
１ 品種登録の番号及び年月日 第１４９９９号 平成１９年３月１５日

２ 登録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 イクヒカリ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「越南１４８号」に「北陸１４８号 （後の「どんとこい ）を交配して、 」 」

育成されたものであり、育成地（福井県福井市）における成熟期は中生、稈の長さが中、

穂発芽性が難の粳品種である。

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

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

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

茸の多少は中、穎色は黄白、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

芒の長さは極短、芒の分布は先端のみである。籾1000粒重、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

成熟期は中生である。障害型耐冷性はやや弱、穂発芽性は難、耐倒伏性は強、脱粒性は

難である。いもち病抵抗性推定遺伝子型はＰｉ－ｔａ ，ｉ、穂いもち及び葉いもちほ２

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（＋ 、萎縮病抵抗性品種群別及びツマグロヨコバイ）

抵抗性品種群別は感受性群、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４型、蛋白質含量は低である。

「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－ｔａ ，ｉであること等で 「キヌヒカリ」と比較して、穂発芽性が２ 、

難であること、いもち病抵抗性推定遺伝子型がＰｉ－ｔａ ，ｉであること等で区別性２

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

福井県 福井県福井市大手３丁目１７番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

堀内久満 冨田桂 寺田和弘 田中勲 小林麻子 田野井真 見延敏幸 山本明志

古田秀雄 篠山治恵 池田郁美 鹿子嶋力 青木研一 正木伸武 南忠員 杉本明

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２年に福井県農業試験場（福井市）において 「越南１４８号」に、

「北陸１４８号 （後の「どんとこい ）を交配し、５年に雑種第４代で個体選抜を行い、」 」

以後、固定を図りながら特性の調査を継続し、16年にその特性が安定していることを確

認して育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１５０００号 平成１９年３月１５日

２ 登録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 みやゆたか

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「南海１３３号」に「西海２１５号 （後の「柔小町 ）を交配して育成、 」 」

されたものであり、育成地（宮崎県宮崎郡佐土原町）における成熟期は晩生、稈の長さ

がやや短、耐倒伏性がやや強の半糯品種である。

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

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

さ及び穂数は中、穂の抽出度は概ね抽出（穂軸の一部も 、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）は黄、護穎の長

さは中、色は黄白、穎のフェノール反応及び芒は無である。籾1000粒重、玄米の長さ及

び幅は中、形は半円、色は白、香りは無又は極弱である。胚乳の型は半糯、出穂期（50

％出穂）及び成熟期は晩生である。穂発芽性は易、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－ａ、穂いもちほ場抵抗性は中、葉いもちほ場

抵抗性はやや弱、白葉枯病ほ場抵抗性はやや強、しま葉枯病抵抗性品種群別は日本水稲

型（＋）である。胚乳のアミロース含量は３型、蛋白質含量は中である。

「柔小町」と比較して、出穂期が晩いこと等で 「ユメヒカリ」と比較して、胚乳の、

型が半糯であること、胚乳のアミロース含量が３型であること、いもち病抵抗性推定遺

伝子型がＰｉ－ａであること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

宮崎県 宮崎県宮崎市橘通東２丁目１０番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

加藤浩 吉岡秀樹 井場良一 上田重英 堤省一朗 三枝大樹 若杉佳司 中原孝

博 竹田博文 山下浩 滝田正 川口満 永吉嘉文 荒砂英人

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年に宮崎県総合農業試験場（宮崎郡佐土原町）において 「南海、

１３３号」に「西海２１５号 （後の「柔小町 ）を交配し、８年に雑種第４代で個体選」 」

抜を行い、以後、固定を図りながら特性の調査を継続し、16年にその特性が安定してい

ることを確認して育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１５００１号 平成１９年３月１５日

２ 登録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 ミナミユタカ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「モーれつ」の種子にγ線を照射して育成されたものであり、育成地、

（宮崎県宮崎郡佐土原町）における成熟期は晩生、稈の長さが極長、脱粒性が難の飼料

向きの粳品種である。

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

又は極少、葉の緑色の程度は淡緑、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、穂数はやや少、穂の抽出度は抽出（穂だけ 、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）は赤、護穎の長さは

中、色は黄白、穎のフェノール反応は有、着色は中、芒は無である。玄米の長さは長、

幅は狭、形は紡錘形、色は白、香りは弱である。胚乳の型は粳、出穂期（50％出穂）及

び成熟期は晩生である。穂発芽性は易、耐倒伏性は極強、脱粒性は難である。穂いもち

及び葉いもちほ場抵抗性は強、しま葉枯病抵抗性品種群別は外国稲型（St ）である。2
i

胚乳のアミロース含量は６型である。

「モーれつ」と比較して、脱粒性が難であること等で 「ユメヒカリ」と比較して、、

稈が長いこと、外穎先端の色（ふ先色）が赤であること、脱粒性が難であること等で区

別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

宮崎県 宮崎県宮崎市橘通東２丁目１０番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

加藤浩 吉岡秀樹 井場良一 上田重英 堤省一朗 三枝大樹 若杉佳司 中原孝

博 竹田博文

７ 出願公表の年月日 平成１７年６月２３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成13年に独立行政法人生物資源研究所（茨城県常陸大宮市）において、

「モーれつ」の種子にγ線を照射し、宮崎県総合農業試験場（宮崎郡佐土原町）におい

て、14年に処理第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、

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１５００２号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

はとむぎ はとゆたか

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「Ｆ６－２２ （後の「東北1号 ）に「奥羽４号」を交配して育成された、 」 」

ものであり、草丈が短、育成地（岩手県盛岡市）における成熟期がやや早の茶用向きの

糯品種である。

草丈は短である。稈径及び葉身の長さは中、葉身色は無、葉鞘色は淡褐、葉鞘のろう

質は有である。柱頭色は白、鞘状苞数及び着粒層は中である。粒重は中、粒の形は長楕

円、色は茶褐、殻の硬さは軟である。年生は一年生、粳又は糯別は糯、出穂期は早、成

熟期はやや早、茎数及び耐倒伏性は中、脱粒性は易、子実歩留は中である。葉枯病抵抗

性はやや弱、蛋白質はやや高、脂質は中である。

「はとじろう」と比較して、着粒層が広いこと、粒の色が茶褐であること等で 「中、

里在来」と比較して、粒の形が長楕円であること、粒の色が茶褐であること等で区別性

が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構

茨城県つくば市観音台三丁目１番地１

６ 登録品種の育成をした者の氏名

山守誠 由比真美子 加藤晶子 千葉一美 奥山善直 石田正彦 遠山知子 田野

崎真吾 菅原俐 遠藤武男 柴田悖次

７ 出願公表の年月日 平成１７年６月２３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、昭和63年に農林水産省東北農業試験場（現独立行政法人農業・食品産業

技術総合研究機構、岩手県盛岡市）において 「Ｆ６－２２ （後の「東北1号 ）に「奥、 」 」

羽４号」を交配し、平成元年に雑種第１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１５００３号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

はとむぎ 北のはと（きたのはと）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、北海道士別市の在来系統から選抜して育成されたものであり、草丈が短、

柱頭色が濃赤紫、育成地（北海道名寄市）における成熟期が早の食用及び薬用向きの糯

品種である。

成熟期の草型は中間、草丈は短である。稈径は細、葉身の長さは短、葉身色は有、葉

鞘色は赤紫、葉鞘のろう質は有である。柱頭色は濃赤紫、鞘状苞数は少、着粒層は中、

鞘状苞の向きは上である。粒重は中、粒の形は楕円～長楕円、色は紫褐、殻の硬さはや

や硬、子実重は中、子実の色は濃である。年生は一年生、粳又は糯別は糯、出穂期はか

なり早、成熟期は早、茎数は多、脱粒性は易、脱ふ性及び子実歩留は中である。蛋白質

及び脂質はやや高である。

「中里在来」と比較して、草丈が短いこと、柱頭色が濃赤紫であること、出穂期が早

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

財団法人ヒューマンサイエンス振興財団

東京都中央区日本橋小伝馬町１３番４号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

柴田敏郎 畠山好雄 三浦忠一 澤井清道

７ 出願公表の年月日 平成１７年６月２３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、昭和59年に国立医薬品食品衛生研究所北海道薬用植物栽培試験場（現独

立行政法人医薬基盤研究所薬用植物資源研究センター、北海道名寄市）において、北海

道士別市在住の農家から在来系統を導入し、以後、集団育種法により固定を図りながら

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１５００４号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ラベンダー スターマイン

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ピナータ」の枝変わりであり、花色は青味紫、花穂の形は楕円体で四、

季咲きの鉢物向きの品種である。

樹姿は中間、樹高は中である。茎の長さは短、太さは中、毛の多少及び分枝性は少で

ある。葉形は楕円形、先端の形は鈍、切れ込みの有無は羽状、長さは中、幅は狭、色は

灰緑、毛の多少は少である。花梗の長さは長、毛の多少及び分枝性は少、花穂の形は楕

円体、長さは短、太さは中、花形は逆三角錐、花の大きさはかなり長、花梗色は浅黄、

花の色は青味紫（JHS カラーチャート8310 、花弁の形は明確な唇形である。先端部ほ）

う葉の有無は無、花梗におけるほう葉の有無は無である。がくの形は楕円体、大きさは

短、色は灰緑、毛の多少は多、一花穂の花数及び一茎の花穂数は中である。開花の早晩

性は中、開花習性は四季咲き、香気は中である。

「ピナータ」と比較して、花梗の色が浅黄であること等で 「スレンダー」と比較し、

て、花梗の色が浅黄であること、花の色が青味紫であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

福井恒芳 愛知県田原市高松町中瀬古２７番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

福井恒芳

７ 出願公表の年月日 平成１７年６月２３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成15年に育成者の温室（愛知県田原市）において 「ピナータ」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、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１５００５号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ラベンダー イーハトーブむらさき

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ヒドコート」の自然交雑実生の中から選抜、育成されたものであり、、

花色は明青味紫、花穂の形が円柱の二季咲きの鉢物向きの品種である。

樹姿は直立、樹高は低である。茎の長さはかなり短、太さ、毛の多少及び分枝性は中

である。葉形は長楕円形、先端の形は鋭形、切れ込みの有無は無、大きさ及び幅は中、

色は緑、毛の多少は中である。花梗の毛の多少は中、分枝性は無、長さは中、花穂の形

は円柱、長さはやや短、太さは太、花形は円柱、花の大きさは長、花梗の色は緑、花の

色は明青味紫（JHS カラーチャート8305 、花弁の形は中間形である。ほう葉の着生位）

置は無、中央部ほう葉の長さはかなり短、色は淡緑、花梗におけるほう葉の有無は無で

ある。がくの形は楕円体、大きさは中、色は濃紫、毛の多少は多、一花穂の花数は極密、

一茎の花穂数は少である。開花の早晩性は早、開花習性は二季咲き、香気は強である。

「ブルーリバー」及び「早咲き３号」と比較して、樹高が低いこと、一花穗の花数が

密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

佐藤修司 岩手県一関市厳美町字高田９３番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤修司

７ 出願公表の年月日 平成１７年６月２３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成13年に育成者のほ場（岩手県一関市）において 「ヒドコート」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、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「いいかおり いいきもち」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１５００６号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

いちご あわなつか

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、果実は

長円錐形で大きさは中、果皮の色が赤の四季成り品種である。

草姿は立性、草勢はかなり強である。葉色は緑、葉の横断面の形状は軽く上に湾曲、

光沢は弱、頂小葉の縦横比は縦長、基部の形は鋭角、鋸歯の形は中間、葉柄の長さは長、

ランナーの数は少である。花の大きさは中、花冠に対するがく片の大きさは同等、花房

当たりの花数はやや多である。果実の縦横比は縦長、大きさは中、果形は長円錐、果皮

の色は赤、果実の光沢は強、そう果の落ち込みは落ち込み小、がく片の着き方は反転、

果径に対するがく片の大きさはやや大、果実の硬さは中、果肉色及び果心の色は白、果

実の空洞は小、香りは強である。季性は四季成りである。

「スイートチャーミー」と比較して、果心の色が白であること、果実の香りが強いこ

と等で 「みよし」と比較して、果実が大きいこと、果心の色が白であること等で区別、

性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

徳島県 徳島県徳島市万代町１丁目１番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

新居智 林純二 國見吉広

７ 出願公表の年月日 平成１６年１２月１７日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成10年に徳島県農林水産総合技術センター（現徳島県立農林水産総合

技術支援センター農業研究所、三好市）において、出願者所有の育成系統どうしを交配

し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、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１５００７号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

いちご とちひとみ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「セリーヌ」の実生選抜個体に「さちのか」を交配して育成されたもの、

であり、果実は球円錐形でやや大きく、果皮の色が鮮赤の四季成り品種である。

草姿は立性、草勢はやや強である。葉色は緑、葉の横断面の形状は強く上に湾曲、光

沢は弱、頂小葉の縦横比は縦長、基部の形は鈍角、鋸歯の形は中間、葉柄の長さは中、

ランナーの数はやや多である。花の大きさはやや大、花冠に対するがく片の大きさは同

等、花房当たりの花数はやや多である。果実の縦横比は縦長、大きさはやや大、果形は

球円錐、果皮の色は鮮赤、果実の光沢は中、そう果の落ち込みは落ち込み小、がく片の

着き方は離、果径に対するがく片の大きさは中、果実の硬さは硬、果肉色は淡紅、果心

の色は白、果実の空洞は無～極小である。季性は四季成りである。

「セリーヌ」と比較して、草姿が立性であること、葉柄が長いこと、果実の空洞が小

さいこと等で 「ペチカ」と比較して、花房当たり花数が多いこと、果形が球円錐であ、

ること、果実の空洞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

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

植木正明 大橋幸雄 重野貴 出口美里 高際英明 栃木博美 深澤郁男

癸生川真也 稲葉幸雄

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８年に栃木県農業試験場栃木分場（栃木市）において 「セリー、

ヌ」の実生選抜個体に「さちのか」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「なつひめ」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１５００８号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

メロン 秋田甘えんぼ春系（あきたあまえんぼはるけい）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有のアールス系育成系統どうしを母系及び父系とする交雑品種

であり、果実は球形でネットはやや密、果肉は黄緑色の施設栽培に向く品種である。

種子の大きさ、主づるの太さ及び節間長は中、葉の大きさはやや小、欠刻はやや浅、

葉柄の長さは中、花性は両性花・雄花同株、雌花（両性花）の着生位は子づる＋孫づる、

春作の雌花（両性花）の発生はかなり良、着果の安定度はかなり安定である。果皮色

（適食期）は灰緑、果形は球、果面の状態は平滑、ネットの密度はやや密、ネットの盛

上がりはやや高、へた離れは難、果重及び花落ちの大きさは中である。果肉色は黄緑、

果肉質（適食期）は溶、果肉の厚さはやや厚、糖度は高、香りの質はネット、日持ちは

中である。うどんこ病抵抗性（周年）は有、つる割病抵抗性（レース０及び２）は強で

ある。

「アールスセイヌ春Ⅰ」及び「アールスナイト早春晩秋系」と比較して、果形が球で

あること、果面のネットの盛り上がりが低い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

秋田県 秋田県秋田市山王四丁目１番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

椿信一 檜森靖則 佐藤孝夫 加賀屋博行

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、出願者所有のアールス系育成系統どうしを母系及び父系とする交雑品種

であり、平成14年より秋田県農業試験場（秋田市）において交配組合せ検定試験及び特

性の調査を行い、15年に目標とする特性であることを確認して育成を完了したものであ

る。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１５００９号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

メロン 秋田甘えんぼレッド春系（あきたあまえんぼレッドはるけい）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有のアールス系育成系統どうしを母系及び父系とする交雑品種

であり、果実は球形でネットはやや密、果肉は橙色の施設栽培に向く品種である。

種子の大きさ、主づるの太さ及び節間長は中、葉の大きさはやや小、欠刻はやや浅、

葉柄の長さは中、花性は両性花・雄花同株、雌花（両性花）の着生位は子づる＋孫づる、

春作の雌花（両性花）の発生はかなり良、着果の安定度は安定である。果皮色（適食

期）は灰緑、果形は球、果面の状態は平滑、ネットの密度はやや密、へた離れは難、果

重及び花落ちの大きさは中である。果肉色は橙、果肉質（適食期）は溶、果肉の厚さは

やや厚、糖度は高、香りの質はネット、日持ちは中である。うどんこ病抵抗性（周年及

び春のみ）は有、つる割病抵抗性（レース０及び２）は強である。

「パリス春Ⅰ」と比較して、うどんこ病抵抗性（周年）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

秋田県 秋田県秋田市山王四丁目１番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

椿信一 檜森靖則 佐藤孝夫 加賀屋博行

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、出願者所有のアールス系育成系統どうしを母系及び父系とする交雑品種

であり、平成14年から秋田県農業試験場（秋田市）において交配組合せ検定試験及び特

性の調査を行い、15年に目標とする特性であることを確認して育成を完了したものであ

る。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１５０１０号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

メロン 秋田甘えんぼレッド（あきたあまえんぼレッド）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有のアールス系育成系統を母系とし 「アールスフェボリット、

夏系」の選抜系統を父系とする交雑品種であり、果実は球形でネットはやや密、果肉は

橙色の施設栽培に向く品種である。

種子の形は卵、大きさは中、主づるの太さはやや太、節間長及び葉の大きさは中、欠

刻はやや浅、葉柄の長さはやや短、花性は両性花・雄花同株、雌花（両性花）の着生位

は子づる＋孫づる、春作の雌花（両性花）の発生は良、着果の安定度は安定である。果

皮色（適食期）は灰緑、果形は球、果面の状態は平滑、ネットの密度はやや密、ネット

の盛り上がりはやや高、へた離れは難、果重及び花落ちの大きさは中である。果肉色は

橙、果肉質（適食期）は溶、果肉の厚さはやや厚、糖度は高、香りの質はネット、日持

ちは中、発酵の難易はやや易である。うどんこ病抵抗性（周年及び春のみ）は有、つる

割病抵抗性（レース０及び２）は強である。

「秋田甘えんぼ」と比較して、果面のネットの盛上がりが低いこと、果肉色が橙であ

ること等で 「パリス夏Ⅱ」と比較して、種子の形が卵であること、ネットの盛り上が、

りが低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

秋田県 秋田県秋田市山王四丁目１番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

椿信一 檜森靖則 佐藤孝夫 加賀屋博行

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、出願者所有のアールス系育成系統を母系とし 「アールスフェボリット、

夏系」の選抜系統を父系とする交雑品種であり、平成13年より秋田県農業試験場（秋田

市）において交配組合せ検定試験及び特性の調査を行い、15年に目標とする特性である

ことを確認して育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１５０１１号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

からしな アカリアス

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「リアスカラシナ」の変異株から選抜して育成されたものであり、葉形、

が長楕円で、葉色が紫の品種である。

草姿は立、子葉の大きさはやや小、分げつ性及び茎の肥大性は無である。葉数は多、

葉形は長楕円、葉長は短、裂片の多少は極多、鋸歯の多少は中、葉色は紫、葉面の着色

は濃、光沢は中、毛じ、葉面及び葉縁の波打ちは無、葉柄・中肋の形は半円形、幅は狭、

色素は有、葉柄の長さはやや長である。根の肥大性は無、早晩性は早、抽だい性はやや

早、結球性は無、葉肉の辛味は僅である。

「リアスカラシナ」と比較して、葉面の着色が濃いこと、葉柄・中肋の色素が有るこ

と等で 「ちりめん葉からし菜」と比較して、葉面の着色が濃いこと、葉縁の波打ちが、

無いこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社渡辺採種場 宮城県遠田郡美里町南小牛田字町屋敷１０９番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

高橋尚 大越秀樹

７ 出願公表の年月日 平成１７年６月２３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成13年に出願者のほ場（宮城県遠田郡美里町）において 「リアスカ、

ラシナ」の変異株を発見、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「アカリアスカラシ」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１５０１２号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ねぎ 足長美人（あしながびじん）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、坊主不知東葛飾地域在来系統「山口系」に「ＮＨ２８ （後の「五月」

姫 ）を交配して育成されたものであり、草姿は立性で草丈は中、葉色は緑、分けつ数」

が中の不抽台太ねぎ用品種である。

草姿は立性、草丈は中である。葉数はやや多、葉身の長さ及び太さは中、葉色は緑、

蝋質の程度は中、葉身の葉折れは折れにくい、硬さ及び葉鞘部の長さは中、太さはやや

太、葉鞘の構成葉数は中、基部の膨らみはふくらむ、葉鞘部のしまりはやや緊、葉身分

岐部のしまりはかなり緊、横断面の形状は近円、分けつ数は中である。抽台の有無は不

抽台、さび病抵抗性は強、利用部分は太ねぎ用である。

向小金系と比較して、葉身長が短いこと、不抽台であること等で 「五月姫」と比較、

して、不抽台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

千葉県 千葉県千葉市中央区市場町１番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

桑田主税 町田剛史 湯橋勤 本居聡子

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年に千葉県農業試験場（現千葉県農業総合研究センター、千葉

市）の人工気象室において、坊主不知東葛飾地域在来系統「山口系」に「ＮＨ２８」

（後の「五月姫 ）を交配し、その実生の中から選抜、以後、同センター育種研究所」

（長生郡長生村）において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１５０１３号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

かんきつ エクリーク１７

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「吉田ポンカン」の珠心胚実生に「ハムリン」の珠心胚実生を貼り接ぎ、

した接合部から発生した周縁キメラから育成されたものであり、果形が球、果実の重さ

が中、果皮色が橙の育成地（愛媛県松山市）では１月中旬に成熟するオレンジ類である。

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

び枝梢のとげの多少は中である。葉身の形は紡錘形、波状の程度は無、葉身の大きさは

大、葉身長は短、葉身幅は中、網脈の鮮明度はやや明瞭である。翼葉の形は痕跡、葉柄

の長さは短、太さは太である。花序の形成は総状、花（花蕾）の重さは中、花弁の形は

紡錘形、長さ及び幅は中、色は白、数は５枚、花糸の分離の程度は中間、花粉の多少は

中である。果実の形は球、果形指数は中、果頂部の形は円、放射条溝の有無は無、果梗

部の形は切平面、放射条溝の多少は中である。果心の充実度は粗、大きさはかなり大、

果実の重さは中、果皮の色は橙、油胞の大きさは小、密度はやや密、凹凸は凹、果面の

粗滑はやや滑、赤道部の果皮の厚さは薄、果皮歩合及び剥皮の難易は中である。じょう

のう膜の硬さは軟、さじょうの形及び大きさは中、色は濃橙である。果汁の多少は少、

甘味はやや高、酸味は低、香気の多少は多、種子数はかなり少、胚の色は白、数は多胚

である。発芽期は中、成熟期は早で育成地においては１月中旬である。隔年結果性は低、

裂果の発生は中、貯蔵性は長である。

「ハムリン」と比較して、さじょうの色が濃橙であること等で 「吉田ポンカン」と、

比較して、剥皮が難であること、種子の胚の色が白であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社愛媛柑橘資源開発研究所 愛媛県松山市南堀端町２番地３

６ 登録品種の育成をした者の氏名

大和田厚 脇塚巧 長尾敏郎 菅原邦明 西山聡 稲田絵理子 高松光子 宮崎賢

二 宇都宮敬之 篠崎宏

７ 出願公表の年月日 平成１６年４月７日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成７年に出願者の研究室（愛媛県松山市）において 「吉田ポンカ、

ン」の珠心胚実生に「ハムリン」の珠心胚実生を貼り接ぎした接合部から発生した周縁

キメラから育成、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１５０１４号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

かんきつ エクリーク２０

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「トロビタ」と「今津ポンカン」の珠心胚実生を寄せ接ぎした接合部か、

