
１ 品種登録の番号及び年月日 第１４７７５号 平成１９年２月２０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 なすひかり

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「コシヒカリ」に「愛知８７号」を交配して育成されたものであり、育、

成地（栃木県宇都宮市）における成熟期は早生、稈の長さが中、穂発芽性が難、耐倒伏

性が中の粳品種である。

稈の長さは中、太さはやや太、止葉葉身の姿勢（初期観察）は半立、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。穂の主軸の長さは中、穂数はやや多、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、

穎色は黄白、外穎先端の色（ふ先色）は白、護穎の長さは中、色は黄白、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、最長芒の長さは短、芒の分布は先

端のみである。玄米の長さ及び幅は中、形は半円、色は淡褐、香りは無又は極弱である。

胚乳の型は粳、出穂期（50％出穂）及び成熟期は早生である。障害型耐冷性は極強、穂

発芽性は難、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，ｉ、穂いもち及び葉いもちほ場抵抗性は中、白葉枯病抵抗性品種群別は金南風群、

白葉枯病ほ場抵抗性は中、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４型、蛋白質含量はやや低である。

「ひとめぼれ」と比較して、耐倒伏性が強いこと、いもち病抵抗性推定遺伝子型がＰ

ｉ－ａ，ｉであることで 「コシヒカリ」と比較して、稈が短いこと、耐倒伏性が強い、

こと、いもち病抵抗性推定遺伝子型がＰｉ－ａ，ｉであること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

栃木県 栃木県宇都宮市塙田１丁目１番２０号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

伊澤由行 五月女恭子 池田二朗 大谷和彦 小林俊一 大久保堯司 小島隆 山

口正篤 伊藤浩 倉井耕一 出口美里 栃木喜八郎 五月女敏範

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年に栃木県農業試験場（宇都宮市）において 「コシヒカリ」に、

「愛知８７号」を交配し、５年にその雑種第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「なすこがね」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４７７６号 平成１９年２月２０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 兵庫ゆめおとめ（ひょうごゆめおとめ）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「キヌヒカリ」に「葵の風」を交配して育成されたものであり、育成地、

（兵庫県加西市）における成熟期は中生、稈の長さが長、穂数がやや少の粳品種である。

稈の長さは長、太さはやや太、止葉葉身の姿勢（初期観察）は水平、葉身表面の毛茸

及び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。穂の主軸の長さは中、

穂数はやや少、穂の抽出度は概ね抽出、湾曲程度は垂れる、穂型は紡錘状、外穎の毛茸

の多少は中、穎色は黄白、外穎先端の色（ふ先色）は白、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及び芒は無である。玄米の長さは中、幅はやや狭、

形は半円、色は淡褐、香りは無又は極弱である。胚乳の型は粳、出穂期（50％出穂）及

び成熟期は中生である。穂発芽性は難、耐倒伏性はやや強、脱粒性は難である。いもち

病抵抗性推定遺伝子型はＰｉ－ｉ、穂いもちほ場抵抗性は中、葉いもち圃場抵抗性はや

や強、しま葉枯病抵抗性品種群別は日本水稲型（＋ 、トビイロウンカ抵抗性遺伝子型）

は＋である。胚乳のアミロース含量は５型、蛋白質含量は低である。

「日本晴」及び「中生新千本」と比較して、稈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

兵庫県 兵庫県神戸市中央区下山手通５丁目１０番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

田中萬紀穂 澤田富雄

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年に兵庫県立中央農業技術センター農業試験場（現兵庫県立農林

水産技術総合センター農業技術センター、加西市）において 「キヌヒカリ」に「葵の、

風」を交配し、７年に雑種第２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、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「ゆめおとめ」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４７７７号 平成１９年２月２０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 いにしえの舞（いにしえのまい）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「兵庫夢錦」に「早大関」を交配して育成されたものであり、育成地、

（兵庫県美嚢郡吉川町）における成熟期は晩生、稈の長さがやや長の醸造向きの粳品種

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、葉の緑色の程度は

淡緑、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長、穂数は中、湾曲

程度は垂れる、穂型は紡錘状、外穎の毛茸の多少は中、穎色は黄白、外穎先端の色（ふ

先色）は白、護穎の長さは短、色は黄白、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、最長芒の長さは極短、芒の分布は先端のみである。玄米の長さは

やや長、幅は中、形は半紡錘形、色は白、心白の発現（酒米）は40％以上、香りは無又

は極弱である。胚乳の型は粳、出穂期（50％出穂）及び成熟期は晩生である。耐倒伏性

は中、脱粒性は難である。葉いもち圃場抵抗性はやや弱である。

「早大関」と比較して、心白が多いこと等で 「兵庫夢錦」と比較して、稈が長いこ、

と、出穂期が晩いこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

大関株式会社 兵庫県西宮市今津出在家町４番９号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

久保田寛 前田政大 廣常正人

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９年に出願者の委託ほ場（兵庫県美嚢郡吉川町）において 「兵庫、

夢錦」に「早大関」を交配し、10年にその雑種第２代の葯培養を行い、その再生個体の

中から選抜、以後、固定を図りながら特性の調査を継続し、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１４７７８号 平成１９年２月２０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 べにふぶき

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、品種名不詳の赤米に「関東１５４号 （後の「サリークィーン ）を交配」 」

して育成されたものであり、育成地（埼玉県熊谷市）における成熟期はやや早生、稈長

が長 、玄米の色が褐斑の醸造向きの粳品種である。

稈の長さは長、太さはやや太、止葉葉身の姿勢（初期観察）は半立、葉の緑色の程度

は淡緑、葉耳のアントシアニン色は無である。穂の主軸の長さは長、穂数は中、湾曲程

度は垂れる、穂型は紡錘状、外穎の毛茸の多少は中、穎色は黄白、外穎先端の色（ふ先

色）は白、護穎の長さはやや長、色は黄白、柱頭の色は紫、穎のフェノール反応は有、

着色は中である。芒は無である。籾1000粒重は小、玄米の長さは中、幅は狭、形は紡錘

形、色は褐斑、香りは無又は極弱である。胚乳の型は粳、出穂期（50％出穂）はやや晩

生、成熟期はやや早生である。穂発芽性はやや難、耐倒伏性は弱、脱粒性は難である。

白葉枯病抵抗性品種群別は金南風群、白葉枯病ほ場抵抗性は弱、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４型、蛋白質含量は中である。

「朝の光」及び「日本晴」と比較して、稈が長いこと、玄米の色が褐斑であること等

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

埼玉県 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目１５番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

新井守 重松統 上野敏昭 原由美子 荒川誠 箕田豊尚 石井博和 齋藤孝一郎

大岡直人 大塚一雄 渡邉耕造 矢ヶ崎健治 戸倉一泰 関口孝司 新井登 加藤

智 平野美奈子 古澤孝行 元木るみ

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年に埼玉県農業試験場（現埼玉県農林総合研究センター、熊谷

市）において、品種名不詳の赤米に「関東１５４号 （後の「サリークィーン ）を交配」 」

し、５年に雑種第３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「紅のささやき」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４７７９号 平成１９年２月２０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 さけ武蔵（さけむさし）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「改良八反流」に「若水」を交配して育成されたものであり、育成地、

（埼玉県熊谷市）における成熟期は中生、稈長がやや長の醸造向きの粳品種である。

稈の長さはやや長、太さはやや太、止葉葉身の姿勢（初期観察）は半立、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。穂の主軸の長さは中、穂数はやや少、

湾曲程度は垂れる、穂型は紡錘状、外穎の毛茸の多少は中、穎色は黄白、外穎先端の色

（ふ先色）は白、護穎の長さはやや長、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、最長芒の長さは中、芒の分布は全体であ

る。玄米の長さはやや長、幅はやや広、形は半円、色は淡褐、心白の発現（酒米）は40

％以上、香りは無又は極弱である。胚乳の型は粳、出穂期（50％出穂）は晩生、成熟期

は中生である。穂発芽性は中、耐倒伏性はやや弱、脱粒性は難である。いもち病抵抗性

推定遺伝子型は＋、穂いもちほ場抵抗性はやや弱、葉いもちほ場抵抗性は中、白葉枯病

抵抗性品種群別は金南風群、白葉枯病ほ場抵抗性は中、しま葉枯病抵抗性品種群別は日

本水稲型（＋）である。

「若水」及び「日本晴」と比較して、稈が長いこと、いもち病抵抗性推定遺伝子型が

＋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

埼玉県 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目１５番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

新井守 重松統 上野敏昭 原由美子 荒川誠 箕田豊尚 石井博和 齋藤孝一郎

大岡直人 大塚一雄 渡邉耕造 矢ヶ崎健治 岡田雄二 戸倉一泰 関口孝司 新

井登 平野美奈子

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４年に埼玉県農業試験場（現埼玉県農林総合研究センター、熊谷

市）において 「改良八反流」に「若水」を交配し、７年に雑種第５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。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４７８０号 平成１９年２月２０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 白鶴錦（はくつるにしき）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「山田穂」に「渡船２号」を交配して育成されたものであり、育成地、

（兵庫県美嚢郡吉川町）における成熟期は晩生、稈の長さがやや長の醸造向きの粳品種

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）は半立、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。穂の主軸の長さは中、穂数は多、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やや少、

穎色は黄白、外穎先端の色（ふ先色）は白、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、

芒の分布は上半分のみである。玄米の長さは中、幅は広、形は半円、色は淡褐、心白の

発現（酒米）は40％以上、香りは無又は極弱である。胚乳の型は粳、出穂期（50％出

穂）及び成熟期は晩生である。耐倒伏性は弱、脱粒性は易である。葉いもち圃場抵抗性

は弱、しま葉枯病抵抗性品種群別は日本水稲型（＋）である。蛋白質含量は低である。

「山田錦」と比較して、穂数が多いこと、芒があること等で 「渡船２号」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 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

白鶴酒造株式会社 兵庫県神戸市東灘区住吉南町四丁目５番５号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

安元康一郎 辰川雅彦 長谷篤 西村顕 近藤恭一

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７年に出願者の委託ほ場（兵庫県美嚢郡吉川町）において 「山田、

穂」に「渡船２号」を交配し、９年に雑種第２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、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１４７８１号 平成１９年２月２０日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

いぐさ 夕凪（ゆうなぎ）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「いそなみ」に「沖縄太い」自殖種子由来系統を交配して育成されたも、

のであり、茎の太さが細、有効乾茎重がやや重、乾茎の硬さが硬の畳表向きの品種であ

る。

草型は中間性である。茎長はやや短、茎の太さは細、太さの整否は中、生茎の色はや

や濃緑、乾茎の色は中、１株有効茎数はやや多、１株の長茎数は中、１ﾒｰﾄﾙ乾茎重はや

や軽、長茎乾重及び有効乾茎重はやや重、長茎乾重率は中である。花房の多少はかなり

少である。乾茎の硬さは硬である。

、 、「岡山３号」と比較して、乾茎の硬さは硬であること等で 「いそなみ」と比較して

茎長が短いこと、花房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

熊本県 熊本県熊本市水前寺６丁目１８番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

深浦壮一 渕上国弘 飯牟禮和彦 中澤芳則 手塚隆久

７ 出願公表の年月日 平成１８年３月７日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成３年に熊本県農業研究センターい業研究所（八代郡鏡町）において、

「いそなみ」に「沖縄太い」自殖種子由来系統を交配し、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１４７８２号 平成１９年２月２０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 タヤサオスパン

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、無エルシン酸及び低グルコシノレートの欧州系秋まきなたねに出願者育

成の合成ナプスを交配し、欧州なたねを戻し交配した後代から選抜した２系統の雑種第

１代を雌親とし、欧州秋まきなたねの選抜後代を雄親とする３元交配の雑種第２代であ

り、さやの長さが長、１さやの結実数が多、エルシン酸含量が無でグルコシノレート含

量がかなり少ない食用油及び飼料向きの品種である。

草型はⅢ型である。草丈はやや長、第１次分枝数及び総分枝数は少である。葉形１は

楕円形、２は無、欠刻は深、葉色は緑、葉のアントシアンの有無は無、茎,さやのアン

トシアンの有無は有である。花色は黄である。穂長は長、１穂のさや数は多、さやの長

さは長、花柱の長さ及び着きょう密度は中、１さやの結実数は多である。子実の粒色は

黒、粒大整否は整である。春まき性程度は低である。抽だい期、開花期及び成熟期はや

や晩である。耐倒伏性１、耐倒伏性２、寒害抵抗性及び雪害抵抗性は強である。子実収

量はかなり多である。含油率は中、エルシン酸含量は無、グルコシノレート含量はかな

り少である。菌核病抵抗性はやや強である。

「キザキノナタネ」と比較して、さやが長いこと、グルコシノレート含量が少ないこ

と等で 「ななしきぶ」と比較して、さやが長いこと、１さやの結実数が多いこと、グ、

ルコシノレート含量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

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ものの氏名

樋口光里 宇野浩克 徳毛謙治

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、出願者のほ場（滋賀県甲賀郡甲西町）において、平成元年に無エルシン

酸及び低グルコシノレートの欧州系秋まきなたねに出願者育成の合成ナプスを交配し、

欧州なたねを戻し交配した後代から選抜した２系統の雑種第１代を雌親とし、欧州秋ま

きなたねの選抜後代を雄親とする３元交配の雑種第２代であり、９年から交配組み合わ

せ検定を行い、14年に目的の形質を有し、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１４７８３号 平成１９年２月２０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

すいか コタスセロタ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の高糖度無地皮系４倍体の選抜系統を母系とし、縞皮薄皮系

選抜系統を父系とした交雑品種で、果形が球形、内果肉の色が紅の３倍体の品種である。

草姿は普通、草勢は強、主づるの長さはやや長、節数は多、本葉の形は中、大きさは

やや小、色は緑である。子房の形は短楕円、着果の安定性はやや高、果実の形は球形、

重さは中、果皮の地色は淡緑、網状斑の多少は少、条斑の多少はやや多、色は濃緑、内

果肉の色は紅、硬さはやや軟、繊維は少、糖度はやや高、１果含有種子数は極少である。

種子の形は短楕円、大きさは中、種皮の地色は赤黄、斑紋・斑点は臍黒斑全面黒点であ

る。雌花の開花期はやや晩、成熟日数は中である。

「サンバ」と比較して、果皮の地色が淡緑であること、果皮の条斑が多いこと等で、

「べにむすめ」と比較して、果皮の網状斑が少ないこと、果皮の条斑の色が濃緑である

こと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

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

松尾一馬 日高輝久

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、出願者所有の高糖度無地皮系４倍体の選抜系統を母系とし、縞皮薄皮系

選抜系統を父系とする交雑品種であり、平成８年より出願者の温室（滋賀県甲賀郡甲西

町）において、交配組み合わせ検定試験を実施し、13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１４７８４号 平成１９年２月２０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

すいか ベザセロタ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の高糖度無地皮系４倍体の選抜系統を母系とし、縞皮薄皮系

選抜系統を父系とした交雑品種であり、果形が球形、果肉の色が紅の３倍体の品種であ

る。

草姿は普通、草勢は強、主づるの長さはやや長、節数は多、本葉の形及び大きさは中、

色は緑である。子房の形は短楕円、着果の安定性はやや高、果実の形は球形、重さは中、

果皮の地色は暗緑、網状斑の多少は少、条斑の多少はやや多、色は暗緑、内果肉の色は

紅、果肉の硬さは中、繊維は少、糖度はやや高、１果含有種子数は極少である。種子の

形は短楕円、大きさは中、種皮の地色は赤黄、斑紋・斑点は臍と縁辺黒斑である。雌花

の開花期はやや晩、成熟日数は中である。

「パラオ」と比較して、果皮の地色が暗緑であること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

松尾一馬 日高輝久

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、出願者所有の高糖度無地皮系４倍体の選抜系統を母系とし、縞皮薄皮系

選抜系統を父系とする交雑品種であり、平成８年より出願者の温室（滋賀県甲賀郡甲西

町）において、交配組み合わせ検定試験を実施し、13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１４７８５号 平成１９年２月２０日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

きんかん ゆみちゃんのほっぺ

３ 登録品種の特性の概要

、 、この品種は 「ニンポウキンカン」の枝変わりであり、果形が長球、果実の重さが中

果皮色が橙、育成地（宮崎県串間市）では12月上旬に成熟する早生の品種である。

樹姿は直立、樹の大きさは小、樹勢は弱である。枝梢の太さは太、節間長は短、枝梢

のとげの多少は中である。葉身の形は紡錘形、先端の形は鋭尖形、波状の程度は弱、葉

身の大きさは極小、葉身長は短、葉身幅は極狭、葉形指数は小、網脈の鮮明度は不明で

ある。翼葉の形は無、葉柄の長さは極短、太さは中である。花序の形成は単生、花（花

蕾）の重さは極軽、花弁の形は披針形、長さは極短、幅は極狭、色は白、数は５枚、花

糸の分離の程度は合一、花粉の多少は中である。果実の形は長球、果形指数は小、果頂

部の形は円、放射条溝及び凹環の有無は無、果梗部の形は切平面である。果心の充実度

は密、大きさは小、果実の重さは中、果皮の色は橙、アルベドの色は淡黄、油胞の大き

さは中、密度は疎、凹凸は平、果面の粗滑は滑、果皮の厚さは中、果皮歩合は極大、剥

皮の難易は中である。じょうのう膜の硬さは中、さじょうの形は短、大きさは極小、色

は橙である。果汁の多少は中、甘味はかなり高、酸味は極高、香気の多少及び種子数は

中、胚の数は多胚である。発芽期及び開花期は極晩、成熟期は早で育成地においては12

月上旬である。隔年結果性は低、浮皮果の発生は無、裂果の発生は少、貯蔵性は短、果

皮の甘味は高である。

「ニンポウキンカン」と比較して、葉形指数が小さいこと等で 「長実キンカン」と、

比較して、葉身の形が紡錘形であること、甘み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 ３０年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

古屋良子 宮崎県串間市大字北方７２０１－ロ

６ 登録品種の育成をした者の氏名

古屋良子

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年に育成者の温室（宮崎県串間市）において 「ニンポウキンカ、

ン」の枝変わりを発見、以後、増殖を行いながら、特性の調査を継続し、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「有美」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４７８６号 平成１９年２月２０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

なし きらり

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「おさ二十世紀」に「にっこり」を交配して育成されたものであり、果、

実の形が円、果実の大きさが大、果皮の色が黄赤褐の育成地（栃木県宇都宮市）では９

月下旬に成熟する晩生種である。

樹勢は中、枝の長さは長、太さは太、節間長及び皮目の大きさは中、短果枝の着生は

やや少である。花芽の大きさは中、形は長楕円である。成葉の形は円、先端の形は先細、

基部の形は円、鋸歯の角度は鋸歯状、葉身及び葉柄の長さは短である。花の色は白、花

弁の大きさは中、形は円、切り込みは少である。果実の形は円、梗あの深さは浅、広さ

はやや狭、ていあの深さは中、広さは狭、有てい果の有無は有、果実の大きさは大、果

皮の色は黄赤褐、果点の大きさは中、密度は密、果面の粗滑はやや粗、果梗の長さは短、

太さは太、肉梗の有無は無、果芯の形は短紡錘、大きさはかなり小、果肉の色は黄白、

硬度は軟、粗密は密、甘味はやや高、酸味は弱、果汁の多少は多、種子の大きさは大、

形は卵である。開花始めはやや早、成熟期は晩生で育成地においては９月下旬、自家和

合性及び裂果は無である。

「あきづき」及び「新高」と比較して、葉身が短いこと、梗あが浅いこと、果梗が短

いこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

栃木県 栃木県宇都宮市塙田１丁目１番２０号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

鷲尾一広 高橋健夫 半田睦夫

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６年に栃木県農業試験場（宇都宮市）において 「おさ二十世紀」、

に「にっこり」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１４７８７号 平成１９年２月２０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

アルファルファ ケレス

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「Resis」等の海外導入品種4140個体からバーティシリウム萎ちょう病抵、

抗性で選抜した18栄養系の合成品種であり、早春の草勢が極良、永続性がかなり良、そ

ばかす病抵抗性がかなり強の採草向きの品種である。

早春の草勢は極良、草型は中間である。小葉の形は卵形、葉色は濃である。茎の太さ

はやや太である。開花期は早である。花色は紫92.5％である。草丈は中、再生はかなり

良である。秋の再生草丈はやや低、永続性はかなり良、耐寒性は極良、耐倒伏性はやや

強である。乾物率は中である。そばかす病抵抗性はかなり強である。

「マキワカバ」及び「ヒサワカバ」と比較して、永続性が良いこと、そばかす病抵抗

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

雪印種苗株式会社 北海道札幌市厚別区上野幌１条５丁目１番８号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

高山光男 谷津英樹

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10年に出願者の北海道研究農場（夕張郡長沼町）において 「Resi、

s」等の海外導入品種4140個体を素材としてそれぞれバーティシリウム萎ちょう病抵抗

性で選抜した18栄養系の合成品種であり、以後、品種選定試験等を行い、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１４７８８号 平成１９年２月２０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 つくば姫（つくばひめ）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、つくば市内から収集した自生種の中から選抜した個体にガンマ線を照射

して育成されたものであり、草型はほふく、ほふく茎の密度はかなり密、緑化の早い公

園及び庭園等のグランドカバー向きの品種である。

草型はほふくである。ほふく茎の密度はかなり密、太さは細である。葉長はやや短、

葉幅はやや狭、葉色はやや濃である。初期生育はやや不良、春の草勢は中、秋の草勢は

良である。春秋の出穂の有無は春も秋も出穂しないである。再生の良否はやや良、緑化

の早晩は早、紅葉の早晩はやや晩、越冬の良否はやや不良である。

「メイヤー」と比較して、ほふく茎が密であること、葉長が短いこと、葉幅が狭いこ

と等で 「エメラルド」と比較して、出穂し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

茨城県 茨城県水戸市笠原町９７８番６

６ 登録品種の育成をした者の氏名

高城誠志 本図竹司 駒形智幸 市村勉 浅野昭 永井永久

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年に茨城県農業総合センター園芸研究所（西茨城郡岩間町）にお

