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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６７６２号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

稲 内助の功（ないじょのこう）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ササニシキ」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、育成地（埼玉県南埼玉郡菖蒲町）における成熟期は晩生、稈の長さがやや長、耐倒

伏性が強の粳品種である。

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

は中、葉耳のアントシアニン色は無である。穂の主軸の長さ及び穂数は中、抽出度は穂

軸もよく抽出、主軸の湾曲程度は垂れる、穂型は紡錘状、外穎の毛茸の多少は中、穎色

は黄白、外穎先端の色（ふ先色）は白、護穎の長さは短、色は黄白、穎のフェノール反

応は無である。芒は有、色（初期観察）は黄白、最長芒の長さは極短、分布は先端のみ

である。籾1000粒重はやや小、玄米の長さ及び幅は中、形は半円、色は淡褐、香りは無

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

性は極易、耐倒伏性は強、脱粒性は難である。穂いもちほ場抵抗性は極弱、葉いもちほ

場抵抗性は弱である。

「ササニシキ」と比較して、出穂期が晩いこと、穂数が少ないこと、耐倒伏性が強い

こと等で 「ヒノヒカリ」と比較して、穂発芽性が易であること等で区別性が認められ、

る。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社中島美雄商店 滋賀県草津市芦浦町７１９番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

助清泰教

７ 出願公表の年月日 平成１８年７月１３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成元年に株式会社植物工学研究所（現株式会社中島美雄商店稲育種研

究所、埼玉県南埼玉郡菖蒲町）において 「ササニシキ」に出願者所有の育成系統を交、

配し、２年に雑種第２代で個体選抜を行い、以後、固定を図りながら特性の調査を継続

し、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「夢笑顔」であった。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６７６３号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

稲 奥羽観３８３号（おううかん３８３ごう）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「Ｈ－４５１」に「紫穂Ｎｏ．１」を交配して育成されたものであり、、

育成地（秋田県大仙市）における成熟期はかなり早生、稈の長さが極短、穎色が紫で葉

身に緑白色の縦縞を有する観賞向きの糯品種である。

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

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

はかなり短、穂数は多、抽出度は概ね抽出（穂軸の一部も 、主軸の湾曲程度は傾く、）

穂型は紡錘状、外穎の毛茸の多少は中、穎色及び外穎先端の色（ふ先色）は紫、護穎の

長さは中、色は紫、柱頭の色は淡紫、穎のフェノール反応は無である。芒は無である。

籾1000粒重はやや小、玄米の長さ及び幅は中、形は半円、色は白、香りは無又は極弱で

ある。胚乳の型は糯、出穂期（50％出穂）及び成熟期はかなり早生である。障害型耐冷

性は弱、穂発芽性は易、耐倒伏性は強、脱粒性は難である。いもち病抵抗性推定遺伝子

型は＋、穂いもちほ場抵抗性は弱、葉いもちほ場抵抗性はやや弱、白葉枯病ほ場抵抗性

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

１型である。

「たつこもち」及び「ゆめあかり」と比較して、稈及び穂の主軸が短いこと、穎色が

紫であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構

茨城県つくば市観音台三丁目１番地１

６ 登録品種の育成をした者の氏名

山口誠之 滝田正 片岡知守 遠藤貴司 中込弘二 横上晴郁 加藤浩

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年に農林水産省東北農業試験場（現独立行政法人農業・食品産業

技術総合研究機構、秋田県大仙市）において 「Ｈ－４５１」に「紫穂Ｎｏ．１」を交、

配し、11年に雑種第２代で個体選抜を行い、以後、固定を図りながら特性の調査を継続

し、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１６７６４号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

稲 リーフスター

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「中国１１７号」に「コシヒカリ」を交配して育成されたものであり、、

育成地（茨城県つくばみらい市）における成熟期は極晩生、稈の長さがかなり長、耐倒

伏性が強の飼料向きの粳品種である。

稈の長さはかなり長、太さは太、止葉葉身の姿勢（初期観察）は立、葉身表面の毛茸

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

の長さはやや長、穂数は少、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、主軸の湾曲程度は垂れる、

穂型は紡錘状、外穎の毛茸の多少は無又は極少、穎色は黄金色、外穎先端の色（ふ先

色）は褐、護穎の長さは中、色は黄白、柱頭の色は白、穎のフェノール反応は無である。

芒は有、色（初期観察）は黄白、最長芒の長さは中、芒の分布は先端のみである。籾

1000粒重はやや小、玄米の長さはやや長、幅はやや狭、形は半紡錘形、色は暗褐、香り

は無又は極弱である。胚乳の型は粳、出穂期（50％出穂）及び成熟期は極晩生である。

穂発芽性は中、耐倒伏性は強、脱粒性は難である。穂いもちほ場抵抗性は中、葉いもち

ほ場抵抗性は極強、白葉枯病抵抗性品種群別は金南風群、白葉枯病ほ場抵抗性は中、し

ま葉枯病抵抗性品種群別は日本水稲型（＋）である。

「はまさり」及び「クサホナミ」と比較して、稈が長いこと、穎色が黄金色であるこ

と、玄米の色が暗褐であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構

茨城県つくば市観音台三丁目１番地１

国立大学法人東京農工大学

東京都府中市晴見町３丁目８番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

加藤浩 安東郁男 平林秀介 出田収 竹内善信 平山正賢 太田久稔 佐藤宏之

井邊時雄 根本博 堀末登 高舘正男 坂井真 田村和彦 青木法明 大川泰一

郎 石原邦 中川宣興 石井卓朗 飯田修一 前田英郎

７ 出願公表の年月日 平成１８年８月１４日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成３年に東京農工大学農学部（現国立大学法人東京農工大学農学部、

東京都府中市）において 「中国１１７号」に「コシヒカリ」を交配し、９年に雑種第、

２代で個体選抜を行い、以後、農林水産省中国農業試験場（現独立行政法人農業・食品

産業技術総合研究機構、広島県福山市）及び同農業研究センター（同、茨城県つくばみ

らい市）において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１６７６５号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

すいか シーゼロ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の４倍体の選抜系統を母系とし （ 出願者所有の育成系統×、（

「Paladin ）の選抜後代と「Showing」の選抜後代の交雑後代）の選抜系統を父系とし」

た交雑品種であり、果形は高球形、内果肉の色は紅の品種である。

草姿は普通、草勢は強、子葉の大きさはやや小、主づるの長さはやや長、節数は多、

本葉の形は深、大きさはかなり大、色は緑である。子房の形は短楕円、着果の安定性は

中、果実の形は高球形、基部の形は中、重さはやや軽、花落ち痕の大きさは中、果皮の

地色は緑、網状斑の多少は少、条斑の多少は中、内果肉の色は紅、果肉の硬さは中、繊

維は少、糖度はやや高、１果含有種子数は極少である。種子の形は短楕円、大きさは中、

種皮の地色は赤黄、斑紋・斑点は全面黒点である。早晩性はやや晩、成熟日数は中であ

る。

「コタスセロタ」と比較して、果実の形が高球形であること、果実基部の形が中であ

ること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

シンジェンタシード Ｃｏ．Ｌｔｄ

大韓民国 ソウル ジョンローク コンピュン－ドン ファーストバンク ヘッド

オフィスビル １８階 １００

６ 登録品種の育成をした者の氏名

サン ジェー リー

７ 出願公表の年月日 平成１８年８月１４日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、出願者所有の４倍体の選抜系統を母系とし （ 出願者所有の育成系統×、（

「Paladin ）の選抜後代と「Showing」の選抜後代の交雑後代）の選抜系統を父系とす」

る交雑品種であり、1999年より出願者の温室（大韓民国）において、交配組み合わせ検

定試験を実施し、2002年に目標とする特性であることを確認して育成を完了したもので

ある。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６７６６号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

とうがらし デルシャイン２１６

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、果実は節

成りで果形はベル形、成熟果の色が黄のカラーピーマンである。

草丈はやや高、第１分枝の節位及び角度は中、節間長は長、枝の強度は中である。葉

色は緑、葉の大きさは中、葉柄の長さはかなり短、葉面の平滑度は平滑である。未熟果

の色は淡緑、成熟果の色は黄、果の着生は節成り、着果の向きは下向き、果形はベル形、

果肉の厚さは厚、果の大きさは中、長さは長、太さはかなり太、果頂部の形は凹、果面

の皺は少、心室数は一般に２、光沢は中、果面の条溝の深さは浅、果柄の強さは脆、へ

た離れ及び果皮の硬さは中、果の辛味の発現は無、１果当り種子数は多である。早晩性

はかなり晩である。

「フルーピーイエロー」及び「ソニアゴールド」と比較して、未熟果の色が淡緑であ

ること、果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

日本デルモンテ株式会社 東京都中央区日本橋小網町４番１３号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

小西千秋 稲井秀二 石村英二

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、出願者所有の育成系統を母系及び父系とする交雑品種であり、平成11年

に出願者の温室（群馬県沼田市）において、交配組合せ検定を実施し、16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。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６７６７号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

とうがらし デルシャイン２０８

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、果実は節

成りで果形はベル形、成熟果の色が赤のカラーピーマンである。

草丈はやや高、第１分枝の節位は中、角度はやや狭、節間長はかなり長、枝の強度は

中である。葉色は緑、葉の大きさはやや大、葉柄の長さは短、葉面の平滑度は平滑であ

る。未熟果の色は淡緑、成熟果の色は赤、果の着生は節成り、着果の向きは下向き、果

形はベル形、果肉の厚さは厚、果の大きさは中、長さは長、太さはかなり太、果頂部の

形は凹、果面の皺は少、心室数は一般に４、光沢は中、果面の条溝の深さは浅、果柄の

強さは脆、へた離れ及び果皮の硬さは中、果の辛味の発現は無、１果当り種子数はかな

り多である。早晩性はかなり晩である。

「フルーピーレッド」及び「ソニアレッド」と比較して、未熟果の色が淡緑であるこ

と、果が小さいこと等で 「デルシャイン２１６」と比較して、成熟果の色が赤である、

ことで区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

日本デルモンテ株式会社 東京都中央区日本橋小網町４番１３号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

小西千秋 稲井秀二 石村英二

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、出願者所有の育成系統を母系及び父系とする交雑品種であり、平成11年

に出願者の温室（群馬県沼田市）において、交配組合せ検定を実施し、16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。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６７６８号 平成２０年３月１８日

２ 登録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 みいの夏美（みいのなつみ）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ＫＮ２５号」の変異株であり、種子の色は白、葉形は円で光沢が中、、

晩抽性のバターヘッドタイプの品種である。

タイプの区分はバターである。種子の色は白、子葉の着色は無、大きさはやや大であ

る。植物体の直径は小、結球性は半結球である。葉の形は円、色相は緑系、色の濃淡は

中、着色は無、光沢及び縮みの程度は中、縮みの大きさは大、葉縁の波うちは弱、切れ

込みの有無は無である。早晩性はやや早、抽たい性は晩、レタス根腐病レース１抵抗性

は弱、レタス根腐病レース２抵抗性はやや弱である。

「岡山サラダ菜」及び「サングーリン」と比較して、葉の光沢が強いこと、抽たい性

が晩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氏名及び住所又は居所

香月昭典 福岡県久留米市北野町仁王丸２７０

６ 登録品種の育成をした者の氏名

香月昭典

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10年に育成者のほ場（福岡県久留米市）において 「ＫＮ２５号」、

の変異株を発見、以後、固定を図りながら特性の調査を継続し、16年にその特性が安定

していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「みい夏サラダナ」であった。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６７６９号 平成２０年３月１８日

２ 登録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 みいの冬美（みいのふゆみ）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ＫＮ２５号」の変異株であり、種子の色は黒、葉形は円で光沢が中、、

晩抽性のバターヘッドタイプの品種である。

タイプの区分はバターである。種子の色は黒、子葉の着色は無、大きさは中である。

植物体の直径は小、結球性は半結球である。葉の形は円、色相は緑系、色の濃淡は中、

着色は無、光沢及び縮みの程度は中、縮みの大きさは大、葉縁の波うちは弱、切れ込み

の有無は無である。早晩性はやや早、抽たい性は晩、レタス根腐病レース１抵抗性及び

レース２抵抗性は弱である。

「岡山サラダ菜」及び「四季用秀水」と比較して、種子の色が黒であること、葉の光

沢が強いこと、抽たい性が晩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氏名及び住所又は居所

香月昭典 福岡県久留米市北野町仁王丸２７０

６ 登録品種の育成をした者の氏名

香月昭典

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10年に育成者のほ場（福岡県久留米市）において 「ＫＮ２５号」、

の変異株を発見、以後、固定を図りながら特性の調査を継続し、16年にその特性が安定

していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「みいサラダナ」であった。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６７７０号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

かんきつ 井原日向（いはらひゅうが）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「日向夏」の枝変わりであり、果形が扁球、果実の重さがやや重、果皮、

色が黄の育成地（静岡県賀茂郡東伊豆町）では４月下旬に成熟するかんきつである。

樹姿はやや開張、樹の大きさはやや小、樹勢はやや弱である。枝梢の太さは太、節間

長はやや短、枝梢のとげの多少は多である。葉身の形は紡錘形、波状の程度は弱、葉身

の大きさ及び葉身長は中、葉身幅は狭、網脈の鮮明度はやや明瞭である。翼葉の形は楔

形、葉柄の長さ及び太さは中である。花序の形成は総状、花（花蕾）の重さは重、花弁

の形は紡錘形、長さは中、幅は極広、色は白、数は５枚、花糸の分離の程度は一部合一、

花粉の多少は多である。果実の形は扁球、果形指数は中、果頂部の形は平坦、放射条溝

の有無は有、凹環の有無は不明瞭、果梗部の形は球面、放射条溝の多少は少である。果

心の充実度は密、大きさは極小、果実の重さはやや重、果皮の色は黄、油胞の大きさ及

び密度は中、凹凸は凹、果面の粗滑はやや滑、果皮の厚さは厚、果皮歩合は大、剥皮の

難易は中である。じょうのう膜の硬さ、さじょうの形及び大きさは中、色は黄橙である。

果汁の多少はやや多、甘味はやや高、酸味は極高、香気の多少は中、種子数は多、胚の

数は単胚である。発芽期及び開花期は中、成熟期は晩で育成地においては４月下旬であ

る。隔年結果性は低、浮皮果及び裂果の発生は無、貯蔵性は長である。

「日向夏」と比較して、樹姿がやや開張であること等で 「白鳥日向」と比較して、、

樹勢が強いこと、種子数が多いこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

井原初雄 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本３００番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

井原初雄

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３年に育成者のほ場（静岡県賀茂郡東伊豆町）において 「日向、

夏」の枝変わりを発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、16年にその特性

が安定していることを確認して育成を完了したものである。



- 10 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６７７１号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

かんきつ かんきつ中間母本農７号（かんきつちゅうかんぼほんのう７ごう）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は （ 八朔」×「ヒリュウ ）に「晩白柚」を交配して育成されたものであ、「 」

り、果形が球、果実の重さがやや重、果皮色が黄の育成地（静岡県静岡市）では１月上

旬に成熟する中間母本用のぶんたんである。

樹姿はやや直立、樹の大きさは大、樹勢は強である。枝梢の太さはやや太、節間長は

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

大、葉身長は中、葉身幅は広、網脈の鮮明度は明瞭である。翼葉の形は楔形、葉柄の長

さは長、太さは中である。花序の形成は総状、花（花蕾）の重さは軽、花弁の形はへら

形、長さは短、幅は狭、色は白、数は５枚、花糸の分離の程度は合一、花粉の多少は多

である。果実の形は球、果形指数はやや小、果頂部の形は円、放射条溝及び凹環の有無

は無、果梗部の形は球面、放射条溝の多少はかなり少である。果心の充実度は密、大き

さは小、果実の重さはやや重、果皮の色は黄、油胞の大きさはやや小、密度はやや密、

凹凸は平、果面の粗滑は滑、果皮の厚さは厚、果皮歩合は大、剥皮の難易は難である。

じょうのう膜の硬さは硬、さじょうの形及び大きさは中、色は黄白である。果汁の多少

はやや多、甘味はやや高、酸味は極高、香気の多少は中、種子数は多、胚の数は単胚で

ある。発芽期及び開花期は中、成熟期は早で育成地においては１月上旬である。

「八朔」と比較して、果実の形が球であること、果皮が厚いこと等で 「晩白柚」と、

比較して、果実が軽いこと、果皮が薄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

吉田俊雄 根角博久 野々村睦子 吉岡照高 中嶋直子 國賀武 瀧下文孝

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、静岡県静岡市）において （ 八朔」×「ヒリュウ ）に「晩、「 」

白柚」を交配し、その実生の中から選抜、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１６７７２号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

かんきつ べにばえ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「林温州・福原オレンジＮｏ．９」に「アンコール」を交配して育成さ、

れたものであり、果形が扁球、果実の重さがやや重、果皮色が橙赤の育成地（長崎県南

島原市）では12月中旬に成熟するかんきつである。

樹姿は中間、樹の大きさ及び樹勢は中である。枝梢の太さ、節間長及びとげの多少は

中である。葉身の形は卵形、波状の程度は無、葉身の大きさ及び葉身長は中、葉身幅は

やや狭、網脈の鮮明度はやや明瞭である。翼葉の形は痕跡、葉柄の長さは短、太さは中

である。花序の形成は単生、花（花蕾）の重さは軽、花弁の形は紡錘形、長さは短、幅

は広、色は白、数は５枚、花糸の分離の程度は分離、花粉の多少は中である。果実の形

は扁球、果形指数はやや大、果頂部の形は平坦、放射条溝及び凹環の有無は無、果梗部

の形は球面、放射条溝の多少は少である。果心の充実度は中、大きさは極小、果実の重

さはやや重、果皮の色は橙赤、油胞の大きさは小、密度は中、凹凸は平、果面の粗滑は

滑、果皮の厚さはやや薄、果皮歩合はかなり小、剥皮の難易は中である。じょうのう膜

の硬さは軟、さじょうの形は細長、大きさは中、色は濃橙である。果汁の多少は中、甘

味は高、酸味は中、香気の多少は多、種子数は中、胚の数は単胚である。発芽期は中、

開花期は晩、成熟期はかなり早で育成地においては12月中旬である。隔年結果性は中、

浮皮果の発生は無、裂果の発生は中である。

「麗紅」と比較して、果実の形が扁球であること、果心が小さいこと等で 「マーコ、

ット」と比較して、果実が重いこと、成熟期が早いこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

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

松本亮司 吉岡照高 國賀武 奥代直巳 高原利雄 稗圃直史 山本雅史 今井篤

三谷宣仁 山田彬雄 浅田謙介 池宮秀和 内原茂 吉永勝一

７ 出願公表の年月日 平成１８年３月７日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、昭和60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、長崎県南島原市）において 「林温州・福原オレンジＮｏ．、

９」に「アンコール」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性

の調査を継続し、平成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１６７７３号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

かんきつ ミニマートル１号（ミニマートル１ごう）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「クサイライム」に「マートルリーフオレンジ」を交配して育成された、

ものであり、果形が球、果実の重さが極軽、果皮色が赤橙の育成地（静岡県静岡市）で

は３月中旬に成熟する観賞用のかんきつである。

樹姿は中間、樹の大きさは小、樹勢は弱である。枝梢の太さは極細、節間長は極短、

枝梢のとげの多少は無である。葉身の形は紡錘形、波状の程度は無、大きさは極小、葉

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

は極短、太さは極細である。花序の形成は単生、花（花蕾）の重さは極軽、花弁の形は

紡錘形、長さは短、幅は中、色は白、数は５枚、花糸の分離の程度は一部合一、花粉の

多少はやや少である。果実の形は球、果形指数はやや小、果頂部の形は平坦、放射条溝

及び凹環の有無は無、果梗部の形はやや凹、放射条溝の多少は無である。果心の充実度

は中、大きさは小、果実の重さは極軽、果皮の色は赤橙、油胞の大きさは大、密度はか

なり疎、凹凸は凹、果面の粗滑はやや粗、果皮の厚さは薄、果皮歩合は極大、剥皮の難

易はやや易である。じょうのう膜の硬さはやや硬、さじょうの形は短、大きさはやや小、

色は橙である。果汁の多少は少、甘味は中、酸味は極高、香気及び種子数は少、胚の数

は単胚である。発芽期は中、開花期はやや晩、成熟期は中で育成地においては３月中旬

である。隔年結果性は中、浮皮果及び裂果の発生は無、貯蔵性は中である。

「マートルリーフオレンジ」と比較して、果心が小さいこと、果実が軽いこと等で、

「クサイライム」と比較して、果実が軽いこと、果皮の色が赤橙であること等で区別性

が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

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

吉田俊雄 根角博久 上野勇 伊藤祐司 吉岡照高

７ 出願公表の年月日 平成１８年３月７日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、昭和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、静岡県静岡市）において 「クサイライム」に「マートルリ、

ーフオレンジ」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査

を継続し、平成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１６７７４号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

かんきつ 完太郎（かんたろう）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者が採種した実生個体から選抜して育成されたものであり、果形が

扁球、果実の重さが重、果皮色が橙の育成地（愛媛県松山市）では12月中旬に成熟する

かんきつである。

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

げの多少は中である。葉身の形は紡錘形、波状の程度は弱、大きさは小、葉身長は中、

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

は細である。花序の形成は単生、花（花蕾）の重さは重、花弁の形は紡錘形、長さは短、

幅は広、色は白、数は５枚、花糸の分離の程度は一部合一、花粉の多少は中である。果

実の形は扁球、果形指数は中、果頂部の形は陥没、放射条溝及び凹環の有無は無、果梗

部の形は切平面、放射条溝の多少は中である。果心の充実度は粗、大きさはやや大、果

実の重さは重、果皮の色は橙、油胞の大きさは中、密度は疎、凹凸は凸、果面の粗滑は

中、果皮の厚さは厚、果皮歩合は大、剥皮の難易は中である。じょうのう膜の硬さ、さ

じょうの形及び大きさは中、色は黄橙である。果汁の多少は中、甘味は高、酸味は中、

香気の多少は少、種子数はかなり少、胚の数は単胚である。発芽期及び開花期は中、成

熟期はかなり早で育成地においては12月中旬である。隔年結果性は中、浮皮果及び裂果

の発生は無、貯蔵性は中である。

「西之香」及び「天草」と比較して、果皮が厚いこと、さじょうの色が黄橙であるこ

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氏名及び住所又は居所

重松明 愛媛県松山市佐古１８５

６ 登録品種の育成をした者の氏名

重松明

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、育成者のほ場（愛媛県松山市）で平成元年頃に育成者が採種した実生個

体の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、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「柑吉」であった。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６７７５号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

かんきつ 公文２号（くもん２ごう）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統の枝変わりであり、果形が扁球、果実の重さが中、

果皮色が黄の育成地（高知県香美市）では11月下旬に成熟する香酸かんきつ類である。

樹姿は直立、樹の大きさ及び樹勢は中である。枝梢の太さは細、節間長は短、とげの

多少は多である。葉身の形は卵形、波状の程度は弱、葉身の大きさ及び葉身長は中、葉

身幅は狭、網脈の鮮明度は明瞭である。翼葉の形は紡錘形、葉柄の長さは長、太さは細

である。花序の形成は単生、花（花蕾）の重さは重、花弁の形は紡錘形、長さ及び幅は

中、色は白、数は５枚、花糸の分離の程度は合一、花粉の多少は多である。果実の形は

扁球、果形指数はやや大、果頂部の形は平坦、放射条溝の有無は無、凹環の有無は有、

果梗部の形はやや凹、放射条溝の多少は多である。果心の充実度は粗、大きさ及び果実

の重さは中、果皮の色は黄、油胞の大きさ及び密度は中、凹凸は凹、果面の粗滑は粗、

果皮の厚さは極厚、果皮歩合は極大、剥皮の難易はやや易である。じょうのう膜の硬さ

は軟、さじょうの形及び大きさは中、色は黄橙である。果汁の多少は中、甘味はやや低、

酸味は中、香気及び種子数は多、胚の数は多胚である。発芽期、開花期及び成熟期は中

で育成地においては11月下旬である。隔年結果性はやや高、浮皮果の発生及び貯蔵性は

中である。

「公文系１号」と比較して、果皮の色が黄であることで 「田中系」と比較して、果、

皮の色が黄であること、果皮が厚いこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

公文宏明 高知県香美市物部町頓定２７１番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

公文宏明 公文靖

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11年に育成者のほ場（高知県香美市）において、育成者所有のゆず

の育成系統の中から枝変わりを発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、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「公文系２号」であった。



- 15 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６７７６号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

かんきつ みえ紀南１号（みえきなん１ごう）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「崎久保早生」の珠心胚実生から育成されたものであり、果形が扁平、、

果実の重さが中、果皮色が濃橙の育成地（三重県南牟婁郡御浜町）では10月上旬に成熟

する温州みかんである。

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

とげの多少はやや多である。葉身の形は紡錘形、波状の程度は弱、大きさは大、葉身長

は長、葉身幅は広、網脈の鮮明度は明瞭である。翼葉の形は痕跡、葉柄の長さ及び太さ

は中である。花序の形成は単生、花（花蕾）の重さは中、花弁の形は紡錘形、長さ及び

幅は中、色は白、数は５枚である。果実の形は扁平、果形指数はやや大、果頂部の形は

平坦、放射条溝の有無は無、凹環の有無は不明瞭、果梗部の形はやや凹、放射条溝の多

少は無である。果心の充実度は粗、大きさ及び果実の重さは中、果皮の色は濃橙、油胞

の大きさはやや大、密度は疎、凹凸は平、果面の粗滑はやや滑、果皮の厚さ及び果皮歩

合は中、剥皮の難易は易である。じょうのう膜の硬さは軟、さじょうの形及び大きさは

中、色は濃橙である。果汁の多少及び甘味は中、酸味は低、香気の多少は中、種子数は

無である。発芽期及び開花期は早、成熟期は早で育成地においては10月上旬である。隔

年結果性は中、浮皮果の発生は少、裂果の発生は無である。

「崎久保早生」と比較して、さじょうの色が濃橙であること、甘味が高いこと等で、

「宮本」と比較して、果心の充実度が粗であること、甘味が高いこと等で区別性が認め

られる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

三重県 三重県津市広明町１３番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

大野秀一 前博視 市ノ木山浩道 上西啓資

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５年に三重県農業技術センター（現三重県科学技術振興センター農

業研究部、南牟婁郡御浜町）において 「崎久保早生」の珠心胚実生の中から選抜、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「三重かんきつ１号」であった。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６７７７号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

かんきつ 日南早生（にちなんわせ）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「日南１号」の枝変わりであり、果形が扁平、果実の重さが中、果皮色、

が濃橙の育成地（宮崎県日南市）では10月上旬に成熟する温州みかんである。

草姿はやや開張、樹の大きさはやや小、樹勢はやや弱である。枝梢の太さは太、節間

長は長、枝梢のとげの多少は無である。葉身の形は紡錘形、波状の程度はかなり弱、葉

身の大きさは中、葉身長は長、葉身幅は広、網脈の鮮明度は明瞭である。翼葉の形は痕

跡、葉柄の長さは及び太さは中である。花序の形成は単生、花（花蕾）の重さは重、花

弁の形は紡錘形、長さ及び幅は中、色は白、数は５枚、花糸の分離の程度は一部合一、

花粉の多少は無である。果実の形は扁平、果形指数はやや大、果頂部の形は平坦、放射

条溝の有無は無、凹環の有無は不明瞭、果梗部の形は切平面、放射条溝の多少は無であ

る。果心の充実度はやや密、大きさは小、果実の重さは中、果皮の色は濃橙、油胞の大

きさはやや大、密度は疎、凹凸は凹、果面の粗滑はやや滑、果皮の厚さ及び果皮歩合は

中、剥皮の難易は易である。じょうのう膜の硬さはやや軟、さじょうの形及び大きさは

中、色は濃橙である。果汁の多少及び甘味は中、酸味は低、香気の多少は中、種子数は

無である。発芽期及び開花期は早、成熟期はかなり早で育成地においては10月上旬であ

る。隔年結果性は低、浮皮果の発生は多、裂果の発生は無、その他の生理障害（す入

り）はかなり少、貯蔵性は短である。

「日南１号」と比較して、油胞の密度が疎であること、浮皮果の発生が多いこと等で、

「日南姫」と比較して、果実が重いこと、果面の粗滑がやや滑であ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

はまゆう農業協同組合 宮崎県日南市吾田東２丁目５番１５号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

安田政輝

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４年に育成者のほ場（宮崎県日南市）において 「日南１号」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。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６７７８号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ブルーベリー フクベリー

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ウッダード」の偶発実生であり、果形は扁円、果皮の色は明青、育成、

地（東京都練馬区）において７月下旬に成熟する晩生種である。

樹姿はかなり開張、樹の大きさは大、樹勢は強である。新梢の長さは中、太さは細、

休眠枝の色は灰赤、分枝性は中、節間長は長である。葉形は狭長だ円、先端部及び基部

の形は鋭形、葉色は緑、葉の大きさは中、葉身の波曲は無、鋸歯の有無は有である。花

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

有、花柱の長さは長、着花数は少である。果房の長さは中、粗密は粗、果形は扁円、果

実の大きさはやや大、果皮の色は明青、果粉の多少は多、萼の開閉は閉鎖、萼あの大き

さは中、深さはやや深、形は円形、果柄痕の大きさ及び肉質は中、果肉の色は白である。

甘味及び酸味は多、香気は有、種子の多少は中である。発芽期及び開花期は中、成熟期

はかなり晩、収穫期間はかなり長、紅葉性は暗紅、脱粒性は難、裂果性は中、日持ち性

はかなり良である。

「ウッダード」及び「ティフブルー」と比較して、成熟期が晩いこと等で区別性が認

められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

福田俊 東京都練馬区中村北１丁目１９番３号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

福田俊

７ 出願公表の年月日 平成１８年８月１４日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成８年に育成者のほ場（東京都練馬区）において 「ウッダード」の、

偶発実生を発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、14年にその特性が安定

していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「ふく」であった。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６７７９号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ぶどう クイーンデラ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「デラウェア」の枝変わりであり、果皮の色が赤褐、果粒が円で小粒の、

育成地（山形県山形市）では７月下旬に成熟する早生種である。

樹の広がり及び樹勢は中である。熟梢の太さは太、色は暗褐、節間横断面の形は扁平、

表面の形状は滑、幼梢先端の色は赤～紫赤、巻きひげの着生は２である。花穂の着生数

は中、花性は両性、花粉の多少は中である。成葉葉身の形は五角形、裂片数は３片、葉

身横断面の形は樋状、葉縁鋸歯の形は両側直線、葉柄裂刻及び成葉上裂刻の一般的な形

は開く、成葉の大きさは中、上面の色は暗緑、葉柄の色は淡紅、成葉の下面葉脈間及び

下面主脈上の綿毛の密度は粗、葉柄の綿毛の密度は無～極粗、中肋に対する葉柄の長さ

の比及び葉柄の太さは中である。穂梗の太さ及び長さは中、色は淡緑である。果房の形

は有岐円筒、大きさ及び長さは中、着粒の粗密はやや密、果梗の太さは中、長さは短、

色は黄緑である。果粒の形は円、大きさは小、果皮の色は赤褐、果粉の多少は多、果皮

の厚さは中、果皮と果肉の分離性は易、果肉の色は不着色、肉質は中間、甘味は高、酸

味は少、渋味は無～極少、香気は無、果汁の多少は多、種子の数、形及び大きさは中で

ある。発芽期はやや早、開花期は中、成熟期は早で育成地においては７月下旬である。

果実の着色の難易は散光着色、花振いの多少は少、無核果粒の混入は無～極少、裂果の

多少は少である。

「デラウェア」と比較して、果房が大きいこと、果粉が多いこと等で 「キングデ、

ラ」と比較して、葉柄の色が淡紅であること、種子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氏名及び住所又は居所

渡辺宗一 山形県山形市大字長谷堂４４８９－２

６ 登録品種の育成をした者の氏名

渡辺宗一

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10年に育成者のほ場（山形県山形市）で「デラウェア」の枝変わり

を発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、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１６７８０号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ぶどう デラウェア美芳（デラウェアみほう）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「デラウェア」の枝変わりであり、果皮の色が赤褐、果粒が円でやや小、

粒の育成地（大阪府羽曳野市）では６月上旬に成熟する早生種である。

樹の広がり及び樹勢は中である。熟梢の太さは中、色は暗褐、節間横断面の形は楕円、

表面の形状は細溝あり、幼梢先端の色は赤～紫赤、巻きひげの着生は２である。花穂の

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

３片、葉身横断面の形は樋状、葉縁鋸歯の形は両側直線、葉柄裂刻の一般的な形は開く、

成葉上裂刻の一般的な形は閉じる、成葉の大きさは小、上面の色は暗緑、葉柄の色は淡

紅、成葉の下面葉脈間及び下面主脈上の綿毛の密度はかなり粗、葉柄の綿毛の密度は無

～極粗、中肋に対する葉柄の長さの比は中、葉柄の太さはやや細である。穂梗の太さは

中、長さは短、色は淡緑である。果房の形は有岐円筒、大きさはやや小、長さは短、着

粒の粗密は密、果梗の太さはやや細、長さは中、色は黄緑である。果粒の形は円、大き

さはやや小、果皮の色は赤褐、果粉の多少及び果皮の厚さは中、果皮と果肉の分離性は

易、果肉の色は不着色、肉質は塊状、甘味は高、酸味は中、渋味は無～極少、香気は無、

果汁の多少は中、種子の数は少、形は短、大きさは大である。発芽期は早、開花期は中、

成熟期は早で育成地においては６月上旬である。

「デラウェア」と比較して、果房及び種子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氏名及び住所又は居所

麻野芳一 大阪府羽曳野市駒ヶ谷１０３０－１

６ 登録品種の育成をした者の氏名

麻野芳一

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15年に育成者のほ場（大阪府羽曳野市）において 「デラウェア」、

の枝変わりを発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、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１６７８１号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ぶどう ビジュノワール

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「山梨２７号」に「マルベック」を交配して育成されたもので、果皮の、

色が青黒又は紫黒、果粒が円で小粒の育成地（山梨県山梨市）では９月上旬に成熟する

醸造用品種である。

樹の広がりは中、樹勢はやや弱である。熟梢の太さは中、色は褐、節間横断面の形は

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

は両性、花粉の多少は中である。成葉葉身の形は五角形、裂片数は３片、葉身横断面の

形は平、葉縁鋸歯の形は両側直線、葉柄裂刻及び成葉上裂刻の一般的な形は開く、成葉

の大きさは中、上面の色は緑、葉柄の色は淡紅、下面葉脈間の綿毛の密度はかなり粗、

下面主脈上及び葉柄の綿毛の密度は無～極粗、中肋に対する葉柄の長さの比は短、葉柄

の太さは細である。穂梗の太さ及び長さは中、色は淡緑である。果房の形は有岐円錐、

大きさは中、長さは短、着粒の粗密は密、果梗の太さは細、長さは短、色は黄緑である。

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

中、果皮と果肉の分離性は易、果肉の色は不着色、肉質は塊状、甘味はかなり高、酸味

は少、渋味は無～極少、香気は無、果汁の多少、種子の数及び形は中、大きさはやや小

である。発芽期及び開花期はやや晩、成熟期はやや早で育成地においては９月上旬であ

る。果実の着色の難易は散光着色、花振いの多少は少、無核果粒の混入は無～極少、裂

果の多少は少、果梗の強さは強、果梗と果粒の分離は中である。

「メルロ」と比較して、果房の形が有岐円錐であること、果皮と果肉の分離性が易で

あること等で 「カベルネ・ソーヴィニヨン」と比較して、果皮と果肉の分離性が易で、

あること、成熟期が早いこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

山梨県 山梨県甲府市丸の内１丁目６番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

齋藤寿広 宇土幸伸 小池浩一 齊藤典義 精進剛 三宅正則 近藤真理 安藤隆

夫 別所英男 平林利郎 小澤俊治 古屋清

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、昭和60年に山梨県果樹試験場（山梨市）において 「山梨２７号」に、

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

を継続し、平成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。



- 21 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６７８２号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

うめ みなべ２１

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「南高」のほ場で発見された変異樹であり、果形が短楕円、果実の大き、

さがやや小の育成地（和歌山県日高郡みなべ町）では６月中旬に成熟する中生種である。

樹姿は開張、樹の大きさは中、樹勢は強である。枝梢の太さ及び節間長は中、枝梢の

色は紅緑である。葉身の形は広楕円、葉身先端の形は漸鋭尖、葉の大きさは大、幼葉の

色は淡紅緑である。花形は一重、花及び花弁の大きさは中、色は白、数は５枚、花粉の

多少は多、がくの色は淡紅である。果実の外観は短楕円、果頂部の形は平、果頂の凹み

は浅、梗あの深さ及び広さは中、赤道部縫合線の深さは浅、扁肉果の多少は少、果実の

大きさはやや小、果皮の地色は淡緑黄、着色は少、濃さは中、着色の形は陽光面、果肉

の色は淡緑黄、厚さは中である。核と果肉の粘離は粘核、核の形は短楕円、大きさは中、

色は淡褐である。成熟期は中である。

「南高」と比較して、葉身が広楕円であること、果実が小さいこと等で 「小粒南、

高」と比較して、葉身が広楕円であること、核の形が短楕円であ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

みなべ町 和歌山県日高郡みなべ町芝７４２

６ 登録品種の育成をした者の氏名

林勇孝 林秀行 卯辰寿男 平喜之 林尚和

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、昭和50年頃に育成者の「南高」のほ場（和歌山県日高郡みなべ町）にお

いて変異樹を発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、平成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１６７８３号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

もも 友黄（ともき）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「黄金桃」の変異樹であり、果実の大きさがやや大、果実の形が円形、、

果皮を被う色の多少が中、果肉の地色が黄色で育成地（福島県福島市）では７月中旬に

成熟する品種である。

樹姿は開張、樹の大きさは中、樹勢は弱である。葉身長及び葉身幅は中、葉身の色は

緑色、蜜腺の形は球～腎臓形である。花の咲き型は普通咲、がく筒内壁の色は橙色、花

の大きさは中、花弁の色は淡桃色、花形は一重、花弁の大きさは大、形は楕円形、波打

ち及び花粉の有無は有である。果実の大きさはやや大、形は円形、果頂の形は広浅凹、

縫合線の深さは浅、梗あの広さはやや広、深さは中、果皮の地色は黄色、被う色は淡赤

色、被う色の多少は中、色の型はべた状（全面 、毛じの有無と密度はやや密、果皮の）

付着性は弱、果肉の地色は黄色、果肉内及び核周辺の着色は極少、果肉の粗密は中、果

汁の多少は多、甘味は中、酸味はやや多、渋味はかなり少、香気は中である。核の大き

さは大、形は楕円形、果肉との粘離は粘核、褐色の濃淡はやや淡、核割れは中である。

発芽期及び開花盛期は中、成熟日数はやや短である。

「日川白鳳」と比較して、果皮及び果肉の地色が黄色であること等で 「黄金桃」と、

比較して、核の形が楕円形であること、成熟日数が短いこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

横江芳夫 福島県福島市飯坂町湯野字熊ノ脇３番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

横江芳夫

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６年に育成者のほ場（福島県福島市）において 「黄金桃」の変異、

