
　　　

１　品種登録の番号及び年月日 第２６８２７号 平成３０年　５月２９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

　　 Bougainvillea Comm. ex Juss.　　　ももこ

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１０月２７日

　樹姿は開張性、分枝性は中、新しょうの色は緑、刺の有無は有、葉身の長さは中、葉
身の幅はやや狭、葉身の形は披針形、葉身の基部の形は漸尖形、葉身の主な色は緑、葉
身の二次色は無、葉身の二次色の分布は無、葉身の三次色は無、花房の花序の分布は頂
生と腋生、花房の花序の密度は中、花房のほうの型は一重、ほうの長さは中、ほうの幅
はやや狭、ほうの形は卵形、ほうの基部の形は心形、ほうの先端の形は鋭形、がく裂片
の表面の色（花房のほうの型が一重の品種に限る。）は4D、幼ほうの外面の主な色は
145C、若いほうの内面の主な色（がく裂片が開く前）はN66D、若いほうの内面の主な色
（がく裂片が開いた時）はN74B、若いほうの内面の二次色（がく裂片が開いた時）（2
色以上の品種に限る。）は69D、若いほうの内面の二次色の分布（がく裂片が開いた
時）（2色以上の品種に限る。）はぼかしである。（カラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「ももこ」は、対照品種「Harasahi002」と比較して、葉身の形が披針形で
あること、葉身の基部の形が漸尖形であること等で区別性が認められる。対照品種「ヒ
ナタ」と比較して、葉身の形が披針形であること等で区別性が認められる。

山下晴義
熊本県玉名市玉名4561番地

山下晴義
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１　品種登録の番号及び年月日 第２６８２８号 平成３０年　５月２９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

　　 Castanea Mill.　　　ぽろすけ

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９月２９日

齋藤寿広　高田教臣　澤村豊　西尾聡悟　平林利郎　佐藤明彦　加藤秀憲　尾上典
之　内田誠

　樹姿はやや開張、ほう芽期は早生、雄花の開花始期は早生、雌花の開花始期は早生、
若葉の着色の有無は無、葉の大きさは中、成熟期は早生、単胚多胚の別は単胚、果実の
形は広卵形、果実の色は淡褐、果実の大きさは中である。
　出願品種「ぽろすけ」は、対照品種「ぽろたん」と比較して、ほう芽期が早生である
こと、果実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「丹沢」と比較
して、ほう芽期が早生であること、座の大きさがやや小であること等で区別性が認めら
れる。対照品種「筑波」と比較して、ほう芽期が早生であること、成熟期が早生である
こと等で区別性が認められる。

国立研究開発法人農業・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
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１　品種登録の番号及び年月日 第２６８２９号 平成３０年　５月２９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

　　 Malus Mill.　　　いろどり

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７月１４日

　　　

　樹勢は中、樹の型は分枝型、樹姿（分枝型品種に限る。）は開張、枝の太さはやや
細、節間長はやや長、皮目の多少は少、葉身の長さは短、葉身の長さ／幅はやや大、葉
身の緑色の濃淡は中、葉柄の長さは中、つぼみの色は濃桃、花の大きさはやや小、果実
の大きさは大、果実の形は扁円形、果実の王冠の強弱は無又は弱、果実のがくの開閉は
大、果皮のろう質の多少は中、果面の粗滑はやや滑、果皮の地色は黄、果皮を被う色の
面積は極大、果皮を被う色は紫紅、果皮を被う色の濃淡は濃、果皮を被う色の型は明瞭
なしま模様を伴った全面着色、梗あ周辺のさびの量は無又は小、果実側面のさびの量は
無又は小、がくあ周辺のさびの量は無又は小、果点の数はやや多、果点の大きさは中、
スカーフスキンの多少は無、果柄の長さは中、果柄の太さはやや太、梗あの深さは中、
梗あの幅は中、がくあの深さは中、がくあの幅は中、果肉の硬さは硬、果肉の色は帯
桃、果実の甘味はやや高、果実の酸味は低、果実の蜜の多少は少、果心の形は円錐形、
開花始期は中、収穫期はやや晩である。
　出願品種「いろどり」は、対照品種「紅の夢」と比較して、果皮を被う色の型が明瞭
なしま模様を伴った全面着色であること、果実の酸味が低であること等で区別性が認め
られる。対照品種「HFF60」と比較して、果実の形が扁円形であること、果皮を被う色
の面積が極大であること、果肉の硬さが硬であること等で区別性が認められる。

吉家一雄
長野県中野市大字厚貝286

吉家一雄
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１　品種登録の番号及び年月日 第２６８３０号 平成３０年　５月２９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

　　 Malus Mill.　　　なかの真紅（ﾅｶﾉｼﾝｸ）

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２６年７月１４日

　　　

１　品種登録の番号及び年月日 第２６８３１号 平成３０年　５月２９日

吉家一雄
長野県中野市大字厚貝286

吉家一雄

　樹勢はやや弱、樹の型は分枝型、樹姿（分枝型品種に限る。）は開張、枝の太さは
中、節間長はやや短、皮目の多少は少、葉身の長さは短、葉身の長さ／幅はやや大、葉
身の緑色の濃淡は中、葉柄の長さは中、つぼみの色は濃桃、花の大きさは小、果実の大
きさはやや大、果実の形は円錐形、果実の王冠の強弱は無又は弱、果実のがくの開閉は
中、果皮のろう質の多少は中、果面の粗滑は滑、果皮の地色は黄、果皮を被う色の面積
は大、果皮を被う色は紫紅、果皮を被う色の濃淡は濃、果皮を被う色の型は不明瞭なし
ま模様を伴った全面着色、梗あ周辺のさびの量は無又は小、果実側面のさびの量は無又
は小、がくあ周辺のさびの量は無又は小、果点の数は少、果点の大きさは中、スカーフ
スキンの多少は少、果柄の長さは中、果柄の太さは太、梗あの深さは中、梗あの幅は
中、がくあの深さは中、がくあの幅は中、果肉の硬さは硬、果肉の色は帯桃、果実の甘
味は高、果実の酸味は中、果実の蜜の多少は少、果心の形は円錐形、開花始期は中、収
穫期は中である。
　出願品種「なかの真紅」は、対照品種「紅の夢」と比較して、果実の形が円錐形であ
ること、果皮の地色が黄であること、果実の甘味が高であること、果実の酸味が中であ
ること等で区別性が認められる。対照品種「HFF60」と比較して、果実の形が円錐形で
あること、果皮の地色が黄であること、果皮を被う色の面積が大であること、果実の甘
味が高であること等で区別性が認められる。
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２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

　　 Malus Mill.　　　なかののきらめき

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７月１４日

　　　

１　品種登録の番号及び年月日 第２６８３２号 平成３０年　５月２９日

　樹勢は中、樹の型は分枝型、樹姿（分枝型品種に限る。）は開張、枝の太さはやや
細、節間長は中、皮目の多少は中、葉身の長さは中、葉身の長さ／幅は大、葉身の緑色
の濃淡は中、葉柄の長さは中、つぼみの色は濃桃、花の大きさはやや小、果実の大きさ
は大、果実の形は楕円形、果実の王冠の強弱は無又は弱、果実のがくの開閉はやや大、
果皮のろう質の多少は無又は少、果面の粗滑は中、果皮の地色は黄緑、果皮を被う色の
面積は中、果皮を被う色は橙赤、果皮を被う色の濃淡はかなり淡、果皮を被う色の型は
全面着色、梗あ周辺のさびの量は無又は小、果実側面のさびの量は無又は小、がくあ周
辺のさびの量は無又は小、果点の数は中、果点の大きさは大、スカーフスキンの多少は
無、果柄の長さは長、果柄の太さは中、梗あの深さは中、梗あの幅はやや狭、がくあの
深さは深、がくあの幅は中、果肉の硬さは硬、果肉の色は帯桃、果実の甘味は高、果実
の酸味は中、果実の蜜の多少はかなり少、果心の形は円錐形、開花始期は中、収穫期は
晩である。
　出願品種「なかののきらめき」は、対照品種「紅の夢」と比較して、果実の形が楕円
形であること、果皮を被う色が橙赤であること、果皮を被う色の型が全面着色であるこ
と等で区別性が認められる。対照品種「HFF60」と比較して、果皮を被う色の面積が中
であること、果肉の硬さが硬であること、収穫期が晩であること等で区別性が認められ
る。