いて、つくば市内で収集した自生種４０個体から７個体を選抜、平成９年に農業生物資

源研究所放射線育種場（現独立行政法人農業生物資源研究所放射線育種場）において、

ガンマ線を照射し、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、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１４７８９号 平成１９年２月２０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 つくば輝（つくばかがやき）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、つくば市固有のコウライシバの中から選抜して育成されたものであり、

草型はほふく、ほふく茎の密度はやや密、葉色はやや濃い公園及び庭園等のグランドカ

バー向きの品種である。

草型はほふくである。ほふく茎の密度はやや密、太さは中である。葉長及び葉幅は中、

葉色はやや濃である。穂長はやや短、穂色はやや濃、小穂の数はやや少である。初期生

育及び春の草勢は中、秋の草勢は良である。出穂始めは中、春秋の出穂の有無は春のみ

出穂、穂数はかなり多である。再生の良否はやや良、緑化及び紅葉の早晩は中である。

越冬の良否は中、耐干性はやや強、耐踏圧性は強である。ラージブラウンパッチ抵抗性

は強である。

「メイヤー」と比較して、ほふく茎が密であること、穂長が短いこと等で 「エメラ、

ルド」と比較して、葉が長いこと、穂数が多いこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

茨城県 茨城県水戸市笠原町９７８番６

６ 登録品種の育成をした者の氏名

高城誠志 本図竹司 駒形智幸 市村勉 浅野昭 永井永久

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、茨城県農業総合センター園芸研究所（西茨城郡岩間町）において、つく

ば市固有のコウライシバ在来種１３２個体の中から、平成３年から14年にかけて選抜し

て特性の調査を行い、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１４７９０号 平成１９年２月２０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 つくば太郎（つくばたろう）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、つくば市固有のノシバの中から選抜して育成されたものであり、ほふく

茎の太さはやや太、葉長はかなり長、葉幅はかなり広の都市緑化及び道路法面等の緑化

向きの品種である。

草型はややほふく、ほふく茎の密度はやや疎、太さはやや太である。葉長はかなり長、

葉幅はかなり広、葉色は濃である。穂長はやや長、穂色はやや淡、小穂の数は多である。

初期生育は良である。春の草勢はやや良、秋の草勢は良である。出穂始めは中、春秋の

出穂の有無は春のみ出穂である。再生の良否はやや良である。緑化及び紅葉の早晩はや

や早である。越冬の良否は中である。耐踏圧性は中である。ラージブラウンパッチ抵抗

性は強である。

「メイヤー」と比較して、葉が長いこと等で 「エメラルド」と比較して、ほふく茎、

が太いこと、葉が長いこと、葉色が濃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

茨城県 茨城県水戸市笠原町９７８番６

６ 登録品種の育成をした者の氏名

高城誠志 本図竹司 駒形智幸 市村勉 浅野昭 永井永久

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、茨城県農業総合センター園芸研究所（西茨城郡岩間町）において、つく

ば市固有のノシバ在来種４０個体の中から、平成３年から14年にかけて選抜して特性の

調査を行い、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１４７９１号 平成１９年２月２０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

コスモス ビッキーラデアンス

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ドワーフ センセーション ミックス」の選抜個体の実生から育成さ、

れたもので、花は鮮紫ピンクで基部が濃紫赤色の一重咲Ⅱ型で夏咲き早生の鉢物及び花

壇向きの品種である。

開花時の草丈は中間型、分枝性は低、茎の色は淡褐、葉の大きさはやや小、小葉の幅

は中、葉の色は緑である。花形は一重咲Ⅱ型、花径は100～119㎜、管状花部の大きさ

（花径に対する比）は0.10～0.24、花弁の長さは50～59㎜、幅は30㎜以上、花弁の縦横

比は1.50～1.99である。花弁先端部の切れ込みの深さは浅、花弁の色は２色で外側から

鮮紫ピンク（JHS カラーチャート9205 、濃紫赤（同9709 、花弁の厚さはやや厚、総ほ） ）

うの大きさは中、花首の太さはやや細である。開花の早晩性は夏咲き早生である。

「ソナタ ピンクフラッシュ」と比較して、小葉の幅が小さいこと、開花の早晩性が

夏咲き早生であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

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４年に出願者のほ場（北海道札幌市）において 「ドワーフ セン、

セーション ミックス」の選抜個体の実生から選抜、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１４７９２号 平成１９年２月２０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

コスモス ディープレッド キャンパス

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、玉川大学所有の育成系統どうしを交配して育成されたもので、花は濃紅

色の一重咲Ⅱ型で鉢物及び花壇向きの秋咲き品種である。

開花時の草丈は高性、分枝性はかなり高、茎の色は淡褐、葉の大きさは中、小葉の幅

はやや小、葉色は緑である。花形は一重咲Ⅱ型、花径は70～79㎜、管状花部の大きさ

（花径に対する比）は0.25～0.49、花弁の長さは35～39㎜、幅は25～30㎜、花弁の縦横

比は1.00～1.49である。花弁先端部の切れ込みの深さは中、花弁の色は単色で濃紅

（JHS カラーチャート0109 、総ほうの大きさ及び花首の太さは中である。開花の早晩）

性は秋咲きである。

「レッド ベルサイユ」と比較して、花弁の色が濃紅であること、開花の早晩性が秋

咲きであること等で 「センセーション ダズラー」と比較して、花弁の色が濃紅であ、

ること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ 神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目７番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

稲津厚生 露木美英

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、昭和48年に玉川大学（東京都町田市）において、同大学所有の育成系統

どうしを交配し、その後、得られた種子間で集団選抜を繰り返し、平成８年に目標とす

る花色が得られた。11年に株式会社サカタのタネ掛川総合研究センター（静岡県）にお

いて特性の調査を行い、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１４７９３号 平成１９年２月２０日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ストック パープル アイアン

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「マリンチルドレン」に「ピンク アイアン」を交配して育成されたも、

のであり、花は鮮紫色でやや大輪の切花向きの品種である。

草型は１本立ち、草丈はやや高である。はい軸の色は緑、子葉の色は緑である。着葉

茎の剛直性及び花首部の剛直性は強、わき芽の発生程度は少である。葉形は中間、下葉

のきょ歯は少、欠刻は中、上部葉の長さは短、幅はやや狭、葉付き角度は斜上、葉数は

かなり多、葉色は緑、葉の厚さは中、毛じは有である。花穂の形は円すい、花穂上部の

伸びは難、花首部の太さは中、長さはやや短、花穂長は中、花間長はやや短、花の直径

はやや大、花色は鮮紫（JHS カラーチャート8606 、八重と一重の花色の差は有、一重）

花の色は濃赤味紫（同8907 、花らい時における花弁着色の早晩は中、八重花の花弁長）

はやや短、花弁幅及び花弁先端部の内曲程度は中、ちりめん状のしわの程度は高、花弁

の数は中、小花柄長はやや短、着生角度は斜上、花数はやや少、花の香り及び開花期は

中である。

「紫の舞」と比較して、葉形が中間であること、花穂の形が円すいであること等で、

「波の舞」と比較して、花穂の形が円すいであること、花色が鮮紫であること等で区別

性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

黒川幹 千葉県館山市館山９８１番地の１

６ 登録品種の育成をした者の氏名

黒川幹

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年に育成者の温室（千葉県館山市）において 「マリンチルドレ、

ン」に「ピンク アイアン」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。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４７９４号 平成１９年２月２０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

ペチュニア デュエスルバルブルベイン

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「デュエスルブルベイン」の枝変わりであり、花は淡紫の地色に濃紫色、

の網目模様が入る、やや小輪の鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は中間型、草丈は低である。茎長はやや高、太さは細、色は有、毛の多少は多、

第１次及び第２次分枝数は少、節間長は短である。葉形は楕円形、着葉角度は立ち葉、

葉長は短、葉幅はやや狭、上面の色は黄緑、ふ入り葉は有、厚さはやや薄、毛の多少は

多である。花の向きは横向き、花形は一重、花筒部の形は細、花径はやや小輪、複色の

有無は有、複色模様の形は網目模様、複色花の地の色は淡紫（JHS カラーチャート

8602 、模様の色は濃紫（同8608 、花弁のたい色の程度は弱、花喉部内面底部の色は暗） ）

紫（同8609 、花筒部外面の色は穏赤味紫（同8913 、花弁先端部の形は鈍、切れ込みの） ）

程度は浅い、波打ちの程度は弱、がくの形状は狭、雌ずいの形は細、雄ずいの形は中、

雌雄ずいの位置は同高、雄ずいの数は中、花柄の長さはやや短、太さはかなり細である。

「レボリューション・ブルーベイン」と比較して、草型が中間型であること、ふ入り

葉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

マルガ デュメン ドイツ連邦共和国 ラインベルグ ダムウェク ２０

６ 登録品種の育成をした者の氏名

マルガ デュメン

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12年に有限会社マルコウ種苗の温室（埼玉県児玉郡上里町）におい

て 「デュエスルブルベイン」の枝変わりを発見、以後、増殖を行いながら特性の調査、

を継続し、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１４７９５号 平成１９年２月２０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

ペチュニア ウスチュニ１５３

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「タイタン ピンク」に育成者所有の無名実生種を交配して育成された、

ものであり、花は鮮赤紫色で、大輪の鉢物向きの品種である。

草型は横張型、草丈は低である。茎長及び太さは中、色は無、毛の多少及び第１次分

枝数は多、第２次分枝数は少、節間長はやや短である。葉形は卵形、着葉角度は水平、

葉長は長、葉幅は広、葉の上面の色は中、ふ入り葉は無、葉の厚さは薄、毛の多少は中

である。花の向きは斜上向き、花形は一重、花筒部の形は中、花径は大輪、複色の有無

は無、単色花の色は鮮赤紫（JHS カラーチャート9507 、花弁のたい色の程度は弱、花）

喉部内面底部の色は淡紫（同8602 、花筒部外面の色は淡紫ピンク（同8902 、花弁先端） ）

部の形は鋭、切れ込みの程度は深い、波打ちの程度、がくの形状、雌ずいの形及び雄ず

いの形は中、雌雄ずいの位置は同高、雄ずいの数は中、花柄の長さはやや短、太さは中

である。

「F1ストームピンク」と比較して、葉形が卵形であること、花弁先端部の形が鋭いこ

と等で 「F1ストームラベンダー」と比較して、葉形が卵形であること、花の色が鮮赤、

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

プラント ２１ ＬＬＣ

アメリカ合衆国 カリフォルニア ９２００３ ボンソール アクドクト ロード

３２１４９

６ 登録品種の育成をした者の氏名

坂崎潮

７ 出願公表の年月日 平成１５年３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年に育成者の温室（滋賀県彦根市）において 「タイタン ピン、

ク」に育成者所有の無名実生種を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いな

がら特性の調査を継続し、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「ウスチュニ５３」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４７９６号 平成１９年２月２０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

ペチュニア ウェスペネオ

３ 登録品種の特性の概要

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

赤紫色でやや大輪の鉢物及び花壇向きの品種である。

草型はつる性ほふく型、草丈はかなり低である。茎長はやや高、太さは細、色は無、

毛の多少及び第１次分枝数は多、第２次分枝数は中、節間長は短である。葉形は楕円形、

着葉角度はやや立ち葉、葉長はやや短、葉幅は狭、上面の色は黄緑、ふ入り葉は無、厚

さ及び毛の多少は中である。花の向きは上向き、花形は一重、花筒部の形は細、花径は

やや大輪、複色の有無は無、単色花の色は鮮赤紫（JHS カラーチャート9507 、花弁の）

たい色の程度は弱、花喉部内面底部の色は紫ピンク（同9211 、花筒部外面の色は淡紫）

ピンク（同9202 、花弁先端部の形は鋭、切れ込みの程度は浅い、波打ちの程度は中、）

がくの形状は狭、雌ずいの形は細、雄ずいの形は中、雌雄ずいの位置は同高、雄ずいの

数は中、花柄の長さはやや短、太さはやや細である。

「ローズチャンピオン」と比較して、草型がつる性ほふく型であること、花径が小さ

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

ヘインリッチ ウェストホフ

ドイツ連邦共和国 ４６３５４ サドロン フレセンホルスト ２２－２４

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ヘインリッチ ウェストホフ

７ 出願公表の年月日 平成１５年３月２６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1998年に育成者の温室（ドイツ連邦共和国）において、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１４７９７号 平成１９年２月２０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

ペチュニア ウェスペマブ

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、花は紫

ピンクの地色に濃赤味紫色の網目模様が入る、やや小輪の鉢物及び花壇向きの品種であ

る。

草型はつる性ほふく型、草丈はかなり低である。茎長は高、太さは細、色は有、毛の

多少及び第１次分枝数は多、第２次分枝数は中、節間長は短である。葉形は楕円形、着

葉角度はやや立ち葉、葉長は短、葉幅は狭、上面の色は濃緑、ふ入り葉は無、厚さは薄、

毛の多少は少である。花の向きは斜上向き、花形は一重、花筒部の形は細、花径はやや

小輪、複色の有無は有、複色模様の形は網目模様、複色花の地の色は紫ピンク（JHS カ

ラーチャート8903 、模様の色は濃赤味紫（同8908 、花弁のたい色の程度は中、花喉部） ）

内面底部の色は暗赤味紫（同8909 、花筒部外面の色は浅赤味紫（同8910 、花弁先端部） ）

の形は鈍、切れ込みの程度は浅い、波打ちの程度は弱、がくの形状は狭、雌ずいの形は

細、雄ずいの形は小、雌雄ずいの位置は同高、雄ずいの数は中、花柄の長さは短、太さ

は細である。

「キリマジベイニーブルー」と比較して、複色花の地の色が紫ピンクであること、複

色花の模様の色が濃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 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

ヘインリッチ ウェストホフ

ドイツ連邦共和国 ４６３５４ サドロン フレセンホルスト ２２－２４

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ヘインリッチ ウェストホフ

７ 出願公表の年月日 平成１５年３月２６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1998年に育成者の温室（ドイツ連邦共和国）において、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１４７９８号 平成１９年２月２０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

ペチュニア ウェスペリラ

３ 登録品種の特性の概要

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

青味紫の地色に暗紫色の網目模様が入る、中輪の鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は横張型、草丈はかなり低である。茎長は極高、太さはやや細、色は有、毛の多

少は多、第１次分枝数は極多、第２次分枝数及び節間長は中である。葉形は楕円形、着

葉角度はやや立ち葉、葉長は中、葉幅はやや広、上面の色は中、ふ入り葉は無、厚さは

中、毛の多少は多である。花の向きは上向き、花形は一重、花筒部の形は中、花径は中

輪、複色の有無は有、複色模様の形は網目模様、複色花の地の色は鮮青味紫（JHS カラ

ーチャート8306 、模様の色は暗紫（同8609 、花弁のたい色の程度は中、花喉部内面底） ）

部の色は鮮青味紫（同8306 、花筒部外面の色は鮮紫（同8605 、花弁先端部の形は中、） ）

切れ込みの程度は浅い、波打ちの程度は中、がくの形状は狭、雌ずいの形は細、雄ずい

の形は小、雌雄ずいの位置は凸、雄ずいの数及び花柄の長さは中、太さは細である。

「レボリューション・バイオレット２号」と比較して、花が複色であること等で、

「ドリームミッドナイト」と比較して、花径が小さいこと、花が複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

ヘインリッチ ウェストホフ

ドイツ連邦共和国 ４６３５４ サドロン フレセンホルスト ２２－２４

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ヘインリッチ ウェストホフ

７ 出願公表の年月日 平成１５年３月２６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1998年に育成者の温室（ドイツ連邦共和国）において、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１４７９９号 平成１９年２月２０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

ペチュニア ウェスペソロ

３ 登録品種の特性の概要

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

紫ピンクの地色に鮮赤紫色のぼかしが入る、中輪の鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は中間型、株張り性はやや大、草丈は低である。茎長は低、太さはやや細、色は

有、毛の多少及び第１次分枝数は多、第２次分枝数は中、節間長は短である。葉形は披

針形、着葉角度は水平、葉長はやや短、葉幅はやや狭、葉の上面の色は濃緑、ふ入り葉

は無、厚さは中、毛の多少は少である。花の向きは斜上向き、花形は一重、花筒部の形

は中、花径は中輪、複色の有無は有、複色模様の形はぼかし、複色花の地の色は淡紫ピ

ンク（JHS カラーチャート9501 、模様の色は鮮赤紫（同9507 、花弁のたい色の程度は） ）

弱、花喉部内面底部の色は黄白（同2502 、花筒部外面の色は淡紫ピンク（同9501 、花） ）

弁先端部の形は中、切れ込みの程度は浅い、波打ちの程度は弱、がくの形状は狭、雌ず

いの形は細、雄ずいの形は小、雌雄ずいの位置は凸、雄ずいの数は中、花柄の長さはや

や長、太さは細である。

「サンシフォン」と比較して、草型が中間型であること、花が複色であること等で、

「キリンウェーブカプリシャス」と比較して、草型が中間型であること、株張り性が小

さいこと等で 「アバランシェサーモン」と比較して、草型が中間型であること、葉形、

が披針形であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

ヘインリッチ ウェストホフ

ドイツ連邦共和国 ４６３５４ サドロン フレセンホルスト ２２－２４

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ヘインリッチ ウェストホフ

７ 出願公表の年月日 平成１５年３月２６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1998年に育成者の温室（ドイツ連邦共和国）において、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１４８００号 平成１９年２月２０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

ペチュニア ダンカスバイラブ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ダンペットパープル」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、花は明赤紫の地色に黄白色の星形が入る中輪の鉢物及び花壇向きの品種で

ある。

草型は中間型、草丈は低である。茎の長さは低、太さはやや細、色は無、毛の多少は

多、第１次分枝数は極多、第２次分枝数は少、節間長は短である。葉形は楕円形、着葉

角度はやや立ち葉、葉長はやや長、葉幅はやや広、葉の上面の色は濃緑、ふ入り葉は無、

葉の厚さはやや薄、毛の多少は中である。花の向きは斜上向き、花形は一重、花筒部の

形は細、花径は中輪、複色の有無は有、複色模様の形は星形、地の色は明赤紫（JHS カ

ラーチャート9206 、模様の色は黄白（同2502 、花弁のたい色の程度は弱、花喉部内面） ）

底部の色は緑白（同3501 、花筒部外面の色は淡黄緑（同3303 、花弁先端部の形は中、） ）

切れ込みの程度は中間、波打ちの程度は弱、がくの形状は狭、雌ずいの形は細、雄ずい

の形は中、雌雄ずいの位置は凸、雄ずいの数は中、花柄の長さはやや長、太さは細であ

る。

「プライムタイム ローズスター」と比較して、花の向きが斜上向きであること、複

色花の地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

ダンジガー ダン フラワー ファーム

イスラエル国 モシャブ ミシマ ハシバ ５０２９７

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ガブリエル ダンジガー

７ 出願公表の年月日 平成１５年９月８日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2000年に出願者の温室（イスラエル国）において 「ダンペットパープ、

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、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１４８０１号 平成１９年２月２０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

ペチュニア ペチュサルミニ イエロー

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統に「アマベル・イエロー」を交配して育成された

ものであり、花は淡黄緑の地色に明緑黄色の網目模様が入る小輪の鉢物及び花壇向きの

品種である。

草型は中間型、草丈は低である。茎の長さは中、太さはやや細、色は無、毛の多少は

中、第１次分枝数は極多、第２次分枝数は中、節間長はかなり短である。葉形は楕円形、

着葉角度は水平、葉長はやや短、葉幅はやや狭、葉の上面の色は中、ふ入り葉は無、葉

の厚さは中、毛の多少は少である。花の向きは上向き、花形は一重、花筒部の形は中、

花径は小輪、複色の有無は有、複色模様の形は網目模様、複色花の地の色は淡黄緑

（JHS カラーチャート3102 、模様の色は明緑黄（同2705 、花弁のたい色の程度は弱、） ）

花喉部内面底部の色は緑黄（同2707 、花筒部外面の色は浅緑黄（同2704 、花弁先端部） ）

の形は鈍、切れ込みの程度は浅い、波打ちの程度は中、がくの形状は狭、雌ずいの形は

細、雄ずいの形は小、雌雄ずいの位置は凹、雄ずいの数は中、花柄の長さはやや短、太

さはかなり細である。

「カーペットバタークリーム」と比較して、葉形が楕円形であること、花径が小さい

こと等で 「エンジェルパラソル イエローミニ」と比較して、花径が小さいこと等で、

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

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

佐々木理之 大井慎太郎

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11年に出願者の温室（滋賀県甲賀郡甲西町）において、出願者所有

の育成系統に「アマベル・イエロー」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、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１４８０２号 平成１９年２月２０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

ペチュニア ペチュサル 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、花は明

赤紫色でやや小輪の鉢物及び花壇向きの品種である。

草型はつる性ほふく型、草丈はかなり低である。茎の長さは中、太さは細、色は無、

毛の多少は中、第１次分枝数は多、第２次分枝数はやや多、節間長はやや短である。葉

形は披針形、着葉角度は垂れ葉、葉長はやや短、葉幅はやや狭、葉の上面の色は中、ふ

入り葉は無、葉の厚さは薄、毛の多少は少である。花の向きは斜上向き、花形は一重、

花筒部の形は中、花径はやや小輪、複色の有無は無、単色花の色は明赤紫（JHS カラー

チャート9206 、花弁のたい色の程度は弱、花喉部内面底部の色は淡紫ピンク（同）

9501）に濃紫赤（同9709）のすじ、花筒部外面の色は淡紫ピンク（同8902 、花弁先端）

部の形は鈍、切れ込みの程度は浅い、波打ちの程度は弱、がくの形状は狭、雌ずいの形

は細、雄ずいの形は小、雌雄ずいの位置は凹、雄ずいの数は中、花柄の長さは短、太さ

はかなり細である。

「掛川Ｓ６」と比較して、葉の毛が少ないこと、雌雄ずいの位置が凹であること等で、

「レボリューション・ピンクミニ」と比較して、葉形が披針形であること等で区別性が

認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

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

佐々木理之 大井慎太郎

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11年に出願者の温室（滋賀県甲賀郡甲西町）において、出願者所有

