
１　品種登録の番号及び年月日 第２５５７２号 平成２９年　１月１９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Ananas comosus (L.) Merr.　　　沖農P17（ｵｷﾉｳP17）

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２７年７月２７日

　草姿は斜立、草丈は短、生体重は軽、冠芽発生数は中、冠えい芽発生数は無、冠芽の
奇形の発生率は低、えい芽発生数は中、茎長は中、茎の太さは中、葉長は短、葉幅は
中、葉厚は中、とげの密度は無、果形は円筒、果実の大きさは中、果実の長さは中、果
実表面の色は黄橙、小果の数は多、小果の大きさは軽、果皮の厚さは中、果肉の色は淡
黄、果芯の太さは中、甘味はかなり高、酸味は中、香気は中、肉質はやや硬、種子の多
少は無、開花期は中、収穫期は中、成熟日数は短、日焼指数は中、裂果は少である。
　出願品種「沖農P17」は、対照品種「N67-10」と比較して、吸芽発生数が多であるこ
と、とげの密度が無であること、甘味がかなり高であること、糖酸比が高であること等
で区別性が認められる。対照品種「サマーゴールド」と比較して、草姿が斜立であるこ
と、冠芽の形状が斜立であること、葉色が濃緑であること、肉質がやや硬であること等
で区別性が認められる。

沖縄県
沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号

正田守幸　竹内誠人　與那覇至　與那嶺要　諸見里知絵　出花幸之介　粟国佳史
喜納兼二　崎山澄寿　池宮秀和
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１　品種登録の番号及び年月日 第２５５７３号 平成２９年　１月１９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Boronia Sm.　　　サラマンダーN

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２８年２月２６日

　樹姿は立性、樹高は高、枝の太さは中、枝の色は緑、分枝数は中、節間長は長、単
葉、複葉の別は複葉、葉の形は線形、葉身長（Ⅱ）は長、葉身幅（Ⅱ）はやや広、葉の
表面の色は緑、葉の斑の有無は無、葉軸基部の長さは長、葉の香りは強、花房形成の有
無は花房を形成、花の向きは上、花形は盃形、花径は中、花の高さは小、花弁内部の単
色、複色の別は単色、花弁内部の地色はN74C、花弁外部の単色、複色の別は単色、花弁
外部の地色は72B、花弁の形は卵形、花弁数は少、がく筒の色は緑、花柄の長さはやや
長、一花房の花数は中、花の香りは弱である。（カラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「サラマンダーN」は、対照品種「ピンナータ」と比較して、花弁外部の地
色が72Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ピンナータ　シドニー」と比
較して、花弁外部の地色が72Bであること等で区別性が認められる。

中村孝康
愛知県豊橋市老津町字波入江99番地

中村孝康
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１　品種登録の番号及び年月日 第２５５７４号 平成２９年　１月１９日

２　登録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.　　　ARMSTV

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２６年１０月７日

　草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは中、葉の幅はや
や狭、葉の長さ／幅はやや高、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、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着
生角度（叢生でない品種に限る）は中、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）はやや斜上、舌
状花の花筒の長さはかなり短、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平、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／
幅はやや低、舌状花の表面の色数は１、舌状花の表面の主な色は75D、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76D、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）はやや大、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7.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）であ
る。（カラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「ARMSTV」は、対照品種「デックオス」と比較して、草丈が高であること、
舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が内巻きであること等で区別性が認められ
る。対照品種「FIMISSY」と比較して、葉の長さが中であること、舌状花の周縁の巻き
方（管状でない舌状花）が内巻きであること等で区別性が認められる。

株式会社ハクサン
愛知県日進市岩藤町三番割321-1

Mark Boeder
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１　品種登録の番号及び年月日 第２５５７５号 平成２９年　１月１９日

２　登録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.　　　ARMPO

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２６年１０月７日

Mark Boeder

株式会社ハクサン
愛知県日進市岩藤町三番割321-1

　草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さはやや長、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やや短、葉の一次欠刻の深さは
やや深、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、花序の一次分枝の着生角度
（叢生でない品種に限る）は大、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないも
の）はやや小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の
舌状花の形の数は１、頭花の舌状花の主要な形は船底状、舌状花の花筒の長さは極短、
舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状
は内曲、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌
状花の表面の色数は１、舌状花の表面の主な色は71A、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75A、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8週間、開花習性は10
月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平
である。（カラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「ARMPO」は、対照品種「フィロリポップ　パープル」と比較して、花らい
の外面の色が186Dであること、舌状花の縦断面の形状が内曲であること等で区別性が認
められる。対照品種「DELIARAGON」と比較して、たく葉の大きさが中であること、葉の
裂片縁部の重なりが広がるであること、舌状花の縦断面の形状が内曲であること等で区
別性が認められる。対照品種「DELIBARCA」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが広が
るであること、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）がやや凹であるこ
と、舌状花の縦断面の形状が内曲であること等で区別性が認められる。
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１　品種登録の番号及び年月日 第２５５７６号 平成２９年　１月１９日

