
改正種苗法経過措置による輸出先国の制限に係る届出品種 （令和3年12月20日現在）
【食用作物】

種類 品種名（登録品種） 品種名（出願中品種）

稲
（飼料用等を
含む）

華かほり、はなぶさ、あわみのり、エルジーシー1、いただき、おくのむらさき、ミレニシキ、クサホナミ、ミルキープリンセス、フラワーホープ、クサノホシ、ホシアオバ、家族だんら
ん、朝つゆ、春陽、シルキーパール、LGCソフト、紅衣、あきさやか、めばえもち、クサユタカ、西海観246号、エルジーシー活、エルジーシー潤、はなえまき、おぼろづき、ちゅらひ
かり、紅染めもち、夢あおば、ニシアオバ、ふくいずみ、恋あずさ、あきまさり、あゆのひかり、さとじまん、きぬむすめ、べこあおば、にこまる、奥羽観383号、萌えみのり、タチアオ
バ、夕やけもち、コシヒカリ関東HD1号、はいいぶき、華麗舞、北陸193号、越神楽、べこごのみ、吟のさと、関東HD2号、みずほのか、ゆきのめぐみ、モミロマン、越のかおり、祝
い茜、みずほの輝き、きたあおば、紫こぼし、祝い紫、あきだわら、ミルキースター、ミルキーサマー、ミズホチカラ、ほしのこ、さよむらさき、もちだわら、なつあおば、関東BPH1
号、ルリアオバ、ともほなみ、ゆきさやか、ゆきがすみ、たちじょうぶ、ゆめさかり、はるもに、ほしじるし、コシヒカリ関東BL1号、ヒノヒカリ関東BL1号、楽風舞、たちはるか、たちあ
やか、はいごころ、べにひめ、ヒノヒカリ関東BL2号、コシヒカリ近中四SBL1号、夢の舞、亀の蔵、里の白雪、笑みの絆、ぴかまる、えみのあき、こなだもん、コシヒカリ環1号、せと
のかがやき、ほしみのり、やたのもち、べこげんき、恋の予感、あみちゃんまい、ゆきみのり、和みリゾット、こなゆきの舞、オオナリ、ソルトスター、とよめき、ちほみのり、きたげ
んき、ふくのこ、ファイレメCD1号、つきすずか、みなちから、ふわりもち、つきあかり、ゆきむつみ、いなほっこり、ミルキーオータム、くらのぬし、ゆみあずさ、歓喜の風、秋はる
か、たちすがた、モグモグあおば、まきみずほ、姫ごのみ、たちすずか、初山吹、やまだわら、北瑞穂、ゆめふわり、いわいだわら、たちはやて、雪ごぜん、ときめきもち、京の輝
き、コシヒカリ富農SCM1号、リーフスター、きんのめぐみ、てんかい、ころもにしき((国研)農業・食品産業技術総合研究機構)、吟風、ななつぼし、あやひめ、ふっくりんこ、大地の
星、彗星、ゆめぴりか、きたゆきもち、きたしずく、きたくりん、きたふくもち、そらゆき、そらゆたか、ほしまる((地独)北海道立総合研究機構)、華想い、ゆきのはな、まっしぐら、式
部糯、うしゆたか、みなゆたか、あかりもち、ゆきあそび、べにあそび、ほっかりん、あかねあそび、赤穂波、紫穂波、華さやか、あさゆき、青天の霹靂、えみゆたか、めんこもち
((地独)青森県産業技術センター)、吟ぎんが、ぎんおとめ、いわてっこ、もち美人、どんぴしゃり、つぶゆたか、結の香、きらほ、岩手117号、銀河のしずく、金色の風(岩手県)、たき
たて、やまのしずく、ゆきむすび、げんきまる、東北194号、さち未来、金のいぶき、こもちまる、東北211号、だて正夢(宮城県)、めんこいな、美郷錦、秋田酒こまち、秋田63号、淡
雪こまち、ゆめおばこ、秋のきらめき、つぶぞろい、ぎんさん(秋田県)、山形119号、出羽の里、里のゆき、こゆきもち、つや姫、出羽きらり、山形95号、雪女神、雪若丸、山形糯
128号(山形県)、夢の香、あぶくまもち、天のつぶ、里山のつぶ(福島県)、ひたち錦、ひたちはたもち、一番星、ふくまる、いばらきIL2号、いばらき糯36号(茨城県)、なすひかり、と
ちぎ酒14、とちぎの星(栃木県)、舞風(群馬県)、彩のかがやき、さけ武蔵、彩のみのり、彩のきずな、むさしの26号(埼玉県)、総の舞、ちば28号、ゆめかなえ、ふさのもち(千葉
県)、風さやか、山恵錦(長野県)、なつしずか、誉富士、葵美人(静岡県)、コシヒカリ新潟BL4号、コシヒカリ新潟BL5号、コシヒカリ新潟BL6号、こしいぶき、かほるこ、秋雲、夏雲、
紫宝、紅香、紅更紗、稚児のほほ、越佳香、越車、コシヒカリ新潟BL9号、コシヒカリ新潟BL10号、越淡麗、コシヒカリ新潟BL11号、コシヒカリ新潟BL12号、ゆきん子舞、こしのめ
んじまん、新潟次郎、コシヒカリ新潟BL13号、新之助(新潟県)、雄山錦、コシヒカリ富山BL1号、コシヒカリ富山BL2号、コシヒカリ富山BL3号、コシヒカリ富山BL4号、コシヒカリ富
山BL6号、とがおとめ、てんたかく、てんこもり、富の香、富山黒75号、富山赤78号、コシヒカリ富山BL7号、富富富(富山県)、石川43号、石川酒52号、石川65号、石川酒68号(石
川県)、イクヒカリ、ニュウヒカリ、まんぷくもち、あきさかり、いちほまれ(福井県)、ハツシモ岐阜SL(岐阜県)、大地の風、あいちのかおりSBL、コシヒカリ愛知SBL、みねはるか、峰
のむらさき、ゆめまつり、きぬはなもち、夢吟香、こはるもち、なつきらり、もみゆたか、ミネアサヒSBL（愛知県）、みえのえみ、みえのゆめ、神の穂、三重23号(三重県)、秋の詩、
レーク65、雪姫羽二重糯、みずかがみ(滋賀県)、兵庫錦、兵系紫86号、Hyogo Sake 85(兵庫県)、鳥姫、プリンセスかおり(鳥取県)、あかおにもち(岡山県)、広島21号、千本錦(広
島県)、西都の雫、せとのにじ、あきまつり(山口県)、おいでまい、さぬきよいまい(香川県)、しずく媛、媛育71号(愛媛県)、吟の夢、風鳴子、南国そだち（高知県）、夢一献、元気つ
くし、実りつくし、ちくし粉85号(福岡県)、夢しずく、天使の詩、たんぼの夢、さがびより、佐賀40号(佐賀県)、くまさんの力、わさもん、華錦、くまさんの輝き(熊本県)、ちほのかおり、
いわともち、はなかぐら、ミナミユタカ、まいひかり、さやかもち、おてんとそだち、夏の笑み、ちほのまい、み系358(宮崎県)、さつま雪もち、夢はやと、あきほなみ、さつま絹もち、
なつほのか、あきのそら、たからまさり、くいつき(鹿児島県)、コシヒカリつくばSDHD、コシヒカリつくばHD2号、コシヒカリつくばSD1号、コシヒカリつくばHD1号、つくばSD2号（民間
団体）、壽限無（民間団体）、大粒ダイヤ（民間団体）、越の雫（民間団体）、五百川（個人）、清水 1号（個人）

