
１　品種登録の番号及び年月日 第２９２３２号 令和４年６月９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Brassica oleracea L. var. acephala DC.　　　k-plantsB01

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３１年２月１３日

８　登録品種の育成の経過の概要

　草丈は中、株の直径はかなり小、着色葉部が株の直径に占める割合は小、株の中央部
の色は70A、腋芽発生の有無は無、外葉の葉柄の長さは短、外葉の形は倒卵、外葉の周
縁の波打ちの強弱は中、外葉の周縁の波打ちの粗密は中、外葉の中肋の横断面の形は半
円、葉身のろう質の有無は有、外葉の葉身の横断面の形は平、外葉の斑の有無は有、外
葉の色数は３色、外葉の色2は灰緑＋紫、外葉の斑の色（斑を有する品種に限る。）は
白（紫色を帯びる）、着色葉の形は円、着色葉の周縁の波打ちの強弱は中、着色葉の周
縁の波打ちの粗密は中、着色葉の周縁の切れ込みの深さは無又は極浅、着色葉の周縁の
切れ込みの粗密はやや粗、着色葉の中肋の横断面の形は半円、着色葉の葉柄の長さは
短、着色葉の中心部の主な色はN78C、着色葉の外縁の色は70A、着色期は早である。
（カラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「k-plantsB01」は、対照品種「桃子野マーブル」と比較して、外葉の葉柄
の長さが短であること、外葉の周縁の波打ちの強弱が中であること等で区別性が認めら
れる。対照品種「ファーストレディー」と比較して、外葉の斑の有無が有であること、
外葉の色数が３色であること等で区別性が認められる。

久保田高生
群馬県伊勢崎市田部井町一丁目1039番地11

久保田高生

「ファーストレディー」の変異株である。
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Brassica oleracea L. var. acephala DC.
k-plantsB01

登　録　番　号

第２９２３２号

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

葉身のろう質の有無 　09　有

外葉の葉身の横断面の形 　02　平

葉身の表面の凹凸 　03　少

外葉の周縁の波打ちの強弱 　05　中

外葉の周縁の波打ちの粗密 　05　中

外葉の中肋の横断面の形 　01　半円

外葉の葉柄の着生角度 　03　斜上

外葉の葉柄のアントシアニン着色の強弱 　07　強

外葉の形 　03　倒卵

茎の長さ（腋芽を有する品種に限る。） 　

茎の太さ（腋芽を有する品種に限る。） 　

外葉の葉柄の長さ 　03　短

着色葉部が株の直径に占める割合 　03　小

株の中央部の色 　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 70A

腋芽発生の有無 　01　無

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

草丈 　05　中

株の直径 　02　かなり小

（特性記録部174-2頁）



Brassica oleracea L. var. acephala DC.
k-plantsB01

登　録　番　号

第２９２３２号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

腋芽の外葉の周縁の波打ちの強弱 　

腋芽の葉の色数 　

着色葉の中心部の主な色 　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N78C

着色葉の外縁の色 　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 70A

腋芽の外葉の形 　

着色葉の周縁の切れ込みの粗密 　04　やや粗

着色葉の中肋の横断面の形 　01　半円

着色葉の葉柄の長さ 　03　短

着色葉の周縁の波打ちの強弱 　05　中

着色葉の周縁の波打ちの粗密 　05　中

着色葉の周縁の切れ込みの深さ 　01　無又は極浅

外葉の色2 　07　灰緑＋紫

外葉の斑の色（斑を有する品種に限る。） 　01　白（紫色を帯びる）

着色葉の形 　02　円

外葉の斑の有無 　09　有

外葉の色数 　03　３色

外葉の色 　

（特性記録部174-3頁）



Brassica oleracea L. var. acephala DC.
k-plantsB01

登　録　番　号

第２９２３２号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

　

　

　

　

　

　

　

腋芽の着色葉の外縁の色 　

着色期 　03　早

抽だい期 　04　やや早

腋芽の着色葉の周縁の切れ込みの深さ 　

腋芽の着色葉の周縁の切れ込みの粗密 　

腋芽の着色葉の中心部の主な色 　

腋芽の外葉の色2 　

腋芽の着色葉の形 　

腋芽の着色葉の周縁の波打ちの強弱 　

腋芽の外葉の色 　

（特性記録部174-4頁）



１　品種登録の番号及び年月日 第２９２３３号 令和４年６月９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Brassica oleracea L. var. acephala DC.　　　KY01

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 令和元年６月１１日

８　登録品種の育成の経過の概要

　草丈はやや低、株の直径はかなり小、着色葉部が株の直径に占める割合はやや大、株
の中央部の色は70A、腋芽発生の有無は無、外葉の葉柄の長さは無又は極短、外葉の形
は倒卵、外葉の周縁の波打ちの強弱は中、外葉の周縁の波打ちの粗密は粗、外葉の中肋
の横断面の形は半円、葉身のろう質の有無は無、外葉の葉身の横断面の形は平、外葉の
斑の有無は有、外葉の色数は３色、外葉の色は緑、外葉の斑の色（斑を有する品種に限
る。）は白（黄8A;白155A）、着色葉の形は倒卵、着色葉の周縁の波打ちの強弱はやや
弱、着色葉の周縁の波打ちの粗密は粗、着色葉の周縁の切れ込みの深さは無又は極浅、
着色葉の周縁の切れ込みの粗密は粗、着色葉の中肋の横断面の形は半円、着色葉の葉柄
の長さは無又は極短、着色葉の中心部の主な色は77B、着色葉の外縁の色は77C、着色期
は早である。（カラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「KY01」は、対照品種「瀬戸の舞姫」と比較して、葉身のろう質の有無が無
であること、外葉の斑の有無が有であること等で区別性が認められる。

黒川園芸株式会社
栃木県下野市田中535

黒川弘一

「瀬戸の舞姫」の自然交雑実生から、選抜したものである。
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Brassica oleracea L. var. acephala DC.
KY01

登　録　番　号

第２９２３３号

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

葉身のろう質の有無 　01　無

外葉の葉身の横断面の形 　02　平

葉身の表面の凹凸 　03　少

外葉の周縁の波打ちの強弱 　05　中

外葉の周縁の波打ちの粗密 　03　粗

外葉の中肋の横断面の形 　01　半円

外葉の葉柄の着生角度 　03　斜上

外葉の葉柄のアントシアニン着色の強弱 　

外葉の形 　03　倒卵

茎の長さ（腋芽を有する品種に限る。） 　

茎の太さ（腋芽を有する品種に限る。） 　

外葉の葉柄の長さ 　01　無又は極短

着色葉部が株の直径に占める割合 　06　やや大

株の中央部の色 　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 70A

腋芽発生の有無 　01　無

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

草丈 　04　やや低

株の直径 　02　かなり小

（特性記録部174-6頁）



Brassica oleracea L. var. acephala DC.
KY01

登　録　番　号

第２９２３３号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

腋芽の外葉の周縁の波打ちの強弱 　

腋芽の葉の色数 　

着色葉の中心部の主な色 　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 77B

着色葉の外縁の色 　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 77C

腋芽の外葉の形 　

着色葉の周縁の切れ込みの粗密 　03　粗

着色葉の中肋の横断面の形 　01　半円

着色葉の葉柄の長さ 　01　無又は極短

着色葉の周縁の波打ちの強弱 　04　やや弱

着色葉の周縁の波打ちの粗密 　03　粗

着色葉の周縁の切れ込みの深さ 　01　無又は極浅

外葉の色2 　

外葉の斑の色（斑を有する品種に限る。） 　01　白（黄8A;白155A）

着色葉の形 　03　倒卵

外葉の斑の有無 　09　有

外葉の色数 　03　３色

外葉の色 　03　緑

（特性記録部174-7頁）



Brassica oleracea L. var. acephala DC.
KY01

登　録　番　号

第２９２３３号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

　

　

　

　

　

　

　

腋芽の着色葉の外縁の色 　

着色期 　03　早

抽だい期 　05　中

腋芽の着色葉の周縁の切れ込みの深さ 　

腋芽の着色葉の周縁の切れ込みの粗密 　

腋芽の着色葉の中心部の主な色 　

腋芽の外葉の色2 　

腋芽の着色葉の形 　

腋芽の着色葉の周縁の波打ちの強弱 　

腋芽の外葉の色 　

（特性記録部174-8頁）



１　品種登録の番号及び年月日 第２９２３４号 令和４年６月９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Brassica oleracea L. var. acephala DC.　　　KW01

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 令和元年６月１１日

８　登録品種の育成の経過の概要

　草丈はやや低、株の直径はかなり小、着色葉部が株の直径に占める割合はやや大、株
の中央部の色はN78C、腋芽発生の有無は無、外葉の葉柄の長さは無又は極短、外葉の形
は倒卵、外葉の周縁の波打ちの強弱は弱、外葉の周縁の波打ちの粗密は粗、外葉の中肋
の横断面の形は半円、葉身のろう質の有無は無、外葉の葉身の横断面の形は平、外葉の
斑の有無は有、外葉の色数は３色、外葉の色は緑、外葉の斑の色（斑を有する品種に限
る。）は白、着色葉の形は倒卵、着色葉の周縁の波打ちの強弱は弱、着色葉の周縁の波
打ちの粗密は粗、着色葉の周縁の切れ込みの深さは無又は極浅、着色葉の周縁の切れ込
みの粗密は粗、着色葉の中肋の横断面の形は半円、着色葉の葉柄の長さは無又は極短、
着色葉の中心部の主な色は77B、着色葉の外縁の色は77B、着色期は早である。（カラー
チャートはRHSを使用）
　出願品種「KW01」は、対照品種「桃子野マーブル」と比較して、葉身のろう質の有無
が無であること、外葉の斑の色（斑を有する品種に限る。）が白であること等で区別性
が認められる。対照品種「KY01」と比較して、外葉の周縁の波打ちの強弱が弱であるこ
と、抽だい期が早であること等で区別性が認められる。

黒川園芸株式会社
栃木県下野市田中535

黒川弘一

「瀬戸の舞姫」の自然交雑実生から、選抜したものである。
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Brassica oleracea L. var. acephala DC.
KW01

登　録　番　号

第２９２３４号

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

葉身のろう質の有無 　01　無

外葉の葉身の横断面の形 　02　平

葉身の表面の凹凸 　03　少

外葉の周縁の波打ちの強弱 　03　弱

外葉の周縁の波打ちの粗密 　03　粗

外葉の中肋の横断面の形 　01　半円

外葉の葉柄の着生角度 　03　斜上

外葉の葉柄のアントシアニン着色の強弱 　

外葉の形 　03　倒卵

茎の長さ（腋芽を有する品種に限る。） 　

茎の太さ（腋芽を有する品種に限る。） 　

外葉の葉柄の長さ 　01　無又は極短

着色葉部が株の直径に占める割合 　06　やや大

株の中央部の色 　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N78C

腋芽発生の有無 　01　無

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

草丈 　04　やや低

株の直径 　02　かなり小

（特性記録部174-10頁）



Brassica oleracea L. var. acephala DC.
KW01

登　録　番　号

第２９２３４号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

腋芽の外葉の周縁の波打ちの強弱 　

腋芽の葉の色数 　

着色葉の中心部の主な色 　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 77B

着色葉の外縁の色 　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 77B

腋芽の外葉の形 　

着色葉の周縁の切れ込みの粗密 　03　粗

着色葉の中肋の横断面の形 　01　半円

着色葉の葉柄の長さ 　01　無又は極短

着色葉の周縁の波打ちの強弱 　03　弱

着色葉の周縁の波打ちの粗密 　03　粗

着色葉の周縁の切れ込みの深さ 　01　無又は極浅

外葉の色2 　

外葉の斑の色（斑を有する品種に限る。） 　01　白

着色葉の形 　03　倒卵

外葉の斑の有無 　09　有

外葉の色数 　03　３色

外葉の色 　03　緑

（特性記録部174-11頁）



Brassica oleracea L. var. acephala DC.
KW01

登　録　番　号

第２９２３４号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

　

　

　

　

　

　

　

腋芽の着色葉の外縁の色 　

着色期 　03　早

抽だい期 　03　早

腋芽の着色葉の周縁の切れ込みの深さ 　

腋芽の着色葉の周縁の切れ込みの粗密 　

腋芽の着色葉の中心部の主な色 　

腋芽の外葉の色2 　

腋芽の着色葉の形 　

腋芽の着色葉の周縁の波打ちの強弱 　

腋芽の外葉の色 　

（特性記録部174-12頁）



１　品種登録の番号及び年月日 第２９２３５号 令和４年６月９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Brassica oleracea L. var. acephala DC.　　　k-plantsB02

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 令和元年６月１１日

８　登録品種の育成の経過の概要

　草丈はやや高、株の直径はかなり小、着色葉部が株の直径に占める割合は小、株の中
央部の色は186C、腋芽発生の有無は無、外葉の葉柄の長さは無又は極短、外葉の形は倒
卵、外葉の周縁の波打ちの強弱は弱、外葉の周縁の波打ちの粗密は粗、外葉の中肋の横
断面の形は半円、葉身のろう質の有無は有、外葉の葉身の横断面の形は平、外葉の斑の
有無は有、外葉の色数は２色、外葉の色は灰緑、外葉の斑の色（斑を有する品種に限
る。）は白、着色葉の形は円、着色葉の周縁の波打ちの強弱は弱、着色葉の周縁の波打
ちの粗密は粗、着色葉の周縁の切れ込みの深さは無又は極浅、着色葉の周縁の切れ込み
の粗密は粗、着色葉の中肋の横断面の形は半円、着色葉の葉柄の長さは無又は極短、着
色葉の中心部の主な色は4D、着色葉の外縁の色は4C、着色期はやや晩である。（カラー
チャートはRHSを使用）
　出願品種「k-plantsB02」は、対照品種「晴姿」と比較して、外葉の斑の有無が有で
あること等で区別性が認められる。対照品種「瀬戸の日の出」と比較して、外葉の斑の
有無が有であること等で区別性が認められる。

久保田高生
群馬県伊勢崎市田部井町一丁目1039番地11

久保田高生

「晴れ姿」の変異株から、選抜したものである。
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Brassica oleracea L. var. acephala DC.
k-plantsB02

登　録　番　号

第２９２３５号

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

葉身のろう質の有無 　09　有

外葉の葉身の横断面の形 　02　平

葉身の表面の凹凸 　03　少

外葉の周縁の波打ちの強弱 　03　弱

外葉の周縁の波打ちの粗密 　03　粗

外葉の中肋の横断面の形 　01　半円

外葉の葉柄の着生角度 　03　斜上

外葉の葉柄のアントシアニン着色の強弱 　

外葉の形 　03　倒卵

茎の長さ（腋芽を有する品種に限る。） 　

茎の太さ（腋芽を有する品種に限る。） 　

外葉の葉柄の長さ 　01　無又は極短

着色葉部が株の直径に占める割合 　03　小

株の中央部の色 　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 186C

腋芽発生の有無 　01　無

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

草丈 　06　やや高

株の直径 　02　かなり小

（特性記録部174-14頁）



Brassica oleracea L. var. acephala DC.
k-plantsB02

登　録　番　号

第２９２３５号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

腋芽の外葉の周縁の波打ちの強弱 　

腋芽の葉の色数 　

着色葉の中心部の主な色 　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 4D

着色葉の外縁の色 　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 4C

腋芽の外葉の形 　

着色葉の周縁の切れ込みの粗密 　03　粗

着色葉の中肋の横断面の形 　01　半円

着色葉の葉柄の長さ 　01　無又は極短

着色葉の周縁の波打ちの強弱 　03　弱

着色葉の周縁の波打ちの粗密 　03　粗

着色葉の周縁の切れ込みの深さ 　01　無又は極浅

外葉の色2 　

外葉の斑の色（斑を有する品種に限る。） 　01　白

着色葉の形 　02　円

外葉の斑の有無 　09　有

外葉の色数 　02　２色

外葉の色 　05　灰緑

（特性記録部174-15頁）



Brassica oleracea L. var. acephala DC.
k-plantsB02

登　録　番　号

第２９２３５号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

　

　

　

　

　

　

　

腋芽の着色葉の外縁の色 　

着色期 　06　やや晩

抽だい期 　04　やや早

腋芽の着色葉の周縁の切れ込みの深さ 　

腋芽の着色葉の周縁の切れ込みの粗密 　

腋芽の着色葉の中心部の主な色 　

腋芽の外葉の色2 　

腋芽の着色葉の形 　

腋芽の着色葉の周縁の波打ちの強弱 　

腋芽の外葉の色 　

（特性記録部174-16頁）



１　品種登録の番号及び年月日 第２９２３６号 令和４年６月９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calendula L.　　　TF889

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３０年４月２４日

８　登録品種の育成の経過の概要

　草型は斜上、株の高さは極低、花茎長は極短、茎の太さはやや太、葉序は互生、葉の
着生角度はやや斜上、葉形は砲弾形、葉先端の形は微突形、葉基部の形は鋭形脚、葉の
欠刻は少、葉長はやや短、葉幅は中、葉数はやや少、葉色は緑、花数はやや少、花形は
半八重咲、花容は斜上、花の大きさは小、舌状花の重ねの程度は中、舌状花数は少、管
状花部の大きさは小、花弁全体の形は狭線形、花弁先端の形は波状形、花弁の長さはや
や短、花弁の幅は狭、花弁の複色の有無は無、花弁表側の色は12A、花弁裏側の色は
12A、花の中心部の色は黄、総ほうの直径はかなり小、花柄の長さはかなり短である。
（カラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「TF889」は、対照品種「デージー　レモン」と比較して、葉長がやや短で
あること、花弁の複色の有無が無であること等で区別性が認められる。

タキイ種苗株式会社
京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

池口英明　伊豆直幸

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。
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Calendula L.
TF889

登　録　番　号

第２９２３６号

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

葉先端の形 　01　微突形

葉基部の形 　02　鋭形脚

葉面の凹凸 　03　少

葉序 　02　互生

葉の着生角度 　03　やや斜上

葉形 　03　砲弾形

立茎数 　03　少

側枝発生の早晩性 　03　早

節間長 　01　極短

茎のアントシアニンの有無 　01　無

茎の毛の有無 　09　有

たく葉の有無 　01　無

株の高さ 　01　極低

花茎長 　01　極短

茎の太さ 　06　やや太

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

草型 　02　斜上

株張り 　03　狭

（特性記録部174-18頁）



Calendula L.
TF889

登　録　番　号

第２９２３６号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

舌状花数 　03　少

管状花部の大きさ 　03　小

花容 　01　斜上

花の大きさ 　03　小

舌状花の重ねの程度 　05　中

花房の形 　01　円錐形

花数 　04　やや少

花形 　03　半八重咲

葉の光沢 　05　中

葉の厚さ 　05　中

葉の毛の有無 　09　有

葉幅 　05　中

葉数 　04　やや少

葉色 　02　緑

葉の波打ち 　03　少

葉の欠刻 　03　少

葉長 　04　やや短

（特性記録部174-19頁）



Calendula L.
TF889

登　録　番　号

第２９２３６号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51 花柄の長さ 　02　かなり短

花たくの大きさ 　03　小

総ほうの直径 　02　かなり小

総ほうの形 　01　Ⅰ

花の中心部の色 　02　黄

花盤の色 　01　緑白

花たくの形 　01　平形

花弁の複色の有無 　01　無

花弁表側の色 　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 12A

花弁裏側の色 　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 12A

花弁先端の形 　03　波状形

花弁の長さ 　04　やや短

花弁の幅 　03　狭

管状花の配列の状態 　01　整う

管状花の大きさ 　04　やや小

花弁全体の形 　01　狭線形

管状花数 　02　かなり少

（特性記録部174-20頁）



Calendula L.
TF889

登　録　番　号

第２９２３６号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

52

53

54

55

56

57

58

　