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

査を継続し、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１４８０３号 平成１９年２月２０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

ペチュニア ペチュドレ ラベンダー

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「サフィニア・ブルーベイン」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、花は浅紫の地色に暗灰紫色の網目模様が入る中輪の鉢物及び花壇向

きの品種である。

草型はつる性ほふく型、草丈はかなり低である。茎の長さはやや低、太さは細、色は

有、毛の多少は多、第１次分枝数は極多、第２次分枝数は多、節間長は短である。葉形

は楕円形、着葉角度は立ち葉、葉長はやや短、葉幅はやや狭、葉の上面の色は濃緑、ふ

入り葉は無、葉の厚さは薄、毛の多少は少である。花の向きは上向き、花形は八重、花

筒部の形は広、花径は中輪、複色の有無は有、複色模様の形は網目模様、地の色は浅紫

（JHS カラーチャート8603 、模様の色は暗灰紫（同8610 、花弁のたい色の程度は弱、） ）

花喉部内面底部の色は明紫（同8604 、花筒部外面の色は 穏赤味紫（同8913 、花弁先） ）

端部の形は鋭、切れ込みの程度は深い、波打ちの程度は中、がくの形状は狭、雌ずいの

形は細、雄ずいの形は小、雌雄ずいの位置は凹、雄ずいの数は多、花柄の長さはやや短、

太さは細である。

「ドレスアップライラック」と比較して、複色花の地の色が浅紫であること、複色花

の模様の色が暗灰紫であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

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

佐々木理之 大井慎太郎

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11年に出願者の温室（滋賀県甲賀郡甲西町）において 「サフィニ、

ア・ブルーベイン」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、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１４８０４号 平成１９年２月２０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

ペチュニア ペチュドレ ライム

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「エミネニア・ダブルホワイト」を交配して育

成されたものであり、花は淡黄緑色で中輪の鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は横張型、草丈は低である。茎の長さは中、太さは細、色は無、毛の多少は多、

第１次分枝数は極多、第２次分枝数は中、節間長は短である。葉形は楕円形、着葉角度

は水平、葉長はやや短、葉幅はやや狭、葉の上面の色は中、ふ入り葉は無、葉の厚さは

やや薄、毛の多少は多である。花の向きは横向き、花形は八重、花筒部の形は広、花径

は中輪、複色の有無は無、単色花の色は淡黄緑（JHS カラーチャート3303 、花弁のた）

い色の程度は弱、花喉部内面底部及び花筒部外面の色は淡黄緑（同3303 、花弁先端部）

の形は鈍、切れ込みの程度は浅い、波打ちの程度は中、がくの形状は狭、雄ずいの形は

小、数は多、花柄の長さはやや短、太さは細である。

「ダブルカスケードソナタ」と比較して、草型が横張型であること、葉形が楕円形で

あること等で 「ダンダブホワイト」と比較して、草型が横張型であること、花の色が、

淡黄緑であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

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

佐々木理之 大井慎太郎

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11年に出願者の温室（滋賀県甲賀郡甲西町）において、出願者所有

の育成系統に「エミネニア・ダブルホワイト」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、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１４８０５号 平成１９年２月２０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

ペチュニア ペチュドレ サーモン

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統に「デュオ・サーモン」を交配して育成されたも

のであり、花は鮮紫ピンクの地色に鮮ピンク色の網目模様が入る中輪の鉢物及び花壇向

きの品種である。

草型はつる性ほふく型、草丈は低である。茎の長さはやや低、太さはやや細、色は無、

毛の多少は多、第１次分枝数は極多、第２次分枝数は中、節間長は短である。葉形は楕

円形、着葉角度は水平、葉長はやや短、葉幅はやや狭、葉の上面の色は中、ふ入り葉は

無、葉の厚さは薄、毛の多少は多である。花の向きは上向き、花形は八重、花筒部の形

は広、花径は中輪、複色の有無は有、複色模様の形は網目模様、複色花の地の色は鮮紫

ピンク（JHS カラーチャート9705 、模様の色は鮮ピンク（同0105 、花弁のたい色の程） ）

度は弱、花喉部内面底部の色は黄白（同3302）に穏赤（同0416）のすじ、花筒部外面の

色は灰ピンク（同1014 、花弁先端部の形は鋭、切れ込みの程度は中間、波打ちの程度）

は中、がくの形状は狭、雄ずいの形は小、数は多、花柄の長さはやや短、太さは細であ

る。

「デュオサーモン」及び「デュオサーモンピンク」と比較して、草型がつる性ほふく

型であること、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

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

佐々木理之 大井慎太郎

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11年に出願者の温室（滋賀県甲賀郡甲西町）において、出願者所有

の育成系統に「デュオ・サーモン」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行

いながら特性の調査を継続し、14年にその特性が安定していることを確認して育成を完

了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４８０６号 平成１９年２月２０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

ペチュニア 花の音色パープルホワイト（はなのおとパープルホワイト）

３ 登録品種の特性の概要

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

白色の地色で鮮赤味紫色の縞形が入る、やや小輪の鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は中間型、草丈は低である。茎長はかなり低、太さは細、色は無、毛の多少は多、

第１次分枝数は多、第２次分枝数は少、節間長はかなり短である。葉形は楕円形、着葉

角度は水平、葉長は短、葉幅はやや狭、葉の上面の色は黄緑、ふ入り葉は無、葉の厚さ

はやや薄、毛の多少は中である。花の向きは斜上向き、花形は八重、花筒部の形は細、

）、花径はやや小輪、複色の有無は有、複色花の地の色は黄白（JHS カラーチャート2502

模様の形は縞形、複色花の模様の色は鮮赤味紫（8906 、花弁のたい色の程度は弱、花）

喉部内面底部の色は明黄緑（同2905）に暗灰紫（同9216）の縞、花筒部外面の色は穏赤

紫（同9215）に淡黄緑（同3303）の縞、花弁先端部の形は鈍、切れ込みの程度は中間、

波打ちの程度は弱、がくの形状は狭、雄ずいの形は小、雄ずいの数は少、花柄の長さは

やや短、太さは細である。

「パープルピロエット」と比較して、花径が小さいこと、花弁の波打ちの程度が弱い

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氏名及び住所又は居所

作山吉平 茨城県高萩市大字上手綱１５７０番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

作山吉平

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13年に育成者の温室（茨城県高萩市）において、育成者所有の育成

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

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

なお、出願時の名称は「花の音色パープル＆ホワイト」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４８０７号 平成１９年２月２０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

ペチュニア 花の音色ブルーホワイト（はなのおとブルーホワイト）

３ 登録品種の特性の概要

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

紫の地色に紫白色の絞りが入る、やや小輪の鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は中間型、草丈は中である。茎長は低、太さはやや細、色は無、毛の多少は中、

第１次分枝数は多、第２次分枝数は中、節間長はかなり短である。葉形は楕円形、着葉

角度は水平、葉長はやや短、葉幅はやや狭、葉の上面の色は中、ふ入り葉は無、葉の厚

さはやや薄、毛の多少は中である。花の向きは斜上向き、花形は八重、花筒部の形は細、

花径はやや小輪、複色の有無は有、複色模様の形は絞り、複色花の地の色は濃紫（JHS

カラーチャート8608 、模様の色は紫白（同8601 、花弁のたい色の程度は弱、花喉部内） ）

面底部の色は浅紫（同8603）に暗灰紫（同8610）のすじ、花筒部外面の色は穏紫ピンク

（同9212 、花弁先端部の形は鋭、切れ込みの程度は中間、波打ちの程度は中、がくの）

形状は狭、雄ずいの形は中、雄ずいの数は多、花柄の長さは短、太さは細である。

「パープルピロエット」と比較して、花径が小さいこと、複色花の地の色が濃紫であ

ること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

作山吉平 茨城県高萩市大字上手綱１５７０番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

作山吉平

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13年に育成者の温室（茨城県高萩市）において、育成者所有の育成

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

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

なお、出願時の名称は「花の音色ブルー＆ホワイト」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４８０８号 平成１９年２月２０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

ペチュニア 花の音色ソフトピンクホワイト

（はなのおとソフトピンクホワイト）

３ 登録品種の特性の概要

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

の地色に紫ピンク色の縞形が入る、中輪の鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は中間型、草丈は低である。茎長はかなり低、太さは細、色は無、毛の多少及び

第１次分枝数は多、第２次分枝数は少、節間長はかなり短である。葉形は楕円形、着葉

角度はやや垂れ葉、葉長は短、葉幅はやや狭、葉の上面の色は黄緑、ふ入り葉は無、葉

の厚さは中、毛の多少は多である。花の向きは横向き、花形は一重、花筒部の形は細、

花径は中輪、複色の有無は有、複色模様の形は縞形、複色花の地の色は紫白（JHS カラ

ーチャート8901)、模様の色は紫ピンク（同8903 、花弁のたい色の程度は弱、花喉部内）

面底部の色は浅緑黄（同2904 、花筒部外面の色は淡黄緑（同3102 、花弁先端部の形は） ）

中、切れ込みの程度は浅い、波打ちの程度は弱、がくの形状は狭、雌ずいの形及び雄ず

いの形は中、雌雄ずいの位置は凸、雄ずいの数は中、花柄の長さはやや短、太さは細で

ある。

「ダブルカスケードオーキッドミスト」と比較して、葉形が楕円形であること、花形

が一重であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

作山吉平 茨城県高萩市大字上手綱１５７０番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

作山吉平

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13年に育成者の温室（茨城県高萩市）において、育成者所有の育成

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

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

なお、出願時の名称は「花の音色ソフトピンク＆ホワイト」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４８０９号 平成１９年２月２０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

ペチュニア 花の音色レッドホワイト（はなのおとレッドホワイト）

３ 登録品種の特性の概要

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

白の地色に赤色の縞形が入る、中輪の鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は中間型、草丈はかなり低である。茎長はかなり低、太さは細、色は無、毛の多

少及び第１次分枝数は多、第２次分枝数は少、節間長は極短である。葉形は楕円形、着

葉角度は水平、葉長は短、葉幅は狭、葉の上面の色は黄緑、ふ入り葉は無、葉の厚さは

やや厚、毛の多少は多である。花の向きは斜上向き、花形は半八重、花筒部の形は細、

花径は中輪、複色の有無は有、複色模様の形は縞形、複色花の地の色は黄白（JHS カラ

ーチャート3101 、模様の色は赤（同0414 、花弁のたい色の程度は弱、花喉部内面底部） ）

の色は黄白（同3101）に赤茶（同0715）のすじ、花筒部外面の色は浅黄緑（同3109 、）

花弁先端部の形は中、切れ込みの程度は浅い、波打ちの程度は弱、がくの形状は狭、雄

ずいの形は中、雌雄ずいの位置は凹、雄ずいの数は多、花柄の長さは短、太さはやや細

である。

「デュオレッド＆ホワイト」と比較して、葉形が楕円形であること、複色花の地の色

が黄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氏名及び住所又は居所

作山吉平 茨城県高萩市大字上手綱１５７０番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

作山吉平

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13年に育成者の温室（茨城県高萩市）において、育成者所有の育成

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

続し、14年にその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「花の音色レッド＆ホワイト」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４８１０号 平成１９年２月２０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

ペチュニア 花の音色ホワイト（はなのおとホワイト）

３ 登録品種の特性の概要

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

白でやや小輪の鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は中間型、草丈はやや低である。茎長はかなり低、太さはやや細、色は無、毛の

多少は多、第１次分枝数は極多、第２次分枝数は中、節間長はかなり短である。葉形は

楕円形、着葉角度は水平、葉長はやや短、葉幅は中、葉の上面の色は黄緑、ふ入り葉は

無、葉の厚さはやや薄、毛の多少は中である。花の向きは上向き、花形は八重、花筒部

の形は中、花径はやや小輪、複色の有無は無、単色花の色は黄白（JHS カラーチャート

3302 、花弁のたい色の程度は弱、花喉部内面底部の色は浅黄緑（同3103）に赤茶（同）

1013）のすじ、花筒部外面の色は浅黄緑（同3304 、花弁先端部の形は鋭、切れ込みの）

程度は中間、波打ちの程度は弱、がくの形状は狭、雄ずいの形は中、数は多、花柄の長

さはやや短、太さはやや細である。

「ダンダブホワイト」と比較して、草型が中間型であること、花弁の波打ちの程度が

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氏名及び住所又は居所

作山吉平 茨城県高萩市大字上手綱１５７０番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

作山吉平

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13年に育成者の温室（茨城県高萩市）において、育成者所有の育成

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

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



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４８１１号 平成１９年２月２０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

ペチュニア 花の音色ピンク（はなのおとピンク）

３ 登録品種の特性の概要

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

紫ピンク色で、中輪の鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は中間型、草丈はやや高である。茎長はやや低、太さは中、色は無、毛の多少及

び第１次分枝数は多、第２次分枝数は少、節間長は短である。葉形は卵形、着葉角度は

垂れ葉、葉長はやや短、葉幅は中、葉の上面の色は黄緑、ふ入り葉は無、葉の厚さはや

や薄、毛の多少は多である。花の向きは斜上向き、花形は八重、花筒部の形は中、花径

は中輪、複色の有無は無、単色花の色は鮮紫ピンク（JHS カラーチャート9205 、花弁）

のたい色の程度は中、花喉部内面底部の色は浅灰紫（同9216）に灰赤（同0419）のすじ、

） 、花筒部外面の色は穏紫ピンク（同9212 、花弁先端部の形は中、切れ込みの程度は中間

波打ちの程度は中、がくの形状は狭、雄ずいの形は中、数は多、花柄の長さは短、太さ

はやや細である。

「ダンダブピク」と比較して、草型が中間型であること、単色花の色が鮮紫ピンクで

、 、あること等で 「デュオピンク」と比較して、単色花の色が鮮紫ピンクであること等で

「ドレスアップローズ」と比較して、草型が中間型であること、単色花であること等で

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

作山吉平 茨城県高萩市大字上手綱１５７０番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

作山吉平

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13年に育成者の温室（茨城県高萩市）において、育成者所有の育成

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

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



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４８１２号 平成１９年２月２０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

ペチュニア サマードーム プチパープル

３ 登録品種の特性の概要

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

赤紫色で小輪の鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は横張型、草丈はやや低である。茎長はかなり低、太さはかなり細、色は有、毛

の多少は中、第１次分枝数は多、第２次分枝数は少、節間長はかなり短である。葉形は

披針形、着葉角度はやや立ち葉、葉長はやや短、葉幅は狭、葉の上面の色は濃緑、ふ入

り葉は無、葉の厚さは薄、毛の多少は多である。花の向きは上向き、花形は一重、花筒

部の形は細、花径は小輪、複色の有無は無、単色花の色は鮮赤紫（JHS カラーチャート

9207 、花弁のたい色の程度は弱、花喉部内面底部の色は穏赤味紫（同8913 、花筒部外） ）

面の色は穏赤味紫（同8913 、花弁先端部の形は鋭、切れ込みの程度は浅い、波打ちの）

程度は弱、がくの形状は狭、雌ずいの形は細、雄ずいの形は小、雌雄ずいの位置は同高、

雄ずいの数は中、花柄の長さは短、太さはかなり細である。

「ブリエッタ パープル」と比較して、葉形が披針形であること等で区別性が認めら

れる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

奥隆善 三重県伊賀市千戸７０６番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

奥隆善

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11年に育成者の温室（三重県伊賀市）において、育成者所有の育成

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

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



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４８１３号 平成１９年２月２０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

ペチュニア サマードーム ミルキーホワイト

３ 登録品種の特性の概要

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

白色でかなり小輪の鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は中間型、草丈はやや低である。茎長はやや低、太さは細、色は無、毛の多少は

中、第１次分枝数は極多、第２次分枝数は少、節間長は短である。葉形は披針形、着葉

角度は水平、葉長はやや短、葉幅は狭、葉の上面の色は濃緑、ふ入り葉は無、葉の厚さ

はやや薄、毛の多少は多である。花の向きは斜上向き、花形は一重、花筒部の形は細、

花径はかなり小輪、複色の有無は無、単色花の色は黄白（JHS カラーチャート3301 、）

花弁のたい色の程度は弱、花喉部内面底部及び花筒部外面の色は淡黄緑（同3303 、花）

弁先端部の形は鋭、切れ込みの程度は浅い、波打ちの程度は弱、がくの形状は狭、雌ず

いの形は細、雄ずいの形は小、雌雄ずいの位置は同高、雄ずいの数は中、花柄の長さは

短、太さはかなり細である。

「ペチュサルミニピュアホワイト」と比較して、草型が中間型であること、花弁先端

部の形が鋭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

奥隆善 三重県伊賀市千戸７０６番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

奥隆善

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11年に育成者の温室（三重県伊賀市）において、育成者所有の育成

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

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



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４８１４号 平成１９年２月２０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

ペチュニア サマードーム グレープベイン

３ 登録品種の特性の概要

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

ピンクの地色に濃赤紫色の網目模様が入る、小輪で鉢物及び花壇向き品種である。

草型は立ち型、草丈は中である。茎長はやや低、太さは細、色は有、毛の多少は多、

第１次分枝数は極多、第２次分枝数は中、節間長は短である。葉形は楕円形、着葉角度

は水平、葉長はやや短、葉幅はやや狭、葉の上面の色は濃緑、ふ入り葉は無、葉の厚さ

は薄、毛の多少は多である。花の向きは上向き、花形は一重、花筒部の形は細、花径は

小輪、複色の有無は有、複色模様の形は網目模様、複色花の地の色は紫ピンク（JHS カ

ラーチャート8903 、模様の色は濃赤紫（同9209 、花弁のたい色の程度は中、花喉部内） ）

面底部の色は穏赤味紫（同8913 、花筒部外面の色は暗赤紫（同9210 、花弁先端部の形） ）

は鋭、切れ込みの程度は浅い、波打ちの程度は弱、がくの形状は狭、雌ずいの形は細、

雄ずいの形は小、雌雄ずいの位置は同高、雄ずいの数は中、花柄の長さはやや短、太さ

はかなり細である。

「コンクラン」と比較して、草型が立ち型であること、花弁先端部の形が鋭であるこ

と等で 「レボリューション・ブルーベイン」と比較して、草型が立ち型であること、、

複色花の模様の色が濃赤紫であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

奥隆善 三重県伊賀市千戸７０６番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

奥隆善

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11年に育成者の温室（三重県伊賀市）において、育成者所有の育成

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

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



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４８１５号 平成１９年２月２０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

ペチュニア サマードーム ピーチベイン

３ 登録品種の特性の概要

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

赤味紫の地色に赤味紫色の網目模様が入る、かなり小輪で鉢物及び花壇向きの品種であ

る。

草型は中間型、草丈はやや低である。茎長は低、太さは細、色は無、毛の多少は多、

第１次分枝数及び第２次分枝数は極多、節間長はかなり短である。葉形は楕円形、着葉

角度は水平、葉長は短、葉幅は狭、葉の上面の色は濃緑、ふ入り葉は無、葉の厚さはや

や薄、毛の多少は多である。花の向きは上向き、花形は一重、花筒部の形は中、花径は

かなり小輪、複色の有無は有、複色模様の形は網目模様、複色花の地の色は明赤味紫

（JHS カラーチャート8905 、模様の色は赤味紫（同8911 、花弁のたい色の程度は弱、） ）

花喉部内面底部の色は淡橙黄（同2202 、花筒部外面の色は灰ピンク（同1014 、花弁先） ）

端部の形は鋭、切れ込みの程度は浅い、波打ちの程度は弱、がくの形状は狭、雌ずいの

形は細、雄ずいの形は小、雌雄ずいの位置は同高、雄ずいの数は中、花柄の長さは短、

太さはかなり細である。

「セレブレティーストロベリーアイス」と比較して、花径が小さいこと、複色花の地

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 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

奥隆善 三重県伊賀市千戸７０６番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

奥隆善

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11年に育成者の温室（三重県伊賀市）において、育成者所有の育成

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

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



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４８１６号 平成１９年２月２０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

ペチュニア 天使のブーケワインブルー（てんしのブーケワインブルー）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統の変異株から育成されたものであり、花は鮮紫色

で、小輪の鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は中間型、草丈はやや低である。茎長はかなり低、太さはやや細、色は無、毛の

多少、第１次分枝数及び第２次分枝数は多、節間長はかなり短である。葉形は楕円形、

着葉角度は水平、葉長は中、葉幅はやや広、葉の上面の色は中、ふ入り葉は無、葉の厚

さは中、毛の多少は多である。花の向きは斜上向き、花形は一重、花筒部の形は細、花

径は小輪、複色の有無は無、単色花の色は鮮紫（JHS カラーチャート8606 、花弁のた）

い色の程度は弱、花喉部内面底部の色は浅灰紫（同9514）に暗灰赤（同9718）のすじ、

花筒部外面の色は赤味紫（同8911 、花弁先端部の形は鈍、切れ込みの程度は中間、波）

打ちの程度は弱、がくの形状は中、雌ずいの形は細、雄ずいの形は小、雌雄ずいの位置

は凸、雄ずいの数は中、花柄の長さはやや短、太さは細である。

「ウスチュニ２１８」と比較して、草型が中間型であること等で 「ブリエッタ バ、

イオレット２号」と比較して、花喉部内面底部の色が浅灰紫であること、花筒部外面の

色が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 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

作山吉平 茨城県高萩市大字上手綱１５７０番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

作山吉平

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13年に育成者の温室（茨城県高萩市）において、育成者所有の育成

系統から変異株を発見し、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、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「花の音色ワインブルー」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４８１７号 平成１９年２月２０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

ペチュニア 天使のブーケディープローズ（てんしのブーケディープローズ）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統の変異株から育成されたものであり、花は鮮赤紫

色で、小輪の鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は中間型、草丈はかなり低である。茎長はかなり低、太さはやや細、色は無、毛