ら発生した周縁キメラから育成されたものであり、果形が球、果実の重さが重、果皮色

が橙の育成地（愛媛県松山市）では２月上旬に成熟するオレンジ類である。

樹姿は中間、樹の大きさは中、樹勢は強である。枝梢の太さは太、節間長及び枝梢の

とげの多少は中である。葉身の形は紡錘形、波状の程度は無、葉身の大きさは大、葉身

長は中、葉身幅は広、網脈の鮮明度はやや明瞭である。翼葉の形は痕跡、葉柄の長さは

長、太さは太である。花序の形成は総状、花（花蕾）の重さは重、花弁の形は紡錘形、

長さは中、幅は広、色は白、数は４枚、花糸の分離の程度は中間、花粉の多少は少であ

る。果実の形は球、果形指数は中、果頂部の形は円、放射条溝の有無は無、果梗部の形

は切平面、放射条溝の多少は少である。果心の充実度は粗、大きさは大、果実の重さは

重、果皮の色は橙、油胞の密度は密、凹凸は凸、果面の粗滑はやや滑、赤道部の果皮の

厚さは薄、果皮歩合は中、剥皮の難易は難である。じょうのう膜の硬さは軟、さじょう

の形及び大きさは中、色は濃橙である。果汁の多少は少、甘味はやや高、酸味はやや低、

香気の多少は多、種子数は中、胚の色は白、数は多胚である。発芽期及び開花期は中、

成熟期はやや早で育成地においては２月上旬である。隔年結果性は低、裂果の発生は中、

貯蔵性は長である。

「トロビタ」と比較して、果心が大きいこと、さじょうの色が濃橙であること等で、

「今津ポンカン」と比較して、剥皮が難であること、種子の胚の色が白であること等で

区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社愛媛柑橘資源開発研究所 愛媛県松山市南堀端町２番地３

６ 登録品種の育成をした者の氏名

大和田厚 脇塚巧 長尾敏郎 菅原邦明 西山聡 稲田絵理子 高松光子 宮崎賢

二 宇都宮敬之 篠崎宏

７ 出願公表の年月日 平成１６年４月７日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成８年に出願者の研究室（愛媛県松山市）において 「トロビタ」と、

「今津ポンカン」の珠心胚実生を寄せ接ぎした接合部から発生した周縁キメラから育成、

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１５０１５号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

かんきつ エクリーク３３

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「トロビタ」と「今津ポンカン」の珠心胚実生を寄せ接ぎした接合部か、

ら発生した周縁キメラから育成されたものであり、果形が球、果実の重さが中、果皮色

が黄橙の育成地（愛媛県松山市）では２月上旬に成熟するオレンジ類である。

樹姿は中間、樹の大きさ及び樹勢は中である。枝梢の太さはやや細、節間長は中、枝

梢のとげの多少は多である。葉身の形は紡錘形、波状の程度は無、葉身の大きさは大、

葉身長は短、葉身幅は広、網脈の鮮明度は明瞭である。翼葉の形は痕跡、葉柄の長さは

長、太さは太である。花序の形成は総状、花（花蕾）の重さは中、花弁の形は紡錘形、

長さは中、幅は広、色は白、数は４枚、花糸の分離の程度は中間、花粉の多少は中であ

る。果実の形は球、果形指数はやや大、果頂部の形は円、放射条溝の有無は無、果梗部

の形は切平面、放射条溝の多少は少である。果心の充実度は粗、大きさは大、果実の重

さは中、果皮の色は黄橙、油胞の密度は密、凹凸は平、果面の粗滑は中、赤道部の果皮

の厚さは薄、果皮歩合は中、剥皮の難易は難である。じょうのう膜の硬さは軟、さじょ

うの形は中、大きさはやや大、色は濃橙である。果汁の多少は少、甘味及び酸味は高、

香気の多少は多、種子数はかなり少、胚の色は白、数は多胚である。発芽期及び開花期

は中、成熟期はやや早で育成地においては２月上旬である。隔年結果性及び裂果の発生

は中、貯蔵性は長である。

「トロビタ」と比較して、さじょうの色が濃橙であること等で 「今津ポンカン」と、

比較して、剥皮が難であること、種子の胚の色が白であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社愛媛柑橘資源開発研究所 愛媛県松山市南堀端町２番地３

６ 登録品種の育成をした者の氏名

大和田厚 脇塚巧 長尾敏郎 菅原邦明 西山聡 稲田絵理子 高松光子 宮崎賢

二 宇都宮敬之 篠崎宏

７ 出願公表の年月日 平成１６年４月７日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成８年に出願者の研究室（愛媛県松山市）において 「トロビタ」と、

「今津ポンカン」の珠心胚実生を寄せ接ぎした接合部から発生した周縁キメラから育成、

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１５０１６号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ブルーベリー パルメットー

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、果形は

円、果皮の色は暗青、試作地（滋賀県大津市）において６月上旬に成熟する早生種であ

る。

樹姿は直立、樹の大きさは大、樹勢は強である。新梢の長さ及び太さは中、休眠枝の

色は赤黄、分枝性及び節間長は中である。葉形はだ円、先端部の形は鈍形、基部の形は

やや鋭形、葉色は緑、葉の大きさは中、葉身の波曲及び鋸歯の有無は無である。花冠の

大きさは中、形はつぼ形、開口部の大きさは中、花冠の色は淡緑白、稜線の有無は有、

花柱の長さ及び着花数は中である。果房の長さは短、粗密は中、果形は円、果実の大き

さはやや小、果皮の色は暗青、果粉の多少は中、萼の開閉は半開、萼あの大きさはやや

小、深さはやや浅、形は円形、果柄痕の大きさ及び肉質は中、果肉の色は淡緑である。

甘味及び酸味はやや多、香気は有、種子の多少は中である。発芽期、開花期及び成熟期

は早、収穫期間は短、紅葉性は黄紅、脱粒性は中、裂果性は少、日持ち性は中である。

「オニール」と比較して、樹姿が直立であること、果柄痕が大きいこと等で 「マリ、

ンバ」と比較して、樹姿が直立であること、収穫期間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

ザ ユニバーシティ オブ ジョージア リサーチ ファウンデーション インク

アメリカ合衆国 ジョージア ３０６０２－７４１１ アフェンズ ボイド グラ

デュエイト スタディイズ リサーチセンター

ザ ユナイテッド ステイツ オブ アメリカ アズ レプレゼンテッド バイ

ザ セクレタリー オブ アグリカルチャー

アメリカ合衆国 ワシントンＤＣ ２０２５０－０３０２

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ディー スコット ネスミス

アーレン Ｄ．ドラッパー

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、1985年に出願者のほ場（アメリカ合衆国）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。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１５０１７号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ブルーベリー ホルトブルーハーモニー

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「プレミア」の自然交雑実生から育成されたものであり、果形は扁円、、

果皮の色は青、試作地（滋賀県大津市）において７月中旬に成熟する晩生種である。

樹姿は直立、樹の大きさは大、樹勢は強である。新梢の長さ及び太さは中、休眠枝の

色は灰赤、分枝性は中、節間長は長である。葉形は長だ円、先端部及び基部の形は鋭形、

葉色は緑、葉の大きさはやや大、葉身の波曲は無、鋸歯の有無は有である。花冠の大き

さは中、形はつぼ形、開口部の大きさは中、花冠の色は淡桃、稜線の有無は有、花柱の

長さは長、着花数は多である。果房の長さは長、粗密は中、果形は扁円、果実の大きさ

は中、果皮の色は青、果粉の多少は多、萼の開閉は閉鎖、萼あの大きさは中、深さは浅、

形は円形、果柄痕の大きさ及び肉質は中、果肉の色は淡紫である。甘味は中、酸味は多、

香気は有、種子の多少は中である。発芽期及び開花期は中、成熟期は晩、収穫期間は長、

紅葉性は黄紅、脱粒性は易、裂果性は少、日持ち性は中である。

「クライマックス」と比較して、果実及び果柄痕が大きいこと等で 「ティフブル、

ー」と比較して、果柄痕が大きいこと、裂果性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 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ザ ホーティカルチャー アンド フード リサーチ インスティテュート オブ

ニュージーランド リミティッド

ニュージーランド オークランド １２０ マウント アルバート ロード マウ

ント アルバート リサーチセンター

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ナランドラ パテル

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、1980年に出願者のほ場（ニュージーランド）において 「プレミア」の、

自然交雑種子をは種し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を

継続し、1995年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１５０１８号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ブルーベリー ホルトブルーペティット

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、ハイブッシュブルーベリーの自然交雑実生から育成されたものであり、

果形は円、果皮の色は暗青、試作地（滋賀県大津市）において６月上旬に成熟する早生

種である。

樹姿は中、樹の大きさはやや小、樹勢は強である。新梢の長さは短、太さは中、休眠

枝の色は灰赤、分枝性は密、節間長は短である。葉形は長卵、先端部の形は鋭形、基部

の形はやや鈍形、葉色は黄緑、葉の大きさは小、葉身の波曲及び鋸歯の有無は有である。

花冠の大きさは中、形はつぼ形、開口部の大きさは小、花冠の色は白、稜線の有無は有、

花柱の長さ及び着花数は中である。果房の長さは短、粗密はやや粗、果形は円、果実の

大きさはやや小、果皮の色は暗青、果粉の多少は中、萼の開閉は直立、萼あの大きさは

中、深さはやや浅、形は円形、果柄痕の大きさは小、肉質は軟、果肉の色は淡紫である。

甘味は多、酸味はやや多、香気は無、種子の多少は中である。発芽期、開花期及び成熟

期は早、収穫期間は中、紅葉性は黄紅、脱粒性、裂果性及び日持ち性は中である。

「オニール」及び「マリンバ」と比較して、新梢が短いこと、酸味が多いこと等で区

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

ザ ホーティカルチャー アンド フード リサーチ インスティテュート オブ

ニュージーランド リミテッド

ニュージーランド オークランド １２０ マウント アルバート ロード マウ

ント アルバート リサーチセンター

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ナランドラ パテル

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1994年にフォール クリーク ファーム アンド ナーセリー（アメリカ

合衆国）のほ場において採種したハイブッシュブルーベリーの自然交雑種子を出願者の

ほ場（ニュージーランド）には種し、その実生の中から選抜 以後、増殖を行いながら、

特性の調査を継続し、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１５０１９号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

びわ 涼峰（りょうほう）

３ 登録品種の特性の概要

、 、この品種は 「楠」に「茂木」を交配して育成されたものであり、果実縦断面が短卵

果実の大きさがやや大、果皮色が橙黄の育成地（長崎県大村市）では５月中旬に成熟す

る早生種である。

樹姿はやや開張、樹の大きさはやや大、樹勢はやや強である。葉身の形は細長、葉の

横断面はやや内、厚さはやや厚、大きさは小、葉色はやや淡緑、成葉裏面の毛じは中で

ある。花房の形はやや三角、長さは長、小花梗の着生方向はやや下、花の大きさは中、

花数は多である。果実の縦断面は短卵、横断面は円、果梗部の形は鋭、果実の大きさは

やや大である。果皮の色は橙黄、果実の紫斑は中、緑斑は無、そばかすはやや多、果粉

の多少は多である。果頂部の開孔はやや開、突出度は平、がく片の長さは中、基部の幅

は狭、がく筒果しん部の幅及び深さは中である。果皮の厚さは厚、はく皮の難易及び果

肉の厚さは中、色は橙黄、粗密はやや密、硬度は軟、甘味は中、酸味は少、果汁の多少

はやや多、香気は少である。種子数は多、背面の形は短楕円、大きさは小、色は褐、種

皮小斑点の多少は無である。発芽期は中、開花期はやや早、成熟期は早で育成地におい

ては５月中旬、果房内の着色の揃いは良である。

「茂木」と比較して、果実縦断面が短卵であること、成熟期が早いこと等で 「長崎、

早生」と比較して、果実が大きいこと、種皮小斑点がないこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

長崎県 長崎県長崎市江戸町２番１３号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

一瀬至 森田昭 橋本基之 寺井理治 浅田謙介 中尾敬 吉田俊雄 富永由紀子

長門潤 稗圃直史 佐藤義彦 福田伸二 根角博久

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、昭和49年に長崎県果樹試験場（大村市）において 「楠」に「茂木」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１５０２０号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ぶどう ルビーロマン

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「藤稔」の自然交雑実生から育成されたもので、果皮の色が赤、果粒が、

短楕円で極大粒の育成地（石川県かほく市）では８月下旬に成熟する早生種である。

樹の広がりはやや大、樹勢はやや強である。熟梢の太さは太、色は暗褐、節間横断面

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

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

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

は広く開く、成葉上裂刻の一般的な形は重なる、成葉の大きさは中、上面の色は暗緑、

葉柄の色は淡紅、成葉の下面葉脈間の綿毛の密度は無～極粗、下面主脈上の綿毛の密度

は粗、葉柄の綿毛の密度は無～極粗、中肋に対する葉柄の長さの比は短である。穂梗の

太さは中、長さは長、色は淡緑である。果房の形は有岐円錐、大きさは大、長さは長、

着粒の粗密はやや密、果梗の太さはやや太、長さは中、色は黄緑である。果粒の形は短

楕円、大きさは極大、果皮の色は赤、果粉の多少はかなり少、果皮の厚さは中、果皮と

果肉の分離性は易、果肉の色は不着色、肉質は塊状、甘味は高、酸味は少、渋味は無～

極少、香気はフォクシー、果汁の多少は多、種子の数は少、形はやや短、大きさは大で

ある。発芽期及び開花期は中、成熟期は早で育成地においては８月下旬である。果実の

着色の難易は散光着色、裂果の多少は少である。

「安芸クイーン」と比較して、果粉が少ないこと、肉質が塊状であること等で 「藤、

稔」と比較して、果皮の色が赤であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

石川県 石川県金沢市鞍月１丁目１番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

嶋雅康 田村茂之 稲部善博 野畠重典 高山典雄

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７年に石川県砂丘地農業試験場（現石川県農業総合研究センター砂

丘地農業試験場、かほく市）において 「藤稔」の自然交雑種子をは種し、その実生の、

中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、16年にその特性が安定して

いることを確認して育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１５０２１号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

もも 優香の夢（ゆうかのゆめ）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「西野白桃」の自然交雑実生から育成されたものであり、果実の大きさ、

が大、形が偏円形、果皮を被う色は赤、果肉の地色が白色で育成地（福島県伊達市）で

は９月中旬に成熟する有袋栽培用の品種である。

樹姿はやや直立、樹の大きさはやや大、樹勢はやや強、新梢の紅色素は少である。葉

身長は長、葉身幅は広、葉身の色は緑色、蜜腺の形は球～腎臓形である。花の咲き型は

普通咲、がく筒内壁の色は緑黄色、花の大きさは大、花弁の色は淡桃色、花形は一重、

花弁の大きさはやや大、形は楕円形、波打ちは有、花粉の有無は無である。果実の大き

さは大、形は偏円形、果頂の形は広浅凹、縫合線の深さはかなり浅、梗あの広さは中、

深さはやや深、果皮の地色は乳白色、被う色は赤色（有袋 、多少はやや少（有袋 、型） ）

は斑状、果皮の毛じの有無と密度はやや粗、果皮の付着性はかなり弱、果肉の地色は白

色、果皮内及び核周辺の着色は少、果肉の粗密はやや密、繊維は中、果汁の多少は多、

甘味及び酸味は中、渋味及び香気はやや少である。核の大きさは中、形は楕円形、果肉

との粘離は粘核、褐色の濃淡はやや濃、核割れはかなり多である。成熟日数は極長、育

成地における成熟期は９月中旬、後期落果は中、裂果はかなり多である。

「ゆうぞら」と比較して、花粉が無いこと、裂果が多いこと等で 「川中島白桃」と、

比較して、成熟期が晩いこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

高橋忠吉 福島県伊達市月舘町御代田字馬場１３番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

高橋忠吉

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年に育成者のほ場（福島県伊達市）において 「西野白桃」の自、

然交雑種子を採種し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継

続し、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「優香」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１５０２２号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

りんご 放育印度（ほういくいんど）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「印度」の茎頂培養個体にγ線を照射して育成されたものであり、果形、

が扁円錐、大きさが大、果皮を被う色が赤の育成地（茨城県常陸大宮市）では11月下旬

に成熟する晩生種である。

樹のタイプは普通型、樹姿は中間、樹勢は強である。枝梢の太さ及び節間長は中、皮

目の大きさは大、多少は多である。葉身長は中、葉形は中間、葉色は濃緑、たく葉の形

は鎌形、長さ及び葉柄の長さは長、太さは中である。花の大きさは大、花色は濃桃、花

弁の形は卵、やくの色は黄である。果形は扁円錐、王冠は弱、がくの開閉及びがくあの

深さは中、幅は広、こうあの深さ及び幅は中、果実の大きさは大、果皮の地色は緑、被

う色は赤、色の強さは淡、着色部縞模様の多少は少、さびの量は無～僅、さび状果点は

有、果点の大きさ及び密度は中、スカーフスキンは多、果皮のろう質は少、粗滑の程度

は中である。果梗の長さは短、太さは中、肉こうの有無は有である。果心の形は広楕円、

大きさは中、果肉の色は緑白、果肉の褐変化は強、硬さは硬、肉質は密、蜜の多少は無

～僅、甘味は高、酸味は弱、渋味は無、香気及び果汁の多少は中、種子の形は倒卵、大

きさは中である。発芽期及び開花期は早、成熟期は晩で育成地においては11月下旬であ

る。結果の早晩は中、後期落果は無～僅、普通貯蔵及び冷蔵貯蔵は極長、心かびの発生

は無～僅、斑点落葉病抵抗性はやや強である。

「印度」と比較して、斑点落葉病抵抗性が強いことで区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業生物資源研究所 茨城県つくば市観音台二丁目１番地２

６ 登録品種の育成をした者の氏名

伊藤祐司 増田哲男 吉岡藤治

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４年に農林水産省農業生物資源研究所（現独立行政法人農業生物資

源研究所、茨城県常陸大宮市）において、茎頂培養中の「印度」にγ線照射を行い、継

代培養後に斑点落葉病菌の毒素を用いて毒素非感受性の個体を選抜、以後、ほ場で特性

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１５０２３号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

りんご ゆめあかり

３ 登録品種の特性の概要

、 、この品種は 「はつあき」に「千秋」を交配して育成されたものであり、果形が円錐

大きさが中、果皮を被う色が赤の育成地（秋田県横手市）では10月中旬に成熟するやや

晩生種である。

樹姿は中間、樹勢は中である。枝梢の太さはやや細、節間長及び皮目の大きさは中、

多少は少である。葉身長は中、葉形はやや長、葉色は緑、たく葉の形は線形、長さは短、

葉柄の長さは長、太さは中である。花の大きさは中、花色は濃桃、花弁の形は卵、やく

の色は淡黄である。果形は円錐、王冠はかなり弱、がくの開閉は閉、がくあの深さは深、

幅はやや広、こうあの深さ、幅及び果実の大きさは中、果皮の地色は黄緑、被う色は赤、

色の濃さ及び着色部縞模様の多少は中、さびの量は無～僅、さび状果点は無、果点の大

きさ及び密度は中、スカーフスキン及び果皮のろう質は少、粗滑の程度は滑である。果

梗の長さはやや長、太さはやや太、肉こうの有無は無である。果心の形は円錐、大きさ

は中、果肉の色は黄白、褐変化は弱、硬さ及び肉質は中、蜜の多少は無～僅、甘味及び

酸味は中、渋味は無、香気は中、果汁の多少は多、種子の形は倒卵、大きさは中である。

発芽期及び開花期は早、成熟期はやや晩で育成地においては10月中旬である。結果の早

晩は早、後期落果は無～僅、普通貯蔵及び冷蔵貯蔵は短、心かびの発生は無～僅である。

「千秋」と比較して、こうあが深いこと、果梗が長いこと等で 「ジョナゴールド」、

と比較して、果形が円錐であること、果皮を覆う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 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

秋田県 秋田県秋田市山王四丁目１番１号

６ 品種登録の育成をした者の氏名

上田仁悦 丹波仁 照井真 佐々木美佐子 佐藤廣 小林香代子

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62年に秋田県果樹試験場（現秋田県農林水産技術センター果樹試験

場、横手市）において 「はつあき」に「千秋」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「秋さやか」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１５０２４号 平成１９年３月１５日

２ 登録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 ブラバ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ブロモ」の枝変わりであり、花は明紫赤色の筒形で大輪の鉢物向きの、

品種である。

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

葉の全形は卵形、葉身長は長、葉幅は広、葉の表面の色は暗黄緑（JHS カラーチャート

3508 、葉の表面の赤色の着色は無、厚さは薄、鋸歯は有、形は円鋸歯、葉先の形は円）

頭、葉脚の基部の形は円形である。花序の長さ、花数及び最大幅は中、最小幅は狭、花

軸の色は穏紅（同0115 、花の向きは上向き、直径は大、形は筒形である。花筒の長さ）

は中、外面の地色は紫ピンク（同9703 、稜角は紫赤（同9708 、内面の色は紫ピンク） ）

（同9503 、花冠の裂片の数は４片のみ、先端の形は微突形、長さは大、幅は中、内面）

の色は明紫赤（同9706 、外面の色は鮮紫ピンク（同9504 、反り方はやや反転である。） ）

がくの形は披針形、開き方は開花後も開かず、長さは中、開花の早晩は早である。

「グウェン」と比較して、花軸の色が穏紅であること等で 「ジャクリーン」と比較、

して、花軸の色が穏紅であること、開花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

フィデス Ｂ．Ｖ．

オランダ王国 ２６７８ＰＳ デ リエ コールデンホーフェラーレン ６

６ 登録品種の育成をした者の氏名

アイク ビールランダー

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1999年に出願者の温室（オランダ王国）において 「ブロモ」の枝変わ、

りを発見、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１５０２５号 平成１９年３月１５日

２ 登録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 トバ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「パブロ」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、、

花は明赤の地色に浅橙色が裂片先端に入る筒形で中輪の鉢物向きの品種である。

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

葉の全形は卵形、葉身長及び葉幅は中、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、形は円鋸歯、深さは浅、葉）

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

中、花の向きは上向き、直径は中、形は筒形である。花筒の長さは中、外面の色は濃ピ

ンク（同0413 、内面の色は穏黄橙（同1911 、花冠の裂片の数は４片のみ、先端の形は） ）

微突形、長さは大、幅は中、内面地色は明赤（同0406 、裂片先端が浅橙（同1302 、外） ）

面の色は淡黄ピンク（同1002 、反り方はやや反転である。がくの形は披針形、開き方）

は開花後も開かず、長さは中、開花の早晩は極晩である。

「ペリノレ」と比較して、葉の鋸歯の深さが浅いこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

フィデス Ｂ．Ｖ．

オランダ王国 ２６７８ＰＳ デ リエ コールデンホーフェラーレン ６

６ 登録品種の育成をした者の氏名

アイク ビールランダー

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1997年に出願者の温室（オランダ王国）において 「パブロ」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１５０２６号 平成１９年３月１５日

２ 登録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 メル

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「パブロ」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、、

花はピンク白の地色に鮮ピンク色が裂片基部に入る筒形で小輪の鉢物向きの品種である。

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

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

ト3508 、葉の表面の赤色の着色は無、厚さは薄、鋸歯は有、形は重円鋸歯、葉先の形）

は円頭、葉脚の基部の形は円形である。花序の長さ及び花数は中、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、外面の色はピン

ク（同0111 、内面の色は淡緑黄（同2903 、花冠の裂片の数は４片のみ、先端の形は突） ）

形、長さは大、幅は中、内面の地色はピンク白（同0101 、裂片基部は鮮ピンク（同）

0105 、外面の色はピンク白（同0101 、反り方はやや反転である。がくの形は披針形、） ）

開き方は開花後も開かず、長さは中、開花の早晩は晩である。

「マウントコロンビア」と比較して、花冠の裂片の数が４片のみであること等で区別

性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

フィデス Ｂ．Ｖ．

オランダ王国 ２６７８ＰＳ デ リエ コールデンホーフェラーレン ６

６ 登録品種の育成をした者の氏名

アイク ビールランダー

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1997年に出願者の温室（オランダ王国）において 「パブロ」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１５０２７号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

