の着き方は上向き、葉長はやや長、葉幅は中、葉の縦横比はやや大、光

沢は中、一次欠刻の深さはやや深、基部の形は凹、表面の色は中、葉裂片縁部の重なり

の程度が平行である。花房の形は円筒、花の数はかなり少、舌状花の重ねは半八重、管

状花部のタイプはデイジ－タイプ、花の大きさはやや小、厚みは中、花首の長さは長、

花たくの形は盛り上がったド－ム状である。舌状花の多少はかなり少、向きは斜上、主

要な形は平弁、花筒部の長さは極短である。外花弁の長さは短、幅は中、花弁先端の形

は丸、舌状花表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色は明黄（JHS カラーチャー

ト2506 、裏面の色は浅緑黄（同2703）である。花盤の大きさは小、未開花部位の色は）

黄緑、デイジータイプ中央暗色スポットは有、中央暗色スポットの花盤に対する大きさ

は小、中央暗色部の色は褐、管状花の花冠の深裂の程度は中である。生態分類型は夏秋、

開花の早晩性は早である。

「コイリニア」と比較して、外花弁の表面の色が明黄であること等で 「コイハッ、

ト」と比較して、葉裂片縁部の重なりの程度が平行であること、花盤の中央暗色スポッ

トが有ること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

小井戸輝雄 長野県松本市元町１丁目１番７号

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

小井戸輝雄 長野県松本市元町１丁目１番７号

７ 出願公表の年月日 平成１６年２月３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成10に育成者のほ場（長野県松本市）において、育成者所有の育成系

統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続

し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２１５号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

きく コイポップス

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「コイディンプル」の枝変りであり、花は濃紫ピンク色の小輪で切花向、

きの品種である。

開花時の草丈は中、節間長はやや長、茎の太さは細、色は緑である。たく葉の大きさ

は中、葉の着き方は上向き、葉長はやや長、葉幅はやや広、葉の縦横比は中、光沢は弱、

一次欠刻の深さは深、基部の形は凹、表面の色は中である。花房の形は凹形、花の数は

少、舌状花の重ねは一重、管状花部のタイプはデイジ－タイプ、花の大きさは小、厚み

はやや低、花首の長さはやや長、花たくの形は盛り上がったド－ム状である。舌状花の

多少はかなり少、主要な形は平弁、花筒部の長さは短である。外花弁の長さは短、幅は

中、花弁先端の形は丸、舌状花表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色は濃紫ピ

ンク（JHS カラーチャート9213 、裏面の色は穏紫ピンク（同9212）である。花盤の大）

きさは小、未開花部位の色は黄緑、開花した部位の色は黄、デイジータイプ中央暗色ス

ポットは有、中央暗色スポットの花盤に対する大きさは大、中央暗色部の色は赤紫、管

状花の花冠の深裂の程度は中である。生態分類型は夏秋、開花の早晩性は早である。

「コイディンプル」と比較して、外花弁の表面の色が濃紫ピンクであること等で、

「コイステージ」と比較して、外花弁の表面の色が濃紫ピンクであること、中央暗色ス

ポットが有ること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

小井戸輝雄 長野県松本市元町１丁目１番７号

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

小井戸輝雄 長野県松本市元町１丁目１番７号

７ 出願公表の年月日 平成１６年２月３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成11に育成者のほ場（長野県松本市）において 「コイディンプル」、

の枝変りを発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定

していることを確認して育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２１６号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

きく コイミリオン

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は赤

紫の地色にピンク白色の爪斑が入る小輪で切花向きの品種である。

開花時の草丈は長、節間長はやや長、茎の太さは中、色は緑と紫及び褐である。たく

葉の大きさは小、葉の着き方は上向き、葉長、葉幅、葉の縦横比及び光沢は中、一次欠

刻の深さは深、基部の形は凹、表面の色は濃である。花房の形は平形、花の数は少、舌

状花の重ねは一重、管状花部のタイプはデイジ－タイプ、花の大きさは小、厚みはかな

り低、花首の長さはやや短、花たくの形は盛り上がった円錐状である。舌状花の多少は

無あるいは極少、舌状花の向きは斜上、舌状花の主要な形は平弁、舌状花の花筒部の長

さは極短である。外花弁の長さは短、幅はやや狭、花弁先端の形は丸、舌状花表面の色

の分布状態は爪斑、外花弁の表面の色は赤紫（JHS カラーチャート9508 、複色の色は）

ピンク白（同9201 、裏面の色は穏紫ピンク（同9212）である。花盤の大きさは小、未）

開花部位の色は黄緑、開花した部位の色は黄、デイジータイプ中央暗色スポットは無、

管状花の花冠の深裂の程度は小である。生態分類型は秋、開花の早晩性はやや早である。

「コイアルファ」と比較して、外花弁の表面の色が赤紫でピンク白の爪斑が入ること

等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

小井戸輝雄 長野県松本市元町１丁目１番７号

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

小井戸輝雄 長野県松本市元町１丁目１番７号

７ 出願公表の年月日 平成１６年２月３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成９に育成者のほ場（長野県松本市）において、育成者所有の育成系

統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続

し、14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２１７号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

カーネーション テラコッタ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統に「コマン」を交配して育成されたものであり、

花は黄ピンクの地色に浅黄橙色のぼかしが入る垂咲で、かなり大輪の切花向きの品種で

ある。

草姿は中間、開花時草丈は極高、節数は中である。茎の長径及び硬さは中、折れの難

易は易、色は灰緑、ろう質の有無は多、立茎数は中、１茎の側芽及び側枝数はやや少、

側枝の着生位置は主に中部、節間長はやや長、最長節間の位置は第３節以下である。葉

全体の形は線形、先端部の形は鋭くとがる、葉巻き程度はよく巻く、最大葉長は中、葉

幅は狭、葉色は濃緑、ろう質は多である。つぼみの形は球形、大きさは大、花の重ねは

八重、上から見た花形は円形、側面から見た花形は垂咲、花径はかなり大、表面の地色

は黄ピンク（JHS カラーチャート1003 、複色模様色は浅黄橙（同1903 、裏面の色は浅） ）

橙（同1302 、色彩模様はぼかし、複色割合は少、花弁の波状程度は波状、鋸歯の深さ）

は浅、数は少、花弁の長さはやや長、幅は広、数はかなり多、ほう葉の形はⅠ型及びⅡ

型、数は４枚、長さはかなり長、がくの形は鐘形、がく筒の色は灰緑、がくの太さは太、

長さは長、花の香りは中である。早晩性は中生である。

「コーピマン」及び「プリメロモカ」と比較して、花色の地色が黄ピンクで、複色模

様色が浅黄橙であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Ｐ．コーイ＆ゾーネン社

オランダ王国 １４３２ＧＰ アールスメール ホーンウェッヒ １３２

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

フランシスカス ヤコブス ヨセフ ファン デル ヘルム

オランダ王国 １４３２ＧＰ アールスメール ホーンウェッヒ １３２

７ 出願公表の年月日 平成１６年２月３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1998年に出願者の温室（オランダ王国）において、出願者所有の育成系

統に「コマン」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査

を継続し、2001年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２１８号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

カーネーション パンプローナ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の無名実生種に「コイネルソン」を交配して育成されたもの

であり、花は明赤色の垂咲で、やや大輪の切花向きの品種である。

草姿は直立、開花時草丈は極高、節数はやや多である。茎の長径、硬さ及び折れの難

易は中、色は灰緑、ろう質の有無は多、立茎数は中、１茎の側芽及び側枝数は少、側枝

の着生位置は主に中上部、節間長は長、最長節間の位置は第５節である。葉全体の形は

線形、先端部の形は鋭くとがる、葉巻き程度は極巻く、最大葉長は長、葉幅は狭、葉色

は濃緑、ろう質は多である。つぼみの形は球形、大きさは大、花の重ねは八重、上から

見た花形は円形、側面から見た花形は垂咲、花径はやや大、花色は明赤（JHS カラーチ

ャート0406 、色彩模様は単一、花弁の波状程度は波状、鋸歯の深さ、数及び花弁の長）

さは中、幅は広、数は極多、ほう葉の形はⅠ型及びⅡ型、数は４枚、長さはやや長、が

くの形は鐘形、がく筒の色は灰緑、がくの太さは太、長さはやや長、花の香りは弱であ

る。早晩性はかなり晩生、がく割れの難易性は難である。

「リカルド」及び「ハイメリカ」と比較して、つぼみの形が球形であること、花弁数

が多いこと等で 「ドゥカティ」と比較して、葉巻き程度が強いこと、早晩性がかなり、

晩生であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Ｐ．コーイ＆ゾーネン社

オランダ王国 １４３２ＧＰ アールスメール ホーンウェッヒ １３２

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

フランシスカス ヤコブス ヨセフ ファン デル ヘルム

オランダ王国 １４３２ＧＰ アールスメール ホーンウェッヒ １３２

７ 出願公表の年月日 平成１６年２月３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1998年に出願者の温室（オランダ国）において、出願者所有の無名実生

種に「コイネルソン」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性

の調査を継続し、2001年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したもの

である。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２１９号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

カーネーション チェリーフルーレット

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「フルーレット」の枝変わりであり、花は明紫赤色の盛咲で、中輪の１、

花茎当たりの花数がやや少、花柄当たりの最多花数が少の切花向きの品種である。

草姿は中間、開花時草丈は極高、節数はやや多である。茎の長径はやや細、硬さは剛、

折れの難易は難、色は灰緑、ろう質の有無は多、立茎数は中、１茎の側芽及び側枝数は

やや少、側枝の着生位置は主に中部、節間長はやや長、最長節間の位置は第５節である。

葉全体の形は線形、先端部の形は鋭くとがる、葉巻き程度は少し巻く、最大葉長は中、

葉幅は狭、葉色は濃緑、ろう質は多である。つぼみの形は楕円形、大きさは中、花の重

ねは八重、上から見た花形は円形、側面から見た花形は盛咲、花径は中、花色は明紫赤

（JHS カラーチャート9706 、色彩模様は単一、花弁の波状程度は波状、鋸歯の深さは）

かなり浅、数は極少、花弁の長さは中、幅はやや狭、数は中、やくの色は無、ほう葉の

形はⅡ型、数は４枚、長さは中、がくの形は鐘形、がく筒の色は緑、がくの太さは中、

長さはやや長、１花茎当たりの花数はやや少、花柄当たりの最多花数は少、花の香りは

中である。開花習性は四季咲き、早晩性は晩生である。

「ラヴィアンローズ」と比較して、１茎の側芽及び側枝数が少ないこと、やくの色が

無いこと等で 「ブレッチ」と比較して、葉巻き程度が弱いこと、つぼみの形が楕円形、

であること、花弁数が多いこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Ｐ．コーイ＆ゾーネン社

オランダ王国 １４３２ＧＰ アールスメール ホーンウェッヒ １３２

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

フランシスカス ヤコブス ヨセフ ファン デル ヘルム

オランダ王国 １４３２ＧＰ アールスメール ホーンウェッヒ １３２

７ 出願公表の年月日 平成１６年２月３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2001年に出願者の温室（オランダ王国）において 「フルーレット」の、

枝変わりを発見し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続

し、2002年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２２０号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

カーネーション サグレス

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「インパルス」に育成者所有の育成系統を交配して育成されたものであ、

り、花は淡黄緑色の垂咲で、かなり大輪の切花向きの品種である。

草姿は中間、開花時草丈は極高、節数はやや少である。茎の長径、硬さ及び折れの難

易は中、色は灰緑、ろう質の有無は多、立茎数は中、１茎の側芽及び側枝数は少、側枝

の着生位置は主に中下部、節間長は長、最長節間の位置は第３節以下である。葉全体の

形は線形、先端部の形は鋭くとがる、葉巻き程度はよく巻く、最大葉長はやや長、葉幅

は中、葉色は濃緑、ろう質は多である。つぼみの形は球形、大きさは大、花の重ねは八

重、上から見た花形は円形、側面から見た花形は垂咲、花径はかなり大、花色は淡黄緑

（JHS カラーチャート3102 、色彩模様は単一、花弁の波状程度は波状、鋸歯の深さは）

やや深、数はやや多、花弁の長さはやや長、幅は広、数はかなり多、ほう葉の形はⅠ型

及びⅢ型、数は４枚、長さは長、がくの形は鐘形、がく筒の色は灰緑、がくの太さは太、

長さは長、花の香りは中である。早晩性は晩生、がく割れの難易性は難である。

「ケイパックス」と比較して、花弁鋸歯の数が多いこと、花弁数が多いこと等で、

「エンパイア」と比較して、花色が淡黄緑であること、花弁鋸歯の深さが深いこと等で

区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Ｐ．コーイ＆ゾーネン社

オランダ王国 １４３２ＧＰ アールスメール ホーンウェッヒ １３２

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

フランシスカス ヤコブス ヨセフ ファン デル ヘルム

オランダ王国 １４３２ＧＰ アールスメール ホーンウェッヒ １３２

７ 出願公表の年月日 平成１６年２月３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1997年に出願者の温室（オランダ国）において 「インパルス」に育成、

者所有の育成系統を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調

査を継続し、2001年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものであ

る。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２２１号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

カーネーション ブレアチ

３ 登録品種の特性の概要

、 、この品種は 「ブレエア」に育成者所有の育成系統を交配して育成されたものであり
花は鮮赤紫の地色に淡紫ピンク色の覆輪が入る垂咲で、中輪の１花茎当たりの花数がや

や少、花柄当たりの最多花数が少の切花向きの品種である。
草姿は直立、開花時草丈はかなり高、節数はやや多である。茎の長径は中、硬さは剛、

折れの難易は難、中央部の色は灰緑、ろう質の有無は多、立茎数は中、１茎の側芽及び

側枝数は多、側枝の着生位置は主に中上部、節間長はやや長、最長節間の位置は第４節
である。葉全体の形は線形、先端部の形は鋭くとがる、葉巻き程度は極巻く、最大葉長
はやや長、葉幅は狭、葉色は濃緑、ろう質は多である。つぼみの形は倒卵形、大きさは

中、花の重ねは八重、上から見た花形は円形、側面から見た花形は垂咲、花径は中、表
面の地色は鮮赤紫（JHS カラーチャート9507 、複色模様色は淡紫ピンク（同9501 、裏） ）

面の色は濃紫ピンク（同9213 、色彩模様は覆輪、複色割合は中、花弁の波状程度は波）
状、鋸歯の深さは浅、数は少、花弁の長さは短、幅は狭、数は中、ほう葉の形はⅠ型及
びⅡ型、数は４枚、長さは中、がくの形は円柱形、がく筒の色は緑、がくの太さは中、

長さはやや長、１花茎当たりの花数はやや少、花柄当たりの最多花数は少、花の香りは
中である。早晩性は晩生である。
「ブレエア」と比較して、側面から見た花形が垂咲であること、花表面の複色模様色

が淡紫ピンクであること等で 「ヒルマリア」と比較して、側面から見た花形が垂咲で、
あること、早晩性が晩生であること等で 「ヒルトレンテス」と比較して、側面から見、

た花形が垂咲であること、花裏面の色が濃紫ピンクであること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所
ブライヤー ハイム イラン イスラエル国 ベニーツイオン ６０９１０

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

ブライヤー ハイム イラン イスラエル国 ベニーツイオン ６０９１０

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要
この品種は、1998年に育成者の温室（イスラエル国）において 「ブレエア」に育成、

者所有の育成系統を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調
査を継続し、2002年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものであ

る。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２２２号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

カーネーション ブレイナ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は淡

紫ピンク色の垂咲で、やや小輪の１花茎当たりの花数及び花柄当たりの最多花数が少の

切花向きの品種である。

草姿は中間、開花時草丈はかなり高、節数はやや多である。茎の長径はやや細、硬さ

は剛、折れの難易は難、色は灰緑、ろう質の有無は多、立茎数はやや少、１茎の側芽及

び側枝数は少、側枝の着生位置は主に中部、節間長はやや長、最長節間の位置は第４節

である。葉全体の形は線形、先端部の形は鋭くとがる、葉巻き程度は少し巻く、最大葉

長はやや長、葉幅は狭、葉色は濃緑、ろう質は多である。つぼみの形は倒卵形、大きさ

は中、花の重ねは八重、上から見た花形は円形、側面から見た花形は垂咲、花径はやや

小、花表面及び裏面の色は淡紫ピンク（JHS カラーチャート9502 、色彩模様は単一、）

花弁の波状程度は波状、鋸歯の深さは浅、数は少、花弁の長さは中、幅はやや狭、数は

やや少、ほう葉の形はⅠ型、数は４枚、長さは中、がくの形は円柱形、がく筒の色は緑、

がくの太さは中、長さはやや長、１花茎当たりの花数及び花柄当たりの最多花数は少、

花の香りは中である。開花習性は四季咲き、早晩性は晩生である。

「フルーレット」と比較して、花裏面の色が淡紫ピンクであること、花弁数が少ない

、 、こと等で 「ウエストダイアモンド」と比較して、側面から見た花形が垂咲であること

花色が淡紫ピンクであること等で 「シルフ」と比較して、花色が淡紫ピンクであるこ、

と、花弁数が少ないこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

ブライヤー ハイム イラン イスラエル国 ベニーツイオン ６０９１０

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

ブライヤー ハイム イラン イスラエル国 ベニーツイオン ６０９１０

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1998年に育成者の温室（イスラエル国）において、育成者所有の育成系

統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続

し、2002年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２２３号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

カーネーション ブレトナ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は淡

紫ピンク色の垂咲で、中輪の１花茎当たりの花数が少、花柄当たりの最多花数がかなり

少の切花向きの品種である。

草姿は中間、開花時草丈は極高、節数はやや多である。茎の長径は中、硬さは剛、折

れの難易は難、色は灰緑、ろう質の有無は多、立茎数、１茎の側芽及び側枝数はやや少、

側枝の着生位置は主に中部、節間長は中、最長節間の位置は第３節以下である。葉全体

の形は線形、先端部の形は鋭くとがる、葉巻き程度は巻く、最大葉長は中、葉幅は狭、

葉色は緑、ろう質はやや少である。つぼみの形は楕円形、大きさは中、花の重ねは八重、

上から見た花形は円形、側面から見た花形は垂咲、花径は中、花色は淡紫ピンク（JHS

カラーチャート9702 、色彩模様は単一、花弁の波状程度は波状、鋸歯の深さはかなり）

浅、数はかなり少、花弁の長さは中、幅はやや狭、数はやや少、雄ずいの数は少、ほう

葉の形はⅡ型、数は４枚、長さは中、がくの形は円柱形、がく筒の色は緑、がくの太さ

は中、長さはやや長、１花茎当たりの花数は少、花柄当たりの最多花数はかなり少、花

の香りはやや弱である。開花習性は四季咲き、早晩性はやや晩生である。

「ヒルロッシー」と比較して、花色が淡紫ピンクであること、雄ずいの数が少ないこ

と等で 「ウェンディー」と比較して、花色（表面地色）が淡紫ピンクであること、１、

花茎当たりの花数が少ないこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

ブライヤー ハイム イラン イスラエル国 ベニーツイオン ６０９１０

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

ブライヤー ハイム イラン イスラエル国 ベニーツイオン ６０９１０

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1998年に育成者の温室（イスラエル国）において、育成者所有の育成系

統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続

し、2002年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２２４号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

