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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６１４８号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

かんしょ スイート キャロライン レッド

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、「スイート キャロライン ブロンズ」に「NC138-1ORN」を交配して育

成されたものであり、草型は匍匐型、葉は淡紫褐色で複欠刻の観賞鉢物向きの品種であ

る。

草型は匍匐型、草勢は中、巻つる性は無、草高はやや低、茎色及び節色は多、茎の太

さは中、茎長はやや短、分枝数はやや少、節間長はやや長、茎の毛茸は中、頂葉色の最

優性色は黄緑、副次的色は紫、部分は全体、葉色は淡紫褐、葉形は複欠刻、葉の大小は

やや大、葉脈色及び蜜腺色は多である。藷梗の長さは極長、強さは中、いもの形状は長

紡錘形、大小は小、皮色の基本色は紫、補助色は黄、濃淡は濃、分布は不均一、肉色は

淡黄、条溝は無、皮脈は微、外観は下、カロチンの多少は中である。

「スイートライン」及び「スイート ガーデン」と比較して、葉色が淡紫褐であるこ

と、葉形が複欠刻であ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

ノースキャロライナ州立大学

アメリカ合衆国 ２７６９５－８２１０ ノース キャロライナ ローリー リサ

ーチドライブ ２４０１

６ 登録品種の育成をした者の氏名

Ｇ．クレイグ イエンチョ ケネス ペコタ チャールズ ニューウェル ハ

ンコック ジュニア

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、2001年から2002年の冬に出願者の温室（アメリカ合衆国）において、

「スイート キャロライン ブロンズ」に「NC138-1ORN」を交配し、その実生の中から

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。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６１４９号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

かんしょ 紅誉れ（べにほまれ）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、「コガネセンガン」の変異個体であり、草型は匍匐型、葉は心臓形、い

もの皮色は赤、肉色が淡黄の食用向きの品種である。

草型は匍匐型、草勢は強、巻つる性は無、草高はやや高、茎色は中、節色は多、茎の

太さは中、茎長はかなり長、分枝数はかなり多、節間長は極長、茎の毛茸は中、頂葉色

の最優性色は緑、副次的色は紫、葉色は深緑、葉形は心臓形、葉の大小及び葉脈色は

中、蜜腺色は少である。藷梗の長さはやや短、強さは中、いもの形状は長紡錘形、大小

はやや大、皮色の基本色は赤、補助色は無、濃淡は中、分布は均一、肉色は淡黄、条溝

及び皮脈は無、外観は上、萌芽伸長の遅速は早、萌芽の多少はやや多、アール当たり上

いも重はかなり多、カロチンの多少は無である。

「コガネセンガン」と比較して、葉形が心臓形であること、いもの皮色の基本色が赤

であること等で、「ベニオトメ」と比較して、節間長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

大別府正明 鹿児島県曽於郡志布志町安楽１９３８

６ 登録品種の育成をした者の氏名

大別府正明

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15年に育成者のほ場（鹿児島県曽於郡志布志町）において、「コガ

ネセンガン」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、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。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６１５０号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

さとうきび Ｎｉ２２

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、「ＫＦ８９－６６」の自然交雑種子の実生から選抜して育成されたもの

であり、萌芽性が極良、登熟性の早い製糖原料向きの品種である。

草型は立葉である。葉身長及び葉幅は中、葉色は濃、葉鞘の長さはやや短、葉鞘のろ

う質物は多、肥厚帯の形態は下降三角型、中高三角型、葉耳の形態は葉耳欠失上昇下降

型、葉舌の形態は三日月型である。蔗茎の形態は円筒型、基本色は黄緑、複色は淡紫、

ろう質物は極多、茎肉の色はクリーム、ずい孔率は小、気根発生節数はかなり少、茎皮

の硬度は硬である。芽子の形態は広翼円型，中央に芽孔のある卵型、突出度はやや凸、

大きさは大、芽翼は広、芽溝の有無は無である。根基の条数は三条、根帯の幅は中であ

る。原料茎長は長、茎径は細、原料茎の均一性は中、直立性はやや直立、発芽性は良、

発芽の遅速性は速、萌芽性は極良、萌芽の遅速性は速である。分げつ性はやや強であ

る。初期伸長性は極強、地域適応性は中である。出穂性は無である。登熟性は早、梢頭

部折損性は難である。倒伏度はやや多、脱葉性は中である。収量構成型はやや茎数型、

蔗茎の収量性は多、糖分は高である。モザイク病抵抗性はやや強、黒穂病抵抗性は中で

ある。

「ＮｉＦ８」と比較して、葉幅が狭いこと、萌芽性が良いこと等で、「ＮＣ３１０」

と比較して、草型が立葉であること、原料茎長が長いこと、登熟性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

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

松岡誠 杉本明 氏原邦博 寺島義文 伊禮信 境垣内岳雄 下田聡 前田秀樹

７ 出願公表の年月日 平成１８年１１月１７日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成７年に熱帯農業研究センター（現独立行政法人国際農林水産業研究

センター、沖縄県石垣市）において、「ＫＦ８９－６６」の自然交雑種子を採種し、８

年に九州農業試験場（現独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構、鹿児島県西之

表市）において実生を養成して個体選抜、以後、栄養系選抜により育成された品種であ

り、12年から生産力検定試験、特性検定試験等を行い、18年にその特性が安定している

ことを確認して育成を完了したものである。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６１５１号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

さとうきび Ｎｉ２３

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、「ＮｉＦ８」に「Ｎｉ９」を交配して育成されたものであり、萌芽性が

良、初期伸長性が極強、蔗茎の収量性が多い製糖原料向きの品種である。

草型は中葉である。葉身長は長、葉幅は中、葉色は濃、葉鞘の長さはやや長、ろう質

物は中、肥厚帯の形態は下降三角型、中高三角型、葉耳の形態は葉耳欠失直下降型、葉

舌の形態は三日月型である。蔗茎の形態は円筒型、基本色は黄緑、複色は淡紫、ろう質

物は多、茎肉の色は黄緑、ずい孔率は小、気根発生節数はかなり少、茎皮の硬度は中で

ある。芽子の形態は広翼円型，中央に芽孔のある卵型、突出度は凸、大きさは大、芽翼

は広、芽溝の有無は無である。根基の条数は二条、根帯の幅は極狭である。原料茎長は

長、茎径は中、原料茎の均一性は良、直立性はやや直立、発芽性は良、発芽の遅速性は

速、萌芽性は良、萌芽の遅速性は速である。分げつ性はやや強である。初期伸長性は極

強、地域適応性は中である。出穂性は無である。登熟性はやや早、梢頭部折損性はやや

易である。倒伏度はやや少、脱葉性は中である。収量構成型は中間型、蔗茎の収量性は

多、糖分は高である。モザイク病抵抗性は強、黒穂病抵抗性は弱である。

「ＮｉＦ８」と比較して、草型が中葉であること、葉身長が長いこと、初期伸長性が

強いこと等で、「Ｆ１７７」と比較して、萌芽性が良いこと、分げつ性が強いこと等で

区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

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

松岡誠 杉本明 氏原邦博 寺島義文 伊禮信 境垣内岳雄 下田聡 前田秀樹

７ 出願公表の年月日 平成１８年１１月１７日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、九州農業試験場（現独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構、鹿

児島県西之表市）が、平成６年に沖縄県農業試験場（現沖縄県農業研究センター、石垣

市）において、「ＮｉＦ８」に「Ｎｉ９」を交配し、鹿児島県農業試験場（大島郡徳之

島町）で実生を養成したものを定植し、８年から個体選抜、以後、栄養系選抜により育

成された品種であり、12年から特性検定試験、系統適応性検定試験等を行い、18年にそ

の特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６１５２号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

さとうきび ＫＲＦo９３－１

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、「ＮＣｏ３１０」にインドネシア原産野生種「Glagah Kloet」を交配し

て育成されたものであり、初期伸長性がかなり強く、庶径の収量性が極多の飼料向きの

品種である。

草型はやや立葉である。葉身長はやや長、葉幅は中、葉色はやや濃、葉鞘の長さは

中、ろう質物は少、肥厚帯の形態は三角型、朝顔状三角型、葉耳の形態は葉耳欠失上昇

下降型、葉舌の形態は三日月型である。蔗茎の形態は円筒型、基本色は黄緑、複色は淡

紫、ろう質物は少、茎肉の色はクリーム、ずい孔率は小、気根発生節数は少、茎皮の硬

度はかなり硬である。芽子の形態は五角型，長五角型、芽子の突出度はやや凸～凸、芽

子の大きさは中、芽翼は中、芽溝の有無は無である。根基の条数は三条、根帯の幅は中

である。原料茎長は長、茎径は細、原料茎の均一性は中、直立性は中、発芽性は極良、

発芽の遅速性はかなり速、萌芽性は良、萌芽の遅速性はかなり速である。分げつ性はや

や強である。初期伸長性はかなり強、地域適応性は中である。出穂性はかなり多、出穂

の早晩性はかなり早である。登熟性は早、梢頭部折損性は難である。倒伏度は中、脱葉

性はかなり難である。収量構成型はかなり茎数型、蔗茎の収量性は極多、糖分はかなり

低である。葉焼病及びモザイク病抵抗性は強、黒穂病抵抗性は中である。

「Ｎｃｏ３１０」と比較して、初期伸長性が強いこと、糖分が低いこと等で、「Ｎｉ

Ｆ８」と比較して、茎径が細いこと、初期伸長性が強いこと、糖分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

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

松岡誠 杉本明 氏原邦博 寺島義文 伊禮信 境垣内岳雄 前田秀樹 下田聡

勝田義満

７ 出願公表の年月日 平成１８年１１月１７日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、九州農業試験場（現独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構、鹿

児島県西之表市）が、沖縄県農業試験場（現沖縄県農業研究センター、糸満市）におい

て、「ＮＣｏ３１０」にインドネシア原産野生種「Glagah Kloet」を交配した種子を播

種し、平成５年に個体選抜、６年から栄養系選抜により育成された品種であり、12年か

ら生産力検定試験等を行い、18年にその特性が安定していることを確認して育成を完了

したものである。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６１５３号 平成２０年３月５日

２ 登録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 サマーキャンディ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、「とちおとめ」に（「サマーベリー」×「盛岡２６号」）の育成系統を

交配して育成されたものであり、果実は円錐形で大きさは中、果皮の色が鮮赤の四季成

り性の品種である。

草姿は中間、草勢はやや強である。葉色は濃緑、葉の横断面の形状は軽く上に湾曲、

光沢はやや弱、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

はやや長、アントシアニンの有無は無、ランナーの数はやや少である。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中である。果実の縦横比

は縦長、大きさは中、果形は円錐、無種子帯は無又は極狭、果皮の色は鮮赤、果実の光

沢はやや強、そう果の落ち込みは表皮並、がく片の着き方は離、果径に対するがく片の

大きさは中、果実の硬さはやや硬、果肉色は濃紅、果心の色は白、果実の空洞は小であ

る。季性は四季成りである。可溶性固形物含量は中である。

「サマーベリー」と比較して、葉柄のアントシアニンの有無が無であること、無種子

帯が無又は極狭であること、がく片の着き方が離であ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

宮城県 宮城県仙台市青葉区本町三丁目８番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

鹿野弘 高野岩雄 大沼康 本多信寛

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12年に宮城県農業・園芸総合試験場（名取市）において、「とちお

とめ」に（「サマーベリー」×「盛岡２６号」）の育成系統を交配し、その実生の中か

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

ことを確認して育成を完了したものである。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６１５４号 平成２０年３月５日

２ 登録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 もういっこ

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「さちのか」を交配して育成されたものであ

り、果実は円錐形で大きく、果皮の色が鮮赤の促成栽培に向く品種である。

草姿は立性、草勢はやや強である。葉色は濃緑、葉の横断面の形状は軽く下に湾曲、

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

や長、ランナー数はやや多である。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少である。果実の縦横比は縦長、大きさは大、果形は円

錐、果実の溝は中、果皮の色は鮮赤、果実の光沢は中、そう果の落ち込みは中、がく片

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

心の色は淡赤、果実の空洞は無又は極小である。開花始期はやや早、成熟期は中、季性

は一季成りである。

「とちおとめ」と比較して、草姿が立性であること、花房当たりの花数が少ないこと

等で、「さちのか」と比較して、花房当たりの花数が少ないこと、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

宮城県 宮城県仙台市青葉区本町三丁目８番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

鹿野弘 庄子孝一 高野岩雄 大沼康 本多信寛 関根崇行

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年に宮城県農業・園芸総合研究所（名取市）において、出願者所

有の育成系統に「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、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。



- 8 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６１５５号 平成２０年３月５日

２ 登録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 ゆうびウインド

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、「レッドワンダー」の自然交雑実生から選抜して育成されたものであ

り、果実は長円錐形で極小、果皮の色が鮮赤の生食及び観賞に向く品種である。

草姿は中間、草勢は中である。葉色は黄緑、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、葉柄の長さは中、ラ

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

当たりの花数は少である。果実の縦横比は縦長、大きさは極小、果形は長円錐、果皮の

色は鮮赤、果実の光沢は中、そう果の落ち込みは表皮並、がく片の着き方は反転、果径

に対するがく片の大きさは中、果実の硬さは極軟、果肉及び果心の色は白、果実の空洞

は大である。開花始期及び成熟期は早、季性は四季成りである。

「レッドワンダー」及び「イエローワンダー」と比較して、葉色が黄緑であること、

葉の横断面の形状が軽く上に湾曲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氏名及び住所又は居所

松木園裕美 鹿児島県鹿児島市錦江町４番６号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

松木園裕美

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15年に育成者の温室（鹿児島県鹿児島市）において、「レッドワン

ダー」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「フォレスト ウインド」であった。



- 9 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６１５６号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

セロリー 幸みどり（ゆきみどり）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、「コーネル６１９」の選抜系統に「ＵＣ１０－１」を交配して育成され

たものであり、草姿はやや立、葉数はやや少、葉柄の太さが太、早晩性が晩、萎黄病レ

ース２抵抗性が強の品種である。

草姿はやや立、草丈はやや高である。葉数はやや少、葉の色は淡緑、光沢は中、形は

やや広短、複小葉の形は縦菱形、鋸歯の形は鋭尖、葉柄の太さは太、長さはやや短、色

は淡緑、断面の形は２型、空洞の有無は無、基部の幅は広、湾曲度はかなり弱である。

早晩性は晩、耐病性（萎黄病レース２抵抗性）は強である。

「コーネル６１９」及び「あずみ野１号」と比較して、葉の形が広短であること、複

小葉の形が縦菱形であること、萎黄病レース２抵抗性が強いこと等で区別性が認められ

る。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

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

松永啓 矢ノ口幸夫 村山敏 岡本潔 丸山秀幸

７ 出願公表の年月日 平成１９年８月６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成８年に長野県中信農業試験場（塩尻市）において、「コーネル６１

９」の選抜系統に「ＵＣ１０－１」を交配し、その実生の中から選抜、以後、固定を図

りながら特性の調査を継続し、18年にその特性が安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「すずみどり」であった。



- 10 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６１５７号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

レタス ＫＡ１２１９

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、「Ｖレタス」に「エンパイヤー」の選抜系統を交配して育成されたもの

であり、葉は緑系で横広楕円、球は球形で大きさは小、早晩性が中のクリスプタイプの

品種である。

タイプの区分はクリスプ、種子の色は黒、植物体の直径は中、結球性は結球である。

球葉のかぶりは強、しまりは中、球の大きさは小、球形は球である。葉の形は横広楕

円、色相は緑系、濃淡は中、着色は無、光沢及び縮みの程度は中、縮みの大きさは小、

葉縁の波うちは強、切れ込みの深さ及び早晩性は中である。レタス根腐病レース１抵抗

性は強である。

「ゲット」と比較して、種子の色が黒であることで、「みずさわ」と比較して、レタ

ス根腐病レース１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 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

木村智幸 堀内可一

７ 出願公表の年月日 平成１８年１１月１７日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成７年に出願者の温室（群馬県伊勢崎市）において、「Ｖレタス」に

「エンパイヤー」の選抜系統を交配し、その実生の中から選抜、以後、固定を図りなが

ら特性の調査を継続し、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「サングロー」であった。



- 11 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６１５８号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

レタス テンション

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、「サリナス」の選抜系統に「カルマー」の選抜系統を交配して育成され

たものであり、葉は灰緑系で倒卵形、球はやや腰高形で大きさは中、早晩性がやや早の

クリスプタイプの品種である。

タイプの区分はクリスプ、種子の色は黒、植物体の直径は中、結球性は結球である。

球葉のかぶりは強、しまり及び球の大きさは中、球形はやや腰高である。葉の形は倒卵

形、色相は灰緑系、濃淡は中、着色は無、光沢は中、縮みの程度は弱、大きさは小、葉

縁の波うちは弱、切れ込みの深さは浅、密度は中である。早晩性はやや早である。

「ステディ」と比較して、種子の色が黒であること、葉縁の切れ込みの密度が疎であ

ることで、「みかどレイクＳ」と比較して、葉縁の波うちが弱いこと、葉縁の切れ込み

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

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

木村智幸 堀内可一

７ 出願公表の年月日 平成１７年８月１０日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成６年に出願者の温室（群馬県伊勢崎市）において、「サリナス」の

選抜系統に「カルマー」の選抜系統を交配し、その実生の中から選抜、以後、固定を図

りながら特性の調査を継続し、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。



- 12 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６１５９号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

はす 月彩（がっさい）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、「ミセス・スローカム」の自然交雑実生の中から選抜、育成されたもの

であり、花は中型、花弁は白色で観賞用のはすである。

葉の大きさは30～49㎝、葉柄長は50～99㎝、とげは中である。つぼみの色は黄緑、花

の大きさは中、花弁の地色は白、アントシアニンの有無は無、形は中、先端の形は丸、

ねじれは有、完全花弁数は25枚以上、不完全花弁数は中、雄ずいの数は200～399、雌ず

いの形は正常、花たく上面の色は黄、形は円、子房の突出は無、開花の早晩は早であ

る。

「友誼牡丹」と比較して、つぼみの色が黄緑であること、花たく上面の色が黄である

こと等で、「月の兎」と比較して、葉柄のとげが多いこと、花たく上面の色が黄である

こと、子房の突出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

榎本輝彦 茨城県土浦市手野町２９９４番地の３

６ 登録品種の育成をした者の氏名

榎本輝彦

７ 出願公表の年月日 平成１９年２月１３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（茨城県土浦市）において、「ミセス・スロー

カム」の自然交雑種子を播種し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性

の調査を継続し、18年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したもので

ある。



- 13 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６１６０号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

はす 光蹊（こうけい）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、台湾からの導入種の自然交雑実生の中から選抜、育成されたものであ

り、肥大茎の長さはかなり短、肥大茎の節数は４～５節、根茎肥大の早晩がやや早の食

用のはすである。

葉の大きさは50～69㎝、凹みは中、葉縁の波は少、葉柄長は100～149㎝、葉柄のとげ

は少である。地下根茎の節間長は中、肥大茎の肩張りは強、太さは大、長さはかなり

短、節数は４～５節、分岐肥大茎の肥大程度はやや高、肥大茎表皮の色はやや淡、皮点

は中、肉の硬さは軟である。萌芽の早晩は中、根茎肥大の早晩はやや早、地下根茎の深

さは浅である。

「福徳」と比較して、葉縁の波が少ないこと、肥大茎表皮の皮点が多いこと、萌芽の

早晩が晩いこと等で、「明蹊」と比較して、葉縁の波が少ないこと、萌芽の早晩が晩い

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

榎本康伸 茨城県かすみがうら市戸崎２６８２番地２

６ 登録品種の育成をした者の氏名

榎本康伸

７ 出願公表の年月日 平成１９年２月１４日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成10年に育成者のほ場（茨城県土浦市）において、台湾からの導入種

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

継続し、18年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。



- 14 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６１６１号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

パパイヤ 石垣珊瑚（いしがきさんご）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、「ワンダーブライト」の自然交雑実生から育成されたものであり、果実

の縦長が中、果形が楕円形の生食向きの品種である。

花序のタイプは単一花と花序が混合、一番果結実の高さは低、幹中央部の節間長は短

である。葉身の縦長及び葉形指数は中、３次裂片は有、葉柄の長さは中である。花序当

たりの花数は少、花序の主軸の長さはかなり短である。果実の縦長及び果形指数は中、

果形は楕円形、果梗部の形は陥没、果頂部の形はやや突、果皮色は橙、果実表面の粗滑

は滑、果肉の色は赤橙、甘味はやや高、香り及び果実の空洞の最大径は中、赤道面の空

洞断面の形は星形、種子数は無又は極少である。

「サンライズ」と比較して、果形が楕円であること、種子数が少ないこと等で、「ワ

ンダーフレア」と比較して、果肉の香りが強いこと、種子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 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人国際農林水産業研究センター

茨城県つくば市大わし１－１

６ 登録品種の育成をした者の氏名

深町浩 加藤秀憲 日高哲志 玉城真男 小川一紀 小森貞男

７ 出願公表の年月日 平成１９年５月１７日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成９年に農林水産省国際農林水産業研究センター（現独立行政法人国

際農林水産業研究センター、沖縄県石垣市）の温室において、「ワンダーブライト」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、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。



- 15 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６１６２号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

マンゴー 愛紅（あいこう）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、「キンコウ」の自然交雑実生を選抜して育成されたものであり、果実の

形は長円、果皮の色が紫紅で育成地（和歌山県有田郡湯浅町）では８月下旬～９月下旬

に成熟するやや晩生種である。

樹勢は強である。葉身の形は長楕円、成葉の色は濃緑、葉身の長さはやや長、幅は

広、葉柄の長さは短、着生形態は斜立である。花穗の分枝及び花の大きさは中である。

果実縦断面の形は長円、果実横断面の形は円、果実の長さは長、幅はやや広、ネックの

有無、果実のくびれ及び果嘴の大きさは無、果皮の色は紫紅、果点の大きさは小、果皮

のまだらは無又は微、粗滑は粗、厚さはやや薄、剥皮性はやや良、果肉の色は黄橙、硬

さは軟、粗密は密、果肉繊維の多少は少、果汁の多少は多、糖度は中、酸度は低であ

る。核の形は長楕円、大きさは中である。成熟期はやや晩で育成地においては８月下旬

～９月下旬に成熟する。

「キンコウ」と比較して、果実が短いこと、果皮の色が紫紅であること等で、「アー

ウィン」と比較して、果実縦断面が長円形であること、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

学校法人近畿大学 大阪府東大阪市小若江３丁目４番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

佐々木勝昭 中島朱美 志水恒介 神崎真哉 宇都宮直樹

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６年に出願者の温室（和歌山県有田郡湯浅町）において、「キンコ

ウ」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、10年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものであ

る。

なお、出願時の名称は「あさひ」であった。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６１６３号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

あんず 信州サワー（しんしゅうサワー）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、「信陽」に「Ｌ－６２」（「山形３号」×「チルトン」）を交配して育

成されたものであり、果形が楕円形、果実の大きさがかなり大の育成地（長野県須坂

市）では６月下旬に成熟する早生種である。

樹姿は中間、樹勢は強である。節間長は中、枝梢の色は暗褐である。成葉葉身の形は

広楕円形、葉面の毛じは少、葉の大きさは大、成葉の色は緑である。花形は一重、花の

大きさは小、花弁の大きさは中、色は淡桃、不完全花の多少は多、花粉の多少は中であ

る。果実の外観は楕円形、果頂部の形は突形、梗あの広さ及び深さは中、縫合線の深さ

はやや浅、果実の大きさはかなり大、果皮の地色は橙、陽光面の着色は中、果肉の色は

橙、果肉繊維の多少、果肉の粗密及び甘味は中、酸味は多である。核と果肉の粘離は

離、核の形は短楕円形、大きさは大である。開花期は中、成熟期は早、生理落果及び裂

果の多少は中である。

「平和」と比較して、果実が楕円形であること、果実が大きいこと等で、「信陽」と

比較して、不完全花が多いこと、果実が大きいこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

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

堀茂樹 山西久夫 宮澤孝幸 田尻勝博 前島勤 峯村万貴

７ 出願公表の年月日 平成１９年８月３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、昭和53年に長野県果樹試験場（須坂市）において、「信陽」に「Ｌ－６

２」（「山形３号」×「チルトン」）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、平成18年にその特性が安定していることを確認して育

成を完了したものである。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６１６４号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

なし なし中間母本農１号（なしちゅうかんぼほんのう１ごう）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、「おさ二十世紀」の自殖実生から育成されたものであり、果形が円、果

実の大きさが小、果皮色が黄緑、自家結実性が高の中間母本用品種である。

樹姿は中間、枝梢の長さ及び太さは中、節間長は短、皮目の大きさは中、新梢の色は

茶褐、短果枝の着生は多、花芽の形は長楕円、大きさは大である。成葉の形は卵、先端

の形は中、基部の形は円、葉縁の鋸歯の角度は中、葉柄の長さは短、葉柄比率は中であ

る。花弁の大きさは中、花色は白、花弁の形は円、切れ込みは中、色は白である。果実

の形は円、果形指数はやや小、梗あの深さはやや浅、広さ、ていあの深さ及び広さは

中、有てい果の有無は無、果実の大きさは小、果皮色は黄緑、果点の大きさは中、密度

は密である。果梗の長さは短、太さは太、肉梗の有無は有である。果芯の形は短紡錘、

大きさは中、果肉の色は黄白、硬さは軟、粗密、切口の褐変、甘味及び酸味は中、香気

は少、果汁の多少はやや多、種子の形は卵、大きさは中である。開花期は晩、成熟期は

中で育成地においては９月中旬、後期落果はかなり少、裂果は無、果実の貯蔵性はやや

長、黒斑病罹病程度は無である。

「おさ二十世紀」及び「ゴールド二十世紀」と比較して、果実が小さいこと、黒斑病

抵抗性が強いこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 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・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

町田裕 梶浦一郎 壽和夫 佐藤義彦 増田亮一 阿部和幸 栗原昭夫 緒方達志

齋藤寿広 寺井理治 西端豊英 正田守幸 樫村芳記 澤村豊 小園照雄 福田博

之 木原武士 鈴木勝征

７ 出願公表の年月日 平成１５年２月２０日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、昭和55年に農林水産省果樹試験場（現独立行政法人農業・食品産業技術

総合研究機構果樹研究所、茨城県つくば市）において、「おさ二十世紀」を自家受粉し

その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、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。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６１６５号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

イタリアンライグラス 優春（ゆうしゅん）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、「タチワセ」、「ニオウダチ」及び出願者所有の３育成系統を母材とす

る選抜集団と「ニオウダチ」を母材とした選抜集団を混合して育成されたものであり、

稈長は中、茎の太さはやや太、耐倒伏性がやや強、乾物率が高い家畜飼料向きの早生品

種である。

草型は直立～中間である。春期草丈は極高、稈長は中、茎の太さはやや太である。葉

身長はやや短、幅はやや広、色は緑である。穂長は短、穂数は少、小穗数はやや多、

1000粒重はやや重、芒の有無と長さは短、蛍光反応性は極多、生育期間は短、出穂期は

早生である。耐倒伏性はやや強、冠さび病抵抗性はやや弱である。乾物率は高、硝酸態

窒素含量及びカリウム含量はやや少である。

この品種は、「ワセアオバ」と比較して、耐倒伏性が強いこと、カリウム含量が低い

こと等で、「タチワセ」と比較して、葉色が淡いこと、硝酸態窒素含量が低いこと等で

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

茨城県

茨城県水戸市笠原町９７８番６

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

雪印種苗株式会社

北海道札幌市厚別区上野幌１条５丁目１番８号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

深沢芳隆 矢萩久嗣 上山泰史 原田久富美 杉田紳一 川地太兵 荒川明

水野和彦 立花正 近藤聡 小槙陽介

７ 出願公表の年月日 平成１８年１０月２３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成14年に茨城県畜産試験場（現茨城県畜産センター、石岡市）におい