あきあかね、にじのきらめき、つやきらり、亜細亜の
かおり、恋初めし、つきことか、さんさんまる、えみだ
わら、コシヒカリ環２号、ICSL晩生1号、さとのつき、
にこまる環1号、たちはるか環1号、しふくのみのり、
にこまるBL1号、あきだわら環1号、ほしじるし環1
号、ファイレメCD2号、つきはやか、つきあやか、とく
だわら、コシヒカリ環HD1号、きぬむすめ環1号、キヌ
ヒカリ環1号、笑みたわわ、京式部、コシヒカリHT((国
研)農業・食品産業技術総合研究機構)、カーチバイ
((国研)国際農林水産業研究センター)、えみまる((地
独)北海道立総合研究機構)、吟烏帽子、白穂波、ゆ
たかまる((地独)青森県産業技術センター)、たわ
わっこ(岩手県)、山形飼糯138号（山形県）、吟のい
ろは(宮城県)、一穂積、百田、サキホコレ、あきたこ
まちR、福乃香、福笑い(福島県)、ふくまるSL(茨城
県)、夢ささら(栃木県)、むさしの27号、むさしの29号
(埼玉県)、粒すけ(千葉県)、葉月みのり、ゆきみらい
(新潟県)、コシヒカリ富山APQ1号、てんたかく81(富
山県)、さかほまれ、越南300号(福井県)、こなゆきひ
め(岐阜県)、やわ恋もち、あいちのこころ（愛知県）、
みのりの穂、みのりの郷、なついろ、みえのゆめ
BSL(三重県)、星空舞(鳥取県)、縁の舞(島根県)、広
系酒33号、広系酒44号(広島県)、ひめの凜、媛育83
号(愛媛県)、よさ恋美人、土佐麗（高知県）、宮崎52
号(宮崎県)、SC早生1号、SCL早生2号（民間団
体）、あきたきらり、あきたぱらり、まんぷくすらり（大
学）

コムギ

イワイノダイチ、ニシノカオリ、キタノカオリ、フクオトメ、あやひかり、きぬあずま、小麦中間母本農8号、ネバリゴシ、ハルイブキ、中国143号、タマイズミ、ふくさやか、ゆきちから、
ミナミノカオリ、うららもち、トワイズミ、もち姫、ふくほのか、北海260号、ユメシホウ、北海259号、あおばの恋、ゆめちから、ふくはるか、小麦中間母本農9号、ふくあかり、銀河の
ちから、ゆきはるか、ちくごまる、みのりのちから、せときらら、こしちから、さちかおり、タマイズミR、夏黄金、ニシハルカ、くまきらり((国研)農業・食品産業技術総合研究機構)、き
たほなみ、はるきらり、つるきち((地独)北海道立総合研究機構)、きぬの波、さとのそら(群馬県)、ユメセイキ、ハナマンテン、ゆめかおり、ゆめきらり(長野県)、きぬあかり、ゆめあ
かり（愛知県）、さぬきの夢2000、さぬきの夢2009(香川県)、ちくしW2号(福岡県)、長崎W2号(長崎県)

やわら姫、びわほなみ、はる風ふわり、ナンブキラ
リ、にしのやわら、みなみのやわら、はるみずき、ゆ
めちから2020((国研)農業・食品産業技術総合研究
機構)、北見92号、北見95号((地独)北海道立総合研
究機構)、ハナチカラ、しろゆたか(長野県)、春よ恋
St（民間団体）

マカロニコム
ギ

セトデュール((国研)農業・食品産業技術総合研究機構)

オオムギ

ニシノホシ、裸麦中間母本農2号、マンネンボシ、シンジュボシ、さやかぜ、キリニジョウ、小春二条、煌二条、トヨノカゼ、はるしらね、カシマゴール、ユメサキボシ、キラリモチ、
ビューファイバー、白妙二条、はるか二条、ハルヒメボシ、ワキシーファイバー、ゆきみ六条、はねうまもち、くすもち二条((国研)農業・食品産業技術総合研究機構)、スカイゴール
デン、サチホゴールデン、とちのいぶき、アスカゴールデン、HQ10、ニューサチホゴールデン(栃木県)、ファイバースノウ、シルキースノウ、ホワイトファイバー(長野県)、ほうしゅ
ん、はるしずく、しゅんれい(福岡県)、トヨノホシ(大分県)、彩の星、もっちりぼし、札育2号、富系1103、春系0803、はるな二条HKI（民間団体）

もちしずか、きはだもち、さちかぜ、フクミファイ
バー、しらゆり二条、ゆきはな六条、ハルアカネ、ダ
イキンボシ、きぬもち二条((国研)農業・食品産業技
術総合研究機構)、もち絹香(栃木県)、はるさやか
(福岡県)、札育5号（民間団体）

ハトムギ
はとゆたか、あきしずく、はときらら、とりいずみ((国研)農業・食品産業技術総合研究機構)、北のはと（（国研）医薬基盤・健康・栄養研究所）



ダイズ

おおすず、すずおとめ、たまうらら、ハタユタカ、サチユタカ、ゆめみのり、ふくいぶき、青丸くん、関東100号、すずさやか、クロダマル、すずかおり、きぬさやか、ことゆたか、なご
みまる、すずほのか、里のほほえみ、フクミノリ、すずかれん、はつさやか、あきまろ、くろさやか、サチユタカA1号、あきみやび、シュウリュウ、こがねさやか、たつまろ、はつなが
は、フクハヤテ、はたむすめ、くろこじろう、フクユタカA1号、えんれいのそら((国研)農業・食品産業技術総合研究機構)、いわいくろ、ハヤヒカリ、ユキホマレ、ユキシズカ、トヨハ
ルカ、タマフクラ、ゆきぴりか、ユキホマレR、ゆめのつる、とよみづき、スズマルR((地独)北海道立総合研究機構)、あきたみどり、あきた香り五葉、あきたさやか、秋農試40号、あ
きたほのか(秋田県)、あやこがね、つぶほまれ、シュウレイ、すずほまれ(長野県)、新潟系14号(新潟県)、紫ずきん2号、夏どり丹波黒2号、京白丹波、紫ずきん3号、紫ずきん4号
(京都府)、黒っこ姫、茶っころ姫、さとっこ姫(兵庫県)、岡山SYB1号(岡山県)、三朝神倉、緑だんだん、鳥取大山2001(鳥取県)、のんたぐろ(山口県)、香川黒1号(香川県)、ちくしB5
号(福岡県)、佐賀黒7号(佐賀県)、鋸南、湯あがり娘、げんき娘、ゆかた娘、KA-1420、陽恵、KAE-001、KAE-003（民間団体）、莢音、雪音、恋姫、青雫、青豊、GLYSB1019、
GLYSB1020、GLYSB1021（民間団体）、ふさみどり、三郷WA1、SAKSOY004、SAKSOY007（民間団体）、味めぐり、味ゆたか（民間団体）

黒丸くん、ことゆたかA1号、ふくあかね、黒招福、す
みさやか、すずおとめ2号、はれごころ((国研)農業・
食品産業技術総合研究機構)、とよまどか((地独)北
海道立総合研究機構)、星のめぐみ、すずみのり(長
野県)、兵系黒4号、兵系黒5号(兵庫県)、
GLYSB1023（民間団体）

小豆
しゅまり、とよみ大納言、ときあかり、きたほたる、きたろまん、ほまれ大納言、きたあすか、ちはやひめ((地独)北海道立総合研究機構)、紅舞妓大納言(京都府)、夢大納言、岡山
ADZ1号(岡山県)

エリモ167((地独)北海道立総合研究機構)

インゲンマメ
ナリブシ((国研)国際農林水産業研究センター)、福うずら、福良金時、絹てぼう、福寿金時、かちどき、きたロッソ、秋晴れ((地独)北海道立総合研究機構)、三郷VB2、
SAKBEA003（民間団体）