の多少は多、第１次分枝数は中、第２次分枝数は少、節間長は極短である。葉形は卵形、

着葉角度は垂れ葉、葉長は短、葉幅はやや狭、葉の上面の色は中、ふ入り葉は無、葉の

厚さはやや厚、毛の多少は多である。花の向きは斜上向き、花形は一重、花筒部の形は

中、花径は小輪、複色の有無は無、単色花の色は鮮赤紫（JHS カラーチャート9507 、）

花弁のたい色の程度は弱、花喉部内面底部の色は淡黄緑（同3102）に暗紫赤（同9710）

のすじ、花筒部外面の色は淡紫ピンク（同9502 、花弁先端部の形は中、切れ込みの程）

度は浅い、波打ちの程度は弱、がくの形状は狭、雌ずいの形は細、雄ずいの形は小、雌

雄ずいの位置は凸、雄ずいの数は中、花柄の長さは短、太さは細である。

「レボリューション ブライトピンクミニ」と比較して、草型が中間型であること、

葉形が卵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氏名及び住所又は居所

作山吉平 茨城県高萩市大字上手綱１５７０番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

作山吉平

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13年に育成者の温室（茨城県高萩市）において、育成者所有の育成

系統から変異株を発見、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。

なお、出願時の名称は「花の音色ディープローズ」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４８１８号 平成１９年２月２０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

ペチュニア ハクアイス

３ 登録品種の特性の概要

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

紫ピンクの地色に濃赤味紫色の網目模様が入る、小輪の鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は横張型、草丈はかなり低である。茎長は中、太さは細、色は有、毛の多少及び

第１次分枝数は多、第２次分枝数は少、節間長は短である。葉形は楕円形、着葉角度は

立ち葉、葉長は短、葉幅は狭、上面の色は黄緑、ふ入り葉は有、葉の厚さは中、毛の多

少は少である。花の向きは斜上向き、花形は一重、花筒部の形は中、花径は小輪、複色

の有無は有、複色模様の形は網目模様、複色花の地の色は鮮紫ピンク（JHS カラーチャ

ート8904 、模様の色は濃赤味紫（同8907 、花弁のたい色の程度は弱、花喉部内面底部） ）

の色は赤味紫（同8911 、花筒部外面の色は浅紫灰（同8614 、花弁先端部の形は中、切） ）

れ込みの程度は浅い、波打ちの程度は弱、がくの形状は狭、雌ずいの形は細、雄ずいの

形は小、雌雄ずいの位置は凹、雄ずいの数は中、花柄の長さは短、太さは細である。

「デュエスルバルブルベイン」及び「サンバリブベ」と比較して、複色花の地の色が

鮮紫ピンクであること、模様の色が濃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 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

松井識樹 奈良県葛城市北道穂２４５番地１

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ハコン ブァングスネス

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1998年に育成者の温室（ノルウェー王国）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、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１４８１９号 平成１９年２月２０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

ペチュニア ブリエ デュエットローズ

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、花は鮮

赤紫色で小輪の鉢物及び花壇向きの品種である。

草型はつる性ほふく型、草丈は低である。茎長はやや高、太さは細、色は無、毛の多

少及び第１次分枝数は多、第２次分枝数は中、節間長はやや短である。葉形は楕円形、

着葉角度は垂れ葉、葉長はやや短、葉幅はやや狭、上面の色は中、ふ入り葉は無、厚さ

は薄、毛の多少は中である。花の向きは上向き、花形は一重、花筒部の形は中、花径は

小輪、複色の有無は無、単色花の色は鮮赤紫（JHS カラーチャート9207 、花弁のたい）

色の程度は弱、花喉部内面底部の色は淡黄緑（同3303 、花筒部外面の色は淡黄緑（同）

2903 、花弁先端部の形は中、切れ込みの程度は浅い、波打ちの程度は弱、がくの形状）

は狭、雌ずいの形は細、雄ずいの形は小、雌雄ずいの位置は凹、雄ずいの数は中、花柄

の長さはやや短、太さはかなり細である。

「レボリューション ブライトピンクミニ」と比較して、花筒部外面の色が淡黄緑で

あること、花弁先端部の形が鋭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

第一園芸株式会社 東京都品川区勝島一丁目５番２１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

大屋寛高 塚原潤

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年に出願者の温室（静岡県駿東郡小山町）において、出願者所有

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

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



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４８２０号 平成１９年２月２０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

ペチュニア ウェスペシピ

３ 登録品種の特性の概要

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

赤紫色でやや小輪の鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は横張型、草丈は低である。茎長はやや低、太さはやや細、色は有、毛の多少は

中、第１次分枝数は多、第２次分枝数は中、節間長は短である。葉形は楕円形、着葉角

度はやや垂れ葉、葉長は長、葉幅は広、上面の色は中、ふ入り葉は無、厚さはやや薄、

毛の多少は少である。花の向きは上向き、花形は一重、花筒部の形は中、花径はやや小

輪、複色の有無は無、単色花の色は鮮赤紫（JHS カラーチャート9207 、花弁のたい色）

の程度は弱、花喉部内面底部の色は紫ピンク（同8903 、花筒部外面の色は淡紫ピンク）

（同8902 、花弁先端部の形は中、切れ込みの程度は浅い、波打ちの程度は中、がくの）

形状は狭、雌ずいの形は細、雄ずいの形は小、雌雄ずいの位置は凹、雄ずいの数は中、

花柄の長さはやや長、太さは細である。

「キリシャイン」と比較して、草型が横張型であること、花弁の波打ちの程度が強い

こと等で 「サンピモ」と比較して、茎長が低いこと、花の複色が無いこと等で 「掛川、 、

Ｓ６」と比較して、花の色が鮮赤紫であること、花喉部内面底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氏名及び住所又は居所

ヘインリッチ ウェストホフ

ドイツ連邦共和国 ４６３５４ サドロン フレセンホルスト ２２－２４

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ヘインリッチ ウェストホフ

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1998年に育成者の温室（ドイツ連邦共和国）において、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１４８２１号 平成１９年２月２０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

ペチュニア ウェスペカパー

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、花は明

赤紫の地色に鮮赤紫色の網目模様が入る、やや小輪の鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は横張型、草丈はかなり低である。茎長はやや高、太さはかなり細、色は有、毛

の多少は多、第１次分枝数は極多、第２次分枝数は少、節間長は短である。葉形は披針

形、着葉角度は立ち葉、葉長はやや長、葉幅はかなり狭、上面の色は中、ふ入り葉は無、

厚さ及び毛の多少は中である。花の向きは斜上向き、花形は一重、花筒部の形は中、花

径はやや小輪、複色の有無は有、複色模様の形は網目模様、複色花の地の色は明赤紫

（JHS カラーチャート9206 、複色花の模様の色は鮮赤紫（同9208 、花弁のたい色の程） ）

度は弱、花喉部内面底部の色は鮮紫ピンク（同9205 、花筒部外面の色は暗赤紫（同）

9210 、花弁先端部の形は鈍、切れ込みの程度は浅い、波打ちの程度は弱、がくの形状）

は狭、雌ずいの形は細、雄ずいの形は小、雌雄ずいの位置は同高、雄ずいの数及び花柄

の長さは中、太さは細である。

「ウスチュニ２０７」と比較して、複色花の地の色が明赤紫であること等で 「キリ、

マジベイニーピンク」と比較して、葉が長いこと、複色花の地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氏名及び住所又は居所

ヘインリッチ ウェストホフ

ドイツ連邦共和国 ４６３５４ サドロン フレセンホルスト ２２－２４

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ヘインリッチ ウェストホフ

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1999年に育成者の温室（ドイツ連邦共和国）において、育成者所有の育

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１４８２２号 平成１９年２月２０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

ペチュニア ウェスペカローズ

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、花は紫

ピンクの地色に濃赤紫色の網目模様が入る、やや小輪の鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は横張型、草丈は中である。茎長は高、太さは中、色は有、毛の多少及び第１次

分枝数は多、第２次分枝数は少、節間長は中である。葉形は楕円形、着葉角度は水平、

葉長はやや長、葉幅及び上面の色は中、ふ入り葉は無、厚さは薄、毛の多少は少である。

花の向きは上向き、花形は一重、花筒部の形は中、花径はやや小輪、複色の有無は有、

複色模様の形は網目模様、複色花の地の色は紫ピンク（JHS カラーチャート9203 、模）

様の色は濃赤紫（同9509 、花弁のたい色の程度は弱、花喉部内面底部の色は淡黄緑）

（同3102 、花筒部外面の色は淡紫ピンク（同8902 、花弁先端部の形は鈍、切れ込みの） ）

程度は浅い、波打ちの程度は弱、がくの形状は狭、雌ずいの形は細、雄ずいの形は小、

雌雄ずいの位置は同高、雄ずいの数は中、花柄の長さはやや短、太さは細である。

「ダンカソフ」と比較して、花が上向きであること、雌雄ずいの位置が同高であるこ

と等で 「ウェスペソロ」と比較して、花の複色模様の形が網目模様であること、複色、

花の地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氏名及び住所又は居所

ヘインリッチ ウェストホフ

ドイツ連邦共和国 ４６３５４ サドロン フレセンホルスト ２２－２４

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ヘインリッチ ウェストホフ

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1999年に育成者の温室（ドイツ連邦共和国）において、育成者所有の育

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１４８２３号 平成１９年２月２０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

ペチュニア ウェスペカピンク

３ 登録品種の特性の概要

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

紫ピンクの地色に濃赤紫色の網目模様が入る、小輪の鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は横張型、株張り性はやや小、草丈はかなり低である。茎長はやや低、太さはか

なり細、色は有、毛の多少は中、第１次分枝数は極多、第２次分枝数は中、節間長は短

である。葉形は楕円形、着葉角度は水平、葉長はやや短、葉幅はやや狭、上面の色は中、

ふ入り葉は無、厚さはやや薄、毛の多少は多である。花の向きは斜上向き、花形は一重、

花筒部の形は中、花径は小輪、複色の有無は有、複色模様の形は網目模様、複色花の地

の色は鮮紫ピンク（JHS カラーチャート8904 、模様の色は濃赤紫（同9209 、花弁のた） ）

い色の程度は弱、花喉部内面底部の色は鮮紫ピンク（同8904 、花筒部外面の色は暗赤）

紫（同9210 、花弁先端部の形は鈍、切れ込みの程度は浅い、波打ちの程度は弱、がく）

の形状は狭、雌ずいの形は細、雄ずいの形は小、雌雄ずいの位置は同高、雄ずいの数は

中、花柄の長さはやや短、太さはかなり細である。

「レボリューション・ピンクベイン」と比較して、株張り性が小さいこと等で 「キ、

リマジベイニーピンク」と比較して、複色花の地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氏名及び住所又は居所

ヘインリッチ ウェストホフ

ドイツ連邦共和国 ４６３５４ サドロン フレセンホルスト ２２－２４

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ヘインリッチ ウェストホフ

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1999年に育成者の温室（ドイツ連邦共和国）において、育成者所有の育

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１４８２４号 平成１９年２月２０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

ペチュニア ウェスペカヴィオ

３ 登録品種の特性の概要

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

紫の地色に濃紫色の網目模様が入る、やや小輪の鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は中間型、草丈はかなり低である。茎長はやや低、太さはかなり細、色は有、毛

の多少及び第１次分枝数は中、第２次分枝数は少、節間長は短である。葉形は楕円形、

着葉角度は水平、葉長はかなり短、葉幅はかなり狭、上面の色は濃緑、ふ入り葉は無、

厚さは薄、毛の多少は多である。花の向きは上向き、花形は一重、花筒部の形は細、花

径はやや小輪、複色の有無は有、複色模様の形は網目模様、複色花の地の色は明紫

（JHS カラーチャート8604 、模様の色は濃紫（同8608 、花弁のたい色の程度は中、花） ）

喉部内面底部及び花筒部外面の色は濃紫（同8608 、花弁先端部の形は鈍、切れ込みの）

程度は浅い、波打ちの程度は弱、がくの形状は狭、雌ずいの形は細、雄ずいの形は小、

雌雄ずいの位置は同高、雄ずいの数は中、花柄の長さはやや短、太さはかなり細である。

「セレプリティブルーアイス」と比較して、複色花の地色が明紫であること、花喉部

内面底部及び花筒部外面の色が濃紫であること等で 「キリマジベイニーブルー」と比、

較して、葉形が楕円形であること、複色花の地色が明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

ヘインリッチ ウェストホフ

ドイツ連邦共和国 ４６３５４ サドロン フレセンホルスト ２２－２４

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ヘインリッチ ウェストホフ

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1999年に育成者の温室（ドイツ連邦共和国）において、育成者所有の育

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１４８２５号 平成１９年２月２０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

カリブラコア ウェスカイス

３ 登録品種の特性の概要

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

の色は明紫で鮮紫色の網目の入る中輪の鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は這性、草丈はかなり低、茎の長さはかなり長である。葉の長さは短、幅は狭、

形は披針形、先端の形は広鋭、表面の緑色は濃、斑は無である。がく片の長さは中、ア

ントシアニンの発現は無である。花のタイプは一重、花の径及び高さは中、形はラッパ

型、表面の色数は２、主たる色は明紫(JHS カラーチャート8604)、網目の程度は中、網

目の色は鮮紫（同8605 、裏面の主たる色は浅紫（同8603 、裂片の先端の形は円形、切） ）

れ込みの程度は中、花筒内面の主たる色は明緑黄（同2704 、花筒内面の網目の程度は）

弱である。開花期は晩である。

「ダンカルバイオブルー」と比較して、花表面の主たる色が明紫であること、花裂片

の切れ込みの程度が強いこと等で 「サンベルリブ」と比較して、花表面の主たる色が、

明紫であること、花裏面の主たる色が浅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

ヘインリッチ ウェストホフ

ドイツ連邦共和国 ４６３５４ サドロン フレセンホルスト ２２－２４

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ヘインリッチ ウェストホフ

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2000年に育成者の温室（ドイツ連邦共和国）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１４８２６号 平成１９年２月２０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

カリブラコア ウェスカプラム

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，花表面

の色は濃赤味紫で暗赤味紫色の網目の入る中輪の鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は這性、草丈はかなり低、茎の長さは長である。葉の長さは短、幅は狭、形は披

針形、先端の形は広鋭、表面の緑色は濃、斑は無である。がく片の長さはやや長、アン

トシアニンの発現は無である。花のタイプは一重、花の径は中、高さは低、形はラッパ

型、表面の色数は３以上、主たる色は濃赤味紫(JHS カラーチャート8907)、二次色は暗

灰紫（同8916 、二次色の分布位置は喉部に至る所、表面の網目の程度は中、網目の色）

は暗赤味紫（同8909 、裏面の主たる色は赤味紫（同8911 、裂片の先端の形は尖形、切） ）

れ込みの程度は中、花筒内面の主たる色は緑黄（同2707 、花筒内面の網目の程度は弱）

である。開花期は晩である。

「サンベルリクピ」と比較して、花表面の主たる色が濃赤味紫であること、花表面の

網目の程度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氏名及び住所又は居所

ヘインリッチ ウェストホフ

ドイツ連邦共和国 ４６３５４ サドロン フレセンホルスト ２２－２４

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ヘインリッチ ウェストホフ

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1999年に育成者の温室（ドイツ連邦共和国）において、育成者所有の育

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１４８２７号 平成１９年２月２０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

コリウス 掛川ＣＥ１６（かけがわＣＥ１６）

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の自然交雑実生から育成されたものであり、草姿

は直立性、葉の表面の色数は２色で、濃黄緑の地色に浅緑黄色の縞斑が内側に入る、鉢

物及び花壇向きの品種である。

草姿は直立性、株張りは大である。茎径は中、茎長は短、茎の色は浅黄緑（JHS カラ

ーチャート3503）で節部に暗赤（同0410）の着色が入る、分枝性は少、節間長は短、節

数はやや少である。葉形は卵型、葉縁の欠刻はやや浅、葉の波打は無、葉長はかなり長、

葉幅はかなり広、葉色の変化は有、葉の表面の色数は２色、斑の境界は不明瞭、斑の位

置は内側、斑の形は縞斑、地色は濃黄緑（同3507 、斑の色は浅緑黄（同2703 、裏面の） ）

色数は２色、地色は浅黄緑（同3511 、斑の色は浅緑黄（同2703 、葉の茎に対する角度） ）

は水平、葉柄長は中である。花穂長は中、下唇弁の色は明青味紫（同8305）である。

「ハイウェイ レモン」及び「ジャイアントエキシビション ライムライト」と比較

して、分枝性が少ないこと、葉の表面の地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 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ 神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目７番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

牧住真紀子 池野正徳

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11年に出願者の温室（静岡県掛川市）において、出願者所有の育成

系統の自然交雑実生の中から選抜、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１４８２８号 平成１９年２月２０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

コリウス 掛川ＣＥ１５（かけがわＣＥ１５）

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の自然交雑実生から育成されたものであり、草姿

は直立性、葉の表面の色数は５色以上で、穏黄緑の地色に暗紅色、明紅色、淡黄色、鮮

紫ピンク色のモザイクが入る、鉢物及び花壇向きの品種である。

草姿は直立性、株張りはやや大である。茎径はやや細、茎長は短、茎の色は浅黄緑

（JHS カラーチャート3511）で節部に濃紫赤（同9709）の着色が入る、分枝性は少、節

間長は短、節数はやや少である。葉形は卵型、葉縁の欠刻はやや深、葉の波打は有、葉

長は長、葉幅はかなり広、葉色の変化は無、葉の表面の色数は５色以上、斑の境界は不

明瞭、斑の位置はその他、斑の形はモザイク、地色は穏黄緑（同3513 、斑の色は暗紅）

（同0110 、明紅（同0106 、淡黄（同2503）及び鮮紫ピンク（同9204 、裏面の色数は） ） ）

３色以上、地色は暗黄緑（同3508 、斑の色は暗紅（同0110 、淡黄（同2503）及び鮮紅） ）

（同0107 、葉の茎に対する角度は水平、葉柄長はやや短である。花穂長は中、下唇弁）

の色は鮮青味紫（同8306）である。

「ハイウェイ モザイク」と比較して、葉長が長いこと、葉幅が広いこと、葉の表面

の色数が５色以上であること等で 「ジャイアントエキシビション タータン」と比較、

して、葉の表面の斑の色が暗紅、明紅、淡黄及び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

株式会社サカタのタネ 神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目７番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

牧住真紀子 池野正徳

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11年に出願者の温室（静岡県掛川市）において、出願者所有の育成

系統の自然交雑実生の中から選抜、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１４８２９号 平成１９年２月２０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

コリウス 掛川ＣＥ１４（かけがわＣＥ１４）

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の自然交雑実生から育成されたものであり、草姿

は直立性、葉の表面の色数は４色で、鮮赤紫の地色に鮮黄緑色、淡黄色及び暗赤色の斑

が入る、鉢物及び花壇向きの品種である。

草姿は直立性、株張りは大である。茎径はやや細、茎長はかなり短、茎の色は浅黄緑

（JHS カラーチャート3503）で節部に暗赤（同0410）の着色が入る、分枝性はやや少、

節間長はかなり短、節数はやや少である。葉形は卵型、葉縁の欠刻はやや浅、葉の波打

は無、葉長はやや長、葉幅はやや広、葉色の変化は有、葉の表面の色数は４色、斑の境

界は明瞭及び不明瞭、斑の位置は外側及びその他、斑の形は覆輪及びその他、地色は鮮

赤紫（同9507 、斑の色は覆輪が鮮黄緑（同3506 、その他が淡黄（同2503）及び暗赤） ）

（同0410 、裏面の色数は３色以上、地色は浅黄緑（同3511 、斑の色は濃赤紫（同） ）

9209）及び浅緑黄（同2904 、葉の茎に対する角度は斜上、葉柄長はやや長である。花）

穂長は中、下唇弁の色は明青味紫（同8305）である。

「ハイウェイ ローズ」と比較して、葉幅が広いこと、葉の表面の地色が鮮赤紫であ

、 、ること等で 「ウィザード ローズ」と比較して、葉の表面の地色が鮮赤紫であること

葉の裏面の色数が３色以上であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ 神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目７番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

牧住真紀子 池野正徳

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11年に出願者の温室（静岡県掛川市）において、出願者所有の育成

系統の自然交雑実生の中から選抜、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１４８３０号 平成１９年２月２０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

コリウス 掛川ＣＥ１３（かけがわＣＥ１３）

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の自然交雑実生から育成されたものであり、草姿

は直立性、葉の表面の色数は３色で、赤褐の地色に濃黄味緑色の覆輪及び鮮赤紫色の縞

斑が入る、鉢物及び花壇向きの品種である。

草姿は直立性、株張りは大である。茎径はやや細、茎長は中、茎の色は明黄緑（JHS

カラーチャート3504）で節部に暗紅（同0110）の着色が入る、分枝性は中、節間長はや

や短、節数はやや少である。葉形は卵型、葉縁の欠刻は中、葉の波打は無、葉長はかな

り長、葉幅はかなり広、葉色の変化は有、葉の表面の色数は３色、斑の境界は明瞭、斑

の位置は外側及びその他、斑の形は覆輪及び縞斑、地色は赤褐（同0710 、斑の色は覆）

輪が濃黄味緑（同3711 、縞斑が鮮赤紫（同9507 、裏面の色数は３色以上、地色は浅黄） ）

緑（同3511 、斑の色は淡茶（同1615）及び濃赤（同0409 、葉の茎に対する角度は水平、） ）

葉柄長は長である。花穂長は長、下唇弁の色は明青味紫（同8305）である。

「ハイウェイ ルビー」及び「ウィザード スカーレット」と比較して、葉長が長い

こと、葉幅が広いこと、葉の表面の地色が赤褐であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ 神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目７番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

牧住真紀子 池野正徳

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11年に出願者の温室（静岡県掛川市）において、出願者所有の育成

系統の自然交雑実生の中から選抜、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１４８３１号 平成１９年２月２０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