て、「タチワセ」、「ニオウダチ」及び出願者所有の３育成系統を母材とする選抜集団

と、独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構（現独立行政法人農業・食品産業

技術総合研究機構、栃木県那須塩原市）において「ニオウダチ」を母材として選抜した

集団の母系種子を等量混合して育成されたものであり、以後、茨城県畜産試験場、独立

行政法人農業・食品産業技術総合研究機構及び雪印種苗株式会社（千葉県千葉市）にお

いて系統適応性試験、特性検定試験等を行い、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。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６１６６号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ハイブリットライグラス サツキワセ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有のイタリアンライグラス育成系統「００Ｔ－１０１１」にハ

イブリッドライグラス「ＩＭＲ－３」を交配して育成されたものであり、稈長及び穂長

は短、葉色はかなり濃緑、出穂期は早生の芝生向きの品種である。

出穂期の草型はわずか直立である。稈長は短、稈の太さは細、葉身長はかなり短、葉

身幅はかなり狭、葉色はかなり濃緑である。穂長は短、穂数は中、出穂期は早生であ

る。1,000粒重はかなり軽である。春の草勢は不良、秋の草勢及び再生はやや不良、永

続性は不良、越夏性はかなり不良、冠さび病抵抗性はかなり強、乾物率は高である。

「テトリライトⅡ」と比較して、稈長が短いこと、葉色が濃いこと、出穂期が早いこ

と等で、「ＩＭＲ－３」と比較して、出穂期の草型が直立すること、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

タキイ種苗株式会社

京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町１８０番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

横畠吉彦 中川洋一 秋山貴紀

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年に出願者のほ場（山口県山口市）において、出願者所有のイタ

リアンライグラス育成系統「００Ｔ－１０１１」３個体にハイブリッドライグラス「Ｉ

ＭＲ－３」28個体を任意交配し、15年に個体植えした実生の中から77個体を選抜して育

成された品種であり、以後、固定を図り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。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６１６７号 平成２０年３月５日

２ 登録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 フエゴ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、「スマッコ」に「テノリオ」を交配して育成されたものであり、花は濃

橙赤色の筒形でやや大輪の鉢物向きの品種である。

草丈は中、株幅は広、分枝数は中である。葉長はやや短、葉幅は中、葉形は卵形、表

面の色は暗緑（JHS カラーチャート3708）、裏面の色は暗緑（同3716）、アントシアニ

ンの着色は弱、斑は無、厚さはやや薄、鋸歯は有、鋸歯の形は重円鋸歯、深さは中、先

端の形は円である。開花枝の分枝数はやや少である。花数及び花序の幅は中、蕾の色は

明赤（同0406）、花型は一重、花冠の向きは上向き、形は筒形、花冠裂片の向きは平、

直径はやや大、花冠裂片の数は４裂片、花冠裂片の形は６型、長さは長、幅は中、複色

の有無は無、表面の色は濃橙赤（同0707）、裏面の薄い側の色は黄ピンク（同0704）、

濃い側の色は明橙赤（同0705）、色の変化の有無は無、葯の突出は突出しないである。

開花期は早である。

「イロイデ」及び「デビー」と比較して、花冠の直径が大きいこと、花冠裂片の形が

６型であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

フィデス 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（オランダ王国）において、「スマッコ」に「テ

ノリオ」を交配し、その実生の中から選抜、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。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６１６８号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

カンパニュラ ピーケーエムエイチ０２

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、Campanula haylodgensisの変異株であり、花冠の色は淡青紫で狭輪の×

鉢物向き品種である。

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

色は緑、主茎下部の分枝の有無は無、主茎上部の分枝の有無は有、節間長は短である。

葉序は互生、茎葉の向きは斜上、全体の形は楕円形、先端の形は鈍形、基部の形は鋭

形、表面の凹凸は平滑、反り及び巻込みは無、鋸歯の形は鋭鋸歯、長さは極短、幅はか

なり狭、表面の色は暗黄緑（JHS カラーチャート3509）、斑の有無は無、光沢は有、厚

さは薄、一茎当たりの葉数は少、ビロード感は無、硬さは軟、表面の毛の有無は無、葉

柄の長さは極短である。花序の形は円錐花序、花の咲き方は有限花序、付き方は頂生と

腋生、花房中央部の節当たりの花数は１、花の向きは横向き、花冠全体の形は漏斗形、

切れ込みは中、裂片の形は円形、裂片の反転の有無は有、反転の多少は極強、花冠の長

さはかなり短、幅は狭、単色・複色の別は単色、花冠外側、内側及び中心の色は淡青紫

（同 8002）、花冠の光沢は無、厚さは薄、一重・八重の別は八重、花冠の毛及びがく

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

やや短、柱頭の突出は短、花柄の太さは極細、長さは短、花茎の強弱は弱、一花序の花

数はかなり少、花つきはやや多、花の香りは無、開花時期はやや早生である。

「エリザベス オリバー」と比較して、花序の形が円錐花序であること、花冠全体の

形が漏斗形であること等で、「ブルーワンダー」と比較して、花冠の色が淡青紫である

こと等で、「イェッテ」と比較して、花冠裂片の反転が強いこと、花冠内側の色が淡青

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

ガルテネリート ＰＫＭ ＡｐＳ

デンマーク王国 ＤＫ－５２７０ オデンセ Ｎ スレッテンスブェイ ２０７

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ゲルト Ｋ．ジェンセン

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2001年に出願者の温室（デンマーク王国）において、C. haylodgensis×

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。

なお、出願時の名称は「１０．０２．２７７」であった。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６１６９号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

カンパニュラ ピーケーエムエイチ０４

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、「Marion Fisher」の変異株であり、花冠の色は黄白で狭輪の鉢物向き

品種である。

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

は緑、主茎下部及び上部の分枝の有無は無、節間長は短である。葉序は互生、茎葉の向

きは斜上、全体の形は楕円形、先端の形は鈍形、基部の形は鋭形、表面の凹凸は平滑、

反り及び巻込みは無、鋸歯の形は鋭鋸歯、長さは極短、幅はかなり狭、表面の色は暗黄

緑（JHS カラーチャート3509）、斑の有無は無、光沢は有、厚さは薄、一茎当たりの葉

数は少、ビロード感は無、硬さは中、表面の毛の有無は無、葉柄の長さは極短である。

花序の形は総状花序、花の咲き方は有限花序、付き方は頂生と腋生、花房中央部の節当

たりの花数は１、花の向きは横向き、花冠全体の形は漏斗形、切れ込みは中、裂片の形

は円形、裂片の反転の有無は有、反転の多少は強、花冠の長さはかなり短、幅は狭、単

色・複色の別は単色、花冠外側、内側及び中心の色は黄白（同2501）、花冠の光沢は

無、厚さは薄、一重・八重の別は八重、花冠の毛及びがくの有無は有、がく片の形は三

角形、がく片の反転及び付属体の有無は無、がくの長さはやや短、色は緑、柱頭の突出

は短、花柄の太さは極細、長さは短、花茎の強弱はやや弱、一花序の花数はかなり少、

花つきはやや多、花の香りは無、開花時期はやや早生である。

「エリザベス ホワイト」と比較して、花冠全体の形が漏斗形であること、花冠の切

れ込みが深いこと等で、「ボディール」と比較して、茎葉全体の形が楕円形であるこ

と、がくの色が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

ガルテネリート ＰＫＭ ＡｐＳ

デンマーク王国 ＤＫ－５２７０ オデンセ Ｎ スレッテンスブェイ ２０７

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ゲルト Ｋ．ジェンセン

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2001年に出願者の温室（デンマーク王国）において、｢Marion Fishe

r」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。

なお、出願時の名称は「９２８．０３．３１２」であった。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６１７０号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

カンパニュラ ピーケーエムエイチ０３

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、「Marion Fisher」の変異株であり、花冠の色は黄白で狭輪の鉢物向き

品種である。

草型は円形、草丈は低である。主茎中間部の太さは極細、色は緑、主茎基部の色は

緑、主茎下部及び上部の分枝の有無は無、節間長は短である。葉序は互生、茎葉の向き

は水平、全体の形は楕円形、先端及び基部の形は鋭形、表面の凹凸は平滑、反り及び巻

込みは無、鋸歯の形は鋭鋸歯、長さは極短、幅はかなり狭、表面の色は暗黄緑（JHS カ

ラーチャート3509）、斑の有無は無、光沢は有、厚さは薄、一茎当たりの葉数は少、ビ

ロード感は無、硬さは軟、表面の毛の有無は無、葉柄の長さは極短である。花序の形は

総状花序、花の咲き方は有限花序、付き方は頂生と腋生、花房中央部の節当たりの花数

は１、花の向きは上向き、花冠全体の形は鐘形、切れ込みは中、裂片の形は鈍形、裂片

の反転の有無は有、反転の多少は強、花冠の長さはかなり短、幅は狭、単色・複色の別

は単色、花冠外側、内側及び中心の色は黄白（同2501）、花冠の光沢は無、厚さは薄、

一重・八重の別は一重、花冠の毛の有無は無、がくの有無は有、がく片の形は三角形、

がく片の反転及び付属体の有無は無、がくの長さはやや短、柱頭の突出はやや長、花柄

の太さは極細、長さはかなり短、花茎の強弱は中、一花序の花数はかなり少、花つきは

中、花の香りは無、開花時期はやや早生である。

「ホワイトトーラ」と比較して、花冠全体の形が鐘形であること、花冠裂片の反転が

強いこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ガルテネリート ＰＫＭ ＡｐＳ

デンマーク王国 ＤＫ－５２７０ オデンセ Ｎ スレッテンスブェイ ２０７

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ゲルト Ｋ．ジェンセン

７ 出願公表の年月日 平成１６年１２月１７日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2001年に出願者の温室（デンマーク王国）において、｢Marion Fisher｣

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。

なお、出願時の名称は「９１０．０２．２２７３」であった。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６１７１号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

カンパニュラ ピーケーエムエイチ０１

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の品種名不詳の実生の中から選抜して育成されたものであ

り、花冠中心の色は浅青紫で狭輪の鉢物向き品種である。

草型は円形、草丈は低である。主茎中間部の太さは極細、主茎中間部及び基部の色は

緑、主茎下部の分枝の有無は無、主茎上部の分枝の有無は有、節間長は短である。葉序

は互生、茎葉の向きは斜上、全体の形は楕円形、先端の形は鈍形、基部の形は鋭形、表

面の凹凸は平滑、反り及び巻込みは無、鋸歯の形は鋭鋸歯、長さは極短、幅はかなり

狭、表面の色は暗黄緑（JHS カラーチャート3508）、斑の有無は無、光沢は有、厚さは

薄、一茎当たりの葉数はやや少、ビロード感は無、硬さは軟、表面の毛の有無は無、葉

柄の長さは極短である。花序の形は総状花序、花の咲き方は有限花序、付き方は頂生と

腋生、花房中央部の節当たりの花数は２、花の向きは上向き、花冠全体の形は鐘形、切

れ込みは中、裂片の形は鈍形、裂片の反転の有無は有、反転の多少は強、花冠の長さは

かなり短、幅は狭、単色・複色の別は単色、花冠外側及び内側の色は明青紫（同

8004）、中心の色は浅青紫（同8003）、花冠の光沢は無、厚さは薄、一重・八重の別は

一重、花冠の毛及びがくの有無は有、がく片の形は三角形、がく片の反転及び付属体の

有無は無、がくの長さはやや短、柱頭の突出は長、花柄の太さは極細、長さは短、花茎

の強弱は弱、一花序の花数はかなり少、花つきは中、花の香りは無、開花時期は早生で

ある。

「トップスターブルー」と比較して、花冠全体の形が鐘形であること、花冠中心の色

が浅青紫であること等で、「ブルーユニフォーム」と比較して、花冠全体の形が鐘形で

あること、花冠内側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

ガルテネリート ＰＫＭ ＡｐＳ

デンマーク王国 ＤＫ－５２７０ オデンセ Ｎ スレッテンスブェイ ２０７

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ゲルト Ｋ．ジェンセン

７ 出願公表の年月日 平成１６年１２月１７日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2000年に出願者の温室（デンマーク王国）において、出願者所有の品種

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

特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「ＰＫＭｈ０１」であった。



- 25 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６１７２号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

カンパニュラ ピーケーエムエル０１

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の同一の育成系統を交配して育成されたものであり、花冠の

色は明青紫でやや狭輪の鉢物向き品種である。

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

基部の色は淡緑、主茎下部の分枝の有無は無、主茎上部の分枝の有無は有、節間長はか

なり短である。葉序は互生、茎葉の向きは斜上、全体の形は線形、先端の形は鋭形、基

部の形は楔形、表面の凹凸は平滑、反りは有、巻込みは無、鋸歯の形は鋭鋸歯、長さは

極短、幅はかなり狭、表面の色は暗黄緑（JHS カラーチャート 3508）、斑及び光沢の

有無は無、厚さは極薄、一茎当たりの葉数はやや少、ビロード感は無、硬さは軟、表面

の毛の有無は無、葉柄の長さは極短である。花序の形は総状花序、花の咲き方は有限花

序、付き方は頂生、花房中央部の節当たりの花数は１、花の向きは上向き、花冠全体の

形は狭鐘形、切れ込みは中、裂片の形は鈍形、裂片の反転の有無は有、反転の多少はか

なり強、花冠の長さはやや短、幅はやや狭、単色・複色の別は単色、花冠外側の色は浅

青紫（同8008）、内側及び中心の色は明青紫（同8004）、花冠の光沢は無、厚さは中、

一重・八重の別は一重、花冠の毛及びがくの有無は有、がく片の形は欠刻状、がく片の

反転及び付属体の有無は無、がくの長さはやや長、柱頭の突出は短、花柄の太さはかな

り細、長さは短、花茎の強弱は強、一花序の花数は極少、花つきは少、花の香りは有、

開花時期はかなり早生である。

「ゲットミー」と比較して、花冠内側の色が明青紫であること、がく片の形が欠刻状

であること等で、「トップスターブルー」と比較して、花序の形が総状花序であるこ

と、がく片の形が欠刻状であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ガルテネリート ＰＫＭ ＡｐＳ

デンマーク王国 ＤＫ－５２７０ オデンセ Ｎ スレッテンスブェイ ２０７

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ゲルト Ｋ．ジェンセン

７ 出願公表の年月日 平成１７年８月１０日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2002年に出願者の温室（デンマーク王国）において、出願者所有の同一

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。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６１７３号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

カンパニュラ ピーケーエムピー０５

３ 登録品種の特性の概要

この品種は「ＰＫＭp01」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、花冠中心の色は淡紫でやや狭輪の鉢物向き品種である。

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

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

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

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

は歯状鋸歯、長さは極短、幅はやや狭、表面の色は暗緑（JHS カラーチャート3707）、

斑及び光沢の有無は無、厚さは薄、一茎当たりの葉数はやや多、ビロード感は無、硬さ

は軟、表面の毛の有無は無、葉柄の長さは中である。花序の形は円錐花序、花の咲き方

は有限花序、付き方は頂生、花房中央部の節当たりの花数は３、花の向きは横向き、花

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

多少は中、花冠の長さはやや短、幅はやや狭、単色・複色の別は単色、花冠外側及び内

側の色は明紫（同8604）、中心の色は淡紫（同8602）、花冠の光沢は無、厚さは薄、一

重・八重の別は一重、花冠の毛の有無は無、がくの有無は有、がく片の形は三角形、が

く片の反転は有、付属体の有無は無、がくの長さ及び柱頭の突出は短、花柄の太さはか

なり細、長さはかなり短、花茎の強弱は弱、一花序の花数はやや多、花つきは多、花の

香りは無である。

「ピーケーエムピー０１」及び「ピーケーエムピー０２」と比較して、茎葉先端の形

が円形であること等で、「ゲットミー」と比較して、茎葉先端の形が円形であること、

花冠裂片の反転が弱いこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ガルテネリート ＰＫＭ ＡｐＳ

デンマーク王国 ＤＫ－５２７０ オデンセ Ｎ スレッテンスブェイ ２０７

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ゲルト Ｋ．ジェンセン

７ 出願公表の年月日 平成１７年８月１０日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2002年に出願者の温室（デンマーク王国）において、「ＰＫＭp01」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、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。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６１７４号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

カンパニュラ ベンカンプ４６

３ 登録品種の特性の概要

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

心の色は浅青味紫でやや狭輪の鉢物向き品種である。

草型は平円形、草丈は低である。主茎中間部の太さはかなり細、色は濃緑、主茎基部

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

生、茎葉の向きは斜上、全体の形は卵形、先端の形は鈍形、基部の形は円形、表面の凹

凸は平滑、反り及び巻込みは無、鋸歯の形は鈍鋸歯、長さは極短、幅は狭、表面の色は

暗緑（JHS カラーチャート3716）、斑の有無は無、光沢は有、厚さは薄、一茎当たりの

葉数はやや多、ビロード感は無、硬さは中、表面の毛の有無は無、葉柄の長さは短であ

る。花序の形は総状花序、花の咲き方は有限花序、付き方は頂生と腋生、花房中央部の

節当たりの花数は１、花の向きは上向き、花冠全体の形は広鐘形、切れ込みは中、裂片

の形は鈍形、裂片の反転の有無は有、反転の多少は強、花冠の長さは短、幅はやや狭、

単色・複色の別は単色、花冠外側及び内側の色は明青味紫（同8305）、中心の色は浅青

味紫（同8304）、花冠の光沢は無、厚さは薄、一重・八重の別は一重、花冠の毛及びが

くの有無は有、がく片の形は線形、がく片の反転及び付属体の有無は無、がくの長さは

中、柱頭の突出は長、花柄の太さはかなり細、長さは短、花茎の強弱はやや弱、一花序

の花数はかなり少、花つきは多、花の香りは無、開花時期は早生である。

「ジューンベル」と比較して、花冠全体の形が広鐘形であること、花冠外側の色が明

青味紫であること等で、「トップスターライトブルー」と比較して、花冠全体の形が広

鐘形であること、花冠裂片の反転が強いこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン

愛知県愛知郡長久手町砂子６０７番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

サビーネ クラッツェンベルク

７ 出願公表の年月日 平成１７年１２月１５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（ドイツ連邦共和国）において、育成者所有の育

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

継続し、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。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６１７５号 平成２０年３月５日

２ 登録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 夏雲（なつくも）

３ 登録品種の特性の概要

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

は黄白色の大輪で切花向きの品種である。

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

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

光沢は中、一次欠刻の深さは深、基部の形は平、表面の色は中、葉裂片縁部の重なりの

程度は平行である。側らいの数は無、舌状花の重ねは八重、花の大きさは大、厚みはや

や低、花首の長さはかなり短、花たくの形は平らなドーム状である。舌状花の多少は

中、向きは水平、主要な形は舟底弁、２次的な形はさじ弁Ⅰ、花筒部の長さは短であ

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

外花弁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3301）である。生態

分類型は夏秋、開花の早晩性はやや早である。

「精雲」と比較して、葉裂片縁部が平行であること等で、「岩の白扇」と比較して、

葉基部の形が平であること、花弁先端の形が丸であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

愛知県 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目１番２号

高平哲夫 愛知県田原市村松町北郷中５４

６ 登録品種の育成をした者の氏名

西尾譲一 奥村義秀 酒井広蔵 森岡公一 大石一史 小久保恭明 田中英樹

寺西敏男 服部治男 山口義博 後藤幹夫 水谷悟 富田喜与 林口英志

颯田正巳 糟谷清和 糟谷光朗 花井正彦 岡田吉雄 宇野恭史 桑原健太郎

山田賢吾 伊藤和郎 岩本洋司 高瀬克之 朽名博由紀 小久保善和 高瀬正啓

渡辺康宏

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年に愛知県農業総合試験場（豊橋市）において、「銀峰」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、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「清流の朝」であった。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６１７６号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

きく 笑の潮（しょうのうしお）

３ 登録品種の特性の概要

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

白色のやや大輪で一輪仕立ての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

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

大、光沢は弱、一次欠刻の深さは深、基部の形は円、表面の色は中である。側らいの数

は無、舌状花の重ねは八重、花の大きさはやや大、厚みはやや高、花首の長さは短、花

たくの形は中央部のへこんだドーム状である。舌状花の多少は少、向きは斜上、主要な

形は舟底弁、２次的な形はさじ弁、３次的な形は返り弁Ⅰ、花筒部の長さはかなり短で

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

は均一、外花弁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。生態分類型は夏秋、開花の早晩性は中である。

「笑涼」と比較して、たく葉があること、葉基部の形が円であること等で、「笑鈴」

と比較して、花の厚みが厚いこと、花弁先端の形が丸であること等で区別性が認められ

る。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

小井戸輝雄 長野県松本市元町１丁目１番７号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

小井戸輝雄

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12年に育成者のほ場（長野県松本市）において、育成者所有の育成

系統どうしを交配し、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。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６１７７号 平成２０年３月５日

２ 登録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 あや０１０１

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、「アヤエクボ」に「ピンクサクセッション」を交配して育成されたもの

であり、花は明赤紫色の八重咲きで、小輪の鉢物及び花壇向きの品種である。

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

２、茎長はかなり短、茎の太さはやや細、節間長はかなり短、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、葉巻き程度はよく巻く、色は緑、

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、花弁数は少、横断面の形は平、縁の形は鋸歯、切れ込みの深さは浅、外花弁の長

さはやや短、幅はやや狭、花弁の色の数は１色、色の分布は濃淡無し、地色は明赤紫

（JHS カラーチャート9506）である。開花時期は早生である。

「プリティセリース」と比較して、葉巻き程度がよく巻くこと等で、「ピンクサクセ

ッション」と比較して、花弁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

有限会社綾園芸 宮崎県東諸県郡綾町大字南俣３１７９番地１

６ 登録品種の育成をした者の氏名

草野修一

７ 出願公表の年月日 平成１８年１０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（宮崎県東諸県郡綾町）において、「アヤエク

ボ」に「ピンクサクセッション」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行い

ながら特性の調査を継続し、16年にその特性が安定していることを確認して育成を完了

したものである。

なお、出願時の名称は「にこにこ」であった。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６１７８号 平成２０年３月５日

２ 登録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 コブチスリーブ

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、花は淡

黄緑の地色に紫ピンク色の条及びぼかしが入る八重咲きで、中輪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

多、節間数は５以上、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、花径は中、花冠上部の側面の形は

凸、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

円筒形、花の形状は八重、花弁数はやや少、横断面の形は平、縁の形は鋭鈍鋸歯、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２色、色の分布は条

及びぼかし、地色は淡黄緑（JHS カラーチャート3303）、複色は紫ピンク（同9703）、

複色割合はかなり少である。開花習性は四季咲き、開花時期は晩生である。

「常陸野ひよこ」及び「コブチトパーズ」と比較して、花弁の色の分布が条及びぼか

しであること、花弁の複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

三好アグリテック株式会社 山梨県北杜市小淵沢町上笹尾３１８１番地１０

６ 登録品種の育成をした者の氏名

三原健吾

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９年に出願者の温室（山梨県北杜市）において、出願者所有の育成

系統どうしを交配し、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。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６１７９号 平成２０年３月５日

２ 登録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 コブチルアー

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、大輪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、茎長は中、茎の太さはや

や細、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やや凸、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鋭突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花弁

数は多、横断面の形は波状、縁の形は鋭鈍鋸歯、花弁の切れ込みの深さはかなり浅、外

花弁の長さは中、幅はやや広、花弁の色の数は２色、色の分布はぼかし、地色は紫ピン

ク（JHS カラーチャート9703）、複色は淡紫ピンク（同9501）のぼかし、複色割合は多

である。開花習性は四季咲き、開花時期はやや早生である。

「タヴィラ」と比較して、つぼみの形が楕円形であること、花弁の色の分布がぼかし

であること等で、「コブチ サント」と比較して、葉巻き程度が少ないこと、花弁の地

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

三好アグリテック株式会社 山梨県北杜市小淵沢町上笹尾３１８１番地１０

６ 登録品種の育成をした者の氏名

三原健吾

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10年に出願者の温室（山梨県北杜市）において、出願者所有の育成

系統どうしを交配し、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。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６１８０号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

カーネーション サマードレス

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、第一園芸株式会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、花は明橙赤の八重咲きで、やや小輪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である。側枝数は中、節間数は４、茎長はか

なり短、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、最大葉長は短、最大葉幅は狭、葉巻き程度は巻かない、色は緑、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やや凸、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、花弁数は少、横断面の形は平、縁の形は鋸歯、切れ込みの深さは浅、外花弁の

長さは中、幅はやや狭、花弁の色の数は１色、色の分布は濃淡無し、色は明橙赤（JHS

カラーチャート0705）、柱頭の色は淡紫である。開花時期はやや早生である。

「ディアーママレッド」及び「コブチバレッタ」と比較して、花弁の色が明橙赤であ

ること、柱頭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名称及び住所又は居所

バルブレ＆ブラン Ｓ．Ａ．

スペイン国 ３０８９０ プエルト ルンブレラス ムルシア カミノビエホ ２

０５

６ 登録品種の育成をした者の氏名

中村祐子

７ 出願公表の年月日 平成１８年３月７日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成14年に第一園芸株式会社（静岡県駿東郡小山町）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、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。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６１８１号 平成２０年３月５日

２ 登録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 ブリュレ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、第一園芸株式会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、花は浅橙の地色に赤色の周囲覆輪及び条が入る八重咲きで、やや小輪の鉢物向きの

品種である。

開花時草丈は低、１花柄の花数は複数花である。側枝数は多、節間数は５以上、茎長

はかなり短、太さはやや細、節間長はかなり短、茎のろう質は中である。葉の形は線

形、最大葉長は短、葉幅はかなり狭、葉巻き程度は少し巻く、色は緑、ろう質は中であ

る。つぼみの形は円柱形、花径はやや小、花冠上部の側面の形はやや凸、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、花弁数は少、横断面の形は波状、縁の形は鈍鋸歯、切れ込みの深さは極浅、外

花弁の長さはやや短、幅はやや狭、花弁の色の数は２色、色の分布は周囲覆輪及び条、

地色は浅橙（JHS カラーチャート1602）、複色は赤（同0415）、割合はやや少である。

開花時期はやや早生である。

「ＣＦＰＣ メル」と比較して、花弁の複色が赤であること等で、「レモンキャッ

ト」と比較して、花弁の地色が浅橙であること、花弁の複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 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

バルブレ＆ブラン Ｓ．Ａ．

スペイン国 ３０８９０ プエルト ルンブレラス ムルシア カミノビエホ ２

０５

６ 登録品種の育成をした者の氏名

中村祐子

７ 出願公表の年月日 平成１８年３月７日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成13年に育成者が第一園芸株式会社（静岡県駿東郡小山町）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、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。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６１８２号 平成２０年３月５日

２ 登録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 ミラクルシンフォニー

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、花は黄

白の地色に鮮赤色の条が入る八重咲きで、日持ち性がかなり良、やや大輪の切花向きの

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、

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、葉幅

は狭、葉巻き程度は巻く、色は濃緑、葉のろう質は強である。つぼみの形は楕円形、花

径はやや大、花冠上部の側面の形はやや凸、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、横断

面の形は波状、縁の形は鋭鈍鋸歯、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、色の分布は条、地色は黄白（JHS カラーチャート2701）、複色は鮮

赤（同0407）、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。日

持ち性はかなり良である。

「ホワイトシム」と比較して、花弁の色の分布が条であること、日持ち性が良いこと

等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

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

小野崎隆 池田広 柴田道夫 谷川奈津 八木雅史 山口隆 天野正之

７ 出願公表の年月日 平成１８年３月７日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成９年に野菜茶業試験場（現独立行政法人農業・食品産業技術総合研

究機構野菜茶業研究所 三重県津市）において、出願者所有の育成系統どうしを交配

し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、16年にその

特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６１８３号 平成２０年３月５日

２ 登録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 ミラクルルージュ

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、やや大輪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、茎長及

び茎の太さは中、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、葉幅は狭、葉巻き程度はよく巻く、色は濃緑、ろう質は強である。つぼみの形は楕

円形、花径はやや大、花冠上部の側面の形はやや凸、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、横断面の形は波状、縁の形は鋭鈍鋸歯、切れ込みの深さは浅、外花弁の長さは

