
目次
Ⅰ　出願料及び登録料について 1

Ⅱ　審査手数料について 2
１　審査手数料の概要
（参考）審査手数料の例 3

２　栽培試験手数料について
（１）必須形質（必ず調査する重要な形質） 4

5

２　現地調査手数料について 6

7

Ⅰ　出願料及び登録料について

1-3年目

4-6年目

7-9年目

10年目以降

（別添）　選択形質審査手数料一覧

登録料

・・・・・・

・・・・・・

・・・・・・

・・・・・・

・・・・・・

・・・・・・

・・・・・・

（４） 選択形質審査手数料

令和４年４月１日からの出願に係る出願料・登録料
及び審査手数料について

・令和４年４月１日以降の品種登録出願に係る出願料は、１４,０００円となります。
・令和４年４月１日以降の出願品種は、品種登録後に納付いただく登録料についても、１～９年
目は４,５００円／年、１０年目以降は３０,０００円／年に変更となります。
・なお、令和４年３月３１日以前に出願された品種は現行の登録料が適用されますのでご注意く
ださい。

改正後
（令和４年４月１日以降

の出願）

14,000円

30,000円／年

4,500円／年

出願料

改正前
（令和４年３月31日

以前の出願）

47,200円

6,000円／年

9,000円／年

18,000円／年

36,000円／年

（２）栽培に複数年を要する木本性の植物
（果樹、茶、観賞樹等）

（３） 必須形質に特別調査形質を含む植物の
審査手数料

別添１
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Ⅱ　審査手数料について（令和４年４月１日からの出願品種）

１　審査手数料の概要
（１）栽培試験

単位

1回当たり

1回当たり

1回当たり

選択形質を記載した場合は、上記に加えて１形質あたり以下の金額が必要となります。
１形質
当たり

（２）現地調査
対象となる植物 単位

全ての植物 1回当たり

※特別な調査を要する形質のみ栽培試験を行う場合は、該当する形質の料金が必要となります。

・審査手数料は、令和４年４月１日からの出願から必要となります。
・手数料の納付通知は、栽培試験の場合は、出願公表後に農林水産大臣から送付される「出願品種
の栽培試験の実施」の後、農研機構種苗管理センターから送付されます。
・また、現地調査の場合で農林水産省が現地調査を行う場合は、農林水産大臣から送付される「現
地調査の実施」の通知と併せて納付通知を送付、農研機構種苗管理センターが現地調査を行う場合
は、「現地調査の実施」の通知後、農研機構種苗管理センターから納付通知が送付されます。
・農林水産省と農研機構種苗管理センターで納付方法が異なりますので、ご注意ください。

対象となる植物

一般的な出願品種

手数料（円）

93,000円

手数料（円）

４５,０００円～
例：審査官が２度現地に赴く場合

45,000円×２=90,000円

栽培に複数年を要する木本性の植物

必須形質に特別な調査を要する形質を含む
植物

選択形質

93,000円に栽培年数を乗じた金額
リンゴの例：5年

93,000円×５＝465,000円

105,000円～273,000円

8,500円～275,000円

出願公表

農林水産大臣から

栽培試験又

は現地調査

実施通知
現地調査（農林水産省実施）

納付通知
現地調査又は栽培試験

（農研機構種苗管理センター実施）

農研機構種苗管理センターから通知

納付通知

農林水産大臣から実施通知と併せ通知
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（参考）審査手数料の例