カーネーション ブレフ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は淡

緑黄色の垂咲で、中輪の１花茎当たりの花数及び花柄当たりの最多花数が少の切花向き

の品種である。

草姿は中間、開花時草丈はかなり高、節数はやや多である。茎の長径はやや細、硬さ

は中、折れの難易は難、色は灰緑、ろう質の有無は多、立茎数は中、１茎の側芽及び側

枝数は多、側枝の着生位置は主に中部、節間長はやや長、最長節間の位置は第５節であ

る。葉全体の形は線形、先端部の形は鋭くとがる、葉巻き程度は少し巻く、最大葉長は

中、葉幅は狭、葉色は濃緑、ろう質は多である。つぼみの形は倒卵形、大きさは中、花

の重ねは八重、上から見た花形は円形、側面から見た花形は垂咲、花径は中、花色は淡

緑黄（JHS カラーチャート 2903 、色彩模様は単一、花弁の波状程度は波状、鋸歯の深）

さは浅、数及び花弁の長さは中、幅はやや狭、数は中、雄ずいの数は極多、ほう葉の形

はⅠ型及びⅢ型、数は４枚、長さはやや長、がくの形は円柱形、がく筒の色は淡緑、が

くの太さは中、長さはやや長、１花茎当たりの花数及び花柄当たりの最多花数は少、花

の香りは弱である。開花習性は四季咲き、早晩性は中生である。

「グアルンスイエロー」と比較して、１茎の側芽及び側枝数が少ないこと、葉のろう

質が多いこと等で 「ジェノニーナ」と比較して、花色が淡緑黄であること、雄ずいの、

数が多いこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

ブライヤー ハイム イラン イスラエル国 ベニーツイオン ６０９１０

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

ブライヤー ハイム イラン イスラエル国 ベニーツイオン ６０９１０

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1998年に育成者の温室（イスラエル国）において、育成者所有の育成系

統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続

し、2002年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２２５号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

カーネーション ブレアル

３ 登録品種の特性の概要

、 、この品種は 「プレミア」に育成者所有の育成系統を交配して育成されたものであり

花は淡緑黄の地色に淡黄ピンク色の条が入る垂咲で、中輪の１花茎当たりの花数がやや

少、花柄当たりの最多花数が少の切花向きの品種である。

草姿は中間、開花時草丈はかなり高、節数はやや多である。茎の長径はやや細、硬さ

は中、折れの難易は難、色は灰緑、ろう質の有無は多、立茎数及び１茎の側芽及び側枝
数は中、側枝の着生位置は主に中部、節間長はやや長、最長節間の位置は第５節である。

葉全体の形は線形、先端部の形は鋭くとがる、葉巻き程度は少し巻く、最大葉長は中、

葉幅は狭、葉色は濃緑、ろう質は多である。つぼみの形は楕円形、大きさは中、花の重

ねは八重、上から見た花形は円形、側面から見た花形は垂咲、花径は中、地色は淡緑黄

（JHS カラーチャート 2903 、複色模様色は淡黄ピンク（同1002 、色彩模様は条、複） ）

色割合は少、花弁の波状程度は波状、鋸歯の深さは浅、数は少、花弁の長さ及び幅は中、

数は少、ほう葉の形はⅠ型及びⅢ型、数は４枚、長さはやや短、がくの形は円柱形、が

く筒の色は淡緑、がくの太さは中、長さはやや長、１花茎当たりの花数はやや少、花柄

当たりの最多花数は少、花の香りは弱である。開花習性は四季咲き、早晩性は中生であ

る。
「ラッフルズ」と比較して、花の地色が淡緑黄であること、色彩模様が条であること、

花弁数が少ないこと等で 「フェリークリーム」と比較して、色彩模様があること等で、

区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

ブライヤー ハイム イラン イスラエル国 ベニーツイオン ６０９１０

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

ブライヤー ハイム イラン イスラエル国 ベニーツイオン ６０９１０

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1998年に育成者の温室（イスラエル国）において 「プレミア」に育成、

者所有の育成系統を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調

査を継続し、2002年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものであ

る。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２２６号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

カーネーション ブレヒディ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は浅

黄緑の地色に淡黄ピンク色の条及び覆輪が入る垂咲で、中輪の１花茎当たりの花数及び

花柄当たりの最多花数が少の切花向きの品種である。

草姿は中間、開花時草丈はかなり高、節数はやや多である。茎の長径はやや細、硬さ

は中、折れの難易は難、色は灰緑、ろう質の有無は多、立茎数は中、１茎の側芽及び側

枝数は多、側枝の着生位置は主に中部、節間長は中、最長節間の位置は第６節である。

葉全体の形は線形、先端部の形は鋭くとがる、葉巻き程度は巻かない、最大葉長はやや

短、葉幅は狭、葉色は濃緑、ろう質は多である。つぼみの形は倒卵形、大きさは中、花

の重ねは八重、上から見た花形は円形、側面から見た花形は垂咲、花径は中、地色は浅

黄緑（JHS カラーチャート2904 、複色模様色は淡黄ピンク（同0702 、色彩模様は条及） ）

び覆輪、複色割合は少、花弁の波状程度は波状、鋸歯の深さは浅、数は少、花弁の長さ、

幅及び数は中、ほう葉の形はⅠ型及びⅢ型、数は４枚、長さは中、がくの形は円柱形、

がく筒の色は淡緑、がくの太さは中、長さはやや長、１花茎当たりの花数及び花柄当た

りの最多花数は少、花の香りは弱である。開花習性は四季咲き、早晩性は中生である。

「クリームインターメッゾ」と比較して、花の地色が浅黄緑であること、色彩模様が

あること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

ブライヤー ハイム イラン イスラエル国 ベニーツイオン ６０９１０

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

ブライヤー ハイム イラン イスラエル国 ベニーツイオン ６０９１０

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1998年に育成者の温室（イスラエル国）において、育成者所有の育成系

統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続

し、2002年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２２７号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

カーネーション ブレベ

３ 登録品種の特性の概要

、 、この品種は 「オスカー」に育成者所有の育成系統を交配して育成されたものであり

花は鮮ピンク色の垂咲で、大輪の切花向きの品種である。

草姿は直立、開花時草丈は極高、節数はやや多である。茎の長径は中、硬さは剛、折

れの難易は難、色は灰緑、ろう質の有無は多、立茎数は中、１茎の側芽及び側枝数はや

や少、側枝の着生位置は主に中下部、節間長は長、最長節間の位置は第４節である。葉

全体の形は線形、先端部の形は鋭くとがる、葉巻き程度は極巻く、最大葉長はやや長、

葉幅は狭、葉色は濃緑、ろう質は多である。つぼみの形は楕円形、大きさは大、花の重

ねは八重、上から見た花形は円形、側面から見た花形は垂咲、花径は大、花色は鮮ピン

ク（JHS カラーチャート 0104 、色彩模様は単一、花弁の波状程度は波状、鋸歯の深さ）

はかなり浅、数は少、花弁の長さはやや長、幅はやや広、数はやや多、ほう葉の形はⅠ

型及びⅢ型、数は４枚、長さはやや長、がくの形は鐘形、がく筒の色は灰緑、がくの太

さはやや太、長さは長、花の香りは中である。早晩性はやや晩生である。

「クレフィフラン」と比較して、花色が鮮ピンクであること、花弁数が少ないこと等

で 「ブレラグ」と比較して、花色が鮮ピンクであること、花弁鋸歯の数が少ないこと、

等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

ブライヤー ハイム イラン イスラエル国 ベニーツイオン ６０９１０

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

ブライヤー ハイム イラン イスラエル国 ベニーツイオン ６０９１０

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1998年に育成者の温室（イスラエル国）において 「オスカー」に育成、

者所有の育成系統を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調

査を継続し、2002年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものであ

る。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２２８号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

カーネーション ブレセゾ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ドナ」に育成者所有の育成系統を交配して育成されたものであり、花、

は鮮紫ピンク色の垂咲で、大輪の切花向きの品種である。

草姿は直立、開花時草丈は極高、節数は中である。茎の長径はやや太、硬さ及び折れ

の難易は中、色は灰緑、ろう質の有無は多、立茎数は中、１茎の側芽及び側枝数は極多、

側枝の着生位置は主に中部、節間長はやや長、最長節間の位置は第３節以下である。葉

全体の形は線形、先端部の形は鋭くとがる、葉巻き程度は極巻く、最大葉長は長、葉幅

はやや狭、葉色は濃緑、ろう質は多である。つぼみの形は楕円形、大きさは大、花の重

ねは八重、上から見た花形は円形、側面から見た花形は垂咲、花径は大、花色は鮮紫ピ

ンク（JHS カラーチャート 9705 、色彩模様は単一、花弁の波状程度は波状、鋸歯の深）

さは浅、数は少、花弁の長さはやや長、幅はやや広、数はやや多、ほう葉の形はⅠ型及

びⅡ型、数は４枚、長さは長、がくの形は鐘形、がく筒の色は灰緑、がくの太さは太、

長さは長、花の香りは中である。早晩性はやや晩生である。

「リオ」と比較して、花弁鋸歯の深さが浅く、数が少ないこと等で 「シンデレラ」、

と比較して、１茎の側芽及び側枝数が多いこと、葉巻き程度が強いこと、花弁鋸歯の数

が少ないこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

ブライヤー ハイム イラン イスラエル国 ベニーツイオン ６０９１０

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

ブライヤー ハイム イオン イスラエル国 ベニーツイオン ６０９１０

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1998年に育成者の温室（イスラエル国）において 「ドナ」に育成者所、

有の育成系統を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を

継続し、2002年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２２９号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
カーネーション クレレロ

３ 登録品種の特性の概要
この品種は 「KLELACE」に育成者所有の育成系統を交配して育成されたものであり、、

花は明紅の地色にピンク白色の覆輪が入る垂咲で、中輪の１花茎当たりの花数が中、花
柄当たりの最多花数が少の切花向きの品種である。
草姿は中間、開花時草丈はかなり高、節数はやや多である。茎の長径はやや細、硬さ

は中、折れの難易は難、色は灰緑、ろう質の有無、立茎数及び１茎の側芽及び側枝数は
中、側枝の着生位置は主に中下部、節間長はやや長、最長節間の位置は第４節である。
葉全体の形は線形、先端部の形は鋭くとがる、葉巻き程度は極巻く、最大葉長は中、葉
幅は狭、葉色は濃緑、ろう質は多である。つぼみの形は倒卵形、大きさは中、花の重ね
は八重、上から見た花形は円形、側面から見た花形は垂咲、花径は中、表面の地色は明
紅（JHS カラーチャート0106 、複色模様色はピンク白（同1601 、裏面の色は鮮ピンク） ）
（同0104 、色彩模様は覆輪、複色割合はやや多、花弁の波状程度は波状、鋸歯の深さ）
は浅、数はやや少、花弁の長さ、幅及び数は中、やくの色は無、ほう葉の形はⅠ型及び
Ⅱ型、数は４枚、長さはやや長、がくの形は鐘形、がく筒の色は緑、がくの太さは中、
長さはやや長、１花茎当たりの花数は中、花柄当たりの最多花数は少、花の香りは中で
ある。早晩性はやや晩生である。
「ブレタイン」と比較して、茎のろう質が少ないこと、葉巻き程度が強いこと、やく

の色が無いこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所
ペア クレム
ドイツ連邦共和国 ７０３７８ シュツットガルト ハンフェッカー １０

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所
ペア クレム
ドイツ連邦共和国 ７０３７８ シュツットガルト ハンフェッカー １０

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要
この品種は、1996年に育成者の温室（ドイツ連邦共和国）において 「KLELACE」に育、

成者所有の育成系統を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の
調査を継続し、2001年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したもので
ある。
なお、出願時の名称は「クレン０２４３７」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２３０号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

カーネーション ゴースト

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統に「プラド」を交配して育成されたものであり、

花は淡黄緑色の垂咲で、大輪の切花向きの品種である。

草姿は直立、開花時草丈は高、節数はやや少である。茎の長径はやや細、硬さ及び折

れの難易は中、色は灰緑、ろう質の有無は多、立茎数は中、１茎の側芽及び側枝数はや

や少、側枝の着生位置は主に中下部、節間長はやや長、最長節間の位置は第４節である。

葉全体の形は線形、先端部の形は鋭くとがる、葉巻き程度は極巻く、最大葉長はやや長、

葉幅は狭、葉色は濃緑、ろう質は多である。つぼみの形は楕円形、大きさはやや大、花

の重ねは八重、上から見た花形は円形、側面から見た花形は垂咲、花径は大、表面の色

は淡黄緑（JHS カラーチャート 3102 、裏面の色は淡黄緑（同 3303 、色彩模様は単一、） ）

花弁の波状程度は波状、鋸歯の深さは浅、数は少、花弁の長さは中、幅はやや広、数は

やや多、ほう葉の形はⅠ型及びⅢ型、数は４枚、長さは中、がくの形は鐘形、がく筒の

色は灰緑、がくの太さはやや太、長さはやや長、花の香りは中である。早晩性はやや早

生である。

「プラド」及び「プラドミント」と比較して、花表面の色が淡黄緑であること等で区

別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ハイブリダ有限会社

イタリア共和国 １８０３８ サンレモ（ＩＭ） ストラダ ヴィレッタ １９

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

フラビオ サピア

イタリア共和国 １８０３８ サンレモ（ＩＭ） ストラダ ヴィレッタ １９

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1998年に出願者の温室（イタリア共和国）において、出願者所有の育成

系統に「プラド」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調

査を継続し、2002年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものであ

る。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２３１号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

カーネーション 常陸野ひよこ（ひたちのひよこ）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は淡

黄緑の地色に明紫赤色の点、条及び覆輪が入る垂咲で、中輪の１花茎当たりの花数がや

や少、花柄当たりの最多花数が少の切花向きの品種である。

草姿は中間、開花時草丈はかなり高、節数は中である。茎の長径は中、硬さは剛、折

れの難易は難、色は灰緑、ろう質の有無は多、立茎数は中、１茎の側芽及び側枝数は多、
側枝の着生位置は主に中部、節間長はやや長、最長節間の位置は第５節である。葉全体

の形は線形、先端部の形は鋭くとがる、葉巻き程度は極巻く、最大葉長はやや長、葉幅

はやや狭、葉色は濃緑、ろう質は多である。つぼみの形は楕円形、大きさは中、花の重

ねは八重、上から見た花形は円形、側面から見た花形は垂咲、花径は中、地色は淡黄緑

（JHS カラーチャート3102 、複色模様色は明紫赤（同9706 、色彩模様は点、条及び覆） ）

輪、複色割合は少、花弁の波状程度は波状、鋸歯の深さは浅、数、花弁の長さ、幅及び

数は中、ほう葉の形はⅠ型及びⅢ型、数は４枚、長さは中、がくの形は円柱形、がく筒

の色は淡緑、がくの太さは中、長さはやや長、１花茎当たりの花数はやや少、花柄当た

りの最多花数は少、花の香りは弱である。開花習性は四季咲き、早晩性は晩生である。

「ＩＮＧＵ ギャレット」と比較して、葉巻き程度が強いこと、花の地色が淡黄緑で
複色模様色が明紫赤であること等で 「エロームーン」と比較して、葉巻き程度が強い、

こと、花の複色模様色が明紫赤であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

沼田弘樹 茨城県東茨城郡小川町中延１９８９

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

沼田弘樹 茨城県東茨城郡小川町中延１９８９

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成10年に育成者の温室（茨城県東茨城郡小川町）において、育成者所

有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の

調査を継続し、14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものであ

る。

なお、出願時の名称は「ひよこ」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２３２号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ダイアンサス ジプインプ

３ 登録品種の特性の概要
この品種は 「Whatfield Ruby」に品種名不詳の実生種を交配して育成されたもので、

あり、花は明紅の地色に暗灰赤色の蛇の目及び淡紫ピンク色の中心淡色が入る平咲で、
小輪の１花茎当たりの花数が極少、花柄当たりの最多花数がかなり少の鉢物及び花壇向
きの品種である。
草姿はほふく、開花時草丈は低、節数はかなり少である。茎の長径は細、中央部の色

は灰緑、ろう質の有無は中、立茎数は多、１茎の側芽及び側枝数は中、側枝の着生位置
は主に下部、節間長は短、最長節間の位置は第３節以下である。葉全体の形は針形、先
端部の形はとがる、葉巻き程度は巻かない、最大葉長は短、葉幅はかなり狭、葉色は濃
緑、ろう質は中である。花房形成の有無は無、つぼみの形は円柱形、大きさは小、花の
重ねは一重、上から見た花形は円形、側面から見た花形は平咲、花径は小、表面の地色
は明紅（JHS カラーチャート0106）で、暗灰赤（同0420）の蛇の目及び淡紫ピンク（同
9202）の中心淡色が入り、裏面の花色は鮮紫ピンク（同9705 、複色割合は中、花弁の）
波状程度は平、鋸歯の深さはやや深、数はやや多、花弁の長さはやや短、幅は中、数は
極少、ほう葉の形はⅡ型、数は４枚、長さはやや短、がくの形は円柱形、がく筒の色は
緑＋紫、がくの太さはやや細、長さはやや短、１花茎当たりの花数は極少、花柄当たり
の最多花数はかなり少、花の香りはやや弱である。開花習性は四季咲き、早晩性は中生
である。
「ミニパラソル バイオレット」と比較して、花の表面の地色が明紅であること、花

弁鋸歯の深さが深いこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所
松井識樹 奈良県北葛城郡當麻町今在家１９４－３

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所
Ｊ．ウェットマン
連合王国 デボン ＥＸ７ ０ＱＰ ダウリッシュ アスコンベロード ハウンド
スプール

７ 出願公表の年月日 平成１６年４月７日

８ 登録品種の育成の経過の概要
この品種は、1993年に育成者の温室（連合王国）において 「Whatfield Ruby」に品、

種名不詳の実生種を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調
査を継続し、2001年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものであ
る。
なお、出願時の名称は「ジプシースターインプルーヴド」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２３３号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ダイアンサス スプインプ

３ 登録品種の特性の概要
この品種は 「WHATFIELD CYULOPS」にダイアンサスの実生種を交配して育成されたも、

のであり、花は鮮紫ピンクの地色に暗赤紫色の中心濃色が入る盛咲で、小輪の１花茎当
たりの花数が極少、花柄当たりの最多花数がかなり少の鉢物及び花壇向きの品種である。
草姿はほふく、開花時草丈は低、節数は少である。茎の長径は細、硬さは柔、色は灰

緑、ろう質の有無は中、立茎数はやや多、１茎の側芽及び側枝数はやや少、側枝の着生
位置は主に下部、節間長はやや短、最長節間の位置は第３節以下である。葉全体の形は
針形、先端部の形はとがる、葉巻き程度は巻かない、最大葉長はやや短、葉幅は極狭、
葉色は濃緑、ろう質は少である。花房形成の有無は無、つぼみの形は倒卵形、大きさは
小、花の重ねは八重、上から見た花形は円形、側面から見た花形は盛咲、花径は小、表
面の地色は鮮紫ピンク（JHS カラーチャート9204 、複色模様色は暗赤紫（同9510 、裏） ）
面の花色は紫ピンク（同8903 、色彩模様は中心濃色、複色割合は中、花弁の波状程度）
は波状、鋸歯の深さ及び数は中、花弁の長さは短、幅はやや狭、数は少、ほう葉の形は
Ⅱ型、数は４枚、長さは短、がくの形は円柱形、がく筒の色は緑＋紫、がくの太さはや
や細、長さはやや短、１花茎当たりの花数は極少、花柄当たりの最多花数はかなり少、
花の香りは強である。開花習性は四季咲き、早晩性は中生である。
「ダイナスティパープル」と比較して、開花時草丈が低いこと、葉全体の形が針形で

、 、あること、花表面の地色が鮮紫ピンクであること等で 「キリナデピンク」と比較して
花表面の地色が鮮紫ピンクであること、色彩模様があること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所
松井識樹 奈良県北葛城郡當麻町今在家１９４－３

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所
Ｊ．ウェットマン
連合王国 デボン ＥＸ７ ０ＱＰ ダウリッシュ アスコンベロード ハウンド
スプール