ソラマメ 愛のそら(愛媛県)
エンドウ 伊豆みどり(静岡県)、紀州さや美人、紀の輝(和歌山県)、まめこぞう(鹿児島県)、翠輝（民間団体）、SAKPEA001（民間団体）、和輝（民間団体）

ラッカセイ
おおまさり、千葉P114号(千葉県) おおまさりネオ、千葉P121号(千葉県)、

愛の香り（個人）
ベニバナイン
ゲン

常陸大黒(茨城県)、紅秋麗(群馬県)

バレイショ

スタークイーン、ユキラシャ、スタールビー、キタムラサキ、らんらんチップ、ノーザンルビー、こがね丸、インカのひとみ、シャドークイーン、北海98号、紫月、キタムサシ、パールス
ターチ、あかね風、はるか、ピルカ((国研)農業・食品産業技術総合研究機構)、ナツフブキ、オホーツクチップ、スノーマーチ、ゆきつぶら、さやあかね、コナユキ、リラチップ、コナ
ユタカ((地独)北海道立総合研究機構)、アイユタカ、さんじゅう丸、ながさき黄金、アイマサリ(長崎県)、きたひめ、ひかる、きたかむい、コナヒメ（民間団体）、ぽろしり、ゆきふたば
（民間団体）、レディジョウ（民間団体）、ラシャーナ（民間団体）、カルーソ、カンデラ（民間団体）、ウルリケ、ヴィルヘルミーナ（民間団体）、シンシア、シェリー、アローワ、サッ
シー、アルバン、グウェン、イリダ、フロキー（民間団体）

しんせい、シャイニールビー、ノーブルシャドー((国
研)農業・食品産業技術総合研究機構)、ハロームー
ン、さらゆき((地独)北海道立総合研究機構)、しまあ
かり、しまクイーン(鹿児島県)、なつがすみ（民間団
体）、オデッセウス、パパゲーノ、ロッシーニ、ベビー
ルー（民間団体）、G06SC278004、フリア（民間団
体）

カンショ

春こがね、コナホマレ、タマオトメ、すいおう、ムラサキマサリ、パープルスイートロード、コナセンリ、スターチクイン、べにまさり、九州121号、クイックスイート、ハマコマチ、ダイチ
ノユメ、アヤコマチ、オキコガネ、九州137号、アケムラサキ、ときまさり、べにはるか、九州138号、ひめあやか、ほしキラリ、九育葉2号、タマアカネ、こなみずき、サツママサリ、ほ
しこがね、コガネマサリ、あいこまち、からゆたか、すずほっくり、スズコガネ、知恵の葉、サエムラサキ、九育観1号、九育観2、九育観3、九育観4、九育観5、九育観6、むらさきほ
まれ、ふくむらさき、サツマアカネ((国研)農業・食品産業技術総合研究機構)、沖夢紫、ちゅら恋紅、ちゅらまる、沖育09-8-14(沖縄県)、ハロウィンスウィート（民間団体）、HE306
（民間団体）

こないしん、オリジンルビー、ちゅらかなさ、ほしあか
ね、あかねみのり((国研)農業・食品産業技術総合
研究機構)、MYAG-15TW、MYIPB001（民間団体）、
HL1（民間団体）、霧N8-1（民間団体）

ソバ
北海3号、キタノマシュウ、とよむすめ、そば中間母本農1号、なつみ、春のいぶき、さちいずみ、レラノカオリ、ガンマの彩、コバルトの力、ルチキング、にじゆたか、キタミツキ、夏
吉((国研)農業・食品産業技術総合研究機構)、山形BW5号（山形県）、会津のかおり(福島県)、タチアカネ、長野S8号、長野S11号(長野県)、宮崎早生かおり(宮崎県)、高嶺ル
ビー2011（民間団体）、サンルチン（民間団体）、あきあかね（大学）

NARO-FE-1((国研)農業・食品産業技術総合研究機
構)

ダッタンソバ
北海T8号、北陸4号、北海T9号、北海T10号、ダルマだったん、イオンの黄彩、満天きらり((国研)農業・食品産業技術総合研究機構)、気の力、気の宝、気の豊、信濃くろつぶ（大
学）

西のはるか((国研)農業・食品産業技術総合研究機
構)

アワ ゆいこがね(岩手県)
ヒエ ねばりっこ2号(岩手県)
キビ ひめこがね(岩手県)
アマランサス ニューアステカ((国研)農業・食品産業技術総合研究機構)
（注）この表は、利用者の利便性を図るため、届出された品種を整理したものであり、正確な届出内容については公示を確認ください。
　　　（　　）内の育成者権者（品種開発者）は共同育成の品種についても代表機関のみを表示し、育成者権者（品種開発者）ごとにまとめて記載しています。また、種類名は正式な学名（和名）でないものがあります。



【野菜】
種類 品種名（登録品種） 品種名（出願中品種）

アシタバ 東京スカーレット（東京都）、理恵（民間団体）
アスパラガス ズイユウ((国研)農業・食品産業技術総合研究機構)、ハルキタル、はるむらさきエフ、ふくきたる(福島県)、さぬきのめざめ、さぬきのめざめビオレッタ(香川県)
アブラナ（在来
ナタネ）

GR湧水菜(静岡県)、CR広島2号(広島県) MGX-503((国研)農業・食品産業技術総合研究機
構)

ウド 栃木芳香1号、栃木芳香2号(栃木県)、利根白(群馬県)、阿波たろう、阿波の銀次郎（徳島県）
カブ 加賀姫青(石川県)

カボチャ
北海1号、ストライプペポ、豊平1号、豊平2号、北海3号、北海6号、TC2A、くりひかり、ジェジェJ((国研)農業・食品産業技術総合研究機構)、ニューなかやま（栃木県）、コリンキー
（民間団体）

おいとけ栗たん((国研)農業・食品産業技術総合研
究機構)

カラシナ 辛神（民間団体）

キャベツ
KN-0553（民間団体）、SAKCAB001（民間団体）、NNS-C-91（民間団体） YCRふゆいろ((国研)農業・食品産業技術総合研究

機構)
ケール ハイパール（長野県）
キュウリ きゅうり中間母本農4号、きゅうり中間母本農5号、きゅうり中間母本農6号、きゅうり中間母本農7号((国研)農業・食品産業技術総合研究機構) 緑夏((国研)農業・食品産業技術総合研究機構)
ギョウジャニン
ニク

八幡平行者（八幡平市）

ゴボウ サラサラごんぼ(福岡県)、美白（民間団体）
サイシン×ブ
ロッコリー

はなっこりーE2(山口県)

サトイモ ちば丸(千葉県)、京都えびいも1号(京都府)、愛媛農試V2号、媛かぐや(愛媛県)
シソ ひたちあおば(茨城県)、飛系アルプス1号(岐阜県)、愛経1号、愛経3号（愛知県）、per-001（（国研）医薬基盤・健康・栄養研究所） 飛騨小坂おんたけ1号(岐阜県)
シマツナソ さぬきのヘイヤ(香川県)
セリ Re14-4(宮城県)

ダイコン
だいこん中間母本農5号、悠白、サラホワイト((国研)農業・食品産業技術総合研究機構)、あきたおにしぼり、秋農試39号、あきたおにしぼり紫、秋田いぶりおばこ(秋田県)、湘白
(神奈川県)、戸隠おろし、からねずみ(長野県)、長根系源助(石川県)、桜島おごじょ(鹿児島県)

セントルージュ、令白、だいこん中間母本農6号、
ムッシューホワイト((国研)農業・食品産業技術総合
研究機構)

ダイコン×
ケール

サンテヴェール48（長野県）

タマネギ
SRG-12、OSP-3、OMP-3、OPP-5、クエルゴールド((国研)農業・食品産業技術総合研究機構)、ゆめせんか、北見48号、KTM9843-02-01A、KTM9843-02-01B、早次郎、
BPR93511-03-01B、すらりっぷ((地独)北海道立総合研究機構)、浜笑、濱の宝、KA-956、KA-957（民間団体）