樹を発見、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１６７８４号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

もも 紅沖根（べにおきね）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「あかつき」の変異樹であり、果実の大きさが大、果実の形が扁円形、、

果皮を被う色の多少がやや多、果肉の地色が白色で育成地（福島県福島市）では９月下

旬に成熟する品種である。

樹姿、樹の大きさ及び樹勢は中である。葉身長及び葉身幅は中、葉身の色は緑色、蜜

腺の形は球～腎臓形である。花の咲き型は普通咲、がく筒内壁の色は緑黄色、花の大き

さは中、花弁の色は淡桃色、花形は一重、花弁の大きさは中、形は楕円形、波打ち及び

花粉の有無は有である。果実の大きさは大、果実の形は扁円形、果頂の形は平、縫合線

の深さは中、梗あの広さはやや広、深さはやや深、果皮の地色は乳白色、被う色は赤色、

被う色の多少はやや多、色の型はぼかし状、果皮の毛じの有無と密度はやや密、果皮の

付着性は強、果肉の地色は白色、果肉内の着色は多、核周辺の着色は中、果肉の粗密は

やや密、繊維は中、果汁の多少はやや少、甘味は多、酸味はやや多、渋味はやや少、香

気は少である。核の大きさは中、形は長楕円形、果肉との粘離は粘核、核の褐色の濃淡

はやや淡、核割れは多である。発芽期及び開花盛期は中、成熟日数はやや短、裂果は無

･微である。

「あかつき」と比較して、成熟日数が短いこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

紺野渉 福島県福島市平野字遠原３０番地１４号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

紺野渉

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４年に育成者のほ場（福島県福島市）において 「あかつき」の変、

異樹を発見、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１６７８５号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

もも 紅晩夏（べにばんか）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「紅錦香」に「フレーバートップ」を交配して育成されたものであり、、

果実の大きさが極大、果実の形が円形、果皮を被う色の多少がかなり多、果肉の地色が

白色で育成地（長野県須坂市）では９月上旬に成熟する品種である。

樹姿はやや直立、樹の大きさ、樹勢及び新梢の紅色素は中である。葉身長はやや長、

葉身幅は中、葉身の色は緑色、蜜腺の形は球～腎臓形である。花の咲き型は普通咲、花

弁の色は桃色、花形は一重、花弁の形は楕円形、波打ちは有、花粉の有無は無である。

果実の大きさは極大、形は円形、果頂の形は広浅凹、縫合線の深さはやや浅、梗あの広

さはやや広、深さは深、果皮の地色は緑白色、被う色は濃赤色、被う色の多少はかなり

多、型はぼかし状、毛じの有無と密度は粗、果皮の付着性は中、果肉の地色は白色、果

肉内の着色は少、核周辺の着色は中、果肉の粗密はやや粗、繊維は中、果汁の多少は多、

甘味はやや多、酸味及び渋味はかなり少、香気は中である。核の大きさは極大、形は楕

円形、果肉との粘離は粘核、褐色の濃淡はかなり濃、核割れは少である。発芽期は晩、

開花盛期はやや晩、成熟日数は極長、早期落果は中、後期落果は少、裂果は無･微であ

る。

「ゆうぞら」及び「あぶくま」と比較して、果実が大きいこと、果肉が粗であること

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

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

田尻勝博 宮澤孝幸 塚原一幸 小松宏光 堀茂樹 峯村万貴

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４年に長野県果樹試験場（須坂市）において 「紅錦香」に「フレ、

ーバートップ」を交配し、その実生の中から選抜、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「紅涼夏」であった。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６７８６号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

りんご 千ちゃん（せんちゃん）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「千秋」の自然交雑実生から育成されたものであり、果形が円、大きさ、

が極小、果皮を被う色が赤の育成地（長野県上伊那郡中川村）では10月中旬に成熟する

中生種である。

樹のタイプは普通型、樹姿は中間、樹勢は中である。枝梢の太さは細、節間長は短、

皮目の大きさ及び多少は中である。えき花芽の着生は中である。葉身長は短、葉形は中

間、葉色は緑、たく葉の形は線形、長さ及び葉柄の長さは短、太さは細である。花の大

きさは小、花色は淡桃、花弁の形は卵、やくの色は黄である。果形は円、王冠は無、が

くの開閉は閉、がくあの深さは浅、幅は狭、こうあの深さは浅、幅は狭、果実の大きさ

は極小、果皮の地色は黄、被う色は赤、果実を被う色の量及び濃さは中、色の型は少、

さびの位置は全面、量は中、さび状果点は有、果点の大きさ及び密度は中、スカーフス

キン及び果皮のろう質は少、粗滑の程度は中である。果梗の長さは短、太さは細、肉こ

うの有無は有である。果心の形は円、大きさは大、果肉の色は黄白、果肉の褐変化はか

なり強、硬さはやや硬、肉質は粗、蜜の多少は極少、甘味は高、酸味は中、渋味は極弱、

香気は少、果汁の多少は中、種子の形は倒卵、大きさは小である。発芽期は中、開花期

は早、成熟期は中で育成地においては10月中旬である。結果の早晩は早、後期落果は極

少、普通貯蔵及び冷蔵貯蔵は長、心かびの発生は極少である。

「シナノスイート」と比較して、果実が小さいこと、酸味が強いこと等で 「アルプ、

ス乙女」と比較して、王冠が無いこと、果実を被う色の量が少ないこと等で区別性が認

められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社小町園 長野県上伊那郡中川村片桐６６２６番地２

６ 登録品種の育成をした者の氏名

松澤孝

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年に出願者のほ場（長野県上伊那郡中川村）において 「千秋」、

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。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６７８７号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

りんご あおり２７

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「金星」に「マヘ７」を交配して育成されたものであり、果形が扁円、、

大きさが中、果皮を被う色が紫紅の育成地（青森県黒石市）では10月中旬に成熟する中

生種である。

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

目の大きさはやや大、多少は多である。えき花芽の着生は多である。葉身長は中、葉形

は長、葉色は濃緑、たく葉の形は鎌形、長さは短、葉柄の長さは及び太さは中である。

花の大きさは中、花色は濃桃、花弁の形は卵、やくの色は黄である。果形は扁円、王冠

及びがくの開閉は中、がくあの深さはやや浅、幅は広、こうあの深さは中、幅は広、果

実の大きさは中、果皮の地色は黄緑、被う色は紫紅、被う色の濃さは濃、色の型は極少、

さびの位置はこうあ、量は少、さび状果点は有、果点の大きさは大、密度は高、スカー

フスキン及び果皮のろう質は少、粗滑の程度は中である。果梗の長さはやや長、太さは

中、肉こうの有無は有である。果心の形は広楕円、大きさは小、果肉の色は黄白、果肉

の褐変化は極弱、硬さは硬、肉質は粗、蜜の多少は極少、甘味は高、酸味及び渋味は弱、

香気及び果汁の多少は多、種子の形は倒卵、大きさは小である。発芽期及び開花期はや

や早、成熟期は中で育成地においては10月中旬である。結果の早晩は早、後期落果は極

少、普通貯蔵及び冷蔵貯蔵はやや長、心かびの発生は中である。

「あおり１３」と比較して、果実が小さいこと、蜜が少ないこと等で 「ジョナゴー、

ルド」と比較して、果皮を被う色が紫紅であること、果点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

青森県 青森県青森市長島一丁目１番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤耕 今智之 赤田朝子 工藤剛 石山正行 北山弘 鈴木長蔵 山田三智穂

町田郁夫

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、昭和58年に青森県りんご試験場（現青森県農林総合研究センターりんご

試験場、黒石市）のほ場において 「金星」に「マヘ７」を交配し、その実生の中から、

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１６７８８号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

りんご あおり２１

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ふじ」に「レイ８」を交配して育成されたものであり、果形が長円、、

大きさが大、果皮を被う色が赤の育成地（青森県黒石市）では10月下旬に成熟する晩生

種である。

樹のタイプは普通型、樹姿は中間、樹勢は中である。枝梢の太さはやや太、節間長は

短、皮目の大きさはやや小、多少は多である。えき花芽の着生は中である。葉身長は短、

葉形は中間、葉色は緑、たく葉の形は鎌形、長さは短、葉柄の長さ及び太さは中である。

花の大きさは中、花色は淡桃、花弁の形は卵、やくの色は淡黄である。果形は長円、王

冠は弱、がくの開閉は閉、がくあの深さはやや浅、幅及びこうあの深さは中、幅は広、

果実の大きさは大、果皮の地色は黄、被う色は赤、被う色の濃さ及び色の型は中、さび

の位置はこうあ、量は中、さび状果点は無、果点の大きさは中、密度は低、スカーフス

キンは中、果皮のろう質は少、粗滑の程度は滑である。果梗の長さは長、太さは太、肉

こうの有無は無である。果心の形は広楕円、大きさは中、果肉の色は黄白、果肉の褐変

化は強、硬さは極硬、肉質は密、蜜の多少は少、甘味は高、酸味は強、渋味は弱、香気

は少、果汁の多少はやや多、種子の形は倒卵、大きさは小である。発芽期及び開花期は

中、成熟期は晩で育成地においては10月下旬である。結果の早晩は中、後期落果は極少、

普通貯蔵及び冷蔵貯蔵は極長、心かびの発生は極少である。

「ふじ」と比較して、果肉が硬いこと、蜜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

青森県 青森県青森市長島一丁目１番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤耕 今智之 赤田朝子 工藤剛 石山正行 北山弘 鈴木長蔵 山田三智穂

町田郁夫

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、昭和59年に青森県りんご試験場（現青森県農林総合研究センターりんご

試験場、黒石市）のほ場において 「ふじ」に「レイ８」を交配し、その実生の中から、

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１６７８９号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

りんご きらり

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ふじ」の自然交雑実生から育成されたものであり、果形が円、大きさ、

が中、果皮を被う色が赤の育成地（茨城県久慈郡大子町）では10月中旬に成熟する中生

種である。

樹のタイプは普通型、樹姿は開張、樹勢は中である。枝梢の太さは中、節間長はやや

短、皮目の大きさは中、多少は多、えき花芽の着生は中である。葉身長はやや短、葉形

は長、葉色は緑、たく葉の形は鎌形、長さ、葉柄の長さ及び太さは中である。花の大き

さはやや小、花色は淡桃、花弁の形は長円である。果形は円、王冠は無、がくの開閉は

開、がくあの深さは中、幅は広、こうあの深さは中、幅は狭、果実の大きさは中、果皮

の地色は黄、被う色は赤、被う色の濃さは淡、色の型はかなり少、さびの位置はこうあ、

量は中、さび状果点は無、果点の大きさは中、密度は低、スカーフスキンは極少、果皮

のろう質は少、粗滑の程度は粗である。果梗の長さ及び太さは中、肉こうの有無は有で

ある。果心の形は短円、大きさは中、果肉の色は黄白、果肉の褐変化は弱、硬さはやや

硬、肉質及び蜜の多少は中、甘味は高、酸味は弱、渋味は極弱、香気及び果汁の多少は

多、種子の形は倒卵、大きさは中である。発芽期、開花期及び成熟期は中で育成地にお

いては10月中旬である。結果の早晩は中、後期落果は極少、普通貯蔵及び冷蔵貯蔵は長、

心かびの発生は極少である。

「ふじ」及び「王林」と比較して、果形が円であること、果皮の地色が黄であること

等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

有賀公則 茨城県久慈郡大子町小生瀬４３５０－１

６ 登録品種の育成をした者の氏名

有賀公則

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５年に育成者のほ場（茨城県久慈郡大子町）において「ふじ」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、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１６７９０号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

りんご 夏明（なつあかり）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「さんさ」に「陽光」を交配して育成されたものであり、果形が円錐、、

大きさがやや小、果皮を被う色が赤の育成地（長野県長野市）では８月上旬に成熟する

かなり早生種である。

樹のタイプは普通型、樹姿は中間、樹勢は中である。枝梢の太さは中、節間長はやや

短、皮目の大きさは小、多少は多である。葉身長は短、葉形は長、葉色は緑、たく葉の

形は線形、長さは中、葉柄の長さは長、太さは中である。花の大きさは中、花色は淡桃、

花弁の形は卵、やくの色は黄である。果形は円錐、王冠は無、がくの開閉は開、がくあ

の深さはやや浅、幅は中、こうあの深さは浅、幅はやや狭、果実の大きさはやや小、果

皮の地色は黄緑、被う色は赤、被う色の濃さ及び色の型は中、さびの量はかなり少、さ

び状果点は有、果点の大きさは中、密度は低、スカーフスキンは少、果皮のろう質及び

粗滑の程度は中である。果梗の長さは短、太さは太、肉こうの有無は有である。果心の

形は円錐、大きさはやや小、果肉の色は白、果肉の褐変化、硬さ及び肉質は中、蜜の多

少は極少、甘味はやや高、酸味はやや強、渋味は極弱、香気は中、果汁の多少は多、種

子の形は倒卵、大きさは小である。発芽期は中生、開花期は中、成熟期はかなり早で育

成地においては８月上旬である。結果の早晩は中、後期落果はやや多、普通貯蔵及び冷

蔵貯蔵は中、心かびの発生は極少である。

「さんさ」及び「つがる」と比較して、果実が小さいこと、成熟期が早いこと等で区

別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

小口吉寿朗 長野県長野市大字津野６５９－１

６ 登録品種の育成をした者の氏名

小口吉寿朗

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７年に育成者のほ場（長野県長野市）において「さんさ」に「陽

光」を交配し、その実生の中から選抜、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「紅晴香」であった。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６７９１号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

りんご みよしレッド

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「さんさ」の自然交雑実生から育成されたものであり、果形が扁円、大、

きさが中、果皮を被う色が赤の育成地（青森県弘前市）では９月中旬に成熟する早生種

である。

樹のタイプは普通型、樹姿は開張、樹勢は中である。枝梢の太さは細、節間長及び皮

目の大きさは中、多少は多、毛じの多少はやや多、えき花芽の着生は少である。葉身長

は短、葉形は長、葉色は黄緑、たく葉の形は鎌形、長さは短、葉柄の長さは中、太さは

細である。花色は淡桃、花弁の形は長円、やくの色は淡黄である。果形は扁円、王冠は

かなり弱、がくの開閉は開、がくあの深さ及び幅、こうあの深さ及び幅並びに果実の大

きさは中、果皮の地色は黄緑、被う色は赤、被う色の濃さ及び色の型は中、さびの位置

はがくあ、量は中、さび状果点は無、果点の大きさは小、密度は中、スカーフスキンは

極少、果皮のろう質は少、粗滑の程度は滑である。果梗の長さは中、太さは太、肉こう

の有無は無である。果心の形は広楕円、大きさは中、果肉の色は白、果肉の褐変化はか

なり弱、硬さは中、肉質はやや粗、蜜の多少はかなり少、甘味は中、酸味は弱、渋味は

極弱、香気は少、果汁の多少は多、種子の形は倒卵、大きさは小である。発芽期及び開

花期は中、成熟期は早で育成地においては９月中旬である。結果の早晩は中、後期落果

は極少、普通貯蔵及び冷蔵貯蔵はやや短、心かびの発生は極少である。

「つがる」と比較して、果形が扁円であること、果肉の色が白であること等で 「さ、

んさ」と比較して、枝梢の毛じが多いこと、果形が扁円であること等で区別性が認めら

れる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

佐藤健勝 青森県弘前市大字中畑字和泉７０の１

６ 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤健勝

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４年に育成者のほ場（青森県弘前市）において 「さんさ」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、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「妍祥」であった。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６７９２号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

りんご 夏乙女（なつおとめ）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「さんさ」のほ場（長野県埴科郡坂城町）で発見された偶発実生から育、

成されたものであり、果形が円錐、大きさがやや小、果皮を被う色が赤の育成地（長野

県埴科郡坂城町）では８月上旬に成熟するかなり早生種である。

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

皮目の大きさは小、多少はやや多、えき花芽の着生は多である。葉身長は中、葉形はや

や長、葉色は緑、たく葉の形は鎌形、長さは中、葉柄の長さは長、太さはやや太である。

花の大きさは中、花色は淡桃、花弁の形は長円、やくの色は黄である。果形は円錐、王

冠は弱、がくの開閉は閉、がくあの深さ、幅、こうあの深さ及び幅は中、果実の大きさ

はやや小、果皮の地色は黄緑、被う色は赤、被う色の濃さ及び色の型は中、さびの量は

極少、さび状果点は無、果点の大きさは小、密度は高、スカーフスキンは中、果皮のろ

う質は少、粗滑の程度は滑である。果梗の長さは長、太さは太、肉こうの有無は有であ

る。果心の形は平円、大きさは小、果肉の色は黄白、褐変化、硬さ及び肉質は中、蜜の

多少は極少、甘味は中、酸味は弱、渋味は極弱、香気は少、果汁の多少は多、種子の形

は倒卵、大きさは小である。発芽期は中生、開花期は早、成熟期はかなり早で育成地に

おいては８月上旬である。結果の早晩は早、後期落果は極少である。

「さんさ」及び「つがる」と比較して、果梗が長いこと、成熟期が早いこと等で区別

性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

深井幸年 長野県埴科郡坂城町大字坂城４７０９

６ 登録品種の育成をした者の氏名

深井幸年

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、平成14年に育成者の「さんさ」のほ場（長野県埴科郡坂城町）で発見し

た偶発実生の中から選抜、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。



- 32 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６７９３号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

きんぎょそう ミヨラブミー ピンク

３ 登録品種の特性の概要

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

上唇弁上部が65B（RHS カラーチャート 、中央部が56D、底部中央部が65Aで、下唇弁先）

端部が65B、中央部が65C、底部が3C及び6Aの鉢物及び花壇向きの品種である。

草型はⅤ型、草丈は極低である。茎の太さはかなり細、色は146B（同 、毛の多少は）

多、分枝性は少、節間長は中である。葉形はⅢ型、葉長はかなり短、葉幅はやや狭、葉

の緑色の程度は濃、アントシアニン及び斑入りは無、葉柄の長さはやや短、葉の着生角

度は斜上である。花穂の形は粗、花穂長は短、花間長は中、花形は普通型、上唇弁と下

唇弁の開き程度は中、花の縦径はやや短、横径はかなり短、長さ及び花冠筒部の長さは

やや短、幅は狭である。上唇弁上部の色は65B（同 、中央部の色は56D（同 、底部中央） ）

部の色は65A（同 、下唇弁先端部の色は65B（同 、中央部の色は65C（同 、底部の色は） ） ）

3C（同）及び6A（同 、花冠筒部の色は65C（同）である。上唇弁の形は狭、下唇弁の形）

は中、花弁数は一重、花柄の長さは短、太さはかなり細、色は無、１花穂当たり花らい

数はやや少である。開花の早晩は早である。

「チャイニーズランタン（ピンク 」と比較して、葉長が短いこと、上唇弁の形が狭）

いこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ 東京都世田谷区八幡山２丁目１番８号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

西島朋子

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、12年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６７９４号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

きんぎょそう ミヨラブミー イエロー

３ 登録品種の特性の概要

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

上唇弁上部が157C（RHS カラーチャート 、中央部及び底部中央部が157Cに72Bの条が入）

る、下唇弁先端部が157C、中央部が1D、底部が1Bの鉢物及び花壇向きの品種である。

草型はⅤ型、草丈は極低である。茎の太さはかなり細、色は146C（同 、毛の多少は）

多、分枝性は少、節間長はやや短である。葉形はⅢ型、葉長はかなり短、葉幅はやや狭、

葉の緑色の程度は濃、アントシアニン及び斑入りは無、葉柄の長さは短、葉の着生角度

は斜上である。花穂の形は粗、花穂長は短、花間長はやや長、花形は普通型、上唇弁と

下唇弁の開き程度は中、花の縦径はやや短、横径はかなり短、長さは短、花冠筒部の長

さはやや短、幅は狭である。上唇弁上部の色は157C（同 、中央部及び底部中央部の色）

は157C（同）に72B（同）の条が入る、下唇弁先端部の色は157C（同 、中央部の色は）

1D（同 、底部の色は1B（同 、花冠筒部の色は157C（同）に70B（同）の条が入る。上） ）

唇弁の形及び下唇弁の形は狭、花弁数は一重、花柄の長さはやや短、太さは極細、色は

無、１花穂当たり花らい数は少である。開花の早晩は早である。

「ヤピアー」と比較して、下唇弁中央部の色が1Dであること、上唇弁の形が狭いこと

等で 「ヤカン」と比較して、節間長が長いこと、下唇弁中央部の色が1Dであること等、

で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ 東京都世田谷区八幡山２丁目１番８号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

西島朋子

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、12年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６７９５号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

きんぎょそう サルテリーダ

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、花色は

上唇弁上部及び中央部が60A（RHS カラーチャート 、底部中央部が60Cで、下唇弁先端）

部が60A、中央部が46A、底部が7A及び46Aの鉢物及び花壇向きの品種である。

草型はⅣ型、草丈は極低である。茎の太さはかなり細、色は146C（同 、毛の多少、）

分枝性及び節間長は中である。葉形はⅡ型、葉長はやや短、葉幅及び葉の緑色の程度は

中、アントシアニン及び斑入りは無、葉柄の長さは短、葉の着生角度は水平である。花

穂の形は中、花穂長及び花間長は短、花形は普通型、上唇弁と下唇弁の開き程度は中、

花の縦径はやや長、横径はかなり短、長さ及び花冠筒部の長さは中、幅は狭である。上

唇弁上部及び中央部の色は60A（同 、底部中央部の色は60C（同 、下唇弁先端部の色は） ）

60A（同 、中央部の色は46A（同 、底部の色は7A（同）及び46A（同 、花冠筒部の色は） ） ）

61A（同）である。上唇弁の形及び下唇弁の形は狭、花弁数は一重、花柄の長さはかな

り短、太さは細、色は無、１花穂当たり花らい数はやや少である。開花の早晩はかなり

早である。

「パレットレッド」と比較して、葉形がⅡ型であること、上唇弁の形が狭いこと等で

区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の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

ロバート ピアース

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、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、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１６７９６号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

きんぎょそう サルテブロエ

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、花色は

上唇弁上部及び中央部が32A（RHS カラーチャート 、底部中央部が48Aで、下唇弁先端）

部が31A、中央部が169A、底部が23Aの鉢物及び花壇向きの品種である。

草型はⅣ型、草丈は極低である。茎の太さはかなり細、色は146C（同 、毛の多少及）

び分枝性は中、節間長はやや短である。葉形はⅡ型、葉長はやや短、葉幅及び葉の緑色

の程度は中、アントシアニン及び斑入りは無、葉柄の長さは中、葉の着生角度は水平で

ある。花穂の形は中、花穂長及び花間長は短、花形は普通型、上唇弁と下唇弁の開き程

度は中、花の縦径はやや長、横径は短、長さ及び花冠筒部の長さは中、幅はやや狭であ

る。上唇弁上部及び中央部の色は32A（同 、底部中央部の色は48A（同 、下唇弁先端部） ）

の色は31A（同 、中央部の色は169A（同 、底部の色は23A（同 、花冠筒部の色は185D） ） ）

（同）である。上唇弁の形は狭、下唇弁の形は中、花弁数は一重、花柄の長さはかなり

短、太さはかなり細、色は無、１花穂当たり花らい数は少である。開花の早晩はかなり

早である。

「フローラルシャワー ディープブロンズ」と比較して、上唇弁中央部の色が32Aで

あること、上唇弁の形が狭いこと等で 「モンティゴブロンズ」と比較して、葉形がⅡ、

型であること、下唇弁先端部の色が31Aであること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 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

ロバート ピアース

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、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、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１６７９７号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

きんぎょそう サルテリトピンカ

３ 登録品種の特性の概要

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

上唇弁上部が65C（RHS カラーチャート 、中央部が56D、底部中央部が65Cで、下唇弁先）

端部が65D、中央部が56D、底部が155C及び3Bの鉢物及び花壇向きの品種である。

草型はⅤ型、草丈は極低である。茎の太さはかなり細、色は144A（同 、毛の多少及）

び分枝性は多、節間長は中である。葉形はⅢ型、葉長はやや短、葉幅は中、葉の緑色の

程度は濃、アントシアニン及び斑入りは無、葉柄の長さはやや短、葉の着生角度は水平

である。花穂の形は中、花穂長及び花間長は短、花形は普通型、上唇弁と下唇弁の開き

程度は中、花の縦径はやや短、横径は短、長さ及び花冠筒部の長さは中、幅は狭である。

上唇弁上部の色は65C（同 、中央部の色は56D（同 、底部中央部の色は65C（同 、下唇） ） ）

） ） ）、弁先端部の色は65D（同 、中央部の色は56D（同 、底部の色は155C（同）及び3B（同

花冠筒部の色は65C（同）である。上唇弁の形は広、下唇弁の形は中、花弁数は一重、

花柄の長さは短、太さは細、色は無、１花穂当たり花らい数はやや少である。開花の早

晩はかなり早である。

「モンティゴブラッシュ」及び「フローラルシャワー ラベンダーバイカラー」と比

較して、草型がⅤ型であること、花冠筒部の色が65Cであること等で区別性が認められ

る。

４ 育成者権の存続期間 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

ロバート ピアース

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、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、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１６７９８号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

きんぎょそう サルテウィット

３ 登録品種の特性の概要

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

上唇弁上部が155B（RHS カラーチャート 、中央部が155Bに185Dの条が入る、底部中央）

部及び下唇弁先端部が155B、中央部が157C、底部が157C及び4Aの鉢物及び花壇向きの品

種である。

草型はⅣ型、草丈はかなり低である。茎の太さはかなり細、色は146C（同 、毛の多）

少は多、分枝性は中、節間長はやや長である。葉形はⅡ型、葉長はやや短、葉幅は中、

葉の緑色の程度は濃、アントシアニン及び斑入りは無、葉柄の長さは中、葉の着生角度

は水平である。花穂の形は中、花穂長及び花間長は短、花形は普通型、上唇弁と下唇弁

の開き程度及び花の縦径は中、横径は短、長さ、花冠筒部の長さ及び幅は中である。上

唇弁上部の色は155B（同 、中央部の色は155B（同）に185D（同）の条が入る、底部中）

央部の色及び下唇弁先端部の色は155B（同 、中央部の色は157C（同 、底部の色は157C） ）

（同）及び4A（同 、花冠筒部の色は155B（同）に185D（同）の条が入る。上唇弁の形）

及び下唇弁の形は中、花弁数は一重、花柄の長さは短、太さは細、色は無、１花穂当た

り花らい数は中である。開花の早晩はかなり早である。

「パレットホワイト」と比較して、茎の毛が多いこと、葉柄が長いこと等で区別性が

認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

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

ロバート ピアース

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、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、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１６７９９号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

タゲテス レモンシア

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「レモンマリーゴールド」の変異株であり、草型は直立性、花色は5A、

（RHS カラーチャート）で一重咲きのかなり小輪の花壇向きの品種である。

草型は直立性、草丈は中、株径はかなり狭である。茎径はかなり細、茎の色は黄緑、

縦じわは少、縦じわの色は赤褐色、主軸の稲妻形屈曲の程度は無、一次側枝の発生程度

は極少である。分裂葉の形は卵形、葉の先端葉裂片の先端部分の形は鈍尖、葉の縦横比

）、は中、葉裂数はかなり少、葉身長はかなり短、葉幅はかなり狭、表面の色は138A（同

裏面の色は138B（同)、硬さは中、黒点の数は無、明点の数は中、葉裏の黒点、明点の

葉表への出現性は有である。花形は一重咲、花の大きさはかなり小、厚みは低、舌状花

数は極少、管状花数は多、花弁の形は倒卵形、管状花の発達程度は無、花弁の長さは小、

幅は極狭、外花弁表面の模様は単色、主色は5A（同 、外花弁裏面の模様は単色、主色）

は7C（同 、花首の太さはかなり細、長さは極短、二次側蕾の出現程度はかなり少であ）

る。

「レモンマリーゴールド」と比較して、外花弁表面の主色が5Aであること等で区別性

が認められる。

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

浅野寿晴 岐阜県岐阜市日置江３２３番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

浅野寿晴

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16年に育成者の温室（岐阜県岐阜市）において 「レモンマリーゴ、

ールド」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。

なお、出願時の名称は「レモンフラッシュ」であった。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８００号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ストック 八幡ラベンダー（やわたラベンダー）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統に「シンフォニー ラベンダー」を交配して育成

されたものであり、草型は分枝、花は浅紫色でやや小輪の切花向きの品種である。

草型は分枝、草丈はやや低である。はい軸及び子葉の色は緑である。着葉茎及び花首

部の剛直性は強、分枝の位置は上位、わき芽の発生程度は中である。葉形は中間、下葉

のきょ歯及び欠刻は中、上部葉の長さはやや短、幅はやや広、葉付き角度はやや斜上、

葉数はやや多、葉色は緑、葉の厚さは中、毛じは有である。花穂の形は円すい、花穂上

部の伸び及び花首部の太さは中、花首の長さはやや短、花穂長は中、花間長は長、花の

直径はやや小、花色は浅紫（JHS カラーチャート8603 、八重と一重の花色の差は有、）

一重花の色は明紫（同8604 、花らい時における花弁着色の早晩は中、八重花の花弁長）

はやや短、花弁幅はやや狭、花弁先端部の内曲程度及び花弁のちりめん状のしわの程度

は中、花弁の数はやや多、小花柄長はかなり短、小花柄の着生角度は斜上、花数はやや

少、花の香りは中、開花期は早、八重率はやや高である。

「ラベンダーカル」と比較して、開花期が晩いこと、八重率が高いこと等で 「マリ、

ンチルドレン」と比較して、花首部の剛直性が強いこと、八重率が高いこと等で区別性

が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

坊田繁 千葉県南房総市白浜町滝口５１９８番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

坊田繁

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11年に育成者の温室（千葉県南房総市）において、育成者所有の育

成系統に「シンフォニー ラベンダー」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「ハミング’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１６８０１号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ストック ヤワタホワイト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に「シンフォニー ホワイト」を交配して育成さ

れたものであり、草型は分枝、花はピンク白色でやや小輪の切花向きの品種である。

草型は分枝、草丈はやや低である。はい軸及び子葉の色は緑である。着葉茎及び花首

部の剛直性は強、分枝の位置は上位、わき芽の発生程度は中である。葉形は中間、下葉

のきょ歯は少、欠刻は浅、上部葉の長さは中、幅はやや広、葉付き角度はやや斜上、葉

数はやや多、葉色は緑、葉の厚さは中、毛じは有である。花穂の形は円すい、花穂上部

の伸び及び花首部の太さは中、花首の長さはやや短、花穂長は中、花間長はやや長、花

の直径はやや小、花色はピンク白（JHS カラーチャート0101 、八重と一重の花色の差）

は無、八重花の花弁長はやや短、花弁幅はやや狭、花弁先端部の内曲程度、花弁のちり

めん状のしわの程度及び花弁の数は中、小花柄長はかなり短、小花柄の着生角度は斜上、

花数はかなり少、花の香りは弱、開花期は早、八重率は中である。

「ホワイトカル」と比較して、花数が少ないこと等で 「ハーモニーホワイト」と比、

較して、上部葉の幅が広いこと、花数が少ないこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

坊田繁 千葉県南房総市白浜町滝口５１９８番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

坊田繁

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11年に育成者の温室（千葉県南房総市）において、育成者所有の育

成系統に「シンフォニー ホワイト」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「ハミング ピュアーホワイト」であった。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８０２号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ストック ヤワタホワイト２

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統に「シンフォニー ホワイト」を交配して育成さ

れたものであり、草型は分枝、花はピンク白色でやや小輪の切花向きの品種である。

草型は分枝、草丈はやや低である。はい軸及び子葉の色は緑である。着葉茎及び花首

部の剛直性は強、分枝の位置は上位、わき芽の発生程度はやや多である。葉形は中間、

下葉のきょ歯及び欠刻は中、上部葉の長さは中、幅はやや広、葉付き角度はやや斜上、

葉数はやや多、葉色は緑、葉の厚さは中、毛じは有である。花穂の形は円すい、花穂上

部の伸びは中、花首部の太さはやや細、花首の長さは短、花穂長は中、花間長はやや長、

花の直径はやや小、花色はピンク白（JHS カラーチャート0101 、八重と一重の花色の）

差は無、八重花の花弁長はやや短、花弁幅はやや狭、花弁先端部の内曲程度及び花弁の

ちりめん状のしわの程度は中、花弁の数はやや多、小花柄長は短、小花柄の着生角度は

斜上、花数は少、花の香りは弱、開花期は早、八重率はやや高である。

「スノーフェアリー」と比較して、上部葉の幅が広いこと、八重率が低いこと等で、

「ホワイトカル」と比較して、開花期が晩いこと等で 「ヤワタホワイト１」と比較し、

て、八重率が高いこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

坊田繁 千葉県南房総市白浜町滝口５１９８番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

坊田繁

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11年に育成者の温室（千葉県南房総市）において、育成者所有の育

成系統に「シンフォニー ホワイト」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「ハミング ホワイト」であった。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８０３号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ストック 八幡イエロー（やわたイエロー）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統に「シンフォニー イエロー」を交配して育成さ

れたものであり、草型は分枝、花は淡黄色でやや小輪の切花向きの品種である。

草型は分枝、草丈はやや低である。はい軸及び子葉の色は緑である。着葉茎及び花首

部の剛直性は強、分枝の位置は上位、わき芽の発生程度は中である。葉形は中間、下葉

のきょ歯及び欠刻は中、上部葉の長さはやや短、幅は中、葉付き角度はやや斜上、葉数

はやや多、葉色は緑、葉の厚さは中、毛じは有である。花穂の形は円筒、花穂上部の伸

びは難、花首部の太さはやや細、花首の長さは短、花穂長は中、花間長はやや長、花の

直径はやや小、花色は淡黄（JHS カラーチャート2503 、八重と一重の花色の差は無、）

花らい時における花弁着色の早晩は中、八重花の花弁長はやや短、花弁幅はやや狭、花

弁先端部の内曲程度及び花弁のちりめん状のしわの程度は中、花弁の数はやや多、小花

柄長はかなり短、小花柄の着生角度は斜上、花数はやや少、花の香りは中、開花期はか

なり早、八重率はやや低である。

「イエローチルドレンⅡ」と比較して、花穂の形が円筒であること、花弁の数が多い

こと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

坊田繁 千葉県南房総市白浜町滝口５１９８番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

坊田繁

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11年に育成者の温室（千葉県南房総市）において、育成者所有の育

成系統に「シンフォニー イエロー」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「ハミング イエロー」であった。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８０４号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ストック 八幡ピンク（やわたピンク）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統に「シンフォニー ピンク」を交配して育成され

たものであり、草型は分枝、花は鮮紫ピンク色でやや小輪の切花向きの品種である。

草型は分枝、草丈はやや低である。はい軸及び子葉の色は緑である。着葉茎の剛直性、

花首部の剛直性及びわき芽の発生程度は中である。葉形は中間、下葉のきょ歯、欠刻及

び上部葉の長さは中、幅はやや狭、葉付き角度は斜上、葉数はやや多、葉色は緑、葉の

厚さは中、毛じは有である。花穂の形は円すい、花穂上部の伸びは中、花首部の太さは

やや細、花首の長さは短、花穂長はやや短、花間長はやや長、花の直径はやや小、花色

は鮮紫ピンク（JHS カラーチャート9205 、八重と一重の花色の差は無、花らい時にお）

ける花弁着色の早晩は中、八重花の花弁長はやや短、花弁幅はやや狭、花弁先端部の内

曲程度及び花弁のちりめん状のしわの程度は中、花弁の数はやや多、小花柄長は短、小

花柄の着生角度は斜上、花数はやや少、花の香りは弱、開花期は早、八重率は中である。

「ピンクカル」と比較して、着葉茎及び花首部の剛直性が弱いこと等で 「ローズカ、

ル」と比較して、開花期が晩いこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

坊田繁 千葉県南房総市白浜町滝口５１９８番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

坊田繁

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11年に育成者の温室（千葉県南房総市）において、育成者所有の育

成系統に「シンフォニー ピンク」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「ハミング ピンク」であった。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８０５号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ストック ピーチ チルドレン

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「アプリコット チルドレン Ⅱ」に「ラブリーチルドレン」を交配し、

て育成されたものであり、草型は分枝、花は淡黄ピンク色でやや小輪の切花向きの品種

である。

草型は分枝、草丈はやや低である。はい軸及び子葉の色は緑である。着葉茎及び花首

部の剛直性は弱、分枝の位置は上位、わき芽の発生程度は中である。葉形は細葉、下葉

のきょ歯及び欠刻は中、上部葉の長さはやや短、幅は狭、葉付き角度は斜上、葉数はや

や多、葉色は緑、葉の厚さは中、毛じは有である。花穂の形は円筒、花穂上部の伸びは

中、花首部の太さはやや細、花首の長さは短、花穂長は中、花間長はやや長、花の直径

） 、はやや小、花色は淡黄ピンク（JHS カラーチャート0702 、八重と一重の花色の差は有

一重花の色は淡ピンク（同0402 、花らい時における花弁着色の早晩は中、八重花の花）

弁長はやや短、花弁幅はやや狭、花弁先端部の内曲程度及び花弁のちりめん状のしわの

程度は中、花弁の数は多、小花柄長は短、小花柄の着生角度は斜上、花数はやや少、花

の香りは中、開花期はかなり早、八重率は中である。

「アプリコット チルドレン Ⅱ」と比較して、着葉茎の剛直性が弱いこと等で、

「シンフォニーアプリコット」と比較して、草丈が低いこと、花弁の数が多いこと等で、

「ボーダアプリ」と比較して、上部葉の幅が狭いこと、花穂の形が円筒であること等で

区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

黒川幹 千葉県館山市館山９８１番地の１

６ 登録品種の育成をした者の氏名

黒川幹

７ 出願公表の年月日 平成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年に育成者の温室（千葉県館山市）において 「アプリコット、

チルドレン Ⅱ」に「ラブリーチルドレン」を交配し、その実生の中から選抜、以後、

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

育成を完了したものである。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８０６号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

デルヒニウム バースデーローズ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ミレニアムピンク」の変異株であり、花色は68B（RHS カラーチャー、