７ 出願公表の年月日 平成１６年４月７日

８ 登録品種の育成の経過の概要
この品種は、1994年に育成者の温室（連合王国）において 「WHATFIELD CYULOPS」、

にダイアンサスの実生種を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特
性の調査を継続し、2001年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したも
のである。
なお、出願時の名称は「スプリングスターインプルーヴド」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２３４号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ダイアンサス インディインプ

３ 登録品種の特性の概要
この品種は、品種名不詳の系統どうしを交配して育成されたものであり、花は鮮紫ピ

ンクの地色に紫赤色の中心濃色が入る平咲で、小輪の１花茎当たりの花数が極少、花柄
当たりの最多花数がかなり少の鉢物及び花壇向きの品種である。
草姿はほふく、開花時草丈は低、節数はかなり少である。茎の長径は細、硬さは柔、

色は灰緑、ろう質の有無は中、立茎数はやや多、１茎の側芽及び側枝数は中、側枝の着
生位置は主に下部、節間長は短、最長節間の位置は第３節以下である。葉全体の形は針
形、先端部の形はとがる、葉巻き程度は巻かない、最大葉長はやや短、葉幅は極狭、葉
色は濃緑、ろう質は中である。花房形成の有無は無、つぼみの形は円柱形、大きさは小、
花の重ねは一重、上から見た花形は円形、側面から見た花形は平咲、花径は小、表面の
地色は鮮紫ピンク（JHS カラーチャート9505 、複色模様色は紫赤（同9708 、裏面の花） ）

） 、色は鮮紫ピンク（同9504 、色彩模様は中心濃色、複色割合は中、花弁の波状程度は平
鋸歯の深さはやや浅、数はやや少、花弁の長さはやや短、幅はやや狭、数は極少、ほう
葉の形はⅡ型及びⅢ型、数は４枚、長さは短、がくの形は円柱形、がく筒の色は緑＋紫、
がくの太さはやや細、長さはやや短、１花茎当たりの花数は極少、花柄当たりの最多花
数はかなり少、花の香りはやや強である。開花習性は四季咲き、早晩性は中生である。
「ミニパラソル バイオレット」及び「スーパーパフェ ラズベリー」と比較して、

花の表面の地色が鮮紫ピンクであること、複色模様色が紫赤であること等で区別性が認
められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所
松井識樹 奈良県北葛城郡當麻町今在家１９４－３

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所
Ｊ．ウェットマン
連合王国 デボン ＥＸ７ ０ＱＰ ダウリッシュ アスコンベロード ハウンド
スプール

７ 出願公表の年月日 平成１６年４月７日

８ 登録品種の育成の経過の概要
この品種は、1995年に育成者の温室（連合王国）において、品種名不詳の系統どうし

を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2001
年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。
なお、出願時の名称は「インディアスターインプルーヴド」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２３５号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ダイアンサス コブチソネリル

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は紫

ピンク色の平咲で、小輪の１花茎当たりの花数及び花柄当たりの最多花数が少の切花向

きの品種である。

草姿は中間、開花時草丈はやや低、節数はやや少である。茎の長径はやや細、硬さは

中、折れの難易は難、茎中央部の色は灰緑、ろう質の有無は多、立茎数、１茎の側芽及

び側枝数は中、側枝の着生位置は主に中下部、節間長は中、最長節間の位置は第５節で

ある。葉全体の形は線形、先端部の形は鋭くとがる、葉巻き程度は巻く、最大葉長はや

や短、葉幅はかなり狭、葉色は濃緑、ろう質は中である。花房形成の有無は無、つぼみ

の形は円柱形、大きさはやや小、花の重ねは一重、上から見た花形は円形、側面から見

た花形は平咲、花径は小、表面の色は紫ピンク（JHS カラーチャート9503 、裏面の色）

は淡紫ピンク（同9502 、色彩模様は単一、花弁の波状程度は波状、鋸歯の深さ及び数）

は中、花弁の長さはやや短、幅はやや狭、数は極少、ほう葉の形はⅢ型、数は４枚、長

さは中、がくの形は円柱形、がく筒の色は灰緑、がくの太さはやや細、長さは中、１花

茎当たりの花数及び花柄当たりの最多花数は少、花の香りは弱である。開花習性は四季

咲き、早晩性は極早生である。

「コブチソネハーティー」と比較して、花色が紫ピンク（同9503）であること、色彩

模様が単一であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ 東京都世田谷区八幡山２丁目１番８号

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

三原健吾 山梨県北杜市高根町小池１０９５－９

７ 出願公表の年月日 平成１６年４月７日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成９年に出願者の温室（山梨県北巨摩郡小淵沢町）において、出願者

所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性

の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したもので

ある。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２３６号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ダイアンサス コブチソネキュウ

３ 登録品種の特性の概要
この品種は、出願者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花はピ

ンク白の地色に濃橙赤色の蛇の目、浅黄緑色の中心淡色及び淡黄ピンク色のぼかしが入
る平咲で、やや小輪の１花茎当たりの花数がかなり少、花柄当たりの最多花数が少の切
花向きの品種である。
草姿は中間、開花時草丈はやや高、節数は中である。茎の長径は細、硬さは中、折れ

の難易は難、茎中央部の色は灰緑、ろう質の有無は多、立茎数は中、１茎の側芽及び側
枝数はやや多、側枝の着生位置は主に中下部、節間長はやや長、最長節間の位置は第６
節である。葉全体の形は線形、先端部の形は鋭くとがる、葉巻き程度はよく巻く、最大
葉長は中、葉幅はかなり狭、葉色は濃緑、ろう質は中である。花房形成の有無は無、つ
ぼみの形は円柱形、大きさはやや小、花の重ねは一重、上から見た花形は円形、側面か
ら見た花形は平咲、花径はやや小、表面の地色はピンク白（JHS カラーチャート1001）
で濃橙赤（同0707）の蛇の目、浅黄緑（同3103）の中心淡色及び淡黄ピンク（同0702）
のぼかしが入り、裏面の花色は淡黄緑（同3102 、複色割合は極多、花弁の波状程度は）
波状、鋸歯の深さ、数、花弁の長さ及び幅は中、数は極少、ほう葉の形はⅢ型、数は４
枚、長さは中、がくの形は円柱形、がく筒の色は灰緑、がくの太さはやや細、長さはや
や長、１花茎当たりの花数はかなり少、花柄当たりの最多花数は少、花の香りは弱であ
る。開花習性は四季咲き、早晩性は極早生である。

「アヤコ」と比較して、花表面の地色がピンク白であること等で 「コブチソネハ、
ロ」と比較して、茎のろう質が多いこと、複色模様色が濃橙赤、浅黄緑及び淡黄ピンク
であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社ミヨシ 東京都世田谷区八幡山２丁目１番８号

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所
三原健吾 山梨県北杜市高根町小池１０９５－９

７ 出願公表の年月日 平成１６年４月７日

８ 登録品種の育成の経過の概要
この品種は、平成９年に出願者の温室（山梨県北巨摩郡小淵沢町）において、出願者

所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性
の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したもので
ある。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２３７号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ダイアンサス コブチソネヒナ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は黄
白の地色に紫ピンク色のぼかし及び明紅色の蛇の目が入る平咲で、やや小輪の１花茎当

たりの花数及び花柄当たりの最多花数が少の切花向きの品種である。
草姿は中間、開花時草丈はやや高、節数は中である。茎の長径はやや細、硬さは中、

折れの難易は難、茎の中央部の色は灰緑、ろう質の有無は多、立茎数は中、１茎の側芽

及び側枝数は極多、側枝の着生位置は主に中下部、節間長はやや長、最長節間の位置は
第５節である。葉全体の形は線形、先端部の形は鋭くとがる、葉巻き程度はよく巻く、
最大葉長は中、葉幅はかなり狭、葉色は濃緑、ろう質は中である。花房形成の有無は無、

つぼみの形は円柱形、大きさはやや小、花の重ねは一重、上から見た花形は円形、側面
から見た花形は平咲、花径はやや小、表面の地色は黄白（JHS カラーチャート3101）で、

明紅（同0106）の蛇の目及び紫ピンク（同9703）のぼかしが入り、裏面の花色は黄白
（同3101 、複色割合は多、花弁の波状程度は波状、鋸歯の深さと数、花弁の長さ及び）
幅は中、数は極少、ほう葉の形はⅢ型、数は４枚、長さは中、がくの形は円柱形、がく

筒の色は灰緑、がくの太さはやや細、長さはやや長、１花茎当たりの花数及び花柄当た
りの最多花数は少、花の香りは弱である。開花習性は四季咲き、早晩性はかなり早生で
ある。

「コブチソネキュウ」と比較して、花表面のぼかしの色が紫ピンクで蛇の目の色が明
紅であること等で 「コブチソネハロ」と比較して、茎のろう質が多いこと、花表面の、

蛇の目の色が明紅であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社ミヨシ 東京都世田谷区八幡山２丁目１番８号

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

三原健吾 山梨県北杜市高根町小池１０９５－９

７ 出願公表の年月日 平成１６年４月７日

８ 登録品種の育成の経過の概要
この品種は、平成９年に出願者の温室（山梨県北巨摩郡小淵沢町）において、出願者

所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性
の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したもので

ある。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２３８号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ベゴニア ベラ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ベルセコ」の変異株であり、花は鮮紅の単色で八重咲、中輪のエラチ、

オール系ベゴニアである。

草丈は低、株張りは中、草姿は直立性、分枝性は中である。茎の太さは中、毛の程度

は無、色は赤緑である。葉長は中、幅はやや広、厚さは中、形は全縁、先端部の形は尖

る、欠刻の形は重複鋸歯状、深さは浅、基部の裂片は重なっている、縁の毛の有無は無、

表及び裏の毛は無～微、表の色は濃緑、表の光沢は中、斑入りは無、葉柄の長さはやや

短、毛は少、色は赤緑である。１株当たりの花の密度は密、１花房当たりの花数は中、

雄花の花形は八重咲、花弁の形は広卵形～円形、縁の形は円鋸歯状、波状は弱、とさか

状の有無は無、花の大きさは中、花弁数は4.1～20.0、表の色は鮮紅（JHS カラーチャ

ート0107 、裏の色は鮮赤（同0407 、パターンは単色、花梗の姿勢は直立、小花梗の長） ）

さは短、色は赤褐、開花終期の花の退色は少である。

「クレオ」と比較して、花形が八重咲であること、花が大きいこと等で区別性が認め

られる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

コッパ ロイヤリティ Ｂ．Ｖ．

オランダ王国 ３８５２ＡＭ エルメロ ファツァントラーン １２

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

Ｌ．Ｈ．コッパ

オランダ王国 ３８５２ＡＭ エルメロ ファツァントラーン １０

７ 出願公表の年月日 平成１５年１１月５日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1999年に出願者の温室（オランダ王国）において 「ベルセコ」の変異、

株を発見し、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2000年にその特性が安定し

ていることを確認して育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２３９号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ベゴニア ベチューリアライト

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ベチューリア」の変異株であり、花は淡ピンクの地色に鮮紫ピンクの、

色が入る一重咲、小輪のエラチオール系ベゴニアである。

草丈は低、株張りはやや狭、草姿は直立性、分枝性は中である。茎の太さは細、毛の

程度は無、色は赤褐である。葉長はかなり短、幅は狭、形は浅裂、先端部の形は尖る、

欠刻の形は重複鋸歯状、深さは浅、基部の裂片は重なっていない、縁の毛の有無は無、

表及び裏の毛は無～微、表の色は濃緑、表の光沢は中、斑入りは無、葉柄の長さはやや

短、毛は無～微、色は赤褐である。１株当たりの花の密度は密、１花房当たりの花数は

少、雄花の花形は一重咲、花弁の形は広卵形～円形、縁の形は円鋸歯状、波状は無～微、

とさか状の有無は無、花の大きさは小、花弁数は４以下、表の色は淡ピンク（JHS カラ

ーチャート0102）で基部が鮮紫ピンク（同9504 、裏の色は淡ピンク（同0102 、パター） ）

ンは色の重なり、花梗の姿勢は斜出、小花梗の長さは短、色は赤褐、開花終期の花の退

色は少である。

「ソフィー」と比較して、葉長が短いこと、花の表面の地色が淡ピンクで基部が鮮紫

ピンク色であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

コッパ ロイヤリティ Ｂ．Ｖ．

オランダ王国 ３８５２ＡＭ エルメロ ファツァントラーン １２

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

Ｌ．Ｈ．コッパ

オランダ王国 ３８５２ＡＭ エルメロ ファツァントラーン １０

７ 出願公表の年月日 平成１５年１１月５日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1999年に出願者の温室（オランダ王国）において 「ベチューリア」の、

変異株を発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2000年にその特性が安定

していることを確認して育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２４０号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ベゴニア ビノス

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「バストス」の変異株であり、花は濃ピンクの単色で半八重咲、中輪の、

エラチオール系ベゴニアである。

草丈は低、株張りは狭、草姿は直立性、分枝性は中である。茎の太さは中、毛の程度

は無、色は緑である。苞の形はカップ状、色は緑、葉長は短、幅はやや狭、厚さは中、

形は全縁、先端部の形はやや尖る、欠刻の形は重複鋸歯状、深さは浅、基部の裂片は重

なっていない、縁の毛の有無は無、表及び裏の毛は無～微、表の色は濃緑、表の光沢は

中、斑入りは無、葉柄の長さは中、毛は無～微、色は赤褐である。１株当たりの花の密

度及び１花房当たりの花数は中、雄花の花形は半八重咲、花弁の形は広卵形～円形、縁

の形は円鋸歯状、波状は無～微、とさか状の有無は無、花の大きさは中、花弁数は20.1

～60.0、表の色は濃ピンク（JHS カラーチャート0405 、裏の色は鮮ピンク（同0404 、） ）

パターンは単色、花梗の姿勢は直立、小花梗の長さは短、色は赤緑、開花終期の花の退

色は少である。

「バレモンク」及び「エマ」と比較して、苞の色が緑であること、花色が濃ピンクで

あること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

コッパ ロイヤリティ Ｂ．Ｖ．

オランダ王国 ３８５２ＡＭ エルメロ ファツァントラーン １２

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

Ｌ．Ｈ．コッパ

オランダ王国 ３８５２ＡＭ エルメロ ファツァントラーン １０

７ 出願公表の年月日 平成１５年１１月５日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1999年に出願者の温室（オランダ王国）において 「バストス」の変異、

株を発見し、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2000年にその特性が安定し

ていることを確認して育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２４１号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ほうせんか セレブレッテパープルストライプ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統を自家受粉した実生から育成されたものであり、

花色は鮮赤紫に紫ピンクが入る複色、四季咲きで矮性の鉢物向きの品種である。

草型は中間型、草丈は矮性、株幅は中である。茎の長さは短、太さは中、色は褐、分

枝性は中である。葉のつき方は輪生、全形は長楕円状披針形、先端の形は鋭先形、基部

の形は鋭先脚、葉長及び葉幅は中、葉柄の長さは長、葉縁の形は全縁、表面の地色は暗

緑（JHS カラーチャート3707 、斑の有無は無、葉の光沢は中、裏面の地色は浅灰緑）

（同3714）である。花序は総状、着花位置は上部～中間部、花の向きは上向き、一重・

八重の別は一重、花弁数は5枚、一重咲きの花形はⅡ型、花弁の切れ込みは中、花冠の

縦径及び横径は3.6～5.0㎝、単色・複色の別は複色、複色のタイプはⅡ型、花弁の地色

は鮮赤紫（同9207 、二次的な色は紫ピンク（同9503 、基部の色は鮮赤紫（同9207 、） ） ）

距の長さは3.1～5.0㎝、曲りは中、色は紫赤（同9714 、花柄の長さは2.1～4.0㎝であ）

る。開花習性は四季咲き、開花の早晩性は中である。

「セレブレッテグレープクラッシュ」と比較して、一重咲きの花形がⅡ型であること、

単色・複色の別が複色であること、距の曲りが弱いこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ティ・エム・ボール研究所 千葉県印旛郡酒々井町墨１５３８番地６

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

スコット Ｃ．トゥリーズ

アメリカ合衆国 カリフォルニア ９３４４４ ニッポマ ラ・カマリラ ２３１

７ 出願公表の年月日 平成１４年８月１３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1997年に育成者の温室（アメリカ合衆国）において、育成者所有の育成

系統を自家受粉し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続

し、1999年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２４２号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ほうせんか 紫舞姫（むらさきまいひめ）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ダブルファンタジー」の変異株であり、花は鮮赤紫色に淡紫ピンク色、

が入る複色、四季咲きで極矮性の鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は中間型、草丈は極矮性、株幅は中である。茎の長さは短、色は緑、分枝性は中

である。葉の着き方は互生、全形は卵形、先端の形は鋭先形、基部の形は鋭脚、葉長、

葉幅及び葉柄の長さは中、葉縁の形は浅鋸歯、表面の地色は暗緑（JHS カラーチャート

3510 、斑の有無は無、葉の光沢は中、裏面の地色は穏黄緑（同3514）である。花序は）

単生、着花位置は上部、花の向きは横向き、一重・八重の別は八重、花弁数は31～40枚、

花弁の切れ込みは無、花冠の縦径及び横径は3.6～5.0㎝、単色・複色の別は複色、タイ

プはⅡ型、花弁の地色は鮮赤紫（同9207 、二次的な色及び基部の色は淡紫ピンク（同）

9202 、距の長さは3.1～5.0㎝、曲りは弱、色は浅黄緑（同3304 、花柄の長さは2.1～） ）

4.0㎝である。開花習性は四季咲き、開花の早晩性はやや早である。

「ダブルファンタジー」と比較して、花弁の地色が鮮赤紫であること、花弁基部の色

が淡紫ピンクであること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

今丸孝明 福岡県朝倉郡筑前町下高場１４０９－１

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

今丸孝明 福岡県朝倉郡筑前町下高場１４０９－１

７ 出願公表の年月日 平成１５年９月８日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成12年に育成者の温室（福岡県朝倉郡夜須町）において 「ダブルフ、

ァンタジー」の変異株を発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、14年にそ

の特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「紫小町」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２４３号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

オステオスペルマム 掛川ＡＵ５（かけがわＡＵ５）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は淡

緑黄色で先端部に浅緑黄色の複色が入る一重で、やや大輪の鉢物向きの品種である。

草型は立性、草丈はやや低である。主茎の太さは中、色は緑、毛の多少は少、分枝数

及び節間長は中である。葉序は互生、葉身の全形は倒披針形、鋸歯の有無は有、葉身長

はやや短、幅は中、表面の色は緑、斑の有無は無、毛の多少は少、葉柄の長さはやや短、

葉数はやや多である。頭花の着生の形は単生、花の向きは上向き、花型は一重、花弁の

開度は斜上、複弁の有無は無、開閉運動の型は開閉、花径はやや大、舌状花の長さはや

や長、幅は中、地色は淡緑黄（JHS カラーチャート2702 、花色パターンは先端、先端）

部の複色の幅は狭、先端部の複色は浅緑黄（同2703 、裏面の地色は明緑黄（同2704 、） ）

中肋部は茶（同1613 、筒状花部の色は浅黄緑（同3109 、舌状花の形は楕円形、先端の） ）

形は鈍形、数は中、がく裂片の形は披針形、大きさは中、色は緑、花芯部の大きさはや

や大、花柄の長さはかなり短、太さはやや太、一花房の花数はやや少、花の香りは無で

ある。

「掛川ＡＵ４」と比較して、舌状花の地色が淡緑黄であること、筒状花部の色が浅黄

緑であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ 神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目７番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

菅野政夫 神奈川県茅ヶ崎市萩園１６４９番１１号

７ 出願公表の年月日 平成１６年２月３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成６年に出願者の温室（神奈川県藤沢市）において、出願者所有の育