稲 栽培試験：93,000円（必須形質のみの場合）
現地調査：45,000円（審査官等が１回現地に赴く場合）

コムギ、オオムギ 現地調査：45,000円（審査官等が１回現地に赴く場合）

イタリアンライグラス 現地調査：45,000円（審査官等が１回現地に赴く場合）

トマト 栽培試験：273,000円（必須形質の特別調査形質を含む）
栽培試験：93,000円（必須形質の特別調査形質を資料調査で行う場合）

トウガラシ 栽培試験：243,000円（必須形質の特別調査形質を含む）
栽培試験：93,000円（必須形質の特別調査形質を資料調査で行う場合）

イチゴ 栽培試験：143,000円（特別調査形質を含む）
現地調査：45,000円（審査官等が１回現地に赴く場合）

リンゴ、ブドウ、モモ 栽培試験：465,000円（栽培試験期間５年）
現地調査：90,000円（審査官等が２回現地に赴く場合）

その他の果樹 現地調査：90,000円（審査官等が２回現地に赴く場合）

キク 現地調査：45,000円（審査官等が１回現地に赴く場合）

キク（秋ギク） 栽培試験：93,000円

カーネーション 栽培試験：93,000円

ペチュニア 栽培試験：93,000円

カリブラコア 栽培試験：93,000円

ラン類 栽培試験：93,000円
現地調査：45,000円（審査官等が１回現地に赴く場合）

バラ 栽培試験：93,000円

アジサイ 栽培試験：27９,000円（栽培試験３年）

ポインセチア 現地調査：45,000円（審査官等が１回現地に赴く場合）

観賞樹の一部 栽培試験：279,000円（栽培試験期間が3年のもの）
現地調査：90,000円（審査官等が２回現地に赴く場合）

きのこ類 現地調査：45,000円（審査官等が１回現地に赴く場合）

栽培試験：93,000円（一般的な西洋アジサイで、栽培試験が１年で
　　　　　　　　　　　  終了した場合）

※出願品種によっては、栽培試験・現地調査の適用が異な
る場合や、選択形質の栽培試験の追加等により、金額が異
なります。
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２　栽培試験手数料について

（１）必須形質（必ず調査する重要な形質）
対象となる植物 単位 備考

一般的な出願品種 1回当たり

きのこ 1回当たり

栽培に複数年を要する木本性の植物 1回当たり （２）参照

必須形質に特別な調査を要する形質を含む植
物

1回当たり （３）参照

（２）栽培に複数年を要する木本性の植物（果樹、茶、観賞樹等）
年数 手数料（円）

５年
465,000円

（93,000円×
5）

４年
372,000円

（93,000円×
4）

３年
279,000円

（93,000円×
3）

１年 93,000円

・栽培試験手数料は、①必須形質（必ず調査する重要な形質）と②選択形質があります。必須形質
は、栽培試験の基本となる手数料で、植物種類により異なります。

・選択形質の調査は、願書に特性を記載いただいた場合のみ行いますので、出願時には十分ご確認く
ださい。栽培試験により選択形質の調査を行う場合は、別途、手数料が必要となります。手数料の納
付通知は、「出願品種の栽培試験の実施」の通知の後に、農研機構種苗管理センターから送付されま
す。納付通知に記載されている納付金額、納付期限、納付方法をよくご確認ください。

手数料（円）

93,000円

424,000円

上記以外の区分

279,000～465,000円

105,000～273,000
円

区分

カエデ、マタタビ、バンレイシ、パパイヤ、クリ、オレンジ類、香酸カ
ンキツ類、ブンタン類、その他カンキツ類、ウンシュウミカン、ハンカ
チノキ、カキノキ、ビワ、イチジク、キンカン、クルミ、アセロラ、リ
ンゴ、マンゴー、オリーブ、コノテガシワ、カラタチ、サクラ、スモモ
（ニホンスモモを除く。）、アンズ、オウトウ（甘果）、ウメ、モモ及
びネクタリン、ニホンスモモ、ユスラウメ、カリン、セイヨウナシ、ニ
ホンナシ、ナンキンハゼ、エゴノキ、ブドウ

パインアップル、ヒロケレウス　ウンダツス（ドラゴンフルーツ）、ク
ロミノウグイスカグラ（ハスカップ）、クワ、ムサ　アクミナタ、パッ
ションフルーツ、キイチゴ類（ラズベリーを除く。）、ラズベリー、マ
ツブサ、ブルーベリー（シャシャンボを除く。）

茶、観賞樹（※）に属する区分（カエデ、フジウツギ、ハンカチノキ、
デロスペルマ、ポインセチア、ヘーベ、ランタナ、チリソケイ、コノテ
ガシワ、サクラ、バラ、ナンキンハゼ、エゴノキを除く。）
※アジサイ（ウツギ）を含む。ただし、西洋アジサイのように生育が早
いものは、１年で終了する場合もある。

