
１　品種登録の番号及び年月日 第２３３０５号 平成２６年３月１４日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat.　　　セイダロカ

３　登録品種の特性の概要

４　育成者権の存続期間 ２５年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

６　登録品種の育成をした者の氏名

７　出願公表の年月日 平成２５年６月１２日

　草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは中、葉の幅は中、葉
の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉
の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、花序の一次分枝の着生角度（叢生
でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を
除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数
（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数は１、頭花の舌状花の主要
な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒
の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断
面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅はかなり
低、舌状花の表面の色数は１、舌状花の表面の主な色はNN155D、舌状花の表面と比較し
た裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、
舌状花の裏面の色はNN155D、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に
限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は緑、花盤の開や
く前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ
（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）である。（カ
ラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「セイダロカ」は、対照品種「セイイレルダ」と比較して、花盤の断面の形
（デイジー型の品種に限る）が強いドーム状であること等で区別性が認められる。対照
品種「セイパレット」と比較して、一茎当たりの頭花の総数（叢生でない品種に限る）
がかなり少であること、花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）が強いドーム状で
あること等で区別性が認められる。

有限会社精興園
広島県府中市鵜飼町531番地8

石黒信生



１　品種登録の番号及び年月日 第２３３０６号 平成２６年３月１４日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw.　　　きまぐれヴィーナス

３　登録品種の特性の概要

４　育成者権の存続期間 ２５年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

６　登録品種の育成をした者の氏名

７　出願公表の年月日 平成２５年２月１日

　株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は楕円形、ぎ球茎
の横断面の形は楕円形、葉の数はやや少、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉の形は線形、
葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数
（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜
上、花の咲き型は部分抱・平咲、花の長さはやや短、花の幅は中、花の香りは無又は微
弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形
は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセ
パルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍
形、セパルの中央部の色は69C、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の
色は72D、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さは中、ペ
タルの幅は広、ペタルの正面の形は倒卵形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部
の色は69C、ペタルの花色境界の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は72D、ペタルの斑
点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さは長、リップの幅は広、リップ
の正面の形は正三角形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は無又は
微弱、リップの周縁の波打ちの強弱は弱、リップの中央部の色はNN155D、リップの花色
境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は59C、リップの斑点の有無は無、リップの
くさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は初冬咲である。（カラー
チャートはRHSを使用）
　出願品種「きまぐれヴィーナス」は、対照品種「シーサイド・クラウンプリンセス」
と比較して、リップの周縁の色が59Cであること、リップの斑点の有無が無であること
等で区別性が認められる。対照品種「福小町」と比較して、リップの斑点の有無が無で
あること等で区別性が認められる。

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

河野茂信



１　品種登録の番号及び年月日 第２３３０７号 平成２６年３月１４日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw.　　　夢小町（ﾕﾒｺﾏﾁ）

３　登録品種の特性の概要

４　育成者権の存続期間 ２５年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

６　登録品種の育成をした者の氏名

７　出願公表の年月日 平成２５年２月２５日

　株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は楕円形、ぎ球茎
の横断面の形は楕円形、葉の数はやや少、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の形は線
形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は非対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花
の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さはやや短、花茎の太さはやや太、花茎
の向きは斜上、花の咲き型は部分抱・平咲、花の長さはやや短、花の幅はやや狭、花の
香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセ
パルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは
中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの
先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は69C、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セ
パルの周縁の色は64C、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの
長さはやや長、ペタルの幅はやや広、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は
鈍形、ペタルの中央部の色はN155B、ペタルの花色境界の明瞭度は不明瞭、ペタルの周
縁の色は64D、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さは
長、リップの幅は広、リップの正面の形は円形、リップの先端の形は鈍形、リップの周
縁の反転の強弱はかなり弱、リップの周縁の波打ちの強弱はかなり弱、リップの中央部
の色はNN155A、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色はNN155B、リッ
プの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさはかなり小、リップの斑点の色は64B、
リップのくさびの有無は有、リップのくさびの色は64B、リップの条線の有無は無、開
花時期は初冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「夢小町」は、対照品種「ハッピーチャイム　ピンクパレット」と比較し
て、ペタルの条線の有無が無であること、リップのくさびの有無が有であること、ずい
柱の斑点の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「福乙女」と比較し
て、リップの正面の形が円形であること、ずい柱の先端の色が186Bであること等で区別
性が認められる。

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

河野茂信



１　品種登録の番号及び年月日 第２３３０８号 平成２６年３月１４日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw.　　　福乙女（ﾌｸｵﾄﾒ）

３　登録品種の特性の概要

４　育成者権の存続期間 ２５年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

６　登録品種の育成をした者の氏名

７　出願公表の年月日 平成２５年２月２５日

　株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は楕円形、ぎ球茎
の横断面の形は楕円形、葉の数はやや少、葉の長さはやや長、葉の幅はやや狭、葉の形
は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の
花の数（総状花序の品種に限る）はやや多、花茎の長さは中、花茎の太さはやや太、花
茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さは短、花の幅はやや狭、花の香りは無又
は微弱、ドーサルセパルの長さはやや短、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの
正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラ
テラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の
形は鈍形、セパルの中央部の色は69B(ﾄﾞｰｻﾙｾﾊﾟﾙ),69C(ﾗﾃﾗﾙｾﾊﾟﾙ)、セパルの花色境界の
明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は64C、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の
有無は無、ペタルの長さは中、ペタルの幅はやや広、ペタルの正面の形は倒卵形、ペタ
ルの先端の形は鋭形、ペタルの中央部の色は69B、ペタルの花色境界の明瞭度は不明
瞭、ペタルの周縁の色は64C、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、
リップの長さは長、リップの幅は広、リップの正面の形は正三角形、リップの先端の形
は鈍形、リップの周縁の反転の強弱はかなり弱、リップの周縁の波打ちの強弱はかなり
弱、リップの中央部の色はNN155C、リップの周縁の色はNN155C、リップの斑点の有無は
有、リップの斑点の大きさはかなり小、リップの斑点の色は60D、リップのくさびの有
無は有、リップのくさびの色は64B、リップの条線の有無は無、開花時期は初冬咲であ
る。（カラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「福乙女」は、対照品種「エンゼルチャーム」と比較して、ペタルの中央部
の色が69Bであること、ペタルの条線の有無が無であること、ずい柱の斑点の有無が有
であること等で区別性が認められる。対照品種「夢小町」と比較して、リップの正面の
形が正三角形であること、ずい柱の先端の色が70Aであること等で区別性が認められ
る。

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

河野茂信



１　品種登録の番号及び年月日 第２３３０９号 平成２６年３月１４日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw.　　　福わらべ（ﾌｸﾜﾗﾍﾞ）

３　登録品種の特性の概要

４　育成者権の存続期間 ２５年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

６　登録品種の育成をした者の氏名

７　出願公表の年月日 平成２５年２月２５日

　株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は楕円形、ぎ球茎
の横断面の形は楕円形、葉の数はやや少、葉の長さはやや長、葉の幅はやや狭、葉の形
は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の
花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向き
は斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さはやや短、花の幅はやや狭、花の香りは無又は微
弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形
は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセ
パルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍
形、セパルの中央部の色は62D、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の
色は60D、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さは中、ペ
タルの幅は広、ペタルの正面の形は菱形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の
色はNN155D、ペタルの花色境界の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は60D、ペタルの
斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さはかなり長、リップの幅は
広、リップの正面の形は正三角形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強
弱は弱、リップの周縁の波打ちの強弱はやや弱、リップの中央部の色はNN155D、リップ
の花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は61B、リップの斑点の有無は有、
リップの斑点の大きさはかなり小、リップの斑点の色は61B、リップのくさびの有無は
無、リップの条線の有無は無、開花時期は初冬咲である。（カラーチャートはRHSを使
用）
　出願品種「福わらべ」は、対照品種「シーサイド・クラウンプリンセス」と比較し
て、セパルの周縁の色が60Dであること、リップの周縁の色が61Bであること等で区別性
が認められる。対照品種「グレートキャティ　アコさま」と比較して、セパルの周縁の
色が60Dであること、リップの周縁の色が61Bであること等で区別性が認められる。

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

河野茂信



１　品種登録の番号及び年月日 第２３３１０号 平成２６年３月１４日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw.　　　プリアモーレ

３　登録品種の特性の概要

４　育成者権の存続期間 ２５年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

６　登録品種の育成をした者の氏名

７　出願公表の年月日 平成２５年２月２５日

　株の大きさはやや大、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は楕円形、ぎ
球茎の横断面の形は楕円形、葉の数はやや少、葉の長さはやや長、葉の幅は狭、葉の形
は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の
花の数（総状花序の品種に限る）はやや多、花茎の長さは中、花茎の太さはやや太、花
茎の向きは斜上、花の咲き型は部分抱・平咲、花の長さは短、花の幅はやや狭、花の香
りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパ
ルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鋭形、ラテラルセパルの長さは
中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの
先端の形は鋭形、セパルの中央部の色は69C、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セ
パルの周縁の色はN66C、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの
長さは中、ペタルの幅はやや広、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鈍
形、ペタルの中央部の色はN155B、ペタルの花色境界の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁
の色はN66D、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さは長、
リップの幅は広、リップの正面の形は円形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の
反転の強弱は無又は微弱、リップの周縁の波打ちの強弱は無又は微弱、リップの中央部
の色はNN155A、リップの周縁の色はN66D、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大
きさは極小、リップの斑点の色は67C、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有
無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「プリアモーレ」は、対照品種「ハッピーチャイム　ピンクパレット」と比
較して、花の咲き型が部分抱・平咲であること、セパルの条線の有無が無であること、
ペタルの中央部の色がN155Bであること等で区別性が認められる。対照品種「花の絆」
と比較して、リップの正面の形が円形であること、リップの斑点の色が67Cであること
等で区別性が認められる。