きく セイデュバル

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の10月ポンポン咲白色系スプレイギク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。

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

きさはかなり小、葉の着き方は上向き、葉長は長、葉幅は広、葉の縦横比及び光沢は中、

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

平行である。花房の形は円錐形、花の数は中、舌状花の重ねは八重、花の大きさは小、

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

の多少はやや少、向きは水平、主要な形は樋弁、花筒部の長さは短である。外花弁の長

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

外花弁、内花弁の表面及び裏面の色は黄白（JHS カラーチャート2901）である。管状花

の花冠の深裂の程度はかなり小である。生態分類型は秋、開花の早晩性はやや晩である。

「ピンポン」と比較して、たく葉が小さいこと、葉の基部の形が凹であること、葉裂

片縁部が平行すること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社精興園 広島県福山市新市町大字金丸７８９番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

山手義彦

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成11年に出願者のほ場（広島県福山市）において、出願者所有の10月

ポンポン咲白色系スプレイギクどうしを交配し、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１５０２８号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

きく セイジャポン

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10月咲白色系スプレイギクを交配して育成され

たものであり、花は黄白色の中輪で切花向きの品種である。

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

きさはかなり小、葉の着き方は上向き、葉長は長、葉幅はやや広、葉の縦横比はやや大、

光沢は中、一次欠刻の深さはやや深、基部の形は凸、表面の色は中である。花房の形は

円錐形、花の数はやや多、舌状花の重ねは露心する八重、花の大きさは中、厚みはやや

低、花首の長さは中、花たくの形は盛り上がったドーム状である。舌状花の多少はやや

少、向きはやや下垂、主要な形は平弁、花筒部の長さは短である。外花弁の長さはやや

短、幅は中、花弁先端の形は丸、舌状花表面の色の分布状態は均一、外花弁及び内花弁

の表面及び裏面の色は黄白（JHS カラーチャート2501）である。管状花の花冠の深裂の

程度はかなり小である。生態分類型は秋、開花の早晩性はやや晩である。

「ユーロ」と比較して、たく葉が小さいこと、舌状花の向きがやや下垂であること等

で 「フェロー」と比較して、葉基部の形が凸であること、花が大きいこと等で区別性、

が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社精興園 広島県福山市新市町大字金丸７８９番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

山手義彦

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成11年に出願者のほ場（広島県福山市）において、出願者所有の育成

系統に10月咲白色系スプレイギクを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行い

ながら特性の調査を継続し、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１５０２９号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

きく セイカレンシー

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の秋咲緑色系ポンポン咲スプレイギクどうしを交配して育成

されたものであり、花は黄白色のやや小輪で切花向きの品種である。

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

きさは中、葉の着き方は上向き、葉長は長、葉幅はやや広、葉の縦横比はやや大、光沢

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

花の数はやや多、舌状花の重ねは露心する八重、花の大きさはやや小、厚みは低、花首

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

や下垂、主要な形は平弁、２次的な形はさじ弁、花筒部の長さは短及び中である。外花

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

及び内花弁の表面及び裏面の色は黄白（JHS カラーチャート2901）である。管状花の花

冠の深裂の程度はかなり小である。生態分類型は秋、開花の早晩性はやや晩である。

「ユーロ」と比較して、舌状花の向きがやや下垂であること、舌状花の２次的な形が

さじ弁であること等で 「フェロー」と比較して、たく葉が大きいこと、葉基部の形が、

平であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社精興園 広島県福山市新市町大字金丸７８９番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

山手義彦

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成11年に出願者のほ場（広島県福山市）において、出願者所有の秋咲

緑色系ポンポン咲スプレイギクどうしを交配し、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１５０３０号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

きく セイラフター

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10月ポンポン咲黄色系スプレイギクを交配して

育成されたものであり、花は鮮黄色の小輪で切花向きの品種である。

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

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

中、一次欠刻の深さはやや深、基部の形は凹、表面の色はやや濃である。花房の形は円

錐形、花の数はやや少、舌状花の重ねは八重、花の大きさは小、厚みは低、花首の長さ

はやや短、花たくの形は盛り上がったドーム状である。舌状花の多少は中、向きは下垂、

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

は狭、花弁先端の形は丸、舌状花表面の色の分布状態は均一、外花弁及び内花弁の表面

の色は鮮黄（JHS カラーチャート2507 、裏面の色は明黄（同2505）である。管状花の）

花冠の深裂の程度はかなり小である。生態分類型は秋、開花の早晩性はやや晩である。

「セイチロ」と比較して、たく葉が大きいこと、葉基部の形が凹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

有限会社精興園 広島県福山市新市町大字金丸７８９番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

山手義彦

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成11年に出願者のほ場（広島県福山市）において、出願者所有の育成

系統に10月ポンポン咲黄色系スプレイギクを交配し、その実生の中から選抜、以後、増

殖を行いながら特性の調査を継続し、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１５０３１号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

きく セイヒューイット

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の10月ポンポン咲スプレイギクどうしを交配して育成された

ものであり、花は明緑黄色の小輪で切花向きの品種である。

開花時の草丈はやや長、節間長はやや短、茎の太さは細、色は緑である。たく葉は無、

葉の着き方は上向き、葉長及び葉幅は中、葉の縦横比はやや小、光沢は中、一次欠刻の

深さはやや深、基部の形は平、表面の色は中である。花房の形は円錐形、花の数は中、

舌状花の重ねは八重、花の大きさは小、厚みはかなり低、花首の長さは極短、花たくの

形は平らな円錐状である。舌状花の多少はやや少、向きは水平、主要な形は樋弁、花筒

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

面の色の分布状態は均一、外花弁及び内花弁の表面の色は明緑黄（JHS カラーチャート

2705 、裏面の色は浅緑黄（同2703）である。管状花の花冠の深裂の程度はかなり小で）

ある。生態分類型は秋、開花の早晩性はやや晩である。

「セイチロ」と比較して、たく葉が無いこと、舌状花の向きが水平であること等で区

別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社精興園 広島県福山市新市町大字金丸７８９番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

山手義彦

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成11年に出願者のほ場（広島県福山市）において、出願者所有の10月

ポンポン咲スプレイギクどうしを交配し、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１５０３２号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

きく セイソウル

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「チャチャ」に10月ポンポン咲黄色系スプレイギクを交配して育成され、

たものであり、花は鮮緑黄色の小輪で切花向きの品種である。

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

さは中、葉の着き方は上向き、葉長は長、葉幅はやや広、葉の縦横比及び光沢は中、一

次欠刻の深さはやや深、基部の形は凹、表面の色はやや濃、葉裂片縁部の重なりの程度

は重なる。花房の形は円錐形、花の数は中、舌状花の重ねは八重、花の大きさは小、厚

みはかなり低、花首の長さはやや短、花たくの形は盛り上がったドーム状である。舌状

花の多少はやや少、向きは水平、主要な形は樋弁、花筒部の長さは短である。外花弁の

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

外花弁の表面の色は鮮緑黄（JHS カラーチャート2706 、裏面の色は明黄（同2505 、内） ）

花弁の表面の色は鮮緑黄（同2706 、裏面の色は明黄（同2505）に先端部が橙（同）

1313）のぼかしが入る、花の中心部の色が外弁と異なり橙色である。管状花の花冠の深

裂の程度はかなり小である。生態分類型は秋、開花の早晩性はやや晩である。

「セイチロ」と比較して、たく葉が大きいこと、葉裂片縁部が重なること、花の中心

部の色が外弁と異なり橙色であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社精興園 広島県福山市新市町大字金丸７８９番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

山手義彦

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成11年に出願者のほ場（広島県福山市）において 「チャチャ」に10、

月ポンポン咲黄色系スプレイギクを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行い

ながら特性の調査を継続し、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１５０３３号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

きく セイキャンター

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「チャチャ」に10月ポンポン咲ピンク色系スプレイギクを交配して育成、

されたものであり、花は濃紫ピンク色の小輪で切花向きの品種である。

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

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

光沢はやや弱、一次欠刻の深さはやや深、基部の形は凹、表面の色はやや濃である。花

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

花首の長さはかなり短、花たくの形は平らな円錐状である。舌状花の多少は少、向きは

水平、主要な形はさじ弁、花筒部の長さはやや長である。外花弁の長さはかなり短、幅

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

色は濃紫ピンク（JHS カラーチャート9213 、裏面の色はピンク白（同9201 、内花弁の） ）

表面の色はピンク白（同9201）に先端部が濃紫ピンク（同9213）のぼかしが入る、裏面

の色はピンク白（同9201）である。管状花の花冠の深裂の程度はかなり小である。生態

分類型は秋、開花の早晩性はやや晩である。

「セイコーミラ」と比較して、たく葉が大きいこと、舌状花の主要な形がさじ弁であ

ること、外花弁の表面の色が濃紫ピンクであること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社精興園 広島県福山市新市町大字金丸７８９番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

山手義彦

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成11年に出願者のほ場（広島県福山市）において 「チャチャ」に10、

月ポンポン咲ピンク色系スプレイギクを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を

行いながら特性の調査を継続し、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１５０３４号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

きく セイブロッサム

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の秋系ポンポン咲スプレイギクどうしを交配して育成された

ものであり、花は濃紫赤色の小輪で切花向きの品種である。

開花時の草丈及び節間長は中、茎の太さはやや細、色は緑である。たく葉は無、葉の

着き方は上向き、葉長はやや長、葉幅はやや広、葉の縦横比及び光沢は中、一次欠刻の

深さは深、基部の形は凹、表面の色はやや濃である。花房の形は円錐形、花の数はやや

少、舌状花の重ねは八重、花の大きさは小、厚みはやや低、花首の長さはやや短、花た

くの形は盛り上がったドーム状である。舌状花の多少は少、向きは下垂、主要な形は平

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

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

赤（JHS カラーチャート9709 、裏面の色は鮮紫ピンク（同8904 、内花弁の表面の色は） ）

濃紫赤（同9709 、裏面の色はピンク白（同9701）である。管状花の花冠の深裂の程度）

はかなり小である。生態分類型は秋、開花の早晩性はやや晩である。

「セイコーミラ」と比較して、外花弁及び内花弁の表面の色が濃紫赤であること等で

区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社精興園 広島県福山市新市町大字金丸７８９番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

山手義彦

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成11年に出願者のほ場（広島県福山市）において、出願者所有の秋系

ポンポン咲スプレイギクどうしを交配し、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１５０３５号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

きく セイオペレッタ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「レグリ」に「レグラ」を交配して育成されたものであり、花は淡紫ピ、

ンク色のやや小輪で切花向きの品種である。

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

中、葉の着き方は上向き、葉長はやや長、葉幅はやや広、葉の縦横比及び光沢は中、一

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

やや少、舌状花の重ねは八重、花の大きさはやや小、厚みはやや低、花首の長さはやや

短、花たくの形は盛り上がったドーム状である。舌状花の多少はやや少、向きはやや下

垂、主要な形は平弁、花筒部の長さは短である。外花弁の長さはやや短、幅は中、花弁

先端の形は丸、舌状花表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色は淡紫ピンク

（JHS カラーチャート9501 、裏面の色はピンク白（同9201 、内花弁の表面及び裏面の） ）

色は黄白（同2701）である。管状花の花冠の深裂の程度はかなり小である。生態分類型

は秋、開花の早晩性はやや晩である。

「ユーロ」及び「フェロー」と比較して、外花弁の表面の色が淡紫ピンクであること、

裏面の色がピンク白であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社精興園 広島県福山市新市町大字金丸７８９番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

山手義彦

７ 出願公表の年月日 平成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年に出願者のほ場（広島県福山市）において 「レグリ」に「レ、

グラ」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「セイオペラ」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１５０３６号 平成１９年３月１５日

２ 登録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 ダイサクラ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花冠の色が明緑黄、

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、草丈は中、分けつの程度は無又は少である。茎の太さは中、色は

濃、翼は無、たく葉は小、分枝数は多、分枝長は長、枝姿はⅣ型である。成葉の形はⅣ

型、葉縁の波打ちは無又は極少、葉長は短、葉幅は狭、葉身の色は濃緑、葉の光沢は少、

毛は無又は極少、葉柄の長さはかなり短、色は淡である。花茎の分枝角度は斜上、抽苔

数は少、一次分枝の小花数は中、花の向きは上向き、花冠の形はⅣ型、多少及び径は中、

長さはやや短、色は明緑黄（JHS カラーチャート2705）である。がくの直径はやや大、

長さはやや短、色は鮮紫ピンク（同9204）である。花の香りは有、開花期はやや早であ

る。

「ダイスパルビー」及び「ダイレディーローズ」と比較して、葉縁の波打ち少ないこ

と、がくの色が鮮紫ピンクであること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

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

２０５

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11年に育成者の所属していた会社の温室（静岡県駿東郡小山町）に

おいて、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１５０３７号 平成１９年３月１５日

２ 登録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 ブルーファンタジア３００

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

色が浅青味紫、がくの色が浅黄緑で中肋部に赤が入る切花向きの品種である。

草丈はやや高、花序の数は極少である。葉長はやや短、葉幅はやや狭、葉の形は広卵

形、色は濃、毛の有無は無、葉縁の波打ちは弱、葉の切れ込みの有無は無である。葉柄

の有無は有、長さは中、アントシアニンの着色程度は弱である。茎出葉の有無は有、花

茎の長さは極長、太さは細、毛の密度は無又は極粗、翼の幅は無又は極狭、翼の波打ち

は無又は極弱、一次分枝のたく葉の長さはかなり長、花序のタイプはⅤ型、分枝の程度

はやや強、方向は斜上、花数はやや少である。がくの長さはやや短、直径は短、がくの

タイプはⅠ・Ⅰ型、色は浅黄緑（JHS カラーチャート3301）で、中肋部に赤（同0415）

が入る。花冠の形はⅠ型、多少は多、大きさは中、色は浅青味紫（同8304）である。花

の香りは有である。

「トールエミール」と比較して、茎出葉が有ること、がくの中肋部の色が赤であるこ

と等で 「ブルーファンタジア２００」と比較して、葉長が短いこと、花数が多いこと、

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

福花園種苗株式会社 愛知県名古屋市中区松原二丁目９番２９号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

藤田和議

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成７年に出願者の温室（長野県小諸市）において、出願者所有の育成

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

続し、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１５０３８号 平成１９年３月１５日

２ 登録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 かぐや姫（かぐやひめ）

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、花冠の

色が明黄、がくの色が浅緑黄で、中肋部に明赤紫が入る切花向きの品種である。

草丈は中、花序の数は極少である。葉長は中、葉幅はかなり狭、葉の形は楕円形、色

は濃、毛の有無は無、葉縁の波打ちは無又は極弱、葉の切れ込みの有無は無である。葉

柄の有無は有、長さ及びアントシアニンの着色程度は中である。茎出葉の有無は有、花

茎の長さは極長、太さは中、毛の密度は無又は極粗、翼の幅は無又は極狭、波打ちは無

又は極弱、一次分枝のたく葉の長さは短、花序のタイプはⅣ型、分枝の程度は弱、方向

は斜上、花数はやや多である。がくの長さはやや短、直径はやや長、タイプはⅡ・Ⅲ型、

色は浅緑黄（JHS カラーチャート2904）で、中肋部に明赤紫（同9506）が入る。花冠の

形はⅣ型、多少は多、大きさは中、色は明黄（同2505）である。花の香りは有である。

「キノバイス」と比較して、がく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

進藤俊英 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１７年６月２３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成12年に育成者の温室（山梨県北杜市）において、育成者所有の育成

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

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



１ 品種登録の番号及び年月日 第１５０３９号 平成１９年３月１５日

２ 登録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 京姫（きょうひめ）

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、花冠の

色が明黄、がくの色が鮮紫ピンクで、中肋部に鮮赤紫が入る切花向きの品種である。

草丈は中、花序の数は極少である。葉長はやや短、葉幅はやや広、葉の形は楕円形、

色は淡、毛の有無は無、葉縁の波打ちは無又は極弱、葉の切れ込みの有無は無である。

葉柄の有無は有、長さ及びアントシアニンの着色程度は中である。茎出葉の有無は無、

花茎の長さはかなり長、太さは中、毛の密度は無又は極粗、翼の幅は無又は極狭、波打

ちは無又は極弱、一次分枝のたく葉の長さはやや短、花序のタイプはⅣ型、分枝の程度

は弱、方向は横張、花数は多である。がくの長さはやや短、直径はやや長、タイプはⅡ

・Ⅲ型、色は鮮紫ピンク（JHS カラーチャート9505）で、中肋部に鮮赤紫（同9507）が

入る。花冠の形はⅣ型、多少は多、大きさはやや小、色は明黄（同2505）である。花の

香りは有である。

「ダイレディー ローズ」と比較して、葉縁の波打ちが少ないこと、がくの色が鮮紫

ピンクであること等で 「ブリリアントルージュ」と比較して、がくの色が鮮紫ピンク、

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

進藤俊英 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１７年６月２３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成12年に育成者の温室（山梨県北杜市）において、育成者所有の育成

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

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



１ 品種登録の番号及び年月日 第１５０４０号 平成１９年３月１５日

２ 登録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 京舞（きょうまい）

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、花冠の

色が明黄、がくの色が淡紫ピンクで、中肋部に紫赤が入る切花向きの品種である。

草丈は中、花序の数は極少である。葉長はやや短、葉幅は中、葉の形は楕円形、色は

中、毛の有無は無、葉縁の波打ちは無又は極弱、葉の切れ込みの有無は無である。葉柄

の有無は有、長さ及びアントシアニンの着色程度は中である。茎出葉の有無は無、花茎

の長さは極長、太さはやや太、毛の密度は無又は極粗、翼の幅は無又は極狭、波打ちは

無又は極弱、一次分枝のたく葉の長さはやや短、花序のタイプはⅣ型、分枝の程度は弱、

方向は斜上、花数はやや少である。がくの長さはやや短、直径はやや長、タイプはⅡ・

Ⅲ型、色は淡紫ピンク（JHS カラーチャート9702）で、中肋部に紫赤（同9708）が入る。

花冠の形はⅣ型、多少は多、大きさは中、色は明黄（同2506）である。花の香りは有で

ある。

「スーパーレディー」及び「キノセリース」と比較して、葉縁の波打ちが弱いこと、

がくの中肋部の色が紫赤であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

進藤俊英 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１７年６月２３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成12年に育成者の温室（山梨県北杜市）において、育成者所有の育成

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

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



１ 品種登録の番号及び年月日 第１５０４１号 平成１９年３月１５日

２ 登録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 湖衣姫（こいひめ）

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、花冠の

色が明黄、がくの色が淡紫ピンクで、中肋部に鮮赤紫が入る切花向きの品種である。

草丈は中、花序の数は極少である。葉長及び葉幅は中、葉の形は楕円形、色は濃、葉

の毛の有無は無、葉縁の波打ちは中、葉の切れ込みの有無は無である。葉柄の有無は有、

長さは短、アントシアニンの着色程度は中である。茎出葉の有無は無、花茎の長さは極

長、太さは中、毛の密度は無又は極粗、翼の幅は無又は極狭、波打ちは無又は極弱、一

次分枝のたく葉の長さは短、花序のタイプはⅣ型、分枝の程度は弱、方向は横張、花数

は中である。がくの長さはやや短、直径はやや長、タイプはⅡ・Ⅲ型、色は淡紫ピンク

（JHS カラーチャート9502）で、中肋部に鮮赤紫（同9507）が入る。花冠の形はⅣ型、

多少は多、大きさはやや小、色は明黄（同2506）である。花の香りは有である。

「スーパーレディ」と比較して、分枝の方向が横張であること、がくの色が淡紫ピン

ク（同9502）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

進藤俊英 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１７年６月２３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成12年に育成者の温室（山梨県北杜市）において、育成者所有の育成

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

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



１ 品種登録の番号及び年月日 第１５０４２号 平成１９年３月１５日

２ 登録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 朝陽（ちょうよう）

３ 登録品種の特性の概要

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

色が明黄緑、がくの色が淡ピンクで、中肋部に濃赤が入る切花向きの品種である。

草丈は中、花序の数は極少である。葉長はやや短、葉幅は狭、葉の形は楕円形、色は

中、毛の有無は無、葉縁の波打ちは弱、葉の切れ込みの有無は無である。葉柄の有無は

有、長さは短、アントシアニンの着色程度は弱である。茎出葉の有無は有、花茎の長さ

は極長、太さは中、毛の密度は無又は極粗、翼の幅は無又は極狭、波打ちは無又は極弱、

一次分枝のたく葉の長さはやや短、花序のタイプはⅣ型、分枝の程度は弱、方向は斜上、

花数はやや多である。がくの長さはやや短、直径はやや長、タイプはⅡ・Ⅲ型、色は淡

ピンク（JHS カラーチャート0402）で、中肋部に濃赤（同0408）が入る。花冠の形はⅣ

型、多少は多、大きさはやや小、色は明黄緑（同2705）である。花の香りは有である。

「ダイスパバレンシア」と比較して、がくの中肋部の色が濃赤であること、花冠が多

いこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

進藤俊英 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１７年６月２３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成12年に育成者の温室（山梨県北杜市）において、育成者所有の育成

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

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



１ 品種登録の番号及び年月日 第１５０４３号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

カーネーション ＪＩＮＳコリン

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、花は黄

ピンク色の八重咲きで、やや小輪の１花柄の花数が複数花の切花向きの品種である。

開花時草丈はやや高、１花柄の花数は複数花、花全体の配列は凹である。側枝数は中、

節間数は３、茎長はやや短、茎の太さはやや細、節間長は中、茎のろう質は強である。

葉の形は線形、最大葉長は中、最大葉幅はかなり狭、葉巻き程度は巻かない、葉色は濃

緑、葉のろう質は強である。つぼみの形は倒卵形、花径はやや小、花冠上部の側面の形

は凸、花冠下部の側面の形は平、花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がく

の形は鐘形、花の形状は八重、花弁数はやや少、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形

は鈍鋸歯、花弁の切れ込みの深さは浅、外花弁の長さ及び幅は中、花弁の色の数は１色、

花弁の色の分布は濃淡無し、花弁の色は黄ピンク（JHS カラーチャート0704）である。

開花習性は四季咲き、開花時期は早生である。

「カリフォルニア デリカート」及び「ラッシュ」と比較して、花弁の色が黄ピンク

であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

昼神活由 長野県下伊那郡豊丘村大字河野３８８番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

昼神活由

７ 出願公表の年月日 平成１７年６月２３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成13年に育成者の温室（長野県下伊那郡豊丘村）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、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１５０４４号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

カーネーション ＪＩＮＳシャレード

３ 登録品種の特性の概要

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

紫ピンク色の八重咲きで、やや小輪の１花柄の花数が複数花の切花向きの品種である。

開花時草丈は高、１花柄の花数は複数花、花全体の配列は平である。側枝数はかなり

少、節間数は５以上、茎長は中、茎の太さはやや太、節間長はやや長、茎のろう質は強

である。葉の形は線形、最大葉長はやや長、最大葉幅はやや狭、葉巻き程度はよく巻く、

葉色は濃緑、葉のろう質は中である。つぼみの形は倒卵形、花径はやや小、花冠上部の

側面の形は凸、花冠下部の側面の形は凹、花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は

突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花弁数は中、花弁の横断面の形は波状、花弁縁

の形は鈍鋸歯、花弁の切れ込みの深さはかなり浅、外花弁の長さ及び幅は中、花弁の色

の数は１色、花弁の色の分布は濃淡無し、花弁の色は淡紫ピンク（JHS カラーチャート

9501）である。開花習性は四季咲き、開花時期はやや晩生である。

「イラリア」及び「ウエスト ダイアモンド」と比較して、花弁の色が淡紫ピンクで

あること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

昼神活由 長野県下伊那郡豊丘村大字河野３８８番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

昼神活由

７ 出願公表の年月日 平成１７年６月２３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成13年に育成者の温室（長野県下伊那郡豊丘村）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、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１５０４５号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