中、幅はやや広、色の数は１色、色の分布は濃淡無し、花弁の地色は濃橙赤（JHS カラ

ーチャート0707）である。開花習性は四季咲き、開花時期は中生である。日持ち性はか

なり良である。

「スケニア」と比較して、花弁の切れ込みが浅いこと、日持ち性が良いこと等で、

「フランセスコ」と比較して、日持ち性が良いこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

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

小野崎隆 池田広 柴田道夫 谷川奈津 八木雅史 山口隆 天野正之

７ 出願公表の年月日 平成１８年３月７日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成11年に野菜茶業試験場（現独立行政法人農業・食品産業技術総合研

究機構野菜茶業研究所 三重県津市）において、出願者所有の育成系統どうしを交配

し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、16年にその

特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６１８４号 平成２０年３月５日

２ 登録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 ＣＦＰＣ エバーモア

３ 登録品種の特性の概要

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

白の地色に赤紫色の周囲覆輪及び周囲条斑が入る八重咲きで、やや小輪の鉢物向きの品

種である。

開花時草丈は低、１花柄の花数は複数花である。側枝数は無、節間数は５以上、茎長

はかなり短、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、

最大葉長はやや短、葉幅はかなり狭、葉巻き程度は巻かない、色は青緑、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、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、がくの形は円筒形、花の形状は

八重、花弁数はやや少、横断面の形は波状、縁の形は鋭鈍鋸歯、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、色の分布は周囲覆輪及び周囲条斑、地

色は黄白（JHS カラーチャート2902）、複色は赤紫（同9508）、割合はやや少である。

開花時期はやや早生である。

「ＣＦＰＣ パフェ」と比較して、花弁の地色が黄白であること等で区別性が認めら

れる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

カリフォルニア フロリダ プラント社

アメリカ合衆国 カリフォルニア サリナス ウィリアムズロード ９２９

６ 登録品種の育成をした者の氏名

オスカー ティー．ハセガワ

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、1998年に出願者の温室（アメリカ合衆国）において、出願者所有の育成

系統どうしを交配し、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。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６１８５号 平成２０年３月５日

２ 登録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 ＣＦＰＣ リップスティック

３ 登録品種の特性の概要

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

紅色の八重咲きで、やや小輪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、花全体の配列は凸である。節間数は

４、茎長はかなり短、茎の太さはやや細、節間長はかなり短、茎のろう質は中である。

葉の形は線形、最大葉長はやや短、葉幅はかなり狭、葉巻き程度は巻かない、色は緑、

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やや

凸、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、がく裂片のアントシアニンの着色は有り、花の形状は八重、花弁数は少、横断面

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

中、花弁の色の数は１色、色の分布は濃淡無し、色は明紅（JHS カラーチャート

0106）、柱頭は桃色である。開花時期はやや早生である。

「エムピー」及び「マザー ビューティー」と比較して、がく裂片のアントシアニン

の着色が有ること、柱頭の色が桃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

カリフォルニア フロリダ プラント社

アメリカ合衆国 カリフォルニア サリナス ウィリアムズロード ９２９

６ 登録品種の育成をした者の氏名

オスカー ティー．ハセガワ

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、1998年に出願者の温室（アメリカ合衆国）において、出願者所有の育成

系統どうしを交配し、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。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６１８６号 平成２０年３月５日

２ 登録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 ＣＦＰＣ アンフォゲッタブル

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、花は淡

黄ピンクの地色に鮮赤紫色の条小斑及びぼかしが入る八重咲きで、やや小輪の鉢物向き

の品種である。

開花時草丈は低、１花柄の花数は複数花である。側枝数は無、節間数は４、茎の太さ

は細、節間長はかなり短、茎のろう質は弱である。葉の形は線形、最大葉長はやや短、

葉幅はかなり狭、葉巻き程度は巻く、色は緑、ろう質はやや弱である。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平、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、がくの形は円筒形、花の形状は八重、花弁数はやや

少、横断面の形は平、縁の形は鋭鋸歯、切れ込みの深さは中、外花弁の長さはやや短、

幅はやや狭、花弁の色の数は２色、色の分布は条小斑及びぼかし、地色は淡黄ピンク

（JHS カラーチャート1002）、複色は鮮赤紫（同9507）、割合は多である。開花時期は

早生である。

「エレガンスピンク」と比較して、花弁の色の分布が条小斑及びぼかしであること、

花弁の地色が淡黄ピンクであること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

カリフォルニア フロリダ プラント社

アメリカ合衆国 カリフォルニア サリナス ウィリアムズロード ９２９

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ロイ スタッルハット

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、2001年に出願者の温室（アメリカ合衆国）において、出願者所有の育成

系統どうしを交配し、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。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６１８７号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ダイアンサス テマリソウ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、「プロバンス」の変異株であり、花色は145A（RHS カラーチャート）で

雌ずい、雄ずい、花弁等がほう葉状化して形成される八重状で、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、花全体の配列は凸である。側枝数は

無、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

は無である。葉の形は披針形、最大葉長はやや長、葉幅は中、葉巻き程度は巻く、色は

緑、ろう質は無である。花冠上部の側面の形は極凸、花冠下部の側面の形は凸、花の香

りは無、ほう葉の外裂片先端の形は鋭突、花の形状は雌ずい、雄ずい、花弁等がほう葉

状化して形成される八重状、花弁の地色（花色）は145A（同）である。開花習性は一季

咲き、開花時期は極早生である。

「スパークリン」と比較して、花色が145Aであ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

古田襄治 和歌山県日高郡印南町島田２３６５－５

６ 登録品種の育成をした者の氏名

古田襄治

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15年に育成者のほ場（和歌山県日高郡印南町）において、「プロバ

ンス」の変異株を発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、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。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６１８８号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ダイアンサス 恋花火（こいはなび）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、「七変化」の変異株であり、花は開花初期が黄白、開花盛期が鮮紫ピン

ク、開花終期が濃紅の地色に濃赤色の中間帯状が入る一重咲きで、かなり小輪の鉢物及

び花壇向きの品種である。

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

太さはかなり細、ろう質は無である。葉の形は披針形、最大葉長はかなり短、幅は狭、

葉巻き程度は巻かない、色は緑、ろう質は無である。つぼみの形は円柱形、花径はかな

り小、花冠上部及び下部の側面の形は平、花の香りはかなり弱、ほう葉の外裂片の先端

の形は鋭突、がくの形は円筒形、花の形状は一重、花弁数は極少、横断面の形は平、縁

の形は鋸歯、切れ込みの深さは浅、外花弁の長さは短、幅は狭、花弁の色の数は２色、

色の分布は中間帯状、地色は開花初期が黄白（JHS カラーチャート2201）、開花盛期が

鮮紫ピンク（同9505）、開花終期が濃紅（同0108）、複色は濃赤（同0409）、複色の割

合は多である。開花時期はかなり早生である。

「七変化」、「紅花火」及び「カラーマジシャン」と比較して、花弁の色の分布が中

間帯状であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

中村幸男 愛知県西尾市中畑町西側３０－２

６ 登録品種の育成をした者の氏名

中村幸男

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（愛知県西尾市）において、「七変化」の変異

株を発見、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。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６１８９号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ダイアンサス ミニ花火（ミニはなび）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、「七変化」の枝変わりであり、花は開花初期が黄白、開花盛期が鮮紫ピ

ンク、開花終期が明赤紫の地色に明赤紫色の条小斑が入る一重咲きで、極小輪の鉢物及

び花壇向きの品種である。

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

太さはかなり細、茎のろう質は無である。葉の形は披針形、最大葉長は極短、幅はかな

り狭、葉巻き程度は巻かない、色は緑、ろう質は無である。つぼみの形は円柱形、花径

は極小、花冠上部及び下部の側面の形は平、花の香りはかなり弱、ほう葉の外裂片先端

の形は鋭突、がくの形は円筒形、花の形状は一重、花弁数は極少、横断面の形は平、縁

の形は鋸歯、切れ込みの深さは浅、外花弁の長さはかなり短、幅はかなり狭、花弁の色

の数は２色、色の分布は条小斑、地色は開花初期が黄白（JHS カラーチャート2201）、

開花盛期が鮮紫ピンク（同9504）、開花終期が明赤紫（同9506）、複色は明赤紫（同

9506）、複色の割合は中である。開花時期はかなり早生である。

「七変化」、「紅花火」及び「カラーマジシャン」と比較して、花弁の地色が開花初

期が黄白、開花盛期が鮮紫ピンク、開花終期が明赤紫であること等で区別性が認められ

る。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

中村幸男 愛知県西尾市中畑町西側３０－２

６ 登録品種の育成をした者の氏名

中村幸男

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（愛知県西尾市）において、「七変化」の枝変

わりを発見し、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、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。



- 43 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６１９０号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ペラルゴニウム パクヴェット

３ 登録品種の特性の概要

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

赤色で上部花弁に暗灰赤色の条状の模様が入る、一重で中輪の鉢物向きの品種である。

草丈は低、茎の色は暗赤、毛の多少は少、節間長は中である。葉身形はツタバ形、基

部の開閉度は一部重なる、欠刻は無、葉身長及び幅は中、斑入りは無、アントシアンは

有、発現の仕方は環紋状、紋の鮮明度及びたく葉の長さは中、幅は広、葉柄の長さは中

である。花房径は大、花蕾の形は砲弾形、花の重ねは一重、花径は中、上部花弁及び下

部花弁の表面及び表面周縁の色は濃赤（JHS カラーチャート0409）、裏面の色は濃赤

（同0408）、上部花弁の色模様の色は暗灰赤（同0118）、型は条状、上部花弁及び下部

花弁の基部の白色模様及び花弁の絞り模様は無である。花弁周縁の形状は全縁状、上部

花弁の幅は中、花弁の着き方は重なる、がくの形はⅠ型、毛及び距は有である。小花柄

の長さは長、色は暗赤、花の香りは無、初開花期は中生である。

「トルネード チェリーレッド」と比較して、上部花弁及び下部花弁の表面の色が濃

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

アンドレア ミカリック

ドイツ連邦共和国 Ｄ－０１２５９ ドレスデン ファニーレワルドストラーベ

３９

６ 登録品種の育成をした者の氏名

アンドレア ミカリック

７ 出願公表の年月日 平成１６年４月７日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1998年に育成者の温室（ドイツ連邦共和国）において、育成者所有の育

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

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

る。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６１９１号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ペラルゴニウム タカサム

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、「パクヴィ」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、花は濃橙赤色の八重でやや小輪の鉢物向きの品種である。

草姿は斜上、茎の色は赤である。葉身長は短、幅は狭、葉身形はじん臓形、切れ込み

の深さは浅、基部の開閉度は開く、表面の色は濃緑、斑入りは無、表面の環状紋は有、

鮮明度は中、色は赤褐、欠刻の型は複円鋸歯状、深さは浅、葉縁の波打ちの程度は弱、

香りは無である。花柄の長さはやや短、花房径はやや大、花径はやや小、小花柄の長さ

は長、色は暗赤、距は無、蕾の形は円形、八重咲き性は八重、花弁数はかなり少、花弁

周縁の形状は全縁状、花弁の絞り模様は無、上部花弁の幅は狭、表面周縁及び中央表面

の色は濃橙赤（JHS カラーチャート0707）、裏面の色は鮮橙赤（同0706）、色模様及び

基部の白色模様は無、下部花弁の表面周縁及び中央表面の色は濃橙赤（同0707）、裏面

の色は鮮橙赤（同0706）、色模様及び基部の白色模様は無、内花弁の表面中央部の地色

は濃橙赤（同0707）、色模様は無、がくの毛は有である。

「ゴルダ レッド」と比較して、葉身表面の色が濃緑であること等で、「ペローダ」

と比較して、茎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 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

アンドレア ミカリック

ドイツ連邦共和国 Ｄ－０１２５９ ドレスデン ファニーレワルドストラーベ

３９

６ 登録品種の育成をした者の氏名

アンドレア ミカリック

７ 出願公表の年月日 平成１６年１２月１７日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1999年に育成者の温室（ドイツ連邦共和国）において、「パクヴィ」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。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６１９２号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ペラルゴニウム パカン

３ 登録品種の特性の概要

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

り、花は鮮橙赤色の八重で中輪の鉢物向きの品種である。

草姿は斜上、茎の色は緑である。葉身長は短、幅はやや狭、葉身形はじん臓形、切れ

込みの深さは浅、基部の開閉度は開く、表面の色は緑、斑入りは無、表面の環状紋は

有、鮮明度は中、色は赤褐、欠刻の型は複円鋸歯状、深さは浅、葉縁の波打ちの程度は

弱、香りは無である。花柄の長さは中、花房径はやや大、花径は中、小花柄の長さはや

や長、色は暗赤、距は無、蕾の形は円形、八重咲き性は八重、花弁数はかなり少、花弁

周縁の形状は全縁状、花弁の絞り模様は無、上部花弁の幅はやや狭、表面周縁及び中央

表面の色は鮮橙赤（JHS カラーチャート0706）、裏面の色は明橙赤（同0705）、色模様

及び基部の白色模様は無、下部花弁の表面周縁及び中央表面の色は鮮橙赤（同0706）、

裏面の色は明橙赤（同0705）、色模様は無、基部の白色模様は無、内花弁の表面中央部

の地色は鮮橙赤（同0706）、色模様は無、がくの毛は有である。

「ビクトリア」と比較して、葉身形がじん臓形であること、葉身表面の環状紋の鮮明

度が弱いこと等で、「フィスバルク」と比較して、小花柄の色が暗赤であること等で、

「ペローダ」と比較して、葉縁の波打ちが弱いこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

アンドレア ミカリック

ドイツ連邦共和国 Ｄ－０１２５９ ドレスデン ファニーレワルドストラーベ

３９

６ 登録品種の育成をした者の氏名

クリスタ ホフマン

７ 出願公表の年月日 平成１６年１２月１７日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1999年に育成者の温室（ドイツ連邦共和国）において、「パクヴィカ」

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。



- 46 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６１９３号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ペラルゴニウム パクティナ

３ 登録品種の特性の概要

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

花は鮮紫ピンク色で上部花弁に条状の模様が入る、八重で中輪の鉢物向きの品種であ

る。

草姿は斜上、茎の色は緑である。葉身長は短、幅は狭、葉身形は円形、切れ込みの深

さは浅、基部の開閉度は閉じる、表面の色は緑、斑入りは無、表面の環状紋は有、鮮明

度は中、色は赤褐、欠刻の型は円鋸歯状、深さは浅、葉縁の波打ちの程度は中、香りは

無である。花柄の長さはやや短、花房径はやや大、花径は中、小花柄の長さは長、色は

暗赤、距は無、蕾の形は円形、八重咲き性は八重、花弁数は極少、花弁周縁の形状は全

縁状、花弁の絞り模様は無、上部花弁の幅はやや狭、表面周縁及び中央表面の色は鮮紫

ピンク（JHS カラーチャート9204）、裏面の色は中央部が紫ピンク（同9503）、周縁部

が鮮紫ピンク（同9204）、色模様は有、型は条状、基部の白色模様は有、大きさは中、

下部花弁の表面周縁の色は鮮紫ピンク（同9204）、中央表面の色は淡紫ピンク（同

9202）、裏面の色は中央部が紫ピンク（同9503）、周縁部が鮮紫ピンク（同9204）、色

模様及び基部の白色模様は無、内花弁の表面中央部の地色は紫ピンク（同9503）、色模

様は無、がくの毛は有である。

「マルチブルーム ラベンダー」と比較して、小花柄の色が暗赤であること、下部花

弁の表面周縁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

アンドレア ミカリック

ドイツ連邦共和国 Ｄ－０１２５９ ドレスデン ファニーレワルドストラーベ

３９

６ 登録品種の育成をした者の氏名

クリスタ ホフマン

７ 出願公表の年月日 平成１６年１２月１７日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2000年に育成者の温室（ドイツ連邦共和国）において、「Sassa」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。



- 47 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６１９４号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ペラルゴニウム パクライ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、「ベルグパライス」に育成者所有の育成系統を交配して育成されたもの

であり、花は鮮紫ピンク色の八重でやや大輪の鉢物向きの品種である。

草姿は斜上、茎の色は緑である。葉身長は短、幅は狭、葉身形は円形、切れ込みの深

さは浅、基部の開閉度は閉じる、表面の色は緑、斑入りは無、表面の環状紋は有、鮮明

度は極強、色は赤褐、欠刻の型は複円鋸歯状、深さは浅、葉縁の波打ちの程度は弱、香

りは無である。花柄の長さはやや短、花房径は中、花径はやや大、小花柄の長さはやや

長、色は赤、距は無、蕾の形は円形、八重咲き性は八重、花弁数はかなり少、花弁周縁

の形状は全縁状、花弁の絞り模様は無、上部花弁の幅はやや狭、表面周縁の色は明紅

（JHS カラーチャート0106）、中央表面の色は鮮紫ピンク（同9504）、裏面の色は先端

部が淡紫ピンク（同9502）、基部が鮮ピンク（同0104）、色模様は無、基部の白色模様

は有、大きさは小、下部花弁の表面周縁の色は明紅（同0106）、中央表面の色は鮮紫ピ

ンク（同9504）、裏面の色は紫ピンク（同9703）、色模様は無、基部の白色模様は有、

内花弁の表面中央部の地色は鮮ピンク（同0105）、色模様及びがくの毛は有である。

「ベルグパライス」と比較して、葉身基部の開閉度が閉じること、上部花弁の中央表

面の色が鮮紫ピンクであること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

アンドレア ミカリック

ドイツ連邦共和国 Ｄ－０１２５９ ドレスデン ファニーレワルドストラーベ

３９

６ 登録品種の育成をした者の氏名

クリスタ ホフマン

７ 出願公表の年月日 平成１６年１２月１７日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1999年に育成者の温室（ドイツ連邦共和国）において、「ベルグパライ

ス」に育成者所有の育成系統を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いなが

ら特性の調査を継続し、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。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６１９５号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ペラルゴニウム マイニロゼ

３ 登録品種の特性の概要

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

紫赤色の八重でやや小輪の鉢物向きの品種である。

草姿は斜上、茎の色は緑である。葉身長は短、幅は狭、葉身形は長円形、切れ込みの

深さは浅、基部の開閉度は極開く、表面の色は緑、斑入りは無、表面の環状紋は無、欠

刻の型は円鋸歯状、深さは浅、葉縁の波打ちの程度は極弱、香りは無である。花柄の長

さはやや短、花房径及び花径はやや小、小花柄の長さはやや長、色は赤、距は無、蕾の

形は円形、八重咲き性は八重、花弁数は少、花弁周縁の形状は全縁状、花弁の絞り模様

は無、上部花弁の幅は狭、表面周縁及び中央表面の色は明紫赤（JHS カラーチャート

9706）、裏面の色は周縁部が明紫赤（同9706）、中央部が紫ピンク（同9503）、色模様

は無、基部の白色模様は有、大きさは中、下部花弁の表面周縁及び中央表面の色は明紫

赤（同9706）、裏面の色は周縁部が明紫赤（同9706）、中央部が紫ピンク（同9503）、

色模様及び基部の白色模様は無、内花弁の表面中央部の地色は明紫赤（同9706）、色模

様は無、がくの毛は有である。

「ラベンダ」と比較して、茎の色が緑であること、葉身表面の環状紋が無いこと、上

部花弁の表面周縁及び中央表面の色が明紫赤であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

アンドレア ミカリック

ドイツ連邦共和国 Ｄ－０１２５９ ドレスデン ファニーレワルドストラーベ

３９

６ 登録品種の育成をした者の氏名

クリスタ ホフマン

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（ドイツ連邦共和国）において、育成者所有の育

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

継続し、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「ミニローズ」であった。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６１９６号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ペラルゴニウム ティンサト

３ 登録品種の特性の概要

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

部花弁が鮮紫赤色で条状及び斑紋状の模様が入り、下部花弁が淡紫ピンク色で斑点状の

模様が入る一重で中輪の鉢物向きの品種である。

草姿は直立、茎の色は緑である。葉身長は短、幅は狭、葉身形はハート形、切れ込み

の深さは浅、基部の開閉度は極開く、表面の色は緑、斑入りは無、表面の環状紋は無、

欠刻の型は複鋸歯状、深さは浅、葉縁の波打ちの程度は弱、香りは無である。花柄の長

さは短、花房径はやや小、花径及び小花柄の長さは中、色は緑、距は有、蕾の形は長楕

円形、八重咲き性は一重、花弁の重なりは有、花弁周縁の形状は全縁状、花弁の絞り模

様は無、波打ちの程度及び上部花弁の幅は中、表面周縁の色は紫白（JHS カラーチャー

ト8901）、中央表面の色は鮮紫赤（同9207）、裏面の色は最周縁部が淡紫ピンク（同

8902）、周縁部が明紫赤（同9506）、中央部が濃紅（同0109）、色模様は有、型は条状

及び斑紋状、鮮明度は弱、基部の白色模様は有、大きさは小、下部花弁の表面周縁及び

中央表面の色は淡紫ピンク（同8902）、裏面の色は地色が淡紫ピンク（同9501）で鮮赤

紫（同9207）の条が入る、色模様は有、型は斑点状、鮮明度は弱、基部の白色模様及び

がくの毛は有である。

「ラズベリーリップル」と比較して、小花柄の色が緑であること、下部花弁の中央表

面の色が淡紫ピンクであること等で、「ティンアップ」と比較して、葉身の切れ込みが

浅いこと、下部花弁の中央表面の色が淡紫ピンクであること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン

愛知県愛知郡長久手町砂子６０７番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ペア クリステンセン

７ 出願公表の年月日 平成１６年１２月１７日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1999年に育成者の温室（デンマーク王国）において、育成者所有の育成

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

続し、2003年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６１９７号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ペラルゴニウム ティンマー

３ 登録品種の特性の概要

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

部花弁が赤褐色で条状の模様が入り、下部花弁が鮮紫赤色の一重で中輪の鉢物向きの品

種である。

草姿は直立、茎の色は緑である。葉身長は短、幅は狭、葉身形はハート形、切れ込み

の深さは浅、基部の開閉度は極開く、表面の色は緑、斑入りは無、表面の環状紋は無、

欠刻の型は複鋸歯状、深さは浅、葉縁の波打ちの程度は弱、香りの種類は無である。花

柄の長さは短、花房径、花径及び小花柄の長さは中、色は緑、距は有、蕾の形は楕円

形、八重咲き性は一重、花弁の重なりは有、花弁周縁の形状は全縁状、花弁の絞り模様

は無、波打ちの程度は弱、上部花弁の幅はやや狭、表面周縁の色は鮮赤紫（JHS カラー

チャート9207）、中央表面の色は赤褐（同0710）、裏面の色は最周縁部が淡紫ピンク

（同 9202）、周縁部が鮮赤紫（同9507）、中央部が暗紫赤（同9710）、色模様は

有、型は条状、鮮明度は弱、基部の白色模様は有、大きさは小、下部花弁の表面周縁の

色は明紫赤（同9206）、中央表面の色は鮮紫赤（同9507）、裏面の色は明紫赤（同

9206）、色模様は無、基部の白色模様及びがくの毛は有である。

「ベルベットデュエット」と比較して、小花柄の色が緑であること、上部花弁の表面

周縁の色が鮮赤紫であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン

愛知県愛知郡長久手町砂子６０７番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ペア クリステンセン

７ 出願公表の年月日 平成１６年１２月１７日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1999年に育成者の温室（デンマーク王国）において、育成者所有の育成

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

続し、2003年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６１９８号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ペラルゴニウム アムリオーク

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統に「デザイナーパープルローズ」を交配して育成

されたものであり、花は明赤紫色の八重で中輪の鉢物及び花壇向きの品種である。

草姿は斜上、茎の色は緑及び赤である。葉身長は短、幅はやや狭、葉身形はじん臓

形、切れ込みの深さは浅、基部の開閉度は開く、表面の色は緑、斑入りは無、表面の環

状紋は有、鮮明度は中、色は赤褐、欠刻の型は複円鋸歯状、深さは浅、葉縁の波打ちの

程度は中、香りは無である。花柄の長さは中、花房径はやや大、花径は中、小花柄の長

さは長、色は赤、距は無、蕾の形は楕円形、八重咲き性は八重、花弁数は極少、花弁周

縁の形状は全縁状、花弁の絞り模様は無、上部花弁の幅はやや狭、表面周縁及び中央表

面の色は明赤紫（JHS カラーチャート9206）、裏面の色は周縁部が鮮紫ピンク（同

9205）、中央部が鮮紫ピンク（同9204）、色模様は無、基部の白色模様は有、大きさは

中、下部花弁の表面周縁及び中央表面の色は鮮赤紫（同9207）、裏面の色は周縁部が鮮

紫ピンク（同9205）、中央部が鮮紫ピンク（同9204）、色模様及び基部の白色模様は

無、内花弁の表面中央部の地色は明赤紫（同9206）、色模様は無、がくの毛は有であ

る。

「フィスファニー」と比較して、上部花弁の表面周縁の色が明赤紫であること、下部

花弁の表面周縁の色が鮮赤紫であること等で、「ハリケーン」と比較して、葉身表面の

環状紋が有ること、小花柄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 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ゴールドスミス シーズ社

アメリカ合衆国 カリフォルニア ９５０２０ ギルロイ ヘッカー パス ハイ

ウェイ ２２８０

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ミッチェル ヘインズ

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（アメリカ合衆国）において、出願者所有の育成

系統に「デザイナーパープルローズ」を交配し、その実生の中から選抜、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。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６１９９号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ペラルゴニウム アムリデローズツー

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、花は明

赤紫色で上部花弁に条状の模様が入る八重で中輪の鉢物及び花壇向きの品種である。

草姿は斜上、茎の色は緑である。葉身長は短、幅は狭、葉身形はじん臓形、切れ込み

の深さは浅、基部の開閉度は開く、表面の色は緑、斑入りは無、表面の環状紋は有、鮮

明度は中、色は赤褐、欠刻の型は円鋸歯状、深さは浅、葉縁の波打ちの程度は弱、香り

は無である。花柄の長さ、花房径及び花径は中、小花柄の長さはやや長、色は暗赤、距

は無、蕾の形は楕円形、八重咲き性は八重、花弁数はかなり少、花弁周縁の形状は全縁

状、花弁の絞り模様は無、上部花弁の幅はやや狭、表面周縁の色は鮮赤紫（JHS カラー

チャート9207）、中央表面の色は明赤紫（同9206）、裏面の色は鮮紫ピンク（同

9205）、色模様は有、型は条状、鮮明度は弱、基部の白色模様は有、大きさは中、下部

花弁の表面周縁の色は鮮赤紫（同9207）、中央表面の色は明赤紫（同9206）、裏面の色

は鮮紫ピンク（同9205）、色模様及び基部の白色模様は無、内花弁の表面中央部の地色

は明赤紫（同9206）、色模様は無、がくの毛は有である。

「ローレッタ」と比較して、葉身形がじん臓形であること、小花柄の色が暗赤である

こと等で、「フィスファニー」と比較して、小花柄の色が暗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

ゴールドスミス シーズ社

アメリカ合衆国 カリフォルニア ９５０２０ ギルロイ ヘッカー パス ハイ

ウェイ ２２８０

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ミッチェル ヘインズ

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（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、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。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２００号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ペラルゴニウム クリプスホワイトスプラ

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に「デザイナーホワイトファイヤー」を交配して

育成されたものであり、花はピンク白色で上部花弁に条状及び斑紋状、下部花弁に斑紋

状の模様が入る、一重で中輪の鉢物及び花壇向きの品種である。

草姿は斜上、茎の色は緑及び赤である。葉身長は短、幅は狭、葉身形はじん臓形、切

れ込みの深さは浅、基部の開閉度は開く、表面の色は緑、斑入りは無、表面の環状紋は

無、欠刻の型は円鋸歯状、深さは浅、葉縁の波打ちの程度は中、香りは無である。花柄

の長さは短、花房径はやや大、花径は中、小花柄の長さは長、色は赤、距は有、蕾の形

は楕円形、八重咲き性は一重、花弁の重なりは有、花弁周縁の形状は全縁状、花弁の絞

り模様は無、上部花弁の幅はやや狭、表面周縁及び中央表面の色はピンク白（JHS カラ

ーチャート9701）、裏面の色はピンク白（同9701）の地色に明紫赤（同9706）の斑紋が

入る、色模様は有、型は条状及び斑紋状、鮮明度は強、基部の白色模様は無、下部花弁

の表面周縁、中央表面及び裏面の色はピンク白（同9701）、色模様は有、型は斑紋状、

鮮明度は強、基部の白色模様は無、がくの毛は有である。

「プリメシャス ホワイト」と比較して、小花柄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 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ゴールドスミス シーズ社