加津佐13号（個人）、KAR-003、KA953（民間団体）

タラノキ 最上A2号（山形県）、ぐんま春王、ぐんま春王NT(群馬県)
ツルレイシ KGBP1号、熊本VB04(熊本県)、宮崎つやみどり(宮崎県)、岡村白秀、岡村青秀（個人） 沖農 G 7(沖縄県)

トウガラシ

台パワー、CBP-3、AP-2、台ちから、AP-5、L4台パワー、台パワーZ、CBP-1、TL4-027((国研)農業・食品産業技術総合研究機構)、HC3-6-10-11（奈良県）、京都万願寺1号、
京都万願寺2号(京都府)、トサヒメR、土佐じしビューティー、トサミドリ、土佐じしスリム、チャガマラン（高知県）、みやざき台木3号、みやざきL1台木1号、みやざき台木5号(宮崎
県)、カプチン（民間団体）、掛川01（民間団体）

ししわかまる(和歌山県)、Pプロ15-65、Pプロ15-
635(宮崎県)、ディエタ0011-0301、ディエタ0011-
0602、ディエタ0041-0401、ディエタ0041-0601（民間
団体）、KUP191(民間団体）、タネーラ（民間団体）

トマト

とよこま、にたきこま、とまと中間母本農9号、とまと中間母本農10号、とまと中間母本農11号、THY102、THY113、すずこま、鈴玉((国研)農業・食品産業技術総合研究機構)、ち
ばさんさん(千葉県)、サンドパル（愛知県）、岡山TMT1号（岡山県）、瀬戸TTY（個人）、SC9-011、SAKTOM011、SAKTOM012（民間団体）、KGM991、KGM992、KGM993、
KGM022、KGM031、KGM032、KGM041、KGM042、KGM043、KGM061、KGM081、KGM082、KGM091、KGM124、KGM131、KGM132、KGM133、KGM141、KGM142、KGM151、
KGM152、KGM153、KGM161、KGM162、KGM163、KGM164、KGM165、KGM166、KGM167、KGM160、KGM169、KGM172、KGM175、KGM181（民間団体）、BO-8、ハル-ス-48、ハ
ル-06-05（民間団体）

ベースアップ((国研)農業・食品産業技術総合研究
機構)、湘南ポモロンレッド35R、湘南ポモロンゴール
ドG4(神奈川県)、福井1826号、福井1832号(福井
県)、MST1201（民間団体）、KGM173、KGM174、
KGM182、KGM184、KGM191、KGM192、KGM193、
KGM194、KGM195、KGM196、KGM197、KGM201、
KGM202（民間団体）、ハル-08-13（民間団体）

ナス
台三郎、あのみのり、AE-P01、AE-P08、あのみのり2号、AE-P24((国研)農業・食品産業技術総合研究機構)、サラダ紫(神奈川県)、とげなし輝楽（愛知県）、台二郎、土佐鷹、慎
太郎、なつのすけ（高知県）、省太、福岡母本E1号、福岡母本E2号(福岡県)、ヒゴムラサキ、ヒゴムラサキ2号(熊本県)

ニラ ゆめみどり(栃木県)、ミラクルグリーンベルト、ハイパーベルト（民間団体） エナジーグリーンベルト（民間団体）
ニンニク 白玉王（民間団体）、八幡平バイオレット（八幡平市）

ネギ
ふゆわらべ、ねぎ中間母本農1号、ゆめわらべ、TAM-1、MSK-TA-2、TA-2、こいわらべ、TAM-3、MSS-TA-4、すずわらべ、MSN-TAM-1、TA-4((国研)農業・食品産業技術総
合研究機構)、秋田はるっこ(秋田県)、ひたち紅っこ(茨城県)、足長美人(千葉県)、東京小町（東京都）、湘南一本(神奈川県)、越中なつ小町、越中ふゆ小町(富山県)、早生かみ
なり（民間団体）、SUKIYAKI（民間団体）

夏もえか((国研)農業・食品産業技術総合研究機
構)、兵庫 N-1号(兵庫県)、やまひこ（山口県）

ハクサイ つけな中間母本農2号、はくさい中間母本農8号、はくさい中間母本農9号、あきめき、CR寒次郎((国研)農業・食品産業技術総合研究機構)
ハス 阿波白秀（徳島県）
フキ 春音（山形県）、春いぶき(群馬県)、愛経2号（愛知県）、大阪農技育成1号((地独)大阪府立環境農林水産総合研究所)、あわ春香（徳島県）、マイルドばっけ（八幡平市）
ホオズキ 佐賀H1号、佐賀H2号、佐賀H5号(佐賀県)、キャンディーランタン（民間団体）



ヤーコン サラダオトメ、アンデスの雪、サラダオカメ、アンデスの乙女((国研)農業・食品産業技術総合研究機構)

ヤマノイモ
きたねばり、とかち太郎((地独)北海道立総合研究機構)、つくなが1号、あおもり　短八((地独)青森県産業技術センター)、ぐんまとろりん(群馬県)、ちばとろ(千葉県)、稲武2号（愛
知県）、ねばりっ娘(鳥取県)、やまじ王(愛媛県)、金沢藤五郎（金沢市）、ネバリスター、KHY-3C014、KHY-8E026（民間団体）

ラッキョウ レジスタファイブ(鳥取県)
ラッキョウ×ネ
ギ

NR静育1号(静岡県)

レタス

フユヒカリ、ウインターパワー((国研)農業・食品産業技術総合研究機構)、シナノホープ、サマーエース、ナガノヴィーナス(長野県)、WN-LL750、WN-LL749（民間団体）、シグマ、
フュージョン、SAKLET006、SAKLET007、SAKLET008、SAKLET009、SAKLET010、SAKLET011、SAKLET012、SAKLET013（民間団体）、FLE0310、FLE6864（民間団体）、
MULTIGREEN 1（Nunhems B.V.）、ファイン、KA-1221A、KA1219、テンション、KA-2430、トリガー、KA-1227、KA-1226、KA-1228、KAY-002、KA-1230B、KA-1231、春近黄、KAY-
006、KAY-007、KAY-008、NL1965（民間団体）、FLAMBINE、NAVARONE（民間団体）、カプリス（民間団体）、コールドグリーングラス、ウオームグリーングラス、クールグリーング
ラス、ホットグリーングラス、サマー　ヘッドグラス、スプリング　ヘッドグラス、エクセルヘッドグラス、マイルドヘッドグラス、ディアマンテヘッドグラス、エラダレッドグラス、フロスト
レッドグラス、イノベーションレッドグラス、フォースヘッドグラス、オータム　ヘッドグラス、バンパーヘッドグラス、ファンタスヘッドグラス、グランディヘッドグラス（民間団体）

シナノリード(長野県)、LL-1014（民間団体）、
SAKLET014（民間団体）、クラウドブレイク、アイスス
ペランザ（民間団体）、清水グリーン001、清水グリー
ン002、清水グリーン003（民間団体）、FINSTAR、
MULTIGREEN 60、MULTIRED 80（民間団体）、
KAY-009、KAY-010、KAY-011、KAY-012、KAY-
013（民間団体）、デウス、ガメロ、ダマス、アルマンド
ス、ウサンディサーガ、ガスタンビーデ、ロンバル
デーロ、セリオンヘッドグラス、アネッサレッドグラ
ス、ノッチグリーングラス、アレスヘッドグラス、ウル
ダンガリン、バルデラバーノ、ガイアヘッドグラス、カ
ラトラバ、カルピンテーロ、リコグリーングラス、ガナ
ルヘッドグラス、アストログリーングラス（民間団体）