成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を

継続し、10年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２４４号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

オステオスペルマム 掛川ＡＵ７（かけがわＡＵ７）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は紫

白色で基部に赤味紫、先端部に鮮紫ピンクの複色が入る一重で、かなり大輪の鉢物及び

花壇向きの品種である。

草型は立性、草丈はやや低である。主茎の太さは中、色は緑、毛の多少は少、分枝数

はかなり少、節間長はやや短である。葉序は互生、葉身の全形は倒披針形、鋸歯の有無
は有、葉身長及び幅は中、表面の色は濃緑、斑の有無は無、毛の多少は少、葉柄の長さ

はやや短、葉数はやや少である。頭花の着生の形は単生、花の向きは上向き、花型は一

重、花弁の開度は水平、複弁の有無は無、開閉運動の型は開閉、花径はかなり大、舌状

花の長さはかなり長、幅はやや広、地色は紫白（JHS カラーチャート8901 、花色パタ）

ーンは基部と先端、基部の複色の幅は狭、先端部の複色の幅は広、基部の複色は赤味紫

（同8911 、先端部の複色は鮮紫ピンク（同8904 、裏面の地色は浅灰紫（同8914 、中） ） ）

肋部は灰紫（同8915 、筒状花部の色は浅緑（同4008 、舌状花の形は倒披針形、先端の） ）

形は鈍形、数はやや多、がく裂片の形は披針形、大きさは中、色は緑、花芯部の大きさ

はやや大、花柄の長さは中、太さはやや太、一花房の花数はやや少、花の香りは無であ

る。
「はるなシンフォニー」と比較して、舌状花先端部の複色が鮮紫ピンクであること、

筒状花部の色が浅緑であること等で 「マルモ」及び「掛川ＡＵ２］と比較して、花径、

が大きいこと、舌状花先端部の複色が鮮紫ピンクであること、筒状花部の色が浅緑であ

ること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ 神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目７番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所
菅野政夫 神奈川県茅ヶ崎市萩園１６４９番１１号

７ 出願公表の年月日 平成１６年２月３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成２年に出願者の温室（神奈川県藤沢市）において、出願者所有の育

成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を

継続し、６年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２４５号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

オステオスペルマム サニーフロラ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「SUNNY LADY」どうしを交配して育成されたものであり、花は舌状花の、

地色が鮮紫ピンクで基部に赤味紫、先端部に明赤味紫の複色が入る一重で、大輪の鉢物

向きの品種である。

草型は立性、草丈は低である。主茎の太さはやや太、色は緑、毛の多少は中、分枝数

は少、節間長は短である。葉序は互生、葉身の全形は楕円形、鋸歯の有無は有、葉身長
は長、幅はやや広、表面の色は濃緑、斑の有無は無、毛の多少は中、葉柄の長さは短、

葉数はやや少である。頭花の着生の形は単生、花の向きは上向き、花型は一重、花弁の

開度は水平、複弁の有無は無、開閉運動の型は開閉、花径は大、舌状花の長さは長、幅

は中、地色は鮮紫ピンク（JHS カラーチャート8904 、花色パターンは基部と先端、基）

部の複色の幅は極狭、先端部の複色の幅は広、基部の複色は赤味紫（同8912 、脈の色）

は赤味紫（同8911 、先端部の複色は明赤味紫（同8905 、裏面の色は地色が浅赤味紫） ）

（同8910 、脈が赤味紫（同8911 、筒状花部の色は暗紫（同8609 、舌状花の形は長楕） ） ）

円形、先端の形は鈍形、数はやや多、がく裂片の形は披針形、大きさは中、色は緑、花

芯部の大きさはやや大、花柄の長さはやや短、太さ及び一花房の花数は中、花の香りは

無である。
「はるなシンフォニー」と比較して、舌状花の地色が鮮紫ピンクであること等で、

「掛川ＡＵ２」と比較して、舌状花の地色が鮮紫ピンクであること、花色パターンが基

部と先端であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サニー グローンネギデン ＡｐＳ

デンマーク王国 ＤＫ－５２７０ オーデンセ Ｎ グローンネギデン １４８

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所
ブジャルネ ニホルム ラルセン

デンマーク王国 ＤＫ－５２７０ オーデンセ Ｎ グローンネギデン １４８

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1997年に出願者の温室（デンマーク王国）において 「SUNNY LADY」に、

「SUNNY Ledy」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査

を継続し、2001年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２４６号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

オステオスペルマム サニーアマンダ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「Sunny Alex」に育成者所有の育成系統を交配して育成されたものであ、

り、花は舌状花の地色が黄白で基部に明赤味紫、先端部に浅緑黄の複色が入る一重で、

大輪の鉢物向きの品種である。

草型は立性、草丈は低である。主茎の太さは中、色は緑、毛の多少は中、分枝数はや

や少、節間長はかなり短である。葉序は互生、葉身の全形は楕円形、鋸歯の有無は有、
葉身長及び幅は中、表面の色は緑、斑の有無は無、毛の多少は中、葉柄の長さは短、葉

数は中である。頭花の着生の形は単生、花の向きは上向き、花型は一重、花弁の開度は

水平、複弁の有無は無、開閉運動の型は開閉、花径は大、舌状花の長さは長、幅は中、

地色は黄白（JHS カラーチャート2701 、花色パターンは基部と先端、基部の複色の幅）

は極狭、先端部の複色の幅は広、基部の複色は明赤味紫（同8905 、先端部の複色は浅）

緑黄（同2703 、裏面の色は地色が鮮黄橙（同1906 、中肋部が黄茶（同1916 、筒状花） ） ）

部の色は灰紫（同8314 、舌状花の形は楕円形、先端の形は鈍形、数はやや多、がく裂）

片の形は披針形、大きさは中、色は緑、花芯部の大きさはやや大、花柄の長さは短、太

さ及び一花房の花数は中、花の香りは無である。

「掛川ＡＵ４」と比較して、舌状花の地色が黄白であること、筒状花部の色が灰紫で
あること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サニー グローンネギデン ＡｐＳ

デンマーク王国 ＤＫ－５２７０ オーデンセ Ｎ グローンネギデン １４８

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

ブジャルネ ニホルム ラルセン

デンマーク王国 ＤＫ－５２７０ オーデンセ Ｎ グローンネギデン １４８

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2000年に出願者の温室（デンマーク王国）において 「Sunny Alex」に、

育成者所有の育成系統を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性

の調査を継続し、2002年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したもの

である。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２４７号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

オステオスペルマム サニーザラ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は鮮

紫色の風車形で、中輪の鉢物向きの品種である。

草型は立性、草丈は低である。主茎の太さはやや細、色は緑、毛の多少は少、分枝数

はかなり少、節間長は極短である。葉序は互生、葉身の全形は楕円形、鋸歯の有無は有、

葉身長はやや短、幅はかなり狭、表面の色は濃緑、斑の有無は無、毛の多少は中、葉柄

の長さはかなり短、葉数はやや少である。頭花の着生の形は単生、花の向きは上向き、

花型は風車形、花弁の開度は水平、複弁の有無は無、開閉運動の型は開閉、花径及び舌

状花の長さは中、幅はやや狭、地色は鮮紫（JHS カラーチャート8605 、花色パターン）

は単色、裏面の色は基部が淡紫（同8602 、中央部が浅紫（同8602 、先端部が穏紫ピン） ）

ク（同9712 、筒状花部の色は穏青紫（同8010 、舌状花の形はへら形、先端の形は鈍形、） ）

数は中、がく裂片の形は披針形、大きさはやや小、色は緑、花芯部の大きさは中、花柄

の長さはやや長、太さは中、一花房の花数は少、花の香りは無である。

「アンタリス」と比較して、花弁の開度が水平であること、舌状花の地色が鮮紫であ

ること等で 「ペンバ」と比較して、舌状花の地色が鮮紫であること等で区別性が認め、

られる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サニー グローンネギデン ＡｐＳ

デンマーク王国 ＤＫ－５２７０ オーデンセ Ｎ グローンネギデン １４８

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

ブジャルネ ニホルム ラルセン

デンマーク王国 ＤＫ－５２７０ オーデンセ Ｎ グローンネギデン １４８

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1999年に出願者の温室（デンマーク王国）において、育成者所有の育成

系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継

続し、2002年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２４８号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

オステスペルマム サニーステファニー

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「Sunny Martha」に育成者所有の育成系統を交配して育成されたもので、

あり、花は舌状花の地色が鮮赤紫で基部に暗赤紫の複色が入る一重で、中輪の鉢物向き

の品種である。

草型は立性、草丈は低である。主茎の太さはやや太、色は緑、毛の多少は少、分枝数

はかなり少、節間長は極短である。葉序は互生、葉身の全形は長楕円形、鋸歯の有無は
有、葉身長は中、幅はやや狭、表面の色は緑、斑の有無は無、毛の多少は中、葉柄の長

さは短、葉数はやや少である。頭花の着生の形は単生、花の向きは上向き、花型は一重、

花弁の開度は水平、複弁の有無は無、開閉運動の型は開閉、花径、舌状花の長さ及び幅

は中、地色は鮮赤紫（JHS カラーチャート9208 、花色パターンは基部、基部の複色の）

幅は極狭、基部の複色は暗赤紫（同9210 、脈の色は鮮赤紫（同9207 、裏面の色は地色） ）

が暗灰紫（同9218 、脈が穏赤紫（同9215 、筒状花部の色は暗紫（同8609 、舌状花の） ） ）

形は楕円形、先端の形は鈍形、数は中、がく裂片の形は披針形、大きさはやや小、色は

緑、花芯部の大きさ、花柄の長さ及び太さは中、一花房の花数はやや少、花の香りは無

である。

「はるなシンフォニー」と比較して、舌状花の地色が鮮赤紫であること、舌状花の形
が楕円形であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サニー グローンネギデン ＡｐＳ

デンマーク王国 ＤＫ－５２７０ オーデンセ Ｎ グローンネギデン １４８

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

ブジャルネ ニホルム ラルセン

デンマーク王国 ＤＫ－５２７０ オーデンセ Ｎ グローンネギデン １４８

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1999年に出願者の温室（デンマーク王国）において 「Sunny Martha」、

に育成者所有の育成系統を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特

性の調査を継続し、2002年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したも

のである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２４９号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

オステオスペルマム サニーセレナ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「Sunny Alex」に「Sunny Martha」を交配して育成されたものであり、、

花は舌状花の地色が淡橙黄で基部に鮮ピンク、先端部にピンクの複色が入る一重で、大

輪の鉢物向きの品種である。

草型は中間、草丈はやや低である。主茎の太さはやや太、色は緑、毛の多少は中、分

枝数はやや少、節間長は短である。葉序は互生、葉身の全形は倒披針形、鋸歯の有無は
有、葉身長はやや長、幅は中、表面の色は緑、斑の有無は無、毛の多少は中、葉柄の長

さは短、葉数は中である。頭花の着生の形は単生、花の向きは上向き、花型は一重、花

弁の開度は水平、複弁の有無は無、開閉運動の型は開閉、花径は大、舌状花の長さは長、

幅は中、地色は淡橙黄（JHS カラーチャート2202 、花色パターンは基部と先端、基部）

の複色の幅は極狭、先端部の複色の幅は広、基部の複色は鮮ピンク（同0404 、脈の色）

は紅（同0114 、先端部の複色はピンク（同0403 、裏面の色は地色が明橙（同1604 、） ） ）

中肋部が茶（同1614 、筒状花部の色は暗灰紫（同8916 、舌状花の形は長楕円形、先端） ）

の形は鈍形、数は中、がく裂片の形は披針形、大きさは中、色は緑、花芯部の大きさは

やや大、花柄の長さはやや短、太さ及び一花房の花数は中、花の香りは無である。

「アコペ」と比較して、花弁の開度が水平であること、舌状花裏面の地色が明橙、中
肋部が茶であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サニー グローンネギデン ＡｐＳ

デンマーク王国 ＤＫ－５２７０ オーデンセ Ｎ グローンネギデン １４８

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

ブジャルネ ニホルム ラルセン

デンマーク王国 ＤＫ－５２７０ オーデンセ Ｎ グローンネギデン １４８

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1998年に出願者の温室（デンマーク王国）において 「Sunny Alex」に、

「Sunny Martha」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調

査を継続し、2000年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものであ

る。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２５０号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

オステオスペルマム サニーヘンリー

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統に「Sunny Alex」を交配して育成されたものであ

り、花は黄白色の一重で、大輪の鉢物向きの品種である。

草型は立性、草丈はやや低である。主茎の太さはやや太、色は淡緑、毛の多少は少、

分枝数はやや少、節間長は短である。葉序は互生、葉身の全形は長楕円形、鋸歯の有無

は有、葉身長は長、幅はやや広、表面の色は緑、斑の有無は無、毛の多少は中、葉柄の

長さは短、葉数は中である。頭花の着生の形は単生、花の向きは上向き、花型は一重、

花弁の開度は水平、複弁の有無は無、開閉運動の型は開閉、花径は大、舌状花の長さは

やや長、幅は中、地色は黄白（JHS カラーチャート2501 、花色パターンは単色、裏面）

の色は地色が黄白（同2701 、中肋部が浅緑黄（同2703 、筒状花部の色は穏黄（同） ）

） 、2512 、舌状花の形は倒披針形、先端の形は鋭形、数はやや多、がく裂片の形は披針形

大きさは中、色は緑、花芯部の大きさ及び花柄の長さは中、太さはやや太、一花房の花

数は中、花の香りは無である。

「ザイール」と比較して、葉に斑が無いこと、花弁の開度が水平であること、舌状花

の形が倒披針形であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サニー グローンネギデン ＡｐＳ

デンマーク王国 ＤＫ－５２７０ オーデンセ Ｎ グローンネギデン １４８

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

ブジャルネ ニホルム ラルセン

デンマーク王国 ＤＫ－５２７０ オーデンセ Ｎ グローンネギデン １４８

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2000年に出願者の温室（デンマーク王国）において、育成者所有の育成

系統に「Sunny Alex」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性

の調査を継続し、2002年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したもの

である。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２５１号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

オステオスペルマム サニーエリザベス

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は舌

状花の地色が淡紫ピンクで基部に鮮赤紫の複色が入る一重で、やや大輪の鉢物向きの品

種である。

草型は中間、草丈はやや低である。主茎の太さはやや太、色は緑、毛の多少及び分枝

数は少、節間長はかなり短である。葉序は互生、葉身の全形は楕円形、鋸歯の有無は有、

葉身長はやや長、幅は中、表面の色は緑、斑の有無は無、毛の多少は中、葉柄の長さは

短、葉数は中である。頭花の着生の形は単生、花の向きは上向き、花型は一重、花弁の

開度は水平、複弁の有無は無、開閉運動の型は開閉、花径はやや大、舌状花の長さはや

や長、幅はやや広、地色は淡紫ピンク（JHS カラーチャート9202 、花色パターンは基）

部、基部の複色の幅は狭、基部の複色は鮮赤紫（同9207 、脈の色は明赤紫（同9206 、） ）

裏面の色は地色が紫ピンク（同9211 、中肋部が濃紫ピンク（同9213 、脈が穏紫ピンク） ）

（同9712 、筒状花部の色は濃青味紫（同8307 、舌状花の形は楕円形、先端の形は鈍形、） ）

数はやや多、がく裂片の形は披針形、大きさは中、色は緑、花芯部の大きさは中、花柄

の長さはやや短、太さは中、一花房の花数はやや少、花の香りは無である。

「はるなシンフォニー」と比較して、花が小さいこと、花の地色が淡紫ピンクである

こと、舌状花の形が楕円形であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サニー グローンネギデン ＡｐＳ

デンマーク王国 ＤＫ－５２７０ オーデンセ Ｎ グローンネギデン １４８

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

ブジャルネ ニホルム ラルセン

デンマーク王国 ＤＫ－５２７０ オーデンセ Ｎ グローンネギデン １４８

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2000年に出願者の温室（デンマーク王国）において、育成者所有の育成

系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継

続し、2003年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２５２号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

オステオスペルマム サニーフィリップ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は舌

状花の地色が紫白で基部に濃赤味紫の複色が入る風車形で、やや大輪の鉢物向きの品種

である。

草型は立性、草丈はやや低である。主茎の太さは中、色は緑、毛の多少及び分枝数は

少、節間長はかなり短である。葉序は互生、葉身の全形は長楕円形、鋸歯の有無は有、

葉身長はやや長、幅はやや狭、表面の色は緑、斑の有無は無、毛の多少は中、葉柄の長

さは短、葉数はやや少である。頭花の着生の形は単生、花の向きは上向き、花型は風車

形、花弁の開度は水平、複弁の有無は無、開閉運動の型は開閉、花径はやや大、舌状花

の長さはやや長、幅はやや狭、地色は紫白（JHS カラーチャート8901 、花色パターン）

は基部、基部の複色の幅は狭、基部の複色は濃赤味紫（同8907 、裏面の色は下部が淡）

紫ピンク（同8902 、上部が赤味紫（同8911 、筒状花部の色は紫（同8612 、舌状花の） ） ）

形はへら形、先端の形は鈍形、数はやや多、がく裂片の形は披針形、大きさは中、色は

緑、花芯部の大きさはやや大、花柄の長さ及び太さは中、一花房の花数はやや少、花の

香りは有である。

「アクシロ」と比較して、花弁の開度が水平であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サニー グローンネギデン ＡｐＳ

デンマーク王国 ＤＫ－５２７０ オーデンセ Ｎ グローンネギデン １４８

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

ブジャルネ ニホルム ラルセン

デンマーク王国 ＤＫ－５２７０ オーデンセ Ｎ グローンネギデン １４８

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2000年に出願者の温室（デンマーク王国）において、育成者所有の育成

系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継

続し、2003年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２５３号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ゆり ベリンゾーン

３ 登録品種の特性の概要
この品種は、育成者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は中

輪の淡紫ピンク色でヤマユリ型の切花向きの品種である。
草丈は50～74㎝、茎の直径は5.0～9.9㎜、色は緑、毛じは無、節間長は茎の中央部は

5～9㎜、止葉下は10～19㎜である。葉序は5/13、葉の全体の形は広披針形、ねじれは無、
葉幅は20～29㎜、葉長は9～11㎝、葉の光沢は無、葉数はやや少、葉の着生角度は60～
89゜である。つぼみの形はⅣ型、花の向きは90～119゜、花房の形状は総状花序、全体
の形はヤマユリ型である。花径は120～149㎜、内花被の幅は40～49㎜、長さは6～8㎝、
外花被の幅は30～39㎜、長さは6～8㎝である。花色は花弁の基部はピンク白（JHS カラ
ーチャート9201 、地色、中肋部、縁部及び裏面は淡紫ピンク（同9202）である。内花）
被及び外花被１枚の斑点の数は０、つぼみの色は淡紫ピンク（同9501 、内花被の形は）
Ⅴ型、外花被の形はⅣ型、内花被の先端の形状はⅢ型、反転の程度はⅨ型、外花被の先
端の形状はⅥ型、反転の程度はⅧ型、花被のねじれは1/8未満、花被上の乳状突起は有
である。花糸の色は白、花粉の色は赤褐、第一花梗の長さは30～59㎜、花梗の太さはや
や細、色は緑、花梗への葉の着生は有、第一花梗の向きは60～89゜、一花茎の花数はや
や少、花の香りは弱、開花期は中である。
「ル・レーブ」と比較して、内花被及び外花被に斑点がないこと、開花期が晩いこと

等で 「マルコポーロ」と比較して、茎の色が緑であること、内花被及び外花被に斑点、
がないこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
フレッター＆デン ハーン ベヘール社
オランダ王国 ２２３１ＢＤ レインスブルフ ウフストヘースタアウェッヒ ２
０２ Ａ