アメリカ合衆国 カリフォルニア ９５０２０ ギルロイ ヘッカー パス ハイ

ウェイ ２２８０

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ミッチェル ヘインズ

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（アメリカ合衆国）において、出願者所有の育成

系統に「デザイナーホワイトファイヤー」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増

殖を行いながら特性の調査を継続し、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。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２０１号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ペラルゴニウム クリプスレッドスリー

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、花は鮮

橙赤色の八重で中輪の鉢物及び花壇向きの品種である。

草姿は斜上、茎の色は赤である。葉身長はかなり短、幅は狭、葉身形はじん臓形、切

れ込みの深さは浅、基部の開閉度は開く、表面の色は濃緑、斑入りは無、表面の環状紋

は有、鮮明度は中、色は赤褐、欠刻の型は円鋸歯状、深さは浅、葉縁の波打ちの程度は

中、香りは無である。花柄の長さはやや短、花房径はやや大、花径は中、小花柄の長さ

は長、色は暗赤、距は無、蕾の形は楕円形、八重咲き性は八重、花弁数はかなり少、花

弁周縁の形状は全縁状、花弁の絞り模様は無、上部花弁の幅はやや狭、表面周縁及び中

央表面の色は鮮橙赤（JHS カラーチャート0706）、裏面の色は明橙赤（同0705）、色模

様及び基部の白色模様は無、下部花弁の表面周縁及び中央表面の色は鮮橙赤（同

0706）、裏面の色は明橙赤（同0705）、色模様及び基部の白色模様は無、内花弁の表面

中央部の地色は鮮橙赤（同0706）、色模様は無、がくの毛は有である。

「リンゴ2000 カージナル」と比較して、葉身形がじん臓形であること、葉身表面の

色が濃緑であること等で、「タカサム」と比較して、上部花弁の裏面の色が明橙赤であ

ること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ゴールドスミス シーズ社

アメリカ合衆国 カリフォルニア ９５０２０ ギルロイ ヘッカー パス ハイ

ウェイ ２２８０

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ミッチェル ヘインズ

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（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、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。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２０２号 平成２０年３月５日

２ 登録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 フィスニクスマグピンク

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統の変異株であり、草丈が低、花は一重で鮮紫ピン

クの地色に淡紫ピンクの複色が入る鉢物及び花壇向きの品種である。

草丈は低、株幅は中である。茎のアントシアンの着色は弱である。葉柄の長さはやや

短、葉長はやや長、葉幅は中、表面の斑は無、裏面の葉脈間の色及び葉脈の色は緑であ

る。花序は単生、一重・八重の別は一重、花冠の横径は大、単色・複色の別は２色、花

弁の主要な色は鮮紫ピンク（JHS カラーチャート9505）、２次的な色は淡紫ピンク（同

9202）、複色のタイプはⅡ及びはけこみ斑、目は無、上弁の幅は広、側弁の幅は中、下

弁の長さはやや長、切れ込みは中である。

「BALCEBPURS」と比較して、花弁の色が鮮紫ピンクの地色に淡紫ピンクの複色が入る

こと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

フローラ－ノヴァ プランツェン社

ドイツ連邦共和国 ４０２１３ デュッセルドルフ シュルシュトラッセ ２

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ビルギット ホフマン

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、2002年に出願者の温室（ドイツ連邦共和国）において、出願者所有の育

成系統の変異株を発見、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。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２０３号 平成２０年３月５日

２ 登録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 ＢＡＬＣＥＢＬＡＬＩ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、「Moorea」に株式会社ボール・フローラ・プラント所有の育成系統を交

配して育成されたものであり、草丈が低、花は一重で鮮紫ピンクの地色に黄白の複色が

入る鉢物向きの品種である。

草丈は低、株幅は中である。茎のアントシアンの着色は弱である。葉柄の長さ、葉長

及び葉幅は中、斑は無、裏面の葉脈間及び葉脈の色は緑である。花序は単生、一重・八

重の別は一重、花冠の横径は中、単色・複色の別は２色、花弁の主要な色は鮮紫ピンク

（JHS カラーチャート8904）、２次的な色は黄白（同3101）、複色のタイプはⅠ、目は

無、上弁の幅は中、側弁の幅はやや狭、下弁の長さはやや短、切れ込みは中である。

「キヨック」と比較して、株幅が広いこと、茎のアントシアンの着色が強いこと等

で、「ダンハーＬＡＶ」と比較して、茎のアントシアンの着色が強いこと、花弁の主要

な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

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

ケリー ストロープ

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、1997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、「Moorea」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、1999年にその特性が安定していることを確

認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「セレブレッテラベンダー」であった。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２０４号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

オステオスペルマム ハーフクィーン

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、「オールデイ ブルミング ローズウィズアイ」の変異株であり、葉は

斑が入り、花は地色が淡紫ピンクで基部に鮮赤味紫、先端部に鮮紫ピンクが入る一重

で、小輪の鉢物及び花壇向きの品種である。

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

や少、節間長はかなり短である。葉序は互生、葉身の全形は倒披針形、鋸歯の有無は

有、葉身長は短、幅はやや狭、表面の色は緑、斑の有無は有、形は覆輪、毛の多少は

中、葉柄の長さはかなり短、葉数は中である。頭花の着生の形は単生、花の向きは上向

き、花型は一重、花弁の開度は水平、複弁の有無は有、開閉運動の型は無開閉、花径は

小、舌状花の長さは短、幅は中、地色は淡紫ピンク（JHS カラーチャート8902）、花色

パターンは基部と先端、基部の複色の幅は狭、先端部の複色の幅は中、基部の複色は鮮

赤味紫（同8906）、脈の色は明赤紫（同9206）、先端部の複色は鮮紫ピンク（同

8904）、裏面の地色は淡紫（同8602）で穏紫（同8613）が脈状に入る、筒状花部の色は

鮮青紫（同8005）、舌状花の形は倒披針形、先端の形は鈍形、数は中、がく裂片の形は

披針形、大きさはやや小、色は緑、花芯部の大きさは中、花柄の長さはやや短、太さは

中、一花房の花数はかなり少、花の香りは無である。

「オールデイ ブルミング ローズウィズアイ」と比較して、葉に斑が入ること等で

区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

松原肇 群馬県伊勢崎市国定町一丁目２７７番地３

６ 登録品種の育成をした者の氏名

松原肇

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15年に育成者の温室（群馬県伊勢崎市）において、「オールデイ

ブルミング ローズウィズアイ」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。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２０５号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

オステオスペルマム ラナバリア

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、花は地

色が淡黄で先端部に浅橙黄が入る一重で、やや小輪の鉢物向きの品種である。

草型は立性、草丈はやや高である。主茎の太さはやや太、色は緑、毛の多少は少、分

枝数は中、節間長は短である。葉序は互生、葉身の全形は倒披針形、鋸歯の有無は有、

葉身長及び幅は中、表面の色は濃緑、斑の有無は無、毛の多少は中、葉柄の長さはかな

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

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

さはやや短、幅はやや狭、地色は淡黄（JHS カラーチャート2503）、花色パターンは先

端、先端部の複色の幅は広、脈の色は穏橙（同1311）、先端部の複色は浅橙黄（同

2203）、裏面の地色は浅黄橙（同1903）で浅赤茶（同1015）が中肋部に入る、筒状花部

の色は灰茶（同1317）、舌状花の形は倒披針形、先端の形は鈍形、数はやや多、がく裂

片の形は披針形、大きさは中、色は緑、花芯部の大きさは中、花柄の長さは短、太さは

やや太、一花房の花数は中、花の香りは無である。

「アクテルラ」と比較して、舌状花先端部の複色が浅橙黄であること、舌状花の形が

倒披針形であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

ロビン ジェオフレイ ラング

連合王国 エセックス ティップツリー キングスウェイ １４

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ロビン ジェオフレイ ラング

７ 出願公表の年月日 平成１８年１０月２３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2002年に育成者の温室（連合王国）において、育成者所有の育成系統ど

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

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。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２０６号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

オステオスペルマム ラナパル

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、花は地

色が淡黄で先端部に淡紫ピンクが入る一重で、やや小輪の鉢物向きの品種である。

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

や少、節間長はかなり短である。葉序は互生、葉身の全形は倒披針形、鋸歯の有無は

有、葉身長はやや短、幅は中、表面の色は緑、斑の有無は無、毛の多少は中、葉柄の長

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

重、花弁の開度は斜上、複弁の有無は無、開閉運動の型は開閉、花径はやや小、舌状花

の長さは中、幅はやや狭、地色は淡黄（JHS カラーチャート2503）、花色パターンは先

端、先端部の複色の幅は広、脈の色は明赤紫（同9506）、先端部の複色は淡紫ピンク

（同9502）、裏面の地色は穏橙黄（同2209）で茶（同1614）が中肋部に入る、筒状花部

の色は暗赤味紫（同8909）、舌状花の形は倒披針形、先端の形は鈍形、数は中、がく裂

片の形は披針形、大きさはやや小、色は緑、花芯部の大きさは中、花柄の長さはやや

短、太さは中、一花房の花数はやや多、花の香りは無である。

「アコペ」と比較して、舌状花裏面の地色が穏橙黄で茶が中肋部に入ること等で区別

性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

ロビン ジェオフレイ ラング

連合王国 エセックス ティップツリー キングスウェイ １４

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ロビン ジェオフレイ ラング

７ 出願公表の年月日 平成１８年１０月２３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2002年に育成者の温室（連合王国）において、育成者所有の育成系統ど

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

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。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２０７号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

オステオスペルマム ラナフロ

３ 登録品種の特性の概要

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

黄色の一重で、小輪の鉢物向きの品種である。

草型は立性、草丈はやや高である。主茎の太さはやや太、色は緑、毛の多少は少、分

枝数は中、節間長はかなり短である。葉序は互生、葉身の全形は倒披針形、鋸歯の有無

は有、葉身長及び幅は中、表面の色は濃緑、斑の有無は無、毛の多少は中、葉柄の長さ

は短、葉数はやや少である。頭花の着生の形は単生、花の向きは上向き、花型は一重、

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

短、幅はやや狭、地色は明黄（JHS カラーチャート2505）、花色パターンは単色、裏面

の色は明黄（同2505）で茶（同1614）が中肋部に入る、筒状花部の色は暗紫（同

8609）、舌状花の形は倒披針形、先端の形は鈍形、数はやや多、がく裂片の形は披針

形、大きさはやや小、色は緑、花芯部の大きさは中、花柄の長さは中、太さはやや太、

一花房の花数は多、花の香りは無である。

「サニーゴールデンセレナ」と比較して、花色パターンが単色であること、舌状花の

形が倒披針形であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

ロビン ジェオフレイ ラング

連合王国 エセックス ティップツリー キングスウェイ １４

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ロビン ジェオフレイ ラング

７ 出願公表の年月日 平成１８年１０月２３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2002年に育成者の温室（連合王国）において、育成者所有の育成系統ど

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

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。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２０８号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

オステオスペルマム ノイリップシンフォニー

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、「リップシンフォニー」の自然交雑実生から選抜して育成されたもので

あり、花は地色が黄白で先端部に鮮赤紫が入る一重で、やや大輪の鉢物向きの品種であ

る。

草型は立性、草丈はやや高である。主茎の太さは太、色は淡緑、毛の多少は少、分枝

数はやや多、節間長はかなり短である。葉序は互生、葉身の全形は倒披針形、鋸歯の有

無は有、葉身長はやや長、幅は広、表面の色は濃緑、斑の有無は無、毛の多少は中、葉

柄の長さは短、葉数は中である。頭花の着生の形は単生、花の向きは上向き、花型は一

重、花弁の開度は水平、複弁の有無は無、開閉運動の型は開閉、花径はやや大、舌状花

の長さ及び幅は中、地色は黄白（JHS カラーチャート2501）、花色パターンは先端、先

端部の複色の幅は中、先端部の複色は鮮赤紫（同9208）、裏面の地色は穏紫ピンク（同

9212）で穏赤紫（同9513）が脈状に入る、筒状花部の色は青紫（同8009）、舌状花の

形は倒披針形、先端の形は鈍形、数は中、がく裂片の形は披針形、大きさはやや小、色

は緑、花芯部の大きさは中、花柄の長さはやや長、太さはやや太、一花房の花数はやや

少、花の香りは無である。

「バイカラー」と比較して、舌状花先端部の複色の幅が広いこと、舌状花裏面の地色

が穏紫ピンクで穏赤紫が脈状に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

有限会社はなせきぐち 群馬県前橋市北代田町４９７番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

関口政行

７ 出願公表の年月日 平成１８年１０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年に出願者の温室（群馬県前橋市）において、「リップシンフォ

ニー」の自然交雑実生から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、18年に

その特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。



- 62 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２０９号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

シャスターデージー レウカル０１

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、「クリスティーンハーグマン」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、草型は中、花色は4D（RHS カラーチャート）、半八重咲き、大輪の

鉢物及び花壇向きの品種である。

草型及び株の高さは中である。茎の太さは細、色は中、アントシアニンの発色は弱、

毛の有無は有、地際部からの抽だい茎数は極少、分枝の多少は多、節間長は短である。

葉序は3/8、根出葉の葉身形はⅡ、中央部葉及び最上部葉の葉身形はⅠ、葉縁の形は深

鋭鋸歯、欠刻の粗密は中、根出葉の葉身長は極長、葉身幅は中、中央部葉の葉身長は

長、葉身幅は中、表面の色は緑、毛の有無は有、葉柄の有無は無である。着花の形は平

型、花形は半八重、花容は斜上、花径は大、管状花部の直径は中、舌状花の長さは長、

幅は中、形は中で裂片化する、先端の形はⅤ、舌状花数は極多、管状花数は中、舌状花

の表面の色は4D（同）、管状花部の色は13A（同）、総ほうの直径は大、花の香りの有

無は無である。開花期は早、四季咲き性の有無は無である。

「シルバープリンゼッヘン」と比較して、舌状花の形が裂片化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

ヘルムット カリーベ

ドイツ連邦共和国 Ｄ－１６２５９ ティフェンシー カリーベベグ ２

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ヘルムット カリーベ

７ 出願公表の年月日 平成１８年１１月１７日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1998年に育成者の温室（ドイツ連邦共和国）において、「クリスティー

ンハーグマン」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、1999年にその特性が安定していることを確認して育

成を完了したものである。



- 63 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２１０号 平成２０年３月５日

２ 登録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 まほろばの月（まほろばのつき）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、在来一重白花の変異株であり、一重咲きで花色が155A(RHS カラーチャ

ート)の鉢物向きの品種である。

株全体の形は直立性、草丈はやや低である。茎の太さはやや太、茎の色は淡緑、茎の

毛の多少はやや少、抽だい茎数は中、分岐した花茎の数は多、分岐の回数はやや少であ

る。根出葉及び茎葉の形は掌状、根出葉の葉長はやや短、根出葉の葉幅は狭、茎葉の葉

長は短、茎葉の葉幅はやや狭、成葉表面の色は濃緑、光沢の有無は無、葉の毛の多少は

中である。花房の形は集散花序、花房の大きさはやや短、一重・八重の別は一重、花形

はやや内転、花径は中、単色・複色の別は単色、蕾の色は灰白、花弁表面の色は155A

（同）、花弁裏面の色は155B（同）、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。開花始期はやや晩である。

在来一重白花と比較して、草丈が低いこと、根出葉の形が掌状であること等で区別性

が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

青木茂 長野県佐久市猿久保４０３番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

青木茂

７ 出願公表の年月日 平成１８年６月２１日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成16年に育成者の温室（長野県佐久市）において、在来一重白花の変

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。



- 64 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２１１号 平成２０年３月５日

２ 登録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 花笠まつり（はながさまつり）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、「チャボシュウメイギク」に「ダイアナ」を交配して育成されたもので

あり、花は72B（RHS カラーチャート）の一重咲きでやや小輪の鉢物向きの品種であ

る。

株全体の形は直立性、草丈は低である。茎の太さはかなり細、色は帯褐色、毛の多少

は少、抽だい茎数はやや少、分岐した花茎の数はやや多、分岐の回数は少である。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浅裂、根出葉の葉長はやや

短、葉幅はかなり狭、茎葉の葉長は短、葉幅は狭、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、大きさは短、一重・八重の別は一

重、花形はやや内転、花径はやや小、単色・複色の別は単色、蕾の色は灰紫、花弁表面

の色は72B（同）、花弁裏面の色はN80B（同）、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、花柄の長さは中である。開花始期は早である。

「チャボシュウメイギク（一重）」及び「ダイアナ」と比較して、花弁表面の色が72

Bであ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

金澤美浩 福島県東白川郡矢祭町下関河内字下古宿８番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

金澤美浩

７ 出願公表の年月日 平成１８年１２月１８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（福島県東白川郡矢祭町）において、「チャボ

シュウメイギク」に「ダイアナ」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行い

ながら特性の調査を継続し、16年にその特性が安定していることを確認して育成を完了

したものである。



- 65 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２１２号 平成２０年３月５日

２ 登録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 祇園まつり（ぎおんまつり）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、「チャボシュウメイギク」に「ダイアナ」を交配して育成されたもので

あり、花は65B（RHS カラーチャート）の八重咲きで中輪の鉢物向きの品種である。

株全体の形は直立性、草丈は低である。茎の太さは細、色は帯褐色、毛の多少は少、

抽だい茎数は中、分岐した花茎の数及び分岐の回数はやや少である。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浅裂、根出葉の葉長はやや短、葉幅はかな

り狭、茎葉の葉長は中、葉幅はやや狭、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、大きさは短、一重・八重の別は八重、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65B（同）、

花弁裏面の色は69D（同）、花弁表面の複色は77A（同）、花弁の形は倒披針形、先端の

形は円形、数は中、やくの色は黄色、花柄の長さは中である。開花始期は早である。

「チャボシュウメイギク（八重）」と比較して、花形が内転であること、花弁表面の

色が65Bであること等で、「ねぶた祭り」と比較して、花弁表面の色が65Bであること等

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

金澤美浩 福島県東白川郡矢祭町下関河内字下古宿８番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

金澤美浩

７ 出願公表の年月日 平成１８年１２月１８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（福島県東白川郡矢祭町）において、「チャボ

シュウメイギク」に「ダイアナ」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行い

ながら特性の調査を継続し、16年にその特性が安定していることを確認して育成を完了

したものである。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２１３号 平成２０年３月５日

２ 登録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 テスルーレ

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、花は外

花被は明赤味紫色で基部が鮮紫ピンク色、側方内花被は上部が明赤味紫色、中央部が明

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。

草丈は低、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やや少、花の縦径及び横径はやや長、花被片の展開度はやや

大、外花被全形は広倒卵形、内花被全形は倒披針形、外花被内面の花色の模様はⅢ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Ⅲ型、外花被の内

面Ａゾーンの色は明赤味紫（JHS カラーチャート8905）、Ｂゾーンの色は鮮紫ピンク

（同

8904）、側方内花被の内面Ａゾーンの色は明赤味紫（同8905）、Ｂゾーンの色は明黄

（同2505）、Ｃゾーンの色は淡紫ピンク（同9202）、中央内花被の内面Ａゾーンの色は

明赤味紫（同8905）、Ｂゾーンの色は紫ピンク（同8903）、外花被内面の条線の有無は

有、数は極少、側方内花被内面の条線の有無は有、数はやや多、大きさは大、中央内花

被内面の条線の有無は有、数は中、大きさは大、花糸の主たる色は鮮紫ピンク（同

8904）、花柱の主な色は赤味紫（同8912）である。

「ナポリ」と比較して、側方内花被の内面Ａゾーンの色が明赤味紫であること、中央

内花被内面に条線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

Hilverda B.V. Mijnsherenweg 15,1424CA De Kwakel,The Netherlands

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ピーター ケース エベリーンス

７ 出願公表の年月日 平成１８年６月２１日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1998年に育成者が所属する会社の温室（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、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。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２１４号 平成２０年３月５日

２ 登録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 テスリブ

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、花は外

花被は上部及び周辺部は明紫赤色で基部が淡紫ピンク色、側方内花被は上部が明紫赤

色、中央部が黄白色、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。

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

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

大、外花被全形は広倒卵形、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Ⅸ型、外花被の内

面Ａゾーンの色は明紫赤（JHS カラーチャート9706）、Ｂゾーンの色は淡紫ピンク（同

9501）、側方内花被の内面Ａゾーンの色は明紫赤（同9706）、Ｂゾーンの色は黄白（同

2701）、Ｃゾーンの色は淡紫ピンク（同9202）、中央内花被の内面Ａゾーンの色は明紫

赤（同9706）、Ｂゾーンの色はピンク白（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、数は少、大きさは中、中央内花被内面の条線の有無は

有、数はかなり少、大きさは中、花糸の主たる色は濃紫ピンク（同9512）、花柱の主な

色は穏赤紫（同9513）である。

「バランス」と比較して、内花被の条線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

Hilverda B.V. Mijnsherenweg 15,1424CA De Kwakel,The Netherlands

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ピーター ケース エベリーンス

７ 出願公表の年月日 平成１８年６月２１日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1998年に育成者が所属する会社の温室（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、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。



- 68 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２１５号 平成２０年３月５日

２ 登録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 ガプチー

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、花は外

花被はピンク色で中央部が鮮紫ピンク色、側方内花被は上部が紫ピンク及び濃ピンク

色、中央部が浅黄色、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。

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

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

は大、外花被全形は広倒卵形、内花被全形は倒披針形、外花被内面の花色の模様はⅦ

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Ⅷ型、外花被

の内面Ａゾーンの色はピンク（JHS カラーチャート0103）、Ｂゾーンの色は鮮紫ピンク

（同9705）、側方内花被の内面Ａゾーンの色は紫ピンク（同9203）及び濃ピンク（同

0113）、Ｂゾーンの色は浅黄（同2504）、Ｃゾーンの色は淡紫ピンク（同9702）、中央

内花被の内面Ａゾーンの色は紫ピンク（同9203）、Ｂゾーンの色は濃紫ピンク（同

9713）、Ｃゾーンの色は淡緑黄（同2702）、外花被内面の条線の有無は無、側方内花被

内面の条線の有無は有、数はやや多、大きさはやや大、中央内花被内面の条線の有無は

有、数は極少、大きさはやや小、花糸の主たる色は濃紫ピンク（同9512）、花柱の主な

色は濃紫ピンク（同9213）である。

「レベッカ」と比較して、外花被の内面Ａゾーンの色がピンクであること、外花被の

内面Ｂゾーンの色が鮮紫ピンクであること、側方内花被の内面Ａゾーンの色が紫ピンク

及び濃ピンクであること等で、「イレーネ」と比較して、側方内花被の内面Ａゾーンの

色が紫ピンク及び濃ピンクであること、中央内花被内面の条線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

ヒルベルダ社

オランダ王国 １４２４ＣＡ 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

ピーター ケース エベリーンス

７ 出願公表の年月日 平成１８年６月２１日

８ 登録品種の育成の経過の概要

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

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

し、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。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２１６号 平成２０年３月５日

２ 登録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 ガリマ

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、花は外

花被が鮮紫ピンク色、側方内花被は上部が鮮紫ピンク色、中央部が淡緑黄色、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。

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

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

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

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Ⅰ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9504）、側方内花被の内面Ａゾ

ーンの色は鮮紫ピンク（同9704）、Ｂゾーンの色は淡緑黄（同2702）、Ｃゾーンの色は

淡紫ピンク（同9202）、中央内花被の内面Ａゾーンの色は紫ピンク（同9503）、外花被

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

大、中央内花被内面の条線の有無は無、花糸の主たる色は紫ピンク（同9503）、花柱の

主な色は紫ピンク（同9211）である。

「ウイルヘルミナ」と比較して、側方内花被の内面Ｂゾーンの色が淡緑黄であること

等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ヒルベルダ社

オランダ王国 １４２４ＣＡ 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

ピーター ケース エベリーンス

７ 出願公表の年月日 平成１８年６月２１日

８ 登録品種の育成の経過の概要

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

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

し、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。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２１７号 平成２０年３月５日

２ 登録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 パーロットバリエガータ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、「パーロット」の変異株であり、花は外花被が43A（RHS カラーチャー

ト）、中央外花被は上部が43A、下部が6C、側方内花被は9Bで先端が43Aで条線が入る切

花向きの品種である。

草丈は極低、茎の太さは細である。葉身の形状は披針形、長さは短、幅はやや狭、葉

の表面の色は138A（同）の地色に145B（同）のまだら斑が入る。散形花序の分枝数はや

や少、花の縦径及び横径は短、花被片の展開度は中、外花被及び内花被全形は倒披針

形、側方外花被内面の花色の模様はⅠ型、中央外花被内面の花色の模様はⅣ型、側方内

花被内面及び中央内花被内面の花色の模様はⅡ型、側方外花被の内面Ａゾーンの色及び

中央外花被の内面Ａゾーンの色は43A（同）、Ｂゾーンの色は6C（同）、側方内花被の

内面Ａゾーンの色は43A（同）、Ｂゾーンの色は9B（同）、中央内花被の内面Ａゾーン

の色は42A（同）、Ｂゾーンの色は12B（同）、外花被内面の条線の有無は無、側方内花

被及び中央内花被内面の条線の有無は有、数はかなり少、大きさは極小、花糸の主たる

色は34B（同）、花柱の主な色は34A（同）である。

「シエーン グレイス」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

43Aであること、中央内花被の内面Ａゾーンの色が42Aであること、側方内花被内面の条

線の数が少ないこと等で、「アクリア」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43Aであること、中央内花被の内面Ａゾーンの色が42Aであること等で区別性

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

有限会社三宅花卉園 千葉県茂原市千町７９６番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

三宅勇

７ 出願公表の年月日 平成１８年１１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年に出願者の温室（千葉県茂原市）において、「パーロット」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、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。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２１８号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ダリア ＨＧＤ－９２－１

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、花は暗

紅色、花型がコラレットのＳ輪の鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は叢性、草丈は一番花開花時で矮である。茎の太さは細、空洞の大きさは小、硬

さは中、ろう質の有無はかなり少、色は濃黄緑（JHS カラーチャート3507）である。葉

の全形は単葉、小葉の数は単～３出、形は楕円形、鋸歯の密度は粗、葉縁の形は単鋸

歯、先端の形は広鋭尖、葉柄の翼及び托葉の有無は無、小葉及び葉柄の長さは短、葉色

は暗緑（同3716）、葉身の下垂の程度は少である。花茎の長さはやや短、太さはかなり

細、強さは中である。花の向きは斜上、花型はコラレット、花の直径はＳ、露心の時期

は露心する、舌状花の重ねの程度は２列未満、数は20枚未満、形は平弁、先端の形は鈍

形、長さは11～50㎜、管状花数は11～50枚、大きさは11～25㎜、形は普通型、舌状花の

外花弁の表面の色は暗紅（同0110）、単色か複色かは単色、外花弁の裏面の色は濃紫赤

（同9709）の地色にピンク白（同9701）のはけ目が入る、開花時期による花色の変化は

無である。

「ＨＧＤ－９２－８」と比較して、外花弁の表面の色が暗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

ヘム ジェネティクス リサーチ社

オランダ王国 １６０７ＣＬ ヘム ヘンマービュールト ９８

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ヤン セイム

７ 出願公表の年月日 平成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、1998年に育成者の温室（オランダ王国）において、育成者所有の育成系

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

し、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。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２１９号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ダリア ＨＧＤ－９２－８

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

赤紫色、花型がコラレットのＳ輪の鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は叢性、草丈は一番花開花時で矮である。茎の太さは細、空洞の大きさは小、硬