吉家一雄
長野県中野市大字厚貝286

吉家一雄
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２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

　　 Malus Mill.　　　炎舞（ｴﾝﾌﾞ）

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７月１４日

　　　

１　品種登録の番号及び年月日 第２６８３３号 平成３０年　５月２９日

　樹勢は弱、樹の型は分枝型、樹姿（分枝型品種に限る。）は開張、枝の太さは細、節
間長は中、皮目の多少は少、葉身の長さは短、葉身の長さ／幅はやや大、葉身の緑色の
濃淡は中、葉柄の長さは中、つぼみの色は淡桃、花の大きさは中、果実の大きさは大、
果実の形は球形、果実の王冠の強弱は無又は弱、果実のがくの開閉は小、果皮のろう質
の多少は無又は少、果面の粗滑はやや滑、果皮の地色は黄緑、果皮を被う色の面積は
大、果皮を被う色は紫紅、果皮を被う色の濃淡は濃、果皮を被う色の型は不明瞭なしま
模様を伴った全面着色、梗あ周辺のさびの量は中、果実側面のさびの量は無又は小、が
くあ周辺のさびの量は無又は小、果点の数はやや少、果点の大きさは中、スカーフスキ
ンの多少は少、果柄の長さは長、果柄の太さは中、梗あの深さは中、梗あの幅は中、が
くあの深さは深、がくあの幅は中、果肉の硬さは中、果肉の色は帯桃、果実の甘味はや
や高、果実の酸味は中、果実の蜜の多少は少、果心の形は円錐形、開花始期は中、収穫
期は晩である。
　出願品種「炎舞」は、対照品種「紅の夢」と比較して、果点の大きさが中であるこ
と、果実の酸味が中であること等で区別性が認められる。対照品種「HFF60」と比較し
て、果実の形が球形であること、果皮を被う色の面積が大であること、収穫期が晩であ
ること等で区別性が認められる。

吉家一雄
長野県中野市大字厚貝286

吉家一雄
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２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

　　 Malus Mill.　　　ムーンルージュ

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７月１４日

　　　

１　品種登録の番号及び年月日 第２６８３４号 平成３０年　５月２９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

吉家一雄

　樹勢はやや強、樹の型は分枝型、樹姿（分枝型品種に限る。）は開張、枝の太さはや
や細、節間長は中、皮目の多少は少、葉身の長さは短、葉身の長さ／幅はやや大、葉身
の緑色の濃淡は中、葉柄の長さは中、つぼみの色は淡桃、花の大きさはやや小、果実の
大きさは大、果実の形は扁円形、果実の王冠の強弱は無又は弱、果実のがくの開閉は
小、果皮のろう質の多少は無又は少、果面の粗滑は中、果皮の地色は黄緑、果皮を被う
色の面積は中、果皮を被う色は橙赤、果皮を被う色の濃淡は淡、果皮を被う色の型は全
面着色、梗あ周辺のさびの量は無又は小、果実側面のさびの量は無又は小、がくあ周辺
のさびの量は無又は小、果点の数は少、果点の大きさはやや小、スカーフスキンの多少
は無、果柄の長さは中、果柄の太さは中、梗あの深さは中、梗あの幅は中、がくあの深
さは深、がくあの幅は中、果肉の硬さは硬、果肉の色は帯桃、果実の甘味は高、果実の
酸味は中、果実の蜜の多少は多、果心の形は円錐形、開花始期は中、収穫期は晩であ
る。
　出願品種「ムーンルージュ」は、対照品種「紅の夢」と比較して、果皮を被う色が橙
赤であること、果実の甘味が高であること、果実の酸味が中であること、果実の蜜の多
少が多であること等で区別性が認められる。対照品種「HFF60」と比較して、果実の形
が扁円形であること、果皮を被う色の面積が中であること、果肉の硬さが硬であるこ
と、果実の甘味が高であること、果実の蜜の多少が多であること、収穫期が晩であるこ
と等で区別性が認められる。

吉家一雄
長野県中野市大字厚貝286
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　　 Malus Mill.　　　グランジョーヌ

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

　　　

１　品種登録の番号及び年月日 第２６８３５号 平成３０年　５月２９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

　　 Matthiola incana (L.) R. Br.　　　ホワイト　スパーク　ツー

　樹勢は中、樹の型は分枝型、樹姿（分枝型品種に限る。）は開張、枝の太さは中、節
間長は短、皮目の多少は少、葉身の長さは短、葉身の長さ／幅は中、葉身の緑色の濃淡
は中、葉柄の長さは中、つぼみの色は淡桃、花の大きさは小、果実の大きさはやや小、
果実の形は扁円形、果実の王冠の強弱は無又は弱、果実のがくの開閉は小、果皮のろう
質の多少は無又は少、果面の粗滑は滑、果皮の地色は黄、果皮を被う色の面積は無又は
極小、梗あ周辺のさびの量は中、果実側面のさびの量は無又は小、がくあ周辺のさびの
量は中、果点の数は少、果点の大きさは小、スカーフスキンの多少は無、果柄の長さは
中、果柄の太さは中、梗あの深さは中、梗あの幅は狭、がくあの深さは中、がくあの幅
は広、果肉の硬さは硬、果肉の色は黄白、果実の甘味は中、果実の酸味は低、果実の蜜
の多少は極多、果心の形は平円形、開花始期は中、収穫期は晩である。（カラーチャー
トはRHSを使用）
　出願品種「グランジョーヌ」は、対照品種「きらり」と比較して、果実の大きさがや
や小であること、果実の形が扁円形であること等で区別性が認められる。対照品種「こ
うとく」と比較して、葉身の長さ／幅が中であること、果皮を被う色の面積が無又は極
小であること等で区別性が認められる。

有賀公則
茨城県久慈郡大子町小生瀬4350-1

有賀公則
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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２３年１１月９日

　　　

１　品種登録の番号及び年月日 第２６８３６号 平成３０年　５月２９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

　　 Matthiola incana (L.) R. Br.　　　KSST-M

黒川幹
千葉県館山市館山981番地の1

黒川幹

　草型は分枝、草丈はやや低、着葉茎の剛直性は強、花首部の剛直性は強、分枝の位置
は上位、葉形は広葉、下葉のきょ歯は少、下葉の欠刻は浅、上部葉の長さは短、上部葉
の幅はやや狭、上部葉の葉付き角度は斜上、葉数は中、葉色は緑、葉の厚さは中、葉の
毛じの有無は有、花穂の形は円筒、花穂上部の伸びは難、花首部の太さは中、花首の長
さは短、花穂長はかなり短、貫生花穂の発生の早晩(八重株のみ)は晩、花間長はやや
長、花の直径は小、花色はNN155D、花弁底部の色(一重株のみ)は白、八重と一重の花色
の差は有、八重花の花弁長は短、一重花の花弁長はやや短、八重花の花弁幅はやや狭、
一重花の花弁幅はやや狭、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)は中、花弁のちりめん状
のしわの程度は低、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、花の香りは中、開花期はかなり早、八重率は中である。（カラーチャートはRHS
を使用）
　出願品種「ホワイト　スパーク　ツー」は、対照品種「ホワイト　スパーク」と比較
して、開花期がかなり早であること等で区別性が認められる。対照品種「スノーフェア
リー」と比較して、花間長がやや長であること、開花期がかなり早であること等で区別
性が認められる。
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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１１月２２日