２　登録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.　　　ARMEX

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２６年１０月７日

　草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは中、葉の幅は中、葉
の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、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濃、花序の一次分枝の着生角度
（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないも
の）は大、頭花の直径（摘らいしたもの）はやや大、頭花の舌状花の粗密（露心する八
重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数は２、頭花の舌状花の主要な形は
舌状、頭花の舌状花の二次的な形は船底状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大
幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌
状花の長さはかなり長、舌状花の幅は広、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の
色数は１、舌状花の表面の主な色は75C、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
75C、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10月～11月咲
き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）はやや多、舌状花の基部の向き
（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜下である。（カラーチャートはRHSを使
用）
　出願品種「ARMEX」は、対照品種「Hi Dean」と比較して、葉の基部の形が平形である
こと、頭花の舌状花の形の数が２であること、舌状花の表面の主な色が75Cであること
等で区別性が認められる。

株式会社ハクサン
愛知県日進市岩藤町三番割321-1

Mark Boeder
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１　品種登録の番号及び年月日 第２５５７７号 平成２９年　１月１９日

２　登録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.　　　ARMMT

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２６年１０月７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、葉の幅はやや
広、葉の長さ／幅はやや低、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
浅、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢
生でない品種に限る）は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）は
やや小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、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、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状
花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状
は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面
の色数は１、舌状花の表面の主な色は179A、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）は著しく異なる、舌状花の裏面の
色は172C;11B(縁部)、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10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）
は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「ARMMT」は、対照品種「デリシエンナ」と比較して、葉の一次欠刻の深さ
が浅であること、葉の基部の形が凹形であること、花らいの外面の色がN167Cであるこ
と等で区別性が認められる。対照品種「DELIPANTHEON」と比較して、舌状花の周縁の巻
き方（管状でない舌状花）が内巻きであること、舌状花の裏面の色が172C;11B(縁部)で
あること等で区別性が認められる。

株式会社ハクサン
愛知県日進市岩藤町三番割321-1

Mark Boeder
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１　品種登録の番号及び年月日 第２５５７８号 平成２９年　１月１９日

２　登録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.　　　ARMKJ

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２６年１０月７日

　草丈は中、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中、葉の基
部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でな
い品種に限る）は中、頭花の型は露心する八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）
は小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや粗、頭花の舌状
花の形の数は２、頭花の舌状花の主要な形は舌状、頭花の舌状花の二次的な形はさじ
状、舌状花の花筒の長さはやや短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状
花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは短、舌状花の幅はかなり
狭、舌状花の長さ／幅は中、舌状花の表面の色数は１、舌状花の表面の主な色は
N144B、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N144B、日長感応グループ（正確な
日長制御での栽培）は7.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向
き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使
用）
　出願品種「ARMKJ」は、対照品種「ホウノミドグレ」と比較して、たく葉の大きさが
中であること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が平（巻かない）であるこ
と等で区別性が認められる。対照品種「GREENDAY」と比較して、頭花の型が露心する八
重であること、舌状花の縦断面の形状が内曲であること、舌状花の表面の主な色が
N144Bであること等で区別性が認められる。

株式会社ハクサン
愛知県日進市岩藤町三番割321-1

Mark Boeder
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１　品種登録の番号及び年月日 第２５５７９号 平成２９年　１月１９日

２　登録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.　　　ARCOLIPO

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２６年１０月７日

Mark Boeder

株式会社ハクサン
愛知県日進市岩藤町三番割321-1

　草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはやや長、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短、葉の一次欠刻の深さは
中、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度
（叢生でない品種に限る）は大、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないも
の）はやや小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は密、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、舌状花の花筒の長さはかなり
短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の
形状は内曲、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花
の表面の色数は１、舌状花の表面の主な色は5A、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5C、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は10週間、開花習性は10月～11
月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜下で
ある。（カラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「ARCOLIPO」は、対照品種「セイリラード 」と比較して、草丈が高である
こと、葉の先端裂片の相対的な長さが短であること、葉の基部の形が鈍形であること等
で区別性が認められる。対照品種「カイマン」と比較して、草丈が高であること、葉の
先端裂片の相対的な長さが短であること等で区別性が認められる。
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１　品種登録の番号及び年月日 第２５５８０号 平成２９年　１月１９日