さは中、ろう質の有無はかなり少、色は濃黄緑（JHS カラーチャート3507）である。葉

の全形は単葉、小葉の数は単～３出、形は楕円形、鋸歯の密度は粗、葉縁の形は単鋸

歯、先端の形は広鋭尖、葉柄の翼及び托葉の有無は無、小葉及び葉柄の長さは短、葉色

は暗緑（同3716）、葉身の下垂の程度は少である。花茎の長さはかなり短、太さはかな

り細、強さは中である。花の向きは斜上、花型はコラレット、花の直径はＳ、露心の時

期は露心する、舌状花の重ねの程度は２列未満、数は20枚未満、形は平弁、先端の形は

鈍形、長さは11～50㎜、管状花数は51～150枚、大きさは11～25㎜、形は普通型、舌状

花の外花弁の表面の色は濃赤紫（同9509）、単色か複色かは単色、外花弁の裏面の色は

濃赤紫（同9209）の地色に淡紫ピンク（同9202）のはけ目が入る、開花時期による花色

の変化は無である。

「ＨＧＤ－９２－１」と比較して、外花弁の表面の色が濃赤紫であること等で区別性

が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ヘム ジェネティクス リサーチ社

オランダ王国 １６０７ＣＬ ヘム ヘンマービュールト ９８

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ヤン セイム

７ 出願公表の年月日 平成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、1998年に育成者の温室（オランダ王国）において、育成者所有の育成系

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

し、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。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２２０号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ダリア ＨＧＤ－１６１－７

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

赤茶色、花型がコラレットのＳ輪の鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は叢性、草丈は一番花開花時で矮である。茎の太さは細、空洞の大きさは小、硬

さは中、ろう質の有無はかなり少、色は濃黄緑（JHS カラーチャート3507）である。葉

の全形は単葉、小葉の数は単～３出、形は楕円形、鋸歯の密度は粗、葉縁の形は単鋸

歯、先端の形は広鋭尖、葉柄の翼及び托葉の有無は無、小葉及び葉柄の長さは短、葉色

は暗黄緑（同3508）、葉身の下垂の程度は少である。花茎の長さは短、太さはかなり

細、強さは中である。花の向きは斜上、花型はコラレット、花の直径はＳ、露心の時期

は露心する、舌状花の重ねの程度は２列未満、数は20枚未満、形は平弁、先端の形は鈍

形、長さは11～50㎜、管状花数は51～150枚、大きさは11～25㎜、形は普通型、舌状花

の外花弁の表面の色は濃赤茶（同0708）､単色か複色かは単色、外花弁の裏面の色は赤

（同0415）の地色に黄（同2513）のはけ目が入る、開花時期による花色の変化は無、副

弁の色は明緑黄（同2905）の地色に濃赤茶（同0708）の条が入る。

「ＨＧＤ－９２－１」と比較して、外花弁の表面の色が濃赤茶であること、副弁の色

が明緑黄の地色に濃赤茶の条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

ヘム ジェネティクス リサーチ社

オランダ王国 １６０７ＣＬ ヘム ヘンマービュールト ９８

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ヤン セイム

７ 出願公表の年月日 平成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、1998年に育成者の温室（オランダ王国）において、育成者所有の育成系

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

し、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。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２２１号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ダリア アマゾン

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、花は鮮

紫ピンク色で基部に濃紅色が入る、花型がシングルでＳ輪の鉢物及び花壇向きの品種で

ある。

草型は叢性、草丈は一番花開花時で極矮である。茎の太さはかなり細、空洞の大きさ

はかなり小、硬さは中、ろう質の有無は少、色は灰赤（JHS カラーチャート0419）であ

る。葉の全形は単葉、小葉の数は単～３出、形は楕円形、鋸歯の密度は粗、葉縁の形は

単鋸歯、先端の形は鋭尖、葉柄の翼及び托葉の有無は無、小葉の長さは短、葉柄の長さ

はかなり短、葉色は暗黄緑（同3313）、葉身の下垂の程度は少である。花茎の長さはや

や短、太さはかなり細、強さは中である。花の向きは斜上、花型はシングル、花の直径

はＳ、露心の時期は露心する、舌状花の重ねの程度は２列未満、数は20枚未満、形は平

弁、先端の形は円形、長さは11～50㎜、管状花数は51～150枚、大きさは10㎜未満、形

は普通型、舌状花の外花弁の表面の色は鮮紫ピンク（同9204）で基部に濃紅(同0109）

が入る、単色か複色かは二色、外花弁の裏面の色は鮮紫ピンク（同9204）、表面の色の

分布は底部濃色、開花時期による花色の変化は無である。

「ブロンズアマゾン」と比較して、外花弁の表面の色が鮮紫ピンクで基部に濃紅が入

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

キーフト ブルームザーデン社

オランダ王国 １６０７ＭＮ フェンハイゼン エルバウェッヒ ３５

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ヘンリー ロメルス

７ 出願公表の年月日 平成１６年１２月１７日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1997年に出願者の温室（オランダ王国）において、出願者所有の育成系

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

し、1999年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２２２号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ダリア フローラルスター

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どうしを交配して育成されたものであり、花は濃

赤橙色、花型がシングルのＭｉｎ輪の鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は叢性、草丈は一番花開花時で極矮である。茎の太さはかなり細、空洞の大きさ

はかなり小、硬さは中、ろう質の有無はかなり少、色は穏黄緑（JHS カラーチャート

3312）である。葉の全形は１回羽状複葉、小葉の数は３出、形は線状長楕円形、鋸歯の

密度は粗、葉縁の形は単鋸歯、先端の形は鋭尖、葉柄の翼及び托葉の有無は無、複葉の

全長、小葉及び葉柄の長さはかなり短、葉色は暗黄緑（同3313）、葉身の下垂の程度は

少である。花茎の長さは短、太さはかなり細、強さは中である。花の向きは斜上、花型

はシングル、花の直径はＭｉｎ、露心の時期は露心する、舌状花の重ねの程度は２列未

満、数は20枚未満、形は平弁、先端の形は円形、長さは11～50㎜、管状花数は51～150

枚、大きさは10㎜未満、形は普通型、舌状花の外花弁の表面の色は濃赤橙（同1007）、

単色か複色かは単色、外花弁の裏面の色は明橙黄(同2204）の地色に明橙赤(同0705)の

ぼかしが入る、開花時期による花色の変化は軽である。

「ダールスターサーモン」と比較して、外花弁の表面の色が濃赤橙であること等で区

別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

キーフト ブルームザーデン社

オランダ王国 １６０７ＭＮ フェンハイゼン エルバウェッヒ ３５

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ヘンリー ロメルス

７ 出願公表の年月日 平成１６年１２月１７日

８ 登録品種の育成の経過の概要

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

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

し、2000年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２２３号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ダリア ブロンズアマゾン

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

橙黄色で基部に濃橙赤色が入る、花型がシングルでＭｉｎ輪の鉢物及び花壇向きの品種

である。

草型は叢性、草丈は一番花開花時で極矮である。茎の太さはかなり細、空洞の大きさ

はかなり小、硬さは中、ろう質の有無はかなり少、色は灰赤（JHS カラーチャート

0419）である。葉の全形は単葉、小葉の数は単～３出、形は楕円形、鋸歯の密度は粗、

葉縁の形は単鋸歯、先端の形は鋭尖、葉柄の翼及び托葉の有無は無、小葉の長さは短、

葉柄の長さはかなり短、葉色は暗黄緑（同3313）、葉身の下垂の程度は少である。花茎

の長さは短、太さはかなり細、強さは中である。花の向きは斜上、花型はシングル、花

の直径はＭｉｎ、露心の時期は露心する、舌状花の重ねの程度は２列未満、数は20枚未

満、形は平弁、先端の形は円形、長さは11～50㎜、管状花数は51～150枚、大きさは10

㎜未満、形は普通型、舌状花の外花弁の表面の色は浅橙黄(同2203）で基部に濃橙赤

（同0707）が入る、単色か複色かは二色、外花弁の裏面の色は浅橙黄(同2203）で濃ピ

ンク（同0413）のぼかしが入る、表面の色の分布は底部濃色、開花時期による花色の変

化は無である。

「アマゾン」と比較して、外花弁の表面の色が浅橙黄で基部に濃橙赤が入ること等で

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

キーフト ブルームザーデン社

オランダ王国 １６０７ＭＮ フェンハイゼン エルバウェッヒ ３５

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ヘンリー ロメルス

７ 出願公表の年月日 平成１６年１２月１７日

８ 登録品種の育成の経過の概要

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

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

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



- 77 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２２４号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

オランダかいう ゴールドフィンガーグリーンハーベスト

３ 登録品種の特性の概要

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

は一重の漏斗形で12A（RHS カラーチャート）色の切花及び鉢物向きの品種である。

草型は直立、草丈は中、茎の形態は球茎、花茎の長さはやや短、太さはやや細、色は

緑である。葉の全体の形はやじり形、葉縁の波打ちは有、葉身長はやや短、葉身幅はや

や狭、葉の表面の色は138A（同）、斑の有無は有、タイプは斑点、葉の厚さは中であ

る。葉柄の長さはやや短、太さはかなり細、上部の色は緑、下部の色は紫褐色、斑の有

無は無である。仏炎苞の一重二重の別は一重、全体の形は漏斗形、ひげの有無は有、ひ

げの長さはかなり短、先端の形は円形、背曲及び基部の重なりは中、縁の波打ちは有、

仏炎苞の長さは短、目の有無は有、目の大きさは中、色の数は一色、内側上部、中間部

及び基部の地色は12A（同）、外側上部及び中間の色は12A（同）、基部の色は138B

（同）、花色の変化は無である。肉穂花序の形は円柱形、長さはかなり短、太さはやや

細、色は黄である。一球当りの花数はやや少、花の香りは無である。

「フローレックス ゴールド」と比較して、仏炎苞の目が大きいこと等で、「ブラッ

クマジック」と比較して、仏炎苞内側上部の地色及び外側上部の色が12Aであること等

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

グリーンハーベストパシフィックホールディングズ有限会社

ニュージーランド オークランド マンゲレ エアポート オークス ブリゲイド

ロード １２

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ベバリー ジョー

７ 出願公表の年月日 平成１８年１０月２３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1997年に出願者の委託先の温室（ニュージランド）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「ゴールドフィンガー」であった。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２２５号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

オランダかいう オレンジエンチャントメント

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を母系及び父系とする交雑品種であり、仏炎苞内

側の主な色が14A（RHS カラーチャート）、二次色が34Aの切花及び鉢物向きの品種であ

る。

タイプは落葉性、高さは低である。葉柄長はやや短、下部の色は緑である。葉の姿勢

は半直立、葉身長はかなり短、幅はやや狭、最大幅の位置は中央よりかなり下、裂片の

有無は有、裂片の長さはやや短、先端の形は鋭角、表面の緑色の程度は濃、表面の斑の

有無は有、大きさは大、数は多、葉縁の波打ちは弱である。花茎の太さは細、赤色化は

無又は極弱、基部の斑点は強である。仏炎苞の高さは低、長さはやや短、幅はやや狭、

基部の重なりは低、先端の形は鈍形、内側の主な色は14A（同）、二次色は34A（同) 、

基部から先端部までの色の変化は無又は僅かな変化、目の有無は無、外側の主な色は

12B（同）、先端の背曲は中である。肉穂花序の長さはかなり短、中間部の幅は狭、開

葯直前の主な色は黄である。

「ファイヤーサイド」と比較して、仏炎苞内側の主な色が14Aであること、仏炎苞基

部の目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

ゴールデン・ステートバルブ・グロアーズ

アメリカ合衆国 カリフォルニア モスランディング １２６０ ハイウェイ１

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ピーター ベックマン

７ 出願公表の年月日 平成１８年１２月１８日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、出願者所有の育成系統を母系及び父系とする交雑品種であり、2001年か

ら出願者のほ場（アメリカ合衆国）において交配組み合わせ検定試験及び特性の調査を

行い、2003年に目標とする特性であることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「オレンジデライト」であった。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２２６号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

オランダかいう クリスタルクリアー

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を母系及び父系とする交雑品種であり、仏炎苞内

側の主な色が155C（RHS カラーチャート）の鉢物及び切花向きの品種である。

タイプは落葉性、高さはかなり低である。葉柄長はかなり短、下部の色は淡緑であ

る。葉の姿勢は半直立、葉身長は中、幅は狭、最大幅の位置は中央よりやや下、裂片の

有無は無、先端の形は鋭角、表面の緑色の程度は淡、斑の有無は無、縁の波打ちは無又

は弱である。花茎の太さは細、赤色化は無又は極弱、基部の斑点は弱である。仏炎苞の

高さは低、長さは短、幅はやや狭、基部の重なりは中、先端の形は鋭形、内側の主な色

は 155C（同）、基部から先端部までの色の変化は無又は僅かな変化、基部の目の有無

は無、外側の主な色は155C（同）、先端の背曲は強である。肉穂花序の長さはかなり

短、中間部の幅はかなり狭、開葯直前の主な色は黄である。

「クリスタル ブラッシュ」と比較して、仏炎苞内側の二次色が無いこと等で、「イ

ンタメイトアイボリー」と比較して、仏炎苞内側の主な色が155Cであること、仏炎苞基

部の目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

ゴールデン・ステートバルブ・グロアーズ

アメリカ合衆国 カリフォルニア モスランディング １２６０ ハイウェイ１

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ピーター ベックマン

７ 出願公表の年月日 平成１８年１２月１８日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、出願者所有の育成系統を母系及び父系とする交雑品種であり、2001年か

ら出願者のほ場（アメリカ合衆国）において交配組合せ検定試験及び特性の調査を行

い、2003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。



- 80 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２２７号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

シンビジウム シルバンスプリング セリーヌ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、「エンザン スプリング」に「シルバンカーン」を交配して育成された

ものであり、花はセパルの色が中央部は淡紫ピンク、周縁部はやや濃い淡紫ピンクで花

色の境界は不明瞭、ペタルの色は淡紫ピンク、リップは円形で中央部の色が淡緑黄、周

縁部は紫ピンク、花色の境界は不明瞭で赤紫色の斑点が入る中型種である。

草型及びぎ球茎の大きさは中、縦断面及び横断面の形は楕円形である。葉数はやや

少、葉の長さは中、幅は狭、葉形は線形、先端の形は鋭形、対称性は非対称、緑色程度

は中である。花序の花数、花茎の長さ及び太さは中、向きは斜上である。咲き型は部分

抱・平咲、花の縦径はやや短、横径は中、香りは無又は微弱、ドーサル・セパルの縦径

はやや長、横径はかなり広、正面の形は楕円形、先端の形は切形、ラテラル・セパルの

縦径は中、横径はかなり広、正面の形は楕円形、先端の形は鈍形、ペタルの縦径はやや

長、横径は広、正面の形は楕円形、先端の形は鈍形である。リップの縦径は長、横径は

広、正面の形は円形、先端の形は小凹型、周縁の波打ちはやや弱、反転は弱である。全

体的な花色は白系、セパルの中央部の色は淡紫ピンク（JHS カラーチャート9501）、周

縁部の色は淡紫ピンク（同9502）、花色の境界は不明瞭、ペタルの色は淡紫ピンク（同

9501）、リップの中央部の色は淡緑黄（同2702）、周縁部の色は紫ピンク（同9503）、

花色の境界は不明瞭、斑点の大きさはやや小、色は赤紫（同9508）、ずい柱の先端部の

色は紫ピンク（同9711）である。開花期は冬咲である。

「エンザン スプリング インザムード」と比較して、リップの正面の形が円形であ

ること、ずい柱の先端部の色が紫ピンクであること等で、「エンザン ミス アルマミ

ア」と比較して、セパル及びペタルの周縁部の色が淡紫ピンクであること、ずい柱の先

端部の色が紫ピンクであること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

向山株式会社 山梨県甲州市塩山熊野２７５

６ 登録品種の育成をした者の氏名

向山武彦

７ 出願公表の年月日 平成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９年に出願者の温室（山梨県甲州市）において、「エンザン スプ

リング」に「シルバンカーン」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いな

がら特性の調査を継続し、16年にその特性が安定していることを確認して育成を完了し

たものである。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２２８号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

シンビジウム フェイタルビューティーフィレンツェ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、「ワイルドコロニアルボーイ」にCymbidium devonianum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赤茶、周縁部は鮮緑黄で花色

の境界は不明瞭、リップは円形で暗紅の中型種である。

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

形である。葉数は少、葉の長さ及び幅は中、葉形は線形、先端の形は鋭形、対称性は対

称、緑色程度は淡である。花序の花数はやや多、花茎の長さはやや短、太さは中、向き

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

縦径は短、横径は中、正面の形は楕円形、先端の形は鋭形、ペタルの縦径は短、横径は

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

中、正面の形は円形、先端の形は切型、周縁の反転及び波打ちは無又は微である。全体

的な花色は茶系、セパル及びペタルの中央部の色は赤茶（JHS カラーチャート1013）、

周縁部の色は鮮緑黄（同2706）、花色の境界は不明瞭、リップの色は暗紅（同0110）、

ずい柱先端部の色は浅黄茶（同1914）である。開花期は冬咲である。

「エリザベスハットフィールド」と比較して、ドーサルセパル正面の形が楕円形であ

ること、ずい柱の先端部の色が浅黄茶であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

向山株式会社 山梨県甲州市塩山熊野２７５

６ 登録品種の育成をした者の氏名

向山武彦

７ 出願公表の年月日 平成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８年に出願者の温室（山梨県甲州市）において、「ワイルドコロニ

アルボーイ」にCym.devonianumを交配し、その実生の中から選抜、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。



- 82 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２２９号 平成２０年３月５日

２ 登録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 ディライトファンタジームーンマリア

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、「エンザン ディライト」に「ラブリー ファンタジー」を交配して育

成されたものであり、花はセパル及びペタルの色が中央部は明黄、周縁部は浅黄橙で花

色の境界は不明瞭、リップは扁円形で中央部の色が浅緑黄、周縁部は明緑黄、花色の境

界は不明瞭で濃橙赤色の楔が入るやや大型種である。

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

葉数及び葉の長さは中、幅は狭、葉形は線形、先端の形は鋭形、対称性は対称、緑色程

度はやや濃である。花序の花数はやや多、花茎の長さは中、太さはやや太、向きは斜上

である。咲き型は部分抱・平咲、花の縦径及び横径は中、香りは無又は微弱、セパルの

縦径はやや長、横径は広、正面の形は楕円形、先端の形は鋭形、ペタルの縦径はやや

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

横径は広、正面の形は扁円形、先端の形は鈍形、周縁の波打ち及び反転はやや弱であ

る。全体的な花色は黄系、セパル及びペタルの中央部の色は明黄（JHS カラーチャート

2505）、周縁部の色は浅黄橙（同1903）、花色の境界は不明瞭、リップの中央部の色は

浅緑黄（同2703）、周縁部の色は明緑黄（同2704）、花色の境界は不明瞭、濃橙赤（同

0707）の楔が入る。開花期は冬咲である。

「エンザン ムーン アルナイル」と比較して、咲き型が部分抱・平咲であること、

セパル及びペタルの周縁部の色が浅黄橙であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

向山株式会社 山梨県甲州市塩山熊野２７５

６ 登録品種の育成をした者の氏名

向山武彦

７ 出願公表の年月日 平成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９年に出願者の温室（山梨県甲州市）において、「エンザン ディ

ライト」に「ラブリー ファンタジー」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖

を行いながら特性の調査を継続し、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。

なお、出願時の名称は「ラブリーディライト ムーンマリア」であった。



- 83 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２３０号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら イチアニヴェルセル

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、「オスベルベット」に「コルアゼルカ」を交配して育成されたものであ

り、花の着き方はスプレータイプ、花は濃紅色で丸弁、カップ咲、香りは強のやや大輪

となる切花向きの品種である。

生育習性は叢生、樹高は高、花の着き方はスプレータイプである。新梢のアントシア

ニン着色の程度は中、とげの有無は有、下側の形は深いえぐれ、色は紅紫、長いとげの

数は無又はほとんど無である。葉の長さはやや長、幅及び緑の色合いは中、表面の光沢

は弱、先端小葉の形は狭楕円形、葉身長は中、葉身幅は狭、基部の形は鈍形、先端の形

は鋭形である。花蕾縦断面の形は卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無

は無、花弁枚数はやや少、花径はやや大、上から見た形は不整円形、上部側面の形はや

や凸、香りは強である。花弁の長さはやや短、幅は狭、表面中央部及び縁部の色は濃紅

（JHS カラーチャート0109）、基部の目の有無は有、大きさは小、色は淡黄緑（同

3102）、模様の有無は無、裏面中央部及び縁部の色は紫赤（同9714）、模様の有無は無

である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転は無又は微弱、波打ちは中、タイプは丸

弁、全体の形は狭楕円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「メルダリヘン」と比較して、先端小葉の形が狭楕円形であること、花弁表面の色が

濃紅であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

市川惠一 静岡県三島市玉川３７番地の２

６ 登録品種の育成をした者の氏名

市川惠一

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12年に育成者の温室（静岡県三島市）において、「オスベルベッ

ト」に「コルアゼルカ」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、16年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したもの

である。

なお、出願時の名称は「アニヴェルセル」、出願公表時の名称は「イチ アニヴェル

セルローズ」であった。



- 84 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２３１号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら タンⅩ１６９３

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の無名実生種どうしを交配して育成されたものであり、花の

着き方は単花咲、花は橙黄色で縁部に淡黄ピンク色のぼかしが入る半剣弁、カップ咲、

香りは弱の中輪となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高は中、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニン着

色の程度は弱、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、色は緑褐、長いとげの数は少であ

る。葉の長さはやや長、幅は中、緑の色合いはやや濃、表面の光沢は強、先端小葉の形

は楕円形、葉身長及び幅は中、基部の形は円形、先端の形は鋭形である。花蕾縦断面の

形は広卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数はやや多、

花径は中、上から見た形は不整円形、上部側面の形はやや凸、香りは弱である。花弁の

長さはやや短、幅はやや狭、表面中央部の色は橙黄（JHS カラーチャート2210）、縁部

の色は橙黄（同2210）及び淡黄ピンク（同1301）、基部の目の有無は無、模様の有無は

有、タイプはぼかし、色は淡黄ピンク（同1301）、裏面中央部の色は濃黄ピンク（同

0712）、縁部の色は鮮紫ピンク（同9504）、模様の有無は無である。花色の移行性は

無、花弁の縁の反転は中、波打ちはかなり弱、タイプは半剣弁、全体の形は円形であ

る。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「パナラーン」と比較して、花弁枚数が多いこと、花弁表面中央部の色が橙黄である

こと、花弁表面基部の目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 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ローゼン タンタウ マティアス タンタウ ナッハホルガー社

ドイツ連邦共和国 ２５４３６ ウェッテルセン トルネッシェル ウェッヒ １

３

６ 登録品種の育成をした者の氏名

クリスティアン エバース

７ 出願公表の年月日 平成１８年７月１３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1999年に出願者の温室（ドイツ連邦共和国）において、出願者所有の無

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

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

る。

なお、出願時の名称は「タン０１６９３」であった。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２３２号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら タンⅨ９３０３

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の無名実生種どうしを交配して育成されたものであり、花の

着き方は単花咲、花は淡紫ピンク色で浅黄緑色の爪が入る半剣弁、カップ咲、香りは無

又は微弱のやや大輪となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高は中、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニン着

色の程度は弱、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、色は緑褐、長いとげの数はやや多

である。葉の長さはやや長、幅は中、緑の色合いは濃、表面の光沢はやや強、先端小葉

の形は楕円形、葉身長は中、葉身幅はやや広、基部の形は円形、先端の形は鋭形であ

る。花蕾縦断面の形は卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、花弁

枚数はやや少、花径はやや大、上から見た形は不整円形、上部側面の形はやや凸、香り

は無又は微弱である。花弁の長さはやや短、幅はやや狭、表面中央部の色は淡紫ピンク

（ JHS カラーチャート9702）、縁部の色は淡紫ピンク（同9702）及び浅黄緑（同

3304）、基部の目の有無は無、模様の有無は有、タイプは爪、色は浅黄緑（同3304）、

裏面中央部の色は紫ピンク（同9503）、縁部の色は紫ピンク（同9503）及び浅黄緑（同

3304）、模様の有無は有、タイプは爪、色は浅黄緑（同3304）である。花色の移行性は

無、花弁の縁の反転は弱、波打ちはやや弱、タイプは半剣弁、全体の形は広楕円形であ

る。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「インターナティクティ」と比較して、花弁表面の色が淡紫ピンクであり、浅黄緑色

の爪模様が入ること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ローゼン タンタウ マティアス タンタウ ナッハホルガー社

ドイツ連邦共和国 ２５４３６ ウェッテルセン トルネッシェル ウェッヒ １

３

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ハンス ユルゲン エバース

７ 出願公表の年月日 平成１８年７月１３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1999年に出願者の温室（ドイツ連邦共和国）において、出願者所有の無

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

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

る。

なお、出願時の名称は「タン９９３０３」であった。



- 86 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２３３号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら タンⅨ９３１７

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の無名実生種どうしを交配して育成されたものであり、花の

着き方は単花咲、花はピンク色で半剣弁、カップ咲、香りは無又は微弱のやや大輪とな

る切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高は高、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニン着

色の程度は弱、とげの有無は有、下側の形は深いえぐれ、色は緑褐、長いとげの数はや

や多である。葉の長さはやや長、幅はやや広、緑の色合いはやや濃、表面の光沢はやや

強、先端小葉の形は楕円形、葉身長は中、葉身幅はやや広、基部の形は円形、先端の形

は鋭形である。花蕾縦断面の形は広卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有

無は無、花弁枚数は中、花径はやや大、上から見た形は不整円形、上部側面の形は凸、

香りは無又は微弱である。花弁の長さはやや短、幅は中、表面中央部及び縁部の色はピ

ンク（JHS カラーチャート0103）、基部の目及び模様の有無は無、裏面中央部及び縁部

の色は淡紫ピンク（同9702）、模様の有無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁の

反転は中、波打ちは弱、タイプは半剣弁、全体の形は広楕円形である。開花始めの時期

は中、開花習性は四季咲である。

「ケイハウピダ」と比較して、花弁枚数が多いこと、花弁表面中央部の色がピンクで

あること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ローゼン タンタウ マティアス タンタウ ナッハホルガー社

ドイツ連邦共和国 ２５４３６ ウェッテルセン トルネッシェル ウェッヒ １

３

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ハンス ユルゲン エバース

７ 出願公表の年月日 平成１８年７月１３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1999年に出願者の温室（ドイツ連邦共和国）において、出願者所有の無

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

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

る。

なお、出願時の名称は「タン９９３１７」であった。



- 87 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２３４号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら タンⅨ９５２０

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の無名実生種どうしを交配して育成されたものであり、花の

着き方は単花咲、花は浅橙色で縁部に黄ピンク色のぼかしが入る丸弁、高芯咲、香りは

かなり弱の中輪となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高はやや高、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニ

ン着色の程度は弱、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、色は紅紫、長いとげの数は中

である。葉の長さはやや長、幅は中、緑の色合いは濃、表面の光沢は中、先端小葉の形

は楕円形、葉身長及び幅は中、基部の形は心形、先端の形は鋭形である。花蕾縦断面の

形は広卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱは高芯咲、多芯の有無は無、花弁枚数はやや少、花

径は中、上から見た形は不整円形、上部側面の形は凸、香りはかなり弱である。花弁の

長さはやや短、幅はやや狭、表面中央部の色は浅橙（JHS カラーチャート1602）、縁部

の色は浅橙（同1602）及び黄ピンク（同0704）、基部の目の有無は有、大きさは大、色

は明黄（同2506）、模様の有無は有、タイプはぼかし、色は黄ピンク（同0704）、裏面

中央部の色はピンク（同0111）、縁部の色はピンク（同0111）及び濃ピンク（同

0113）、模様の有無は有、タイプはぼかし、色は濃ピンク（同0113）である。花色の移

行性は無、花弁の縁の反転は弱、波打ちは強、タイプは丸弁、全体の形は円形である。

開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「タネルクア」と比較して、花弁表面中央部の色が浅橙であること、花弁表面基部の

目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

ローゼン タンタウ マティアス タンタウ ナッハホルガー社

ドイツ連邦共和国 ２５４３６ ウェッテルセン トルネッシェル ウェッヒ １

３

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ハンス ユルゲン エバース

７ 出願公表の年月日 平成１８年７月１３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1998年に出願者の温室（ドイツ連邦共和国）において、出願者所有の無

