
１ 品種登録の番号及び年月日 第１４６６９号 平成１９年１月２２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

稲 紅の唄（くれないのうた）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「北海２８０号」の変異株から育成されたものであり、育成地（北海道、

美唄市）における成熟期はやや晩生、稈の長さが中、籾1000粒重がやや大の粳品種であ

る。

稈の長さ及び太さは中、止葉葉身の姿勢（初期観察）は半立、葉身表面の毛茸は中、

葉の緑色の程度は濃緑、葉耳のアントシアニン色は無である。穂の主軸の長さはやや短、

穂数は中、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、湾曲程度は垂れる、穂型は紡錘状、外穎の毛

茸の多少は中、穎色は茶、外穎先端の色（ふ先色）は褐、護穎の長さは中、色は黄金色、

柱頭の色は白である。芒は有、色（初期観察）は赤褐、最長芒の長さは短、芒の分布は

全体である。籾1000粒重はやや大、玄米の長さはやや長、幅は中、形は紡錘形、色は白、

香りは無又は極弱である。胚乳の型は粳、出穂期（50％出穂）は中生、成熟期はやや晩

生である。障害型耐冷性はやや強、耐倒伏性は中、脱粒性は難である。いもち病抵抗性

推定遺伝子型はＰｉ－ａ，ｋ、穂いもちほ場抵抗性はやや強、葉いもち圃場抵抗性は強、

しま葉枯病抵抗性品種群別は日本水稲型（＋）である。胚乳のアミロース含量は５型、

蛋白質含量は中である。

「きらら３９７」と比較して、外穎先端の色（ふ先色）が褐であること、穎色が茶で

あること等で 「はなぶさ」と比較して、穎色が茶であること、籾1000粒重が大きいこ、

と、胚乳のアミロース含量が５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氏名及び住所又は居所

松下宣二 北海道美唄市字カーウシュナイ６７０番地１３

阿賀一郎 北海道美唄市字上美唄４２１２番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

松下宣二 阿賀一郎 安藤隆雄 阿賀悦子 阿賀春樹 松下敬子 松下誠 安藤昌

子 安藤裕二

７ 出願公表の年月日 平成１７年８月１０日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成７年に出願者のほ場（北海道美唄市）において 「北海２８０号」、

の中から変異株を発見し、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１４６７０号 平成１９年１月２２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

稲 ひむか赤のげ（ひむかあかのげ）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ちくし赤糯２２号 （後の「つくし赤もち ）に「ＦＬ１７５」を交配、 」 」

して育成されたものであり、育成地（宮崎県宮崎郡佐土原町）における成熟期はかなり

晩生、穎色が茶、芒の色（初期観察）が赤の観賞用の糯品種である。

稈の長さはやや長、太さは中、止葉葉身の姿勢（初期観察）は立、葉身表面の毛茸は

無又は極少、葉の緑色の程度は中、葉耳のアントシアニン色は無である。穂の主軸の長

さ及び穂数は中、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、湾曲程度は傾く、穂型は紡錘状、外穎

の毛茸の多少は中、穎色は茶、外穎先端の色（ふ先色）は赤、護穎の長さは中、色は赤、

柱頭の色は淡紫、穎のフェノール反応は無である。芒は有、色（初期観察）は赤、最長

芒の長さは長、芒の分布は全体である。籾1000粒重及び玄米の長さは中、幅はやや狭、

形は半円、色は白、香りは無又は極弱である。胚乳の型は糯、出穂期（50％出穂）及び

成熟期はかなり晩生である。穂発芽性は難、耐倒伏性は弱、脱粒性は難である。穂いも

ち及び葉いもちほ場抵抗性は強である。

「つくし赤もち」と比較して、出穂期（50％出穂）が晩いこと、籾1000粒重が大きい

こと、玄米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

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

加藤浩 吉岡秀樹 井場良一 永吉嘉文 上田重英 堤省一朗 三枝大樹 若杉佳

司 中原孝博 竹田博文

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９年に宮崎県総合農業試験場（宮崎郡佐土原町）において 「ちく、

し赤糯２２号 （後の「つくし赤もち ）に「ＦＬ１７５」を交配し、11年に雑種第４代」 」

で個体選抜を行い、以後、固定を図りながら特性の調査を継続し、16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「赤ほなみ」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４６７１号 平成１９年１月２２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

稲 ひむか黒のげ（ひむかくろのげ）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ちくし赤糯２２号 （後の「つくし赤もち ）に「ＦＬ１７５」を交配、 」 」

して育成されたものであり、育成地（宮崎県宮崎郡佐土原町）における成熟期はかなり

晩生、穎色及び芒の色（初期観察）が紫の観賞用の糯品種である。

稈の長さは長、太さは中、止葉葉身の姿勢（初期観察）は立、葉身表面の毛茸は無又

は極少、葉の緑色の程度は中、葉耳のアントシアニン色は無である。穂の主軸の長さは

やや長、穂数は少、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、湾曲程度は傾く、穂型は紡錘状、外

穎の毛茸の多少は中、穎色及び外穎先端の色（ふ先色）は紫、護穎の長さは中、色は紫、

柱頭の色は淡紫、穎のフェノール反応は無である。芒は有、色（初期観察）は紫、最長

芒の長さは長、芒の分布は全体である。籾1000粒重はやや大、玄米の長さは中、幅はや

や狭、形は半円、色は白、香りは無又は極弱である。胚乳の型は糯、出穂期（50％出

穂）及び成熟期はかなり晩生である。穂発芽性は易、耐倒伏性は弱、脱粒性は難である。

穂いもち及び葉いもちほ場抵抗性は強である。

「つくし赤もち」と比較して、出穂期（50％出穂）が晩いこと、穎色及び芒色（初期

観察）が紫であること、玄米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

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

加藤浩 吉岡秀樹 井場良一 永吉嘉文 上田重英 堤省一朗 三枝大樹 若杉佳

司 中原孝博 竹田博文

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９年に宮崎県総合農業試験場（宮崎郡佐土原町）において 「ちく、

し赤糯２２号 （後の「つくし赤もち ）に「ＦＬ１７５」を交配し、11年に雑種第４代」 」

で個体選抜を行い、以後、固定を図りながら特性の調査を継続し、16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「紫ほなみ」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４６７２号 平成１９年１月２２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

稲 ひむか白のげ（ひむかしろのげ）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ちくし赤糯２２号 （後の「つくし赤もち ）に「ＦＬ１７５」を交配、 」 」

して育成されたものであり、育成地（宮崎県宮崎郡佐土原町）における成熟期はかなり

晩生、穎色及び芒の色（初期観察）が黄白の観賞用の糯品種である。

稈の長さは長、太さは中、止葉葉身の姿勢（初期観察）は立、葉身表面の毛茸は無又

は極少、葉の緑色の程度は中、葉耳のアントシアニン色は無である。穂の主軸の長さは

やや長、穂数は中、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、湾曲程度は傾く、穂型は紡錘状、外

穎の毛茸の多少は中、穎色は黄白、外穎先端の色（ふ先色）は黄、護穎の長さは中、色

は黄白、柱頭の色は白、穎のフェノール反応は無である。芒は有、色（初期観察）は黄

白、最長芒の長さは長、芒の分布は全体である。籾1000粒重及び玄米の長さは中、幅は

やや狭、形は半円、色は白、香りは無又は極弱である。胚乳の型は糯、出穂期（50％出

穂）及び成熟期はかなり晩生である。穂発芽性は易、耐倒伏性は弱、脱粒性は難である。

穂いもちほ場抵抗性は中、葉いもちほ場抵抗性はやや弱である。

「つくし赤もち」と比較して、出穂期（50％出穂）が晩いこと、穎色及び芒色（初期

観察）が黄白であること、玄米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

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

加藤浩 吉岡秀樹 井場良一 永吉嘉文 上田重英 堤省一朗 三枝大樹 若杉佳

司 中原孝博 竹田博文

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９年に宮崎県総合農業試験場（宮崎郡佐土原町）において 「ちく、

し赤糯２２号 （後の「つくし赤もち ）に「ＦＬ１７５」を交配し、11年に雑種第４代」 」

で個体選抜を行い、以後、固定を図りながら特性の調査を継続し、16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「銀ほなみ」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４６７３号 平成１９年１月２２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

稲 ひむか赤もみ（ひむかあかもみ）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ちくし赤糯２２号 （後の「つくし赤もち ）に「ＦＬ１７５」を交配、 」 」

して育成されたものであり、育成地（宮崎県宮崎郡佐土原町）における成熟期はかなり

晩生、穎色が茶、最長芒の長さが短の観賞用の糯品種である。

稈の長さは長、太さは中、止葉葉身の姿勢（初期観察）は立、葉身表面の毛茸は無又

は極少、葉の緑色の程度は中、葉耳のアントシアニン色は無である。穂の主軸の長さは

やや長、穂数は少、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、湾曲程度は傾く、穂型は紡錘状、外

穎の毛茸の多少は中、穎色は茶、外穎先端の色（ふ先色）は紫、護穎の長さは中、色は

赤、柱頭の色は紫、穎のフェノール反応は無である。芒は有、色（初期観察）は赤、最

長芒の長さは短、芒の分布は先端のみである。籾1000粒重は中、玄米の長さはやや長、

幅は中、形は半円、色は赤、香りは無又は極弱である。胚乳の型は糯、出穂期（50％出

穂）及び成熟期はかなり晩生である。穂発芽性は易、耐倒伏性は弱、脱粒性は難である。

穂いもちほ場抵抗性は中、葉いもちほ場抵抗性はやや強である。

「つくし赤もち」と比較して、出穂期（50％出穂）が晩いこと、外穎先端の色（ふ先

色）が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

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

加藤浩 吉岡秀樹 井場良一 永吉嘉文 上田重英 堤省一朗 三枝大樹 若杉佳

司 中原孝博 竹田博文

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９年に宮崎県総合農業試験場（宮崎郡佐土原町）において 「ちく、

し赤糯２２号 （後の「つくし赤もち ）に「ＦＬ１７５」を交配し、11年に雑種第４代」 」

で個体選抜を行い、以後、固定を図りながら特性の調査を継続し、16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「金ほなみ」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４６７４号 平成１９年１月２２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

稲 ひむか黒もみ（ひむかくろもみ）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ちくし赤糯２２号 （後の「つくし赤もち ）に「ＦＬ１７５」を交配、 」 」

して育成されたものであり、育成地（宮崎県宮崎郡砂土原町）における成熟期はかなり

晩生、外穎先端の色（ふ先色）及び穎色が紫、最長芒の長さが短の観賞用の糯品種であ

る。

稈の長さは長、太さは中、止葉葉身の姿勢（初期観察）は立、葉身表面の毛茸は無又

は極少、葉の緑色の程度は中、葉耳のアントシアニン色は無である。穂の主軸の長さは

やや長、穂数は少、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、湾曲程度は傾く、穂型は紡錘状、外

穎の毛茸の多少は中、穎色及び外穎先端の色（ふ先色）は紫、護穎の長さは中、護穎及

び柱頭の色は紫、穎のフェノール反応は無である。芒は有、色（初期観察）は紫、最長

芒の長さは短、芒の分布は先端のみである。籾1000粒重及び玄米の長さは中、幅はやや

狭、形は半円、色は白、香りは無又は極弱である。胚乳の型は糯、出穂期（50％出穂）

及び成熟期はかなり晩生である。穂発芽性は易、耐倒伏性は弱、脱粒性は難である。穂

いもち及び葉いもちほ場抵抗性は強である。

「つくし赤もち」と比較して、出穂期（50％出穂）が晩いこと、外穎先端の色（ふ先

色）及び穎色が紫であること、玄米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

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

加藤浩 吉岡秀樹 井場良一 永吉嘉文 上田重英 堤省一朗 三枝大樹 若杉佳

司 中原孝博 竹田博文

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９年に宮崎県総合農業試験場（宮崎郡砂土原町）において 「ちく、

し赤糯２２号 （後の「つくし赤もち ）に「ＦＬ１７５」を交配し、11年に雑種第４代」 」

で個体選抜を行い、以後、固定を図りながら特性の調査を継続し、16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「黒ほなみ」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４６７５号 平成１９年１月２２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

かんしょ オキコガネ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ベニワセ」に「サツマヒカリ」を交配して育成されたものであり、草、

型はやや匍匐、葉は単欠刻浅裂、いもの皮色は褐、肉色が淡黄白の食用及び加工向きの

品種である。

草型はやや匍匐、草勢は中、巻つる性は無、草高は中、茎色は微、節色、茎の太さ、

茎長、分枝数及び節間長は中、茎の毛茸は微、頂葉色の最優性色は紫褐、副次的色は無、

葉色（最優性色）は緑、葉形は単欠刻浅裂、葉の大小は中、葉脈色は少、蜜腺色はやや

多である。藷梗の長さ及び強さは中、いもの形状は短紡錘形、大小はやや大、皮色の基

本色は褐、補助色は無、濃淡は中、分布は均一、肉色は淡黄白、条溝は微、皮脈は無、

外観はやや上、萌芽伸長の遅速及び萌芽の多少は中、アール当たり上いも重は多、カロ

チンの多少は無である。

「サツマヒカリ」と比較して、葉形が単欠刻浅裂であること等で 「コガネセンガ、

ン」と比較して、頂葉色の最優性色が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

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構

茨城県つくば市観音台三丁目１番地１

６ 登録品種の育成をした者の氏名

山川理 久木村久 日高操 小巻克巳 吉永優 吉田智彦 田淵尚一 熊谷亨 中

澤芳則 甲斐由美 梅村芳樹 宮崎司 片山健二 境哲文

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、昭和59年に農林水産省九州農業試験場（現独立行政法人農業・食品産業

総合技術研究機構、鹿児島県指宿市）において 「ベニワセ」に「サツマヒカリ」を交、

配し、その後、同場（宮崎県都城市）において、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16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１４６７６号 平成１９年１月２２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

桑 あやのぼり

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「わせみどり」に「はやてさかり」をコルヒチン処理して育成した４倍、

体系統を交配して育成されたものであり、春蚕期及び夏秋蚕期の収量がかなり多で３倍

体の春秋兼用及び夏秋専用による壮蚕用向きの品種である。

刈桑樹型は展開、冬芽の着き方は平行直立、形は長三角形、色は褐色、光沢は弱、副

芽の多少は中である。葉の欠刻数は４、大きさは大、葉先の形状は尖頭状、鋸歯の形状

は円鋸歯、色は濃緑色、葉面の粗滑は平滑、横断面は平たん、厚さは厚である。枝条数

はやや少、枝条の長さは長、太さは太、色は灰褐色、表面の粗滑はやや粗、枝の姿勢は

一部横臥、曲直は真直、節間長はやや短である。花性は雄性、樹勢はやや強、発芽の早

晩は中、再発芽力はやや弱である。耐寒性は中、耐倒伏性はやや強、縮葉細菌病抵抗性、

萎縮病抵抗性及び裏うどんこ病抵抗性は中、蚕期別収葉量の春蚕期及び夏秋蚕期はかな

り多、芽のすそ上り及び葉の硬化は中、飼料価値はやや良、倍数性は３倍体である。

「しんいちのせ」と比較して、刈桑樹型が展開であること、縮葉細菌病抵抗性が弱い

こと等で 「はやてさかり」と比較して、冬芽が褐色であること、枝条が長いこと等で、

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

独立行政法人農業生物資源研究所

茨城県つくば市観音台二丁目１番地２

６ 登録品種の育成をした者の氏名

小山朗夫 町井博明 山ノ内宏昭 長沼計作 樋田仁蔵 横山忠治 遊佐富士雄

早坂七郎

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２年に東北農業試験場（福島県福島市）において 「わせみどり」、

に「はやてさかり」をコルヒチン処理して育成した４倍体系統を交配し、３年から個体

選抜、６年から系統選抜、８年から蚕糸・昆虫農業技術研究所（現独立行政法人農業・

食品産業技術総合研究機構、茨城県つくば市）において、系統選抜、以後、特性検定試

験、系統適応性検定試験等を行い、16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１４６７７号 平成１９年１月２２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

なたね 春立ち（はるたち）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の合成ナプス育成系統に 「三陸つぼみ菜」を交配して育成、

されたものであり、草姿が開、葉形が短楕円、花茎の色が緑の花蕾利用の野菜品種であ

る。 草姿は開、草丈はやや高である。葉数は多、葉の形は短楕円、葉長は短、鋸歯の

多少は無、葉色は濃緑、葉面の着色は淡、着色の分布は多、葉の光沢及び葉面のろう質

はやや少、毛じ及び葉面の波打ちは無、葉縁の波打ち及び小葉の多少は少、葉肉の厚さ

は中、葉柄の長さはやや短、葉柄基部の幅は中である。抽だい性はやや早である。利用

部位は花茎である。抽だいの草姿は中、分枝性は多、花茎の色は緑、着色は無、太さは

中、ろう質は有、花蕾の色は緑、着色は無、大きさはやや小、花蕾粒の大きさは中であ

る。

、 、「三陸つぼみ菜」と比較して、鋸歯が無いこと等で 「オータムポエム」と比較して

葉の光沢が少ないこと、葉面のろう質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

株式会社渡辺採種場 宮城県遠田郡美里町南小牛田字町屋敷１０９番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

鎌田祥司 高橋尚

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８年に出願者のほ場（宮城県遠田郡美里町）において出願者所有の

合成ナプス育成系統に「三陸つぼみ菜」を交配し、その中から選抜、以後、固定を図り

ながら特性の調査を継続し、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「味緑菜」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４６７８号 平成１９年１月２２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

ラベンダー ラベニーテ ペティ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有のLavandula angustifoliaの自然交雑実生から育成されたも

のであり、花色は青味紫で花穂の形が円柱の二季咲きの鉢物及び花壇向きの品種である。

樹姿は中間、樹高は低である。茎の長さ、太さ、毛の多少及び分枝性は中である。葉

形は線形、葉の先端の形は鈍、切れ込みの有無は無、長さは短、幅は狭、色は淡緑、毛

の多少は中である。花梗の毛の多少は中、分枝性は無、花穂の形は円柱、花梗の長さは

中、花穂の長さはやや短、太さはやや細、花形は円柱、花の大きさは中、色は青味紫

（JHS カラーチャート8310 、花弁の形は中間形である。先端部ほう葉の有無及び花梗）

におけるほう葉の有無は無である。がくの形は楕円体、大きさは中、色は濃紫、毛の多

少は多、一花穂の花数はやや疎、一茎の花穂数は少である。開花の早晩性は早、開花習

性は二季咲き、香気は弱である。

「ようてい」と比較して、花の色が青味紫であること、がくの色が濃紫であること、

がくの毛が多いこと等で 「おかむらさき」と比較して、樹高が低いこと、がくの色が、

濃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

リンデール ナーサリーズ オークランド リミテッド

ニュージーランド オークランド ウエンウアパイ トリグ ロード ８２

６ 登録品種の育成をした者の氏名

バージニア マックノートン

デニス マシューズ

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、1990年に育成者の施設（ニュージーランド）において、育成者所有のL

angustifolia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、1992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１４６７９号 平成１９年１月２２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

とうがらし 柳下２号（やぎした２ごう）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有のブルガリアからの導入系統に育成系統を交配して育成した

ものであり、果実が節成りで果形は中長形、成熟果の色が赤の青果及び観賞用品種であ

る。

草丈は高、分枝開張度は立、分枝性は中、第１分枝の節位はやや低、角度は中、節間

長はかなり長、枝の強度は脆、腋芽の発生は中である。葉色は濃緑、葉の大きさはやや

小、葉柄の長さはやや短、葉面の平滑度は平滑である。未熟果の果色は淡緑、成熟果の

果色は赤、果の着生は節成り、着果の向きは下向き、果形は中長形、果肉の厚さは厚、

果の大きさはやや小、長さは長、太さはやや太、果頂部の形は凹、果面の皺は少、心室

数は一般に３、果のアントシアニン及び光沢は少、果面の条溝の深さは無、果柄の強さ

は脆、帯離れ及び果皮の硬さは中、果の辛味の発現は無、着果数は極多、１果当り種子

数は中である。早晩性はやや晩である。

「京みどり」及び「かがやき」と比較して、未熟果の色が淡緑であること、果の光沢

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名称及び住所又は居所

柳下登 東京都小平市上水新町三丁目７番１１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

柳下登

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、平成元年に育成者のほ場（東京都府中市）において、出願者所有のブル

ガリアからの導入系統に出願者所有の育成系統を交配し、３年に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１４６８０号 平成１９年１月２２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

とうがらし 京都万願寺１号（きょうとまんがんじ１ごう）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の舞鶴市在来の「万願寺とうがらし」を葯培養による再分化

個体から選抜して育成された固定品種であり、果実が節成りで果形が長くさび形の青果

用品種である。

草丈はやや高、分枝開張度は中、分枝性はやや密、第一分枝の節位は高、角度、節間

長及び枝の強度は中、腋芽の発生はやや強である。葉色は緑、葉の大きさは小、葉柄の

長さは短、葉面の平滑度は平滑である。未熟果の色は緑、成熟果の色は赤、果の着生は

節成り、着果の向きは下向き、果形は長くさび形、果肉の厚さ及び果の大きさは中、長

さは極長、太さは中、果頂部の形は尖、果面の皺は中、心室数は２、果のアントシアニ

ン及び光沢は中、果面の条溝の深さは浅、果柄の強さ及びへた離れは中、果皮の硬さは

軟、果の辛味の発現は条件で発現、着果数及び１果当り種子数はやや少である。早晩性

は中である。

「伏見甘長」と比較して、果が太いこと等で 「万願寺とうがらし （舞鶴系）と比較、 」

して第一分枝の角度が広いこと、果のアントシアニン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

京都府 京都府京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町

６ 登録品種の育成をした者の氏名

南山泰宏 稲葉幸司 鈴木茂夫 中島博道 寺岸明彦

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年に京都府農業総合研究所（亀岡市）において、出願者所有の舞