２　登録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.　　　ARVRIA

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２６年１０月７日

　草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはやや長、葉の幅
は中、葉の長さ／幅はやや高、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濃、花序の一次分枝の着
生角度（叢生でない品種に限る）はかなり大、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）は中、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）はやや斜
上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）
はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はや
や狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は１、舌状花の表面の主な色は
53A、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181C、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8週間、開花習性は10月～11月
咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「ARVRIA」は、対照品種「セイパプリカ」と比較して、舌状花の裏面の色が
181Cであること、花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）が強い円錐状であること
等で区別性が認められる。対照品種「きゅらルビー」と比較して、葉の基部の形が平形
であること、舌状花の先端の形が尖るであること、花盤の断面の形（デイジー型の品種
に限る）が強い円錐状であること等で区別性が認められる。対照品種
「FICHRYHorizon」と比較して、葉の基部の形が平形であること、舌状花の先端の形が
尖るであること、花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）が強い円錐状であること
等で区別性が認められる。

株式会社ハクサン
愛知県日進市岩藤町三番割321-1

Mark Boeder
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１　品種登録の番号及び年月日 第２５５８１号 平成２９年　１月１９日

２　登録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.　　　トモカリーナ

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２８年１月２８日

　草丈は極高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは長、葉の幅はやや
広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、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中、花序の一次分枝の着生角度
（叢生でない品種に限る）はやや小、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）はアネモネ、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状
花数（一重及び半八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数は２、頭花の舌状花の
主要な形はさじ状、頭花の舌状花の二次的な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び
半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは中、舌状花の最大幅部の横断面
の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さ
は中、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は１、舌状花
の表面の主な色は69C、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NN155B、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（アネ
モネ型の品種に限る）は143B、花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）は1D、
日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8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「トモカリーナ」は、対照品種「セレニティ」と比較して、頭花の舌状花の
形の数が２であること、舌状花の表面の主な色が69Cであること等で区別性が認められ
る。対照品種「トモアンジュ」と比較して、頭花の舌状花の形の数が２であること等で
区別性が認められる。対照品種「セイフォースター」と比較して、頭花の直径（摘らい
していないもの）が中であること、頭花の舌状花の形の数が２であること等で区別性が
認められる。

中神智弘
愛知県田原市赤羽根町長沢43番地

中神智弘
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１　品種登録の番号及び年月日 第２５５８２号 平成２９年　１月１９日

２　登録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.　　　トモカレイド

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２８年１月２８日

　草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さはかなり長、葉の幅は
広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、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）は中、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）はアネモネ、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状
花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数は１、頭花の舌状
花の主要な形はさじ状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜
上、舌状花の花筒の長さは長、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は
やや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは中、舌状花の幅はやや狭、舌状
花の長さ／幅は中、舌状花の表面の色数は２、舌状花の表面の主な色は4B、舌状花の表
面の二次色は184B、舌状花の表面の二次色の分布2は至る所、舌状花の表面の二次色の
型はぼかし、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3B:181C(ぼかし)、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）は大、花盤の開やく前の色（アネ
モネ型の品種に限る）はN144C、花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）は
184B、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8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「トモカレイド」は、対照品種「セバスキー」と比較して、頭花の舌状花の
主要な形がさじ状であること、舌状花の表面の色数が２であること等で区別性が認めら
れる。対照品種「トモアミー」と比較して、頭花の舌状花の形の数が１であること、舌
状花の表面の色数が２であること、舌状花の表面の主な色が4Bであること等で区別性が
認められる。対照品種「セイフォースター」と比較して、頭花の舌状花の主要な形がさ
じ状であること、舌状花の表面の色数が２であること、舌状花の表面の主な色が4Bであ
ること等で区別性が認められる。

中神智弘
愛知県田原市赤羽根町長沢43番地

中神智弘
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１　品種登録の番号及び年月日 第２５５８３号 平成２９年　１月１９日

２　登録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.　　　トモピュール

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２８年１月２８日

中神智弘

中神智弘
愛知県田原市赤羽根町長沢43番地

　草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さは長、葉
の幅はやや広、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
深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着
生角度（叢生でない品種に限る）は中、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）はアネモネ、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌
状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数は２、頭花の舌
状花の主要な形は舌状、頭花の舌状花の二次的な形はさじ状、舌状花の基部の向き（一
重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大
幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、
舌状花の長さは中、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数
は１、舌状花の表面の主な色はNN155C、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
NN155C、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）はかなり大、
花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）は145B、花盤の開やく時の色（アネモ
ネ型の品種に限る）は155A、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7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「トモピュール」は、対照品種「カーチス」と比較して、たく葉の大きさが
かなり小であること、頭花の舌状花の形の数が２であること、管状花の色（アネモネ型
の品種に限る）がNN155Bであること等で区別性が認められる。対照品種「トモレーブ」
と比較して、たく葉の大きさがかなり小であること、頭花の舌状花の形の数が２である
こと等で区別性が認められる。対照品種「セイフォースター」と比較して、たく葉の大
きさがかなり小であること、頭花の舌状花の形の数が２であること、舌状花の表面の主
な色がNN155Cであること等で区別性が認められる。
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１　品種登録の番号及び年月日 第２５５８４号 平成２９年　１月１９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hibiscus L.　　　ひなた1号（ﾋﾅﾀ1ｺﾞｳ）