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

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

る。

なお、出願時の名称は「タン９９５２０」であった。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２３５号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら タンⅨ９５３０

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の無名実生種どうしを交配して育成されたものであり、花の

着き方は単花咲、花は鮮ピンク色で半剣弁、カップ咲、香りは無又は微弱の中輪となる

切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高は中、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニン着

色の程度は弱、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、色は紅紫、長いとげの数はやや少

である。葉の長さはやや長、幅及び緑の色合いは中、表面の光沢はやや弱、先端小葉の

形は卵形、葉身長は中、葉身幅はやや広、基部の形は心形、先端の形は鋭形である。花

蕾縦断面の形は広卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数

はやや少、花径は中、上から見た形は不整円形、上部側面の形はやや凸、香りは無又は

微弱である。花弁の長さはやや短、幅はやや狭、表面中央部及び縁部の色は鮮ピンク

（JHS カラーチャート0104）、基部の目の有無は有、大きさは中、色は明黄（同

2505）、模様の有無は無、裏面中央部及び縁部の色はピンク（同0103）、模様の有無は

無である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転はやや弱、波打ちは弱、タイプは半剣

弁、全体の形は広楕円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「タン８３５２」と比較して、花弁表面基部の目が有ること、花弁のタイプが半剣弁

であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ローゼン タンタウ マティアス タンタウ ナッハホルガー社

ドイツ連邦共和国 ２５４３６ ウェッテルセン トルネッシェル ウェッヒ １

３

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ハンス ユルゲン エバース

７ 出願公表の年月日 平成１８年７月１３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1998年に出願者の温室（ドイツ連邦共和国）において、出願者所有の無

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

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

る。

なお、出願時の名称は「タン９９５３０」であった。



- 89 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２３６号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら タンⅨ９５３１

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の無名実生種どうしを交配して育成されたものであり、花の

着き方は単花咲、花は濃赤色で剣弁、カップ咲、香りはかなり弱の中輪となる切花向き

の品種である。

生育習性は狭叢生、樹高は中、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニン着

色の程度は中、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、色は紅紫、長いとげの数はやや多

である。葉の長さはやや長、幅はやや広、緑の色合いは中、表面の光沢はやや強、先端

小葉の形は楕円形、葉身長は中、葉身幅はやや広、基部の形は円形、先端の形は鋭形で

ある。花蕾縦断面の形は卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、花

弁枚数は少、花径は中、上から見た形は不整円形、上部側面の形はやや凸、香りはかな

り弱である。花弁の長さは短、幅はやや狭、表面中央部及び縁部の色は濃赤（JHS カラ

ーチャート0408）、基部の目及び模様の有無は無、裏面中央部及び縁部の色は濃赤（同

0408）、模様の有無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転は中、波打ちは

弱、タイプは剣弁、全体の形は円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲で

ある。

「コルセレッド」と比較して、花弁表面中央部の色が濃赤であること、花弁表面基部

の目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 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ローゼン タンタウ マティアス タンタウ ナッハホルガー社

ドイツ連邦共和国 ２５４３６ ウェッテルセン トルネッシェル ウェッヒ １

３

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ハンス ユルゲン エバース

７ 出願公表の年月日 平成１８年７月１３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1999年に出願者の温室（ドイツ連邦共和国）において、出願者所有の無

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

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

る。

なお、出願時の名称は「タン９９５３１」であった。



- 90 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２３７号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら コルディスバド

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、「DELSTRICOL」に（「コルフラッパイ」×「コルダバ」）を交配して育

成されたものであり、花の着き方は単花咲、花は鮮赤色で明橙黄色の絞りが入る剣弁、

カップ咲、香りはかなり弱の中輪となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高は中、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニン着

色の程度はかなり弱、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、色は緑褐、長いとげの数は

中である。葉の長さ、幅、緑の色合い及び表面の光沢は中、先端小葉の形は卵形、葉身

長及び幅は中、基部の形は円形、先端の形は鋭形である。花蕾縦断面の形は卵形、花形

Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数及び花径は中、上から見た形

は不整円形、上部側面の形はやや凸、香りはかなり弱である。花弁の長さはやや短、幅

はやや狭、表面中央部及び縁部の色は鮮赤（JHS カラーチャート0407）及び明橙黄（同

2204）、基部の目の有無は有、大きさは小、色は明黄（同2506）、模様の有無は有、タ

イプは絞り、色は明橙黄（同2204）、裏面中央部及び縁部の色は赤（同0414）及び明橙

黄（同2204）、模様の有無は有、タイプは絞り、色は明橙黄（同2204）である。花色の

移行性は無、花弁の縁の反転は中、波打ちは弱、タイプは剣弁、全体の形は円形であ

る。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「コルホクセル」と比較して、花形Ⅱがカップ咲きであること、花弁表面中央部の色

が鮮赤で明橙黄の絞りが入ること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ウィルヘルム コルデス ゼーネ ローゼンシューレン社

ドイツ連邦共和国 Ｄ－２５３６５ クライン オッフェンセッシュ シュパリー

スホープ ローゼンシュトラーセ ５４

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ウィルヘルム コルデス

７ 出願公表の年月日 平成１７年８月１０日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2001年に出願者の温室（ドイツ連邦共和国）において、「DELSTRICOL」

に（「コルフラッパイ」×「コルダバ」）を交配し、その実生の中から選抜、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。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２３８号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら コルバダレド

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、「コルダバ」に出願者所有の無名実生種を交配して育成されたものであ

り、花の着き方は単花咲、花は鮮赤色で剣弁、高芯咲、香りは弱の大輪となる切花向き

の品種である。

生育習性は狭叢生、樹高は高、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニン着

色の程度は中、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、色は紅紫、長いとげの数は中であ

る。葉の長さはやや長、幅は中、緑の色合いは濃、表面の光沢は中、先端小葉の形は楕

円形、葉身長及び葉身幅は中、基部の形は円形、先端の形は鋭形である。花蕾縦断面の

形は卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱは高芯咲、多芯の有無は無、花弁枚数はやや少、花径

は大、上から見た形は星形、上部側面の形はやや凸、香りは弱である。花弁の長さは

中、幅はやや狭、表面中央部及び縁部の色は鮮赤（JHS カラーチャート0407）、基部の

目の有無は有、大きさはかなり小、色は明黄（同2505）、模様の有無は無、裏面中央部

及び縁部の色は鮮紅（同0107）、基部の目及び模様の有無は無である。花色の移行性は

無、花弁の縁の反転は強、波打ちは無又は微弱、タイプは剣弁、全体の形は円形であ

る。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「コルセレッド」と比較して、花径が大きいこと、裏面基部の目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 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ウィルヘルム コルデス ゼーネ ローゼンシューレン社

ドイツ連邦共和国 Ｄ－２５３６５ クライン オッフェンセッシュ シュパリー

スホープ ローゼンシュトラーセ ５４

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ウィルヘルム コルデス

７ 出願公表の年月日 平成１７年８月１０日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1998年に出願者の温室（ドイツ連邦共和国）において、「コルダバ」に

出願者所有の無名実生種を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特

性の調査を継続し、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。



- 92 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２３９号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら コレウバッサ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、（「コルフラッパイ」×「コルダバ」）に出願者所有の無名実生種を交

配して育成されたものであり、花の着き方は単花咲、花は濃赤色で淡緑黄色の絞りが入

る半剣弁、カップ咲、香りはかなり弱の中輪となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高は中、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニン着

色の程度は無又は微弱、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、色は緑褐、長いとげの数

はやや多である。葉の長さは中、幅はやや狭、緑の色合いはやや濃、表面の光沢は中、

先端小葉の形は楕円形、葉身長はやや短、葉身幅は中、基部の形は円形、先端の形は鋭

形である。花蕾縦断面の形は広卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は

有、花弁枚数はかなり多、花径は中、上から見た形は不整円形、上部側面の形は平、香

りはかなり弱である。花弁の長さはやや短、幅はやや狭、表面中央部及び縁部の色は濃

赤（JHS カラーチャート0408）及び淡緑黄（同2702）、基部の目の有無は有、大きさは

やや小、色は明黄（同2505）、模様の有無は有、タイプは絞り、色は淡緑黄（同

2702）、裏面中央部の色は鮮紅（同0107）及び淡緑黄（同2702）、縁部の色は紅（同

0114）及び淡緑黄（同2702）、模様の有無は有、タイプは絞り、色は淡緑黄（同2702）

である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転は中、波打ちは弱、タイプは半剣弁、全体

の形は円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「コルホクセル」と比較して、花弁枚数が多いこと、花弁表面中央部の色が濃赤で淡

緑黄の絞りが入ること、表面基部の目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

ウィルヘルム コルデス ゼーネ ローゼンシューレン社

ドイツ連邦共和国 Ｄ－２５３６５ クライン オッフェンセッシュ シュパリー

スホープ ローゼンシュトラーセ ５４

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ウィルヘルム コルデス

７ 出願公表の年月日 平成１７年８月１０日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2001年に出願者の温室（ドイツ連邦共和国）において、（「コルフラッ

パイ」×「コルダバ」）に出願者所有の無名実生種を交配し、その実生の中から選抜、

以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、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。



- 93 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２４０号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら コロカラク

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、「コルフラッパイ」の枝変わりであり、花の着き方は単花咲、花は明橙

黄色に鮮ピンクの絞り及び浅緑黄のぼかしが入る剣弁、カップ咲、香りは弱のやや小輪

となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高は中、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニン着

色の程度は無又は微弱、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、色は紅紫、長いとげの数

はやや少である。葉の長さはやや長、幅及び緑の色合いは中、表面の光沢は弱、先端小

葉の形は卵形、葉身長は中、葉身幅はやや広、基部の形は心形、先端の形は鋭形であ

る。花蕾縦断面の形は卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、花弁

枚数は少、花径はやや小、上から見た形は不整円形、上部側面の形はやや凸、香りは弱

である。花弁の長さは短、幅は狭、表面中央部及び縁部の色は明橙黄（JHS カラーチャ

ート2204）、鮮ピンク（同0105)及び浅緑黄（同2703）、基部の目の有無は無、模様の

有無は有、タイプはぼかし及び絞り、色は鮮ピンク（同0105)(絞り)及び浅緑黄（同

2703）（ぼかし）、裏面中央部及び縁部の色は浅黄（同2504）、模様の有無は無であ

る。花色の移行性は無、花弁の縁の反転は強、波打ちは弱、タイプは剣弁、全体の形は

広楕円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「コルフラッパイ」と比較して、花弁表面中央部の色が明橙黄で鮮ピンクの絞りと浅

緑黄のぼかしが入ること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ウィルヘルム コルデス ゼーネ ローゼンシューレン社

ドイツ連邦共和国 Ｄ－２５３６５ クライン オッフェンセッシュ シュパリー

スホープ ローゼンシュトラーセ ５４

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ウィルヘルム コルデス

７ 出願公表の年月日 平成１７年８月１０日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2002年に出願者の温室（ドイツ連邦共和国）において、「コルフラッパ

イ」の枝変わりを発見し、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、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。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２４１号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら Ｓベロビューティー

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、「トモロービューティー」の枝変わりであり、花の着き方はスプレータ

イプ、花は淡紫ピンク色に鮮紫ピンク色のぼかしが入る丸弁、カップ咲、香りは無又は

微弱の中輪となる切花及び鉢物向きの品種である。

生育習性は叢生、樹高はやや高、花の着き方はスプレータイプである。新梢のアント

シアニン着色の程度は中、とげの有無は無である。葉の長さはやや長、幅はやや狭、緑

の色合い及び表面の光沢は中、先端小葉の形は狭楕円形、葉身長は中、葉身幅はやや

狭、基部の形は鈍形、先端の形は鋭尖形である。花蕾縦断面の形は卵形、花形Ⅰは半八

重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数は少、花径は中、上から見た形は円

形、上部側面の形は平、香りは無又は微弱である。花弁の長さは短、幅は狭、表面中央

部及び縁部の色は淡紫ピンク（JHS カラーチャート9202）及び鮮紫ピンク（同9204）、

基部の目の有無は無、模様の有無は有、タイプはぼかし、色は鮮紫ピンク（同9204）、

裏面中央部及び縁部の色は紫ピンク（同9203）、模様の有無は無である。花色の移行性

は無、花弁の縁の反転は無又は微弱、波打ちは弱、タイプは丸弁、全体の形は狭楕円形

である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「コルフルウィンド」及び「タニナソ」と比較して、とげが無いこと、先端小葉の形

が狭楕円形であること、花弁表面の色が淡紫ピンクで鮮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 ３０年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

横堀茂雄 群馬県前橋市小坂子町１９１１番地３

６ 登録品種の育成をした者の氏名

横堀茂雄

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15年に育成者の温室（群馬県前橋市）において、「トモロービュー

ティー」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、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。

なお、出願時の名称は「エバービューティー」であった。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２４２号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら ファイナルカーミン

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、「デルジャック」に「コルセタグ」を交配して育成されたものであり、

花の着き方は単花咲、花は鮮赤色で剣弁、カップ咲、香りは無又は微弱の大輪となる切

花向きの品種である。

生育習性は叢生、樹高は中、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニン着色

の程度はやや弱、とげの有無は有、下側の形は深いえぐれ、色は黄緑、長いとげの数は

中である。葉の長さはやや長、幅はやや広、緑の色合いは淡、表面の光沢は弱、先端小

葉の形は楕円形、葉身長は中、葉身幅はやや広、基部の形は円形、先端の形は鋭形であ

る。花蕾縦断面の形は卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、花弁

枚数は少、花径は大、上から見た形は不整円形、上部側面の形は凸、香りは無又は微弱

である。花弁の長さ及び幅は中、表面中央部及び縁部の色は鮮赤（JHS カラーチャート

0407）、基部の目の有無は有、大きさは極小、色は明橙黄（同2204）、模様の有無は

無、裏面中央部及び縁部の色は鮮紅（同0107）、模様の有無は無である。花色の移行性

は無、花弁の縁の反転は強、波打ちは弱、タイプは剣弁、全体の形は広楕円形である。

開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「アサミレッド」と比較して、花弁表面の色が鮮赤であること、基部の目の色が明橙

黄であること等で、「メイクアリス」と比較して、花弁表面の色が鮮赤であること、花

弁のタイプが剣弁であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

北村勝己 和歌山県和歌山市下和佐１６

松江茂樹 和歌山県和歌山市下和佐３

嶋田勝彦 和歌山県有田郡有田川町出１１８－１

冨上典昭 和歌山県有田郡広川町上中野１００３

山本文樹 和歌山県有田郡広川町西広１２３１

山本修功 和歌山県御坊市名田町楠井５５９

佐藤恵 和歌山県伊都郡かつらぎ町下天野９９８－７

武内久規 和歌山県有田郡有田川町奥１４６

脇田保美 和歌山県紀の川市切畑７４

６ 登録品種の育成をした者の氏名
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北村勝己 松江茂樹 嶋田勝彦 冨上典昭 山本文樹 山本修功 佐藤恵

武内久規 脇田保美

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12年に育成者の温室（和歌山県和歌山市）において、「デルジャッ

ク」に「コルセタグ」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性

の調査を継続、15年に和歌山県農林水産総合技術センター暖地園芸センター（御坊市）

においてその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２４３号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら ジャクレフイ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、「JACEVE」に「JA㎝AIL」を交配して育成されたものであり、花の着き

方はスプレータイプ、花は濃紅色でピンク白色の絞りが入る半剣弁、カップ咲、香りは

無又は微弱のやや小輪となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高はやや高、花の着き方はスプレータイプである。新梢のアン

トシアニン着色の程度はやや弱、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、色は緑褐、長い

とげの数は少である。葉の長さはやや長、幅はやや広、緑の色合いはやや濃、表面の光

沢はやや強、先端小葉の形は楕円形、葉身長は中、葉身幅はやや広、基部の形は円形、

先端の形は鋭形である。花蕾縦断面の形は広卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、

多芯の有無は無、花弁枚数は多、花径はやや小、上から見た形は不整円形、上部側面の

形はやや凸、香りは無又は微弱である。花弁の長さは短、幅は狭、表面中央部及び縁部

の色は濃紅（JHS カラーチャート0109）及びピンク白（同0101）、基部の目の有無は

無、模様の有無は有、タイプは絞り、色はピンク白（同0101）、裏面中央部及び縁部の

色は紫赤（同9708）及びピンク白（同0101）、模様の有無は有、タイプは絞り、色はピ

ンク白（同0101）である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転は中、波打ちは弱、タイ

プは半剣弁、全体の形は狭楕円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲であ

る。

「インターリーストレ」と比較して、花弁枚数が多いこと、花弁表面の色が濃紅でピ

ンク白の絞りが入ること等で、「コルホクセル」と比較して、花の着き方がスプレータ

イプであること、花弁表面の模様の色がピンク白であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Ｅ．Ｇ．ヒル社

アメリカ合衆国 ４７３７４ インディアナ リッチモンド ピーコックロード

２７００

６ 登録品種の育成をした者の氏名

キース Ｗ．ザリー

７ 出願公表の年月日 平成１７年１２月１５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（アメリカ合衆国）において、「JACEVE」に

「JACMAIL」を交配し、その実生の中から選抜、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。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２４４号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら プレラセクー

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の無名実生種どうしを交配して育成されたものであり、花の

着き方は単花咲、花は中央部が淡黄緑色、縁部が黄白色で半剣弁、カップ咲、香りは弱

の大輪となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高は高、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニン着

色の程度は中、とげの有無は無である。葉の長さはやや長、幅、緑の色合い及び表面の

光沢は中、先端小葉の形は楕円形、葉身長及び葉身幅は中、基部の形は円形、先端の形

は鋭形である。花蕾縦断面の形は卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無

は有、花弁枚数は多、花径は大、上から見た形は不整円形、上部側面の形は平、香りは

弱である。花弁の長さ及び幅は中、表面中央部の色は淡黄緑（JHS カラーチャート

3102）、縁部の色は黄白（同3101）、基部の目及び模様の有無は無、裏面中央部の色は

淡黄緑（同3102）、縁部の色は黄白（同3101）、模様の有無は無である。花色の移行性

は無、花弁の縁の反転は弱、波打ちはかなり弱、タイプは半剣弁、全体の形は円形であ

る。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「スクレブランク」及び「ティネケ」と比較して、とげが無いこと、花に多芯が有る

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

プリースマン ロイヤルティー社

オランダ王国 ２６７１ＬＫ ナールトワイク ホーヘ ヘースト ４３

６ 登録品種の育成をした者の氏名

テオ アドリアナス セゲルス

７ 出願公表の年月日 平成１８年２月１５日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2000年に出願者の温室（オランダ王国）において、出願者所有の無名実

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

続し、2002年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２４５号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら スペドンナ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の無名実生種どうしを交配して育成されたものであり、花の

着き方はスプレータイプ、花は鮮紫ピンク色で丸弁、カップ咲、香りは弱の中輪となる

切花向きの品種である。

生育習性は叢生、樹高は中、花の着き方はスプレータイプである。新梢のアントシア

ニン着色の程度はかなり弱、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、色は緑褐、長いとげ

の数はやや少である。葉の長さは長、幅はやや広、緑の色合い及び表面の光沢は中、先

端小葉の形は卵形、葉身長はやや長、葉身幅は広、基部の形は円形、先端の形は鋭形で

ある。花蕾縦断面の形は広卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は有、

花弁枚数はかなり多、花径は中、上から見た形は円形、上部側面の形はやや凸、香りは

弱である。花弁の長さは短、幅はやや狭、表面中央部の色は鮮紫ピンク（JHS カラーチ

ャート9205）、縁部の色は鮮紫ピンク（同8904）、基部の目及び模様の有無は無、裏面

中央部の色は鮮紫ピンク（同9204）、縁部の色は紫ピンク（同9203）、模様の有無は無

である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転はかなり弱、波打ちは中、タイプは丸弁、

全体の形は広楕円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「ニルプスピー」と比較して、とげの色が緑褐であること、花弁表面中央部の色が鮮

紫ピンクであること、花弁表面基部の目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 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

スペック ローズ ブリーディング インターナショナル社

オランダ王国 ２７７１ＥＶ ボスコープ ザイデ １５５

６ 登録品種の育成をした者の氏名

エリック ロナルド スペック

７ 出願公表の年月日 平成１７年１２月１５日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2001年に出願者の温室（オランダ王国）において、出願者所有の無名実

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

続し、2003年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２４６号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら スペベレッド

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の無名実生種どうしを交配して育成されたものであり、花の

着き方は単花咲、花は鮮赤色の剣弁、高芯咲、香りは無又は微弱の中輪となる切花向き

の品種である。

生育習性は狭叢生、樹高はやや高、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニ

ン着色の程度は中、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、色は紅紫、長いとげの数は少

である。葉の長さはやや長、幅はやや広、緑の色合い及び表面の光沢は中、先端小葉の

形は楕円形、葉身長は中、葉身幅は広、基部の形は円形、先端の形は鋭形である。花蕾

縦断面の形は卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱは高芯咲、多芯の有無は無、花弁枚数及び花

径は中、上から見た形は星形、上部側面の形はやや凸、香りは無又は微弱である。花弁

の長さはやや短、幅はやや狭、表面中央部及び縁部の色は鮮赤（JHS カラーチャート

0407）、基部の目及び模様の有無は無、裏面中央部及び縁部の色は濃赤（同0408）、模

様の有無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転は中、波打ちは弱、タイプは

剣弁、全体の形は円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「セルイロン」と比較して、新梢のアントシアニン着色が弱いこと、花形が高芯咲で

あること、花弁表面基部の目が無いこと等で、「スコディール」と比較して、新梢のア

ントシアニン着色が弱いこと、花の上から見た形が星形であること等で区別性が認めら

れる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

スペック ローズ ブリーディング インターナショナル社

オランダ王国 ２７７１ＥＶ ボスコープ ザイデ １５５

６ 登録品種の育成をした者の氏名

エリック ロナルド スペック

７ 出願公表の年月日 平成１７年１２月１５日

８ 登録品種の育成の経過の概要

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

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

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



- 101 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２４７号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら セルベアウ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の無名実生種どうしを交配して育成されたものであり、花の

着き方は単花咲、花は中央部が鮮紫ピンク色、縁部が紫ピンク色の丸弁、カップ咲、香

りは弱のやや大輪となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高はかなり高、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシア

ニン着色の程度は無又は微弱、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、色は黄緑、長いと

げの数は少である。葉の長さはやや長、幅はやや広、緑の色合いはやや淡、表面の光沢

はやや弱、先端小葉の形は卵形、葉身長は中、葉身幅はやや広、基部の形は鈍形、先端

の形は鋭形である。花蕾縦断面の形は卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の

有無は無、花弁枚数は中、花径はやや大、上から見た形は円形、上部側面の形はやや

凸、香りは弱である。花弁の長さ及び幅は中、表面中央部の色は鮮紫ピンク（JHS カラ

ーチャート9704）、縁部の色は紫ピンク（同9703）、基部の目の有無は有、大きさは

小、色は浅緑黄（同2703）、模様の有無は無、裏面中央部の色は鮮紫ピンク（同

9504）、縁部の色は紫ピンク（同9503）、模様の有無は無である。花色の移行性は無、

花弁の縁の反転及び波打ちは弱、タイプは丸弁、全体の形は広楕円形である。開花始め

の時期は中、開花習性は四季咲である。

「プレビアンキャンディ」及び「プレラロマ」と比較して、花の上から見た形が円形

であること、花弁表面中央部の色が鮮紫ピンクであること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

テラ ニグラ ホールディング社

オランダ王国 １４３３ＡＰ クーデルスタールト マインシューレンウェッヒ

２３

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ダイアナ ペトロネラ マリア ファン オス

７ 出願公表の年月日 平成１７年１２月１５日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2000年に出願者の温室（オランダ王国）において、出願者所有の実生種

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

し、2003年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２４８号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら セルマール

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の無名実生種どうしを交配して育成されたものであり、花の

着き方は房咲、花は淡黄ピンク色で丸弁、カップ咲、香りは無又は微弱のやや小輪とな

る切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高はやや高、花の着き方は房咲である。新梢のアントシアニン

着色の程度はやや弱、とげの有無は有、下側の形は深いえぐれ、色は緑褐、長いとげの

数はやや少である。葉の長さはやや長、幅はやや狭、緑の色合いは中、表面の光沢はや

や強、先端小葉の形は楕円形、葉身長は中、葉身幅はやや狭、基部の形は鈍形、先端の

形は鋭形である。花蕾縦断面の形は卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有

無は無、花弁枚数は中、花径はやや小、上から見た形は円形、上部側面の形は平、香り

は無又は微弱である。花弁の長さは短、幅は狭、表面中央部及び縁部の色は淡黄ピンク

（JHS カラーチャート1301）、基部の目及び模様の有無は無、裏面中央部及び縁部の色

は淡黄ピンク（同1301）、模様の有無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転

は無又は微弱、波打ちは中、タイプは丸弁、全体の形は円形である。開花始めの時期は

中、開花習性は四季咲である。

「スケンドス」及び「ニルプエスピーリンク」と比較して、花の着き方が房咲である

こと、先端小葉の基部の形が鈍形であること、花弁の縁の波打ちが強いこと等で区別性

が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

テラ ニグラ ホールディング社

オランダ王国 １４３３ＡＰ クーデルスタールト マインシューレンウェッヒ

２３

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ダイアナ ペトロネラ マリア ファン オス

７ 出願公表の年月日 平成１７年１２月１５日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2001年に出願者の温室（オランダ王国）において、出願者所有の無名実

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

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



- 103 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２４９号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら セルバマス

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の無名実生種どうしを交配して育成されたものであり、花の

着き方は単花咲、花は鮮紅色の半剣弁、高芯咲、香りはやや弱の中輪となる切花向きの

品種である。

生育習性は広叢生、樹高は高、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニン着

色の程度はやや弱、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、色は緑褐、長いとげの数は無

又はほとんど無である。葉の長さはやや長、幅は中、緑の色合いはやや淡、表面の光沢

は中、先端小葉の形は卵形、葉身長は中、葉身幅はやや広、基部の形は円形、先端の形

は鋭形である。花蕾縦断面の形は卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱは高芯咲、多芯の有無は

無、花弁枚数はやや少、花径は中、上から見た形は不整円形、上部側面の形はやや凸、

香りはやや弱である。花弁の長さはやや短、幅は中、表面中央部及び縁部の色は鮮紅

（JHS カラーチャート0107）、基部の目の有無は有、大きさは中、色は明黄（同

2505）、模様の有無は無、裏面中央部の色は淡ピンク（同0402）、縁部の色は鮮紫ピン

ク（同 9705）、模様の有無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転は中、波

打ちは弱、タイプは半剣弁、全体の形は広楕円形である。開花始めの時期は中、開花習

性は四季咲である。

「プレラクリム」及び「プレロセロ」と比較して、花弁表面中央部の色が鮮紅である

こと、花弁裏面中央部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 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

テラ ニグラ ホールディング社

オランダ王国 １４３３ＡＰ クーデルスタールト マインシューレンウェッヒ

２３

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ダイアナ ペトロネラ マリア ファン オス

７ 出願公表の年月日 平成１７年１２月１５日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1997年に出願者の温室（オランダ王国）において、出願者所有の無名実

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

続し、1999年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２５０号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら セルピュリティ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の無名実生種どうしを交配して育成されたものであり、花の

着き方はスプレータイプ、花は明橙黄色で明橙色のぼかしが入る丸弁、カップ咲、香り

は弱の中輪となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高はやや高、花の着き方はスプレータイプである。新梢のアン