　

　

　

　

　

　

　

　

その他病害抵抗性 　

虫害抵抗性 　

　

耐寒性 　

耐暑性 　

うどんこ病抵抗性 　

花柄の太さ 　03　細

開花期 　02　かなり早

（特性記録部174-21頁）



１　品種登録の番号及び年月日 第２９２３７号 令和４年６月９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calendula L.　　　TF890

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３０年４月２４日

８　登録品種の育成の経過の概要

　草型は斜上、株の高さは極低、花茎長は極短、茎の太さは太、葉序は互生、葉の着生
角度はやや斜上、葉形は砲弾形、葉先端の形は微突形、葉基部の形は鋭形脚、葉の欠刻
はやや少、葉長はやや短、葉幅は中、葉数は中、葉色は緑、花数はやや少、花形は半八
重咲、花容は斜上、花の大きさは小、舌状花の重ねの程度は中、舌状花数は少、管状花
部の大きさはやや小、花弁全体の形は線形、花弁先端の形は波状形、花弁の長さは中、
花弁の幅はやや狭、花弁の複色の有無は無、花弁表側の色はN25A、花弁裏側の色は
N25A;183A(先端)、花の中心部の色は赤紫、総ほうの直径はかなり小、花柄の長さはか
なり短である。（カラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「TF890」は、対照品種「オレアネオ」と比較して、葉形が砲弾形であるこ
と、葉長がやや短であること、花弁裏側の色がN25A;183A(先端)であること等で区別性
が認められる。

タキイ種苗株式会社
京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

池口英明　伊豆直幸

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。
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Calendula L.
TF890

登　録　番　号

第２９２３７号

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

葉先端の形 　01　微突形

葉基部の形 　02　鋭形脚

葉面の凹凸 　03　少

葉序 　02　互生

葉の着生角度 　03　やや斜上

葉形 　03　砲弾形

立茎数 　04　やや少

側枝発生の早晩性 　03　早

節間長 　01　極短

茎のアントシアニンの有無 　01　無

茎の毛の有無 　09　有

たく葉の有無 　01　無

株の高さ 　01　極低

花茎長 　01　極短

茎の太さ 　07　太

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

草型 　02　斜上

株張り 　04　やや狭

（特性記録部174-23頁）



Calendula L.
TF890

登　録　番　号

第２９２３７号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

舌状花数 　03　少

管状花部の大きさ 　04　やや小

花容 　01　斜上

花の大きさ 　03　小

舌状花の重ねの程度 　05　中

花房の形 　01　円錐形

花数 　04　やや少

花形 　03　半八重咲

葉の光沢 　05　中

葉の厚さ 　05　中

葉の毛の有無 　09　有

葉幅 　05　中

葉数 　05　中

葉色 　02　緑

葉の波打ち 　03　少

葉の欠刻 　04　やや少

葉長 　04　やや短

（特性記録部174-24頁）



Calendula L.
TF890

登　録　番　号

第２９２３７号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51 花柄の長さ 　02　かなり短

花たくの大きさ 　03　小

総ほうの直径 　02　かなり小

総ほうの形 　01　Ⅰ

花の中心部の色 　05　赤紫

花盤の色 　01　緑白

花たくの形 　01　平形

花弁の複色の有無 　01　無

花弁表側の色 　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N25A

花弁裏側の色 　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N25A;183A(先端)

花弁先端の形 　03　波状形

花弁の長さ 　05　中

花弁の幅 　04　やや狭

管状花の配列の状態 　01　整う

管状花の大きさ 　05　中

花弁全体の形 　02　線形

管状花数 　02　かなり少

（特性記録部174-25頁）



Calendula L.
TF890

登　録　番　号

第２９２３７号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

52

53

54

55

56

57

58

　

　

　

　

　

　

　

　

　

その他病害抵抗性 　

虫害抵抗性 　

　

耐寒性 　

耐暑性 　

うどんこ病抵抗性 　

花柄の太さ 　03　細

開花期 　02　かなり早

（特性記録部174-26頁）



１　品種登録の番号及び年月日 第２９２３８号 令和４年６月９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calendula L.　　　TF891

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３０年４月２４日

８　登録品種の育成の経過の概要

　草型は斜上、株の高さは極低、花茎長は極短、茎の太さはやや太、葉序は互生、葉の
着生角度はやや斜上、葉形は砲弾形、葉先端の形は微突形、葉基部の形は鋭形脚、葉の
欠刻は少、葉長はやや短、葉幅は中、葉数は中、葉色は緑、花数はやや少、花形は半八
重咲、花容は斜上、花の大きさは小、舌状花の重ねの程度は中、舌状花数は少、管状花
部の大きさは小、花弁全体の形は線形、花弁先端の形は波状形、花弁の長さはやや短、
花弁の幅は狭、花弁の複色の有無は無、花弁表側の色はN25B、花弁裏側の色はN25B、花
の中心部の色は橙、総ほうの直径は極小、花柄の長さはかなり短である。（カラー
チャートはRHSを使用）
　出願品種「TF891」は、対照品種「まどかチーズトルテ」と比較して、舌状花の重ね
の程度が中であること、花弁表側の色がN25Bであること等で区別性が認められる。対照
品種「オレアネオ」と比較して、舌状花の重ねの程度が中であること、花の中心部の色
が橙であること等で区別性が認められる。

タキイ種苗株式会社
京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

池口英明　伊豆直幸

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。
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Calendula L.
TF891

登　録　番　号

第２９２３８号

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

葉先端の形 　01　微突形

葉基部の形 　02　鋭形脚

葉面の凹凸 　03　少

葉序 　02　互生

葉の着生角度 　03　やや斜上

葉形 　03　砲弾形

立茎数 　03　少

側枝発生の早晩性 　03　早

節間長 　01　極短

茎のアントシアニンの有無 　01　無

茎の毛の有無 　09　有

たく葉の有無 　01　無

株の高さ 　01　極低

花茎長 　01　極短

茎の太さ 　06　やや太

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

草型 　02　斜上

株張り 　04　やや狭

（特性記録部174-28頁）



Calendula L.
TF891

登　録　番　号

第２９２３８号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

舌状花数 　03　少

管状花部の大きさ 　03　小

花容 　01　斜上

花の大きさ 　03　小

舌状花の重ねの程度 　05　中

花房の形 　01　円錐形

花数 　04　やや少

花形 　03　半八重咲

葉の光沢 　05　中

葉の厚さ 　05　中

葉の毛の有無 　09　有

葉幅 　05　中

葉数 　05　中

葉色 　02　緑

葉の波打ち 　03　少

葉の欠刻 　03　少

葉長 　04　やや短

（特性記録部174-29頁）



Calendula L.
TF891

登　録　番　号

第２９２３８号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51 花柄の長さ 　02　かなり短

花たくの大きさ 　02　かなり小

総ほうの直径 　01　極小

総ほうの形 　01　Ⅰ

花の中心部の色 　03　橙

花盤の色 　01　緑白

花たくの形 　01　平形

花弁の複色の有無 　01　無

花弁表側の色 　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N25B

花弁裏側の色 　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N25B

花弁先端の形 　03　波状形

花弁の長さ 　04　やや短

花弁の幅 　03　狭

管状花の配列の状態 　01　整う

管状花の大きさ 　04　やや小

花弁全体の形 　02　線形

管状花数 　02　かなり少

（特性記録部174-30頁）



Calendula L.
TF891

登　録　番　号

第２９２３８号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

52

53

54

55

56

57

58

　

　

　

　

　

　

　

　

　

その他病害抵抗性 　

虫害抵抗性 　

　

耐寒性 　

耐暑性 　

うどんこ病抵抗性 　

花柄の太さ 　03　細

開花期 　02　かなり早

（特性記録部174-31頁）



１　品種登録の番号及び年月日 第２９２３９号 令和４年６月９日

２　登録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.　　　笑山清（ｼｮｳｻﾝｾｲ）

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３０年９月２０日

８　登録品種の育成の経過の概要

　草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは短、葉の幅は
中、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
やや深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の直
径（摘らいしたもの）は中、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さじ状、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中、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長、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、開花習性は7月～9月
咲き（夏秋）、各開花習性における早晩性はかなり晩、側枝の多少（切り花用一輪ギク
品種に限る）はかなり少、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「笑山清」は、対照品種「笑王」と比較して、頭花の舌状花の形の数が２で
あること、舌状花の花筒の長さが中であること等で区別性が認められる。

小井戸輝雄
長野県松本市元町一丁目1番7号

小井戸輝雄

育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。
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Chrysanthemum x morifolium Ramat.
笑山清

登　録　番　号

第２９２３９号

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

葉の基部の形 　03　円形

葉の表面の光沢の強弱 　02　弱

葉の表面の緑色の濃淡 　05　中

葉の先端裂片の相対的な長さ 　05　中

葉の一次欠刻の深さ 　06　やや深

葉の裂片縁部の重なり 　03　接近する

葉の長さ 　03　短

葉の幅 　05　中

葉の長さ／幅 　04　やや低

たく葉の大きさ 　03　小

葉柄の向き 　03　斜上

葉柄の葉長に対する長さ 　05　中

草姿（叢生品種に限る） 　

分枝の粗密（叢生品種に限る） 　

茎の色 　02　紫又は褐を帯びた緑

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

草丈 　06　やや高

草型 　01　叢生でない

（特性記録部174-33頁）



Chrysanthemum x morifolium Ramat.
笑山清

登　録　番　号

第２９２３９号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

頭花の直径（摘らいしたもの） 　05　中

頭花の高さ（摘らいしていないもの） 　

頭花の型 　05　八重

花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く） 　

頭花の直径（摘らいしていないもの） 　

一茎当たりの頭花の総数（叢生でない品種に限る） 　

株当たりの頭花の総数（叢生品種に限る） 　

花らいの外面の色 　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN155A

花序の最大幅（叢生でない品種に限る） 　

花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る） 　

花序の側枝の頭花の向き（叢生でない品種に限る） 　

葉の周縁の二次欠刻の数 　04　やや少

葉の周縁の二次欠刻の深さ 　05　中

花序の形（叢生でない品種に限る） 　

葉の表面の周縁淡色部の顕著さ（Chrysanthemum ×
morifolium品種を除く）

　

葉の裏面の毛の粗密（Chrysanthemum ×morifolium品種
を除く）

　

葉の裏面の色（Chrysanthemum ×morifolium品種を除
く）

　

（特性記録部174-34頁）



Chrysanthemum x morifolium Ramat.
笑山清

登　録　番　号

第２９２３９号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花） 　07　先端部から1/4まで

舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花） 　04　やや凹

舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2 　

舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花） 　05　弱い外巻き

舌状花の表面の状態 　03　キール

舌状花のキールの数 　02　２

舌状花の花筒の長さ 　05　中

頭花の舌状花の二次的な形 　02　船底状

頭花の舌状花の三次的な形 　

舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る） 　

頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限
る）

　05　中

頭花の舌状花の形の数 　02　２

頭花の舌状花の主要な形 　03　さじ状

頭花の花柄の長さ 　02　かなり短

頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限
る）

　

頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る） 　

頭花の高さ（摘らいしたもの） 　04　やや低

（特性記録部174-35頁）



Chrysanthemum x morifolium Ramat.
笑山清

登　録　番　号

第２９２３９号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

舌状花の表面の二次色の分布 　

舌状花の表面の二次色の分布2 　

舌状花の表面の二次色の型 　

舌状花の表面の色数 　01　１

舌状花の表面の主な色 　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN155C

舌状花の表面の二次色 　

舌状花の幅 　05　中

舌状花の長さ／幅 　04　やや低

舌状花の先端の形 　01　尖る

舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平で
ない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び
八重品種に限る）

　

舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲
の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八
重品種に限る）

　

舌状花の長さ 　06　やや長

舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花） 　03　先端部から1/4

舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花） 　05　中

舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。
半八重、露心する八重及び八重品種に限る）

　

舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状
花）

　03　平形

舌状花の縦断面の形状 　01　内曲

（特性記録部174-36頁）



Chrysanthemum x morifolium Ramat.
笑山清

登　録　番　号

第２９２３９号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ
（デイジー型の品種に限る）

　

花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の
品種に限る）

　

花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 　

花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）
2

　

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）

　

花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る） 　

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）

　

花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る） 　

舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び
八重品種に限る）

　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN155C

舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び
八重品種に限る）

　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN155C

花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る） 　

舌状花の表面の三次色の型 　

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）

　01　類似する

舌状花の裏面の色 　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN155C

舌状花の表面の三次色 　

舌状花の表面の三次色の分布 　

舌状花の表面の三次色の分布2 　

（特性記録部174-37頁）



Chrysanthemum x morifolium Ramat.
笑山清

登　録　番　号

第２９２３９号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る） 　

頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る） 　

頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る） 　

頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る） 　

開花習性 　02　7月～9月咲き（夏秋）

各開花習性における早晩性 　08　かなり晩

側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る） 　02　かなり少

日長感応グループ（正確な日長制御での栽培） 　

日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2 　

自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合
に限る）

　05　中

管状花の形（アネモネ型の品種に限る） 　

管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る） 　

管状花の色（アネモネ型の品種に限る） 　

花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る） 　

花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2 　

花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る） 　

花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る） 　

（特性記録部174-38頁）



Chrysanthemum x morifolium Ramat.
笑山清

登　録　番　号

第２９２３９号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

103

104

105

106

107

108

109

110

　

　

　

　

　

　

　

　

　

舌状花の幅（観賞ぎくに限る） 　

舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る） 　

管状花の花冠の深裂の深さ（花盤の型がアネモネ型の品
種は除く）

　

管弁の返しの大きさ（舌状花の主要な形が管状2の観賞
ぎくに限る）

　

管弁の玉巻きの強弱（舌状花の主要な形が管状2の観賞
ぎくに限る）

　

舌状花の長さ（観賞ぎくに限る） 　

頭花の舌状花の三次的な形（観賞ぎくに限る） 　

舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限
る）

　05　水平

（特性記録部174-39頁）



１　品種登録の番号及び年月日 第２９２４０号 令和４年６月９日

２　登録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.　　　秀しぶの（ｼｭｳｼﾌﾞﾉ）

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 令和元年１０月２８日

８　登録品種の育成の経過の概要

　草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはかなり短、葉の幅は
やや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深
さは深、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）は平、舌状花の縦
断面の形状は外反、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は低、
舌状花の表面の色数は２、舌状花の表面の主な色は71A、舌状花の表面の二次色は
NN155C、舌状花の表面の二次色の分布は基部、舌状花の表面の二次色の型は一様又はほ
ぼ一様、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75A:70B(中央部の縦線)、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）は黄緑、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、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性
における早晩性はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「秀しぶの」は、対照品種「精あやすぎ」と比較して、舌状花の先端の形が
丸であること、舌状花の表面の主な色が71Aであること等で区別性が認められる。対照
品種「秀あずまや」と比較して、たく葉の大きさが小であること、舌状花の先端の形が
丸であること等で区別性が認められる。

佐藤淳一
広島県福山市新市町大字金丸673番地

佐藤淳一

「秀おりえ」に赤色系の小ぎくの混合花粉を交配し、選抜したものである。
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Chrysanthemum x morifolium Ramat.
秀しぶの

登　録　番　号

第２９２４０号

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

葉の基部の形 　04　平形

葉の表面の光沢の強弱 　02　弱

葉の表面の緑色の濃淡 　05　中

葉の先端裂片の相対的な長さ 　06　やや長

葉の一次欠刻の深さ 　07　深

葉の裂片縁部の重なり 　04　接する

葉の長さ 　02　かなり短

葉の幅 　04　やや狭

葉の長さ／幅 　05　中

たく葉の大きさ 　03　小

葉柄の向き 　03　斜上

葉柄の葉長に対する長さ 　06　やや長

草姿（叢生品種に限る） 　

分枝の粗密（叢生品種に限る） 　

茎の色 　04　紫

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

草丈 　07　高

草型 　01　叢生でない
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Chrysanthemum x morifolium Ramat.
秀しぶの

登　録　番　号

第２９２４０号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

頭花の直径（摘らいしたもの） 　

頭花の高さ（摘らいしていないもの） 　03　低

頭花の型 　03　半八重

花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く） 　01　デイジー

頭花の直径（摘らいしていないもの） 　03　小

一茎当たりの頭花の総数（叢生でない品種に限る） 　05　中

株当たりの頭花の総数（叢生品種に限る） 　

花らいの外面の色 　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 70A

花序の最大幅（叢生でない品種に限る） 　03　狭

花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る） 　03　小

花序の側枝の頭花の向き（叢生でない品種に限る） 　01　上

葉の周縁の二次欠刻の数 　04　やや少

葉の周縁の二次欠刻の深さ 　06　やや深

花序の形（叢生でない品種に限る） 　05　平らな散房花序型

葉の表面の周縁淡色部の顕著さ（Chrysanthemum ×
morifolium品種を除く）

　

葉の裏面の毛の粗密（Chrysanthemum ×morifolium品種
を除く）

　

葉の裏面の色（Chrysanthemum ×morifolium品種を除
く）
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Chrysanthemum x morifolium Ramat.
秀しぶの

登　録　番　号

第２９２４０号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花） 　07　先端部から1/4まで

舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花） 　06　平

舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2 　

舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花） 　05　弱い外巻き

舌状花の表面の状態 　03　キール

舌状花のキールの数 　02　２

舌状花の花筒の長さ 　01　極短

頭花の舌状花の二次的な形 　

頭花の舌状花の三次的な形 　

舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る） 　03　斜上

頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限
る）

　

頭花の舌状花の形の数 　01　１

頭花の舌状花の主要な形 　01　舌状

頭花の花柄の長さ 　03　短

頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限
る）

　02　かなり少

頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る） 　03　少

頭花の高さ（摘らいしたもの） 　
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Chrysanthemum x morifolium Ramat.
秀しぶの

登　録　番　号

第２９２４０号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

舌状花の表面の二次色の分布 　08　基部

舌状花の表面の二次色の分布2 　

舌状花の表面の二次色の型 　01　一様又はほぼ一様

舌状花の表面の色数 　02　２

舌状花の表面の主な色 　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 71A

舌状花の表面の二次色 　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN155C

舌状花の幅 　04　やや狭

舌状花の長さ／幅 　03　低

舌状花の先端の形 　02　丸

舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平で
ない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び
八重品種に限る）