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

河野茂信



１　品種登録の番号及び年月日 第２３３１１号 平成２６年３月１４日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw.　　　天使のくちづけ（ﾃﾝｼﾉｸﾁﾂﾞｹ）

３　登録品種の特性の概要

４　育成者権の存続期間 ２５年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

６　登録品種の育成をした者の氏名

７　出願公表の年月日 平成２５年２月２５日

　株の大きさはやや大、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は長楕円形、
ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数はやや少、葉の長さはやや長、葉の幅は狭、葉の
形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序
の花の数（総状花序の品種に限る）はやや多、花茎の長さは中、花茎の太さは太、花茎
の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さは短、花の幅はやや狭、花の香りは無又は
微弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の
形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラル
セパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍
形、セパルの中央部の色はNN155C、セパルの周縁の色はNN155C、セパルの斑点の有無は
無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さは中、ペタルの幅はやや広、ペタルの正面
の形は楕円形、ペタルの先端の形は鋭形、ペタルの中央部の色はNN155C、ペタルの周縁
の色はNN155C、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さは
長、リップの幅はやや広、リップの正面の形は正三角形、リップの先端の形は鋭形、
リップの周縁の反転の強弱は無又は微弱、リップの周縁の波打ちの強弱は弱、リップの
中央部の色はNN155C、リップの周縁の色はNN155C、リップの斑点の有無は無、リップの
くさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は初冬咲である。（カラー
チャートはRHSを使用）
　出願品種「天使のくちづけ」は、対照品種「ピュアフラワー　ゆかり」と比較して、
リップの周縁の色がNN155Cであること、ずい柱の先端の色がNN155Bであること等で区別
性が認められる。対照品種「エンゼルナースユキ冬のソナタ」と比較して、ずい柱の斑
点の有無が無であること等で区別性が認められる。

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

河野通郎



１　品種登録の番号及び年月日 第２３３１２号 平成２６年３月１４日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw.　　　ビッグバン

３　登録品種の特性の概要

４　育成者権の存続期間 ２５年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

６　登録品種の育成をした者の氏名

７　出願公表の年月日 平成２５年６月１２日

　株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は楕円形、ぎ球茎
の横断面の形は楕円形、葉の数はやや少、葉の長さはやや長、葉の幅はやや狭、葉の形
は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の
花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さは中、花茎の太さはかなり太、花茎
の向きは斜上、花の咲き型は部分抱・平咲、花の長さはやや短、花の幅は中、花の香り
は無又は微弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパル
の正面の形は倒卵形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、
ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端
の形は鈍形、セパルの中央部の色は12B、セパルの周縁の色は12B、セパルの斑点の有無
は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さはやや長、ペタルの幅は広、ペタルの正
面の形は倒卵形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色は12B、ペタルの周縁
の色は12B、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は有、ペタルの条線の色は
185D、リップの長さはかなり長、リップの幅はかなり広、リップの正面の形は正三角
形、リップの先端の形は切型、リップの周縁の反転の強弱は弱、リップの周縁の波打ち
の強弱はかなり弱、リップの中央部の色は10D、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、
リップの周縁の色は10A、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさは小、リッ
プの斑点の色はN34A、リップのくさびの有無は有、リップのくさびの色はN34A、リップ
の条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「ビッグバン」は、対照品種「スプリングナイト　ディープインパクト」と
比較して、リップのくさびの色がN34Aであること等で区別性が認められる。対照品種
「トワイライトムーン　デイライト」と比較して、セパルの中央部の色が12Bであるこ
と、リップのくさびの色がN34Aであること等で区別性が認められる。

有限会社バイオ・ユー
香川県善通寺市櫛梨町594番地

氏家正徳



１　品種登録の番号及び年月日 第２３３１３号 平成２６年３月１４日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw.　　　ハートのエース

３　登録品種の特性の概要

４　育成者権の存続期間 ２５年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

６　登録品種の育成をした者の氏名

７　出願公表の年月日 平成２５年６月１２日

　株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は楕円形、ぎ球茎
の横断面の形は円形、葉の数は中、葉の長さはやや長、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉
の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総
状花序の品種に限る）はやや多、花茎の長さは中、花茎の太さはやや太、花茎の向きは
斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さはやや短、花の幅はやや狭、花の香りは無又は微
弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形
は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセ
パルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍
形、セパルの中央部の色は69C、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の
色は69B,64D（ぼかし）、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタル
の長さは中、ペタルの幅はやや広、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鋭
形、ペタルの中央部の色は69D、ペタルの花色境界の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の
色は69B、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さは長、
リップの幅は広、リップの正面の形は円形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の
反転の強弱はかなり弱、リップの周縁の波打ちの強弱は弱、リップの中央部の色は
NN155C、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は59C、リップの斑点
の有無は有、リップの斑点の大きさは小、リップの斑点の色は59B、リップのくさびの
有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHS
を使用）
　出願品種「ハートのエース」は、対照品種「スィートワッフル　タルト」と比較し
て、リップの斑点の色が59Bであること、ずい柱の斑点の有無が無であること等で区別
性が認められる。対照品種「ハッピーチャイム　ピンクパレット」と比較して、ペタル
の条線の有無が無であること、リップの周縁の色が59Cであること等で区別性が認めら
れる。

有限会社バイオ・ユー
香川県善通寺市櫛梨町594番地

氏家正徳



１　品種登録の番号及び年月日 第２３３１４号 平成２６年３月１４日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw.　　　森のくまさん（ﾓﾘﾉｸﾏｻﾝ）

３　登録品種の特性の概要

４　育成者権の存続期間 ２５年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

６　登録品種の育成をした者の氏名

７　出願公表の年月日 平成２５年６月１２日

　株の大きさは小、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は円形、ぎ球茎の
横断面の形は円形、葉の数は少、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端
の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序
の品種に限る）は中、花茎の長さはやや短、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の
咲き型は部分抱・平咲、花の長さは短、花の幅はやや狭、花の香りは無又は微弱、ドー
サルセパルの長さはやや短、ドーサルセパルの幅はやや狭、ドーサルセパルの正面の形
は長楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鋭形、ラテラルセパルの長さはやや短、ラテ
ラルセパルの幅はやや狭、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端
の形は鈍形、セパルの中央部の色はN144A、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパ
ルの周縁の色は151B、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長
さはやや短、ペタルの幅は狭、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鋭形、
ペタルの中央部の色は151A、ペタルの花色境界の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は
4A、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さは長、リップの
幅は中、リップの正面の形は長三角形、リップの先端の形は鋭形、リップの周縁の反転
の強弱は無又は微弱、リップの周縁の波打ちの強弱はかなり弱、リップの中央部の色は
N155B、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色はN74D、リップの斑点
の有無は有、リップの斑点の大きさは極小、リップの斑点の色はN74D、リップのくさび
の有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートは
RHSを使用）
　出願品種「森のくまさん」は、対照品種「ミラクルセンチュリー　レジェンド」と比
較して、ペタルの中央部の色が151Aであること、リップの周縁の色がN74Dであること等
で区別性が認められる。対照品種「聖夜」と比較して、ペタルの中央部の色が151Aであ
ること、リップの斑点の色がN74Dであること等で区別性が認められる。

有限会社バイオ・ユー
香川県善通寺市櫛梨町594番地

氏家正徳



１　品種登録の番号及び年月日 第２３３１５号 平成２６年３月１４日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw.　　　メロンパンナ

３　登録品種の特性の概要

４　育成者権の存続期間 ２５年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

６　登録品種の育成をした者の氏名

７　出願公表の年月日 平成２５年６月１２日

　株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は楕円形、ぎ球茎
の横断面の形は円形、葉の数はやや少、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の形は線
形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の
数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜
上、花の咲き型は抱咲、花の長さはやや短、花の幅は中、花の香りは無又は微弱、ドー
サルセパルの長さはやや長、ドーサルセパルの幅はかなり広、ドーサルセパルの正面の
形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さはやや長、ラテ
ラルセパルの幅はかなり広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先
端の形は鈍形、セパルの中央部の色は151B、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパ
ルの周縁の色は154C、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長
さはやや長、ペタルの幅は広、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鈍形、
ペタルの中央部の色は154D、ペタルの周縁の色は154D、ペタルの斑点の有無は無、ペタ
ルの条線の有無は無、リップの長さは長、リップの幅は広、リップの正面の形は扁円
形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は無又は微弱、リップの周縁
の波打ちの強弱は無又は微弱、リップの中央部の色は155A、リップの花色境界の明瞭度
は不明瞭、リップの周縁の色は4D、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさは
小、リップの斑点の色は46A、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、
開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「メロンパンナ」は、対照品種「エナジースター　グリーンプラネット」と
比較して、ペタルの中央部の色が154Dであること、リップの周縁の色が4Dであること等
で区別性が認められる。対照品種「森のくまさん」と比較して、ドーサルセパルの幅が
かなり広であること、リップの正面の形が扁円形であること、リップの周縁の色が4Dで
あること等で区別性が認められる。