ト）で中輪、一重咲の切花向きの品種である。

草型は直立型、草丈は中、茎の長さは長、太さは中、分枝性及び毛は無、色は143D

（同）である。葉の枚数は中、全形はⅡ、長さ及び幅は中、葉柄の有無と長さは短、葉

縁の毛は無、表面の色は137B（同）である。花序の長さは短、幅は中、１花序に着生し

ている小花数は少、小花の密度はやや粗、花の咲き方は普通咲、形は一重咲、花冠の大

きさは中、花柄の長さは長、がく片の数は少、最外層がく片の全形は広卵形、長さ及び

幅は中、表面の着色パターンはⅠ、Ａゾーンの色は68B（同 、がく片の距の有無と長さ）

は中、色は65C（同 、花弁部の大きさは中、花弁数は少、花弁は複色、色は白、２次的）

な色はピンク、葯の色は淡緑、花の香りは有である。繁殖法は種子系、開花期は早であ

る。

「ミレニアムローズ」と比較して、最外層がく片表面のＡゾーンの色が68Bであるこ

と、花弁数が多いこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

福花園種苗株式会社 愛知県名古屋市中区松原二丁目９番２９号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

藤田和義

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（三重県四日市市）において 「ミレニアムピ、

ンク」の変異株を発見、以後、固定を図りながら特性の調査を継続し、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。



- 46 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８０７号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

デルヒニウム バースデーピンク

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ミレニアムピンク」の変異株であり、花色は62C（RHS カラーチャー、

ト）で中輪、一重咲の切花向きの品種である。

草型は直立型、草丈、茎の長さ及び太さは中、分枝性及び毛は無、色は144B（同）で

ある。葉の枚数は中、全形はⅡ、長さ及び幅は中、葉柄の有無と長さはかなり短、葉縁

の毛は無、表面の色はN138B（同）である。花序の長さは長、幅は中、１花序に着生し

ている小花数は中、小花の密度はやや粗、花の咲き方は普通咲、形は一重咲、花冠の大

きさは中、花柄の長さは長、がく片の数は少、最外層がく片の全形は広卵形、長さ及び

幅は中、表面の着色パターンはⅠ、Ａゾーンの色は62C（同 、がく片の距の有無と長さ）

は短、色は65D（同 、花弁部の大きさ及び花弁数は中、花弁は単色、色は白、葯の色は）

淡緑、花の香りは有である。繁殖法は種子系、開花期は早である。

「ミレニアムローズ」と比較して、花序が長いこと、花弁数が多いこと等で 「バー、

スデーローズ」と比較して、花序が長いこと、最外層がく片表面のＡゾーンの色が62C

であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

福花園種苗株式会社 愛知県名古屋市中区松原二丁目９番２９号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

藤田和義

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（三重県四日市市）において 「ミレニアムピ、

ンク」の変異株を発見、以後、固定を図りながら特性の調査を継続し、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１６８０８号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ペチュニア エムピー２０４

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

83A（RHS カラーチャート）の小輪で鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は這性、高さはかなり低である。茎の長さはやや短、葉の長さは短、幅はかなり

狭、葉身の形は楕円形、先端の形は広鋭、斑は無、表面の緑色は淡である。がく片の長

さは短、幅はかなり狭、アントシアニンの着色は無である。花のタイプは一重、径は小、

形はラッパ型、脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は１、主たる色は83A（同 、脈の顕）

著さは弱、縁の波打ちは無又は極弱、花冠筒の内面の主たる色はN92A（同 、内面の脈）

の顕著さはかなり強、開葯前の葯の色は青紫である。

「ペチュサルビバ グレープマジック 「キリマジブルー」及び「サンコパブルー」」、

と比較して、花冠裂片の表面の主たる色が83Aであること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ニューフローラ インターナショナル 私立有限会社

オーストラリア ＮＳＷ マクァリエ フィールズ ウィルス ロード ６３

６ 登録品種の育成をした者の氏名

グラハム ノエル ブラウン

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、2001年にシドニー大学植物育種研究室（オーストラリア）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１６８０９号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ペチュニア エムピー２０５

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

71A（RHS カラーチャート）の小輪で鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は立性、高さは低である。茎の長さ及び葉の長さはやや短、幅は狭、葉身の形は

卵形、先端の形は狭鋭、斑は無、表面の緑色は中である。がく片の長さはやや短、幅は

かなり狭、アントシアニンの着色は無である。花のタイプは一重、径は小、形はラッパ

型、花冠裂片の表面の色数は１、主たる色は71A（同 、脈の顕著さは無又は極弱、縁の）

波打ちは弱、花冠筒の内面の主たる色は155A（同 、内面の脈の顕著さは中、開葯前の）

葯の色は黄白である。

「フロレット スイートローズ」と比較して、花冠裂片の表面の主たる色が71Aであ

ること、花冠筒の内面の脈が顕著であること等で 「プライムタイム ラベンダー」と、

比較して、花径が小さいこと、花冠裂片の表面の主たる色が71Aであること等で区別性

が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ニューフローラ インターナショナル 私立有限会社

オーストラリア ＮＳＷ マクァリエ フィールズ ウィルス ロード ６３

６ 登録品種の育成をした者の氏名

グラハム ノエル ブラウン

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、2001年にシドニー大学植物育種研究室（オーストラリア）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。



- 49 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８１０号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ペチュニア エムピー２２１

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者者所有の育成系統に「ラベンダー ダーク アイ」を交配して育

成されたものであり、花はN155B（RHS カラーチャート 、２次色が76Aの小輪で鉢物及）

び花壇向きの品種である。

草型は這性、高さはかなり低である。茎の長さはやや短、葉の長さは短、幅は狭、葉

身の形は楕円形、先端の形は鈍、斑は無、表面の緑色は中である。がく片の長さは短、

幅はかなり狭、アントシアニンの着色は有である。花のタイプは一重、径は小、形はラ

ッパ型、脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は２、主たる色はN155B（同 、２次色は）

76A（同 、２次色の分布は縁部、脈の顕著さ及び縁の波打ちは弱、花冠筒の内面の主た）

る色はN92A（同 、内面の脈の顕著さは強、開葯前の葯の色は青紫である。）

「サマードーム グレープベイン」と比較して、花冠裂片の表面の主たる色がN155B

であること、花冠裂片の表面の脈が顕著で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

ニューフローラ インターナショナル 私立有限会社

オーストラリア ＮＳＷ マクァリエ フィールズ ウィルス ロード ６３

６ 登録品種の育成をした者の氏名

グラハム ノエル ブラウン

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、2001年にシドニー大学植物育種研究室（オーストラリア）において、育

成者所有の育成系統に「ラベンダー ダーク アイ」を交配し、その実生の中から選抜、

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１６８１１号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ペチュニア ケイサブホシス

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は

155C（RHS カラーチャート）のやや小輪で鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は這性、高さはかなり低である。茎の長さは中、葉の長さはやや短、幅はやや狭、

葉身の形は卵形、先端の形は広鋭、斑は無、表面の緑色は濃である。がく片の長さは短、

幅はかなり狭、アントシアニンの着色は無である。花のタイプは一重、径はやや小、形

はロート型、脈の色は黄、花冠裂片の表面の色数は１、主たる色は155C（同 、脈の顕）

著さはかなり弱、縁の波打ちは無又は極弱、花冠筒の内面の主たる色は157C（同 、内）

面の脈の顕著さは弱、開葯前の葯の色は黄白である。

「ペチュサルミニ ピュアホワイト」と比較して、花の形がロート型であること、花

冠裂片の縁の波打ちが弱いこと等で 「コンブロス」と比較して、茎が短いこと、花の、

形がロート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

京成バラ園芸株式会社 東京都墨田区押上一丁目１２番１号

サントリーフラワーズ株式会社 東京都千代田区平河町二丁目１３番１２号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

宮野伸哉

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11年に出願者のほ場（千葉県香取市）において、出願者所有の育成

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

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

なお、出願時の名称は「ケイホワイシス」であった。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８１２号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ペチュニア ケイプネス

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は

N74A（RHS カラーチャート）の小輪で鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は這性、高さはやや低である。茎の長さはかなり長、葉の長さは中、幅はやや狭、

葉身の形は楕円形、先端の形は広鋭、斑は無、表面の緑色は中である。がく片の長さは

やや短、幅はかなり狭、アントシアニンの着色は無である。花のタイプは一重、径は小、

形はラッパ型、脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は１、主たる色はN74A（同 、脈の）

顕著さはかなり弱、縁の波打ちは無又は極弱、花冠筒の内面の主たる色は83C（同 、内）

面の脈の顕著さは強、開葯前の葯の色は青紫である。

「コングロウ」と比較して、茎が長いこと、花径が小さいこと等で 「ピーシーユー、

１３」と比較して、葉身の形が楕円形であること、花冠裂片の表面の脈が顕著でないこ

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

京成バラ園芸株式会社 東京都墨田区押上一丁目１２番１号

サントリーフラワーズ株式会社 東京都千代田区平河町二丁目１３番１２号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

宮野伸哉 岩城一考

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年に出願者のほ場（千葉県香取市）において、出願者所有の育成

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

続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８１３号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ペチュニア ケイブリヘム

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は

71B（RHS カラーチャート）の中輪で鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は立性、高さはやや高である。茎の長さは中、葉の長さはやや長、幅は中、葉身

の形は卵形、先端の形は狭鋭、斑は無、表面の緑色は中である。がく片の長さはやや長、

幅は狭、アントシアニンの着色は無である。花のタイプは一重、径は中、形はラッパ型、

脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は１、主たる色は71B（同 、脈の顕著さはかなり弱、）

縁の波打ちはやや弱、花冠筒の内面の主たる色は69C（同 、内面の脈の顕著さは中、開）

葯前の葯の色は黄白である。

「クッショニア ピンク」及び「ホライズン ピンク」と比較して、葉の幅が狭いこ

と、花冠裂片の表面の主たる色が71Bであること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社 東京都墨田区押上一丁目１２番１号

サントリーフラワーズ株式会社 東京都千代田区平河町二丁目１３番１２号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

宮野伸哉

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年に出願者のほ場（千葉県香取市）において、出願者所有の育

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

継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８１４号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ペチュニア ケイホワイフス

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は

155C（RHS カラーチャート）のやや小輪で鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は立性、高さはやや高である。茎の長さは長、葉の長さはやや短、幅はやや狭、

葉身の形は卵形、先端の形は広鋭、斑は無、表面の緑色は中である。がく片の長さはや

や短、幅はかなり狭、アントシアニンの着色は無である。花のタイプは一重、径はやや

小、形はラッパ型、脈の色は黄、花冠裂片の表面の色数は１、主たる色は155C（同 、）

脈の顕著さ及び縁の波打ちは弱、花冠筒の内面の主たる色は155C（同 、内面の脈の顕）

著さは弱、開葯前の葯の色は黄白である。

「ペチュサルミニ ピュアホワイト」と比較して、葉身先端の形が広鋭であること、

がく片が長いこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社 東京都墨田区押上一丁目１２番１号

サントリーフラワーズ株式会社 東京都千代田区平河町二丁目１３番１２号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

宮野伸哉

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年に出願者のほ場（千葉県香取市）において、出願者所有の育成

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

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



- 54 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８１５号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ペチュニア サンサフグラブ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「タイタン ミッドブルー」に出願者所有の育成系統を交配して育成さ、

れたものであり、花はN87A（RHS カラーチャート）の大輪で鉢物及び花壇向きの品種で

ある。

草型は這性、高さは中である。茎の長さ及び葉の長さは長、幅は広、葉身の形は卵形、

先端の形は広鋭、斑は無、表面の緑色は淡である。がく片の長さは長、幅は中、アント

シアニンの着色は無である。花のタイプは一重、径は大、形はラッパ型、脈の色は紫、

） 、花冠裂片の表面の色数は１、主たる色はN87A（同 、脈の顕著さは弱、縁の波打ちは中

花冠筒の内面の主たる色は86B（同 、内面の脈の顕著さは強、開葯前の葯の色は浅灰で）

ある。

「レボリューション バイオレットミニ」と比較して、がく片の幅が広いこと、花冠

裂片の縁の波打ちが強いこと等で 「ドリームミッドナイト」と比較して、花径が大き、

いこと、花冠裂片の表面の主たる色がN87Aであること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社 東京都千代田区平河町二丁目１３番１２号

京成バラ園芸株式会社 東京都墨田区押上一丁目１２番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

岩城一考 石原卓朗 宮野伸哉

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13年に出願者のほ場（滋賀県東近江市）において 「タイタン ミ、

ッドブルー」に出願者所有の育成系統を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を

行いながら特性の調査を継続し、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。



- 55 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８１６号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ペチュニア サンサフミクピベ

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

N74D（RHS カラーチャート）のかなり小輪で鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は這性、高さはかなり低である。茎の長さはやや長、葉の長さは短、幅は狭、葉

身の形は楕円形、先端の形は広鋭、斑は無、表面の緑色は淡である。がく片の長さは短、

幅はかなり狭、アントシアニンの着色は無である。花のタイプは一重、径はかなり小、

形はラッパ型、脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は１、主たる色はN74D（同 、脈の）

顕著さは強、縁の波打ちは無又は極弱、花冠筒の内面の主たる色は84D（同 、内面の脈）

の顕著さはやや強、開葯前の葯の色は黄白である。

「キリマジベイニーピンク」及び「ウスチュニ２０７」と比較して、花径が小さいこ

と、花冠筒の内面の主たる色が84Dであること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社 東京都千代田区平河町二丁目１３番１２号

京成バラ園芸株式会社 東京都墨田区押上一丁目１２番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

岩城一考 宮崎潔 石原卓朗 宮野伸哉

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年に出願者のほ場（滋賀県東近江市）において、出願者所有の育

成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、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。



- 56 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８１７号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ペチュニア サンサフヴィオミ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「タイタン ミッドブルー」に出願者所有の育成系統を交配して育成さ、

れたものであり、花は83B（RHS カラーチャート）の中輪で鉢物及び花壇向きの品種で

ある。

草型は這性、高さはやや低である。茎の長さはかなり長、葉の長さはやや短、幅は中、

葉身の形は卵形、先端の形は広鋭、斑は無、表面の緑色は中である。がく片の長さは中、

幅はかなり狭、アントシアニンの着色は無である。花のタイプは一重、径は中、形はラ

ッパ型、脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は１、主たる色は83B（同 、脈の顕著さ及）

び縁の波打ちは弱、花冠筒の内面の主たる色はN82B（同 、内面の脈の顕著さは強、開）

葯前の葯の色は浅青である。

「キリマジブルー」と比較して、がく片が長いこと、花冠裂片の表面の主たる色が

83Bであること等で 「ウスチュニ２１８」と比較して、葉身の形が卵形であること、が、

く片が長いこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社 東京都千代田区平河町二丁目１３番１２号

京成バラ園芸株式会社 東京都墨田区押上一丁目１２番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

岩城一考 石原卓朗 宮野伸哉

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13年に出願者のほ場（滋賀県東近江市）において 「タイタン ミ、

ッドブルー」に出願者所有の育成系統を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を

行いながら特性の調査を継続し、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。



- 57 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８１８号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ペチュニア ハマペチュ１号

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

N74C（RHS カラーチャート）かなり小輪で鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は立性、高さは低である。茎の長さ及び葉の長さはやや短、幅はかなり狭、葉身

の形は楕円形、先端の形は狭鋭、斑は無、表面の緑色は中である。がく片の長さはやや

短、幅は極狭、アントシアニンの着色は無である。花のタイプは一重、径はかなり小、

花冠裂片の表面の色数は１、主たる色はN74C（同 、脈の顕著さは無又は極弱、縁の波）

打ちはやや弱、花冠筒の内面の主たる色は75D（同 、内面の脈の顕著さは無又は極弱、）

開葯前の葯の色は黄白である。

「ウスチュニ７６」及び「ペチュリトMP７」と比較して、葉身先端の形が狭鋭である

こと、がく片の幅が狭いこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

横浜植木株式会社 神奈川県横浜市南区唐沢１５

６ 登録品種の育成をした者の氏名

奥克美 宮谷真徳 河合隆行

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16年に出願者のほ場（静岡県菊川市）において、出願者所有の育成

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

続し、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「カレン・スターピンク」であった。



- 58 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８１９号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ペチュニア ペチュベル パープル

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「フリリチュニア・バーガンディ」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N74A（RHS カラーチャート）のやや大輪で鉢物及び花壇向

きの品種である。

草型は這性、高さはかなり低である。茎の長さはやや長、葉の長さは中、幅はやや広、

葉身の形は卵形、先端の形は広鋭、斑は無、表面の緑色は淡である。がく片の長さ及び

幅は中、アントシアニンの着色は無である。花のタイプは一重、径はやや大、形はラッ

パ型、脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は１、主たる色はN74A（同 、脈の顕著さは）

弱、縁の波打ちは強、花冠筒の内面の主たる色は83D（同 、内面の脈の顕著さは強、開）

葯前の葯の色は青紫である。

「サンラプル」と比較して、がく片が短いこと、花冠裂片の縁の波打ちが強いこと等

で 「ダンカシャンプ」と比較して、がく片が広いこと、花冠裂片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 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

大井慎太郎 羽毛田智明

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年に出願者のほ場（滋賀県湖南市）において 「フリリチュニア、

・バーガンディ」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、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。



- 59 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８２０号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ペチュニア ペチュベル ローズ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「フリリチュニア・バーガンディ」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73A（RHS カラーチャート）のやや大輪で鉢物及び花壇向

きの品種である。

草型は這性、高さは低である。茎の長さ及び葉の長さはやや長、幅はやや広、葉身の

形は卵形、先端の形は広鋭、斑は無、表面の緑色は中である。がく片の長さはやや長、

幅はやや広、アントシアニンの着色は無である。花のタイプは一重、径はやや大、形は

ラッパ型、脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は１、主たる色は73A（同 、脈の顕著さ）

及び縁の波打ちは強、花冠筒の内面の主たる色は75B（同 、内面の脈の顕著さは中、開）

葯前の葯の色は黄白である。

「サンロベイン」と比較して、葉身の形が卵形であること等で 「クッショニア ピ、

ンク」と比較して、花冠裂片の表面の脈が顕著であること、花冠裂片の縁の波打ちが強

いこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 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

大井慎太郎 羽毛田智明

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年に出願者のほ場（滋賀県湖南市）において 「フリリチュニア、

・バーガンディ」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、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。



- 60 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８２１号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ペチュニア ペチュベル ライトピンク

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「サフィニア グランパープル」に「サルサ クリームイエロー」を交、

配して育成されたものであり、花はN74D（RHS カラーチャート）のやや大輪で鉢物及び

花壇向きの品種である。

草型は這性、高さは低である。茎の長さ及び葉の長さはやや長、幅は中、葉身の形は

楕円形、先端の形は鈍、斑は無、表面の緑色は淡、凹凸は無である。がく片の長さはや

や長、幅はやや狭、アントシアニンの着色は無である。花のタイプは一重、径はやや大、

形はラッパ型、脈の色は赤、花冠裂片の表面の色数は１、主たる色はN74D（同 、脈の）

顕著さはかなり弱、縁の波打ちは中、花冠筒の内面の主たる色は155A（同 、内面の脈）

の顕著さは中、開葯前の葯の色は黄白である。

「サンパピ」と比較して、葉身先端の形が鈍であること、がく片が長いこと等で、

「サンシフォン」と比較して、葉身の凹凸が無いこと、がく片が長いこと等で 「てま、

りピンク」と比較して、葉身の形が楕円形であること、がく片が長いこと等で区別性が

認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

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

大井慎太郎 羽毛田智明

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年に出願者のほ場（滋賀県湖南市）において 「サフィニア グ、

ランパープル」に「サルサ クリームイエロー」を交配し、その実生の中から選抜、以

後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、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。



- 61 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８２２号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ペチュニア ペチュベル クリームイエロー

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「プリズムサンシャイン」に「サルサ クリームイエロー」を交配して、

育成されたものであり、花は157D（RHS カラーチャート）の大輪で鉢物及び花壇向きの

品種である。

草型は這性、高さはやや低である。茎の長さは長、葉の長さはやや長、幅は中、葉身

の形は卵形、先端の形は狭鋭、斑は無、表面の緑色は淡である。がく片の長さは長、幅

はやや狭、アントシアニンの着色は無である。花のタイプは一重、径は大、形はラッパ

） 、型、脈の色は黄、花冠裂片の表面の色数は１、主たる色は157D（同 、脈の顕著さは弱

） 、縁の波打ちは中、花冠筒の内面の主たる色は5A（同 、内面の脈の顕著さは無又は極弱

開葯前の葯の色は黄白である。

「ケイイエウル」と比較して、花冠裂片の表面の脈及び花冠筒の内面の脈が顕著でな

いこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

タキイ種苗株式会社 京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町１８０番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

大井慎太郎 羽毛田智明

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年に出願者のほ場（滋賀県湖南市）において 「プリズムサンシ、

ャイン」に「サルサ クリームイエロー」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増

殖を行いながら特性の調査を継続し、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



- 62 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８２３号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ペチュニア ペチュサル ピーチジェラート

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統に「サルサ クリームイエロー」を交配して育成

されたものであり、花は初期54A（RHS カラーチャート 、盛期55B、終期55C、２次色が）

初期54B、盛期55C、終期69Dのやや小輪で鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は這性、高さはやや低である。茎の長さは中、葉の長さは短、幅は狭、葉身の形

は卵形、先端の形は広鋭、斑は無、表面の緑色は中である。がく片の長さは短、幅はか

なり狭、アントシアニンの着色は無である。花のタイプは一重、径はやや小、形はラッ

パ型、脈の色は黄、花冠裂片の表面の色数は２、主たる色は初期54A（同 、盛期55B）

（同 、終期55C（同 、２次色は初期54B（同 、盛期55C（同 、終期69D（同 、２次色） ） ） ） ）

の分布は中央脈に沿う、脈の顕著さはかなり弱、縁の波打ちは弱、花冠筒の内面の主た

る色は3D（同 、内面の脈の顕著さは強、開葯前の葯の色は黄白である。）

「ペチュサルミニ ライトピンク」と比較して、花冠裂片の表面の色数が２色である

こと、花冠筒の内面の脈が顕著であること等で 「ファンタジー ピンクモーン」と比、

較して、花冠裂片の表面の主たる色が初期54A、盛期55B、終期55Cであること、花冠裂

片の表面の２次色の分布が中央脈に沿うこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 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

大井慎太郎 羽毛田智明

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13年に出願者のほ場（滋賀県湖南市）において、出願者所有の育成

系統に「サルサ クリームイエロー」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を

行いながら特性の調査を継続し、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。



- 63 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８２４号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ペチュニア ペチュエポ イエロー２

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

150D（RHS カラーチャート）の小輪で鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は這性、高さは極低である。茎の長さはやや短、葉の長さは短、幅はかなり狭、

葉身の形は楕円形、先端の形は広鋭、斑は無、表面の緑色は中である。がく片の長さは

短、幅はかなり狭、アントシアニンの着色は無である。花のタイプは一重、径は小、形

はラッパ型、脈の色は黄、花冠裂片の表面の色数は１、主たる色は150D（同 、脈の顕）

著さは強、縁の波打ちは弱、花冠筒の内面の主たる色は2B（同 、内面の脈の顕著さは）

かなり強、開葯前の葯の色は黄白である。

「ファンタジー アイボリー」と比較して、葉身の形が楕円形であること、花冠裂片

の表面の主たる色が150Dであること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 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

大井慎太郎 羽毛田智明

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13年に出願者のほ場（滋賀県湖南市）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、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１６８２５号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ペチュニア ペチュエポ ライトブルー

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「サルサ ライラック」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、花は初期N82A(RHS カラーチャート 、盛期N81C、終期N81Dの小輪で鉢物及）

び花壇向きの品種である。

草型は這性、高さはかなり低である。茎の長さは中、葉の長さはやや短、幅はやや狭、

葉身の形は楕円形、先端の形は広鋭、斑は無、表面の緑色は中である。小花柄の長さは

短、がく片の長さは短、幅はかなり狭、アントシアニンの着色は無である。花のタイプ

は一重、径は小、形はラッパ型、脈の色はなし、花冠裂片の表面の色数は１、主たる色

は初期N82A(同)、盛期N81C(同)、終期N81D（同 、脈の顕著さは無又は極弱、縁の波打）

ちは弱、花冠筒の内面の主たる色は155A（同 、内面の脈の顕著さは無又は極弱、開葯）

前の葯の色は黄白である。

「ケイラブブ」と比較して、花の脈の色がないこと、花冠裂片の表面の脈が顕著でな

いこと等で 「ペチュサルビバ グレープマジック」と比較して、小花柄が短いこと、、

花冠裂片の表面の脈が顕著でないこと等で 「ペチュサルビバ カンパニュラブルー」、

と比較して、花の形がラッパ型であること、花冠裂片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 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

タキイ種苗株式会社 京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町１８０番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

佐々木理之 大井慎太郎

７ 出願公表の年月日 平成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13年に出願者のほ場（滋賀県湖南市）において 「サルサ ライラ、

ック」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。



- 65 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８２６号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ペチュニア さくらぺちゅ あか

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

N74A（RHS カラーチャート）のかなり小輪で鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は立性、高さは低である。茎の長さは短、葉の長さはかなり短、幅はかなり狭、

葉身の形は楕円形、先端の形は広鋭、斑は無、表面の緑色は中、凹凸は無である。がく

片の長さはかなり短、幅はかなり狭、アントシアニンの着色は有である。花のタイプは

一重、径はかなり小、形はラッパ型、花冠裂片の表面の色数は１、主たる色はN74A

（同 、脈の顕著さは無又は極弱、縁の波打ちは弱、花冠筒の内面の主たる色は76B）

（同 、内面の脈の顕著さは中、開葯前の葯の色は浅灰である。）

「ペチュサル パープル」と比較して、葉身の形が楕円形であること、葉身の凹凸が

無いこと等で 「サマードーム プチパープル」と比較して、葉身の先端の形が広鋭で、

あること、がく片が短いこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

矢澤秀成 鳥取県米子市西福原８丁目１０番５７号（Ｂ１０５号）

６ 登録品種の育成をした者の氏名

矢澤秀成

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年に育成者のほ場（福島県東白川郡矢祭町）において、育成者所

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

調査を継続し、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。



- 66 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８２７号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ペチュニア さくらぺちゅ しろ

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

69D（RHS カラーチャート）のかなり小輪で鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は這性、高さは極低である。茎の長さはやや短、葉の長さはかなり短、幅はかな

り狭、葉身の形は楕円形、先端の形は広鋭、斑は無、表面の緑色は中である。がく片の

長さはかなり短、幅はかなり狭、アントシアニンの着色は無である。花のタイプは一重、

径はかなり小、形はラッパ型、脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は１、主たる色は

69D（同 、脈の顕著さはかなり弱、縁の波打ちは弱、花冠筒の内面の主たる色は157C）

（同 、内面の脈の顕著さは弱、開葯前の葯の色は黄白である。）

「ペチュサルミニ ピュアホワイト」と比較して、葉身先端の形が広鋭であること、

花冠裂片の表面の主たる色が69Dであること等で区別性が認められる。

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

矢澤秀成 鳥取県米子市西福原８丁目１０番５７号（Ｂ１０５号）

６ 登録品種の育成をした者の氏名

矢澤秀成

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年に育成者のほ場（福島県東白川郡矢祭町）において、育成者所

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

調査を継続し、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。



- 67 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８２８号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ペチュニア セミプッチピンク

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は

75B（RHS カラーチャート）のやや小輪で鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は這性、高さは低である。茎の長さはやや長、葉の長さ及び幅は中、葉身の形は

卵形、先端の形は広鋭、斑は無、表面の緑色は中、凹凸は有である。小花柄の長さはや

や長、がく片の長さはやや短、幅はかなり狭、アントシアニンの着色は無である。花の

タイプは八重、径はやや小、形はラッパ型、脈の色は黄、花冠裂片の表面の色数は１、

主たる色は75B（同 、脈の顕著さはかなり弱、縁の波打ちは弱、花冠筒の内面の主たる）

色は155B（同 、内面の脈の顕著さはかなり弱、開葯前の葯の色は黄白である。）

「キリマジダブルカプリシャス」と比較して、葉身の形が卵形であること、小花柄が

長いこと等で 「ダンドピンク」と比較して、葉身に凹凸が有ること、花冠裂片の表面、

の主たる色が75Bであること等で区別性が認められる。

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

矢澤秀成 鳥取県米子市西福原８丁目１０番５７号（Ｂ１０５号）

６ 登録品種の育成をした者の氏名

矢澤秀成

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年に育成者のほ場（福島県東白川郡矢祭町）において、育成者所

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

調査を継続し、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。



- 68 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８２９号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ペチュニア セミプッチミニローズ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は

54A（RHS カラーチャート）のやや小輪で鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は這性、高さは低である。茎の長さはやや短、葉の長さは短、幅はやや狭、葉身

の形は卵形、先端の形は広鋭、斑は無、表面の緑色は中である。がく片の長さは短、幅

はかなり狭、アントシアニンの着色は無である。花のタイプは八重、径はやや小、形は

ラッパ型、脈の色は赤、花冠裂片の表面の色数は１、主たる色は54A（同 、脈の顕著さ）

） 、は弱、縁の波打ちは中、花冠筒の内面の主たる色は186C（同 、内面の脈の顕著さは弱

開葯前の葯の色は黄白である。

「花の音色ピンク」と比較して、がく片が短いこと、花冠裂片の表面の主たる色が

54Aであること 「ダンドピンク」と比較して、花の脈の色が赤であること、花冠裂片の、

表面の主たる色が54Aであること等で区別性が認められる。

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

矢澤秀成 鳥取県米子市西福原８丁目１０番５７号（Ｂ１０５号）

６ 登録品種の育成をした者の氏名

矢澤秀成

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年に育成者のほ場（福島県東白川郡矢祭町）において、育成者所

有の育成系統どうしをを交配し、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、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。



- 69 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８３０号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ペチュニア サンサフコパサモ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ファンタジー クリスタルレッド」に出願者所有の育成系統を交配し、

て育成されたものであり、花は65A（RHS カラーチャート）のやや小輪で鉢物及び花壇

向きの品種である。

草型は立性、高さはやや低である。茎の長さ及び葉の長さはやや短、幅は中、葉身の

形は卵形、先端の形は広鋭、斑は無、表面の緑色は淡である。がく片の長さはやや短、

幅は狭、アントシアニンの着色は無である。花のタイプは一重、径はやや小、形はラッ

パ型、脈の色は赤、花冠裂片の表面の色数は１、主たる色は65A（同 、脈の顕著さは強、）

） 、縁の波打ちは弱、花冠筒の内面の主たる色は176A（同 、内面の脈の顕著さはかなり強

開葯前の葯の色は黄白である。

「ミラージュ シック」と比較して、花径が小さいこと、花冠裂片の表面の主たる色

が65Aであること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社 東京都千代田区平河町二丁目１３番１２号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

石原卓朗 岩城一考

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年に出願者のほ場（滋賀県東近江市）において 「ファンタジー、

クリスタルレッド」に出願者所有の育成系統を交配し、その実生の中から選抜、以後、

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。



- 70 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８３１号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ペチュニア サンサフコパル

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ファンタジー ピンク」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67B（RHS カラーチャート）の小輪で鉢物及び花壇向きの品種であ

る。

草型は立性、高さはやや低である。茎の長さ及び葉の長さはやや短、幅はやや狭、葉

身の形は卵形、先端の形は広鋭、斑は無、表面の緑色は中である。がく片の長さはやや

短、幅はかなり狭、アントシアニンの着色は無である。花のタイプは一重、径は小、形

はラッパ型、花冠裂片の表面の色数は１、主たる色は67B（同 、脈の顕著さは無又は極）

弱、縁の波打ちは弱、花冠筒の内面の主たる色は155A（同 、内面の脈の顕著さは中、）

開葯前の葯の色は黄白である。

「ブリエ デュエットローズ」と比較して、草型が立性であること、花冠裂片の表面

の主たる色が67Bであること等で 「フロレット スイートローズ」と比較して、葉身の、

形が卵形であること、花冠裂片の表面の主たる色が67Bであること等で区別性が認めら

れる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社 東京都千代田区平河町二丁目１３番１２号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

石原卓朗 岩城一考

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年に出願者のほ場（滋賀県東近江市）において 「ファンタジー、

ピンク」に出願者所有の育成系統を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行

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

了したものである。



- 71 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８３２号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ペチュニア サンサフコパサク

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ファンタジー ピンク」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73A（RHS カラーチャート）の小輪で鉢物及び花壇向きの品種であ

る。

草型は立性、高さはやや低である。茎の長さ及び葉の長さはやや短、幅はやや狭、葉

身の形は卵形、先端の形は広鋭、斑は無、表面の緑色は淡である。がく片の長さはやや

短、幅はかなり狭、アントシアニンの着色は無である。花のタイプは一重、径は小、形

はラッパ型、表面の色数は１、花冠裂片の主たる色は73A（同 、脈の顕著さは無又は極）

弱、縁の波打ちは弱、花冠筒の内面の主たる色は155A（同 、内面の脈の顕著さは中、）

開葯前の葯の色は黄白である。

「ペチュリト MP7」と比較して、がく片が長いこと、花冠筒の内面の主たる色が

155Aであること等で 「ウスチュニ76」と比較して、草型が立性であること、花冠筒の、

内面の主たる色が155Aであること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社 東京都千代田区平河町二丁目１３番１２号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

石原卓朗 岩城一考

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年に出願者のほ場（滋賀県東近江市）において 「ファンタジー、

ピンク」に出願者所有の育成系統を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行

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

了したものである。



- 72 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８３３号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ペチュニア アカイミサキ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の品種間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N74A（RHS カラーチャート）より濃い小輪で鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は立性、高さは低である。茎の長さは短、葉の長さはやや短、幅はやや狭、葉身

の形は楕円形、先端の形は広鋭、斑は無、表面の緑色は中である。がく片の長さはやや

短、幅は狭、アントシアニンの着色は有である。花のタイプは一重、径は小、形はラッ

パ型、脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は１、主たる色はN74A（同）より濃い、脈の

顕著さ及び縁の波打ちは弱、花冠筒の内面の主たる色は83C（同 、内面の脈の顕著さは）

強、開葯前の葯の色は青紫である。

「ダイイチブリエッタパープル」と比較して、茎が短いこと、花冠裂片の表面の主た

る色がN74Aより濃いこと等で 「ペチュサル パープル」と比較して、葉身の形が楕円、

形であること、花冠裂片の表面の主たる色がN74Aより濃いこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

赤井信隆 宮崎県宮崎市大字瓜生野４５４２番地４

６ 登録品種の育成をした者の氏名

赤井信隆

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年に育成者のほ場（宮崎県宮崎市）において、育成者所有の品種

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

査を継続し、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。



- 73 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８３４号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ペチュニア あまぎ５号（あまぎ５ごう）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は

155C（RHS カラーチャート）のかなり小輪で鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は立性、高さは高である。茎の長さはやや長、葉の長さは長、幅はやや狭、葉身

の形は卵形、先端の形は狭鋭、斑は無、表面の緑色は中である。がく片の長さは中、幅

はかなり狭、アントシアニンの着色は無である。花のタイプは一重、径はかなり小、形

はラッパ型、脈の色は黄、花冠裂片の表面の色数は１、主たる色は155C（同 、脈の顕）

著さは弱、縁の波打ちはやや弱、花冠筒の内面の主たる色は155C（同 、内面の脈の顕）

著さは中、開葯前の葯の色は黄白である。

「サマードーム ミルキーホワイト」と比較して、がく片が長いこと、花冠筒の内面

の脈が顕著なこと等で 「あまぎ３号」と比較して、植物体が高いこと、茎が長いこと、

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

空閑顕典 福岡県朝倉市片延５５－1

６ 登録品種の育成をした者の氏名

空閑顕典

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16年に育成者の温室（福岡県朝倉市）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、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。



- 74 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８３５号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ペチュニア あまぎ４号（あまぎ４ごう）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は

69C（RHS カラーチャート）のかなり小輪で鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は立性、高さはやや低である。茎の長さは中、葉の長さはやや長、幅はかなり狭、

葉身の形は楕円形、先端の形は狭鋭、斑は無、表面の緑色は中である。がく片の長さは

中、幅はかなり狭、アントシアニンの着色は有である。花のタイプは一重、径はかなり

小、形はラッパ型、脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は１、主たる色は69C（同 、脈）

の顕著さは弱、縁の波打ちはやや弱、花冠筒の内面の主たる色は76C（同 、内面の脈の）

顕著さは中、開葯前の葯の色は青紫である。

「サマードーム グレープベイン」と比較して、花径が小さいこと、花冠裂片の表面

の脈が顕著でないこと等で 「花咲かシルバー」と比較して、葉の幅が狭いこと、花径、

が小さいこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

空閑顕典 福岡県朝倉市片延５５－1

６ 登録品種の育成をした者の氏名

空閑顕典

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16年に育成者の温室（福岡県朝倉市）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、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。



- 75 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８３６号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ペチュニア ダンドブセブンフォー

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

67B（RHS カラーチャート）のやや小輪で鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は立性、高さはやや低である。茎の長さはやや長、葉の長さ及び幅は中、葉身の

形は卵形、先端の形は広鋭、斑は無、表面の緑色は中である。がく片の長さはやや短、

幅は狭、アントシアニンの着色は無である。花のタイプは八重、径はやや小、形はラッ

パ型、脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は１、主たる色は67B（同 、脈の顕著さはか）

なり強、縁の波打ちは強、花冠筒の内面の主たる色は157C（同 、内面の脈の顕著さは）

弱、開葯前の葯の色は黄白である。

「キリマジダブルグランデパープル」及び「キリマジダブルピンクベイン」と比較し

て、花冠裂片の表面の主たる色が67Bであること、花冠筒の内面の脈が顕著でないこと

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

ダンジガー ダン フラワー ファーム

イスラエル国 モシャブ ミシマ ハシバ ５０２９７

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ガブリエル ダンジガー

７ 出願公表の年月日 平成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、2000年に出願者のほ場（イスラエル国）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。



- 76 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８３７号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ペチュニア ダンペトブル

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

86A（RHS カラーチャート）の中輪で鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は這性、高さは低である。茎の長さはやや長、葉の長さはやや短、幅は中、葉身

の形は卵形、先端の形は広鋭、斑は無、表面の緑色は中である。小花柄の長さはやや短、

がく片の長さは中、幅はやや狭、アントシアニンの着色は無である。花のタイプは一重、

径は中、形はラッパ型、脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は１、主たる色は86A

（同 、脈の顕著さは中、縁の波打ちは弱、花冠筒の内面の主たる色はN186B（同 、内） ）

面の脈の顕著さは強、開葯前の葯の色は青紫である。

「キリマジブルー」と比較して、がく片の幅が広いこと、花冠裂片の表面の脈が顕著

であること等で 「サンコパブルー」と比較して、小花柄が短いこと、花冠裂片の表面、

の主たる色が86Aであること等で 「ウスチュニ218」と比較して、葉身の形が卵形であ、

ること、花冠裂片の表面の主たる色が86Aであること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ダンジガー ダン フラワー ファーム