トシアニン着色の程度は中、とげの有無は有、下側の形は深いえぐれ、色は紅紫、長い

とげの数はやや少である。葉の長さはやや長、幅、緑の色合い及び表面の光沢は中、先

端小葉の形は楕円形、葉身長及び葉身幅は中、基部の形は鈍形、先端の形は鋭形であ

る。花蕾縦断面の形は広卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、花

弁枚数及び花径は中、上から見た形は不整円形、上部側面の形は平、香りは弱である。

花弁の長さはやや短、幅は狭、表面中央部の色は明橙黄（JHS カラーチャート2204）及

び明橙（同1604）、縁部の色は明橙黄（同2204）、基部の目の有無は無、模様の有無は

有、タイプはぼかし、色は明橙（同1604）、裏面中央部及び縁部の色は明橙黄（同

2204）、模様の有無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転及び波打ちは弱、

タイプは丸弁、全体の形は狭楕円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲で

ある。

「ニルプスプリアミー」及び「スクラズード」と比較して、花弁表面中央部の色が明

橙黄で明橙のぼかしが入ること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

テラ ニグラ ホールディング社

オランダ王国 １４３３ＡＰ クーデルスタールト マインシューレンウェッヒ

２３

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ダイアナ ペトロネラ マリア ファン オス

７ 出願公表の年月日 平成１７年１２月１５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、出願者所有の無名実

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

続し、2003年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２５１号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら セルスペシャル

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の無名実生種どうしを交配して育成されたものであり、花の

着き方は単花咲、花は鮮橙赤色で丸弁、カップ咲、香りは無又は微弱の中輪となる切花

向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高は中、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニン着

色の程度はやや強、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、色は緑褐、長いとげの数は無

又はほとんど無である。葉の長さはやや長、幅はやや広、緑の色合いは中、表面の光沢

は強、先端小葉の形は卵形、葉身長は中、葉身幅はやや広、基部の形は円形、先端の形

は鋭形である。花蕾縦断面の形は広卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有

無は無、花弁枚数はやや多、花径は中、上から見た形は円形、上部側面の形は平、香り

は無又は微弱である。花弁の長さは短、幅はやや狭、表面中央部及び縁部の色は鮮橙赤

（JHS カラーチャート0706）、基部の目の有無は有、大きさは極小、色は黄白（同

2502）、模様の有無は無、裏面中央部及び縁部の色は鮮赤（同0407）、模様の有無は無

である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転は弱、波打ちは強、タイプは丸弁、全体の

形は広楕円形である。開花始めの時期は早、開花習性は四季咲である。

「セルイロン」及び「スコディール」と比較して、花弁表面の色が鮮橙赤であるこ

と、花弁のタイプが丸弁であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

テラ ニグラ ホールディング社

オランダ王国 １４３３ＡＰ クーデルスタールト マインシューレンウェッヒ

２３

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ダイアナ ペトロネラ マリア ファン オス

７ 出願公表の年月日 平成１８年７月１３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2000年に出願者の温室（オランダ王国）において、出願者所有の無名実

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

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

なお、出願時の名称は「セレディション」であった。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２５２号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら サンレボ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、「サンラック」に「タンカルシグ」を交配して育成されたものであり、

花の着き方は単花咲、花は濃橙赤色で半剣弁、カップ咲、香りは無又は微弱の大輪とな

る切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高は高、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニン着

色の程度は弱、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、色は紅紫、長いとげの数は中であ

る。葉の長さはかなり長、幅はやや広、緑の色合い及び表面の光沢は中、先端小葉の形

は楕円形、葉身長はやや短、葉身幅はやや狭、基部の形は円形、先端の形は鋭形であ

る。花蕾縦断面の形は卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、花弁

枚数はやや少、花径は大、上から見た形は不整円形、上部側面の形はやや凸、香りは無

又は微弱である。花弁の長さ及び幅は中、表面中央部及び縁部の色は濃橙赤（JHS カラ

ーチャート0707）、基部の目の有無は有、大きさは小、色は鮮黄（同2507）、模様の有

無は無、裏面中央部及び縁部の色は鮮紅（同0107）、模様の有無は無である。花色の移

行性は無、花弁の縁の反転は中、波打ちは弱、タイプは半剣弁、全体の形は円形であ

る。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「セルイロン」と比較して、花弁表面中央部の色が濃橙赤であること、花弁のタイプ

が半剣弁であること等で、「スコディール」と比較して、花弁表面中央部の色が濃橙赤

であること、基部に目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

フランコ ロージズ ニュージーランド社

ニュージーランド ホエニュアパイ １２５０ ワイマリー ロード ３８Ｂ

６ 登録品種の育成をした者の氏名

フランク バート シューマン

７ 出願公表の年月日 平成１７年１２月１５日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2001年に出願者の温室（ニュージーランド）において、「サンラック」

に「タンカルシグ」を交配し、その実生の中から選抜、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。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２５３号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら サンアルビ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、「インターリス」に「サンラック」を交配して育成されたものであり、

花の着き方はスプレータイプ、花は淡黄緑色で丸弁、カップ咲、香りは無又は微弱の中

輪となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高はやや高、花の着き方はスプレータイプである。新梢のアン

トシアニン着色の程度はかなり弱、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、色は緑褐、長

いとげの数は少である。葉の長さはやや長、幅は広、緑の色合いはやや濃、表面の光沢

はやや強、先端小葉の形は楕円形、葉身長は中、葉身幅はやや広、基部の形は円形、先

端の形は鋭形である。花蕾縦断面の形は卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯

の有無は無、花弁枚数は少、花径は中、上から見た形は不整円形、上部側面の形はやや

凸、香りは無又は微弱である。花弁の長さは短、幅はやや狭、表面中央部及び縁部の色

は淡黄緑（JHS カラーチャート3303）、基部の目の有無は有、大きさは極小、色は明黄

緑（同3104）、模様の有無は無、裏面中央部及び縁部の色は淡黄緑（同3303）、模様の

有無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転は無又は微弱、波打ちはやや弱、

タイプは丸弁、全体の形は円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲であ

る。

「ニルプスプリアミー」と比較して、花弁の縁の反転が無又は微弱であること、花弁

のタイプが丸弁であること等で、「スクラズード」と比較して、花の香りが無又は微弱

であること、花弁表面の色が淡黄緑であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

フランコ ロージズ ニュージーランド社

ニュージーランド ホエニュアパイ １２５０ ワイマリー ロード ３８Ｂ

６ 登録品種の育成をした者の氏名

フランク バート シューマン

７ 出願公表の年月日 平成１７年１２月１５日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2000年に出願者の温室（ニュージーランド）において、「インターリ

ス」に「サンラック」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性

の調査を継続し、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。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２５４号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら サンマラ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、「サーカス」に「サンラック」を交配して育成されたものであり、花の

着き方は単花咲、花は明橙黄色で浅橙黄色のぼかしが入る剣弁、カップ咲、香りは弱の

大輪となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高は高、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニン着

色の程度は中、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、色は緑褐、長いとげの数は少であ

る。葉の長さは長、幅はやや広、緑の色合い及び表面の光沢は中、先端小葉の形は楕円

形、葉身長は中、葉身幅はやや広、基部の形は円形、先端の形は鋭形である。花蕾縦断

面の形は卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数は中、花

径は大、上から見た形は星形、上部側面の形はやや凸、香りは弱である。花弁の長さは

中、幅はやや狭、表面中央部の色は明橙黄（JHS カラーチャート2204）、縁部の色は明

橙黄（同2204）及び浅橙黄（同2203）、基部の目の有無は有、大きさは小、色は明黄

（同 2506）、模様の有無は有、タイプはぼかし、色は浅橙黄（同2203）、裏面中央部

及び縁部の色は浅橙（同1603）、模様の有無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁

の反転は中、波打ちは弱、タイプは剣弁、全体の形は広楕円形である。開花始めの時期

は中、開花習性は四季咲である。

「スクロティープ」と比較して、花弁表面の色が明橙黄で浅橙黄のぼかしが入るこ

と、花弁のタイプが剣弁であること等で、「サンランド」と比較して、花弁表面中央部

の色が明橙黄であること、花弁のタイプが剣弁であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

フランコ ロージズ ニュージーランド社

ニュージーランド ホエニュアパイ １２５０ ワイマリー ロード ３８Ｂ

６ 登録品種の育成をした者の氏名

フランク バート シューマン

７ 出願公表の年月日 平成１７年１２月１５日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2001年に出願者の温室（ニュージーランド）において、「サーカス」に

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

を継続し、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。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２５５号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら サンウィシュ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の無名実生種に「サンラック」を交配して育成されたもので

あり、花の着き方は単花咲、花は浅緑黄色で淡緑黄色のぼかしが入る剣弁、高芯咲、香

りはかなり弱の大輪となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高は高、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニン着

色の程度はやや強、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、色は緑褐、長いとげの数は少

である。葉の長さはやや長、幅、緑の色合い及び表面の光沢は中、先端小葉の形は楕円

形、葉身長は中、葉身幅はやや広、基部の形は円形、先端の形は鋭形である。花蕾縦断

面の形は卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱは高芯咲、多芯の有無は無、花弁枚数はやや少、

花径は大、上から見た形は不整円形、上部側面の形は凸、香りはかなり弱である。花弁

の長さ及び幅は中、表面中央部の色は浅緑黄（JHS カラーチャート2703）、縁部の色は

浅緑黄（同2703）及び淡緑黄（同2702）、基部の目の有無は有、大きさは極小、色は鮮

黄（同2507）、模様の有無は有、タイプはぼかし、色は淡緑黄（同2702）、裏面中央部

の色は浅黄（同2511）、縁部の色は淡緑黄（同2702）、模様の有無は有、タイプはぼか

し、色は淡緑黄（同2702）である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転はやや強、波打

ちは弱、タイプは剣弁、全体の形は広楕円形である。開花始めの時期は中、開花習性は

四季咲である。

「スクロティープ」及び「サンランド」と比較して、花形が高芯咲であること、花弁

表面中央部の色が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 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

フランコ ロージズ ニュージーランド社

ニュージーランド ホエニュアパイ １２５０ ワイマリー ロード ３８Ｂ

６ 登録品種の育成をした者の氏名

フランク バート シューマン

７ 出願公表の年月日 平成１７年１２月１５日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2001年に出願者の温室（ニュージーランド）において、出願者所有の無

名実生種に「サンラック」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら

特性の調査を継続し、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。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２５６号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら サンサロ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の無名実生種どうしを交配して育成されたものであり、花の

着き方はスプレータイプ、花は中央部が鮮橙赤色、縁部の色が濃赤茶色で半剣弁、カッ

プ咲、香りは弱のやや小輪となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高はやや高、花の着き方はスプレータイプである。新梢のアン

トシアニン着色の程度は弱、とげの有無は有、下側の形は深いえぐれ、色は紅紫、長い

とげの数はかなり少である。葉の長さは長、幅はかなり広、緑の色合いは中、表面の光

沢はやや強、先端小葉の形は楕円形、葉身長はやや長、葉身幅は広、基部の形は鈍形、

先端の形は鋭形である。花蕾縦断面の形は広卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、

多芯の有無は無、花弁枚数は中、花径はやや小、上から見た形は不整円形、上部側面の

形はやや凸、香りは弱である。花弁の長さは短、幅はやや狭、表面中央部の色は鮮橙赤

（JHS カラーチャート0706）、縁部の色は濃赤茶（同0708）、基部の目及び模様の有無

は無、裏面中央部の色及び縁部の色は鮮赤（同0407）、模様の有無は無である。花色の

移行性は無、花弁の縁の反転は弱、波打ちはかなり弱、タイプは半剣弁、全体の形は広

楕円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「スクアロトロ」と比較して、花弁表面中央部の色が鮮橙赤であること、花弁のタイ

プが半剣弁であること等で、「ニルプエスピーレッド」と比較して、とげの色が紅紫で

あること、花弁のタイプが半剣弁であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

フランコ ロージズ ニュージーランド社

ニュージーランド ホエニュアパイ １２５０ ワイマリー ロード ３８Ｂ

６ 登録品種の育成をした者の氏名

フランク バート シューマン

７ 出願公表の年月日 平成１７年１２月１５日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2001年に出願者の温室（ニュージーランド）において、出願者所有の無

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

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

る。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２５７号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら サンフェアー

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の無名実生種に「サンラック」を交配して育成されたもので

あり、花の着き方は単花咲、花は中央部が淡ピンク色、縁部がピンク色で丸弁、カップ

咲、香りは無又は微弱の中輪となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高は高、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニン着

色の程度はやや弱、とげの有無は有、下側の形は深いえぐれ、色は紅紫、長いとげの数

はやや少である。葉の長さは長、幅は広、緑の色合いは中、表面の光沢はやや強、先端

小葉の形は楕円形、葉身長はやや長、葉身幅は広、基部の形は鈍形、先端の形は鋭尖形

である。花蕾縦断面の形は尖長形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は

無、花弁枚数は少、花径は中、上から見た形は不整円形、上部側面の形はやや凸、香り

は無又は微弱である。花弁の長さはやや短、幅は中、表面中央部の色は淡ピンク（JHS

カラーチャート0402）、縁部の色はピンク（同0403）、基部の目の有無は有、大きさは

かなり小、色は浅黄緑（同3304）、模様の有無は無、裏面中央部の色は淡紫ピンク（同

9502）、縁部の色は紫ピンク（同9703）、模様の有無は無である。花色の移行性は無、

花弁の縁の反転は無又は微弱、波打ちはかなり弱、タイプは丸弁、全体の形は広楕円形

である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「プレビアンキャンディ」及び「プレラロマ」と比較して、花弁表面中央部の色は淡

ピンクであること、花弁のタイプが丸弁であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

フランコ ロージズ ニュージーランド社

ニュージーランド ホエニュアパイ １２５０ ワイマリー ロード ３８Ｂ

６ 登録品種の育成をした者の氏名

フランク バート シューマン

７ 出願公表の年月日 平成１７年１２月１５日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2000年に出願者の温室（ニュージーランド）において、出願者所有の無

名実生種に「サンラック」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら

特性の調査を継続し、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。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２５８号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら サンマーム

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、「マーベル」に「サンラック」を交配して育成されたものであり、花の

着き方は単花咲、花は浅緑黄色で黄ピンク色の絞りが入る半剣弁、高芯咲、香りは無又

は微弱の大輪となる切花向きの品種である。

生育習性は叢生、樹高はかなり高、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニ

ン着色の程度は弱、とげの有無は有、下側の形は深いえぐれ、色は紅紫、長いとげの数

はやや多である。葉の長さは長、幅は広、緑の色合いはやや濃、表面の光沢は中、先端

小葉の形は楕円形、葉身長は長、葉身幅は広、基部の形は鈍形、先端の形は鋭形であ

る。花蕾縦断面の形は尖長形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱは高芯咲、多芯の有無は無、花弁

枚数はやや少、花径は大、上から見た形は不整円形、上部側面の形はやや凸、香りは無

又は微弱である。花弁の長さは中、幅はやや狭、表面中央部の色は浅緑黄（JHS カラー

チャート2703）、縁部の色は浅黄（同2504）、基部の目の有無は無、模様の有無は有、

タイプは絞り、色は黄ピンク（同0704）、裏面中央部の色は浅黄（同2511）、縁部の色

は浅緑黄（同2703）、模様の有無は有、タイプは絞り、色は黄ピンク（同1003）であ

る。花色の移行性は無、花弁の縁の反転は弱、波打ちはやや弱、タイプは半剣弁、全体

の形は円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「サンランド」及び「スクロティープ」と比較して、花弁表面中央部が浅緑黄色で黄

ピンク色の絞りが入ること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

フランコ ロージズ ニュージーランド社

ニュージーランド ホエニュアパイ １２５０ ワイマリー ロード ３８Ｂ

６ 登録品種の育成をした者の氏名

フランク バート シューマン

７ 出願公表の年月日 平成１７年１２月１５日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2000年に出願者の温室（ニュージーランド）において、「マーベル」に

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

を継続し、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。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２５９号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら サンエレ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の無名実生種どうしを交配して育成されたものであり、花の

着き方は単花咲、花は明赤橙色で明橙色のぼかしが入る半剣弁、カップ咲、香りは弱の

大輪となる切花向きの品種である。

生育習性は叢生、樹高は高、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニン着色

の程度は中、とげの有無は有、下側の形は深いえぐれ、色は紅紫、長いとげの数は少で

ある。葉の長さは長、幅は広、緑の色合い及び表面の光沢は中、先端小葉の形は楕円

形、葉身長はやや長、葉身幅は広、基部の形は鈍形、先端の形は鋭形である。花蕾縦断

面の形は卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数はやや

少、花径は大、上から見た形は不整円形、上部側面の形はやや凸、香りは弱である。花

弁の長さは中、幅はやや広、表面中央部の色は明赤橙（JHS カラーチャート1005）及び

明橙(同1304）、縁部の色は明赤橙（同1005）、基部の目の有無は有、大きさは中、色

は鮮橙黄（同2205）、模様の有無は有、タイプはぼかし、色は明橙（同1304）、裏面中

央部及び縁部の色は浅橙黄（同2203）、模様の有無は無である。花色の移行性は無、花

弁の縁の反転は中、波打ちは弱、タイプは半剣弁、全体の形は広楕円形である。開花始

めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「スクロティープ」と比較して、花弁表面の色が明赤橙で明橙色のぼかしが入ること

等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

フランコ ロージズ ニュージーランド社

ニュージーランド ホエニュアパイ １２５０ ワイマリー ロード ３８Ｂ

６ 登録品種の育成をした者の氏名

フランク バート シューマン

７ 出願公表の年月日 平成１７年１２月１５日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2001年に出願者の温室（ニュージーランド）において、出願者所有の無

名実生種どうしをを交配し、その実生の中から選抜、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。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２６０号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら サンレド

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の無名実生種に「デブスリーク」を交配して育成されたもの

であり、花の着き方は単花咲、花は紫ピンク色で半剣弁、カップ咲、香りはやや弱の大

輪となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高はかなり高、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシア

ニン着色の程度はやや強、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、色は紅紫、長いとげの

数は無又はほとんど無である。葉の長さはやや長、幅は広、緑の色合いは中、表面の光

沢はやや強、先端小葉の形は楕円形、葉身長はやや長、葉身幅は広、基部の形は円形、

先端の形は鋭形である。花蕾縦断面の形は卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多

芯の有無は無、花弁枚数はやや少、花径は大、上から見た形は円形、上部側面の形はや

や凸、香りはやや弱である。花弁の長さ及び幅は中、表面中央部及び縁部の色は紫ピン

ク（JHS カラーチャート9503）、基部の目の有無は有、大きさはやや小、色は淡緑黄

（同2702）、模様の有無は無、裏面中央部の色は淡紫ピンク（同9501）、縁部の色は淡

紫ピンク（同9502）、模様の有無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転及び

波打ちは弱、タイプは半剣弁、全体の形は円形である。開花始めの時期は中、開花習性

は四季咲である。

「プレビアンキャンディ」及び「プレラロマ」と比較して、花弁表面中央部の色が紫

ピンクであること、花弁の縁の反転が弱いこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

フランコ ロージズ ニュージーランド社

ニュージーランド ホエニュアパイ １２５０ ワイマリー ロード ３８Ｂ

６ 登録品種の育成をした者の氏名

フランク バート シューマン

７ 出願公表の年月日 平成１７年１２月１５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（ニュージーランド）において、出願者所有の無

名実生種に「デブスリーク」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、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。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２６１号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら スケアート

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の無名実生種どうしを交配して育成されたものであり、花の

着き方はスプレータイプ、花は中央部が明橙色、縁部が鮮ピンク色で半剣弁、カップ

咲、香りは無又は微弱の中輪となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高は中、花の着き方はスプレータイプである。新梢のアントシ

アニン着色の程度は中、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、色は緑褐、長いとげの数

はかなり少である。葉の長さ、幅、緑の色合い及び表面の光沢は中、先端小葉の形は卵

形、葉身長及び葉身幅は中、基部の形は円形、先端の形は鋭形である。花蕾縦断面の形

は卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数は少、花径は

中、上から見た形は円形、上部側面の形はやや凸、香りは無又は微弱である。花弁の長

さは短、幅は狭、表面中央部の色は明橙（JHS カラーチャート1304）、縁部の色は鮮ピ

ンク（同0404）、基部の目の有無は有、大きさは小、色は明黄（同2505）、模様の有無

は無、裏面中央部及び縁部の色は黄ピンク（同1003）、模様の有無は無である。花色の

移行性は無、花弁の縁の反転はかなり弱、波打ちは弱、タイプは半剣弁、全体の形は円

形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「スケンドス」と比較して、花の香りが無又は微弱であること、花弁表面中央部の色

が明橙であること等で、「ニルプエスピーリンク」と比較して、花弁表面中央部の色が

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 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ピート スクルールス ホールディング社

オランダ王国 １４２４ＰＤ デ クワケル ホーフトウェッヒ ８１

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ペトルス ニコラス ヨハネス スクルールス

７ 出願公表の年月日 平成１７年１２月１５日

８ 登録品種の育成の経過の概要

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

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

続し、2003年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２６２号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら ショコリ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の無名実生種どうしを交配して育成されたものであり、花の

着き方は単花咲、花は淡橙黄色で半剣弁、カップ咲、香りは無又は微弱の中輪となる切

花向きの品種である。

生育習性は叢生、樹高は高、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニン着色

の程度は弱、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、色は緑褐、長いとげの数はやや少で

ある。葉の長さは長、幅はやや広、緑の色合い及び表面の光沢は中、先端小葉の形は卵

形、葉身長は中、幅はやや広、基部の形は円形、先端の形は鋭形である。花蕾縦断面の

形は広卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数はやや少、

花径は中、上から見た形は不整円形、上部側面の形はやや凸、香りは無又は微弱であ

る。花弁の長さはやや短、幅はやや狭、表面中央部及び縁部の色は淡橙黄（JHS カラー

チャート2202）、基部の目及び模様の有無は無、裏面中央部及び縁部の色は淡橙黄（同

2202）、模様の有無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転は中、波打ち

は弱、タイプは半剣弁、全体の形は円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季

咲である。

「スクロティープ」及び「サンランド」と比較して、花弁表面及び裏面の色が淡橙黄

であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ピート スクルールス ホールディング社

オランダ王国 １４２４ＰＤ デ クワケル ホーフトウェッヒ ８１

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ペトルス ニコラス ヨハネス スクルールス

７ 出願公表の年月日 平成１７年１２月１５日

８ 登録品種の育成の経過の概要

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

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

続し、2002年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２６３号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら ショルテク

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の無名実生種どうしを交配して育成されたものであり、花の

着き方は単花咲、花は紫ピンク色の半剣弁、カップ咲、香りは弱のやや大輪となる切花

向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高は高、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニン着

色の程度は無又は微弱、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、色は緑褐、長いとげの数

は少である。葉の長さはかなり長、幅は広、緑の色合いは中、表面の光沢は強、先端小

葉の形は楕円形、葉身長はやや長、幅は広、基部の形は鈍形、先端の形は鋭形である。

花蕾縦断面の形は卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数

はやや少、花径はやや大、上から見た形は不整円形、上部側面の形はやや凸、香りは弱

である。花弁の長さ及び幅は中、表面中央部及び縁部の色は紫ピンク（JHS カラーチャ

ート9211）、基部の目の有無は有、大きさは小、色は淡緑黄（同2702）、模様の有無は

無、裏面中央部及び縁部の色は鮮紫ピンク（同9204）、模様の有無は無である。花色の

移行性は無、花弁の縁の反転及び波打ちは弱、タイプは半剣弁、全体の形は円形であ

る。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「サンミル」と比較して、先端小葉基部の形が鈍形であること、花弁表面中央部の色

が紫ピンクであること等で、「サンスデル」と比較して、花弁表面中央部の色が紫ピン

クであること、花弁のタイプが半剣弁であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ピート スクルールス ホールディング社

オランダ王国 １４２４ＰＤ デ クワケル ホーフトウェッヒ ８１

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ペトルス ニコラス ヨハネス スクルールス

７ 出願公表の年月日 平成１７年１２月１５日

８ 登録品種の育成の経過の概要

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

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

続し、2001年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２６４号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら シャティナ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の無名実生種どうしを交配して育成されたものであり、花の

着き方は単花咲、花は鮮紫ピンク色で半剣弁、カップ咲、香りは中の大輪となる切花向

きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高はやや高、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニ

ン着色の程度は強、とげの有無は有、下側の形は深いえぐれ、色は紅紫、長いとげの数

は中である。葉の長さはやや長、幅、緑の色合い及び表面の光沢は中、先端小葉の形は

卵形、葉身長は中、幅はやや広、基部の形は円形、先端の形は鋭形である。花蕾縦断面

の形は卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数はやや多、

花径は大、上から見た形は不整円形、上部側面の形はやや凸、香りは中である。花弁の

長さ及び幅は中、表面中央部及び縁部の色は鮮紫ピンク（JHS カラーチャート9504）、

基部の目の有無は有、大きさは中、色は淡黄（同2503）、模様の有無は無、裏面中央部

及び縁部の色は紫ピンク（同9503）、模様の有無は無である。花色の移行性は無、花弁

の縁の反転及び波打ちは弱、タイプは半剣弁、全体の形は狭楕円形である。開花始めの

時期は中、開花習性は四季咲である。

「サンスデル」と比較して、とげの色が紅紫であること、花弁のタイプが半剣弁であ

ること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ピート スクルールス ホールディング社

オランダ王国 １４２４ＰＤ デ クワケル ホーフトウェッヒ ８１

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ペトルス ニコラス ヨハネス スクルールス

７ 出願公表の年月日 平成１７年１２月１５日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1997年に出願者の温室（オランダ王国）において、出願者所有の無名実

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

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



- 119 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２６５号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら シュイルス

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の無名実生種どうしを交配して育成されたものであり、花の

着き方は単花咲、花は淡黄緑色で半剣弁、カップ咲、香りは無又は微弱のやや大輪とな

る切花向きの品種である。

生育習性は広叢生、樹高は中、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニン着

色の程度は中、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、色は茶、長いとげの数は無又はほ

とんど無である。葉の長さはやや長、幅はやや広、緑の色合いはやや淡、表面の光沢は

弱、先端小葉の形は卵形、葉身長は中、葉身幅はやや広、基部の形は心形、先端の形は

鋭形である。花蕾縦断面の形は卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は

有、花弁枚数はやや多、花径はやや大、上から見た形は円形、上部側面の形はやや凸、

香りは無又は微弱である。花弁の長さ及び幅は中、表面中央部及び縁部の色は淡黄緑

（JHS カラーチャート3102）、基部の目及び模様の有無は無、裏面中央部及び縁部の色

は淡黄緑（同3102）、模様の有無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転は

中、波打ちは弱、タイプは半剣弁、全体の形は円形である。開花始めの時期は中、開花

習性は四季咲である。

「スクレブランク」及び「ティネケ」と比較して、先端小葉の基部の形が心形である

こと、花に多芯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

ピート スクルールス ホールディング社

オランダ王国 １４２４ＰＤ デ クワケル ホーフトウェッヒ ８１

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ペトルス ニコラス ヨハネス スクルールス

７ 出願公表の年月日 平成１７年１２月１５日

８ 登録品種の育成の経過の概要

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

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

続し、2001年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２６６号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら ショルマ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の無名実生種どうしを交配して育成されたものであり、花の

着き方は単花咲、花は鮮黄橙色で丸弁、カップ咲、香りはかなり弱の大輪となる切花向

きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高はかなり高、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシア

ニン着色の程度は中、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、色は茶、長いとげの数は少

である。葉の長さはやや長、幅はやや広、緑の色合い及び表面の光沢は中、先端小葉の

形は楕円形、葉身長はやや長、幅はやや広、基部の形は円形、先端の形は鋭形である。

花蕾縦断面の形は卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数

は少、花径は大、上から見た形は不整円形、上部側面の形はやや凸、香りはかなり弱で

ある。花弁の長さ及び幅は中、表面中央部及び縁部の色は鮮黄橙（JHS カラーチャート

1906）、基部の目の有無は有、大きさは大、色は鮮橙黄（同2205）、模様の有無は無、

裏面中央部及び縁部の色は明黄橙（同1905）、模様の有無は有、タイプはぼかし、色は

明橙黄（同2204）である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転は弱、波打ちは無又は微

弱、タイプは丸弁、全体の形は円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲で

ある。

「スクリティープ」及び「サンランド」と比較して、花弁表面の色が鮮黄橙であるこ

と等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ピート スクルールス ホールディング社

オランダ王国 １４２４ＰＤ デ クワケル ホーフトウェッヒ ８１

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ペトルス ニコラス ヨハネス スクルールス

７ 出願公表の年月日 平成１７年１２月１５日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1997年に出願者の温室（オランダ王国）において、出願者所有の無名実