コリウス 掛川ＣＥ１２（かけがわＣＥ１２）

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の自然交雑実生から育成されたものであり、草姿

は直立性、葉の表面の色数は５色以上で、明赤紫の地色に暗黄緑色、暗赤色、淡緑黄色

及び鮮赤紫色の斑が入る、鉢物及び花壇向きの品種である。

草姿は直立性、株張りはやや大である。茎径はやや細、茎長は短、茎の色は淡黄緑

（JHS カラーチャート3102）で節部に穏紅（同0115）の着色が入る、分枝性は中、節間

長は短、節数はやや少である。葉形は卵型、葉縁の欠刻はやや浅、葉の波打は無、葉長

はやや長、葉幅はやや広、葉色の変化は有、葉の表面の色数は５色以上、斑の境界は明

瞭及び不明瞭、斑の位置は外側およびその他、斑の形は覆輪及びその他、地色は明赤紫

（同9506 、斑の色は覆輪が暗黄緑（同3313 、その他が暗赤（同0410 、淡緑黄（同） ） ）

2903）及び鮮赤紫（同9507 、裏面の色数は２色、地色は明紫赤（同9706 、斑の色は暗） ）

紫赤（同9710 、葉の茎に対する角度は斜上、葉柄長はやや長である。花穂長は中、下）

唇弁の色は明青味紫（同8305）である。

「ハイウェイ ルビー」及び「ウィザード ローズ」と比較して、葉長が長いこと、

葉幅が広いこと、葉の表面の地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

株式会社サカタのタネ 神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目７番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

牧住真紀子 池野正徳

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11年に出願者の温室（静岡県掛川市）において、出願者所有の育成

系統の自然交雑実生の中から選抜、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１４８３２号 平成１９年２月２０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

チランドシア ティルストシル

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、Tillandsia strictaの変異株であり、草型は開張型、花序の形は単穂状、

花弁の色は明青味紫、苞の色は鮮紫ピンクの品種である。

草型は開張型、草丈は低、株幅は中である。茎の長さは無又は極短である。葉の着き

方は多列性、葉形は線状三角形、葉の先端部の形は糸状鋭尖形、横断面の形は弱く内曲、

反りは外曲、ねじれは無、長さはやや短、幅はかなり狭、葉の表面及び裏面の色は緑、

単色性・多色性の別は単色性、斑の有無は無、鱗片の銀白色の程度及び葉数は中である。

花序の形は単穂状、小花の配列は多列性、花茎の抽出角度は直上、花序の長さは短、幅

はかなり狭、小花数は中、花形はⅡ型、小花の長さは短、径は狭、花弁の色は明青味紫

（JHS カラーチャート8305 、苞の色は鮮紫ピンク（同9205 、花弁の突出程度は中、花） ）

糸及び花柱の突出は突出しないである。

T.strictaと比較して、葉の表面及び裏面の色が緑であること、花弁の色が明青味紫

であること、苞の色が鮮紫ピンクであること等で 「コットンキャンディー」と比較し、

て、葉が少ないこと、苞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氏名及び住所又は居所

長田研 静岡県沼津市岡宮１３２６－１

６ 登録品種の育成をした者の氏名

長田研

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10年に育成者の温室（静岡県沼津市）において、栽培中の

T.strictaの中に変異株を発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、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１４８３３号 平成１９年２月２０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 ブランカ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「パブロ」の変異個体であり、花は浅緑黄に基部が濃黄ピンクのぼかし、

の筒形で小輪の鉢物向きの品種である。

草型は直立、葉部の高さ、草丈及び株幅は中、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3508)

葉の表面の赤色の着色は無、厚さは薄、鋸歯は有、形は重円鋸歯、葉先の形は鈍頭、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狭、花の

向きは上向き、直径は小、形は筒形である。花筒の長さは中、外面の色は浅黄緑（同

3304 、内面の色は淡黄緑（同3303 、花冠の裂片の数は４片のみ、先端の形は微突形、） ）

、長さ及び幅は中、内面の色は浅緑黄（同2703）に基部が濃黄ピンクのぼかし（同1011)

外面の色は淡緑黄（同2702 、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、長さは長、開花の早晩は中である。

「ベータ」と比較して、葉の鋸歯の形が重円鋸歯であること、花冠裂片の内面の色が

浅緑黄に基部に濃黄ピンクのぼかし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

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 登録品種を育成した者の氏名

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、1997年に出願者の温室（オランダ王国）において 「パブロ」の変異個、

体を発見し、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１４８３４号 平成１９年２月２０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

カンパニュラ ピーケーエムピー０１

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、花冠中

心の色は淡紫色でやや狭輪の鉢物向き品種である。

草型は円形、草丈はかなり低である。主茎中間部の太さはかなり細、色は緑、主茎基

部の色は緑、主茎下部の分枝の有無は有、分枝の多少は少、主茎上部の分枝の有無は無、

節間長はかなり短である。葉序は互生、茎葉の向きは斜上、全体の形は三角形、先端の

形は鋭形、基部の形は心臓形、表面の凹凸は平滑、反り及び巻込みは有、鋸歯の形は歯

状鋸歯、長さは極短、幅は狭、表面の色は暗緑（JHS カラーチャート3708 、斑の有無）

及び光沢は無、厚さは薄、一茎当たりの葉数は少、ビロード感は無、硬さは軟、表面の

毛の有無は有、葉柄の長さはやや短である。花序の形は円錐花序、花の咲き方は有限花

序、付き方は頂生と腋生、花房中央部の節当たりの花数は２、花の向きは上向き、花冠

全体の形は狭鐘形、切れ込みは中、裂片の形は鋭形、裂片の反転の有無は有、裂片の反

転の多少は強、長さは短、幅はやや狭、単色・複色の別は単色、花冠外側及び内側の色

は明紫（同8604 、中心の色は淡紫（同8602 、花冠の光沢は無、厚さは薄、一重・八重） ）

の別は一重、花冠の毛の有無は無、がくの有無は有、がく片の形は三角形、がく片の反

転及び付属体の有無は無、がくの長さ及び柱頭の突出は短、花柄の太さはかなり細、長

さはかなり短、花茎の強弱は弱、一花序の花数はやや少、花つきは多、花の香りは無で

ある。

「ベルフラワー」と比較して、茎葉の形が三角形であること、茎葉の先端の形が鋭形

であること等で 「ゲットミー」と比較して、草型が円形であること、がく片が反転し、

ないこと、柱頭の突出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

ガルテネリート ＰＫＭ ＡｐＳ

デンマーク王国 ＤＫ－５２７０ オデンセ Ｎ スレッテンスブェイ ２０７

ガルテネリート エルメガールド アンデルセン ＡＰＳ

デンマーク王国 ＤＫ－４２３０ スカルスコル アゲルソスンデヴェイ ２

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ゲルト Ｋ．ジェンセン ペル エルメガールド アンデルセン

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2001年に育成者の温室（デンマーク王国）において、育成者所有の育成

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

続し、2003年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「０８．０１．１７」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４８３５号 平成１９年２月２０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

カンパニュラ ピーケーエムピー０２

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、花冠中

心の色は淡紫色でやや狭輪の鉢物向き品種である。

草型は円形、草丈はかなり低である。主茎中間部の太さはかなり細、色は緑、主茎基

部の色は緑、主茎下部及び上部の分枝の有無は無、節間長は極短である。葉序は互生、

茎葉の向きは斜上、全体の形は三角形、先端の形は鋭形、基部の形は心臓形、表面の凹

凸は平滑、反りは及び巻込みは有、鋸歯の形は歯状鋸歯、長さは極短、幅はやや狭、表

面の色は暗黄緑（JHS カラーチャート3508 、斑の有無及び光沢は無、厚さは薄、一茎）

当たりの葉数はやや少、ビロード感は無、硬さは軟、表面の毛の有無は有、葉柄の長さ

は中である。花序の形は円錐花序、花の咲き方は有限花序、付き方は頂生と腋生、花房

中央部の節当たりの花数は１、花の向きは上向き、花冠全体の形は狭鐘形、切れ込みは

中、裂片の形は鋭形、裂片の反転の有無は有、裂片の反転の多少は強、長さはやや短、

幅はやや狭、単色・複色の別は単色、花冠外側及び内側の色は明紫（同8604 、中心の）

色は淡紫（同8602 、花冠の光沢は無、厚さは薄、一重・八重の別は一重、花冠の毛及）

び有無は無、がくの有無は有、がく片の形は三角形、がく片の反転及び付属体の有無は

無、がくの長さ及び柱頭の突出は短、花柄の太さはかなり細、長さはかなり短、花茎の

強弱は弱、一花序の花数はかなり少、花つきは多、花の香りは無である。

「ゲットミー」と比較して、草型が円形であること、がく片が反転しないこと、柱頭

の突出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

ガルテネリート ＰＫＭ ＡｐＳ

デンマーク王国 ＤＫ－５２７０ オデンセ Ｎ スレッテンスブェイ ２０７

ガルテネリート エルメガールド アンデルセン ＡＰＳ

デンマーク王国 ＤＫ－４２３０ スカルスコル アゲルソスンデヴェイ ２

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ゲルト Ｋ．ジェンセン ペル エルメガールド アンデルセン

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2001年に育成者の温室（デンマーク王国）において、育成者所有の育成

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

続し、2003年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「０８．０１．１３」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４８３６号 平成１９年２月２０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 ヨエッジ イエロー

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ヨエッジ」の変異株であり、花は浅緑黄色のかなり小輪で切花向きの、

品種である。

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

は中、葉の着き方は上向き、葉長、葉幅、葉の縦横比、光沢及び一次欠刻の深さは中、

基部の形は平、表面の色は濃である。花房の形は平形、花の数はやや少、舌状花の重ね

は八重、花の大きさはかなり小、厚みはかなり低、花首の長さは長、花たくの形は盛り

上がった円錐状である。舌状花の多少はやや少、向きはやや下垂、主要な形は平弁、花

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

舌状花表面の色の分布状態は均一、外花弁及び内花弁の表面及び裏面の色は浅緑黄（

JHS カラーチャート2703）である。生態分類型は秋、到花週数は9.0週である。

「セイキャメ」と比較して、たく葉が大きいこと、舌状花の重ねが八重であること等

で 「フォーカス」と比較して、舌状花の主要な形が平弁であること、外花弁表面及び、

裏面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

ヨーダー ブラザーズ社

アメリカ合衆国 オハイオ ４４２０３ バーバートン Ｓ．Ｅ． サードストリ

ート １１５

６ 登録品種の育成をした者の氏名

リーン デ ルイター

７ 出願公表の年月日 平成１６年４月７日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2001年に出願者の温室（オランダ王国）において 「ヨエッジ」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、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１４８３７号 平成１９年２月２０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 平成の夏まつり（へいせいのなつまつり）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「松本城」に「かちどき」を交配して育成されたものであり、花は明緑、

黄色の大輪で切花向きの品種である。

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

は中、葉の着き方は上向き、葉長、葉幅、葉の縦横比及び光沢は中、一次欠刻はやや深、

基部の形は凸、表面の色は中である。側らいの数はかなり少、舌状花の重ねは八重、花

の大きさは大、厚みは中、花首の長さはかなり短である。総ほうの舌状花又は花盤内部

への分布は無、花たくの形は中央部のへこんだド－ム状、舌状花数はやや多、舌状花の

向きは水平、舌状花の主要な形は舟底弁、２次的な形は管弁Ⅰ、舌状花の花筒部の長さ

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

の分布状態は均一、外花弁の表面の色は明緑黄（JHS カラーチャート2705 、裏面の色）

は浅緑黄（同2703 、内花弁の表面の色は鮮緑黄（同2706 、内花弁の裏面の色は明緑黄） ）

（同2704）である。生態分類型は夏秋、開花の早晩性は晩である。

「松本城」と比較して、葉基部の形が凸であること、花の厚みが高いこと、花筒部が

短いこと等で 「かちどき」と比較して、総ほうの舌状花又は花盤内部への分布が無で、

あること、外花弁の表面の色が明緑黄であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の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

酒井広蔵 大石一史 奥村義秀 小久保恭明 田中英樹 森岡公一

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成11年に愛知県農業総合試験場のほ場（愛知郡長久手町）において、

「松本城」に「かちどき」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら

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

のである。

なお、出願時の名称は「夏まつり」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４８３８号 平成１９年２月２０日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

きく スノーイ

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、花は黄

白色の小輪で切花向きの品種である。

開花時の草丈はやや短、節間長は短、茎の太さは太、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、二次欠刻の深さは浅、基部の形は凹、表面の色は濃である。花房の形

は平形、花の数は少、舌状花の重ねは一重、管状花部のタイプはデイジータイプ、花の

大きさは小、厚みはかなり低、花首の長さは中、花たくの形は平らな円錐状である。舌

状花の多少は少、向きは水平、主要な形は平弁、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均一、

外花弁の表面の色は黄白（JHS カラーチャート3101 、裏面の色は黄白（同3101）の地）

色に淡紫ピンク（同9501）のぼかしが入る。花盤の大きさはやや小、未開花部位の色は

緑、開花した部位の色は黄、デイジータイプ中央暗色スポットは無、管状花の花冠の深

裂の程度は小である。生態分類型は秋、到花週数は9.0週である。

「フルーリー ホワイト」と比較して、葉の二次欠刻が浅いこと、花の数が少ないこ

と、花弁先端の形が丸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、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１４８３９号 平成１９年２月２０日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

スターチス ダイホワテール

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の系統どうしを交配して育成されたものであり、花冠の色が

淡黄緑、がくの色が黄白の切花向きの品種である。

草形は根出葉のみ、草丈はやや長、分けつの程度は中である。茎の太さはやや太、色

は濃、茎の翼、たく葉及び分枝数は中、分枝長は長、枝姿はⅡ型である。成葉の形はⅠ

型、葉縁の波打ちは少、葉長及び葉幅は中、葉身の色は緑、光沢は少、毛及び葉柄長は

中、色は無又は極淡である。花茎の分枝角度は直立、抽苔数及び一次分枝の小花数は中、

花の向きは上向き、花冠の形はⅢ型、多少は少、径はやや大、長さは中、色は淡黄緑

（JHS カラーチャート3102）である。がくの直径は大、長さはやや長、色は黄白（同

3302）である。花の香りは無、開花期はやや晩である。

） 、「ポーラウィング（オリジナル 」と比較して、茎が太いこと、葉長が長いこと等で

「アイスバーグ」と比較して、茎の色が濃いこと、葉縁の波打ち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

バルブレ＆ブラン Ｓ．Ａ．

スペイン国 ３０８９０ プエルト ルンブレラス ムルシア カミノビエホ ２

０５

６ 登録品種の育成をした者の氏名

森本正幸 西淵昇 原紀代美

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12年に育成者が所属する会社の温室（静岡県駿東郡小山町）におい

て、育成者所有の系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いなが

ら特性の調査を継続し、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１４８４０号 平成１９年２月２０日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

スターチス ティーエスエフピンク

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の実生の中から選抜して育成されたものであり、

花冠の色が淡黄緑、がくの色が鮮紫ピンクの切花向きの品種である。

草形は根出葉のみ、草丈はやや長、分けつの程度は中である。茎の太さはやや太、色

は濃、翼は中、たく葉はやや大、分枝数は中、分枝長はかなり長、枝姿はⅡ型である。

成葉の形はⅠ型、葉縁の波打ちは少、葉長は長、葉幅はかなり広、葉身の色は淡緑、葉

の光沢は少、毛及び葉柄の長さは中、色は無又は極淡である。花茎の分枝角度は直立、

抽苔数は中、一次分枝の小花数は少、花の向きは上向き、花冠の形はⅡ型、多少は少、

径はやや大、長さはやや長、色は淡黄緑（JHS カラーチャート3102）である。がくの直

径はやや大、長さは中、色は鮮紫ピンク（同9205）である。花の香りは無、開花期はや

や晩である。

「ダイフラピンクスーパー」と比較して、葉縁の波打ちが少ないこと、葉幅が広いこ

と等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ティー・エス・メリクロン株式会社 山梨県北杜市小淵沢町８０９８番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

進藤俊英

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年に出願者の温室（山梨県北杜市）において、出願者所有の育成

系統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「ファンタジーピンク」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４８４１号 平成１９年２月２０日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

スターチス リウスパープル

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、花冠の

色が淡黄緑、がくの色が鮮紫の切花向きの品種である。

草形は根出葉のみ、草丈及び分けつの程度は中である。茎の太さはやや太、色及び茎

の翼は中、たく葉はやや大、分枝数及び分枝長は中、枝姿はⅡ型である。成葉の形はⅠ

型、葉縁の波打ちは多、葉長は短、葉幅は中、葉身の色は緑、葉の光沢及び毛は中、葉

柄の長さは短、色は無又は極淡である。花茎の分枝角度は直立、抽苔数及び一次分枝の

小花数は中、花の向きは上向き、花冠の形はⅠ型、多少は少、径はやや大、長さは中、

色は淡黄緑（JHS カラーチャート3102）である。がくの直径はやや大、長さは中、色は

鮮紫（同8606）である。花の香りは無、開花期は中である。

「パープルウィング」と比較して、葉縁の波打ちが多いこと、葉の光沢が多いこと等

で 「アースパープル」と比較して、葉縁の波打ちが多いこと、がくの色が鮮紫である、

こと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所

住化農業資材株式会社 大阪府大阪市中央区高麗橋４丁目６番１７号

猪野渓二 高知県安芸郡芸西村西分甲３２８０番地１

６ 登録品種の育成をした者の氏名

猪野渓二 中林利彦 土井一郎

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９年に出願者の温室（栃木県小山市）において、出願者所有の系統

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

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１４８４２号 平成１９年２月２０日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ベゴニア トヤズ アート

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「クリスティーン」の変異株であり、花は外花弁縁部が暗黄緑色、中央、

部が明紫赤色の色の重なりで八重咲き、かなり大輪のエラチオール系ベゴニアである。

草丈は低、株張りはやや広、分枝数及び茎の太さは中である。葉長はやや長、幅は広、

先端部の形は鈍角、欠刻の形は重複鋸歯状、深さは浅、基部の裂片は重なっていない、

表面の色は濃緑である。１株当たりの花序の密度は中、雄花の花形は八重咲き、花弁数

はやや多、縁の切れ込みは有、花の大きさはかなり大、花色のパターンは色の重なり、

外花弁表面の縁部の色は暗黄緑（JHS カラーチャート3508 、中央部の色は明紫赤）

（同9706 、内花弁縁部及び中央部の色は鮮紫ピンク（同9705 、外花弁及び内花弁裏面） ）

中央部の色は鮮紫ピンク（同9704）である。

「ベマン ソフトピンク」及び「ベルセコ」と比較して、花色のパターンが色の重な

りであること、外花弁表面の縁部の色が暗黄緑であること、中央部の色が明紫赤である

こと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

戸谷猛 愛知県海部郡蟹江町西之森三丁目１番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

戸谷猛

７ 出願公表の年月日 平成１８年７月１３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（愛知県海部郡蟹江町）において 「クリステ、

ィーン」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。

なお、出願時の名称は「アール・ヌーヴォー」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４８４３号 平成１９年２月２０日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ベゴニア 金環（きんかん）

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

叢生型で、葉は濃緑色に雲紋形及び葉脈間形模様が入り、花は浅黄色で明紅色のぼかし

が入る木立性品種である。

草型は叢生型、草丈は極低、茎の木質化の程度は極少、太さはやや太、色は赤褐、毛

の程度及び分枝性は中、節間長は極短である。葉の切れ込みの程度は浅裂、葉縁の形は

円鋸歯状、葉縁の波打ち及び葉長は中、葉幅は広、葉の表面の色は濃緑、斑入りは有、

表面の色模様の形は雲紋形及び葉脈間形、葉の色模様部分の色は雲紋形がピンク系、葉

脈間形が銀灰白色系、裏面の色は赤紫、表面の光沢は中、厚さはやや薄、表面の毛の有

無は無、葉柄の太さは中、長さは長、色は赤紫である。花柄分枝段数は少、花房の向き

は上向き、花の八重化は無、雄花の直径及び雌花の直径は中、花色のパターンはぼかし、

雄花の花弁の形及び雌花の花弁の形は卵形、花弁の色は浅黄（JHS カラーチャート

2504）で明紅（同0106）のぼかし、雌ずいの長さはやや長、雄ずいの数は多、やくの色

は黄、たく葉の脱落の難易、子房の長さ及び幅は中、花柄の長さは長、小花柄の色はピ

ンク、花柄の毛の有無は有、苞の形は平滑、大きさは大、花の香りは極弱である。着花

性はやや多、開花習性は四季咲である。

「マチュース」及び「富士の旭」と比較して、葉の表面の地色が濃緑であること、色

模様部分の色が雲紋形がピンク系、葉脈間形が銀灰白色系であること等で区別性が認め

られる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

山口英樹 山梨県南都留郡鳴沢村１１０４３－６０

６ 登録品種の育成をした者の氏名

山口英樹

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12年に育成者の温室（山梨県南都留郡鳴沢村）において、育成者所

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

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

る。

なお、出願時の名称は「ゴールデン リング」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４８４４号 平成１９年２月２０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

シャスターデージー キーダイ

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、株の草

型は中、花は１重咲きで小輪の鉢物及び花壇向きの品種である。

株の草型は中、株の高さは極短である。茎の太さは細、色は濃、アントシアニンの発

色は中、毛の有無は無、地際部からの抽だい茎数及び分枝の多少は少、節間長は短であ

る。葉序は2/5、根出葉の葉身形はⅠ、中央部葉及び最上部葉の葉身形はⅡ、葉縁の形

は深鈍鋸歯、欠刻の粗密は粗、根出葉の葉身長は短、葉身幅は狭、中央部葉の葉身長は

短、葉身幅は狭、表面の色は暗緑、毛及び葉柄の有無は無である。着花の形は平型、花

形は１重、花容は水平、花径は小、管状花部の直径、舌状花の長さ及び幅は中、形は広

い、先端の形はⅢ、舌状花数は中、管状花数は多、舌状花の表面の色は白、管状花部の

色は鮮緑黄、総ほうの直径は中、花の香りの有無は有である。開花期は早、四季咲き性

の有無は有である。

「キーマー」と比較して、花容が水平であること等で 「スノーレディー」と比較し、

て、花容が水平であること、舌状花の形が広いこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

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

ピーター デン ハーン

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、1995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、1997年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４８４５号 平成１９年２月２０日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

オンシジウム 岬ウェーブゆらら（みさきウェーブゆらら）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「アロハ・イワナガ」にOncidium marshallianumを交配して育成された、