有限会社バイオ・ユー
香川県善通寺市櫛梨町594番地

氏家正徳



１　品種登録の番号及び年月日 第２３３１６号 平成２６年３月１４日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Ipomoea batatas (L.) Lam.　　　あいこまち

３　登録品種の特性の概要

４　育成者権の存続期間 ２５年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

６　登録品種の育成をした者の氏名

７　出願公表の年月日 平成２４年８月２１日

　草型は極匍匐型、茎色は少、節色は少、茎長は長、分枝数は中、頂葉色(1)(最優性
色)は淡緑、頂葉色(2)(副次的色)は紫、葉色(最優性色)は緑、葉色(副次的色)は無、葉
形は単欠刻浅裂、葉脈色は少、蜜腺色は中、葉柄長はやや短、藷梗の長さはやや長、い
もの形状(1)は紡錘形、いもの皮色(基本色)は赤、いもの皮色(補助色)は紫、いもの皮
色(濃淡)は濃、いもの皮色(分布)は均一、いもの肉色は淡黄、いもの暈の多少は無、不
和合群はＡ群、露地開花性は無、１株当たり上いも個数はやや多、ａ当たり上いも重は
やや多、カロチンの多少は無、ネコブセンチュウ抵抗性は強である。
　出願品種「あいこまち」は、対照品種「ベニアズマ」と比較して、葉形が単欠刻浅裂
であること、ネコブセンチュウ抵抗性が強であること等で区別性が認められる。対照品
種「クイックスイート」と比較して、葉脈色が少であること、蜜腺色が中であること等
で区別性が認められる。

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

片山健二　高田明子　藏之内利和　中村善行　藤田敏郎　熊谷亨　中谷誠　田宮誠
司



１　品種登録の番号及び年月日 第２３３１７号 平成２６年３月１４日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L.　　　べにひめ

３　登録品種の特性の概要

４　育成者権の存続期間 ２５年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

６　登録品種の育成をした者の氏名

７　出願公表の年月日 平成２４年７月１９日

　葉の緑色の濃淡は中、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は
立、出穂期はやや晩、稈の太さは中、稈の長さ（浮稲品種を除く。）は中、穂の主軸の
長さは中、穂数はやや少、芒の有無は無、外頴の毛じの粗密は中、外頴先端の色は白、
穂の主軸の湾曲度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、成熟期は
晩、頴の色は黄白、護頴の長さは中、護頴の色は黄白、籾の千粒重は中、頴のフェノー
ル反応の有無は無、玄米の千粒重は中、玄米の長さはやや短、玄米の幅は中、玄米の形
は長円形、玄米の色は淡赤、胚乳の型は半糯、胚乳のアミロース含量は２型、玄米の香
りは無又は極弱、穂発芽性は難、耐倒伏性は強、脱粒性は難、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、白葉枯病ほ場抵抗性はやや弱、しま葉枯病抵抗性
品種群別は外国稲型（Stvb-i）である。
　出願品種「べにひめ」は、対照品種「日本晴」と比較して、玄米の色が淡赤であるこ
と、胚乳のアミロース含量が２型であること、しま葉枯病抵抗性品種群別が外国稲型
（Stvb-i）であること等で区別性が認められる。

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

平林秀介　春原嘉弘　加藤浩　佐藤宏之　竹内善信　前田英郎　常松浩史　田中淳
一　小林伸哉　津田直人　太田久稔　安東郁男　根本博　出田収　石井卓朗　平山
正賢　井邊時雄　池ヶ谷智仁　坂井真　青木法明



１　品種登録の番号及び年月日 第２３３１８号 平成２６年３月１４日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L.　　　ヒノヒカリ関東BL2号（ﾋﾉﾋｶﾘｶﾝﾄｳBL2ｺﾞｳ）

３　登録品種の特性の概要

４　育成者権の存続期間 ２５年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

６　登録品種の育成をした者の氏名

７　出願公表の年月日 平成２４年７月１９日

　葉の緑色の濃淡は中、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は
半立、出穂期は晩、稈の太さは中、稈の長さ（浮稲品種を除く。）は中、穂の主軸の長
さは中、穂数は中、芒の有無は有、初期の芒の色は黄白、芒の分布は先端のみ、最長芒
の長さは極短、外頴の毛じの粗密は中、外頴先端の色は白、穂の主軸の湾曲度は垂れ
る、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、成熟期は晩、頴の色は黄白、護頴の
長さは中、護頴の色は黄白、籾の千粒重は中、頴のフェノール反応の有無は無、玄米の
千粒重は中、玄米の長さは中、玄米の幅は中、玄米の形は長円形、玄米の色は淡褐、胚
乳の型は粳、玄米の香りは無又は極弱、穂発芽性は難、耐倒伏性はやや強、脱粒性は
難、いもち病抵抗性推定遺伝子型はPia,Pii,Pik-m、白葉枯病ほ場抵抗性はやや弱、し
ま葉枯病抵抗性品種群別は日本水稲型(+)である。
　出願品種「ヒノヒカリ関東BL2号」は、対照品種「ヒノヒカリ」と比較して、いもち
病抵抗性推定遺伝子型がPia,Pii,Pik-mであることで区別性が認められる。

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

佐藤宏之　安東郁男　井邊時雄　春原嘉弘　加藤浩　平林秀介　竹内善信　前田英
郎　常松浩史　田中淳一　小林伸哉　津田直人　根本博　太田久稔　石井卓朗
池ヶ谷智仁



１　品種登録の番号及び年月日 第２３３１９号 平成２６年３月１４日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L.　　　コシヒカリ近中四SBL1号（ｺｼﾋｶﾘｷﾝﾁｭｳｼSBL1ｺﾞｳ）

３　登録品種の特性の概要

４　育成者権の存続期間 ２５年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

６　登録品種の育成をした者の氏名

７　出願公表の年月日 平成２４年７月１９日

　葉の緑色の濃淡は中、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は
半立、出穂期は早、柱頭の色は白、稈の太さは中、稈の長さ（浮稲品種を除く。）は
長、穂の主軸の長さは中、穂数は中、芒の有無は有、初期の芒の色は黄白、芒の分布は
先端のみ、最長芒の長さは極短、外頴の毛じの粗密は中、外頴先端の色は白、穂の主軸
の湾曲度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、成熟期は早、頴の色
は黄白、護頴の長さは中、護頴の色は黄白、頴のフェノール反応の有無は無、玄米の千
粒重は中、玄米の長さは中、玄米の幅は中、玄米の形は長円形、玄米の色は淡褐、胚乳
の型は粳、胚乳のアミロース含量は３型、玄米の香りは無又は極弱、障害型耐冷性は
強、穂発芽性は難、耐倒伏性は弱、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型は+、葉
いもちほ場抵抗性はやや強、穂いもちほ場抵抗性はやや強、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陸稲型（Stva,Stvb）である。
　出願品種「コシヒカリ近中四SBL1号」は、対照品種「コシヒカリ」と比較して、葉い
もちほ場抵抗性がやや強であること、穂いもちほ場抵抗性がやや強であること、しま葉
枯病抵抗性品種群別が日本陸稲型（Stva,Stvb）であること等で区別性が認められる。

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

出田収　前田英郎　石井卓朗　松下景　飯田修一　根本博　春原嘉弘　加藤浩　平
林秀介　佐藤宏之　竹内善信　常松浩史　田中淳一　小林伸哉　津田直人　安東郁
男　池ヶ谷智仁



１　品種登録の番号及び年月日 第２３３２０号 平成２６年３月１４日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L.　　　夢の舞（ﾕﾒﾉﾏｲ）

３　登録品種の特性の概要

４　育成者権の存続期間 ２５年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

６　登録品種の育成をした者の氏名

７　出願公表の年月日 平成２４年８月２１日

　葉の緑色の濃淡は中、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は
立、出穂期は中、柱頭の色は白、稈の太さは中、稈の長さ（浮稲品種を除く。）は中、
穂の主軸の長さは中、穂数は中、芒の有無は有、初期の芒の色は黄白、芒の分布は先端
のみ、最長芒の長さは極短、外頴の毛じの粗密は密、外頴先端の色は白、穂の主軸の湾
曲度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸の一部も概ね抽出、成熟期はやや早、
頴の色は黄白、護頴の長さは短、護頴の色は黄白、籾の千粒重はやや大、頴のフェノー
ル反応の有無は無、玄米の千粒重は中、玄米の長さは中、玄米の幅は中、玄米の形は長
円形、玄米の色は白、胚乳の型は粳、玄米の香りは無又は極弱、障害型耐冷性はかなり
強、穂発芽性はやや難、耐倒伏性は強、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型は
Pii、葉いもちほ場抵抗性はやや強、穂いもちほ場抵抗性はやや強である。
　出願品種「夢の舞」は、対照品種「ひとめぼれ」と比較して、葉いもちほ場抵抗性が
やや強であること等で区別性が認められる。対照品種「コシヒカリ」と比較して、稈の
長さ（浮稲品種を除く。）が中であること、いもち病抵抗性推定遺伝子型がPiiである
こと等で区別性が認められる。