鶴市在来の「万願寺とうがらし」の中から辛味果の発生の少なかった個体を選抜し、10

年に京都府農業資源研究センター（相楽郡精華町）において、葯培養により再分化した

個体の中から選抜、以後、固定を図りながら特性の調査を継続し、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１４６８１号 平成１９年１月２２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

メロン Ｍ１８８セムリコ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ＦＲ３６０スーパー」を母系とし 「ＭＦＲ１+２」を父系とする交雑、 、

品種であり、果実がやや扁球形でネットが疎、果肉が橙色でつる割病抵抗性が強の台木

用品種である。

種子の大きさはやや大、主づるの太さはやや太、節間長は中、葉の大きさはやや大、

欠刻は浅、葉柄の長さは長、花性は両性花・雄花同株、雌花（両性花）の着生位は子づ

る＋孫づる、春作の雌花（両性花）の発生は良、着果の安定度はやや安定である。果皮

色（適食期）は灰緑、果形はやや扁球、果実の先端の形は太る、果面の状態はみぞ、ネ

ットの密度は疎、へた離れは易、果重はやや重、花落ちの大きさは大である。果肉色は

橙、果肉質（適食期）は溶、果肉の厚さはやや薄、糖度はかなり低、香りの質はカロチ

ン、日持ちは中、つる割病抵抗性（レース０、２、１,２ｙ）は強である。

「タイトガード」と比較して、果皮色（適食期）が灰緑であること、果実の先端の形

が太ること、ネットがあること等で 「バーネット」と比較して、果皮色（適食期）が、

灰緑であること、果形がやや扁球であること、ネットの密度が疎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

堀井清史

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 「ＰＥＲＬＩＴＡ」と出願者所有の育成系統の交雑後代の「ＦＲ３６０、

スーパー」を母系とし、同「ＭＦＲ１+２」を父系とする交雑品種であり、平成13年よ

り出願者のほ場（滋賀県甲賀郡甲西町）において交配組み合わせ検定試験及び特性の調

査を行い、15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。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４６８２号 平成１９年１月２２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

うど 利根白（とねしろ）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、群馬県在来「紫」の自然交雑実生から選抜して育成されたものであり、

草勢が弱、着生芽の形が中間型で大きさがやや大の品種である。

草姿は開張、草勢は弱、茎の太さはかなり太、色及び最長側枝出現節位までの高さは

中、分枝性は少、軟化茎の形状は円筒、太さはやや太、長さは短、地色は黄白色、条線

の多少は少である。葉形は楕円形、葉色は中、葉の長さはやや長、幅は広である。根株

の形は中間型、太さは太、着生芽の形は中間型、大きさはやや大、数はやや少、着色の

程度は淡である。花穂の形状は長、萌芽の早晩性は中生、軟化茎の伸長性は中、肉質は

柔、香りは中である。

「愛知紫」と比較して、茎が太いこと、分枝性が少ないこと、葉の幅が広いこと等で、

群馬県在来「紫」と比較して、茎が太いこと、軟化茎の条線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名称及び住所又は居所

群馬県 群馬県前橋市大手町一丁目１番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

小泉丈晴 池田洋

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11年に群馬県農業技術センター中山間地園芸研究センター（沼田

市）において、群馬県在来「紫」の自然交雑実生の中から選抜、以後、個体選抜を行い

ながら特性の調査を継続し、16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「みやましろ」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４６８３号 平成１９年１月２２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

かぶ ＹＲ 珠一（ＹＲたまいち）

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及び父系とする交雑品種であり、草姿は中、

葉は長倒卵で切れ込みは中裂、根は白色で腰高の品種である。

草姿は中、子葉の色は緑、胚軸の色は淡緑である。葉数はやや多、葉形は長倒卵、葉

縁の切れ込みは中裂、葉の大きさは小、色は緑、色素は無である。葉柄又は中肋の形は

扁円、幅は細、強さは中である。根形は腰高、根肩部の形はなで肩、根尻部の形は丸、

抽根性は大、根の太さは細、色（基本色）は白、色（補充色）は無、肉色は白、根重は

軽、Ｔ/Ｒ率はやや小である。早晩性はかなり早生、肉の緻密性は密、根こぶ病抵抗性

は弱、萎黄病抵抗性（ に対し）は中である。Fusarium oxysporum ｆ.sp.conglutinans

「ＣＲ白根」及び「ＣＲ鷹丸」と比較して、葉柄又は中肋の強さ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

協和種苗株式会社 東京都渋谷区南平台町１５番１３号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

山下浩文

７ 出願公表の年月日 平成１４年１１月１２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、平成10年

より出願者のほ場（千葉県袖ヶ浦市）において交配組合せ検定試験及び特性の調査を行

い、12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「ＹＲ 珠美」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４６８４号 平成１９年１月２２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

はす 魁秀（かいしゅう）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「飛燕春眼」の自然交雑種子の実生の中から選抜、育成されたものであ、

り、花は小型、花弁は白の地色にアントシアニンがつま紅に中程度に分布する観賞用の

はすである。

葉の大きさは29㎝以下、葉柄長は25～49㎝、とげは中である。花の大きさは小、花弁

の地色は白、アントシアニンの有無は有、濃淡は中、分布はつま紅、花弁の形は中、先

端の形は中、ねじれは無、完全花弁数は25枚以上、不完全花弁数は中、雄ずいの数は

100～199、雌ずいの形は異常、花たく上面の形は円である、開花の早晩は中である。

「ミセス・スローカム」と比較して、葉が小さいこと、花が小さいこと、花弁のアン

トシアニンが濃いこと等で 「誠蓮」と比較して、花弁のアントシアニンが淡いこと、、

分布がつま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氏名及び住所又は居所

榎本輝彦 茨城県土浦市手野町２９９４番地の３

６ 登録品種の育成をした者の氏名

榎本輝彦

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13年に育成者のほ場（茨城県土浦市）において、中華人民共和国か

ら導入した「飛燕春眼」の自然交雑種子を播種し、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、16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「おやゆび姫」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４６８５号 平成１９年１月２２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

はす 紅翼（こうよく）

３ 登録品種の特性の概要

、 、この品種は 「小粋仙」の自然交雑種子の実生の中から選抜、育成されたものであり

花は小型、花弁は白の地色にアントシアニンがつま紅に淡く分布する観賞用のはすであ

る。

葉の大きさは30～49㎝、葉柄長は50～99㎝、とげは少である。つぼみの色は赤みかか

った緑、花の大きさは小、花弁の地色は白、アントシアニンの有無は有、濃淡は淡、分

布はつま紅、花弁及び先端の形は中、ねじれは無、完全花弁数は25枚以上、不完全花弁

数は中、雄ずいの数は100～199、雌ずいの形は異常、花たく上面の形は円、開花の早晩

は中である。

「ミセス・スローカム」と比較して、葉及び花が小さいこと、花弁の地色が白である

こと等で 「誠蓮」と比較して、つぼみの色が赤みかかった緑であること、花弁のアン、

トシアニンが淡いこと、分布がつま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氏名及び住所又は居所

榎本輝彦 茨城県土浦市手野町２９９４番地の３

６ 登録品種の育成をした者の氏名

榎本輝彦

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15年に育成者のほ場（茨城県土浦市）において、中華人民共和国か

ら導入した「小粋仙」の自然交雑種子を播種し、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、16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「小天使」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４６８６号 平成１９年１月２２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

はす 彩の匠（さいのたくみ）

３ 登録品種の特性の概要

、 、この品種は 「明美紅」に「天照爪紅」を交配して育成されたものであり、花は中型

花弁は白の地色にアントシアニンが全面に中程度に分布する観賞用のはすである。

葉の大きさは50～69㎝、葉柄長は25～49㎝、とげは中である。つぼみの形は細長型、

花の大きさは中、花茎長は50～99cm、花弁の地色は白、アントシアニンの有無は有、濃

淡は中、分布は全面、花弁の形は中、先端の形は中、ねじれは無、完全花弁数は25枚以

上、不完全花弁数は多、雄ずいの数は200～399、雌ずいの形は正常、花たく上面の形は

円、開花の早晩は晩である。

「ミセス・スローカム」と比較して、葉柄長が短いこと、つぼみの形が細長型である

こと、花弁の地色が白であること等で 「誠蓮」と比較して、花茎長が長いこと、花弁、

のアントシアニンの濃淡が淡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

榎本輝彦 茨城県土浦市手野町２９９４番地の３

６ 登録品種の育成をした者の氏名

榎本輝彦

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13年に育成者のほ場（茨城県土浦市）において 「明美紅」に「天、

照爪紅」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、16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１４６８７号 平成１９年１月２２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

はす 常楽（じょうらく）

３ 登録品種の特性の概要

、 、この品種は 「白櫻蓮」の自然交雑種子の実生の中から選抜、育成されたものであり

花は中型、花弁は白の地色にアントシアニンがつま紅にかなり淡く分布する観賞用のは

すである。

葉の大きさは50～69㎝、葉縁の波は多、葉柄長は50～99㎝、とげは少である。花の大

きさは中、花弁の地色は白、アントシアニンの有無は有、濃淡はかなり淡、分布はつま

紅、花弁の形は広、先端の形は中、ねじれは無、完全花弁数は25枚以上、不完全花弁数

は少、雄ずいの数は100～199、雌ずいの形は異常、花たく上面の形は円、子房の突出は

有、開花の早晩は中である。

「ミセス・スローカム」と比較して、葉縁の波が多いこと、花弁の地色が白であるこ

と、子房が突出していること等で 「誠蓮」と比較して、葉縁の波が多いこと、花が大、

きいこと、花弁のアントシアニンの濃淡が淡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

榎本輝彦 茨城県土浦市手野町２９９４番地の３

６ 登録品種の育成をした者の氏名

榎本輝彦

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11年に育成者のほ場（茨城県土浦市）において、中華人民共和国か

ら導入した「白櫻蓮」の自然交雑種子を播種し、その実生から選抜、以後、増殖を行い

ながら特性の調査を継続し、16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１４６８８号 平成１９年１月２２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

はす 妙光（みょうこう）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「陽徳」に「丈炎之舞」を交配して育成されたものであり、花は中型、、

花弁は白の地色にアントシアニンがつま紅に淡く分布する観賞用のはすである。

葉の大きさは30～49㎝、葉柄長は50～99㎝、とげは少である。花の大きさは中、花弁

の地色は白、アントシアニンの有無は有、濃淡は淡、分布はつま紅、花弁の形及び先端

の形は中、ねじれは無、完全花弁数は25枚以上、不完全花弁数は少、雄ずいの数は100

～199、雌ずいの形は正常、花たく上面の形は円、子房の突出はやや有、開花の早晩は

中である。

「ミセス・スローカム」と比較して、花弁の地色が白であること、子房が突出してい

ること等で 「誠蓮」と比較して、花が大きいこと、花弁のアントシアニンの濃淡が淡、

いこと、分布がつま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氏名及び住所又は居所

榎本輝彦 茨城県土浦市手野町２９９４番地の３

６ 登録品種の育成をした者の氏名

榎本輝彦

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12年に育成者のほ場（茨城県土浦市）において 「陽徳」に「丈炎、

之舞」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、

16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１４６８９号 平成１９年１月２２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

はす 紅之輝（べにのかがやき）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「青菱紅蓮」に「誠蓮」を交配して育成されたものであり、花は中型、、

花弁は白の地色にアントシアニンが全面に濃く分布する観賞用のはすである。

葉の大きさは50～69㎝、凹みは深い、葉柄長は100～149㎝、とげは少である。花の

大きさは中、花弁の地色は白、アントシアニンの有無は有、濃淡は濃、分布は全面、花

弁の形は広、先端の形は丸、ねじれは無、完全花弁数は15～24枚、不完全花弁数は無、

雄ずいの数は200～399、雌ずいの形は正常、花たく上面の形は円、開花の早晩は中であ

る。

「艶陽天」と比較して、葉の凹みが深いこと、葉柄のとげが少ないこと等で 「明美、

紅」と比較して、花が小さいこと、花弁の形が広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

榎本輝彦 茨城県土浦市手野町２９９４番地の３

６ 登録品種の育成をした者の氏名

榎本輝彦

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13年に育成者のほ場（茨城県土浦市）において 「青菱紅蓮」に、

「誠蓮」を交配し、以後、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、16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１４６９０号 平成１９年１月２２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

かんきつ 陽のかおり（ひのかおり）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「不知火」の変異株であり、果形が球、果実の重さがかなり重、果皮色、

が黄橙の育成地（宮崎県児湯郡高鍋町）におけるハウス栽培では11月下旬に成熟するか

んきつである。

樹姿はやや開張、樹の大きさは大、樹勢は中である。枝梢の太さは細、節間長は中、

枝梢のとげの多少は少である。葉身の形は紡錘形、波状の程度は弱、葉身の大きさ、葉

身長及び葉身幅は中、網脈の鮮明度はやや明瞭である。翼葉の形は楔形、葉柄の長さ及

び太さは中である。花序の形成は単生、花（花蕾）の重さは軽、花弁の形は紡錘形、長

さは中、幅はかなり広、色は白、数は５枚、花糸の分離の程度は分離、花粉の多少は少

である。果実の形は球、果形指数は小、果頂部の形は陥没、放射条溝及び凹環の有無は

無、果梗部の形は高カラー凹、放射条溝の多少は多である。果心の充実度は空、大きさ

は中、果実の重さはかなり重、果皮の色は黄橙、油胞の大きさは大小混合、密度は疎、

凹凸は凸、果面の粗滑、果皮の厚さ及び果皮歩合は中、剥皮の難易は易である。じょう

のう膜の硬さは軟、さじょうの形は中、大きさはやや小、色は黄橙である。果汁の多少

は中、甘味は高、酸味は低、香気の多少は中、種子数は無である。発芽期及び開花期は

中、成熟期はかなり早で育成地におけるハウス栽培では11月下旬である。隔年結果性は

中、浮皮果及び裂果の発生は少、貯蔵性は短である。

「はるみ」と比較して、果梗部の形が高カラー凹であること等で 「不知火」と比較、

して、成熟期が早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

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

岩﨑誠司 中武畩徳 永友壽美男

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11年に宮崎県立高鍋農業高校の温室（児湯郡高鍋町）において、

「不知火」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、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１４６９１号 平成１９年１月２２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 恋紅（こいべに）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「メルロ」に「マルベック」を交配して育成されたものであり、果皮の、

色が青黒又は紫黒、果粒が円で小粒の育成地（山梨県山梨市）では８月中旬に成熟する

醸造用品種である。

樹の広がりはやや小、樹勢はやや弱である。熟梢の太さは中、色は黄褐、節間横断面

の形は扁平、表面の形状は細溝あり、幼梢先端の色は黄緑、巻きひげの着生は２である。

花穂の着生数は中、花性は両性、花粉の多少は中である。成葉葉身の形は五角形、裂片

数は５片、葉身横断面の形は樋状、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、成葉の大きさは中、上面の色は緑、葉柄の色

は淡紅、成葉の下面葉脈間の綿毛の密度は中、下面主脈上の綿毛の密度は粗、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、大きさは中、長さはやや

短、着粒の粗密は密、果梗の太さはやや細、長さはかなり短、色は黄緑である。果粒の

形は円、大きさは小、果皮の色は青黒又は紫黒、果粉の多少は多、果皮の厚さは中、果

皮と果肉の分離性は易、果肉の色は不着色、肉質は中間、甘味はかなり高、酸味は多、

渋味は少、香気は無、果汁の多少は多、種子の数はやや多、形は長、大きさはやや大で

ある。発芽期、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、花振いの多少は少、無核果粒の混入及び裂果の多少は無～極少、

果梗の強さは強、果梗と果粒の分離は中である。

「メルロ」と比較して、甘味が高いこと等で 「マルベック」と比較して、果梗の長、

さが短いこと、種子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 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントネージュワイン株式会社 山梨県山梨市上神内川１０７－１

アサヒビール株式会社 東京都中央区京橋３丁目７番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

清水克次郎 横森洋一 西牧憲一 清水健一

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、昭和61年に出願者のほ場（山梨県山梨市）において 「メルロ」に「マ、

ルベック」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、平成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１４６９２号 平成１９年１月２２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

しば オアシス グリーン

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、鹿児島県で収集したノシバ及びコウライシバ約400系統から選抜して育

成されたものであり、秋の草勢がかなり良、耐干性がかなり強の芝生向きの品種である。

草型はややほふく、出穂茎の太さはかなり細、長さはやや短、ほふく茎の密度は中、

太さはかなり細、葉長はやや短、葉幅は狭、色はやや淡、穂長及び穂色は中、小穂の数

はかなり少である。初期生育及び春の草勢は良、秋の草勢はかなり良、出穂始めは中、

春秋の出穂の有無は春のみ出穂、穂数はやや少、再生の良否は中、緑化の早晩はやや早、

紅葉の早晩はやや晩である。越冬の良否はやや良、越夏の良否はかなり良、耐干性はか

なり強、耐踏圧性は強である。

「エメラルド」と比較して、ほふく茎の密度が疎であること、耐干性が強いこと等で、

「ウインターフィールド」と比較して、初期生育が良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

国立大学法人千葉大学 千葉県千葉市稲毛区弥生町１番３３号

住友林業株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目８番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

浅野義人 佐藤裕隆 仙波直子

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11年に出願者のほ場（茨城県つくば市）において、鹿児島県で収集

したノシバ及びコウライシバを約400系統を定植し、その中から選抜、以後、増殖を行

いながら特性の調査を継続し、16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１４６９３号 平成１９年１月２２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

しば シルキーフィールド

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、鹿児島県で収集したノシバ及びコウライシバ約400系統から選抜して育

成されたものであり、葉長が極短で葉幅がかなり狭の芝生向きの品種である。

草型はほふく、出穂茎の太さはかなり細、長さはかなり短、ほふく茎の密度はやや疎、

太さはかなり細、葉長は極短、葉幅はかなり狭、葉色は中、穂長はやや短、穂色は中、

小穂の数はかなり少である。初期生育は不良、春の草勢はやや良、秋の草勢は良、出穂

始めは中、春秋の出穂の有無は春のみ出穂、穂数は多、再生の良否及び緑化の早晩は中、

紅葉の早晩は晩である。越冬の良否はやや良、越夏の良否はかなり良、耐干性は中、耐

踏圧性はやや強である。

「エメラルド」と比較して、ほふく茎の密度が疎であること、葉長が短いこと、穂数

が多いこと等で 「ウインターフィールド」と比較して、草型がほふくであること、初、

期生育が不良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

国立大学法人千葉大学 千葉県千葉市稲毛区弥生町１番３３号

住友林業株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目８番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

浅野義人 佐藤裕隆 仙波直子

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11年に出願者のほ場（茨城県つくば市）において、鹿児島県で収集

したノシバ及びコウライシバ約400系統を定植し、その中から選抜、以後、増殖を行い

ながら特性の調査を継続し、16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「シルキー フィールド」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４６９４号 平成１９年１月２２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

しば バーニングラブ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、鹿児島県で収集したノシバ及びコウライシバ約400系統から選抜して育

成されたものであり、秋の草勢がかなり良、耐干性が極強の芝生向きの品種である。

草型はやや直立、出穂茎の長さは中、ほふく茎の密度は疎、太さはやや細、葉長はや

や長、葉幅はやや広、葉色は中、穂長は長である。初期生育及び春の草勢は良、秋の草

勢はかなり良、穂数は少、再生の良否は中、緑化の早晩はやや早、紅葉の早晩はやや晩

である。越冬の良否は中、越夏の良否はかなり良、耐干性は極強である。

「メイヤー」と比較して、穂長が長いこと、耐干性が強いこと等で 「みやこ」と比、

較して、ほふく茎の太さが細いこと、耐干性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 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立大学法人千葉大学 千葉県千葉市稲毛区弥生町１番３３号

住友林業株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目８番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

浅野義人 佐藤裕隆 仙波直子

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11年に出願者のほ場（茨城県つくば市）において、鹿児島県で収集

したノシバ及びコウライシバ約400系統を定植し、その中から選抜、以後、増殖を行い

ながら特性の調査を継続し、16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「バーニング ラブ」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４６９５号 平成１９年１月２２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

しば ロンパーフィールド

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、鹿児島県で収集したノシバ及びコウライシバ約400系統から選抜して育

成されたものであり、葉長がかなり長、初期生育及び春の草勢がかなり良、耐干性が強

い芝生向きの品種である。

草型はほふく、出穂茎の太さ及び長さは中である。ほふく茎の密度はやや疎、太さは

太、葉長はかなり長、葉幅はかなり広、葉色はやや濃、穂長は長、穂色はやや淡、小穂

の数は多である。初期生育及び春の草勢はかなり良、秋の草勢は良、出穂始めは中、春

秋の出穂の有無は春のみ出穂、穂数及び再生の良否は中、緑化の早晩はやや早、紅葉の

早晩はやや晩である。越冬の良否は中、越夏の良否はかなり良、耐干性及び耐踏圧性は

強である。

「メイヤー」と比較して、ほふく茎が太いこと、穂数が少ないこと等で 「みやこ」、

と比較して、葉色が濃いこと、穂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名称及び住所又は居所

国立大学法人千葉大学 千葉県千葉市稲毛区弥生町１番３３号

住友林業株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目８番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

浅野義人 佐藤裕隆 仙波直子

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11年に出願者のほ場（茨城県つくば市）において、鹿児島県で収集