ものであり、花はドーサル・セパル及びペタルが明緑黄の地色に褐の胡麻斑及び虎斑が

入り、ラテラル・セパルが明緑黄の地色に褐の虎斑が入り、リップは明緑黄の地色の単

色で鉢物向きの小輪花である。

株の大きさは小、草姿は斜上である。ぎ球茎の正面及び平面の形は長楕円形、溝

（稜）の有無は有、高さは51～75㎜、長径は31～45㎜である。葉の正面の形は広線形、

横断面の形はⅡ型、向きは斜上、下垂性は弱、長さはやや短、幅は中、表面の色は緑、

全葉数は４枚である。花序の型は複総状、分枝回数は１回、無限花序の性質の強さは無、

花序の長さ及び幅は中、花数は多、花茎の抽出方向は斜上、強さは強、花型は平、距の

有無は無、花の横径は小、縦径はやや小である。ドーサル・セパルの正面の形は楕円形、

先端の形は微突形、ねじれの程度は無、長さは短、幅は狭、ラテラル・セパルの正面の

形は長楕円状披針形、先端の形は不等鈍形、ねじれは無、長さは短、幅は狭、ペタルの

正面の形は長方形、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

の正面の形はⅦ型、先端の形は銀杏形、側裂片の大きさは小、長さはやや短、幅は中で

ある。花色はドーサル・セパル及びペタルは明緑黄（JHS カラーチャート2705）の地色

に褐（同1309）の胡麻斑及び虎斑が入る、ラテラル・セパルは明緑黄（同2705）の地色

に褐（同1309）の虎斑が入る、リップは明緑黄（同2705）の単色である。花の香りは無、

開花期は不定期である。

「アロハ・イワナガ」と比較して、ぎ球茎の溝（稜）が有ること、ドーサル・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方形であること等で 「ゴワー・ラ、

ムゼイ」と比較して、ペタル正面の形が長方形であること、ドーサル・セパル及びペタ

ルの斑の型が胡麻斑及び虎斑であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

山本嘉隆 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字小佐２４番地

６ 登録品種を育成した者の氏名

山本嘉隆

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、昭和62年に出願者の温室（愛知県知多郡南知多町）において 「アロハ、

・イワナガ」にOnc. marshallianumを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行

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

を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４８４６号 平成１９年２月２０日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

オンシジウム ピンクシュガー

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、Ionopsis utricularioidesにOncidium flexuosumを交配して育成された

ものであり、花はセパルが淡紫ピンクの地色に鮮赤紫の虎斑、ペタルが淡紫ピンクの地

色に鮮赤紫のぼた斑及び縞斑が入り、リップは紫ピンクの単色で鉢物向きのかなり小輪

花である。

株の大きさは小、草姿は斜上である。ぎ球茎の正面及び平面の形は長楕円形、溝

（稜）の有無は有、高さは26～50㎜、長径は11～20㎜である。葉の正面の形は広線形、

横断面の形はⅡ型、向きは斜上、下垂性は無、長さは短、幅はやや狭、表面の色は緑か

ら褐に変化、全葉数は４枚である。花序の型は複総状、分枝回数は２回、無限花序の性

質の強さは無、花序の長さ及び幅は中、花数はやや多、花茎の抽出方向は斜上、強さは

中、花型は平、距の有無は無、花の横径及び縦径はかなり小である。ドーサル・セパル

の正面の形は長楕円状披針形、先端の形は漸鋭先形、ねじれの程度は無、長さは極短、

幅はかなり狭、ラテラル・セパルの正面の形は披針形、先端の形は漸鋭先形、ねじれは

有、長さはかなり短、幅はかなり狭、ペタルの正面の形は倒披針形、先端の形は微突形、

ねじれ及び周縁の波打ちは有、長さはかなり短、幅はかなり狭である。リップの正面の

形はⅢ型、先端の形は心形、側裂片の大きさは極小、長さは短、幅は狭である。花色は

セパルは淡紫ピンク（JHS カラーチャート9202）の地色に鮮赤紫（同9208）の虎斑が入

る、ペタルは淡紫ピンク（同9202）の地色に鮮赤紫（同9208）のぼた斑及び縞斑が入る、

リップは紫ピンク（同8903）の単色である。花の香りは無、開花期は不定期である。

「ハルリ」と比較して、ラテラル・セパル正面の形が披針形であること、ペタル正面

の形が倒披針形であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

兼綱英行 広島県山県郡北広島町阿坂３６０番地の１

６ 登録品種の育成をした者の氏名

兼綱英行

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年に育成者の温室（広島県山県郡北広島町）において、Inps. ut

ricularioidesにOnc. flexuosum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１４８４７号 平成１９年２月２０日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

オンシジウム 香りのいずみ（かおりのいずみ）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、Oncidium ornithorhynchumにOnc.「トゥインクル ホワイトエンジェル

・ナナ」を交配して育成されたものであり、花はセパル及びペタルが淡黄の地色に淡黄

ピンク色のぼかし斑、リップは淡黄の単色の鉢物向きのかなり小輪花である。

株の大きさは小、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（稜）の有無は無、高さは51～75㎜、長径は31～45㎜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、下垂性は無、長さは短、幅はやや狭、表面の色は緑、

全葉数は６枚である。花序の型は複総状、分枝回数は１回、無限花序の性質の強さは無、

花序の長さは中、幅はやや狭、花数は多、花茎の抽出方向は斜上、強さはかなり弱、花

型は反転、距の有無は無、花の横径及び縦径はかなり小である。ドーサル・セパルの正

面の形は倒卵形、先端の形は円形、ねじれの程度は無、長さはかなり短、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、長さはか

なり短、幅はかなり狭、ペタルの正面の形は長方形、先端の形は鈍形、ねじれ及び周縁

の波打ちは無である。リップの正面の形はⅤ型、先端の形は銀杏形、側裂片の大きさは

極大、長さは短、幅はかなり狭である。花色はセパル及びペタルは淡黄（JHS カラーチ

ャート2503）の地色に淡黄ピンク（同1301）のぼかし斑が入る、リップは淡黄（同

2503）の単色である。花の香りは中、開花期は冬である。

Ionocidium「Misty Highland」と比較して、セパル及びペタルの地色が淡黄であるこ

と、リップが淡黄の単色であること等で 「スターダスト」と比較して、セパル及びペ、

タルにぼかし斑が入ること、リップが単色であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

高木浩二郎 山梨県北巨摩郡大泉村西井出４６４０番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

高木浩二郎

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７年に育成者の温室（山梨県北巨摩郡大泉村）において、Onc.

ornithorhynchumにOnc.「トゥインクル ホワイトエンジェル・ナナ」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１４８４８号 平成１９年２月２０日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

オンシジウム はる香（はるか）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、Ionopsis paniculataにOncidium「トゥインクル ファンシー・カナ」

を交配して育成されたものであり、花はセパルが淡紫ピンクの地色に鮮紫ピンク色のぼ

かし斑、ペタルが淡紫ピンクの地色に赤紫色の縞斑、リップは淡紫ピンクの地色に鮮紫

ピンク色のぼかし斑が入る鉢物向きのかなり小輪花である。

株の大きさは小、草姿は直立である。ぎ球茎の正面の形は楕円形、平面の形は長楕円

形、溝（稜）の有無は無、高さは11～25㎜、長径は21～30㎜である。葉の正面の形は線

形、横断面の形はⅣ型、向きは斜上、下垂性は無、長さは短、幅は狭、表面の色は緑、

全葉数は６枚である。花序の型は複総状、分枝回数は２回、無限花序の性質の強さは無、

花序の長さはやや短、幅はやや狭、花数はやや多、花茎の抽出方向は斜上、強さはかな

り弱、花型は部分反転平、距の有無は無、花の横径及び縦径はかなり小である。ドーサ

ル・セパルの正面の形は長楕円形、先端の形は円形、ねじれの程度は無、長さはかなり

短、幅はかなり狭、ラテラル・セパルの正面の形は長楕円状披針形、先端の形は鈍形、

ねじれは有、長さはかなり短、幅はかなり狭、ペタルの正面の形は長方形、先端の形は

鈍形、ねじれ及び周縁の波打ちは無である。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、長さはかなり短、幅はかなり狭である。花色はセパルは淡紫

ピンク（JHS カラーチャート9501）の地色に鮮紫ピンク（同9504）のぼかし斑が入る、

ペタルは淡紫ピンク（同9501）の地色に赤紫（同9508）の縞斑が入る、リップは淡紫ピ

ンク（同9501）の地色に鮮紫ピンク（同9205）のぼかし斑が入る。花の香りは弱、開花

期は冬である。

Ionocidium「Misty Highland」と比較して、セパルの斑の型がぼかし斑であること、

ペタルの斑の型が縞斑であること、リップの正面の形が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

高木浩二郎 山梨県北巨摩郡大泉村西井出４６４０

６ 登録品種の育成をした者の氏名

高木浩二郎

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７年に育成者の温室（山梨県北巨摩郡大泉村）において、Inps.

paniculataにOnc.「トゥインクル ファンシー・カナ」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「ひなざくら」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４８４９号 平成１９年２月２０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 花正月（はなしょうがつ）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ホワイトキッス」に「コットンクラブ」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黄白、周縁部は淡紫ピンクで花色の境界は不明瞭、ペ

タルの色は黄白、リップは円形で中央部の色が淡緑黄、周縁部は黄白、花色の境界は不

明瞭で濃紫赤色の斑点及び楔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、対称性は対称、

緑色程度は中である。花序の花数はやや少、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

は広、正面の形は円形、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

花色は白系、セパルの中央部の色は黄白（JHS カラーチャート3301 、周縁部の色は淡）

紫ピンク(同9202 、花色の境界は不明瞭、ペタルの色は黄白（同3301 、リップの中央） ）

部の色は淡緑黄（同2702 、周縁部の色は黄白（同2502 、花色の境界は不明瞭、斑点の） ）

大きさは小、濃紫赤（同9709）の斑点及び楔が入る、ずい柱の斑点の有無は無である。

開花期は冬咲である。

「ラブリー エンジェル ザ ツー バージンズ」と比較して、セパルの周縁部の色

、 、が淡紫ピンクであること、リップに楔が有ること等で 「ホワイトミーナ」と比較して

リップの正面の形が円形であること、ずい柱に斑点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

有限会社林洋ラン園 愛知県豊田市榊野町浮橋３９番地２

６ 登録品種の育成をした者の氏名

林秀幸

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７年に出願者の温室（愛知県豊田市）において 「ホワイトキッ、

ス」に「コットンクラブ」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１４８５０号 平成１９年２月２０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 アンリーワン

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「バレーフラワー」に「コットンクラブ」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淡紫ピンク、周縁部は紫ピンクで花色の境界は不明瞭、

鮮紫ピンク色の条線が入る、ペタルの色が中央部は淡紫ピンク、周縁部は鮮紫ピンクで

花色の境界は不明瞭、鮮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、周縁部は紫ピンク、花色の境界は不明瞭で赤紫色の斑点及び楔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、葉の長さは中、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、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、先端の形は鈍形、周縁の波打ちは弱、反

転は中である。全体的な花色は桃系、セパルの中央部の色は淡紫ピンク（JHS カラーチ

ャート9502 、周縁部の色は紫ピンク(同9503 、花色の境界は不明瞭、鮮紫ピンク（同） ）

9204）の条線が入る、ペタルの中央部の色は淡紫ピンク（同9501 、周縁部の色は鮮紫）

ピンク（同9204 、花色の境界は不明瞭、鮮紫ピンク（同9204）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9503 、花色の境界は不明瞭、） ）

斑点の大きさは小、赤紫（同9508）の斑点及び楔が入る。開花期は冬咲である。

「ジュンティール・ペアールック」と比較して、リップの周縁の波打ちが弱いこと、

リップの周縁の反転が強いこと、リップの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

有限会社林洋ラン園 愛知県豊田市榊野町浮橋３９番地２

６ 登録品種の育成をした者の氏名

林秀幸

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７年に出願者の温室（愛知県豊田市）において 「バレーフラワ、

ー」に「コットンクラブ」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１４８５１号 平成１９年２月２０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 金太くん（きんたくん）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「サカキリバー 母御前」の変異株であり、花はセパルの色が明緑黄、、

ペタルの色が中央部は浅緑黄、周縁部は明緑黄で花色の境界は不明瞭、リップは円形で

色が浅緑黄、明黄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、

対称性は対称、緑色程度は中である。花序の花数はやや少、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・セパルの縦径はやや長、横径は広、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中、横径は広、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、横径は広、正面の形は円形、先端の形は切型、周

縁の波打ち及び反転は弱である。全体的な花色は黄系、セパルの色は明緑黄（JHS カラ

ーチャート2905 、ペタルの中央部の色は浅緑黄（同2904 、周縁部の色は明緑黄（同） ）

2705 、花色の境界は不明瞭、リップの色は浅緑黄（同2703 、斑点の有無は無、明黄） ）

（同2505）の楔が入る。開花期は冬咲である。

「スリーピングビューティ・サカキ」と比較して、セパルの色が明緑黄であること、

ペタルの中央部の色が浅緑黄、周縁部の色が明緑黄であること等で 「エンザン ディ、

ライト フラーリッシュ」と比較して、リップ正面の形が円形であること、リップに斑

点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

有限会社林洋ラン園 愛知県豊田市榊野町浮橋３９番地２

６ 登録品種の育成をした者の氏名

林秀幸

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11年に出願者の温室（愛知県豊田市）において 「サカキリバー、

母御前」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１４８５２号 平成１９年２月２０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

デンドロビウム ヤマイチスイート

３ 登録品種の特性の概要

この品種は （ ラッキーレイ」×「アワユキ ）に「マイルド ユミ」を交配して育、「 」

成されたものであり、花はドーサル・セパルがピンク白の地色に鮮赤紫色の爪斑が入り、

ラテラル・セパル及びペタルが黄白の地色に鮮赤紫色の爪斑が入り、リップは黄白の地

色に浅緑黄色のぼかし及び鮮赤紫色の爪斑が入る中型種である。

草型の大きさは中、草姿は立型である。ぎ球茎の正面の形は線形、横断面の形は扁円

形、高さは51～70cm、長径は21～30㎜である。葉の全体の形は長楕円形、先端の形は不

等凹形、横断面の形はⅠ型（ほぼ平 、長さは91～120㎜、幅は41～50㎜、表面の色は緑、）

葉数は11～15枚である。優先着花部位はⅧ型、花序は総状、一花茎の花数は２、太さは

4.1～5.0㎜、長さは11～30㎜である。花の咲き方は抱え・平咲き、横径及び縦径は61～

80㎜、ドーサル・セパル正面の形は長楕円形、先端の形は切形、反転の方向は平、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、反転の方向は平、ペタル

正面の形は正方形、先端の形は微突形、反転の方向は平、周縁の波打ちは中である。リ

ップ正面形の複雑性は単純型、単純型の正面はⅦ型、先端の形はⅣ型である。花色はド

ーサル・セパルはピンク白（JHS カラーチャート9201）の地色に鮮赤紫（同9207）の爪

斑が入る、ラテラル・セパル及びペタルは黄白（同2902）の地色に鮮赤紫（同9207）の

爪斑が入る、リップは黄白（同2902）の地色に浅緑黄（同2703）のぼかし及び鮮赤紫

（同9207）の爪斑が入る。花の香りは弱、開花期は冬である。

「チャーミーレイ」と比較して、優先着花部位がⅧ型であること、ペタル周縁の波打

ちが大きいこと、リップ単純型の正面の形がⅦ型であること等で 「ホワイトクリスマ、

ス シーガル」と比較して、ドーサル・セパルの地色がピンク白であること、ラテラル

・セパル及びリップの地色が黄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氏名及び住所又は居所

山口保博 愛知県東海市大田町郷中１－１

６ 登録品種の育成をした者の氏名

山口保博

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（ ラッキーレイ」×「アワユキ ）に「マイルド ユミ」を「 」

交配した実生苗を購入し、７年に育成者の温室（愛知県東海市）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、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「スイートラブ」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４８５３号 平成１９年２月２０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

デンドロビウム バイオレットフィズ ルナ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ハッピハニー」に「カシオープ」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ピンク白の地色に明赤味紫色のぼかし、リップは緑白の地色に

浅黄緑色のぼかし、明赤味紫の爪斑及び条線（基部）が入る大型種である。

草型の大きさは大、草姿は立型である。ぎ球茎の正面の形は狭長方形、横断面の形は

扁円形、高さは51～70cm、長径は11～20㎜である。葉の全体の形は線状長楕円形、先端

の形は不等鈍形、横断面の形はⅠ型（ほぼ平 、長さは91～120㎜、幅は31～40㎜、表面）

の色は緑、葉数は11～15枚である。優先着花部位はⅤ型、花序は総状、一花茎の花数は

２、太さは3.1～4.0㎜、長さは11～30㎜である。花の咲き方は抱え・平咲き、横径は61

～80㎜、縦径は41～60㎜、ドーサル・セパル正面の形は長楕円形、先端の形は小凹形、

反転の方向は平、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、反

転の方向は平、ペタル正面の形は正方形、先端の形は微突形、反転の方向は平である。

リップ正面形の複雑性は単純型、単純型の正面はⅥ型、先端の形はⅤ型である。花色は

セパル及びペタルはピンク白（JHS カラーチャート9201）の地色に明赤味紫（同8905）

のぼかしが入る、リップは緑白（同3701）の地色に浅黄緑（同3103）のぼかし、明赤味

紫（同8905）の爪斑及び条線（基部）が入る。花の香りは弱、開花期は冬である。

「コメットキング・アカツキ」及び「ヒメザクラ フジッコ」と比較して、草型の大

きさが大きいこと、リップに浅黄緑のぼかし、明赤味紫の爪斑及び条線が入ること等で

区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

山本二郎 岡山県岡山市浜野１丁目１２番３０号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

山本二郎

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年に育成者の温室（岡山県岡山市）において 「ハッピーハニ、

ー」に「カシオープ」を交配し、11年に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「バイオレットフィズ」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４８５４号 平成１９年２月２０日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ファレノプシス ビューティーセンチュリーパープルレイン

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ビューティー シーナ」に「ハッピー シーナ」を交配して育成され、

たものであり、花はドーサル・セパル及びペタルが鮮赤味紫の地色に淡紫ピンク色の覆

輪が入り、ラテラル・セパルが鮮赤味紫の地色に濃赤味紫色の点斑及び淡紫ピンク色の

覆輪が入り、リップ中央裂片は鮮赤紫色の単色で、平咲きのやや小型種である。

株の大きさはやや小、草姿は横性である。葉の正面の形は長楕円形、先端の形は不等

凹形、横断面の形はⅡ型、向きは斜上、ねじれは無、幅は76～100㎜、長さは20.1～

30cm、表面の色は暗黄緑である。花序の型は複総状、花数は11～15、花型は平、花の横

径及び縦径は5.1～7.5cmである。ドーサル・セパルの正面の形は楕円形、先端の形は円

形、横断面の形はⅤ型、周縁の波打ちは無、ラテラル・セパルの正面の形は長楕円状披

針形、先端の形は微突形、ねじれは有、周縁の波打ちは無である。ペタルの正面の形は

半円形、先端の形は円形、横断面の形はⅤ型、周縁の波打ちは無である。リップ中央裂

片の正面の形はⅢ型、横断面の形はⅣ型である。花色はドーサル・セパル及びペタルは

鮮赤味紫（JHS カラーチャート8906）の地色に淡紫ピンク（同8902）の覆輪が入る、ラ

テラル・セパルは鮮赤味紫（同8906）の地色に濃赤味紫（同8907）の点斑及び淡紫ピン

ク（同8902）の覆輪が入る、リップの中央裂片は鮮赤紫（同9208）の単色、側裂片の色

は紫白（同8901）の地色に鮮赤味紫（同8906）の胡麻斑及び鮮赤紫（同9208）の爪斑が

入る。花の香りは無、開花期は春である。

「ビューティー シーナ パフィー」と比較して、ドーサル・セパル及びペタルに覆

輪のみが入ること、ラテラル・セパルに点斑及び覆輪が入ること等で 「ビューティー、

シーナ リンリン」と比較して、葉が長楕円形であること、ドーサル・セパル及びペ

タルの横断面の形がⅤ型であること、ラテラル・セパルにねじれが有ること等で区別性

が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

椎名正剛 千葉県旭市井戸野１２２２番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

椎名正剛

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９年に育成者の温室（千葉県旭市）において 「ビューティー シ、

ーナ」に「ハッピー シーナ」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「ビューティーセンチュリー スーパーレッド」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４８５５号 平成１９年２月２０日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ファレノプシス フォレストドリーム ホワイトデイ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「White Dream Snow Bird」に「Ensyu Yukie」を交配して育成されたも、

のであり、花はドーサル・セパル及びペタルが黄白の単色、ラテラル・セパルが黄白の

地色に淡黄緑色のぼかし、リップ中央裂片は黄白の地色に浅緑黄色のぼかしが入る部分

抱え反転咲きの中型種である。

株の大きさは中、草姿は横性である。葉の正面の形は長楕円形、先端の形は鈍形、横

断面の形はⅢ型、向きは斜上、ねじれは無、幅は101～125㎜、長さは20.1～30cm、表面

の色は暗緑である。花序の型は総状、花数は11～15、花型は部分抱え反転、花の横径及

び縦径は10.1～12.5cmである。ドーサル・セパルの正面の形は楕円形、先端の形は微突

形、周縁の波打ちは無、ラテラル・セパルの正面の形は長楕円状披針形、先端の形は鈍

形、周縁の波打ちは無である。ペタルの正面の形は半円形、先端の形は円形、周縁の波

打ちは無である。リップ中央裂片の正面の形はⅢ型、横断面の形はⅦ型である。花色は

ドーサル・セパル及びペタルは黄白（JHS カラーチャート3301）の単色、ラテラル・セ

パルは黄白（同3301）の地色に淡黄緑（同3102）のぼかしが入る、リップの中央裂片は

黄白（同2701）の地色に浅緑黄（同2703）のぼかしが入る、側裂片の色は黄白（同

2701 、紫赤（同9714）の縞斑及び浅緑黄（同2703）のぼかしが入る。花の香りは無、）

開花期は春である。

「フォレストドリーム ワンダフル」と比較して、ラテラル・セパルの先端の形が鈍

形であること、リップの中央裂片の模様の色が浅緑黄であること等で 「エモーショナ、

ルムーン キンリュウ」と比較して、ラテラル・セパルに模様があること、リップの中

央裂片の模様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氏名及び住所又は居所

森田康雄 埼玉県川越市南田島９９９

６ 登録品種の育成をした者の氏名

森田康雄

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、平成元年に育成者の温室（埼玉県川越市）において 「White Dream S、

now Bird」に「Ensyu Yukie」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。

なお、出願時の名称は「ファレノプシス フォレストドリーム ホワイト デイ」で

あった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４８５６号 平成１９年２月２０日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ファレノプシス スーパーマーメイド スプリングスター