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２８年３月２９日

　樹皮の亀裂の形は線状、樹皮の色は灰、枝の粗密は中、葉全体の形は心形、葉先端の
形は鋭形、葉基部の形は心形２、葉縁の形は鈍鋸歯、葉身の長さは長、葉身の幅は広、
新葉表面の色は137B、成葉表面の色は137A、斑の有無は無、新葉表面の光沢は中、成葉
表面の光沢は中、新葉表面の毛は有（白）、成葉表面の毛は有（白）、葉脈の形は掌状
型、葉柄の太さは太、葉柄の長さは長、葉柄の色は緑、托葉の形は線状披針形、托葉の
長さは長、花冠の向きは横向き、花冠の開き方は平開、花冠の型は一重咲き、花弁の重
なりは重なる、花冠の長径は中、つぼみの色は37A,4D(基部)、単色・複色の別は三色、
複色のタイプはバンド、花弁のバンド１の色は53A、花弁のバンド２の色はN155B、花弁
のバンド３の色は24D、花弁の脈の明瞭さは明瞭（ピンク）、花弁のバンド１の幅は
中、花弁のバンド２の幅はやや狭、花弁のバンド３の幅は中、花弁全体の形は扇型、花
弁のねじれは無、花弁の長さは中、花弁の幅は中、花弁の数は少、花弁の光沢は無、ず
い柱の弁化の有無は無、ずい柱の曲りは無、ずい柱の太さは中、ずい柱の長さは長、ず
い柱の色のタイプは二色、ずい柱基部の色は53C、ずい柱先端の色は12D、ずい柱先端裂
片の数は５裂、花柱枝の色はピンク、花柱枝の毛は有（赤）、柱頭の色は赤、花糸の長
さは長、花糸の色はオレンジ、やくの色は黄、花柄上部の太さは太、花柄上部の長さは
短、花柄上部の色は143C、花柄下部の太さは中、花柄下部の長さは長、花柄下部の色は
143C、副がくの形は狭披針形、副がくの開放の方向は開、副がくの色は緑、がく筒の形
は鐘形、がく筒の長さは中、がく筒の色は淡緑、がく裂片の形態は鋭形、がく裂片の切
れ込みは浅裂、がく裂片の毛は有（白）、花の香りは無である。（カラーチャートは
RHSを使用）
　出願品種「ひなた1号」は、対照品種「ヨシフォン」と比較して、花弁のバンド１の
色が53Aであること、花弁のバンド３の色が24Dであること等で区別性が認められる。対
照品種「セレブレートウエディング」と比較して、花弁のバンド１の色が53Aであるこ
と、花糸の色がオレンジであること等で区別性が認められる。

Chien-Young Chu
155 5A, North Minseng Road, West District 403 Taichung, Taiwan

Chien-Young Chu
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１　品種登録の番号及び年月日 第２５５８５号 平成２９年　１月１９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hibiscus L.　　　ゆきの1号（ﾕｷﾉ1ｺﾞｳ）