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所
ビム フレッター
オランダ王国 ２２３１ＢＪ レインスブルフ ウォーターボスラーン ２８

７ 出願公表の年月日 平成１６年４月７日

８ 登録品種の育成の経過の概要
この品種は、1990年に育成者のほ場（オランダ王国）において、育成者所有の育成系

統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続
し、1996年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２５４号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ゆり ショパン

３ 登録品種の特性の概要
この品種は、出願者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は中

輪の濃紫ピンク色のスカシユリ型の切花向きの品種である。
草丈は75～99㎝、茎の直径は5.0～9.9㎜、上部及び中部の色は淡緑、下部の色は淡褐、

毛じは無、節間長は茎の中央部は5～9㎜、止葉下は10～19㎜である。葉序は2/5、葉の
全体の形は狭披針形、ねじれは無、葉幅は5～9㎜、葉長は9～11㎝、葉の光沢は無、葉
数は多、葉の着生角度は30～59゜である。つぼみの形はⅡ型、花の向きは15～29゜、花
房の形状は総状花序、全体の形はスカシユリ型である。花径は120～149㎜、内花被の幅
は40～49㎜、長さは6～8㎝、外花被の幅は20～29㎜、長さは6～8㎝である。花色は花弁
の基部は淡紫ピンク（JHS カラーチャート9502 、地色、中肋部及び縁部は濃紫ピンク）
（同9213 、裏面は穏紫ピンク（同9511）である。内花被１枚の斑点の数は20～29、外）
花被１枚の斑点の数は1～9、つぼみの色は紫ピンク（同9211 、内花被の形はⅤ型、外）
花被の形はⅦ型、内花被の先端の形状はⅢ型、反転の程度はⅦ型、外花被の先端の形状
はⅥ型、反転の程度はⅦ型、花被のねじれは1/8未満、花被上の乳状突起は無である。
花糸の色は紫、花粉の色は赤褐、第一花梗の長さは30～59㎜、花梗の太さは中、色は緑、
花梗への葉の着生は有、第一花梗の向きは30～59゜、一花茎の花数は中、花の香りは無、
開花期はやや早である。
「ビバルディ」及び「サンシーロ」と比較して、花弁の地色が濃紫ピンクであること、

外花被の形がⅦ型であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
フレッター＆デン ハーン ベヘール社
オランダ王国 ２２３１ＢＤ レインスブルフ ウフストヘースタアウェッヒ ２
０２ Ａ

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所
ビム フレッター
オランダ王国 ２２３１ＢＪ レインスブルフ ウォーターボスラーン ２８

７ 出願公表の年月日 平成１６年４月７日

８ 登録品種の育成の経過の概要
この品種は、1990年に出願者の温室（オランダ王国）において、出願者所有の育成系

統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続
し、1996年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２５５号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ゆり ナバラ

３ 登録品種の特性の概要
この品種は、出願者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は中

輪の黄白色のスカシユリ型の切花向きの品種である。
草丈は50～74㎝、茎の直径は5.0～9.9㎜、色は緑、毛じは無、節間長は茎の中央部は

5～9㎜、止葉下は20～39㎜である。葉序は2/5、葉の全体の形は披針形、ねじれは無、
葉幅は5～9㎜、葉長は6～8㎝、葉の光沢は無、葉数は多、葉の着生角度は60～89゜であ
る。つぼみの形はⅣ型、花の向きは15～29゜、花房の形状は総状花序、全体の形はスカ
シユリ型である。花径は120～149㎜、内花被の幅は40～49㎜、長さは6～8㎝、外花被の
幅は20～29㎜、長さは6～8㎝である。花色は花弁の基部は黄白（JHS カラーチャート
3101 、地色、中肋部、縁部及び裏面は黄白（同2902）である。内花被及び外花被１枚）
の斑点の数は０、つぼみの色は淡黄緑（同3303 、内花被の形はⅤ型、外花被の形はⅣ）
型、内花被の先端の形状はⅢ型、反転の程度はⅦ型、外花被の先端の形状はⅥ型、反転

、の程度はⅧ型、花被のねじれは1/8未満、花被上の乳状突起は無である。花糸の色は白
花粉の色は赤紫褐、第一花梗の長さは30～59㎜、花梗の太さは中、色は緑、花梗への葉
の着生は有、第一花梗の向きは30～59゜、一花茎の花数はやや少、花の香りは無、開花
期は中である。
「ラジオ」と比較して、内花被に斑点が無いこと、内花被の形がⅤ型であること、花

粉の色が赤紫褐であること等で 「アラスカ」と比較して、内花被に斑点が無いこと、、
外花被の反転の程度がⅧ型であること、花粉の色が赤紫褐であること等で区別性が認め
られる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
フレッター＆デン ハーン ベヘール社
オランダ王国 ２２３１ＢＤ レインスブルフ ウフストヘースタアウェッヒ ２
０２ Ａ

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所
ビム フレッター
オランダ王国 ２２３１ＢＪ レインスブルフ ウォーターボスラーン ２８

７ 出願公表の年月日 平成１６年４月７日

８ 登録品種の育成の経過の概要
この品種は、1992年に出願者の温室（オランダ王国）において、出願者所有の育成系

統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続
し、1997年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２５６号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ゆり ピサ

３ 登録品種の特性の概要
この品種は、出願者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花はや

や大輪の明黄色で中肋部が鮮橙黄色のスカシユリ型の切花向きの品種である。
草丈は50～74㎝、茎の直径は5.0～9.9㎜、色は淡緑、毛じは無、節間長は茎の中央部

は５㎜未満、止葉下は20～39㎜である。葉序は3/8、葉の全体の形は狭披針形、ねじれ
は無、葉幅は10～19㎜、葉長は9～11㎝、葉の光沢は有、葉数は多、葉の着生角度は60
～89゜である。つぼみの形はⅡ型、花の向きは15～29゜、花房の形状は総状花序、全体
の形はスカシユリ型である。花径は150～179㎜、内花被の幅は50～59㎜、長さは9～12
㎝、外花被の幅は30～39㎜、長さは9～11㎝である。花色は花弁の基部は浅緑黄（JHS
カラーチャート2703 、地色は明黄（同2506 、中肋部は鮮橙黄（同2205 、縁部は明黄） ） ）
（同2506 、裏面は明黄（同2505）である。内花被及び外花被１枚の斑点の数は０、つ）
ぼみの色は明緑黄（同2704 、内花被の形はⅦ型、外花被の形はⅣ型、内花被の先端の）
形状はⅢ型、反転の程度はⅨ型、外花被の先端の形状はⅢ型、反転の程度はⅧ型、花被
のねじれは1/8未満、花被上の乳状突起は有である。花糸の色は黄、花粉の色は黄褐、
第一花梗の長さは30～59㎜、花梗の太さは中、色は淡緑、花梗への葉の着生は有、第一
花梗の向きは30～59゜、一花茎の花数は中、花の香りは無、開花期は中である。
「マレンマ」と比較して、花弁中肋部の色が鮮橙黄であること、外花被の反転の程度

がⅧ型であること等で 「ゴールデンホーン」と比較して、花弁中肋部の色が鮮橙黄で、
あること、花粉の色が黄褐であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
フレッター＆デン ハーン ベヘール社
オランダ王国 ２２３１ＢＤ レインスブルフ ウフストヘースタアウェッヒ ２
０２ Ａ

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所
ビム フレッター
オランダ王国 ２２３１ＢＪ レインスブルフ ウォーターボスラーン ２８

７ 出願公表の年月日 平成１６年４月７日

８ 登録品種の育成の経過の概要
この品種は、1989年に出願者の温室（オランダ王国）において、出願者所有の育成系

統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続
し、1995年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２５７号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ゆり ソルプレッサ

３ 登録品種の特性の概要
この品種は、出願者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は中

輪の黄白色のスカシユリ型の切花向きの品種である。
草丈は50～74㎝、茎の直径は5.0～9.9㎜、上部及び中部の色は緑、下部の色は褐、毛

じは無、節間長は茎の中央部は５㎜未満、止葉下は20～39㎜である。葉序は3/8、葉の
全体の形は披針形、ねじれは無、葉幅は10～19㎜、葉長は6～8㎝、葉の光沢は有、葉数
はやや多、葉の着生角度は60～89゜である。つぼみの形はⅣ型、花の向きは15～29゜、
花房の形状は総状花序、全体の形はスカシユリ型である。花径は120～149㎜、内花被の
幅は40～49㎜、長さは6～8㎝、外花被の幅は30～39㎜、長さは6～8㎝である。花色は花
弁の基部は黄白（JHS カラーチャート3302 、地色、中肋部及び縁部は黄白（同2701 、） ）
裏面は黄白（同2902）である。内花被及び外花被１枚の斑点の数は０、つぼみの色は淡
黄緑（同3102 、内花被の形はⅤ型、外花被の形はⅣ型、内花被の先端の形状はⅢ型、）
反転の程度はⅧ型、外花被の先端の形状及び反転の程度はⅥ型、花被のねじれは1/8未
満、花被上の乳状突起は無である。花糸の色は白、花粉の色は黄褐、第一花梗の長さは
30～59㎜、花梗の太さはやや太、色は緑、花梗への葉の着生は有、第一花梗の向きは30
～59゜、一花茎の花数は中、花の香りは無、開花期はやや晩である。
「ラジオ」と比較して、内花被に斑点が無いこと、内花被の形がⅤ型であること、外

花被の反転の程度がⅥ型であること等で 「アラスカ」と比較して、内花被に斑点が無、
いこと、内花被の反転の程度がⅧ型であること、外花被の反転の程度がⅥ型であること
等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
フレッター＆デン ハーン ベヘール社
オランダ王国 ２２３１ＢＤ レインスブルフ ウフストヘースタアウェッヒ ２
０２ Ａ

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所
ビム フレッター
オランダ王国 ２２３１ＢＪ レインスブルフ ウォーターボスラーン ２８

７ 出願公表の年月日 平成１６年４月７日

８ 登録品種の育成の経過の概要
この品種は、1991年に出願者の温室（オランダ王国）において、出願者所有の育成系

統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続
し、1996年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２５８号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ゆり トレザー

３ 登録品種の特性の概要
この品種は、出願者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花はや

や大輪の鮮橙色のスカシユリ型の切花向きの品種である。
草丈は75～99㎝、茎の直径は5.0～9.9㎜、上部の色は緑、中部の色は淡褐、下部の色

は褐、毛じは無、節間長は茎の中央部は５㎜未満、止葉下は20～39㎜である。葉序は
5/13、葉の全体の形は狭披針形、ねじれは無、葉幅は10～19㎜、葉長は9～11㎝、葉の
光沢は有、葉数は多、葉の着生角度は60～89゜である。つぼみの形はⅡ型、花の向きは
30～59゜、花房の形状は総状花序、全体の形はスカシユリ型である。花径は150～179㎜、
内花被の幅は40～49㎜、長さは9～12㎝、外花被の幅は20～29㎜、長さは9～11㎝である。
花色は花弁の基部は明橙（JHS カラーチャート1305 、地色、中肋部及び縁部は鮮橙）
（同1306 、裏面は明赤橙（同1005）である。内花被１枚の斑点の数は30～39、外花被）
１枚の斑点の数は1～9、つぼみの色は明橙（同1304 、内花被の形はⅤ型、外花被の形）
はⅣ型、内花被の先端の形状はⅢ型、反転の程度はⅦ型、外花被の先端の形状はⅥ型、
反転の程度はⅦ型、花被のねじれは1/8未満、花被上の乳状突起は無である。花糸の色
はオレンジ、花粉の色は赤褐、第一花梗の長さは30～59㎜、花梗の太さはやや太、色は
緑、花梗への葉の着生は有、第一花梗の向きは30～59゜、一花茎の花数は中、花の香り
は無、開花期は早である。
「ブルネロ」と比較して、花弁の地色が鮮橙であること、内花被に斑点が有ること等

で 「エリート」と比較して、外花被の斑点の数が少ないこと、外花被の反転の程度が、
Ⅶ型であること、花粉の色が赤褐であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
フレッター＆デン ハーン ベヘール社
オランダ王国 ２２３１ＢＤ レインスブルフ ウフストヘースタアウェッヒ ２
０２ Ａ

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所
ビム フレッター
オランダ王国 ２２３１ＢＪ レインスブルフ ウォーターボスラーン ２８

７ 出願公表の年月日 平成１６年４月７日

８ 登録品種の育成の経過の概要
この品種は、1988年に出願者の温室（オランダ王国）において、出願者所有の育成系

統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続
し、1995年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２５９号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ファレノプシス キヌの太陽（キヌのたいよう）

３ 登録品種の特性の概要

、 、この品種は 「シラユキ」に「ポコスタンブリー」を交配して育成されたものであり

花はセパル及びペタルが淡緑黄の単色、リップ中央裂片は黄白の地色に明黄色のぼかし

が入る平咲きのやや大型種である。

株の大きさはやや大、草姿は横性である。葉の正面の形は倒披針形、先端の形は微突

形、横断面の形はⅢ型、向きは水平、ねじれは無、幅は51～75㎜、長さは20.1～30㎝、

表面の色は暗黄緑である。花序の型は総状、花数は11～15、花型は平、花の横径は10.1

～12.5㎝、縦径は7.6～10.0㎝である。ドーサル・セパルの正面の形は楕円形、先端の

形は円形、周縁の波打ちは無、ラテラル・セパルの正面の形は長楕円状披針形、先端の

形は鈍形、周縁の波打ちは無である。ペタルの正面の形は半円形、先端の形は円形、周

縁の波打ちは無である。リップ中央裂片の正面の形はⅡ型、横断面の形はⅣ型である。

花色はセパル及びペタルは淡緑黄（JHS カラーチャート2903）の単色、リップの中央裂

片は黄白（同2502）の地色に明黄（同2505）のぼかしが入る、側裂片は黄白（同2501）

の地色に濃赤（同0408）の縞斑及び明黄（同2505）のぼかしが入る。花の香りは無、開

花期は春である。

「Taipei Gold」及び「Brother Lawrence」と比較して、セパル及びペタルの色が淡

緑黄の単色であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社キヌ・ナーセリー 栃木県宇都宮市桑島町３６２番地１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

斉藤英夫 栃木県宇都宮市桑島町３６２番地１号

７ 出願公表の年月日 平成１７年６月２３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成７年に出願者の温室（栃木県宇都宮市）において 「シラユキ」に、

「ポコスタンブリー」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性

の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したもので

ある。

なお、出願時の名称は「Ｔａｉｙｏ」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２６０号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ソフロレリア 幸運の赤い唇（こううんのあかいくちびる）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「サイケ」に「イザベラストーン」を交配して育成されたものであり、、

花はセパル及びペタルが鮮赤の単色、リップは上部が濃赤色、下部が赤色で明黄色の目

が入る抱え・平咲咲きの鉢物向きの品種である。

草型の大きさは小、草姿は立型、ぎ球茎の正面の形は広線形、横断面の形は楕円形、

高さは5.1～10.0㎝、長径は1.1～2.0㎝である。葉の全体の形は披針形、先端の形は鋭
形、ねじれは有、向きは斜上、長さは10.1～15.0㎝、幅は2.1～3.0㎝、表面の色は淡緑、

葉数は１～２である。花序は総状、１花茎の花数は２～３、花型は抱え・平咲、花の横

径及び縦径は31～60㎜である。セパル正面の形は披針形、先端の形は鋭先形、周縁の波

打ちは無である。ペタル正面の形は広卵形、先端の形は鋭形、切れ込みの有無は無、周

縁の波打ちはかなり少である。リップ正面の複雑性は単純、単純型の正面形はⅠ型、ス

ロートの抱合は完全、周縁の波打ちは小波多、切れ込みは無である。花色はセパル及び

ペタルの内側は鮮赤（JHS カラーチャート0407）の単色、リップの上部内側は濃赤（同

0408）の単色、下部内側は赤（同0415）の単色、目の形はⅤ型、大きさは51～70％、色

は明黄（同2505）の単色である。花の香りは無、開花期は冬咲である。

「ウィンディーズバレンタイン」と比較して、花の横径が狭いこと、リップ単純型の
正面形がⅠ型であること、ペタル内側の色が鮮赤であること等で 「レッドマジック」、

と比較して、リップ上部の色が濃赤であること、リップの目が明黄の単色であること等

で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

山本嘉隆 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字小佐２４番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

山本嘉隆 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字小佐２４番地

７ 出願公表の年月日 平成１５年１１月５日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、昭和63年に育成者の温室（愛知県知多郡南知多町）において 「サイ、

ケ」に「イザベラストーン」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いなが

ら特性の調査を継続し、平成14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了

したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２６１号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら 湘南キャンディピンク（しょうなんキャンディピンク）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「湘南キャンディレッド」の枝変わりであり、花の着き方はスプレータ、

イプ、花は鮮紫ピンク色で半剣弁、カップ咲、香りは弱のやや小輪となる切花向きの品

種である。

生育習性は狭叢生、樹高はかなり高、花の着き方はスプレータイプである。新梢のア

ントシアニン着色の程度はかなり弱、とげの有無は有、下側の形は深いえぐれ、色は紅

紫、長いとげの数は中である。葉の長さはやや長、幅、緑の色合い及び表面の光沢は中、

先端小葉の形は楕円形、葉身長は中、葉身幅はやや広、基部の形は円形、先端の形は鋭

形である。花蕾縦断面の形は広卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は

無、花弁枚数はやや少、花径はやや小、上から見た形は星形、上部側面の形はやや凸、

香りは弱である。花弁の長さは短、幅は狭、表面中央部及び縁部の色は鮮紫ピンク

（JHS カラーチャート9504 、基部の目の有無は有、目の大きさは中、目の色は黄白）

（同2701 、模様の有無は無、裏面中央部及び縁部の色は淡紫ピンク（同9501 、模様の） ）

有無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転はやや強、波打ちは弱、タイプは

半剣弁、全体の形は円形である。開花始めの時期は早、開花習性は四季咲である。

「湘南キャンディレッド」及び「ケイスピミ」と比較して、花弁表面の色が鮮紫ピン

クであること、花弁裏面の色が淡紫ピンクであること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所

神奈川県 神奈川県横浜市中区日本大通１

野崎富士夫 神奈川県茅ケ崎市萩園５１０

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

原靖英 神奈川県中郡二宮町二宮３６５

野崎富士夫 神奈川県茅ケ崎市萩園５１０

７ 出願公表の年月日 平成１６年４月７日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成13年に育成者の温室（神奈川県茅ヶ崎市）において 「湘南キャン、

ディレッド」の枝変わりを発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年に

その特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２６２号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら 湘南キャンディルージュ（しょうなんキャンディルージュ）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「湘南キャンディレッド」の枝変わりであり、花の着き方はスプレータ、

イプ、花は明紅色で半剣弁、カップ咲、香りは無又は微弱のやや小輪となる切花向きの

品種である。

生育習性は狭叢生、樹高は高、花の着き方はスプレータイプである。新梢のアントシ

アニン着色の程度はかなり弱、とげの有無は有、下側の形は深いえぐれ、色は紅紫、長

いとげの数は中である。葉の長さはやや長、幅、緑の色合い及び表面の光沢は中、先端

小葉の形は卵形、葉身長は中、葉身幅はやや広、基部の形は円形、先端の形は鋭形であ

る。花蕾縦断面の形は広卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、花

弁枚数はやや少、花径はやや小、上から見た形は星形、上部側面の形はやや凸、香りは

無又は微弱である。花弁の長さは短、幅は狭、表面中央部及び縁部の色は明紅（JHS カ

ラーチャート0106 、基部の目の有無は有、目の大きさは中、目の色はピンク白（同）

0101 、模様の有無は無、裏面中央部及び縁部の色は鮮紫ピンク（同9705 、模様の有無） ）

は無である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転はやや強、波打ちは弱、タイプは半剣

弁、全体の形は円形である。開花始めの時期は早、開花習性は四季咲である。

「湘南キャンディレッド」及び「ケイスピミ」と比較して、花弁表面の色が明紅であ

ること、花弁裏面の色が鮮紫ピンクであること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所

神奈川県 神奈川県横浜市中区日本大通１

野崎富士夫 神奈川県茅ケ崎市萩園５１０

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

原靖英 神奈川県中郡二宮町二宮３６５

野崎富士夫 神奈川県茅ケ崎市萩園５１０

７ 出願公表の年月日 平成１６年４月７日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成13年に育成者の温室（神奈川県茅ヶ崎市）において 「湘南キャン、