イスラエル国 モシャブ ミシマ ハシバ ５０２９７

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ガブリエル ダンジガー

７ 出願公表の年月日 平成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、2002年に出願者のほ場（イスラエル国）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。



- 77 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８３８号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ペチュニア ダンドプル

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は

N74A（RHS カラーチャート）より濃い小輪で鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は這性、高さはやや低である。茎の長さ及び葉の長さはやや長、幅は中、葉身の

形は卵形、先端の形は広鋭、斑は無、表面の緑色は濃である。がく片の長さは短、幅は

かなり狭、アントシアニンの着色は無である。花のタイプは八重、径は小、形はラッパ

型、脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は１、主たる色はN74A（同）より濃い、脈の顕

著さは強、縁の波打ちは中、花冠筒の内面の主たる色は186B（同 、内面の脈の顕著さ）

はかなり強である。

「ピーシーユー65」及び「ケイドプエル」と比較して、花冠裂片の表面の主たる色が

N74Aより濃いこと、花冠裂片の表面の脈が顕著であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ダンジガー ダン フラワー ファーム

イスラエル国 モシャブ ミシマ ハシバ ５０２９７

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ガブリエル ダンジガー

７ 出願公表の年月日 平成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、2001年に出願者のほ場（イスラエル国）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。



- 78 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８３９号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ペチュニア あまぎ６号（あまぎ６ごう）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は

N74A（RHS カラーチャート）のかなり小輪で鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は立性、高さはやや高である。茎の長さは中、葉の長さはかなり長、幅はやや狭、

葉身の形は卵形、先端の形は狭鋭、斑は無、表面の緑色は中である。がく片の長さは中、

幅はかなり狭、アントシアニンの着色は無である。花のタイプは一重、径はかなり小、

形はラッパ型、脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は１、主たる色はN74A（同 、脈の）

顕著さは弱、縁の波打ちはやや弱、花冠筒の内面の主たる色はN186B（同 、内面の脈の）

顕著さは中、開葯前の葯の色は青紫である。

「サマードーム プチパープル」と比較して、花冠筒の内面の主たる色がN186Bであ

ること、花冠筒の内面の脈が顕著でないこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

空閑顕典 福岡県朝倉市片延５５－1

６ 登録品種の育成をした者の氏名

空閑顕典

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16年に育成者の温室（福岡県朝倉市）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、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。



- 79 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８４０号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ペチュニア キリマジダブルブルー

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統に「サンダヴィオ」を交配して育成されたもので

あり、花は86A（RHS カラーチャート）の中輪で鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は這性、高さはやや低である。茎の長さはやや長、葉の長さは中、幅はやや広、

葉身の形は卵形、先端の形は広鋭、斑は無、表面の緑色は濃である。がく片の長さはや

や短、幅は狭、アントシアニンの着色は無である。花のタイプは八重、径は中、形はラ

ッパ型、脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は１、主たる色は86A（同 、脈の顕著さは）

かなり弱、縁の波打ちは中、花冠筒の内面の主たる色はN186B（同 、内面の脈の顕著さ）

はかなり強、開葯前の葯の色は青紫である。

「キリマジダブルグランデパープル」と比較して、花冠裂片の表面の主たる色が86A

であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

キリンアグリバイオ株式会社 東京都中央区八丁堀二丁目２４番２号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

竹下大学 山田さおり

７ 出願公表の年月日 平成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14年に出願者のほ場（栃木県さくら市）において、出願者所有の育

成系統に「サンダヴィオ」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、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。



- 80 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８４１号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ペチュニア サンサフララ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ポロ ベルベット」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77D（RHS カラーチャート）の中輪で鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は這性、高さはやや高である。茎の長さはかなり長、葉の長さはやや短、幅は中、

葉身の形は楕円形、先端の形は広鋭、斑は無、表面の緑色は中である。がく片の長さは

やや短、幅はかなり狭、アントシアニンの着色は無である。花のタイプは一重、径は中、

形はラッパ型、脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は１、主たる色は77D（同 、脈の顕）

著さは中及び縁の波打ちは中、花冠筒の内面の主たる色はN92A（同 、内面の脈の顕著）

さはかなり強、開葯前の葯の色は青紫である。

「セレブリティー ブルークリスタル」及び「レボリューション・ピンクベイン」と

比較して、花冠裂片の表面の主たる色が77Dであること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社 東京都千代田区平河町二丁目１３番１２号

京成バラ園芸株式会社 東京都墨田区押上一丁目１２番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

岩城一考 石原卓朗 宮野伸哉

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13年に出願者のほ場（滋賀県東近江市）において 「ポロ ベルベ、

ット」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。



- 81 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８４２号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

コリウス ハルコリタイガー

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、Color Farm Grower社所有のコリウスの自然交雑実生の中から選抜して

育成されたものであり、草姿は直立性、葉の表面の色数は２色で、濃赤色の地色に鮮黄

緑色の覆輪が外側に入る、鉢物及び花壇向きの品種である。

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

カラーチャート3504 、分枝性及び節間長は中、節数はやや少である。葉形は卵型、葉）

縁の欠刻は深、葉の波打は有、葉長は中、葉幅は広、葉色の変化は無、表面の色数は２

色、斑の境界は明瞭、位置は外側、形は覆輪、地色は濃赤（同0409 、斑の色は鮮黄緑）

（同3506 、裏面の色数は単色、地色は浅黄緑（同3304 、葉の茎に対する角度は下垂、） ）

葉柄長は中、花穂長は長、下唇弁の色は明青味紫（同8305）である。

「ジグザグ」と比較して、葉の表面の地色が濃赤であること、葉の表面の斑の色が鮮

黄緑であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社グリーンコムジャパン 千葉県印西市竹袋４７０－４

６ 登録品種の育成をした者の氏名

バーナー オグレン

７ 出願公表の年月日 平成１８年２月１５日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1996年にColor Farm Grower社の温室（アメリカ合衆国）において、同

社所有のコリウス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、2003年から出願者の温室（千葉県印西市）において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「ハルタイガーリリー」であった。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８４３号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

コリウス ハルミカノピ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、アメリカ合衆国から導入した実生の中から選抜して育成されたものであ

り、草姿は直立性、葉の表面の色数は２色で、暗黄緑色の地色に暗紅色のくずれ斑が内

側に入る、鉢物及び花壇向きの品種である。

草姿は直立性、株張りは中である。茎径はやや太、茎長はかなり長、茎の色は浅黄緑

(JHS カラーチャート3310 、分枝性は多、節間長はやや短、節数は中である。葉形は卵）

型、葉縁の欠刻はやや深、葉の波打ちは無、葉長はやや短、葉幅は中、葉色の変化は無、

表面の色数は２色、斑の境界は明瞭、位置は内側、形はくずれ斑、地色は暗黄緑（同

3508 、斑の色は暗紅（同0110 、裏面の色数は単色、地色は灰赤（同0117 、葉の茎に） ） ）

対する角度は水平、葉柄長はやや長、花穂長は極長、下唇弁の色は鮮青味紫（同8306）

である。

「ジグザグ」と比較して、葉の波打ちが無いこと、葉の裏面の地色が灰赤であること

等で 「ウィザードレッド」と比較して、茎の色が浅黄緑であること、葉縁の欠刻が深、

いこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ハルディン 千葉県印西市竹袋４７０番地４

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ポール ピージェークリンガー ジュニア

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15年に出願者のほ場（千葉県印西市）において、アメリカ合衆国か

ら導入した実生の中から選抜、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。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８４４号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

コリウス ハルチュルオタ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、アメリカ合衆国から導入した実生の中から選抜して育成されたものであ

り、草姿は直立性、葉の表面の色数は２色で、暗黄緑色の地色に暗紅色のくずれ斑及び

星斑が内側に入る、鉢物及び花壇向きの品種である。

草姿は直立性、株張りは中である。茎径は中、茎長は極長、茎の色は穏紫赤（JHS カ

ラーチャート9715 、分枝性、節間長及び節数は中である。葉形は卵型、葉縁の欠刻は）

深、葉の波打ちは無、葉長及び葉幅は中、葉色の変化は無、表面の色数は２色、斑の境

界は明瞭、位置は内側、形はくずれ斑及び星斑、地色は暗黄緑（同2912 、斑の色は暗）

紅（同0110 、裏面の色数は単色、地色は穏紫赤（同9715 、葉の茎に対する角度は水平、） ）

葉柄長はかなり長、花穂長は長、下唇弁の色は鮮青味紫（同8306）である。

「ジグザグ」と比較して、茎の色及び葉の裏面の地色が穏紫赤であること等で区別性

が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ハルディン 千葉県印西市竹袋４７０番地４

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ポール ピージェークリンガー ジュニア

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15年に出願者のほ場（千葉県印西市）において、アメリカ合衆国か

ら導入した実生の中から選抜、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。



- 84 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８４５号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

コリウス ハルレモンキャンディー

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、自然交雑実生から選抜して育成されたものであり、草姿は直立性、葉の

表面の色数は２色で、濃黄緑の地色に浅黄緑色の縞斑が内側に入る、鉢物及び花壇向き

の品種である。

草姿は直立性、株張りはやや小、草丈はやや高である。茎径は中、茎長はやや長、茎

の色は明黄緑(JHS カラーチャート3504 、分枝性及び節間長は中、節数はやや少である。）

葉形は卵型、葉縁の欠刻は中、葉の波打ちは無、葉長及び葉幅は中、葉色の変化は無、

表面の色数は２色、斑の境界は不明瞭、位置は内側、形は縞斑、地色は濃黄緑（同

3507 、斑の色は浅黄緑（同3103 、裏面の色数は２色、地色は鮮黄緑（同3506 、斑の） ） ）

色は浅黄緑（同3103 、葉の茎に対する角度は水平、葉柄長は中、花穂長は極長、下唇）

弁の色は浅青紫（同8003）である。

「ウィザードパイナップル」と比較して、草丈が高いこと、葉の表面の色数が２色で

あること等で 「ウィザードジェイド」と比較して、葉縁の欠刻が深いこと、葉の表面、

の斑の境界が不明瞭であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

篠原茂 千葉県印西市竹袋４７０－４

６ 登録品種の育成をした者の氏名

篠原茂

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15年に出願者のほ場（千葉県印西市）において、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、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。



- 85 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８４６号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

コリウス ハルオダリスク

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「Tell Tale Heart」に「Trailing Rose」を交配して育成されたもので、

あり、草姿は斜上性、葉の表面の色数は２色で、濃黄味緑の地色に暗紅色のくずれ斑が

内側に入る、鉢物及び花壇向きの品種である。

草姿は斜上性、株張りはやや小である。茎径はやや細、茎長はかなり長、茎の色は明

黄緑（JHS カラーチャート3305 、分枝性は多、節間長は中、節数はやや少である。葉）

形は卵型、葉縁の欠刻は中、葉の波打ちは無、葉長は短、葉幅はやや狭、葉色の変化は

無、表面の色数は２色、斑の境界は明瞭、位置は内側、形はくずれ斑、地色は濃黄味緑

（同3706 、斑の色は暗紅（同0110 、裏面の色数は２色、地色は穏黄緑（同3513 、斑） ） ）

の色は暗紫赤（同9510 、葉の茎に対する角度は水平、葉柄長は中、花穂長は極長、下）

唇弁の色は鮮青味紫（同8306）である。

「ハルミカノピ」と比較して、葉長が短いこと、葉の裏面の地色が穏黄緑であること

等で 「ウィザードローズ」と比較して、葉長が短いこと、葉の裏面の斑の色が暗紫赤、

であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ハルディン 千葉県印西市竹袋４７０番地４

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ケネス フリーリング トーマス ウィン

７ 出願公表の年月日 平成１７年１１月２８日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成13年にGlasshouse Worksのほ場（アメリカ合衆国）において 「、

Tell Tale Heart」に「Trailing Rose」を交配し、15年に出願者のほ場（千葉県印西

市）において、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、

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。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８４７号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

コリウス ハルブロンズカンプ

３ 登録品種の特性の概要

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

草姿は直立性、葉の表面の色数は２色で、暗灰赤色の地色に暗黄緑色の覆輪が外側に入

る、鉢物及び花壇向きの品種である。

草姿は直立性、株張りはやや小である。茎径はやや細、茎長は極長、茎の色は灰赤

（JHS カラーチャート0117 、分枝性は多、節間長はやや長、節数はやや少である。葉）

形は卵型、葉縁の欠刻は浅、葉の波打ちは無、葉長はかなり短、葉幅は狭、葉色の変化

は無、表面の色数は２色、斑の境界は明瞭、位置は外側、形は覆輪、地色は暗灰赤（同

0420 、斑の色は暗黄緑（同3508 、裏面の色数は２色、地色は暗灰赤（同9718 、斑の） ） ）

色は灰赤（同9717 、葉の茎に対する角度は下垂、葉柄長及び花穂長はやや長、下唇弁）

の色は鮮紫（同8606）である。

「ウィザードベルベットレッド」と比較して、葉の表面及び裏面の地色が暗灰赤であ

ること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ハルディン 千葉県印西市竹袋４７０番地４

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ケネス フリーリング トーマス ウィン

７ 出願公表の年月日 平成１７年１１月２８日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成13年にGlasshouse Worksのほ場（アメリカ合衆国）において 「、

Red Trailing」の自然交雑実生の中から選抜、15年から出願者のほ場（千葉県印西市）

において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。



- 87 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８４８号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

コレオプシス ロセア ヘヴンゲイト

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「スイートドリーム」の変異株であり、根出葉は無で花色は77C（RHS カ、

ラーチャート）に61AのⅤ型の基部複色が入る、やや小輪の鉢物及び花壇向きの品種で

ある。

草丈はやや高、茎の緑色程度は淡である。根出葉の有無は無、茎葉の羽状複葉の有無

は有、型は１回羽状複葉、長さはやや短、裂片の幅は狭、葉の色は淡緑、斑の有無及び

程度は無又は極少、葉の表面及び裏面の毛の有無及び多少は無又は極少である。舌状花

の重なりは一重、花の大きさはやや小、厚みは薄、管状花部の大きさは中、舌状花表面

の色は77C（同 、複色の有無は有、模様の種類は基部複色、基部の複色模様の型はⅤ型、）

複色の色は61A（同 、舌状花裏面の色は84B（同 、管状花部の色は褐、舌状花先端の切） ）

れ込みは浅い切れ込み、舌状花の反り方は平、複弁の有無は無、舌状花の長さは短、幅

はかなり狭、数は少、総ほう外列の大きさはかなり小、反り方は内曲、内列の大きさは

小、やくの色は黄、花の香りは極弱である。

「ライムロック ルビー」と比較して、舌状花表面の色が77Cで基部に61A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氏名及び住所又は居所

マーク リチャード ラヴィアナ

アメリカ合衆国 コネチカット ０６０３７ ケンジントン トールゲートロード

２７７

６ 登録品種の育成をした者の氏名

マーク リチャード ラヴィアナ

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、2002年に育成者の温室（アメリカ合衆国）において 「スイートドリー、

ム」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、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。



- 88 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８４９号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

トレニア ダンムーン１６

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、花色は

唇弁が12A（RHS カラーチャート 、筒部がN79Aで中輪の鉢物向きの品種である。）

草型はほふく性、草丈はかなり低である。茎の太さはやや太、アントシアンの発色は

濃、毛の多少は多、分枝性は中、節間長はやや長である。葉の形は広卵形、葉長は中、

葉幅は広、葉柄の太さはやや太、長さはやや長である。花序は頂えき性、花形は丸形、

花の縦径が中、横径及び花筒長はやや長である。上唇弁、側弁及び下弁の色は12A

（同 、筒部の色はN79A（同 、唇弁の花色のパターンは均一に着色、ブロッチは無、上） ）

唇弁の波打ちの程度は弱である。がくの切れ込みの形は浅く５裂、長さは中、雄ずいの

アントシアンの発色は濃、距は有、花柄の太さはやや太、長さはやや長、花穂形成は無

である。

「バイロニー」と比較して、上唇弁、側弁及び下弁の色が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

Danziger-Dan Flower Farm

Moshav Mishmar Hashiva, 50297 Israel

６ 登録品種の育成をした者の氏名

Gabriel Danziger

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、2004年に出願者の温室（イスラエル国）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、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。



- 89 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８５０号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

トレニア ダンムーン２０

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放射線を照射して育成されたものであり、花色

は唇弁が8B（RHS カラーチャート 、筒部が77Aで中輪の鉢物向きの品種である。）

草型は半ほふく性、草丈は低である。茎の太さは太、アントシアンの発色は中、毛の

多少は多、分枝性及び節間長は中である。葉の形は広卵形、葉長はやや長、葉幅はかな

り広、葉柄の太さは太、長さは中である。花序は頂えき性、花形は丸形、花の縦径、横

） ）、径及び花筒長は中である。上唇弁、側弁及び下弁の色は8B（同 、筒部の色は77A（同

唇弁の花色のパターンは均一に着色、ブロッチは有、上唇弁の波打ちの程度は弱である。

がくの切れ込みの形は浅く５裂、長さは中、雄ずいのアントシアンの発色は濃、距は有、

花柄の太さは太、長さは短、花穂形成の有無は無である。

「バイロニー」と比較して、上唇弁、側弁及び下弁の色が8Bであること等で区別性が

認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Danziger-Dan Flower Farm

Moshav Mishmar Hashiva, 50297 Israel

６ 登録品種の育成をした者の氏名

Gabriel Danziger

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、2005年に出願者の温室（イスラエル国）において、出願者所有の育成系

統に放射線を照射して得られた変異株の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調

査を継続し、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。



- 90 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８５１号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

トレニア ハト－０６－０２

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、花色は

上唇弁及び下弁が160A（RHS カラーチャート 、側弁が83A、筒部が86Aで中輪の鉢物及）

び花壇向きの品種である。

草型は半ほふく性、草丈は低である。茎の太さは太、アントシアンの発色は中、毛の

多少は多、分枝性は少、節間長は長である。葉の形は広卵形、葉長は長、葉幅はかなり

広、葉柄の太さはやや太、長さは中である。花序は頂えき性、花形は縦長形、花の縦径

が中、横径がやや短、花筒長は中である。上唇弁の色は160A（同 、側弁の色は83A）

（同 、下弁の色は160A（同 、筒部の色は86A（同 、唇弁の花色のパターンは均一に着） ） ）

色、ブロッチは有、上唇弁の波打ちの程度は中である。がくの切れ込みの形は深く２裂、

長さ及び雄ずいのアントシアンの発色は中、距は有、花柄の太さは中、長さはやや短、

花穂形成の有無は有である。

「ダンムーン２０」と比較して、側弁の色が83Aであること、筒部の色が86Aであるこ

と等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ハクサン 愛知県日進市岩藤町三番割３２１－１

６ 登録品種の育成をした者の氏名

鈴木美国 大竹礼夏

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15年に出願者の温室（愛知県豊田市）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。



- 91 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８５２号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

トレニア ハト－０４－０５

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、花色は

上唇弁が92B（RHS カラーチャート 、下唇弁がN88B、筒部が90Bで中輪の鉢物及び花壇）

向きの品種である。

草型はほふく性、草丈はかなり低である。茎の太さはやや太、アントシアンの発色は

中、毛の多少は少、分枝性は中、節間長はやや長である。葉の形は広卵形、鋸歯の程度

は鈍、葉長、葉幅及び葉柄の太さは中、長さはやや短である。花序はえき性、花形は縦

長形、花の縦径、横径及び花筒長は中である。上唇弁の色は92B（同 、側弁及び下弁の）

） ） 、色はN88B（同 、筒部の色は90B（同 、唇弁の花色のパターンはぼかし、ブロッチは無

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

のアントシアンの発色は淡、距は有、花柄の太さはやや細、長さはやや短、花穂形成は

無である。

「サンレニラブ」と比較して、葉の鋸歯の程度が鈍であること、花の縦径が小さいこ

と等で 「サンレニブ」と比較して、筒部の色が90Bであること等で区別性が認められる。、

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ハクサン 愛知県日進市岩藤町三番割３２１－１

６ 登録品種の育成をした者の氏名

鈴木美国

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14年に出願者の温室（愛知県豊田市）において、出願者所有の育成

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

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



- 92 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８５３号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

トレニア ハト－０３

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、花色は

上唇弁が161A（RHS カラーチャート 、側弁が71A、下弁が182B、筒部が72Bで中輪の鉢）

物及び花壇向きの品種である。

草型は半ほふく性、草丈は低である。茎の太さは太、アントシアンの発色及び毛の多

少は中、分枝性は少、節間長は長である。葉の形は広卵形、葉長は長、葉幅はかなり広、

葉柄の太さは中、長さはやや長である。花序は頂えき性、花形は縦長形、花の縦径が中、

横径がやや短、花筒長は中である。上唇弁の色は161A（同 、側弁の色は71A（同 、下） ）

弁の色は182B（同 、筒部の色は72B（同 、唇弁の花色のパターンは均一に着色、ブロ） ）

ッチは有、上唇弁の波打ちの程度は中である。がくの切れ込みの形は深く２裂、長さは

中、雄ずいのアントシアンの発色は淡、距は有、花柄の太さは中、長さはやや短、花穂

形成の有無は有である。

「ダントロムーン」及び「ダンムーン１５」と比較して、上唇弁の色が161Aであるこ

と、側弁の色が71Aであること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ハクサン 愛知県日進市岩藤町三番割３２１－１

６ 登録品種の育成をした者の氏名

鈴木美国

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年に出願者の温室（愛知県豊田市）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。



- 93 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８５４号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

バーベナ サンマリピーチ

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腋芽に重イオンビームを照射して育成されたも

のであり、花色は開花初期が49B（RHS カラーチャート 、盛期が27Cで受咲きの大輪で）

鉢物及び花壇向きの品種である。

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

は無、毛の多少は中、とげは無、分枝性は中、地下ほふく性は無、節間長は中である。

葉序は対生、葉身の形はⅢ型、切れ込みは無、葉縁の形は円鋸歯状、葉長及び葉幅は中、

葉色は緑、毛の多少は中、葉柄は有、太さ及び長さは中である。花房の形はⅢ型、花穂

長は中、花穂径は大、花の向きは上向き、花形は受咲き、花径は大、花筒長は長、花色

は開花初期が49B（同 、盛期が27C（同 、花弁中央部の目、絞り及びぼかしは無、花弁） ）

の重なりは閉じる、裂片の欠刻は有、花弁数は中、がくの切れ込みは無、長さは長、先

端部のアントシアンは無、雌ずいの形は２裂、雄ずいの数は中、葯先端部の色は黄緑、

花柄の太さは細、長さは中、花数は少、花の香りは無である。

「オブセッション アプリコット」と比較して、草姿が中間であること、花色が開花

初期は49B、盛期は27Cであること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社 東京都千代田区平河町二丁目１３番１２号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

四方康範 髙村直登 金谷健至 鈴木賢一 見里朝也

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12年に理化学研究所（埼玉県和光市）において、出願者所有の育成

系統の腋芽に重イオンビームを照射し、その開花株の中から選抜、13年からサントリー

フラワーズ株式会社近江開発センター（滋賀県東近江市）及び白州栽培センター（山梨

県北杜市）において、選抜及び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。



- 94 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８５５号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

バーベナ サンビバホ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「サンビバブラ」の変異株であり、花色は開花初期がN155B（RHS カラー、

チャート 、盛期がN155Dで平咲きの大輪で鉢物及び花壇向きの品種である。）

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

は無、毛の多少は中、とげは無、分枝性は多、地下ほふく性は無、節間長は中である。

葉序は対生、葉身の形はⅡ型、切れ込みは無、葉縁の形は円鋸歯状、葉長は中、葉幅は

広、葉色は緑、毛の多少は中、葉柄は有、太さは太、長さは中である。花房の形はⅢ型、

花穂長は短、花穂径は中、花の向きは上向き、花形は平咲き、花径は大、花筒長は長、

花色は開花初期がN155B（同 、盛期がN155D（同 、花弁中央部の目、絞り及びぼかしは） ）

無、花弁の重なりは閉じる、裂片の欠刻は有、花弁数は中、がくの切れ込みは有、長さ

は長、先端部のアントシアンは無、雌ずいの形は２裂、雄ずいの数は中、葯先端部の色

は黄緑、花柄の太さは細、長さは短、花数は極少、花の香りは無である。

「レディーアン」と比較して、花数が少ないこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社 東京都千代田区平河町二丁目１３番１２号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

巽秀太郎 髙村直登 見里朝也

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14年に出願者の温室（滋賀県東近江市）において 「サンビバブ、

ラ」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。



- 95 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８５６号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

バーベナ サンマリアカネ

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、花色は

46C（RHS カラーチャート）で平咲きの大輪で鉢物及び花壇向きの品種である。

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

無、毛の多少は中、とげは無、分枝性は中、地下ほふく性は無、節間長は中である。葉

序は対生、葉身の形はⅡ型、切れ込みは無、葉縁の形は鋸歯状、葉長及び葉幅は中、葉

色は緑、毛の多少は中、葉柄は有、太さ及び長さは中である。花房の形はⅡ型、花穂長

は中、花穂径は大、花の向きは上向き、花形は平咲き、花径は大、花筒長は長、花色は

46C（同 、花弁中央部の目、絞り及びぼかしは無、花弁の重なりは開く、裂片の欠刻は）

有、花弁数は中、がくの切れ込みは無、長さは長、先端部のアントシアンは有、雌ずい

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

極多、花の香りは無である。

「ロマンス スカーレット」と比較して、葉身の形がⅡ型であること、花数が多いこ

と等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社 東京都千代田区平河町二丁目１３番１２号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

髙村直登

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14年に出願者の温室（滋賀県東近江市）において、出願者所有の育

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

継続し、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。



- 96 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８５７号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

くささんだんか ライカ ローズＡ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ライカ ワインレッド」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、草丈がかなり低で、花色はN66A（RHS カラーチャート）のやや小輪で鉢

物及び花壇向きの品種である。

草型は半直立性、草丈はかなり低、茎の太さはかなり太、毛は有、分枝性は中、節間

長はかなり短である。葉全体の形は披針形、先端の形は鋭形、基部の形は鋭尖形、葉の

長さはやや短、葉身幅はかなり狭、成葉表面の色は緑、斑は無、表面の毛及び葉縁の毛

は有である。たく葉裂片の形は針状、色は淡緑、葉柄の幅はやや広である。花序のタイ

プは散房花序、花の向きは上向き、縦径はやや大、横径はかなり大、高さは極高である。

花のタイプは短花柱花、花型は半八重咲、花筒部の形はロート形、花径はやや小、花筒

上部の太さ及び中間部の太さは中、長さはやや短、花色はN66A（同 、模様は無、花冠）

裂片全体の形は披針形、長さはやや短、幅はやや狭、数は多である。がく片全体の形は

線形、長さは中、幅は狭である。柱頭の色は紫、花数は極多、花の香りは無である。

「ライカ バイオレット」と比較して、花のタイプが短花柱花であること、花色が

N66Aであること等で区別性が認められる。

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

田中信之 愛知県田原市谷熊町太神９６番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

田中信之

７ 出願公表の年月日 平成１８年７月１３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成14年に育成者の温室（愛知県田原市）において 「ライカ ワイン、

レッド」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、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。



- 97 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８５８号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

くささんだんか ライカ ローズＢ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ライカ ワインレッド」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、草丈が低で、花色はN66A（RHS カラーチャート）のやや小輪で鉢物及び

花壇向きの品種である。

草型は半直立性、草丈は低、茎の太さはかなり太、毛は有、分枝性は中、節間長はか

なり短である。葉全体の形は卵形、先端の形及び基部の形は鋭形、葉の長さはやや短、

葉身幅はやや狭、成葉表面の色は緑、斑は無、表面の毛及び葉縁の毛は有である。たく

葉裂片の形は針状、色は淡緑、葉柄の幅はやや広である。花序のタイプは散房花序、花

の向きは上向き、縦径はやや大、横径はかなり大、高さは高である。花のタイプは長花

柱花、花型は半八重咲、花筒部の形はロート形、花径はやや小、花筒上部の太さ及び中

間部の太さは中、長さはやや短、花色はN66A（同 、模様は無、花冠裂片全体の形は披）

針形、長さはやや短、幅はやや狭、数は多である。がく片全体の形は線形、長さ及び幅

は中である。柱頭の色は紫、花数は極多、花の香りは無である。

「ライカ ローズＡ」と比較して、葉全体の形が卵形であること、花のタイプが長花

柱花であること等で 「ライカ バイオレット」と比較して、草丈が高いこと、花色が、

N66Aであること等で区別性が認められる。

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

田中信之 愛知県田原市谷熊町太神９６番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

田中信之

７ 出願公表の年月日 平成１８年７月１３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成14年に育成者の温室（愛知県田原市）において 「ライカ ワイン、

レッド」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、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１６８５９号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

くささんだんか ライカ レッドＧ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ライカ レッド」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、草丈がかなり低で、花色はN57A（RHS カラーチャート）のやや小輪で鉢物及び

花壇向きの品種である。

草型は半直立性、草丈はかなり低、茎の太さはかなり太、毛は有、分枝性は中、節間

長はかなり短である。葉全体の形は卵形、先端の形及び基部の形は鋭形、葉の長さはや

や短、葉身幅はやや狭、成葉表面の色は緑、斑は無、表面の毛及び葉縁の毛は有である。

たく葉裂片の形は針状、色は淡緑、葉柄の幅はやや広である。花序のタイプは散房花序、

花の向きは上向き、縦径はやや大、横径は極大、高さは高である。花のタイプは長花柱

花、花型は半八重咲、花筒部の形はロート形、花径はやや小、花筒上部の太さ及び中間

部の太さは中、長さは短、花色はN57A（同 、模様は無、花冠裂片全体の形は披針形、）

長さはやや短、幅はやや狭、数は多である。がく片全体の形は線形、長さ及び幅は中で

ある。柱頭の色は紫、花数は極多、花の香りは無である。

「ライカ ワインレッド」と比較して、花序の横径が大きいこと、花色がN57Aである

こと等で 「レッド」と比較して、草丈が低いこと、花型が半八重咲であること等で区、

別性が認められる。

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

田中信之 愛知県田原市谷熊町太神９６番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

田中信之

７ 出願公表の年月日 平成１８年７月１３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成14年に育成者の温室（愛知県田原市）において 「ライカ レッ、

ド」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、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。



- 99 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８６０号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

スイトピー 舞藤（まいふじ）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「エレインペイジ」に「セレステ」を交配して育成されたものであり、、

花色は旗弁上部が85C（RHS カラーチャート 、旗弁中央部及び翼弁が85Bの春咲き性の）

切花向きの品種である。

草型は高性、茎の最小径は太、最大径はやや太、アントシアンの発現は無、節間長は

長である。複葉対数は１、葉型は楕円形、波打ちの程度は中、着葉角度は斜上、葉長、

葉幅、たく葉の大きさ及び色は中、ふ入り葉は無、葉柄着生部の色は有、葉柄の長さは

やや短である。花の着生密度は中、向きは斜上、花形はウェーブ、花径は中、旗弁長は

短、幅は中、翼弁長は中、幅はやや狭、舟弁長及び幅は中、花弁の斑紋は無、旗弁上部

の色は85C（同 、中央部の色は85B（同 、下部の色は85C（同 、翼弁上部及び中央部の） ） ）

色は85B（同 、下部の色は85C（同 、舟弁上部の色は85C（同 、中央部及び下部の色は） ） ）

85D（同 、旗弁の形は全縁、翼弁の内曲は弱、旗弁の数は１、翼弁の数は２、がくの形）

は鐘状、大きさは中、色は無、雌ずいは有、雄ずいの数は１０、花柄の太さは細、小花

柄の太さ及び花柄の長さは中、小花柄の長さは短、一花房当たりの花数は少、香りは中

である。開花の習性は春咲き性である。

「スーパーミッドブルー」と比較して、旗弁中央部、翼弁上部及び中央部の色が85B

であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

宮崎県 宮崎県宮崎市橘通東２丁目１０番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

八反田憲生 中村薫 日野宏俊 柴田和美 長友広明 郡司定雄 村田壽夫

富永寛 髙橋英生

７ 出願公表の年月日 平成１８年７月１３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成６年に宮崎県総合農業試験場（宮崎市）において 「エレインペイ、

ジ」に「セレステ」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、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。



- 100 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８６１号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

スイトピー 彩姫（あやひめ）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は （ ステラ」×「アプリコットスプライト ）に「ステラ」を交配して育、「 」

成されたものであり、花色は旗弁上部が56C（RHS カラーチャート 、中央部がN155B、）

翼弁上部が56C、中央部がN155Bの春咲き性の切花向きの品種である。

草型は高性、茎の最小径はかなり太、最大径は太、アントシアンの発現は無、節間長

は長である。複葉対数は１、葉型は楕円形、波打の程度は中、着葉角度は斜上、葉長は

中、葉幅はやや広、たく葉の大きさ及び色は中、ふ入り葉及び葉柄着生部の色は無、葉

柄の長さは中である。花の着生密度は中、向きは斜上、花形はウェーブ、花径は中、旗

弁長は短、幅は中、翼弁長はやや短、幅はやや狭、舟弁長及び幅は中、花弁の斑紋は無、

旗弁上部の色は56C（同 、旗弁中央部及び下部の色はN155B（同 、翼弁上部の色は56C） ）

（同 、翼弁中央部及び下部の色はN155B（同 、舟弁の色は155B（同 、旗弁の形は全縁、） ） ）

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

雌ずいは有、雄ずいの数は１０、花柄の太さは細、小花柄の太さ、花柄の長さ及び小花

柄の長さは中、一花房当たりの花数は少、香りは中である。開花の習性は春咲き性であ

る。

「宮崎サニーピーチ」及び「ステラ」と比較して、旗弁上部及び翼弁上部の色が56C

であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

宮崎県 宮崎県宮崎市橘通東２丁目１０番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

八反田憲生 中村薫 日野宏俊 柴田和美 長友広明 郡司定雄 村田壽夫

富永寛 高橋英生

７ 出願公表の年月日 平成１８年７月１３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成６年に宮崎県総合農業試験場（宮崎市）において （ ステラ」×、「

「アプリコットスプライト ）に「ステラ」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、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。



- 101 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８６２号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

スイトピー 桜川（さくらがわ）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は （ アニバーサリー」×「スーパーローズ ）に「スーパーローズ」を交、「 」

配して育成されたものであり、花色は旗弁及び翼弁が69C（RHS カラーチャート）の春

咲き性の切花向きの品種である。

草型は高性、茎の最小径はやや太、最大径は太、アントシアンの発現は無、節間長は

長である。複葉対数は１、葉型は楕円形、波打の程度は中、着葉角度は斜上、葉長は中、

葉幅はやや狭、たく葉の大きさ及び色は中、ふ入り葉は無、葉柄着生部の色は有、葉柄

の長さは中である。花の着生密度は中、向きは斜上、花形はオープン、花径は中、旗弁

長は短、幅は中、翼弁長はやや短、幅は中、舟弁長及び幅は中、花弁の斑紋は無、旗弁

及び翼弁の色は69C（同 、舟弁の色は155B（同 、旗弁の形は全縁、翼弁の内曲は弱、） ）

旗弁の数は１、翼弁の数は２、がくの形は鐘状、大きさは中、色は無、雌ずいは有、雄

ずいの数は１０、花柄の太さはかなり細、小花柄の太さはやや細、花柄の長さ及び小花

柄の長さはやや短、一花房当たりの花数は少、香りは中である。開花の習性は春咲き性

である。

「スーパーローズ」及び「ステラ」と比較して、旗弁及び翼弁の色が69Cであること

等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

宮崎県 宮崎県宮崎市橘通東２丁目１０番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

八反田憲生 中村薫 日野宏俊 柴田和美 長友広明 郡司定雄 村田壽夫

富永寛 高橋英生

７ 出願公表の年月日 平成１８年７月１３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成６年に宮崎県総合試験場（宮崎市）において （ アニバーサリー」、「

」 、×「スーパーローズ ）に「スーパーローズ」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、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。



- 102 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８６３号 平成２０年３月１８日

２ 登録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 国華赤銅色（こっかしゃくどういろ）

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「国華芳菊」を交配して育成されたものであり、

花は赤紫色のやや大輪で観賞用鉢物向きの品種である。

開花時の草丈はやや長、節間長は短、茎の太さは太、色は紫である。たく葉の大きさ

はやや小、葉の着き方は水平、葉長は極長、葉幅は極広、葉の縦横比及び光沢は中、一

次欠刻の深さは深、基部の形は平、表面の色はやや濃である。側らいの数は少、舌状花

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

は盛り上がったドーム状である。腰掛けは無、舌状花の多少は中、向きはやや下垂、主

要な形は舟底弁、花筒部の長さはかなり短である。外花弁の長さは極長、幅はかなり広、

花弁先端の形は丸、舌状花表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色は赤紫（JHS

カラーチャート9214 、裏面の色は紫ピンク（同9211 、内花弁の表面の色は赤紫（同） ）

9214 、裏面の色は淡紫ピンク（同8902）である。管状花の花冠の深裂の程度は小であ）

る。生態分類型は秋、開花の早晩性はやや晩である。

「国華清浄」と比較して、外花弁の裏面の色が紫ピンクであること等で 「国華栄、

華」と比較して、茎の色が紫であること、葉の一次欠刻が深いこと等で区別性が認られ

る。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園 大阪府和泉市善正町１０番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

７ 出願公表の年月日 平成１７年８月１０日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成７年に出願者のほ場（大阪府和泉市）において、出願者所有の育成

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

調査を継続し、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１６８６４号 平成２０年３月１８日

２ 登録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 国華寿詞（こっかじゅし）

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「国華勅使」を交配して育成されたものであり、

花は浅緑黄色の大輪で観賞用鉢物向きの品種である。

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

葉の大きさは大、葉の着き方は上向き、葉長は極長、葉幅は広、葉の縦横比はやや大、

光沢は中、一次欠刻の深さはやや深、基部の形は平、表面の色は中である。側らいの数

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

花たくの形は中央部のへこんだドーム状である。舌状花の多少は中、向きはやや下垂、

主要な形は舟底弁、花筒部の長さはかなり短である。腰掛けの種類は内曲、程度はやや

強、外花弁の長さはかなり長、幅は広、花弁先端の形は丸、舌状花表面の色の分布状態

は均一、外花弁及び内花弁の表面の色は浅緑黄（JHS カラーチャート2904 、裏面の色）

は淡緑黄（同2903）である。管状花の花冠の深裂の程度は小、生態分類型は秋、開花の

早晩性は晩である。

「国華新世界」と比較して、たく葉が大きいこと、腰掛けが有ること等で 「国華宝、

船」と比較して、たく葉が大きいこと、花が大きいこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園 大阪府和泉市善正町１０番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