　

舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲
の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八
重品種に限る）

　

舌状花の長さ 　03　短

舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花） 　03　先端部から1/4

舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花） 　03　弱

舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。
半八重、露心する八重及び八重品種に限る）

　

舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状
花）

　

舌状花の縦断面の形状 　03　外反

（特性記録部174-44頁）



Chrysanthemum x morifolium Ramat.
秀しぶの

登　録　番　号

第２９２４０号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ
（デイジー型の品種に限る）

　

花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の
品種に限る）

　

花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 　03　黄緑

花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）
2

　

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）

　01　無

花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る） 　

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）

　06　やや大

花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る） 　03　ややドーム状

舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び
八重品種に限る）

　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 71A:NN155C(基部)

舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び
八重品種に限る）

　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 75A:70B(中央部の縦
線)

花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る） 　06　やや大

舌状花の表面の三次色の型 　

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）

　02　著しく異なる

舌状花の裏面の色
　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 75A:70B(中央部の縦
線)

舌状花の表面の三次色 　

舌状花の表面の三次色の分布 　

舌状花の表面の三次色の分布2 　
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Chrysanthemum x morifolium Ramat.
秀しぶの

登　録　番　号

第２９２４０号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る） 　

頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る） 　

頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る） 　

頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る） 　

開花習性 　03　10月～11月咲き（秋）

各開花習性における早晩性 　04　やや早

側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る） 　

日長感応グループ（正確な日長制御での栽培） 　

日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2 　

自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合
に限る）

　06　やや晩

管状花の形（アネモネ型の品種に限る） 　

管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る） 　

管状花の色（アネモネ型の品種に限る） 　

花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る） 　06　黄橙

花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2 　

花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る） 　

花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る） 　
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Chrysanthemum x morifolium Ramat.
秀しぶの

登　録　番　号

第２９２４０号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

103

104

105

106

107

108

109

110

　

　

　

　

　

　

　

　

　

舌状花の幅（観賞ぎくに限る） 　

舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る） 　

管状花の花冠の深裂の深さ（花盤の型がアネモネ型の品
種は除く）

　03　浅

管弁の返しの大きさ（舌状花の主要な形が管状2の観賞
ぎくに限る）

　

管弁の玉巻きの強弱（舌状花の主要な形が管状2の観賞
ぎくに限る）

　

舌状花の長さ（観賞ぎくに限る） 　

頭花の舌状花の三次的な形（観賞ぎくに限る） 　

舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限
る）
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１　品種登録の番号及び年月日 第２９２４１号 令和４年６月９日

２　登録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.　　　笑美須々（ｼｮｳﾐｽｽﾞ）

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 令和元年１２月１２日

８　登録品種の育成の経過の概要

　草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはやや短、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長、葉の一次欠刻の深さ
は深、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、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）はやや粗、頭花の舌状花の形の数は３以上、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外反、舌状花
の長さはかなり長、舌状花の幅は中、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76C、舌状花の表面の二次色は155C、舌状花の表面の二次
色の分布は先端、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76D、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晩性は極
晩、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）は無又は極少、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「笑美須々」は、対照品種「笑の声」と比較して、舌状花の表面の主な色が
76Cであること等で区別性が認められる。

小井戸輝雄
長野県松本市元町一丁目1番7号

小井戸輝雄

育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。
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Chrysanthemum x morifolium Ramat.
笑美須々

登　録　番　号

第２９２４１号

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

葉の基部の形 　04　平形

葉の表面の光沢の強弱 　02　弱

葉の表面の緑色の濃淡 　05　中

葉の先端裂片の相対的な長さ 　06　やや長

葉の一次欠刻の深さ 　07　深

葉の裂片縁部の重なり 　04　接する

葉の長さ 　04　やや短

葉の幅 　05　中

葉の長さ／幅 　05　中

たく葉の大きさ 　03　小

葉柄の向き 　03　斜上

葉柄の葉長に対する長さ 　05　中

草姿（叢生品種に限る） 　

分枝の粗密（叢生品種に限る） 　

茎の色 　02　紫又は褐を帯びた緑

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

草丈 　06　やや高

草型 　01　叢生でない
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Chrysanthemum x morifolium Ramat.
笑美須々

登　録　番　号

第２９２４１号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

頭花の直径（摘らいしたもの） 　06　やや大

頭花の高さ（摘らいしていないもの） 　

頭花の型 　05　八重

花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く） 　

頭花の直径（摘らいしていないもの） 　

一茎当たりの頭花の総数（叢生でない品種に限る） 　

株当たりの頭花の総数（叢生品種に限る） 　

花らいの外面の色 　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 70B

花序の最大幅（叢生でない品種に限る） 　

花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る） 　

花序の側枝の頭花の向き（叢生でない品種に限る） 　

葉の周縁の二次欠刻の数 　06　やや多

葉の周縁の二次欠刻の深さ 　06　やや深

花序の形（叢生でない品種に限る） 　

葉の表面の周縁淡色部の顕著さ（Chrysanthemum ×
morifolium品種を除く）

　

葉の裏面の毛の粗密（Chrysanthemum ×morifolium品種
を除く）

　

葉の裏面の色（Chrysanthemum ×morifolium品種を除
く）

　

（特性記録部174-50頁）



Chrysanthemum x morifolium Ramat.
笑美須々

登　録　番　号

第２９２４１号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花） 　06　先端部から1/2まで

舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花） 　05　わずかに凹

舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2 　

舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花） 　06　外巻き

舌状花の表面の状態 　03　キール

舌状花のキールの数 　02　２

舌状花の花筒の長さ 　02　かなり短

頭花の舌状花の二次的な形 　03　さじ状

頭花の舌状花の三次的な形 　02　船底状

舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る） 　

頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限
る）

　04　やや粗

頭花の舌状花の形の数 　03　３以上

頭花の舌状花の主要な形 　01　舌状

頭花の花柄の長さ 　02　かなり短

頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限
る）

　

頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る） 　

頭花の高さ（摘らいしたもの） 　05　中
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Chrysanthemum x morifolium Ramat.
笑美須々

登　録　番　号

第２９２４１号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

舌状花の表面の二次色の分布 　01　先端

舌状花の表面の二次色の分布2 　

舌状花の表面の二次色の型 　02　ぼかし

舌状花の表面の色数 　02　２

舌状花の表面の主な色 　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 76C

舌状花の表面の二次色 　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 155C

舌状花の幅 　05　中

舌状花の長さ／幅 　05　中

舌状花の先端の形 　01　尖る

舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平で
ない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び
八重品種に限る）

　

舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲
の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八
重品種に限る）

　

舌状花の長さ 　08　かなり長

舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花） 　03　先端部から1/4

舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花） 　02　かなり弱

舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。
半八重、露心する八重及び八重品種に限る）

　

舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状
花）

　

舌状花の縦断面の形状 　03　外反
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Chrysanthemum x morifolium Ramat.
笑美須々

登　録　番　号

第２９２４１号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ
（デイジー型の品種に限る）

　

花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の
品種に限る）

　

花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 　

花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）
2

　

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）

　

花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る） 　

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）

　

花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る） 　

舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び
八重品種に限る）

　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 77D

舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び
八重品種に限る）

　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN155D

花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る） 　

舌状花の表面の三次色の型 　

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）

　01　類似する

舌状花の裏面の色 　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 76D

舌状花の表面の三次色 　

舌状花の表面の三次色の分布 　

舌状花の表面の三次色の分布2 　
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Chrysanthemum x morifolium Ramat.
笑美須々

登　録　番　号

第２９２４１号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る） 　

頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る） 　

頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る） 　

頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る） 　

開花習性 　02　7月～9月咲き（夏秋）

各開花習性における早晩性 　09　極晩

側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る） 　01　無又は極少

日長感応グループ（正確な日長制御での栽培） 　

日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2 　

自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合
に限る）

　05　中

管状花の形（アネモネ型の品種に限る） 　

管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る） 　

管状花の色（アネモネ型の品種に限る） 　

花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る） 　

花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2 　

花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る） 　

花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る） 　
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Chrysanthemum x morifolium Ramat.
笑美須々

登　録　番　号

第２９２４１号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

103

104

105

106

107

108

109

110

　

　

　

　

　

　

　

　

　

舌状花の幅（観賞ぎくに限る） 　

舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る） 　

管状花の花冠の深裂の深さ（花盤の型がアネモネ型の品
種は除く）

　

管弁の返しの大きさ（舌状花の主要な形が管状2の観賞
ぎくに限る）

　

管弁の玉巻きの強弱（舌状花の主要な形が管状2の観賞
ぎくに限る）

　

舌状花の長さ（観賞ぎくに限る） 　

頭花の舌状花の三次的な形（観賞ぎくに限る） 　

舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限
る）

　05　水平
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１　品種登録の番号及び年月日 第２９２４２号 令和４年６月９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Citrus L.　　　あすき

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２９年１１月１６日

８　登録品種の育成の経過の概要

　樹姿は開張、枝梢の密度は中、樹の大きさはやや大、樹勢はやや強、枝梢の太さはや
や太、枝梢の長さは長、節間長はやや長、枝梢のとげの多少はかなり少、葉身の形は紡
錘形、葉身波状の程度は弱、葉身の大きさはやや小、葉身長は中、葉身幅は狭、葉形指
数はやや大、網脈の鮮明度はやや明瞭、翼葉の形は痕跡、葉柄の長さはやや短、葉柄の
太さはやや太、花序の形成は総状、花(蕾)の重さはやや軽、花弁の形は紡錘形、花弁の
長さはやや短、花弁の幅は極広、花弁（花蕾の外側）の色は白、花弁の数は５枚、花糸
の分離の程度は一部合一、花粉の多少は中、果実の形は扁球、果頂部の形は平坦、果頂
部放射条溝の有無は無、果頂部の凹環の有無は無、果梗部の形は切平面、果梗部放射条
溝の多少は少、果心の充実度は粗、果心の大きさはやや大、果実の重さは中、果皮の色
は橙、油胞の大きさは大小混合、油胞の密度は中、油胞の凹凸は凸、果面の粗滑は滑、
果皮の厚さは薄、果皮歩合はやや小、剥皮の難易は中、じょうのう膜の硬さは軟、さ
じょうの形は中、さじょうの大きさは中、さじょう（果肉）の色は濃橙、果汁の多少は
多、甘味はかなり高、酸味は高、香気の多少は中、種子数は中、発芽期はやや晩、開花
期はやや晩、成熟期は中、隔年結果性は中、浮皮果の発生は無、裂果の発生は無、貯蔵
性は中である。
　出願品種「あすき」は、対照品種「あすみ」と比較して、枝梢のとげの多少がかなり
少であること、果心の大きさがやや大であること、果皮の厚さが薄であること等で区別
性が認められる。対照品種「せとか」と比較して、枝梢のとげの多少がかなり少である
こと、果心の大きさがやや大であること、果皮の厚さが薄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

吉岡照高　吉田俊雄　根角博久　太田智　喜多正幸　國賀武　野々村睦子
中嶋直子　濱田宏子　野中圭介　瀧下文孝

「カンキツ興津46号」に「はるみ」を交配し、選抜したものである。
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Citrus L.
あすき

登　録　番　号

第２９２４２号

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

葉身幅 　03　狭

葉形指数 　06　やや大

葉の厚さ 　04　やや薄

葉身波状の程度 　03　弱

葉身の大きさ 　04　やや小

葉身長 　05　中

葉身の形 　02　紡錘形

葉身先端の形 　02　鈍尖形

葉身基部の形 　03　鈍形

枝梢の長さ 　07　長

節間長 　06　やや長

枝梢のとげの多少 　02　かなり少

樹の大きさ 　06　やや大

樹勢 　06　やや強

枝梢の太さ 　06　やや太

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

樹姿 　07　開張

枝梢の密度 　05　中

（特性記録部174-57頁）



Citrus L.
あすき

登　録　番　号

第２９２４２号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

花粉の多少 　05　中

子房の形 　03　扁球

花弁の数 　02　５枚

花糸の数 　03　少

花糸の分離の程度 　02　一部合一

花弁の長さ 　04　やや短

花弁の幅 　09　極広

花弁（花蕾の外側）の色 　01　白

花序の形成 　02　総状

花(蕾)の重さ 　04　やや軽

花弁の形 　01　紡錘形

翼葉の幅 　03　狭

葉柄の長さ 　04　やや短

葉柄の太さ 　06　やや太

網脈の鮮明度 　02　やや明瞭

翼葉の形 　02　痕跡

翼葉の長さ 　05　中
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Citrus L.
あすき

登　録　番　号

第２９２４２号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51 果面の粗滑 　03　滑

油胞の大きさ 　09　大小混合

油胞の密度 　05　中

油胞の凹凸 　03　凸

果実の重さ 　05　中

果皮の色 　05　橙

アルベドの色 　02　淡黄

果梗部放射条溝の多少 　03　少

果心の充実度 　03　粗

果心の大きさ 　06　やや大

果頂部放射条溝の有無 　01　無

果頂部の凹環の有無 　01　無

果梗部の形 　04　切平面

果実の形 　03　扁球

果形指数 　07　大

果頂部の形 　02　平坦

花柱の形 　02　弓形
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Citrus L.
あすき

登　録　番　号

第２９２４２号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

胚の色 　

胚の数 　01　単胚

発芽期 　06　やや晩

香気の多少 　05　中

香気の種類 　JHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ オレンジ

種子数 　05　中

甘味 　08　かなり高

苦味の有無 　01　無

酸味 　07　高

さじょうの大きさ 　05　中

さじょう（果肉）の色 　06　濃橙

果汁の多少 　07　多

剥皮の難易 　05　中

じょうのう膜の硬さ 　03　軟

さじょうの形 　02　中

果皮の厚さ 　03　薄

果皮歩合 　04　やや小
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Citrus L.
あすき

登　録　番　号

第２９２４２号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

こくてん病抵抗性 　

ﾔﾉﾈｶｲｶﾞﾗﾑｼ抵抗性 　

樹体の耐寒性 　05　中

かいよう病抵抗性 　

そうか病抵抗性 　

その他の生理障害 　01　無

貯蔵性 　05　中

果実の耐寒性 　05　中

日焼け果の発生 　01　無

浮皮果の発生 　01　無

裂果の発生 　01　無

隔年結果性 　05　中

着色の難易 　01　不良

後期落果の多少 　03　少

開花期 　06　やや晩

四季咲き性の有無 　01　無

成熟期 　05　中
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Citrus L.
あすき

登　録　番　号

第２９２４２号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

86

87

88

89

90

91

92

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

台木の根の発育(台木用品種に限る) 　

耐湿性(台木用品種に限る) 　

耐干性(台木用品種に限る) 　

実生のそろい(台木用品種に限る) 　

栄養繁殖の難易(台木用品種に限る) 　

接ぎ木後の樹勢(台木用品種に限る) 　

接ぎ木の難易(台木用品種に限る) 　

（特性記録部174-62頁）



１　品種登録の番号及び年月日 第２９２４３号 令和４年６月９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Citrus L.　　　愛媛果試第48号（ｴﾋﾒｶｼﾀﾞｲ48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 令和元年８月３０日

８　登録品種の育成の経過の概要

　樹姿は中間、枝梢の密度はやや粗、樹の大きさは中、樹勢は中、枝梢の太さはやや
太、枝梢の長さはやや長、節間長は中、枝梢のとげの多少は中、葉身の形は紡錘形、葉
身波状の程度は弱、葉身の大きさは大、葉身長は中、葉身幅はやや広、葉形指数はやや
小、網脈の鮮明度はやや明瞭、翼葉の形は痕跡、葉柄の長さはやや短、葉柄の太さはや
や太、花序の形成は単生、花(蕾)の重さはかなり軽、花弁の形は紡錘形、花弁の長さは
かなり短、花弁の幅は狭、花弁（花蕾の外側）の色は白、花弁の数は５枚、花糸の分離
の程度は分離、花粉の多少は少、果実の形は短卵形、果頂部の形は平坦、果頂部放射条
溝の有無は無、果頂部の凹環の有無は無、果梗部の形は球面、果梗部放射条溝の多少は
中、果心の充実度は粗、果心の大きさは極小、果実の重さは重、果皮の色は橙、油胞の
大きさは大小混合、油胞の密度は中、油胞の凹凸は凸、果面の粗滑はやや滑、果皮の厚
さはやや薄、果皮歩合は小、剥皮の難易はやや易、じょうのう膜の硬さは軟、さじょう
の形は中、さじょうの大きさは中、さじょう（果肉）の色は橙、果汁の多少は多、甘味
は高、酸味は低、香気の多少は中、種子数は無、発芽期は中、開花期は中、成熟期は中
である。
　出願品種「愛媛果試第48号」は、対照品種「愛媛果試第28号」と比較して、果心の大
きさが極小であること、成熟期が中であること等で区別性が認められる。対照品種「清
見」と比較して、果実の形が短卵形であること、果皮の厚さがやや薄であること等で区
別性が認められる。対照品種「天草」と比較して、果実の形が短卵形であること、成熟
期が中であること等で区別性が認められる。

愛媛県
愛媛県松山市一番町四丁目4番地2

奥貞丈博　岡本充智　加美豊　山本紗綺　菊地毅洋　三堂博昭　重松幸典
崎本孝江　政本泰幸　二宮泰造　兵頭洋仁　中田治人　薬師寺弘倫

　「愛媛果試第28号」に「甘平」を交配し、選抜したものである。
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Citrus L.
愛媛果試第48号