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

三浦清之　上原泰樹　笹原英樹　後藤明俊　重宗明子　小牧有三　太田久稔　長岡
一朗　清水博之　大槻寛



１　品種登録の番号及び年月日 第２３３２１号 平成２６年３月１４日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L.　　　Ausfence

３　登録品種の特性の概要

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

６　登録品種の育成をした者の氏名

７　出願公表の年月日 平成２３年４月５日

　植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く
庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限
る）はやや低、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン
着色の強弱は中、茎のとげの数は無又は極少、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の
濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の
表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は
鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花
側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はやや多、開花枝の側枝当たりの花の数（庭
園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はやや多、つぼみの縦断面の形
（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は一
重、花弁の数は極少、花の直径はやや小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は
弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱は
弱、花弁の表面の色数は１、花弁の表面の主な色は4C、花弁の表面の基部の目の有無は
無、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）はNN155Bである。（カラー
チャートはRHSを使用）
　出願品種「Ausfence」は、対照品種「KORMIFARI」と比較して、葉の表面の光沢の強
弱がやや弱であること、花弁の切れ込みの強弱が弱であること、花弁の表面の色の濃淡
の分布（単色の品種に限る）が上部に向かって薄くなるであること等で区別性が認めら
れる。対照品種「デルロリ」と比較して、茎のとげの数が無又は極少であること、花型
（庭園用及び鉢物用品種に限る）が一重であること等で区別性が認められる。

David Austin Roses Limited
Bowling Green Lane, Albrighton, Wolverhampton WV7 3HB, United Kingdom

David JC Austin



１　品種登録の番号及び年月日 第２３３２２号 平成２６年３月１４日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L.　　　Ausnyson

３　登録品種の特性の概要

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

６　登録品種の育成をした者の氏名

７　出願公表の年月日 平成２３年４月５日

　植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はシュラブ、樹姿（つる性タイプを
除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は開張、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に
限る）はやや高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニ
ン着色の強弱はやや強、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の
表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限
る）は無、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身
先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開
花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）はやや多、つぼみ
の縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に
限る）は八重、花弁の数はやや多、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの
強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波
打ちの強弱は無又は極弱、花弁の表面の色数は２、花弁の表面の主な色は38C、花弁の
表面の二次色は9C、花弁の表面の二次色の分布は基部、花弁の表面の基部の目の有無は
無、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は8Dである。（カラー
チャートはRHSを使用）
　出願品種「Ausnyson」は、対照品種「オスマム」と比較して、外側の雄ずいの花糸の
主な色が黄であること等で区別性が認められる。対照品種「Ausbrother」と比較して、
花弁の表面の主な色が38Cであること、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合
に限る）が8Dであること等で区別性が認められる。

David Austin Roses Limited
Bowling Green Lane, Albrighton, Wolverhampton WV7 3HB, United Kingdom

David JC Austin



１　品種登録の番号及び年月日 第２３３２３号 平成２６年３月１４日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L.　　　Auscerise

３　登録品種の特性の概要

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

６　登録品種の育成をした者の氏名

７　出願公表の年月日 平成２３年４月５日

　植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く
庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限
る）はやや高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン
着色の強弱は中、茎のとげの数はやや多、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉
の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限
る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の
葉身先端の形は鈍形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、
開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はやや少、開花枝の側枝当たり
の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はかなり少、つぼみ
の縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に
限る）は八重、花弁の数はやや少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの
強弱は中、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はやや弱、花弁の波打ちの強弱
はやや弱、花弁の表面の色数は１、花弁の表面の主な色はN57B、花弁の表面の基部の目
の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは小、花弁の表面の基部の目の色は黄であ
る。（カラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「Auscerise」は、対照品種「オスウェイ」と比較して、開花枝の開花側枝
の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）が有であること、つぼみの縦断面の形（庭園用
及び鉢物用品種に限る）が卵形であること等で区別性が認められる。対照品種「デルロ
スピブ」と比較して、花弁の数がやや少であること、花弁の表面の主な色がN57Bである
こと等で区別性が認められる。対照品種「ラ　セビリアーナ」と比較して、開花枝の開
花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）がやや少であること、花弁の表面の主な色
がN57Bであること等で区別性が認められる。

David Austin Roses Limited
Bowling Green Lane, Albrighton, Wolverhampton WV7 3HB, United Kingdom

David JC Austin



１　品種登録の番号及び年月日 第２３３２４号 平成２６年３月１４日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L.　　　Ausjosiah

３　登録品種の特性の概要

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

６　登録品種の育成をした者の氏名

７　出願公表の年月日 平成２３年４月５日

　植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はシュラブ、樹姿（つる性タイプを
除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は開張、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に
限る）はやや高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニ
ン着色の強弱は強、茎のとげの数はやや多、とげの主な色は赤、葉の大きさはかなり
大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物
用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端
小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限
る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はかなり少、開花枝
の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は少、
つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用
品種に限る）は八重、花弁の数は多、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香り
の強弱は中、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ち
の強弱は無又は極弱、花弁の表面の色数は１、花弁の表面の主な色はNN155C、花弁の表
面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「Ausjosiah」は、対照品種「Austiger」と比較して、樹姿（つる性タイプ
を除く庭園用及び鉢物用品種に限る）が開張であること、茎のとげの数がやや多である
こと、先端小葉の葉身先端の形が鋭尖形であること等で区別性が認められる。対照品種
「オスランド」と比較して、外側の雄ずいの花糸の主な色が桃であること等で区別性が
認められる。

David Austin Roses Limited
Bowling Green Lane, Albrighton, Wolverhampton WV7 3HB, United Kingdom

David JC Austin



１　品種登録の番号及び年月日 第２３３２５号 平成２６年３月１４日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L.　　　KEISHUAKAGUN

３　登録品種の特性の概要

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

６　登録品種の育成をした者の氏名

７　出願公表の年月日 平成２３年１月５日

　植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く
庭園用及び鉢物用品種に限る）は開張、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限
る）はやや低、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン
着色の強弱はやや弱、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は紫、葉の大きさはやや
大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品
種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉
の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は
有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はかなり多、開花枝の側枝
当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は極多、つぼ
みの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種
に限る）は一重、花弁の数は極少、花の直径はやや小、花の形は不整円形、花の香りの
強弱は無又は弱、花弁の形は倒心臓形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の
波打ちの強弱はかなり弱、花弁の表面の色数は１、花弁の表面の主な色はN66A、花弁の
表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは大、花弁の表面の基部の
目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「KEISHUAKAGUN」は、対照品種「Kordwarul」と比較して、樹姿（つる性タ
イプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）が開張であること、花の下部の輪郭（切り花
用及び庭園用品種に限る）が平形であること等で区別性が認められる。

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

武内俊介



１　品種登録の番号及び年月日 第２３３２６号 平成２６年３月１４日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L.　　　KEISHUSOFUPIKA

３　登録品種の特性の概要

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

６　登録品種の育成をした者の氏名

７　出願公表の年月日 平成２３年１月５日

　植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はグランドカバー、樹姿（つる性タ
イプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は横張、植物体の高さ（切り花用及び庭園用
品種に限る）は低、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシア
ニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや小、葉
の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限
る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身
先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花
枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は極多、開花枝の側枝当たりの花の
数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は極多、つぼみの縦断面の
形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八
重、花弁の数はやや多、花の直径は小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は
弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱はか
なり弱、花弁の表面の色数は１、花弁の表面の主な色は56D、花弁の表面の基部の目の
有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「KEISHUSOFUPIKA」は、対照品種「メイラトカン」と比較して、花の直径が
小であること等で区別性が認められる。対照品種「ザ　フェアリー」と比較して、花弁
の表面の主な色が56Dであること等で区別性が認められる。

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

武内俊介



１　品種登録の番号及び年月日 第２３３２７号 平成２６年３月１４日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L.　　　DELBORA

３　登録品種の特性の概要

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

６　登録品種の育成をした者の氏名

７　出願公表の年月日 平成２３年１月２８日

　植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く
庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限
る）は高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色
の強弱は弱、茎のとげの数はやや多、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の
緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は
有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の
形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の
開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は多、開花枝の側枝当たりの花の数（庭
園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は少、つぼみの縦断面の形（庭園
用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁
の数はやや少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花
弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱はやや
弱、花弁の表面の色数は２、花弁の表面の主な色は39D、花弁の表面の二次色は3D、花
弁の表面の二次色の分布は基部、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラー
チャートはRHSを使用）
　出願品種「DELBORA」は、対照品種「MEIGGILI」と比較して、植物体の高さ（切り花
用及び庭園用品種に限る）が高であること、茎のとげの数がやや多であること等で区別
性が認められる。対照品種「ケイフアプル」と比較して、花弁の表面の主な色が39Dで
あること等で区別性が認められる。

Pepinieres et Roseraies Georges DELBARD SAS
Malicorne, 03600 Commentry, France

ARNAUD DELBARD



１　品種登録の番号及び年月日 第２３３２８号 平成２６年３月１４日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L.　　　DELCREROJA