７ 出願公表の年月日 平成１７年８月１０日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成７年に出願者のほ場（大阪府和泉市）において、出願者所有の育成

系統に「国華勅使」を交配し、その実生の中から選抜、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１６８６５号 平成２０年３月１８日

２ 登録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 国華空の翼（こっかそらのつばさ）

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「兼六白菊」を交配して育成されたものであり、

花は155C（RHS カラーチャート）のやや大輪で観賞用鉢物向きの品種である。

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

きさは小、葉の着き方は下向き、葉長はかなり長、葉幅はやや広、葉の縦横比はやや大、

光沢は弱、一次欠刻の深さはやや浅、基部の形は平、表面の色は中である。舌状花の重

ねは八重、花の大きさはやや大、厚み及び花首の長さは中、総ほうの舌状花又は花盤内

部への分布は有、花たくの形は盛り上がったドーム状である。舌状花の多少はやや多、

向きは下垂、主要な形は管弁Ⅰ、２次的な形はさじ弁、３次的な形は舟底弁、花筒部の

長さは極長、返しは無、玉巻きの程度はかなり弱である。外花弁の長さは極長、幅は中、

花弁先端の形は尖、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155C（同）である。管状花の花冠の深裂の程度は小である。生態分類型は秋、

開花の早晩性は中である。

「国華横綱」と比較して、葉幅が狭いこと、総ほうが舌状花又は花盤内部へ分布する

こと等で 「国華天授」と比較して、たく葉が小さいこと、総ほうが舌状花又は花盤内、

部へ分布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

株式会社国華園 大阪府和泉市善正町１０番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

７ 出願公表の年月日 平成１７年８月１０日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成７年に出願者のほ場（大阪府和泉市）において、出願者所有の育成

系統に「兼六白菊」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の

調査を継続し、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１６８６６号 平成２０年３月１８日

２ 登録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 国華冬扇（こっかとうせん）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統に「兼六白菊」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観賞用鉢物向きの品種である。

開花時の草丈はかなり長、節間長はやや長、茎の太さはかなり太、色は緑と紫及び褐

である。たく葉の大きさは中、葉の着き方は上向き、葉長は極長、葉幅はかなり広、葉

の縦横比はやや大、光沢は中、一次欠刻の深さはやや深、欠刻底部の形は丸い、二次欠

刻の深さはやや深、基部の形は凹、表面の色は濃である。側らいの数は少、舌状花の重

ねは八重、花の大きさはやや大、厚みはやや低、花首の長さはかなり長、花たくの形は

平らなドーム状である。舌状花の多少は中、向きはやや下垂、主要な形は舟底弁、花筒

部の長さは短である。腰掛けは無、外花弁の長さは極長、幅は広、花弁先端の形は丸、

舌状花表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面及び裏面の色は黄白（JHS カラーチャ

ート3101 、内花弁の表面及び裏面の色は黄白（同2901）である。管状花の花冠の深裂）

の程度は小である。生態分類型は秋、開花の早晩性はやや晩である。

「国華横綱」と比較して、葉の一次欠刻が深いこと、葉の基部の形が凹であること、

花たくの形が平らなドーム状であること等で 「国華象徴」と比較して、葉の欠刻底部、

の形が丸いこと、葉の二次欠刻が深いこと等で区別性が認られる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園 大阪府和泉市善正町１０番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

７ 出願公表の年月日 平成１７年８月１０日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成７年に出願者のほ場（大阪府和泉市）において、出願者所有の育成

系統に「兼六白菊」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の

調査を継続し、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１６８６７号 平成２０年３月１８日

２ 登録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 国華徳人（こっかとくじん）

３ 登録品種の特性の概要

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

花は浅緑黄色のやや大輪で観賞用鉢物向きの品種である。

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

葉の大きさは中、葉の着き方は水平、葉長は極長、葉幅は広、葉の縦横比はやや大、光

沢は中、一次欠刻の深さはやや深、先端部の形は尖、基部の形は平、表面の色は中であ

る。側らいの数はやや少、舌状花の重ねは八重、花の大きさはやや大、厚みはやや低、

花首の長さはやや長、花たくの形は平らなドーム状である。舌状花の多少はやや多、向

きはやや下垂、主要な形は舟底弁、花筒部の長さはかなり短である。腰掛けは無、外花

弁の長さは極長、幅は広、花弁先端の形は尖、舌状花表面の色の分布状態は均一、外花

弁及び内花弁の表面の色は浅緑黄（JHS カラーチャート2904 、裏面の色は淡緑黄（同）

2903）である。管状花の花冠の深裂の程度は小、生態分類型は秋、開花の早晩性は晩で

ある。

「国華新世界」及び「国華宝船」と比較して、たく葉が大きいこと、葉の先端部の形

が尖であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園 大阪府和泉市善正町１０番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

７ 出願公表の年月日 平成１７年８月１０日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成７年に出願者のほ場（大阪府和泉市）において、出願者所有の育成

系統に「国華の磯」を交配し、その実生の中から選抜、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１６８６８号 平成２０年３月１８日

２ 登録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 国華日光（こっかにっこう）

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「国華星矢」を交配して育成されたものであり、

花は浅緑黄色の小輪で観賞用鉢物向きの品種である。

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

たく葉の大きさは小、葉の着き方は水平、葉長は長、葉幅は広、葉の縦横比及び光沢は

中、一次欠刻の深さはやや深、基部の形は凹、先端部の形は尖、表面の色は中、葉裂片

縁部は重なる。側らいの数はやや少、舌状花の重ねは八重、花の大きさは小、厚みは低、

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

向きはやや下垂、主要な形は舟底弁、花筒部の長さはかなり短である。腰掛けの種類は

内曲、程度はやや強、外花弁の長さはかなり長、幅はやや広、花弁先端の形は丸、舌状

）、花表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色は浅緑黄（JHS カラーチャート2703

裏面の色は浅緑黄（同2904 、内花弁の表面の色は明緑黄（同2704 、裏面の色は浅緑黄） ）

（同2703）である。管状花の花冠の深裂の程度は小、生態分類型は秋、開花の早晩性は

晩である。

「国華新世界」と比較して、葉裂片縁部が重なること、腰掛けが有ること等で 「国、

華宝船」と比較して、葉裂片縁部が重なること、葉の先端部の形が尖であること等で区

別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園 大阪府和泉市善正町１０番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

７ 出願公表の年月日 平成１７年８月１０日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成７年に出願者のほ場（大阪府和泉市）において、出願者所有の育成

系統に「国華星矢」を交配し、その実生の中から選抜、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１６８６９号 平成２０年３月１８日

２ 登録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 国華宝庫（こっかほうこ）

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「国華の磯」を交配して育成されたものであり、

花は浅緑黄色の大輪で観賞用鉢物向きの品種である。

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

大、葉の着き方は水平、葉長は長、葉幅はやや広、葉の縦横比、光沢及び一次欠刻の深

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

花の大きさは大、厚みはやや低、花首の長さはやや長、花たくの形は中央部のへこんだ

ドーム状である。舌状花の多少は中、向きはやや下垂、主要な形は舟底弁、花筒部の長

さはかなり短である。腰掛けは無、外花弁の長さは極長、幅はかなり広、花弁先端の形

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

カラーチャート2904 、裏面の色は淡緑黄（同2903）である。管状花の花冠の深裂の程）

度は小、生態分類型は秋、開花の早晩性は晩である。

「国華新世界」と比較して、たく葉が大きいこと、花たくの形が中央部のへこんだド

ーム状であること等で「国華宝船」と比較して、たく葉が大きいこと、花が大きいこと

等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園 大阪府和泉市善正町１０番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

７ 出願公表の年月日 平成１７年８月１０日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成７年に出願者のほ場（大阪府和泉市）において、出願者所有の育成

系統に「国華の磯」を交配し、その実生の中から選抜、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１６８７０号 平成２０年３月１８日

２ 登録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 国華万福（こっかまんぷく）

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「国華芳菊」を交配して育成されたものであり、

花は淡紫ピンクの中輪で観賞用鉢物向きの品種である。

開花時の草丈はやや長、節間長は短、茎の太さは極太、色は紫である。たく葉の大き

さは小、葉の着き方は上向き、葉長は長、葉幅はやや広、葉の縦横比、光沢及び一次欠

刻の深さは中、基部の形は平、表面の色は中である。側らいの数は少、舌状花の重ねは

八重、花の大きさは中、厚みは低、花首の長さはやや長、花たくの形は平らなドーム状

である。舌状花の多少はやや多、向きはやや下垂、主要な形は舟底弁、２次的な形は管

弁Ⅰ、花筒部の長さはやや短である。腰掛けは無、外花弁の長さは極長、幅は狭、花弁

先端の形は丸、舌状花表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面及び裏面の色は淡紫ピ

ンク（JHS カラーチャート8902 、内花弁の表面の色は淡紫ピンク（同9501 、裏面の色） ）

はピンク白（同9201）である。管状花の花冠の深裂の程度は小である。生態分類型は秋、

開花の早晩性はやや晩である。

「国華清淨」及び「国華栄華」と比較して、たく葉が小さいこと、内花弁の表面の色

が淡紫ピンクであること等で区別性が認られる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園 大阪府和泉市善正町１０番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

７ 出願公表の年月日 平成１７年８月１０日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成７年に出願者のほ場（大阪府和泉市）において、出願者所有の育成

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

調査を継続し、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１６８７１号 平成２０年３月１８日

２ 登録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 国華明主（こっかめいしゅ）

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「兼六白菊」を交配して育成されたものであり、

花は黄白の中輪で観賞用鉢物向きの品種である。

開花時の草丈は長、節間長はやや長、茎の太さはかなり太、色は緑である。たく葉の

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

光沢は中、一次欠刻の深さはやや深、基部の形は凹、先端部の形は鈍円、表面の色は濃

である。側らいの数は少、舌状花の重ねは八重、花の大きさ及び厚みは中、花首の長さ

はやや長、花たくの形は中央部のへこんだドーム状である。舌状花の多少は中、向きは

やや下垂、主要な形は舟底弁、花筒部の長さは短である。腰掛けは無、外花弁の長さは

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

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

の程度は小である。生態分類型は秋、開花の早晩性はやや晩である。

「国華横綱」と比較して、一次欠刻が深いこと、花たくの形が中央部のへこんだドー

ム状であること等で 「国華象徴」と比較して、葉の先端部の形が鈍円であること、外、

花弁の幅が広いこと等で区別性が認られる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園 大阪府和泉市善正町１０番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

７ 出願公表の年月日 平成１７年８月１０日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成７年に出願者のほ場（大阪府和泉市）において、出願者所有の育成

系統に「兼六白菊」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の

調査を継続し、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１６８７２号 平成２０年３月１８日

２ 登録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 泉郷財宝（せんきょうざいほう）

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「国華雨情」を交配して育成されたものであり、

花は浅橙黄色の極大輪で観賞用鉢物向きの品種である。

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

葉の着き方は上向き、葉長は極長、葉幅は広、葉の縦横比はやや大、光沢は中、一次欠

刻の深さは深、基部の形は凹、表面の色は中である。側らいの数は少、舌状花の重ねは

八重、花の大きさは極大、厚みはやや低、花首の長さはやや短、花たくの形は盛り上が

ったドーム状である。舌状花の多少は中、向きは下垂、主要な形は管弁Ⅱである。返し

の大きさはやや大、玉巻きの程度は強、外花弁の長さは極長、幅は狭、花弁先端の形は

尖、舌状花表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色は浅橙黄（JHS カラーチャー

ト2203 、裏面の色は浅緑黄（同2703 、内花弁の表面の色は明橙黄（同2204 、裏面の） ） ）

色は明橙黄（同2204）に濃黄橙（同1908）のぼかしが入る。管状花の花冠の深裂の程度

は小、生態分類型は秋、開花の早晩性は晩である。

「泉郷八汐」と比較して、たく葉が無いこと、葉基部の形が凹であること等で区別性

が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園 大阪府和泉市善正町１０番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

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７年に出願者のほ場（大阪府和泉市）において、出願者所有の育成

系統に「国華雨情」を交配し、その実生の中から選抜、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１６８７３号 平成２０年３月１８日

２ 登録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 泉郷飛泉（せんきょうひせん）

３ 登録品種の特性の概要

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

花は明緑黄色のかなり大輪で観賞用鉢物向きの品種である。

開花時の草丈はかなり長、節間長及び茎の太さは中、色は緑と紫及び褐である。たく

葉の大きさはやや大、葉の着き方は水平、葉長は極長、葉幅はかなり広、葉の縦横比は

中、光沢はやや弱、一次欠刻の深さは深、基部の形は凸、表面の色は中である。側らい

の数は少、舌状花の重ねは八重、花の大きさはかなり大、厚みはやや低、花首の長さは

やや長、花たくの形は平らな円錐状である。舌状花の多少は多、向きは下垂、主要な形

は管弁Ⅱである。返しの大きさは大、玉巻きの程度は強、外花弁の長さは極長、幅はか

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

面の色は明緑黄（JHS カラーチャート2704 、裏面の色は浅緑黄（同2703）である。管）

状花の花冠の深裂の程度は極小、生態分類型は秋、開花の早晩性は晩である。

「泉郷鈴の音」及び「泉郷富水」と比較して、たく葉が有ること、葉基部の形が凸で

あること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園 大阪府和泉市善正町１０番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

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７年に出願者のほ場（大阪府和泉市）において、出願者所有の育成

系統に「岸の虹」を交配し、その実生の中から選抜、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１６８７４号 平成２０年３月１８日

２ 登録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 雪姫（ゆきひめ）

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集団内で人工交配及び自然交雑した実生から選

抜して育成されたものであり、花はN155A（RHS カラーチャート）のかなり大輪で一輪

仕立ての切花向きの品種である。

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

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

は中、一次欠刻の深さはやや深、基部の形は円、表面の色は中である。側らいの数は中、

舌状花の重ねは八重、花の大きさはかなり大、厚みはやや高、花首の長さはかなり短、

花たくの形は中央部のへこんだドーム状である。舌状花の多少はかなり少、向きは水平、

主要な形は舟底弁、花筒部の長さは極短である。外花弁の長さはやや長、幅はやや広、

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

、面の色はN155A（同）である。管状花の花冠の深裂の程度はかなり小、生態分類型は秋

到花週数は6.5週未満である。

「神馬」と比較して、葉の縦横比が小さいこと、葉基部の形が円であること等で、

「旭神」と比較して、葉基部の形が円であること、外花弁の幅が広いこと等で区別性が

認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

福岡県 福岡県福岡市博多区東公園７番７号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

坂井康弘 黒栁直彦 國武利浩 谷川孝弘 松野孝敏 巣山拓郎 中村新一

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年に福岡県農業総合試験場（筑紫野市）において、出願者所有の

育成系統の集団内で個体間における人工交配及び自然交雑を行い、その実生の中から選

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

を確認して育成を完了したものである。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８７５号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

きく デックオス

３ 登録品種の特性の概要

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

77D（RHS カラーチャート）の小輪でスプレイ仕立ての切花向きの品種である。

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

はやや小、葉の着き方は水平、葉長はやや短、葉幅はやや狭、葉の縦横比は大、光沢は

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

は円錐形、花の数はやや多、舌状花の重ねは一重、管状花部のタイプはデイジータイプ、

花の大きさは小、厚みはかなり低、花首の長さは中、花たくの形は盛り上がった円錐状

である。舌状花の多少はかなり少、向きは斜上、主要な形は平弁、花筒部の長さは短で

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

態は均一、外花弁の表面の色は77D（同 、裏面の色は76C（同）である。花盤の大きさ）

はかなり小、未開花部位の色は緑、開花した部位の色は黄、中央暗色スポットは無、管

状花の花冠の深裂の程度は小である。生態分類型は秋、開花の早晩性は晩である。

「ゴールドストックダークリネカー」と比較して、花が小さいこと、舌状花の向きが

斜上であること等で 「フィムーンライト」と比較して、花が小さいこと、外花弁の表、

面の色が77Dであること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

デッカー ブリーディング社

オランダ王国 １７１１ＲＰ ヘンスブルック ジュリアナウェッヒ ６ａ

６ 登録品種の育成をした者の氏名

Ｃ． Ｗ． デッカー

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、2000年に出願者の温室（オランダ王国）において、出願者所有の育成系

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

し、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「ＯＳＫ」であった。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８７６号 平成２０年３月１８日

２ 登録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 笑の想（しょうのおもい）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は

84C（RHS カラーチャート）のやや大輪で一輪仕立ての切花向きの品種である。

開花時の草丈及び節間長は長、茎の太さは中、色は緑である。たく葉の大きさはか

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

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

度は重なるである。側らいの数は少、舌状花の重ねは八重、花の大きさはやや大、厚み

はやや低、花首の長さは短、花たくの形は平らなドーム状である。舌状花の多少は少、

向きは水平、主要な形はさじ弁、２次的な形は舟底弁、３次的な形は管弁Ⅰ、花筒部の

長さは長である。外花弁の長さは中、幅は狭、花弁先端の形は丸、舌状花表面の色の分

布状態は均一、外花弁の表面の色は84C（同 、裏面の色は75D（同 、内花弁の表面の色） ）

は75B（同 、裏面の色は75C（同）である。生態分類型は夏秋、開花の早晩性は中であ）

る。

「笑望」及び「笑の夏」と比較して、葉裂片縁部が重なること、外花弁の表面の色が

84Cであること等で区別性が認められる。

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年に育成者の温室（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、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。



- 116 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８７７号 平成２０年３月１８日

２ 登録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 笑の衣（しょうのころも）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「赤松」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N78C（RHS カラーチャート）の中輪で一輪仕立ての切花向きの品種である。

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

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

刻の深さはかなり深、基部の形は凸、表面の色はやや濃である。側らいの数は無、舌状

花の重ねは八重、花の大きさ及び厚みは中、花首の長さは短、花たくの形は平らなドー

ム状である。舌状花の多少はやや少、向きは水平、主要な形は平弁、２次的な形は舟底

弁、花筒部の長さは短である。外花弁の長さ及び幅は中、花弁先端の形は丸、舌状花表

面の色の分布状態は均一、外花弁及び内花弁の表面の色はN78C（同 、裏面の色は77C）

（同）である。生態分類型は夏秋、開花の早晩性は極晩である。

「笑紋」及び「笑の宿」と比較して、葉基部の形が凸であること、外花弁の表面の色

がN78Cであること等で区別性が認められる。

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12年に育成者の温室（長野県松本市）において 「赤松」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、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。



- 117 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８７８号 平成２０年３月１８日

２ 登録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 笑の源（しょうのみなもと）

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6A

（RHS カラーチャート）の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、節間長及び茎の太さは中、色は緑である。たく葉の大きさは

小、葉の着き方は上向き、葉長、葉幅、葉の縦横比及び光沢は中、一次欠刻の深さは深、

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

の大きさは大、厚みは中、花首の長さはやや短、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、花筒部の長

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

色の分布状態は均一、外花弁の表面の色は6A（同 、裏面の色は6C（同 、内花弁の表面） ）

の色は7A（同 、裏面の色は6A（同）である。生態分類型は秋、開花の早晩性はやや早）

である。

「笑の天守」と比較して、葉の一次欠刻が深いこと、外花弁の表面の色が6Aであるこ

と等で 「笑の輝」と比較して、舌状花が多いこと、外花弁の幅が広いこと等で区別性、

が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の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年に育成者の温室（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。



- 118 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８７９号 平成２０年３月１８日

２ 登録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 笑の寿（しょうのことぶき）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「追分」に「笑の調」を交配して育成されたものであり、花は明黄色の、

中輪で一輪仕立ての切花向きの品種である。

開花時の草丈は長、節間長はやや短、茎の太さはかなり太、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、葉幅はやや広、葉の縦横比は

やや小、光沢はかなり弱、一次欠刻の深さは中、基部の形は円、表面の色は中である。

側らいの数は無、舌状花の重ねは八重、花の大きさは中、厚みは高、花首の長さはやや

短、花たくの形は平らなドーム状である。舌状花の多少は少、向きは斜上、主要な形は

舟底弁、２次的な形は管弁Ⅰ、花筒部の長さは極短である。外花弁の長さは長、幅はや

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

の色は明黄（JHS カラーチャート2506 、裏面の色は明緑黄（同2705）である。生態分）

類型は秋、到花週数は7.5週である。

「笑久」と比較して、側らいが無いこと、舌状花の向きが斜上であること等で 「精、

興の秋」と比較して、たく葉が小さいこと、側らい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

小井戸輝雄 長野県松本市元町一丁目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年に育成者の温室（長野県松本市）において 「追分」に「笑の、

調」を交配し、その実生の中から選抜、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１６８８０号 平成２０年３月１８日

２ 登録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 きゅらキッズ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「南州の金梅」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6A(RHS カラーチャート）の小輪でスプレイ仕立ての切花向きの品種である。

開花時の草丈は長、節間長及び茎の太さは中、色は緑と紫及び褐である。たく葉の大

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

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

円筒形、花の数は中、舌状花の重ねは一重、管状花部のタイプはデイジータイプ、花の

大きさは小、厚みは低、花首の長さは短、花たくの形は平らなドーム状である。舌状花

の多少は少、向きは斜上、主要な形は平弁、花筒部の長さは短である。外花弁の長さは

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

は6A（同 、裏面の色は6C（同）である。花盤の大きさは小、未開花部位の色は黄緑、）

開花した部位の色は黄、中央暗色スポットは無、管状花の花冠の深裂の程度は小である。

生態分類型は秋、到花週数は9.0週である。

「レミダス」と比較して、葉基部の形が凹であること、花たくの形が平らなドーム状

であること等で 「キルケ」と比較して、葉基部の形が凹であること、外花弁の幅が狭、

いこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

鹿児島県 鹿児島県鹿児島市鴨池新町１０番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

野添博昭 後藤英嗣 緒方彰

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年に鹿児島県農業試験場（現鹿児島県農業開発総合センター）徳

、 、之島支場（大島郡伊仙町）において 「南州の金梅」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、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１６８８１号 平成２０年３月１８日

２ 登録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 きゅらピュア

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の自然交雑実生から選抜育成されたものであり、

。花は155C(RHS カラーチャート）のやや小輪でスプレイ仕立ての切花向きの品種である

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

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

はやや小、光沢はやや弱、一次欠刻の深さは深、基部の形は平、表面の色はやや淡であ

る。花房の形は円筒形、花の数は少、舌状花の重ねは一重、管状花部のタイプはデイジ

ータイプ、花の大きさはやや小、厚みは低、花首の長さは中、花たくの形は盛り上がっ

たドーム状である。舌状花の多少は少、向きは斜上、主要な形は樋弁、花筒部の長さは

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

の分布状態は均一、外花弁の表面及び裏面の色は155C（同）である。花盤の大きさはや

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

の花冠の深裂の程度は小である。生態分類型は秋、到花週数は8.0週である。

「セイエルザ」及び「セイプリンス」と比較して、舌状花の主要な形が樋弁であるこ

と等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

鹿児島県 鹿児島県鹿児島市鴨池新町１０番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

野添博昭 後藤英嗣 緒方彰

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年に鹿児島県農業試験場（現鹿児島県農業開発総合センター）徳

之島支場（大島郡伊仙町）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。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８８２号 平成２０年３月１８日

２ 登録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 モゼピンク

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に出願者所有の育成系統の混合花粉を交配して育

成されたものであり、花は73D（RHS カラーチャート）の中輪でスプレイ仕立ての切花

向きの品種である。

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

はかなり小、葉の着き方は水平、葉長はやや長、葉幅及び葉の縦横比は中、光沢は弱、

一次欠刻の深さは深、基部の形は平、表面の色はやや淡である。花房の形は平形、花の

数は中、舌状花の重ねは半八重、管状花部のタイプはデイジータイプ、花の大きさは中、

厚みは低、花首の長さは中、花たくの形は盛り上がった円錐状である。舌状花の多少は

少、向きは水平、主要な形は平弁、花筒部の長さはかなり短である。外花弁の長さはや

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

面の色は73D（同 、裏面の色は69D（同）である。花盤の大きさは小、未開花部位の色）

は黄緑、開花した部位の色は緑、中央暗色スポットは無、管状花の花冠の深裂の程度は

小である。生態分類型は秋、到花週数は8.0週である。

「ペリカン」と比較して、たく葉が小さいこと、外花弁の表面の色が73Dであること

等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

鹿児島県 鹿児島県鹿児島市鴨池新町１０番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

姫野正己 永吉実孝 白山竜次 今給黎征郎 郡山啓作 末吉忠寿

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年に鹿児島県農業試験場（現鹿児島県農業開発総合センター花き

部、指宿市）において、出願者所有の育成系統に出願者所有の育成系統の混合花粉を交

配し、その実生の中から選抜、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。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８８３号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

さくらそう 石塚夢００１号（いしづかゆめ００１ごう）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ウグイスレッド」に育成者所有の育成系統を交配して育成されたもの、

であり、花は明青味紫色、一重咲きで2.0～2.4㎝輪の鉢物向きの品種である。

開花時草丈は25.0㎝以上である。葉身長は6.0～7.9㎝、葉幅は4.0～5.9㎝、葉の白粉

の有無及び程度は低、葉柄長は6.0～7.9㎝である。花の重ねは一重、花径は2.0～2.4㎝、

花色は表面が明青味紫(JHS カラーチャート8305)、裏面が浅青味紫（同8304 、花の中）

心部（花底部）の目の色は黄、蛇の目及び覆輪の有無及び程度は無、花弁の重なりの程

度は離れる、先端の形は桜弁、中心花梗１段目までの長さは15.0～19.9㎝、花房におけ

る段差の程度は明確（野生種等 、花梗の帯化の有無と程度は無、がく片の白粉の有無）

と程度は中、花の香りは弱である。

「プリマ ライラック」と比較して、花の表面の色が明青味紫であること、花弁の重

なりが離れること等で区別性が認められる。

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

石塚健壽 東京都東久留米市滝山７－２３－１

６ 登録品種の育成をした者の氏名

石塚健壽

７ 出願公表の年月日 平成１７年８月１０日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成11年に育成者の温室（東京都東久留米市）において 「ウグイスレ、

ッド」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、固定を図りな

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

たものである。

なお、出願時の名称は「湖畔の夢」であった。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８８４号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

さくらそう 真珠の華（しんじゅのはな）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の早川系ピンク花の変異株であり、花は淡紫ピンク色、一重

咲きで4.0～5.9㎝輪の鉢物向きの品種である。

開花時草丈は10.0～14.9㎝である。葉身長は10.0～14.9㎝、葉幅は6.0～6.9㎝、葉の

縦横比は1.5～1.9、茎葉のアントシアニンの発現程度は無である。花の重ねは一重咲き、

花径は4.0～5.9㎝、花色は表面及び裏面が淡紫ピンク（JHS カラーチャート9202 、花）

の中心部（花底部）の目の色は黄、大きさは4/8、蛇の目及び覆輪の有無は無、花弁端

の切れ込みの程度は中、花弁の波状の程度は低、重なりの程度は重なる、がくの大きさ

は高さが2.0～2.4㎝、直径が2.0㎝以上、開花初期における花梗の抽出程度はわずか又

は時に抽出する、毛の多少は中、花の香りは無、開花期はやや早である。

「ハヤカワストレイン ソフトピンク」と比較して、花の表面の色が淡紫ピンクであ

ること、開花期が早いこと等で 「ダノバ ローズラベンダーシェード」と比較して、、

花の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氏名及び住所又は居所

吉川義明 三重県四日市市八王子町６４９番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

吉川義明

７ 出願公表の年月日 平成１８年７月１３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成５年に育成者の温室（三重県四日市市）において、育成者所有の早

川系ピンク花の変異株を発見、以後、固定を図りながら特性の調査を継続し、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「パールピンク」であった。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８８５号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

さくらそう 相原（そうげん）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統の変異株であり、花は鮮赤紫色、一重咲きで8.0

～9.9㎝輪の鉢物向きの品種である。

開花時草丈は10.0～14.9㎝である。葉身長は15.0～19.9㎝、葉幅は8.0㎝以上、葉の

縦横比は1.5～1.9、茎葉のアントシアニンの発現程度は弱である。花の重ねは一重咲き、

花径は8.0～9.9㎝、花色は表面は鮮赤紫（JHS カラーチャート9507 、裏面は明赤紫）

（同9506 、花の中心部（花底部）の目の色は黄、大きさは4/8、蛇の目及び覆輪の有無）

は有、花弁端の切れ込み及び花弁の波状の程度は低、重なりの程度は重なる、がくの大

きさは高さが2.5～2.9㎝、直径が2.0㎝以上、開花初期における花梗の抽出程度はわず

か又は時に抽出する、毛の多少は中、花の香りは無である。

「サミット カーマインバイカラー」と比較して、葉幅が大きいこと、花径が大きい

こと、花の表面の色が鮮赤紫であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

相原啓一 神奈川県足柄上郡中井町境１２９６

６ 登録品種の育成をした者の氏名

相原啓一

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年頃に育成者の温室（神奈川県足柄上郡中井町）において、育成

者所有の育成系統の中から変異株を発見、以後、固定を図りながら特性の調査を継続し、

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「オーシャン．クィーン」であった。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８８６号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

さくらそう エアロレッドバイカラー

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ポニーレッド」に「肥後ポリアンサ 紅返し」を交配して育成された、

ものであり、花は濃橙赤色、一重咲きで4.0～5.9㎝輪の鉢物及び花壇向きの品種である。

開花時草丈は5.0～9.9㎝である。葉身長は10.0～14.9㎝、葉幅は6.0～6.9㎝、葉の縦

横比は1.5～1.9、茎葉のアントシアニンの発現程度は弱である。花の重ねは一重咲き、

花径は4.0～5.9㎝、花色は表面及び裏面が濃橙赤（JHS カラーチャート0707 、花の中）

心部（花底部）の目の色は黄、大きさは6/8、蛇の目及び覆輪の有無は無、花弁端の切

れ込みの程度は中、花弁の波状の程度は低、重なりの程度は重なる、がくの大きさは高

さが2.0～2.4㎝、直径が2.0㎝以上、開花初期における花梗の抽出程度はわずか又は時

に抽出する、毛の多少は中、花の香りは弱、開花期はやや早である。

「サミット レッドバイカラー」と比較して、花の表面及び裏面の色が濃橙赤である

こと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ 東京都世田谷区八幡山２丁目１番８号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

古川廣明

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10年に出願者の温室（山梨県北巨摩郡小淵沢町）において 「ポニ、

ーレッド」に「肥後ポリアンサ 紅返し」を交配し、その実生の中から選抜、以後、固

定を図りながら特性の調査を継続し、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１６８８７号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

さくらそう キューティーレッド

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有のマラコイデスの赤系無名実生種から選抜し育成されたもの

であり、花は明赤紫色、一重咲きで2.5～2.9㎝輪の鉢物向きの品種である。

開花時草丈は10.0～14.9㎝である。葉身長及び葉幅は4.0～5.9㎝、葉の白粉の有無及

び程度は無、葉柄長は2.0～3.9㎝である。花の重ねは一重、花径は2.5～2.9㎝、花色は

表面が明赤紫(JHS カラーチャート9506)、裏面が鮮紫ピンク（同9504 、花の中心部）

（花底部）の目の色は黄、蛇の目及び覆輪の有無及び程度は無、花弁の重なりの程度は

接する、先端の形は桜弁、中心花梗１段目までの長さは5.0～9.9㎝、花房における段差

の程度は無（ヒヤシンス状 、花梗の帯化の有無と程度は無、がく片の白粉の有無と程）

度は中、花の香りは弱、開花期はかなり早である。

「プリマ カーマインローズ」及び「富士の輝」と比較して、花の表面の色が明赤紫

（同9506）であること、開花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氏名及び住所又は居所

金井章浩 埼玉県鴻巣市箕田１９１６番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

金井章浩

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年に育成者の温室（埼玉県鴻巣市）において、育成者所有のマラ

コイデスの赤系無名実生種の中から選抜、以後、固定を図りながら特性の調査を継続し、

16年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８８８号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

さくらそう キューティーピンク

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有のマラコイデスのピンク系無名実生種から選抜して育成され

たものであり、花は鮮紫ピンク色、一重咲きで2.5～2.9㎝輪の鉢物向きの品種である。

開花時草丈は10.0～14.9㎝である。葉身長及び葉幅は4.0～5.9㎝、葉の白粉の有無及

び程度は無、葉柄長は2.0～3.9㎝である。花の重ねは一重、花径は2.5～2.9㎝、花色は

表面が鮮紫ピンク(JHS カラーチャート9204)、裏面が紫ピンク（同9203 、花の中心部）

（花底部）の目の色は黄、蛇の目及び覆輪の有無及び程度は無、花弁の重なりの程度は

接する、先端の形は桜弁、中心花梗１段目までの長さは5.0～9.9㎝、花房における段差

の程度は無（ヒヤシンス状 、花梗の帯化の有無と程度は無、がく片の白粉の有無と程）

度は低、花の香りは弱、開花期はかなり早である。

「富士ざくら」及び「プリマ ピンク」と比較して、花の表面の色が鮮紫ピンクであ

ること、開花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氏名及び住所又は居所

金井章浩 埼玉県鴻巣市箕田１９１６番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

金井章浩

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年に育成者の温室（埼玉県鴻巣市）において、育成者所有のマラ

コイデスのピンク系無名実生種の中から選抜、以後、固定を図りながら特性の調査を継

続し、16年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８８９号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

さくらそう キューティーホワイト

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有のマラコイデスの白系無名実生種から選抜して育成されたも

のであり、花は白色、一重咲きで2.5～2.9㎝輪の鉢物向きの品種である。

開花時草丈は15.0～19.9㎝である。葉身長及び葉幅は4.0～5.9㎝、葉の白粉の有無及

び程度は低、葉柄長は2.0～3.9㎝である。花の重ねは一重、花径は2.5～2.9㎝、花色は

表面及び裏面が白(JHS カラーチャート－01)、花の中心部（花底部）の目の色は黄、蛇

の目及び覆輪の有無及び程度は無、花弁の重なりの程度は接する、先端の形は桜弁、中

心花梗１段目までの長さは5.0～9.9㎝、花房における段差の程度は中間、花梗の帯化の

有無と程度は低、がく片の白粉の有無と程度は高、花の香りは弱、開花期は極早である。

「プリマ ホワイト」と比較して、開花期が早いこと等で 「富士の白雪」と比較し、

て、花の中心部の目の色が黄であること、開花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氏名及び住所又は居所

金井章浩 埼玉県鴻巣市箕田１９１６番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

金井章浩

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年に育成者の温室（埼玉県鴻巣市）において、育成者所有のマラ

コイデスの白系無名実生種の中から選抜、以後、固定を図りながら特性の調査を継続し、

16年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８９０号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

スターチス ブリリアントディープローズ

３ 登録品種の特性の概要

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

色は明緑黄、がくの色は紫ピンクで中肋に鮮赤紫が入る切花向きの品種である。

草丈はやや高である。葉長はやや短、葉幅は中、葉の形は楕円形、色はやや淡、毛の

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

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

さはやや太、毛の密度は無又は極粗、翼の幅は無又は極狭、波打ちは無又は極弱、一次

分枝のたく葉の長さは中、花序のタイプはⅣ型、分枝の程度は弱、方向は斜上、花数は

やや多である。がくの長さはやや短、直径はやや長、タイプはⅡ・Ⅲ型、色は紫ピンク

（JHS カラーチャート9203 、中肋の色は鮮赤紫（同9207）である。花冠の多少は多、）

大きさはやや小、色は明緑黄（同2705）である。花の香りは有である。

「紅梅」と比較して、花冠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

株式会社ミヨシ 東京都世田谷区八幡山２丁目１番８号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

小平明男

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（長野県茅野市）において、育成者所有の育成

系統どうしを交配した実生の中から選抜、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「ブリリアントダブルローズ」であった。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８９１号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

カーネーション エイコ

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、花色は

鮮紫赤の八重咲きで大輪の切花向きの品種である。

開花時草丈はやや高、１花柄の花数は１花である。側枝数はかなり少、節間数は５以

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

大葉長はやや長、最大葉幅は狭、葉巻き程度はよく巻く、葉色は濃緑、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、縁の形は鈍鋸歯、切れ込みの深さはかなり浅、外

花弁の長さはやや長、幅はやや広、花弁の色の数は１色、色の分布は濃淡無し、地色は

鮮紫赤（JHS カラーチャート9707）である。開花習性は四季咲きである。

「フェネック」と比較して、葉巻き程度が強いこと、花弁上部の側面の形がやや凸で

あること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

バルブレ＆ブラン Ｓ．Ａ． スペイン国 ３０８９０ プエルト ルンブレ

ラス ムルシア カミノビエホ ２０５

６ 登録品種の育成をした者の氏名

エミリオ カノー

７ 出願公表の年月日 平成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（スペイン国）において、出願者所有の育成系統

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

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。



- 131 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８９２号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

カーネーション バルベルタ

３ 登録品種の特性の概要

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

ピンクの八重咲きで大輪の切花向きの品種である。

開花時草丈はやや高、１花柄の花数は１花である。側枝数はかなり少、節間数は５以

上、茎長はやや長、茎の太さはやや太、節間長はやや長、ろう質は中である。葉の形は

線形、最大葉長はやや長、最大葉幅は狭、葉巻き程度はよく巻く、葉色は濃緑、ろう質

は中である。つぼみの形は球形、花径は大、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、縁の形は鈍鋸歯、切れ込みの深さは極浅、

外花弁の長さは中、幅はやや広、花弁の色の数は１色、色の分布は濃淡無し、地色はピ

） 。ンク（JHS カラーチャート0403 、花柱の数は３本である。開花習性は四季咲きである

「ピンクフランセスコ」と比較して、花弁の地色がピンクであること、花柱の数が３

本であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

バルブレ＆ブラン Ｓ．Ａ． スペイン国 ３０８９０ プエルト ルンブレ

ラス ムルシア カミノビエホ ２０５

６ 登録品種の育成をした者の氏名

エミリオ カノー

７ 出願公表の年月日 平成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（スペイン国）において、出願者所有の育成系統

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

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。



- 132 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８９３号 平成２０年３月１８日

２ 登録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 セルタ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ソラール」の変異株であり、花色は鮮ピンクの地色に赤紫のぼかしが、