登　録　番　号

第２９２４３号

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

葉身幅 　06　やや広

葉形指数 　04　やや小

葉の厚さ 　04　やや薄

葉身波状の程度 　03　弱

葉身の大きさ 　07　大

葉身長 　05　中

葉身の形 　02　紡錘形

葉身先端の形 　03　鋭形

葉身基部の形 　02　鋭形

枝梢の長さ 　06　やや長

節間長 　05　中

枝梢のとげの多少 　05　中

樹の大きさ 　05　中

樹勢 　05　中

枝梢の太さ 　06　やや太

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

樹姿 　05　中間

枝梢の密度 　04　やや粗

（特性記録部174-64頁）



Citrus L.
愛媛果試第48号

登　録　番　号

第２９２４３号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

花粉の多少 　03　少

子房の形 　06　短卵形

花弁の数 　02　５枚

花糸の数 　05　中

花糸の分離の程度 　01　分離

花弁の長さ 　02　かなり短

花弁の幅 　03　狭

花弁（花蕾の外側）の色 　01　白

花序の形成 　01　単生

花(蕾)の重さ 　02　かなり軽

花弁の形 　01　紡錘形

翼葉の幅 　03　狭

葉柄の長さ 　04　やや短

葉柄の太さ 　06　やや太

網脈の鮮明度 　02　やや明瞭

翼葉の形 　02　痕跡

翼葉の長さ 　04　やや短

（特性記録部174-65頁）



Citrus L.
愛媛果試第48号

登　録　番　号

第２９２４３号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51 果面の粗滑 　04　やや滑

油胞の大きさ 　09　大小混合

油胞の密度 　05　中

油胞の凹凸 　03　凸

果実の重さ 　07　重

果皮の色 　05　橙

アルベドの色 　02　淡黄

果梗部放射条溝の多少 　05　中

果心の充実度 　03　粗

果心の大きさ 　01　極小

果頂部放射条溝の有無 　01　無

果頂部の凹環の有無 　01　無

果梗部の形 　03　球面

果実の形 　05　短卵形

果形指数 　04　やや小

果頂部の形 　02　平坦

花柱の形 　02　弓形

（特性記録部174-66頁）



Citrus L.
愛媛果試第48号

登　録　番　号

第２９２４３号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

胚の色 　

胚の数 　

発芽期 　05　中

香気の多少 　05　中

香気の種類 　

種子数 　01　無

甘味 　07　高

苦味の有無 　01　無

酸味 　03　低

さじょうの大きさ 　05　中

さじょう（果肉）の色 　05　橙

果汁の多少 　07　多

剥皮の難易 　04　やや易

じょうのう膜の硬さ 　03　軟

さじょうの形 　02　中

果皮の厚さ 　04　やや薄

果皮歩合 　03　小

（特性記録部174-67頁）



Citrus L.
愛媛果試第48号

登　録　番　号

第２９２４３号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

こくてん病抵抗性 　

ﾔﾉﾈｶｲｶﾞﾗﾑｼ抵抗性 　

樹体の耐寒性 　

かいよう病抵抗性 　

そうか病抵抗性 　

その他の生理障害 　

貯蔵性 　

果実の耐寒性 　

日焼け果の発生 　

浮皮果の発生 　

裂果の発生 　

隔年結果性 　

着色の難易 　

後期落果の多少 　

開花期 　05　中

四季咲き性の有無 　01　無

成熟期 　05　中

（特性記録部174-68頁）



Citrus L.
愛媛果試第48号

登　録　番　号

第２９２４３号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

86

87

88

89

90

91

92

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

台木の根の発育(台木用品種に限る) 　

耐湿性(台木用品種に限る) 　

耐干性(台木用品種に限る) 　

実生のそろい(台木用品種に限る) 　

栄養繁殖の難易(台木用品種に限る) 　

接ぎ木後の樹勢(台木用品種に限る) 　

接ぎ木の難易(台木用品種に限る) 　

（特性記録部174-69頁）



１　品種登録の番号及び年月日 第２９２４４号 令和４年６月９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Citrus L.　　　汐里（ｼｵﾘ）

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 令和２年４月２日

８　登録品種の育成の経過の概要

　樹姿は直立、樹の大きさは大、樹勢は強、枝梢の太さはやや細、枝梢の長さはかなり
長、節間長はかなり長、枝梢のとげの多少は極多、葉身の形は紡錘形、葉身の波状の程
度は中、葉身の大きさは大、葉身長は中、葉身幅は極広、葉形指数は大、網脈の鮮明度
はやや明瞭、翼葉の形は心臓形、葉柄の長さはかなり長、葉柄の太さは太、花序の形成
は総状、花(蕾)の重さは中、花弁の形は紡錘形、花弁の長さは中、花弁の幅は広、花弁
の色（花蕾の外側）は白、花弁の数は４枚、花糸の分離の程度は一部合一、花粉の多少
は多、果実の形は短卵形、果頂部の形は陥没、果頂部放射条溝の有無は無、果頂部の凹
環の有無は無、果梗部の形は球面、果梗部放射条溝の多少は少、果心の充実度は中、果
心の大きさは小、果実の重さはやや重、果皮の色は黄、油胞の大きさは中、油胞の密度
はかなり疎、油胞の凹凸は凸、果面の粗滑は滑、果皮の厚さはやや厚、果皮歩合は大、
剥皮の難易は中、じょうのう膜の硬さは中、さじょうの形は中、さじょうの大きさは
中、さじょう（果肉）の色は黄白、果汁の多少は多、甘味はやや高、酸味は低、香気の
多少は中、種子数はかなり少、発芽期は中、開花期は中、成熟期はやや晩である。
　出願品種「汐里」は、対照品種「土佐文旦」と比較して、果心の大きさが小であるこ
と、種子数がかなり少であること等で区別性が認められる。対照品種「水晶文旦」と比
較して、果実の形が短卵形であること、果心の大きさが小であること、種子数がかなり
少であること等で区別性が認められる。

広島県
広島県広島市中区基町10番52号

金好純子　柳本裕子　古田貴音　森田剛成　塩田俊　川﨑陽一郎　塩田勝紀

　四倍体ヒュウガナツに「Siamese Acidless」（タイ原産の無酸ブンタン）を交配し、
選抜した三倍体品種である。
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Citrus L.
汐里

登　録　番　号

第２９２４４号

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

葉身長 　05　中

葉身幅 　09　極広

葉形指数 　07　大

葉身基部の形 　02　鋭形

葉身の波状の程度 　05　中

葉身の大きさ 　07　大

枝梢のとげの多少 　09　極多

葉身の形 　02　紡錘形

葉身先端の形 　01　鋭尖形

枝梢の長さ 　08　かなり長

節間長 　08　かなり長

枝梢の毛じの有無 　09　有

樹の大きさ 　07　大

樹勢 　07　強

枝梢の太さ 　04　やや細

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

樹姿 　03　直立

枝梢の密度 　05　中

（特性記録部174-71頁）



Citrus L.
汐里

登　録　番　号

第２９２４４号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

花糸の分離の程度 　02　一部合一

花粉の多少 　07　多

花弁の色（花蕾の外側） 　01　白

花弁の数 　01　４枚

花糸の数 　06　やや多

花弁の形 　01　紡錘形

花弁の長さ 　05　中

花弁の幅 　07　広

葉柄の太さ 　07　太

花序の形成 　02　総状

花(蕾)の重さ 　05　中

翼葉の長さ 　08　かなり長

翼葉の幅 　07　広

葉柄の長さ 　08　かなり長

葉の厚さ 　03　薄

網脈の鮮明度 　02　やや明瞭

翼葉の形 　05　心臓形

（特性記録部174-72頁）



Citrus L.
汐里

登　録　番　号

第２９２４４号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51 油胞の凹凸 　03　凸

アルベドの色 　01　白

油胞の大きさ 　05　中

油胞の密度 　02　かなり疎

果心の大きさ 　03　小

果実の重さ 　06　やや重

果皮の色 　02　黄

果梗部の形 　03　球面

果梗部放射条溝の多少 　03　少

果心の充実度 　05　中

果頂部の形 　01　陥没

果頂部放射条溝の有無 　01　無

果頂部の凹環の有無 　01　無

花柱の形 　02　弓形

果実の形 　04　短卵形

果形指数 　05　中

子房の形 　06　短卵形

（特性記録部174-73頁）



Citrus L.
汐里

登　録　番　号

第２９２４４号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

種子数 　02　かなり少

胚の色 　

胚の数 　01　単胚

酸味 　03　低

香気の多少 　05　中

香気の種類 　

果汁の多少 　07　多

甘味 　06　やや高

苦味の有無 　01　無

さじょうの形 　02　中

さじょうの大きさ 　05　中

さじょう（果肉）の色 　02　黄白

果皮歩合 　07　大

剥皮の難易 　05　中

じょうのう膜の硬さ 　05　中

果面の粗滑 　03　滑

果皮の厚さ 　06　やや厚

（特性記録部174-74頁）



Citrus L.
汐里

登　録　番　号

第２９２４４号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

実生のそろい(台木用品種に限る) 　

栄養繁殖の難易(台木用品種に限る) 　

こくてん病抵抗性 　

ﾔﾉﾈｶｲｶﾞﾗﾑｼ抵抗性 　

接ぎ木の難易(台木用品種に限る) 　

樹体の耐寒性 　

かいよう病抵抗性 　

そうか病抵抗性 　

その他の生理障害 　

貯蔵性 　

果実の耐寒性 　

隔年結果性 　

着色の難易 　09　良

後期落果の多少 　

発芽期 　05　中

開花期 　05　中

成熟期 　06　やや晩

（特性記録部174-75頁）



Citrus L.
汐里

登　録　番　号

第２９２４４号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

86

87

88

89

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

台木の根の発育(台木用品種に限る) 　

耐湿性(台木用品種に限る) 　

耐干性(台木用品種に限る) 　

接ぎ木後の樹勢(台木用品種に限る) 　

（特性記録部174-76頁）



１　品種登録の番号及び年月日 第２９２４５号 令和４年６月９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Diascia Link & Otto　　　DISZ0003

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 令和２年２月３日

８　登録品種の育成の経過の概要

　草型は中間性、草丈はやや低、株の幅は狭、茎のアントシアニン着色の強弱は無また
は弱、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の先端の形は鋭形、葉身の基部の
形は心臓形、葉身の斑の有無は無、葉身の色は濃緑、小花柄の長さは短、小花柄のアン
トシアニン着色の強弱は中、花冠の長さはやや短、花冠の幅はやや狭、花冠の主な色は
42B、上唇弁の切れ込みの深さは深、下唇弁の側弁の反りの強弱は無または弱、下唇弁
の下弁の縦横比は同等、下唇弁の腺状突起の有無は有、腺状突起の密度は粗、花冠の中
央部の目の色は淡黄、距の長さはやや短、距の色はN34Aである。（カラーチャートは
RHSを使用）
　出願品種「DISZ0003」は、対照品種「Sunjodiora」と比較して、草丈がやや低である
こと、下唇弁の下弁の湾曲の強弱が強であること、距の先端の向きが外へ開くであるこ
と等で区別性が認められる。対照品種「トリニティサンセット」と比較して、草丈がや
や低であること、下唇弁の下弁の湾曲の強弱が強であること、距の先端の向きが外へ開
くであること等で区別性が認められる。

Syngenta Crop Protection AG
Rosentalstr. 67, 4058 Basel, Switzerland

Dick van kleinwee

育成者が所属する法人所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。
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Diascia Link & Otto
DISZ0003

登　録　番　号

第２９２４５号

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

小花柄の長さ 　01　短

小花柄の着生角度 　05　中

小花柄のアントシアニン着色の強弱 　02　中

葉身の色 　03　濃緑

葉身の斑の色 　

花序の粗密 　03　粗

葉身の基部の形 　03　心臓形

葉身の光沢の強弱 　01　無または弱

葉身の斑の有無 　01　無

葉身の長さ 　04　やや短

葉身の幅 　04　やや狭

葉身の先端の形 　01　鋭形

株の幅 　03　狭

分枝の粗密 　08　かなり密

茎のアントシアニン着色の強弱 　01　無または弱

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

草型 　02　中間性

草丈 　04　やや低
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Diascia Link & Otto
DISZ0003

登　録　番　号

第２９２４５号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

　

　

距の色 　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N34A

距の湾曲の強弱 　01　無または弱

距の先端の向き 　03　外へ開く

腺状突起の密度 　01　粗

花冠の中央部の目の色 　02　淡黄

距の長さ 　04　やや短

下唇弁の下弁の湾曲の強弱 　03　強

下唇弁の下弁周縁の波打ちの強弱 　04　やや弱

下唇弁の腺状突起の有無 　09　有

上唇弁の切れ込みの深さ 　07　深

下唇弁の側弁の反りの強弱 　01　無または弱

下唇弁の下弁の縦横比 　02　同等

花冠の長さ 　04　やや短

花冠の幅 　04　やや狭

花冠の主な色 　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 42B

（特性記録部174-79頁）



１　品種登録の番号及び年月日 第２９２４６号 令和４年６月９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Fagopyrum esculentum Moench　　　NARO-FE-1

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２９年９月２５日

８　登録品種の育成の経過の概要

　伸育性は無限伸育、草丈はやや低、花弁の色は白、花房の数は少、分枝の数は中、茎
の節数はやや少、子実の長幅比はやや大、子実の形は三角稜形、乳熟後期の果皮の色は
白～淡緑、完熟粒の果皮の色は濃褐、千粒重は中、容積重は大、生態型は中間夏型、開
花始期はやや早、開花最盛期はやや早、成熟期はやや早、耐倒伏性は中、穂発芽性は
難、脱粒性は中、ルチン含量は中である。
　出願品種「NARO-FE-1」は、対照品種「春のいぶき」と比較して、容積重が大である
こと、穂発芽性が難であること等で区別性が認められる。対照品種「常陸秋そば」と比
較して、草丈がやや低であること、千粒重が中であること、成熟期がやや早であること
等で区別性が認められる。対照品種「さちいずみ」と比較して、完熟粒の果皮の色が濃
褐であること、生態型が中間夏型であること、穂発芽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

原貴洋　手塚隆久　松井勝弘　鈴木達郎

「キタワセソバ」、「矢板在来」、「朝日村在来3」、「階上早生」、「常陸秋そ
ば」、「中信系Ⅶ」、「九系30」及び「九系10」の混合交配集団から選抜したものであ
る。
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Fagopyrum esculentum Moench
NARO-FE-1

登　録　番　号

第２９２４６号

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

茎の節数 　04　やや少

茎の直径 　01　小

子実の長さ 　02　中

花房の数 　03　少

分枝の数 　05　中

茎の長さ 　03　短

花の大きさ 　02　中

花弁の色 　01　白

小花柄の長さ 　02　中

草丈 　04　やや低

葉身の基部の形 　02　浅い心臓形

葉の緑色の濃淡 　02　中

茎のアントシアニン着色の強弱 　02　中

花芽のアントシアニン着色の強弱 　

伸育性 　02　無限伸育

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

倍数性 　02　二倍体

子葉のアントシアニン着色の強弱 　05　中

（特性記録部174-81頁）



Fagopyrum esculentum Moench
NARO-FE-1

登　録　番　号

第２９２４６号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 ルチン含量 　05　中

　

耐倒伏性 　05　中

穂発芽性 　07　難

脱粒性 　05　中

開花始期 　04　やや早

開花最盛期 　04　やや早

成熟期 　04　やや早

容積重 　07　大

子実の外観品質 　08　かなり良

生態型 　02　中間夏型

完熟粒の果皮の色 　03　濃褐

丸抜きの色 　02　淡緑

千粒重 　05　中

子実の長幅比 　06　やや大

子実の形 　03　三角稜形

乳熟後期の果皮の色 　01　白～淡緑

（特性記録部174-82頁）



１　品種登録の番号及び年月日 第２９２４７号 令和４年６月９日

２　登録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.　　　ちゅらかなさ

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 令和２年６月２９日

８　登録品種の育成の経過の概要

　草姿は開張、茎の一次側枝の長さはやや短、節間長は短、茎の太さはやや太、茎のア
ントシアニンの着色は中、茎の先端のアントシアニンの着色は中、節のアントシアニン
の着色は中、茎の先端の毛の粗密は密、葉身の大きさは中、葉身の裂片の数は３、葉身
の裂片の深さは中、葉身の表面の色（観賞用品種を除く。）は緑、葉身の表面のアント
シアニンの着色（観賞用品種を除く。）は弱、葉身の裏面の葉脈のアントシアニン着色
の大きさは中、葉身の裏面の葉脈のアントシアニン着色の強弱は弱、葉身の蜜腺のアン
トシアニンの着色は強、新葉の表面の主な色は紫褐、新葉の裏面の主な色は淡紫、葉柄
のアントシアニンの着色は弱、葉柄の長さは中、塊根の形は楕円形、塊根の長さ／幅は
中、塊根の数はやや少、塊根の大きさはやや小、塊根の表皮の主な色は淡紫、塊根の表
皮の二次色は無、塊根の肉の主な色は紫、塊根の肉の二次色は白、塊根の目の深さは中
である。
　出願品種「ちゅらかなさ」は、対照品種「アヤムラ　サキ」と比較して、葉身の裏面
の葉脈のアントシアニン着色の強弱が弱であること、塊根の長さ／幅が中であること、
塊根の肉の主な色の濃淡が中であること、塊根の肉の二次色が白であること等で区別性
が認められる。対照品種「ムラサキマサリ」と比較して、新葉の表面の主な色が紫褐で
あること、塊根の肉の主な色の濃淡が中であること、塊根の肉の二次色が白であること
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

小林晃　甲斐由美　境垣内岳雄　末松恵祐　市瀬克也　岡田吉弘

「パープルスイートロード」に「90IDN-47」を交配し、選抜したものである。

-　83　-



Ipomoea batatas (L.) Lam.
ちゅらかなさ

登　録　番　号

第２９２４７号

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

葉身の表面の斑の有無（観賞用品種に限る。） 　

葉身の表面の斑の主な色（観賞用品種に限る。） 　

葉身の表面の斑の二次色（観賞用品種に限る。） 　

葉身の裂片の深さ 　05　中

葉身の表面の色（観賞用品種を除く。） 　02　緑

葉身の表面の色（観賞用品種に限る。） 　

葉身の大きさ 　05　中

葉身の裂片の数 　02　３

葉身の形（葉身裂片のない品種に限る。） 　

茎の先端のアントシアニンの着色 　03　中

節のアントシアニンの着色 　03　中

茎の先端の毛の粗密 　04　密

節間長 　03　短

茎の太さ 　06　やや太

茎のアントシアニンの着色 　03　中

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

草姿 　05　開張

茎の一次側枝の長さ 　04　やや短

（特性記録部174-84頁）



Ipomoea batatas (L.) Lam.
ちゅらかなさ

登　録　番　号

第２９２４７号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

塊根の直径に対する皮層の厚さ 　03　薄

塊根の表皮の主な色 　09　淡紫

塊根の長さ／幅 　05　中

塊根の数 　04　やや少

塊根の大きさ 　04　やや小

花冠の直径 　

花冠の色 　

塊根の形 　02　楕円形

新葉の裏面の主な色 　05　淡紫

葉柄のアントシアニンの着色 　03　弱

葉柄の長さ 　05　中

葉身の裏面の葉脈のアントシアニン着色の強弱 　03　弱

葉身の蜜腺のアントシアニンの着色 　07　強

新葉の表面の主な色 　07　紫褐

葉身の裏面の主な色（観賞用品種に限る。） 　

葉身の表面のアントシアニンの着色（観賞用品種を除
く。）

　02　弱

葉身の裏面の葉脈のアントシアニン着色の大きさ 　05　中
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Ipomoea batatas (L.) Lam.
ちゅらかなさ

登　録　番　号

第２９２４７号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

　

　

　

　

つる割病抵抗性 　

ネコブセンチュウ抵抗性 　03　中

　

蒸しいもの肉の色（2） 　02　紫

でん粉の歩留 　

黒斑病抵抗性 　03　中

塊根の肉の二次色 　01　白

塊根の目の深さ 　02　中

蒸しいもの肉の色 　

塊根の表皮の二次色 　01　無

塊根の肉の主な色 　05　紫

塊根の肉の主な色の濃淡 　02　中

塊根の表皮の主な色（2） 　
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１　品種登録の番号及び年月日 第２９２４８号 令和４年６月９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Kalanchoe blossfeldiana Poelln.　　　Abelf