ワケギ 広島12号、広島13号(広島県)
ワサビ 伊づま(静岡県)、伊豆小金（個人） マルウ一号（個人）

イチゴ

いちご中間母本農1号、久留米IH1号、久留米IH4号、いちご中間母本農2号、デコルージュ、なつあかり、カレンベリー、おおきみ、こいのか、桃薫、おいCベリー、豊雪姫、夏の
輝、PM10号、PM11号、恋みのり、夢つづき((国研)農業・食品産業技術総合研究機構)、けんたろう、きたのさち、なつじろう、ゆきララ((地独)北海道立総合研究機構)、おとめ心、
サマーティアラ（山形県）、もういっこ(宮城県)、ふくはる香、ふくあや香(福島県)、ひたち姫、いばらキッス(茨城県)、とちひめ、とちひとみ、なつおとめ、栃木i27号(栃木県)、やよい
ひめ、おぜあかりん(群馬県)、埼園い1号、埼園い3号(埼玉県)、ふさの香、桜香、千葉S05-3、千葉S4号、千葉F-1号(千葉県)、東京おひさまベリー（東京都）、サマープリンセス、
サマーリリカル(長野県)、紅ほっぺ、きらぴ香(静岡県)、新潟S3号(新潟県)、美濃娘、華かがり(岐阜県)、ゆめのか（愛知県）、かおり野、三重母本1号、よつぼし(三重県)、兵庫I-3
号、兵庫I-4号(兵庫県)、古都華（奈良県）、まりひめ、紀の香(和歌山県)、とっておき(鳥取県)、岡山STB1号(岡山県)、山口ST9号(山口県)、サマーアミーゴ、阿波ほうべに（徳島
県）、さぬき姫、A8S4-147(香川県)、あまおとめ、紅い雫(愛媛県)、福岡S6号(福岡県)、佐賀i5号、佐賀i9号(佐賀県)、熊研い548、熊本VS02E、熊本VS03(熊本県)、大分6号(大分
県)、みやざきなつはるか、こいはるか(宮崎県)、和田彩花、和田初こい、MYAG-AO（民間団体）、エッチエス-138、すずあかね、すずあかねR（民間団体）、ペチカピュア、ペチカ
エバー、ペチカほのか（民間団体）、Sunraku、Sunmitsu、MYAG-2AD（民間団体）、ももいろほっぺ8号（民間団体）、BA1203H（民間団体）、13FPFH4273（民間団体）、HD06-1、
HD06-11（民間団体）、信大BS8-9（大学）、みくのか（個人）、雪うさぎ、天使の実（個人）、桜桃壱号（個人）

あまえくぼ、そよかの、夏のしずく、夢つづき2号、ぽ
りっちご((国研)農業・食品産業技術総合研究機
構)、にこにこベリー(宮城県)、栃木iW1号、栃木i37
号(栃木県)、かなこまち(神奈川県)、MYAGMIE-1(三
重県)、愛経4号（愛知県）、珠姫、奈乃華（奈良県）、
鹿児島6号(鹿児島県)、MYAG-YKB、MYAG-BAA、
MYAGFRA-1（民間団体）、FL 09 127（民間団体）、
信大SUS-1（大学）、ひとよ（個人）、新初の香、新み
くのか、初の香3号、みくのか3号、初の香4号（個
人）、ももこ（個人）、11AE3659（民間団体）

スイカ
姫しずか、KWMP-1、KWMP-2、すいか中間母本農1号((国研)農業・食品産業技術総合研究機構)、あきた夏丸、あきた夏丸アカオニ、あきた夏丸チッチェ、あきた夏丸ワッセ、あ
きた夏丸クロオニ(秋田県)、どんなもん台(鳥取県)

メロン

メロン中間母本農4号、久留米MP-4、アールス輝、AnSB-4、フェーリア、AnMP-1、AnMP-5、アルシス((国研)農業・食品産業技術総合研究機構)、どうだい2号、HM-G52、どうだ
い4号、HM-4、FG14、どうだい6号、HM-5、いちひめ、DHM-R1、DHM-R2、ゆめてまり、北かれん、DHM-R3、DHM-R4、おくり姫、DHM-R5、DHM-R6((地独)北海道立総合研究機
構)、秋田甘えんぼ春系R、秋田甘えんぼR、秋田甘えんぼレッドR、秋田甘えんぼレッド春系R、秋田あんめグリーン、秋田あんめレッド(秋田県)、山形メルティ（山形県）、イバラキ
ング(茨城県)、TLタカミ（千葉県）、熊本VM03(熊本県)

メロン中間母本農5号((国研)農業・食品産業技術総
合研究機構)

（注）この表は、利用者の利便性を図るため、届出された品種を整理したものであり、正確な届出内容については公示を確認ください。
　　　（　　）内の育成者権者（品種開発者）は共同育成の品種についても代表機関のみを表示し、育成者権者（品種開発者）ごとにまとめて記載しています。また、種類名は正式な学名（和名）でないものがあります。



【果樹】
種類 品種名（登録品種） 品種名（出願中品種）

アンズ おひさまコット、ニコニコット((国研)農業・食品産業技術総合研究機構)

イチジク
とよみつひめ、キバル(福岡県)、ヴィオレッタ（個人） 励広台1号((国研)農業・食品産業技術総合研究機

構)

ウメ
八郎、加賀地蔵、翠香((国研)農業・食品産業技術総合研究機構)、群馬U6号(群馬県)、虎子姫、十郎小町(神奈川県)、福太夫(福井県)、NK14、橙高、星高、星秀(和歌山県)、み
なべ21（みなべ町）

麗和、和郷((国研)農業・食品産業技術総合研究機
構)、翠豊（神奈川県）

ウンシュウミカ
ン

静丸早生(静岡県)、みえ紀南1号、みえ紀南3号(三重県)、YN26(和歌山県)、ひめのか(愛媛県)、早味かん(福岡県)、上村早生（高知県）、佐賀果試 6号、佐賀果試9号(佐賀県)、
長崎果研させぼ1号、長崎果研原口1号(長崎県)、肥のさやか、肥のあすか、肥のあかり、肥のみらい、熊本EC11(熊本県)、かごしま早生(鹿児島県)、あいさん、はつひめ（全国
農業協同組合連合会）、北原早生（民間団体）、きゅうき（個人）、植美（個人）、峰太（個人）

あおさん（個人）

オウトウ（甘果）
ジューンブライト((地独)北海道立総合研究機構)、ジュノハート((地独)青森県産業技術センター)、紅てまり、紅きらり、紅ゆたか、山形C12号（山形県）、甲斐オウ果1、甲斐オウ果
6、ぽれん太(山梨県)、かんのT8号（民間団体）、晶のよそおい、絢のひとみ（民間団体）、アルプス紅扇（個人）

オリーブ 香オリ3号、香オリ5号（香川県）

カキノキ
夕紅、早秋、甘秋、貴秋、太月、太天、朱雀錦、八秋、太豊、太雅、麗玉、豊楽台((国研)農業・食品産業技術総合研究機構)、静カ台1号、静カ台2号(静岡県)、朱鷺乙女(新潟
県)、ねおスイート(岐阜県)、紀州てまり(和歌山県)、輝太郎(鳥取県)、福岡K1号(福岡県)、MKR1（大学）