したノシバ及びコウライシバ約400系統を定植し、その中から選抜、以後、増殖を行い

ながら特性の調査を継続し、16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「ロンパー フィールド」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４６９６号 平成１９年１月２２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

クリーピングベントグラス クラシックジェイエイワン

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ペンクロス」の変異株であり、草型がほふく、草生密度が極密、葉幅、

が狭く葉身長が短いゴルフ場パッティンググリーン向きの品種である。

草型はほふく、草丈はやや短、草生密度は極密である。茎の太さは細、色は淡、稈長

はやや短、ほふく茎の多少はかなり多である。葉幅は狭、色は濃、葉身長は短である。

穂長は中である。春の草勢はかなり良、秋の草勢及び初期生育は良、早春緑化の早晩は

早、出穂期は中、穂数は少、越夏性は良である。

「ペンクロス」と比較して、茎が細いこと、葉幅が狭いこと、葉身長が短いこと等で、

「ペンリンクス」と比較して、草型がほふくであること、草生密度が密であること、葉

身長が短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 ジュン 東京都港区港南１丁目８番２２号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

阿久津二郎

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７年に出願者のゴルフ場（栃木県那須郡小川町）において 「ペン、

クロス」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。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４６９７号 平成１９年１月２２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

アスター ザ クラウン ピンク

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「新キングローズ」の変異株を自家受粉して育成されたものであり、外、

花弁が鮮紫ピンク色の大輪で、中生の切花向きの品種である。

草姿はほうき型、一次分枝の発生量は少、発生位置は低～中位、二次分枝の発生量は

かなり少、開花時草丈はやや高である。節数及び茎の太さ（地上10㎝）は中、同（最長

側枝の1/2の点）は細、最長の一次分枝長及び茎の強度は中である。最長側枝の最大葉

の葉身長はやや長、葉幅は広、葉柄長はやや長、葉身長（地上10㎝付近の葉）は長、葉

幅はかなり広、葉柄長はやや長、葉色は緑である。花弁の形は樋弁及び丁字状花弁、外

花弁の反り方は平、花径は大、花弁の長さはやや長、幅は広、総ほう部の直径は大、外

花弁の色は鮮紫ピンク（JHS カラーチャート9505 、舌状花数はかなり少、丁字状花数）

はかなり多、総ほう片数はやや多である。開花期の早晩性は中である。

「サマータイムピンク」と比較して、花径が大きいこと、外花弁の色が鮮紫ピンクで

あること等で 「新キングローズ」と比較して、外花弁の色が鮮紫ピンク（同9505）で、

あること、舌状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名称及び住所又は居所

株式会社札幌採種園 北海道札幌市白石区本通十七丁目北１７番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

望月正実 望月高 加藤康宏

７ 出願公表の年月日 平成１８年８月１４日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成５年に出願者のほ場（北海道札幌市）において 「新キングロー、

ズ」の変異株を自家受粉し、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。

なお、出願時の名称は「新キングピンク」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４６９８号 平成１９年１月２２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

アスター サマーイエロー

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「リリプットイエロー」の変異株の実生から育成されたものであり、外、

花弁が黄白色、内花弁が淡緑黄色の小輪で、晩生の切花向きの品種である。

草姿はほうき型、一次分枝の発生量は多、発生位置は全体にわたる、二次分枝の発生

量はかなり少、開花時草丈は中である。節数は中、茎の太さ（地上10㎝）はやや細、同

（最長側枝の1/2の点）はかなり細、最長の一次分枝長は短、茎の強度は中である。最

長側枝の最大葉の葉身長はかなり短、葉幅はやや狭、葉柄長はやや短、葉身長（地上10

㎝付近の葉）は短、葉幅は中、葉柄長は短、葉色は緑である。花弁の形は舟底弁及び丁

字状花弁、外花弁の反り方は平、花径は小、花弁の長さは短、幅は中、総ほう部の直径

はやや小、外花弁の色は黄白（JHS カラーチャート2701 、内花弁の色は淡緑黄（同）

2702 、舌状花数はかなり少、丁字状花数及び総ほう片数は中である。開花期の早晩）

性は晩である。

「リリプットイエロー」と比較して、地上10cm付近の葉の葉身長が短いこと、葉幅が

狭いこと等で 「福乃黄金」と比較して、最長側枝の最大葉の葉柄長が短いこと等で区、

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

株式会社札幌採種園 北海道札幌市白石区本通十七丁目北１７番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

望月正実 望月高 加藤康宏

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９年に出願者のほ場（北海道札幌市）において 「リリプットイエ、

ロー」の変異株を発見し、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１４６９９号 平成１９年１月２２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 ミモダークローズ

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、性状は

斜上性、花色は複色で上弁は濃紫赤色、側弁及び唇弁は濃紫赤の地色に濃紫色のブロッ

チが入る花壇向きの品種である。

性状は斜上性、株の高さは低、広がりは中、分枝性は多である。葉の全形は楕円形、

葉先の形は鈍形、葉の基部の形は円形、葉縁の形は浅裂、葉の長さは短、幅は狭、斑は

無、葉柄長及びたく葉の長さは短である。花柄の長さは中、太さは細、花型は逆三角形、

花の向きは横、縦経及び横経は極小、花弁数は一重、花色は複色、上弁の形は円形、大

きさは非常に小、単・複色は単色、地色は濃紫赤（JHS カラーチャート9709）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 、地色は濃紫赤（同）

9709 、ブロッチの色は濃紫（同8608 、大きさは小である。唇弁の形は楕円形、大きさ） ）

は非常に小、単・複色は複色（２色 、地色は濃紫赤（同9709 、ブロッチの色は濃紫） ）

（同8608 、大きさは小である。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、香りの強さは微または弱である。開花の早晩はかなり早生である。

「F1 ビビ レッドウィズブロッチ」及び「F1 ビビ ローズウィズブロッチ」と比較

して、上弁、側弁及び唇弁の地色が濃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

有限会社見元園芸 高知県吾川郡春野町弘岡上２７８５番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

見元一夫

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10年に出願者の温室（高知県吾川郡春野町）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、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１４７００号 平成１９年１月２２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 ミモピンク

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、性状は

斜上性、花色は複色で上弁は濃紫ピンク色、側弁はピンク白の地色に穏紫色の條線が入

る、唇弁はピンク白の地色に暗紫色の條線が入る花壇向きの品種である。

性状は斜上性、株の高さは低、広がりは中、分枝性は多である。葉の全形は卵形、葉

先の形は鈍形、葉の基部の形は切形、葉縁の形は浅裂、葉の長さは短、幅は中、斑は無、

葉柄長は中、たく葉の長さは短である。花柄の長さは中、太さは細、花型は縦長方形、

花の向きは横、縦経及び横経は極小、花弁数は一重、花色は複色、上弁の形は円形、大

きさは非常に小、単・複色は単色、地色は濃紫ピンク（JHS カラーチャート9213）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 、地色はピンク白）

） 、（同9201 、條線の色は穏紫（同8613）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 、地色はピンク白（同9201 、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。弁の厚さは中、開花数は多、香りの強）

さは微または弱である。開花の早晩は極早生である。

「F1 ペニー ホワイトジャンプアップ」と比較して、上弁の地色が濃紫ピンクであ

ること、側弁の地色がピンク白であること等で 「ドンキー」と比較して、葉の全形が、

卵形であること、上弁の地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名称及び住所又は居所

有限会社見元園芸 高知県吾川郡春野町弘岡上２７８５番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

見元一夫

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11年に出願者の温室（高知県吾川郡春野町）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、固定を図りながら特性の調

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１４７０１号 平成１９年１月２２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 ミモレッド

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「アークライトルビー」に黄色系無名実生種を交配して育成されたもの、

であり、性状は直立性、花色は複色で上弁は濃赤茶色、側弁及び唇弁は濃赤茶の地色に

暗灰赤色及び鮮黄色のブロッチが入る花壇向きの品種である。

性状は直立性、株の高さは低、広がりは中、分枝性は多である。葉の全形は卵形、葉

先の形は鈍形、葉の基部の形は円形、葉縁の形は浅裂、葉の長さは短、幅は狭、斑は無、

葉柄長及びたく葉の長さは中である。花柄の長さは短、太さは細、花型は縦長方形、花

の向きは横、縦経及び横経は極小、花弁数は一重、花色は複色、上弁の形は円形、大き

さは非常に小、単・複色は単色、地色は濃赤茶（JHS カラーチャート0709）である。側

弁の形は円形、大きさは非常に小、単・複色は複色（３色以上 、地色は濃赤茶（同）

0709 、ブロッチの色は内側が暗灰赤（同0420 、外側が鮮黄（同2507 、大きさは小で） ） ）

ある。唇弁の形は楕円形、大きさは非常に小、単・複色は複色（３色以上 、地色は濃）

赤茶（同0709 、ブロッチの色は内側が暗灰赤（同0420 、外側が鮮黄（同2507 、大き） ） ）

さは小である。目の色は鮮黄（同2507 、大きさは大である。弁の厚さは中、開花数は）

多、香りの強さは強である。開花の早晩は極早生である。

「エンジェル レッド」と比較して、葉の全形が卵形であること、側弁及び唇弁が複

色（３色以上）であること等で 「F1 ベビーフェイス ルビー＆ゴールド」と比較して、、

上弁、側弁及び唇弁の地色が濃赤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

有限会社見元園芸 高知県吾川郡春野町弘岡上２７８５番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

見元一夫

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10年に出願者の温室（高知県吾川郡春野町）において 「アークラ、

イトルビー」に黄色系無名実生種を交配し、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１４７０２号 平成１９年１月２２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 サンヴィオブホ

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、性状は

ほふく性、花色は複色で上弁は浅青紫色、側弁及び唇弁は淡黄緑の地色に暗青味紫色の

條線が入る鉢物及び花壇向きの品種である。

性状はほふく性、株の高さは低、広がりは中、分枝性は少である。葉の全形は長楕円

形、葉先の形は鈍形、葉の基部の形は鋭形、葉縁の形は浅裂、葉の長さは短、幅は狭、

斑は無、葉柄長は中、たく葉の長さは短である。花柄の長さは短、太さは細、花型は逆

三角形、花の向きは斜上、縦経及び横経は極小、花弁数は一重、花色は複色、上弁の形

は倒卵形、大きさは非常に小、単・複色は単色、地色は浅青紫（JHS カラーチャート

8003）である。側弁の形は倒卵形、大きさは非常に小、単・複色は複色（２色 、地色）

は淡黄緑（同3102 、條線の色は暗青味紫（同8308）である。唇弁の形は逆三角形、大）

きさは非常に小、単・複色は複色（２色 、地色は淡黄緑（同3102 、條線の色は暗青味） ）

紫（同8308）である。目の色は鮮橙黄（同2205 、大きさは大である。弁の厚さは薄、）

開花数は少、香りの強さは無である。開花の早晩は極早生である。

「F1 サビック ブルーアンドホワイト」と比較して、性状がほふく性であること、

唇弁の形が逆三角形であること等で 「F1 スキッピー スカイブルーバイカラー」と比、

較して、性状がほふく性であること、上弁の地色が浅青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

サントリーフラワーズ株式会社 東京都千代田区平河町二丁目１３番１２号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

髙村直登 宮崎潔

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12年に出願者の温室（滋賀県東近江市）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、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１４７０３号 平成１９年１月２２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 サンヴィオラレモ

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「ビオレット ニーベ」を交配して育成された

ものであり、性状はほふく性、花色は複色で上弁は淡緑黄色、側弁は浅緑黄の地色に暗

灰紫色の條線が入る、唇弁は明緑黄の地色に暗灰赤色の條線が入る鉢物及び花壇向きの

品種である。

性状はほふく性、株の高さは低、広がりは中、分枝性は多である。葉の全形は卵形、

葉先の形及び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、斑は無、

葉柄長は短、たく葉の長さは中である。花柄の長さは短、太さは細、花型は円形、花の

向きは横、縦経は中、横経は小、花弁数は一重、花色は複色、上弁の形は円形、大きさ

は中、単・複色は単色、地色は淡緑黄（JHS カラーチャート2903）である。側弁の形は

円形、大きさは小、単・複色は複色（２色 、地色は浅緑黄（同2904 、條線の色は暗灰） ）

紫（同8618）である。唇弁の形はハート型、大きさは中、単・複色は複色（２色 、地）

色は明緑黄（同2705 、條線の色は暗灰赤（同9718）である。目の色は鮮橙黄（同）

2205 、大きさは大である。弁の厚さは中、開花数は極少、香りの強さは微または弱で）

ある。開花の早晩は極早生である。

「F1 サビック レモンイエロー」及び「F1 ベビー レモンイエロー」と比較して、

性状がほふく性であること、花型が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

サントリーフラワーズ株式会社 東京都千代田区平河町二丁目１３番１２号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

髙村直登 宮崎潔 池田幸弘

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12年に出願者の温室（滋賀県東近江市）において、出願者所有の育

成系統に「ビオレット ニーベ」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１４７０４号 平成１９年１月２２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 サンヴィオラマリ

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、性状は

ほふく性、花色は複色で上弁及び側弁は浅青味紫色、唇弁は浅青味紫の地色に暗青味紫

色の條線が入る鉢物及び花壇向きの品種である。

性状はほふく性、株の高さは低、広がりは中、分枝性は少である。葉の全形は卵形、

葉先及び葉の基部の形は鋭形、葉縁の形は浅裂、葉の長さ及び幅は中、斑は無、葉柄長

及びたく葉の長さは中である。花柄の長さは中、太さは細、花型は縦長方形、花の向き

は横、縦経は中、横経は小、花弁数は一重、花色は複色、上弁の形は円形、大きさは中、

単・複色は単色、地色は浅青味紫（JHS カラーチャート8304）である。側弁の形は円形、

大きさは小、単・複色は単色、地色は浅青味紫（同8304）である。唇弁の形はハート型、

大きさは中、単・複色は複色（２色 、地色は浅青味紫（同8304 、條線の色は暗青味紫） ）

（同8308）である。目の色は鮮橙黄（同2205 、大きさは大である。弁の厚さは中、開）

花数は極少、香りの強さは無である。開花の早晩は極早生である。

「F1 ペニー ブルー」と比較して、性状がほふく性であること、上弁、側弁及び唇

弁の地色が浅青味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

サントリーフラワーズ株式会社 東京都千代田区平河町二丁目１３番１２号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

髙村直登 宮崎潔

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12年に出願者の温室（滋賀県東近江市）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、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１４７０５号 平成１９年１月２２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

ビンカ ＦＫラズベ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「クーラー ラズベリーレッド」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、花は赤紫の地色に黄白色のぼかしが入る中輪で、鉢物及び花壇向

きの品種である。

草型は逆三角形、株張りはやや広、草丈は低である。主茎の太さは中、茎の色は緑褐、

分枝数の多少及び節数は中である。葉形は楕円形、葉身長及び葉身幅は中、葉色は緑、

斑は無、毛は有、葉柄の長さは中である。花弁間の隙間の有無は無、花の大きさは中、

地色は赤紫（JHS カラーチャート9508 、ぼかしは有、色は黄白（同3101 、目は無、花） ）

弁先端の形は微突形、花弁数は５枚、花数はやや多である。花の香りは無、季咲き性は

四季咲きである。

「クーラー ラズベリーレッド」と比較して、花弁間の隙間が無であること等で、

「ジャイオ スカーレットアイ」と比較して、花の地色が赤紫であること等で 「掛川、

ＥＰ６」と比較して、葉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

麒麟麦酒株式会社 東京都中央区新川二丁目１０番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

竹下大学 山田さおり

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９年に出願者の温室（栃木県さくら市）において 「クーラー ラ、

ズベリーレッド」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、固

定を図りながら特性の調査を継続し、13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「ＦＫラズベリー」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４７０６号 平成１９年１月２２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

ビンカ ＦＫグレ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「グレープクーラー」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、花は鮮赤紫の地色に同系色のぼかしが入るやや大輪で、鉢物及び花壇向きの

品種である。

草型は逆三角形、株張りは中、草丈はやや低である。主茎の太さは中、茎の色は紫赤、

分枝数の多少はやや少、節数は中である。葉形は楕円形、葉身長及び葉身幅は中、葉色

は緑、斑は無、毛は有、葉柄の長さはやや短である。花弁間の隙間の有無は無、花の大

きさはやや大、地色は鮮赤紫（JHS カラーチャート9207 、ぼかしは有、色は鮮赤紫）

（同9507 、目は無、花弁先端の形は微突形、花弁数は５枚、花数は中である。花の香）

りは無、季咲き性は四季咲きである。

「クーラー ローズ」と比較して、草型が逆三角形であること、葉柄が短いこと、花

のぼかしの色が鮮赤紫（同9507）であること等で 「ジャイオ ディープローズ」及び、

「パシフィカ バーガンディー」と比較して、花の地色が鮮赤紫（同9207）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

麒麟麦酒株式会社 東京都中央区新川二丁目１０番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

竹下大学 山田さおり

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９年に出願者の温室（栃木県さくら市）において 「グレープクー、

ラー」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、固定を図りな

がら特性の調査を継続し、13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「ＦＫグレープ」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４７０７号 平成１９年１月２２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

ロベリア ロバンティス

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、草型は

叢生性、花は上唇が淡紫ピンク色、下唇が淡紫ピンクの地色に黄白の目、濃赤味紫の条

及び点が入る総状花序となる花壇及び鉢物向きの品種である。

草型は叢生性、草丈はやや低である。茎の太さは細、色は緑、毛は無、分枝の多少は

多、節間長は短である。葉序は互生、葉の向きは斜上、葉形は広線形、先端の形は鈍形、

基部の形はくさび形、葉縁鋸歯の形は欠刻、葉長は短、葉幅は狭、表面の色は緑、斑は

無、厚さは薄、数は少、表面の毛、裏面の毛及び葉柄は無である。花序の形は総状花序、

花の付き方は頂生と腋生、花序の長さは短、幅はやや狭、花の向きは斜向き、花冠全体

の形は二唇形である。上唇の長さは短、幅は狭、切れ込みは深、下唇の長さは短、幅は

中、切れ込みは深、上唇の単色・複色の別は単色、表面の色は淡紫ピンク（JHS カラー

チャート8902 、下唇の単色・複色の別は複色、表面の色は淡紫ピンク（同8902 、模様） ）

は目、条及び点、色は目が黄白（同2501 、条及び点が濃赤味紫（同8907 、花筒の色は） ）

紫ピンク（同8903 、一重八重の別は一重、がくは有、がく筒の形は鐘形、長さは短、）

色は緑、花柄の長さは短、花数は中、花の香りは無である。開花時期は早生である。

「リビエラ ピンク」と比較して、下唇の模様が目、条及び点であること等で 「レ、

ガッタ ライラック」と比較して、下唇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 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 Ｂ．Ｖ．

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

ヨハン アウド

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、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１４７０８号 平成１９年１月２２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

ロベリア ロベティス

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、草型は

叢生性、花は上唇が紫青色、下唇が紫青の地色に黄白色の目が入る総状花序となる花壇

及び鉢物向きの品種である。

草型は叢生性、草丈はやや低である。茎の太さは細、色は緑、毛は無、分枝の多少は

やや多、節間長は短である。葉序は互生、葉の向きは斜上、葉形は長楕円形、先端の形

は鈍形、基部の形はくさび形、葉縁鋸歯の形は欠刻、葉長はやや短、葉幅はやや狭、表

面の色は淡緑、斑は無、厚さは薄、数は少、表面の毛、裏面の毛及び葉柄は無である。

花序の形は総状花序、花の付き方は頂生と腋生、花序の長さはやや短、幅はやや狭、花

の向きは斜向き、花冠全体の形は二唇形である。上唇の長さは短、幅はやや広、切れ込

みは深、下唇の長さは短、幅は中、切れ込みは深、上唇の単色・複色の別は単色、表面

の色は紫青（JHS カラーチャート7612 、下唇の単色・複色の別は複色、表面の色は紫）

青（同7612 、模様は目、色は黄白（同2701 、花筒の色は浅紫青（同7603 、一重八重） ） ）

の別は一重、がくは有、がく筒の形は鐘形、長さは短、色は緑紫、花柄の長さはやや短、

花数は中、花の香りは無である。開花時期は早生である。

「リビエラ ブルーアイ」及び「アクア ブルーアイ」と比較して、葉形が長楕円形

であること、下唇表面の色が紫青であること、下唇の模様が目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 Ｂ．Ｖ．

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

ヨハン アウド

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、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１４７０９号 平成１９年１月２２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

ロベリア ロボウドティス

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、草型は

ほふく性、花は上唇が浅紫青色、下唇が浅紫青の地色に黄白及び暗紫青色の条が入る総

状花序となる花壇及び鉢物向きの品種である。

草型はほふく性、草丈は低である。茎の太さは細、色は緑紫、毛は無、分枝の多少は

やや多、節間長はやや短である。葉序は互生、葉の向きは水平、葉形は広線形、先端の

形は鈍形、基部の形はくさび形、葉縁鋸歯の形は欠刻、葉長は短、葉幅は狭、表面の色

は緑、斑は無、葉の厚さは薄、数は少、表面の毛、裏面の毛及び葉柄は無である。花序

の形は総状花序、花の付き方は頂生と腋生、花序の長さはやや短、幅はやや狭、花の向

きは斜向き、花冠全体の形は二唇形である。上唇の長さは短、幅は狭、切れ込みは深、

下唇の長さは短、幅は中、切れ込みは深、上唇の単色・複色の別は単色、表面の色は浅

紫青（JHS カラーチャート7610 、下唇の単色・複色の別は複色、表面の色は浅紫青）

（同7610 、模様は条、色は黄白（同2701）及び暗紫青（同7608 、花筒の色は淡青（同） ）

7602 、一重八重の別は一重、がくは有、がく筒の形は鐘形、長さは短、色は緑、花柄）

の長さはやや短、花数は中、花の香りは無である。開花時期は早生である。

「レガッタ スカイブルー」と比較して、草型がほふく性であること、茎の色が緑紫

であること、下唇表面の色が浅紫青（同7610）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 Ｂ．Ｖ．