4



オオムギ 143,000円 93,000円 まき性 50,000円

コムギ 143,000円 93,000円 まき性 50,000円

原麦粒のフェノール反応による着色 17,000円

まき性 50,000円

エンバク 143,000円 93,000円 まき性 50,000円

ソルガム 143,000円 93,000円 日長感応性 50,000円

サツマイモネコブセンチュウ抵抗性 60,000円

萎凋病レース１抵抗性 60,000円

萎凋病レース２抵抗性 60,000円

イチゴ 143,000円 93,000円 ランナーの数 50,000円

トバモウイルス抵抗性　病原型0
（観賞用品種を除く。）

50,000円

トバモウイルス抵抗性　病原型1-2
（観賞用品種を除く。）

50,000円

トバモウイルス抵抗性　病原型1-
2-3（観賞用品種を除く。）

50,000円

カリフラワー 143,000円 93,000円 春作の収穫の早晩性 50,000円

球のキログラム当たりの成長点の数 14,000円

球の乾物率 17,000円

雄性不稔性 50,000円

224,000円

（シャロット
品種）

つる割病レース0抵抗性 60,000円

つる割病レース1抵抗性 60,000円

つる割病レース2抵抗性 60,000円

ナタネ 143,000円 93,000円 種子のエルシン酸含有の有無 50,000円

ニンニク 107,000円 93,000円 ほう芽期 14,000円

ホウレンソウ 143,000円 93,000円 抽だい期 50,000円

果
樹

パインアップル 105,000円 93,000円 果汁の多少 12,000円

アサ 168,000円 93,000円
テトラ・ヒドロ・カンナビノール酸
の多少

75,000円

アジアワタ 193,000円 93,000円 繊維の長さ（繊維品種に限る。） 100,000円

ケブカワタ 193,000円 93,000円 繊維の長さ（繊維品種に限る。） 100,000円

ベニバナ 143,000円 93,000円 油脂含有率 50,000円

（４）　選択形質審査手数料
P7、別添　選択形質審査手数料一覧（令和４年４月現在）をご覧ください。

（３） 必須形質に特別調査形質を含む植物の審査手数料（令和４年４月現在）

50,000円

メロン 273,000円 93,000円

作
物
区
分

植物名
手数料の合計

（円）
必須形質となる特別調査形質

追加手数料
（円）

トウガラシ(ピーマン)
（観賞用品種を除

く）
243,000円 93,000円

タマネギ

174,000円

93,000円

分球の強弱（シャロット品種に限
る。）

野
菜

飼
料
作
物

工
芸
作
物

通常の栽培
試験に係る

手数料
（円）

マカロニコムギ 160,000円 93,000円

トマト 273,000円 93,000円

食
用
作
物
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３　現地調査手数料について

①　現地調査手数料
単位

1回当たり

（参考）特別調査形質を栽培試験で調査する場合

単位

一部の必
須形質

１形質当たり

全ての選
択形質

１形質当たり

・令和４年４月１日からの出願について、現地調査は、農林水産省の審査官又は農研機構種苗
管理センターの職員が行います。
・農林水産省の審査官が現地調査行う場合は農林水産省から、農研機構種苗管理センターの職
員が現地調査を行う場合は農研機構種苗管理センターから、審査手数料の額、納付期限、納付
先を示した納付通知が届きますので、それぞれ、指定の方法により手数料を納付ください。
・手数料の額は、農林水産省の審査官又は、農研機構種苗管理センターの職員が、現地に赴き
調査を行う回数により異なります。

対象となる植物

全ての植物

実施主体（納付先）

農林水産省/農研機構種苗管
理センター

手数料（円）

４５，０００円～
例：審査官が２度現地に赴く場合

４５，０００円×２
　　=９０，０００円

追加手数料

12,500円
~100,000円

8,500円
~275,000円

・調査対象に特別調査形質が含まれる場合で、出願者自身での当該特性の調査が困難な場合
は、特別調査形質のみ栽培試験を行う場合もあります。この場合は、追加手数料の納付が必要
となります。

対象となる植物

一部の植物
（19種類、29形

質）

一部の植物

備考

Ⅱの２（３）必須形質に特
別調査形質を含む植物の審
査手数料を参照ください。

（別添）　選択形質審査手
数料一覧を参照ください。

6



（別添）　選択形質審査手数料一覧（令和４年４月現在）

① 食用作物
区　　　分 選　択　形　質 手数料(円)