３　登録品種の特性の概要

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

６　登録品種の育成をした者の氏名

７　出願公表の年月日 平成２３年１月２８日

　植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く
庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限
る）はやや高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン
着色の強弱は中、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は紫、葉の大きさは極大、葉の
表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限
る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身
先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開
花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）はやや多、つぼみ
の縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に
限る）は八重、花弁の数は中、花の直径は中、花の形は円形、花の香りの強弱は中、花
弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱はかなり
弱、花弁の表面の色数は２、花弁の表面の主な色は4D、花弁の表面の二次色は62C、花
弁の表面の二次色の分布は部分又は縞、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カ
ラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「DELCREROJA」は、対照品種「2008カワモトシロピンク」と比較して、花の
直径が中であること、花弁の表面の主な色が4Dであること等で区別性が認められる。対
照品種「ケイフニコア」と比較して、花の形が円形であること、花の上部の輪郭（切り
花用及び庭園用品種に限る）が平形であること等で区別性が認められる。

Pepinieres et Roseraies Georges DELBARD SAS
Malicorne, 03600 Commentry, France

ARNAUD DELBARD



１　品種登録の番号及び年月日 第２３３２９号 平成２６年３月１４日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L.　　　DELDOUR

３　登録品種の特性の概要

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

６　登録品種の育成をした者の氏名

７　出願公表の年月日 平成２３年１月２８日

　植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く
庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限
る）はやや高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン
着色の強弱はやや強、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさはかなり
大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品
種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端
小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限
る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はやや少、開花枝の
側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は極少、
つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用
品種に限る）は八重、花弁の数は極多、花の直径はやや大、花の形は円形、花の香りの
強弱は中、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強
弱はかなり弱、花弁の表面の色数は１、花弁の表面の主な色はN57D、花弁の表面の基部
の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「DELDOUR」は、対照品種「デルロスピブ」と比較して、花弁の数が極多で
あること、花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）が平形であること等で区
別性が認められる。対照品種「アールドゥ　ヴィーヴル」と比較して、花弁の数が極多
であること、花弁の表面の主な色がN57Dであること等で区別性が認められる。

Pepinieres et Roseraies Georges DELBARD SAS
Malicorne, 03600 Commentry, France

ARNAUD DELBARD



１　品種登録の番号及び年月日 第２３３３０号 平成２６年３月１４日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L.　　　DELROSPAL

３　登録品種の特性の概要

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

６　登録品種の育成をした者の氏名

７　出願公表の年月日 平成２３年１月２８日

　植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はシュラブ、樹姿（つる性タイプを
除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は開張、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に
限る）はやや高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニ
ン着色の強弱はやや強、茎のとげの数はやや多、とげの主な色は赤、葉の大きさは極
大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物
用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端
小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限
る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は少、開花枝の側枝
当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はかなり少、
つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用
品種に限る）は八重、花弁の数は少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香り
の強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の
波打ちの強弱はかなり弱、花弁の表面の色数は１、花弁の表面の主な色は65A、花弁の
表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさはやや小、花弁の表面の基
部の目の色は淡黄、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は49Aであ
る。（カラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「DELROSPAL」は、対照品種「デルロスピブ」と比較して、花弁の数が少で
あること、花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）が平形であること等で区
別性が認められる。

Pepinieres et Roseraies Georges DELBARD SAS
Malicorne, 03600 Commentry, France

ARNAUD DELBARD



１　品種登録の番号及び年月日 第２３３３１号 平成２６年３月１４日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L.　　　DELUROS

３　登録品種の特性の概要

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

６　登録品種の育成をした者の氏名

７　出願公表の年月日 平成２３年１月２８日

　植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く
庭園用及び鉢物用品種に限る）は直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限
る）は高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色
の強弱は中、茎のとげの数はやや多、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表
面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）
は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端
の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の
開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭
園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は少、つぼみの縦断面の形（庭園
用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁
の数は中、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花弁の形は倒卵
形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の
表面の色数は１、花弁の表面の主な色はNN155A、花弁の表面の基部の目の有無は無であ
る。（カラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「DELUROS」は、対照品種「Auscat」と比較して、植物体の高さ（切り花用
及び庭園用品種に限る）が高であること、葉の大きさがやや大であること、花の中央部
分の色（庭園用品種で八重品種に限る）が橙であること等で区別性が認められる。対照
品種「ケイフワオ」と比較して、茎のとげの数がやや多であること、花の中央部分の色
（庭園用品種で八重品種に限る）が橙であること、花弁の波打ちの強弱が無又は極弱で
あること等で区別性が認められる。

Pepinieres et Roseraies Georges DELBARD SAS
Malicorne, 03600 Commentry, France

ARNAUD DELBARD



１　品種登録の番号及び年月日 第２３３３２号 平成２６年３月１４日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L.　　　2010カワモムラサキ

３　登録品種の特性の概要

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

６　登録品種の育成をした者の氏名

７　出願公表の年月日 平成２３年１月２８日

　植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く
庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限
る）は高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色
の強弱は強、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面
の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は
有、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は円形、先端小葉の葉身先端
の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝
の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断
面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は楕円形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限
る）は八重、花弁の数はやや少、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は
強、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は強、花弁の波打ちの強弱はかなり
弱、花弁の表面の色数は１、花弁の表面の主な色は85D、花弁の表面の基部の目の有無
は無である。（カラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「2010カワモムラサキ」は、対照品種「MEILANEIN」と比較して、開花枝の
花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）が極少であること、花弁
の表面の主な色が85Dであること等で区別性が認められる。対照品種「Korkultop」と比
較して、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）が無であること、花
弁の周縁の反りの強弱が強であること等で区別性が認められる。

有限会社河本バラ園
岐阜県揖斐郡大野町大野775

河本純子



１　品種登録の番号及び年月日 第２３３３３号 平成２６年３月１４日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L.　　　2010カワモピンク

３　登録品種の特性の概要

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

６　登録品種の育成をした者の氏名

７　出願公表の年月日 平成２３年１月２８日

　植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く
庭園用及び鉢物用品種に限る）は直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限
る）は高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色
の強弱はかなり強、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさはかなり大、葉
の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限
る）は無、葉の表面の光沢の強弱は弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身
先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開
花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの
縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は楕円形、花型（庭園用及び鉢物用品種に
限る）は八重、花弁の数はかなり多、花の直径は大、花の形は円形、花の香りの強弱は
中、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱は
弱、花弁の表面の色数は１、花弁の表面の主な色は55C、花弁の表面の基部の目の有無
は有、花弁の表面の基部の目の大きさは小、花弁の表面の基部の目の色は淡黄である。
（カラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「2010カワモピンク」は、対照品種「DELCREROJA」と比較して、開花枝の花
の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）が極少であること、花弁の
数がかなり多であること、花弁の表面の主な色が55Cであること等で区別性が認められ
る。対照品種「オスハンター」と比較して、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物
用品種に限る）が無であること、花弁の表面の主な色が55Cであること等で区別性が認

有限会社河本バラ園
岐阜県揖斐郡大野町大野775

河本純子



１　品種登録の番号及び年月日 第２３３３４号 平成２６年３月１４日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L.　　　KEIFUBONTOU

３　登録品種の特性の概要

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

６　登録品種の育成をした者の氏名

７　出願公表の年月日 平成２３年３月８日

　植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はシュラブ、樹姿（つる性タイプを
除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に
限る）は高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着
色の強弱は中、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさはかなり大、葉の表
面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）
は無、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端
の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝
の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は中、開花枝の側枝当たりの花の数
（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は少、つぼみの縦断面の形
（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八
重、花弁の数はやや多、花の直径は中、花の形は円形、花の香りの強弱は無又は弱、花
弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱は無又は
極弱、花弁の表面の色数は１、花弁の表面の主な色はN155B、花弁の表面の基部の目の
有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「KEIFUBONTOU」は、対照品種「コティヨン」と比較して、花弁の数がやや
多であること、花色の分類が白系であること等で区別性が認められる。対照品種「ブラ
イダル　ピンク」と比較して、茎のとげの数が少であること、花色の分類が白系である
こと等で区別性が認められる。

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

武内俊介



１　品種登録の番号及び年月日 第２３３３５号 平成２６年３月１４日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L.　　　MEIGGILI

３　登録品種の特性の概要

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

６　登録品種の育成をした者の氏名

７　出願公表の年月日 平成２３年１月２８日

　植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く
庭園用及び鉢物用品種に限る）は開張、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限
る）はやや低、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン
着色の強弱はかなり弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさは中、葉の
表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限
る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の
葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は
有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は中、開花枝の側枝当たり
の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はかなり少、つぼみ
の縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に
限る）は八重、花弁の数は少、花の直径はやや小、花の形は不整円形、花の香りの強弱
は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの
強弱は弱、花弁の表面の色数は２、花弁の表面の主な色は29C、花弁の表面の二次色は
5B、花弁の表面の二次色の分布は基部、花弁の表面の基部の目の有無は無、花弁の裏面
の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は8Dである。（カラーチャートはRHSを使
用）
　出願品種「MEIGGILI」は、対照品種「DELBORA」と比較して、植物体の高さ（切り花
用及び庭園用品種に限る）がやや低であること、茎のとげの数が少であること等で区別
性が認められる。対照品種「DICDRAFTY」と比較して、花弁の表面の主な色が29Cである
こと等で区別性が認められる。

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

Alain, Antoine MEILLAND



１　品種登録の番号及び年月日 第２３３３６号 平成２６年３月１４日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L.　　　MEIRYSETT