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

ヨハン アウド

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、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１４７１０号 平成１９年１月２２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

ロベリア キエロワスカイ

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、草型は

ほふく性、花は上唇が紫青色、下唇が紫青の地色に黄白及び暗紫青色の条が入る総状花

序となる花壇及び鉢物向きの品種である。

草型はほふく性、草丈は低である。茎の太さは細、色は緑紫、毛は無、分枝の多少は

やや多、節間長はやや短である。葉序は互生、葉の向きは水平、葉形は長楕円形、先端

の形は鈍形、基部の形はくさび形、葉縁鋸歯の形は欠刻、葉長はやや短、葉幅はやや狭、

表面の色は緑、斑は無、厚さは薄、数は少、表面、裏面の毛及び葉柄は無である。花序

の形は総状花序、花の付き方は頂生と腋生、花序の長さは短、幅はやや狭、花の向きは

斜向き、花冠全体の形は二唇形である。上唇の長さは短、幅はやや狭、切れ込みは深、

下唇の長さは短、幅は中、切れ込みは深、上唇の単色・複色の別は単色、表面の色は紫

青（JHS カラーチャート7612 、下唇の単色・複色の別は複色、表面の色は紫青（同）

7612 、模様は条、色は黄白（同2701）及び暗紫青（同7608 、花筒の色は明紫青（同） ）

7611 、一重八重の別は一重、がくは有、がく筒の形はロート形、長さは短、色は緑、）

花柄の長さはやや短、花数は中、花の香りは無である。開花時期は早生である。

「レガッタ マリンブルー」及び「レガッタ スカイブルー」と比較して、草型がほ

ふく性であること、下唇表面の色が紫青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

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン

愛知県愛知郡長久手町砂子６０７番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ヘンリー ロマース

７ 出願公表の年月日 平成１７年８月１０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１４７１１号 平成１９年１月２２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

ロベリア キエロワ

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、草型は

ほふく性、花は黄白色の総状花序となる花壇及び鉢物向きの品種である。

草型はほふく性、草丈はかなり低である。茎の太さは細、色は緑、毛は無、分枝の多

少はやや多、節間長は短である。葉序は互生、葉の向きは水平、葉形は楕円形、先端の

形は鈍形、基部の形はくさび形、葉縁鋸歯の形は欠刻、葉長は短、葉幅はやや狭、表面

の色は緑、斑は無、厚さは薄、数はやや少、表面、裏面の毛及び葉柄は無である。花序

の形は総状花序、花の付き方は頂生と腋生、花序の長さは短、幅はやや狭、花の向きは

斜向き、花冠全体の形は二唇形である。上唇の長さは短、幅は狭、切れ込みは深、下唇

の長さは短、幅は中、切れ込みは深、上唇の単色・複色の別は単色、表面の色は黄白

（JHS カラーチャート2501 、下唇の単色・複色の別は単色、表面及び花筒の色は黄白）

（同2501 、一重八重の別は一重、がくは有、がく筒の形は鐘形、長さは短、色は緑、）

花柄の長さはやや短、花数は中、花の香りは無である。開花時期は早生である。

「レガッタ ホワイト」及び「ペーパームーン」と比較して、草型がほふく性である

こと、葉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

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン

愛知県愛知郡長久手町砂子６０７番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ヘンリー ロマース

７ 出願公表の年月日 平成１７年８月１０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、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１４７１２号 平成１９年１月２２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

グズマニア バクコンビ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「Luna」の変異株であり、苞状葉が濃紫赤色のザーニー型で、鉢物向き、

の品種である。

草型は中間型、植物体基部の膨大は有、草丈は中である。葉身部の形は広線形、葉先

の形は鋭形、葉のそりは全体に曲る、ねじれは無、長さ及び幅は中、成葉の表面先端部

及び中間部の色は暗緑（JHS カラーチャート3708 、基部の色は浅黄緑（同3310 、斑の） ）

有無は無、吸収鱗片の模様は模様なしである。花茎の長さ及び太さは中、抽出角度は直

立、色は暗紫赤（同9710）である。着色した苞状葉の部位は基部～上部、苞状葉の模様

は無、色は濃紫赤（同9709）である。花序の形状はザーニー型、抽出程度は葉より上位、

長さは短、幅は極広、１花序の小花数は少、花被片の色は濃紅（同0108 、葯の抽出は）

抽出しないである。

「ラナ」と比較して、花茎の色は暗紫赤であること、苞状葉の色は濃紫赤であること

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

コーン．バック社

オランダ王国 １５６６ＡＡ アッセンデルフト ドルプスストラート １１ Ｂ

６ 登録品種の育成をした者の氏名

エリー バック

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、1991年に出願者の温室（オランダ王国）において 「Luna」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、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「コンビ」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４７１３号 平成１９年１月２２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

グズマニア エンパイア清流（エンパイアせいりゅう）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「エンパイア」の変異株であり、苞状葉が明橙赤色のリングラータ型で、

鉢物向けの品種である。

草型は開張型、植物体基部の膨大は無、草丈は中である。葉身部の形は披針形、葉先

の形は鋭先形、葉のそりは下位で曲る、ねじれは無、長さ短、幅は狭、成葉の表面の色

は暗黄緑（JHS カラーチャート3508 、斑の有無は有、吸収鱗片の模様は模様なしであ）

る。花茎の長さは短、太さは中、抽出角度は直立である。着色した苞状葉部位は中部～

上部、苞状葉の模様は無、色は明橙赤（同0705）である。花序の形状はリングラータ型、

抽出程度は葉と同位、長さは短、幅は極広、１花序の小花数は中、花被片の色は黄白

（同2502 、葯の抽出は抽出しないである。）

「エンパイア」と比較して、葉に斑が入ること等で 「ファイア クラウン」と比較、

して、葉に斑が入ること、苞状葉が明橙赤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

鳥居勝行 愛知県碧南市吹上町２丁目１４番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

鳥居勝行

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11年に育成者の温室（愛知県碧南市）において 「エンパイア」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、16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１４７１４号 平成１９年１月２２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 レオナルド

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ブロモ」の変異個体であり、花は鮮赤紫色の筒形で大輪の鉢物向きの、

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3509 、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、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、直径は大、形は筒形である。花筒の長さは中、外面の色は紫

ピンク（同9503 、内面の色は浅黄緑（同3304 、花冠の裂片の数は八重、先端の形は微） ）

突形、長さは大、幅は中、内面の色は鮮赤紫（同9507 、外面の色は明赤紫（同9506 、） ）

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、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、葉の全形が楕円形であること、花冠の裂片の

数が八重であること、花冠の裂片の内面の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

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

アイク ビールランダー

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年に出願者の生産委託温室（スウェーデン王国）において 「ブロ、

モ」の変異個体を発見、以後、出願者の温室（オランダ王国）において、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１４７１５号 平成１９年１月２２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 ラ デュース

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（後の「レオナルド ）に「アレキサンダー」を」

交配して育成されたものであり、花は鮮紫ピンク色の筒形で大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、葉の表面の色は暗黄緑（JHS カラーチャート

3509 、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、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、最大幅及び最小幅は中、花の向

きは上向き、直径は大、形は筒形である。花筒の長さは中、外面の色は紫ピンク（同

9703 、内面の色は浅黄緑（同3304 、花冠の裂片の数は八重、先端の形は微突形、長さ） ）

は大、幅は中、内面の色は鮮紫ピンク（同9705)、外面の色は鮮紫ピンク（同9505 、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、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、花冠の裂片の数が八重であること、花冠の裂

片の内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 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

アイク ビールランダー

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（オランダ王国）において、育成者所有の育成系

統（後の「レオナルド ）に「アレキサンダー」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、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１４７１６号 平成１９年１月２２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 モンロー

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（後の「レオナルド ）に「パブロ」を交配して」

育成されたものであり、花はピンク白色の筒形で大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、葉幅は極広、葉の表面の色は暗黄緑（JHS カラーチャー

ト3509 、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）

は鈍頭、葉脚の基部の形は円形である。花序の長さは短、花数は少、最大幅及び最小幅

は中、花の向きは上向き、直径は大、形は筒形である。花筒の長さは短、外面及び内面

の色は浅黄緑（同3304 、花冠の裂片の数は八重、先端の形は微突形、長さは大、幅は）

中、内面の色はピンク白（同1601 、外面の色はピンク白（同1601）に淡紫ピンク（同）

9702）のぼかしが入る、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、開花の早晩は中である。

「マウントコロンビア」と比較して、花数が少ないこと、花冠の裂片の内面の色がピ

ンク白であること等で 「シモン２０００」と比較して、花冠の裂片の数が八重である、

こと、花冠の裂片の内面の色がピンク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

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

アイク ビールランダー

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（オランダ王国）において、育成者所有の育成系

統（後の「レオナルド ）に「パブロ」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、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１４７１７号 平成１９年１月２２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 ミドラー

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（後の「レオナルド ）に「マウントロブソン」」

を交配して育成されたものであり、花は鮮ピンクで弁先がピンク白色の筒形で大輪の鉢

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、葉身長は極長、葉幅は極広、葉の表面の色は暗黄緑（JHS カラーチ

ャート3509 、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、葉脚の基部の形は円形である。花序の長さ、花数、最大幅及び最小幅は中、

花の向きは上向き、直径は大、形は筒形である。花筒の長さは中、外面及び内面の色は

浅黄緑（同3503 、花冠の裂片の数は八重、先端の形は微突形、長さは大、幅は中、内）

面の色は鮮ピンク（同0105）で弁先がピンク白（同1601 、外面の色は鮮紫ピンク（同）

9504 、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、開花の早晩は中である。

「マウントコロンビア」と比較して、花冠の裂片の内面の色が鮮ピンクで弁先がピン

ク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

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

アイク ビールランダー

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（オランダ王国）において、育成者所有の育成系

統（後の「レオナルド ）に「マウントロブソン」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、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１４７１８号 平成１９年１月２２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 けしき

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「アキラ」に秋系小菊を交配して育成されたものであり、花は明黄色の、

小輪で切花向きの品種である。

草型は直立性、草性は高性、開花時の草丈は高である。茎の太さは中、色は緑、強さ

は強、中空の程度は小、摘心後の分枝性及び側らいの発生程度は中、節間長はやや短で

ある。葉身長及び葉幅は中、葉の縦横比はやや大、葉柄の長さは短、一次欠刻は深、表

面の色は中、裏面の色は淡、毛じの多少及び光沢度は中、厚さはやや厚、硬さは中、葉

柄の着生角度は上向き、たく葉の有無は殆どの葉に付着、形は２深裂、大きさは小、分

布状態は主として両側に付着するである。花房の形は平形、花の大きさは小、厚みはか

なり低、舌状花の重ねは1.5列まで、舌状花数は極少、管状花部の直径は小、管状花数

は中、分布は集中、長さは中である。花弁の形は平弁、先端の形は丸い、花弁の長さは

小、幅はやや狭、外花弁の表面の色は明黄（JHS カラーチャート2506 、裏面の色は明）

） 、黄（同2505 、舌状花表面の色の分布状態は均一、外花弁の角度は平、花盤の色は黄緑

花たくの形は平らな円錐状、大きさは極小、総ほうの大きさはかなり小、花首の太さは

極細、長さはやや短、生態分類型は秋ギク、開花の早晩性はやや晩である。

「星の町」と比較して、開花時の草丈が高いこと、葉の一次欠刻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

有限会社精興園 広島県福山市新市町大字金丸７８９番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

山手義彦

７ 出願公表の年月日 平成１４年７月１０日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成10年に出願者のほ場（広島県福山市）において 「アキラ」に秋系、

小菊を交配し、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、

13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１４７１９号 平成１９年１月２２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 ディオン

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「セリーヌ」の変異株から育成されたものであり、花は黄色の小輪で切、

花向きの品種である。

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

の大きさは中、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、基部の形は凸、表面の色は中である。花房の形は円錐形、花の

数は多、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、花首の長さはかなり短、花たくの形は平らな円錐状である。舌状花の

多少はやや少、向きは斜上、主要な形はさじ弁、２次的な形は樋弁、花筒部の長さはや

や長である。外花弁の長さは短、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、外花弁の表面の色は黄（JHS カラーチャート2513 、裏面の色は濃赤）

茶（同0709）である。花盤の大きさはかなり小、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有、スポットの花盤に対する大きさは小、中央暗色スポ

ットの色は褐、管状花の花冠の深裂の程度は小である。到花週数は8.0週である。

「デルブレスターイエロー」と比較して、外花弁の表面の色が黄であること、中央暗

色スポット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 ６ａ

６ 登録品種の育成をした者の氏名

Ｎ．Ｐ．デッカー

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（オランダ王国）において 「セリーヌ」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１４７２０号 平成１９年１月２２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 フィイーグル

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「コットンボール」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、花は黄白色の小輪で切花向きの品種である。

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

着き方は上向き、葉長は中、葉幅はやや狭、葉の縦横比は大、光沢は弱、一次欠刻の深

さはやや深、基部の形は平、表面の色は中、葉裂片縁部の重なりの程度は重なる。花房

の形は円筒形、花の数は中、舌状花の重ねは八重、花の大きさは小、厚みはかなり低、

花首の長さはやや短、花たくの形は平らな円錐状である。舌状花の多少はやや少、向き

はやや下垂、主要な形は樋弁、花筒部の長さはやや短である。外花弁の長さはかなり短、

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

及び裏面の色は黄白（JHS カラーチャート2501 、内花弁の表面及び裏面の色は浅黄緑）

（同3103）である。管状花の花冠の深裂の程度は小である。到花週数は7.0週である。

「グルービー」と比較して、たく葉が小さいこと、葉裂片縁部が重なること等で区別

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

ヨス ケスター

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（オランダ王国）において 「コットンボール」、

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、同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１４７２１号 平成１９年１月２２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 ガルシア

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、花は赤

紫色のやや小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

小、葉の着き方は水平、葉長及び葉幅は中、葉の縦横比はやや大、光沢は強、一次欠刻

の深さは深、基部の形は凹、表面の色は中である。花房の形は円錐形、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デイジータイプ、花の大きさはやや小、厚み

は低、花首の長さはやや短、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、向きは斜上、主要な形はさじ弁、花筒部の長さはやや長である。外花弁の長

さはやや短、幅は狭、花弁先端の形は丸、舌状花表面の色の分布状態は均一、外花弁の

） 。表面の色は赤紫（JHS カラーチャート9508 、裏面の色は濃紫ピンク（同9213）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。到花週数は7.5週である。

「ウーロン」と比較して、葉基部の形が凹であること、到花週数が短いこと等で区別

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

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 ６ａ

６ 登録品種の育成をした者の氏名

Ｎ．Ｐ．デッカー

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（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１４７２２号 平成１９年１月２２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 リズム

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「シティー」に「ファニー」を交配して育成されたものであり、花は紫、

ピンク色に黄白の底白が入る小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、色は緑と紫及び褐である。たく葉

の大きさは中、葉の着き方は上向き、葉長は短、葉幅はやや狭、葉の縦横比は中、光沢

は弱、一次欠刻の深さは中、基部の形は円、表面の色は中である。花房の形は円錐形、

花の数は多、舌状花の重ねは八重、花の大きさは小、厚みはかなり低、花首の長さは短、

花たくの形は平らなドーム状である。舌状花の多少はやや少、向きはやや下垂、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、幅は狭、花弁先端の形は丸、舌状花表面の色の分布状態は底白、外花弁の表面の色

は紫ピンク（JHS カラーチャート9203 、複色の色は黄白（同2902 、裏面の色は黄白） ）

（同2902）で先端部に淡紫ピンクのぼかしが入る、内花弁の表面の色は紫ピンク（同

9203 、裏面の色は黄白（同2902）である。到花週数は8.0週である。）

「イブ」と比較して、たく葉があること、花たくの形が平らなドーム状であること等

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

ヨス ケスター

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（オランダ王国）において 「シティー」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、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１４７２３号 平成１９年１月２２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 セリーヌ

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

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、茎の太さはやや細、色は緑と紫及び褐である。たく葉

の大きさは中、葉の着き方は水平、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、表面の色は濃である。花房の形は円錐形、花の数は多、

舌状花の重ねは半八重、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、花首の長さはかなり短、花たくの形は平らな円錐状である。舌状花の多少は

やや少、向きは斜上、主要な形はさじ弁、花筒部の長さは中である。外花弁の長さは短、

幅は狭、花弁先端の形は丸、舌状花表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色は黄

（JHS カラーチャート2513 、裏面の色は穏赤（同0416）に黄（同2513）のぼかしが入）

る。花盤の大きさはかなり小、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。到花週数は8.0週である。

「デルブレスターイエロー」と比較して、外花弁の表面の色が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

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 ６ａ

６ 登録品種の育成をした者の氏名

Ｎ．Ｐ．デッカー

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、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１４７２４号 平成１９年１月２２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

さくらそう ウェーブローズ白竜（ウェーブローズはくりゅう）

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、花は黄

白色で半八重咲き、鉢物向きの品種である。

開花時草丈及び葉身長は10.0～14.9㎝、葉幅は6.0～6.9㎝、葉の縦横比は2.0～2.4、

茎葉のアントシアニンの発現程度は弱である。花の重ねは半八重咲き、花径は4.0～5.9

） 、㎝、花色は表面及び裏面は黄白（JHS カラーチャート3302 、花の中心部の目の色は黄

大きさは4/8、蛇の目及び覆輪の有無は無、花弁端の切れ込みの程度は中、花弁の波状

の程度は高、重なりの程度は重なる、がくの大きさは高さが2.5～2.9㎝、直径が2.0㎝

以上、開花初期における花梗の抽出程度はわずか又は時に抽出する、毛の多少は中、花

の香りは弱である。開花期は中である。

「クラウディア アイボリーホワイト」と比較して、花の重ねが半八重であること、

花弁の切れ込みの程度及び波状の程度が高いこと等で 「プリムローズグリーンホワイ、

ト」と比較して、葉幅が狭いこと、花弁の切れ込みの程度及び波状の程度が高いこと等

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

近藤郷志 愛媛県上浮穴郡久万町下畑野川甲２１０１－３

６ 登録品種の育成をした者の氏名

近藤郷志

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７年から11年に育成者の温室（愛媛県上浮穴郡久万町）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、固定を図りなが

ら特性の調査を継続し、16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「ウェブローズシリーズ白竜」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４７２５号 平成１９年１月２２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

さくらそう チェリーチェリー

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どうしを交配して育成されたものであり、花色は

淡紫ピンクから明紫赤を経て濃紅に変化する一重咲きでやや大輪の鉢物向きの品種であ

る。

開花時草丈及び葉身長は5.0～9.9㎝、葉幅は6.0～6.9㎝、葉の縦横比は1.5～1.9、茎

葉のアントシアニンの発現程度は無である。花の重ねは一重咲き、花径は6.0～7.9㎝、

花色（表面）は開花初期が淡紫ピンク（JHS カラーチャート9702 、開花盛期が明紫赤）

（同9706 、開花終期が濃紅（同0108 、花の中心部（花底部）の目の色は黄、大きさは） ）

4/8、蛇の目及び覆輪の有無は無、花弁端の切れ込みの程度は中、花弁の波状の程度は

低、重なりの程度は重なる、がくの大きさは高さが2.0～2.4㎝、直径が2.0㎝以上、開

花初期における花梗の抽出程度は抽出しない、毛の多少は中、花の香りは弱である。

「アートカラー」と比較して、葉幅が広いこと、花色の開花初期が淡紫ピンク、開花

盛期が明紫赤、開花終期が濃紅であること等で 「ハヤカワストレインピンク」と比較、

して、葉幅が狭いこと、花色の開花初期が淡紫ピンク、開花盛期が明紫赤、開花終期が

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氏名及び住所又は居所

吉川義明 三重県四日市市八王子町６４９番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

吉川義明

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３年に育成者の温室（三重県四日市市）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、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。

なお、出願時の名称は「さくらさくら」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４７２６号 平成１９年１月２２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 スターライトコーラル

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、花は鮮

ピンク色の単色、一重咲きで極矮性の鉢物向きの品種である。

草型は開張型、草丈は極矮性、株幅は狭である。茎の長さは短、太さは細、色は淡緑、

分枝性は強である。葉のつき方は互生、全形は広卵形、先端の形は突形、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、表面の地色は暗黄緑（JHS カ

ラーチャート3508 、斑は無、光沢は中、裏面の地色は浅黄緑（同3511）である。花序）

は総状、着花位置は上部、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、花弁の切れ込みは浅、花冠の縦径及び横径は2.1～3.5㎝、単色

・複色の別は単色、花弁の地色は鮮ピンク（同0105 、基部の色は黄白（同2501）及び）

明橙赤（同0705 、距の長さは2.1～3.0㎝、曲りは強、色はピンク（同0411 、花柄の長） ）

さは2.1～4.0㎝である。開花の早晩性は中である。

「F1 Super Elfin サーモンブラッシュ」と比較して、一重咲きの花形がⅡ型である

こと、花冠の縦径及び横径が小さいこと、花弁の地色が鮮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

ヘム ジェネティクス リサーチ Ｂ．Ｖ．

オランダ王国 １６０７ＣＬ ヘム ヘンマービュールト ９８

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ヤン セイム

７ 出願公表の年月日 平成１４年１１月１２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、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１４７２７号 平成１９年１月２２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 スターライトバイオレット