ディレッド」の枝変わりを発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年に

その特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２６３号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら インターマクルム

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「インテロルトロ」の枝変わりであり、花の着き方はスプレータイプ、、

花は橙赤色で半剣弁、カップ咲、香りは無又は微弱のやや小輪となる切花向きの品種で

ある。

生育習性は狭叢生、樹高はやや高、花の着き方はスプレータイプである。新梢のアン

トシアニン着色の程度は中、とげの有無は有、下側の形は深いえぐれ、色は緑褐、長い

とげの数は中である。葉の長さ、幅、緑の色合い及び表面の光沢は中、先端小葉の形は

楕円形、葉身長及び葉身幅は中、基部の形は円形、先端の形は鋭形である。花蕾縦断面

の形は円形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数は中、花径

はやや小、上から見た形は不整円形、上部側面の形は平、香りは無又は微弱である。花

弁の長さはかなり短、幅はかなり狭、表面中央部及び縁部の色は橙赤（JHS カラーチャ

ート0713 、基部の目の有無は有、目の大きさはやや小、目の色は明黄（同2506 、模様） ）

） 。の有無は無、裏面中央部及び縁部の色は濃黄ピンク（同0712 、模様の有無は無である

花色の移行性は無、花弁の縁の反転は中、波打ちは弱、タイプは半剣弁、全体の形は狭

楕円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「ケイスピエル」と比較して、花弁枚数が多いこと、花弁裏面中央部の色が濃黄ピン

クであること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社 東京都墨田区押上１丁目１２番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

遠藤一嗣 富山県小矢部市水島１２６２番地

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成13年に育成者の温室（富山県小矢部市）において 「インテロルト、

ロ」の枝変わりを発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、14年にその特性

が安定していることを確認して育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２６４号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら ケイリネア

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「インタープリンス」に「タンパーフリー」を交配して育成されたもの、

であり、花の着き方はスプレータイプ、花は淡紫ピンク色で半剣弁、カップ咲、香りは

中の小輪となる切花向きの品種である。

生育習性は叢生、樹高は中、花の着き方はスプレータイプである。新梢のアントシア

ニン着色の程度は中、とげの有無は有、下側の形は平、色は緑褐、長いとげの数はやや

少である。葉の長さは中、幅は狭、緑の色合いはやや淡、表面の光沢は弱、先端小葉の

形は卵形、葉身長はやや短、葉身幅はやや狭、基部の形は円形、先端の形は鋭形である。

花蕾縦断面の形は円形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数

はやや少、花径は小、上から見た形は円形、上部側面の形はやや凸、香りは中である。

花弁の長さはかなり短、幅はかなり狭、表面中央部及び縁部の色は淡紫ピンク（JHS カ

ラーチャート9702 、基部の目の有無は有、目の大きさはかなり小、目の色は鮮紫ピン）

ク（同9705 、模様の有無は無、裏面中央部及び縁部の色は淡紫ピンク（同9702 、模様） ）

の有無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転は中、波打ちは弱、タイプは半

剣弁、全体の形は円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「ケイスピミ」と比較して、新梢のアントシアニン着色の程度が強いこと、花弁のタ

イプが半剣弁であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社 東京都墨田区押上１丁目１２番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

武内俊介 千葉県香取郡神崎町四季の丘２１番地の２０

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成６年に出願者の温室（千葉県佐原市）において 「インタープリン、

ス」に「タンパーフリー」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら

特性の調査を継続し、12年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したも

のである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２６５号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら ケイスピグル

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の無名実生種に「RINAKOR」を交配して育成されたものであ

り、花の着き方はスプレータイプ、花はピンク色でピンク白色のぼかしが入り、丸弁、

カップ咲、香りは弱の小輪となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高はやや高、花の着き方はスプレータイプである。新梢のアン

トシアニン着色の程度は弱、とげの有無は有、下側の形は深いえぐれ、色は緑褐、長い

とげの数はやや多である。葉の長さは中、幅はやや狭、緑の色合いはやや濃、表面の光

沢は中、先端小葉の形は楕円形、葉身長はやや短、葉身幅は中、基部の形は円形、先端

の形は鋭形である。花蕾縦断面の形は円形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の

有無は無、花弁枚数は少、花径は小、上から見た形は円形、上部側面の形は平、香りは

弱である。花弁の長さはかなり短、幅はかなり狭、表面中央部及び縁部の色はピンク

（JHS カラーチャート0103 、基部の目の有無は無、模様の有無は有、模様のタイプは）

ぼかし、模様の色はピンク白（同0401 、裏面中央部及び縁部の色は鮮紫ピンク（同）

9704 、模様の有無は有、模様のタイプはぼかし、模様の色はピンク白（同9701）であ）

る。花色の移行性は無、花弁の縁の反転及び波打ちはかなり弱、タイプは丸弁、全体の

形は円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「インターボリス」と比較して、枝にとげが有ること、花弁のタイプが丸弁であるこ

と等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社 東京都墨田区押上１丁目１２番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

武内俊介 千葉県香取郡神崎町四季の丘２１番地の２０

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成11年に出願者の温室（千葉県佐原市）において、出願者所有の無名

実生種に「RINAKOR」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性

の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したもので

ある。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２６６号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら ケイスリシマ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、無名実生種に「ルイジェルダン」を交配して育成されたものであり、花

の着き方はスプレータイプ、花は鮮橙赤色で半剣弁、カップ咲、香りは無又は微弱の小

輪となる切花向きの品種である。

生育習性は広叢生、樹高は低、花の着き方はスプレータイプである。新梢のアントシ

アニン着色の程度は無又は微弱、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、色は緑褐、長い

とげの数は多である。葉の長さはやや短、幅はやや狭、緑の色合い及び表面の光沢は中、

先端小葉の形は楕円形、葉身長はやや短、葉身幅はやや狭、基部の形は円形、先端の形

は鋭形である。花蕾縦断面の形は広卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有

無は無、花弁枚数は中、花径は小、上から見た形は不整円形、上部側面の形はやや凸、

香りは無又は微弱である。花弁の長さは短、幅は狭、表面中央部及び縁部の色は鮮橙赤

（JHS カラーチャート0706 、基部の目の有無は有、目の大きさは小、目の色は浅緑黄）

（同2703 、模様の有無は無、裏面中央部及び縁部の色は濃ピンク（同0405 、模様の有） ）

無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転は中、波打ちは無又は微弱、タイプ

は半剣弁、全体の形は円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「ルイオルトロ」と比較して、花弁表面中央部の色が鮮橙赤であること、裏面中央部

の色が濃ピンクであること等で 「ルイジェルダン」と比較して、とげの色が緑褐であ、

ること、花弁の縁の反転が強いこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社 東京都墨田区押上１丁目１２番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

武内俊介 千葉県香取郡神崎町四季の丘２１番地の２０

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成10年に出願者の温室（千葉県佐原市）において、無名実生種に「ル

イジェルダン」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査

を継続し、14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２６７号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら インターグロトブ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の無名実生種どうしを交配して育成されたものであり、花の

着き方は単花咲、花は淡黄緑色で半剣弁、カップ咲、香りはかなり弱の小輪となる切花

向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高は高、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニン着

色の程度は弱、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、色は緑褐、長いとげの数は中であ

る。葉の長さはやや長、幅、緑の色合い及び表面の光沢は中、先端小葉の形は楕円形、

葉身長及び葉身幅は中、基部の形は円形、先端の形は鈍形である。花蕾縦断面の形は卵

形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数はやや多、花径は小、

上から見た形は円形、上部側面の形は平、香りはかなり弱である。花弁の長さは短、幅

は狭、表面中央部及び縁部の色は淡黄緑（JHS カラーチャート3303 、基部の目及び模）

様の有無は無、裏面中央部及び縁部の色は淡黄緑（同3303 、模様の有無は無である。）

花色の移行性は無、花弁の縁の反転及び波打ちは弱、タイプは半剣弁、全体の形は円形

である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「インタートログラス」と比較して、花弁数が多いこと、花弁のタイプが半剣弁であ

ること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社 東京都墨田区押上１丁目１２番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

ジョージ ピーター イルシンク

オランダ王国 ３９４１ ＪＡ ドールン ベルケンウェッヒ ２３

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1997年に育成者の温室（オランダ王国）において、育成者所有の無名実

生種どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継

続し、2001年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２６８号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら インターコゴル

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、無名実生種どうしを交配して育成されたものであり、花の着き方はスプ

レータイプ、花は明黄色で半剣弁、カップ咲、香りはやや弱のやや小輪となる切花向き

の品種である。

生育習性は狭叢生、樹高はやや高、花の着き方はスプレータイプである。新梢のアン

トシアニン着色の程度は弱、とげの有無は有、下側の形は深いえぐれ、色は緑褐、長い

とげの数は少である。葉の長さはやや長、幅はやや広、緑の色合い及び表面の光沢は中、

先端小葉の形は楕円形、葉身長は中、葉身幅はやや広、基部の形は円形、先端の形は鈍

形である。花蕾縦断面の形は円形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、

花弁枚数は中、花径はやや小、上から見た形は不整円形、上部側面の形はやや凸、香り

はやや弱である。花弁の長さは短、幅は狭、表面中央部及び縁部の色は明黄（JHS カラ

ーチャート2506 、基部の目及び模様の有無は無、裏面中央部及び縁部の色は明橙黄）

（同2204 、模様の有無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転は弱、波打ち）

は中、タイプは半剣弁、全体の形は円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季

咲である。

「ルイビジャ」と比較して、花弁裏面中央部の色が明橙黄であること、花弁のタイプ

が半剣弁であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社 東京都墨田区押上１丁目１２番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

ジョージ ピーター イルシンク

オランダ王国 ３９４１ ＪＡ ドールン ベルケンウェッヒ ２３

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2000年に育成者の温室（オランダ王国）において、無名実生種どうしを

交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2002年

にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２６９号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら インタースプリトロ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の無名実生種に「インテロルトロ」を交配して育成されたも
のであり、花の着き方はスプレータイプ、花は明赤橙色で剣弁、カップ咲、香りはかな

り弱のやや小輪となる切花向きの品種である。
生育習性は叢生、樹高はやや高、花の着き方はスプレータイプである。新梢のアント

シアニン着色の程度は中、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、色は緑褐、長いとげの

数は少である。葉の長さはやや長、幅は中、緑の色合いは濃、表面の光沢は中、先端小
葉の形は楕円形、葉身長及び葉身幅は中、基部の形は円形、先端の形は鈍形である。花
蕾縦断面の形は広卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数

はやや少、花径はやや小、上から見た形は不整円形、上部側面の形は平、香りはかなり
弱である。花弁の長さはかなり短、幅はかなり狭、表面中央部及び縁部の色は明赤橙

（JHS カラーチャート1005 、基部の目の有無は有、目の大きさは中、目の色は明黄）
（同2506 、模様の有無は無、裏面中央部及び縁部の色は濃黄ピンク（同1011 、模様の） ）
有無は有、模様のタイプはぼかし、模様の色は浅緑黄（同2703）である。花色の移行性

は無、花弁の縁の反転はやや強、波打ちは弱、タイプは剣弁、全体の形は円形である。
開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。
「ケイスピエル」と比較して、花弁表面中央部及び縁部の色が明赤橙であること、花

弁裏面にぼかし模様が入ること等で 「ルイジェルダン」と比較して、花弁表面中央部、
及び縁部の色が明赤橙であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
京成バラ園芸株式会社 東京都墨田区押上１丁目１２番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所
ジョージ ピーター イルシンク

オランダ王国 ３９４１ ＪＡ ドールン ベルケンウェッヒ ２３

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要
この品種は、1999年に育成者の温室（オランダ王国）において、育成者所有の無名実

生種に「インテロルトロ」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら
特性の調査を継続し、2001年にその特性が安定していることを確認して育成を完了した

ものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２７０号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら インターオゲトロ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、無名実生種どうしを交配して育成されたものであり、花の着き方はスプ

レータイプ、花は鮮紅色でピンク白色のぼかしが入り半剣弁、カップ咲、香りは無又は

微弱のやや小輪となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高は高、花の着き方はスプレータイプである。新梢のアントシ

アニン着色の程度は中、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、色は紅紫、長いとげの数
は少である。葉の長さは長、幅、緑の色合い及び表面の光沢は中、先端小葉の形は楕円

形、葉身長は中、葉身幅はやや広、基部の形は円形、先端の形は鋭形である。花蕾縦断

面の形は円形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数は中、花

径はやや小、上から見た形は円形、上部側面の形はやや凸、香りは無又は微弱である。

花弁の長さはかなり短、幅は狭、表面中央部及び縁部の色は鮮紅（JHS カラーチャート

0107 、基部の目の有無は有、目の大きさは中、目の色は浅緑黄（同2703 、模様の有無） ）

は有、模様のタイプはぼかし、模様の色はピンク白（同0101 、裏面中央部及び縁部の）

色は淡黄ピンク（同1301 、模様の有無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁の反）

転は中、波打ちは弱、タイプは半剣弁、全体の形は広楕円形である。開花始めの時期は

中、開花習性は四季咲である。
「MEIDANU」と比較して、花弁数が少ないこと、花弁表面中央部の色が鮮紅であるこ

と、表面に模様が有ること等で 「ルイジェルダン」と比較して、花弁表面中央部の色、

が鮮紅であること、表面に模様が有ること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社 東京都墨田区押上１丁目１２番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

ジョージ ピーター イルシンク
オランダ王国 ３９４１ ＪＡ ドールン ベルケンウェッヒ ２３

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1999年に育成者の温室（オランダ王国）において、無名実生種どうしを

交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2001年

にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２７１号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら インターシルチャト

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「インターチャット」の枝変わりであり、花の着き方は単花咲、花は淡、

黄ピンク色で剣弁、高芯咲、香りは無又は微弱の中輪となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高はやや高、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニ

ン着色の程度は無又は微弱、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、色は緑褐、長いとげ

の数は無又はほとんど無である。葉の長さ、幅及び緑の色合いは中、表面の光沢は無又

は微弱、先端小葉の形は楕円形、葉身長及び葉身幅は中、基部の形は円形、先端の形は

鈍形である。花蕾縦断面の形は広卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱは高芯咲、多芯の有無は

無、花弁枚数はやや少、花径は中、上から見た形は不整円形、上部側面の形はやや凸、

香りは無又は微弱である。花弁の長さはやや短、幅はやや狭、表面中央部及び縁部の色

は淡黄ピンク（JHS カラーチャート1301 、基部の目及び模様の有無は無、裏面中央部）

及び縁部の色は黄白（同1901 、模様の有無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁）

の反転は強、波打ちは弱、タイプは剣弁、全体の形は円形である。開花始めの時期は中、

開花習性は四季咲である。

「コルルイシル」と比較して、花弁裏面中央部の色が黄白であること等で 「インタ、

ーチャット」と比較して、花形が高芯咲であること、花弁表面中央部の色が淡黄ピンク

であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社 東京都墨田区押上１丁目１２番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

ジョージ ピーター イルシンク

オランダ王国 ３９４１ ＪＡ ドールン ベルケンウェッヒ ２３

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2000年に育成者の温室（オランダ王国）において 「インターチャッ、

ト」の枝変わりを発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2001年にその特

性が安定していることを確認して育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２７２号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら グランドラブダ

３ 登録品種の特性の概要

、 、この品種は 「サンデル」に「セルカルボニウム」を交配して育成されたものであり

花の着き方は単花咲、花は淡紫ピンク色で半剣弁、カップ咲、香りは弱の中輪となる切

花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高は高、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニン着

色の程度は弱、とげの有無は有、下側の形は深いえぐれ、色は緑褐、長いとげの数は中

である。葉の長さ、幅、緑の色合い及び表面の光沢は中、先端小葉の形は楕円形、葉身

長及び葉身幅は中、基部の形は円形、先端の形は鈍形である。花蕾縦断面の形は卵形、

花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数はやや少、花径は中、上

から見た形は不整円形、上部側面の形は平、香りは弱である。花弁の長さはやや短、幅

は狭、表面中央部及び縁部の色は淡紫ピンク（JHS カラーチャート8902 、基部の目の）

有無は有、目の大きさは中、目の色は淡緑黄（同2903 、模様の有無は無、裏面中央部）

及び縁部の色は淡紫ピンク（同9202 、模様の有無は無である。花色の移行性は無、花）

弁の縁の反転は中、波打ちは弱、タイプは半剣弁、全体の形は円形である。開花始めの

時期は中、開花習性は四季咲である。

「ルイラヴ」と比較して、花弁表面中央部の色が淡紫ピンクであること等で区別性が

認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社 東京都墨田区押上１丁目１２番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

Ｈ．Ｅ．シュルーダース

オーストラリア国 ３１７２ ヴィクトリア ディングレー ジェツケコート ５

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1998年に育成者の温室（オーストラリア国）において 「サンデル」に、

「セルカルボニウム」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性

の調査を継続し、2001年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したもの

である。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２７３号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ばら タンⅩ０１０７

３ 登録品種の特性の概要
この品種は、無名実生種どうしを交配して育成されたものであり、花の着き方は単花

咲、花は淡紫ピンク色で明赤紫色の覆輪が入り丸弁、カップ咲、香りは弱の中輪となる
切花向きの品種である。
生育習性は狭叢生、樹高は高、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニン着

色の程度は中、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、色は緑褐、長いとげの数は中であ
る。葉の長さは長、幅はやや広、緑の色合い及び表面の光沢は中、先端小葉の形は卵形、
葉身長は中、葉身幅はやや広、基部の形は心形、先端の形は鋭形である。花蕾縦断面の
形は円形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数はやや多、花
径は中、上から見た形は不整円形、上部側面の形はやや凸、香りは弱である。花弁の長
さはやや短、幅は中、表面中央部の色は淡紫ピンク（JHS カラーチャート9702 、縁部）
の色は淡紫ピンク（同9702）及び明赤紫（同9506 、基部の目の有無は無、模様の有無）
は有、模様のタイプは覆輪、模様の色は明赤紫（同9506 、裏面中央部の色は明赤紫）
（同9506 、縁部の色は明紫赤（同9706 、模様の有無は無である。花色の移行性は無、） ）
花弁の縁の反転及び波打ちは弱、タイプは丸弁、全体の形は広楕円形である。開花始め
の時期は中、開花習性は四季咲である。
「オリセズ」と比較して、花弁表面中央部の色が淡紫ピンクであること等で 「タン、

ゼルボン」と比較して、花弁表面中央部の色が淡紫ピンクであること、花弁表面に模様
が有ること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
京成バラ園芸株式会社 東京都墨田区押上１丁目１２番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所
ハンス ユルゲン エバース
ドイツ連邦共和国 Ｄ－２５４３６ ウッテルセン トルネッシェルウェッヒ １
３

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要
この品種は、1999年に育成者の温室（ドイツ連邦共和国）において、無名実生種どう

しを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、
2002年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。
なお、出願時の名称は「タン００１０７」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２７４号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら タンⅩ０９９３

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「タノチカ」の枝変わりであり、花の着き方は単花咲、花は淡紫ピンク、