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３１年４月１１日

８　登録品種の育成の経過の概要

　草丈（花序を含む。）はやや低、株幅はかなり狭、葉の長さはやや短、葉の幅は中、
葉の形は卵形、葉の斑の有無は無、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面のアントシア
ニン着色の強弱は無又は極弱、葉の周縁の鋸歯の数はやや多、葉の周縁の鋸歯の深さは
中、開花枝の最頂部の多散花序の花数はやや少、開花枝の最頂部の多散花序の幅はやや
狭、開花初期の花冠裂片の表面の主な色は60B、花型は八重、花冠裂片の数（八重品種
に限る。）は中、花の直径はかなり大、花冠裂片の表面の色数は１、花冠裂片の表面の
主な色は71B、外側花冠裂片の表面の色数（八重品種に限る。）は１、外側花冠裂片の
表面の主な色（八重品種に限る。）は71C、開花始期はかなり早である。（カラー
チャートはRHSを使用）
　出願品種「Abelf」は、対照品種「レオナルド」と比較して、葉の周縁の鋸歯の深さ
が中であること、花冠裂片の数（八重品種に限る。）が中であること、花の直径がかな
り大であること等で区別性が認められる。対照品種「Figranfoster」と比較して、開花
枝の最頂部の多散花序の花数がやや少であること、花冠裂片の表面の主な色が71Bであ
ること等で区別性が認められる。

AB Breeding B.V.
Achterweg 58 a, 1424PR De Kwakel, The Netherlands
A & P Lankhaar Holding B.V.
Groendalseweg 74, 2665MG Bleiswijk, The Netherlands

Andreas Smaal　Antonie H. Lankhaar

　出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。
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Kalanchoe blossfeldiana Poelln.
Abelf

登　録　番　号

第２９２４８号

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

開花初期の花冠裂片の表面の色数 　01　１

開花初期の花冠裂片の表面の主な色 　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 60B

開花初期の花冠表面の二次色 　

葉の先端の向き 　03　直

開花枝の最頂部の多散花序の花数 　04　やや少

開花枝の最頂部の多散花序の幅 　04　やや狭

葉の横断面の形 　02　凹

葉の周縁の鋸歯の数 　06　やや多

葉の周縁の鋸歯の深さ 　05　中

葉の斑の有無 　01　無

葉の表面の緑色の濃淡 　05　中

葉の表面のアントシアニン着色の強弱 　01　無又は極弱

葉の長さ 　04　やや短

葉の幅 　05　中

葉の形 　01　卵形

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

草丈（花序を含む。） 　04　やや低

株幅 　02　かなり狭

（特性記録部174-88頁）



Kalanchoe blossfeldiana Poelln.
Abelf

登　録　番　号

第２９２４８号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

花冠裂片の裏面の淡色部の色（一重品種に限る。） 　

花冠裂片の裏面の濃色部の色（一重品種に限る。） 　

花冠裂片の表面の主な色 　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 71B

花冠裂片の表面の二次色 　

花冠裂片の二次色の分布位置 　

花冠裂片の幅（一重品種に限る。） 　

花冠裂片の長さ／幅（一重品種に限る。） 　

花冠裂片の表面の色数 　01　１

花冠裂片の周縁の切れ込みの有無 　01　無

花冠裂片の先端の形 　01　鋭形

花冠裂片の長さ（一重品種に限る。） 　

花の直径 　08　かなり大

花冠裂片の向き（一重品種に限る。） 　

花冠裂片の周縁の巻き込みの有無 　01　無

花型 　02　八重

花冠裂片の数（一重品種に限る。） 　

花冠裂片の数（八重品種に限る。） 　05　中

（特性記録部174-89頁）



Kalanchoe blossfeldiana Poelln.
Abelf

登　録　番　号

第２９２４８号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

35

36

37

38

39

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

開花始期 　02　かなり早

　

　

外側花冠裂片の表面の主な色（八重品種に限る。） 　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 71C

外側花冠裂片の表面の二次色（八重品種に限る。） 　

外側花冠裂片の表面の二次色の分布位置（八重品種に限
る。）

　

外側花冠裂片の表面の色数（八重品種に限る。） 　01　１

（特性記録部174-90頁）



１　品種登録の番号及び年月日 第２９２４９号 令和４年６月９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Kalanchoe blossfeldiana Poelln.　　　Abtwaalf

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３１年４月１１日

８　登録品種の育成の経過の概要

　草丈（花序を含む。）は低、株幅は狭、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の形は楕
円形、葉の斑の有無は無、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面のアントシアニン着色
の強弱は無又は極弱、葉の周縁の鋸歯の数は多、葉の周縁の鋸歯の深さはやや浅、開花
枝の最頂部の多散花序の花数はやや少、開花枝の最頂部の多散花序の幅はやや狭、開花
初期の花冠裂片の表面の主な色は157D、花型は八重、花冠裂片の数（八重品種に限
る。）は中、花の直径はやや大、花冠裂片の表面の色数は１、花冠裂片の表面の主な色
はNN155D、外側花冠裂片の表面の色数（八重品種に限る。）は１、外側花冠裂片の表面
の主な色（八重品種に限る。）はNN155D、開花始期は早である。（カラーチャートは
RHSを使用）
　出願品種「Abtwaalf」は、対照品種「PARISSA」と比較して、葉の横断面の形が極凹
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「レモ
ン」と比較して、葉の形が楕円形であること、開花初期の花冠裂片の表面の主な色が
157Dであること、花冠裂片の表面の主な色がNN155Dであること等で区別性が認められ
る。

AB Breeding B.V.
Achterweg 58 a, 1424PR De Kwakel, The Netherlands
A & P Lankhaar Holding B.V.
Groendalseweg 74, 2665MG Bleiswijk, The Netherlands

Andreas Smaal　Antonie H. Lankhaar

　出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。
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Kalanchoe blossfeldiana Poelln.
Abtwaalf

登　録　番　号

第２９２４９号

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

開花初期の花冠裂片の表面の色数 　01　１

開花初期の花冠裂片の表面の主な色 　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 157D

開花初期の花冠表面の二次色 　

葉の先端の向き 　03　直

開花枝の最頂部の多散花序の花数 　04　やや少

開花枝の最頂部の多散花序の幅 　04　やや狭

葉の横断面の形 　01　極凹

葉の周縁の鋸歯の数 　07　多

葉の周縁の鋸歯の深さ 　04　やや浅

葉の斑の有無 　01　無

葉の表面の緑色の濃淡 　05　中

葉の表面のアントシアニン着色の強弱 　01　無又は極弱

葉の長さ 　04　やや短

葉の幅 　05　中

葉の形 　02　楕円形

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

草丈（花序を含む。） 　03　低

株幅 　03　狭

（特性記録部174-92頁）



Kalanchoe blossfeldiana Poelln.
Abtwaalf

登　録　番　号

第２９２４９号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

花冠裂片の裏面の淡色部の色（一重品種に限る。） 　

花冠裂片の裏面の濃色部の色（一重品種に限る。） 　

花冠裂片の表面の主な色 　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN155D

花冠裂片の表面の二次色 　

花冠裂片の二次色の分布位置 　

花冠裂片の幅（一重品種に限る。） 　

花冠裂片の長さ／幅（一重品種に限る。） 　

花冠裂片の表面の色数 　01　１

花冠裂片の周縁の切れ込みの有無 　01　無

花冠裂片の先端の形 　02　突形

花冠裂片の長さ（一重品種に限る。） 　

花の直径 　06　やや大

花冠裂片の向き（一重品種に限る。） 　

花冠裂片の周縁の巻き込みの有無 　01　無

花型 　02　八重

花冠裂片の数（一重品種に限る。） 　

花冠裂片の数（八重品種に限る。） 　05　中

（特性記録部174-93頁）



Kalanchoe blossfeldiana Poelln.
Abtwaalf

登　録　番　号

第２９２４９号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

35

36

37

38

39

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

開花始期 　03　早

　

　

外側花冠裂片の表面の主な色（八重品種に限る。） 　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN155D

外側花冠裂片の表面の二次色（八重品種に限る。） 　

外側花冠裂片の表面の二次色の分布位置（八重品種に限
る。）

　

外側花冠裂片の表面の色数（八重品種に限る。） 　01　１

（特性記録部174-94頁）



１　品種登録の番号及び年月日 第２９２５０号 令和４年６月９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Kalanchoe blossfeldiana Poelln.　　　Abdertien

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３１年４月１１日

８　登録品種の育成の経過の概要

　草丈（花序を含む。）はやや低、株幅は狭、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉
の形は卵形、葉の斑の有無は無、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉の表面のアントシ
アニン着色の強弱は弱、葉の周縁の鋸歯の数はやや多、葉の周縁の鋸歯の深さはやや
深、開花枝の最頂部の多散花序の花数はやや少、開花枝の最頂部の多散花序の幅はやや
狭、開花初期の花冠裂片の表面の主な色は67A、花型は八重、花冠裂片の数（八重品種
に限る。）は中、花の直径はかなり大、花冠裂片の表面の色数は１、花冠裂片の表面の
主な色は67B、外側花冠裂片の表面の色数（八重品種に限る。）は１、外側花冠裂片の
表面の主な色（八重品種に限る。）は67B、開花始期はやや早である。（カラーチャー
トはRHSを使用）
　出願品種「Abdertien」は、対照品種「レオナルド」と比較して、葉の周縁の鋸歯の
深さがやや深であること、花の直径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「Figranfoster」と比較して、葉の横断面の形が極凹であること、開花枝の最頂
部の多散花序の花数がやや少であること等で区別性が認められる。

AB Breeding B.V.
Achterweg 58 a, 1424PR De Kwakel, The Netherlands
A & P Lankhaar Holding B.V.
Groendalseweg 74, 2665MG Bleiswijk, The Netherlands

Andreas Smaal　Antonie H. Lankhaar

　出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。
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Kalanchoe blossfeldiana Poelln.
Abdertien

登　録　番　号

第２９２５０号

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

開花初期の花冠裂片の表面の色数 　01　１

開花初期の花冠裂片の表面の主な色 　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 67A

開花初期の花冠表面の二次色 　

葉の先端の向き 　03　直

開花枝の最頂部の多散花序の花数 　04　やや少

開花枝の最頂部の多散花序の幅 　04　やや狭

葉の横断面の形 　01　極凹

葉の周縁の鋸歯の数 　06　やや多

葉の周縁の鋸歯の深さ 　06　やや深

葉の斑の有無 　01　無

葉の表面の緑色の濃淡 　04　やや淡

葉の表面のアントシアニン着色の強弱 　03　弱

葉の長さ 　04　やや短

葉の幅 　04　やや狭

葉の形 　01　卵形

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

草丈（花序を含む。） 　04　やや低

株幅 　03　狭

（特性記録部174-96頁）



Kalanchoe blossfeldiana Poelln.
Abdertien

登　録　番　号

第２９２５０号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

花冠裂片の裏面の淡色部の色（一重品種に限る。） 　

花冠裂片の裏面の濃色部の色（一重品種に限る。） 　

花冠裂片の表面の主な色 　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 67B

花冠裂片の表面の二次色 　

花冠裂片の二次色の分布位置 　

花冠裂片の幅（一重品種に限る。） 　

花冠裂片の長さ／幅（一重品種に限る。） 　

花冠裂片の表面の色数 　01　１

花冠裂片の周縁の切れ込みの有無 　01　無

花冠裂片の先端の形 　02　突形

花冠裂片の長さ（一重品種に限る。） 　

花の直径 　08　かなり大

花冠裂片の向き（一重品種に限る。） 　

花冠裂片の周縁の巻き込みの有無 　01　無

花型 　02　八重

花冠裂片の数（一重品種に限る。） 　

花冠裂片の数（八重品種に限る。） 　05　中

（特性記録部174-97頁）



Kalanchoe blossfeldiana Poelln.
Abdertien

登　録　番　号

第２９２５０号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

35

36

37

38

39

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

開花始期 　04　やや早

　

　

外側花冠裂片の表面の主な色（八重品種に限る。） 　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 67B

外側花冠裂片の表面の二次色（八重品種に限る。） 　

外側花冠裂片の表面の二次色の分布位置（八重品種に限
る。）

　

外側花冠裂片の表面の色数（八重品種に限る。） 　01　１

（特性記録部174-98頁）



１　品種登録の番号及び年月日 第２９２５１号 令和４年６月９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lobelia erinus L.　　　Sunlobe Toresubu

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 令和元年１２月２３日

８　登録品種の育成の経過の概要

　草姿は斜上、草丈はやや高、側枝の長さは長、側枝の太さは太、側枝の緑色の濃淡は
濃、側枝の毛は極密、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の形は倒卵形、葉の表面
の緑色の濃淡は中、葉の表面の毛は密、花型は一重、花冠の長さは中、上唇弁の裂片の
形は倒卵形、上唇弁の表面の色は96C、下唇弁の長さは短、下唇弁の幅は中、下唇弁の
中央裂片の幅は中、下唇弁の表面の主な色は97A、下唇弁の表面の二次色（白色部を除
く。二次色のある品種に限る。）は94A、下唇弁の表面の白色部は小、下唇弁の表面の
白色部の形は長形のみ、下唇弁の斑紋の有無は有、下唇弁の斑紋の大きさは小、下唇弁
の裂片の重なりは接する、花筒の外面の色は97Bである。（カラーチャートはRHSを使
用）
　出願品種「Sunlobe Toresubu」は、対照品種「ロボウドティス」と比較して、側枝の
毛が極密であること、葉の表面の毛が密であること等で区別性が認められる。対照品種
「レガッタ　スカイブルー」と比較して、側枝の毛が極密であること等で区別性が認め
られる。

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝4丁目17番5号

宮崎潔

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。
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Lobelia erinus L.
Sunlobe Toresubu

登　録　番　号

第２９２５１号

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

葉の表面の毛 　04　密

花型 　01　一重

花の直径（八重品種に限る。） 　

葉の形 　05　倒卵形

葉の表面の緑色の濃淡 　02　中

葉の裏面のアントシアニンの着色 　03　中

葉の長さ 　04　やや短

葉の幅 　04　やや狭

葉縁の鋸歯の深さ 　06　やや深

側枝の緑色の濃淡 　03　濃

側枝のアントシアニンの着色 　02　かなり弱

側枝の毛 　05　極密

側枝の長さ 　07　長

節間長 　04　やや短

側枝の太さ 　04　太

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

草姿 　03　斜上

草丈 　06　やや高

（特性記録部174-100頁）



Lobelia erinus L.
Sunlobe Toresubu

登　録　番　号

第２９２５１号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 花筒の外面の色 　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 97B

　

下唇弁の斑紋の大きさ 　01　小

下唇弁の裏面の色 　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 97B

下唇弁の裂片の重なり 　02　接する

下唇弁の表面の白色部 　03　小

下唇弁の表面の白色部の形 　01　長形のみ

下唇弁の斑紋の有無 　09　有

下唇弁の中央裂片の幅 　02　中

下唇弁の表面の主な色 　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 97A

下唇弁の表面の二次色（白色部を除く。二次色のある品
種に限る。）

　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 94A

上唇弁の表面の色 　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 96C

下唇弁の長さ 　02　短

下唇弁の幅 　05　中

花の色（八重品種に限る。） 　

花冠の長さ 　05　中

上唇弁の裂片の形 　03　倒卵形

（特性記録部174-101頁）



１　品種登録の番号及び年月日 第２９２５２号 令和４年６月９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lobularia Desv.　　　アリサBP

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 令和元年６月１１日

８　登録品種の育成の経過の概要

　草丈はかなり低、株幅はかなり狭、茎の分枝の粗密はやや密、茎の色は淡緑、葉の長
さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の形は倒披針形、葉の表面の緑色の濃淡は淡、葉の斑
の有無は有、花序の小花数はやや少、小花の直径はやや小、がく片の形は楕円形、がく
片の緑色の濃淡は淡、花弁の長さは中、花弁の幅は中、開花初期の花弁の色は76D、開
花盛期の花弁の色はN81Cである。（カラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「アリサBP」は、対照品種「INLBUPRIPR」と比較して、株幅がかなり狭であ
ること、開花盛期の花弁の色がN81Cであること等で区別性が認められる。

小林孝之
埼玉県深谷市大谷1654番地

小林孝之

育成者所有の系統の偶発実生の変異株である。
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Lobularia Desv.
アリサBP

登　録　番　号

第２９２５２号

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

葉の毛の有無 　09　有

花序の直径 　04　やや小

花序の小花数 　04　やや少

葉の先端の形 　02　鋭形

葉の表面の緑色の濃淡 　03　淡

葉の斑の有無 　09　有

葉の形 　04　倒披針形

葉の横断面の形 　02　平

葉の周縁の形 　01　全縁

茎の毛の有無 　09　有

葉の長さ 　04　やや短

葉の幅 　04　やや狭

茎の分枝の粗密 　04　やや密

茎の基部の太さ 　02　中

茎の色 　01　淡緑

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

草丈 　02　かなり低

株幅 　02　かなり狭

（特性記録部174-103頁）



Lobularia Desv.
アリサBP

登　録　番　号

第２９２５２号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

　

　

開花盛期の花弁の色 　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N81C

　

　

花弁の幅 　03　中

花弁の形 　01　広卵形

開花初期の花弁の色 　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 76D

がく片のアントシアニン着色の有無 　09　有

がく片の毛の有無 　09　有

花弁の長さ 　03　中

小花柄のアントシアニン着色の有無 　01　無

がく片の形 　02　楕円形

がく片の緑色の濃淡 　01　淡

小花の直径 　04　やや小

小花柄の長さ 　03　中

小花柄の緑色の濃淡 　01　淡

（特性記録部174-104頁）



１　品種登録の番号及び年月日 第２９２５３号 令和４年６月９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Origanum rotundifolium Boiss.　　　Lumino

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２９年１１月１６日

８　登録品種の育成の経過の概要

　草姿は横張、茎の長さは中、分枝の数は中、最長分枝の長さは中、葉身の長さは中、
葉身の幅は中、葉身の形は広卵形、葉身の表面の色は淡緑、葉身の斑の有無は無、葉の
向きは下向き、花穂の数は中、花穂の長さはやや短、花穂の幅は中、ほう葉の数はやや
少、ほう葉の長さは中、ほう葉の幅は中、ほう葉のアントシアニン着色の強弱は無又は
極弱、一ほう葉当たりの小花数は３個、小花の長さは中、小花の雄ずいの露出の有無は
有、小花の主な色はN80Bである。（カラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「Lumino」は、対照品種「ケントビューティ」と比較して、ほう葉のアント
シアニン着色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。対照品種
「Juno」と比較して、葉身の形が広卵形であること、ほう葉のアントシアニン着色の強
弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。

古畑芳幸
長野県東筑摩郡山形村526

古畑芳幸

　「ケントビューティ」どうしを交配し、選抜したものである。
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Origanum rotundifolium Boiss.
Lumino