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どうしを交配して育成されたものであり、花は鮮

赤紫色の単色、一重咲きで矮性の鉢物向きの品種である。

草型は開張型、草丈は矮性、株幅は中である。茎の長さ及び太さは中、色は淡緑、分

枝性は強である。葉のつき方は互生、全形は広卵形、先端の形は鋭形、基部の形は鋭脚、

葉長は中、葉幅は狭、葉柄の長さは短、葉縁の形は浅鋸歯、表面の地色は暗黄緑（JHS

カラーチャート3508 、斑は無、光沢は中、裏面の地色は浅黄緑（同3511）である。花）

序は総状、着花位置は上部、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Ⅲ型、花弁の切れ込みは浅、花冠の縦径及び横径は2.1～3.5㎝、単色

・複色の別は単色、花弁の地色は鮮赤紫（同9207 、基部の色は鮮紫ピンク（同9204 、） ）

距の長さは2.1～3.0㎝、曲りは強、色は穏橙（同1311 、花柄の長さは2.1～4.0㎝であ）

る。

「フィフィーバイオ」と比較して、花弁の基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 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ヘム ジェネティクス リサーチ Ｂ．Ｖ．

オランダ王国 １６０７ＣＬ ヘム ヘンマービュールト ９８

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ヤン セイム

７ 出願公表の年月日 平成１４年１１月１２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、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１４７２８号 平成１９年１月２２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 スターライトピンク

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

ピンク色の単色、一重咲きで極矮性の鉢物向きの品種である。

草型は開張型、草丈は極矮性、株幅は狭である。茎の長さは短、太さは細、色は淡緑

及び褐、分枝性は強である。葉のつき方は互生、全形は広卵形、先端の形は突形、基部

の形は鋭脚、葉長は中、葉幅は狭、葉柄の長さは中、葉縁の形は浅鋸歯、表面の地色は

暗黄緑（JHS カラーチャート3508 、斑は無、光沢は中、裏面の地色は浅黄緑（同）

3511）である。花序は総状、着花位置は上部、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Ⅲ型、花弁の切れ込みは浅、花冠の縦径及び横

径は2.1～3.5㎝、単色・複色の別は単色、花弁の地色は紫ピンク（同9203 、基部の色）

は鮮赤紫（同9207 、距の長さは2.1～3.0㎝、曲りは中、色は鮮黄緑（同3306 、花柄の） ）

長さは

2.1～4.0㎝である。開花の早晩性は中である。

「F1 Super Elfin Blush」と比較して、花弁の地色が紫ピンクであること、距の曲が

り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 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ヘム ジェネティクス リサーチ Ｂ．Ｖ．

オランダ王国 １６０７ＣＬ ヘム ヘンマービュールト ９８

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ヤン セイム

７ 出願公表の年月日 平成１４年１１月１２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、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１４７２９号 平成１９年１月２２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

あまどころ 白寿（はくじゅ）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、岐阜県下呂市及びその周辺の自生地から収集したあまどころの野生種か

ら選抜して育成されたものであり、花形は筒型、花色は黄白に基部と先端に淡黄緑が入

る薬膳料理の食材向きの品種である。

草型は弓状、草丈は中である。主茎の太さはかなり太、色は緑、分枝の有無は無、節

間長はかなり長である。葉序は互生、葉身の全形は卵形、葉のねじれは無、葉身長は中、

幅はやや広、成葉表面の色は暗緑（JHS カラーチャート3707 、裏面の色は浅灰緑（同）

3714 、斑及び葉柄の有無は無、節数は中である。花房（花序）の形はえき生、花の向）

きは下向き、花形は筒型、花筒の重なりは一重、花の長さ及び花径は中、色は黄白（同

） ） ）、2902 、着色部分の型は基部と先端、色は淡黄緑（同3102 、花の地色は黄白（同2502

花筒内側の着色は緑白（同3501 、花筒先端の形は鈍形、花筒先端の切れ込みの深さは）

浅、苞の有無は無、花柄の長さは長、一花房（花序）の花数は２及び３以上、花の香り

は無である。開花期及び開花期間は中である。

「岐阜県在来」と比較して、主茎が太いこと、主茎の色が緑であること、花柄が長い

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

下呂市 岐阜県下呂市森９６０番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

向川原盛吉

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13年に出願者のほ場（岐阜県下呂市）において、下呂市内及び周辺

の自生地から収集したあまどころの野生種約30個体の中から選抜、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１４７３０号 平成１９年１月２２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

アルストロメリア 東邦ピカソ（とうほうピカソ）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は側方外花被は浅

橙色で中央部が赤色、側方内花被は上部が浅橙色で中央部が赤色、下部及び周辺部が明

緑黄色で条線が入る切花向きの品種である。

草丈はやや低、茎の太さは中である。葉身の形状は披針形、長さは長、幅はやや広で

ある。散形花序の分枝数はやや少、花の縦径及び横径はやや長、花被片の展開度は中、

外花被全形は倒卵形、内花被全形は長倒卵形、外花被及び中央内花被内面の花色の模様

はⅦ型、側方内花被内面の花色の模様はⅧ型、外花被及び中央内花被の内面Ａゾーンの

色は浅橙（JHS カラーチャート1603 、Ｂゾーンの色は赤（同0415 、側方内花被の内面） ）

Ａゾーンの色は浅橙（同1603 、Ｂゾーンの色は赤（同0415 、Ｃゾーンの色は明緑黄） ）

） 、（同2705 、外花被内面の条線の有無は無、側方及び中央内花被内面の条線の有無は有

数は極少、大きさは中、花糸の主たる色はピンク（同0411 、花柱の主な色は穏ピンク）

（同0412）である。

「東邦ラビッツアイ」と比較して、外花被内面Ａゾーンの色が浅橙であること、側方

内花被内面の条線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名称及び住所又は居所

麒麟麦酒株式会社 東京都中央区新川二丁目１０番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

水野志穂

７ 出願公表の年月日 平成１７年８月１０日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成12年に東邦瓦斯（株）の温室（愛知県東海市）において、同社所有

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、17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１４７３１号 平成１９年１月２２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

アルストロメリア 東邦メグ（とうほうメグ）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は側方外花被は上

部が淡黄緑色、中央部が鮮紫ピンク色、下部が紫ピンク色、側方内花被は黄白色で先端

が明紫赤色で条線が入る切花向きの品種である。

草丈は中、茎の太さはやや細である。葉身の形状は長楕円状披針形、長さはやや長、

幅は広である。散形花序の分枝数は中、花の縦径はやや長、横径は中、花被片の展開度

はやや大、外花被全形は倒卵形、内花被全形は倒披針形、外花被内面の花色の模様はⅤ

型、内花被内面の花色の模様はⅡ型、外花被の内面Ａゾーンの色は淡黄緑（JHS カラー

チャート3102 、Ｂゾーンの色は鮮紫ピンク（同9705 、Ｃゾーンの色は紫ピンク（同） ）

） ） ）、9703 、内花被の内面Ａゾーンの色は明紫赤（同9706 、Ｂゾーンの色は黄白（同2502

外花被内面の条線の有無は無、側方内花被内面の条線の有無は有、数はやや少、大きさ

はやや大、中央内花被内面の条線の有無は有、数は極少、大きさは中、花糸及び花柱の

主な色は紫ピンク（同9211）である。

「パノラマ」と比較して、外花被内面の花色の模様がⅤ型であること、中央内花被内

面の花色の模様がⅡ型であること等で 「ジャクリーン」と比較して、側方内内花被Ａ、

ゾーンの色が明紫赤であること、内花被の条線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名称及び住所又は居所

麒麟麦酒株式会社 東京都中央区新川二丁目１０番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

水野志穂

７ 出願公表の年月日 平成１７年８月１０日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成12年に東邦瓦斯（株）の温室（愛知県東海市）において、同社所有

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、17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１４７３２号 平成１９年１月２２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 あかねの舞（あかねのまい）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「中生あさま」に「千代の紅」を花柱切断受粉法により交配し子房培養、

及び胚培養を行い育成されたものであり、花はやや小輪の紅色で切花向きの品種である。

草丈は長、茎のアントシアニンの着色の有無は無である。葉全体の形は長楕円形、葉

数は中、葉序は螺生、葉の着生角度は上向き、葉長は長、葉幅は中、光沢は無である。

花序は散形花序、つぼみの形はⅣ型、花数は中、花全体の形はⅠ型、花径はやや小、花

の着生角度は斜上である。外花被の長さはやや長、幅は中、花被の表面の主な色は紅

（JHS カラーチャート0114 、裏面の主な色は紫赤（同9714 、表面の色のタイプは単色、） ）

内花被の斑点の有無は有、数は多、内花被の形はⅠ型、外花被の形はⅡ型、花被の乳頭

状突起の有無は無、内花被及び外花被の外反部の位置は先端部、外反の程度は弱である。

花粉の色は橙褐、開花の早晩性は早である。

「千代の紅」と比較して、花被の表面の主な色が紅であること、花被の裏面の主な色

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名称及び住所又は居所

岡山県 岡山県岡山市内山下二丁目４番６号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

森本泰史 土岐昌弘 中本武徳

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５年に岡山県農業総合センター農業試験場（赤磐郡山陽町）の温室

において 「中生あさま」に「千代の紅」を花柱切断受粉法により交配し子房培養及び、

胚培養を行い、７年にその個体の中から選抜、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１４７３３号 平成１９年１月２２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 ピカリ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ホワイトランサー」にチョウセンヒメユリを交配して育成されたもの、

であり、花はやや小輪の鮮橙色で切花向きの品種である。

草丈はやや短、茎のアントシアニンの着色の有無は無である。葉全体の形は長楕円形、

葉数はやや多、葉序は螺生、葉の着生角度は上向き、葉長はやや短、葉幅は狭、光沢は

無である。花序は総状花序、つぼみの形はⅣ型、花数は中、花全体の形はⅠ型、花径は

やや小、花の着生角度は斜上である。外花被の長さはやや短、幅は狭、花被の表面の主

な色は鮮橙（JHS カラーチャート1306 、裏面の主な色は明橙（同1305 、表面の色のタ） ）

イプは単色、内花被の斑点の有無は無、内花被の形はⅡ型、外花被の形はⅢ型、花被の

乳頭状突起の有無は無、内花被及び外花被の外反部の位置は先端部、外反の程度は弱で

ある。花粉の色は赤褐、開花の早晩性は早である。

「きたきらり」と比較して、内花被の斑点及び花被の乳頭状突起が無いこと等で、チ

ョウセンヒメユリと比較して、内花被の斑点が無いこと、外花被の形がⅢ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

北海道 北海道札幌市中央区北３条西６丁目

６ 登録品種の育成をした者の氏名

大宮知 生方雅男 玉掛秀人

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10年に北海道立中央農業試験場（夕張郡長沼町）において 「ホワ、

イトランサー」にチョウセンヒメユリを花柱切断受粉法により交配し、胚珠及び胚培養

を行い、13年から北海道立花・野菜技術センター（滝川市）において養成し、14年にそ

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、16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１４７３４号 平成１９年１月２２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

シンビジウム ニューセンセーション マジカルハート

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ファイヤースターター」に「ハッピーフェイス マキスペシャル」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の色が穏紫赤で暗紫赤色の条線

が入る、リップは円形で中央部の色が明橙黄、周縁部は紫赤、花色の境界は明瞭で濃紫

赤色の斑点及び楔が入る中型種である。

草型の大きさ及びぎ球茎の大きさは中、縦断面の形は円形、横断面の形は楕円形であ

る。葉数は中、葉の長さはやや長、幅は狭、葉形は線形、先端の形は鋭形、対称性は非

対称、緑色程度は中である。花序の花数、花茎の長さ及び太さは中、向きは斜上である。

咲き型は部分抱・平咲、花の縦径はやや短、横径は中、香りは無又は微弱、ドーサル・

セパルの縦径は中、横径は広、正面の形は広線形、先端の形は鋭形、ラテラル・セパル

及びペタルの縦径はやや長、横径は広、正面の形は長楕円形、先端の形は鈍形である。

リップの縦径は長、横径は広、正面の形は円形、先端の形は切型、周縁の波打ちは中、

反転は弱である。全体的な花色は紫系、セパル及びペタルの色は穏紫赤（JHS カラーチ

ャート9715）で暗紫赤（同9710）の条線が入る、リップの中央部の色は明橙黄（同

2204 、周縁部の色は紫赤（同9714 、花色の境界は明瞭、斑点の大きさは中、色は濃紫） ）

赤（同9709）で、濃紫赤（同9709）の楔が入る。開花期は冬咲である。

「ハーフムーン ワンダフルアイディル」と比較して、セパル及びペタルの条線の色

が暗紫赤であること、リップの斑点及び楔の色が濃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

株式会社河野メリクロン 徳島県美馬市脇町大字北庄５６２番地の１

６ 登録品種の育成をした者の氏名

河野通郎

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７年に出願者の温室（徳島県美馬市）において 「ファイヤースタ、

ーター」に「ハッピーフェイス マキスペシャル」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「ニューセンセーション ハニーハート」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４７３５号 平成１９年１月２２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

シンビジウム ハッピーフラワー 冬の天使（ハッピーフラワー ふゆのてん

し）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ハッピーフェイス マキスペシャル」に「グレートフラワー マリー、

ローランサン」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の色が中央部

はピンク白、周縁部は紫ピンクで花色の境界は不明瞭、紫ピンク色の条線が入る、リッ

プは正三角形で中央部の色が紫ピンク、周縁部は濃紫ピンク、花色の境界は不明瞭でや

や大型種である。

草型の大きさはやや大、ぎ球茎の大きさは中、縦断面の形は卵形、横断面の形は楕円

形である。葉数はやや少、葉の長さはやや長、幅はやや狭、葉形は線形、先端の形は鋭

形、対称性は非対称、緑色程度は中である。花序の花数、花茎の長さ及び太さは中、向

きは斜上である。咲き型は抱咲、花の縦径はやや短、横径はやや狭、香りは無又は微弱、

ドーサル・セパルの縦径はやや長、横径は広、正面の形は広線形、先端の形は鈍形、ラ

テラル・セパルの縦径はやや長、横径は広、正面の形は楕円形、先端の形は鋭形、ペタ

ルの縦径は長、横径はやや広、正面の形は長楕円形、先端の形は鋭形である。リップの

縦径はかなり長、横径はかなり広、正面の形は正三角形、先端の形は鋭形、周縁の波打

ち及び反転は中である。全体的な花色は桃系、セパル及びペタルの中央部の色はピンク

白（JHS カラーチャート9201 、周縁部の色は紫ピンク（同9211 、花色の境界は不明瞭、） ）

紫ピンク（同9211）の条線が入る、リップの中央部の色は紫ピンク（同9203 、周縁部）

の色は濃紫ピンク（同9213 、花色の境界は不明瞭である。開花期は冬咲である。）

「ラッキーフラワー・あんみつ姫」と比較して、リップの横径が広いこと、リップ正

面の形が正三角形であること等で 「ラッキークリスタル ドリームレインボー」と比、

較して、ペタル周縁部及びリップ中央部の色が紫ピンクであること、リップ正面の形が

正三角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

株式会社河野メリクロン 徳島県美馬市脇町大字北庄５６２番地の１

６ 登録品種の育成をした者の氏名

河野通郎

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７年に出願者の温室（徳島県美馬市）において 「ハッピーフェイ、

ス マキスペシャル」に「グレートフラワー マリーローランサン」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、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１４７３６号 平成１９年１月２２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

シンビジウム ハッピーガーデン ハッピーパーティー

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ジェンティール ペパーミント」に「ハッピーフェイス マキスペシ、

ャル」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の色が中央部は紫ピン

ク、周縁部は濃紫ピンクで花色の境界は不明瞭、紫赤色の条線が入る、リップは正三角

形で中央部の色が黄白、周縁部は紫ピンク、花色の境界は不明瞭で濃紅色の斑点が入る

中型種である。

草型の大きさは中、ぎ球茎の大きさはやや大、縦断面の形は長楕円形、横断面の形は

楕円形である。葉数は中、葉の長さはやや長、幅はやや狭、葉形は線形、先端の形は鋭

形、対称性は非対称、緑色程度は中である。花序の花数、花茎の長さ及び太さは中、向

きは斜上である。咲き型は抱咲、花の縦径はやや短、横径はやや狭、香りは無又は微弱、

ドーサル・セパルの縦径はやや長、横径は広、正面の形は広線形、先端の形は鋭形、ラ

テラル・セパルの縦径はやや長、横径は広、正面の形は楕円形、先端の形は鈍形、ペタ

ルの縦径はやや長、横径はやや広、正面の形は長楕円形、先端の形は鈍形である。リッ

プの縦径は長、横径は広、正面の形は正三角形、先端の形は切型、周縁の波打ちは中、

反転は弱である。全体的な花色は赤系、セパル及びペタルの中央部の色は紫ピンク

（JHS カラーチャート9211 、周縁部の色は濃紫ピンク（同9512 、花色の境界は不明瞭、） ）

紫赤（同9714）の条線が入る、リップの中央部の色は黄白（同2502 、周縁部の色は紫）

ピンク（同9211 、花色の境界は不明瞭、斑点の大きさは大、色は濃紅（同0108）であ）

る。開花期は冬咲である。

「ラッキーグロリア 福の神」と比較して、ラテラル・セパル正面の形が楕円形であ

ること、ペタル正面の形が長楕円形であること、リップ周縁部の色が紫ピンクであるこ

と等で 「ビューティフルフェアー ほほえみクィーン」と比較して、セパル及びペタ、

ルの中央部の色並びにリップ周縁部の色が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名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン 徳島県美馬市脇町大字北庄５６２番地の１

６ 登録品種の育成をした者の氏名

河野通郎

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７年に出願者の温室（徳島県美馬市）において 「ジェンティール、

ペパーミント」に「ハッピーフェイス マキスペシャル」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１４７３７号 平成１９年１月２２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

シンビジウム レディー サラ ストロベリーミルク

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「サラジーン アイスキャスケード」に「レディーファイアー レッド、

アンジェリカ」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の色が中央部

は濃紫ピンク、周縁部はピンク白で花色の境界は不明瞭、 紫赤色の条線が入る、リッ

プは扁円形で中央部の色が黄白、周縁部は穏ピンク、花色の境界は不明瞭で暗紅色の斑

点が入るやや小型種である。

草型の大きさはやや小、ぎ球茎の大きさは中、縦断面の形は卵形、横断面の形は楕円

形である。葉数はやや少、葉の長さは中、幅はやや狭、葉形は線形、先端の形は鋭形、

対称性は非対称、緑色程度はやや淡である。花序の花数はやや多、花茎の長さはやや短、

太さは中、向きは半垂下である。咲き型は抱咲、花の縦径は短、横径は狭、香りは弱、

セパルの縦径は短、横径はやや広、正面の形は楕円形、先端の形は切形、ペタルの縦径

は短、横径は中、正面の形は長楕円形、先端の形は鈍形である。リップの縦径はやや長、

横径は中、正面の形は扁円形、先端の形は切型、周縁の波打ちはやや弱、反転はかなり

弱である。全体的な花色は桃系、セパル及びペタルの中央部の色は濃紫ピンク（JHS カ

ラーチャート9713 、周縁部の色はピンク白(同9701 、花色の境界は不明瞭、紫赤（同） ）

9714）の条線が入る、リップの中央部の色は黄白（同2501 、周縁部の色は穏ピンク）

（同0112 、花色の境界は不明瞭、斑点の大きさは中、色は暗紅（同0110）である。開）

花期は冬咲である。

「レディー サラ ブライダイルベール」と比較して、セパル及びペタルの中央部の

色が濃紫ピンク、周辺部の色がピンク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

向山株式会社 山梨県甲州市塩山熊野２７５

６ 登録品種の育成をした者の氏名

向山武彦

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７年に出願者の温室（山梨県甲州市）において 「サラジーン ア、

イスキャスケード」に「レディーファイアー レッドアンジェリカ」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１４７３８号 平成１９年１月２２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

シンビジウム ヤマナシ レインボー リトルエンジェル

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「カイ レインボウズ エンド」にキンリョウヘ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の色が中央部はピンク白、周縁部は紫ピンクで花

色の境界は不明瞭、リップは扁円形で中央部の色がピンク白、周縁部は紫ピンク、花色

の境界は不明瞭で濃紫赤色の斑点が入る小型種である。

草型の大きさは小、ぎ球茎の大きさはやや小、縦断面の形は卵形、横断面の形は楕円

形である。葉数はやや少、葉の長さはやや短、幅はかなり狭、葉形は線形、先端の形は

鋭形、対称性は非対称、緑色程度は中である。花序の花数はやや多、花茎の長さはやや

短、太さはやや細、向きは斜上である。咲き型は部分抱・平咲、花の縦径はかなり短、

横径は狭、香りは無又は微弱、セパルの縦径は短、横径は狭、正面の形は広線形、先端

の形は鈍形、ペタルの縦径は短、横径は狭、正面の形は広線形、先端の形は鋭形である。

リップの縦径はやや短、横径はやや狭、正面の形は扁円形、先端の形は切型、周縁の波

打ちはかなり弱、反転は無又は微である。全体的な花色は桃系、セパル及びペタルの中

央部の色はピンク白（JHS カラーチャート9701 、周縁部の色は紫ピンク(同9711)、花）

色の境界は不明瞭、リップの中央部の色はピンク白（同9701 、周縁部の色は紫ピンク）

（同9711 、花色の境界は不明瞭、斑点の大きさはやや小、色は濃紫赤（同9709）であ）

る。開花期は冬咲である。

「ニューセンチュリー アイスダンス」と比較して、リップの斑点の色が濃紫赤であ

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

向山株式会社 山梨県甲州市塩山熊野２７５

６ 登録品種の育成をした者の氏名

向山武彦

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（山梨県甲州市）において 「カイ レインボ、

ウズ エンド」にキンリョウヘンを交配し、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、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１４７３９号 平成１９年１月２２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