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２８年３月２９日

　樹皮の亀裂の形は線状、樹皮の色は茶、枝の粗密は中、葉全体の形は心形、葉先端の
形は突形、葉基部の形は心形２、葉縁の形は鋭鋸歯、葉身の長さは中、葉身の幅は中、
新葉表面の色は137B、成葉表面の色はN137B、斑の有無は無、新葉表面の光沢は中、成
葉表面の光沢は中、新葉表面の毛は有（白）、成葉表面の毛は有（白）、葉脈の形は掌
状型、葉柄の太さは太、葉柄の長さは長、葉柄の色は濃緑、托葉の形は線状披針形、托
葉の長さは長、花冠の向きは上向き、花冠の開き方はロート型、花冠の型は一重咲き、
花弁の重なりは重なる、花冠の長径は小、つぼみの色は46A、単色・複色の別は二色、
複色のタイプはバンド、花弁のバンド１の色は53B、花弁のバンド２の色は45C、花弁の
脈の明瞭さは明瞭（濃ピンク）、花弁のバンド１の幅はやや狭、花弁のバンド２の幅は
広、花弁全体の形は扇型、花弁のねじれは無、花弁の長さは中、花弁の幅は中、花弁の
数は少、花弁の光沢は無、ずい柱の弁化の有無は無、ずい柱の曲りは無、ずい柱の太さ
は中、ずい柱の長さは中、ずい柱の色のタイプは一色、ずい柱基部の色は46C、ずい柱
先端裂片の数は５裂、花柱枝の色は赤、花柱枝の毛は有（赤）、柱頭の色は赤、花糸の
長さは中、花糸の色はその他（赤）、やくの色は黄、花柄上部の太さは太、花柄上部の
長さは中、花柄上部の色は144A、花柄下部の太さは中、花柄下部の長さは長、花柄下部
の色は144B、副がくの形は狭披針形、副がくの開放の方向はやや接着、副がくの色は
緑、がく筒の形は鐘形、がく筒の長さは中、がく筒の色は淡緑、がく裂片の形態は鋭
形、がく裂片の切れ込みは中裂、がく裂片の毛は有（白）、花の香りは無である。（カ
ラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「ゆきの1号」は、対照品種「ARIONICUS」と比較して、枝の色が緑であるこ
と、花弁のバンド１の色が53Bであること、ずい柱の色のタイプが一色であること等で
区別性が認められる。対照品種「アジアンルビー」と比較して、花弁のバンド１の色が
53Bであること、花弁のバンド２の色が45Cであること、ずい柱の色のタイプが一色であ
ること等で区別性が認められる。

Chien-Young Chu
155 5A, North Minseng Road, West District 403 Taichung, Taiwan

Chien-Young Chu
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１　品種登録の番号及び年月日 第２５５８６号 平成２９年　１月１９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hibiscus L.　　　こなみロータス

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２８年３月２９日

　樹皮の亀裂の形は線状、樹皮の色は灰、枝の粗密は中、葉全体の形は心形、葉先端の
形は突形、葉基部の形は心形２、葉縁の形は鈍鋸歯、葉身の長さは長、葉身の幅は広、
新葉表面の色は143A、成葉表面の色はN137B、斑の有無は無、新葉表面の光沢は中、成
葉表面の光沢は中、新葉表面の毛は有（白）、成葉表面の毛は有（白）、葉脈の形は掌
状型、葉柄の太さは太、葉柄の長さは長、葉柄の色は濃緑、托葉の形は線状披針形、托
葉の長さは長、花冠の向きは横向き、花冠の開き方はロート型、花冠の型は一重咲き、
花弁の重なりは重なる、花冠の長径は小、つぼみの色は150D,64B(先端部及び花弁の縁
部)、単色・複色の別は二色、複色のタイプはバンド、花弁のバンド１の色はNN155B、
花弁のバンド２の色は65A、花弁の脈の明瞭さは不明瞭、花弁のバンド１の幅は中、花
弁のバンド２の幅は広、花弁全体の形は扇型、花弁のねじれは無、花弁の長さは中、花
弁の幅は中、花弁の数は少、花弁の光沢は無、ずい柱の弁化の有無は無、ずい柱の曲り
は無、ずい柱の太さは中、ずい柱の長さは中、ずい柱の色のタイプは二色、ずい柱基部
の色は4D、ずい柱先端の色は54D、ずい柱先端裂片の数は５裂、花柱枝の色はピンク、
花柱枝の毛は有（赤）、柱頭の色は赤、花糸の長さは長、花糸の色はその他（赤紫）、
やくの色は黄、花柄上部の太さは太、花柄上部の長さは中、花柄上部の色は
143B,177A(ぼかし)、花柄下部の太さは中、花柄下部の長さは長、花柄下部の色は
143C、副がくの形は狭披針形、副がくの開放の方向はやや接着、副がくの色は緑、がく
筒の形は鐘形、がく筒の長さは中、がく筒の色は淡緑、がく裂片の形態は鋭形、がく裂
片の切れ込みは浅裂、がく裂片の毛は有（白）、花の香りは無である。（カラーチャー
トはRHSを使用）
　出願品種「こなみロータス」は、対照品種「NCHU-1」と比較して、ずい柱の色のタイ
プが二色であること、柱頭の色が赤であること、花糸の色がその他（赤紫）であること
等で区別性が認められる。対照品種「スィートピンク」と比較して、ずい柱の色のタイ
プが二色であること、柱頭の色が赤であること、花糸の色がその他（赤紫）であること
等で区別性が認められる。

Chien-Young Chu
155 5A, North Minseng Road, West District 403 Taichung, Taiwan

Chien-Young Chu
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１　品種登録の番号及び年月日 第２５５８７号 平成２９年　１月１９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hibiscus L.　　　ムーム1号（ﾑｰﾑ1ｺﾞｳ）