３　登録品種の特性の概要

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

６　登録品種の育成をした者の氏名

７　出願公表の年月日 平成２３年１月２８日

　植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く
庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限
る）はやや高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン
着色の強弱はかなり強、茎のとげの数は中、とげの主な色は紫、葉の大きさはかなり
大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品
種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉
の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は
有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は少、開花枝の側枝当たり
の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は極少、つぼみの縦
断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限
る）は八重、花弁の数は少、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又
は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は弱、花弁の波打ちの強弱はやや
弱、花弁の表面の色数は１、花弁の表面の主な色は187C、花弁の表面の基部の目の有無
は有、花弁の表面の基部の目の大きさは中、花弁の表面の基部の目の色は黄、花弁の裏
面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は179Cである。（カラーチャートはRHS
を使用）
　出願品種「MEIRYSETT」は、対照品種「パパ　メイアン」と比較して、開花枝の開花
側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）が有であること、花弁の大きさ（庭園用及
び鉢物用品種に限る）がやや小であること、花弁の表面の基部の目の大きさが中である
こと等で区別性が認められる。対照品種「ケイフクロカ」と比較して、新しょうのアン
トシアニン着色の強弱がかなり強であること、花弁の数が少であること、花弁の表面の
基部の目の色が黄であること等で区別性が認められる。

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

Alain, Antoine MEILLAND



１　品種登録の番号及び年月日 第２３３３７号 平成２６年３月１４日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L.　　　KORCASIMA

３　登録品種の特性の概要

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

６　登録品種の育成をした者の氏名

７　出願公表の年月日 平成２３年４月５日

　植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く
庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限
る）は高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色
の強弱は強、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさはかなり大、葉の表面
の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限
る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の
葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は
有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はやや少、開花枝の側枝当
たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は少、つぼみの
縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限
る）は八重、花弁の数はかなり多、花の直径は中、花の形は円形、花の香りの強弱は無
又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱
は無又は極弱、花弁の表面の色数は１、花弁の表面の主な色は53B、花弁の表面の基部
の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは極小、花弁の表面の基部の目の色は
白である。（カラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「KORCASIMA」は、対照品種「メルアタヘン」と比較して、茎のとげの数が
中であること、先端小葉の葉身の形が楕円形であること等で区別性が認められる。

Wilhelm Kordes
Dusterlohe 14, 25355 Barmstedt, Germany

Wilhelm Kordes　Tim-Hermann Kordes　Margarita Kordes



１　品種登録の番号及び年月日 第２３３３８号 平成２６年３月１４日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L.　　　KORGELEFLO

３　登録品種の特性の概要

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

６　登録品種の育成をした者の氏名

７　出願公表の年月日 平成２３年１月２８日

　植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く
庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限
る）はやや高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン
着色の強弱は弱、茎のとげの数はやや多、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉
の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種
に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の
葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は
有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は多、開花枝の側枝当たり
の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は中、つぼみの縦断
面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）
は八重、花弁の数はかなり多、花の直径は中、花の形は円形、花の香りの強弱は無又は
弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は中、花弁の波打ちの強弱はかなり
弱、花弁の表面の色数は１、花弁の表面の主な色は2D、花弁の表面の基部の目の有無は
無である。（カラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「KORGELEFLO」は、対照品種「MEIHECLUZ」と比較して、新しょうのアント
シアニン着色の強弱が弱であること、茎のとげの数がやや多であること等で区別性が認
められる。対照品種「MEITONGAS」と比較して、花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の
品種に限る）が上部に向かって薄くなるであること等で区別性が認められる。

Wilhelm Kordes
Dusterlohe 14, 25355 Barmstedt, Germany

Wilhelm Kordes　Tim-Hermann Kordes　Margarita Kordes



１　品種登録の番号及び年月日 第２３３３９号 平成２６年３月１４日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L.　　　INTERNECSARI

３　登録品種の特性の概要

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

６　登録品種の育成をした者の氏名

７　出願公表の年月日 平成２３年３月８日

　植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はシュラブ、樹姿（つる性タイプを
除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種
に限る）は高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン
着色の強弱は中、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は赤、葉の大きさはかなり
大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物
用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、
先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に
限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は極多、開花枝の
側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はやや
少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は広卵形、花型（庭園用及び
鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数はやや多、花の直径は中、花の形は不整円形、花
の香りの強弱は強、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波
打ちの強弱はかなり弱、花弁の表面の色数は１、花弁の表面の主な色は77C、花弁の表
面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさはかなり小、花弁の表面の基
部の目の色は淡黄である。（カラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「INTERNECSARI」は、対照品種「ピンクオブプリンセス」と比較して、花弁
の表面の主な色が77Cであること等で区別性が認められる。対照品種「MEILANEIN」と比
較して、花弁の周縁の反りの強弱がかなり弱であること、花弁の表面の主な色が77Cで
あること等で区別性が認められる。

Interplant Roses B.V.
Broekweg 5, 3956 NE Leersum, The Netherlands

A.J.H. van Doesum



１　品種登録の番号及び年月日 第２３３４０号 平成２６年３月１４日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L.　　　歌琳（ｶﾘﾝ）

３　登録品種の特性の概要

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

６　登録品種の育成をした者の氏名

７　出願公表の年月日 平成２３年３月８日

　植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く
庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限
る）はやや低、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン
着色の強弱はやや強、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや
大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品
種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉
の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は
有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はやや少、開花枝の側枝当
たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は少、つぼみの
縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限
る）は八重、花弁の数は少、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又
は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱
は弱、花弁の表面の色数は１、花弁の表面の主な色は65B、花弁の表面の基部の目の有
無は無、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）はNN155Bである。（カ
ラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「歌琳」は、対照品種「TAN02100」と比較して、花弁の数が少であること等
で区別性が認められる。対照品種「INTERBYLONERI」と比較して、花弁の表面の基部の
目の有無が無であること等で区別性が認められる。

國枝啓司
滋賀県守山市金森町507番地2

國枝啓司



１　品種登録の番号及び年月日 第２３３４１号 平成２６年３月１４日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L.　　　TAN02100

３　登録品種の特性の概要

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

６　登録品種の育成をした者の氏名

７　出願公表の年月日 平成２３年６月２８日

　植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く
庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限
る）は中、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色
の強弱は中、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の
緑色の濃淡はやや濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）
は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は円形、先端小葉の葉身先端の
形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の
開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はかなり多、開花枝の側枝当たりの花の
数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は少、つぼみの縦断面の形
（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八
重、花弁の数は多、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花
弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱は無又は
極弱、花弁の表面の色数は１、花弁の表面の主な色は69A、花弁の表面の基部の目の有
無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「TAN02100」は、対照品種「DELUROS」と比較して、植物体の高さ（切り花
用及び庭園用品種に限る）が中であること、花弁の表面の主な色が69Aであること等で
区別性が認められる。対照品種「歌琳」と比較して、花弁の数が多であること等で区別
性が認められる。

Christian Evers
Langes Hofkoppel 6, 25436 Uetersen, Germany

Christian Evers



１　品種登録の番号及び年月日 第２３３４２号 平成２６年３月１４日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L.　　　TAN00798

３　登録品種の特性の概要

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

６　登録品種の育成をした者の氏名

７　出願公表の年月日 平成２３年１１月２１日

　植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く
庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限
る）は高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色
の強弱はやや強、茎のとげの数はやや多、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表
面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）
は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端
の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝
の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は中、開花枝の側枝当たりの花の数
（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は少、つぼみの縦断面の形
（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八
重、花弁の数は多、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花
弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は中、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁
の表面の色数は１、花弁の表面の主な色は155C、花弁の表面の基部の目の有無は無であ
る。（カラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「TAN00798」は、対照品種「MEIHECLUZ」と比較して、茎のとげの数がやや
多であること、花弁の表面の主な色が155Cであること等で区別性が認められる。対照品
種「Ausrelate」と比較して、茎のとげの数がやや多であること、花弁の周縁の反りの
強弱が中であること等で区別性が認められる。

Christian Evers
Langes Hofkoppel 6, 25436 Uetersen, Germany

Hans Jurgen Evers



１　品種登録の番号及び年月日 第２３３４３号 平成２６年３月１４日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L.　　　RADSUNNY

３　登録品種の特性の概要

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

６　登録品種の育成をした者の氏名

７　出願公表の年月日 平成２３年１０月７日

　植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く
庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限
る）は中、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色
の強弱は強、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の
緑色の濃淡はやや濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）
は有、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身
先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開
花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はやや少、開花枝の側枝当たりの
花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はやや少、つぼみの縦
断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限
る）は半八重、花弁の数はかなり少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香り
の強弱は中、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの
強弱はかなり弱、花弁の表面の色数は１、花弁の表面の主な色は9B、花弁の表面の基部
の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「RADSUNNY」は、対照品種「KEISHISUTOKI」と比較して、新しょうのアント
シアニン着色の強弱が強であること、花弁の波打ちの強弱がかなり弱であること等で区
別性が認められる。

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

William J. RADLER



１　品種登録の番号及び年月日 第２３３４４号 平成２６年３月１４日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L.　　　RADCOR