シンビジウム モーニング シャワー タイニージュエル

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、Cymbidium langleyenseに「ゴールデン カスケード」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の色が濃緑黄、リップは正三角形で中央部の

色が淡緑黄、周縁部は明黄、花色の境界は不明瞭の中型種である。

草型の大きさは中、ぎ球茎の大きさはやや大、縦断面の形は長楕円形、横断面の形は

楕円形である。葉数はやや少、葉の長さは中、幅はやや狭、葉形は線形、先端の形は鋭

形、対称性は非対称、緑色程度は中である。花序の花数はやや多、花茎の長さは中、太

さはやや細、向きは斜上である。咲き型は部分抱・平咲、花の縦径は短、横径はやや狭、

香りは無又は微弱、ドーサル・セパルの縦径はやや短、横径はやや狭、正面の形は広線

形、先端の形は鋭形、ラテラル・セパルの縦径はやや短、横径はやや狭、正面の形は披

針形、先端の形は鋭形、ペタルの縦径はやや短、横径は狭、正面の形は菱形、先端の形

は鋭形である。リップの縦径はやや長、横径は狭、正面の形は正三角形、先端の形は鋭

形、周縁の波打ちは弱、反転は無又は微である。全体的な花色は黄系、セパル及びペタ

ルの色は濃緑黄（JHS カラーチャート2907 、リップの中央部の色は淡緑黄（同2702 、） ）

周縁部の色は明黄（同2506 、花色の境界は不明瞭である。開花期は冬咲である。）

「サラ ジーン ミントシャーベット」と比較して、セパル及びペタルの先端の形が

鋭形であること、リップの周縁部の色が明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

向山株式会社 山梨県甲州市塩山熊野２７５

６ 登録品種の育成をした者の氏名

向山武彦

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９年に出願者の温室（山梨県甲州市）において、Cym. langleyense

に「ゴールデン カスケード」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、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１４７４０号 平成１９年１月２２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

シンビジウム クスダ ファンタジー キラリタ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「クスダ シャイニング」に「ラブリー ファンタジー」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の色が黄、リップは正三角形で中央部の色

が淡緑黄、周縁部は明緑黄、花色の境界は不明瞭で鮮橙黄色の斑点及び楔が入る中型種

である。

草型の大きさは中、ぎ球茎の大きさはやや大、縦断面の形は卵形、横断面の形は楕円

形である。葉数はやや少、葉の長さは中、幅はやや狭、葉形は線形、先端の形は鋭形、

対称性は非対称、緑色程度は中である。花序の花数及び花茎の長さは中、太さはやや太、

向きは斜上である。咲き型は抱咲、花の縦径はやや短、横径はやや狭、香りは弱、セパ

ルの縦径は中、横径は広、正面の形は長楕円形、先端の形は鋭形、ペタルの縦径は中、

横径はやや広、正面の形は楕円形、先端の形は鋭形である。リップの縦径は長、横径は

やや広、正面の形は正三角形、先端の形は切型、周縁の波打ちは中、反転は弱である。

全体的な花色は黄系、セパル及びペタルの色は黄（JHS カラーチャート2513 、リップ）

の中央部の色は淡緑黄（同2702 、周縁部の色は明緑黄（同2705 、花色の境界は不明瞭、） ）

斑点の大きさはやや小、鮮橙黄（同2205）の斑点及び楔が入る。開花期は初冬咲である。

「カリオカ」と比較して、セパル及びペタルの色が黄であること、リップの正面の形

が正三角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

向山株式会社 山梨県甲州市塩山熊野２７５

６ 登録品種の育成をした者の氏名

向山武彦

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８年に出願者の温室（山梨県甲州市）において 「クスダ シャイ、

ニング」に「ラブリー ファンタジー」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。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４７４１号 平成１９年１月２２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

シンビジウム ファイアー ビレッジ ワインシャワー

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「レディーファイアー」に「ストロベリー ヴィレッジ」を交配して育、

成されたものであり、花はセパルの色が暗紅、ペタルの色が穏紫赤で暗紅色の条線が入

る、リップは円形で中央部の色がピンク白、周縁部は濃紫赤、花色の境界は不明瞭で濃

紫赤色の斑点が入る中型種である。

草型及びぎ球茎の大きさは中、縦断面の形は卵形、横断面の形は楕円形である。葉数

はやや少、葉の長さはやや長、幅はやや狭、葉形は線形、先端の形は鋭形、対称性は非

対称、緑色程度は中である。花序の花数はやや多、花茎の長さはやや長、太さはやや細、

向きは斜上である。咲き型は抱咲、花の縦径は短、横径は狭、香りは無又は微弱、セパ

ルの縦径はやや短、横径は中、正面の形は長楕円形、先端の形は鈍形、ペタルの縦径は

やや短、横径はやや狭、正面の形は長楕円形、先端の形は鋭形である。リップの縦径は

やや長、横径はやや広、正面の形は円形、先端の形は鈍形、周縁の波打ちはやや弱、反

転は弱である。全体的な花色は赤系、セパルの色は暗紅（JHS カラーチャート0110 、）

ペタルの色は穏紫赤（同9715）で、暗紅（同0110）の条線が入る、リップの中央部の色

はピンク白（同9701 、周縁部の色は濃紫赤（同9709 、花色の境界は不明瞭、斑点の大） ）

きさは小、色は濃紫赤（同9709 、楔の有無は無である。開花期は初冬咲である。）

「ファイアー ビレッジ エンブキョク」と比較して、咲き型が抱咲であること、リ

ップに楔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

向山株式会社 山梨県甲州市塩山熊野２７５

６ 登録品種の育成をした者の氏名

向山武彦

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８年に出願者の温室（山梨県甲州市）において 「レディーファイ、

アー」に「ストロベリー ヴィレッジ」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１４７４２号 平成１９年１月２２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

シンビジウム クスダ ストーン ガトーショコラ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「クスダ シャイニング」に「ローリング ストーン」を交配して育成、

されたものであり、花はセパルの色が中央部は穏黄緑、周縁部は赤茶で花色の境界は不

明瞭、暗赤褐色の斑点及び赤茶色の条線が入る、ペタルの色が中央部は浅黄緑、周縁部

は赤茶で花色の境界は不明瞭、暗赤褐色の斑点及び赤茶色の条線が入る、リップは正三

角形で淡緑黄、暗灰褐色の斑点及び楔が入る中型種である。

草型の大きさは中、ぎ球茎の大きさはやや小、縦断面の形は円形、横断面の形は楕円

形である。葉数はやや少、葉の長さは中、幅は狭、葉形は線形、先端の形は鋭形、対称

性は非対称、緑色程度は中である。花序の花数及び花茎の長さは中、太さはやや細、向

きは斜上である。咲き型は抱咲、花の縦径は短、横径はやや狭、香りは弱、ドーサル・

セパルの縦径はやや短、横径はやや広、正面の形は長楕円形、先端の形は鈍形、ラテラ

ル・セパルの縦径はやや短、横径はやや広、正面の形は楕円形、先端の形は鈍形、ペタ

ルの縦径はやや短、横径は中、正面の形は長楕円形、先端の形は鋭形である。リップの

縦径はやや長、横径はやや広、正面の形は正三角形、先端の形は切型、周縁の波打ち及

び反転は弱である。全体的な花色は茶系、セパルの中央部の色は穏黄緑（JHS カラーチ

ャート3110 、周縁部の色は赤茶(同0715 、花色の境界は不明瞭、斑点の大きさは中、） ）

色は暗赤褐（同1009)、赤茶（同0715）の条線が入る、ペタルの中央部の色は浅黄緑

（同3103 、周縁部の色は赤茶（同0715 、花色の境界は不明瞭、斑点の大きさは中、色） ）

は暗赤褐（同1009 、赤茶（同0715）の条線が入る、リップの色は淡緑黄（同2903 、斑） ）

点の大きさはやや大、暗灰褐（同1019）の斑点及び楔が入る。開花期は初冬咲である。

「エンザン フォーレスト マジョリカ」と比較して、セパル及びペタルの周縁部の

色が赤茶であること、リップの斑点の色が暗灰褐であること等で、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

向山株式会社 山梨県甲州市塩山熊野２７５

６ 登録品種の育成をした者の氏名

向山武彦

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８年に出願者の温室（山梨県甲州市）において 「クスダ シャイ、

ニング」に「ローリング 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、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１４７４３号 平成１９年１月２２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

シンビジウム ハッピーエール

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ラッキーレインボー」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、花はセパル及びペタルの色が淡紫ピンクで紫ピンク色の条線が入る、リッ

プは正三角形で中央部の色が黄白、周縁部は明赤紫、花色の境界は明瞭で明赤紫色の斑

点が入るやや大型種である。

草型の大きさ及びぎ球茎の大きさはやや大、縦断面及び横断面の形は楕円形である。

葉数はやや少、葉の長さはやや長、幅はやや狭、葉形は線形、先端の形は鋭形、対称性

は対称、緑色程度は中である。花序の花数、花茎の長さ及び太さは中、向きは斜上であ

る。咲き型は抱咲、花の縦径は短、横径はやや狭、香りは無又は微弱、ドーサル・セパ

ルの縦径は中、横径は広、正面の形は楕円形、先端の形は鋭形、ラテラル・セパルの縦

径は中、横径は広、正面の形は楕円形、先端の形は鋭形、ペタルの縦径は中、横径はや

や広、正面の形は倒卵形、先端の形は鋭形である。リップの縦径は長、横径はやや広、

正面の形は正三角形、先端の形は鋭形、周縁の波打ちは中、反転は弱である。全体的な

花色は桃系、セパル及びペタルの色は淡紫ピンク（JHS カラーチャート9501）で紫ピン

ク（同8903）の条線が入る、リップの中央部の色は黄白（同2502 、周縁部の色は明赤）

紫（同9506 、花色の境界は明瞭、斑点の大きさは小、色は明赤紫（同9506）である。）

開花期は初冬咲である。

「福娘」と比較して、リップの周縁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 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン 徳島県美馬市脇町大字北庄５６２番地の１

６ 登録品種の育成をした者の氏名

河野茂信

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４年に出願者の温室（徳島県美馬市）において 「ラッキーレイン、

ボー」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、16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「アニバーサリー ルージュ」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４７４４号 平成１９年１月２２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

シンビジウム キャロリーナ 南の恋歌（キャロリーナ みなみのこいうた）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ラッキーレインボー」に「ラインストーン」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の色が中央部は淡紫ピンク、周縁部は鮮赤紫で花色の

境界は不明瞭、リップは正三角形で中央部の色が黄白、周縁部は濃紫ピンク、花色の境

界は不明瞭な中型種である。

草型の大きさは中、ぎ球茎の大きさはやや大、縦断面の形は長楕円形、横断面の形は

楕円形である。葉数はやや少、葉の長さはやや長、幅はやや狭、葉形は線形、先端の形

は鋭形、対称性は非対称、緑色程度は中である。花序の花数、花茎の長さ及び太さは中、

向きは斜上である。咲き型は抱咲、花の縦径は短、横径はやや狭、香りは無又は微弱、

セパルの縦径はやや長、横径は広、正面の形は楕円形、先端の形は鋭形、ペタルの縦径

はやや長、横径は広、正面の形は長楕円形、先端の形は鋭形である。リップの縦径は長、

横径は広、正面の形は正三角形、先端の形は鋭形、周縁の波打ちは中、反転は弱である。

全体的な花色は桃系、セパル及びペタルの中央部の色は淡紫ピンク（JHS カラーチャー

ト9501 、周縁部の色は鮮赤紫(同9507 、花色の境界は不明瞭、リップの中央部の色は） ）

黄白（同2502 、周縁部の色は濃紫ピンク（同9512 、花色の境界は不明瞭、斑点の有無） ）

は無である。開花期は初冬咲である。

「グレートキャティ リトルローランサン」と比較して、セパル及びペタルの周縁部

の色が鮮赤紫であること、リップ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

株式会社河野メリクロン 徳島県美馬市脇町大字北庄５６２番地の１

６ 登録品種の育成をした者の氏名

河野茂信

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４年に出願者の温室（徳島県美馬市）において 「ラッキーレイン、

ボー」に「ラインストーン」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、16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１４７４５号 平成１９年１月２２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

シンビジウム スターリーナイト

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ユアソング エメリー」に「アンダンテ」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の色が緑黄、リップは長三角形で色が淡黄、濃赤茶色の

楔が入る中型種である。

草型の大きさは中、ぎ球茎の大きさはやや大、縦断面の形は卵形、横断面の形は楕円

形である。葉数はやや少、葉の長さはやや長、幅はやや狭、葉形は線形、先端の形は鋭

形、対称性は非対称、緑色程度は中である。花序の花数、花茎の長さ及び太さは中、向

きは斜上である。咲き型は部分抱・平咲、花の縦径はやや短、横径は中、香りは無又は

微弱、セパルの縦径はやや長、横径は広、正面の形は長楕円形、先端の形は鋭形、ペタ

ルの縦径はやや長、横径は中、正面の形は長楕円形、先端の形は鋭形である。リップの

縦径は長、横径はやや広、正面の形は長三角形、先端の形は鋭形、周縁の波打ちは中、

反転は弱である。全体的な花色は黄系、セパル及びペタルの色は緑黄（JHS カラーチャ

ート2707 、リップの色は淡黄（同2503）で濃赤茶（同0708）の楔が入る。開花期は初）

冬咲である。

「フォルテッシモ ピアニスト」と比較して、セパル及びペタルの中央部の色が緑黄

であること、リップの楔の色が濃赤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

株式会社河野メリクロン 徳島県美馬市脇町大字北庄５６２番地の１

６ 登録品種の育成をした者の氏名

河野茂信

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７年に出願者の温室（徳島県美馬市）において 「ユアソング エメ、

リー」に「アンダンテ」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、16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１４７４６号 平成１９年１月２２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

シンビジウム ハッピーフラワー アクアブーケ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ハッピーフェイス マキスペシャル」に「グレートフラワー・マリー、

ローランサン」を交配して育成されたものであり、花はセパルの色が紫ピンクで明赤味

紫色の条線が入る、ペタルの色は中央部が紫ピンク、周縁部は鮮紫ピンク、花色の境界

は不明瞭で明赤味紫色の条線が入る、リップは正三角形で色がピンク白で明赤紫色の斑

点が入るやや大型種である。

草型の大きさはやや大、ぎ球茎の大きさは中、縦断面の形は卵形、横断面の形は楕円

形である。葉数はやや少、葉の長さはやや長、幅は狭、葉形は線形、先端の形は鋭形、

対称性は非対称、緑色程度は中である。花序の花数、花茎の長さ及び太さは中、向きは

斜上である。咲き型は部分抱・平咲、花の縦径はやや短、横径はやや狭、香りは無又は

微弱、ドーサル・セパルの縦径はやや長、横径は広、正面の形は長楕円形、先端の形は

鋭形、ラテラル・セパルの縦径は中、横径は広、正面の形は長楕円形、先端の形は鋭形、

ペタルの縦径はやや長、横径はやや広、正面の形は楕円形、先端の形は鋭形である。リ

ップの縦径はかなり長、横径は広、正面の形は正三角形、先端の形は切型、周縁の波打

ちはやや弱、反転は中である。全体的な花色は桃系、セパルの中央部及び周縁部の色は

紫ピンク（JHS カラーチャート9203 、明赤味紫（同8905）の条線が入る、ペタルの中）

央部の色は紫ピンク（同9203 、周縁部の色は鮮紫ピンク（同9504 、花色の境界は不明） ）

瞭、明赤味紫（同8905）の条線が入る、リップの色はピンク白（同9201 、斑点の大き）

さはかなり小、色は明赤紫（同9206 、楔の有無は無である。開花期は冬咲である。）

「福娘」と比較して、リップに明赤紫色の斑点が入ること、リップに楔が無いこと等

、 、で 「ビューティフルハート」と比較して、セパルの周縁部の色が紫ピンクであること

リップに楔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

株式会社河野メリクロン 徳島県美馬市脇町大字北庄５６２番地の１

６ 登録品種の育成をした者の氏名

河野通郎

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７年に出願者の温室（徳島県美馬市）において 「ハッピーフェイ、

ス マキスペシャル」に「グレートフラワー・マリーローランサン」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、16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１４７４７号 平成１９年１月２２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

シンビジウム シルキーパフューム エピカ

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「プリティメロディ」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の中央部の色が浅橙黄、周縁部は穏ピンク、花色の境

界は不明瞭で穏赤色の条線が入る、リップは正三角形で色が浅緑黄、濃橙赤色の斑点及

び楔が入る中型種である。

草型の大きさは中、ぎ球茎の大きさはやや小、縦断面の形は卵形、横断面の形は楕円

形である。葉数及び葉の長さは中、幅は狭、葉形は線形、先端の形は鋭形、対称性は非

対称、緑色程度は中である。花序の花数、花茎の長さ及び太さは中、向きは斜上である。

咲き型は部分抱・平咲、花の縦径は短、横径はやや狭、香りは無又は微弱、ドーサル・

セパルの縦径はやや短、横径は中、正面の形は長楕円形、先端の形は鋭形、ラテラル・

セパルの縦径及び横径は中、正面の形は長楕円形、先端の形は鋭形、ペタルの縦径は中、

横径はやや狭、正面の形は楕円形、先端の形は鋭尖形である。リップの縦径は長、横径

はやや広、正面の形は正三角形、先端の形は鈍形、周縁の波打ちは弱、反転は無又は微

である。全体的な花色は茶系、セパル及びペタルの中央部の色は浅橙黄（JHSカラーチ

ャート2203 、周縁部の色は穏ピンク(同0412 、花色の境界は不明瞭、穏赤（同0416）） ）

の条線が入る、リップの色は浅緑黄（同2703 、斑点の大きさはかなり小、濃橙赤（同）

0714）の斑点及び楔が入る。開花期は冬咲である。

「ハーフムーン ワンダフルアイディル」と比較して、セパル及びペタルの条線の色

が穏赤であること等で 「サテンドール ゴールデンフラワー」と比較して、セパルの、

条線の色が穏赤であること、ペタルに条線が有ること、リップの楔の色が濃橙赤である

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

株式会社河野メリクロン 徳島県美馬市脇町大字北庄５６２番地の１

６ 登録品種の育成をした者の氏名

河野通郎

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５年に出願者の温室（徳島県美馬市）において、出願者所有の育成

系統に「プリティメロディ」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、16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１４７４８号 平成１９年１月２２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

シンビジウム キューティイエロー

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ユアソング エメリー」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、花はセパルの色が明黄、ラテラル・セパルの周縁部の色が穏黄で花色の

境界は不明瞭、ペタルの色が明黄、リップは正三角形で中央部の色が浅緑黄、周縁部は

穏黄橙、花色の境界は不明瞭で濃赤茶色の楔が入るやや小型種である。

草型の大きさはやや小、ぎ球茎の大きさはやや大、縦断面の形は卵形、横断面の形は

楕円形である。葉数及び葉の長さは中、幅は狭、葉形は線形、先端の形は鋭形、対称性

は非対称、緑色程度は中である。花序の花数、花茎の長さ及び太さは中、向きは横であ

る。咲き型は部分抱・平咲、花の縦径は短、横径はやや狭、香りは弱、セパルの縦径は

中、横径はやや広、正面の形は長楕円形、先端の形は鋭形、ペタルの縦径及び横径は中、

正面の形は楕円形、先端の形は鈍形である。リップの縦径は長、横径はやや広、正面の

形は正三角形、先端の形は切型、周縁の波打ちはやや弱、反転はかなり弱である。全体

的な花色は黄系、セパルの中央部の色は明黄（JHSカラーチャート2506 、周縁部の色は）

ドーサル・セパルが明黄(同2506 、ラテラル・セパルが穏黄（同2512 、花色の境界は） ）

不明瞭、ペタルの色は明黄（同2506 、リップの中央部の色は浅緑黄（同2703 、周縁部） ）

の色は穏黄橙（同1912 、花色の境界は不明瞭で濃赤茶（同0708）の楔が入る。開花期）

は冬咲である。

「ゴールデンフラワー」と比較して、ペタルの正面の形が楕円形であること、リップ

の正面の形が正三角形であること、リップの楔の色が濃赤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

株式会社河野メリクロン 徳島県美馬市脇町大字北庄５６２番地の１

６ 登録品種の育成をした者の氏名

河野茂信

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７年に出願者の温室（徳島県美馬市）において 「ユアソング エ、

メリー」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、16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１４７４９号 平成１９年１月２２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

シンビジウム ジューシーカラー メリーランド

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ラズベリー」に「グレートキャティ 初恋」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の色がピンク白、リップは正三角形で中央部の色がピ

ンク白、周縁部は紫ピンク、花色の境界は不明瞭で穏紫ピンク色の斑点が入る中型種で

ある。

草型の大きさは中、ぎ球茎の大きさはやや小、縦断面の形は卵形、横断面の形は円形

である。葉数はやや少、葉の長さは中、幅は狭、葉形は線形、先端の形は鋭形、対称性

は非対称、緑色程度は中である。花序の花数及び花茎の長さは中、太さはやや細、向き

は斜上である。咲き型は部分抱・平咲、花の縦径は短、横径はやや狭、香りは無又は微

弱、ドーサル・セパルの縦径はやや短、横径はやや広、正面の形は楕円形、先端の形は

鈍形、ラテラル・セパル及びペタルの縦径はやや短、横径はやや広、正面の形は楕円形、

先端の形は鋭形である。リップの縦径は長、横径はやや広、正面の形は正三角形、先端

の形は鈍形、周縁の波打ち及び反転は弱である。全体的な花色は桃系、セパル及びペタ

ルの色はピンク白（JHS カラーチャート9701 、リップの中央部の色はピンク白（同）

9701 、周縁部の色は紫ピンク（同9211 、花色の境界は不明瞭、斑点の大きさは小、色） ）

は穏紫ピンク（同9212）である。開花期は初冬咲である。

「ラッキーフラワー・あんみつ姫薄化粧」と比較して、セパル及びペタルの周縁部の

色がピンク白であること、リップに斑点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名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン 徳島県美馬市脇町大字北庄５６２番地の１