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２８年３月２９日

Chien-Young Chu

Chien-Young Chu
155 5A, North Minseng Road, West District 403 Taichung, Taiwan

　樹皮の亀裂の形は線状、樹皮の色は灰、枝の粗密は中、葉全体の形は卵形、葉先端の
形は鋭尖形、葉基部の形は円形、葉縁の形は波状、葉身の長さは長、葉身の幅は中、新
葉表面の色は137A、成葉表面の色はN137A、斑の有無は無、新葉表面の光沢は中、成葉
表面の光沢は中、新葉表面の毛は有（白）、成葉表面の毛は有（白）、葉脈の形は掌状
型、葉柄の太さは中、葉柄の長さは長、葉柄の色は緑、托葉の形は線状披針形、托葉の
長さは長、花冠の向きは横向き、花冠の開き方はロート型、花冠の型は一重咲き、花弁
の重なりは重なる、花冠の長径は小、つぼみの色は51C、単色・複色の別は二色、複色
のタイプはバンド、花弁のバンド１の色はNN155C、花弁のバンド２の色は62A、花弁の
脈の明瞭さは不明瞭、花弁のバンド１の幅は狭、花弁のバンド２の幅は広、花弁全体の
形は扇型、花弁のねじれは無、花弁の長さは中、花弁の幅は中、花弁の数は少、花弁の
光沢は無、ずい柱の弁化の有無は無、ずい柱の曲りは無、ずい柱の太さは中、ずい柱の
長さは中、ずい柱の色のタイプは一色、ずい柱基部の色は155B、ずい柱先端裂片の数は
５裂、花柱枝の色は白、花柱枝の毛は有（白）、柱頭の色はオレンジ、花糸の長さは
中、花糸の色はその他（ピンク）、やくの色は黄、花柄上部の太さは中、花柄上部の長
さは長、花柄上部の色は143C、花柄下部の太さは細、花柄下部の長さは長、花柄下部の
色は143C、副がくの形は狭披針形、副がくの開放の方向はやや接着、副がくの色は緑、
がく筒の形は鐘形、がく筒の長さは中、がく筒の色は淡緑、がく裂片の形態は鋭形、が
く裂片の切れ込みは中裂、がく裂片の毛は有（白）、花の香りは無である。（カラー
チャートはRHSを使用）
　出願品種「ムーム1号」は、対照品種「ヨベーリーズ」と比較して、葉縁の形が波状
であること、花弁のバンド２の色が62Aであること等で区別性が認められる。対照品種
「NCHU-1」と比較して、花弁のバンド２の色が62Aであること、ずい柱基部の色が155B
であること、花糸の色がその他（ピンク）であること等で区別性が認められる。
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１　品種登録の番号及び年月日 第２５５８８号 平成２９年　１月１９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hibiscus L.　　　リトルサマースター

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２７年９月２９日

　樹皮の亀裂の形は線状、樹皮の色は灰、枝の粗密は中、葉全体の形は心形、葉先端の
形は鋭形、葉基部の形は心形２、葉縁の形は欠刻、葉身の長さは長、葉身の幅は広、新
葉表面の色は143A、成葉表面の色はN137A、斑の有無は無、新葉表面の光沢は中、成葉
表面の光沢は強、新葉表面の毛は有（白）、成葉表面の毛は有（白）、葉脈の形は掌状
型、葉柄の太さは太、葉柄の長さは中、葉柄の色は濃緑、托葉の形は線状披針形、托葉
の長さは長、花冠の向きは上向き、花冠の開き方は平開、花冠の型は一重咲き、花弁の
重なりは重なる、花冠の長径は極小、つぼみの色は151D,47A(基部及び先端部)、単色・
複色の別は二色、複色のタイプはバンド、花弁のバンド１の色は187B、花弁のバンド２
の色は43A、花弁の脈の明瞭さは明瞭（濃ピンク）、花弁のバンド１の幅は狭、花弁の
バンド２の幅は中、花弁全体の形は扇型、花弁のねじれは無、花弁の長さは短、花弁の
幅は中、花弁の数は少、花弁の光沢は無、ずい柱の弁化の有無は無、ずい柱の曲りは
無、ずい柱の太さは中、ずい柱の長さは短、ずい柱の色のタイプは二色、ずい柱基部の
色は187B、ずい柱先端の色は41B、ずい柱先端裂片の数は５裂、花柱枝の色は赤、花柱
枝の毛は有（赤）、柱頭の色は赤、花糸の長さは短、花糸の色はその他（赤）、やくの
色は赤、花柄上部の太さは中、花柄上部の長さは中、花柄上部の色は143B、花柄下部の
太さは中、花柄下部の長さは長、花柄下部の色は143B、副がくの形は狭披針形、副がく
の開放の方向はやや接着、副がくの色は緑、がく筒の形は鐘形、がく筒の長さは中、が
く筒の色は緑、がく裂片の形態は鋭形、がく裂片の切れ込みは中裂、がく裂片の毛は有
（白）、花の香りは無である。（カラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「リトルサマースター」は、対照品種「フレミング　ウインド」と比較し
て、葉縁の形が欠刻であること、つぼみの色が151D,47A(基部及び先端部)であること等
で区別性が認められる。対照品種「ARIONICUS」と比較して、枝の色が緑であること、
葉縁の形が欠刻であること、やくの色が赤であること等で区別性が認められる。