登　録　番　号

第２９２５３号

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

ほう葉の数 　04　やや少

ほう葉の長さ 　05　中

ほう葉の幅 　05　中

花穂の数 　05　中

花穂の長さ 　04　やや短

花穂の幅 　05　中

葉身の斑の有無 　01　無

葉身の斑の型 　

葉の向き 　03　下向き

葉身の幅 　05　中

葉身の形 　01　広卵形

葉身の表面の色 　01　淡緑

分枝の数 　05　中

最長分枝の長さ 　05　中

葉身の長さ 　05　中

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

草姿 　03　横張

茎の長さ 　05　中

（特性記録部174-106頁）



Origanum rotundifolium Boiss.
Lumino

登　録　番　号

第２９２５３号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

18

19

20

21

22

23

24

　

　

　

　

　

　

　

　

開花期 　05　中

　

　

小花の雄ずいの露出の有無 　09　有

小花の主な色 　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N80B

花穂の香りの強弱 　02　中

ほう葉のアントシアニン着色の強弱 　01　無又は極弱

一ほう葉当たりの小花数 　03　３個

小花の長さ 　05　中

（特性記録部174-107頁）



１　品種登録の番号及び年月日 第２９２５４号 令和４年６月９日

２　登録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.　　　たわわっこ

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３０年８月１４日

８　登録品種の育成の経過の概要

　葉の緑色の濃淡はやや濃、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～半立、出穂期はかなり早、柱頭の色は白、稈の太さはかなり太、稈の長さ（浮
稲品種を除く。）はやや短、穂の主軸の長さは中、穂数は少、芒の有無は有、初期の芒
の色は黄白、芒の分布は全体、最長芒の長さは中、外穎の毛じは中、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
は極早、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、玄米の長さは長、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、穂発芽性は中、
耐倒伏性はかなり強、脱粒性は難、着粒密度は極密である。
　出願品種「たわわっこ」は、対照品種「おわら美人」と比較して、稈の太さがかなり
太であること、穂数が少であること、着粒密度が極密であること等で区別性が認められ
る。対照品種「はまゆたか」と比較して、稈の太さがかなり太であること、穂数が少で
あること、耐倒伏性がかなり強であること、着粒密度が極密であること等で区別性が認
められる。対照品種「つぶみのり」と比較して、稈の太さがかなり太であること、穂数
が少であること、着粒密度が極密であること等で区別性が認められる。

岩手県
岩手県盛岡市内丸10番1号
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

佐々木力　菅原浩視　小綿寿志　小田中温美　仲條眞介　小舘琢磨
太田裕貴　藤岡智明　野々上慈徳　阿部（川代）早奈恵　太田久稔
山口誠之　福嶌陽　梶亮太　中込弘二

「羽系飼1170」に「岩手95号」を交配し、選抜したものである。
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Oryza sativa L.
たわわっこ

登　録　番　号

第２９２５４号

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

初期の止め葉の姿勢 　02　立～半立

後期の止め葉の姿勢 　02　立～半立

稈の向き 　03　半立

葉舌の色 　01　無色

葉身の長さ 　

葉身の幅 　

葉耳のアントシアニン着色の有無 　01　無

葉の襟のアントシアニン着色の有無 　01　無

葉舌の形 　03　裂形

葉しょうのアントシアニン着色の有無 　01　無

葉しょうのアントシアニン着色の強弱 　

葉身表面の毛じ 　04　やや粗

葉の緑色の濃淡 　06　やや濃

葉のアントシアニン着色の有無 　01　無

葉のアントシアニン着色の分布 　

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

しょう葉のアントシアニンの着色 　01　無又は極弱

基部葉の葉しょうの色 　01　緑

（特性記録部174-109頁）



Oryza sativa L.
たわわっこ

登　録　番　号

第２９２５４号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

初期の芒の色 　01　黄白

芒の分布 　05　全体

穂の主軸の長さ 　05　中

穂数 　03　少

芒の有無 　09　有

稈の節のアントシアニン着色の有無 　01　無

稈の節のアントシアニン着色の強弱 　

稈の節間のアントシアニン着色の有無 　01　無

柱頭の色 　01　白

稈の太さ 　08　かなり太

稈の長さ（浮稲品種を除く。） 　04　やや短

初期の外穎のキールのアントシアニンの着色 　01　無又は極弱

初期の外穎頂部下のアントシアニンの着色 　01　無又は極弱

初期の外穎頂部のアントシアニンの着色 　01　無又は極弱

稈のひざまずきの有無（浮稲品種に限る。） 　

出穂期 　02　かなり早

雄性不稔性 　01　無

（特性記録部174-110頁）



Oryza sativa L.
たわわっこ

登　録　番　号

第２９２５４号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51 護頴の長さ 　05　中

後期の外穎のキールのアントシアニンの着色 　01　無又は極弱

後期の外穎頂部下のアントシアニンの着色 　01　無又は極弱

後期の外穎頂部のアントシアニンの着色 　01　無又は極弱

葉の枯れ上がりの時期 　07　晩

頴の色 　01　黄白

頴の模様 　01　無

穂型 　02　紡錘形

穂の抽出度 　09　穂軸もよく抽出

成熟期 　01　極早

穂の主軸の湾曲度 　03　垂れる

穂の二次枝梗の有無 　09　有

穂の二次枝梗の型 　02　２型

外穎の毛じ 　05　中

外頴先端の色 　01　白

後期の芒の色 　01　黄白

最長芒の長さ 　03　中

（特性記録部174-111頁）



Oryza sativa L.
たわわっこ

登　録　番　号

第２９２５４号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

精米のアルカリ崩壊性 　01　非崩壊

玄米の香り 　01　無又は極弱

低温発芽性（陸稲品種に限る。） 　

胚乳の型 　03　粳

胚乳のアミロース含量 　

胚乳の色 　02　白色半透明

玄米の幅 　05　中

玄米の形 　02　長円形

玄米の色 　02　淡褐

頴のフェノール反応による着色の濃淡 　

玄米の千粒重 　05　中

玄米の長さ 　07　長

籾の長さ 　07　長

籾の幅 　05　中

頴のフェノール反応の有無 　01　無

護頴の色 　01　黄白

籾の千粒重 　05　中

（特性記録部174-112頁）



Oryza sativa L.
たわわっこ

登　録　番　号

第２９２５４号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

高温登熟性 　

着粒密度 　09　極密

精玄米の心白の発現（酒米品種に限る。） 　

グルテリン含量 　

カドミウム吸収性 　

しま葉枯病抵抗性品種群別 　

ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別 　

トビイロウンカ抵抗性推定遺伝子型 　

穂いもちほ場抵抗性 　

白葉枯病抵抗性品種群別 　

白葉枯病ほ場抵抗性 　

脱粒性 　07　難

いもち病抵抗性推定遺伝子型 　

葉いもちほ場抵抗性 　

障害型耐冷性 　05　中

穂発芽性 　05　中

耐倒伏性 　08　かなり強

（特性記録部174-113頁）



１　品種登録の番号及び年月日 第２９２５５号 令和４年６月９日

２　登録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.　　　亜細亜のかおり（ｱｼﾞｱﾉｶｵﾘ）

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３０年８月１４日

８　登録品種の育成の経過の概要

　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～半立、出穂期は晩、柱頭の色は白、稈の太さはやや太、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、芒の有無は無、外穎の毛じは中、外頴先
端の色は褐、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、玄米の千粒重は大、玄米の長さはやや長、玄米の幅はやや広、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９型、玄米の
香りは無又は極弱、障害型耐冷性は弱、穂発芽性は難、耐倒伏性は中、脱粒性は難、葉
いもちほ場抵抗性は中、穂いもちほ場抵抗性はかなり弱である。
　出願品種「亜細亜のかおり」は、対照品種「越のかおり」と比較して、出穂期が晩で
あること、成熟期が晩であること、玄米の千粒重が大であること等で区別性が認められ
る。対照品種「日本晴」と比較して、玄米の千粒重が大であること、胚乳のアミロース
含量が９型であること、穂発芽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

前田英郎　山口誠之　三浦清之　笹原英樹　重宗明子　長岡一朗
松下景　後藤明俊

「やまだわら」に「越のかおり」を交配し、選抜したものである。
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Oryza sativa L.
亜細亜のかおり

登　録　番　号

第２９２５５号

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

初期の止め葉の姿勢 　02　立～半立

後期の止め葉の姿勢 　03　半立

稈の向き 　03　半立

葉舌の色 　01　無色

葉身の長さ 　

葉身の幅 　

葉耳のアントシアニン着色の有無 　01　無

葉の襟のアントシアニン着色の有無 　01　無

葉舌の形 　03　裂形

葉しょうのアントシアニン着色の有無 　01　無

葉しょうのアントシアニン着色の強弱 　

葉身表面の毛じ 　05　中

葉の緑色の濃淡 　05　中

葉のアントシアニン着色の有無 　01　無

葉のアントシアニン着色の分布 　

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

しょう葉のアントシアニンの着色 　01　無又は極弱

基部葉の葉しょうの色 　01　緑

（特性記録部174-115頁）



Oryza sativa L.
亜細亜のかおり

登　録　番　号

第２９２５５号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

初期の芒の色 　

芒の分布 　

穂の主軸の長さ 　05　中

穂数 　05　中

芒の有無 　01　無

稈の節のアントシアニン着色の有無 　01　無

稈の節のアントシアニン着色の強弱 　

稈の節間のアントシアニン着色の有無 　01　無

柱頭の色 　01　白

稈の太さ 　06　やや太

稈の長さ（浮稲品種を除く。） 　05　中

初期の外穎のキールのアントシアニンの着色 　01　無又は極弱

初期の外穎頂部下のアントシアニンの着色 　01　無又は極弱

初期の外穎頂部のアントシアニンの着色 　01　無又は極弱

稈のひざまずきの有無（浮稲品種に限る。） 　

出穂期 　07　晩

雄性不稔性 　01　無

（特性記録部174-116頁）



Oryza sativa L.
亜細亜のかおり

登　録　番　号

第２９２５５号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51 護頴の長さ 　

後期の外穎のキールのアントシアニンの着色 　01　無又は極弱

後期の外穎頂部下のアントシアニンの着色 　01　無又は極弱

後期の外穎頂部のアントシアニンの着色 　01　無又は極弱

葉の枯れ上がりの時期 　07　晩

頴の色 　01　黄白

頴の模様 　01　無

穂型 　02　紡錘形

穂の抽出度 　09　穂軸もよく抽出

成熟期 　07　晩

穂の主軸の湾曲度 　03　垂れる

穂の二次枝梗の有無 　09　有

穂の二次枝梗の型 　01　１型

外穎の毛じ 　05　中

外頴先端の色 　03　褐

後期の芒の色 　

最長芒の長さ 　

（特性記録部174-117頁）



Oryza sativa L.
亜細亜のかおり

登　録　番　号

第２９２５５号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

精米のアルカリ崩壊性 　01　非崩壊

玄米の香り 　01　無又は極弱

低温発芽性（陸稲品種に限る。） 　

胚乳の型 　03　粳

胚乳のアミロース含量 　09　９型

胚乳の色 　02　白色半透明

玄米の幅 　06　やや広

玄米の形 　02　長円形

玄米の色 　02　淡褐

頴のフェノール反応による着色の濃淡 　

玄米の千粒重 　07　大

玄米の長さ 　06　やや長

籾の長さ 　05　中

籾の幅 　06　やや広

頴のフェノール反応の有無 　01　無

護頴の色 　01　黄白

籾の千粒重 　06　やや大

（特性記録部174-118頁）



Oryza sativa L.
亜細亜のかおり

登　録　番　号

第２９２５５号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

高温登熟性 　

着粒密度 　

精玄米の心白の発現（酒米品種に限る。） 　

グルテリン含量 　

カドミウム吸収性 　

しま葉枯病抵抗性品種群別 　

ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別 　

トビイロウンカ抵抗性推定遺伝子型 　

穂いもちほ場抵抗性 　02　かなり弱

白葉枯病抵抗性品種群別 　

白葉枯病ほ場抵抗性 　

脱粒性 　07　難

いもち病抵抗性推定遺伝子型 　Pii

葉いもちほ場抵抗性 　05　中

障害型耐冷性 　03　弱

穂発芽性 　07　難

耐倒伏性 　05　中

（特性記録部174-119頁）



１　品種登録の番号及び年月日 第２９２５６号 令和４年６月９日

２　登録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.　　　つきことか

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３０年８月１４日

８　登録品種の育成の経過の概要

　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、出穂期は極晩、柱頭の色は白、稈の太さはかなり太、稈の長さ（浮稲品種を除
く。）は極長、穂の主軸の長さは極短、穂数はやや少、芒の有無は有、初期の芒の色は
黄白、芒の分布は先端のみ、最長芒の長さは極短、外穎の毛じは中、外頴先端の色は
白、穂の主軸の湾曲度は傾く、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂だけ抽出、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、穂発芽性は易、耐倒伏性は
強、脱粒性は難、白葉枯病ほ場抵抗性は強、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「つきことか」は、対照品種「たちすずか」と比較して、出穂期が極晩であ
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。対照品種「タチアオバ」と比較して、稈の長さ（浮稲品種を除く。）が極長で
あること、初期の芒の色が黄白であること、白葉枯病ほ場抵抗性が強であること等で区
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

中込弘二　出田収　重宗明子　松下景　石井卓朗　春原嘉弘　前田英郎
飯田修一

「05多予Ⅱ-15」に「中国飼189号」を交配し、選抜したものである。
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Oryza sativa L.
つきことか

登　録　番　号

第２９２５６号

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

初期の止め葉の姿勢 　01　立

後期の止め葉の姿勢 　01　立

稈の向き 　01　立

葉舌の色 　01　無色

葉身の長さ 　

葉身の幅 　

葉耳のアントシアニン着色の有無 　01　無

葉の襟のアントシアニン着色の有無 　01　無

葉舌の形 　03　裂形

葉しょうのアントシアニン着色の有無 　01　無

葉しょうのアントシアニン着色の強弱 　

葉身表面の毛じ 　05　中

葉の緑色の濃淡 　05　中

葉のアントシアニン着色の有無 　01　無

葉のアントシアニン着色の分布 　

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

しょう葉のアントシアニンの着色 　01　無又は極弱

基部葉の葉しょうの色 　01　緑

（特性記録部174-121頁）



Oryza sativa L.
つきことか

登　録　番　号

第２９２５６号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

初期の芒の色 　01　黄白

芒の分布 　01　先端のみ

穂の主軸の長さ 　01　極短

穂数 　04　やや少

芒の有無 　09　有

稈の節のアントシアニン着色の有無 　01　無

稈の節のアントシアニン着色の強弱 　

稈の節間のアントシアニン着色の有無 　01　無

柱頭の色 　01　白

稈の太さ 　08　かなり太

稈の長さ（浮稲品種を除く。） 　09　極長

初期の外穎のキールのアントシアニンの着色 　01　無又は極弱

初期の外穎頂部下のアントシアニンの着色 　01　無又は極弱

初期の外穎頂部のアントシアニンの着色 　01　無又は極弱

稈のひざまずきの有無（浮稲品種に限る。） 　

出穂期 　09　極晩

雄性不稔性 　01　無

（特性記録部174-122頁）



Oryza sativa L.
つきことか

登　録　番　号

第２９２５６号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51 護頴の長さ 　05　中

後期の外穎のキールのアントシアニンの着色 　01　無又は極弱

後期の外穎頂部下のアントシアニンの着色 　01　無又は極弱

後期の外穎頂部のアントシアニンの着色 　01　無又は極弱

葉の枯れ上がりの時期 　09　極晩

頴の色 　01　黄白

頴の模様 　01　無

穂型 　02　紡錘形

穂の抽出度 　05　穂だけ抽出

成熟期 　

穂の主軸の湾曲度 　02　傾く

穂の二次枝梗の有無 　09　有

穂の二次枝梗の型 　01　１型

外穎の毛じ 　05　中

外頴先端の色 　01　白

後期の芒の色 　01　黄白

最長芒の長さ 　01　極短

（特性記録部174-123頁）



Oryza sativa L.
つきことか

登　録　番　号

第２９２５６号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

精米のアルカリ崩壊性 　07　完全崩壊

玄米の香り 　01　無又は極弱

低温発芽性（陸稲品種に限る。） 　

胚乳の型 　03　粳

胚乳のアミロース含量 　

胚乳の色 　02　白色半透明

玄米の幅 　05　中

玄米の形 　02　長円形

玄米の色 　02　淡褐

頴のフェノール反応による着色の濃淡 　

玄米の千粒重 　04　やや小

玄米の長さ 　05　中

籾の長さ 　04　やや短

籾の幅 　05　中

頴のフェノール反応の有無 　01　無

護頴の色 　01　黄白

籾の千粒重 　04　やや小

（特性記録部174-124頁）



Oryza sativa L.
つきことか

登　録　番　号

第２９２５６号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

高温登熟性 　

着粒密度 　

精玄米の心白の発現（酒米品種に限る。） 　

グルテリン含量 　

カドミウム吸収性 　

しま葉枯病抵抗性品種群別 　03　外国稲型（Stvb-i）

ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別 　

トビイロウンカ抵抗性推定遺伝子型 　

穂いもちほ場抵抗性 　

白葉枯病抵抗性品種群別 　

白葉枯病ほ場抵抗性 　07　強

脱粒性 　07　難

いもち病抵抗性推定遺伝子型 　

葉いもちほ場抵抗性 　

障害型耐冷性 　

穂発芽性 　03　易

耐倒伏性 　07　強

（特性記録部174-125頁）



１　品種登録の番号及び年月日 第２９２５７号 令和４年６月９日

２　登録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.　　　さんさんまる

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３０年８月１４日

８　登録品種の育成の経過の概要

　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、出穂期はかなり早、柱頭の色は白、稈の太さはやや細、稈の長さ（浮稲品種を除
く。）は短、穂の主軸の長さはやや短、穂数はやや多、芒の有無は有、初期の芒の色は
黄白、芒の分布は全体、最長芒の長さは短、外穎の毛じは中、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
の千粒重はやや大、玄米の長さはやや長、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４型、玄米の香りは無又は極弱、障害
型耐冷性はやや強、脱粒性は難、葉いもちほ場抵抗性は強、穂いもちほ場抵抗性はかな
り強である。
　出願品種「さんさんまる」は、対照品種「ほしまる」と比較して、胚乳のアミロース
含量が４型であること、葉いもちほ場抵抗性が強であること、穂いもちほ場抵抗性がか
なり強であること等で区別性が認められる。対照品種「大地の星」と比較して、稈の長
さ（浮稲品種を除く。）が短であること、胚乳のアミロース含量が４型であること等で
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

梶亮太　梅本貴之　清水博之　池ヶ谷智仁　保田浩　芦田かなえ
松葉修一　横上晴郁　黒木慎

「札系08037」に「札系06007」を交配し、選抜したものである。
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Oryza sativa L.
さんさんまる