　　　

１　品種登録の番号及び年月日 第２６８３７号 平成３０年　５月２９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

　　 Matthiola incana (L.) R. Br.　　　ディープピンクフラッシュ　チルドレン

　草型は１本立ち、草丈はやや低、着葉茎の剛直性は強、花首部の剛直性は強、葉形は
中間、下葉のきょ歯は極少、下葉の欠刻は極浅、上部葉の長さは短、上部葉の幅はやや
狭、上部葉の葉付き角度はかなり斜上、葉数は多、葉色は緑、葉の厚さは中、葉の毛じ
の有無は有、花穂の形は円すい、花穂上部の伸びは中、花首部の太さは中、花首の長さ
は短、花穂長はやや短、貫生花穂の発生の早晩(八重株のみ)は中、花間長はかなり短、
花の直径は中、花色はN82D、花弁底部の色(一重株のみ)は白、八重と一重の花色の差は
無、八重花の花弁長はやや短、一重花の花弁長はやや短、八重花の花弁幅は中、一重花
の花弁幅は中、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)は中、花弁のちりめん状のしわの程
度は中、花弁の数は中、小花柄長は短、小花柄の着生角度は斜上、花数は中、花の香り
は中、開花期は早、八重率は中である。（カラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「KSST-M」は、対照品種「ペイルブルー　アイアン」と比較して、開花期が
早であること等で区別性が認められる。

黒川幹
千葉県館山市館山981番地の1

黒川幹
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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１２月４日

　　　

１　品種登録の番号及び年月日 第２６８３８号 平成３０年　５月２９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

　　 Matthiola incana (L.) R. Br.　　　KSST-AAW

３　登録品種の特性の概要

　草型は分枝、草丈は中、着葉茎の剛直性は強、花首部の剛直性は強、分枝の位置は上
位、葉形は中間、下葉のきょ歯は中、下葉の欠刻は中、上部葉の長さは短、上部葉の幅
はやや狭、上部葉の葉付き角度はやや斜上、葉数は中、葉色は緑、葉の厚さは中、葉の
毛じの有無は有、花穂の形は円筒、花穂上部の伸びは難、花首部の太さは中、花首の長
さは短、花穂長は短、貫生花穂の発生の早晩(八重株のみ)は中、花間長は中、花の直径
はやや小、花色はN78B、花弁底部の色(一重株のみ)は白、八重と一重の花色の差は無、
八重花の花弁長は短、一重花の花弁長はやや短、八重花の花弁幅は狭、一重花の花弁幅
はやや狭、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)は低、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
は中、開花期は中、八重率は中である。（カラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「ディープピンクフラッシュ　チルドレン」は、対照品種「ピンクフラッ
シュ　チルドレン」と比較して、花色がN78Bであること、一重花の色がN78Bであること
等で区別性が認められる。対照品種「ブルーフラッシュ　チルドレン」と比較して、花
色がN78Bであること、一重花の色がN78Bであること等で区別性が認められる。

黒川幹
千葉県館山市館山981番地の1

黒川幹
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４　育成者権の存続期間 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１２月４日

　　　

１　品種登録の番号及び年月日 第２６８３９号 平成３０年　５月２９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

　　 Matthiola incana (L.) R. Br.　　　ミニクロ　ファジーピンク

３　登録品種の特性の概要

黒川幹

　草型は１本立ち、草丈はやや低、着葉茎の剛直性は強、花首部の剛直性は強、葉形は
中間、下葉のきょ歯は極少、下葉の欠刻は極浅、上部葉の長さは短、上部葉の幅は狭、
上部葉の葉付き角度は斜上、葉数はやや多、葉色は緑、葉の厚さは中、葉の毛じの有無
は有、花穂の形は円すい、花穂上部の伸びは中、花首部の太さは中、花首の長さはやや
短、花穂長はやや短、貫生花穂の発生の早晩(八重株のみ)は中、花間長は短、花の直径
はやや小、花色はNN155D、花弁底部の色(一重株のみ)は白、八重と一重の花色の差は
有、八重花の花弁長はやや短、一重花の花弁長はやや短、八重花の花弁幅は中、一重花
の花弁幅は中、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)は中、花弁のちりめん状のしわの程
度は中、花弁の数は中、小花柄長はやや短、小花柄の着生角度は斜上、花数は中、花の
香りは中、開花期は極早、八重率はやや低である。（カラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「KSST-AAW」は、対照品種「ホワイト　ブラッシュ」と比較して、開花期が
極早であること等で区別性が認められる。対照品種「コランダムホワイト」と比較し
て、一重花の色がN80Aであること、一重花の花弁の内曲程度(一重株)が高であること等
で区別性が認められる。対照品種「ホワイトサーフ」と比較して、葉面の凹凸が多であ
ること、一重花の色がN80Aであること、一重花の花弁の内曲程度(一重株)が高であるこ
と等で区別性が認められる。

黒川幹
千葉県館山市館山981番地の1
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４　育成者権の存続期間 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１２月４日

　　　

１　品種登録の番号及び年月日 第２６８４０号 平成３０年　５月２９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

　　 Matthiola incana (L.) R. Br.　　　170-S-CH

３　登録品種の特性の概要

　草型は分枝、草丈はかなり低、着葉茎の剛直性は強、花首部の剛直性は強、分枝の位
置は全体、葉形は広葉、下葉のきょ歯は極少、下葉の欠刻は極浅、上部葉の長さは短、
上部葉の幅はやや狭、上部葉の葉付き角度はやや斜上、葉数は少、葉色は緑、葉の厚さ
は中、葉の毛じの有無は有、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、花穂長は極短、貫生花穂の発生の早晩(八重株のみ)は晩、花間
長は極短、花の直径は小、花色はN78B、花弁底部の色(一重株のみ)は白、八重と一重の
花色の差は無、八重花の花弁長は極短、一重花の花弁長はかなり短、八重花の花弁幅は
狭、一重花の花弁幅はやや狭、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)は中、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。（カラー
チャートはRHSを使用）
　出願品種「ミニクロ　ファジーピンク」は、対照品種「ミニクロ　パープリッシュピ
ンク」と比較して、花色がN78Bであること、一重花の色がN78Bであること等で区別性が
認められる。対照品種「ミニクロ　ディープチェリー」と比較して、花色がN78Bである
こと、一重花の色がN78Bであること等で区別性が認められる。