後藤昭辞
愛知県江南市勝佐町東郷235番地

後藤昭辞
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１　品種登録の番号及び年月日 第２５５８９号 平成２９年　１月１９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lechenaultia R. Br.　　　ユーコ レッドインパルス

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２５年１０月８日

　樹姿は開張型、樹高は低、樹の広がりはやや広、枝の長さは中、枝の太さはやや細、
枝の色は緑、分枝性はやや少、葉長は中、葉幅はやや広、葉色は濃緑、つぼみの長さは
かなり長、つぼみの幅は極広、花冠筒部の長さはやや短、花冠筒部の幅はやや狭、花冠
の目の有無は無、花冠裂片の反転程度は中、花冠裂片の縁の切れ込みの程度は浅、花冠
裂片の重なりの程度は深、花の縦径はやや短、花の横径はやや広、花の向きは斜上、花
弁の形はⅡ型、花弁表面の地色はN30A、花弁表面の中肋の色はN30A、花弁の絞り模様の
有無は無、花弁の大きさは中、花弁裏面の地色は33A、花弁裏面の中肋の色は30D、花弁
（小型裂片）の形はⅤ型、花弁（小型裂片）の大きさはかなり大、花弁（小型裂片）の
表面の地色はN30A、がくの形は披針形、がくの色は143A、子房の長さは中、子房の幅は
かなり広、子房のアントシアニン着色の程度はやや濃、花の香りは無である。（カラー
チャートはRHSを使用）
　出願品種「ユーコ レッドインパルス」は、対照品種「ユーコニューコーラル」と比
較して、花弁表面の地色がN30Aであること、花弁（小型裂片）の大きさがかなり大であ
ること等で区別性が認められる。対照品種「ユーコハミング」と比較して、花弁表面の
地色がN30Aであること、花弁（小型裂片）の大きさがかなり大であること等で区別性が
認められる。

内山隆之
福岡県久留米市田主丸町地徳2282
高尾保徳
福岡県久留米市田主丸町菅原1558
今村幹雄
福岡県久留米市田主丸町船越994-1
倉富洋一
福岡県久留米市田主丸町森部1141-2

内山隆之　高尾保徳　今村幹雄　倉富洋一
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１　品種登録の番号及び年月日 第２５５９０号 平成２９年　１月１９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lechenaultia R. Br.　　　メルセレソ

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２６年１月８日

　樹姿は開張型、樹高は低、樹の広がりは中、枝の長さはやや短、枝の太さはやや細、
枝の色は褐、分枝性は中、葉長は中、葉幅は中、葉色は緑、つぼみの長さはかなり長、
つぼみの幅はかなり広、花冠筒部の長さは中、花冠筒部の幅はやや狭、花冠の目の有無
は無、花冠裂片の反転程度は中、花冠裂片の縁の切れ込みの程度は浅、花冠裂片の重な
りの程度は中、花の縦径はやや短、花の横径はやや広、花の向きは斜上、花弁の形はⅡ
型、花弁表面の地色は61B、花弁表面の中肋の色は65C、花弁の絞り模様の有無は無、花
弁の大きさはやや小、花弁裏面の地色は67A、花弁裏面の中肋の色は161D、花弁（小型
裂片）の形はⅤ型、花弁（小型裂片）の大きさはやや小、花弁（小型裂片）の表面の地
色は61B、がくの形は披針形、がくの色は143A、子房の長さはやや短、子房の幅は広、
子房のアントシアニン着色の程度は中、花の香りは無である。（カラーチャートはRHS
を使用）
　出願品種「メルセレソ」は、対照品種「メルフラッシュ」と比較して、つぼみの長さ
がかなり長であること等で区別性が認められる。対照品種「メルさくら」と比較して、
花弁表面の地色が61Bであること等で区別性が認められる。対照品種「エレガントユ
ミ」と比較して、花弁表面の地色が61Bであること等で区別性が認められる。