かんきつ類

朱見、はるみ、あまか、かんきつ中間母本農5号、西之香、せとか、はれひめ、かんきつ中間母本農6号、麗紅、たまみ、かんきつ中間母本農8号、かんきつ中間母本農7号、べ
にばえ、ミニマートル1号、カンキツ口之津41号、西南のひかり、津之輝、はるひ、津之望、オーラスター、みはや、あすみ、璃の香、ホワイトラブ((国研)農業・食品産業技術総合
研究機構)、湘南ゴールド(神奈川県)、静姫(静岡県)、夕焼け姫（愛知県）、みえ紀南4号、みえ紀南5号、みえ紀南6号(三重県)、はるき(和歌山県)、広島果研11号、安芸の輝き、
黄宝、瑞季(広島県)、せとみ、南津海シードレス(山口県)、徳島3X1号、阿波すず香（徳島県）、愛媛果試第28号、甘平、媛小春(愛媛県)、佐賀果試34号、佐賀果試35号(佐賀
県)、肥の豊、熊本EC10、熊本EC12(熊本県)、大分果研4号(大分県)、仲本シードレス(沖縄県)、まりひめ、ひめのつき、エクリーク55、エクリーク65、エクリーク187、ひめあかり、
あいおとめ（民間団体）、公文2号（個人）

あすき((国研)農業・食品産業技術総合研究機構)、
小笠原グリーンフラッシュ（東京都）、汐里、広島果
研L13号(広島県)、愛媛果試第48号(愛媛県)、大分
果研6号(大分県)、ボナルーナ（大学）、寿刀白柚、
長三白柚、俊平白柚（大学）、マコポン（個人）

キイチゴ
07RUBIXP01（大学） APF-122（大学）

キウイフルー
ツ

東京ゴールド（東京都）、にじ太郎、静岡ゴールド(静岡県)、みえ紀南蔓1号(三重県)、讃緑、さぬきゴールド、さぬきエンジェルスイート、さぬき花粉力、香川UP-キ1号、香川UP-
キ2号、香川UP-キ3号、香川UP-キ4号、香川UP-キ5号(香川県)、甘うぃ(福岡県)、ホート16A、ZESH004、ZESY002、ZESY003（民間団体）

ZES006、ZES007、ZES008（民間団体）、
MINKIGOLD（民間団体）

キンカン ぷちまる((国研)農業・食品産業技術総合研究機構)、宮崎夢丸、宮崎王丸(宮崎県)、こん太（個人）
クリ 秋峰、ぽろたん、美玖里、ぽろすけ((国研)農業・食品産業技術総合研究機構)、神峰(茨城県)、えな宝来、えな宝月(岐阜県)
クロスグリ KIROAPA10（個人）
クワ ララベリー、ポップベリー、キラベリー((国研)農業・食品産業技術総合研究機構) わい性霧島四季成り（個人）
スモモ（ニホン
スモモを除
く。）

サマーキュート、オータムキュート(長野県)、RYOKU PR-2（民間団体）

サルナシ 香粋(香川県)
セイヨウナシ ジェイドスイート((国研)農業・食品産業技術総合研究機構)、バラード、メロウリッチ（山形県） 信大ほのか、信大のどか、信大はるちゃん（大学）
ヒロケレウス
ウンダツス（ド
ラゴン)

インパクトルビー（沖縄県）

ニホンスモモ
×ウメ

露茜((国研)農業・食品産業技術総合研究機構)

ニホンスモモ
サマーエンジェル、サマービュート(山梨県)、シナノパール(長野県)、いくみ（民間団体）、皇寿（個人）、ふかさわ（個人）、鳥越（個人） ハニービート((国研)農業・食品産業技術総合研究

機構)

ニホンナシ

なつしずく、あきづき、王秋、秋麗、あきあかり、なし中間母本農1号、凜夏、甘太、ほしあかり、はつまる、なるみ((国研)農業・食品産業技術総合研究機構)、秋泉(秋田県)、涼豊
(福島県)、早水、恵水(茨城県)、きらり、おりひめ(栃木県)、彩玉(埼玉県)、千葉K3号(千葉県)、香麗、なつみず(神奈川県)、サザンスイート(長野県)、静喜水(静岡県)、新王、新美
月(新潟県)、石川n1号(石川県)、歓月（愛知県）、但馬1号(兵庫県)、なつひめ、新甘泉、夏さやか、秋甘泉(鳥取県)、岡山PER1号(岡山県)、龍水（高知県）、玉水(福岡県)、豊里
(大分県)、ささき一号（民間団体）、楽山（民間団体）、甘ひびき（個人）、豊華（個人）

瑞月（愛知県）、はるか（個人）

パッションフ
ルーツ

サニーシャイン((国研)国際農林水産業研究センター)

パパイヤ 石垣珊瑚、石垣ワンダラス((国研)国際農林水産業研究センター)
パインアップル ゴールドバレル、ジュリオスター、沖農P17、ナツヒメ、沖農P19(沖縄県)
ビワ 希房(千葉県)、なつたより、はるたより、BN21号(長崎県)



ブドウ

サニールージュ、ダークリッジ、ハニービーナス、シャインマスカット、オリエンタルスター、クイーンニーナ、サンヴェルデ、グロースクローネ((国研)農業・食品産業技術総合研究
機構)、スイートレディ((地独)北海道立総合研究機構)、エーデルロッソ(岩手県)、あづましずく、ふくしずく(福島県)、ビジュノワール、アルモノワール、サニードルチェ、ジュエルマ
スカット、甲斐のくろまる、モンドブリエ、甲斐ベリー3、コリーヌヴェルト(山梨県)、ナガノパープル、長果G11(長野県)、ルビーロマン(石川県)、ポンタ((地独)大阪府立環境農林水
産総合研究所)、オーロラブラック(岡山県)、秋鈴、涼香(福岡県)、BKシードレス（大学）、信大W-3、貴房（大学）、YI15（個人）

甲斐ベリー7(山梨県)、大阪R N-1((地独)大阪府立
環境農林水産総合研究所)、神紅(島根県)、YIS-
RED、YIS-GOLD（個人）、シャトールージュ（個人）

スノキ（ブルー
ベリー）

ケラアンブルー、エピルカブルー((国研)農業・食品産業技術総合研究機構)、あまつぶ星、はやばや星(群馬県)、RYOKU NH-2、RYOKU NH-5、RYOKU NH-7、RYOKU NH-8、
RYOKU NH-9、RYOKU NH-11、RYOKU NH-12、RYOKU NH-13（民間団体）、スプリングハイ、スプリングワイド、フロリダローズ、セイボリー（民間団体.）、ホルトブルーハーモ
ニー、ホルトブルーペティット、ホルトブルー　メロディ（民間団体）、レベル、TH-605、パルメットー、バーノン、カミール（大学)、くにさと35号、ちくし昴、みのうの輝（大学）、須川の
かがやき、須川のめぐみ（個人）

ROYALROCIO、CORONA（民間団体）、Hoogi045
（民間団体）、TH-682（大学）

モモ及びネク
タリン

もちづき、なつおとめ、白秋、ひめこなつ、つきあかり、ひなのたき、つきかがみ、さくひめ、白楽天、舞飛天、ひめまるこ((国研)農業・食品産業技術総合研究機構)、はつおとめ、
ふくおとめ、ふくあかね、はつひめ、ふくあかり(福島県)、夢しずく、ひめっこ、夢みずき、甲斐トウ果17(山梨県)、なつっこ(長野県)、飛騨おとめ、ひだ国府紅しだれ(岐阜県)、白
麗、おかやま夢白桃、さきがけはくとう、岡山PEH7号、岡山PEH8号、岡山PEH9号(岡山県)、西王母、光月、玉うさぎ、加藤一号、かんのT7号（民間団体）、スウィート光黄、恋み
らい2号、あまとう2号、愛川中島、ふくよか美人、あまづくし、黄ららのきわみ、甘甘燦燦（民間団体）、べにみなみ（個人）、昂紀（個人）、夏雄美（個人）、ゆの小町（個人）、愛みさ
き、妙月（個人）、ゆめかおり、夏の陽、シーエックス（個人）、尚美（個人）

プードルピンク、プードルレッド、プードルホワイト
((国研)農業・食品産業技術総合研究機構)、スイー
トクリスタル(長野県)、まさお（個人）、こまきゴールド
（個人）、あきあかね（個人）、黄美の香り、黄美の
ハート、黄美の月（個人）、スイート麗（個人）