黒川幹
千葉県館山市館山981番地の1

黒川幹

　草型は分枝、草丈は中、着葉茎の剛直性は弱、花首部の剛直性は強、分枝の位置は上
位、葉形は中間、下葉のきょ歯は少、下葉の欠刻は浅、上部葉の長さは短、上部葉の幅
はやや狭、上部葉の葉付き角度はやや斜上、葉数は中、葉色は緑、葉の厚さは中、葉の
毛じの有無は有、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、花穂長は短、貫生花穂の発生の早晩(八重株のみ)は晩、花間長はやや長、
花の直径はやや小、花色は69B、花弁底部の色(一重株のみ)は白、八重と一重の花色の
差は無、八重花の花弁長はやや短、一重花の花弁長はやや短、八重花の花弁幅は中、一
重花の花弁幅は中、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)はやや低、花弁のちりめん状の
しわの程度はやや低、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、花の香りは中、開花期はかなり早、八重率はやや高である。（カラー
チャートはRHSを使用）
　出願品種「170-S-CH」は、対照品種「チェリーカル」と比較して、着葉茎の剛直性が
弱であること等で区別性が認められる。対照品種「クールピンクカル」と比較して、着
葉茎の剛直性が弱であること、葉面の凹凸が中であること等で区別性が認められる。対
照品種「チェリー　パーク」と比較して、着葉茎の剛直性が弱であること、開花期がか
なり早であること等で区別性が認められる。
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４　育成者権の存続期間 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１２月２８日

　　　

１　品種登録の番号及び年月日 第２６８４１号 平成３０年　５月２９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

　　 Matthiola incana (L.) R. Br.　　　81-S-W

３　登録品種の特性の概要

黒川浩
千葉県館山市伊戸2570番地
黒川幹
千葉県館山市館山981番地の1

黒川浩

　草型は分枝、草丈はやや低、着葉茎の剛直性は中、花首部の剛直性は強、分枝の位置
は上位、葉形は中間、下葉のきょ歯は少、下葉の欠刻は浅、上部葉の長さは短、上部葉
の幅はやや狭、上部葉の葉付き角度は斜上、葉数は中、葉色は緑、葉の厚さは中、葉の
毛じの有無は有、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
の長さはかなり短、花穂長は短、貫生花穂の発生の早晩(八重株のみ)は晩、花間長はや
や長、花の直径はやや小、花色はNN155D、花弁底部の色(一重株のみ)は白、八重と一重
の花色の差は無、八重花の花弁長はやや短、一重花の花弁長はやや短、八重花の花弁幅
は中、一重花の花弁幅は中、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)は低、花弁のちりめん
状のしわの程度は低、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、花の香りは中、開花期は極早、八重率はやや高である。（カラーチャートは
RHSを使用）
　出願品種「81-S-W」は、対照品種「ホワイトカル」と比較して、着葉茎の剛直性が中
であること等で区別性が認められる。対照品種「ヤワタホワイト1」と比較して、着葉
茎の剛直性が中であること、開花期が極早であること等で区別性が認められる。対照品
種「ホワイトファミリー」と比較して、着葉茎の剛直性が中であること、開花期が極早
であること等で区別性が認められる。

　草型は分枝、草丈は中、着葉茎の剛直性は弱、花首部の剛直性は強、分枝の位置は上
位、葉形は中間、下葉のきょ歯は少、下葉の欠刻は浅、上部葉の長さは短、上部葉の幅
はやや狭、上部葉の葉付き角度はやや斜上、葉数は中、葉色は緑、葉の厚さは中、葉の
毛じの有無は有、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、花穂長は短、貫生花穂の発生の早晩(八重株のみ)は晩、花間長はやや長、
花の直径はやや小、花色は69B、花弁底部の色(一重株のみ)は白、八重と一重の花色の
差は無、八重花の花弁長はやや短、一重花の花弁長はやや短、八重花の花弁幅は中、一
重花の花弁幅は中、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)はやや低、花弁のちりめん状の
しわの程度はやや低、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、花の香りは中、開花期はかなり早、八重率はやや高である。（カラー
チャートはRHSを使用）
　出願品種「170-S-CH」は、対照品種「チェリーカル」と比較して、着葉茎の剛直性が
弱であること等で区別性が認められる。対照品種「クールピンクカル」と比較して、着
葉茎の剛直性が弱であること、葉面の凹凸が中であること等で区別性が認められる。対
照品種「チェリー　パーク」と比較して、着葉茎の剛直性が弱であること、開花期がか
なり早であること等で区別性が認められる。
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４　育成者権の存続期間 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１２月２８日

　　　

１　品種登録の番号及び年月日 第２６８４２号 平成３０年　５月２９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

　　 Matthiola incana (L.) R. Br.　　　ステッキ　パープル

３　登録品種の特性の概要

　草型は１本立ち、草丈はやや高、着葉茎の剛直性は強、花首部の剛直性は強、葉形は
中間、下葉のきょ歯は少、下葉の欠刻は中、上部葉の長さは短、上部葉の幅はやや狭、
上部葉の葉付き角度は斜上、葉数はかなり多、葉色は緑、葉の厚さは中、葉の毛じの有
無は有、花穂の形は円すい、花穂上部の伸びは中、花首部の太さは中、花首の長さはや
や短、花穂長はやや短、貫生花穂の発生の早晩(八重株のみ)は中、花間長はかなり短、
花の直径は中、花色は77A、花弁底部の色(一重株のみ)は白、八重と一重の花色の差は
無、八重花の花弁長は中、一重花の花弁長は中、八重花の花弁幅はやや広、一重花の花
弁幅は中、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)は高、花弁のちりめん状のしわの程度は
中、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、花数はやや多、花
の香りは中、開花期は中、八重率は中である。（カラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「ステッキ　パープル」は、対照品種「パープル　アイアン」と比較して、
花色が77Aであること、一重花の色が77Aであること等で区別性が認められる。対照品種
「紫の詩」と比較して、着葉茎の剛直性が強であること、葉面の凹凸が多であること等
で区別性が認められる。

　草型は分枝、草丈はやや低、着葉茎の剛直性は中、花首部の剛直性は強、分枝の位置
は上位、葉形は中間、下葉のきょ歯は少、下葉の欠刻は浅、上部葉の長さは短、上部葉
の幅はやや狭、上部葉の葉付き角度は斜上、葉数は中、葉色は緑、葉の厚さは中、葉の
毛じの有無は有、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
の長さはかなり短、花穂長は短、貫生花穂の発生の早晩(八重株のみ)は晩、花間長はや
や長、花の直径はやや小、花色はNN155D、花弁底部の色(一重株のみ)は白、八重と一重
の花色の差は無、八重花の花弁長はやや短、一重花の花弁長はやや短、八重花の花弁幅
は中、一重花の花弁幅は中、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)は低、花弁のちりめん
状のしわの程度は低、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、花の香りは中、開花期は極早、八重率はやや高である。（カラーチャートは
RHSを使用）
　出願品種「81-S-W」は、対照品種「ホワイトカル」と比較して、着葉茎の剛直性が中
であること等で区別性が認められる。対照品種「ヤワタホワイト1」と比較して、着葉
茎の剛直性が中であること、開花期が極早であること等で区別性が認められる。対照品
種「ホワイトファミリー」と比較して、着葉茎の剛直性が中であること、開花期が極早
であること等で区別性が認められる。

黒川浩
千葉県館山市伊戸2570番地
黒川幹
千葉県館山市館山981番地の1

黒川浩
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４　育成者権の存続期間 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９月１０日

　　　

１　品種登録の番号及び年月日 第２６８４３号 平成３０年　５月２９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