内山隆之
福岡県久留米市田主丸町地徳2282
高尾保徳
福岡県久留米市田主丸町菅原1558
今村幹雄
福岡県久留米市田主丸町船越994-1
倉富洋一
福岡県久留米市田主丸町森部1141-2

内山隆之　高尾保徳　今村幹雄　倉富洋一
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１　品種登録の番号及び年月日 第２５５９１号 平成２９年　１月１９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Viburnum opulus L.　　　里の光（ｻﾄﾉﾋｶﾘ）

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２５年２月１日

大平民人

大平民人
長野県上伊那郡南箕輪村8304-524

　樹姿はやや開張、樹高は中、株幅は中、枝のアントシアニンの着色は弱、葉身の長さ
は中、葉身の幅は中、葉身の先端の形は鋭尖形、葉身の基部の形は鈍形、葉身の表面の
アントシアニンの着色は無又は極弱、葉身の切れ込みの数は2、葉身の切れ込みの深さ
は中、葉身の鋸歯の粗密はやや粗、葉柄の長さは中、葉柄のアントシアニンの着色は
弱、花序の型は両性花と装飾花が混在、花序の高さは中、花序の幅は中、花序の形は平
形、装飾花の数は中、両性花の数は中、装飾花の直径は中、装飾花の花冠裂片の形は円
形、装飾花の花冠裂片の主な色は155C、装飾花の花冠裂片の二次色の有無は無、装飾花
の花冠裂片の花色の移行性は無、装飾花の花冠裂片の重なりは重なる、両性花の色は
150D、果実の長さは長、果実の幅はやや広、果実の形は楕円形、果実の色は46A、開花
始期はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「里の光」は、対照品種「compactum」と比較して、葉身の長さが中である
こと、装飾花の直径が中であること等で区別性が認められる。
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１　品種登録の番号及び年月日 第２５５９２号 平成２９年　１月１９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Viburnum opulus L.　　　里の環（ｻﾄﾉﾜ）

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２５年２月１日

　樹姿はやや開張、樹高はやや高、株幅はやや広、枝のアントシアニンの着色は弱、葉
身の長さはやや長、葉身の幅は広、葉身の先端の形は鋭尖形、葉身の基部の形は心形、
葉身の表面のアントシアニンの着色は無又は極弱、葉身の切れ込みの数は2、葉身の切
れ込みの深さは中、葉身の鋸歯の粗密は粗、葉柄の長さは中、葉柄のアントシアニンの
着色は弱、花序の型は両性花と装飾花が混在、花序の高さは中、花序の幅はやや広、花
序の形は平形、装飾花の数は中、両性花の数は中、装飾花の直径は中、装飾花の花冠裂
片の形は倒卵形、装飾花の花冠裂片の主な色は155C、装飾花の花冠裂片の二次色の有無
は無、装飾花の花冠裂片の花色の移行性は無、装飾花の花冠裂片の重なりは重なる、両
性花の色は155A、果実の長さはやや長、果実の幅は広、果実の形は円形、果実の色は
47B、開花始期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「里の環」は、対照品種「compactum」と比較して、葉身の長さがやや長で
あること、装飾花の直径が中であること等で区別性が認められる。対照品種「里の光」
と比較して、果実の形が円形であること等で区別性が認められる。

大平民人
長野県上伊那郡南箕輪村8304-524

大平民人
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１　品種登録の番号及び年月日 第２５５９３号 平成２９年　１月１９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Vitis L.　　　黒いベール（ｸﾛｲﾍﾞｰﾙ）

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２７年３月２日

米山孝之　米山夫佐子

　ほう芽期は晩、花性は両性、成葉の大きさは中、成葉の裂片数は５、成葉の鋸歯の形
は両側直線形、成熟始期は早、果房の大きさは大、果房の着粒密度はやや粗、穂梗の長
さはかなり長、穂梗の色は淡緑、果粒の大きさはかなり大、果粒の形1は卵形体、果皮
の色は青黒、果粉の多少は中、果皮の厚さは薄、果皮と果肉の分離性は難、肉質は崩壊
性、果汁の甘味は高、果汁の多少は中、果実の香りはマスカット、フォクシー、ハーブ
以外、熟しょうの色は橙褐、花振るいの多少は中である。
　出願品種「黒いベール」は、対照品種「黒いバラード」と比較して、果房の着粒密度
がやや粗であること、果粒の大きさがかなり大であること、果粒の形1が卵形体である
こと等で区別性が認められる。対照品種「黒いアルファ」と比較して、果粒の形1が卵
形体であること、果汁の甘味が高であること、果実の香りがマスカット、フォクシー、
ハーブ以外であること等で区別性が認められる。

米山孝之
山梨県甲府市落合町1254番地
米山夫佐子
山梨県甲府市落合町1254番地
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