麦芽エキスの多少（ビール用品種に限る。） 17,000円

コールバッハ数（ビール用品種に限る。） 17,000円

ジアスターゼ力（ビール用品種に限る。） 17,000円

穀粒のプロアントシアニジンの有無 28,000円

穀粒のリポキシゲナーゼ（ｌｏｘ）活性の有無 73,000円

βグルカン含量 73,000円

D-ホルデインのHor-3座の対立遺伝子の構成 73,000円

C-ホルデインのHor-1座の対立遺伝子の構成 73,000円

B-ホルデインのHor-2座の対立遺伝子の構成 73,000円

でん粉の歩留 17,000円

黒斑病抵抗性 162,000円

つる割病抵抗性 119,000円

ネコブセンチュウ抵抗性 148,000円

Glu-A1遺伝子座にある対立遺伝子の発現 73,000円

Glu-B1遺伝子座にある対立遺伝子の発現 73,000円

Glu-D1遺伝子座にある対立遺伝子の発現 73,000円

粒質 12,000円

ソバ ルチン含量 135,000円

ダッタンソバ ルチン含量 135,000円

種皮のパーオキシダーゼによる着色の有無 17,000円

粗タンパク含有率 14,000円

７Sタンパク質サブユニットの有無 73,000円

リポキシゲナーゼアイソザイムの有無 73,000円

へそ周辺の着色抵抗性 93,000円

ダイズモザイクウイルス抵抗性（A系統） 123,000円

ダイズモザイクウイルス抵抗性（A2系統） 123,000円

ダイズモザイクウイルス抵抗性（B系統） 123,000円

ダイズモザイクウイルス抵抗性（C系統） 123,000円

ダイズモザイクウイルス抵抗性（D系統） 123,000円

ダイズモザイクウイルス抵抗性（E系統） 123,000円

ダイズシストセンチュウ抵抗性（レース1） 148,000円

ダイズシストセンチュウ抵抗性（レース３） 148,000円

ハスモンヨトウ抵抗性(抗生性) 148,000円

ハスモンヨトウ抵抗性(非選好性) 148,000円

休眠期間 14,000円

ジャガイモシストセンチュウ抵抗性 177,000円

Glu-A1遺伝子座にある対立遺伝子の発現 73,000円

Glu-B1遺伝子座にある対立遺伝子の発現 73,000円

落花生 オレイン酸含有量 160,000円

マカロニコムギ

オオムギ

かんしょ

コムギ

ダイズ

バレイショ
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区　　　分 形　　質 手数料(円)
外穎のフェノール反応による着色の強弱 17,000円

胚乳のアミロース含量 17,000円

精米のアルカリ崩壊性の強弱 17,000円

低温発芽性（陸稲品種に限る。） 102,000円

障害型耐冷性 93,000円

穂発芽性 17,000円

耐倒伏性 93,000円

いもち病抵抗性推定遺伝子型 148,000円

葉いもちほ場抵抗性 119,000円

穂いもちほ場抵抗性 192,000円

白葉枯病抵抗性品種群別 162,000円

白葉枯病ほ場抵抗性 162,000円

しま葉枯病抵抗性品種群別 123,000円

ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別 173,000円

トビイロウンカ抵抗性推定遺伝子型 123,000円

グルテリン含量 73,000円

カドミウム吸収性 184,000円

高温登熟性 181,000円

ピリミジニルカルボキシ系除草剤（ビスピリバックナ
トリウム塩）抵抗性

102,000円

セシウム吸収性 183,000円

アズキ落葉病菌レース１抵抗性 173,000円

アズキ落葉病菌レース２抵抗性 173,000円

稲

小豆
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② 飼料作物
区　　　分 形　　質 手数料(円)
アカクローバ 菌核病抵抗性 206,000円

バーティシリウム萎凋病抵抗性 223,000円

茎の線虫抵抗性 200,000円

炭そ病抵抗性 200,000円

フィトフトラ根腐病抵抗性 176,000円

コンドウヒゲナガアブラムシ抵抗性 176,000円

アルファルファアブラムシ抵抗性 176,000円

けい光反応性 102,000円

冠さび病抵抗性 225,000円

いもち病抵抗性 225,000円

硝酸態窒素の濃度 135,000円

エンバク 冠さび病抵抗性 225,000円

すじ葉枯病抵抗性 250,000円

うどんこ病抵抗性 250,000円

雪腐大粒菌核病抵抗性 206,000円

雪腐黒色小粒菌核病抵抗性 275,000円

越冬性 93,000円

越夏性 93,000円

シロクローバ 青酸配糖体含有個体割合（飼料用品種に限る。） 34,000円

子実のタンニン含量 14,000円

紫斑点病抵抗性 148,000円

すす紋病抵抗性 162,000円

ごま葉枯病抵抗性 162,000円

フェストロリウム けい光反応性 102,000円

ペレニアルライグラ
ス

けい光反応性 102,000円

ソルガム

アルファルファ

イタリアンライグラ
ス

オーチャードグラス

シバ

トウモロコシ
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③ 野菜
区　　　分 形　　質 手数料(円)