カーネーション ＪＩＮＳベッカム

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、花は濃

赤の地色に穏ピンク色のぼかしが入る八重咲きで、やや小輪の１花柄の花数が複数花の

切花向きの品種である。

開花時草丈は高、１花柄の花数は複数花、花全体の配列は平である。側枝数は少、節

間数は４、茎長は中、茎の太さはやや太、節間長は中、茎のろう質は強である。葉の形

は線形、最大葉長は中、最大葉幅は狭、葉巻き程度は少し巻く、葉色は青緑、葉のろう

質は強である。つぼみの形は倒卵形、花径はやや小、花冠上部の側面の形はやや凸、花

冠下部の側面の形は平、花の香りは無、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘

形、花の形状は八重、花弁数はやや少、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鈍鋸

歯、花弁の切れ込みの深さは浅、外花弁の長さ及び幅は中、花弁の色の数は２色、花弁

の色の分布はぼかし、花弁の地色は濃赤（JHS カラーチャート0408 、花弁の複色は穏）

ピンク（同0412 、花弁の複色割合は少である。開花習性は四季咲き、開花時期は中生）

である。

「ショコラ」と比較して、花弁の地色が濃赤であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

昼神活由 長野県下伊那郡豊丘村大字河野３８８番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

昼神活由

７ 出願公表の年月日 平成１７年６月２３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成13年に育成者の温室（長野県下伊那郡豊丘村）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、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１５０４６号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

カーネーション ＩＮＧＵギャレットローズ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ＩＮＧＵレスター」の変異株であり、花は明紅色の八重咲きで、やや、

小輪の１花柄の花数が複数花の切花向きの品種である。

開花時草丈は高、１花柄の花数は複数花、花全体の配列は凹である。側枝数は中、節

間数は５以上、茎長はやや短、茎の太さ及び節間長は中、茎のろう質は強である。葉の

形は線形、最大葉長はやや長、最大葉幅は狭、葉巻き程度は巻かない、葉色は濃緑、葉

のろう質は強である。つぼみの形は倒卵形、花径はやや小、花冠上部の側面の形は凸、

花冠下部の側面の形は凹、花の香りは無、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は

鐘形、花の形状は八重、花弁数はやや少、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鈍

鋸歯、花弁の切れ込みの深さは浅、外花弁の長さ及び幅は中、花弁の色の数は１色、花

弁の色の分布は濃淡無し、花弁の色は明紅（JHS カラーチャート0106）である。開花習

性は四季咲き、開花時期は中生である。

「チェリーフルーレット」及び「ラヴィアンローズ」と比較して、花弁の色が明紅で

あること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

稲垣長太郎 愛知県幡豆郡一色町大字一色字亥新田２５９番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

稲垣長太郎

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13年に育成者の温室（愛知県幡豆郡一色町）において 「ＩＮＧＵ、

レスター」の変異株を発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、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１５０４７号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

カーネーション エリザ

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

ピンク色の八重咲きで、大輪の１花柄の花数が１花の切花向きの品種である。

開花時草丈はかなり高、１花柄の花数は１花である。側枝数はやや少、節間数は４、

茎長及び茎の太さは中、節間長はやや長、茎のろう質は強である。葉の形は線形、最大

葉長はやや長、最大葉幅は狭、葉巻き程度は極巻く、葉色は濃緑、葉のろう質は強であ

る。つぼみの形は楕円形、花径は大、花冠上部の側面の形は凸、花冠下部の側面の形は

凹、花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、

花弁数はかなり多、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鈍鋸歯、花弁の切れ込み

の深さは浅、外花弁の長さはやや長、外花弁の幅はやや広、花弁の色の数は１色、花弁

の色の分布は濃淡無し、花弁の色は淡ピンク（JHS カラーチャート0402）である。開花

習性は四季咲き、開花時期はやや晩生である。

「アオモリ」と比較して、花弁縁の切込みの深さが深いこと、開花時期が早いこと等

で 「ブレピンク」と比較して、花弁数が多いこと、花弁の色の分布が濃淡無しである、

こと、花弁の色が淡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

ノビオ ジアコモ

イタリア共和国 １８０３８ サンレモ ストラダ ヴィレッタ １７

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ノビオ ジアコモ

７ 出願公表の年月日 平成１７年６月２３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1997年に育成者の温室（イタリア共和国）において、出願者所有の育成

系統どうしを交配し、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１５０４８号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

カーネーション バルカシオ

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

紫ピンクの地色にピンク白色のぼかしが入る八重咲きで、かなり大輪の１花柄の花数が

１花の切花向きの品種である。

開花時草丈はかなり高、１花柄の花数は１花である。側枝数は少、節間数は４、茎長

はやや長、茎の太さは中、節間長は長、茎のろう質は強である。葉の形は線形、最大葉

長はやや長、最大葉幅は狭、葉巻き程度はよく巻く、葉色は濃緑、葉のろう質は強であ

る。つぼみの形は楕円形、花径はかなり大、花冠上部の側面の形は凸、花冠下部の側面

の形は凹、花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状

は八重、花弁数はやや多、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鈍鋸歯、花弁の切

れ込みの深さは中、外花弁の長さはやや長、外花弁の幅はやや広、花弁の色の数は２色、

花弁は淡紫ピンク（JHS カラーチャート9702）の地色にピンク白（同9701）のぼかし、

花弁の複色割合はかなり少である。開花習性は四季咲き、開花時期はやや晩生である。

「ブレキー」と比較して、花弁の地色が淡紫ピンクであること、花弁の色模様がぼか

しであること等 「ラビレドリーナ」と比較して、花弁数が少ないこと、開花時期が早、

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

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

２０５

６ 登録品種の育成をした者の氏名

エミリオ カノー

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、1999年に出願者の温室（スペイン国）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。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１５０４９号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

カーネーション ホワイトラブ

３ 登録品種の特性の概要

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

白の八重咲きで、かなり大輪の１花柄の花数が１花の切花向きの品種である。

開花時草丈は高、１花柄の花数は１花である。側枝数は少、節間数は５以上、茎長は

やや長、茎の太さは太、節間長はやや長、茎のろう質は強である。葉の形は線形、最大

葉長は長、最大葉幅は狭、葉巻き程度は極巻く、葉色は濃緑、葉のろう質は強である。

つぼみの形は楕円形、花径はかなり大、花冠上部の側面の形は凸、花冠下部の側面の形

は凹、花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八

重、花弁数はやや多、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鈍鋸歯、花弁の切れ込

みの深さは浅、外花弁の長さはやや長、外花弁の幅はやや広、花弁の色の数は１色、花

弁の色の分布は濃淡無し、花弁の色は黄白（JHS カラーチャート2502）である。開花習

性は四季咲き、開花時期はやや晩生である。

「ソロ」と比較して、側枝数が少ないこと、葉巻き程度が強いこと等で 「デナリ」、

と比較して、側枝数が少ないこと、花弁数が少ないこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

モラリア カルーロ

イタリア共和国 １８０３８ サンレモ （ＩＭ） バンチェッテ ナポレオニー

チェ ９３

６ 登録品種の育成をした者の氏名

モラリア カルーロ

７ 出願公表の年月日 平成１７年６月２３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

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

系統どうしを交配し、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１５０５０号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

カーネーション アップルティー

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

黄の地色に明紫赤色の条及び浅橙色のぼかしが入る八重咲きで、大輪の１花柄の花数が

１花の切花向きの品種である。

開花時草丈は高、１花柄の花数は１花である。側枝数はやや少、節間数は３、茎長は

やや長、茎の太さは太、説間長はやや長、茎のろう質は強である。葉の形は線形、最大

葉長は長、最大葉幅は狭、葉巻き程度は極巻く、葉色は濃緑、葉のろう質は強である。

つぼみの形は楕円形、花径は大、花冠上部の側面の形は凸、花冠下部の側面の形は凹、

花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花

弁数はやや多、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鈍鋸歯、花弁の切れ込みの深

さは浅、外花弁の長さはやや長、外花弁の幅はやや広、花弁の色の数は３色、花弁は淡

黄（JHS カラーチャート2503）の地色に明紫赤（同9706）の条及び浅橙（同1302）のぼ

かし、花弁の複色割合は中である。開花習性は四季咲き、開花時期はやや晩生である。

「ブレウブ」と比較して、葉巻き程度が強いこと、花弁の地色が淡黄であること等で、

「コーピマン」と比較して、花弁数が少ないこと、花弁の地色が淡黄であること等で区

別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

モラリア カルーロ

イタリア共和国 １８０３８ サンレモ （ＩＭ） バンチェッテ ナポレオニー

チェ ９３

６ 登録品種の育成をした者の氏名

モラリア カルーロ

７ 出願公表の年月日 平成１７年６月２３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

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

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

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

なお、出願時の名称は「９７Ｃ」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１５０５１号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

カーネーション ヒルセルロ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ヒルロジー」の変異株であり、花は鮮紅色の八重咲きで、やや小輪の、

１花柄の花数が複数花の切花向きの品種である。

開花時草丈は高、１花柄の花数は複数花、花全体の配列は凹である。側枝数はやや少、

節間数は５以上、茎長はやや短、茎の太さ及び節間長は中、茎のろう質は強である。葉

の形は線形、最大葉長は中、最大葉幅は狭、葉巻き程度は巻かない、葉色は濃緑、葉の

ろう質は中である。つぼみの形は倒卵形、花径はやや小、花冠上部の側面の形は凸、花

冠下部の側面の形は凹、花の香りは無、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘

形、花の形状は八重、花弁数は中、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鈍鋸歯、花

弁の切れ込みの深さは浅、外花弁の長さ及び幅は中、花弁の色の数は１色、花弁の色の

分布は濃淡無し、花弁の色は鮮紅（JHS カラーチャート0107）である。開花習性は四季

咲き、開花時期は中生である。

「ＩＮＧＵギャレットローズ」と比較して、花弁縁の形が鈍鋸歯であること等で、

「バーバラ」と比較して、花弁縁の形が鈍鋸歯であること、花弁の色が鮮紅であること

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

ヒルベルダ社

オランダ王国 １４２４ ＣＡ デ クワケル マインスヘーレンウェッヒ １５

６ 登録品種の育成をした者の氏名

マリウス ヤン タス

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、2000年に出願者の温室（オランダ王国）において 「ヒルロジー」の変、

異株を発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、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１５０５２号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

カーネーション クラベールローズ

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、花は鮮

赤紫色の八重咲きで、やや小輪の１花柄の花数が複数花の鉢物向きの品種である。

開花時草丈はやや低、１花柄の花数は複数花、花全体の配列は平である。側枝数はか

なり少、節間数は２、茎の太さはやや細、節間長は中、茎のろう質は弱である。葉の形

は線形、最大葉長はやや短、最大葉幅は狭、葉巻き程度は巻く、葉色は濃緑、葉のろう

質は弱である。つぼみの形は倒卵形、花径はやや小、花冠上部及び花冠下部の側面の形

は平、花の香りは中、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は円筒形、がく裂片の

アントシアニンの着色は有、花の形状は八重、花弁数は少、花弁の横断面の形は平、花

弁縁の形は鋭鈍鋸歯、花弁の切れ込みの深さは浅、外花弁の長さはやや短、外花弁の幅

はやや狭、花弁の色の数は１色、花弁の色の分布は濃淡無し、花弁の色は鮮赤紫（JHS

カラーチャート9207 、子房の形は倒卵形である。開花習性は四季咲き、開花時期は早）

生である。

「パワフルカーネス パープルローズ」と比較して、葉巻き程度が強いこと、子房の

形が倒卵形であること等で 「プリティサプライズ」と比較して、葉巻き程度が強いこ、

と、がく裂片のアントシアニンの着色が有ること、花弁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氏名及び住所又は居所

貝沼謙一 福島県北会津郡北会津村真宮５６３番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

貝沼謙一

７ 出願公表の年月日 平成１７年６月２３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成13年に育成者の温室（福島県北会津郡北会津村）において、育成者

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１５０５３号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

カーネーション 掛川ＡＸ２（かけがわＡＸ２）

３ 登録品種の特性の概要

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

ピンク色の八重咲きで、大輪の１花柄の花数が１花の切花向きの品種である。

開花時草丈はやや高、１花柄の花数は１花である。側枝数は多、節間数は２、茎長は

中、茎の太さは中、節間長は長、茎のろう質は強である。葉の形は線形、最大葉長はや

や長、最大葉幅は狭、葉巻き程度は極巻く、葉色は濃緑、葉のろう質は強である。つぼ

みの形は楕円形、花径は大、花冠上部の側面の形は凸、花冠下部の側面の形は凹、花の

香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花弁数

はやや多、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鈍鋸歯、花弁の切れ込みの深さは

浅、外花弁の長さはやや長、外花弁の幅は中、花弁の色の数は１色、花弁の色の分布は

濃淡無し、花弁の色は紫ピンク（JHS カラーチャート9203）である。開花習性は四季咲

き、開花時期はやや晩生である。

「オペラ」及び「ラビレドリーナ」と比較して、花弁数が少ないこと、花弁の色が紫

ピンク（同9203）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

宇井啓修 河島庄吾

７ 出願公表の年月日 平成１７年６月２３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成10年に出願者の温室（静岡県掛川市）において、出願者所有の育成

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

続し、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「シェリー」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１５０５４号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

カーネーション 掛川ＡＸ３（かけがわＡＸ３）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「プリティローズ」の枝変わりであり、花は紫ピンク色の八重咲きで、、

小輪の１花柄の花数が複数花の鉢物向きの品種である。

開花時草丈はかなり低、１花柄の花数は複数花、花全体の配列は凹である。側枝数は

無、節間数は２、茎の太さは細、茎のろう質は中である。葉の形は線形、最大葉長は短、

最大葉幅はかなり狭、葉巻き程度は少し巻く、葉色は緑、葉のろう質は弱である。つぼ

みの形は楕円形、花径は小、花冠上部の側面の形は凸、花冠下部の側面の形はやや凸、

花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は円筒形、花の形状は八重、

花弁数は少、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鈍鋸歯、花弁の切れ込みの深さ

は浅、外花弁の長さはやや短、外花弁の幅はやや狭、花弁の色の数は１色、花弁の色の

分布は濃淡無し、花弁の色は紫ピンク（JHS カラーチャート9503）である。開花習性は

四季咲き、開花時期は早生である。

「プリティセリース」と比較して、花弁の色が紫ピンクであること等で区別性が認め

られる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ 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

菅野政夫 荻野智崇

７ 出願公表の年月日 平成１７年６月２３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成12年に出願者の温室（静岡県掛川市）において 「プリティロー、

ズ」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「プリティさくら」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１５０５５号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

カーネーション 掛川ＡＸ９（かけがわＡＸ９）

３ 登録品種の特性の概要

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

ンク色の八重咲きで、大輪で１花柄の花数が１花の切花向きの品種である。

開花時草丈は高、１花柄の花数は１花である。側枝数は少、節間数は５以上、茎長は

やや長、茎の太さはやや太、節間長はやや長、茎のろう質は強である。葉の形は線形、

最大葉長は長、最大葉幅は狭、葉巻き程度は少し巻く、葉色は濃緑、葉のろう質は強で

ある。つぼみの形は楕円形、花径は大、花冠上部の側面の形は凸、花冠下部の側面の形

は凹、花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八

重、花弁数はかなり多、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鈍鋸歯、花弁の切れ

込みの深さは浅、外花弁の長さはやや長、外花弁の幅はやや広、花弁の色の数は１色、

花弁の色の分布は濃淡無し、花弁の色はピンク（JHS カラーチャート0103 、花柱の数）

は２本である。開花習性は四季咲き、開花時期はやや晩生である。

、 、「クレフィフラン」と比較して、花柱の数が少ないこと等で 「タマラ」と比較して

花弁数が多いこと、花柱の数が少ないこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の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

宇井啓修 河島庄吾

７ 出願公表の年月日 平成１７年６月２３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成10年に出願者の温室（静岡県掛川市）において、出願者所有の育成

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

続し、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。

なお、出願時は「ミルフィーユ」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１５０５６号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

カーネーション ブレエス

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、花は淡

黄緑色の八重咲きで、中輪の１花柄の花数が複数花の切花向きの品種である。

開花時草丈は高、１花柄の花数は複数花、花全体の配列は凹である。側枝数は中、節

間数は５以上、茎長はやや短、茎の太さ及び節間長は中、茎のろう質は強である。葉の

形は線形、最大葉長は中、最大葉幅は狭、葉巻き程度は巻かない、葉色は濃緑、葉のろ

う質は強である。つぼみの形は円柱形、花径は中、花冠上部の側面の形は凸、花冠下部

の側面の形は凹、花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花

の形状は八重、花弁数はやや少、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鈍鋸歯、花

弁の切れ込みの深さは浅、外花弁の長さ及び幅は中、花弁の色の数は１色、花弁の色の

分布は濃淡無し、花弁の色は淡黄緑（JHS カラーチャート3102）である。開花習性は四

季咲き、開花時期は中生である。

「インターメッゾ」と比較して、花弁の色が淡黄緑であること等で 「ブレヒディ」、

と比較して、花弁の色の分布が濃淡無しであること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

ブライヤー ハイム イラン イスラエル国 ベニーツイオン ６０９１０

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ブライヤー ハイム イラン

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、1999年に育成者の温室（イスラエル国）において、育成者所有の育成系

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

し、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「ブレイス」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１５０５７号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

カーネーション ブレームル

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「クララ」に「リラ」を交配して育成されたものであり、花は紫ピンク、

色の八重咲きのかなり大輪で１花柄の花数が１花の切花向きの品種である。

開花時草丈はかなり高、１花柄の花数は１花である。側枝数はかなり少、節間数は３、

茎長はやや長、茎の太さは中、節間長はやや長、茎のろう質は強である。葉の形は線形、

最大葉長はやや長、最大葉幅は狭、葉巻き程度は極巻く、葉色は濃緑、葉のろう質は強

である。つぼみの形は楕円形、花径はかなり大、花冠上部の側面の形は凸、花冠下部の

側面の形は凹、花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の

形状は八重、花弁数はやや多、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鈍鋸歯、花弁

の切れ込みの深さは浅、外花弁の長さはやや長、外花弁の幅はやや広、花弁の色の数は

１色、花弁の色の分布は濃淡無し、花弁の色は紫ピンク（JHS カラーチャート9203 、）

柱頭の色は先端紫である。開花習性は四季咲き、開花時期はやや晩生である。

「掛川ＡＸ２」と比較して、側枝数が少ないこと、柱頭の色が先端紫であること等で

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

ブライヤー ハイム イラン イスラエル国 ベニーツイオン ６０９１０

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ブライヤー ハイム イラン

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、1999年に育成者の温室（イスラエル国）において 「クララ」に「リ、

ラ」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１５０５８号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

カーネーション ブレオ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「クララ」に「リラ」を交配して育成されたものであり、花は淡紫ピン、

ク色の八重咲きで、極大輪の１花柄の花数が１花の切花向きの品種である。

開花時草丈は極高、１花柄の花数は１花である。側枝数はかなり少、節間数は５以上、

茎長はやや長、茎の太さはやや太、節間長は長、茎のろう質は強である。葉の形は線形、

最大葉長はやや長、最大葉幅は狭、葉巻き程度は極巻く、葉色は濃緑、葉のろう質は強

である。つぼみの形は楕円形、花径は極大、花冠上部の側面の形は凸、花冠下部の側面

の形は凹、花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状

は八重、花弁数はかなり多、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鈍鋸歯、花弁の

切れ込みの深さはやや浅、外花弁の長さはやや長、外花弁の幅は広、花弁の色の数は１

色、花弁の色の分布は濃淡無し、花弁の色は淡紫ピンク（JHS カラーチャート9702 ）

である。開花習性は四季咲き、開花時期は中生である。

「掛川ＡＸ２」と比較して、花弁数が多いこと、花弁の色が淡紫ピンクであること等

で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

ブライヤー ハイム イラン イスラエル国 ベニーツイオン ６０９１０

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ブライヤー ハイム イラン

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、2000年に育成者の温室（イスラエル国）において 「クララ」に「リ、

ラ」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１５０５９号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

カーネーション ブレテ

３ 登録品種の特性の概要

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

は淡黄の地色に明紅色の周囲条斑が入る八重咲きで、やや小輪の１花柄の花数が複数花

の切花向きの品種である。

開花時草丈は高、１花柄の花数は複数花、花全体の配列は平である。側枝数は中、節

間数は５以上、茎長はやや短、茎の太さは中、節間長はやや短、茎のろう質は中である。

葉の形は線形、最大葉長は中、最大葉幅は狭、葉巻き程度は巻かない、葉色は青緑、葉

のろう質は中である。つぼみの形は倒卵形、花径はやや小、花冠上部の側面の形は凸、

花冠下部の側面の形は凹、花の香りは無、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は

鐘形、花の形状は八重、花弁数は中、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鈍鋸歯、

花弁の切れ込みの深さは浅、外花弁の長さ及び幅は中、花弁の色の数は２色、花弁の色

の分布は周囲条斑、花弁の地色は淡黄（JHS カラーチャート2503 、花弁の複色は明紅）

） 。（同0106 、花弁の複色割合は少である。開花習性は四季咲き、開花時期は中生である

「ルノアール」と比較して、花弁の地色が淡黄であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

ブライヤー ハイム イラン イスラエル国 ベニーツイオン ６０９１０

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ブライヤー ハイム イラン

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、1999年に育成者の温室（イスラエル国）において 「ナナ」に育成者所、

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

継続し、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１５０６０号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

カーネーション ブレディ

３ 登録品種の特性の概要

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

ピンク色の八重咲きで、中輪の１花柄の花数が複数花の切花向きの品種である。

開花時草丈は高、１花柄の花数は複数花、花全体の配列は凸である。側枝数は極多、

節間数は５以上、茎長はやや短、茎の太さは中、節間長はやや短、茎のろう質は中であ

る。葉の形は線形、最大葉長は中、最大葉幅は狭、葉巻き程度は巻かない、葉色は緑、

葉のろう質は中である。つぼみの形は倒卵形、花径は中、花冠上部の側面の形は凸、花

冠下部の側面の形は凹、花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘

形、花の形状は八重、花弁数は中、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鈍鋸歯、

花弁の切れ込みの深さは浅、外花弁の長さは中、幅はやや広、花弁の色の数は１色、花

弁の色の分布は濃淡無し、花弁の色は紫ピンク（JHS カラーチャート9703）である。開

花習性は四季咲き、開花時期はやや晩生である。

「エチュード」と比較して、花弁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

ブライヤー ハイム イラン イスラエル国 ベニーツイオン ６０９１０

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ブライヤー ハイム イラン

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、1999年に育成者の温室（イスラエル国）において、育成者所有の育成系

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

し、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１５０６１号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

カーネーション ブレド

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ロン」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、

はピンク白の地色に明赤色の中間帯状が入る八重咲きで、中輪の１花柄の花数が複数花

の切花向きの品種である。

開花時草丈は高、１花柄の花数は複数花、花全体の配列は平である。側枝数は少、節

間数は５以上、茎長はやや短、茎の太さは太、節間長は中、茎のろう質は強である。葉

の形は線形、最大葉長はやや長、最大葉幅は狭、葉巻き程度は少し巻く、葉色は濃緑、

葉のろう質は中である。つぼみの形は倒卵形、花径は中、花冠上部の側面の形は凸、花

冠下部の側面の形は平、花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘

形、花の形状は八重、花弁数は中、花弁の横断面の形は平、花弁縁の形は鋭鈍鋸歯、花

弁の切れ込みの深さは浅、外花弁の長さ及び幅は中、花弁の色の数は２色、花弁の色の

分布は中間帯状、花弁の地色はピンク白（JHS カラーチャート0101 、花弁の複色は明）

赤（同0406 、花弁の複色割合は多である。開花習性は四季咲き、開花時期は中生であ）

る。

「ヒルクイーン」と比較して、花弁の地色がピンク白で花弁の中間帯状が明赤色であ

ること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

ブライヤー ハイム イラン イスラエル国 ベニーツイオン ６０９１０

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ブライヤー ハイム イラン

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、1999年に育成者の温室（イスラエル国）において 「ロン」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、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１５０６２号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