６ 登録品種の育成をした者の氏名

河野茂信

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７年に出願者の温室（徳島県美馬市）において 「ラズベリー」に、

「グレートキャティ 初恋」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、16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「ジューシーカラー メリー・ウィドー」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４７５０号 平成１９年１月２２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

シンビジウム シャルテ レッドバート

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ファイヤースターター・パーフェクトルージュ」に「バレーラバー」、

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の中央部の色が穏紫ピンク、

周縁部は穏紅、花色の境界は不明瞭で穏紅色の条線が入る、リップは正三角形で中央部

の色が淡黄、周縁部は淡緑黄、花色の境界は不明瞭で濃赤茶色の斑点及び楔が入る中型

種である。

草型の大きさは中、ぎ球茎の大きさはやや小、縦断面の形は卵形、横断面の形は楕円

形である。葉数はやや少、葉の長さは中、幅は狭、葉形は線形、先端の形は鋭形、対称

性は対称、緑色程度は中である。花序の花数及び花茎の長さは中、太さはやや細、向き

は斜上である。咲き型は抱咲、花の縦径は短、横径は狭、香りは弱、セパルの縦径は中、

横径はやや広、正面の形は長楕円形、先端の形は鋭形、ペタルの縦径及び横径は中、正

面の形は楕円形、先端の形は鋭尖形である。リップの縦径は長、横径はやや広、正面の

形は正三角形、先端の形は鈍形、周縁の波打ち及び反転は弱である。全体的な花色は紫

系、セパル及びペタルの中央部の色は穏紫ピンク（JHSカラーチャート9712 、周縁部の）

色は穏紅(同0115 、花色の境界は不明瞭、穏紅（同0115）の条線が入る、リップの中央）

部の色は淡黄（同2503 、周縁部の色は淡緑黄（同2702 、花色の境界は不明瞭、斑点の） ）

大きさはやや小、濃赤茶（同0708）の斑点及び楔が入る。ずい柱先端部の色は浅緑黄

（同2703）である。開花期は冬咲である。

「シャルテ レッドハート」と比較して、リップの斑点及び楔の色が濃赤茶であるこ

と等で 「ハーフムーン ワンダフルアイディル」と比較して、セパル及びペタルの条、

線の色が穏紅であること、ずい柱先端部の色が浅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

株式会社河野メリクロン 徳島県美馬市脇町大字北庄５６２番地の１

６ 登録品種の育成をした者の氏名

河野通郎

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７年に出願者の温室（徳島県美馬市）において 「ファイヤースタ、

ーター・パーフェクトルージュ」に「バレーラバー」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、16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「シャルテ レッドムーン」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４７５１号 平成１９年１月２２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

シンビジウム ハートジュエリー キスメット

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「フラワーベット」に「ピンクベール」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の色が黄白、リップは円形で中央部の色が黄白、周縁部は紫

ピンク、花色の境界は不明瞭な中型種である。

草型の大きさは中、ぎ球茎の大きさはやや小、縦断面の形は卵形、横断面の形は楕円

形である。葉数はやや少、葉の長さは中、幅は狭、葉形は線形、先端の形は鋭形、対称

性は非対称、緑色程度はやや淡である。花序の花数、花茎の長さ及び太さは中、向きは

斜上である。咲き型は抱咲、花の縦径はやや短、横径はやや狭、香りは弱、ドーサル・

セパルの縦径は中、横径は広、正面の形は長楕円形、先端の形は鋭形、ラテラル・セパ

ルの縦径は中、横径は広、正面の形は楕円形、先端の形は鋭形、ペタルの縦径及び横径

は中、正面の形は長楕円形、先端の形は鋭形である。リップの縦径は長、横径は中、正

面の形は円形、先端の形は鈍形、周縁の波打ちは中、反転はかなり弱である。全体的な

花色は白系、セパル及びペタルの中央部および周縁部の色は黄白（JHS カラーチャート

2501 、リップの中央部の色は黄白（同2501 、周縁部の色は紫ピンク（同9711 、花色） ） ）

の境界は不明瞭、斑点の有無は無である。開花期は初冬咲である。

「グレートキャティ リトルローランサン」と比較して、セパル及びペタルの周縁部

の色が黄白であること、リップ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

株式会社河野メリクロン 徳島県美馬市脇町大字北庄５６２番地の１

６ 登録品種の育成をした者の氏名

河野通郎

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８年に出願者の温室（徳島県美馬市）において 「フラワーベッ、

ト」に「ピンクベール」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、16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１４７５２号 平成１９年１月２２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

シンビジウム ハートジュエリー ララバイ

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、花はセ

パルの中央部の色が淡緑黄、周縁部は黄白で花色の境界は不明瞭、ペタルの色が黄白、

リップは円形で色が黄白で紫ピンク色の斑点が覆輪状に入る中型種である。

草型の大きさは中、ぎ球茎の大きさはやや小、縦断面の形は卵形、横断面の形は楕円

形である。葉数はやや少、葉の長さは中、幅は狭、葉形は線形、先端の形は鋭形、対称

性は対称、緑色程度は淡である。花序の花数、花茎の長さ及び太さは中、向きは斜上で

ある。咲き型は抱咲、花の縦径は短、横径は狭、香りは無又は微弱、ドーサル・セパル

の縦径は中、横径はやや広、正面の形は長楕円形、先端の形は切形、ラテラル・セパル

の縦径はやや短、横径は広、正面の形は楕円形、先端の形は鈍形、ペタルの縦径はやや

短、横径はやや広、正面の形は倒卵形、先端の形は鈍形である。リップの縦径は長、横

径は広、正面の形は円形、先端の形は鈍形、周縁の波打ち及び反転は弱である。全体的

な花色は白系、セパルの中央部の色は淡緑黄（JHS カラーチャート2903 、周縁部の色）

は黄白(同2902 、花色の境界は不明瞭、ペタルの色は黄白（同2902 、リップの色は黄） ）

白（同2902 、斑点の大きさは極小、紫ピンク（同9203）の斑点が覆輪状に入る。開花）

期は冬咲である。

「ピンクベール・リプラ」と比較して、セパルの中央部の色が淡緑黄であること、リ

ップの正面の形が円形であること、リップの周縁の波打ち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

株式会社河野メリクロン 徳島県美馬市脇町大字北庄５６２番地の１

６ 登録品種の育成をした者の氏名

河野通郎

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８年に出願者の温室（徳島県美馬市）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、16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１４７５３号 平成１９年１月２２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

ウィルソナラ リューカディア オータムリーフ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、Wilsonara「Priory Road」にOdontoglossum「Arnaga」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濃赤橙の地色に橙黄色の覆輪が入り、リッ

プは明黄の地色に濃黄橙色のまだら斑が入るオドントグロッサムタイプの鉢物向きのや

や大型種である。

株の大きさはやや大、草姿は斜上である。ぎ球茎の正面の形は卵形、平面の形は長楕

円形、溝の有無は無、高さは101～125mm、長径は51～60mmである。葉の正面の形は線形、

横断面の形はⅡ型、向きは斜上、長さは中、幅はやや広、表面の色は暗緑、上位葉数は

２枚、下位葉数は４枚である。花序の型は複総状、再開花性は無、長さは長、幅は中、

花数はやや多、花茎の抽出方向は斜上、強さは中、花型は部分反転平咲き、距の有無は

無、花の横径はやや小、縦径は中である。ドーサル・セパル正面の形は楕円形、先端の

形は微突形、ねじれは無、長さは短、幅は狭、ラテラル・セパル正面の形は長楕円状披

針形、先端の形は微突形、ねじれは無、長さは短、幅は狭、ペタル正面の形は長楕円状

披針形、先端の形は微突形、ねじれは無、周縁の波打ちは有である。リップ中央裂片の

正面の形は円形、側裂片の明確度は不明確、先端の形は凹形、長さはやや短、幅はやや

狭である。花色はセパル及びペタルは濃赤橙（JHS カラーチャート1007）の地色に橙黄

（同2210）の覆輪が入り、リップは明黄（同2506）の地色に濃黄橙（同1908）のまだら

斑が入る。花の香りは無、開花期は夏である。

「セ リトルダンサー」と比較して、セパル及びペタルの地色が濃赤橙であること、

リップが明黄の地色に濃黄橙のまだら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名称及び住所又は居所

株式会社ニチレイ 東京都中央区築地六丁目１９番２０号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

逆井肇

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５年にWils.「Priory Road」にOdm.「Arnaga」を交配した実生苗を

導入し、８年に出願者の温室（長野県諏訪郡富士見町）において、開花した株の中から

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。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４７５４号 平成１９年１月２２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

ウィルソナラ マーズ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、Wilsonara「Linda Isler」にOncidium Obryzatumを交配して育成された

ものであり、花はセパルが明緑黄の地色に浅茶のぼた斑、ペタルが明黄の地色に茶のぼ

た斑、リップは明緑黄の地色に茶のぼた斑が入るオンシジウムタイプの鉢物向きの小輪

花である。

株の大きさは中、草姿は斜上である。ぎ球茎の正面の形は卵形、平面の形は広線形、

溝（稜）の有無は無、高さは76～100mm、長径は31～45mmである。葉の正面の形は広線

形、横断面の形はⅢ型、向きは斜上、下垂性は弱、長さはやや短、幅はやや広、表面の

色は緑、全葉数は７枚である。花序の型は複総状、分枝回数は３回、無限花序の性質の

強さは無、花序の長さはやや長、幅は中、花数はかなり多、花茎の抽出方向は斜上、強

さはやや弱、花型は平、距の有無は無、花の横径及び縦径は小である。ドーサル・セパ

ルの正面の形は倒長楕円状披針形、先端の形は鋭形、ねじれの程度は無、長さはやや短、

幅は狭、ラテラル・セパルの正面の形は倒長楕円状披針形、先端の形は鈍形、ねじれは

有、長さはやや短、幅は狭、ペタルの正面の形は長楕円状披針形、先端の形は微突形、

ねじれ及び周縁の波打ちは無、長さはやや短、幅は狭である。リップの正面の形はⅧ型、

先端の形は銀杏形、側裂片の大きさは大、長さは短、幅は狭である。花色はセパルは明

緑黄（JHS カラーチャート2704）の地色に浅茶（同1612）のぼた斑が入る、ペタルは明

黄（同2505）の地色に茶（同1314）のぼた斑が入る、リップは明緑黄（同2704）の地色

に茶（同1314）のぼた斑が入る。花の香りは弱、開花期は冬である。

「春一番」と比較して、セパルに浅茶のぼた斑が入ること、リップの斑の色が茶であ

ること等で、Onc. Obryzatumと比較して、ドーサル・セパルの正面の形が倒長楕円状披

針形であること、ラテラル・セパルに浅茶のぼた斑が入ること、リップ正面の形がⅧ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氏名及び住所又は居所

鈴木徹 愛知県知多市南粕谷本町４－２９８

６ 登録品種の育成をした者の氏名

鈴木徹

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８年に育成者の温室（愛知県知多市）において、Wils.「Linda

Isler」にOnc. obryzatum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、16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１４７５５号 平成１９年１月２２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

チリそけい サンマンデクリム

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「サンマンデホ」を交配して育成されたもので

あり、樹姿はつる性、花は大きさが中、色が濃赤の一重咲で、鉢物向きの品種である。

樹姿はつる性、枝の太さは中、色は緑褐、分枝性は少、節間長は短である。葉全体の

形は卵形、先端の形は微突形、基部の形は心形、葉身長はやや短、幅は中、葉表面の色

は暗緑（JHS カラーチャート3708 、裏面の色は穏黄緑（同3514 、斑の有無は無である。） ）

葉表面の光沢は有、表面及び裏面の毛は無、葉柄の長さ及び幅は中、色は黄緑である。

花序の形は総状花序、花の向きは横向き、花形は一重咲、花の大きさ、高さ及び花筒部

の太さ、中間部の太さ及び長さは中、つぼみの色は濃紅（同0109 、花色は濃赤（同）

0409 、花筒部内側の色は鮮橙（同1306 、外側の色は濃紅（同0108）である。花冠裂片） ）

全体の形は卵形、先端の形は突形、開き方は平開、重なりは重なる、波打は弱、長さは

やや長、幅は中、数は５枚である。雄ずいの色は黄白、小花柄の太さは中、長さはやや

長、色は緑である。花数は多、花の香りは無、開花期は中である。

「ルビースター」及び「ジェイクスベストレッド」と比較して、葉全体の形が卵形で

あること、花が小さいこと、花色が濃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

サントリーフラワーズ株式会社 東京都千代田区平河町二丁目１３番１２号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

見里朝也 村上保之

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９年に出願者の近江開発センター（滋賀県東近江市）において、出

願者所有の育成系統に「サンマンデホ」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１４７５６号 平成１９年１月２２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

チリそけい サンマンデコス

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「サンマンデホ」に「ローズジャイアント」を交配して育成されたもの、

であり、樹姿はつる性、花は大きさが大、色が鮮紫ピンクの一重咲で、鉢物及び花壇向

きの品種である。

樹姿はつる性、枝の太さは太、色は暗緑黄、分枝性は少、節間長はかなり長である。

葉全体の形は長楕円形、先端の形は鋭尖形、基部の形は心形、葉身長は長、幅は広、葉

表面の色は暗黄緑（JHS カラーチャート3509 、裏面の色は穏黄緑（同3513 、斑の有無） ）

は無である。葉表面の光沢は有、表面の毛は無、裏面の毛は有、葉柄の長さは中、幅は

広、色は黄緑である。花序の形は総状花序、花の向きは横向き、花形は一重咲、花の大

きさは大、高さは中、花筒部の太さはやや太、中間部の太さはやや細、長さは中、つぼ

みの色は鮮紫ピンク（同9504 、花色は鮮紫ピンク（同9505 、花筒部内側の色は上部が） ）

鮮紫赤（同9707 、下部が明黄（同2505 、外側の色は上部が鮮紫ピンク（同9504）､下） ）

部が淡黄緑（同3102）である。花冠裂片全体の形は卵形、先端の形は円形、開き方は平

開、重なりは重なる、波打は弱、長さは長、幅はかなり広、数は５枚である。雄ずいの

色は黄白、小花柄の太さはやや太、長さはやや長、色は濃紅である。花数は多、花の香

りは無、開花期は中である。

「ローズジャイアント」及び「ジェイクスベストレッド」と比較して、花筒部中間部

の太さが細いこと、つぼみ及び花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

サントリーフラワーズ株式会社 東京都千代田区平河町二丁目１３番１２号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

見里朝也 村上保之

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年に出願者の近江開発センター（滋賀県東近江市）において、

「サンマンデホ」に「ローズジャイアント」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１４７５７号 平成１９年１月２２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

ヒペリクム ゴールドフォーム

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、Hypericum calycinumの枝変わりであり、樹姿は開張性、成葉の色は濃

黄橙の鉢物び花壇向きの品種である。

樹姿は開張性、樹高は低、枝の形は円形、太さは中、色は褐、株立性は密、分枝性及

び節間長は中である。葉全体の形は長楕円形、先端の形及び基部の形は鈍形、葉身長は

やや短、幅はやや狭、未成葉の色は黄橙、成葉表面の色は濃黄橙、裏面の色は穏黄、斑

の有無は無、葉表面、裏面の毛及び葉柄の長さは無である。落葉性は常緑性である。

H.calycinumと比較して、成葉表面の色が濃黄橙であること等で 「ヒドコート」と比、

較して、樹高が低いこと、成葉表面の色が濃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氏名及び住所又は居所

小関正司 岐阜県加茂郡坂祝町黒岩１４９８番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

小関正司

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（岐阜県加茂郡坂祝町）において、H.

calycinum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１４７５８号 平成１９年１月２２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

ヒペリクム ボサジェ

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、樹姿は

直立性、花は鮮黄色、果実は濃黄緑色で、主に果実を観賞する切枝向きの品種である。

樹姿は直立性、樹高はやや高、枝の形は二稜形、太さはかなり太、色は緑、株立性及

び分枝性は中、節間長はかなり長である。葉全体の形は卵形、先端の形は鈍形、基部の

形は円形、葉身長は長、幅は広、未成葉の色は黄緑、成葉表面の色は緑、裏面の色は黄

緑、斑の有無は無、葉表面及び裏面の毛は無である。花序のタイプは集散花序、花弁の

開き方は水平、重なりは重ならない、湾曲は内曲、花径は小、花色は鮮黄（JHS カラー

チャート2507 、花弁全体の形は楕円形、先端の形は鈍形、基部の形は切形、長さはや）

や短、幅はやや狭、花弁数、雄ずいの幅及び高さは中、花柱の長さは雄ずいより低い、

花糸の色及びやくの色は黄、がく片の形は卵形、色は緑、小花柄の長さ及び一花茎の花

数は中、花の香りは無である。果実の形は楕円形、長さ及び幅は中、色は濃黄緑（同

3507）である。開花習性は一季咲き、開花期及び開花期間は中、落葉性は落葉性であ

る。

「ボサイビー」と比較して、枝の色が緑であること等で 「ボサピン」と比較して、、

枝の色が緑であること、果実の色が濃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

Ｈ．＆Ｂ．Ｒ．ファン デン ボス社

オランダ王国 ２２３１ＢＣ ラインスブルク オーブストへーステルウェへ １

９８ａ

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ベルナルド レネ ファン デン ボス

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、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、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１４７５９号 平成１９年１月２２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

ヒペリクム ボサシュガ

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、樹姿は

開張性、花は鮮黄色、果実は黄ピンク色で、主に果実を観賞する切枝向きの品種である。

樹姿は開張性、樹高は中、枝の形は二稜形、太さは中、色は緑、株立性及び分枝性は

中、節間長は長である。葉全体の形は卵形、先端の形は鈍形、基部の形は円形、葉身長

はやや長、幅はやや広、未成葉の色は黄緑、成葉表面の色は緑、裏面の色は灰緑、斑の

有無は無、葉表面の毛は有、裏面の毛及び葉柄の長さは無である。花序のタイプは集散

花序、花弁の開き方は斜下、重なりはやや重なる、湾曲は内曲、花径はやや小、花色は

鮮黄（JHS カラーチャート2507 、花弁全体の形は楕円形、先端の形は鈍形、基部の形）

は切形、長さはやや短、幅はやや狭、数は中、雄ずいの幅はやや広、高さは中、花柱の

長さは雄ずいより低い、花糸及びやくの色は黄、がく片の形は卵形、色は緑、小花柄の

長さ及び一花茎の花数は中、花の香りは無である。果実の形は卵形、長さ及び幅は中、

色は黄ピンク（同0703）である。開花習性は一季咲き、開花期は早、開花期間は中、落

葉性は半落葉性である。

「ボサミスト」と比較して、枝の色が緑であること、果実の色が黄ピンクであること

等で 「ボサピン」と比較して、果実の色が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

Ｈ．＆Ｂ．Ｒ．ファン デン ボス社

オランダ王国 ２２３１ＢＣ ラインスブルク オーブストヘーステルウェヘ １

９８ａ

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ベルナルド レネ ファン デン ボス

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、1993年に出願者のほ場（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、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１４７６０号 平成１９年１月２２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

ヒペリクム ボサアマ

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、樹姿は

直立性、花は明黄色、果実は鮮黄緑色で、切花向きの品種である。

樹姿は直立性、樹高は中、枝の形は二稜形、太さは中、色は緑、株立性及び分枝性は

中、節間長は長である。葉全体の形は卵形、先端の形は鈍形、基部の形は心形、葉身長

はやや長、幅は広、未成葉の色は黄緑、成葉表面の色は緑、裏面の色は黄緑、斑の有無

は無、葉表面の毛は有、裏面の毛及び葉柄の長さは無である。花序のタイプは集散花序、

花弁の開き方は水平、重なりはやや重なる、湾曲はやや内曲、花径はやや小、花色は明

黄（JHS カラーチャート2506 、花弁全体の形は楕円形、先端の形は鈍形、基部の形は）

切形、長さは短、幅はやや狭、数、雄ずいの幅及び高さは中、花柱の長さは雄ずいより

低い、花糸の色及びやくの色は黄、がく片の形は卵形、色は黄緑、小花柄の長さ及び一

花茎の花数は中、花の香りは無である。果実の形は楕円形、長さはやや短、幅は中、色

は鮮黄緑（同3306）である。開花期はやや晩である。

「ボサピン」と比較して、果実の色が鮮黄緑であること等で 「ボサイビー」と比較、

して、果実の形が楕円形であること、果実の色が鮮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

Ｈ．＆Ｂ．Ｒ．ファン デン ボス社

オランダ王国 ２２３１ＢＣ ラインスブルク オーブストヘーステルウェヘ １

９８ａ

６ 登録品種の育成をした者の氏名

氏名 ベルナルド レネ ファン デン ボス

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、1991年に育成者の温室（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、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１４７６１号 平成１９年１月２２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

アガスタケ ルゴサ×アガスタケ メキシカーナ ニシラアガａｍｐ１

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、カワミドリに育成者所有のAgastache mexicanaの系統を交配して育成さ