登　録　番　号

第２９２５７号

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

初期の止め葉の姿勢 　01　立

後期の止め葉の姿勢 　03　半立

稈の向き 　01　立

葉舌の色 　01　無色

葉身の長さ 　

葉身の幅 　

葉耳のアントシアニン着色の有無 　01　無

葉の襟のアントシアニン着色の有無 　01　無

葉舌の形 　02　鋭形

葉しょうのアントシアニン着色の有無 　01　無

葉しょうのアントシアニン着色の強弱 　

葉身表面の毛じ 　05　中

葉の緑色の濃淡 　05　中

葉のアントシアニン着色の有無 　01　無

葉のアントシアニン着色の分布 　

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

しょう葉のアントシアニンの着色 　01　無又は極弱

基部葉の葉しょうの色 　01　緑

（特性記録部174-127頁）



Oryza sativa L.
さんさんまる

登　録　番　号

第２９２５７号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

初期の芒の色 　01　黄白

芒の分布 　05　全体

穂の主軸の長さ 　04　やや短

穂数 　06　やや多

芒の有無 　09　有

稈の節のアントシアニン着色の有無 　01　無

稈の節のアントシアニン着色の強弱 　

稈の節間のアントシアニン着色の有無 　01　無

柱頭の色 　01　白

稈の太さ 　04　やや細

稈の長さ（浮稲品種を除く。） 　03　短

初期の外穎のキールのアントシアニンの着色 　01　無又は極弱

初期の外穎頂部下のアントシアニンの着色 　01　無又は極弱

初期の外穎頂部のアントシアニンの着色 　01　無又は極弱

稈のひざまずきの有無（浮稲品種に限る。） 　

出穂期 　02　かなり早

雄性不稔性 　01　無

（特性記録部174-128頁）



Oryza sativa L.
さんさんまる

登　録　番　号

第２９２５７号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51 護頴の長さ 　

後期の外穎のキールのアントシアニンの着色 　01　無又は極弱

後期の外穎頂部下のアントシアニンの着色 　01　無又は極弱

後期の外穎頂部のアントシアニンの着色 　01　無又は極弱

葉の枯れ上がりの時期 　05　中

頴の色 　01　黄白

頴の模様 　01　無

穂型 　02　紡錘形

穂の抽出度 　09　穂軸もよく抽出

成熟期 　03　早

穂の主軸の湾曲度 　03　垂れる

穂の二次枝梗の有無 　09　有

穂の二次枝梗の型 　02　２型

外穎の毛じ 　05　中

外頴先端の色 　01　白

後期の芒の色 　01　黄白

最長芒の長さ 　02　短

（特性記録部174-129頁）



Oryza sativa L.
さんさんまる

登　録　番　号

第２９２５７号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

精米のアルカリ崩壊性 　03　低崩壊

玄米の香り 　01　無又は極弱

低温発芽性（陸稲品種に限る。） 　

胚乳の型 　03　粳

胚乳のアミロース含量 　04　４型

胚乳の色 　02　白色半透明

玄米の幅 　05　中

玄米の形 　02　長円形

玄米の色 　02　淡褐

頴のフェノール反応による着色の濃淡 　

玄米の千粒重 　06　やや大

玄米の長さ 　06　やや長

籾の長さ 　06　やや長

籾の幅 　06　やや広

頴のフェノール反応の有無 　01　無

護頴の色 　01　黄白

籾の千粒重 　05　中

（特性記録部174-130頁）



Oryza sativa L.
さんさんまる

登　録　番　号

第２９２５７号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

高温登熟性 　

着粒密度 　

精玄米の心白の発現（酒米品種に限る。） 　

グルテリン含量 　

カドミウム吸収性 　

しま葉枯病抵抗性品種群別 　

ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別 　

トビイロウンカ抵抗性推定遺伝子型 　

穂いもちほ場抵抗性 　08　かなり強

白葉枯病抵抗性品種群別 　

白葉枯病ほ場抵抗性 　

脱粒性 　07　難

いもち病抵抗性推定遺伝子型 　Pia, Pii, Pik

葉いもちほ場抵抗性 　07　強

障害型耐冷性 　06　やや強

穂発芽性 　

耐倒伏性 　

（特性記録部174-131頁）



１　品種登録の番号及び年月日 第２９２５８号 令和４年６月９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Raphanus sativus L. x Brassica oleracea L.var. sabellica L.　　　

サンテヴェール48

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３０年１１月１３日

８　登録品種の育成の経過の概要

　草型は逆三角形、草丈は高、株の幅はやや小、生長点の位置はかなり下、新葉の色は
黄緑、成葉の色は緑、成葉のアントシアニンの着色の程度は無、葉形はやや狭楕円、葉
身長はやや短、葉身幅は狭、葉中央脈の屈曲は弱、葉表面の凹凸は無、葉縁の波打は
少、葉の内曲は弱、葉柄の着き方は半直立、葉柄の長さはやや長、葉柄の太さはかなり
狭、葉数は極多である。
　出願品種「サンテヴェール48」は、対照品種「エステ」と比較して、葉身幅が狭であ
ること、葉数が極多であること等で区別性が認められる。

長野県
長野県長野市大字南長野字幅下692-2
カゴメ株式会社
愛知県名古屋市中区錦三丁目14番15号

山戸潤　芹澤啓明　矢ケ崎和弘　小澤智美　山口秀和　吉田清志
袖山栄次　遠藤亮太

出願者所有のダイコン系統を母系、出願者所有のケール系統を父系とする交雑品種の栄
養繁殖性品種である。

-　132　-



Raphanus sativus L. x Brassica oleracea L.var. sabellica L.
サンテヴェール48

登　録　番　号

第２９２５８号

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

葉の内曲 　03　弱

葉柄の着き方 　03　半直立

葉柄の長さ 　06　やや長

葉中央脈の屈曲 　03　弱

葉表面の凹凸 　01　無

葉縁の波打 　03　少

葉形 　04　やや狭楕円

葉身長 　04　やや短

葉身幅 　03　狭

成葉の色 　02　緑

成葉のアントシアニンの着色の程度 　01　無

成葉のアントシアニンの着色の分布 　

株の幅 　04　やや小

生長点の位置 　03　かなり下

新葉の色 　01　黄緑

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

草型 　01　逆三角形

草丈 　07　高

（特性記録部174-133頁）



Raphanus sativus L. x Brassica oleracea L.var. sabellica L.
サンテヴェール48

登　録　番　号

第２９２５８号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

18

19

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

葉柄の太さ 　02　かなり狭

葉数 　09　極多

　

（特性記録部174-134頁）



１　品種登録の番号及び年月日 第２９２５９号 令和４年６月９日

２　登録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.　　　ALTcaptain

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３１年１月２１日

８　登録品種の育成の経過の概要

　植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は矮性、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、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、茎のとげの数は少、とげの主な色は
緑、葉の大きさは中、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
身の形は狭楕円形、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、花弁の数はかなり多、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N45A、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白である。（カラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「ALTcaptain」は、対照品種「ルイオブスカル」と比較して、新しょうのア
ントシアニン着色の強弱がやや弱であること、花弁の表面の基部の目の大きさが小であ
ること等で区別性が認められる。対照品種「エベラ152」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、花弁の表面の基部の目の色が白であること等で区別性
が認められる。

Altman Specialty Plants, Inc.
3742 Blue Bird Canyon Road, Vista, CA92084, USA

Ping Lim

　「KORSAILER」に出願者所有の系統を交配し、選抜したものである。
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Rosa L.
ALTcaptain

登　録　番　号

第２９２５９号

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

先端小葉の葉身先端の形 　02　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）

　01　無

開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る） 　

小葉の周縁の波打ちの強弱 　01　無又は極弱

先端小葉の葉身の形 　01　狭楕円形

先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る） 　

葉の表面の緑色の濃淡 　06　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）

　09　有

葉の表面の光沢の強弱 　06　やや強

茎のとげの数 　03　少

とげの主な色 　01　緑

葉の大きさ 　05　中

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る） 　

新しょうのアントシアニン着色の有無 　09　有

新しょうのアントシアニン着色の強弱 　04　やや弱

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る） 　02　矮性

樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限
る）

　03　半直立

（特性記録部174-136頁）



Rosa L.
ALTcaptain

登　録　番　号

第２９２５９号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

花弁一枚ごとの展開の有無 　09　有

花弁の形 　03　倒卵形

花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る） 　

花の香りの強弱 　01　無又は弱

がくの変形の強弱 　03　弱

花の直径 　05　中

花の形 　02　不整円形

花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る） 　

花色の分類2 　01　赤

花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る） 　

花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る） 　07　密

花型（庭園用及び鉢物用品種に限る） 　03　八重

花弁の数 　08　かなり多

花色の分類 　

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）

　01　極少

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）

　

つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る） 　02　卵形

（特性記録部174-137頁）



Rosa L.
ALTcaptain

登　録　番　号

第２９２５９号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51 花弁の表面の基部の目の色 　01　白

花弁の表面の三次色の分布 　

花弁の表面の基部の目の有無 　09　有

花弁の表面の基部の目の大きさ 　03　小

花弁の表面の三次色 　

花弁の表面の三次色2 　

花弁の表面の二次色の分布 　

花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る） 　02　均一

花弁の表面の主な色 　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N45A

花弁の表面の二次色 　

花弁の長さ（切り花用品種に限る） 　

花弁の幅（切り花用品種に限る） 　

花弁の表面の色数 　01　１

花弁の周縁の反りの強弱 　02　かなり弱

花弁の波打ちの強弱 　02　かなり弱

花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る） 　03　小

花弁の切れ込みの強弱 　01　無又は極弱

（特性記録部174-138頁）



Rosa L.
ALTcaptain

登　録　番　号

第２９２５９号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

52

53

54

55

56

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

花床の大きさ（庭園用品種に限る） 　

果実の縦断面の形（庭園用品種に限る） 　

果実の色（庭園用品種に限る） 　

花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る） 　

外側の雄ずいの花糸の主な色 　03　淡黄

（特性記録部174-139頁）



１　品種登録の番号及び年月日 第２９２６０号 令和４年６月９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Veronica L.　　　ALLISEL

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１２月２７日

８　登録品種の育成の経過の概要

　草型１は叢生型、草型２は直立、草丈は中、茎の色は緑、節間長はやや長、葉序は輪
生、ロゼット葉の有無は無、茎葉の葉身の全形は長楕円形、茎葉の葉身長は長、茎葉の
葉身幅は中、葉表面の色は137A、葉の斑の有無は無、葉のアントシアニンの着色は無、
葉柄の長さはやや短、花序の形は総状花序、花序の着生位置は頂生、花序の長さは中、
花序の幅は中、小花の形１は一重、小花の形２は筒形、花弁表面の地色は67D、花弁表
面の脈の色はN66C、花弁の形は卵形、がく片の形は卵形、雌ずいの色は紫である。（カ
ラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「ALLISEL」は、対照品種「ALLLOVE」と比較して、草丈が中であること、茎
葉の葉身長が長であること、花序の長さが中であること等で区別性が認められる。対照
品種「レッドフォックス」と比較して、草丈が中であること、茎葉の葉身長が長である
こと等で区別性が認められる。

Allplants Holding B.V.
Simon Homburgstraat 19, 5431NN Cuijk, The Netherlands

Wim van den Hoogen

　出願者所有の育成系統の自然交雑実生から選抜したものである。
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Veronica L.
ALLISEL

登　録　番　号

第２９２６０号

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

根出葉の葉身幅 　

茎葉の葉身長 　07　長

茎葉の葉身幅 　05　中

茎葉の葉身の全形 　02　長楕円形

葉縁鋸歯の有無 　09　有

根出葉の葉身長 　

葉序 　03　輪生

ロゼット葉の有無 　01　無

根出葉の葉身の全形 　

茎の毛の多少 　02　かなり粗

茎からの分枝数 　04　やや少

節間長 　06　やや長

草丈 　05　中

茎の太さ 　05　中

茎の色 　03　緑

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

草型１ 　01　叢生型

草型２ 　01　直立

（特性記録部174-141頁）



Veronica L.
ALLISEL

登　録　番　号

第２９２６０号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

頂生花序の伸長性 　04　やや短

花序の向き 　03　上向き

花序の分枝節位数 　07　4節以上から分枝

花序の長さ 　05　中

花序の幅 　05　中

花序の形 　03　総状花序

花序の石化の発生の程度 　05　中

花序の着生位置 　01　頂生

葉の毛の多少 　01　無又は極粗

葉柄の長さ 　04　やや短

葉数 　05　中

葉の斑の形 　

葉の斑の色 　

葉のアントシアニンの着色 　01　無

葉表面の色 　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 137A

葉裏面の色 　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 138B

葉の斑の有無 　01　無

（特性記録部174-142頁）



Veronica L.
ALLISEL

登　録　番　号

第２９２６０号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51 雌ずいの色 　05　紫

がくの色 　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 137B

雄ずいの長さ 　

雌ずいの長さ 　

花弁数 　05　中

がく片の形 　02　卵形

がくの大きさ 　05　中

脈の分布 　01　全体

花弁の形 　01　卵形

花弁先端の形 　02　鈍形

花弁表面の地色 　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 67D

花弁表面の脈の色 　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N66C

花弁裏面の地色 　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 67D

小花の形２ 　03　筒形

小花の花弁の重なり 　09　有

小花の大きさ 　03　小

小花の形１ 　01　一重

（特性記録部174-143頁）



Veronica L.
ALLISEL

登　録　番　号

第２９２６０号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

　

　

　

病害抵抗性 　

虫害抵抗性 　

　

開花期間２ 　

耐寒性 　

耐暑性 　

開花の早晩 　06　やや晩

２季咲き性 　09　有

開花期間１ 　03　短

一花序の花数 　07　多

花の香り 　01　無

開花始期 　02　夏咲き

葯の色 　

小花柄の長さ 　03　短

（特性記録部174-144頁）



１　品種登録の番号及び年月日 第２９２６１号 令和４年６月９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Veronica L.　　　Allvglove

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３０年９月１９日

８　登録品種の育成の経過の概要

　草型１は叢生型、草型２は直立、草丈は低、茎の色は緑、節間長は中、葉序は対生、
ロゼット葉の有無は無、茎葉の葉身の全形は披針形、茎葉の葉身長はやや長、茎葉の葉
身幅は中、葉表面の色は137A、葉の斑の有無は無、葉のアントシアニンの着色は無、葉
柄の長さはかなり短、花序の形は総状花序、花序の着生位置は頂生、花序の長さはやや
短、花序の幅はやや広、小花の形１は一重、小花の形２は筒形、花弁表面の地色は
N80B、花弁の形は広卵形、がく片の形は長楕円形、雌ずいの色は紫、葯の色はN80Aであ
る。（カラーチャートはRHSを使用）
　出願品種「Allvglove」は、対照品種「パープルアイシウス」と比較して、花弁の形
が広卵形であること、開花の早晩がやや早であること等で区別性が認められる。

Allplants Holding B.V.
Simon Homburgstraat 19, 5431NN Cuijk, The Netherlands

Wim van den Hoogen

　「ALLLOVE」に「ALLLORD」を交配し、選抜したものである。
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Veronica L.
Allvglove

登　録　番　号

第２９２６１号

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

根出葉の葉身幅 　

茎葉の葉身長 　06　やや長

茎葉の葉身幅 　05　中

茎葉の葉身の全形 　04　披針形

葉縁鋸歯の有無 　09　有

根出葉の葉身長 　

葉序 　01　対生

ロゼット葉の有無 　01　無

根出葉の葉身の全形 　

茎の毛の多少 　05　中

茎からの分枝数 　04　やや少

節間長 　05　中

草丈 　03　低

茎の太さ 　06　やや太

茎の色 　03　緑

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

草型１ 　01　叢生型

草型２ 　01　直立

（特性記録部174-146頁）



Veronica L.
Allvglove

登　録　番　号

第２９２６１号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

頂生花序の伸長性 　03　短

花序の向き 　03　上向き

花序の分枝節位数 　07　4節以上から分枝

花序の長さ 　04　やや短

花序の幅 　06　やや広

花序の形 　03　総状花序

花序の石化の発生の程度 　01　無又は極少

花序の着生位置 　01　頂生

葉の毛の多少 　03　粗

葉柄の長さ 　02　かなり短

葉数 　03　少

葉の斑の形 　

葉の斑の色 　

葉のアントシアニンの着色 　01　無

葉表面の色 　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 137A

葉裏面の色 　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 138B

葉の斑の有無 　01　無

（特性記録部174-147頁）



Veronica L.
Allvglove

登　録　番　号

第２９２６１号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51 雌ずいの色 　05　紫

がくの色 　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 138A

雄ずいの長さ 　07　長

雌ずいの長さ 　05　中

花弁数 　05　中

がく片の形 　01　長楕円形

がくの大きさ 　05　中

脈の分布 　

花弁の形 　02　広卵形

花弁先端の形 　03　円形

花弁表面の地色 　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N80B

花弁表面の脈の色 　

花弁裏面の地色 　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N80B

小花の形２ 　03　筒形

小花の花弁の重なり 　09　有

小花の大きさ 　05　中

小花の形１ 　01　一重

（特性記録部174-148頁）



Veronica L.
Allvglove

登　録　番　号

第２９２６１号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

　

　

　

病害抵抗性 　

虫害抵抗性 　

　

開花期間２ 　

耐寒性 　

耐暑性 　

開花の早晩 　04　やや早

２季咲き性 　09　有

開花期間１ 　04　やや短

一花序の花数 　06　やや多

花の香り 　01　無

開花始期 　02　夏咲き

葯の色 　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N80A

小花柄の長さ 　03　短

（特性記録部174-149頁）



１　品種登録の番号及び年月日 第２９２６２号 令和４年６月９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Veronica L.　　　ALLV1461

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３０年９月１９日

８　登録品種の育成の経過の概要

　草型１は叢生型、草型２は直立、草丈は低、茎の色は緑、節間長はやや短、葉序は対
生、ロゼット葉の有無は無、茎葉の葉身の全形は披針形、茎葉の葉身長は中、茎葉の葉
身幅は中、葉表面の色は137B、葉の斑の有無は無、葉のアントシアニンの着色は無、葉
柄の長さは短、花序の形は総状花序、花序の着生位置は頂生、花序の長さはやや短、花
序の幅は中、小花の形１は一重、小花の形２は筒形、花弁表面の地色は91D、花弁の形
は卵形、がく片の形は卵形、雌ずいの色は紫、葯の色はN187Cである。（カラーチャー
トはRHSを使用）
　出願品種「ALLV1461」は、対照品種「ALLLADY」と比較して、花弁表面の地色が91Dで
あること、雄ずいの長さが長であること等で区別性が認められる。対照品種「ブルー
リーゼン」と比較して、草丈が低であること、花弁表面の地色が91Dであること等で区
別性が認められる。

Allplants Holding B.V.
Simon Homburgstraat 19, 5431NN Cuijk, The Netherlands

Wim van den Hoogen

　出願者所有の育成系統に出願者所有の系統を交配し、選抜したものである。
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Veronica L.
ALLV1461