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。側枝数はかなり少、節間数は５以上、

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

大葉長は中、最大葉幅は狭、葉巻き程度は少し巻く、葉色は濃緑、ろう質は中である。

つぼみの形は球形、花径は大、花冠上部の側面の形は凸、花冠下部の側面の形は凹、花

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

数はかなり多、横断面の形は波状、縁の形は鋭鋸歯、切れ込みの深さはやや浅、外花弁

の長さ及び幅は中、花弁の色の数は２色、色の分布はぼかし、地色は鮮ピンク(JHS カ

ラーチャート0105)、複色は赤紫(同9214)、複色割合は極多である。開花習性は四季咲

きである。

「グラナ」と比較して、花弁の色の分布がぼかしであること、花弁の地色が鮮ピンク

であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

バルブレ＆ブラン Ｓ．Ａ． スペイン国 ３０８９０ プエルト ルンブレ

ラス ムルシア カミノビエホ ２０５

６ 登録品種の育成をした者の氏名

エミリオ カノー

７ 出願公表の年月日 平成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（スペイン国）において 「ソラール」の変異株、

を発見し、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、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。



- 133 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８９４号 平成２０年３月１８日

２ 登録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 リブ

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、花色はピンク白の地色に鮮赤紫のぼかしが入る八重咲きで中輪の切花向きの品種で

ある。

開花時草丈はやや高、１花柄の花数は１花、花全体の配列は凸である。側枝数は中、

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

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

ろう質はやや強である。つぼみの形は円柱形、花径は中、花冠上部の側面の形は凸、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、縁の形は波状、切れ込みの深さは極

浅、外花弁の長さは中、幅はやや狭、花弁の色の数は２色、色の分布はぼかし、地色は

ピンク白(JHS カラーチャート9201)、複色は鮮赤紫(同9207) 、複色割合は多である。

開花習性は四季咲きである。

「コケット」と比較して、花弁数が少ないこと、花弁の色の分布がぼかしであること

等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

バルブレ＆ブラン Ｓ．Ａ． スペイン国 ３０８９０ プエルト ルンブレ

ラス ムルシア カミノビエホ ２０５

６ 登録品種の育成をした者の氏名

兼松功一

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12年に第一園芸株式会社の温室（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。



- 134 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８９５号 平成２０年３月１８日

２ 登録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 ナージャ

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、花色は明紫赤の地色にピンク白の周囲覆輪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１花、花全体の配列は凸である。側枝数は中、節間

数は５以上、茎長は中、茎の太さはやや細、節間長及びろう質は中である。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、ろ

う質は中である。つぼみの形は楕円形、花径は中、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、花弁数はやや少、横断面の形は波状、花弁縁の形は鈍鋸歯、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、色の分布は周囲覆

輪、地色は明紫赤（JHS カラーチャート9706)、複色はピンク白（同9201) 、複色割合

はかなり多、柱頭の色は淡紫である。開花習性は四季咲きである。

「ダイコスモチェリー」と比較して、花弁の地色が明紫赤であること、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 ２０５

６ 登録品種の育成をした者の氏名

兼松功一

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12年に第一園芸株式会社の温室（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。



- 135 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８９６号 平成２０年３月１８日

２ 登録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 ポエム

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、花色は淡緑黄の地色に鮮紫ピンクの周囲覆輪が入る八重咲きでやや小輪の切花向き

の品種である。

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

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

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

は濃緑、ろう質は中である。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、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花弁数はやや多、花弁の横断面の形及び縁の形

は波状、花弁の切れ込みの深さは極浅、外花弁の長さは中、幅はやや狭、花弁の色の数

は２色、色の分布は周囲覆輪、地色は淡緑黄（JHS カラーチャート2903) 、複色は鮮紫

ピンク（同 9705 、複色割合は極少である。開花習性は四季咲きである。）

「ＩＮＧＵ ギャレット」と比較して、花弁数が多いこと、花弁の色の分布が周囲覆

輪であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

バルブレ＆ブラン Ｓ．Ａ． スペイン国 ３０８９０ プエルト ルンブレ

ラス ムルシア カミノビエホ ２０５

６ 登録品種の育成をした者の氏名

兼松功一

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12年に第一園芸株式会社の温室（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。



- 136 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８９７号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ベゴニア クリーミーファンタジー

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「コーラルファンタジー」の変異株であり、花色は8D（RHS カラーチャ、

ート）でカメリア咲、やや小輪の球根ベゴニアである。

草丈及び株張りは中、草姿は直立性、枝の疎密は疎、茎の太さはやや細、毛の程度は少、

色は赤褐である。葉頂部の長さはやや短、基部の長さは短、葉幅（左側）はかなり狭、

葉幅（右側）は狭、先端部の角度は小、欠刻の形は鈍鋸歯状、深さは浅、基部の裂片は

重なっていない、裏面の毛は少、表面の色は濃緑、光沢は有、斑は無、葉柄の長さは中、

毛は少、色は赤である。雄花の花形は八重咲き、形はカメリア咲、花弁の形は倒卵形、

縁の切れ込み及び波打ちは無、花の大きさはやや小、花弁表面の地色及び外側花弁裏面

の色は8D（同 、花梗の姿勢は斜出、長さは短、色は赤である。）

「ティネラ ホワイト」と比較して、花弁の波打ちが無いこと、花弁表面の地色が8D

であること等で 「パノラマ ホワイト」と比較して、葉基部の裂片が重なっていない、

こと、花弁表面の地色が8Dであること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

千葉県 千葉県千葉市中央区市場町１番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

関栄一

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17年に千葉県農業総合研究センター育種研究所の温室（長生郡長生

村）において 「コーラルファンタジー」の変異株を発見し、以後、増殖を行いながら、

特性の調査を継続し、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。



- 137 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６８９８号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ベゴニア アプリコットファンタジー

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「コーラルファンタジー」の変異株であり、花色は27C（RHS カラーチャ、

ート）でカメリア咲、やや小輪の球根ベゴニアである。

草丈及び株張りは中、草姿は直立性、枝の疎密は疎、茎の太さはやや細、毛の程度は

少、色は赤褐である。葉頂部の長さはやや短、基部の長さはかなり短、葉幅（左側）は

かなり狭、葉幅（右側）は狭、先端部の角度は小、欠刻の形は鈍鋸歯状、深さは浅、基

部の裂片は重なっていない、裏面の毛は少、表面の色は濃緑、光沢は有、斑は無、葉柄

の長さは中、毛は少、色は赤である。雄花の花形は八重咲き、形はカメリア咲、花弁の

形は倒卵形、縁の切れ込み及び波打ちは無、花の大きさはやや小、花弁表面の地色は

27C（同 、外側花弁裏面の色は36C（同 、花梗の姿勢は斜出、長さは短、色は赤である。） ）

「クリーミーファンタジー」と比較して、花弁表面の地色が27Cであること等で区別

性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

千葉県 千葉県千葉市中央区市場町１番１号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

関栄一

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17年に千葉県農業総合研究センター育種研究所の温室（長生郡長生

村）において 「コーラルファンタジー」の変異株を発見し、以後、増殖を行いながら、

特性の調査を継続し、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１６８９９号 平成２０年３月１８日

２ 登録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 ニチパンジバリエ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、Pelargonium violareumの枝変わりであり、花は上部花弁が濃紅色で斑

紋状の模様が入り、下部花弁が淡紫ピンク色、一重でやや小輪の鉢物及び花壇向きの品

種である。

草姿は水平、茎の色は緑、花房の数は少である。葉身長はやや短、幅はかなり狭、

葉身形は楕円形、切れ込みの深さは無、基部の開閉度は極開く、表面の色は緑、斑入り

は有、斑の位置は外斑（外側 、色は白、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極弱、香りは無である。花柄の長さはかなり短、花房径

はやや大、花径はやや小、小花柄の長さはやや短、色は暗赤、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は濃紅（JHS カラーチャート0108 、裏）

） 、面の色は濃紅（同0109 、色模様は有、型は斑紋状、鮮明度は中、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淡紫ピンク（同9501 、色模様及び基部）

の白色模様は無、がくの毛は有である。

「ニチパバリ」と比較して、小花柄が長いこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社日園 新潟県新潟市秋葉区子成場７０７番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

細貝要平

７ 出願公表の年月日 平成１７年６月２３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成12年に出願者の温室（新潟県新潟市）において、P. violareum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、13年にその特性が安定

していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「メロウ ミュージック」であった。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６９００号 平成２０年３月１８日

２ 登録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 シル リケア

３ 登録品種の特性の概要

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

花は明赤味紫色で上部花弁に濃赤紫色の条状及び暗赤紫色の斑紋状の模様が入る、八重

で中輪の鉢物向きの品種である。

草姿は水平、茎の色は緑、花房の数は少である。葉身長は短、幅はやや狭、葉身形は

ツタバ形、切れ込みの深さは中、基部の開閉度は一部重なる、表面の色は緑、斑入りは

無、表面の環状紋は有、鮮明度は弱、色は赤褐、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、花径及び小花柄の長さは中、色は赤、距は無、蕾

の形は楕円形、八重咲き性は八重、花弁数はやや少、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赤味紫（JHS カラー

チャート8905 、裏面の色は鮮紫ピンク（同9205 、色模様は有、型は条状及び斑紋状、） ）

色は条状が濃赤紫（同9509 、斑紋状が暗赤紫（同9510 、鮮明度は中、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明赤味紫（同8905 、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、基部の白色模様は無、内花弁の）

表面中央部の地色は明赤味紫（同8905 、色模様は無、がくの毛は有である。）

「フィスデル」と比較して、上部花弁の色模様の色が条状は濃赤紫、斑紋状は暗赤紫

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

ウォルガング ヘルマン ジュリアス シルゼ

ドイツ連邦共和国 ウェーナー－ハルテ Ｄ－２６８２６ ハルテ ３６

６ 登録品種の育成をした者の氏名

イルセ フッシャートール

７ 出願公表の年月日 平成１７年８月１０日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1998年に育成者の温室（ドイツ連邦共和国）において 「Charade」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、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１６９０１号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

スカビオサ キースカピディ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「キースカリブルー」に出願者所有の育成系統を交配して育成されたも、

のであり、花色はN81C（RHS カラーチャート）の一重で中輪の鉢物及び花壇向きの品種

である。

草型は叢生性、草丈はかなり低である。茎の太さは中、色は淡緑、毛の有無は有、分

枝性は有、多少は中、節間長は短である。葉序は対生、葉の向きは斜上、茎葉の複葉化

は有、全体の形は長楕円形、裂片の複葉化は無、茎葉先端の形は鋭形、葉縁の形は複葉

状、茎葉の長さは短、幅は中、根生葉の複葉化は無、全体の形は倒被針形、先端の形は

円形、基部の形は鋭形、長さ及び幅は中、葉表面の色は緑、斑の有無は無である。花序

の形は頭状花序、一重・八重の別は一重、花序の高さ及び径は中、分枝長は短、花序全

体の形は円盤状、心花と辺花の顕著な違いは有、辺花数は少、一重・八重の別は一重、

裂片数は５、裂片先端の形は円形、辺花の長さはやや短、幅はやや狭、単色・複色の別

は単色、裂片表面の色はN81C（同 、裏面の色はN80D（同 、心花数はやや多、長さは短、） ）

幅は狭、単色・複色の別は単色、裂片表面の色はN80D（同 、総苞片の数は中、形は披）

針形、色は緑、やくの色はピンク、花数はかなり少、香りは有、開花時期は早生である。

「ピンクミスト」と比較して、辺花裂片表面の色がN81Cであること、心花裂片表面の

色がN80D等であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 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 １６０７ ＭＮ 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

Ｃ． モーネン

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（オランダ王国）において 「キースカリブル、

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

ら特性の調査を継続し、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１６９０２号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

グラジオラス 常陸あけぼの（ひたちあけぼの）

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、花の色

は40B（RHS カラーチャート）で38Cのぼかしが入り、一重で小輪の切花向きの品種であ

る。

草姿はⅡ型、草丈は中、植物体基部のアントシアニンによる着色は無もしくは微、茎

の太さは中、横断面の状態は中空である。葉長は中、葉幅は狭、葉色は緑、葉数は中で

ある。小花の配列は1.5列、花被の配列は混合、一重・八重の区別は一重、内花被片の

展開は中間、花の向きは斜向き、大きさは小、花数はやや少、花穂の形は直立、長さは

やや長、上部外花被片の形は卵形、花被片縁の波打ちの程度はかなり弱、花被の色は

40B（同）の地色に38C（同）のぼかし、条斑の有無、程度並びに分布はⅡ型、ぼかしは

中、覆輪及び絞りは無、花底部の斑の形はⅠ型、赤色・紫色系斑は大点斑、白色・黄色

系斑は中、しょう苞の形はⅠ型、長さは中、アントシアニンによる着色は無もしくは微、

柱頭の向きは横向き、色は桃、葯の色は紫、柱頭の葯との位置関係は同等、球茎内部の

色は黄、開花期（夏咲き）は極早生である。

「ハンティングソング」と比較して、植物体基部のアントシアニンによる着色が無も

しくは微であること、花被の色が40Bの地色に38Cのぼかしが入ること、花底部の赤色・

紫色系斑が大点斑であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

茨城県 茨城県水戸市笠原町９７８番６

６ 登録品種の育成をした者の氏名

霞正一 鈴木一典 藤田光子 高津康正 眞部徹

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９年に茨城県農業総合センター生物工学研究所（笠間市）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、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１６９０３号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

シクラメン ゴールドイルミネーション

３ 登録品種の特性の概要

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

大型で、花は花弁先端及び中央部が淡黄緑色、基部が黄白色となる鉢物向きの品種であ

る。

草型は大型、開花時の出葉状態は出葉するである。葉の全体の形は心臓型、先端の型

は尖型、基部の型は１型、葉縁の欠刻は深く密、波打ちは有、葉柄の太さは3.0～3.9㎜、

長さは50～99㎜、葉の長径及び横径は70～99㎜、数はやや多、表面の色は緑、模様の程

度は無である。花茎の太さは4.0～4.9㎜、長さは100～199㎜、花弁の反転程度は反転す

るが一部花茎にかかる、数は５、ねじれは弱、縁の欠刻は強い欠刻、波打ちは有、花弁

面の突起は無、花弁の長さ及び幅は40～49㎜、雄ずいの弁化は無、花弁先端及び中央部

の色は淡黄緑（JHS カラーチャート3303 、基部の色は黄白（同2502 、模様の状態は無、） ）

花の香りは弱である。

「Ｋカムリホワイト」と比較して、花弁の縁の欠刻が強いこと、花弁先端及び中央部

の色が淡黄緑であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

仲根昌巳 栃木県塩谷郡高根沢町大字花岡６０５番地３

６ 登録品種の育成をした者の氏名

仲根昌巳

７ 出願公表の年月日 平成１６年４月７日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成９年に育成者の温室（栃木県塩谷郡高根沢町）において、育成者所

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

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

る。

なお、出願時の名称は「ゴールデンサンライズ」であった。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６９０４号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

シクラメン プチマイシルバーエッジ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「スーパーコンパクタミックス」の実生から選抜して育成されたもので、

あり、草型は小型で、花は花弁先端がピンク白色、中央部が紫赤色、基部が濃紅色とな

る鉢物向きの品種である。

草型は小型、開花時の出葉状態は出葉するである。葉の全体の形は心臓型、先端の型

は普通、基部の型は３型、葉縁の欠刻は浅く粗、波打ちは無、葉柄の太さは2.0～2.9㎜、

長さは50㎜未満、葉の長径及び横径は30～49㎜、数は多、表面の色は濃緑、模様の程度

は明瞭、型は帯斑である。花茎の太さは2.0～2.9㎜、長さは100～199㎜、花弁の反転程

度は全弁反転型、数は5.1～9.9、ねじれは中、縁の欠刻、波打ち及び花弁面の突起は無、

花弁の長さは30～39㎜、幅は20～24㎜、雄ずいの弁化は無、花弁先端の色はピンク白

（JHS カラーチャート0101 、中央部の色は紫赤（同9708 、基部の色は濃紅（同） ）

0108 、模様の状態は糸覆輪、花の香りは弱である。）

「シルバーエッジディープレッド」と比較して、花弁中央部の色が紫赤であること、

花弁基部の色が濃紅であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

大内幸雄 茨城県常陸太田市内田町３２８８番地の１

６ 登録品種の育成をした者の氏名

大内幸雄

７ 出願公表の年月日 平成１７年６月２３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成10年に育成者の温室（茨城県常陸太田市）において 「スーパーコ、

ンパクタミックス」の種子をは種し、その開花株の中から選抜、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。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６９０５号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

シクラメン 冬桜薄紅梅（ふゆさくらはくこうばい）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ウィンドミル」の自殖実生から選抜して育成されたものであり、草型、

は中型で、花は花弁先端が鮮紫ピンク色、中央部がやや濃い鮮紫ピンク色、基部が鮮赤

紫色となる鉢物向きの品種である。

草型は中型、開花時の出葉状態は出葉するである。葉の全体の形は心臓型、先端の型

は普通、基部の型は２型、葉縁の欠刻は浅く密、波打ちはやや有、葉柄の太さは3.0～

3.9㎜、長さは50～99㎜、葉の長径及び横径は70～99㎜、数は中、表面の色は濃緑、模

様の程度は明瞭、型は帯斑である。花茎の太さは3.0～3.9㎜、長さは100～199㎜、花弁

の反転程度は非反転型（ロココ型 、数は5.1～9.9、ねじれは中、縁の欠刻、波打ち及）

び花弁面の突起は無、花弁の長さは40～49㎜、幅は30～39㎜、雄ずいの弁化は無、花弁

先端の色は鮮紫ピンク（JHS カラーチャート9204 、中央部の色は鮮紫ピンク（同）

9505 、基部の色は鮮赤紫（同9207 、模様の状態は無、花の香りは殆ど無である。） ）

「冬桜京紫」と比較して、花弁先端及び中央部の色が鮮紫ピンクであること等で、

「サン カープ ピンク」と比較して、花弁の反転程度が非反転型（ロココ型）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

株式会社ミヨシ 東京都世田谷区八幡山２丁目１番８号

有限会社鹿毛真耕園 福岡県久留米市大橋町常持８９４番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

鹿毛哲郎

７ 出願公表の年月日 平成１７年６月２３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成11年に出願者の温室（福岡県久留米市）において 「ウィンドミ、

ル」の自殖種子をは種し、その開花株の中から選抜、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。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６９０６号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

シクラメン ホクコーミニ６号（ホクコーミニ６ごう）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ホクコーミニ１号」の変異株であり、草型は小型で、花は花弁先端及、

び中央部がピンク白色、基部が淡紫ピンク色となる鉢物向きの品種である。

草型は小型、開花時の出葉状態は出葉するである。葉の全体の形は心臓型、先端の型

は普通、基部の型は４型、葉縁の欠刻は浅く密、波打ちは無、葉柄の太さは2.0～2.9㎜、

長さは50～99㎜、葉の長径及び横径は50～69㎜、数は極多、表面の色は濃緑、模様の程

度は明瞭、型は帯斑である。花茎の太さは2.0～2.9㎜、長さは100～199㎜、花弁の反転

程度は全弁反転型、数は５、ねじれは中、縁の欠刻、波打ち及び花弁面の突起は無、花

弁の長さは30～39㎜、幅は15～19㎜、雄ずいの弁化は無、花弁先端及び中央部の色はピ

ンク白（JHS カラーチャート9201 、基部の色は淡紫ピンク（同8902 、模様の状態は無、） ）

花の香りは殆ど無である。

「カント ホワイト」と比較して、花弁の反転程度が全弁反転型であること、花弁の

長さが短いこと、花弁の幅が狭いこと等で 「リブレット ホワイト」と比較して、葉、

数が多いこと、花弁基部の色が淡紫ピンクであること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

北興化学工業株式会社 東京都中央区日本橋本石町四丁目４番２０号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

寺川輝彦 村山俊夫 杉山正夫

７ 出願公表の年月日 平成１７年８月１０日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成13年に出願者の温室（神奈川県厚木市）において 「ホクコーミニ、

１号」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１６９０７号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

シクラメン ホクコーミニ７号（ホクコーミニ７ごう）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ホクコーミニ１号」の変異株であり、草型は小型で、花は花弁先端及、

び中央部が赤紫色、基部が濃紫赤色となる鉢物向きの品種である。

草型は小型、開花時の出葉状態は出葉するである。葉の全体の形は心臓型、先端の型

は尖型、基部の型は４型、葉縁の欠刻は浅く密、波打ちはやや有、葉柄の太さは2.0～

2.9㎜、長さは50～99㎜、葉の長径及び横径は50～69㎜、数は多、表面の色は濃緑、模

様の程度は明瞭、型は帯斑である。花茎の太さは2.0～2.9㎜、長さは100～199㎜、花弁

の反転程度は全弁反転型、数は５、ねじれは中、縁の欠刻、波打ち及び花弁面の突起は

無、花弁の長さは40～49㎜、幅は20～24㎜、雄ずいの弁化は無、花弁先端及び中央部の

色は赤紫（JHS カラーチャート9214 、基部の色は濃紫赤（同9709 、模様の状態は無、） ）

花の香りは殆ど無である。

「スーパーマクロパステル ダークバイオレット」及び「みどり パープル」と比較

して、花弁先端及び中央部の色が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

北興化学工業株式会社 東京都中央区日本橋本石町四丁目４番２０号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

寺川輝彦 村山俊夫 杉山正夫

７ 出願公表の年月日 平成１７年８月１０日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成13年に出願者の温室（神奈川県厚木市）において 「ホクコーミニ、

１号」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。



- 147 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６９０８号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

シクラメン ホクコーミニ５４

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の品種にCyclamen hederifoliumを交配して育成されたもの

であり、草型は小型で、花は花弁先端及び中央部が黄白色、基部が紫白色となる鉢物向

きの品種である。

草型は小型、開花時の出葉状態は出葉するである。葉の全体の形は心臓型、先端の型

は丸型、基部の型は３型、葉縁の欠刻は浅く粗、波打ちは無、葉柄の太さは2.0～2.9㎜、

長さは50～99㎜、葉の長径は50～69㎜、横径は30～49㎜、数は極多、表面の色は濃緑、

模様の程度は明瞭、型は外斑である。花茎の太さは2.0㎜未満、長さは100～199㎜、結

実後の回旋性はらせん型、花弁の反転程度は全弁反転型、数は５、ねじれは中、縁の欠

刻、波打ち及び花弁面の突起は無、花弁の長さは20～29㎜、幅は10～14㎜、雄ずいの弁

化は無、花弁先端及び中央部の色は黄白（JHS カラーチャート2902 、基部の色は紫白）

（同8901 、模様の状態は無、花の香りは殆ど無である）

「シルバラード ホワイト」と比較して、葉数が多いこと、結実後の回旋性がらせん

型であること、花弁の幅が狭いこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

北興化学工業株式会社 東京都中央区日本橋本石町四丁目４番２０号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

寺川輝彦 村山俊夫 杉山正夫

７ 出願公表の年月日 平成１７年８月１０日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成８年に出願者の温室（神奈川県厚木市）において、出願者所有の品

種にC. hederifoliumを交配し、胚珠培養を行い、９年に開花した株の中から選抜、以

後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、16年にその特性が安定していることを確認

して育成を完了したものである。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６９０９号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

シクラメン シルバークラブパープル

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ビネットオレンジ」の自殖実生から選抜して育成されたものであり、、

草型は中型で、花は花弁先端が黄白色、中央部が紫ピンクの地色に鮮紫赤のはけ目が入

り、基部が鮮紫赤色となる鉢物向きの品種である。

草型は中型、開花時の出葉状態は出葉するである。葉の全体の形は心臓型、先端の型

は普通、基部の型は２型、葉縁の欠刻は浅く密、波打ちはやや有、葉柄の太さは3.0～

3.9㎜、長さは50～99㎜、葉の長径及び横径は50～69㎜、数は多、表面の色は淡緑、模

様の程度は明瞭、型は全面斑である。花茎の太さは4.0～4.9㎜、長さは100～199㎜、花

弁の反転程度は反転するが一部花茎にかかる、数は5.1～9.9、ねじれは弱、縁の欠刻、

波打ち及び花弁面の突起は無、花弁の長さは40～49㎜、幅は30～39㎜、雄ずいの弁化は

無、花弁先端の色は黄白（JHS カラーチャート2501 、中央部の色は紫ピンク（同）

9203）の地色に鮮紫赤（同9707）のはけ目が入る、基部の色は鮮紫赤（同9707 、模様）

の状態は糸覆輪及びはけ目、花の香りは殆ど無である。

「サンルージュワインレッド」及び「シャイニング ワン ワインレッド ホワイ

ト」と比較して、葉の模様の型が全面斑であること、花弁中央部の色が紫ピンクの地色

に鮮紫赤のはけ目が入ること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

長谷川康平 茨城県北茨城市華川町小豆畑１３８

６ 登録品種の育成をした者の氏名

長谷川康平 長谷川幸広

７ 出願公表の年月日 平成１７年１１月７日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成12年に育成者の温室（茨城県北茨城市）において 「ビネットオレ、

ンジ」の自殖種子をは種し、その中から選抜、以後、固定を図りながら特性の調査を継

続し、16年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「シルバークラブ・パープル（銀蟹 」であった。）
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６９１０号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

シクラメン プチシェルホワイト

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ピュア・ホワイト・アヅ」の自殖実生から選抜して育成されたもので、

あり、草型は小型で、花は花弁先端及び中央部が黄白色、基部が淡紫ピンク色となる鉢

物向きの品種である。

草型は小型、開花時の出葉状態は出葉するである。葉の全体の形は心臓型、先端の型

は丸型、基部の型は４型、葉縁の欠刻は浅く密、波打ちはやや有、葉柄の太さは2.0～

2.9㎜、長さは50～99㎜、葉の長径は30～49㎜、横径は50～69㎜、数はやや多、表面の

色は濃緑、模様の程度はやや明瞭、型は帯斑である。花茎の太さは2.0～2.9㎜、長さは

100～199㎜、花弁の反転程度は全弁反転型、数は5.1～9.9、ねじれは弱、縁の欠刻は弱

い欠刻、波打ちはやや有、花弁面の突起は無、花弁の長さは30～39㎜、幅は20～24㎜、

雄ずいの弁化は無、花弁先端及び中央部の色は黄白（JHS カラーチャート2901 、基部）

の色は淡紫ピンク（同9501 、模様の状態は無、花の香りは殆ど無である。）

「リブレット ホワイト」と比較して、葉の先端の型が丸型であること、花弁の縁の

欠刻が有ること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

阿津米彦 千葉県袖ヶ浦市蔵波７２２番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

阿津米彦

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４年に育成者の温室（千葉県袖ヶ浦市）において 「ピュア・ホワ、

イト・アヅ」の自殖種子をは種し、その中から選抜、以後、固定を図りながら特性の調

査を継続し、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「プチシェル・ホワイト」であった。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６９１１号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

シクラメン ピエーノ

３ 登録品種の特性の概要

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

小型で、花は花弁先端が赤紫色、中央部が淡紫ピンク色、基部が赤紫色となる鉢物向き

の品種である。

草型は小型、開花時の出葉状態は出葉するである。葉の全体の形は心臓型、先端の型

は尖型、基部の型は３型、葉縁の欠刻は浅く密、波打ちはやや有、葉柄の太さは3.0～

3.9㎜、長さは50～99㎜、葉の長径は70～99㎜、横径は50～69㎜、数はやや多、表面の

色は濃緑、葉の裏面のアントシアニン系色素の有無は無、模様の程度は明瞭、型は帯斑

である。花茎の太さは3.0～3.9㎜、長さは100～199㎜、花弁の反転程度は全弁反転型、

数は５、ねじれは弱、縁の欠刻は弱い欠刻、波打ちは有、花弁面の突起は無、花弁の長

さは30～39㎜、幅は20～24㎜、雄ずいの弁化は無、花弁先端の色は赤紫（JHS カラーチ

ャート9508 、中央部の色は淡紫ピンク（同9501 、基部の色は赤紫（同9508 、模様の） ） ）

状態は覆輪、花の香りは弱である。

「ミニビクトリア」と比較して、葉の長径が長いこと、葉の横径が広いこと、葉の裏

面のアントシアニン系色素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

雪印種苗株式会社 北海道札幌市厚別区上野幌１条５丁目１番８号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

高橋恵子 久保木篤 高橋睦宏 不破規智 宮地朋子 星川圭一

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11年に出願者の温室（北海道夕張郡長沼町）において、出願者所有

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

査を継続し、14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６９１２号 平成２０年３月１８日

２ 登録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 リトルガーネット

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「バレーフラワー ロマンシア」に「エンザン スプリング インザム、

ード」を交配して育成されたものであり、花はセパル及びペタルの色が中央部は69C

（RHS カラーチャート 、周縁部は70Bで花色の境界は不明瞭、70Bの条線が入る、リッ）

プは台形で中央部の色が11D、周縁部は60D、花色の境界は不明瞭で61Aの斑点が入る中

型種である。

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

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

対称、緑色程度は中である。花序の花数及び花茎の長さは中、太さはやや細、向きは斜

上である。咲き型は部分抱・平咲、花の縦径はやや短、横径はやや狭、香りは無又は微

弱、セパルの縦径は中、横径はやや広、正面の形は長楕円形、先端の形は鋭形、ペタル

の縦径及び横径は中、正面の形は長楕円形、先端の形は鋭形である。リップの縦径は長、

横径は広、正面の形は台形、先端の形は小凹型、周縁の波打ちは弱、反転は無又は微で

ある。全体的な花色は桃系、セパル及びペタルの中央部の色は69C（同 、周縁部の色は）

70B（同 、花色の境界は不明瞭、70B（同）の条線が入る、リップの中央部の色は11D）

（同 、周縁部の色は60D（同 、花色の境界は不明瞭、斑点の大きさはやや小、色は61A） ）

（同 、ずい柱の先端部の色は58A（同）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、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70Bであること 「グレートフラワー スカイク、

ラウン」と比較して、リップの正面の形が台形であること、リップの周縁部の色が60D

であること、ずい柱の先端部の色が58Aであること等で区別性が認められる。

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

岡田正人 愛知県豊田市福受町西側１

６ 登録品種の育成をした者の氏名

岡田正人

７ 出願公表の年月日 平成１８年７月１３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成７年に育成者の温室（愛知県豊田市）において 「バレーフラワー、

ロマンシア」に「エンザン スプリング インザムード」を交配し、その実生の中か

ら選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、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。



- 152 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６９１３号 平成２０年３月１８日

２ 登録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 シーサイドスター ピュアメモリー

３ 登録品種の特性の概要

、 、この品種は 「シーサイド」に「シルバンスター」を交配して育成されたものであり

花はセパルの色が69D（RHS カラーチャート）でドーサル・セパルに71Cの条線が入る、

ペタルの色が69Dで71Cの条線が入る、リップは円形で中央部の色が69D、周縁部は64C、

花色の境界は不明瞭で、61Aの斑点が入るやや小型種である。

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

である。葉数はやや多、葉の長さは中、幅はかなり狭、葉形は線形、先端の形は鋭形、

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

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

りは無又は微弱、セパルの縦径は中、横径は広、正面の形は長楕円形、先端の形は鈍形、

ペタルの縦径及び横径は中、正面の形は長楕円形、先端の形は鈍形である。リップの縦

径は長、横径は広、正面の形は円形、先端の形は切型、周縁の波打ちは弱、反転は無又

は微である。全体的な花色は桃系、セパルの色は69D（同 、ドーサル・セパルに71C）

（同）の条線が入る、ペタルの色は69D（同 、71C（同）の条線が入る、リップの中央）

部の色は69D（同 、周縁部の色は64C（同 、花色の境界は不明瞭、斑点の大きさはかな） ）

り小、色は61A（同 、ずい柱の先端部の色は64B（同）である。開花期は冬咲である。）

、「エンザンスプリングハレルヤ」と比較して、セパルの周縁部の色が69Dであること

リップ周縁部の色が64Cであること、ずい柱の先端部の色が64Bであること等で 「シル、

バンストリート メモリーズオブユー」と比較して、リップ周縁の波打ちが弱いこと、

リップに斑点があること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

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８年に出願者の温室（山梨県甲州市）において 「シーサイド」に、

「シルバンスター」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。



- 153 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６９１４号 平成２０年３月１８日

２ 登録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 トップレディー

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69D（RHS カラーチャート 、周縁部は69Aで花色）

の境界は不明瞭、ペタルの色は69D、リップは円形で中央部の色が11D、周縁部は70B、

花色の境界は不明瞭の中型種である。

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

はやや少、葉の長さは中、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、横径はやや狭、香りは無又は微弱、セパルの縦径

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

広、正面の形は楕円形、先端の形は鈍形である。リップの縦径は長、横径は広、正面の

形は円形、先端の形は切型、周縁の波打ちは中、反転は弱である。全体的な花色は桃系、

セパルの中央部の色は69D（同 、周縁部の色は69A（同 、花色の境界は不明瞭、ペタル） ）

の色は69D（同 、リップの中央部の色は11D（同 、周縁部の色は70B（同 、花色の境界） ） ）

は不明瞭、ずい柱の先端部の色は70A(同)である。開花期は冬咲である。

「エンザンスプリングハレルヤ」と比較して、リップ周縁部の色が70Bであること、

ずい柱の先端部の色が70Aであること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 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（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、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。



- 154 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６９１５号 平成２０年３月１８日

２ 登録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 コウシュウサンセット ステイゴールド

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ラブリーファンタジー」に「エンザンリバティー」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12B（RHS カラーチャート 、リップは正）

三角形で中央部の色が155C、周縁部は10B、花色の境界は不明瞭で53Aの斑点が入る中型

種である。

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

はやや少、葉の長さは中、幅は狭、葉形は線形、先端の形は鋭形、対称性は非対称、緑

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

は部分抱・平咲、花の縦径は短、横径はやや狭、香りは無又は微弱、ドーサル・セパル

の縦径はやや短、横径はやや広、正面の形は長楕円形、先端の形は鈍形、ラテラル・セ

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

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

は中、正面の形は正三角形、先端の形は鋭形、周縁の波打ちはかなり弱、反転は無又は

微である。全体的な花色は黄系、セパル及びペタルの色は12B（同 、リップの中央部の）

色は155C（同 、周縁部の色は10B（同 、花色の境界は不明瞭、斑点の大きさは小、色） ）

は53A（同）である。開花期は冬咲である。

「カイラビングファンタジーモアジュテーム」と比較して、セパル及びペタルの色が

12Bであること、リップの正面の形が正三角形であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

向山株式会社 山梨県甲州市塩山熊野２７５

６ 登録品種の育成をした者の氏名

向山武彦

７ 出願公表の年月日 平成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８年に出願者の温室（山梨県甲州市）において 「ラブリーファン、

タジー」に「エンザンリバティー」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「コウシュウサンセット ムーンリバー」であった。



- 155 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６９１６号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

シンビジウム ヤマナシリバティー フレッシュミスト

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「エンザンリバティー」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4C（RHSカラーチャート）で、リップは長

三角形で色が155C、5Aの斑点が入る中型種である。

草型の大きさは中、ぎ球茎の大きさはやや大、縦断面の形は卵形、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、緑色程度は中である。花序の花数及び花茎の長さは中、太さはやや細、向きは斜上

である。咲き型は抱咲、花の縦径は短、横径はやや狭、香りは無又は微弱、ドーサル・

セパルの縦径はやや短、横径は中、正面の形は楕円形、先端の形は鋭形、ラテラル・セ

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

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

は中、正面の形は長三角形、先端の形は鋭形、周縁の波打ちは中、反転は弱である。全

体的な花色は黄系、セパル及びペタルの色は4C（同 、リップの色は155C（同 、斑点の） ）

大きさは小、色は5A（同）である。開花期は冬咲である。

「ムーン ストーリー」と比較して、セパル及びペタルの色が4Cであること、リップ

の色が155Cであること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 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８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「エンザンリバティー」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。



- 156 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６９１７号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

シンビジウム ハートジュエリー エンゼルアイ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「フラワーベット」に「ピンクベール」を交配して育成されたものであ、

り、花はセパル及びペタルの色が155A（RHS カラーチャート 、リップは正三角形で中）

央部の色が155A、周縁部は64C、花色の境界は不明瞭のやや小型種である。

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

形である。葉数及び葉の長さは中、幅は狭、葉形は線形、先端の形は鋭形、対称性は対

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

咲き型は抱咲、花の縦径は短、横径は狭、香りは無又は微弱、ドーサル・セパルの縦径

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

中、横径は広、正面の形は楕円形、先端の形は鋭形、ペタルの縦径及び横径は中、正面

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

正三角形、先端の形は鋭形、周縁の波打ちは弱、反転はかなり弱である。全体的な花色

は白系、セパル及びペタルの色は155A（同 、リップの中央部の色は155A（同 、周縁部） ）

の色は64C（同 、花色の境界は不明瞭、ずい柱の先端部の色は64B（同）である。開花）

期は冬咲である。

「ハニーハート 乙女の祈り」と比較して、セパル及びペタルの色が155Aであること、

リップの周縁部の色が64Cであること等で 「ハートジュエリー キスメット」と比較し、

て、リップの正面の形が正三角形であること、リップの周縁部の色が64Cであること、

ずい柱の先端部の色が64Bであること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン 徳島県美馬市脇町大字北庄５６２番地の１

６ 登録品種の育成をした者の氏名

河野通郎

７ 出願公表の年月日 平成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８年に出願者の温室（徳島県美馬市）において 「フラワーベッ、

ト」に「ピンクベール」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特

性の調査を継続し、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。



- 157 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６９１８号 平成２０年３月１８日

２ 登録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 フラワーメロディ ムーンサルサ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ユピテル」に「オーベーション」を交配して育成されたものであり、、

花はセパル及びペタルの色は1D（RHS カラーチャート 、リップは扁円形で色は4D、60A）

の斑点及び楔が入る中型種である。

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

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

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

は抱咲、花の縦径は短、横径は狭、香りは無又は微弱、ドーサル・セパルの縦径はやや

短、横径は広、正面の形は楕円形、先端の形は鈍形、ラテラル・セパルの縦径は中、横

径は広、正面の形は楕円形、先端の形は鈍形、ペタルの縦径は中、横径はやや広、正面

の形は倒卵形、先端の形は鈍形である。リップの縦径は長、横径は広、正面の形は扁円

形、先端の形は鈍形、周縁の波打ち及び反転はかなり弱である。全体的な花色は黄系、

セパル及びペタルの色は1D（同 、リップの色は4D（同 、斑点の大きさはかなり小、色） ）

は60A（同 、60A（同）の楔が入る。開花期は冬咲である。）

「ユピテル」と比較して、ぎ球茎の縦断面の形が卵形であること、リップの正面の形

が扁円形であること等で 「エナジースター インパルス」と比較して、咲き型が抱咲、

であること、リップに楔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

株式会社河野メリクロン 徳島県美馬市脇町大字北庄５６２番地の１

６ 登録品種の育成をした者の氏名

河野通郎

７ 出願公表の年月日 平成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10年に出願者の温室（徳島県美馬市）において 「ユピテル」に、