アブラナ（在来ナタ
ネ（ハクサイ及びカ

ブを除く。））
根こぶ病抵抗性 200,000円

ランナーのアントシアニン着色の強弱 93,000円

ランナーの毛の粗密 93,000円

休眠性 93,000円

炭そ病抵抗性 176,000円

萎黄病抵抗性 200,000円

キャベツ 萎黄病レース１抵抗性の有無 176,000円

黒星病抵抗性 176,000円

キュウリモザイクウイルス抵抗性 176,000円

うどんこ病抵抗性 176,000円

べと病抵抗性 176,000円

褐斑病抵抗性 176,000円

CVYV抵抗性 176,000円

ズッキーニ黄斑モザイクウイルス抵抗性 176,000円

斑点細菌病抵抗性 176,000円

つる割病レース０抵抗性 200,000円

つる割病レース１抵抗性 200,000円

つる割病レース２抵抗性 200,000円

炭そ割病レース１抵抗性 200,000円

ダイコンの空洞 93,000円

雄性不稔性 93,000円

タマネギ 貯蔵中のほう芽期 67,000円

辛味の強弱（観賞用品種を除く。） 135,000円

トバモウイルス抵抗性　病原型1（観賞用品種を除
く。）

176,000円

ジャガイモYウイルス抵抗性（観賞用品種を除く。） 200,000円

疫病抵抗性（観賞用品種を除く。） 225,000円

キュウリモザイクウイルス抵抗性（観賞用品種を除
く。）

200,000円

トマト黄化えそウイルス抵抗性（観賞用品種を除
く。）

200,000円

斑点細菌病抵抗性（観賞用品種を除く。） 176,000円

青枯病抵抗性（観賞用品種を除く。） 200,000円

トウガラシ

イチゴ

キュウリ

スイカ

ダイコン

10



区　　　分 形　　質 手数料(円)
全固形物量 17,000円

スクロース含有量の有無 135,000円

リコペン含有量 135,000円

半身萎凋病抵抗性 200,000円

萎凋病レース３抵抗性 200,000円

根腐萎凋病抵抗性 200,000円

葉かび病レース０抵抗性 200,000円

トマトモザイクウイルス系統0抵抗性 176,000円

トマトモザイクウイルス系統１抵抗性 176,000円

トマトモザイクウイルス系統２抵抗性 176,000円

疫病抵抗性 200,000円

斑点病抵抗性 200,000円

青枯病抵抗性 176,000円

黄化葉巻病（TYLCV）イスラエル系統抵抗性 200,000円

黄化葉巻病（TYLCV）マイルド系統抵抗性 200,000円

かいよう病抵抗性 200,000円

ニンジン 抽だいの難易 93,000円

カブモザイクウイルス抵抗性 176,000円

根こぶ病抵抗性 200,000円

べと病レース1抵抗性 176,000円

べと病レース2抵抗性 176,000円

べと病レース3抵抗性 176,000円

べと病レース4抵抗性 176,000円

べと病レース5抵抗性 176,000円

べと病レース6抵抗性 176,000円

べと病レース7抵抗性 176,000円

べと病レース8抵抗性 176,000円

べと病レース10抵抗性 176,000円

べと病レース11抵抗性 176,000円

べと病レース12抵抗性 176,000円

べと病レース13抵抗性 176,000円

べと病レース14抵抗性 176,000円

べと病レース15抵抗性 176,000円

べと病レース16抵抗性 176,000円

べと病レース17抵抗性 176,000円

キュウリモザイクウイルス抵抗性 176,000円

トマト

ハクサイ

ホウレンソウ
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区　　　分 形　　質 手数料(円)
つる割病レース1-2抵抗性 200,000円