　　 Matthiola incana (L.) R. Br.　　　シャンテ　グレープ

３　登録品種の特性の概要

　草型は１本立ち、草丈はやや高、着葉茎の剛直性は強、花首部の剛直性は強、葉形は
中間、下葉のきょ歯は少、下葉の欠刻は中、上部葉の長さは短、上部葉の幅はやや狭、
上部葉の葉付き角度は斜上、葉数はかなり多、葉色は緑、葉の厚さは中、葉の毛じの有
無は有、花穂の形は円すい、花穂上部の伸びは中、花首部の太さは中、花首の長さはや
や短、花穂長はやや短、貫生花穂の発生の早晩(八重株のみ)は中、花間長はかなり短、
花の直径は中、花色は77A、花弁底部の色(一重株のみ)は白、八重と一重の花色の差は
無、八重花の花弁長は中、一重花の花弁長は中、八重花の花弁幅はやや広、一重花の花
弁幅は中、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)は高、花弁のちりめん状のしわの程度は
中、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、花数はやや多、花
の香りは中、開花期は中、八重率は中である。（カラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「ステッキ　パープル」は、対照品種「パープル　アイアン」と比較して、
花色が77Aであること、一重花の色が77Aであること等で区別性が認められる。対照品種
「紫の詩」と比較して、着葉茎の剛直性が強であること、葉面の凹凸が多であること等
で区別性が認められる。

株式会社ムラカミシード
茨城県笠間市大田町341番地

村上忠義

　草型は分枝、草丈は中、着葉茎の剛直性は強、花首部の剛直性は強、分枝の位置は上
位、葉形は中間、下葉のきょ歯は少、下葉の欠刻は浅、上部葉の長さはやや短、上部葉
の幅はやや狭、上部葉の葉付き角度はやや斜上、葉数は中、葉色は緑、葉の厚さは中、
葉の毛じの有無は有、花穂の形は円筒、花穂上部の伸びは難、花首部の太さは中、花首
の長さは短、花穂長は短、貫生花穂の発生の早晩(八重株のみ)は晩、花間長は中、花の
直径はやや小、花色はN80A、花弁底部の色(一重株のみ)は淡黄、八重と一重の花色の差
は無、八重花の花弁長はやや短、一重花の花弁長は中、八重花の花弁幅はやや狭、一重
花の花弁幅は中、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)は中、花弁のちりめん状のしわの
程度はやや低、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、花の香りは中、開花期はやや早、八重率は中である。（カラーチャートはRHSを使
用）
　出願品種「シャンテ　グレープ」は、対照品種「ヤワタレッド」と比較して、花色が
N80Aであること、一重花の色がN78Aであること等で区別性が認められる。対照品種
「パープル　アイアン」と比較して、草型が分枝であること、一重花の色がN78Aである
こと等で区別性が認められる。
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４　育成者権の存続期間 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９月１０日

　　　

１　品種登録の番号及び年月日 第２６８４４号 平成３０年　５月２９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

　　 Matthiola incana (L.) R. Br.　　　ミニクロ　クリーミーピンク

３　登録品種の特性の概要

村上忠義

　草型は分枝、草丈はかなり低、着葉茎の剛直性は強、花首部の剛直性は強、分枝の位
置は全体、葉形は広葉、下葉のきょ歯は極少、下葉の欠刻は極浅、上部葉の長さは短、
上部葉の幅はやや狭、上部葉の葉付き角度は斜上、葉数は少、葉色は緑、葉の厚さは
中、葉の毛じの有無は有、花穂の形は円筒、花穂上部の伸びは難、花首部の太さは中、
花首の長さはかなり短、花穂長は極短、貫生花穂の発生の早晩(八重株のみ)は晩、花間
長は極短、花の直径は小、花色は75A、花弁底部の色(一重株のみ)は白、八重と一重の
花色の差は無、八重花の花弁長はかなり短、一重花の花弁長はかなり短、八重花の花弁
幅は狭、一重花の花弁幅は狭、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)は中、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、花数は少、花の香りは中、開花期は極早、八重率は中である。（カラーチャート
はRHSを使用）
　出願品種「ミニクロ　クリーミーピンク」は、対照品種「ミニクロ　ピンク」と比較
して、一重花の色がN78Dであること、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)が中であるこ
と等で区別性が認められる。対照品種「ミニクロ　ファジーピンク」と比較して、花色
が75Aであること、一重花の色がN78Dであること等で区別性が認められる。

　草型は分枝、草丈は中、着葉茎の剛直性は強、花首部の剛直性は強、分枝の位置は上
位、葉形は中間、下葉のきょ歯は少、下葉の欠刻は浅、上部葉の長さはやや短、上部葉
の幅はやや狭、上部葉の葉付き角度はやや斜上、葉数は中、葉色は緑、葉の厚さは中、
葉の毛じの有無は有、花穂の形は円筒、花穂上部の伸びは難、花首部の太さは中、花首
の長さは短、花穂長は短、貫生花穂の発生の早晩(八重株のみ)は晩、花間長は中、花の
直径はやや小、花色はN80A、花弁底部の色(一重株のみ)は淡黄、八重と一重の花色の差
は無、八重花の花弁長はやや短、一重花の花弁長は中、八重花の花弁幅はやや狭、一重
花の花弁幅は中、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)は中、花弁のちりめん状のしわの
程度はやや低、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、花の香りは中、開花期はやや早、八重率は中である。（カラーチャートはRHSを使
用）
　出願品種「シャンテ　グレープ」は、対照品種「ヤワタレッド」と比較して、花色が
N80Aであること、一重花の色がN78Aであること等で区別性が認められる。対照品種
「パープル　アイアン」と比較して、草型が分枝であること、一重花の色がN78Aである
こと等で区別性が認められる。

株式会社ムラカミシード
茨城県笠間市大田町341番地
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４　育成者権の存続期間 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１２月２８日

　　　

１　品種登録の番号及び年月日 第２６８４５号 平成３０年　５月２９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

　　 Matthiola incana (L.) R. Br.　　　パールフェアリー

３　登録品種の特性の概要

　草型は分枝、草丈はかなり低、着葉茎の剛直性は強、花首部の剛直性は強、分枝の位
置は全体、葉形は広葉、下葉のきょ歯は極少、下葉の欠刻は極浅、上部葉の長さは短、
上部葉の幅はやや狭、上部葉の葉付き角度は斜上、葉数は少、葉色は緑、葉の厚さは
中、葉の毛じの有無は有、花穂の形は円筒、花穂上部の伸びは難、花首部の太さは中、
花首の長さはかなり短、花穂長は極短、貫生花穂の発生の早晩(八重株のみ)は晩、花間
長は極短、花の直径は小、花色は75A、花弁底部の色(一重株のみ)は白、八重と一重の
花色の差は無、八重花の花弁長はかなり短、一重花の花弁長はかなり短、八重花の花弁
幅は狭、一重花の花弁幅は狭、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)は中、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、花数は少、花の香りは中、開花期は極早、八重率は中である。（カラーチャート
はRHSを使用）
　出願品種「ミニクロ　クリーミーピンク」は、対照品種「ミニクロ　ピンク」と比較
して、一重花の色がN78Dであること、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)が中であるこ
と等で区別性が認められる。対照品種「ミニクロ　ファジーピンク」と比較して、花色
が75Aであること、一重花の色がN78Dであること等で区別性が認められる。