「オーベーション」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、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。



- 158 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６９１９号 平成２０年３月１８日

２ 登録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 フラワーメロディ ピクニック

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ユピテル」に「オーベーション」を交配して育成されたものであり、、

花はセパル及びペタルの色は155A（RHS カラーチャート 、リップは円形で中央部の色）

が1D、周縁部は60A、花色の境界は不明瞭の大型種である。

草型の大きさは大、ぎ球茎の大きさは中、縦断面の形は卵形、横断面の形は円形であ

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

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

向きは斜上である。咲き型は部分反転・平咲、花の縦径はやや短、横径はやや狭、香り

は無又は微弱、セパルの縦径は中、横径は広、正面の形は楕円形、先端の形は鈍形、ペ

タルの縦径はやや短、横径はやや広、正面の形は倒卵形、先端の形は鈍形である。リッ

プの縦径はかなり長、横径は広、正面の形は円形、先端の形は鋭形、周縁の波打ちは弱、

反転はやや弱である。全体的な花色は白系、セパル及びペタルの色は155A（同 、リッ）

プの中央部の色は1D（同 、周縁部の色は60A（同 、花色の境界は不明瞭である。開花） ）

期は冬咲である。

「ハニーハート 乙女の祈り」と比較して、咲き型が部分反転・平咲であること、ペ

タルの周縁部の色が155Aであること、リップの周縁部の色が60Aであること等で 「グレ、

ートキャティ アンジェリコ」と比較して、咲き型が部分反転・平咲であること、リッ

プの正面の形が円形であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン 徳島県美馬市脇町大字北庄５６２番地の１

６ 登録品種の育成をした者の氏名

河野通郎

７ 出願公表の年月日 平成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（徳島県美馬市）において 「ユピテル」に、

「オーベーション」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、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「フラワーメロディ セピア」であった。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６９２０号 平成２０年３月１８日

２ 登録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 フラワーメロディ グリーングラス

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ユピテル」に「オーべーション」を交配して育成されたものであり、、

花はセパル及びペタルの色は150D（RHS カラーチャート)、リップは扁円形で色が1D、

61Aの斑点及び61B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、縦断面及び横断面の形は楕円形である。葉数はや

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

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

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

ルの縦径は中、横径は広、正面の形は楕円形、先端の形は鈍形、ペタルの縦径は中、横

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

やや広、正面の形は扁円形、先端の形は鈍形、周縁の波打ちは中、反転は無又は微であ

る。全体的な花色は緑系、セパル及びペタルの色は150D（同 、リップの色は1D（同 、） ）

斑点の大きさは中、色は61A（同 、61B（同）の楔が入る。開花期は冬咲である。）

「フラワーメロディ ムーンサルサ」と比較して、セパル及びペタルの色が150Dであ

ること、リップの楔の色が61Bであること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン 徳島県美馬市脇町大字北庄５６２番地の１

６ 登録品種の育成をした者の氏名

河野通郎

７ 出願公表の年月日 平成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10年に出願者の温室（徳島県美馬市）において 「ユピテル」に、

「オーべーション」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、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１６９２１号 平成２０年３月１８日

２ 登録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 冬の香り（ふゆのかおり）

３ 登録品種の特性の概要

、 、この品種は 「アンダンテ」に「ハートフラワー」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は7A（RHS カラーチャート 、リップは扁円形で中央部の色）

が5C、周縁部は5A、花色の境界は不明瞭で46Aの楔が入る中型種である。

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

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

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

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

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

の縦径は中、横径はやや広、正面の形は楕円形、先端の形は鋭形、ペタルの縦径は中、

横径はやや広、正面の形は倒卵形、先端の形は鈍形である。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弱である。全体的な

花色は黄系、セパル及びペタルの色は7A（同 、リップの中央部の色は5C（同 、周縁部） ）

の色は5A（同 、花色の境界は不明瞭、46A（同）の楔が入る。開花期は初冬咲である。）

「サテンドール セルフィッシュ」と比較して、ぎ球茎の横断面の形が楕円形である

こと、花の香りが無又は微弱であること等で 「トワイライトムーン デイライト」と、

比較して、セパル及びペタルの色が7Aであること、リップの楔の色が46Aであること等

で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン 徳島県美馬市脇町大字北庄５６２番地の１

６ 登録品種の育成をした者の氏名

河野茂信

７ 出願公表の年月日 平成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11年に出願者の温室（徳島県美馬市）において 「アンダンテ」に、

「ハートフラワー」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、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。



- 161 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６９２２号 平成２０年３月１８日

２ 登録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 ビビアン キャッツアイ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ユアソング エメリー」に「アンダンテ」を交配して育成されたもの、

であり、花はセパル及びペタルの色が3A（RHS カラーチャート)、リップは扁円形で色

が10B、179Aの斑点及び楔が入る中型種である。

草型の大きさは中、ぎ球茎の大きさはやや大、縦断面の形は長楕円形、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、緑色程度は中である。花序の花数はやや多、花茎の長さ及び太さは中、向きは

斜上である。咲き型は部分抱・平咲、花の縦径は短、横径はやや狭、香りは無又は微弱、

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

の縦径はやや短、横径はやや広、正面の形は楕円形、先端の形は鈍形である。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、周縁の波打ちは中、反転は

弱である。全体的な花色は黄系、セパル及びペタルの色は3A（同 、リップの色は10B）

（同 、斑点の大きさは中、179A（同）の斑点及び楔が入る。開花期は冬咲きである。）

「トワイライトムーン デイライト」と比較して、セパル及びペタルの縦径が短いこ

と、セパル及びペタルの色が3Aであること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン 徳島県美馬市脇町大字北庄５６２番地の１

６ 登録品種の育成をした者の氏名

河野茂信

７ 出願公表の年月日 平成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７年に出願者の温室（徳島県美馬市）において 「ユアソング エ、

メリー」に「アンダンテ」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら

特性の調査を継続し、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１６９２３号 平成２０年３月１８日

２ 登録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 ピュアスマイル

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ラッキークリスタル」に「グレートキャティ 初恋」を交配して育成、

されたものであり、花はセパルの色が中央部は69C（RHS カラーチャート 、周縁部は）

186Cで花色の境界は不明瞭、ペタルの色が中央部は69D、周縁部は186Dで花色の境界は

不明瞭、リップは正三角形で中央部の色が155A、周縁部は60D、花色の境界は不明瞭の

中型種である。

草型及びぎ球茎の大きさは中、縦断面の形は卵形、横断面の形は円形である。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、花の縦径は短、横径はやや狭、香りは無又は微弱、セパルの縦径は中、

横径はやや広、正面の形は楕円形、先端の形は鋭形、ペタルの縦径は中、横径はやや広、

正面の形は菱形、先端の形は鋭形である。リップの縦径は長、横径は中、正面の形は正

三角形、先端の形は切型、周縁の波打ちはかなり弱、反転は弱である。全体的な花色は

） ） 、桃系、セパルの中央部の色は69C（同 、周縁部の色は186C（同 、花色の境界は不明瞭

ペタルの中央部の色は69D（同 、周縁部の色は186D（同 、花色の境界は不明瞭、リッ） ）

プの中央部の色は155A（同 、周縁部の色は60D（同 、花色の境界は不明瞭、斑点の大） ）

きさは極小、色は59A（同）である。開花期は冬咲である。

「スマイルファンタジー」と比較して、咲き型が部分抱・平咲であること、リップの

周縁部の色が60Dであること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン 徳島県美馬市脇町大字北庄５６２番地の１

６ 登録品種の育成をした者の氏名

河野茂信

７ 出願公表の年月日 平成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４年に出願者の温室（徳島県美馬市）において 「ラッキークリス、

タル」に「グレートキャティ 初恋」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を

行いながら特性の調査を継続し、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１６９２４号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

シンビジウム ハートソング キューティハニー

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「アンジェリコ」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65D（RHS カラーチャート 、周縁部は186Cで花色）

の境界は不明瞭、ペタルの色が中央部は69D、周縁部は186Dで花色の境界は不明瞭、リ

ップは扁円形で中央部の色が69C、周縁部は61B、花色の境界は明瞭で61B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。葉数及び葉の

長さは中、幅はやや狭、葉形は線形、先端の形は鋭形、対称性は非対称、緑色程度は中

である。花序の花数、花茎の長さ及び太さは中、向きは斜上である。咲き型は抱咲、花

の縦径は短、横径はやや狭、香りは無又は微弱、セパルの縦径は中、横径は広、正面の

形は楕円形、先端の形は鈍形、ペタルの縦径は中、横径はやや広、正面の形は倒卵形、

先端の形は鈍形である。リップの縦径は長、横径は広、正面の形は扁円形、先端の形は

鈍形、周縁の波打ち及び反転はかなり弱である。全体的な花色は桃系、セパルの中央部

の色は65D（同 、周縁部の色は186C（同 、花色の境界は不明瞭、ペタルの中央部の色） ）

は69D（同 、周縁部の色は186D（同 、花色の境界は不明瞭、リップの中央部の色は69C） ）

（同 、周縁部の色は61B（同 、花色の境界は明瞭、斑点の大きさは極小、色は61B） ）

（同）である。開花期は冬咲である。

「スマイルファンタジー」と比較して、セパルの中央部の色が65Dであること、リッ

プの周縁部の色が61Bであること等で 「ピュアスマイル」と比較して、咲き型が抱咲で、

あること、リップの正面の形が扁円形であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン 徳島県美馬市脇町大字北庄５６２番地の１

６ 登録品種の育成をした者の氏名

河野茂信

７ 出願公表の年月日 平成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10年に出願者の温室（徳島県美馬市）において 「エンザン スプ、

リング」に「アンジェリコ」を交配し、その実生の中から選抜、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。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６９２５号 平成２０年３月１８日

２ 登録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 ピュアフラワー ゆかり

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 インザムード」に「アップルティ」を交配し、

て育成されたものであり、花はセパル及びペタルの色はN155A（RHS カラーチャート 、）

リップは正三角形で中央部の色がN155D、周縁部は62B、花色の境界は不明瞭のやや小型

種である。

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

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

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

は斜上である。咲き型は部分抱・平咲、花の縦径はやや短、横径はやや狭、香りは無又

は微弱、ドーサル・セパルの縦径はやや長、横径は広、正面の形は楕円形、先端の形は

鈍形、ラテラル・セパルの縦径は中、横径は広、正面の形は楕円形、先端の形は鈍形、

ペタルの縦径及び横径は中、正面の形は倒卵形、先端の形は鈍形である。リップの縦径

はかなり長、横径は広、正面の形は正三角形、先端の形は鋭形、周縁の波打ち及び反転

は弱である。全体的な花色は白系、セパル及びペタルの色はN155A（同 、リップの中央）

部の色はN155D（同 、周縁部の色は62B（同 、花色の境界は不明瞭、ずい柱の先端部の） ）

色は186B（同 、ずい柱の斑点の有無（内側）は無である。開花期は初冬咲である。）

「ハニーハート 乙女の祈り」と比較して、ぎ球茎の横断面の形が円形であること、

ペタルの周縁部の色がN155Aであること等で 「ハートジュエリー キスメット」と比較、

して、リップの周縁部の色が62Bであること、ずい柱の先端部の色が186Bであること、

ずい柱内側の斑点が無いこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン 徳島県美馬市脇町大字北庄５６２番地の１

６ 登録品種の育成をした者の氏名

河野茂信

７ 出願公表の年月日 平成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10年に出願者の温室（徳島県美馬市）において 「エンザン スプ、

リング インザムード」に「アップルティ」を交配し、その実生の中から選抜、以後、

増殖を行いながら特性の調査を継続し、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１６９２６号 平成２０年３月１８日

２ 登録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 ビビアン ポピュラーソング

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ユアソング エメリー」に「アンダンテ」を交配して育成されたもの、

であり、花はセパル及びペタルの色が6C（RHS カラーチャート 、リップは扁円形で中）

央部の色が7D、周縁部は170D、花色の境界は不明瞭で60Bの斑点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、縦断面の形は長楕円形、横断面の形は楕円形であ

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

は対称、緑色程度は中である。花序の花数はやや多、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、花の縦径はやや短、横径はやや狭、香りは

無又は微弱、セパルの縦径は中、横径は広、正面の形は長楕円形、先端の形は鈍形、ペ

タルの縦径は中、横径はやや広、正面の形は楕円形、先端の形は鈍形である。リップの

縦径は長、横径は広、正面の形は扁円形、先端の形は切型、周縁の波打ちは中、反転は

弱である。全体的な花色は黄系、セパルの色は6C（同 、ドーサル・セパルに60B（同））

の条線が入る、ペタルの色は6C（同 、リップの中央部の色は7D（同 、周縁部の色は） ）

170D（同 、花色の境界は不明瞭、斑点の大きさは中、色は60B（同）である。開花期は）

冬咲である。

「トワイライトムーン デイライト」と比較して、セパル及びペタルの色が6Cである

こと、リップに斑点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

株式会社河野メリクロン 徳島県美馬市脇町大字北庄５６２番地の１

６ 登録品種の育成をした者の氏名

河野茂信

７ 出願公表の年月日 平成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７年に出願者の温室（徳島県美馬市）において 「ユアソング エ、

メリー」に「アンダンテ」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら

特性の調査を継続し、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「ビビアン イエローシャイン」であった。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６９２７号 平成２０年３月１８日

２ 登録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 マリリンラブ キヨミ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「マリッジリング」に「フローレンス」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10D（RHSカラーチャート 、周縁部は70Bで花）

色の境界は不明瞭、リップは正三角形で色が155C、70Aの斑点が入る中型種である。

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

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

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

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

ーサル・セパルの縦径は中、横径は広、正面の形は長楕円形、先端の形は鈍形、ラテラ

ル・セパルの縦径は中、横径は広、正面の形は倒卵形、先端の形は鈍形、ペタルの縦径

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

径は広、正面の形は正三角形、先端の形は鈍形、周縁の波打ちは中、反転は弱である。

全体的な花色は桃系、セパル及びペタルの中央部の色は10D（同 、周縁部の色は70B）

（同 、花色の境界は不明瞭、リップの色は155C（同 、斑点の大きさは中、色は70A） ）

（同）である。開花期は冬咲である。

「グレートキャティ リトルローランサン」及び「グレートキャティ アコさま」と

比較して、セパルの中央部の色が10Dであること、セパルの周縁部の色が70Bであること

等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン 徳島県美馬市脇町大字北庄５６２番地の１

６ 登録品種の育成をした者の氏名

河野通郎

７ 出願公表の年月日 平成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９年に出願者の温室（徳島県美馬市）において 「マリッジリン、

グ」に「フローレンス」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、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。



- 167 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６９２８号 平成２０年３月１８日

２ 登録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 エクセレントグリーン 華美(エクセレントグリーン はな

び）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ブロンズエムプレス パラット」に「オーベーション」を交配して育、

成されたものであり、花はセパルの色がN144C(RHS カラーチャート)、ペタルの色が

N144D、リップは扁円形で中央部の色が4D、周縁部は64B、花色の境界は不明瞭で46Aの

斑点が入る中型種である。

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

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

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

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

ル・セパルの縦径は中、横径は広、正面の形は広線形、先端の形は鈍形、ラテラル・セ

パルの縦径は中、横径は広、正面の形は長楕円形、先端の形は鈍形、ペタルの縦径及び

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

正面の形は扁円形、先端の形は切型、周縁の波打ちは弱、反転は無又は微である。全体

的な花色は緑系、セパルの色はN144C（同 、ペタルの色はN144D（同 、リップの中央部） ）

の色は4D（同 、周縁部の色は64B（同 、花色の境界は不明瞭、斑点の大きさは中、色） ）

は46A（同）である。開花期は冬咲である。

「エクセレントグリーン 喝采」と比較して、リップ周縁部の色が64Bであること、

リップの斑点の色が46Aであること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン 徳島県美馬市脇町大字北庄５６２番地の１

６ 登録品種の育成をした者の氏名

河野通郎

７ 出願公表の年月日 平成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９年に出願者の温室（徳島県美馬市）において 「ブロンズエムプ、

レス パラット」に「オーベーション」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、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。



- 168 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６９２９号 平成２０年３月１８日

２ 登録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 エクセレントグリーン 花郷（エクセレントグリーン はなさ

と）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ブロンズエムプレス パラット」に「オーベーション」を交配して育、

成されたものであり、花はセパル及びペタルの色が中央部は151A（RHSカラーチャー

ト 、周縁部は177C、花色の境界は不明瞭、177Aの条線が入る、リップは正三角形で色）

が4D、45A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。

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

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

型は部分抱・平咲、花の縦径は短、横径はやや狭、香りは無又は微弱、ドーサル・セパ

ルの縦径は中、横径は広、正面の形は長楕円形、先端の形は鈍形、ラテラル・セパル及

びペタルの縦径及び横径は中、正面の形は長楕円形、先端の形は鈍形である。リップの

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

転は弱である。全体的な花色は緑系、セパル及びペタルの中央部の色は151A（同 、周）

縁部の色は177C（同 、花色の境界は不明瞭、177A（同）の条線が入る、リップの色は）

4D（同 、45A（同）の楔が入る。開花期は冬咲である。）

「フォルテッシモ・リズミック」及びと比較して、セパル及びペタル周縁部の色が

177Cであること等で 「エクセレントグリーン 喝采」と比較して、咲き型が部分抱・、

平咲であること、セパル及びペタル周縁部の色が177Cであること等で区別性が認められ

る。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン 徳島県美馬市脇町大字北庄５６２番地の１

６ 登録品種の育成をした者の氏名

河野通郎

７ 出願公表の年月日 平成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９年に出願者の温室（徳島県美馬市）において 「ブロンズエムプ、

レス パラット」に「オーベーション」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、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１６９３０号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

シンビジウム アーリートリノ ウィリアムテル

３ 登録品種の特性の概要

、 、この品種は 「ニュートリノ」に「オーガンジー」を交配して育成されたものであり

花はセパルの色は3B（RHS カラーチャート 、ペタルの色が中央部は3C、周縁部は3Bで）

花色の境界は不明瞭、リップは扁円形で中央部の色が2C、周縁部は3A、花色の境界は不

明瞭で34Aの斑点及び46Aの楔が入るやや小型種である。

草型の大きさはやや小、ぎ球茎の大きさは中、縦断面及び横断面の形は円形である。

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

緑色程度は中である。花序の花数は中、花茎の長さはやや短、太さは中、向きは斜上で

ある。咲き型は抱咲、花の縦径は短、横径は狭、香りは弱、セパルの縦径は中、横径は

広、正面の形は楕円形、先端の形は鈍形、ペタルの縦径は中、横径はやや広、正面の形

は楕円形、先端の形は鈍形である。リップの縦径はかなり長、横径は広、正面の形は扁

円形、先端の形は鋭形、周縁の波打ちはかなり弱、反転は弱である。全体的な花色は黄

系、セパルの色は3B（同 、ペタルの中央部の色は3C（同 、周縁部の色は3B（同 、花） ） ）

色の境界は不明瞭、リップの中央部の色は2C（同 、周縁部の色は3A（同 、花色の境界） ）

は不明瞭、斑点の大きさは小、色は34A（同 、46A（同）の楔が入る。開花期は初冬咲）

である。

「サテンドール セルフィッシュ」及び「トワイライトムーン デイライト」と比較

して、セパルの色が3Bであること、ペタルの中央部の色が3Cであること等で区別性が認

められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン 徳島県美馬市脇町大字北庄５６２番地の１

６ 登録品種の育成をした者の氏名

河野通郎

７ 出願公表の年月日 平成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８年に出願者の温室（徳島県美馬市）において 「ニュートリノ」、

に「オーガンジー」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、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「アーリートリノ イエローパワー」であった。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６９３１号 平成２０年３月１８日

２ 登録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 ビビアン ムーンラブ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ユアソング エメリー」に「アンダンテ」を交配して育成されたもの、

であり、花はセパルの色が中央部は2A(RHS カラーチャート)、周縁部は60Aで花色の境

界は不明瞭、ペタルの色は2A、リップは正三角形で中央部の色が10A、周縁部は37A、花

色の境界は不明瞭で45Aの楔が入る中型種である。

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

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

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

ある。咲き型は部分抱・平咲、花の縦径は短、横径はやや狭、香りは無又は微弱、ドー

サル・セパルの縦径はやや短、横径は中、正面の形は楕円形、先端の形は鋭形、ラテラ

ル・セパルの縦径及び横径は中、正面の形は楕円形、先端の形は鋭形、ペタルの縦径は

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

横径は中、正面の形は正三角形、先端の形は鋭形、周縁の波打ちは中、反転は無又は微

） ）、である。全体的な花色は黄系、セパルの中央部の色は2A（同 、周縁部の色は60A（同

花色の境界は不明瞭、ペタルの色は2A（同 、リップの中央部の色は10A（同 、周縁部） ）

の色は37A（同 、花色の境界は不明瞭、45A（同）の楔が入る。開花期は冬咲である。）

「トワイライトムーン デイライト」と比較して、セパルの中央部及びペタルの色が

2Aであること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン 徳島県美馬市脇町大字北庄５６２番地の１

６ 登録品種の育成をした者の氏名

河野茂信

７ 出願公表の年月日 平成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７年に出願者の温室（徳島県美馬市）において 「ユアソング エ、

メリー」に「アンダンテ」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら

特性の調査を継続し、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１６９３２号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

デンドロビウム グリーンサプライズ ウインディー

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「イエローリボン」に「サンタナ」を交配して育成されたものであり、、

花はセパル及びペタルが浅緑黄、リップは浅緑黄の地色に黄緑色のぼかしが入るやや大

型種である。

草型の大きさはやや大である。ぎ球茎の長さは中、太さは細、縦断面の形は線形、横

断面の形は楕円形である。葉の長さはやや短、幅はやや狭、全体の形は楕円形、緑色の

程度は中である。花序の着生位置は全体、花の位置は花柄に添う、１花茎の花数はやや

多である。花茎の長さは短、太さは細である。咲き型は抱え・平咲き、花の縦径はやや

短、横径はやや狭、香りの有無は有である。セパルの正面の形は楕円形、周縁の波打ち

は無又は極弱、色彩模様は単色、色は浅緑黄（JHS カラーチャート2703）である。ペタ

ルの正面の形は楕円形、周縁の波打ちは弱、色彩模様は単色、色は浅緑黄（同2703）で

ある。全縁状リップの形は楕円形、基部の重なりの有無は無、リップの先端の形はⅡ型

（微突形 、目の有無は無、色彩模様はぼかし、ぼかしの程度は中、色は浅緑黄（同）

2703 、模様の色は黄緑（同3311 、喉部の色は浅緑黄（同2703 、周縁の波打ちは無又） ） ）

は弱である。

「イエローソング キャンディー」と比較して、ペタルの地色が浅緑黄であること、

リップの模様の色が黄緑であること等で 「イエローマジック フェスティバル」と比、

較して、ペタルの地色が浅緑黄であること、リップに目が無いこと、リップの模様の色

が黄緑であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

山本二郎 岡山県岡山市浜野１丁目１２番３０号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

山本二郎

７ 出願公表の年月日 平成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５年に育成者の温室（岡山県岡山市）において 「イエローリボ、

ン」に「サンタナ」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、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「グリーンサプライズ」であった。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６９３３号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

デンドロビウム ラインダンス メヌエット

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ウインターバケーション」に「リリアン」を交配して育成されたもの、

であり、花はセパル及びペタルが紫白の地色に明赤味紫色のぼかしが入る、リップは紫

白の地色に明赤味紫色の爪斑が入る中型種である。

草型の大きさは中、ぎ球茎の長さはやや短、太さはやや細、縦断面の形は線形、横断

面の形は楕円形である。葉の長さはやや短、幅はやや狭、全体の形は楕円形、緑色の程

度は中である。花序の着生位置は全体、花の位置は花柄に添う、１花茎の花数は中であ

る。花茎の長さはやや短、太さはやや細である。咲き型は平咲き、花の縦径は短、横径

は中、香りの有無は有である。セパルの正面の形は楕円形、周縁の波打ちは無又は極弱、

色彩模様はぼかし、ぼかしの程度（広がり）は小、地色は紫白（JHS カラーチャート

8901 、模様の色は明赤味紫（同8905）である。ペタルの正面の形は卵形、周縁の波打）

ちは弱、色彩模様はぼかし、ぼかしの程度（広がり）は小、地色は紫白（同8901 、模）

様の色は明赤味紫（同8905）である。全縁状リップの形は楕円形、基部の重なりの有無

は無、リップの先端の形はⅤ型（小凹形 、目の有無は有、目の形はⅠ型、色彩模様は）

爪斑、地色は紫白（同8901 、模様の色は明赤味紫（同8905）の爪斑、目の色は鮮黄）

（同2507 、喉部の色は濃赤紫（同9209 、周縁の波打ちは無又は弱である。開花期は冬） ）

である。

「クリスチーナ プレシアス」と比較して、ペタル及びリップの模様の色が明赤味紫

であること等で 「ラッキーエンジェル スマッシュ」と比較して、セパル及びペタル、

の色彩模様がぼかしであること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

山本二郎 岡山県岡山市浜野１丁目１２番３０号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

山本二郎

７ 出願公表の年月日 平成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、平成元年に育成者の温室（岡山県岡山市）において 「ウインターバケ、

ーション」に「リリアン」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、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「ラインダンス キューピッド」であった。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６９３４号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

デンドロビウム シースカイ 輝（シースカイ かがやき）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ハマナレイク ドリーム」に「セカンドラブ トキメキ」を交配して、

育成されたものであり、花はセパル及びペタルが紫白の地色に鮮赤味紫のぼかしが入る、

リップは黄白の地色に明赤味紫色のぼかしが入る中型種である。

草型の大きさ及びぎ球茎の長さは中、太さは細、縦断面の形は線形、横断面の形は楕

円形である。葉の長さはやや短、幅は狭、全体の形は狭楕円形、緑色の程度は中である。

花序の着生位置は全体、花の位置は先端のみ、１花茎の花数は少である。花茎の長さは

かなり短、太さはやや細である。咲き型は反転・平咲き、花の縦径及び横径は中、香り

の有無は無である。セパルの正面の形は狭楕円形、周縁の波打ちは無又は極弱、色彩模

様はぼかし、ぼかしの程度（広がり）はかなり大、地色は紫白（JHS カラーチャート

8901)、模様の色は鮮赤味紫（同8906）である。ペタルの正面の形は卵形、周縁の波打

ちは無又は極弱、色彩模様はぼかし、ぼかしの程度（広がり）はやや小、地色は紫白

（同8901 、模様の色は鮮赤味紫（同8906）である。全縁状リップの形は楕円形、基部）

の重なりの有無は無、リップの先端の形はⅤ型（小凹形 、目の有無は有、目の形はⅠ）

型、リップの色彩模様はぼかし、ぼかしの程度はかなり小、地色は黄白（同2701 、模）

様の色は明赤味紫（同8905 、目の色は淡緑黄（同2903 、喉部の色は明赤味紫（同） ）

8905 、周縁の波打ちは中である。開花期は春である。）

「シースカイ 紅孔雀」と比較して、ペタルのぼかしの程度（広がり）が小さいこと、

リップの色彩模様がぼかしであること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社バイオ・ユー 香川県善通寺市櫛梨町５９４番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

氏家正德

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10年に出願者の温室（香川県善通寺市）において 「ハマナレイク、

ドリーム」に「セカンドラブ トキメキ」を交配し、その実生の中から選抜、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「シースカイ 紅小町」であった。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６９３５号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

デンドロビウム レインボーダンス恋路（レインボーダンスこいじ）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「クレナイ」にDendrobium unicumを交配して育成されたものであり、花、

はセパルがピンク白の地色に紫ピンク色のぼかしが入る、ペタルが淡紫ピンクの地色に

明赤味紫色のぼかしが入る、リップは淡紫ピンクの地色に鮮赤紫色の網目が入るやや小

型種である。

草型の大きさはやや小、ぎ球茎の長さは短、太さはかなり細、縦断面の形は線形、横

断面の形は楕円形である。葉の長さは短、幅は狭、全体の形は楕円形、緑色の程度は淡

である。花序の着生位置は全体、花の位置は花柄に添う、１花茎の花数はやや多である。

花茎の長さはかなり短、太さはかなり細である。咲き型は抱え・反転咲き、花の縦径は

短、横径は狭、香りの有無は無である。セパルの正面の形は楕円形、周縁の波打ちは無

又は極弱、色彩模様はぼかし、ぼかしの程度（広がり）はやや大、地色はピンク白

（JHSカラーチャート9201 、模様の色は紫ピンク（同9211）である。ペタルの正面の形）

は楕円形、周縁の波打ちは無又は極弱、色彩模様はぼかし、ぼかしの程度（広がり）は

やや大、地色は淡紫ピンク（同8902 、模様の色は明赤味紫（同8905）である。全縁状）

リップの形は楕円形、基部の重なりの有無は無、リップの先端の形はⅡ型（微突形 、）

目の有無は無、色彩模様は網目、地色は淡紫ピンク（同9501 、模様の色は鮮赤紫（同）

9207 、喉部の色は黄白（同2902 、周縁の波打ちは無又は弱である。開花期は冬である。） ）

「レインボーダンス フレグランス」と比較して、セパルの地色がピンク白であるこ

と、ペタルの模様の色が明赤味紫であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

磯貝長信 愛知県田原市和地町広畑４９番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

磯貝長信

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４年に育成者の温室（愛知県渥美郡渥美町）において 「クレナ、

イ」にDen. unicumを交配し、その実生の中から選抜、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「レインボーダンス桃太郎ちゃん」であった。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６９３６号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

デンドロビウム カントリーガール ワラベウタ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ガイア」に「サニーホープ」を交配して育成されたものであり、花は、

セパルが紫白の地色に明赤味紫色のぼかしが入る、ペタルが紫白の地色に鮮赤味紫色の

ぼかしが入る、リップは黄白の地色に明緑黄色のぼかし及び鮮赤味紫色の覆輪が入るや

や小型種である。

草型の大きさはやや小、ぎ球茎の長さはやや短、太さは細、縦断面の形は線形、横断

面の形は楕円形である。葉の長さはやや短、幅は狭、全体の形は楕円形、緑色の程度は

中である。花序の着生位置は全体、花の位置は花柄に添う、１花茎の花数は中である。

花茎の長さはかなり短、太さは細である。咲き型は平咲き、花の縦径及び横径は中、香

りの有無は有である。セパルの正面の形は楕円形、周縁の波打ちは無又は極弱、色彩模

様はぼかし、ぼかしの程度（広がり）は中、地色は紫白（JHSカラーチャート8901 、模）

様の色は明赤味紫（同8905）である。ペタルの正面の形は卵形、周縁の波打ちは弱、色

彩模様はぼかし、ぼかしの程度（広がり）は大、地色は紫白（同8901 、模様の色は鮮）

赤味紫（同8906）である。全縁状リップの形は楕円形、基部の重なりの有無は無、リッ

プの先端の形はⅢ型（微突切形 、目の有無は有、目の形はⅠ型、色彩模様はぼかし及）

び覆輪、ぼかしの程度は小、地色は黄白（同3302 、模様の色は明緑黄（同2704）のぼ）

かし及び鮮赤味紫（同8906）の覆輪、目の色は濃紅（同0109 、喉部の色は濃紅（同）

0108 、周縁の波打ちは無又は弱である。開花期は冬である。）

「コメットキング・アカツキ」及び「レッドエンペラー プリンス」と比較して、セ

パルの模様の色が明赤味紫であること、リップの目の色が濃紅であること等で区別性が

認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

山本二郎 岡山県岡山市浜野１丁目１２番３０号

６ 登録品種の育成をした者の氏名

山本二郎

７ 出願公表の年月日 平成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５年に育成者の温室（岡山県岡山市）において 「ガイア」に「サ、

ニーホープ」を交配し、その実生の中から選抜、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。



- 176 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６９３７号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ファレノプシス エムエスピンク ラム

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、Phalaenopsis amabilisに「タイスコピクシー」を交配して育成された

ものであり、花はドーサル・セパルが76D（RHS カラーチャート）の地色にN81Aの脈斑

が入る、ラテラル・セパルが76Dの地色にN80Cのぼかし、N80Aの脈斑及び60Aの点斑が入

る、ペタルがN155Bの地色にN80Bのぼかしが入る、リップ中央裂片の色が71Aの平咲の小

型種である。

草型の大きさは小である。葉の長さはかなり短、幅はやや狭、正面の形は楕円形、先

端の形は鈍形（切形 、対称性は非対称、葉の向きは水平、表面の色は緑である。花序）

の型は総状、花数はかなり少である。花型は平咲、花の縦径は中、横径はやや広、ペタ

ルの配列は開く、花の香りは無である。ドーサル・セパルの正面の形は楕円形、長さは

やや長、幅は中、斑の模様は脈斑、地色は76D（同 、斑の色はN81A（同）である。ラテ）

ラル・セパルの正面の形は卵形、長さ及び幅は中、斑の模様はぼかし、脈斑及び点斑、

地色は76D（同 、斑の色はN80C（同）のぼかし、N80A（同）の脈斑、60A（同）の点斑）

である。ペタルの正面の形は半円形、長さはやや短、幅はやや狭、斑の模様はぼかし、

地色はN155B（同 、ぼかしの広がりは中、斑の色はN80B（同）である。リップ中央裂片）

の長さはやや短、幅は中、ヒゲの有無は有、正面の形は菱形、斑の模様は単色、地色は

71A（同 、側裂片の斑の模様は覆輪及び縞斑、地色はN155C（同 、斑の色はN78A（同）） ）

の覆輪及び71A（同）の縞斑である。

「ミスピンク なごみ」と比較して、セパルの地色が76Dであること、ペタルの地色

がN155Bであること、リップ中央裂片の地色が71Aであること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社モテギ洋蘭園 埼玉県本庄市大字小島２７７番地７

６ 登録品種の育成をした者の氏名

茂木敏彦

７ 出願公表の年月日 平成１８年８月１４日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成11年に出願者の温室（埼玉県本庄市）において、Phal. amabilisに

「タイスコピクシー」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「エムエスピンク エリカ」であった。



- 177 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６９３８号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ファレノプシス エムエスピンク セーヌ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、Phalaenopsis amabilisに「タイスコピクシー」を交配して育成された

ものであり、花はドーサル・セパル及びペタルがN155B（RHS カラーチャート）の地色

にN78Bのぼかしが入る、ラテラル・セパルがN155Bの地色にN78Aの点斑が入る、リップ

中央裂片の色がN74Bの平咲の小型種である。

草型の大きさは小である。葉の長さはやや短、幅は中、正面の形は楕円形、先端の形

は鈍形（切形 、対称性は非対称、葉の向きは水平、表面の色は淡緑である。花序の型）

は総状、花数はやや少である。花型は平咲、花の縦径は中、横径はやや広、ペタルの配

列は開く、花の香りは無である。ドーサル・セパルの正面の形は楕円形、長さはやや長、

幅はやや広、斑の模様はぼかし、地色はN155B（同 、斑の色はN78B（同）である。ラテ）

ラル・セパルの正面の形は卵形、長さはやや長、幅は中、斑の模様は点斑、地色は

N155B（同 、斑の色はN78A（同）である。ペタルの正面の形は半円形、長さはやや短、）

幅は中、斑の模様はぼかし、地色はN155B（同 、ぼかしの広がりは小、斑の色はN78B）

（同）である。リップ中央裂片の長さはやや短、幅は中、ヒゲの有無は有、長さは短、

正面の形は菱形、斑の模様は単色、地色はN74B（同 、側裂片の斑の模様はぼかし及び）

縞斑、地色はN155B（同 、斑の色はN74B（同）のぼかし及び71A（同）の縞斑である。）

「エロス」と比較して、ラテラル・セパルの斑の模様が点斑のみであること、リップ

のヒゲが長いこと、リップ中央裂片の正面の形が菱形であること等で区別性が認められ

る。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社モテギ洋蘭園 埼玉県本庄市大字小島２７７番地７

６ 登録品種の育成をした者の氏名

茂木敏彦

７ 出願公表の年月日 平成１８年８月１４日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成11年に出願者の温室（埼玉県本庄市）において、Phal. amabilisに

「タイスコピクシー」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「エムエスピンク スワン」であった。



- 178 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６９３９号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ファレノプシス エムエスピンク タンゴ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、Phalaenopsis amabilisに「タイスコピクシー」を交配して育成された

ものであり、花はセパルがN78B（RHS カラーチャート）の地色に155Aの覆輪及びN78Aの

脈斑が入る、ペタルがN78Bの地色に155Aのぼかし及び覆輪が入る、リップ中央裂片が

61Aの地色に165Cのぼかしが入る平咲の小型種である。

草型の大きさは小である。葉の長さはやや短、幅はやや狭、正面の形は楕円形、先端

の形は鈍形（切形 、対称性は非対称、葉の向きは斜上、表面の色は淡緑である。花序）

の型は総状、花数は少である。花型は平咲、花の縦径は中、横径はやや広、ペタルの配

列は開く、花の香りは無である。ドーサル・セパルの正面の形は楕円形、長さはやや長、

幅はやや広、斑の模様は覆輪及び脈斑、地色はN78B（同 、斑の色は155A（同）の覆輪）

及びN78A（同）の脈斑である。ラテラル・セパルの正面の形は卵形、長さはやや長、幅

は中、斑の模様は覆輪及び脈斑、地色はN78B（同 、斑の色は155A（同）の覆輪及び）

N78A（同）の脈斑である。ペタルの正面の形は半円形、長さはやや短、幅は中、斑の模

様はぼかし及び覆輪、地色はN78B（同 、ぼかしの広がりは小、斑の色は155A（同）で）

ある。リップ中央裂片の長さはやや短、幅は中、ヒゲの有無は有、正面の形は菱形、斑

の模様はぼかし、地色は61A（同 、斑の色は165C（同 、側裂片の斑の模様は覆輪、地） ）

色はN155B（同 、斑の色は64A（同）である。）

「ウェディングプロムナード」と比較して、セパルの斑の模様が覆輪及び脈斑である

こと、ペタルの斑の模様がぼかし及び覆輪であること、リップ中央裂片の正面の形が菱

形であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社モテギ洋蘭園 埼玉県本庄市大字小島２７７番地７

６ 登録品種の育成をした者の氏名

茂木敏彦

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年に出願者の温室（埼玉県本庄市）において、 Phal. amabilis

に「タイスコピクシー」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。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６９４０号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ファレノプシス エムエスピンク モモ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、Phalaenopsis amabilisに「タイスコピクシー」を交配して育成された