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

続し、2002年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２６７号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら シュラプリン

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の無名実生種どうしを交配して育成されたものであり、花の

着き方はスプレータイプ、花は濃橙赤色で半剣弁、カップ咲、香りは弱の中輪となる切

花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高はやや高、花の着き方はスプレータイプである。新梢のアン

トシアニン着色の程度は中、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、色は紅紫、長いとげ

の数は無又はほとんど無である。葉の長さはやや長、幅及び緑の色合いは中、表面の光

沢は強、先端小葉の形は楕円形、葉身長及び葉身幅は中、基部の形は鈍形、先端の形は

鋭尖形である。花蕾縦断面の形は卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無

は無、花弁枚数は少、花径は中、上から見た形は不整円形、上部側面の形はやや凸、香

りは弱である。花弁の長さは短、幅はやや狭、表面中央部及び縁部の色は濃橙赤（JHS

カラーチャート0707）、基部の目の有無は有、大きさは極小、色は明緑黄（同2704）、

模様の有無は無、裏面中央部及び縁部の色は明橙赤（同0705）、模様の有無は無であ

る。花色の移行性は無、花弁の縁の反転及び波打ちは弱、タイプは半剣弁、全体の形は

広楕円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「スクアロトロ」及び「ニルプエスピーレッド」と比較して、花弁表面の色が濃橙赤

であること、花弁のタイプが半剣弁であること、花弁全体の形が広楕円形であること等

で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ピート スクルールス ホールディング社

オランダ王国 １４２４ＰＤ デ クワケル ホーフトウェッヒ ８１

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ペトルス ニコラス ヨハネス スクルールス

７ 出願公表の年月日 平成１７年１２月１５日

８ 登録品種の育成の経過の概要

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

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

続し、2003年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２６８号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら シャブティア

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の無名実生種どうしを交配して育成されたものであり、花の

着き方は単花咲、花は鮮紫ピンク色で半剣弁、高芯咲、香りは弱の大輪となる切花向き

の品種である。

生育習性は狭叢生、樹高は中、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニン着

色の程度は強、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、色は紅紫、長いとげの数はかなり

少である。葉の長さは長、幅はやや広、緑の色合い及び表面の光沢は中、先端小葉の形

は卵形、葉身長はやや長、葉身幅は広、基部の形は円形、先端の形は鋭形である。花蕾

縦断面の形は広卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱは高芯咲、多芯の有無は無、花弁枚数はや

や少、花径は大、上から見た形は不整円形、上部側面の形は凸、香りは弱である。花弁

の長さ及び幅は中、表面中央部及び縁部の色は鮮紫ピンク（JHS カラーチャート

9505）、基部の目の有無は有、大きさは中、色は淡緑黄（同2903）、模様の有無は無、

裏面中央部の色は淡紫ピンク（同9502）、縁部の色は鮮紫ピンク（同9505）、模様の有

無は有、タイプは覆輪、色は鮮紫ピンク（同9505）である。花色の移行性は無、花弁の

縁の反転は弱、波打ちは無又は微弱、タイプは半剣弁、全体の形は円形である。開花始

めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「プレビアンキャンディ」及び「プレラロマ」と比較して、花弁表面の色が鮮紫ピン

クであること、花弁裏面の色が淡紫ピンクで鮮紫ピンクの覆輪が入ること等で区別性が

認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ピート スクルールス ホールディング社

オランダ王国 １４２４ＰＤ デ クワケル ホーフトウェッヒ ８１

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ペトルス ニコラス ヨハネス スクルールス

７ 出願公表の年月日 平成１７年１２月１５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、出願者所有の無名実

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

続し、2003年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２６９号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら ニルポクラ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、（「ペックージェル」×「ニルプピジェーレ」）に「TANOLLIPA」を交

配して育成されたものであり、花の着き方は単花咲、花は明橙黄色で半剣弁、カップ

咲、香りは弱の大輪となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高は高、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニン着

色の程度は中、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、色は緑褐、長いとげの数は少であ

る。葉の長さは長、幅はやや広、緑の色合い及び表面の光沢は中、先端小葉の形は卵

形、葉身長はやや長、葉身幅は広、基部の形は円形、先端の形は鋭形である。花蕾縦断

面の形は卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数は少、花

径は大、上から見た形は不整円形、上部側面の形はやや凸、香りは弱である。花弁の長

さ及び幅は中、表面中央部及び縁部の色は明橙黄（JHS カラーチャート2204）、基部の

目及び模様の有無は無、裏面中央部及び縁部の色は浅橙（同1603）、模様の有無は無で

ある。花色の移行性は無、花弁の縁の反転及び波打ちは弱、タイプは半剣弁、全体の形

は広楕円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「スクロティープ」と比較して、花弁裏面の色が浅橙であること等で、「サンラン

ド」と比較して、花弁表面の色が明橙黄であること、花弁のタイプが半剣弁であること

等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ラックス リビエラ社

イタリア共和国 １８０３９ ベンチミリア ビア サン ロッコ １

６ 登録品種の育成をした者の氏名

アレッサンドロ ギオーネ

７ 出願公表の年月日 平成１７年１２月１５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（フランス共和国）において、（「ペックージェ

ル」×「ニルプピジェーレ」）に「TANOLLIPA」を交配し、その実生の中から選抜、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。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２７０号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら ニルプストリン

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、「PEKOMECLI」に「TANOLLIPA」を交配して育成されたものであり、花の

着き方は単花咲、花は鮮紫ピンク色で半剣弁、カップ咲、香りは無又は微弱のやや大輪

となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高は高、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニン着

色の程度は中、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、色は紅紫、長いとげの数はやや少

である。葉の長さは長、幅はやや広、緑の色合いは濃、表面の光沢は中、先端小葉の形

は楕円形、葉身長はやや長、葉身幅はやや広、基部の形は円形、先端の形は鋭形であ

る。花蕾縦断面の形は卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、花弁

枚数は中、花径はやや大、上から見た形は不整円形、上部側面の形は平、香りは無又は

微弱である。花弁の長さ及び幅は中、表面中央部及び縁部の色は鮮紫ピンク（JHS カラ

ーチャート9704）、基部の目の有無は有、大きさは小、色は明緑黄（同2905）、模様の

有無は無、裏面中央部及び縁部の色は鮮紫ピンク（同9705）、模様の有無は無である。

花色の移行性は無、花弁の縁の反転は中、波打ちは弱、タイプは半剣弁、全体の形は円

形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「プレビアンキャンディ」及び「プレラロマ」と比較して、花弁表面及び裏面の色が

鮮紫ピンクであること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ラックス リビエラ社

イタリア共和国 １８０３９ ベンチミリア ビア サン ロッコ １

６ 登録品種の育成をした者の氏名

アレッサンドロ ギオーネ

７ 出願公表の年月日 平成１７年１２月１５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（フランス共和国）において、「PEKOMECLI」に

「TANOLLIPA」を交配し、その実生の中から選抜、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。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２７１号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら ニルプベブ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、（「SUNBLEST」×出願者所有の無名実生種）に「TANOLLIPA」を交配し

て育成されたものであり、花の着き方は単花咲、花は明黄色で半剣弁、カップ咲、香り

は無又は微弱のやや大輪となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高は高、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニン着

色の程度は弱、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、色は紅紫、長いとげの数は中であ

る。葉の長さは長、幅はやや広、緑の色合い及び表面の光沢は中、先端小葉の形は卵

形、葉身長はやや長、葉身幅は広、基部の形は円形、先端の形は鋭形である。花蕾縦断

面の形は卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数はやや

少、花径はやや大、上から見た形は不整円形、上部側面の形はやや凸、香りは無又は微

弱である。花弁の長さ及び幅は中、表面中央部の色は明黄（JHS カラーチャート

2506）、縁部の色は浅黄（同2504）、基部の目及び模様の有無は無、裏面中央部の色は

明黄（同

2506）、縁部の色は浅緑黄（同2703）、模様の有無は無である。花色の移行性は無、花

弁の縁の反転及び波打ちは弱、タイプは半剣弁、全体の形は広楕円形である。開花始め

の時期は中、開花習性は四季咲である。

「サンラック」と比較して、とげの色が紅紫であること、花形がカップ咲であること

等で、「スクイウェブ」と比較して、とげの色が紅紫であること、花弁表面中央部の色

が明黄であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ラックス リビエラ社

イタリア共和国 １８０３９ ベンチミリア ビア サン ロッコ １

６ 登録品種の育成をした者の氏名

アレッサンドロ ギオーネ

７ 出願公表の年月日 平成１７年１２月１５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（フランス共和国）において、（「SUNBLEST」×

出願者所有の無名実生種）に「TANOLLIPA」を交配し、その実生の中から選抜、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。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２７２号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら ニルピエス

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、「タンゼルボン」に「PEKCOULIANE」を交配して育成されたものであ

り、花の着き方は単花咲、花は淡ピンク色で鮮ピンク色の覆輪が入る半剣弁、カップ

咲、香りは無又は微弱のかなり大輪となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高はかなり高、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシア

ニン着色の程度は弱、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、色は緑褐、長いとげの数は

やや少である。葉の長さはやや長、幅はやや広、緑の色合い及び表面の光沢は中、先端

小葉の形は楕円形、葉身長及び葉身幅は中、基部の形は鈍形、先端の形は鋭形である。

花蕾縦断面の形は卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数

は中、花径はかなり大、上から見た形は不整円形、上部側面の形は平、香りは無又は微

弱である。花弁の長さ及び幅は中、表面中央部の色は淡ピンク（JHS カラーチャート

0102）、縁部の色は淡ピンク（同0102）及び鮮ピンク（同0105）、基部の目の有無は

無、模様の有無は有、タイプは覆輪、色は鮮ピンク（同0105）、裏面中央部の色はピン

ク白（同0401）、縁部の色はピンク白（同0401）及び鮮ピンク（同0105）、模様の有無

は有、タイプは覆輪、色は鮮ピンク（同0105）である。花色の移行性は無、花弁の縁の

反転は中、波打ちは弱、タイプは半剣弁、全体の形は円形である。開花始めの時期は

中、開花習性は四季咲である。

「プレビアンキャンディ」及び「プレラロマ」と比較して、花弁表面の色が淡ピンク

で鮮ピンクの覆輪が入ること、花弁裏面の色がピンク白で鮮ピンクの覆輪が入ること等

で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ラックス リビエラ社

イタリア共和国 １８０３９ ベンチミリア ビア サン ロッコ １

６ 登録品種の育成をした者の氏名

アレッサンドロ ギオーネ

７ 出願公表の年月日 平成１７年１２月１５日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1996年に出願者の温室（フランス共和国）において、「タンゼルボン」

に「PEKCOULIANE」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の

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

ある。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２７３号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら ニルパンタジー

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、（「PEKCOUPOLD」×「JACGOLD」）に「TANMOSINA」を交配して育成され

たものであり、花の着き方は単花咲、花はピンク色で半剣弁、カップ咲、香りは弱のや

や大輪となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高は高、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニン着

色の程度は弱、とげの有無は有、下側の形は平、色は緑褐、長いとげの数はかなり少で

ある。葉の長さは長、幅はやや広、緑の色合い及び表面の光沢は中、先端小葉の形は楕

円形、葉身長はやや長、葉身幅はやや広、基部の形は円形、先端の形は鋭形である。花

蕾縦断面の形は卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数は

やや少、花径はやや大、上から見た形は星形、上部側面の形はやや凸、香りは弱であ

る。花弁の長さは中、幅はやや広、表面中央部及び縁部の色はピンク（JHS カラーチャ

ート0103）、基部の目の有無は有、大きさは小、色は明緑黄（同2905）、模様の有無は

無、裏面中央部及び縁部の色は明紫赤（同9706）、模様の有無は無である。花色の移行

性は無、花弁の縁の反転は中、波打ちは弱、タイプは半剣弁、全体の形は広楕円形であ

る。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「プレドヌス」と比較して、花弁表面の色がピンクであること、花弁裏面の色が明紫

赤であること、花弁のタイプが半剣弁であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ラックス リビエラ社

イタリア共和国 １８０３９ ベンチミリア ビア サン ロッコ １

６ 登録品種の育成をした者の氏名

アレッサンドロ ギオーネ

７ 出願公表の年月日 平成１７年１２月１５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（フランス共和国）において、（「PEKCOUPOLD」

×「JACGOLD」）に「TANMOSINA」を交配し、その実生の中から選抜、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。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２７４号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら ニルプスプロウ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、「RUIHELAN」に「インターリス」を交配して育成されたものであり、花

の着き方はスプレータイプ、花は黄白色で丸弁、カップ咲、香りは弱の中輪となる切花

向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高は中、花の着き方はスプレータイプである。新梢のアントシ

アニン着色の程度は弱、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、色は緑褐、長いとげの数

は少である。葉の長さはやや長、幅、緑の色合い及び表面の光沢は中、先端小葉の形は

楕円形、葉身長及び葉身幅は中、基部の形は円形、先端の形は鋭形である。花蕾縦断面

の形は広卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数及び花径

は中、上から見た形は不整円形、上部側面の形はやや凸、香りは弱である。花弁の長さ

は短、幅は狭、表面中央部及び縁部の色は黄白（JHS カラーチャート3302）、基部の目

の有無は有、大きさは大、色は浅緑黄（同2703）、模様の有無は無、裏面中央部及び縁

部の色は黄白（同3302）、模様の有無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転

はかなり弱、波打ちは弱、タイプは丸弁、全体の形は円形である。開花始めの時期は

中、開花習性は四季咲である。

「ニルプスプリアミー」と比較して、花弁表面の色が黄白であること、花弁のタイプ

が丸弁であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ラックス リビエラ社

イタリア共和国 １８０３９ ベンチミリア ビア サン ロッコ １

６ 登録品種の育成をした者の氏名

アレッサンドロ ギオーネ

７ 出願公表の年月日 平成１７年１２月１５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（フランス共和国）において、「RUIHELAN」に

「インターリス」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調

査を継続し、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。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２７５号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら ニルプジャクー

３ 登録品種の特性の概要

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

であり、花の着き方は単花咲、花は中央部が浅黄色、縁部が淡黄色で剣弁、カップ咲、

香りは弱の大輪となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高はやや高、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニ

ン着色の程度は中、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、色は緑褐、長いとげの数は中

である。葉の長さは長、幅は広、緑の色合い及び表面の光沢は中、先端小葉の形は卵

形、葉身長はやや長、葉身幅は広、基部の形は円形、先端の形は鋭形である。花蕾縦断

面の形は卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数はやや

少、花径は大、上から見た形は星形、上部側面の形はやや凸、香りは弱である。花弁の

長さはやや短、幅はやや狭、表面中央部の色は浅黄（JHS カラーチャート2504）、縁部

の色は淡黄（同2503）、基部の目及び模様の有無は無、裏面中央部の色は淡黄（同

2503）、縁部の色は黄白（同2502）、模様の有無は無である。花色の移行性は無、花弁

の縁の反転及び波打ちは弱、タイプは剣弁、全体の形は円形である。開花始めの時期は

中、開花習性は四季咲である。

「スクロティープ」及び「サンランド」と比較して、花弁表面中央部の色が浅黄であ

ること、花弁のタイプが剣弁であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ラックス リビエラ社

イタリア共和国 １８０３９ ベンチミリア ビア サン ロッコ １

６ 登録品種の育成をした者の氏名

アレッサンドロ ギオーネ

７ 出願公表の年月日 平成１７年１２月１５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（フランス共和国）において、出願者所有の無名

実生種に「PEKCOUPAMPLE」を交配し、その実生の中から選抜、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。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２７６号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

エリンギウム ハイブリッド ナハトベル

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、「Blue Angel」にEryngium leavenworthiiを交配して育成されたもので

あり、草丈はかなり高、頭状花序は卵形、花は紫色で、切花向きの品種である。

草丈はかなり高、主茎の節間長は長、主茎の太さはやや太、下部の色は淡緑、上部の

色は緑及び紫青、一次分枝の数は中である。葉の形は掌状、葉身長はやや長、葉身幅は

広、葉の表面の色は濃緑、葉脈の色は浅黄緑（JHS カラーチャート3103）、葉の裏面の

色は緑、葉縁の切れ込みの程度は深、とげの多少は中である。総状花序の長さは中、幅

はやや狭、頭状花序の形は卵形、長さはかなり短、幅は狭、花弁の色は紫、花柱の色は

淡緑、花柄の色は紫、小花苞葉発生の有無は有、着花数は中である。苞葉の形は線形、

葉縁の形は欠刻鋸歯状、大きさは大、葉縁の列片の数及び苞葉の数は中、表面の色は浅

灰青紫（同8011）（基部）及び暗灰緑（同4013）（先端部）、表面の葉脈の色は明青味

紫（同8305）、着生角度は斜上である。

E. planumと比較して、頭状花序の形が卵形であること、着花数が少ないこと等で、

E. ×oliverianumと比較して、頭状花序の形が卵形であること等で区別性が認められ

る。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ナハトリンダー社

オランダ王国 ２４６１ＴＬ テルアール パラダイスウェッヒ ６１

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ヴァン グラヴェン

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、1996年に育成者の温室（オランダ王国）において、「Blue Angel」に

E. leavenworthiiを交配し、その実生の中から選抜、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「ブルーベル」であった。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２７７号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

グロクシニア シルウァティカ アローユミ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、在来種赤色の変異株であり、花色は花冠裂片及び花冠外面がN30A（RHS

カラーチャート）の鉢物向きの品種である。

草丈はやや低である。茎の太さは太、色は淡、アントシアニン着色は有である。葉長

はやや短、幅は中、形は楕円形、色は濃、斑は無である。花数はやや多、花柄の長さは

短、花冠の長さは長、花冠筒の高さは中、花冠先端の径は大、裂片の色及び外面の色

（上面）はN30A（同）、内面の色は12B（同）、模様（斑点）の鮮明度は鮮明である。

開花始期はやや晩である。

在来種赤色と比較して、茎が太いこと、花冠先端の径が大きいこと等で区別性が認め

られる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

秦圭吾 愛知県豊橋市日色野町字菱形５５番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

秦圭吾

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15年に育成者の温室（愛知県豊橋市）において、在来種赤色の変異

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。

なお、出願時の名称は「アロー」、出願公表時の農林水産植物の種類は「グロキシニ

ア」であった。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２７８号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ゲラニウム キネレウム ゲルフォス

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、「アルバム」に「アップルブロッサム」を交配して育成されたものであ

り、草姿は円形、花は地色が75B（RHS カラーチャート）で、61Aの底部着色＋条線が入

る小輪の鉢物及び花壇向きの品種である。

草姿は円形、草丈はかなり低である。根出葉の葉身の形は円形、長さはかなり短、幅

はかなり狭、裂片の長さは無又は微、表面の緑色は中、斑の有無は無である。茎葉の葉

身の形は腎臓形、裂片の形は倒角卵形、裂片の先端の形は鈍頭、長さは極短、幅はかな

り狭、裂片の長さは無又は微、表面の着色の有無は無、緑色は中、斑の有無は無であ

る。花型は一重、花冠の形は内反、花の向きは上向き、花径は小、花弁の形は倒心形、

花弁の地色は75B（同）、斑の有無は有、模様は底部着色＋条線、色は61A（同）、がく

の形は漏斗形である。

「バレリーナ」と比較して、花弁の地色が75Bであること、模様が底部着色＋条線で

あること等で、「キャロル」と比較して、花冠の形が内反であること、花弁の地色が75

Bであ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

ロビン モス

連合王国 ノースアンバーランド ヘクスハム ウッドサイドビラズ ブレーサイ

ド

シリル フォスター

連合王国 ノースアンバーランド ルーズバリー ヒルサイドロード ストネエラ

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ロビン モス シリル フォスター

７ 出願公表の年月日 平成１８年１０月２５日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1998年に育成者の温室（連合王国）において、「アルバム」に「アップ

ルブロッサム」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査

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

る。

なお、出願時の名称は「ラズベリーゼム」であった。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２７９号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

スクテラリア コスタリカナ ＦＬＡＭＩＮＧＯ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、「バーベリー」の枝変わりであり、花は上唇弁外面が155A（RHS カラー

チャート）でN66Cのぼかしが入り、下唇弁内面が155AでN66Bのぼかしが入る鉢物及び花

壇向きの品種である。

草型は直立、草丈は高である。茎の太さは太、色は紫褐、分枝性は極少、節間長は長

である。葉全体の形は楕円形、基部の形は心形、葉縁鋸歯の型はまだら型、葉身長は

長、幅は広、表面の地色は緑、斑の有無は無、裏面の色は緑、葉柄の長さは長である。

花序の形は総状花序、開花した花の向きは多方向、花序の長さは長、幅は広、花冠の長

さは長、幅は広、上唇弁外面の主たる色は155A（同）、複色の有無は有、種類はぼか

し、色はN66C（同）、下唇弁内面の地色は155A（同）、複色の有無は有、模様の種類は

ぼかし、色はN66B（同）、がくの長さは中、色は緑、花数は多である。

「ＭＯＮＲＯＥ」と比較して、下唇弁内面の地色が155A（同）でN66B（同）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

Sunny Gronnegyden ApS Gronnegyden 148 Lumby DK-5270 Odense N

Denmark

６ 登録品種の育成をした者の氏名

Bjarne Nyholm Larsen

７ 出願公表の年月日 平成１９年４月１８日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2000年に出願者の温室（デンマーク王国）において、「バーベリー」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、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。



- 134 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２８０号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

スクテラリア コスタリカナ ＭＯＮＲＯＥ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、「ＦＬＡＭＩＮＧＯ」の枝変わりであり、花色は上唇弁外面及び下唇弁

内面が155D（RHS カラーチャート）の鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は直立、草丈は高である。茎の太さは太、色は紫褐、分枝性は極少、節間長は長

である。葉全体の形は楕円形、基部の形は心形、葉縁鋸歯の型はまだら型、葉身長は

長、幅は広、表面の地色は緑、斑の有無は無、裏面の色は淡緑、葉柄の長さは長であ

る。花序の形は総状花序、開花した花の向きは多方向、花序の長さは長、幅は広、花冠

の長さは長、幅は広、上唇弁外面の主たる色は155D（同）、複色の有無は無、下唇弁内

面の地色は155D（同）、複色の有無は無、がくの長さは中、色は緑、花数は多である。

「ＦＬＡＭＩＮＧＯ」と比較して、上唇弁外面及び下唇内面の複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

Sunny Gronnegyden ApS Gronnegyden 148 Lumby DK-5270 Odense N

Denmark

６ 登録品種の育成をした者の氏名

Bjarne Nyholm Larsen

７ 出願公表の年月日 平成１９年４月１８日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2004年に出願者の温室（デンマーク王国）において、「ＦＬＡＭＩＮＧ

Ｏ」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、2005年にその特

性が安定していることを確認して育成を完了したものである。



- 135 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２８１号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ソリダゴ sp. 和実モーリー（かずみモーリー）

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の自然交雑実生から選抜したものであり、草型は

立性型、花は円錐花序様で花色が17B（RHS カラーチャート）の切り花向き品種であ

る。 草型は立性型、茎立本数及び草丈は中、茎径はやや細、色は無、節間長はやや

短、側枝発生部位及び着花側枝発生部位は中位節から、連続性は連続、側枝数はやや少

である。葉身の形は線形、葉縁の形は浅、葉身長はやや長、幅は狭、斑入りの有無は

無、葉柄の有無は無柄である。花の着き方は円錐花序様、小花柄の向きは外側互生、花

房全体の形は三角、花房径はやや小、花形は平開咲き形、花径はやや小、舌状花の花弁

複数化は無、形は線形、花弁長は短、幅は狭、色は17B（同）、舌状花数はかなり多、

管状花数は中、小花柄長はかなり短、開花期は中である。

「タラ」と比較して、葉身長が長いこと、花弁色が17Bであること等で、「沖のスバ

ル」と比較して、葉身長が長いこと、花形が平開咲き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

和泊町 鹿児島県大島郡和泊町和泊１０番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

脇田直次

７ 出願公表の年月日 平成１８年１０月２５日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成14年に出願者の温室（鹿児島県大島郡和泊町）において、出願者所

有の育成系統の自然交雑実生の中から選抜、以後、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。



- 136 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２８２号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ペントステモン ヘテロフィルス ペンボウ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、「Catherine de la Mare」に「Stapleford Gem」を交配して育成された

ものであり、花の色は96C（RHS カラーチャート）、花筒部外面の色は96C（同）で鉢物

及び花壇向きの品種である。

草型は直立である。草丈は高である。茎の色は緑、アントシアニンの着色の有無は

有、着色部の色は中、毛の有無は有、節間長は長である。茎基部及び茎中央部の葉形は

線形、葉縁の形は全縁、葉の基部の合着は離れるである。葉長は中、葉幅は狭である。

光沢は無、色は灰緑、アントシアニンの着色及び斑の有無は無である。毛の有無は無で

ある。花穂の長さはやや短、花穂着花段数は少、花柄の毛の有無は有である。花の向き

は横向きである。花冠の形は管形、上唇弁の向きは斜上、下唇弁の向きは斜下である。

花の縦径及び横径はやや小、長さは中、花筒部の長さは長、太さは中、上唇弁の長さは

やや短、幅はやや狭、下唇弁の長さは短、幅は狭である。上唇弁の色は96C（同）、模

様の有無は無、下唇弁の色は94B（同）、模様の有無は無、花筒部外面の色は96C（同）

である。上唇弁先端及び下唇弁先端の形は鈍形、花冠外側、上唇弁及び下唇弁の毛の有

無は無、下唇弁の突起の有無は有である。がくの毛の有無は無、がく裂片の反転の程度

は大である。がくのアントシアニンの着色の有無は無である。１花房の花数はやや少で

ある。

「エレクトリックブルー」と比較して、節間長が長いこと、上唇弁先端の形が鈍形で

あること等で、「ヘブンリーブルー」と比較して、茎中央部の葉形が線形であること、

葉縁の形が全縁であ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

ブレンリー デビッド バウレス

連合王国 ＢＳ４０ ６ＨＧ バス アンド エヌイー サマーセット ウエスト

ハープトリー ブリストール ロード ウェスト ハープトリー ナーサリー

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ブレンリー デビッド バウレス

７ 出願公表の年月日 平成１６年７月１６日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1998年に育成者の温室（連合王国）において、「

Catherine de la Mare」に「Stapleford Gem」を交配し、その実生の中から選抜、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「ジェーングレース」であった。



- 137 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６２８３号 平成２０年３月５日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

やまももそう クリムソンバタフリーズ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有のGaura lindheimeriに「シスキューピンク」を交配して育

成されたものであり、草姿は立ち型、花は明赤紫色の中輪となる花壇向きの品種であ

る。

草姿は立ち型、草丈は低、茎の長さは短、アントシアニンの発現の程度は強、毛の有

無と多少及び分枝性は中である。葉形は広線形、葉の欠刻の有無と深さは浅、葉長は

短、葉幅はやや狭、色は濃緑、斑の有無は無、アントシアニンの発現の程度及び表面の

毛の多少は中、葉数はやや多である。花の向きは横向き、花径は中、花筒の長さはやや

短、つぼみの色は濃紅（JHS カラーチャート0109）、花弁の地色は明赤紫（同9506）、

花色模様の種類は単色、花弁数は４枚、上位花弁及び下位花弁の形は倒卵形、花弁長、

花弁幅及びがく片の長さは中、がく片、花柱及び花糸の開花始めの色は濃赤、雄ずいの

数は８本、花の香りの有無は無である。

「リトルプリンス」と比較して、花弁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氏名及び住所又は居所

松井識樹 奈良県葛城市北道穂２４５番地１

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ハワード ベントレー

７ 出願公表の年月日 平成１４年３月２２日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1997年に育成者の温室（オーストラリア国）において、育成者所有の

Gaura lindheimeriに「シスキューピンク」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、1999年にその特性が安定していることを確認し

て育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「クリムソンバタフライ」であった。