黒川幹
千葉県館山市館山981番地の1

黒川幹

　草型は分枝、草丈はやや高、着葉茎の剛直性は中、花首部の剛直性は強、分枝の位置
は上位、葉形は細葉、下葉のきょ歯は少、下葉の欠刻は浅、上部葉の長さはやや短、上
部葉の幅はやや狭、上部葉の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、葉の毛じの有無は有、花穂の形は円筒、花穂上部の伸びは難、花首部の太さは
中、花首の長さは短、花穂長はかなり短、貫生花穂の発生の早晩(八重株のみ)は晩、花
間長はやや短、花の直径はやや小、花色はNN155D、花弁底部の色(一重株のみ)は白、八
重と一重の花色の差は有、八重花の花弁長は短、一重花の花弁長はやや短、八重花の花
弁幅はやや狭、一重花の花弁幅はやや狭、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)は中、花
弁のちりめん状のしわの程度は低、花弁の数はやや多、小花柄長はやや短、小花柄の着
生角度は斜上、花数は少、花の香りは中、開花期はやや早、八重率はやや高である。
（カラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「パールフェアリー」は、対照品種「スノーフェアリー」と比較して、草丈
がやや高であること等で区別性が認められる。対照品種「スノー　フォレスト」と比較
して、草丈がやや高であること、開花期がやや早であること等で区別性が認められる。
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４　育成者権の存続期間 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１１月２７日

　　　

１　品種登録の番号及び年月日 第２６８４６号 平成３０年　５月２９日

２　登録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.　　　ファイレメCD1号（ﾌｧｲﾚﾒCD1ｺﾞｳ）

３　登録品種の特性の概要

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

藤井崇治

　葉の緑色の濃淡は淡、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、柱頭の色は白、稈の太さは中、稈の長さ（浮稲品種を除く。）は
極長、穂の主軸の長さは極長、穂数は少、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、穂型は披針形、穂の抽出度は一部抽出、成熟期は中、頴の色は黄
白、護頴の長さは中、護頴の色は黄白、籾の千粒重はやや小、頴のフェノール反応の有
無は無、玄米の千粒重はやや小、玄米の長さは長、玄米の幅は狭、玄米の形は半紡錘
形、玄米の色は暗褐、胚乳の型は粳、玄米の香りは無又は極弱、耐倒伏性はやや弱、脱
粒性は難、白葉枯病ほ場抵抗性は極弱、しま葉枯病抵抗性品種群別は外国稲型（Stvb-
i）、カドミウム吸収性はかなり高である。
　出願品種「ファイレメCD1号」は、対照品種「コシヒカリ」と比較して、穂の主軸の
長さが極長であること、しま葉枯病抵抗性品種群別が外国稲型（Stvb-i）であること、
カドミウム吸収性がかなり高であること等で区別性が認められる。対照品種「Jarjan」
と比較して、脱粒性が難であること等で区別性が認められる。

　草型は分枝、草丈はやや高、着葉茎の剛直性は中、花首部の剛直性は強、分枝の位置
は上位、葉形は細葉、下葉のきょ歯は少、下葉の欠刻は浅、上部葉の長さはやや短、上
部葉の幅はやや狭、上部葉の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、葉の毛じの有無は有、花穂の形は円筒、花穂上部の伸びは難、花首部の太さは
中、花首の長さは短、花穂長はかなり短、貫生花穂の発生の早晩(八重株のみ)は晩、花
間長はやや短、花の直径はやや小、花色はNN155D、花弁底部の色(一重株のみ)は白、八
重と一重の花色の差は有、八重花の花弁長は短、一重花の花弁長はやや短、八重花の花
弁幅はやや狭、一重花の花弁幅はやや狭、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)は中、花
弁のちりめん状のしわの程度は低、花弁の数はやや多、小花柄長はやや短、小花柄の着
生角度は斜上、花数は少、花の香りは中、開花期はやや早、八重率はやや高である。
（カラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「パールフェアリー」は、対照品種「スノーフェアリー」と比較して、草丈
がやや高であること等で区別性が認められる。対照品種「スノー　フォレスト」と比較
して、草丈がやや高であること、開花期がやや早であること等で区別性が認められる。
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４　育成者権の存続期間 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６月２６日

　　　

１　品種登録の番号及び年月日 第２６８４７号 平成３０年　５月２９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

　　 Oxypetalum caeruleum (D. Don) Decne.　　　シェーン　ブルー

３　登録品種の特性の概要

　草型は直立性、草丈は中、茎の太さは中、茎の色は淡緑、茎の毛の多少は中、分枝性
は少、分枝の長さは中、節間長はやや短、葉の形は３型、葉身長は中、葉身幅はやや
狭、成葉表面の色は緑、成葉裏面の色は淡緑、葉の毛の多少は中、葉柄の長さはかなり
短、花房の形は円筒形、花房の長さはやや短、花房の幅はやや狭、花の向きは上向き、
花冠の形は平開（車形）、花冠の重ねは一重、花の大きさはやや小、花冠裂片の長さは
短、花冠裂片の幅は広、蕾の色は帯桃、単色・複色の別は単色、花冠裂片の表面の色は
N109D、花冠裂片の裏面の色は69D、花色の変化の有無は有、花冠裂片全体の形は広楕円
形、がくの形は正常、がくの大きさは中、がくの色は緑、小花柄の長さはやや短、花柄
の長さはやや短、１花房の花数は中、花の香りは無、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「シェーン　ブルー」は、対照品種「谷岡2号」と比較して、副花冠の主な
色が108Cであること等で区別性が認められる。

　葉の緑色の濃淡は淡、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、柱頭の色は白、稈の太さは中、稈の長さ（浮稲品種を除く。）は
極長、穂の主軸の長さは極長、穂数は少、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、穂型は披針形、穂の抽出度は一部抽出、成熟期は中、頴の色は黄
白、護頴の長さは中、護頴の色は黄白、籾の千粒重はやや小、頴のフェノール反応の有
無は無、玄米の千粒重はやや小、玄米の長さは長、玄米の幅は狭、玄米の形は半紡錘
形、玄米の色は暗褐、胚乳の型は粳、玄米の香りは無又は極弱、耐倒伏性はやや弱、脱
粒性は難、白葉枯病ほ場抵抗性は極弱、しま葉枯病抵抗性品種群別は外国稲型（Stvb-
i）、カドミウム吸収性はかなり高である。
　出願品種「ファイレメCD1号」は、対照品種「コシヒカリ」と比較して、穂の主軸の
長さが極長であること、しま葉枯病抵抗性品種群別が外国稲型（Stvb-i）であること、
カドミウム吸収性がかなり高であること等で区別性が認められる。対照品種「Jarjan」
と比較して、脱粒性が難であること等で区別性が認められる。

国立研究開発法人農業・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

安部匡　石川覚　倉俣正人　矢野昌裕　山本敏央
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４　育成者権の存続期間 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３月２８日

　　　

１　品種登録の番号及び年月日 第２６８４８号 平成３０年　５月２９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

　　 Vaccinium L.　　　Ridley 1111

３　登録品種の特性の概要

　草型は直立性、草丈は中、茎の太さは中、茎の色は淡緑、茎の毛の多少は中、分枝性
は少、分枝の長さは中、節間長はやや短、葉の形は３型、葉身長は中、葉身幅はやや
狭、成葉表面の色は緑、成葉裏面の色は淡緑、葉の毛の多少は中、葉柄の長さはかなり
短、花房の形は円筒形、花房の長さはやや短、花房の幅はやや狭、花の向きは上向き、
花冠の形は平開（車形）、花冠の重ねは一重、花の大きさはやや小、花冠裂片の長さは
短、花冠裂片の幅は広、蕾の色は帯桃、単色・複色の別は単色、花冠裂片の表面の色は
N109D、花冠裂片の裏面の色は69D、花色の変化の有無は有、花冠裂片全体の形は広楕円
形、がくの形は正常、がくの大きさは中、がくの色は緑、小花柄の長さはやや短、花柄
の長さはやや短、１花房の花数は中、花の香りは無、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「シェーン　ブルー」は、対照品種「谷岡2号」と比較して、副花冠の主な
色が108Cであること等で区別性が認められる。