登　録　番　号

第２９２６２号

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

根出葉の葉身幅 　

茎葉の葉身長 　05　中

茎葉の葉身幅 　05　中

茎葉の葉身の全形 　04　披針形

葉縁鋸歯の有無 　09　有

根出葉の葉身長 　

葉序 　01　対生

ロゼット葉の有無 　01　無

根出葉の葉身の全形 　

茎の毛の多少 　02　かなり粗

茎からの分枝数 　09　極多

節間長 　04　やや短

草丈 　03　低

茎の太さ 　05　中

茎の色 　03　緑

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

草型１ 　01　叢生型

草型２ 　01　直立

（特性記録部174-151頁）



Veronica L.
ALLV1461

登　録　番　号

第２９２６２号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

頂生花序の伸長性 　03　短

花序の向き 　03　上向き

花序の分枝節位数 　07　4節以上から分枝

花序の長さ 　04　やや短

花序の幅 　05　中

花序の形 　03　総状花序

花序の石化の発生の程度 　01　無又は極少

花序の着生位置 　01　頂生

葉の毛の多少 　01　無又は極粗

葉柄の長さ 　03　短

葉数 　04　やや少

葉の斑の形 　

葉の斑の色 　

葉のアントシアニンの着色 　01　無

葉表面の色 　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 137B

葉裏面の色 　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 137D

葉の斑の有無 　01　無

（特性記録部174-152頁）



Veronica L.
ALLV1461

登　録　番　号

第２９２６２号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51 雌ずいの色 　05　紫

がくの色 　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 137B

雄ずいの長さ 　07　長

雌ずいの長さ 　05　中

花弁数 　05　中

がく片の形 　02　卵形

がくの大きさ 　04　やや小

脈の分布 　

花弁の形 　01　卵形

花弁先端の形 　02　鈍形

花弁表面の地色 　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 91D

花弁表面の脈の色 　

花弁裏面の地色 　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 91D

小花の形２ 　03　筒形

小花の花弁の重なり 　01　無

小花の大きさ 　04　やや小

小花の形１ 　01　一重

（特性記録部174-153頁）



Veronica L.
ALLV1461

登　録　番　号

第２９２６２号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

　

　

　

病害抵抗性 　

虫害抵抗性 　

　

開花期間２ 　

耐寒性 　

耐暑性 　

開花の早晩 　06　やや晩

２季咲き性 　09　有

開花期間１ 　03　短

一花序の花数 　05　中

花の香り 　01　無

開花始期 　02　夏咲き

葯の色 　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N187C

小花柄の長さ 　04　やや短

（特性記録部174-154頁）



１　品種登録の番号及び年月日 第２９２６３号 令和４年６月９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Veronica L.　　　ALLVBRIDE

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３０年９月１９日

８　登録品種の育成の経過の概要

　草型１は叢生型、草型２は直立、草丈は低、茎の色は緑、節間長は中、葉序は対生、
ロゼット葉の有無は無、茎葉の葉身の全形は披針形、茎葉の葉身長はやや短、茎葉の葉
身幅は中、葉表面の色は137A、葉の斑の有無は無、葉のアントシアニンの着色は無、葉
柄の長さはかなり短、花序の形は総状花序、花序の着生位置は頂生、花序の長さは短、
花序の幅は狭、小花の形１は一重、小花の形２は筒形、花弁表面の地色はNN155D、花弁
の形は卵形、がく片の形は卵形、雌ずいの色は白である。（カラーチャートはRHSを使
用）
　出願品種「ALLVBRIDE」は、対照品種「ALLLADY」と比較して、小花の大きさがやや小
であること等で区別性が認められる。

Allplants Holding B.V.
Simon Homburgstraat 19, 5431NN Cuijk, The Netherlands

Wim van den Hoogen

　出願者所有の育成系統の自然交雑実生から選抜したものである。
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Veronica L.
ALLVBRIDE

登　録　番　号

第２９２６３号

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

根出葉の葉身幅 　

茎葉の葉身長 　04　やや短

茎葉の葉身幅 　05　中

茎葉の葉身の全形 　04　披針形

葉縁鋸歯の有無 　09　有

根出葉の葉身長 　

葉序 　01　対生

ロゼット葉の有無 　01　無

根出葉の葉身の全形 　

茎の毛の多少 　03　粗

茎からの分枝数 　09　極多

節間長 　05　中

草丈 　03　低

茎の太さ 　04　やや細

茎の色 　03　緑

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

草型１ 　01　叢生型

草型２ 　01　直立

（特性記録部174-156頁）



Veronica L.
ALLVBRIDE

登　録　番　号

第２９２６３号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

頂生花序の伸長性 　03　短

花序の向き 　03　上向き

花序の分枝節位数 　07　4節以上から分枝

花序の長さ 　03　短

花序の幅 　03　狭

花序の形 　03　総状花序

花序の石化の発生の程度 　03　少

花序の着生位置 　01　頂生

葉の毛の多少 　01　無又は極粗

葉柄の長さ 　02　かなり短

葉数 　04　やや少

葉の斑の形 　

葉の斑の色 　

葉のアントシアニンの着色 　01　無

葉表面の色 　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 137A

葉裏面の色 　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 138B

葉の斑の有無 　01　無

（特性記録部174-157頁）



Veronica L.
ALLVBRIDE

登　録　番　号

第２９２６３号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51 雌ずいの色 　01　白

がくの色 　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 137A

雄ずいの長さ 　

雌ずいの長さ 　

花弁数 　06　やや多

がく片の形 　02　卵形

がくの大きさ 　04　やや小

脈の分布 　

花弁の形 　01　卵形

花弁先端の形 　02　鈍形

花弁表面の地色 　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN155D

花弁表面の脈の色 　

花弁裏面の地色 　RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN155D

小花の形２ 　03　筒形

小花の花弁の重なり 　01　無

小花の大きさ 　04　やや小

小花の形１ 　01　一重

（特性記録部174-158頁）



Veronica L.
ALLVBRIDE

登　録　番　号

第２９２６３号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

　

　

　

病害抵抗性 　

虫害抵抗性 　

　

開花期間２ 　

耐寒性 　

耐暑性 　

開花の早晩 　06　やや晩

２季咲き性 　09　有

開花期間１ 　03　短

一花序の花数 　06　やや多

花の香り 　01　無

開花始期 　02　夏咲き

葯の色 　

小花柄の長さ 　03　短

（特性記録部174-159頁）



１　品種登録の番号及び年月日 第２９２６４号 令和４年６月９日

２　登録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.　　　ラベリー

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２９年１１月１７日

８　登録品種の育成の経過の概要

　ほう芽期は中、花性は両性、成葉の大きさはやや大、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、果房の着粒密度は密、穂梗
の長さはやや長、穂梗の色は淡緑、果粒の大きさはやや小、果粒の形1は狭楕円体、果
皮の色は濃紫赤、果粉の多少は少、果皮の厚さは中、果皮と果肉の分離性は中、肉質は
中間、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、熟しょうの色は橙
褐、花振るいの多少は少である。
　出願品種「ラベリー」は、対照品種「クイーンセブン」と比較して、花穂の長さが中
であること、成葉の鋸歯の長さが短であること、果房の大きさが極大であること等で区
別性が認められる。対照品種「シャインマスカット」と比較して、成熟始期が極早であ
ること、果粒の大きさがやや小であること、果皮の色が濃紫赤であること等で区別性が
認められる。

塩原真澄
長野県塩尻市大字宗賀71番地30

塩原真澄

「黒いバラード」に「シャインマスカット」を交配し、選抜したものである。
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Vitis L.
ラベリー

登　録　番　号

第２９２６４号

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

新しょうの巻きひげの長さ 　05　中

花穂の長さ 　05　中

花性 　03　両性

新しょうの節の上面の色 　02　赤と緑

新しょうの節の下面の色 　01　緑

新しょうの節間の絨毛の密度 　01　無又は極粗

新しょうの向き 　05　水平

新しょうの節間の上面の色 　02　赤と緑

新しょうの節間の下面の色 　01　緑

若葉の表面の色 　03　紅斑を伴う緑

若葉裏面の葉脈間の綿毛の密度 　05　中

若葉裏面の主脈上の絨毛の密度 　01　無又は極粗

幼しょうの先端の綿毛の密度 　05　中

幼しょうの先端の綿毛のアントシアニン着色の強弱 　05　中

幼しょうの先端の絨毛の密度 　01　無又は極粗

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

ほう芽期 　05　中

幼しょうの先端の葉の開度 　04　開く

（特性記録部174-161頁）



Vitis L.
ラベリー

登　録　番　号

第２９２６４号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

果房の大きさ 　09　極大

果房の着粒密度 　07　密

成葉裏面の主脈上の絨毛の密度 　01　無又は極粗

成葉の主脈に対する葉柄の長さ 　02　やや短い

成熟始期 　01　極早

成葉の鋸歯の形 　02　両側直線形

成葉表面の主脈のアントシアニン着色の強弱 　01　無又は極弱

成葉裏面の主脈間の綿毛の密度 　07　密

成葉の葉柄側裂刻の重なり 　05　閉じる

成葉の鋸歯の長さ 　03　短

成葉の鋸歯の長さ／基部幅 　07　大

成葉の裂片数 　03　５

成葉の上裂刻の深さ 　03　浅

成葉の上裂片の重なり（裂刻のある品種に限る。） 　01　開く

成葉の大きさ 　06　やや大

成葉の形 　04　円形

成葉の表面の凹凸の強弱 　07　強

（特性記録部174-162頁）



Vitis L.
ラベリー

登　録　番　号

第２９２６４号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51 種子の有無 　03　有

果汁の甘味 　07　高

果汁の多少 　02　中

果実の香り 　02　マスカット

果肉のアントシアニン着色の強弱 　01　無又は極弱

果肉の硬さ 　02　中

肉質 　05　中間

脱粒の難易 　02　中

果皮の厚さ 　05　中

果皮と果肉の分離性 　05　中

果粒の形2 　

果皮の色 　08　濃紫赤

果粉の多少 　03　少

穂梗の色 　01　淡緑

果粒の大きさ 　04　やや小

果粒の形1 　04　狭楕円体

穂梗の長さ 　06　やや長

（特性記録部174-163頁）



Vitis L.
ラベリー

登　録　番　号

第２９２６４号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

52

53

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

熟しょうの色 　02　橙褐

花振るいの多少 　03　少

（特性記録部174-164頁）



１　品種登録の番号及び年月日 第２９２６５号 令和４年６月９日

２　登録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.　　　神紅（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３０年５月２１日

８　登録品種の育成の経過の概要

　ほう芽期はやや晩、花性は両性、成葉の大きさはやや大、成葉の裂片数は５、成葉の
鋸歯の形は両側直線形、成熟始期はかなり早、果房の大きさは大、果房の着粒密度はか
なり粗、穂梗の長さは極長、穂梗の色は淡緑、果粒の大きさは大、果粒の形1は狭楕円
体、果皮の色は赤、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、果汁の多少は多、果実の香りはマスカット、熟しょうの色
は橙褐、花振るいの多少は少である。
　出願品種「神紅」は、対照品種「クイーンニーナ」と比較して、果粒の大きさが大で
あること、果粒の形1が狭楕円体であること等で区別性が認められる。対照品種「マド
ンナの宝石」と比較して、果粒の形1が狭楕円体であること、果汁の甘味が高であるこ
と等で区別性が認められる。対照品種「ヌーベルローズ」と比較して、果房の着粒密度
がかなり粗であること、穂梗の色が淡緑であること等で区別性が認められる。

島根県
島根県松江市殿町1番地

倉橋孝夫　内田吉紀　安田雄治　持田圭介　中谷美里　栂野康行
姫宮雅美　坂本太智　杉山万里

「ベニバラード」に「シャインマスカット」を交配し、選抜したものである。
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Vitis L.
神紅

登　録　番　号

第２９２６５号

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

新しょうの巻きひげの長さ 　05　中

花穂の長さ 　08　かなり長

花性 　03　両性

新しょうの節の上面の色 　02　赤と緑

新しょうの節の下面の色 　01　緑

新しょうの節間の絨毛の密度 　01　無又は極粗

新しょうの向き 　03　斜上

新しょうの節間の上面の色 　02　赤と緑

新しょうの節間の下面の色 　01　緑

若葉の表面の色 　03　紅斑を伴う緑

若葉裏面の葉脈間の綿毛の密度 　01　無又は極粗

若葉裏面の主脈上の絨毛の密度 　03　粗

幼しょうの先端の綿毛の密度 　07　密

幼しょうの先端の綿毛のアントシアニン着色の強弱 　01　無又は極弱

幼しょうの先端の絨毛の密度 　03　粗

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

ほう芽期 　06　やや晩

幼しょうの先端の葉の開度 　04　開く

（特性記録部174-166頁）



Vitis L.
神紅

登　録　番　号

第２９２６５号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

果房の大きさ 　07　大

果房の着粒密度 　02　かなり粗

成葉裏面の主脈上の絨毛の密度 　01　無又は極粗

成葉の主脈に対する葉柄の長さ 　04　やや長い

成熟始期 　02　かなり早

成葉の鋸歯の形 　02　両側直線形

成葉表面の主脈のアントシアニン着色の強弱 　01　無又は極弱

成葉裏面の主脈間の綿毛の密度 　01　無又は極粗

成葉の葉柄側裂刻の重なり 　04　わずかに開く

成葉の鋸歯の長さ 　05　中

成葉の鋸歯の長さ／基部幅 　04　やや小

成葉の裂片数 　03　５

成葉の上裂刻の深さ 　07　深

成葉の上裂片の重なり（裂刻のある品種に限る。） 　03　わずかに重なる

成葉の大きさ 　06　やや大

成葉の形 　03　五角形

成葉の表面の凹凸の強弱 　03　弱

（特性記録部174-167頁）



Vitis L.
神紅

登　録　番　号

第２９２６５号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51 種子の有無 　03　有

果汁の甘味 　07　高

果汁の多少 　03　多

果実の香り 　02　マスカット

果肉のアントシアニン着色の強弱 　01　無又は極弱

果肉の硬さ 　03　硬

肉質 　03　崩壊性

脱粒の難易 　03　易

果皮の厚さ 　03　薄

果皮と果肉の分離性 　03　難

果粒の形2 　

果皮の色 　06　赤

果粉の多少 　05　中

穂梗の色 　01　淡緑

果粒の大きさ 　07　大

果粒の形1 　04　狭楕円体

穂梗の長さ 　09　極長

（特性記録部174-168頁）



Vitis L.
神紅

登　録　番　号

第２９２６５号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

52

53

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

熟しょうの色 　02　橙褐

花振るいの多少 　03　少

（特性記録部174-169頁）



１　品種登録の番号及び年月日 第２９２６６号 令和４年６月９日

２　登録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.　　　YIS-RED

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 令和２年３月１１日

８　登録品種の育成の経過の概要

　ほう芽期はやや晩、花性は両性、成葉の大きさは大、成葉の裂片数は５、成葉の鋸歯
の形は両側直線形と両側凸形が混在、成熟始期はやや早、果房の大きさはかなり大、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、果粒の大きさは極
大、果粒の形1は狭楕円体、果皮の色は淡紅、果粉の多少はやや少、果皮の厚さはやや
薄、果皮と果肉の分離性は難、肉質は崩壊性、果汁の甘味はやや高、果汁の多少は中、
果実の香りはマスカット、熟しょうの色は赤褐、花振るいの多少は多である。
　出願品種「YIS-RED」は、対照品種「YI15」と比較して、成葉の大きさが大であるこ
と、成葉の鋸歯の長さがやや長であること、果房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「アウローラ21」と比較して、果房の大きさがかなり大で
あること、果房の着粒密度がやや粗であること、果粒の形1が狭楕円体であること等で
区別性が認められる。

高橋恵太
長野県上田市保野899-2
飯塚芳幸
長野県上田市保野898

高橋恵太　飯塚芳幸

「YI15」に「シャインマスカット」を交配し、選抜したものである。
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Vitis L.
YIS-RED

登　録　番　号

第２９２６６号

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

新しょうの巻きひげの長さ 　07　長

花穂の長さ 　06　やや長

花性 　03　両性

新しょうの節の上面の色 　02　赤と緑

新しょうの節の下面の色 　01　緑

新しょうの節間の絨毛の密度 　01　無又は極粗

新しょうの向き 　03　斜上

新しょうの節間の上面の色 　02　赤と緑

新しょうの節間の下面の色 　01　緑

若葉の表面の色 　03　紅斑を伴う緑

若葉裏面の葉脈間の綿毛の密度 　01　無又は極粗

若葉裏面の主脈上の絨毛の密度 　01　無又は極粗

幼しょうの先端の綿毛の密度 　07　密

幼しょうの先端の綿毛のアントシアニン着色の強弱 　01　無又は極弱

幼しょうの先端の絨毛の密度 　01　無又は極粗

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

ほう芽期 　06　やや晩

幼しょうの先端の葉の開度 　04　開く

（特性記録部174-171頁）



Vitis L.
YIS-RED

登　録　番　号

第２９２６６号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

果房の大きさ 　08　かなり大

果房の着粒密度 　04　やや粗

成葉裏面の主脈上の絨毛の密度 　01　無又は極粗

成葉の主脈に対する葉柄の長さ 　02　やや短い

成熟始期 　04　やや早

成葉の鋸歯の形 　05　両側直線形と両側凸形が混在

成葉表面の主脈のアントシアニン着色の強弱 　05　中

成葉裏面の主脈間の綿毛の密度 　01　無又は極粗

成葉の葉柄側裂刻の重なり 　03　やや開く

成葉の鋸歯の長さ 　06　やや長

成葉の鋸歯の長さ／基部幅 　05　中

成葉の裂片数 　03　５

成葉の上裂刻の深さ 　06　やや深

成葉の上裂片の重なり（裂刻のある品種に限る。） 　01　開く

成葉の大きさ 　07　大

成葉の形 　04　円形

成葉の表面の凹凸の強弱 　06　やや強

（特性記録部174-172頁）



Vitis L.
YIS-RED

登　録　番　号

第２９２６６号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51 種子の有無 　03　有

果汁の甘味 　06　やや高

果汁の多少 　02　中

果実の香り 　02　マスカット

果肉のアントシアニン着色の強弱 　01　無又は極弱

果肉の硬さ 　02　中

肉質 　03　崩壊性

脱粒の難易 　01　難

果皮の厚さ 　04　やや薄

果皮と果肉の分離性 　03　難

果粒の形2 　

果皮の色 　05　淡紅

果粉の多少 　04　やや少

穂梗の色 　01　淡緑

果粒の大きさ 　09　極大

果粒の形1 　04　狭楕円体

穂梗の長さ 　08　かなり長

（特性記録部174-173頁）



Vitis L.
YIS-RED

登　録　番　号

第２９２６６号

登　録　品　種　の　植　物　体　の　特　性　記　録　部

重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質 重要な形質に係る特性

52

53

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

熟しょうの色 　04　赤褐

花振るいの多少 　07　多

（特性記録部174-174頁）