れたものであり、草姿は直立で、花は浅赤味紫色で鉢物及び花壇向きの中生品種である。

草姿は直立、茎の長さはやや長、色は緑、毛は有である。葉形は卵形、葉縁の形は円

鋸歯状、葉身長はやや短、幅は中、葉の色は緑、毛は有である。花穂の伸長性は有限、

着生間隔は中、長さ及び花筒長はやや短、花の縦径はやや低、側部裂片の向きは半開、

）、下部裂片の形はⅡ型、花筒部及び下部裂片の色は浅赤味紫（JHS カラーチャート8910

がくの形はロート形、色は紫である。開花期は中生である。

兵庫県在来のカワミドリと比較して、花筒部及び下部裂片の色が浅赤味紫であること、

がくの色が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

西宮市 兵庫県西宮市六湛寺町１０番３号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

田中俊 船越秀史 池田美土

７ 出願公表の年月日 平成１４年１１月１２日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成９年に西宮市植物生産研究センターのほ場（兵庫県西宮市）におい

て、兵庫県在来のカワミドリに育成者所有のA.mexicanaの系統を交配し、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、11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１４７６２号 平成１９年１月２２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

ディーフェンバキア ｓｐ. シルキーカラー

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の在来種の枝変わりであり、草丈が高、葉の形は楕円形、主

色は浅黄緑、縁部の色は暗緑の鉢物向きの品種である。

草型は伸長性、分けつ数は無又は極少、草丈は高である。主茎の太さは太、色の数は

１、主色は濃緑である。葉の湾曲は弱、葉身長は中、葉身幅はやや広、葉形は楕円形、

先端部の長さは中、斜形の有無は無、基部の形は心脚、光沢は無、柔軟性は強、表面の

主脈の色の数は１、色は白、斑入りの型はⅡ型、主色は浅黄緑（JHS カラーチャート

3304 、縁部の幅はかなり狭、色は暗緑（同3708 、境界は明瞭、白緑色斑点、灰緑色斑） ）

点、黄緑色斑点、淡緑色斑点、緑色斑点、濃緑色斑点、白緑色バンド、灰緑色バンド、

黄緑色バンド、淡緑色バンド、緑色バンド及び濃緑色バンドの有無は無、齢による色分

布の変化は弱、葉柄の長さは長、長さの比較は中、色の数は１、主色は緑である。

「カミーラ」及び「ホワイトドリーム」と比較して、草丈が高いこと、葉が大きいこ

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氏名及び住所又は居所

近藤征広 愛知県豊田市桝塚西町南山２２番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

近藤征広

７ 出願公表の年月日 平成１７年１１月７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（愛知県豊田市）において、育成者所有の在来

種の枝変わりを発見し、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「シルキー」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４７６３号 平成１９年１月２２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

クフェア ヒッソピフォリア イワタピンクワン

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ライムクフェア」の枝変わりであり、樹姿は中間、花は明赤味紫色で、

中輪の鉢物及び花壇向きの品種である。

樹姿は中間、株の高さ及び幅は中である。分枝性は中、一次分枝の色は赤紫である。

葉の形は狭長楕円形、先端部及び基部の形は鈍形、長さは中、幅はやや狭、色は黄緑、

斑の有無は無である。花の着生密度は密、花径は中、花の向きは上、上部花弁の形は長

楕円形、長さは中、色は明赤味紫（JHS カラーチャート8905 、中央脈の色は淡、下部）

花弁の形は長楕円形、長さは中、色は明赤味紫（同8905 、がく筒の形はⅡ型、色は淡）

緑である。

「ライムクフェア」及び「クフェアピンク」と比較して、上部花弁の色が明赤味紫で

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氏名及び住所又は居所

丹羽智 岐阜県岐阜市岩田西１丁目３６５番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

丹羽智

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（岐阜県岐阜市）において 「ライムクフェ、

ア」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。

なお、出願時の名称は「新花」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４７６４号 平成１９年１月２２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

ディクロア フェブリフガ×あじさい 桂夢衣（かむい）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、ジョウザンに「ちちんぷいぷい桂の地球」を交配して育成されたもので

あり、花形はコアジサイ型で両性花のみ、常緑性の鉢物向きの品種である。

樹形は直立性、樹高は高、枝の斑点の多少は少である。葉身全体の形は楕円形、葉身

長はやや長、葉身幅はやや狭、成葉表面の色は緑である。花序の形は半球形、花形はコ

アジサイ型、直径はやや小、両性花の明確は明瞭、数は多、直径は大、色は淡紫、装飾

花の数は無である。花色の変化性は有、開花の開始時期は晩、落葉性は常緑である。

ジョウザンと比較して、樹高が高いこと、花序の直径が大きいこと、両性花の数が多

いこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

片山一平 滋賀県大津市錦織三丁目６－２６

八里修平 京都府京都市東山区今熊野南日吉町３０－１１

臼木利枝 京都府京都市西京区嵐山上海道町６９－３

山部知歩 京都府京都市南区東九条西明田町３４－３５

寺田千夏 京都府京都市南区久世殿城町５７５－３ 向陽グランドハイツ

５１４号

角江由美子 京都府京都市西京区大原野上羽町５９－３３

三宅恵理 京都府京都市西京区川島松ノ木本町１－２３

山田桃子 京都府京都市東山区東大路五条下ル東音羽町５９８

粟津茂雄 京都府京都市伏見区竹田内畑町１９８

６ 登録品種の育成をした者の氏名

片山一平 角江由美子 三宅恵理 山田桃子 山部知歩 粟津茂雄 臼木利枝 寺

田千夏 八里修平

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年に京都府立桂高等学校の温室（京都市）において、ジョウザン

に「ちちんぷいぷい桂の地球」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、出願時の農林水産植物の種類は「あじさい」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４７６５号 平成１９年１月２２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

エリンギ 長野農工研Ｅ－３号（ながののうこうけんＥ－３ごう）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「農工研登録番号№1978」に出願者所有の育成系統菌株を交配して育成、

たもので、菌さんが平形、かなり大葉、やや軟質の施設栽培向きの品種である。

菌糸密度はやや密、菌叢表面の色は白色、菌糸生長最適温度はやや低である。菌さん

の形は平形、紋様は筋状、表面の突起は無、大きさはかなり大、中心部の色は灰黄色、

厚さは中、肉質はやや軟である。子実層たくの菌柄への付き方はやや強、幅はかなり広、

色は淡灰黄色である。菌柄の形は太短、長さはやや短、菌さんの直径と菌柄の長さとの

比率はかなり大、太さはかなり太、色は黄白色、肉質はやや軟である。子実体の発生型

は株状、有効茎数はかなり少、発生最盛期までの期間及び菌かき後発生までの期間は中、

生育最適温度はやや低、収量性はやや多である。

「農工研登録番号№1978」と比較して、菌さんが大きいこと、菌柄が短いこと等で、

「長野農工研Ｅ－２号」と比較して、菌さんが大きいこと、菌柄の形が太短であること

等で区別性が認められる。

なお 「農工研登録番号№1978」及び「長野農工研Ｅ－２号」との対峙培養において、

明確な嫌触反応を示す。

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

６ 登録品種の育成をした者の氏名

雨宮秋実 城石雅弘 西澤賢一

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14年に出願者の施設（長野県須坂市）において 「農工研登録番号、

№1978」に出願者所有の育成系統菌株を交配し、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。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４７６６号 平成１９年１月２２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

エリンギ しなの麗人（しなのれいじん）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「しなの美人」に「ＥＦＩ」を交配して育成されたもので、菌さんが平、

形、やや大葉、中肉質の施設栽培向きの品種である。

菌糸密度は中、菌叢表面の色は白色、菌糸生長最適温度はやや高である。菌さんの形

は平形、紋様は筋状、表面の突起は無、大きさはやや大、中心部の色は灰茶色、厚さ及

び肉質は中である。子実層たくの菌柄への付き方及び幅は中、色は淡灰黄色である。菌

柄の形は太長、長さは極長、菌さんの直径と菌柄の長さとの比率はやや小、太さは太、

色は黄白色、肉質はやや硬である。子実体の発生型は単生、有効茎数は少、発生最盛期

までの期間、菌かき後発生までの期間及び生育最適温度は中、収量性は多である。

「しなの美人」と比較して、菌柄の形が太長であること、菌柄が長いこと等で、

「ＥＦＩ」と比較して、菌柄が長いこと、菌柄が太いこと等で区別性が認められる。

なお 「しなの美人」及び「ＥＦＩ」との対峙培養において明確な嫌触反応を示す。、

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

長野県 長野県長野市大字南長野字幅下６９２の２

６ 登録品種の育成をした者の氏名

角田茂幸 山西久夫 高橋信夫 丸田一成 大澤健治 松本悦夫 萩原保身 中村

公義 山本秀樹 伊藤將視 赤羽弘文

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14年に長野県野菜花き試験場（長野市）において 「しなの美人」、

に「ＥＦＩ」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。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４７６７号 平成１９年１月２２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

エリンギ ＥマッシュＰＥ２号（ＥマッシュＰＥ２ごう）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「奈良ＰＥ１号」に出願者所有の保存菌株に紫外線照射して得られた変、

異菌株を交配して育成されたもので、菌さんが平形、大葉、中肉質の施設栽培向きの品

種である。

菌糸密度は中、菌叢表面の色は白色、菌糸生長最適温度はやや高である。菌さんの形

は平形、紋様は筋状、表面の突起は無、大きさは大、中心部の色は淡黄白色、厚さ及び

肉質は中である。子実層たくの菌柄への付き方は中、幅はかなり広、色は淡灰黄色であ

る。菌柄の形は太長、長さはやや長、菌さんの直径と菌柄の長さとの比率は中、太さは

太、色は黄白色、肉質は中である。子実体の発生型は単生、有効茎数は少、発生最盛期

までの期間及び菌かき後発生までの期間はやや短、生育最適温度はやや低、収量性は多、

耐病性は中である。

「奈良ＰＥ１号」と比較して、子実層たくの幅が広いこと等で 「とっとき１号」と、

比較して、子実層たくの幅が広いこと、子実体の発生型が単生であること等で区別性が

認められる。

なお 「奈良ＰＥ１号」及び「とっとき１号」との対峙培養において明確な嫌触反応、

を示す。

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又は名称及び住所又は居所

奈良県 奈良県奈良市登大路町３０番地

財団法人日本きのこセンター 鳥取県鳥取市富安一丁目８４番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

小畠靖 福政幸隆 村上重幸 松本晃幸

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14年に奈良県林業技術センター（高市郡高取町）において 「奈良、

ＰＥ１号」に出願者所有の保存菌株に紫外線照射して得られた変異菌株を交配し、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。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４７６８号 平成１９年１月２２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

しいたけ もりの春光（もりのはるみつ）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の保存菌株どうしを交配して育成されたものであり、菌さん

が小葉、やや硬肉質の自然栽培向きの低温性の品種である。

菌さんの形は平面が円形、側面が平形、大きさは小、色は褐色、厚さはやや薄、肉質

はやや硬である。りん皮の付着部位は周縁、大きさは中、色は有である。子実層たくの

形状は３型、並び方は正常、幅は極狭、密度は密、色は白色である。菌柄の形は１型、

長さはかなり短、菌さんの直径と菌柄の長さとの比率は極大、太さはやや細、色あい、

毛の有無及び毛の色は有、肉質はやや硬である。子実体の発生時期は春、発生型は散発、

発生温度は低温、発生最盛期までの期間は長である。乾物率は15～20％未満、子実体１

個当たりの平均乾重は2.5～3.0g未満、収量性は少である。

「森１２１号」と比較して、菌さんの側面が平形であること、子実層たくの幅が狭い

、 。こと等で 「ゆう次郎」と比較して子実層たくの幅が狭いこと等で区別性が認められる

なお 「森１２１号」及び「ゆう次郎」との対峙培養において帯線を形成する。、

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

森産業株式会社 群馬県桐生市西久方町一丁目２番２３号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

生野泰文 谷本茂樹 森謙介

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２年に出願者の施設（群馬県桐生市）において、出願者所有の保存

菌株どうしを交配し、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。

なお、出願時の名称は「春光」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４７６９号 平成１９年１月２２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

しいたけ 森ＸＴ４４号（もりＸＴ４４ごう）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の保存菌株に「ＪＭＳ ＫＶ－９２」を交配して育成された

ものであり、菌さんがやや小葉、硬肉質の原木不時栽培及び菌床栽培向きの中温性の品

種である。

菌さんの形は平面が円形、側面が凸形、肉の形が３型、大きさはやや小、色は黄褐色、

厚さは中、肉質は硬である。りん皮の付着部位は周縁、大きさは中、色は無である。子

実層たくの形状は２型、並び方は波状ちぢれ、幅はかなり狭、密度は密、色は白色であ

る。菌柄の形は１型、長さはやや短、菌さんの直径と菌柄の長さとの比率はやや大、太

さはやや太、色あいは有、毛の色は無、毛の有無は有、肉質は中である。子実体の発生

時期は冬春、発生型は集中、発生温度は中温、発生最盛期までの期間はやや短である。

乾物率は15～20％未満、子実体１個当たりの平均乾重は4.0～4.5g未満、収量性はかな

り少である。

「ＪＭＳ ＫＶ－９２」及び「ＭＬ６」と比較して、菌さんの肉の形が３型であるこ

と、子実層たくの並び方が波状ちぢれであること等で区別性が認められる。

、 。なお 「ＪＭＳ ＫＶ－９２」及び「ＭＬ６」との対峙培養において帯線を形成する

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

森産業株式会社 群馬県桐生市西久方町一丁目２番２３号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

濵野香織

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13年に出願者の施設（群馬県桐生市）において、出願者所有の保存

菌株に「ＪＭＳ ＫＶ－９２」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、16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１４７７０号 平成１９年１月２２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

しいたけ 森ＸＲ１８号（もりＸＲ１８ごう）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「Ｌ１０５２」に「ＪＭＳ ＫＶ－９２」を交配して育成されたもので、

あり、菌さんがやや小葉、硬肉質の原木不時栽培及び菌床栽培向き中温性の品種である。

菌さんの形は平面が円形、側面が平形、肉の形が３型、大きさはやや小、色は黄褐色、

厚さは中、肉質は硬である。りん皮の付着部位は周縁、大きさは中、色は無である。子

実層たくの形状は４型、並び方は波状ちぢれ、幅は極狭、密度は密、色は白色である。

菌柄の形は１型、長さは短、菌さんの直径と菌柄の長さとの比率はやや大、太さは中、

色あい及び毛の色は無、毛の有無は有、肉質は中である。子実体の発生時期は秋冬、発

生型は集中、発生温度は中温、発生最盛期までの期間は短である。乾物率は15～20％未

満、子実体１個当たりの平均乾重は3.5～4.0g未満、収量性は少である。

「ＪＭＳ ＫＶ－９２」と比較して、菌さんの側面の形が平形であること、子実層た

くの密度が密であること等で 「ＭＬ６」と比較して、菌さんの肉の形が３型であるこ、

と、子実層たくの並び方が波状ちぢれであること等で区別性が認められる。

なお 「ＪＭＳ ＫＶ－９２」及び「ＭＬ６」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

森産業株式会社 群馬県桐生市西久方町一丁目２番２３号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

濵野香織

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13年に出願者の施設（群馬県桐生市）において 「Ｌ１０５２」に、

「ＪＭＳ ＫＶ－９２」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、16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１４７７１号 平成１９年１月２２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

しいたけ ＨＳ８０７

３ 登録品種の特性の概要

、 、この品種は 「北研８００号」に「北研６０３号」を交配して育成されたものであり

菌さんが中葉、中肉質の原木不時栽培向きのやや高温性の品種である。

菌さんの形は平面が円形、側面が凸形、大きさは中、色は暗褐色、厚さはやや薄、肉

質は中である。りん皮の付着部位は周縁、大きさは小、色は有である。子実層たくの形

状は１型、並び方は正常、幅は狭、密度は密、色は黄白色である。菌柄の形は１型、長

さはやや長、菌さんの直径と菌柄の長さとの比率は中、太さはやや細、色あい、毛の有

無及び毛の色は有、肉質は硬である。子実体の発生時期は秋春、発生型は集中、発生温

度はやや高温、発生最盛期までの期間は中、原木適応性は針・広葉樹併用である。乾物

。率は10～15％未満、子実体１個当たりの平均乾重は2.0～2.5g未満、収量性は中である

「北研６００号」と比較して、りん皮の付着部位が周縁であること、原木適応性は針

・広葉樹併用であること等で 「北研６０３号」と比較して、菌さんが薄いこと、原木、

適応性は針・広葉樹併用であること等で区別性が認められる。

、 。なお 「北研６００号」及び「北研６０３号」との対峙培養において帯線を形成する

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

株式会社北研 栃木県下都賀郡壬生町駅東町７番３号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

鮎澤澄夫 枝克昌 山内隆弘 木下新栄

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10年に出願者の施設（栃木県下都賀郡壬生町）において 「北研、

８００号」に「北研６０３号」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、16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１４７７２号 平成１９年１月２２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

なめこ ＫＸ－Ｎ００７号（ＫＸ－Ｎ００７ごう）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ＫＸ－Ｎ００６号」に「東北 Ｎ１２３号」を交配して育成されたも、

のであり、菌さん断面の形は丸山形、色は穏黄橙色で菌柄の形が先細形の施設栽培向き

の品種である。

菌糸密度は中、菌糸生長最適温度は高である。菌さん断面の形は丸山形、大きさは中、

色は穏黄橙色、厚さはやや厚、肉質は中、りん皮の有無は無、表面の粘着物は多である。

菌柄の形は先細形、長さはやや長、太さはやや細、色は黄白色、肉質は中、りん皮の多

少は少、断面の状態は中実、菌さんの直径と菌柄の長さとの比率は小である。子実体の

発生型は株状、発生最盛期までの期間は中、発生処理後収穫までの期間はやや短、生育

最適温度は中である。子実体の生重量は中、有効茎数は多である。

「ＫＸ－Ｎ００６号」と比較して、菌さん表面の粘着物が多いこと、菌柄の形が先細

形であること等で 「東北 Ｎ１２３号」と比較して、菌さんの断面が丸山形であるこ、

と、菌柄の形が先細形であること等で区別性が認められる。

なお 「ＫＸ－Ｎ００６号」及び「東北 Ｎ１２３号」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

株式会社キノックス 宮城県仙台市青葉区落合一丁目１３番３３号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

木村栄一 鴫原隆 板橋康弘

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14年に出願者の施設（宮城県仙台市）において 「ＫＸ－Ｎ００６、

号」に「東北 Ｎ１２３号」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。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４７７３号 平成１９年１月２２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

なめこ ＫＸ－Ｎ００８号（ＫＸ－Ｎ００８ごう）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「東北 Ｎ１２３号」に「ＫＸ－Ｎ００６号」を交配して育成されたも、

のであり、菌さん断面の形は丸山形、色は浅黄茶色で菌柄の形が円筒形の施設栽培向き

の品種である。

菌糸密度は中、菌糸生長最適温度は高である。菌さん断面の形は丸山形、大きさは中、

色は浅黄茶色、厚さはやや厚、肉質は中、りん皮の有無は無、表面の粘着物は中である。

菌柄の形は円筒形、長さは長、太さはやや細、色は黄白色、肉質は中、りん皮の多少は

少、断面の状態は中実、菌さんの直径と菌柄の長さとの比率は小である。子実体の発生

型は株状、発生最盛期までの期間は短、発生処理後収穫までの期間はやや短、生育最適

温度は中である。子実体の生重量は多、有効茎数は極多である。

「ＫＸ－Ｎ００６号」と比較して、菌柄のりん皮が少ないこと等で 「東北 Ｎ、

１２３号」と比較して、菌さんの表面の粘着物が少ないこと、菌柄のりん皮が少ないこ

と等で区別性が認められる。

なお 「ＫＸ－Ｎ００６号」及び「東北 Ｎ１２３号」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

株式会社キノックス 宮城県仙台市青葉区落合一丁目１３番３３号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

木村栄一 鴫原隆 板橋康弘

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14年に出願者の施設（宮城県仙台市）において 「東北 Ｎ１２３、

号」に「ＫＸ－Ｎ００６号」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。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４７７４号 平成１９年１月２２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

まいたけ ホクトＮＴ－１１５号菌（ホクトＮＴ－１１５ごうきん）

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菌株どうしを交配して育成されたものであり、菌

さん表面の色が黄茶色で極大葉の施設栽培向きの品種である。

寒天培地上の最適生長温度は24℃、菌叢の色の有無は無、表面の形状は平滑、周縁部

の形状は不整一、厚さは薄い、密度は粗である。菌床の被膜の形成は中、被膜の色の有

無は無である。子実体の発生までの期間は61～70日、発生最適温度は15～20℃、生長最

適温度は18℃未満、１袋当たりの収量は557gである。菌さんの大きさは極大、厚さは普

通、断面の形状は３型、表面の色は黄茶色、環紋は３型、毛は少である。管孔の孔口断

面の凹凸は無、管孔発達の部位は２型である。菌柄断面の形態は１型である。

「ホクトＭＹ－９５号」と比較して、管孔発達の部位が２型であること、菌柄断面の

形態が１型であること等で 「ホクトＮＴ－１００号菌」と比較して、菌さんの断面の、

形状が３型であること、管孔発達の部位が２型であること等で区別性が認められる。

なお 「ホクトＭＹ－９５号」及び「ホクトＮＴ－１００号菌」との対峙培養におい、

て明確な帯線形成を示す。

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

ホクト株式会社 長野県長野市南堀１３８番地１

６ 登録品種の育成をした者の氏名

長沼仁未 冨永江里子

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14年に出願者の施設（長野県長野市）において、出願者所有の育成

系統菌株どうしを交配し、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。

なお、出願時の名称は「ホクトＮＴ－１１５」であった。