カネコ種苗株式会社
群馬県前橋市古市町一丁目50番12号

德弘晃二

　 樹勢は中、樹の大きさはやや小、樹姿は立、前年枝の色は赤褐、前年枝の長さは
短、前年枝の節間長は中、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや大、葉の形
は楕円、葉の先端部の形は鋭、葉の表面の色は緑、葉の表面の緑色の濃淡（葉が緑色の
品種に限る）は中、葉の周縁の型は全縁、花芽のアントシアニン着色の強弱は強、花序
の長さは中、花冠の形はつぼ、花冠の色は淡緑白、花筒の大きさはやや小、花筒のアン
トシアニン着色の強弱は極弱、花筒の稜の有無は有、果房の着生密度は中、未熟果の緑
色の濃淡は中、果実の大きさは中、果実の縦断面の形は扁円、果柄痕の大きさは小、が
くあの形は星、がく片の向きは斜上、がく片の反り方は平、がくあの直径はやや小、が
くあの深さは浅、果粉の程度は弱、果皮の色は濃青、果実の硬さは硬、果肉の色は白、
糖度は中、酸度はやや少、着果習性は前年枝のみ、裂果性は少、ほう芽期はかなり早、
前年枝の開花始期は極早、前年枝の果実の成熟期は極早、収穫期間は短である。（カ
ラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「Ridley 1111」は、対照品種「オニール」と比較して、葉の先端部の形が
鋭であること、がくあの形が星であること、果実の硬さが硬であること、裂果性が少で
あること等で区別性が認められる。対照品種「Sharpblue」と比較して、葉の先端部の
形が鋭であること、果実の硬さが硬であること、裂果性が少であること等で区別性が認
められる。
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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

　　　

１　品種登録の番号及び年月日 第２６８４９号 平成３０年　５月２９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

　　 Vaccinium L.　　　Ridley 1403

３　登録品種の特性の概要

Ridley William Bell

　樹勢はかなり強、樹の大きさはやや小、樹姿は立、前年枝の色は赤褐、前年枝の長さ
はやや短、前年枝の節間長は中、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅は
やや大、葉の形は楕円、葉の先端部の形は鋭、葉の表面の色は緑、葉の表面の緑色の濃
淡（葉が緑色の品種に限る）は中、葉の周縁の型は全縁、花芽のアントシアニン着色の
強弱は強、花序の長さはやや長、花冠の形はつぼ、花冠の色は淡緑白、花筒の大きさは
やや大、花筒のアントシアニン着色の強弱は極弱、花筒の稜の有無は有、果房の着生密
度は中、未熟果の緑色の濃淡は中、果実の大きさは大、果実の縦断面の形は扁円、果柄
痕の大きさはやや小、がくあの形は星、がく片の向きは中間、がく片の反り方は内曲、
がくあの直径はやや小、がくあの深さは深、果粉の程度は弱、果皮の色は濃青、果実の
硬さは硬、果肉の色は淡黄、糖度は中、酸度は中、着果習性は前年枝のみ、裂果性は
少、ほう芽期はかなり早、前年枝の開花始期はかなり早、前年枝の果実の成熟期は極
早、収穫期間は短である。（カラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「Ridley 1403」は、対照品種「オニール」と比較して、葉の先端部の形が
鋭であること、がくあの形が星であること、がくあの深さが深であること、裂果性が少
であること等で区別性が認められる。対照品種「Sharpblue」と比較して、葉の先端部
の形が鋭であること、がくあの深さが深であること、裂果性が少であること等で区別性
が認められる。

　 樹勢は中、樹の大きさはやや小、樹姿は立、前年枝の色は赤褐、前年枝の長さは
短、前年枝の節間長は中、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや大、葉の形
は楕円、葉の先端部の形は鋭、葉の表面の色は緑、葉の表面の緑色の濃淡（葉が緑色の
品種に限る）は中、葉の周縁の型は全縁、花芽のアントシアニン着色の強弱は強、花序
の長さは中、花冠の形はつぼ、花冠の色は淡緑白、花筒の大きさはやや小、花筒のアン
トシアニン着色の強弱は極弱、花筒の稜の有無は有、果房の着生密度は中、未熟果の緑
色の濃淡は中、果実の大きさは中、果実の縦断面の形は扁円、果柄痕の大きさは小、が
くあの形は星、がく片の向きは斜上、がく片の反り方は平、がくあの直径はやや小、が
くあの深さは浅、果粉の程度は弱、果皮の色は濃青、果実の硬さは硬、果肉の色は白、
糖度は中、酸度はやや少、着果習性は前年枝のみ、裂果性は少、ほう芽期はかなり早、
前年枝の開花始期は極早、前年枝の果実の成熟期は極早、収穫期間は短である。（カ
ラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「Ridley 1111」は、対照品種「オニール」と比較して、葉の先端部の形が
鋭であること、がくあの形が星であること、果実の硬さが硬であること、裂果性が少で
あること等で区別性が認められる。対照品種「Sharpblue」と比較して、葉の先端部の
形が鋭であること、果実の硬さが硬であること、裂果性が少であること等で区別性が認
められる。

Mountain Blue Orchards Pty Ltd
45 Hunter Street Lismore, New South Wales, Australia. 2480
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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

　　　

１　品種登録の番号及び年月日 第２６８５０号 平成３０年　５月２９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

　　 Vaccinium L.　　　Ridley 1812

３　登録品種の特性の概要

　樹勢はかなり強、樹の大きさはやや小、樹姿は立、前年枝の色は赤褐、前年枝の長さ
はやや短、前年枝の節間長は中、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅は
やや大、葉の形は楕円、葉の先端部の形は鋭、葉の表面の色は緑、葉の表面の緑色の濃
淡（葉が緑色の品種に限る）は中、葉の周縁の型は全縁、花芽のアントシアニン着色の
強弱は強、花序の長さはやや長、花冠の形はつぼ、花冠の色は淡緑白、花筒の大きさは
やや大、花筒のアントシアニン着色の強弱は極弱、花筒の稜の有無は有、果房の着生密
度は中、未熟果の緑色の濃淡は中、果実の大きさは大、果実の縦断面の形は扁円、果柄
痕の大きさはやや小、がくあの形は星、がく片の向きは中間、がく片の反り方は内曲、
がくあの直径はやや小、がくあの深さは深、果粉の程度は弱、果皮の色は濃青、果実の
硬さは硬、果肉の色は淡黄、糖度は中、酸度は中、着果習性は前年枝のみ、裂果性は
少、ほう芽期はかなり早、前年枝の開花始期はかなり早、前年枝の果実の成熟期は極
早、収穫期間は短である。（カラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「Ridley 1403」は、対照品種「オニール」と比較して、葉の先端部の形が
鋭であること、がくあの形が星であること、がくあの深さが深であること、裂果性が少
であること等で区別性が認められる。対照品種「Sharpblue」と比較して、葉の先端部
の形が鋭であること、がくあの深さが深であること、裂果性が少であること等で区別性
が認められる。

Mountain Blue Orchards Pty Ltd
45 Hunter Street Lismore, New South Wales, Australia. 2480