カーネーション ブレフィン

３ 登録品種の特性の概要

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

は浅黄色の八重咲きで、やや小輪の１花柄の花数が複数花の切花向きの品種である。

開花時草丈は高、１花柄の花数は複数花、花全体の配列は凸である。側枝数はかなり

多、節間数は５以上、茎長はやや短、茎の太さ及び節間長は中、茎のろう質は強である。

葉の形は線形、最大葉長は中、最大葉幅は狭、葉巻き程度は少し巻く、葉色は濃緑、葉

のろう質は強である。つぼみの形は楕円形、花径はやや小、花冠上部の側面の形は凸、

花冠下部の側面の形は平、花の香りは無、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は

鐘形、花の形状は八重、花弁数はやや少、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鈍

鋸歯、花弁の切れ込みの深さは浅、外花弁の長さ及び幅は中、花弁の色の数は１色、花

弁の色の分布は濃淡無し、花弁の色は浅黄（JHS カラーチャート2504）である。開花習

性は四季咲き、開花時期は中生である。

「ＪＩＮＳアメリ」と比較して、花弁の色が浅黄であること等で 「ドラド」と比較、

して、つぼみの形が楕円形であること、花弁の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

ブライヤー ハイム イラン イスラエル国 ベニーツイオン ６０９１０

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ブライヤー ハイム イラン

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、1999年に育成者の温室（イスラエル国）において 「ナナ」に育成者所、

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

継続し、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１５０６３号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

カーネーション ブレル

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、花は淡

緑黄の地色に明紫赤色の周囲小輪及び条小斑が入る八重で、やや小輪の１花柄の花数が

複数花の切花向きの品種である。

開花時草丈はやや高、１花柄の花数は複数花、花全体の配列は平である。側枝数はや

や多、節間数は５以上、茎長はやや短、茎の太さは中、節間長はやや短、茎のろう質は

強である。葉の形は線形、最大葉長は中、最大葉幅は狭、葉巻き程度は巻かない、葉色

は青緑、葉のろう質は強である。つぼみの形は円柱形、花径はやや小、花冠上部の側面

の形は凸、花冠下部の側面の形は凹、花の香りは中、ほう葉の外裂片の先端の形は突、

がくの形は円筒形、花の形状は八重、花弁数は少、花弁の横断面の形は平、花弁縁の形

は鈍鋸歯、花弁の切れ込みの深さは浅、外花弁の長さ及び幅は中、花弁の色の数は２色、

花弁の色の分布は周囲小輪及び条小斑、花弁の地色は淡緑黄（JHS カラーチャート

2903 、花弁の複色は明紫赤（同9706 、花弁の複色割合は少である。開花習性は四季咲） ）

き、開花時期は中生である。

「ＩＮＧＵギャレット」及び「ラッフルズ」と比較して、花弁の地色が淡緑黄（同

2903）であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

ブライヤー ハイム イラン イスラエル国 ベニーツイオン ６０９１０

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ブライヤー ハイム イラン

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、1999年に育成者の温室（イスラエル国）において、育成者所有の育成系

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

し、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１５０６４号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

カーネーション プリメロプルート

３ 登録品種の特性の概要

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

紅の地色に淡黄色のぼかしが入る八重咲きの、大輪で１花柄の花数が１花の切花向きの

品種である。

開花時草丈は極高、１花柄の花数は１花である。側枝数はやや少、節間数は３、茎長

はやや長、茎の太さは中、節間長はかなり長、茎のろう質は強である。葉の形は線形、

最大葉長はやや長、最大葉幅は狭、葉巻き程度は少し巻く、葉色は濃緑、葉のろう質は

強である。つぼみの形は楕円形、花径は大、花冠上部の側面の形は凸、花冠下部の側面

の形は凹、花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状

は八重、花弁数は多、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鈍鋸歯、花弁の切れ込

みの深さは浅、外花弁の長さはやや長、外花弁の幅はやや広、花弁の色の数は２色、花

弁の色の分布はぼかし、花弁の地色は濃紅（JHS カラーチャート0109 、花弁の複色は）

淡黄（同2503 、花弁の複色割合は少である。開花習性は四季咲き、開花時期はやや晩）

生である。

「アントワネット」及び「プリメロダーク」と比較して、側枝数が少ないこと、花弁

の複色が淡黄であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Ｐ．コーイ＆ゾーネン社

オランダ王国 １４３２ＧＰ アールスメール ホーンウェッヒ １３２

６ 登録品種の育成をした者の氏名

フランシスカス ヤコブス ヨセフ ファン デル ヘルム

７ 出願公表の年月日 平成１７年６月２３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

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

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

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



１ 品種登録の番号及び年月日 第１５０６５号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

カーネーション チボリ

３ 登録品種の特性の概要

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

ピンクの地色に淡黄緑色のぼかしが入る八重咲きで、やや小輪の１花柄の花数が複数花

の切花向きの品種である。

開花時草丈は高、１花柄の花数は複数花、花全体の配列は凸である。側枝数はやや少、

節間数は５以上、茎長及び茎の太さは中、節間長はやや長、茎のろう質は強である。葉

の形は線形、最大葉長は長、最大葉幅は狭、葉巻き程度は少し巻く、葉色は濃緑、葉の

ろう質は強である。つぼみの形は倒卵形、花径はやや小、花冠上部の側面の形は凸、花

冠下部の側面の形は凹、花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘

形、花の形状は八重、花弁数は中、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鋸歯、花

弁の切れ込みの深さは浅、外花弁の長さ及び幅は中、花弁の色の数は２色、花弁の色の

分布はぼかし、花弁の地色は濃ピンク（JHS カラーチャート0413 、花弁の複色は淡黄）

緑（同3102 、花弁の複色割合は中である。開花習性は四季咲き、開花時期はやや晩生）

である。

「コブチコンチェルト」及び「ミステッシノ」と比較して、花弁の地色が濃ピンクで

あること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Ｐ．コーイ＆ゾーネン社

オランダ王国 １４３２ＧＰ アールスメール ホーンウェッヒ １３２

６ 登録品種の育成をした者の氏名

フランシスカス ヤコブス ヨセフ ファン デル ヘルム

７ 出願公表の年月日 平成１７年６月２３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

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

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

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



１ 品種登録の番号及び年月日 第１５０６６号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

カーネーション コルサ

３ 登録品種の特性の概要

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

花は明赤色の八重咲きで、大輪の１花柄の花数が１花の切花向きの品種である。

開花時草丈は高、１花柄の花数は１花である。側枝数は無、節間数は２、茎長はやや

長、茎の太さは中、節間長は長、茎のろう質は強である。葉の形は線形、最大葉長はや

や長、最大葉幅は狭、葉巻き程度は少し巻く、葉色は濃緑、葉のろう質は強である。つ

ぼみの形は楕円形、花径は大、花冠上部の側面の形は凸、花冠下部の側面の形は凹、花

の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花弁

数は多、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鈍鋸歯、花弁の切れ込みの深さは浅、

外花弁の長さはやや長、外花弁の幅はやや広、花弁の色の数は１色、花弁の色の分布は

濃淡無し、花弁の色は明赤（JHS カラーチャート0406 、子房の形は扁菱形、柱頭の色）

は上部赤である。開花習性は四季咲き、開花時期はやや早生である。

「コルレオーネ」と比較して、節間数が少ないこと、花弁の色が明赤であること、子

房の形が扁菱形であること等で 「フランセスコ」と比較して、節間数が少ないこと、、

柱頭の色が上部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

Ｐ．コーイ＆ゾーネン社

オランダ王国 １４３２ＧＰ アールスメール ホーンウェッヒ １３２

６ 登録品種の育成をした者の氏名

フランシスカス ヤコブス ヨセフ ファン デル ヘルム

７ 出願公表の年月日 平成１７年６月２３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

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

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

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

る。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１５０６７号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

カーネーション カルビン

３ 登録品種の特性の概要

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

黄の地色に濃ピンクの周囲小輪、鮮赤の条小斑、浅橙のぼかしが入る八重咲きのかなり

大輪で１花柄の花数が１花の切花向きの品種である。

開花時草丈はかなり高、１花柄の花数は１花である。側枝数はかなり多、節間数は４、

茎長は中、茎の太さはやや太、節間長はやや長、茎のろう質は強である。葉の形は線形、

最大葉長はやや長、最大葉幅は狭、葉巻き程度は少し巻く、葉色は濃緑、葉のろう質は

強である。つぼみの形は楕円形、花径はかなり大、花冠上部の側面の形は凸、花冠下部

の側面の形は凹、花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花

の形状は八重、花弁数はかなり多、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鈍鋸歯、

花弁の切れ込みの深さはやや浅、外花弁の長さはやや長、外花弁の幅は中、花弁の色の

数は４色、花弁の色の分布は周囲小輪、条小斑、ぼかし、花弁の地色は浅黄（JHS カラ

ーチャート2504 、花弁の複色は濃ピンク（周囲小輪 （同0405 、鮮赤（条小斑 （同） ） ） ）

0407 、浅橙（ぼかし （同1303 、花弁の複色割合は中である。開花習性は四季咲き、） ） ）

開花時期はやや晩生である。

「オレンジイボンヌ」と比較して、つぼみの形が楕円形であること、花弁の地色が浅

黄であること等で 「バミレラ」と比較して、側枝数が多いこと、花弁の地色が浅黄で、

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名称及び住所又は居所

Ｐ．コーイ＆ゾーネン社

オランダ王国 １４３２ＧＰ アールスメール ホーンウェッヒ １３２

６ 登録品種の育成をした者の氏名

フランシスカス ヤコブス ヨセフ ファン デル ヘルム

７ 出願公表の年月日 平成１７年６月２３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

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

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

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



１ 品種登録の番号及び年月日 第１５０６８号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

カーネーション ヒドラ

３ 登録品種の特性の概要

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

白色の八重咲きで、極大輪の１花柄の花数が１花の切花向きの品種である。

開花時草丈は高、１花柄の花数は１花である。側枝数はやや少、節間数は５以上、茎

長は中、茎の太さはやや太、節間長はやや長、茎のろう質は強である。葉の形は線形、

最大葉長はやや長、最大葉幅はやや狭、葉巻き程度は極巻く、葉色は濃緑、葉のろう質

は強である。つぼみの形は球形、花径は極大、花冠上部の側面の形は凸、花冠下部の側

面の形は凹、花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形

状は八重、花弁数はかなり多、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鈍鋸歯、花弁

の切れ込みの深さはやや浅、外花弁の長さはやや長、外花弁の幅はやや広、花弁の色の

数は１色、花弁の色の分布は濃淡無し、花弁は黄白（JHS カラーチャート2502）である。

開花習性は四季咲き、開花時期は晩生である。

「ブレシルク」と比較して、開花時期が晩いこと等で 「ブレロード」と比較して、、

側枝数が多いこと、開花時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

Ｐ．コーイ＆ゾーネン社

オランダ王国 １４３２ＧＰ アールスメール ホーンウェッヒ １３２

６ 登録品種の育成をした者の氏名

フランシスカス ヤコブス ヨセフ ファン デル ヘルム

７ 出願公表の年月日 平成１７年６月２３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

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

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

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



１ 品種登録の番号及び年月日 第１５０６９号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

カーネーション ベクトラ

３ 登録品種の特性の概要

、 、この品種は 「アレグロ」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

花はピンクの八重咲きで、かなり大輪の１花柄の花数が１花の切花向きの品種である。

開花時草丈はかなり高、１花柄の花数は１花である。側枝数は中、節間数は５以上、

茎長及び茎の太さは中、節間長はやや長、茎のろう質は強である。葉の形は線形、最大

葉長はやや長、最大葉幅は狭、葉巻き程度は極巻く、葉色は濃緑、葉のろう質は強であ

る。つぼみの形は楕円形、花径はかなり大、花冠上部の側面の形は凸、花冠下部の側面

の形は凹、花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状

は八重、花弁数は極多、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鈍鋸歯、花弁の切れ

込みの深さはやや浅、外花弁の長さはやや長、外花弁の幅はやや広、花弁の色の数は１

色、花弁の色の分布は濃淡無し、花弁の色はピンク（JHS カラーチャート0103）である。

開花習性は四季咲き、開花時期はかなり晩生である。

「アニマ」と比較して、花弁数が多いこと等で 「ノベルピンク」と比較して、花弁、

数が多いこと、花弁の色がピンクであること、開花時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

Ｐ．コーイ＆ゾーネン社

オランダ王国 １４３２ＧＰ アールスメール ホーンウェッヒ １３２

６ 登録品種の育成をした者の氏名

フランシスカス ヤコブス ヨセフ ファン デル ヘルム

７ 出願公表の年月日 平成１７年６月２３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1998年に出願者の温室（オランダ王国）において 「アレグロ」に出願、

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

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

る。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１５０７０号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

カーネーション ビバ

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「ファービィ」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淡紫ピンク色のぼかしが入る八重咲きで、中輪の１花柄の

花数が複数花の切花向きの品種である。

開花時草丈はやや高、１花柄の花数は複数花、花全体の配列は平である。側枝数は少、

節間数は５以上、茎長はやや短、茎の太さはやや太、節間長は中、茎のろう質は強であ

る。葉の形は線形、最大葉長はやや短、最大葉幅は狭、葉巻き程度は少し巻く、葉色は

緑、葉のろう質は弱である。つぼみの形は倒卵形、花径は中、花冠上部及び花冠下部の

側面の形は凸、花の香りは中、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の

形状は八重、花弁数は少、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鈍鋸歯、花弁の切

れ込みの深さは浅、外花弁の長さ及び幅は中、花弁の色の数は２色、花弁の色の分布は

ぼかし、花弁の地色は鮮紫ピンク（JHS カラーチャート9204 、花弁の複色は淡紫ピン）

ク（同9501 、花弁の複色割合は中、柱頭の色は上部赤である。開花習性は四季咲き、）

開花時期は中生である。

「コブチコンチェルト」と比較して、花弁の地色が鮮紫ピンクであること、柱頭の色

が上部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

Ｐ．コーイ＆ゾーネン社

オランダ王国 １４３２ＧＰ アールスメール ホーンウェッヒ １３２

６ 登録品種の育成をした者の氏名

フランシスカス ヤコブス ヨセフ ファン デル ヘルム

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

成系統と「ファービィ」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特

性の調査を継続し、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１５０７１号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

カーネーション ゾロ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「シャトー」に「バリトン」を交配して育成されたものであり、花は濃、

赤色の八重咲きで、やや小輪の１花柄の花数が複数花の切花向きの品種である。

開花時草丈はやや高、１花柄の花数は複数花、花全体の配列は凹である。側枝数はか

なり少、節間数は５以上、茎長はやや短、茎の太さ及び節間長は中、茎のろう質は強で

ある。葉の形は線形、最大葉長はやや長、最大葉幅は狭、葉巻き程度は少し巻く、葉色

は青緑、葉のろう質は中である。つぼみの形は倒卵形、花径はやや小、花冠上部の側面

の形は凸、花冠下部の側面の形は平、花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、

がくの形は鐘形、花の形状は八重、花弁数はやや少、花弁の横断面の形は波状、花弁縁

の形は鈍鋸歯、花弁の切れ込みの深さは浅、外花弁の長さは中、外花弁の幅はやや狭、

花弁の色の数は１色、花弁の色の分布は濃淡無し、花弁の色は濃赤（JHS カラーチャー

ト0408）である。開花習性は四季咲き、開花時期はやや晩生である。

「タイガーネット」と比較して、がくの形が鐘形であること、開花が晩いこと等で区

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

Ｐ．コーイ＆ゾーネン社

オランダ王国 １４３２ＧＰ アールスメール ホーンウェッヒ １３２

６ 登録品種の育成をした者の氏名

フランシスカス ヤコブス ヨセフ ファン デル ヘルム

７ 出願公表の年月日 平成１７年６月２３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1998年に出願者の温室（オランダ王国）において 「シャトー」に「バ、

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

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



１ 品種登録の番号及び年月日 第１５０７２号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

カーネーション ベルデロ

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「インテルメツォ」を交配して育成されたもの

であり、花は浅黄緑色の八重咲きで、やや小輪の１花柄の花数が複数花の切花向きの品

種である。

開花時草丈は高、１花柄の花数は複数花、花全体の配列は凹である。側枝数はやや多、

節間数は５以上、茎長はやや短、茎の太さ、節間長及び茎のろう質は中である。葉の形

は線形、最大葉長は中、最大葉幅はかなり狭、葉巻き程度は巻かない、葉色は青緑、葉

のろう質は弱である。つぼみの形は倒卵形、花径はやや小、花冠上部の側面の形は凸、

花冠下部の側面の形は凹、花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は

鐘形、花の形状は八重、花弁数はやや多、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鈍鋸

歯、花弁の切れ込みの深さは浅、外花弁の長さはやや短、外花弁の幅はやや狭、花弁の

色の数は１色、花弁の色の分布は濃淡無し、花弁の地色は浅黄緑（JHSカラーチャート

3304）である。開花習性は四季咲き、開花時期は中生である。

「グリーンマジック」及び「ダイグリーンハート」と比較して、花弁数が多いこと、

花弁の色が浅黄緑であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Ｐ．コーイ＆ゾーネン社

オランダ王国 １４３２ＧＰ アールスメール ホーンウェッヒ １３２

６ 登録品種の育成をした者の氏名

フランシスカス ヤコブス ヨセフ ファン デル ヘルム

７ 出願公表の年月日 平成１７年６月２３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

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

統に「インテルメツォ」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１５０７３号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

カーネーション コマルガリータ

３ 登録品種の特性の概要

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

紅の地色にピンク白色の周囲小輪及び暗赤色の中間帯状が入る半八重咲きで、やや小輪

の１花柄の花数が複数花の鉢物向きの品種である。

開花時草丈は低、１花柄の花数は複数花、花全体の配列は平である。側枝数は無、節

間数は１、茎の太さは細、茎のろう質は強である。葉の形は線形、最大葉長は短、最大

葉幅はかなり狭、葉巻き程度は巻かない、葉色は濃緑、葉のろう質は中である。つぼみ

の形は円柱形、花径はやや小、花冠上部及び花冠下部の側面の形は平、花の香りは中、

ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は半八重、花弁数はかなり

少、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鋸歯、花弁の切れ込みの深さは浅、外花

弁の長さはやや短、外花弁の幅は中、花弁の色の数は３色、花弁の色の分布は周囲小輪

及び中間帯状、花弁の地色は濃紅（JHS カラーチャート0108 、花弁の複色はピンク白）

（同0101 （周囲小輪 、暗赤（同0410 （中間帯状 、花弁の複色割合は多である。開花） ） ） ）

習性は四季咲き、開花時期は早生である。

「オーキッドジェム」及び「ホビット」と比較して、花弁の地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

Ｐ．コーイ＆ゾーネン社

オランダ王国 １４３２ＧＰ アールスメール ホーンウェッヒ １３２

６ 登録品種の育成をした者の氏名

フランシスカス ヤコブス ヨセフ ファン デル ヘルム

７ 出願公表の年月日 平成１７年６月２３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

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

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

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

なお、出願時の名称は「マルガリータ」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１５０７４号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

カーネーション フラミンゴ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「オリジナル」に「アルセア」を交配して育成されたものであり、花は、

淡ピンクの地色に明紅色の中間帯状が入る半八重咲きで、小輪の１花柄の花数が複数花

の鉢物向きの品種である。

開花時草丈は低、１花柄の花数は複数花、花全体の配列は平である。側枝数はかなり

少、節間数は２、茎の太さはやや細、節間長は極短、茎のろう質は強である。葉の形は

披針形、最大葉長はかなり短、最大葉幅はかなり狭、葉巻き程度は巻く、葉色は濃緑、

葉のろう質は中である。つぼみの形は楕円形、花径は小、花冠上部及び花冠下部の側面

の形はやや凸、花の香りは中、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は円筒形、花

の形状は半八重、花弁数はかなり少、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鋸歯、

花弁の切れ込みの深さは浅、外花弁の長さはやや短、外花弁の幅はやや狭、花弁の色の

数は２色、花弁の色の分布は中間帯状、花弁の地色は淡ピンク（JHS カラーチャート

0102 、花弁の複色は明紅（同0106 、花弁の複色割合は多である。開花習性は四季咲き、） ）

開花時期は早生である。

「アルセア」と比較して、花の形が半八重であること、花弁の地色が淡ピンクである

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

Ｐ．コーイ＆ゾーネン社

オランダ王国 １４３２ＧＰ アールスメール ホーンウェッヒ １３２

６ 登録品種の育成をした者の氏名

フランシスカス ヤコブス ヨセフ ファン デル ヘルム

７ 出願公表の年月日 平成１７年６月２３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1998年に出願者の温室（オランダ王国）において 「オリジナル」に、

「アルセア」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、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１５０７５号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

カーネーション ダークアルセア

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「アルセア」の枝変わりであり、花は鮮紫赤の地色に濃紅色の中間帯状、

が入る八重咲きで、小輪の１花柄の花数が複数花の鉢物向きの品種である。

開花時草丈はかなり低、１花柄の花数は複数花、花全体の配列は平である。側枝数は

無、節間数は１、茎の太さは細、節間長は極短、茎のろう質は強である。葉の形は線形、

最大葉長は短、最大葉幅はかなり狭、葉巻き程度は巻かない、葉色は濃緑、葉のろう質

は強である。つぼみの形は倒卵形、花径は小、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部

の側面の形は平、花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、が

く裂片のアントシアニンの着色は無、花の形状は八重、花弁数はやや少、花弁の横断面

の形は波状、花弁縁の形は鋭鋸歯、花弁の切れ込みの深さは浅、外花弁の長さはやや短、

外花弁の幅はやや狭、花弁の色の数は２色、花弁の色の分布は中間帯状、花弁の地色は

鮮紫赤（JHS カラーチャート9707 、花弁の複色は濃紅（同0109 、花弁の複色割合は中） ）

である。開花習性は四季咲き、開花時期は早生である。

「ビノ」と比較して、がく裂片にアントシアニンの着色が無いこと等で区別性が認め

られる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Ｐ．コーイ＆ゾーネン社

オランダ王国 １４３２ＧＰ アールスメール ホーンウェッヒ １３２

６ 登録品種の育成をした者の氏名

フランシスカス ヤコブス ヨセフ ファン デル ヘルム

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、2000年に出願者の温室（オランダ王国）において 「アルセア」の枝変、

わりを発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、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１５０７６号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

カーネーション クラシカ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「カンパリ」に「ルバト」を交配して育成されたものであり、花は明紫、

赤色の八重咲きで、やや小輪の１花柄の花数が複数花の鉢物向きの品種である。

開花時草丈はかなり低、１花柄の花数は複数花、花全体の配列は平である。側枝数は

無、節間数は２、茎の太さは細、節間長はかなり短、茎のろう質は強である。葉の形は

線形、最大葉長は短、最大葉幅はかなり狭、葉巻き程度は少し巻く、葉色は濃緑、葉の

ろう質は中である。つぼみの形は倒卵形、花径はやや小、花冠上部の側面の形は凸、花

冠下部の側面の形は平、花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は円

筒形、花の形状は八重、花弁数はやや少、花弁の横断面の形は平、花弁縁の形は鋭鋸歯、

花弁の切れ込みの深さは浅、外花弁の長さはやや短、外花弁の幅はやや狭、花弁の色の

数は１色、花弁の色の分布は濃淡無し、花弁の色は明紫赤（JHS カラーチャート9706）

である。開花習性は四季咲き、開花時期は早生である。

「カレリア」及び「ピンク サプライズ」と比較して、花弁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名称及び住所又は居所