うどんこ病（Podosphaera xanthii レース1）抵抗性 176,000円

うどんこ病（Podosphaera xanthii レース2）抵抗性 176,000円

うどんこ病（Podosphaera xanthii  レース5）抵抗
性

176,000円

うどんこ病（Golovinomyces cichoracearum レー
ス1）抵抗性

176,000円

ワタアブラムシ抵抗性 176,000円

ズッキーニ黄斑モザイクウイルス抵抗性 176,000円

パパイヤ輪点ウイルス系統Guadeloupe 抵抗性 200,000円

パパイヤ輪点ウイルス系統E2 抵抗性 200,000円

マスクメロンえそ斑点ウイルス抵抗性 176,000円

キュウリモザイクウイルス抵抗性 176,000円

べと病レースBl:16EU抵抗性 176,000円

べと病レースBl:17EU抵抗性 176,000円

べと病レースBl:20EU抵抗性 176,000円

べと病レースBl:21EU抵抗性 176,000円

べと病レースBl:22EU抵抗性 176,000円

べと病レースBl:23EU抵抗性 176,000円

べと病レースBl:24EU抵抗性 176,000円

べと病レースBl:25EU抵抗性 176,000円

べと病レースBl:26EU抵抗性 176,000円

べと病レースBl:27EU抵抗性 176,000円

べと病レースBl:29EU抵抗性 176,000円

べと病レースBl:30EU抵抗性 176,000円

べと病レースBl:31EU抵抗性 176,000円

べと病レースBl:33EU抵抗性 176,000円

べと病レースBl:35EU抵抗性 176,000円

レタスモザイクウイルス抵抗性 176,000円

根腐病菌レース１抵抗性 176,000円

根腐病菌レース２抵抗性 176,000円

レタスビッグベイン病抵抗性 225,000円

アブラムシ耐性 200,000円

④ 果樹
区　　　分 形　　質 手数料(円)

カキノキ 脱渋の難易 ¥12,000

ニホンナシ 黒斑病抵抗性 ¥75,000

リンゴ 斑点落葉病抵抗性（生食用品種に限る。） ¥75,000

メロン

レタス
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⑤ 工芸作物
区　　　分 形　　質 手数料(円)

繊維の長さの一様性（繊維用品種に限る。） 40,500円

繊維の強さ（繊維用品種に限る。） 40,500円

繊維の伸長率（繊維用品種に限る。） 40,500円

繊維の細かさ（繊維用品種に限る。） 40,500円

アルテミシア サントニン含量 135,000円

オタネニンジンエキス含量 17,000円

サポニンの有無 135,000円

乾燥根の重量 17,000円

グリチルリチン酸含量 135,000円

エタノールエキス含有率 17,000円

イソフラキシジン含有率 135,000円

乾物率 17,000円

精油含量 17,000円

乾物率 14,000円

クワ さし木の発根性（飼料用品種に限る。） 93,000円

繊維の長さの一様性（繊維用品種に限る。） 40,500円

繊維の強さ（繊維用品種に限る。） 40,500円

繊維の伸長率（繊維用品種に限る。） 40,500円

繊維の細かさ（繊維用品種に限る。） 40,500円

ゴマ セサミン含有量 135,000円

荒粉歩留り 17,000円

精粉歩留り 8,500円

精粉組成 8,500円

精粉粘度 8,500円

サトウキビ 黒穂病抵抗性 250,000円

エタノールエキス含有率 17,000円

乾物率 17,000円

総ステビオサイド含有率 45,000円

ステビオサイド含有率 45,000円

レバウディオサイドA含有率 45,000円

スウェルチアマリンの含有量 135,000円

エタノールエキス含有率 17,000円

乾物率 17,000円

エタノールエキス含有率(薬用品種に限る。) 17,000円

センノサイドＡ含有率(薬用品種に限る。) 135,000円

乾物率（薬用品種に限る。） 17,000円

立枯病抵抗性 133,000円

疫病抵抗性 200,000円

ＰＶＹ抵抗性 225,000円

黒根病抵抗性 225,000円

ＴＭＶ抵抗性 225,000円

うどんこ病抵抗性 200,000円

ジオウ

ステビア

センブリ

ダイオウ

タバコ

オタネニンジン

カンゾウ

エゾウコギ

オオバナオケラ

ケブカワタ

コンニャク

アジアワタ
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区　　　分 形　　質 手数料(円)
根中糖分含有率 8,500円

糖量 8,500円

ナトリウム含有量 22,000円

カリウム含有量 22,000円

可溶性窒素含有量 48,000円

アルカロイド含有率 135,000円

乾物率 17,000円

春まき抽だい性 93,000円

晩夏まき抽だい性 93,000円

メントール含有率 135,000円

カルボン含有率 135,000円

色素含有率 135,000円

乾物率 17,000円

α酸含量 135,000円

β酸／α酸 135,000円

α酸中のフムロン含量 135,000円

α酸中のコフムロン含量 135,000円

エタノールエキス含有率 17,000円

乾物率 17,000円

発酵性 12,000円

カフェイン含量 135,000円

⑥ 草花・観賞樹
区　　　分 形　　質 手数料(円)

シャクヤク ペオニフロリン含量（薬用品種に限る。） 135,000円

ナデシコ 日持ち性 77,000円

マーガレット 開花期（夏植） 93,000円

茶

トリカブト

ナタネ

ハッカ

ベニバナ

ホップ

ミシマサイコ

テンサイ
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