Ridley William Bell

　樹勢は強、樹の大きさはやや小、樹姿は立、前年枝の色は赤褐、前年枝の長さは短、
前年枝の節間長は中、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅は中、葉の形
は楕円、葉の先端部の形は中、葉の表面の色は緑、葉の表面の緑色の濃淡（葉が緑色の
品種に限る）は中、葉の周縁の型は全縁、花芽のアントシアニン着色の強弱は強、花序
の長さは中、花冠の形はつぼ、花冠の色は淡緑白、花筒の大きさは中、花筒のアントシ
アニン着色の強弱は極弱、花筒の稜の有無は有、果房の着生密度は中、未熟果の緑色の
濃淡は中、果実の大きさはやや大、果実の縦断面の形は扁円、果柄痕の大きさは小、が
くあの形は星、がく片の向きは中間、がく片の反り方は外曲、がくあの直径はやや小、
がくあの深さはかなり深、果粉の程度は中、果皮の色は濃青、果実の硬さは硬、果肉の
色は淡黄、糖度は中、酸度はやや多、着果習性は前年枝のみ、裂果性は少、ほう芽期は
早、前年枝の開花始期は早、前年枝の果実の成熟期は早、収穫期間はやや短である。
（カラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「Ridley 1812」は、対照品種「オニール」と比較して、がくあの深さがか
なり深であること、裂果性が少であること等で区別性が認められる。対照品種
「Sharpblue」と比較して、がくあの深さがかなり深であること、裂果性が少であるこ
と等で区別性が認められる。
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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

　　　

１　品種登録の番号及び年月日 第２６８５１号 平成３０年　５月２９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

　　 Vitex agnus-castus L.　　　SMVACBD

３　登録品種の特性の概要

Mountain Blue Orchards Pty Ltd
45 Hunter Street Lismore, New South Wales, Australia. 2480

Ridley William Bell

　樹姿は半直立、樹高は中、株幅は狭、枝の太さはやや細、節間長は短、葉身の長さは
短、葉身の幅は中、葉身の緑色の濃淡は中、葉柄のアントシアニン着色の強弱は強、小
葉の数は５～７、頂小葉の長さはやや短、頂小葉の幅はやや狭、花序の長さは短、花序
の幅は狭、中心花房の長さは短、中心花房の幅は中、花の直径は中、がくのアントシア
ニン着色の強弱は強、花冠裂片の反転の強弱は強、花冠裂片の主な色はN88D、花冠裂片
の模様の有無は有、花冠裂片の模様の色はN88A、花筒の長さは長、開花期はやや晩であ
る。（カラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「SMVACBD」は、対照品種「在来紫」と比較して、節間長が短であること、
葉柄のアントシアニン着色の強弱が強であること、がくのアントシアニン着色の強弱が
強であること等で区別性が認められる。対照品種「Shoal Creek」と比較して、葉柄の
アントシアニン着色の強弱が強であること、がくのアントシアニン着色の強弱が強であ
ること等で区別性が認められる。対照品種「Abbeville Blue」と比較して、節間長が短
であること、葉柄のアントシアニン着色の強弱が強であること、がくのアントシアニン
着色の強弱が強であること等で区別性が認められる。

　樹勢は強、樹の大きさはやや小、樹姿は立、前年枝の色は赤褐、前年枝の長さは短、
前年枝の節間長は中、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅は中、葉の形
は楕円、葉の先端部の形は中、葉の表面の色は緑、葉の表面の緑色の濃淡（葉が緑色の
品種に限る）は中、葉の周縁の型は全縁、花芽のアントシアニン着色の強弱は強、花序
の長さは中、花冠の形はつぼ、花冠の色は淡緑白、花筒の大きさは中、花筒のアントシ
アニン着色の強弱は極弱、花筒の稜の有無は有、果房の着生密度は中、未熟果の緑色の
濃淡は中、果実の大きさはやや大、果実の縦断面の形は扁円、果柄痕の大きさは小、が
くあの形は星、がく片の向きは中間、がく片の反り方は外曲、がくあの直径はやや小、
がくあの深さはかなり深、果粉の程度は中、果皮の色は濃青、果実の硬さは硬、果肉の
色は淡黄、糖度は中、酸度はやや多、着果習性は前年枝のみ、裂果性は少、ほう芽期は
早、前年枝の開花始期は早、前年枝の果実の成熟期は早、収穫期間はやや短である。
（カラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「Ridley 1812」は、対照品種「オニール」と比較して、がくあの深さがか
なり深であること、裂果性が少であること等で区別性が認められる。対照品種
「Sharpblue」と比較して、がくあの深さがかなり深であること、裂果性が少であるこ
と等で区別性が認められる。
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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１２月４日

　　　

１　品種登録の番号及び年月日 第２６８５２号 平成３０年　５月２９日

２　登録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.　　　にじ極早生（ﾆｼﾞｺﾞｸﾜｾ）

３　登録品種の特性の概要

　ほう芽期は早、花性は両性、成葉の大きさはやや小、成葉の裂片数は５、成葉の鋸歯
の形は両側直線形、成熟始期は極早、果房の大きさは極大、果房の着粒密度は粗、穂梗
の長さは長、穂梗の色は淡緑、果粒の大きさは極大、果粒の形1は倒卵形体、果皮の色
は青黒、果粉の多少は多、果皮の厚さは厚、果皮と果肉の分離性は中、肉質は中間、果
汁の甘味は中、果汁の多少は多、果実の香りはフォクシー、熟しょうの色は暗褐、花振
るいの多少は多である。
　出願品種「にじ極早生」は、対照品種「巨峰」と比較して、成葉の上裂片の重なり
（裂刻のある品種に限る。）が深く重なるであること、成熟始期が極早であること等で
区別性が認められる。

　樹姿は半直立、樹高は中、株幅は狭、枝の太さはやや細、節間長は短、葉身の長さは
短、葉身の幅は中、葉身の緑色の濃淡は中、葉柄のアントシアニン着色の強弱は強、小
葉の数は５～７、頂小葉の長さはやや短、頂小葉の幅はやや狭、花序の長さは短、花序
の幅は狭、中心花房の長さは短、中心花房の幅は中、花の直径は中、がくのアントシア
ニン着色の強弱は強、花冠裂片の反転の強弱は強、花冠裂片の主な色はN88D、花冠裂片
の模様の有無は有、花冠裂片の模様の色はN88A、花筒の長さは長、開花期はやや晩であ
る。（カラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「SMVACBD」は、対照品種「在来紫」と比較して、節間長が短であること、
葉柄のアントシアニン着色の強弱が強であること、がくのアントシアニン着色の強弱が
強であること等で区別性が認められる。対照品種「Shoal Creek」と比較して、葉柄の
アントシアニン着色の強弱が強であること、がくのアントシアニン着色の強弱が強であ
ること等で区別性が認められる。対照品種「Abbeville Blue」と比較して、節間長が短
であること、葉柄のアントシアニン着色の強弱が強であること、がくのアントシアニン
着色の強弱が強であること等で区別性が認められる。

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Ave. Grand Haven, Michigan, 49417, USA

Timothy D. Wood
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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１０日

　ほう芽期は早、花性は両性、成葉の大きさはやや小、成葉の裂片数は５、成葉の鋸歯
の形は両側直線形、成熟始期は極早、果房の大きさは極大、果房の着粒密度は粗、穂梗
の長さは長、穂梗の色は淡緑、果粒の大きさは極大、果粒の形1は倒卵形体、果皮の色
は青黒、果粉の多少は多、果皮の厚さは厚、果皮と果肉の分離性は中、肉質は中間、果
汁の甘味は中、果汁の多少は多、果実の香りはフォクシー、熟しょうの色は暗褐、花振
るいの多少は多である。
　出願品種「にじ極早生」は、対照品種「巨峰」と比較して、成葉の上裂片の重なり
（裂刻のある品種に限る。）が深く重なるであること、成熟始期が極早であること等で
区別性が認められる。

にじ農業協同組合
福岡県うきは市吉井町356番地1

髙瀬伊勢雄
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