Ｐ．コーイ＆ゾーネン社

オランダ王国 １４３２ＧＰ アールスメール ホーンウェッヒ １３２

６ 登録品種の育成をした者の氏名

フランシスカス ヤコブス ヨセフ ファン デル ヘルム

７ 出願公表の年月日 平成１７年６月２３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1998年に出願者の温室（オランダ王国）において 「カンパリ」に「ル、

バト」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、

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１５０７７号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

カーネーション コクリスタル

３ 登録品種の特性の概要

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

白色の八重咲きで、やや小輪の１花柄の花数が複数花の鉢物向きの品種である。

開花時草丈はかなり低、１花柄の花数は複数花、花全体の配列は平である。側枝数は

無、節間数は１、茎の太さは細、茎のろう質は中である。葉の形は線形、最大葉長はや

や短、最大葉幅はかなり狭、葉巻き程度は巻かない、葉色は濃緑、葉のろう質は無であ

る。つぼみの形は倒卵形、花径はやや小、花冠上部の側面の形は凸、花冠下部の側面の

形は平、花の香りは中、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は漏斗形、花の形状

は八重、花弁数はやや少、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鈍鋸歯、花弁の切

れ込みの深さは浅、外花弁の長さはやや短、外花弁の幅はやや狭、花弁の色の数は１色、

花弁の色の分布は濃淡無し、花弁の色は黄白（JHS カラーチャート2701）である。開花

習性は四季咲き、開花時期は早生である。

「ホワイト サプライズ」と比較して、花径が大きいこと、花冠下部の側面の形が平

であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Ｐ．コーイ＆ゾーネン社

オランダ王国 １４３２ＧＰ アールスメール ホーンウェッヒ １３２

６ 登録品種の育成をした者の氏名

フランシスカス ヤコブス ヨセフ ファン デル ヘルム

７ 出願公表の年月日 平成１７年６月２３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

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

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

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

なお、出願時の名称は「クリスタル」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１５０７８号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

カーネーション カステル

３ 登録品種の特性の概要

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

紫赤の地色に鮮紫ピンク色の周囲小輪が入る八重咲きで、小輪の１花柄の花数が複数花

の鉢物向きの品種である。

開花時草丈は低、１花柄の花数は複数花、花全体の配列は平である。側枝数は無、節

間数は２、茎の太さは細、茎のろう質は強である。葉の形は線形、最大葉長は短、最大

葉幅はかなり狭、葉巻き程度は巻かない、葉色は緑、葉のろう質は強である。つぼみの

形は円柱形、花径は小、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は平、花の

香りは強、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は円筒形、花の形状は八重、花弁

数は少、花弁の横断面の形は平、花弁縁の形は鋭鋸歯、花弁の切れ込みの深さはかなり

浅、外花弁の長さはやや短、外花弁の幅はやや狭、花弁の色の数は１色、花弁の色の分

布は周囲小輪、花弁の地色は暗紫赤（JHS カラーチャート9710 、花弁の複色は鮮紫ピ）

ンク（同9704 、花弁の複色割合は少である。開花習性は四季咲き、開花時期は早生で）

ある。

「ハイステラ」と比較して、花弁の地色が暗紫赤であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Ｐ．コーイ＆ゾーネン社

オランダ王国 １４３２ＧＰ アールスメール ホーンウェッヒ １３２

６ 登録品種の育成をした者の氏名

フランシスカス ヤコブス ヨセフ ファン デル ヘルム

７ 出願公表の年月日 平成１７年６月２３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

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

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

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

なお、出願時の名称は「キャッスル」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１５０７９号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

カーネーション アンネマリー

３ 登録品種の特性の概要

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

橙赤色の八重咲きで、中輪の１花輪の１花柄の花数が複数花の鉢物向きの品種である。

開花時草丈は低、１花柄の花数は複数花、花全体の配列は平である。側枝数はかなり

少、節間数は５以上、茎の太さはやや細、節間長はかなり短、茎のろう質は強である。

葉の形は線形、最大葉長はやや短、最大葉幅は狭、葉巻き程度は巻く、葉色は濃緑、葉

のろう質は中である。つぼみの形は倒卵形、花径は中、花冠上部の側面の形は凸、花冠

下部の側面の形は平、花の香りは中、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は円筒

形、がく裂片のアントシアニンの着色の有無は有、花の形状は八重、花弁数は中、花弁

の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鈍鋸歯、花弁の切れ込みの深さはかなり浅、外花

弁の長さ及び幅は中、花弁の色の数は１色、花弁の色の分布は濃淡無し、花弁の色は濃

橙赤（JHS カラーチャート0707 、花柱の数は２本である。開花習性は四季咲き、開花）

時期は早生である。

「プリティスカーレット」と比較して、葉の形が線形であること、花弁の色が濃橙赤

であること等で 「マザーレッドプリーツ」と比較して、がく裂片にアントシアニンが、

着色すること、花柱の数が２本であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

麒麟麦酒株式会社 東京都中央区新川二丁目１０番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

小田尚

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13年に出願者の温室（栃木県塩谷郡喜連川町）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、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「オードリー」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１５０８０号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

カーネーション レモンソフト

３ 登録品種の特性の概要

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

緑黄色の八重咲きで、中輪の１花柄の花数が複数花の鉢物向きの品種である。

開花時草丈は低、１花柄の花数は複数花、花全体の配列は平である。側枝数はかなり

少、節間数は５以上、茎の太さはやや細、節間長は短、茎のろう質は強である。葉の形

は線形、最大葉長は中、最大葉幅は狭、葉巻き程度は巻かない、葉色は緑、葉のろう質

は強である。つぼみの形は倒卵形、花径は中、花冠上部の側面の形は凸、花冠下部の側

面の形はやや凸、花の香りは無、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は円筒形、

花の形状は八重、花弁数はやや少、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鋸歯、花

弁の切れ込みの深さは浅、外花弁の長さは中、外花弁の幅はやや狭、花弁の色の数は１

色、花弁の色の分布は濃淡無し、花弁の色は浅緑黄（JHS カラーチャート2703）である。

開花習性は四季咲き、開花時期はやや早生である。

「カリフォルニア ジャックポット」と比較して、花弁の色が浅緑黄（同2703）であ

ること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

麒麟麦酒株式会社 東京都中央区新川二丁目１０番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

小田尚

７ 出願公表の年月日 平成１７年８月１０日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成12年に出願者の温室（栃木県塩谷郡喜連川町）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１５０８１号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

カーネーション キリナデスカーレット

３ 登録品種の特性の概要

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

赤色の八重咲きで、やや小輪の１花柄の花数が複数花の花壇向きの品種である。

開花時草丈はやや低、１花柄の花数は複数花、花全体の配列は平である。側枝数は少、

節間数は５以上、茎の太さはやや細、節間長は短、茎のろう質は強である。葉の形は線

形、最大葉長は短、最大葉幅はかなり狭、葉巻き程度は巻かない、葉色は緑、葉のろう

質は弱である。つぼみの形は楕円形、花径はやや小、花冠上部の側面の形は凸、花冠下

部の側面の形は平、花の香りは強、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は円筒形、

花の形状は八重、花弁数はやや少、花弁の横断面の形は巻く、花弁縁の形は鋭鈍鋸歯、

花弁の切れ込みの深さは浅、外花弁の長さはやや短、外花弁の幅はやや狭、花弁の色の

数は１色、花弁の色の分布は濃淡無し、花弁の色は明赤（JHS カラーチャート0406）で

ある。開花習性は四季咲き、開花時期は早生である。

「カリフォルニアレッドノエル」と比較して、花弁の横断面の形が巻くこと、花弁の

切れ込みが深いこと等で 「キリナデレッド」と比較して、花弁の横断面の形が巻くこ、

と、花弁の切れ込みが浅いこと、花弁の色が明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

麒麟麦酒株式会社 東京都中央区新川二丁目１０番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

小田尚 山崎由紀子

７ 出願公表の年月日 平成１７年８月１０日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成12年に出願者の温室（栃木県塩谷郡喜連川町）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１５０８２号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ほうせんか ＦＣＡＭＥＳＡＬ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「インパルスホワイト」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、花は八重で鮮ピンク色の単色、極矮性の鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は中間型、草丈は極矮性、株幅は中である。茎の長さは短、太さは中、色は淡緑

及び褐、分枝性は強である。葉のつき方は互生、全形は卵形、先端の形は鋭先形、基部

の形は鋭先脚、葉長、葉幅及び葉柄の長さは中、葉縁の形は浅鋸歯、表面の地色は暗黄

緑（JHS カラーチャート3508 、斑は無、光沢は中、裏面の地色は浅黄緑（同3511 、模） ）

様は無である。花序は総状、着花位置は上部、花の向きは横向き、一重・八重の別は八

重、花弁数は11～20枚、花弁の切れ込みは浅、花冠の縦径及び横径は3.6～5.0㎝、単色

・複色の別は単色、花弁の地色は鮮ピンク（同0104 、基部の色はピンク白（同0101））

及び明紫赤（同9706 、距の長さは2.1～3.0㎝、曲りは弱、色は穏黄橙（同1911 、花柄） ）

の長さは2.1～4.0㎝である。開花の早晩性は早である。

「フィエスタスパークラーサーモン」と比較して、葉の全形が卵形であること、花弁

の色が単色であること等で 「ディディーサーモン」と比較して、葉の全形が卵形であ、

ること、葉の裏面の模様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６３１番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

デイビット キスホルム

７ 出願公表の年月日 平成１４年７月１０日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1993年に育成者の温室（コスタリカ共和国）において 「インパルスホ、

ワイト」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、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。

なお、出願時の名称は「カメオサーモン」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１５０８３号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ほうせんか ＦＣＡＭＥＰＩＮ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ブリッツ バイオレット」に「コンフェクションオレンジ」を交配し、

て育成されたものであり、花は八重で鮮紫ピンク色に明紅色が入る複色、極矮性の鉢物

及び花壇向きの品種である。

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

分枝性は中である。葉のつき方は互生、全形は卵形、先端の形は突形、基部の形は鋭脚、

葉長、葉幅及び葉柄の長さは中、葉縁の形は浅鋸歯、表面の地色は暗黄緑（JHS カラー

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

状、着花位置は上部、花の向きは横向き、一重・八重の別は八重、花弁数は41～50枚、

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

のタイプはⅢ型、花弁の地色は鮮紫ピンク（同9505 、二次的な色は明紅（同0106 、基） ）

部の色は紫赤（同9708 、距の長さは2.1～3.0㎝、曲りは弱、色は穏ピンク（同0412 、） ）

花柄の長さは2.1～4.0㎝である。開花の早晩性は中である。

「フィエスタサーモンサンライズ」と比較して、花弁数が多いこと、花弁の地色が鮮

紫ピンクであること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

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６３１番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

デイビット キスホルム

７ 出願公表の年月日 平成１４年７月１０日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1992年に育成者の温室（コスタリカ共和国）において 「ブリッツ バ、

イオレット」に「コンフェクションオレンジ」を交配し、その実生の中から選抜、以後、

増殖を行いながら特性の調査を継続し、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。

なお、出願時の名称は「カメオピンク」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１５０８４号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ほうせんか ＦＣＡＭＥＷＨＩ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「F1 ダズラーホワイト」に「コンフェクションオレンジ」を交配して育、

成されたものであり、花は八重で黄白色の単色、極矮性の鉢物及び花壇向きの品種であ

る。

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

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

脚、葉長、葉幅及び葉柄の長さは中、葉縁の形は浅鋸歯、表面の地色は暗黄緑（JHS カ

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

は総状、着花位置は上部、花の向きは横向き、一重・八重の別は八重、花弁数は51枚以

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

花弁の地色は黄白（同2501 、基部の色は黄白（同2902 、距の長さは3.1～5.0㎝、曲り） ）

は弱、色は浅黄緑（同3304 、花柄の長さは2.1～4.0㎝である。開花の早晩性は中であ）

る。

「F1 カルーセルホワイト」と比較して、草型が開張型であること、花弁数が多いこ

と等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

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６３１番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

デイビット キスホルム

７ 出願公表の年月日 平成１４年６月２０日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1992年に育成者の温室（コスタリカ共和国）において 「F1 ダズラーホ、

ワイト」に「コンフェクションオレンジ」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増

殖を行いながら特性の調査を継続し、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。

なお、出願時の名称は「カメオホワイト」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１５０８５号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ほうせんか ＢＡＬＦＡＦＬＡＶ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、Impatiens flaccidaに「Java」を交配して育成されたものであり、花は

一重で明赤紫色の単色、矮性の鉢物向きの品種である。

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

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

の形は鋭先脚、葉長、葉幅及び葉柄の長さは中、葉縁の形は浅鋸歯、表面の地色は暗灰

緑（JHS カラーチャート3316 、斑は無、光沢は中、裏面の地色は穏緑（同3715）であ）

る。花序は単生、着花位置は上部、花の向きは横向き、一重・八重の別は一重、花弁数

は５枚、一重咲きの花形はⅢ型、花弁の切れ込みは中、花冠の縦径及び横径は5.1～6.5

㎝、単色・複色の別は単色、花弁の地色は明赤紫（同9206 、基部の色はピンク白（同）

9201 、距の長さは5.1㎝以上、曲りは中、色は淡紫ピンク（同9202）及び淡黄緑（同）

3102 、花柄の長さは4.1～6.0㎝である。開花習性は四季咲き、開花の早晩性は早であ）

る。

「スーパーエルフィンサンライズ」と比較して、葉の全形が長楕円状披針形であるこ

と、花弁の色が明赤紫であること等で 「ピンキー ギニ」と比較して、距の曲りが弱、

いこと、距の色が淡紫ピンク及び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

株式会社ティ・エム・ボール研究所 千葉県印旛郡酒々井町墨１５３８番地６

６ 登録品種の育成をした者の氏名

マリオ ギレン

７ 出願公表の年月日 平成１４年９月４日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1996年に育成者の温室（コスタリカ共和国）において、I. flaccidaに

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

し、1998年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「ファンファーレラベンダー」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１５０８６号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ほうせんか カリフォールホワイト

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、株式会社ボール・フローラ・プラント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、花は八重で黄白色の単色、極矮性の鉢物向きの品種である。

草型は中間型、草丈は極矮性、株幅は中である。茎の長さは短、太さは中、色は淡緑、

分枝性は強である。葉のつき方は互生、全形は卵形、先端の形は鋭先形、基部の形は鋭

脚、葉長、葉幅及び葉柄の長さは中、葉縁の形は浅鋸歯、表面の地色は暗黄緑（JHS カ

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

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

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

花弁の地色は黄白（同1901 、基部の色は淡黄緑（同3102 、距の長さは2.1～3.0㎝、曲） ）

りは弱、色は浅黄緑（同3304 、花柄の長さは2.1～4.0㎝である。開花の早晩性は中で）

ある。

「FCAMEWHI」と比較して、葉の全形が卵形であること、花弁数が少ないこと等で、

「F1 カルーセルホワイト」と比較して、葉の全形が卵形であること、花弁の色が黄

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名称及び住所又は居所

株式会社ティ・エム・ボール研究所 千葉県印旛郡酒々井町墨１５３８番地６

６ 登録品種の育成をした者の氏名

エレン Ｆ．ルー

７ 出願公表の年月日 平成１４年９月４日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1996年に株式会社ボール・フローラ・プラントの温室（アメリカ合衆

国）において、同社所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増

殖を行いながら特性の調査を継続し、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。

なお、出願時の名称は「フィエスタホワイト」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１５０８７号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ほうせんか ＢＡＬＦＩＥＰＬＯＳ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、株式会社パン・アメリカンシード社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、花は八重で淡紫ピンク色の単色、矮性の鉢物向きの品種である。

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

分枝性は強である。葉のつき方は互生、全形は卵形、先端の形は鋭先形、基部の形は鋭

脚、葉長及び葉幅は中、葉柄の長さは長、葉縁の形は浅鋸歯、表面の地色は暗黄緑

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

る。花序は総状、着花位置は上部、花の向きは横向き、一重・八重の別は八重、花弁数

は31～40枚、花弁の切れ込みは浅、花冠の縦径及び横径は3.6～5.0㎝、単色・複色の別

は単色、花弁の地色は淡紫ピンク（同9502 、基部の色は明赤紫（同9506 、距の長さは） ）

3.1～5.0㎝、曲りは弱、色は暗緑黄（同2912 、花柄の長さは4.1～6.0㎝である。開花）

の早晩性は中である。

「カメオシフォンサーモン」と比較して、葉の全形が卵形であること、花弁数が少な

いこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ティ・エム・ボール研究所 千葉県印旛郡酒々井町墨１５３８番地６

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ミッシェル ウチィネート

７ 出願公表の年月日 平成１４年８月１３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1999年に株式会社パン・アメリカンシード社の温室（アメリカ合衆国）

において、同社所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を

行いながら特性の調査を継続し、2000年にその特性が安定していることを確認して育成

を完了したものである。

なお、出願時の名称は「フィエスタアップルブロッサム」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１５０８８号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ほうせんか ＢＡＬＰＩＸＢＲＯＳ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「MiniMini Red」に株式会社パン・アメリカンシード社所有の育成系統、

を交配して育成されたものであり、花は一重で鮮紅色の単色、極矮性の鉢物向きの品種

である。

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

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

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

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

3511）である。花序は総状、着花位置は上部、花の向きは上向き、一重・八重の別は一

重、花弁数は５枚、一重咲きの花形はⅢ型、花弁の切れ込みは浅、花冠の縦径及び横径

は2.1～3.5㎝、単色・複色の別は単色、花弁の地色は鮮紅（同0107 、基部の色は黄白）

（同2501）及び鮮赤紫（同9207 、距の長さは1.1～2.0㎝、曲りは強、色は淡黄緑（同）

3102 、花柄の長さは2.1～4.0㎝である。開花の早晩性は早である。）

「フィフィーバーガンディー」と比較して、花弁の地色が鮮紅であること、距の色が

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

株式会社ティ・エム・ボール研究所 千葉県印旛郡酒々井町墨１５３８番地６

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ミッシェル ウチィネート

７ 出願公表の年月日 平成１４年８月１３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1999年に株式会社パン・アメリカンシード社の温室（アメリカ合衆国）

において 「MiniMini Red」に同社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、2000年にその特性が安定していることを

確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「ピクシーバーガンディーローズ」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１５０８９号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

りんどう 安代のひとみ（あしろのひとみ）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「いわて乙女」の実生選抜系を母系とし、福島吾妻系の実生選抜系を父、

系とする交雑品種であり、花は内面上部及び外面が紫青色、中部が淡青色で、鉢物向き

の早生種である。

植物体の形状は直立性、草丈は40～59㎝である。茎の直径は3.0～4.9㎜、横断面の形

状は４稜形、上部の色は淡緑、着色程度は少、下部の色は淡緑、着色程度は無である。

１節側枝発生数は１～４、２節以上の側枝発生数は０、１節側枝発生位置は上部～中部

である。葉長は5.0～6.9㎝、葉幅は3.0～3.9㎝、葉身の形状は広披針形、葉表面の色は

濃緑、着色程度は無、裏面の色は淡緑、着色程度は無である。花房のつき方は茎頂～下

位節に群生、開花の順序は全体一斉、頂部の着花数は９～12、茎当たりの総花数は10～

19である。花冠の形状は鐘形、長さは4.0～4.9㎝、直径は1.2～1.5㎝、先端の直径は

1.5～1.9㎝、転回はやや外反転、花冠内面上部及び外面の色は紫青（JHS カラーチャー

ト7612 、中部の色は淡青（同7602 、内面上部の斑点は無、内面中部及び外面の斑点は） ）

中、外面の縞模様の有無は無である。花冠裂片の長さは６～７㎜、幅は10～11㎜、形状

はⅣ型である。がくの裂片数は５、形状は狭披針形、そろいは不斉、がく筒の形状は筒

状である。開花期は早で、育成地（岩手県八幡平市）では８月上旬である。

「シャインブルー アシロ」と比較して、側枝の発生数が少ないこと、花冠内面中部

の色が淡青であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

八幡平市 岩手県八幡平市大更第３５地割６２番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

吉池貞蔵 日影孝志 北口輝男 高橋亮 横山温

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 「いわて乙女」の実生選抜系を母系とし、福島吾妻系の実生選抜系を父、

系とする交雑品種であり、平成10年から出願者のほ場（岩手県八幡平市）において交配

組合せ検定試験を実施し、15年に目標とする特性であることを確認して育成を完了した

ものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１５０９０号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

りんどう 安代の初秋（あしろのはつあき）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、購入した青系の晩生種の実生選抜系を母系とし、福島吾妻系の実生選抜

系を父系とする交雑品種であり、花は内面上部が青紫色、中部が明青紫色、外面が濃青

紫色で、切花向きの中生種である。

植物体の形状は直立性、草丈は120～159㎝である。茎の直径は3.0～4.9㎜、横断面の

形状は円形、上部の色は淡緑、着色程度は少、下部の色は淡緑、着色程度は無である。

１節側枝及び２節以上の側枝発生数は０である。葉長は7.0～9.9㎝、葉幅は2.0～2.9㎝、

葉身の形状は広披針形、葉表面の色は濃緑、着色程度は無、裏面の色は淡緑、着色程度

は無である。花房のつき方は茎頂～下位節に群生、開花の順序は全体一斉、頂部の着花

数は９～12、茎当たりの総花数は20～29である。花冠の形状は狭鐘形、長さは5.0～5.9

㎝、直径は1.6～1.9㎝、先端の直径は1.5～1.9㎝、転回は反転せず、花冠内面上部の色

は青紫（JHS カラーチャート8009 、中部の色は明青紫（同8004 、外面の色は濃青紫） ）

（同8006 、内面上部及び外面の斑点は少、内面中部の斑点は中、外面の縞模様の有無）

は無である。花冠裂片の長さ及び幅は８～９㎜、形状はⅣ型である。がくの裂片数は５、

形状は狭披針形、そろいは不斉、がく筒の形状は筒状である。開花期は中で、育成地

（岩手県八幡平市）では８月中旬である。

「安代の秋」と比較して、開花の順序が全体一斉であること、花冠内面中部の色が明

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

八幡平市 岩手県八幡平市大更第３５地割６２番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

吉池貞蔵 日影孝志 北口輝男 高橋亮 横山温

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、購入した青系の晩生種の実生選抜系を母系とし、福島吾妻系の実生選抜

系を父系とする交雑品種であり、平成12年から出願者のほ場（岩手県八幡平市）におい

て交配組合せ検定試験を実施し、14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１５０９１号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

りんどう あおいうみ

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母系及び父系とする交雑品種であり、花

は内面上部が明紫青色、中部が淡青色、外面が鮮青紫色で、切花向きの晩生種である。

植物体の形状は直立性、草丈は120～159㎝である。茎の直径は5.0～7.9㎜、横断面の

形状は４稜形、上部及び下部の色は淡緑、着色程度は無である。１節側枝及び２節以上

の側枝発生数は０である。葉長は10.0～12.9㎝、葉幅は3.0～3.9㎝、葉身の形状は披針

形、葉表面の色は緑、着色程度は無、裏面の色は淡緑、着色程度は無である。花房のつ

き方は茎頂～下位節に群生、開花の順序は中部より、頂部の着花数は５～８、茎当たり

の総花数は20～29である。花冠の形状は鐘形、長さは5.0～5.9㎝、直径は1.6～1.9㎝、

先端の直径は1.5～1.9㎝、転回は反転せず、花冠内面上部の色は明紫青（JHS カラーチ

ャート7611 、中部の色は淡青（同7602 、外面の色は鮮青紫（同8005 、内面上部の斑） ） ）

点は無、内面中部及び外面の斑点は中、外面の縞模様の有無は無である。花冠裂片の長

さ及び幅は10～11㎜、形状はⅣ型である。がくの裂片数は５、形状は狭披針形、そろい

は斉、がく筒の形状は筒状である。開花期は晩で、育成地（長野県諏訪郡原村）では９

月中旬～下旬である。

「スカイブルーしなの３号晩生」及び「スカイブルーしなの４号晩々生」と比較して、

２節以上の側枝が発生しないこと、花冠内面上部の色が明紫青であること等で区別性が

認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

長野県 長野県長野市大字南長野字幅下６９２－２

６ 登録品種の育成をした者の氏名

中澤伸夫 原廣見 林弘旦 大平民人 広間勝巳 斎藤栄成

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、出願者所有の育成系統どうしを母系及び父系とする交雑品種であり、平