色で剣弁、高芯咲、香りは弱の中輪となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高はやや高、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニ

ン着色の程度は弱、とげの有無は有、下側の形は深いえぐれ、色は緑褐、長いとげの数

は中である。葉の長さはやや長、幅はやや狭、緑の色合い及び表面の光沢は中、先端小

葉の形は楕円形、葉身長及び葉身幅は中、基部の形は円形、先端の形は鈍形である。花

蕾縦断面の形は広卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱは高芯咲、多芯の有無は無、花弁枚数及

び花径は中、上から見た形は星形、上部側面の形はやや凸、香りは弱である。花弁の長

さはやや短、幅はやや狭、表面及び裏面の中央部及び縁部の色は淡紫ピンク（JHS カラ

ーチャート9501 、基部の目及び模様の有無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁）

の反転はやや強、波打ちは弱、タイプは剣弁、全体の形は円形である。開花始めの時期

は中、開花習性は四季咲である。

「ケイハウピダ」及び「タノチカ」と比較して、花弁表面の色が淡紫ピンクであるこ

と等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社 東京都墨田区押上１丁目１２番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

ハンス ユルゲン エバース

ドイツ連邦共和国 Ｄ－２５４３６ ウッテルセン トルネッシェルウェッヒ １

３

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1999年に育成者の温室（ドイツ連邦共和国）において 「タノチカ」の、

枝変わりを発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2002年にその特性が安

定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「タン００９９３」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２７５号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら タンⅨ９０６５

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、無名実生種どうしを交配して育成されたものであり、花の着き方は単花

咲、花は濃赤色で半剣弁、高芯咲、香りはかなり弱の中輪となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高はやや高、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニ

ン着色の程度は弱、とげの有無は有、下側の形は深いえぐれ、色は緑褐、長いとげの数

は中である。葉の長さ、幅、緑の色合い及び表面の光沢は中、先端小葉の形は楕円形、

葉身長及び葉身幅は中、基部の形は円形、先端の形は鈍形である。花蕾縦断面の形は広

卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱは高芯咲、多芯の有無は無、花弁枚数はやや少、花径は中、

上から見た形は不整円形、上部側面の形はやや凸、香りはかなり弱である。花弁の長さ

はやや短、幅は中、表面中央部及び縁部の色は濃赤（JHS カラーチャート0408 、基部）

の目の有無は有、目の大きさは小、目の色は淡緑黄（同2903 、模様の有無は無、裏面）

中央部及び縁部の色は鮮紅（同0107 、模様の有無は無である。花色の移行性は無、花）

弁の縁の反転及び波打ちは弱、タイプは半剣弁、全体の形は広楕円形である。開花始め

の時期は中、開花習性は四季咲である。

「メイクアリス」と比較して、長いとげが多いこと、花弁の縁の反転が弱いこと等で

区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社 東京都墨田区押上１丁目１２番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

ハンス ユルゲン エバース

ドイツ連邦共和国 Ｄ－２５４３６ ウッテルセン トルネッシェルウェッヒ １

３

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1997年に育成者の温室（ドイツ連邦共和国）において、無名実生種どう

しを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、

2001年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「タン９９０６５」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２７６号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ばら タンⅨ８５０５

３ 登録品種の特性の概要
この品種は、無名実生種どうしを交配して育成されたものであり、花の着き方は単花

咲、花はピンク白色で淡黄ピンク色の覆輪が入り剣弁、高芯咲、香りは弱のやや大輪と
なる切花向きの品種である。
生育習性は狭叢生、樹高はやや高、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニ

ン着色の程度は弱、とげの有無は有、下側の形は深いえぐれ、色は緑褐、長いとげの数
は中である。葉の長さは長、幅は広、緑の色合いは濃、表面の光沢は中、先端小葉の形
は卵形、葉身長はやや長、葉身幅は広、基部の形は心形、先端の形は鋭形である。花蕾
縦断面の形は広卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱは高芯咲、多芯の有無は無、花弁枚数は中、
花径はやや大、上から見た形は不整円形、上部側面の形はやや凸、香りは弱である。花
弁の長さ及び幅は中、表面中央部の色はピンク白（JHS カラーチャート9701 、縁部の）
色はピンク白（同9701）及び淡黄ピンク（同1002 、基部の目の有無は有、目の大きさ）
は中、目の色は浅緑黄（同2703 、模様の有無は有、模様のタイプは覆輪、模様の色は）
淡黄ピンク（同1002 、裏面中央部の色は淡紫ピンク（同9501 、縁部の色は淡紫ピンク） ）
（同9501及び同9502 、模様の有無は有、模様のタイプは覆輪、模様の色は淡紫ピンク）
（同9502）である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転は強、波打ちは弱、タイプは剣
弁、全体の形は広楕円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。
「コロレソラ」と比較して、花弁表面縁部の色がピンク白及び淡黄ピンクであること

等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
京成バラ園芸株式会社 東京都墨田区押上１丁目１２番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所
ハンス ユルゲン エバース
ドイツ連邦共和国 Ｄ－２５４３６ ウッテルセン トルネッシェルウェッヒ １
３

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要
この品種は、1997年に育成者の温室（ドイツ連邦共和国）において、無名実生種どう

しを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、
2000年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。
なお、出願時の名称は「タン９８５０５」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２７７号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら タンⅨ８４１２

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、無名実生種どうしを交配して育成されたものであり、花の着き方はスプ

レータイプ、花は鮮紫赤色で剣弁、カップ咲、香りは弱のやや小輪となる切花向きの品

種である。

生育習性は叢生、樹高はやや高、花の着き方はスプレータイプである。新梢のアント

シアニン着色の程度は無又は微弱、とげの有無は無である。葉の長さはやや長、幅はや
や広、緑の色合いは濃、表面の光沢は中、先端小葉の形は楕円形、葉身長及び葉身幅は

中、基部の形は鈍形、先端の形は鋭形である。花蕾縦断面の形は円形、花形Ⅰは八重、

花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数は中、花径はやや小、上から見た形は円

形、上部側面の形は平、香りは弱である。花弁の長さは短、幅は狭、表面中央部及び縁

部の色は鮮紫赤（JHS カラーチャート9707 、基部の目の有無は有、目の大きさは中、）

目の色は黄白（同2701 、模様の有無は無、裏面中央部及び縁部の色は明赤紫（同）

） 、9506 、模様の有無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転は強、波打ちは弱

タイプは剣弁、全体の形は広楕円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲で

ある。

「インターリーレソ」及び「ルイジェルダン」と比較して、花弁表面中央部の色が鮮
紫赤であること、裏面中央部の色が明赤紫であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社 東京都墨田区押上１丁目１２番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

ハンス ユルゲン エバース

ドイツ連邦共和国 Ｄ－２５４３６ ウッテルセン トルネッシェルウェッヒ １

３

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1999年に育成者の温室（ドイツ連邦共和国）において、無名実生種どう

しを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、

2003年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「タン９８４１２」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２７８号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら タンⅨ９３１２

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の無名実生種どうしを交配して育成されたものであり、花の

着き方はスプレータイプ、花は淡ピンク色で半剣弁、カップ咲、香りは弱の中輪となる

切花向きの品種である。

生育習性は叢生、樹高は低、花の着き方はスプレータイプである。新梢のアントシア

ニン着色の程度は弱、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、色は紅紫、長いとげの数は
少である。葉の長さは中、幅はやや狭、緑の色合いは濃、表面の光沢は中、先端小葉の

形は楕円形、葉身長は中、葉身幅はやや狭、基部の形は円形、先端の形は鋭尖形である。

花蕾縦断面の形は卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数

及び花径は中、上から見た形は円形、上部側面の形は平、香りは弱である。花弁の長さ

及び幅は中、表面中央部及び縁部の色は淡ピンク（JHS カラーチャート0102 、基部の）

目の有無は有、目の大きさは大、目の色はピンク白（同0101 、模様の有無は無、裏面）

中央部の色及び縁部の色はピンク白（同0701 、模様の有無は無である。花色の移行性）

は無、花弁の縁の反転は中、波打ちは弱、タイプは半剣弁、全体の形は円形である。開

花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「インターボリス」と比較して、とげがあること、先端小葉の形が楕円形であること
等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社 東京都墨田区押上１丁目１２番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

ハンス ユルゲン エバース

ドイツ連邦共和国 Ｄー２５４３６ ウッテルセン トルネッシェルウェッヒ １

３

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1999年に育成者の温室（ドイツ連邦共和国）において、育成者所有の無

名実生種どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査

を継続し、2003年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「タン９９３１２」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２７９号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ばら タンⅨ８０５９

３ 登録品種の特性の概要
この品種は、育成者所有の無名実生種どうしを交配して育成されたものであり、花の

着き方はスプレータイプ、花は鮮紅色で暗紅色の絞りが入り、半剣弁、カップ咲、香り
はかなり弱のやや小輪となる切花向きの品種である。
生育習性は叢生、樹高はやや高、花の着き方はスプレータイプである。新梢のアント

シアニン着色の程度は中、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、色は緑褐、長いとげの
数は少である。葉の長さはやや長、幅は中、緑の色合いは濃、表面の光沢は中、先端小
葉の形は楕円形、葉身長及び葉身幅は中、基部の形は円形、先端の形は鋭形である。花
蕾縦断面の形は円形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数は
少、花径はやや小、上から見た形は円形、上部側面の形は平、香りはかなり弱である。
花弁の長さは短、幅はかなり狭、表面中央部及び縁部の色は鮮紅（JHS カラーチャート
0107 、基部の目の有無は有、目の大きさはやや小、目の色はピンク白（同0101 、模様） ）
の有無は有、模様のタイプは絞り、模様の色は暗紅（同0110 、裏面中央部及び縁部の）
色は濃紅（同0109 、模様の有無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転及び）
波打ちは弱、タイプは半剣弁、全体の形は円形である。開花始めの時期は中、開花習性
は四季咲である。
「MEIDANU」と比較して、花弁数が少ないこと、花弁表面中央部及び縁部の色が鮮紅

で暗紅色の絞りが入ること等で 「ルイジェルダン」と比較して、花弁表面中央部及び、
縁部の色が鮮紅で暗紅色の絞りが入ること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
京成バラ園芸株式会社 東京都墨田区押上１丁目１２番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所
ハンス ユルゲン エバース
ドイツ連邦共和国 Ｄ－２５４３６ ウッテルセン トルネッシェルウェッヒ １
３

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要
この品種は、1999年に育成者の温室（ドイツ連邦共和国）において、育成者所有の無

名実生種どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査
を継続し、2003年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。
なお、出願時の名称は「タン９８０５９」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２８０号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ばら コリスラス

３ 登録品種の特性の概要
この品種は 「JACREDI」に「コルリミット」を交配して育成されたものであり、花の、

着き方は単花咲、花は鮮赤色で半剣弁、カップ咲、香りは無又は微弱の中輪となる切花
向きの品種である。
生育習性は狭叢生、樹高は高、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニン着

色の程度は中、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、色は緑褐、長いとげの数は中であ
る。葉の長さはやや長、幅はやや広、緑の色合いは中、表面の光沢は強、先端小葉の形
は楕円形、葉身長はやや長、葉身幅は中、基部の形は円形、先端の形は鈍形である。花
蕾縦断面の形は卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数は
少、花径は中、上から見た形は円形、上部側面の形は平、香りは無又は微弱である。花
弁の長さはやや短、幅はやや狭、表面中央部及び縁部の色は鮮赤（JHS カラーチャート
0407 、基部の目の有無は有、目の大きさはかなり小、目の色は黄白（同2701 、模様の） ）
有無は無、裏面中央部及び縁部の色は鮮紅（同0107 、模様の有無は無である。花色の）
移行性は無、花弁の縁の反転及び波打ちは弱、タイプは半剣弁、全体の形は狭楕円形で
ある。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。
「ルイロドトウェイン」と比較して、花弁のタイプが半剣弁であること等で 「タン、

ゼルボン」と比較して、花弁表面中央部及び縁部の色が鮮赤であること等で区別性が認
められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
ウィルヘルム コルデス ゼーネ ローゼンシューレン社
ドイツ連邦共和国 Ｄ－２５３６５ クライン オッフェンセッシュ シュパリー
スホープ ローゼンシュトラーセ ５４

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所
ウイルヘルム コルデス
ドイツ連邦共和国 Ｄ－２５３５５ バームシュタット デュースター ローヘ
１４

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要
この品種は、1998年に育成者の温室（ドイツ連邦共和国）において 「JACREDI」に、

「コルリミット」交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査
を継続し、2000年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２８１号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ばら コルホクセル

３ 登録品種の特性の概要
この品種は 「コルフラッパイ」の枝変わりであり、花の着き方は単花咲、花は暗紫、

赤色で浅黄色及び淡紫ピンク色の絞りが入り剣弁、高芯咲、香りは無又は微弱の中輪と
なる切花向きの品種である。
生育習性は叢生、樹高は中、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニン着色

の程度はかなり弱、とげの有無は有、下側の形は平、色は緑褐、長いとげの数は少であ
る。葉の長さはやや長、幅及び緑の色合いは中、表面の光沢は弱、先端小葉の形は卵形、
葉身長及び葉身幅は中、基部の形は円形、先端の形は鈍形である。花蕾縦断面の形は卵
形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱは高芯咲、多芯の有無は無、花弁枚数はやや少、花径は中、
上から見た形は円形、上部側面の形は凸、香りは無又は微弱である。花弁の長さは短、
幅はやや狭、表面中央部及び縁部の色は暗紫赤（JHS カラーチャート9710 、基部の目）
の有無は無、模様の有無は有、模様のタイプは絞り、模様の色は浅黄（同2504）及び淡
紫ピンク（同9501 、裏面中央部及び縁部の色は明赤紫（同9506 、模様の有無は有、模） ）
様のタイプは絞り、模様の色は浅緑黄（同2703）及びピンク白（同9701）である。花色
の移行性は無、花弁の縁の反転は強、波打ちは弱、タイプは剣弁、全体の形は円形であ
る。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。
「コルフルール」と比較して、花弁表面に浅黄色及び淡紫ピンク色の絞りが入ること

等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
ウィルヘルム コルデス ゼーネ ローゼンシューレン社
ドイツ連邦共和国 Ｄ－２５３６５ クライン オッフェンセッシュ シュパリー
スホープ ローゼンシュトラーセ ５４

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所
ウィルヘルム コルデス
ドイツ連邦共和国 バームシュテット Ｄ－２５３５５ デュースターローヘ １
４

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要
この品種は、2001年に出願者の温室（オランダ王国）において 「コルフラッパイ」、

の枝変わりを発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2003年にその特性が
安定していることを確認して育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２８２号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ばら コルマゴロ

３ 登録品種の特性の概要
この品種は 「タンザジャ」に出願者所有の無名実生種を交配して育成されたもので、

あり、花の着き方は単花咲、花は黄白色で明紫赤色の覆輪が入り丸弁、カップ咲、香り
は無又は微弱の中輪となる切花向きの品種である。
生育習性は狭叢生、樹高はやや高、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニ

ン着色の程度は弱、とげの有無は有、下側の形は平、色は黄緑、長いとげの数は無又は
ほとんど無である。葉の長さはやや長、幅は中、緑の色合いは濃、表面の光沢は中、先
端小葉の形は楕円形、葉身長は中、葉身幅はやや広、基部の形は心形、先端の形は鋭形
である。花蕾縦断面の形は卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、
花弁枚数は少、花径は中、上から見た形は不整円形、上部側面の形は平、香りは無又は
微弱である。花弁の長さは短、幅は狭、表面中央部の色は黄白（JHS カラーチャート
1901 、縁部の色は明紫赤（同9706 、基部の目の有無は有、目の大きさは小、目の色は） ）
浅緑黄（同2904 、模様の有無は有、模様のタイプは覆輪、模様の色は明紫赤（同）
9706 、裏面中央部の色は淡紫ピンク（同9702 、縁部の色は明紫赤（同9706 、模様の） ） ）
有無は有、模様のタイプは覆輪、模様の色は明紫赤（同9706）である。花色の移行性は
無、花弁の縁の反転は無又は微弱、波打ちは弱、タイプは丸弁、全体の形は円形である。
開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。
「コロレソラ」と比較して、とげの色が黄緑であること、花形Ⅱがカップ咲であるこ

と、花弁表面縁部の色が明紫赤であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
ウィルヘルム コルデス ゼーネ ローゼンシューレン社
ドイツ連邦共和国 Ｄ－２５３６５ クライン オッフェンセッシュ シュパリー
スホープ ローゼンシュトラーセ ５４

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所
ウィルヘルム コルデス
ドイツ連邦共和国 Ｄ－２５３５５ バームシュテット デュースターローヘ １
４

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要
この品種は、1996年に出願者の温室（ドイツ連邦共和国）において 「タンザジャ」、

に出願者所有の無名実生種を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら
特性の調査を継続し、1998年にその特性が安定していることを確認して育成を完了した
ものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２８３号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら コルナリケ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「KORANUAL」に「サンラック」を交配して育成されたものであり、花の、
着き方は単花咲、花は淡黄緑色で浅黄緑色のぼかしが入り丸弁、カップ咲、香りは無又

は微弱の中輪となる切花向きの品種である。
生育習性は狭叢生、樹高は高、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニン着

色の程度は弱、とげの有無は無である。葉の長さ、幅、緑の色合い及び表面の光沢は中、

先端小葉の形は楕円形、葉身長は中、葉身幅はやや広、基部の形は円形、先端の形は鈍
形である。花蕾縦断面の形は卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、
花弁枚数はやや少、花径は中、上から見た形は星形、上部側面の形は平、香りは無又は

微弱である。花弁の長さは短、幅はやや狭、表面中央部の色は淡黄緑（JHS カラーチャ
ート3303 、縁部の色は浅黄緑（同3503 、基部の目の有無は無、模様の有無は有、模様） ）

のタイプはぼかし、模様の色は浅黄緑（同3503 、裏面中央部の色は淡黄緑（同3303 、） ）
縁部の色は浅黄緑（同3503 、模様の有無は有、模様のタイプはぼかし、模様の色は浅）
黄緑（同3503）である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転及び波打ちは弱、タイプは

丸弁、全体の形は円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。
「オリフロ」と比較して、とげが無いこと、先端小葉基部の形が円形であること、花

弁表面中央部の色が淡黄緑であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
ウィルヘルム コルデス ゼーネ ローゼンシューレン社

ドイツ連邦共和国 Ｄ－２５３６５ クライン オッフェンセッシュ シュパリー
スホープ ローゼンシュトラーセ ５４

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所
ウィルヘルム コルデス

ドイツ連邦共和国 Ｄ－２５３５５ バームシュテット デュースターローヘ １
４

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1999年に出願者の温室（ドイツ連邦共和国）において 「KORANUAL」に、
「サンラック」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査

を継続し、2001年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２８４号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら メイグルメ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ケイヅーボ」に（ RINAKOR」×「メイレクロム ）を交配して育成され、 「 」

たものであり、花の着き方は単花咲、花は明橙色でピンク色のぼかしが入り丸弁、カッ

プ咲、香りは中のやや大輪となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高は高、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニン着

色の程度は弱、とげの有無は有、下側の形は深いえぐれ、色は緑褐、長いとげの数は中
である。葉の長さ、幅、緑の色合い及び表面の光沢は中、先端小葉の形は楕円形、葉身

長は中、葉身幅はやや広、基部の形は円形、先端の形は鈍形である。花蕾縦断面の形は

広卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数はかなり少、花

径はやや大、上から見た形は不整円形、上部側面の形は平、香りは中である。花弁の長

さはやや短、幅はやや狭、表面中央部の色は明橙（JHS カラーチャート1305 、縁部の）

色はピンク（同0403 、基部の目の有無は有、目の大きさは中、目の色は鮮橙黄（同）

2205 、模様の有無は有、模様のタイプはぼかし、模様の色はピンク（同0403 、裏面中） ）

央部及び縁部の色は浅橙黄（同2203 、模様の有無は無である。花色の移行性は無、花）

弁の縁の反転及び波打ちは中、タイプは丸弁、全体の形は円形である。開花始めの時期

は中、開花習性は四季咲である。
「メイグイド」と比較して、花弁表面中央部の色が明橙であること、花弁表面に模様

があること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社 東京都墨田区押上１丁目１２番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