３　登録品種の特性の概要

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

６　登録品種の育成をした者の氏名

７　出願公表の年月日 平成２３年７月２６日

　植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く
庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限
る）は中、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色
の強弱は強、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表
面の緑色の濃淡はやや濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限
る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の
葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は
有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は極多、開花枝の側枝当た
りの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は多、つぼみの縦
断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限
る）は一重、花弁の数は極少、花の直径はやや小、花の形は不整円形、花の香りの強弱
は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの
強弱はかなり弱、花弁の表面の色数は２、花弁の表面の主な色は50C、花弁の表面の二
次色は26C、花弁の表面の二次色の分布はぼかし、花弁の表面の基部の目の有無は有、
花弁の表面の基部の目の大きさは大、花弁の表面の基部の目の色は黄である。（カラー
チャートはRHSを使用）
　出願品種「RADCOR」は、対照品種「ラドコン」と比較して、花型（庭園用及び鉢物用
品種に限る）が一重であること、花弁の表面の主な色が50Cであること等で区別性が認
められる。

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

William J. RADLER



１　品種登録の番号及び年月日 第２３３４５号 平成２６年３月１４日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L.　　　MEILOLIPO

３　登録品種の特性の概要

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

６　登録品種の育成をした者の氏名

７　出願公表の年月日 平成２３年１０月７日

　植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く
庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限
る）は高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色
の強弱はかなり強、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさはかなり
大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品
種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端
小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限
る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極
少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢
物用品種に限る）は八重、花弁の数はやや少、花の直径はかなり大、花の形は不整円
形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は強、花
弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の表面の色数は２、花弁の表面の主な色は52C、花
弁の表面の二次色は58A、花弁の表面の二次色の分布は斑点、花弁の表面の基部の目の
有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさはやや小、花弁の表面の基部の目の色は黄、
花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）はN57Dである。（カラーチャー
トはRHSを使用）
　出願品種「MEILOLIPO」は、対照品種「ベルナール　ビュフェ」と比較して、花弁の
周縁の反りの強弱が強であること、花弁の表面の二次色の分布が斑点であること等で区
別性が認められる。

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

Alain, Antoine MEILLAND



１　品種登録の番号及び年月日 第２３３４６号 平成２６年３月１４日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L.　　　Auskitchen

３　登録品種の特性の概要

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

６　登録品種の育成をした者の氏名

７　出願公表の年月日 平成２３年７月２６日

　植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く
庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限
る）はやや低、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン
着色の強弱は弱、茎のとげの数は多、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表
面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）
は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端
の形は鈍形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の
開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はかなり少、開花枝の側枝当たりの花の
数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はかなり少、つぼみの縦断
面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）
は八重、花弁の数は多、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又
は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱は
無又は極弱、花弁の表面の色数は１、花弁の表面の主な色は73A、花弁の表面の基部の
目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさはやや小、花弁の表面の基部の目の色は
黄、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）はN66Dである。（カラー
チャートはRHSを使用）
　出願品種「Auskitchen」は、対照品種「オスウェイ」と比較して、つぼみの縦断面の
形（庭園用及び鉢物用品種に限る）が卵形であること、花弁の表面の主な色が73Aであ
ること等で区別性が認められる。対照品種「DELDOUR」と比較して、花弁の表面の主な
色が73Aであること等で区別性が認められる。

David Austin Roses Limited
Bowling Green Lane, Albrighton, Wolverhampton WV7 3HB United Kingdom

David JC Austin



１　品種登録の番号及び年月日 第２３３４７号 平成２６年３月１４日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L.　　　Ausoscar

３　登録品種の特性の概要

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

６　登録品種の育成をした者の氏名

７　出願公表の年月日 平成２３年７月２６日

　植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はシュラブ、樹姿（つる性タイプを
除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に
限る）はかなり高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシア
ニン着色の強弱は中、茎のとげの数はかなり多、とげの主な色は赤、葉の大きさはかな
り大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用
品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小
葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）
は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はやや多、開花枝の側枝
当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は少、つぼみ
の縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に
限る）は半八重、花弁の数はかなり少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香
りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁
の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の表面の色数は１、花弁の表面の主な色は65C、花弁
の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは中、花弁の表面の基部
の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「Ausoscar」は、対照品種「AUSIMPLE」と比較して、植物体の高さ（切り花
用及び庭園用品種に限る）がかなり高であること、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び
鉢物用品種に限る）がやや多であること等で区別性が認められる。

David Austin Roses Limited
Bowling Green Lane, Albrighton, Wolverhampton WV7 3HB United Kingdom

David JC Austin



１　品種登録の番号及び年月日 第２３３４８号 平成２６年３月１４日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L.　　　Auspanier

３　登録品種の特性の概要

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

６　登録品種の育成をした者の氏名

７　出願公表の年月日 平成２３年７月２６日

　植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はシュラブ、樹姿（つる性タイプを
除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は開張、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に
限る）は中、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着
色の強弱は強、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は紫、葉の大きさはかなり大、葉
の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限
る）は無、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の
葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は
有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は少、開花枝の側枝当たり
の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は少、つぼみの縦断
面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）
は八重、花弁の数はやや少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は
無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの
強弱は無又は極弱、花弁の表面の色数は１、花弁の表面の主な色は73C、花弁の表面の
基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは小、花弁の表面の基部の目の色
は淡黄である。（カラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「Auspanier」は、対照品種「ムーラン」と比較して、花弁の数がやや少で
あること、花の直径がやや大であること等で区別性が認められる。対照品種「メイボン
リブ」と比較して、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）が少である
こと、花の直径がやや大であること等で区別性が認められる。

David Austin Roses Limited
Bowling Green Lane, Albrighton, Wolverhampton WV7 3HB United Kingdom

David JC Austin



１　品種登録の番号及び年月日 第２３３４９号 平成２６年３月１４日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L.　　　Ausquirk

３　登録品種の特性の概要

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

６　登録品種の育成をした者の氏名

７　出願公表の年月日 平成２３年７月２６日

　植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く
庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限
る）は中、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色
の強弱はやや強、茎のとげの数はかなり多、とげの主な色は赤、葉の大きさはかなり
大、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物
用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端
小葉の葉身先端の形は鈍形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）
は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は少、開花枝の側枝当た
りの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はやや少、つぼみ
の縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に
限る）は八重、花弁の数は極多、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強
弱は強、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は中、花弁の波打ちの強弱は弱、
花弁の表面の色数は１、花弁の表面の主な色はNN155B、花弁の表面の基部の目の有無は
無である。（カラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「Ausquirk」は、対照品種「JACSEGRA」と比較して、茎のとげの数がかなり
多であること、花弁の数が極多であること等で区別性が認められる。対照品種
「Auscat」と比較して、先端小葉の葉身先端の形が鈍形であること、花弁の数が極多で
あること等で区別性が認められる。対照品種「MEIDELWEIS」と比較して、花の下部の輪
郭（切り花用及び庭園用品種に限る）が凹形であること、花弁の周縁の反りの強弱が中
であること等で区別性が認められる。

David Austin Roses Limited
Bowling Green Lane, Albrighton, Wolverhampton WV7 3HB United Kingdom

David JC Austin



１　品種登録の番号及び年月日 第２３３５０号 平成２６年３月１４日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L.　　　Austobias

３　登録品種の特性の概要

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

６　登録品種の育成をした者の氏名

７　出願公表の年月日 平成２３年７月２６日

　植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はシュラブ、樹姿（つる性タイプを
除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種
に限る）はやや高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシア
ニン着色の強弱は中、茎のとげの数は少、とげの主な色は紫、葉の大きさはかなり大、
葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に
限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は円形、先端小葉の葉身
先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開
花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はやや少、開花枝の側枝当たりの
花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はやや少、つぼみの縦
断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限
る）は八重、花弁の数は多、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は
中、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱はか
なり弱、花弁の表面の色数は１、花弁の表面の主な色は65B、花弁の表面の基部の目の
有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「Austobias」は、対照品種「オスランド」と比較して、花の上部の輪郭
（切り花用及び庭園用品種に限る）がやや凸形であること等で区別性が認められる。対
照品種「Auspanier」と比較して、花弁の数が多であること、花弁の表面の主な色が65B
であること等で区別性が認められる。

David Austin Roses Limited
Bowling Green Lane, Albrighton, Wolverhampton WV7 3HB United Kingdom

David JC Austin



１　品種登録の番号及び年月日 第２３３５１号 平成２６年３月１４日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L.　　　JACSEGRA

３　登録品種の特性の概要

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

６　登録品種の育成をした者の氏名

７　出願公表の年月日 平成２３年１０月７日

　植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く
庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限
る）はやや高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン
着色の強弱はかなり強、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさはかな
り大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用
品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先
端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限
る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は
多、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は楕円形、花型（庭園用及び
鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数は中、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香
りの強弱は強、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は中、花弁の波打ちの強弱
は弱、花弁の表面の色数は１、花弁の表面の主な色は155C、花弁の表面の基部の目の有
無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「JACSEGRA」は、対照品種「Ausquirk」と比較して、茎のとげの数がやや少
であること、花弁の数が中であること等で区別性が認められる。対照品種
「DICWAFFLE」と比較して、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない
品種に限る）が多であること等で区別性が認められる。対照品種「Auscat」と比較し
て、花の直径が大であること、花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）がや
や凸形であること等で区別性が認められる。

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

Keith W. Zary



１　品種登録の番号及び年月日 第２３３５２号 平成２６年３月１４日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L.　　　MEIBIHARS