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、Doritaenopsis「ハッピーバレンタイン」にPhalaenopsis

lueddemannianaを交配して育成されたものであり、花はセパル及びペタルが淡紫ピンク

の地色に明赤味紫色の点斑及び網斑、リップ中央裂片は鮮赤紫の地色に赤紫色のぼかし

が入る部分抱え反転咲きの中型種である。

株の大きさは中、草姿は横性である。葉の正面の形は広線形、先端の形は鋭先形、横

断面の形はⅢ型、向きは斜上、ねじれは無、幅は76～100㎜、長さは30.1～40cm、表面

の色は暗黄緑である。花序の型は総状、花数は16～25、花型は部分抱え反転、花の横径

及び縦径は7.6～10.0cmである。ドーサル・セパルの正面の形は長楕円形、先端の形は

鋭形、周縁の波打ちは無、ラテラル・セパルの正面の形は長楕円状披針形、先端の形は

鋭形、周縁の波打ちは無である。ペタルの正面の形は広卵形、先端の形は鈍形、周縁の

波打ちは無である。リップ中央裂片の正面の形はⅤ型、横断面の形はⅦ型である。花色

はセパル及びペタルは淡紫ピンク（JHS カラーチャート8902）の地色に明赤味紫（同

8905）の点斑及び網斑が入る、リップの中央裂片は鮮赤紫（同9207）の地色に赤紫（同

9508）のぼかしが入る、側裂片の色は鮮赤紫（同9207）で鮮赤紫（同9507）の胡麻斑が

入る。花の香りは無、開花期は春である。

「ハッピーバレンタイン フルムーン」及び「キヌ ピンクスター Ｍ－３」と比較

して、セパル及びペタルに点斑及び網斑が入ること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

森田康雄 埼玉県川越市南田島９９９

６ 登録品種の育成をした者の氏名

森田康雄

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、昭和59年に出願者の温室（埼玉県川越市）において、Dtps.「ハッピー

バレンタイン」にPhal.lueddemannianaを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖

を行いながら特性の調査を継続し、平成15年にその特性が安定していることを確認して

育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「ドリテノプシス スーパーマーメイド スプリングスター」

であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４８５７号 平成１９年２月２０日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

オドントグロッサム ラホグビー ナイトフッド

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、Odontoglossum「Panise」にOdontioda「Eric Young」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濃赤茶色の点斑、ペタルが明緑黄の地色

に黄白色のぼかし及び濃赤茶色の点斑、リップは黄白の地色に濃赤茶色の点斑が入る大

型種である。

株の大きさは大、草姿は斜上である。ぎ球茎の正面の形は卵形、平面の形は広線形、

溝の有無は無、高さは61～80㎜、長径は51～60㎜である。葉の正面の形は倒披針形、横

断面の形はⅠ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１

枚、下位葉数は４枚である。花序の型は総状、再開花性は無、長さは中、幅はやや狭、

花数は少、花茎の抽出方向は直立、強さは強、花型は部分反転平咲き、距の有無は無、

花の横径はやや大、縦径は大である。ドーサル・セパル正面の形は長楕円形、先端の形

は鈍形、ねじれは無、長さはやや短、幅は中、ラテラル・セパル正面の形は長楕円状披

針形、先端の形は鈍形、ねじれは無、長さ及び幅は中、ペタル正面の形は広卵形、先端

の形は鈍形、ねじれは無、長さはやや短、幅はやや狭である。リップ中央裂片の正面の

形は倒三角形、側裂片の明確度は不明確、先端の形は鈍形、長さはやや短、幅はやや狭

である。花色はセパルは明緑黄（JHS カラーチャート2705）の地色に濃赤茶（同1008）

の点斑、ペタルは明緑黄（同2705）の地色に黄白（同2701）のぼかし及び濃赤茶（同

1008）の点斑、リップは黄白（同2502）の地色に濃赤茶（同1008）の点斑が入る。花の

香りは無、開花期は冬及び春である。

「ラホグビー スターライト」と比較して、ドーサル・セパル正面の形が長楕円形で

あること、セパル及びペタルの点斑の色が濃赤茶であること等で 「レモネード シリ、

ウス」と比較して、セパルの点斑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６年にOdm.「Panise」にOda.「Eric Young」を交配した実生苗を購

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、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１４８５８号 平成１９年２月２０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

ハイビスカス フレミング ウインド

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「アイランド ファイア」を交配して育成され

たものであり、花は花弁基部が濃赤茶色、中央部が鮮橙赤色、ラッパ型の一重咲きで小

輪の鉢物向きの品種である。

樹皮の亀裂の形は平滑、色は灰、枝の粗密は中である。成葉全体の形は卵形、葉身先

端の形は鋭尖形、基部の形は円形、縁の形は鈍鋸歯、葉身の長さは短、幅は狭、新葉表

面の色は暗緑（JHS カラーチャート3716 、成葉表面の色は暗灰緑（同3717 、斑の有無） ）

は無、新葉表面の光沢は中、成葉表面の光沢は弱、毛は無、葉脈の形は掌状型、葉柄の

太さは中、長さは短、色は緑、托葉の形は線状披針形、長さは長である。花冠の向きは

上向き、開き方はラッパ型、タイプは一重咲き、花弁の重なりは重なる、花冠の長径は

小である。つぼみの色は濃赤茶（同0708 、単色・複色の別は二色、複色のタイプはバ）

ンド、バンド１の色は濃赤茶（同0708 、２の色は鮮橙赤（同0706 、脈の明瞭さは明瞭、） ）

バンド１の幅は狭、２の幅は中、花弁全体の形は扇型、ねじれは無、長さは短、幅は中、

数は少、光沢は有である。ずい柱の弁化の有無及び曲がりは無、太さはやや細、長さは

中、色のタイプは二色、基部の色は濃赤茶（同0708 、先端の色は明赤（同）

0406 、先端裂片の数は５裂、花柱枝の色は赤、毛は有、柱頭の色は赤、花糸の長さは）

やや短、色は赤、やくの色は黄である。花柄上部の太さ及び長さは中、色は暗黄緑（同

3508 、花柄下部の太さ及び長さは中、色は暗黄緑（同3508）である。副がく裂片の形）

は狭披針形、副がくの開放の方向はやや接着、色は緑、がく筒の形は鐘形、がく筒の長

さは中、色は淡緑、がく裂片の形態は鋭形、切れ込みは中裂、毛は無、花の香りは無で

ある。

「サマ－レッド」及び「レッドスター」と比較して、葉が卵形であること、花冠の脈

が明瞭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

ヨーダー ブラザーズ社

アメリカ合衆国 オハイオ ４４２０３ バーバートン Ｓ．Ｅ． サードストリ

ート １１５

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ウエンディー アール バーグマン



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年に出願者の温室（アメリカ合衆国）において、出願者所有の育成

系統に「アイランド ファイア」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１４８５９号 平成１９年２月２０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

ハイビスカス ココナッツ ウインド

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「ライト ウインド」を交配して育成されたも

のであり、花は花弁基部が濃赤色、中央部がピンク白色、ラッパ型の一重咲きで小輪の

鉢物向きの品種である。

樹皮の亀裂の形は平滑、色は灰、枝の粗密は中である。成葉全体の形は広卵形、葉身

先端の形は鋭尖形、基部の形は円形、縁の形は鋭鋸歯、葉身の長さはやや短、幅はやや

狭、新葉表面の色は暗黄緑（JHS カラーチャート3509 、成葉表面の色は暗灰緑（同）

3717 、斑の有無は無、新葉表面の光沢は中、成葉表面の光沢は弱、毛は無、葉脈の形）

は掌状型、葉柄の太さは中、長さは短、色は緑褐、托葉の形は線状披針形、長さはやや

長である。花冠の向きは上向き、開き方はラッパ型、タイプは一重咲き、花弁の重なり

は重なる、花冠の長径は小である。つぼみの色は淡黄緑（同3102）の地色に濃赤茶（同

1308）のぼかしが入る、単色・複色の別は二色、複色のタイプはバンド、バンド１の色

は濃赤（同0408 、２の色はピンク白（同0401 、脈の明瞭さは明瞭、バンド１の幅は狭、） ）

２の幅は中、花弁全体の形は扇型、ねじれは無、長さ及び幅は中、数は少、光沢は無で

ある。ずい柱の弁化の有無は無、曲がりは弱、太さ及び長さは中、色のタイプは二色、

基部の色は濃紅（同0108 、先端の色は黄白（同2502 、先端裂片の数は５裂、花柱枝の） ）

色は白、毛は有、柱頭の色はオレンジ、花糸の長さは中、色は淡ピンク、やくの色は黄

である。花柄上部の太さは中、長さはやや短、色は暗黄緑（同3508 、花柄下部の太さ）

及び長さは中、色は暗緑褐（同2710）である。副がく裂片の形は狭披針形、副がくの開

放の方向は接着、色は緑、がく筒全体の形は鐘形、がく筒の長さは中、色は淡緑、がく

裂片の形態は鋭尖形、切れ込みは中裂、毛は無、花の香りは無である。

「ヒノマル」と比較して、葉が広卵形であること、花の単色・複色の別は二色である

こと等で 「クルミクリーム」と比較して、葉が広卵形であること、花のバンド２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 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ヨーダー ブラザーズ社

アメリカ合衆国 オハイオ ４４２０３ バーバートン Ｓ．Ｅ. サードストリ

ート １１５

６ 登録品種の育成をした者の氏名



ウエンディー アール バーグマン

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、1994年に出願者の温室（アメリカ合衆国）において、出願者所有の育成

系統に「ライト ウインド」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、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１４８６０号 平成１９年２月２０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

ハイビスカス ゴールデン ウインド

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「ライト ウインド」を交配して育成されたも

のであり、花は花弁基部が鮮赤橙色、中央部が鮮橙黄色、ラッパ型の一重咲きで小輪の

鉢物向きの品種である。

樹皮の亀裂の形は平滑、色は灰、枝の粗密は中である。成葉全体の形は広卵形、葉身

先端の形は鋭尖形、基部の形は円形、縁の形は全縁、葉身の長さはやや短、幅はやや狭、

新葉表面の色は暗緑（JHS カラーチャート3707 、成葉表面の色は暗緑（同3708 、斑の） ）

有無は無、新葉表面の光沢は弱、成葉表面の光沢は弱、毛は無、葉脈の形は掌状型、葉

柄の太さは中、長さは短、色は緑褐、托葉の形は線状披針形、長さは中である。花冠の

向きは上向き、開き方はラッパ型、タイプは一重咲き、花弁の重なりは重なる、花冠の

長径は小である。つぼみの色は鮮緑黄（同2906 、単色・複色の別は二色、複色のタイ）

プはバンド、バンド１の色は鮮赤橙（同1006 、２の色は鮮橙黄（同2205 、脈の明瞭さ） ）

は明瞭、バンド１の幅は狭、２の幅は中、花弁全体の形は扇型、ねじれは無、長さは短、

幅は中、数は少、光沢は無である。ずい柱の弁化の有無は無、曲がりは弱、太さ及び長

さは中、色のタイプは一色、基部及び先端の色は明橙黄（同2204 、先端裂片の数は５）

裂、花柱枝の色は黄、毛は有、柱頭の色は黄、花糸の長さはやや短、色は黄、やくの色

は黄である。花柄上部の太さは中、長さは短、色は濃黄緑（同3507 、花柄下部の太さ）

及び長さは中、色は暗緑褐（同2909）である。副がく裂片の形は線状披針形、副がくの

開放の方向は接着、色は緑、がく筒の形は鐘形、がく筒の長さは中、色は淡緑、がく裂

片の形態は鋭形、切れ込みは中裂、毛は無、花の香りは無である。

「ハワイアンイエロー」及び「レモンイエロー」と比較して、バンド１の色が鮮赤橙

であること、バンド２の色が鮮橙黄であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ヨーダー ブラザーズ社

アメリカ合衆国 オハイオ ４４２０３ バーバートン Ｓ．Ｅ． サードストリ

ート １１５

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ウエンディー アール バーグマン

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、1994年に出願者の温室（アメリカ合衆国）において、出願者所有の育成

系統に「ライト ウインド」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、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１４８６１号 平成１９年２月２０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

ブーゲンビレア マイクロミニドール

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、品種名不詳の品種の枝変わりであり、樹姿は直立性、開花期の苞は明赤

紫色の鉢物向きの品種である。

樹姿は直立性、枝の太さは中、色は緑褐、分枝性は粗、節間長は短である。葉身全体

の形は広卵形、先端の形は鋭尖形、基部の形は円形、葉縁の形は全縁、葉身長はやや短、

幅はやや狭、表面の色は緑、斑の有無は無、葉柄の色は淡緑、刺の有無は無である。花

房の大きさは小、粗密は中、花序の幅はやや狭、高さはやや低である。苞の数は中、全

体の形は卵形、先端の形は突形、基部の形は心形、縁片の形は全縁、波打ちは有、反り

は外反、長さは短、幅は狭である。苞の色の発現は単色型、幼苞の色は濃ピンク（JHS

カラーチャート 0413 、開花期及び後期の苞の色は明赤紫（同9206 、苞の模様の有無） ）

は無、小花の長さは及び幅は中、色は黄白、花数は中、小花数は３、花の香りは無であ

る。

「ミセスバット」と比較して、樹姿が直立性であること、節間長が短いこと、開花期

の苞の色が明赤紫であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジッポー 静岡県磐田市東貝塚８０番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

服部一夫

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（静岡県磐田市）において、栽培中の品種名不

詳の品種の中から枝変わりを発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、12年

にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「マイクロブーゲン」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４８６２号 平成１９年２月２０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

ポインセチア エッカルガー

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「エッカディレ」にＸ線照射して得られた変異株であり、樹高はかなり、

低、ほうは鮮赤色の卵形で、数が少の中生種である。

分枝性は有、分枝の多少はやや少、樹高はかなり低である。茎の色は帯赤、色の程度

は強である。葉身の長さ及び幅は中、形は卵形、基部の形は切形、色数は１、緑の程度

は濃、表面の主脈の色は帯赤、葉身周縁の切れ込みの多少は無又は極少、切れ込みの深

さはかなり浅である。葉柄の長さはやや長、太さは太、上部の色は赤、色の程度はやや

強、下部の色は帯赤、色の程度はやや強である。部分着色葉及び完全着色葉の数は少で

ある。ほうの数は少、長さはやや長、幅はやや狭、周縁の切れ込みの多少はかなり少、

深さは浅、ほうの形は卵形、基部の形は円形、表面の色数は１、色の分布模様は均一、

表面の色は鮮赤（JHS カラーチャート0407 、裏面の色は赤（同0415 、主脈からの曲が） ）

りは有、湾曲及びねじれは無、葉脈間のしわの強さは弱である。集散花序の幅は狭であ

る。密腺の大きさはやや小、色は黄色、周縁の赤色の着色は淡である。開花の早晩性は

中である。

「エカディレ」と比較して、ほうの表面の色が鮮赤であること等で 「エッケズポイ、

ント フリーダム」と比較して、葉身及びほうの周縁の切れ込みが浅いこと等で区別性

が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０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

ルース コバヤシ

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、2000年に育成者の温室（アメリカ合衆国）において 「エッカディレ」、

にＸ線照射して得られた変異株の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継

続し、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１４８６３号 平成１９年２月２０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

しゃくやく 多摩の瑞雲（たまのずいうん）

３ 登録品種の特性の概要

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

花は明赤紫色で半バラ咲きの切り花向きのやや大輪花である。

草型は直立性、草丈は低、茎の太さはやや太、茎葉の毛の多少は無、どん芽の形は筆

状、色は赤、節間長は中である。複葉の形は２回３出、小葉の形は丸葉、葉の大きさ、

色及び光沢は中、葉先の垂れは立ちである。花形は半バラ咲き、花の大きさはやや大、

開花始時の花色及び満開時の花色は明赤紫（JHSカラーチャート 9508 、ぼかしの有無）

は有、絞りの有無並びに程度は無である。花弁先端の形は丸形、長さはやや長、幅は中、

数は多、雌しべの有無並びに多少はかなり少、状態は小型、柱頭の色は桃色、雄しべの

有無並びに多少は多である。花首の太さはやや太、長さ及びアントシアニンによる着色

は中、花の香りは弱である。発芽の早晩性及び開花の早晩性は早である。

「花香殿」と比較して、半バラ咲きであること、満開時の花色が明赤紫であること、

雌しべが少ないこと等で 「紅手毬」と比較して、半バラ咲きであること、雌しべが小、

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

土方照康 東京都府中市白糸台六丁目２８番地２号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

土方照康

７ 出願公表の年月日 平成１８年７月１３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、昭和43年に育成者のほ場（東京都調布市）において 「花香殿」に育成、

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

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

ある。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４８６４号 平成１９年２月２０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

ブバルディア グリーンサマー

３ 登録品種の特性の概要

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

黄緑の地色に 濃黄味緑色のぼかしが入る一重咲で、小輪の切花向きの品種である。

樹姿は直立である。茎の太さは中、色は淡緑、硬さ、分枝性及び節間長は中である。

葉枚数は２枚、葉身全体の形は卵形、先端の形は鋭形、基部の形は鈍形、葉縁の形は全

縁、葉身の曲がりは平、波打は弱、長さ及び幅は中、成葉表面の色は暗緑(JHS カラー

チャート3716)、光沢は弱、表面及び裏面の毛は少である。つぼみの色は淡黄緑(同

3102)の地色に濃黄味緑(同3711)のぼかしが入り、花房の長径、短径及び高さは中であ

る。花のタイプは一重咲、大きさは小、花筒中間部の太さは中、長さは短、色は淡黄緑

(同3102 、単色・複色の別は複色、複色のタイプはぼかしである。花弁の地色は淡黄緑）

（同3102 、花弁の２次色は濃黄味緑（同3711 、花弁全体の形は広卵形、曲がりは内曲、） ）

長さはやや短、幅は中、数は４枚である。１花房の花数はやや多、花の香りは弱、開花

始期は中である。

「ロイヤルダフネオールホワイト」と比較して、つぼみ及び花弁が淡黄緑の地色に濃

黄味緑色のぼかしが入ること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ブバルディアクエケライ デ ヨン Ｖ．Ｏ．Ｆ．

オランダ王国 ２３７１ＡＭ ルーロファールンスウェイン フローラウェッヒ

６７

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ジョン Ｍ．Ｆ．デ ヨン

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、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１４８６５号 平成１９年２月２０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

ブバルディア デヨングズダイヤモンドライトピンク

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、花は淡

紫ピンクの地色に鮮紫赤の目が入る八重咲で、やや小輪の鉢物向きの品種である。

樹姿は開張である。茎の太さは中、色は緑褐、硬さ及び分枝性は中、節間長はやや短

である。葉枚数は２枚、葉身全体の形は卵形、先端の形は鋭形、基部の形は円形、葉縁

の形は全縁、葉身の曲がりは平、波打は中、長さは短、幅は狭、成葉表面の色は暗黄緑

(JHS カラーチャート3509)、光沢は弱、表面及び裏面の毛は無である、つぼみの色は淡

紫ピンク(同9502)である。花房の長径及び短径は小、高さは低である。花のタイプは八

重咲、大きさはやや小、花筒中間部の太さはやや太、長さは短、色は淡紫ピンク(同

9501 、単色・複色の別は複色、複色のタイプは目である。花弁の地色は淡紫ピンク）

（同9502 、花弁の２次色は鮮紫赤（同9707 、花弁全体の形は広卵形、曲がりは内曲、） ）

長さは短、幅は中、数は10枚以上、花の香りは無、開花始期は中である。

「ロイヤルダフネレッド」及び「ロイヤルダフネ」と比較して、花が八重咲であるこ

と、花弁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

ブバルディアクエケライ デ ヨン Ｖ．Ｏ．Ｆ．

オランダ王国 ２３７１ＡＭ ルーロファールンスウェイン フローラウェッヒ

６７

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ジョン Ｍ．Ｆ．デ ヨン

７ 出願公表の年月日 平成１８年２月１５日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2001年に出願者の温室（オランダ王国）において、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、2003年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「ダイヤモンドライトピンク」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４８６６号 平成１９年２月２０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

ブバルディア デヨングズダイヤモンドレッド

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

橙赤の半八重咲で中輪の鉢物向きの品種である。

樹姿は直立である。茎の太さは中、色は紫褐、硬さ及び分枝性は中、節間長はやや短

である。葉枚数は２枚、葉身全体の形は卵形、先端の形は鋭形、基部の形は鈍形、葉縁

の形は全縁、葉身の曲がりは平、波打は弱、長さは中、幅は狭、成葉表面の色は暗黄緑

(JHS カラーチャート3509)、光沢は弱、表面及び裏面の毛は無である。つぼみの色は濃

ピンク(同0413)である。花房の長径及び短径は小、高さは低である。花のタイプは半八

重咲、大きさは中、花筒中間部の太さはやや太、長さは短、色は紫赤(同9708 、単色・）

複色の別は単色である。花弁の地色は鮮橙赤（同0706 、花弁全体の形は広卵形、曲が）

りは外曲、長さは短、幅は中、数は５～９枚、花の香りは無、開花始期は中である。

「ロイヤルダフネレッド」及び「ロイヤルダフネ」と比較して、花が半八重咲である

こと、単色であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ブバルディアクエケライ デ ヨン Ｖ．Ｏ．Ｆ．