ラズベリー
アーリールビー（大学）、KOKANEE（USDA）、HARA-
Rasp（個人）、Jdeboer19、Jdeboer005（個人）

リンゴ

JM1、JM7、JM8、きたろう、JM2、JM5、ちなつ、こうたろう、さんたろう、放育印度、もりのかがやき、ローズパール、ルビースイート、紅みのり、錦秋((国研)農業・食品産業技術総
合研究機構)、マオイ((地独)北海道立総合研究機構)、あおり15、あおり16、あおり24、紅はつみ((地独)青森県産業技術センター)、岩手7号、大夢、雪いわて(岩手県)、サワー
ルージュ(宮城県)、秋田紅あかり、秋しずく、ゆめあかり、秋田紅ほっぺ、秋田19号(秋田県)、秋陽、ファーストレディ（山形県）、緋のあづま、リンゴ中間母本95P6、会津のほっ
ぺ、べにこはく(福島県)、紅鶴、おぜの紅(群馬県)、シナノゴールド、シナノドルチェ、シナノピッコロ、シナノプッチ、シナノホッペ、シナノリップ(長野県)、秋星(石川県)、栄紅、レッド
キュー（五所川原市）、RYOKU AP-7、RYOKU AP-8、RYOKU AP-9、RYOKU AP-10、RYOKU AP-11、RYOKU AP-12、RYOKU AP-13（民間団体）、恋栞（個人）、いろどり、なか
の深紅、なかののきらめき、炎舞、ムーンルージュ、冬彩華（個人）、いわせっ娘（個人）、はるか（個人）、高野1号、高野 2号、高野 3号、高野 5号、高野 6号、高野 7号（個人）、
林1号（個人）

キルトピンク(長野県)、星のスパイス（個人）、
PremA96（民間団体）、アソ一号（個人）、高野 8号、
高野 10号（個人）、WA 38（大学）

レモン イエローベル(広島県)
（注）この表は、利用者の利便性を図るため、届出された品種を整理したものであり、正確な届出内容については公示を確認ください。
　　　（　　）内の育成者権者（品種開発者）は共同育成の品種についても代表機関のみを表示し、育成者権者（品種開発者）ごとにまとめて記載しています。また、種類名は正式な学名（和名）でないものがあります。



【工芸作物】
種類 品種名（登録品種） 品種名（出願中品種）

いぐさ 筑後みどり(福岡県)、ひのみどり、夕凪、ひのはるか、涼風(熊本県)
ウラルカンゾ Glu-0010（（国研）医薬基盤・健康・栄養研究所）、都1号（民間団体） SUPACOR（（国研）医薬基盤・健康・栄養研究所）
エリアンツス
アルンディナセ
ウス

JES1、JEC1((国研)農業・食品産業技術総合研究機構)

オタネニンジン かいしゅうさん(福島県)
クワ みつさかり、せんしん、なつのぼり、あやのぼり((国研)農業・食品産業技術総合研究機構)、蒼楽(島根県)
ゴマ ごまぞう、まるひめ、まるえもん、にしきまる((国研)農業・食品産業技術総合研究機構)
コンニャク みやままさり(群馬県)
シャクヤク べにしずか、夢彩花（（国研）医薬基盤・健康・栄養研究所）

茶
りょうふう、茶中間母本農3号、はるみどり、そうふう、茶中間母本農6号、茶中間母本農5号、茶中間母本農4号、しゅんたろう、サンルージュ、さえあかり、なんめい、せいめい、
MK5601、きよか((国研)農業・食品産業技術総合研究機構)、むさしかおり、さいのみどり、ゆめわかば、おくはるか、さやまあかり(埼玉県)、香駿、つゆひかり、ゆめするが、しず
かおり(静岡県)、鳳春、展茗(京都府)、さきみどり、みやまかおり、はるもえぎ、ゆめかおり、はるのなごり、なごみゆたか、きらり31、はると34、暖心37(宮崎県)

かなえまる((国研)農業・食品産業技術総合研究機
構)

テンサイ
NK-212BR、NK-210BR、JMS59、JMS64、JMS72、北海90号((国研)農業・食品産業技術総合研究機構) カチホマレ((国研)農業・食品産業技術総合研究

機構)

サトウキビ
Ni12、Ni14、Ni16、NiTn18、NiTn19、NiTn20、Ni22、Ni23、KRFo93-1、NiN24、Ni27、KY01-2044、黒海道、しまのうしえ、KN00-114、KY99-176、KTn03-54、やえのうしえ((国研)農
業・食品産業技術総合研究機構)、Ni15、Ni17、Ni21、NiH25、Ni26、Ni28、Ni29、RK97-14、RK03-3010(沖縄県)

はるのおうぎ((国研)農業・食品産業技術総合研究
機構)

ダイオウ 信州大黄S（民間団体） 甲斐メディカゼネラル1号(山梨県)

ナタネ
菜々みどり、キラリボシ、ななしきぶ、キタノキラメキ、ななはるか、きらきら銀河((国研)農業・食品産業技術総合研究機構)、瀬戸の春(香川県)、はるかな(福岡県) CRななしきぶ、ペノカのしずく((国研)農業・食品産業

技術総合研究機構)、早生宮内菜（個人）

ホップ
フラノベータ、リトルスター、フラノスペシャル、フラノロイヤルグリーン、フラノビューティ、フラノ0204A号、フラノ0802D号、フラノ0901B号、フラノ0902D号、フラノK906901060号、フ
ラノ1501U号（民間団体）

【きのこ】
種類 品種名（登録品種） 品種名（出願中品種）

あらげきくらげ 青AK1号((地独)青森県産業技術センター)、菌興92号、菌興AP1号（民間団体）、KX-AK080号、KX-AK081号（民間団体）

えのきたけ
シナノアーリー(長野県)、雪ぼうし2号、雪ぼうしN-1(新潟県)、黄雲(島根県)、チクマッシュT-011、チクマッシュT-022、チクマッシュT-033、チクマッシュT-044、チクマッシュT-
055、チクマッシュT-066、チクマッシュT-077、チクマッシュT-088、チクマッシュT-099（民間団体）、森75号（民間団体）、長野農工研iQ2、SR12、TR19（民間団体）

長野農工研GA12（民間団体）

エリンギ
チクマッシュE-30、チクマッシュE-40（民間団体）、森24号（民間団体）、菌興PE1号（民間団体）、KX-EG071号（民間団体）、宝の華PE-5107（民間団体）、かつらぎKE-106号、
KE-015号、KE-21号（民間団体）

KE-30号（民間団体）

くろあわびたけ 山梨ノワールシャンピニ　1号(山梨県)

しいたけ

与一丸、清実、JMS KV-92、もりの夏実、ML8、森4T98号、もりの春光、森XR18号、森XR1号、森ds16号、もりの春太、森6E55号、もりの玉実、森113号、もりのかん太（民間団
体）、菌興141号、菌興697号、菌興702号、菌興193号、菌興324号、菌興327号、菌興706号、菌興118号、菌興240号、菌興537号、菌興619号（民間団体）、KX-S035号（民間団
体）、HS73、HS715、HS788（民間団体）、菌王10号、菌王2号、菌王3号、菌王6号（民間団体）、KS11（民間団体）

チクマッシュCS-2（民間団体）、森XR2号、森Jh114
号、もりの金太郎、森104号、森126号（民間団体）、
菌興N115号、菌興301号、菌興102号、菌興411号
（民間団体）、サンジョン10号（民間団体）、CA901、
CA902、HS911、HS903、HS905（民間団体）、菌王
11号（民間団体）、KS21、KS22（民間団体）

たもぎだけ えぞの霞晴れ06号、えぞの霞晴れ63号、エルムマッシュ291、えぞの霞晴れ33号((地独)北海道立総合研究機構)