３　登録品種の特性の概要

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

６　登録品種の育成をした者の氏名

７　出願公表の年月日 平成２３年８月１９日

　植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く
庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限
る）はやや高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン
着色の強弱は強、茎のとげの数はやや多、とげの主な色は緑、葉の大きさは大、葉の表
面の緑色の濃淡はやや濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限
る）は無、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の
葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は
無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つ
ぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品
種に限る）は八重、花弁の数はやや少、花の直径はかなり大、花の形は不整円形、花の
香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はやや弱、花弁の
波打ちの強弱はかなり弱、花弁の表面の色数は２、花弁の表面の主な色はN155B、花弁
の表面の二次色は67C、花弁の表面の二次色の分布は縁部、花弁の表面の基部の目の有
無は有、花弁の表面の基部の目の大きさはかなり小、花弁の表面の基部の目の色は黄で
ある。（カラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「MEIBIHARS」は、対照品種「MEIMAGARMIC」と比較して、花弁の大きさ（庭
園用及び鉢物用品種に限る）がかなり大であること、花弁の表面の二次色が67Cである
こと等で区別性が認められる。

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

Alain, Antoine MEILLAND



１　品種登録の番号及び年月日 第２３３５３号 平成２６年３月１４日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L.　　　DELJUMB

３　登録品種の特性の概要

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

６　登録品種の育成をした者の氏名

７　出願公表の年月日 平成２３年８月１９日

　植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く
庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限
る）は高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色
の強弱はやや強、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさは極大、葉の
表面の緑色の濃淡はやや濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に
限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉
身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、
開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）はやや多、つぼ
みの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種
に限る）は八重、花弁の数は少、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は
中、花弁の形は横楕円形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱は
無又は極弱、花弁の表面の色数は１、花弁の表面の主な色は62D、花弁の表面の基部の
目の有無は無、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は56Cである。
（カラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「DELJUMB」は、対照品種「Tananilov」と比較して、開花枝の花の数（庭園
用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）がやや多であること、花の直径が大で
あること、花弁の形が横楕円形であること等で区別性が認められる。

Pepinieres et Roseraies Georges DELBARD SAS
Malicorne, 03600 Commentry, France

ARNAUD DELBARD



１　品種登録の番号及び年月日 第２３３５４号 平成２６年３月１４日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L.　　　DELNADO

３　登録品種の特性の概要

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

６　登録品種の育成をした者の氏名

７　出願公表の年月日 平成２３年８月１９日

　植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はシュラブ、樹姿（つる性タイプを
除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は開張、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に
限る）はやや高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニ
ン着色の強弱はやや強、茎のとげの数はやや多、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや
大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物
用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端
小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限
る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はやや多、開花枝の
側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は少、つ
ぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品
種に限る）は八重、花弁の数はやや多、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの
強弱は中、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの
強弱は無又は極弱、花弁の表面の色数は１、花弁の表面の主な色は62C、花弁の表面の
基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは小、花弁の表面の基部の目の色
は淡黄である。（カラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「DELNADO」は、対照品種「Austobias」と比較して、茎のとげの数がやや多
であること等で区別性が認められる。対照品種「DELROSBOUQ」と比較して、先端小葉の
葉身の形が楕円形であること、花弁の数がやや多であること等で区別性が認められる。
対照品種「マダム　バタフライ」と比較して、花弁の表面の主な色が62Cであること等
で区別性が認められる。

Pepinieres et Roseraies Georges DELBARD SAS
Malicorne, 03600 Commentry, France

ARNAUD DELBARD



１　品種登録の番号及び年月日 第２３３５５号 平成２６年３月１４日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L.　　　DELROCHIPAR

３　登録品種の特性の概要

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

６　登録品種の育成をした者の氏名

７　出願公表の年月日 平成２３年８月１９日

　植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はシュラブ、樹姿（つる性タイプを
除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に
限る）は高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着
色の強弱はやや弱、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の
表面の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に
限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉
の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は
有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はやや少、開花枝の側枝当
たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は少、つぼみの
縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限
る）は八重、花弁の数は多、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は
強、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はやや弱、花弁の波打ちの強弱はかな
り弱、花弁の表面の色数は１、花弁の表面の主な色は73C、花弁の表面の基部の目の有
無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは中、花弁の表面の基部の目の色は淡黄であ
る。（カラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「DELROCHIPAR」は、対照品種「INTERNECSARI」と比較して、花の下部の輪
郭（切り花用及び庭園用品種に限る）がやや凸形であること、花弁の表面の主な色が
73Cであること等で区別性が認められる。対照品種「シャルル　ドゥ　ゴール」と比較
して、花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）がやや凸形であること、花弁
の周縁の反りの強弱がやや弱であること等で区別性が認められる。

Pepinieres et Roseraies Georges DELBARD SAS
Malicorne, 03600 Commentry, France

ARNAUD DELBARD



１　品種登録の番号及び年月日 第２３３５６号 平成２６年３月１４日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L.　　　DELROSBOUQ

３　登録品種の特性の概要

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

６　登録品種の育成をした者の氏名

７　出願公表の年月日 平成２３年８月１９日

　植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く
庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限
る）はやや低、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン
着色の強弱は弱、茎のとげの数は多、とげの主な色は赤、葉の大きさはかなり大、葉の
表面の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に
限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身
先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開
花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はやや多、開花枝の側枝当たりの
花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はやや少、つぼみの縦
断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限
る）は八重、花弁の数は少、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又
は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱
はかなり弱、花弁の表面の色数は２、花弁の表面の主な色は55C、花弁の表面の二次色
は155B、花弁の表面の二次色の分布は基部、花弁の表面の基部の目の有無は無である。
（カラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「DELROSBOUQ」は、対照品種「ブライダル　ピンク」と比較して、新しょう
のアントシアニン着色の強弱が弱であること、花弁の数が少であること等で区別性が認
められる。

Pepinieres et Roseraies Georges DELBARD SAS
Malicorne, 03600 Commentry, France

ARNAUD DELBARD



１　品種登録の番号及び年月日 第２３３５７号 平成２６年３月１４日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L.　　　チアエンジェル

３　登録品種の特性の概要

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

６　登録品種の育成をした者の氏名

７　出願公表の年月日 平成２３年１１月９日

　植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く
庭園用及び鉢物用品種に限る）は直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限
る）は高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色
の強弱はかなり強、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉
の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限
る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の
葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は
有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は少、開花枝の側枝当たり
の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はかなり少、つぼみ
の縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に
限る）は八重、花弁の数は少、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は
中、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はやや弱、花弁の波打ちの強弱は弱、
花弁の表面の色数は２、花弁の表面の主な色は62B、花弁の表面の二次色は3D、花弁の
表面の二次色の分布は基部、花弁の表面の基部の目の有無は無、花弁の裏面の主な色
（表面と明確に異なる場合に限る）は38Dである。（カラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「チアエンジェル」は、対照品種「アールドゥ　ヴィーヴル」と比較して、
茎のとげの数がかなり少であること、花弁の数が少であること等で区別性が認められ
る。対照品種「ムーラン」と比較して、花弁の数が少であること、花の直径が大である
こと等で区別性が認められる。

倉上治夫
埼玉県熊谷市桜町2丁目1番24号

倉上治夫



１　品種登録の番号及び年月日 第２３３５８号 平成２６年３月１４日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L.　　　KEIHAPIKOTTO

３　登録品種の特性の概要

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

６　登録品種の育成をした者の氏名

７　出願公表の年月日 平成２３年１１月２１日

　植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く
庭園用及び鉢物用品種に限る）は直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限
る）は高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色
の強弱はかなり強、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさは極大、葉の表
面の緑色の濃淡はやや濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限
る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の
葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は
無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つ
ぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品
種に限る）は八重、花弁の数はやや多、花の直径はかなり大、花の形は不整円形、花の
香りの強弱は中、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は強、花弁の波打ちの強
弱はかなり弱、花弁の表面の色数は２、花弁の表面の主な色はN155D、花弁の表面の二
次色は56A、花弁の表面の二次色の分布は縁部、花弁の表面の基部の目の有無は無であ
る。（カラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「KEIHAPIKOTTO」は、対照品種「ロイヤル　ハイネス」と比較して、先端小
葉の葉身の形が楕円形であること、花弁の表面の色数が２であること等で区別性が認め
られる。

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

武内俊介



１　品種登録の番号及び年月日 第２３３５９号 平成２６年３月１４日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L.　　　KEIHAYUAMU

３　登録品種の特性の概要

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

６　登録品種の育成をした者の氏名

７　出願公表の年月日 平成２３年１１月２１日

　植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く
庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限
る）は高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色
の強弱はかなり強、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさはかなり
大、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物
用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、
先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に
限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は
多、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は広卵形、花型（庭園用及び
鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数はかなり多、花の直径は中、花の形は円形、花の
香りの強弱は強、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は中、花弁の波打ちの強
弱はかなり弱、花弁の表面の色数は１、花弁の表面の主な色は65B、花弁の表面の基部
の目の有無は無、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は63Cであ
る。（カラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「KEIHAYUAMU」は、対照品種「DELROCHIPAR」と比較して、新しょうのアン
トシアニン着色の強弱がかなり強であること、花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品
種に限る）がやや凸形であること、花弁の表面の主な色が65Bであること等で区別性が
認められる。対照品種「Korfeimot」と比較して、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢
物用品種に限る）が広卵形であること、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合
に限る）が63Cであること等で区別性が認められる。

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

武内俊介