ものであり、花はドーサル・セパルが77C（RHS カラーチャート）の地色にN155Bのぼか

しが入る、ラテラル・セパルが77Cの地色にN155Bのぼかし及び64Aの点斑が入る、ペタ

ルが77Cの地色にN155Cのぼかしが入る、リップ中央裂片が72Bの地色に69Dのぼかし及び

72Aの網斑が入る平咲の小型種である。

草型の大きさは小である。葉の長さは短、幅はやや狭、正面の形は楕円形、先端の形

は鈍形（切形 、対称性は対称、葉の向きは斜上、表面の色は緑である。花序の型は総）

状、花数はやや少である。花型は平咲、花の縦径は中、横径はやや広、ペタルの配列は

開く、花の香りは無である。ドーサル・セパルの正面の形は楕円形、長さはやや長、幅

はやや広、斑の模様はぼかし、地色は77C（同 、斑の色はN155B（同）である。ラテラ）

ル・セパルの正面の形は卵形、長さ及び幅は中、斑の模様はぼかし及び点斑、地色は

77C（同 、斑の色はN155B（同）のぼかし及び64A（同）の点斑である。ペタルの正面の）

形は半円形、長さはやや短、幅は中、斑の模様はぼかし、地色は77C（同 、ぼかしの広）

、がりは中、斑の色はN155C（同）である。リップ中央裂片の長さはやや短、幅はやや狭

ヒゲの有無は有、正面の形は三角形、斑の模様はぼかし及び網斑、地色は72B（同 、斑）

の色は69D（同）のぼかし及び72A（同）の網斑、側裂片の斑の模様は覆輪及び縞斑、地

色はN155B（同 、斑の色はN78B（同）の覆輪及び71A（同）の縞斑である。）

「エムエスピンク ラム」と比較して、ドーサル・セパルの斑の模様がぼかしである

こと、リップ中央裂片の正面の形が三角形であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社モテギ洋蘭園 埼玉県本庄市大字小島２７７番地７

６ 登録品種の育成をした者の氏名

茂木敏彦

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年に出願者の温室（埼玉県本庄市）において、Phal. amabilisに

「タイスコピクシー」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。



- 180 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６９４１号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ファレノプシス エムエスピンク アヤ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、Phalaenopsis amabilisに「タイスコピクシー」を交配して育成された

ものであり、花はドーサル・セパルが76C（RHS カラーチャート）の地色にN155Bのぼか

し及びN80Bの脈斑が入る、ラテラル・セパルが76Cの地色にN80Cのぼかし、N80Bの脈斑

及び60Cの点斑が入る、ペタルが76Dの地色に76Aのぼかしが入る、リップ中央裂片が61B

の地色に165Cのぼかしが入る平咲の小型種である。

草型の大きさは小である。葉の長さはやや短、幅はやや狭、正面の形は楕円形、先端

の形は鈍形（切形 、対称性は非対称、葉の向きは水平、表面の色は緑である。花序の）

型は総状、花数はやや少である。花型は平咲、花の縦径は中、横径はやや広、ペタルの

配列は開く、花の香りは無である。ドーサル・セパルの正面の形は楕円形、長さはやや

長、幅はやや広、斑の模様はぼかし及び脈斑、地色は76C（同 、斑の色はN155B（同））

のぼかし及びN80B（同）の脈斑である。ラテラル・セパルの正面の形は卵形、長さ及び

幅は中、斑の模様はぼかし、脈斑及び点斑、地色は76C（同 、斑の色はN80C（同）のぼ）

かし、N80B（同）の脈斑及び60C（同）の点斑である。ペタルの正面の形は半円形、長

さはやや短、幅は中、斑の模様はぼかし、地色は76D（同 、ぼかしの広がりは中、斑の）

色は76A（同）である。リップ中央裂片の長さはやや短、幅は中、ヒゲの有無は有、正

面の形は三角形、斑の模様はぼかし、地色は61B（同 、斑の色は165C（同 、側裂片の） ）

斑の模様は覆輪及び縞斑、地色はN155C（同 、斑の色はN78A（同）の覆輪及び61A）

（同）の縞斑である。

「エムエスエスピンク ラム」と比較して、ドーサル・セパルの斑の模様がぼかし及

び脈斑であること、ペタルのぼかしの色が76Aであること、リップ中央裂片の正面の形

が三角形であること等で 「エムエスピンク モモ」と比較して、ドーサル・セパルの、

斑の模様がぼかし及び脈斑であること、ペタルの地色が76Dであること等で区別性が認

められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社モテギ洋蘭園 埼玉県本庄市大字小島２７７番地７

６ 登録品種の育成をした者の氏名

茂木敏彦

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年に出願者の温室（埼玉県本庄市）において、Phal. amabilisに

「タイスコピクシー」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。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６９４２号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ファレノプシス ミセスブラウン

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「サンライズ デライト」に「ベイビィ エンジェル」を交配して育成、

されたものであり、花はセパルが181C（RHS カラーチャート）の地色に60Aの脈斑が入

る、ペタルが184Bの地色に60Aの脈斑が入る、リップ中央裂片の色が61Aの平咲の小型種

である。

草型の大きさは小である。葉の長さは短、幅はやや狭、正面の形は倒卵形、先端の形

は鈍形（切形 、先端の対称性は非対称、向きは水平、表面の色は緑である。花序の型）

は複総状、花数はやや少である。花型は平咲、花の縦径はやや短、横径はやや狭、ペタ

ルの配列は開く、花の香りは有である。ドーサル・セパルの正面の形は楕円形、長さは

やや短、幅は中、斑の模様は脈斑、地色は181C（同 、斑の色は60A（同）である。ラテ）

ラル・セパルの正面の形は卵形、長さはやや短、幅はやや狭、斑の模様は脈斑、地色は

181C（同 、斑の色は60A（同）である。ペタルの正面の形は半円形、長さは短、幅は狭、）

斑の模様は脈斑、地色は184B（同 、斑の色は60A（同）である。リップ中央裂片の長さ）

はやや短、幅は狭、ヒゲの有無は有、正面の形は三角形、斑の模様は単色、地色は61A

（同 、側裂片の斑の模様は覆輪及び縞斑、地色は13A（同 、斑の色は61A（同）の覆輪） ）

及び53A（同）の縞斑である。

「ストロベリーフィーバー」と比較して、セパル及びペタルに脈斑が入ること、セパ

ルの地色が181Cであること、ペタルの地色が184Bであること等で区別性が認められる。

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

八木幹男 静岡県榛原郡榛原町細江２２０番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

八木幹男

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10年に育成者の温室（静岡県榛原郡榛原町）において 「サンライ、

ズ デライト」に「ベイビィ エンジェル」を交配し、その実生の中から選抜、以後、

増殖を行いながら特性の調査を継続し、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。



- 182 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６９４３号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ファレノプシス マイリトルチカ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「サンライズ デライト」に「ティモシィー クリストファー」を交配、

して育成されたものであり、花はセパル及びペタルが10A（RHSカラーチャート）の地色

に71Aの脈斑及び点斑が入る、リップ中央裂片の色が10Aの地色に71Aの網斑が入る平咲

の中型種である。

草型の大きさは中である。葉の長さは短、幅はやや狭、正面の形は楕円形、先端の形

は鈍形（切形 、先端の対称性は非対称、向きは斜上、表面の色は暗緑である。花序の）

型は複総状、花数は中である。花型は平咲、花の縦径はやや短、横径はやや狭、ペタル

の配列は開く、花の香りは無である。ドーサル・セパルの正面の形は楕円形、長さはや

や短、幅はやや狭、斑の模様は脈斑及び点斑、地色は10A（同)、斑の色は71A（同）で

ある。ラテラル・セパルの正面の形は倒卵形、長さはやや短、幅はやや狭、斑の模様は

脈斑及び点斑、地色は10A（同 、斑の色は71A（同）である。ペタルの正面の形は半円）

形、長さは短、幅は狭、斑の模様は脈斑及び点斑、地色は10A（同 、斑の色は71A）

（同）である。リップ中央裂片の長さは短、幅は狭、ヒゲの有無は有、正面の形は三角

形、斑の模様は網斑、地色は10A（同 、斑の色は71A（同 、側裂片の斑の模様はぼかし） ）

及び点斑、地色は10A（同 、斑の色は72C（同）のぼかし及び71B（同）の点斑である。）

「カレン」と比較して、セパルの斑の模様が脈斑及び点斑であること、リップ中央裂

片の斑の模様が網斑であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

八木幹男 静岡県榛原郡榛原町細江２２０番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

八木幹男

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年に育成者の温室（静岡県榛原郡榛原町）において 「サンライ、

ズ デライト」に「ティモシィー クリストファー」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。



- 183 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６９４４号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ウィルソナラ ブレージングラスター ナイトルビー

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、Oncidium「Illustre」にOdontioda「レッド クーガー」を交配して育

成されたものであり、花はセパル及びペタルが187A（RHS カラーチャート 、リップは）

59Bのオドントグロッサムタイプの中型種である。

株の大きさは中、草姿は斜上である。ぎ球茎の正面及び平面の形は長楕円形、溝の有

無は無、高さは61～80㎜、長径は41～50㎜である。葉の正面の形は広線形、横断面の形

はⅢ型、向きは斜上、長さは中、幅はやや広、表面の色は鮮黄緑、上位葉数は２枚、下

位葉数は４枚である。花序の型は複総状、分枝回数は１回、再開花性は無、長さはやや

長、幅はやや狭、花数はやや少、花茎の抽出方向は斜上、強さは中である。花型は平咲

き、距の有無は無、花の横径はやや小、縦径は中である。ドーサル・セパル正面の形は

長楕円状披針形、先端の形は漸鋭先形、ねじれは無、長さは短、幅は狭、ラテラル・セ

パル正面の形は長楕円状披針形、先端の形は漸鋭先形、ねじれは有、長さは短、幅は狭、

ペタル正面の形は長楕円状披針形、先端の形は漸鋭先形、ねじれは無、周縁の波打ちは

有である。リップ中央裂片の正面の形は正方形、側裂片の明確度は明確、先端の形は心

形、長さは短、幅はやや狭である。花色はセパル及びペタルは187A（同 、リップは59B）

（同 、カルスの色は褐色である。花の香りは弱、開花期は不定期である。）

Oda.「ルビー キャッスルヒル」と比較して、セパル及びペタルの地色が187Aである

こと、リップカルスの色が褐色であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 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５年に出願者の温室（山梨県甲州市）において、Onc.「Illustre」

にOda.「レッド クーガー」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いなが

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

ものである。



- 184 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６９４５号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ブイルステケアラ エンザンファンタジー ルージュマジック

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、Vuylstekeara「キャンブリア ノヨ」にOdontioda「フローレンス ラ

ブ」を交配して育成されたものであり、花はセパル及びペタルが185B（RHS カラーチャ

ート 、リップはN74Cの地色にN78Bのぼかしが入る中型種である。）

株の大きさは中、草姿は斜上である。ぎ球茎の正面の形は卵形、平面の形は長楕円形、

溝の有無は有、高さは81～100㎜、長径は51～60㎜である。葉の正面の形は広線形、横

断面の形はⅢ型、向きは斜上、長さは中、幅はやや広、表面の色は暗緑、上位葉数は２

枚、下位葉数は４枚である。花序の型は総状、再開花性は無、長さは中、幅はやや狭、

花茎の抽出方向は斜上、強さは強である。花型は平咲き、距の有無は無、横径及び縦径

はやや大、ドーサル・セパル正面の形は長楕円状披針形、先端の形は鋭形、ねじれは無、

長さは中、幅は狭、ラテラル・セパル正面の形は長楕円状披針形、先端の形は凹形、ね

じれは無、周縁の波打ちは有、長さは中、幅は狭、ペタル正面の形は線状広楕円形、先

端の形は鋭形、ねじれは無、周縁の波打ちは有である。リップ中央裂片の正面の形は長

方形、側裂片の明確度は不明確、先端の形は切形、長さ及び幅は中である。花色はセパ

ル及びペタルの地色は185B（同 、リップはN74C（同）の地色にN78B（同）のぼかしが）

入る。花の香りは無である。

Oda.「ルビー キャッスルヒル」と比較して、セパル及びペタルの色が185Bであるこ

と、ラテラル・セパルが長いこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

向山株式会社 山梨県甲州市塩山熊野２７５

５ 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７月１３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成８年に出願者の温室（山梨県甲州市）において、Vuyl.「キャンブ

リア ノヨ」にOda.「フローレンス ラブ」を交配し、その実生の中から選抜、以後、

増殖を行いながら特性の調査を継続し、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。



- 185 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６９４６号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

さるすべり ＷＨＩＴ５

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の無名赤花品種の自然交雑種子にＥＭＳ処理を行って得られ

た実生から選抜して育成されたものであり、花色は46A（RHS カラーチャート）で、花

壇及び庭園向きの品種である。

樹姿は開張、樹形は球形、樹高は極低である。樹幹のタイプは株立、色は淡茶である。

枝の太さは細、色は淡茶、分枝性は密、節間長は短である。葉身全体の形は楕円形、先

端の形は鋭形、基部の形は鈍形、葉縁の形は全縁、葉身長は短、葉身幅は狭、厚さは中、

成葉表面の色は緑、毛は無、葉柄の長さは短である。つぼみの形は梯形、着色は強であ

る。花房のタイプはⅢ型、長さは短、幅は狭、花のタイプは一重咲、大きさは小、単色

・複色の別は単色、花弁の色は46A（同 、爪の色は46A（同 、花弁の形は円形、波打ち） ）

は強、全体及び爪の長さは短、花弁数は中、花柱及び六強雄ずいの花糸の色は紫紅、花

糸の色は淡紅、雄ずいの数及び小花柄の長さは中、花数は少、香りは有、開花始期は中

である。

在来種（赤）と比較して、花弁の色が46Aであること等で 「ディアルージュ」と比較、

して、樹姿が開張であること、花糸の色が淡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

カール Ｅ．フィットコム

アメリカ合衆国 オクラホマ スティルウォーター コットンウッドロード

２１０４Ｎ

６ 登録品種の育成をした者の氏名

カール Ｅ．フィットコム

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、1991年に育成者のほ場（アメリカ合衆国）において、育成者所有の無名

赤花品種の自然交雑種子に突然変異誘発剤ＥＭＳ処理を行って得られた実生から選抜、

以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、1998年にその特性が安定していることを

確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「サルスベリタイトワッドレッド」であった。



- 186 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６９４７号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

さるすべり ＷＨＩＴ３

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の無名赤花品種の自然交雑種子にＥＭＳ処理を行って得られ

た実生から選抜して育成されたものであり、花色は67A（RHS カラーチャート)で、花壇

及び庭園向きの品種である。

樹姿は開張、樹形は楕円形、樹高は中ある。樹幹のタイプは株立、色は淡茶である。

枝の太さは太、色は淡茶、分枝性はやや密、節間長は短である。葉身全体の形は楕円形、

先端の形は鈍形、基部の形は円形、葉縁の形は全縁、葉身長は中、葉身幅は狭、厚さは

中、成葉表面の色は濃緑、毛は無、葉柄の長さは短、葉柄の色は紅である。つぼみの形

は梯形、着色は強である。花房のタイプはⅡ型、長さ及び幅は中、花のタイプは一重咲、

大きさは中、単色・複色の別は単色、花弁及び爪の色は67A（同 、花弁の形は卵形、波）

打ちは強、全体及び爪の長さはやや短、花弁数は中、花柱及び六強雄ずいの花糸の色は

紫紅、花糸の色は淡紅、雄ずいの数及び小花柄の長さは中、花数は少、香りは有、開花

始期は中である。

在来種（赤）と比較して、葉柄の色が紅であること等で 「サマービーナス」と比較、

して、葉柄の色が紅であること、花数が少ないこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ３０年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

カール Ｅ．フィットコム

アメリカ合衆国 オクラホマ スティルウォーター コットンウッドロード

２１０４Ｎ

６ 登録品種の育成をした者の氏名

カール Ｅ．フィットコム

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、1991年に育成者のほ場（アメリカ合衆国）において、育成者所有の無名

赤花品種の自然交雑種子に突然変異誘発剤ＥＭＳ処理を行って得られた実生から選抜、

以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、1996年にその特性が安定していることを

確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「サルスベリピンクベロア」であった。



- 187 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６９４８号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ろうばい ホワイト ドレス

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、(ナツロウバイ×クロバナロウバイ）×（ナツロウバイ×ハナロウバ

イ）の実生から選抜して育成されたものであり、花色は外花被片が155D（RHS カラーチ

ャート 、内花被片が155Cに64Aのぼかしが入る鉢物及び庭園向きの品種である。）

樹姿は開張、樹高は中である。枝の粗密及び太さは中、節間長は長、枝の色は茶であ

る。葉全体の形は卵形、先端の形は鋭尖形、基部の形は鈍形、葉身長及び葉身幅は中、

成葉表面の色は146A（同 、裏面の色は147B（同 、新葉表面の毛は無、裏面の毛は有、） ）

成葉表面及び裏面の毛は無、葉柄の長さは中である。花形は開張、大きさは極大、外花

被片の色は155D（同 、内花被片の色は155C（同）に64A（同）のぼかしが入る、光沢の）

有無は無、外花被片及び内花被片の形は長楕円形、花被片数及び花の香りは中である。

開花の早晩は中である。

ナツロウバイと比較して、花が大きいこと、外花被片の形が長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氏名及び住所又は居所

柴道昭 埼玉県川口市赤山８４５

６ 登録品種の育成をした者の氏名

トーマス Ｇ． ラニー トーマス Ｅ． イーカー

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、2001年にノースカロライナ州立大学（アメリカ合衆国）において、(ナ

ツロウバイ×クロバナロウバイ）×（ナツロウバイ×ハナロウバイ）から得られた実生

から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、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「ヴィーナス」であった。



- 188 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６９４９号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

アンゲロニア アングスティフォリア ＢＡＬＡＮＧＤＡＲＩＡ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、株式会社パン・アメリカン・シード所有の育成系統どうしを交配して育

成されたものであり、草姿は直立型、下唇弁が84A（RHS カラーチャート）の鉢物向き

の品種である。

草姿は直立型、草丈は低である。茎のアントシアニンの着色の有無は有、毛の有無は

無、分枝性は少である。葉の形は線形、葉縁の形は鋸歯状、葉身長はやや短、葉幅はや

や広、表面の色は緑、アントシアニンの着色及び斑入りの有無は無である。花穂の形は

密型、花の付き方は対生、花穂長はやや短、花冠の形は皿型、筒型花冠の出現の有無は

無、花の縦径はやや短、横径はやや狭、上唇弁及び下唇弁の色は84A(同)、模様の有無

は無、下唇弁裂片くびれ部の色は白及び紫、花冠底部の斑点の強弱は強、密度は密、色

は赤紫である。開花の早晩性は早である。

「ＢＡＬＡＮＧＬＡＤＥＲ」と比較して、花冠底部の斑点の密度が密であること等で、

「ＢＡＬＡＮＧＢＥＫＥ」と比較して、花穂の形が密型であること、上唇弁及び下唇弁

の色が84Aであること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ティ・エム・ボール研究所 千葉県印旛郡酒々井町墨１５３８番地６

６ 登録品種の育成をした者の氏名

エレン エフ ルー

７ 出願公表の年月日 平成１８年８月１４日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2003年に株式会社パン・アメリカン・シードの温室（アメリカ合衆国）

において、同社所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を

行いながら特性の調査を継続し、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。

なお、出願時の名称は「エンジェルミストダークラベンダー」であった。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６９５０号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

アンゲロニア アングスティフォリア ＢＡＬＡＮＧＤＡＲＯＳ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、株式会社ボール・フローラ・プラント所有の育成系統どうしを交配して

育成されたものであり、草姿は直立型、下唇弁が70B（RHS カラーチャート）の鉢物向

きの品種である。

草姿は直立型である。草丈は低である。茎のアントシアニンの着色及び毛の有無は無、

分枝性はかなり少である。葉の形は倒披針形、葉縁の形は鋸歯状、葉身長及び葉幅は中、

表面の色は緑、アントシアニンの着色及び斑入りの有無は無である。花穂の形は密型、

花の付き方は対生、花穂長はやや短、花冠の形は皿型、筒型花冠の出現の有無は無、花

の縦径は中、横径はかなり狭、上唇弁及び下唇弁の色は70B（同 、模様の有無は無、下）

唇弁裂片くびれ部の色はピンク、花冠底部の斑点の強弱は強、密度は密、色は赤紫であ

る。開花の早晩性は早である。

「アンゲロニア ピンク」及び「カートデピンク」と比較して、茎に毛が無いこと、

上唇弁及び下唇弁の色が70Bであること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 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

スコット Ｃ． トゥリーズ

７ 出願公表の年月日 平成１８年８月１４日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2003年に株式会社ボール・フローラ・プラントの温室（アメリカ合衆

国）において、同社所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増

殖を行いながら特性の調査を継続し、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。

なお、出願時の名称は「エンジェルミストダークローズ」であった。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６９５１号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

アンゲロニア アングスティフォリア ＢＡＬＡＮＧＤＡＲＰＩ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、株式会社ボール・フローラ・プラント所有の育成系統どうしを交配して

育成されたものであり、草姿は開張型、下唇弁が67D（RHS カラーチャート）の鉢物向

きの品種である。

草姿は開張型、草丈はやや低である。茎のアントシアニンの着色及び毛の有無は無、

分枝性は少である。葉の形は倒披針形、葉縁の形は鋸歯状、葉身長及び幅は中、表面の

色は緑、アントシアニンの着色及び斑入りの有無は無である。花穂の形は密型、花の付

き方は対生、花穂長はやや短、花冠の形は皿型、筒型花冠の出現の有無は無、花の縦径

はやや長、横径はやや狭、上唇弁及び下唇弁の色は67D（同 、模様の有無は無、下唇弁）

裂片くびれ部の色は白、花冠底部の斑点の強弱は強、密度は密、色は赤紫である。開花

の早晩性はやや早である。

「アンゲロニア ピンク」と比較して、茎に毛が無いこと等で 「カートデピンク」、

と比較して、茎に毛が無いこと、下唇弁裂片くびれ部の色が白であること等で 「ＢＡ、

ＬＡＮＧＤＡＲＯＳ」と比較して、上唇弁の色が67Dであること，下唇弁裂片くびれ部

の色が白であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

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

スコット Ｃ． トゥリーズ

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、2003年に株式会社ボール・フローラ・プラントの温室（アメリカ合衆

国）において、同社所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増

殖を行いながら特性の調査を継続し、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。

なお、出願時の名称は「エンジェルミストダークピンク」であった。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６９５２号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

イソトマ アキシラリス しゅん しゅん

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ブルー・スター」を自家交配して育成されたものであり、花の色は、

N88C（RHS カラーチャート）で鉢物及び花壇向きの品種である。

草姿は中間、草丈はやや低である。茎の太さはやや太、色は緑、節間長は中である。

葉形は線形、先端及び基部の形は鋭形、葉長はやや短、葉幅は中、裂片の長さは中、葉

色は緑である。上唇弁の長さはやや短、幅は中、下唇弁の長さ及び幅は中、花弁表面の

色はN88C（同 、中肋の色は濃、基部の色は93B（同 、裏面の色は155D（同 、花筒の長） ） ）

さはやや短、幅はやや狭、外面の色は149D（同 、アントシアニン着色の有無は有、が）

くの長さはやや短、アントシアニン着色の有無は有、柱頭の色は紫、花柄長はやや淡、

アントシアニン着色の有無は無又は極淡である。

「星の風花」と比較して、上唇弁が短いこと、花弁表面の色がN88Cであること等で、

「スモールスター」と比較して、茎の色が緑であること、花弁表面の色がN88Cであるこ

と等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

鈴木壽久 愛知県碧南市丸山町５－１０－１ ソシア丸山２０２

６ 登録品種の育成をした者の氏名

鈴木壽久

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14年に育成者の温室（愛知県碧南市）において 「ブルー・スタ、

ー」を自家交配し、その実生の中から選抜、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「星ぎきょう しゅんしゅん」であった。
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１ 品種登録の番号及び年月日 第１６９５３号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

オエノテラ ハイブリッド イノエノ１３１

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「アフリカン サン」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、草型は斜上、花色は3A（RHS カラーチャート）で小輪の鉢物及び花壇向きの

品種である。

草型は斜上、茎長はかなり短、茎のアントシアニンの着色は弱である。葉の形は披針

形、葉縁の形は全縁、側生裂片の有無及び程度は無、葉身長は短、葉幅は極狭、葉の地

色は137A(同)、葉の模様及び葉柄は無である。花の付き方は総状、蕾の形は円筒形、垂

れ下がりは無、アントシアニンの着色は有、花の重ねは一重、花径は小、花弁の形は倒

卵形、先端の形は凹、大きさはやや小、色は3A(同)、模様は単一、がく筒の長さは極短、

アントシアニンの着色は有、花糸及び花柱の色は黄、花の香りは有、子房の形は倒卵形、

長さは短、アントシアニンの着色及び毛は有である。

「アフリカン サン」と比較して、茎のアントシアニンの着色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

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

Silvia Hofmann

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、1999年に育成者の温室（ドイツ連邦共和国）において 「アフリカン、

サン」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、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。



- 193 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６９５４号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

コルタデリア ゼロアナ スプレンディッドスター

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「プミラ」に「シニア」を交配して育成されたものであり、葉身の色が、

淡緑で淡黄の縞斑が入る鉢物向きの品種である。

草姿は直立、草丈は低である。葉鞘の緑色部の色は淡、アントシアニン着色は有、程

度はやや濃、長さは短、太さは細、葉の横断面の形はⅢ型、葉身の長さは短、幅は狭、

色は淡緑、斑は有、形は縞斑、割合は多い、色は淡黄、葉身裏面の色は緑、斑は有、割

合は多い、色は淡黄である。

「プミラ」及び「シニア」と比較して、葉身及び葉身裏面に斑があること等で区別性

が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

松井識樹 奈良県葛城市北道穂２４５番地１

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ベルト ヴェルホーフ

７ 出願公表の年月日 平成１６年４月７日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1999年に育成者のほ場（オランダ王国）において 「プミラ」に「シニ、

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

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。



- 194 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６９５５号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

コレオプシス ウェルティキラタ クレム ブルリ

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、根出葉

は無で花色は4A（RHS カラーチャート）の小輪の鉢物及び花壇向きの品種である。

草丈は中、茎の緑色程度は淡である。根出葉の有無は無、茎葉の羽状複葉の有無は有、

型は１回羽状複葉、長さはやや長、裂片の幅は中、葉の色は淡緑、斑の有無及び程度は

無又は極少、葉の表面の毛の有無及び多少は少、裏面の毛の有無及び多少は中である。

舌状花の重なりは一重、花の大きさは小、厚みはやや薄、管状花部の大きさは小、舌状

花表面の色は4A（同 、複色の有無は無、裏面の色は4B（同 、管状花部の色は黄、舌状） ）

花先端の切れ込みは浅い切れ込み、舌状花の反り方は平、複弁の有無は有、舌状花の長

さは短、幅はかなり狭、数は少、総ほう外列の大きさは小、反り方は内曲、内列の大き

さはやや小、やくの色は褐、花の香りは極小である。開花の早晩は中である。

「ムーンビーム」と比較して、舌状花表面の色が4Aであること、舌状花先端が浅い切

れ込みであること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

ジェーン クルーン

アメリカ合衆国 ニューヨーク １１９５２ マティタック エリジャン レーン

ザ ブランテージ

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ジェーン クルーン

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、1996年に育成者の温室（アメリカ合衆国）において、育成者所有の育成

系統どうしを交配し、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。



- 195 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６９５６号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

コレオプシス ロセア×コレオプシス ウェルティキラタ

ライムロック ルビー

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有のCoreopsis roseaの育成系統にC.verticillataの育成系統

を交配して育成されたものであり、根出葉は無で花色は59A（RHS カラーチャート）の

やや小輪の鉢物及び花壇向きの品種である。

草丈はやや高、茎の緑色程度は淡である。根出葉の有無は無、茎葉の羽状複葉の有無

は有、型は１回羽状複葉、長さはやや長、裂片の幅は狭、葉の色は緑、斑の有無及び程

度は無又は極少、葉の表面及び裏面の毛の有無及び多少は無又は極少である。舌状花の

重なりは一重、花の大きさはやや小、厚みは中、管状花部の大きさは中、舌状花表面の

色は59A（同 、複色の有無は無、裏面の色はN77B（同 、管状花部の色は褐、舌状花先） ）

端の切れ込みは浅い切れ込み、舌状花の反り方は平、複弁の有無は有、舌状花の長さは

やや短、幅はかなり狭、数は少、総ほう外列の大きさはかなり小、反り方は内曲、内列

の大きさはやや小、やくの色は黒、花の香りは弱である。開花の早晩は中である。

。「ブルスイ」と比較して、舌状花表面の色が59Aであること等で区別性が認められる

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ライムロック プラント ファーム株式会社

アメリカ合衆国 ロードアイランド ０２８６５ ＲＲ＃１ リンカーン ハリス

アベニュー ４８

６ 登録品種の育成をした者の氏名

マリー アン ファリア

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年に育成者の温室（アメリカ合衆国）において、育成者所有の

C.roseaの育成系統にC.verticillataの育成系統を交配し、その実生の中から選抜、以

後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2000年にその特性が安定していることを確

認して育成を完了したものである。



- 196 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６９５７号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

コレオプシス ロセア×コレオプシス ウェルティキラタ ブルラパ

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ライムロック ルビー」の変異株であり、根出葉は無で花色はN74C、

（RHS カラーチャート）のやや小輪の鉢物及び花壇向きの品種である。

草丈はやや高、茎の緑色程度は淡である。根出葉の有無は無、茎葉の羽状複葉の有無

は有、型は１回羽状複葉、長さは中、裂片の幅は中、葉の色は淡緑、斑の有無及び程度

は無又は極少、葉の表面及び裏面の毛の有無及び多少は無又は極少である。舌状花の重

なりは一重、花の大きさはやや小、厚みは中、管状花部の大きさは中、舌状花表面の色

はN74C（同 、複色の有無は無、裏面の色は75B（同 、管状花部の色は褐、舌状花先端） ）

の切れ込みは浅い切れ込み、舌状花の反り方は平、複弁の有無は有、舌状花の長さはや

や短、幅は狭、数は少、総ほう外列の大きさはかなり小、反り方は内曲、内列の大きさ

はやや小、やくの色は黒、花の香りは弱である。開花の早晩は中である。

「ヘヴンゲイト」と比較して、舌状花表面の色がN74Cであること、舌状花表面の複色

がないこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ライムロック プラント ファーム株式会社

アメリカ合衆国 ロードアイランド ０２８６５ ＲＲ＃１ リンカーン ハリス

アベニュー ４８

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ジョン ビル

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、2001年に育成者の温室（アメリカ合衆国）において 「ライムロック、

ルビー」の変異株を発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、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「ライムロック パッション」であった。



- 197 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６９５８号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

サンヴィターリア プロクンベンス スタービーニ

３ 登録品種の特性の概要

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

7A（RHS カラーチャート）で筒状花は黄色、花型が一重咲きでやや小輪の鉢物及び花壇

向きの品種である。

草型は中間型、茎の長さは極短である。茎の太さは中、節間の長さはやや短、茎の色

は緑及び紫褐である。葉形は楕円形、先端の形は鈍形、葉長はやや短、葉幅は狭、アン

トシアニンの着色は無、表面の色は濃緑、裏面の色は灰緑、葉柄は有である。花型は一

重、花の大きさはやや小、花弁数は少、花弁の形は長楕円形、表面の色は7A（同 、表）

面の模様は無、裏面の色は1B（同 、裏面の模様は有、模様の色は緑、花梗は有、花盤）

の大きさは中、形は凸、筒状花の色は黄、花柱の形はⅠ型、色は黄、総苞片の重なりは

一重、がく片の形はⅡ型、先端の形は鋭形、色は緑である。

「サンビーニ」と比較して、茎の色が緑及び紫褐であること等で 「アズティックゴ、

ールド」と比較して、茎が短いこと、花弁の形が長楕円形であること等で区別性が認め

られる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン

愛知県愛知郡長久手町砂子６０７番地

６ 登録品種の育成をした者の氏名

フーゴ ディットマー

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、2001年に育成者の温室（スイス連邦）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。



- 198 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６９５９号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

スカエウォラ アエムラ ダンブル１２

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、花の色

はN82A（RHS カラーチャート）で155Cの目が入る鉢物及び花壇向きの品種である。

草型はⅡ型、草丈はやや高、株幅はやや狭である。茎長は中、節間長はやや短、茎の

太さはやや細、色は淡緑、アントシアニン着色の有無及び程度は淡、分枝性はやや少で

ある。葉形は倒披針形、葉長は中、葉幅はやや狭、葉縁の形は鋸葉、鋸歯の粗密は粗、

葉の色は緑、アントシアニン着色の有無及び程度は無又は極淡である。花の向きは水平、

花弁の形は倒披針形、先端の形は微突形、花の横径はやや狭、花弁の長さはやや短、幅

は中、色はN82A（同 、花の模様の種類は目、色は155C（同 、花の裏面及び中肋の色は） ）

紫、花喉部の色は黄緑、花筒部の長さは中、太さはやや細、内面及び外面の色は黄緑、

花の香りは無である。

「ブルーワンダー」及び「ウェスカエアクア」と比較して、葉形が倒披針形であるこ

と、花弁の色がN82Aであること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ダンジガー ダン フラワー ファーム

イスラエル国 モシャブ ミシマ ハシバ ５０２９７

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ガブリエル ダンジガー

７ 出願公表の年月日 平成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、2000年に出願者の温室（イスラエル国）において、出願者所有の育成系

統どうしを交配、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。



- 199 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６９６０号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ディアスキア バーベラエ ディアスプリトゥ

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

黄ピンク色で、上弁の凹部の色が濃橙赤の中間性の鉢物及び花壇向きの品種である。

草姿は中間性、草丈はやや低である。茎の形は四角形、節間長は長、茎の太さは中、

色は淡緑、アントシアニンの着色程度は無又は極弱である。葉形は卵形、葉長は中、葉

幅は狭、色は緑、葉縁の形は鈍鋸歯状、着生角度は水平である。花の長さ及び幅は中、

花弁表面の色は鮮黄ピンク（JHS カラーチャート1004 、複色の有無は無、裏面の色は）

黄ピンク（同1003 、花弁表面の波打の有無は有、程度は弱、上弁の長さ及び幅は中、）

先端の形は鈍形、中央部の目の色は明黄（同2506 、凹部の色は濃橙赤（同0714 、側弁） ）

の長さはやや長、幅は広、先端の形は鈍形、下弁の長さは長、幅はやや広、形はⅡ型、

距の長さは中、幅はやや広、曲がりの程度は弱、色は橙赤（同0713 、花柄の長さはや）

や短、太さは中、色は淡紫である。

「スメルスダンス」と比較して、草姿が中間性であること、距の色が橙赤であること

等で 「コディアプ」と比較して、葉形が卵形であること、距の色が橙赤であること等、

で 「ジェンタ ライトオレンジ」と比較して草姿が中間性であること、茎のアントシ、

アニンの着色程度が弱いこと等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

シンジェンタ シーズ Ｂ．Ｖ．

オランダ王国 １６０１ＢＫ エンクハウゼン ウエステインデ ６２

６ 登録品種の育成をした者の氏名

ハル ステムケンス

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、1998年に出願者の温室（オランダ王国）において、出願者所有の育成系

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

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



- 200 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６９６１号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ディアスキア ハイブリッド ウィスパークランベリーレッド

３ 登録品種の特性の概要

この品種は、株式会社ボール・フローラ・プラント所有の育成系統どうしを交配して

育成されたものであり、花は紅色で、上弁の凹部の色が穏紅の中間性の鉢物向きの品種

である。

草姿は中間性、草丈はやや低である。茎の形は四角形、節間長はやや長、茎の太さは

中、色は緑である。葉形は卵形、葉長は中、葉幅はやや狭、色は緑、葉縁の形は鈍鋸歯

状、着生角度は水平である。花の長さ及び幅は中、花弁表面の色は紅（JHS カラーチャ

ート0114 、複色の有無は無、裏面の色は濃紫ピンク（同9713 、花弁表面の波打の有無） ）

は無、上弁の長さはやや短、幅は中、先端の形は鈍形、中央部の目の色は明黄緑（同

3104 、凹部の色は穏紅（同0115 、側弁の長さはやや長、幅はやや広、先端の形は鈍形、） ）

下弁の長さは長、幅はやや広、形はⅡ型、距の長さは中、幅はやや広、曲がりの程度は

中、色は紅（同0114 、花柄の長さはやや短、太さは中、色は緑である。）

「ヘクタート」と比較して、草姿が中間性であること、葉形が卵形であること等で、

「コディアレッド」と比較して、花弁表面の色が紅であること等で 「ホプコラ」と比、

較して、葉形が卵形であること、花弁表面の色が紅であること等で区別性が認められる。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ティ・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

ポール エイ タルマジ

７ 出願公表の年月日 平成１８年８月１４日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2000年に株式会社ボール・フローラ・プラントの温室（アメリカ合衆

国）において、同社所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増

殖を行いながら特性の調査を継続し、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。



- 201 -

１ 品種登録の番号及び年月日 第１６９６２号 平成２０年３月１８日

２ 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

えのきたけ ＥＢ赤１号（ＥＢあか１ごう）

３ 登録品種の特性の概要

この品種は 「ＮＴ－Ｆ－１」に「山えのき」を交配して育成されたものであり、菌、

さんの断面が平形で大きさがかなり大、菌柄の長さがかなり短、株の接着程度が中の施

設栽培向きの品種である。

気中菌糸の発達程度は中、菌叢表面の色は有、菌糸生長最適温度は26℃である。菌さ

んの断面の形は平形、縁の巻き込みは無、大きさはかなり大、高さは極大、色（明所の

育成）は褐色である。菌柄の断面の形は円形、長さはかなり短、太さは中、色（明所の

育成）は黄褐色、基部の色（明所の育成）は褐色である。株の接着程度及びあめ状物質

の生成は中である。菌かきから子実体発生までの期間はやや長、子実体の生育期間及び

発生最盛期までの期間は長である。子実体の収量は極多、有効茎数はかなり少、有効茎

数と子実体収量との比率は茎重型である。

「ＮＴ－Ｆ－１」及び「山えのき」と比較して、菌さんの断面の形が平形であること、

菌さんが大きいこと等で区別性が認められる。

なお 「ＮＴ－Ｆ－１」及び「山えのき」との対峙培養において明確な嫌触反応を示、

す。

４ 育成者権の存続期間 ２５年

５ 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社えのきボーヤ 長野県安曇野市堀金三田１４５０－２

６ 登録品種の育成をした者の氏名

寺島久登

７ 出願公表の年月日 平成１８年７月１３日

８ 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成15年に出願者の施設（長野県安曇野市）において 「ＮＴ－Ｆ－、

１」に「山えのき」を交配し、その菌株の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の

調査を継続し、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「赤えのき」であった。