成12年から長野県農事試験場原村試験地（諏訪郡原村）において交配組合わせ検定試験

を実施し、15年に目標とする特性であることを確認して育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１５０９２号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

りんどう フィナーレ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、エゾリンドウの実生選抜系統にササリンドウの実生選抜系統を交配して

育成されたものであり、花は内面上部が明紫色、中部が淡紫ピンク色、外面が明赤味紫

色で、切花向きの極晩生種である。

植物体の形状は直立性、草丈は120～159㎝である。茎立数は５～９本、茎の直径は

5.0～7.9㎜、横断面の形状は円形、上部の色は緑、着色程度は多、下部の色は緑、着色

程度は多である。１節側枝発生数は５～８、２節以上の側枝発生数は１～６、１節側枝

発生位置は上部～中部である。葉長は7.0～9.9㎝、葉幅は3.0～3.9㎝、葉身の形状は広

披針形、葉表面の色は緑、着色程度は少、裏面の色は淡緑、着色程度は少である。花房

のつき方は茎頂～下位節に群生、開花の順序は下部より、頂部の着花数は５～８、茎当

たりの総花数は30～49である。花冠の形状は鐘形、長さは4.0～4.9㎝、直径は1.2～1.5

㎝、先端の直径は3.0～3.9㎝、転回はやや外反転、花冠内面上部の色は明紫（JHS カラ

ーチャート8604 、中部の色は淡紫ピンク（同8902 、外面の色は明赤味紫（同8905 、） ） ）

内面上部の斑点は無、内面中部の斑点は多、外面の斑点は無、外面の縞模様の有無は有

である。花冠裂片の長さは10～11㎜、幅は８～９㎜、形状はⅣ型である。がくの裂片数

は５、形状は狭披針形、そろいは不斉、がく筒の形状は筒状である。開花期は極晩で、

育成地（岩手県稗貫郡石鳥谷町）では10月下旬である。

「ファーストラブ」と比較して、茎立数が少ないこと、葉身の形状が広披針形である

こと、開花が晩いこと等で 「エタニティ」と比較して、葉身の形状が広披針形である、

こと、開花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氏名及び住所又は居所

髙橋俊一 岩手県稗貫郡石鳥谷町北寺林３地割２２番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

髙橋俊一

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６年に育成者のほ場（岩手県稗貫郡石鳥谷町）において、エゾリン

ドウの実生選抜系統にササリンドウの実生選抜系統を交配し、その実生の中から選抜、

以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確

認して育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１５０９３号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

りんどう セレナーデ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、エゾリンドウの実生選抜系統にササリンドウの実生選抜系統を交配して

育成されたものであり、花は内面上部が明紫色、中部が淡紫色、外面が浅紫色で、切花

向きの晩生種である。

植物体の形状は直立性、草丈は120～159㎝である。茎の直径は5.0～7.9㎜、横断面の

形状は４稜形、上部の色は緑、着色程度は中、下部の色は淡緑、着色程度は少である。

１節側枝発生数は５～８、２節以上の側枝発生数は７～12、１節側枝発生位置は上部～

中部である。葉長は7.0～9.9㎝、葉幅は4.0～4.9㎝、葉身の形状は広披針形、葉表面の

色は緑、着色程度は少、裏面の色は淡緑、着色程度は無である。花房のつき方は茎頂～

下位節に群生、開花の順序は下部より、頂部の着花数は９～12、茎当たりの総花数は30

～49である。花冠の形状は鐘形、長さは4.0～4.9㎝、直径は1.6～1.9㎝、先端の直径は

3.0～3.9㎝、転回は外反転、花冠内面上部の色は明紫（JHS カラーチャート8604 、中）

部の色は淡紫（同8602 、外面の色は浅紫（同8603 、内面上部の斑点は無、内面中部の） ）

斑点は中、外面の斑点は無、外面の縞模様の有無は有である。花冠裂片の長さ及び幅は

10～11㎜、形状はⅣ型である。がくの裂片数は５、形状は狭披針形、そろいは不斉、が

く筒の形状は筒状である。開花期は晩で、育成地（岩手県稗貫郡石鳥谷町）では10月上

旬である。

「ファーストラブ」及び「エタニティ」と比較して、２節以上の側枝の発生数が多い

こと、葉身の形状が広披針形であること、花冠外面の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

髙橋俊一 岩手県稗貫郡石鳥谷町北寺林３地割２２番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

髙橋俊一

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６年に育成者のほ場（岩手県稗貫郡石鳥谷町）において、エゾリン

ドウの実生選抜系統にササリンドウの実生選抜系統を交配し、その実生の中から選抜、

以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確

認して育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１５０９４号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

フロックス サンフロピン

３ 登録品種の特性の概要

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

は明赤紫色の一重咲で花壇及び鉢物向きの品種である。

草型は叢生性、草丈は低、株幅は中である。茎の太さは細、色は淡緑紫、毛の有無は

有、断面の形は丸、分枝の多少は中、節間長は短である。葉序はその他、葉の形は披針

形、先端の形は鋭形、基部の形は心臓形、葉縁鋸歯の形は全縁、葉長は短、葉幅は狭、

表面及び裏面の色は緑、斑の有無は無、葉数は中、表面及び裏面の毛の有無は有、葉柄

の毛の有無は無である。花序の形は集散花序、花の付き方は頂生と腋生、花序の長さは

短、幅及び分枝長は中、花冠全体の形は円形、花冠径及び裂片の幅は中、裂片の形は円

型突形、花筒の長さは中、幅は狭、花冠の厚さは薄、単色・複色の別は複色、裂片表面

の地色は明赤紫(JHS カラーチャート9206 、裏面の色は淡紫ピンク（同9502 、模様の） ）

有無は有、花冠中心部の色は鮮赤紫（同9507 、花筒の色は穏紫ピンク（同9511 、一重） ）

八重の別は一重、がくの有無は有、がく筒の形は鐘形、がくの色は淡緑紫、やく及び花

粉の色は黄、雄ずいの数は５本、小花柄の長さは中、花数はやや多である。

「パロナ・ローズウィズアイ」及び「ドリー ローズ」と比較して、草型が叢生性で

あること、茎の色が淡緑紫であること、花冠裂片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

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

宮崎潔

７ 出願公表の年月日 平成１７年６月２３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成11年に出願者のほ場（滋賀県東近江市）において、出願者所有の育

成系統どうしを相互交配し、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、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１５０９５号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

アマリリス 桃の里（もものさと）

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

紅の地色に鮮紅色の筋が入る小輪の切花向きの品種である。

草型は中間、草丈は中である。葉先の形は中、葉の横断面の形は浅いＶ型、葉長は中、

葉幅は狭、葉色は緑、ワックスの多少は少、斑の有無は無である。花茎の太さは細、長

さは中、色は淡緑、ワックスの多少は中、花茎数は少である。小花梗の向きは斜上、長

さは短、花数は中、花の向きはやや斜上、二季咲性及び多弁咲の有無は無、花弁の枚数

は少、花型は六角型、弁先の形は尖、花径は小輪、内花被の弁幅は極狭、弁長は短、外

花被の弁幅は極狭、弁長は短である。花弁の地色は明紅（JHS カラーチャート0106 、）

筋（細脈）の色は鮮紅（同0107 、筋状着色部分の位置は全花弁に分布、爪白部分の有）

無は無、中央の白色部分の有無は有、花芯の色は淡緑黄（同2903 、花弁のそりの程度）

は強、花喉部の太さは極細、雄芯先端の曲がりは斜上、先端の色は明紅（同0106 、基）

部の色は淡黄緑（同3102 、葯の地色は淡黄、花粉の色は黄、雌芯中間部の色は黄白）

（同2902 、花の香りは無、開花期は中である。）

「コモス 香り舞姫」と比較して、葉に斑が無いこと、花弁の地色が明紅であること

等で 「貴婦人みたい」と比較して、花弁の地色が明紅であること、花弁のそりの程度、

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名称及び住所又は居所

株式会社小森谷ナーセリー 千葉県千葉市緑区大木戸町１１９６番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

小森谷慧

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２年に出願者の温室（千葉県千葉市）において、出願者所有の育成

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

続し、平成８年にその特性が安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１５０９６号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

アネモネ オータムメイト５６２３

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ビクトリー」の変異株であり、花は一重咲、鮮赤紫色で中輪の鉢物向、

きの品種である。

株全体の形は直立性、草丈はかなり低、茎の太さは細、色は緑、毛の多少は中、抽だ

い茎数はやや少、分岐した花茎の数は少、分岐の回数はなかり少である。葉序は対生、

根出葉及び茎葉の形は３出複葉、根出葉及び茎葉の小葉の形は中裂、根出葉の葉長はや

や短、葉幅はかなり狭、茎葉の葉長及び葉幅は中、成葉表面の色は濃緑、光沢の有無は

無、葉の毛の多少は少である。花房の形は集散花序、大きさはかなり短、一重･八重の

別は一重、花形は内転、花径は中、単色･複色の別は単色、蕾の色は灰紫、花弁表面の

色は鮮赤紫（JHS カラーチャート9207 、花弁裏面の色は紫ピンク（同8903 、花弁の形） ）

は倒卵形、先端の形は円形、数は少、やくの色は黄色、花柄の長さはやや短である。開

花始期は中である。

「ハドスペン」及び「ポニーロマンス」と比較して、茎葉の形が３出複葉であること、

花弁表面の色が鮮赤紫であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

河合修 岐阜県郡上市八幡町市島１５４５

６ 登録品種の育成をした者の氏名

河合修

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14年に育成者の温室（岐阜県郡上市）において 「ビクトリー」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、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１５０９７号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

アルストロメリア ザルサネム

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どうしを交配して育成されたものであり、花は側

方外花被はピンク白色で周辺部が鮮紫ピンク色、側方内花被は上部が鮮紫ピンク色、中

央部が浅緑黄色、下部が淡紫ピンク色で条線が入る切花向きの品種である。

草丈はやや高、茎の太さはやや細である。葉身の形状は披針形、長さは長、幅は広で

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

被全形は倒卵形、内花被全形は倒披針形、外花被内面の花色の模様はⅨ型、側方内花被

内面の花色の模様はⅤ型、中央内花被内面の花色の模様はⅣ型、外花被の内面Ａゾーン

の色は鮮紫ピンク（JHS カラーチャート9505 、Ｂゾーンの色はピンク白（同9701 、側） ）

方内花被の内面Ａゾーンの色は鮮紫ピンク（同9505 、Ｂゾーンの色は浅緑黄（同）

2703 、Ｃゾーンの色は淡紫ピンク（同9501 、中央内花被の内面Ａゾーンの色は鮮紫ピ） ）

ンク（同9505 、Ｂゾーンの色はピンク白（同9701 、外花被内面の条線の有無は無、側） ）

方内花被内面の条線の有無は有、数は多、大きさはやや大、中央内花被内面の条線の有

無は有、数は少、大きさはやや大、花糸の主たる色は鮮紫ピンク（同9505 、花柱の主）

な色は紫赤（同9714）である。

「ザニシア」と比較して、中央内花被内面の花色の模様がⅣ型であること、側方内花

被内面の条線の数が多いこと等で 「スタソラ」と比較して、外花被及び側方内花被の、

内面Ａゾーンの色が鮮紫ピンク（同9505）であること、中央内花被の内面Ａゾーンの色

が鮮紫ピンクであること、外花被内面に条線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

ファン ザンテン プランツ社

オランダ王国 １４３５ＥＷ ライゼンハウト ラベンダーウェッヒ １５

６ 登録品種の育成をした者の氏名

コーネリス アリエ ホーゲンドーン

７ 出願公表の年月日 平成１７年１１月２８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、2004年にその特性が安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１５０９８号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

アルストロメリア ザルサリックス

３ 登録品種の特性の概要

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

方外花被は紫白色で周辺部が鮮紫色、側方内花被は上部が鮮紫色で中下部が紫白色で条

線が入る切花向きの品種である。

草丈はやや高、茎の太さはやや細である。葉身の形状は披針形、長さはやや長、幅は

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

中、外花被全形は倒卵形、内花被全形は倒披針形、外花被内面の花色の模様はⅨ型、側

方内花被及び中央内花被内面の花色の模様はⅡ型、外花被、側方内花被及び中央内花被

の内面Ａゾーンの色は鮮紫（JHS カラーチャート8605 、Ｂゾーンの色は紫白（同）

8901 、外花被内面の条線の有無は無、側方内花被内面の条線の有無は有、数及び大き）

さは中、中央内花被内面の条線の有無は無、花糸及び花柱の主たる色は明赤味紫（同

8905）である。

「ザルサムビア」と比較して、外花被、側方内花被及び中央内花被の内面Ａゾーンの

色が鮮紫であること等で 「スタソラ」と比較して、外花被、側方内花被及び中央内花、

被の内面Ａゾーンの色が鮮紫であること、中央内花被内面に条線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

ファン ザンテン プランツ社

オランダ王国 １４３５ＥＷ ライゼンハウト ラベンダーウェッヒ １５

６ 登録品種の育成をした者の氏名

コーネリス アリエ ホーゲンドーン

７ 出願公表の年月日 平成１７年１１月２８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、2004年にその特性が安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１５０９９号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ゆり オレンジココット

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、アジアティック系の「SIMOEN」に「PRISTINE」を交配して育成されたも

のであり、花はやや小輪の明橙色でスカシユリ型の花粉のない切花、花壇向きの品種で

ある。

草丈は中、茎のアントシアニンの着色の有無は有である。葉全体の形は線形、葉数は

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

は複散形花序、つぼみの形はⅣ型、花数は多、花全体の形はⅢ型、花径はやや小、花の

着生角度は斜上である。外花被の長さは短、幅は狭、花被の表面の主な色は明橙（JHS

カラーチャート1304 、裏面の主な色は浅橙（同1303 、表面の色のタイプは単色、内花） ）

被の斑点の有無は無、内花被の形はⅣ型、外花被の形はⅢ型、花被の乳頭状突起の有無

は無、内花被の外反部の位置は先端部、外反の程度は弱、外花被の外反部の位置は先端

部、外反の程度は弱である。開花の早晩性はやや早である。

「サンドレス」及び「スマイル」と比較して、花径が小さいこと、花被表面の主な色

が明橙であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

カネコ種苗株式会社 群馬県前橋市古市町一丁目５０番地１２

６ 登録品種の育成をした者の氏名

石澤明登

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５年に日本たばこ産業株式会社の温室（栃木県小山市）において、

アジアティック系の「SIMOEN」に「PRISTINE」を交配し、その実生の中から選抜、以後、

増殖を行いながら特性の調査を継続し、12年にその特性が安定していることを確認して

育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１５１００号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ゆり おりひめ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「コットンキャンディ」に「カサブランカ」を交配して育成されたもの、

であり、花はかなり大輪の紫ピンク色で縁部及び基部が淡紫ピンク色のヤマユリ型の切

花向きの品種である。

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

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

序は総状花序、つぼみの形はⅢ型、花数は中、花全体の形はⅡ型、花径はかなり大、花

の着生角度は水平である。外花被の長さはやや長、幅は中、花被の表面の主な色は紫ピ

ンク（JHS カラーチャート9203 、裏面の主な色は淡紫ピンク（同9501 、表面の色のタ） ）

イプは複色、表面の複色の位置は縁部及び基部、複色の色は淡紫ピンク（同9501 、内）

花被の斑点の有無は無、内花被の形はⅡ型、外花被の形はⅢ型、花被の乳頭状突起の有

無は有、内花被の外反部の位置は先端部、外反の程度はやや弱、外花被の外反部の位置

は先端部、外反の程度は中である。花粉の色は橙褐、開花の早晩性は晩である。

「マルコポーロ」と比較して、花被の表面の主な色が紫ピンクであること、内花被の

斑点が無いこと等で 「ソルボンヌ」と比較して、内花被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氏名及び住所又は居所

竹田義 大阪府南河内郡千早赤阪村大字小吹６８番地８８０号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

竹田義

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、平成元年に育成者の温室（大阪府南河内郡千早赤阪村）において 「コ、

ットンキャンディ」に「カサブランカ」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖

を行いながら特性の調査を継続し、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１５１０１号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ゆり 愛媛農試ＦＬ１号（えひめのうしＦＬ１ごう）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、シンテッポウユリ「雷山２号」にアジアティック系「ネロネ」を交配し

て育成されたものであり、花はやや小輪の濃紫赤色で切花向きの品種である。

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

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

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

花の着生角度は斜上である。外花被の長さはやや長、幅はやや狭、花被の表面及び裏面

の主な色は濃紫赤（JHS カラーチャート9709 、表面の色のタイプは単色、花被の色の）

分布は基部に向かって薄い、内花被の斑点の有無は無、内花被の形はⅡ型、外花被の形

はⅢ型、花被の乳頭状突起の有無は無、内花被の外反部の位置は全体、外反の程度は極

弱、外花被の外反部の位置は全体、外反の程度は弱である。花粉の色は黄、開花の早晩

性はやや早である。

「マース」と比較して、花被の表面の主な色が濃紫赤であること、内花被の外反の程

度が弱いこと等で 「ネロネ」と比較して、つぼみの形がⅣ型であること、花被の乳頭、

状突起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

愛媛県 愛媛県松山市一番町４丁目４番地２

６ 登録品種の育成をした者の氏名

栗坂信之

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年に愛媛県農業試験場（松山市）において、シンテッポウユリ

「雷山２号」にアジアティック系「ネロネ」を花柱切断受粉法により交配し、胚珠培養

を行い、その個体の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、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１５１０２号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ゆり 三日月（みかづき）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、アジアティック系「コネチカットキング」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、花は中輪の鮮黄色でスカシユリ型の花粉がない品種であ

る。

草丈は中、茎のアントシアニンの着色の有無は無である。葉全体の形は披針形、葉数

は多、葉序は螺生、葉の着生角度は上向き、葉長は中、葉幅は狭、葉の光沢は有である。

花序は総状花序、つぼみの形はⅢ型、花数はやや多、花全体の形はⅢ型、花径は中、花

の着生角度は斜上である。外花被の長さは中、幅は狭、花被の表面の主な色は鮮黄

（JHS カラーチャート2507 、裏面の主な色は明黄（同2506 、表面の色のタイプは単色、） ）

内花被の斑点の有無は無、内花被及び外花被の形はⅢ型、花被の乳頭状突起の有無は無、

内花被の外反部の位置は全体、外反の程度は弱、外花被の外反部の位置は全体、外反の

程度は弱である。開花の早晩性は早である。

「モナ」と比較して、茎のアントシアニンの着色が無であること、つぼみの型がⅢで

あること等で 「コネチカットキング」と比較して、茎のアントシアニンの着色が無で、

あること、花披の表面の色が鮮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

旭川市 北海道旭川市６条通９丁目４６番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

細矢美紀子 笹川実穂

７ 出願公表の年月日 平成１７年８月１０日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成10年に旭川市農業センター（北海道旭川市）において、アジアティ

ック系「コネチカットキング」に出願者所有の育成系統を花柱切断受粉法により交配し、

胚珠培養を行い、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１５１０３号 平成１９年３月１５日

２ 登録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 パールレイン花かがり（パールレインはなかがり）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は （ エイコウ」×「エリスロスティルム ）に「スイートハート」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、ペタルの色は淡紫ピンク、リップは扁円形で中央部の色がピン

ク白、周縁部は紫ピンク、花色の境界は不明瞭で鮮紫赤色の斑点が入るやや小型種であ

る。

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

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

緑色程度は中である。花序の花数は中、花茎の長さはやや短、太さはやや細、向きは斜

上である。咲き型は抱咲、花の縦径はかなり短、横径は狭、香りは弱、セパル及びペタ

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

縦径はやや長、横径は中、正面の形は扁円形、先端の形は切型、周縁の波打ちは弱、反

転は無又は微である。全体的な花色は紫系、セパルの中央部の色は淡紫ピンク（JHS カ

ラーチャート9202 、周縁部の色は紫ピンク(同9211 、花色の境界は不明瞭、ペタルの） ）

色は淡紫ピンク（同9202 、リップの中央部の色はピンク白（同9201 、周縁部の色は紫） ）

ピンク（同9211 、花色の境界は不明瞭、斑点の大きさは大、色は鮮紫赤（同9707 、開） ）

花期は冬咲である。

「キリスティアニア チロル」と比較して、ペタルの色が淡紫ピンクであること、リ

ップの正面の形が扁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

トヨアケアグリ株式会社 愛知県豊明市阿野町三本木１２１番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

高木誠作

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（広島県高田郡八千代町）において （ エイコ、「

ウ」×「エリスロスティルム ）に「スイートハート」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、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１５１０４号 平成１９年３月１５日

２ 登録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 パールレインピューレ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は （ エイコウ」×「エリスロスティルム ）に「スイートハート」を交配、「 」

して育成されたものであり、花はセパル及びペタルの色が中央部は紫ピンク、周縁部は

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

ピンク、花色の境界は不明瞭で濃紫赤色の斑点が入るやや小型種である。

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

葉数は少、葉の長さはやや短、幅は狭、葉形は線形、先端の形は鋭形、対称性は非対称、

緑色程度は中である。花序の花数は中、花茎の長さは短、太さはやや細、向きは斜上で

ある。咲き型は抱咲、花の縦径は短、横径は狭、香りは弱、ドーサル・セパルの縦径は

短、横径は中、正面の形は楕円形、先端の形は鈍形、ラテラル・セパルの縦径はやや短、

横径は中、正面の形は楕円形、先端の形は鈍形、ペタルの縦径は短、横径は中、正面の

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

円形、先端の形は切型、周縁の波打ちは弱、反転は無又は微である。全体的な花色は紫

系、セパル及びペタルの中央部の色は紫ピンク（JHS カラーチャート9211 、周縁部の）

色は淡紫ピンク(同9501 、花色の境界は不明瞭、リップの中央部の色はピンク白（同）

9201 、周縁部の色は紫ピンク（同9211 、花色の境界は不明瞭、斑点の大きさは小、色） ）

は濃紫赤（同9709 、リップの楔の有無は無、開花期は冬咲である。）

「キリスティアニア チロル」と比較して、セパルの中央部の色が紫ピンクであるこ

と、リップに楔が無いこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

トヨアケアグリ株式会社 愛知県豊明市阿野町三本木１２１番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

高木誠作

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（広島県高田郡八千代町）において （ エイコ、「

ウ」×「エリスロスティルム ）に「スイートハート」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、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１５１０５号 平成１９年３月１５日

２ 登録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 エリックイェーガー パープルレイン

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、Odontioda「Aviewood」にOda.「Harrods Forever」を交配して育成され

たものであり、花はセパルが赤紫の地色に鮮赤紫色のまだら斑が入り、ペタルが赤紫の

地色に鮮赤紫色の点斑が入り、リップは鮮赤紫の地色に赤紫色の点斑及び淡紫ピンク色

のぼかしが入るやや大型種である。

株の大きさはやや大、草姿は斜上である。ぎ球茎の正面及び平面の形は長楕円形、溝

の有無は無、高さは61～80㎜、長径は41～50㎜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、長さはやや短、幅はやや広、表面の色は暗黄緑、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、