オランダ王国 ２３７１ＡＭ ルーロファールンスウェイン フローラウェッヒ

６７

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ジョン Ｍ．Ｆ．デ ヨン

７ 出願公表の年月日 平成１８年２月１５日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2000年に出願者の温室（オランダ王国）において、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、2003年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「ダイヤモンドレッド」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４８６７号 平成１９年２月２０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

クロトン イエローウルマ オキナワ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、自然交雑実生の枝変わりであり、樹形は直立性、葉形のタイプは長葉、

新葉は濃黄緑色に明黄色の掃き込み斑、成葉は暗緑色に明黄色の掃き込み斑が入る鉢物

向きの品種である。

樹形は直立性、樹高はやや高である。枝の色は黄緑、分枝性は密、節間長は中である。

葉の展開状態は斜上、葉形のタイプは長葉、異葉性、角の有無及び飛葉の出現性は無、

葉身全体の形は長楕円形、先端の形は鋭尖形、基部の形は鋭形、波打ちは弱、ねじれは

無、曲がりは平、そりの有無は有（上部 、凹凸は弱、葉縁の分裂程度は無、葉身長は）

中、幅はやや狭、厚さは中である。新葉の色は濃黄緑（JHSカラーチャート3307 、成葉）

表面の色は暗緑（同3708 、裏面の色は穏黄緑（同3514 、新葉及び成葉の斑の有無は有、） ）

）、変化性は無、鮮明さは鮮明、種類数は１種、タイプは掃き込み斑、色は明黄（同2505

葉脈の色は暗黄緑（同3508 、葉の光沢は強、葉表面及び裏面の毛は無、葉柄の太さ及）

び長さは中、基部、中部及び上部の色は橙である。

「かりゆし」と比較して、葉形のタイプが長葉であること、葉身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 ３０年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

仲座威 沖縄県うるま市字喜屋武５４番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

仲座威

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８年に育成者の所有地（沖縄県うるま市）において、自然交雑実生

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、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。

なお、出願時の名称は「イエローサン オキナワ」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４８６８号 平成１９年２月２０日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

いぬまき 匝瑳（そうさ）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、在来のいぬまきの枝変わりから選抜したものであり、樹形が単幹状で新

梢の色が赤褐となる庭園木、緑化木及び鉢物向きの品種である。

樹形は単幹状、高さは低木である。通直性は直、完満性は中間、樹皮の色は穏黄緑

(JHS カラーチャート7513)、き裂紋様は荒波である。新梢の色は赤褐（同0710)、２年

、枝の色は穏黄緑（同3513)である。葉の全形は線形、先端の形は鋭頭、断面の形は扁平

基部の形は鋭形、長さは短、幅は中、新梢の葉色は赤褐（同0710)、葉の斑の発生位置

は無である。性別は雌、雌花の色は濃黄緑（同3106)である。種子の形は楕円形、果托

の形は円筒形である。発根性は中、自然落枝性は難である。

「紅くじゃく」と比較して、新梢及び新梢の葉の色が赤褐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 ３０年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

川口健一 千葉県匝瑳市平木８６１４番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

川口健一 川口和繁 富久正夫

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、昭和30年に育成者の住宅地（鹿児島県熊毛郡南種子町）において、在来

のいぬまきの中から枝変わりを発見し、平成14年から育成者のほ場（千葉県匝瑳市）に

おいて選抜、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「太陽」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４８６９号 平成１９年２月２０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

アサリナ ロホスペルマム×アサリナ エルベセンス サンアサロ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「サンアサワレ」の自殖実生から選抜して育成されたものであり、花は、

赤紫色で複色が黄白、下唇弁突起が白色となる、鉢物及び花壇向き品種である。

茎の太さはやや細、茎の色は赤紫、節間長はやや短である。葉形は五角形、葉縁切れ

込みの形は鋸歯状、葉表面の色は緑、葉身長はやや短、葉身幅は中、葉柄長はやや短、

葉柄巻付きの程度は強である。花形はⅡ型、花の長さは長、横径はやや広、縦径は中、

花色は赤紫（JHS カラーチャート9508 、花の複色は黄白（同3302 、上唇弁先端の形は） ）

Ⅰ型、反りは外、下唇弁中央裂片の形はⅠ型、下唇弁の重なりは離、反りは外、下唇弁

突起の形はⅠ型、色は白、花冠筒部の長さは長、幅はやや広、外面の色は赤紫（同

9508 、模様はぼかし、外面の複色は黄白（同3302 、がくの長さはかなり長、幅は中、） ）

色は淡緑である。早晩性は中である。

「レッドドラゴン」と比較して、花色が赤紫であること、下唇弁中央裂片の形がⅠ型

、 、であること、下唇弁が離れていること等で 「アサリナ ロホスペルマム」と比較して

葉形が五角形であること、花色が赤紫であること、下唇弁の反りが外であること等で区

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

四方康範 宮崎潔

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年に出願者の農場（滋賀県東近江市）において「サンアサワレ」

を自殖し、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１４８７０号 平成１９年２月２０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

アルテルナンテラ ポリゲンス 千日小鈴（せんにちこすず）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「千日小坊」と育成者所有のAlternanthera porrigensの育成系統を相互、

交配して育成されたものであり、草型は横張型、草丈はやや低で花穂の形は円筒形、色

は濃赤紫で頂部に緑白が入る切花及び鉢物向きの品種である。

草型は横張型、草丈はやや低である。茎の太さはやや細、色は黄緑、アントシアニン

の発現の有無は無、毛の有無は有、節間長はかなり長である。葉形は卵形、葉の先端の

形は鋭形、基部の形は鈍形、葉長はやや短、葉幅はやや狭、表面の色は淡緑、裏面の色

は黄緑、表面のアントシアニンの発現の有無は無、毛の有無は有である。花穂の着生位

置は頂部、形は円筒形、長さ及び幅は中、色は濃赤紫 (JHS カラーチャート9209)で頂

部が緑白（同3701 、数はやや少、一花穂における小花穂の数は中である。）

「千日小坊」及びA.Porrigensと比較して、草型が横張型であること、葉形が卵形で

あること、花穂の色が濃赤紫（同9209)で頂部が緑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氏名及び住所又は居所

角田ミサコ 愛知県一宮市萩原町萩原１９８番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

角田ミサコ 安藤和宏 西川公一郎 西川路

７ 出願公表の年月日 平成１８年１０月２５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（愛知県一宮市）において 「千日小坊」と育、

成者所有のA.porrigensの育成系統を相互交配し、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１４８７１号 平成１９年２月２０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

アルテルナンテラ ポリゲンス 千日小雪（せんにちこゆき）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「千日小坊」と出願者所有のAlternanthera porrigensの育成系統を相互、

交配して育成されたものであり、草型は中間型、草丈は中で、花穂の形は円錐形、色は

緑白の切花、鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は中間型、草丈は中である。茎の太さは中、色は淡緑、アントシアニンの発現の

有無及び毛の有無は有、節間長はかなり長である。葉形は長楕円形、葉の先端の形は突

形、基部の形はくさび形、葉長はやや短、葉幅は狭、表面の色は緑、裏面の色は黄緑、

表面のアントシアニンの発現の有無は無、毛の有無は有である。花穂の着生位置は頂部、

） 、形は円錐形、花穂の長さは中、幅は広、色は緑白 (JHS カラーチャート3501 、数は中

一花穂における小花穂の数は中、開花期は極晩である。

「千日小坊」及びA.porrigensと比較して、葉形が長楕円形であること、花穂の色が

緑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氏名及び住所又は居所

角田ミサコ 愛知県一宮市萩原町萩原１９８番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

角田ミサコ 安藤和宏 西川公一郎 西川路

７ 出願公表の年月日 平成１８年１０月２５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（愛知県一宮市）において 「千日小坊」と育、

成者所有のA.porrigensの育成系統を相互交配し、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１４８７２号 平成１９年２月２０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

アルテルナンテラ ポリゲンス 千日小夏（せんにちこなつ）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「千日小坊」に出願者所有のAlternanthera porrigensの育成系統を相互、

交配して育成されたものであり、草型は立ち型、草丈はやや高、花穂の形は円筒形、色

は濃赤紫で頂部が黄白の切花、鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は立ち型、草丈はやや高である。茎の太さはやや太、色は黄緑、アントシアニン

の発現の有無は無、毛の有無は有、節間長は極長である。葉形は楕円形、葉の先端の形

は微突形、基部の形は鈍形、葉長はやや長、葉幅は広、表面の色は濃緑、裏面の色は淡

緑、表面のアントシアニンの発現の有無は無、毛の有無は有である。花穂の着生位置は

頂部、形は円筒形、長さは中、幅はやや広、色は濃赤紫(JHS カラーチャート9209)で頂

部が黄白（同3101 、数はやや少、一花穂における小花穂の数）

「千日小坊」及びA.porrigensと比較して、葉の表面の色が濃緑であること、花穂の

色が濃赤紫(同9209）で頂部が黄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氏名及び住所又は居所

角田ミサコ 愛知県一宮市萩原町萩原１９８番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

角田ミサコ 安藤和宏 西川公一郎 西川路

７ 出願公表の年月日 平成１８年１０月２５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（愛知県一宮市）において 「千日小坊」と育、

成者所有のA.porrigensの育成系統を相互交配し、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１４８７３号 平成１９年２月２０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

エボルブルス グロメラツス アメリカンホワイト

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「Ｅvolvoulus glomeratus」の変異株であり、草丈は中、花は淡紫色で、

Ⅰ型の鉢物及び花壇向きの品種である。

草丈は中である。茎の長さ、太さ及び節間長は中、色は紫である。葉形は長楕円形、

先端の形は円形、基部の形は鈍形、葉身長及び葉幅は中、表面の色は緑、表面のアント

シアニンの着色の有無及び斑の有無は無、葉柄の色は淡緑である。花形はⅠ型、花の直

径はやや小、花の高さはやや低、花弁数は５、花弁の表面の地色は淡紫(JHS カラーチ

ャート8602 、花弁表面の接合部の有無及び花弁の表面の複色の有無は無、目の大きさ）

は小、目の色は白、目の周りの着色の有無は無、花筒部の長さはやや短、花筒部の幅は

やや狭、がく片の形は披針形、がくの長さはやや短、がくのアントシアニン着色の程度

はやや淡である。

「Ｅ．glomeratus」と比較して、花弁の表面の地色が淡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

有限会社アサミグリーンプランツ 埼玉県鴻巣市屈巣４１７９番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

朝見良治 小河原正純 飯塚勝志

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11年に育成者の温室（埼玉県北埼玉郡川里町）において 「Ｅ．glo、

meratus」の変異株を発見し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の

調査を継続し、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１４８７４号 平成１９年２月２０日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

スカエウォラ アエムラ スパークリングファン

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「パープルファン」の枝変わりであり、花は黄白色で浅青味紫色の条が、

入る鉢物及び花壇向きの品種である。

草型はⅡ型、草丈は極高、株幅はやや狭である。茎長及び節間長は中、茎の太さはや

や太、色は淡緑、アントシアニン着色の有無及び程度は中、分枝性はやや少である。葉

形はへら形、葉長は長、葉幅は広、葉縁の形は鋸葉、葉縁の鋸歯の粗密は中、葉の色は

緑、アントシアニン着色の有無及び程度は無又は極淡である。花の向きは水平、花弁の

形は長楕円形、先端の形は微突形、花の横径、花弁の長さ及び幅は中、花弁の色は黄白

（JHS カラーチャート2901 、模様の種類は中央の条、模様の色は浅青味紫（同8304 、） ）

裏面及び中肋の色は青紫、花喉部の色は黄緑、花筒部の長さはやや長、太さは中、内面

及び外面の色は黄緑、花の香りは無である。

「ブルーワンダー」と比較して、花弁の色が黄白であること、模様があること等で区

別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

アウトバック プランツ ＰＴＹ．ＬＴＤ．

オーストラリア国 ヴィクトリア ３９７７ クランボーン ギプスランド ハイ

ウェイ １９７５ Ｓｔｈ

６ 登録品種の育成をした者の氏名

キム スミス

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、1999年に育成者の温室（オーストラリア国）において 「パープルファ、

ン」の枝変わりを発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、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１４８７５号 平成１９年２月２０日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ステラ グランディフロラ ヤゲマグ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の無名品種どうしを交配して育成されたものであり、草姿は

直立型、花は鮮赤味紫色で暗赤紫色の目が入る中型の鉢物及び花壇向きの品種である。

草姿は直立型、草丈はやや高である。茎の長さは短、太さはやや細、アントシアニン

の発現の程度は無、分枝性は少、節間長は短である。葉形は広卵形、葉の基部の形は鋭

形、葉縁の形は欠刻、葉長は短、葉幅は狭、葉柄の長さは短、葉の色は緑、斑の有無は

無である。花の咲き方は平形、花径は中、花筒長は短、花の地色は鮮赤味紫(JHSカラー

チャート8906 、花色模様の種類は目が入り、色は暗赤紫（同9210 、花冠裂片の形は長） ）

楕円形、花筒部の形は漏斗状、花冠裂片の長さはやや長、幅はやや広、花冠裂片数は５、

がくの形は長楕円形、長さは中、色は緑、花柄の長さは中、花数は少、花の香りの有無

は無である。

「ピンクスター」と比較して、花の地色が鮮赤味紫で暗赤紫の目が入ること等で区別

性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

松井識樹 奈良県葛城市北道穂２４５番地１

６ 登録品種の育成をした者の氏名

フレデリック イェイツ

７ 出願公表の年月日 平成１５年９月８日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1998年に育成者のほ場（連合王国）において、育成者所有の無名品種ど

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

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１４８７６号 平成１９年２月２０日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ステラ ハイブリッド ダンコプゴリーブ

３ 登録品種の特性の概要

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

であり、草姿は水平型、花は浅青味紫色でかなり小型の鉢物及び花壇向きの品種である。

草姿は水平型、草丈はかなり低である。茎の長さは短、太さはやや細、アントシアニ

ンの発現の程度は中、分枝性は極少、節間長は短である。葉形は広卵形、葉の基部の形

は心形、葉縁の形は鈍鋸歯、葉長は短、葉幅はかなり狭、葉柄の長さはかなり短、葉の

色は淡緑、斑の有無は無である。花の咲き方は平型、花径はかなり小、花筒長はかなり

短、花の地色は浅青味紫（JHS カラーチャート8303 、花色模様の種類は単一、花冠裂）

片の形は倒卵形、花筒部の形は漏斗状、花冠の波状程度は平、花冠裂片の長さはやや短、

幅は狭、花冠裂片数は５、がくの形は線形、長さは短、色は淡緑、花柄の長さはやや短、

花数はかなり少、花の香りの有無は無である。

「ハステラ」と比較して、葉形が広卵形であること、花冠の波状の程度が平であるこ

と等で 「モゴト」と比較して、茎が短いこと、葉の色が淡緑であること等で区が認め、

られる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ダンジガー ダン フラワー ファーム

イスラエル国 モシャブ ミシマ ハシバ ５０２９７

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ガブリエル ダンジガー

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、2001年に育成者のほ場（イスラエル国）において、育成者所有の育成系

統の自然交雑実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2003年

にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４８７７号 平成１９年２月２０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

ネメシア ハイブリッド ティンガリン

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、Nemesia versicolorに（Nemesia lilacina×Nemesia strumosa）を交配

して育成されたものであり、草姿は中間、花は黄白色の鉢物向きの品種である。

草姿は中間、草丈はやや低、茎の太さは細、毛は有、分枝数はかなり少である。葉形

は卵形、葉縁の形は鋸歯状、鋸歯の深さは深、葉身長は短、幅はやや狭、色はやや濃緑、

角度は水平、葉柄は有である。花房形成は有、花房径及び１花房の花数は中、花の向き

は斜上、縦の長さは短、横の幅は狭、上唇弁の後ろへの反りは無、裂片の先端部の形は

鋭形、地色及び基部の色は黄白（JHS カラーチャート2901 、模様は無、下唇弁の形は）

中間型、切れ込みは無、色は黄白（同2901 、基部の突起部の色は浅緑黄（同2703 、模） ）

様は無、距の長さは短、花の香りは無である。

「イノセンス」及び「シュガーガール」と比較して、葉形が卵形であること、下唇弁

の切れ込み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氏名及び住所又は居所

ヘルムート ウンガー

ドイツ連邦共和国 Ｄ－７９６１８ ラインフェルデン ラインタルシュトラッセ

７０

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ヘルムート ウンガー

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、1994年に育成者の温室（ドイツ連邦共和国）において、N. versicolor

に(N. lilacina×N. strumosa）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１４８７８号 平成１９年２月２０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

ネメシア ハイブリッド イントライゴールド

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、イノバ プラント社所有の無名実生種どうしを交配して育成されたもの

であり、草姿は開張性、花は上唇弁が明黄色で下唇弁が鮮黄色の鉢物及び花壇向きの品

種である。

草姿は開張性、草丈はやや低、茎の太さは中、毛は無、分枝数は中である。葉形は披

針形、葉縁の形はとげ状、葉身長は中、幅はやや狭、色は緑、角度は上、葉柄は無であ

る。花房形成は有、花房径及び１花房の花数は中、花の向きは斜上、縦の長さはやや長、

横の幅は中、上唇弁の後ろへの反りは無、裂片の先端部の形は円形、色は明黄（JHS カ

ラーチャート2506 、基部の色は黄白（同2502 、模様は有、種類は条、色は鮮青紫（同） ）

8005 、下唇弁の形は中間型、切れ込みはやや深、色は鮮黄（同2507 、基部の突起部の） ）

色は鮮橙黄（同2205 、模様は無、距の長さはかなり短、花の香りは有、開花の早晩性）

は中である。

「パステルビューティフルズ イエロー」と比較して、草姿が開張性であること、上

唇弁の模様の色が鮮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

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

シルビア ホフマン

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、2001年にイノバ プラント社の温室（ドイツ連邦共和国）において、同

社所有の無名実生種どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら

特性の調査を継続し、2003年にその特性が安定していることを確認して育成を完了した

ものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４８７９号 平成１９年２月２０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

ネメシア ハイブリッド イントライホワイ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、イノバ プラント社所有の無名実生種どうしを交配して育成された品種

であり、草姿は開張性、花は黄白色で鉢物及び花壇向きの品種である。

草姿は開張性、草丈はやや低、茎の太さは中、毛は有、分枝数は少である。葉形は披

針形、葉縁の形は鋸歯状、鋸歯の深さは浅、葉身長はやや短、幅はやや狭、色は緑、角

度は水平、葉柄は無である。花房形成は有、花房径はやや小、１花房の花数はやや少、

花の向きは斜上、縦の長さ及び横の幅は中、上唇弁の後ろへの反りは無、裂片の先端部

の形は円形、色は黄白（JHS カラーチャート2902 、模様は有、種類は条、色は濃赤紫）

（同9209 、下唇弁の形は中間型、切れ込みは中、色は黄白（同2902 、基部の突起部の） ）

色は明黄（同2506 、模様は無、距の長さはやや長、花の香りは無、開花の早晩性は中）

である。

「ネメシアメロウ コンパクトホワイト」と比較して、草姿が開張性であること、上

唇弁の模様が有ること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 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

シルビア ホフマン

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、2001年にイノバ プラント社の温室（ドイツ連邦共和国）において、同

社所有の無名実生種どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら

特性の調査を継続し、2003年にその特性が安定していることを確認して育成を完了した

ものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４８８０号 平成１９年２月２０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

ネメシア ハイブリッド イントライレッド

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、イノバ プラント社所有の無名実生品種どうしを交配して育成された品

種であり、草姿は開張性、花は鮮赤色で鉢物、花壇向きの品種である。

草姿は開張性、草丈はやや低、茎の太さはやや太、毛は無である。葉形は披針形、葉

縁の形はとげ状、鋸歯の深さは、葉身長は中、幅はやや狭、色は緑、角度は上、葉柄は

無である。花房形成は有、花房径は中、１花房の花数はやや少、花の向きは上向き、縦

の長さはやや長、横の幅は中、上唇弁の後ろへの反りは無、裂片の先端部の形は円形、

先端及び基部の色は鮮赤（JHS カラーチャート0407 、模様は有、種類は条、色は灰赤）

（同0419 、下唇弁の形は中間型、切れ込みはやや深、色は鮮赤（同0407 、基部の突起） ）

部の色は濃赤（同0409 、模様は無、距の長さはかなり短、花の香りは無、開花の早晩）

性は中である。

「ネメシアメロウ マイハニー」と比較して、草姿が開張性であること、葉縁の形が

とげ状であること、唇弁の色が鮮赤であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 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

シルビア ホフマン

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、2001年にイノバ プラント社の温室（ドイツ連邦共和国）において、同

社所有の無名実生品種どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いなが

ら特性の調査を継続し、2003年にその特性が安定していることを確認して育成を完了し

たものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１４８８１号 平成１９年２月２０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

プレクトランツス ハイブリッド サチャ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、Plectranthus ciliatus「EASY GOLD」に育成者所有の育成系統を交配し

て育成されたものであり、葉は浅黄の地色に穏緑色の中斑が入る鉢物及び花壇向け品種

である。

草姿は斜上、茎長はかなり短、横断面の形は丸味のある四角形、太さは細、色は帯紫、

毛じの多少は多、色は紫、一次分枝数は少、節間長は短である。葉身の形は卵形、葉縁

の形は小円鋸歯、葉身長はやや短、葉身幅はやや狭、表面の色数は２色、地色は浅黄、

模様の形は中斑、模様の色は穏緑（JHS カラーチャート4006）及び穏緑（同3712 、光）

沢の有無は無、裏面の色は浅黄、アントシアニンの有無は有、葉脈の隆起の程度は明瞭、

葉質は薄い多肉葉、裏面の毛じの有無は無、葉柄の長さは短、葉の香りは無である。

P.discolor「グリーン・アンド・ゴールド」と比較して、葉の地色が浅黄であること

等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

松井識樹 奈良県葛城市北道穂２４５番地１

６ 登録品種の育成をした者の氏名

レイモンド フッバード リチャード ハーネット

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（連合王国）において、P.ciliatus「EASY GOL

D」に育成者所有の育成系統を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いなが

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

たものである。