アラン メイアン

フランス共和国 ０６６００ アンティーベ ショーマン デス ニエル ５９

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1996年に育成者の温室（フランス共和国）において 「ケイヅーボ」に、

（ RINAKOR」×「メイレクロム ）を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行「 」

いながら特性の調査を継続し、2002年にその特性が安定していることを確認して育成を

完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２８５号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら メイニクソデ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、(「ケイヅーボ」×「MEIJASON」)に「タンノリパ」を交配して育成され

たものであり、花の着き方は単花咲、花は浅黄橙色で剣弁、高芯咲、香りは弱のやや大

輪となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高は高、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニン着

色の程度は弱、とげの有無は有、下側の形は深いえぐれ、色は緑褐、長いとげの数は中

である。葉の長さはやや長、幅はやや広、緑の色合い及び表面の光沢は中、先端小葉の

形は楕円形、葉身長はやや長、葉身幅は広、基部の形及び先端の形は円形である。花蕾

縦断面の形は広卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱは高芯咲、多芯の有無は無、花弁枚数はや

や少、花径はやや大、上から見た形は星形、上部側面の形はやや凸、香りは弱である。

花弁の長さはやや短、幅は中、表面中央部及び縁部の色は浅黄橙（JHS カラーチャート

1904 、基部の目及び模様の有無は無、裏面中央部及び縁部の色は淡黄ピンク（同）

） 、0702 、模様の有無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転は強、波打ちは弱

タイプは剣弁、全体の形は円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「インターザンゲ」と比較して、花弁表面中央部及び縁部の色が浅黄橙であること等

で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社 東京都墨田区押上１丁目１２番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

アラン メイアン

フランス共和国 ０６６００ アンティーベ ショーマン デス ニエル ５９

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1999年に育成者の温室（フランス共和国）において、(「ケイヅーボ」

×「MEIJASON」)に「タンノリパ」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行

いながら特性の調査を継続し、2003年にその特性が安定していることを確認して育成を

完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２８６号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら メイウイリング

３ 登録品種の特性の概要

この品種は （ スターリング シルバー」×「ピース ）に「MEIGORMON」を交配して、「 」

育成されたものであり、花の着き方は単花咲、花は紫ピンク色で半剣弁、高芯咲、香り

は無又は微弱の中輪となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高はやや高、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニ

ン着色の程度は弱、とげの有無は有、下側の形は深いえぐれ、色は緑褐、長いとげの数
はかなり少である。葉の長さはやや長、幅はやや広、緑の色合い及び表面の光沢は中、

先端小葉の形は楕円形、葉身長はやや長、葉身幅はやや広、基部の形は円形、先端の形

は鈍形である。花蕾縦断面の形は広卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱは高芯咲、多芯の有無

は無、花弁枚数は少、花径は中、上から見た形は不整円形、上部側面の形はやや凸、香

りは無又は微弱である。花弁の長さ及び幅は中、表面中央部及び縁部の色は紫ピンク

（JHS カラーチャート9203 、基部の目の有無は有、目の大きさは小、目の色は淡黄）

（同2503 、模様の有無は無、裏面中央部及び縁部の色は鮮紫ピンク（同9204 、模様の） ）

有無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転は中、波打ちは無又は微弱、タイ

プは半剣弁、全体の形は広楕円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲であ

る。
「ルイラヴ」と比較して、花弁表面中央部及び縁部の色が紫ピンク（同9203）である

こと、花弁裏面中央部の色が鮮紫ピンク（同9204）であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社 東京都墨田区押上１丁目１２番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

アラン メイアン

フランス共和国 ０６６００ アンティーベ ショーマン デス ニエル ５９

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1997年に育成者の温室（フランス共和国）において （ スターリング、「

シルバー」×「ピース ）に「MEIGORMON」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増」

殖を行いながら特性の調査を継続し、2002年にその特性が安定していることを確認して

育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２８７号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら ルイシトロ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の無名実生種どうしを交配して育成されたものであり、花の

着き方は単花咲、花は淡緑黄色で丸弁、カップ咲、香りは無又は微弱のやや大輪となる

切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高は高、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニン着

色の程度は弱、とげの有無は有、下側の形は深いえぐれ、色は緑褐、長いとげの数は中

である。葉の長さはやや長、幅はやや広、緑の色合い及び表面の光沢は中、先端小葉の

形は楕円形、葉身長はやや長、葉身幅は広、基部の形及び先端の形は円形である。花蕾

縦断面の形は広卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数は

やや少、花径はやや大、上から見た形は不整円形、上部側面の形は平、香りは無又は微

弱である。花弁の長さはやや短、幅はやや狭、表面中央部及び縁部の色は淡緑黄（JHS

カラーチャート2702 、基部の目の有無は有、目の大きさは小、目の色は浅緑黄（同）

2703 、模様の有無は無、裏面中央部及び縁部の色は淡緑黄（同2702 、模様の有無は無） ）

である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転及び波打ちは弱、タイプは丸弁、全体の形

は円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「コルリゲル」と比較して、とげがあること、花弁のタイプが丸弁であること等で区

別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

デ ルイターズ ニュー ローゼン社

オランダ王国 １４２４ＰＬ デ クワケル ドワースウェッヒ １５

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

アントン パウ

オランダ王国 １４２４ＰＤ デ クワケル ホーフドウェッヒ ５９

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1997年に育成者の温室（オランダ王国）において、育成者所有の無名実

生種どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継

続し、2000年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２８８号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら ルイムクス１９

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ルイドゥスティ」の枝変わりであり、花の着き方は単花咲、花は鮮紫、

ピンク色で丸弁、カップ咲、香りは弱のやや大輪となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高は高、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニン着

色の程度は弱、とげの有無は有、下側の形は深いえぐれ、色は緑褐、長いとげの数は中

である。葉の長さはやや長、幅はやや広、緑の色合い及び表面の光沢は中、先端小葉の

形は楕円形、葉身長はやや長、葉身幅は広、基部の形は心形、先端の形は鈍形である。

花蕾縦断面の形は広卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚

数は少、花径はやや大、上から見た形は不整円形、上部側面の形は平、香りは弱である。

花弁の長さはやや短、幅はやや狭、表面中央部及び縁部の色は鮮紫ピンク（JHS カラー

チャート9705 、基部の目の有無は有、目の大きさは小、目の色は浅緑黄（同2703 、模） ）

様の有無は無、裏面中央部及び縁部の色は鮮紫ピンク（同9705 、模様の有無は無であ）

る。花色の移行性は無、花弁の縁の反転は弱、波打ちは中、タイプは丸弁、全体の形は

広楕円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「オリミル」と比較して、花弁表面及び裏面中央部の色が鮮紫ピンクであること、花

弁のタイプが丸弁であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

デ ルイターズ ニュー ローゼン社

オランダ王国 １４２４ＰＬ デ クワケル ドワースウェッヒ １５

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

アントン パウ

オランダ王国 １４２４ＰＤ デ クワケル ホーフドウェッヒ ５９

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1997年に育成者の温室（オランダ王国）において 「ルイドゥスティ」、

の枝変わりを発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2000年にその特性が

安定していることを確認して育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２８９号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら ルイイ４２０２

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の無名実生種に「RUIZWIN」を交配して育成されたものであ

り、花の着き方はスプレータイプ、花は明橙赤色で丸弁、カップ咲、香りは弱のやや小

輪となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高はやや高、花の着き方はスプレータイプである。新梢のアン

トシアニン着色の程度は弱、とげの有無は有、下側の形は深いえぐれ、色は緑褐、長い
とげの数は中である。葉の長さはやや長、幅はやや広、緑の色合い及び表面の光沢は中、

先端小葉の形は楕円形、葉身長は中、葉身幅はやや広、基部の形は円形、先端の形は鈍

形である。花蕾縦断面の形は広卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は

無、花弁枚数は少、花径はやや小、上から見た形は不整円形、上部側面の形は平、香り

は弱である。花弁の長さは短、幅は狭、表面中央部及び縁部の色は明橙赤（JHS カラー

チャート0705 、基部の目の有無は有、目の大きさは小、目の色は浅黄（同2504 、模様） ）

の有無は無、裏面中央部及び縁部の色は濃ピンク（同0405 、模様の有無は無である。）

花色の移行性は無、花弁の縁の反転は無又は微弱、波打ちは弱、タイプは丸弁、全体の

形は円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「ケイソラ」と比較して、とげの色が緑褐であること、花弁裏面中央部の色が濃ピン
クであること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

デ ルイターズ ニュー ローゼン社

オランダ王国 １４２４ＰＬ デ クワケル ドワースウェッヒ １５

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

アントン パウ

オランダ王国 １４２４ＰＤ デ クワケル ホーフドウェッヒ ５９

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1998年に育成者の温室（オランダ王国）において、育成者所有の無名実

生種に「RUIZWIN」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の

調査を継続し、2001年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したもので

ある。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２９０号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら ルイイ３８５２

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の無名実生種どうしを交配して育成されたものであり、花の
着き方は房咲、花は紫ピンク色で丸弁、カップ咲、香りは弱のやや小輪となる切花向き

の品種である。
生育習性は広叢生、樹高はやや低、花の着き方は房咲である。新梢のアントシアニン

着色の程度は無又は微弱、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、色は黄緑、長いとげの

数は無又はほとんど無である。葉の長さはやや長、幅はやや広、緑の色合いは濃、表面
の光沢は中、先端小葉の形は楕円形、葉身長は中、葉身幅はやや広、基部の形は心形、
先端の形は鋭形である。花蕾縦断面の形は広卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、

多芯の有無は無、花弁枚数はやや少、花径はやや小、上から見た形は不整円形、上部側
面の形は平、香りは弱である。花弁の長さは短、幅は狭、表面中央部及び縁部の色は紫

ピンク（JHS カラーチャート9203 、基部の目の有無は有、目の大きさは小、目の色は）
ピンク白（同9201 、模様の有無は無、裏面中央部及び縁部の色は鮮紫ピンク（同）
9205 、模様の有無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転は無又は微弱、波）

打ちは中、タイプは丸弁、全体の形は円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四
季咲である。
「ケイスタワイ」と比較して、長いとげの数が少ないこと、花弁表面中央部の色が紫

ピンクであること、花弁裏面中央部の色が鮮紫ピンクであること等で区別性が認められ
る。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
デ ルイターズ ニュー ローゼン社
オランダ王国 １４２４ＰＬ デ クワケル ドワースウェッヒ １５

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

アントン パウ
オランダ王国 １４２４ＰＤ デ クワケル ホーフドウェッヒ ５９

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1998年に育成者の温室（オランダ王国）において、育成者所有の無名実
生種どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継

続し、2001年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２９１号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら オリブリズ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の無名実生種どうしを交配して育成されたものであり、花の

着き方は単花咲、花は黄白色で剣弁、高芯咲、香りはやや弱のやや大輪となる切花向き

の品種である。

生育習性は狭叢生、樹高は高、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニン着

色の程度は弱、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、色は緑褐、長いとげの数は少であ

る。葉の長さはやや長、幅はやや広、緑の色合い及び表面の光沢は中、先端小葉の形は

楕円形、葉身長は中、葉身幅はやや広、基部の形は円形、先端の形は鈍形である。花蕾

縦断面の形は広卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱは高芯咲、多芯の有無は無、花弁枚数はや

や少、花径はやや大、上から見た形は星形、上部側面の形はやや凸、香りはやや弱であ

る。花弁の長さはやや短、幅はやや狭、表面中央部及び縁部の色は黄白（JHS カラーチ

ャート2701 、基部の目の有無は有、目の大きさは小、目の色は浅緑黄（同2703 、模様） ）

の有無は無、裏面中央部及び縁部の色は黄白（同2701 、模様の有無は無である。花色）

の移行性は無、花弁の縁の反転は強、波打ちは弱、タイプは剣弁、全体の形は円形であ

る。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「コルトゥレック」と比較して、とげの色が緑褐であること、長いとげの数が少ない

こと、花弁表面基部に目があること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社 東京都墨田区押上１丁目１２番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

フューイバート ウィナンド オライ

オランダ王国 １４２４ ＰＰ デ クワケル アフターウェッヒ ６９

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1999年に育成者の温室（オランダ王国）において、育成者所有の無名実

生種どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継

続し、2001年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２９２号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら オリエクスプロ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、無名実生種どうしを交配して育成されたものであり、花の着き方は単花

咲、花は明橙黄色で剣弁、カップ咲、香りは中の中輪となる切花向きの品種である。

生育習性は叢生、樹高はやや低、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニン

着色の程度は中、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、色は紅紫、長いとげの数は少で

ある。葉の長さはやや長、幅は中、緑の色合いは濃、表面の光沢は中、先端小葉の形は

卵形、葉身長及び葉身幅は中、基部の形は円形、先端の形は鋭形である。花蕾縦断面の

形は卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数はやや多、花

径は中、上から見た形は不整円形、上部側面の形は平、香りは中である。花弁の長さは

やや短、幅はやや狭、表面中央部及び縁部の色は明橙黄（JHS カラーチャート2204 、）

基部の目の有無は無、模様の有無は無、裏面中央部の色及び縁部の色は明橙黄（同

） 、2204 、模様の有無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転は強、波打ちは弱

タイプは剣弁、全体の形は円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「インターザンゲ」と比較して、香りが強いこと、花弁表面に模様がないこと等で区

別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社 東京都墨田区押上１丁目１２番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

フューイバート ウィナンド オライ

オランダ王国 １４２４ ＰＰ デ クワケル アフターウェッヒ ６９

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1997年に育成者の温室（オランダ王国）において、無名実生種どうしを

交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2000年

にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２９３号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら オリイエセ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の無名実生種どうしを交配して育成されたものであり、花の

着き方はスプレータイプ、花は浅黄色で半剣弁、カップ咲、香りは弱のやや大輪となる

切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高はやや低、花の着き方はスプレータイプである。新梢のアン

トシアニン着色の程度は無又は微弱、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、色は緑褐、

長いとげの数は中である。葉の長さは長、幅はやや広、緑の色合い及び表面の光沢は中、

先端小葉の形は楕円形、葉身長及び葉身幅は中、基部の形は円形、先端の形は鋭尖形で

ある。花蕾縦断面の形は円形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、花

弁枚数はやや少、花径はやや大、上から見た形は不整円形、上部側面の形はやや凸、香

りは弱である。花弁の長さはやや短、幅はやや狭、表面中央部の色は浅黄（JHS カラー

チャート2504 、縁部の色は淡黄（同2503 、基部の目及び模様の有無は無、裏面中央部） ）

及び縁部の色は淡黄（同2503 、模様の有無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁）

の反転はやや強、波打ちは弱、タイプは半剣弁、全体の形は円形である。開花始めの時

期は中、開花習性は四季咲である。

「インターラース」と比較して、葉が長いこと、花弁表面中央部の色が浅黄であるこ

と、花弁裏面中央部の色が淡黄であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社 東京都墨田区押上１丁目１２番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

フューイバート ウィナンド オライ

オランダ王国 １４２４ ＰＰ デ クワケル アフターウェッヒ ６９

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2000年に育成者の温室（オランダ王国）において、育成者所有の無名実

生種どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継

続し、2002年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２９４号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら オリアング

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の無名実生種どうしを交配して育成されたものであり、花の

着き方はスプレータイプ、花は鮮赤色で丸弁、カップ咲、香りは無又は微弱のやや小輪

となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高はやや高、花の着き方はスプレータイプである。新梢のアン

トシアニン着色の程度は弱、とげの有無は有、下側の形は深いえぐれ、色は緑褐、長い

とげの数は中である。葉の長さは中、幅はやや狭、緑の色合い及び表面の光沢は中、先

端小葉の形は楕円形、葉身長は中、葉身幅はやや狭、基部の形は円形、先端の形は鈍形

である。花蕾縦断面の形は円形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、

花弁枚数はやや少、花径はやや小、上から見た形は不整円形、上部側面の形は平、香り

は無又は微弱である。花弁の長さはかなり短、幅は狭、表面中央部及び縁部の色は鮮赤

（JHS カラーチャート0407 、基部の目の有無は有、目の大きさは小、目の色は淡緑黄）

（同2702 、模様の有無は無、裏面中央部及び縁部の色は鮮紅（同0107 、模様の有無は） ）

無である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転は中、波打ちは弱、タイプは丸弁、全体

の形は円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「ケイスマキア」と比較して、先端小葉基部及び花雷縦断面の形が円形であること、

花弁の枚数が多いこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社 東京都墨田区押上１丁目１２番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

フューイバート ウィナンド オライ

オランダ国 １４２４ ＰＰ デ クワケル アフターウェッヒ ６９

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1997年に育成者の温室（オランダ王国）において、育成者所有の無名実

生種どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継

続し、2000年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４２９５号 平成１８年３月２４日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ぶなしめじ ＮＮ－１１

３ 登録品種の特性の概要
この品種は 「長野農工研Ｂ－１号」に野生菌株（高知県土佐郡本川村産）を交配し、

て育成されたものであり、菌さんの断面は丸山形、中央部が灰茶色で、菌柄の形が細長
の施設栽培向きの品種である。
菌糸密度は密、菌糸生長最適温度はやや低である。菌さんの断面は丸山形、大きさは

かなり小、中央部の色は灰茶色、周縁部の色は浅灰茶色、肉の厚さはかなり厚、肉質は
中である。斑紋の多少は多、大小は中、分布状態は全体部分、明瞭度は普通である。子
実層たくの並び方は正常、幅及び密度は中、色は淡橙黄色である。菌柄の形は細長、長
さはやや長、太さはやや細、色は黄白色、肉質は中である。種菌接種後菌かきまでの培
養期間及び菌かき後の最適温度における子実体収穫までの期間はやや長、原基形成最適
温度はやや高、子実体の生育最適温度は中である。子実体の発生型は散状、収量は極多、
有効茎本数は多である。
「長野農工研Ｂ－１号」と比較して、菌さんの表面の斑紋が多いこと、斑紋の分布の

、 、状態が全体であること、菌さんが小さいこと等で 「宝の華Ｋ－０２５９」と比較して
菌さんの斑紋の分布の状態が全体であること、子実層たくの並び方が正常であること等
で区別性が認められる。
なお 「長野農工研Ｂ－１号」及び「宝の華Ｋ－０２５９」との対峙培養において明、

確な帯線を形成する。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
社団法人長野県農村工業研究所 長野県須坂市大字須坂７８７番地１
中野市農業協同組合 長野県中野市三好町１丁目２番８号

６ 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所
横関透 長野県長野市大字高田１０４０番地５ エスポワール２０１号
雨宮秋実 長野県諏訪郡富士見町落合１２７４５番地
西澤賢一 長野県長野市大字上ヶ屋２４７１番地３１１９
滝澤孝夫 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏４４４８番地１
小根澤秀人 長野県中野市大字更科４８９番地
市村昌紀 長野県中野市大字七瀬１６０５番地７

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要
この品種は、平成13年に社団法人長野県農村工業研究所の施設(須坂市)において、

「長野農工研Ｂ－１号」に野生菌株（高知県土佐郡本川村産）を交配し、その菌株の中
から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定してい
ることを確認して育成を完了したものである。