花数はやや少、花茎の抽出方向は斜上、強さはやや強、花型は部分抱え反転咲き、距の

有無は無、花の横径及び縦径はやや大である。ドーサル・セパル正面の形は楕円形、先

端の形は鋭形、縦断面の形はⅠ型、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、先端の形は突形、ねじれは無、長さ及び幅は中、ペタ

ル正面の形は半円形、先端の形は突形、ねじれは無、周縁の波打ちは有である。リップ

中央裂片の正面の形は長方形、側裂片の明確度は不明確、先端の形は銀杏形、長さはや

や短、幅はやや狭である。花色はセパルは赤紫（JHS カラーチャート9214）の地色に鮮

赤紫（同9208）のまだら斑が入り、ペタルは赤紫（同9214）の地色に鮮赤紫（同9208）

の点斑が入り、リップは鮮赤紫（同9207）の地色に赤紫（同9508）の点斑及び淡紫ピン

ク（同8902）のぼかしが入る。花の香りは無、開花期は不定期である。

「マリーノエル ベラノ」と比較して、ドーサル・セパル縦断面の形がⅠ型であるこ

と、ラテラル・セパル正面の形が長楕円状被針形であること、リップが鮮赤紫の地色に

赤紫の点斑及び淡紫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

株式会社ニチレイ 東京都中央区築地六丁目１９番２０号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

逆井肇

７ 出願公表の年月日 平成１６年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６年に連合王国からOda.「Aviewood」にOda.「Harrods Forever」

を交配した実生群を導入し、９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。

なお、出願時の名称は「エリックイェーガー パープルドラゴン」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１５１０６号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ウィルソナラ ニチレイゴールド スターゲイザー

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、Wilsonara「Sussex Gold」にOdontioda「Durham City」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は明黄の地色に濃赤茶色のまだら斑が入り、

リップは明緑黄の地色に濃赤茶色のまだら斑が入るやや小型種である。

株の大きさはやや小、草姿は斜上である。ぎ球茎の正面の形は長楕円形、平面の形は

広線形、溝の有無は有、高さは101～125㎜、長径は31～40㎜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、長さは中、幅はやや広、表面の色は暗黄緑、上

位葉数は２枚、下位葉数は４枚である。花序の型は複総状、再開花性は無、長さはやや

長、幅及び花数は中、花茎の抽出方向は斜上、強さは中、花型は部分反転平咲き、距の

有無は無、花の横径及び縦径はやや大である。ドーサル・セパル正面の形は長楕円状披

針形、先端の形は漸鋭先形、ねじれは無、長さはやや短、幅はやや狭、ラテラル・セパ

ル正面の形は長楕円状披針形、先端の形は鋭形、ねじれは無、長さはやや短、幅は狭、

ペタル正面の形は長楕円状披針形、先端の形は漸鋭先形、ねじれは無、周縁の波打ちは

有である。リップ中央裂片の正面の形は長方形、側裂片の明確度は不明確、先端の形は

心形、長さはやや短、幅はやや狭である。花色はセパル及びペタルは明黄（JHS カラー

チャート2506）の地色に濃赤茶（同1008）のまだら斑が入り、リップは明緑黄（同

2704）の地色に濃赤茶（同1008）のまだら斑が入る。花の香りは無、開花期は冬である。

Odontoglossum「Mont Pinel」と比較して、セパル及びペタルに濃赤茶のまだら斑が

入ること、リップの地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

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年に連合王国からWils.「Sussex Gold」にOda.「Durham City」

を交配した実生群を導入し、11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、17年にその特

性が安定していることを確認して育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１５１０７号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

せんねんぼく メロディタマコ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「アトム・メロディ」の変異株であり、成葉は暗黄緑の地色に濃紅及び、

淡緑黄の覆輪が入る切花及び鉢物向きの品種である。

樹高は普通、茎の分枝性は無、葉の展開状態は水平である。茎の太さは中、節間はや

や密、茎の色は暗黄(JHS カラーチャート2211）である。葉の全体の形は長卵形、葉の

先端の形は漸鋭尖形、葉縁の波打ちは有、葉身の反りはⅣ型、葉身のねじれは無、葉身

の長さは11～20㎝、葉身の幅は5.1～7.0㎝、葉形指数は3.1～5.0、葉脈の型は羽状脈、

葉脈の明瞭度は明瞭、葉の厚さは中、幼葉の地色は暗黄緑(同3508)、成葉の表面の地色

は暗黄緑(同3509)、裏面の地色は穏黄緑(同3513)、斑の有無は有、斑の鮮明度は鮮明、

斑の型は２種複合、基本斑及び二次斑の模様は覆輪、斑の基本色は濃紅(同0109)、二次

的な色は淡緑黄(同2903)、光沢及び硬さは中である。

「アトム・メロディ」と比較して、葉が長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 ３０年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

沖山恒正 東京都八丈島八丈町大賀郷４０９番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

沖山恒正

７ 出願公表の年月日 平成１７年１１月２８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（東京都八丈島八丈町）において 「アトム・、

メロディ」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、17年にその

特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１５１０８号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ヒペリクム ビッグキャンドル

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「エクセレントフレアー」の枝変わりであり、樹姿は直立性、花は鮮黄、

色、果実は紅色で、一季咲きの主に果実を観賞する切花向きの品種である。

樹姿は直立性、樹高はやや高、枝の形は二稜形、太さは中、色は褐、株立性は密、分

枝性は多、節間長は長である。葉全体の形は卵形、先端の形は鈍形、基部の形は円形、

葉身長はやや長、幅は広、未成葉の色は黄緑、成葉表面の色は緑、裏面の色は灰緑、斑

の有無、表面の毛、裏面の毛及び葉柄の長さは無である。花序のタイプは集散花序、花

弁の開き方はやや斜下、重なりは重ならない、湾曲は内曲、花径はやや小、花色は鮮黄

（JHS カラーチャート2507 、花弁全体の形は倒卵形、先端の形は鈍形、基部の形は切）

形、長さは中、幅はやや狭、数は中、雄ずいの幅はやや広、高さは中、花柱の長さは雄

ずいより高い、花糸の色は黄、やくの色は橙、がく片の形は卵形、色は緑、小花柄の長

さは中、一花茎の花数はやや多、花の香りは無である。果実の形は卵形、長さはやや長、

幅は中、色は紅である。開花習性は一季咲き、開花期は早である。

「エクセレントフレアー」と比較して、やくの色が橙であること、果実の色が紅であ

ること等で 「コルンピン」と比較して、やくの色が橙であること、果実が長いこと等、

で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

福花園種苗株式会社 愛知県名古屋市中区松原二丁目９番２９号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

岡村悟

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14年に育成者のほ場（高知県安芸郡芸西村）において 「エクセレ、

ントフレアー」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、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１５１０９号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ランタナ コバランホ２９号（コバランホ２９ごう）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統の自然交雑実生から育成されたものであり、花色

は明緑黄から黄白に変化する鉢物及び花壇向きの品種である。

樹姿は開張型、樹高は中、株張りはやや小である。枝の長さ及び太さは中、色は緑色、

枝の棘及び稜の有無は無、分枝性は少、節間長はやや長である。葉の形は長楕円状披針

形、葉身長は長、葉幅は広、葉長比は中、葉のつき方は対生、葉の表面の色は濃緑、葉

の斑入りは無、葉の表面の毛の多少は少、葉の表面の毛の硬さは軟、葉柄長は中である。

花房の形は平たい球形、花房径は広、花の直径及び花筒の長さは中、花色の変化は２色、

開花始めの色は明緑黄(JHS カラーチャート2704) 、開花中期及び満開時の色は黄白(同

、2902)、小花の中心部の色の変化は有、開花始めの小花の中心部の色は明緑黄(同2704)

満開時の小花の中心部の色は黄白(同2902)、包葉の形は線状披針形、花柄の長さは中、

一花房当たりの開花数はやや多、花の香りは弱である。開花習性は四季咲き、開花時期

は中である。

「道永１号」と比較して、葉の表面の色が濃緑であること、開花中期の花色が黄白で

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 ３０年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

小林俊之 埼玉県深谷市大谷１６５４番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

小林俊之

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、平成14年に育成者の温室（埼玉県深谷市）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、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「Ｍ２９ ホワイト」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１５１１０号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ランタナ コバランラ１５号（コバランラ１５ごう）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統の自然交雑実生から育成されたものであり、花色

は鮮黄から浅黄を経て、黄白に変化する鉢物及び花壇向きの品種である。

樹姿は開張型、樹高はやや低、株張りは小である。枝の長さはやや短、枝の太さは中、

枝の色は緑色、枝の棘及び稜の有無は無、分枝性はやや多、節間長はやや短である。葉

の形は卵形、葉身長は長、葉幅は広、葉長比は大、葉のつき方は対生、葉の表面の色は

緑、葉の斑入りは無、葉の表面の毛の多少は少、葉の表面の毛の硬さは軟、葉柄長は中

である。花房の形は平たい球形、花房径は広、花の直径及び花筒の長さは中、花色の変

化は３色以上、開花始めの色は鮮黄(JHS カラーチャート2507)、開花中期の色は浅黄

(同2504)、満開時の色は黄白(同2902)、小花の中心部の色の変化は有、開花始めの小花

の中心部の色は明黄橙(同1905)、満開時の小花の中心部の色は浅緑黄(同2703)、包葉の

形は線状披針形、花柄の長さは中、一花房当たりの開花数はやや少、花の香りは中であ

る。開花習性は四季咲き、開花時期は中である。

「道永１号」と比較して、葉が卵形であること、開花始めの花色が鮮黄であること等

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氏名及び住所又は居所

小林俊之 埼玉県深谷市大谷１６５４番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

小林俊之

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、平成14年に育成者の温室（埼玉県深谷市）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、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「Ｍ１５ ライム」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１５１１１号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ランタナ コバランホ１２号（コバランホ１２ごう）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統の自然交雑実生から育成されたものであり、花色

は明黄から淡黄を経て、黄白に変化する鉢物及び花壇向きの品種である。

樹姿は開張型、樹高は中、株張りは小である。枝の長さは短、枝の太さは中、枝の色

は緑色、枝の棘及び稜の有無は無、分枝性は中、節間長は短である。葉の形は卵形、葉

身長、葉幅及び葉長比は中、葉のつき方は対生、葉の表面の色は濃緑、葉の斑入りは無、

葉の表面の毛の多少は少、葉の表面の毛の硬さは軟、葉柄長は中である。花房の形は平

たい球形、花房径は広、花の直径及び花筒の長さは中、花色の変化は３色以上、開花始

めの色は明黄(JHS カラーチャート2506)、開花中期の色は淡黄(同2503)、満開時の色は

黄白(同2902)、小花の中心部の色の変化は有、開花始めの小花の中心部の色は鮮黄(同

2507)、満開時の小花の中心部の色は浅黄(同2504)、包葉の形は線状披針形、花柄の

長さは中、一花房当たりの開花数は多、花の香りはかなり弱である。開花習性は四季咲

き、開花時期は中である。

「道永１号」と比較して、葉の形が卵形であること、葉の色が濃緑であること、開花

始めの花色が明黄であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

小林俊之 埼玉県深谷市大谷１６５４番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

小林俊之

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、平成14年に育成者の温室（埼玉県深谷市）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、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「Ｍ１２ ホワイト」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１５１１２号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

あおき クリスマスルビー

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の在来種に散り斑入りの矮性種を交配して育成されたもので

あり、葉は線状長楕円形、新葉は濃緑色、果実は赤色の鉢物向きの品種である。

樹姿は開張、樹高は低である。枝の色は黄緑である。葉の形は線状長楕円形、長さは

短、幅は狭、厚さは厚、先端の形は漸鋭先形、基部の形は漸先形、表面の光沢は中、葉

縁の欠刻の有無は有、深さは浅である。新葉の波打ちは無、葉色数は１色、地色は濃緑、

葉柄の長さは中、色は緑である。花の雌雄性は雌花である。果実の色は赤である。

在来種と比較して、葉の長さが短いこと、葉の幅が狭いこと等で、散り斑入りの矮性

種と比較して、葉色数が１色であること、花の雌雄性が雌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 ３０年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

松永一 宮崎県小林市大字南西方８７３６番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

松永一

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、昭和62年に育成者のほ場（宮崎県小林市）において、育成者所有の在来

種に散り斑入りの矮性種を交配し、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、平成８年にその特性が安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「やつぶさあおき」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１５１１３号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

イソトマ アキシラリス スカイホープ飛騨（スカイホープひだ）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ブルーホープヒダ」を自殖して育成されたものであり、花は明青紫色、

で鉢物及び花壇向きの品種である。

草姿は立性、草丈はかなり高である。茎の太さはやや太、色は緑、節間長はやや長で

ある。葉形は倒披針形、先端及び基部の形は鋭形、葉長は中、葉幅はやや広、裂片の長

さは長、葉色は濃緑である。上唇弁の長さはかなり長、幅はやや広、下唇弁の長さは長、

幅は広、花弁表面の色は明青紫（JHS カラーチャート8004 、中肋の色は濃、基部の色）

は濃青紫（同8006 、裏面の色は黄白（同2701 、花筒の長さはやや長、幅は中、外面の） ）

色は淡黄緑（同3303 、アントシアニン着色の有無は有、がくの長さは長、アントシア）

ニン着色の有無は有、柱頭の色は紫、花柄長は中、アントシアニン着色の有無は無又は

極淡、開花期は中である。

「ブルーホープヒダ」及び「星の風花」と比較して、草姿が立性であること、草丈が

高いこと、下唇弁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氏名及び住所又は居所

熊崎智明 岐阜県下呂市萩原町羽根１５７６番地の１

６ 登録品種の育成をした者の氏名

熊崎智明

７ 出願公表の年月日 平成１７年６月２３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成15年に育成者の温室（岐阜県下呂市）において 「ブルーホープヒ、

ダ」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、

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１５１１４号 平成１９年３月１５日

２ 登録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 サッカタス×プレクトランツス ヒリアルダエ

エデルブラウ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、(Plectranthus saccatus×P.hilliardiae)にP.hilliardiaeを交配して

育成されたものであり、葉は濃緑色、花筒部は明紫色の鉢物及び花壇向きの品種である。

草姿は斜上、茎長は短、横断面の形は稜のある四角形、太さは中、色は帯紫、毛じの

多少は中、色は紫、一次分枝数は少、節間長はやや長である。葉身の形は楕円形、葉縁

の形は歯状、葉身長及び葉身幅は中、表面の色数は単色、地色は濃緑、光沢の有無は有、

裏面の色は緑、アントシアニンの有無は有、葉脈の隆起の程度は明瞭、葉質は普通葉、

裏面の毛じの有無は無、葉柄の長さは中、葉の香りは無である。花穂の長さはやや短、

幅は広、着花房節数は少、一花房の花数は３個以下、二次花穂数はやや少、花筒部の形

はⅡ型、上唇弁の形は外曲、下唇弁の形はⅡ型、上唇弁の向きは上、下唇弁の向きは下、

花の長さ及び花筒長はかなり長、花筒部は明紫（JHS カラーチャート8604 、上唇弁の）

） 、地色は淡紫（同8602 、上唇弁の花色模様の有無と形は小点及び大点、発現範囲は全面

花色模様の色は青系、下唇弁の地色は淡紫（同8602 、花色模様の有無と形は大点、花）

色模様の発現範囲は全面、花色模様の色は青系である。

「ワイルドスター」と比較して、葉身の形が楕円形であること、花筒部の色が明紫、

上唇弁及び下唇弁の色が淡紫であること等で 「ニシラプレａａｃ３」と比較して、草、

姿が斜上であること、花筒部の色が明紫、上唇弁及び下唇弁の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氏名及び住所又は居所

ガート ジェイ ブリッツ

南アフリカ共和国 ステレンボッシュ フラミンゴ ストリート ２８

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ガート ジェイ ブリッツ

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、1999年に育成者の温室（南アフリカ共和国）において、(P.saccatus×

P.hilliardiae)にP.hilliardiae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１５１１５号 平成１９年３月１５日

２ 登録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 サッカタス×プレクトランツス ヒリアルダエ

ブリッツガート

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、Plectranthus saccatusにP.hilliardiaeを交配して育成されたものであ

り、葉は緑色、花筒部は淡紫ピンク色の鉢物及び花壇向きの品種である。

草姿は斜上、茎長は短、横断面の形は稜のある四角形、太さは中、色は緑、毛じの多

少は少、色は紫、一次分枝数はやや少、節間長は中である。葉身の形は卵形、葉縁の形

は歯状、葉身長及び葉身幅は中、表面の色数は単色、地色は緑、光沢の有無は有、裏面

の色は緑、アントシアニンの有無は有、葉脈の隆起の程度は明瞭、葉質は普通葉、裏面

の毛じの有無は無、葉柄の長さはやや短、葉の香りは無である。花穂の長さはやや短、

幅は広、着花房節数はやや少、一花房の花数は３個以下、二次花穂数はやや少、花筒部

の形はⅡ型、上唇弁の形は外曲、下唇弁の形はⅡ型、上唇弁の向きは上、下唇弁の向き

は前、花の長さ及び花筒長はかなり長、花筒部の色、上唇弁及び下唇弁の地色は淡紫ピ

ンク（JHS カラーチャート8902 、上唇弁及び下唇弁の花色模様の有無と形は小点及び）

大点、発現範囲は全面、花色模様の色は赤系である。

「ワイルドスター」と比較して、葉身の形が卵形であること、花の長さ及び花筒長が

長いこと等で 「ニシラプレａａｃ３」と比較して、草姿が斜上であること、花筒部の、

色、上唇弁及び下唇弁の地色が淡紫ピンクであること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

ガート ジェイ ブリッツ

南アフリカ共和国 ステレンボッシュ フラミンゴ ストリート ２８

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ガート ジェイ ブリッツ

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、1999年に育成者の温室（南アフリカ共和国）において、P.saccatusに

P.hilliardiaeを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査

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

なお、出願時の名称は「Ｐ０００６０３」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１５１１６号 平成１９年３月１５日

２ 登録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 ヒリアルダエ ガートエデル

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、Plectranthus hilliardiaeの変異個体であり、葉は濃緑色、花筒部は鮮

赤紫色の鉢物向け品種である。

草姿は斜上、茎長は短、横断面の形は稜のある四角形、太さはやや細、色は帯紫、毛

じの多少は少、色は紫、一次分枝数は少、節間長は中である。葉身の形は卵形、葉縁の

形は歯状、葉身長は中、葉身幅はやや狭、表面の色数は単色、地色は濃緑、光沢の有無

は有、裏面の色は赤紫、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

普通葉、裏面の毛じの有無は無、葉柄の長さはやや短、葉の香りは無である。花穂の長

さはやや短、幅は広、着花房節数は少、一花房の花数は３個以下、二次花穂数はやや少、

花筒部の形はⅡ型、上唇弁の形は外曲、下唇弁の形はⅡ型、上唇弁の向きは上、下唇弁

の向きは前、花の長さ及び花筒長はかなり長、花筒部の色は鮮赤紫（JHS カラーチャー

ト9207 、上唇弁の地色は濃紫ピンク（同9213 、上唇弁の花色模様の有無と形は小点、） ）

発現範囲は全面、花色模様の色は赤系、下唇弁の地色は濃紫ピンク（同9213 、花色模）

様の有無と形は大点、花色模様の発現範囲は全面、花色模様の色は赤系である。

「ワイルドスター」と比較して、葉身の形が卵形であること、花筒部の色が鮮赤紫、

上唇弁及び下唇弁の地色が濃紫ピンクであること等で 「ニシラプレａａｃ３」と比較、

して、草姿が斜上であること、花筒部の色が鮮赤紫、上唇弁及び下唇弁の地色が濃紫ピ

ンクであること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

ガート ジェイ ブリッツ

南アフリカ共和国 ステレンボッシュ フラミンゴ ストリート ２８

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ガート ジェイ ブリッツ

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、2001年に育成者の温室（南アフリカ共和国）において、P.hilliardiae

の変異個体を発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、同年にその特性が安

定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「Ｋ０１１１０１」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１５１１７号 平成１９年３月１５日

２ 登録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 ヒリアルダエ プレトラブリッツ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、Plectranthus hilliardiaeの変異個体であり、葉は緑色、花筒部はピン

ク白色の鉢物向け品種である。

草姿は斜上、茎長は短、横断面の形は稜のある四角形、太さはやや細、色は淡緑、毛

じの多少はかなり少、色は白、一次分枝数は少、節間長は中である。葉身の形は楕円形、

葉縁の形は歯状、葉身長は中、葉身幅はやや狭、表面の色数は単色、地色は緑、光沢の

有無は有、裏面の色は淡緑、アントシアニンの有無は無、葉脈の隆起の程度は明瞭、葉

質は普通葉、裏面の毛じの有無は無、葉柄の長さはやや短、葉の香りは無である。花穂

の長さはやや短、幅は広、着花房節数はやや少、一花房の花数は３個以下、二次花穂数

はやや少、花筒部の形はⅡ型、上唇弁の形は外曲、下唇弁の形はⅡ型、上唇弁の向きは

上、下唇弁の向きは前、花の長さ及び花筒長はかなり長、花筒部の色、上唇弁及び下唇

弁の地色はピンク白（JHS カラーチャート9201 、上唇弁及び下唇弁の花色模様の有無）

と形は小点、発現範囲は全面、花色模様の色は赤系である。

「ワイルドスター」と比較して、葉身の形が楕円形であること、花の長さ及び花筒長

が長いこと等で 「ニシラプレａａｃ３」と比較して、草姿が斜上であること、花筒部、

の色、上唇弁及び下唇弁の地色がピンク白であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

ガート ジェイ ブリッツ

南アフリカ共和国 ステレンボッシュ フラミンゴ ストリート ２８

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ガート ジェイ ブリッツ

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、2001年に育成者の温室（南アフリカ共和国）において、P.hilliardiae

の変異個体を発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、同年にその特性が安

定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「Ｋ１１１２０１」であった。



１ 品種登録の番号及び年月日 第１５１１８号 平成１９年３月１５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ぼたんくさぎ エイケンボーンＰダイヤモンド

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、Clerondrum bungeiの枝変わりであり、樹姿は直立性、葉は広卵形で黄

白色の覆輪くずれが入り、花は鮮紫ピンク色の鉢物及び花壇向きの品種である。

樹姿は直立性、樹高は中である。幹の太さは中、色は灰茶色、毛の有無は無、皮目の

有無は有である。葉の形は広卵形、縁の形は歯状、長さ及び幅は中、色は淡緑、斑の有

無は有、斑の形は覆輪くずれ、斑の色は黄白（JHS カラーチャート3301 、葉裏の毛の）

有無は無、葉柄の長さは中である。花房の形は半扁平球形、大きさ及び高さは中、小花

の大きさはやや大、長さはやや長、花弁の形は楕円形、数は５枚、色は鮮紫ピンク（同

9704 、雌ずいの長さはやや長、色は白（同－01 、数は１本、雄ずいの長さはやや長、） ）

色は白（同－01 、数は４本、がくの長さはやや長、色は紫ピンク（同9711 、花柄の長） ）

さは中、小花数はやや多、花の香りは無である。開花期は中生、落葉性は有である。

ぼたんくさぎ（在来種）と比較して、葉に斑が有ること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Ｋ．クロムハウト＆ズーン社

オランダ王国 ２３９１ＡＤ ハザースワウド ドルプ ヴォールウェッヒ ７９

ｂ

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ジョン Ｆ．Ｈ．エイジケンボーン

７ 出願公表の年月日 平成１６年４月７日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1994年に育成者の温室（ベルギー王国）において、C.bungei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、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。

なお、出願時の名称は「ピンクダイヤモンド」であった。