なめこ
青NW1号((地独)青森県産業技術センター)、福島N1号、福島N2号、福島N3号、福島N4号(福島県)、新潟森研Pn1号(新潟県)、森N11号（民間団体）、KX-N007号、KX-N008号、
KX-N009号（民間団体）

福島N5号、福島N6号(福島県)

ぬめりすぎた 福岡O-N(福岡県)

はたけしめじ
みやぎLD2号(宮城県)、とちぎLD-500号、とちぎLD-1100号(栃木県)、彩の子(埼玉県)、鳥取LD-1号、鳥取LD-2号(鳥取県)、KX-HA092号（民間団体）、宝の華LD-5103（民間団
体）

はなびらたけ KSC-H2号、KSC-H7号、KSC-H8号（民間団体）、チクマッシュHB-300（民間団体）

ぶなしめじ
マーブレ219((地独)北海道立総合研究機構)、越のわらべ2号(新潟県)、チクマッシュH-120、チクマッシュH-130、チクマッシュH-140、チクマッシュH-150（民間団体）、KX-BS023
号、KX-BS025号（民間団体）、長野農工研B-3号、NN-12（民間団体）、宝の華K-4529、宝の華K-4587、宝の華K-4980（民間団体）、KB-5、KB-W2（民間団体）

HKHM25（民間団体）、KB-7T（民間団体）

ほんしめじ 福島H106号(福島県)
まいたけ 大雪華の舞1号((地独)北海道立総合研究機構)、森M50号（民間団体）、雪国舞10号、雪国舞11号、雪国舞12号、雪国舞13号（民間団体）、KM-2（民間団体） チクマッシュCM-5、チクマッシュCM-6（民間団体）
やまぶしたけ 長林総Y1号(長野県)

（注）この表は、利用者の利便性を図るため、届出された品種を整理したものであり、正確な届出内容については公示を確認ください。
　　　（　　）内の育成者権者（品種開発者）は共同育成の品種についても代表機関のみを表示し、育成者権者（品種開発者）ごとにまとめて記載しています。また、種類名は正式な学名（和名）でないものがあります。

（注）この表は、利用者の利便性を図るため、届出された品種を整理したものであり、正確な届出内容については公示を確認ください。
　　　（　　）内の育成者権者（品種開発者）は共同育成の品種についても代表機関のみを表示し、育成者権者（品種開発者）ごとにまとめて記載しています。また、種類名は正式な学名（和名）でないものがあります。



【飼料作物】
種類 品種名（登録品種） 品種名（出願中品種）

アウェナ　スト
リゴサ

リッキー、テララ((国研)農業・食品産業技術総合研究機構)

アカクローバ ナツユウ、リョクユウ、アンジュ((国研)農業・食品産業技術総合研究機構)

アルファルファ
ハルワカバ、ウシモスキー((国研)農業・食品産業技術総合研究機構)、ケレス（民間団体） 北海若葉（（国研）農業・食品産業技術総合機構）、

ケレス2（民間団体）

イタリアンライ
グラス

優春、エムエスアイビーワン、エムエスアイエイワン、イタリアンライグラス中間母本農1号、イタリアンライグラス中間母本農2号、イタリアンライグラス中間母本農3号、クワトロ-
TK5、那系33号、LN-IR01、JFIR-20、SI-14((国研)農業・食品産業技術総合研究機構)、はたあおば、アキアオバ3、ハルユタカ(茨城県)、シワスアオバ、さちあおば、きららワセ
(山口県)、はやまき18(民間団体）、いなずま、VE02、KAIR-E1803、KAIR-12M、KAIR-12TE、KAIR-12DT、KAIR-DS（民間団体）、ヤヨイワセ（民間団体）

Kyushu 1((国研)農業・食品産業技術総合研究機
構)、JFIR-21（民間団体）、KAIR-15CLN（民間団体）

ウロクロア イサーン((国研)国際農林水産業研究センター)

エンバク
たちいぶき、たちあかね、九州14号、九州16号、九州15号、K78R7、スナイパー((国研)農業・食品産業技術総合研究機構)、韋駄天（民間団体） K42R8、夏疾風((国研)農業・食品産業技術総合研

究機構)
オーチャードグ
ラス

HoMS7961、HoMA1、ハルジマン、はるねみどり、まきばたろう、えさじまん((国研)農業・食品産業技術総合研究機構)、パイカル（民間団体）、バッカス（民間団体） わせじまん、きよは((国研)農業・食品産業技術総合
研究機構)

ギョウギシバ 美ら緑（民間団体）
クリーピングベ
ントグラス

シーワイツー（千葉県） CY-4（千葉県）

シバ

朝駆、朝萌、シバ中間母本農1号、チバラフワン、Fox((国研)農業・食品産業技術総合研究機構)、つくば姫、つくば輝、つくば太郎(茨城県)、ちばフェアグリーン、千葉G79号(千葉
県)、グリーンバードJ(鳥取県)、たねぞう、善緑(民間団体）、ティーエムナイン、ティーエムエックス（民間団体）、わかば（大学）

ひなた、めばえ（大学）、ティーエムネオ、ティーエム
アルファ、彩緑、佳乃葉、ころもみどり（民間団体）、
エンルム、イジャニ（民間団体）

シロクローバ コロボックル((国研)農業・食品産業技術総合研究機構)、HPC-1、HPC-3、HPC-4、HPC-8（民間団体）
スムーズブロ
ムグラス

フーレップ((地独)北海道立総合研究機構)

ソルガム

SIL-05、JNK-MS-6A、JNK-MS-6B、JK2、九州交3号((国研)農業・食品産業技術総合研究機構)、涼風、華青葉、峰風(長野県)、03SK4 3-1-1（大学） JNK-1、ナツサカエ、JNK-2、JNK-3、JNK-MS-7A、
JNK-MS-7B、健旺、リュウオウワセ((国研)農業・食
品産業技術総合研究機構)、東山交37号(長野県）、
信雪MSP60、信雪MSF60、04SK2-11（民間団体）

ソラヌム　ペル
ウィアヌム

ポテモン（民間団体）

チガヤ くにさと35号（大学）

チモシー
なつさかり、なつぴりか、なつちから((地独)北海道立総合研究機構)、ホライズン、シリウス、ユウセイ、SBT0310、SBT0308、マオイ、キウス（民間団体） センプウ、センリョク((地独)北海道立総合研究

機構)

トウモロコシ
ゆめそだち、Ho40、Mi47、Na21、Na23、ゆめちから、ゆめつよし、Mi44、Mi62、Ho49、Ho57、おおぞら、Ho87、Ho68、Na65、きたちから、ぱぴりか、To85、CHU44、Mi101、Ho102、
北交65号、なつむすめ、Mi91、Ho95、Na71、Mi88、Mi102、Ho104、Ho106、Ho108、Ho103、Ho112、きみまる、Mi106、Ho110、CHU57、さとみどり、Mi114、なつひむか、Mi116、
Mi29SRR、だいち、Ho123、Ho124、那交907号、Na110、たちぴりか、Ho90、Ho100、きよら、PI2008((国研)農業・食品産業技術総合研究機構)、タカネフドウ(長野県)

Ho120、Ho131、ハヤミノルド((国研)農業・食品産業
技術総合研究機構)、CHU100A、AX-152（長野県）

トールフェスク
エムエスティワン、ウシブエ、Kyushu 15((国研)農業・食品産業技術総合研究機構) よかトール((国研)農業・食品産業技術総合研究

機構)
パニカム ナツコマキ((国研)農業・食品産業技術総合研究機構)、うーまく、パイカジ(沖縄県)
フェスツカ　グ
ラウカ

INTENSECASCADEBLUE（民間団体）

フェストロリウ
ム

東北1号、イカロス、那系1号((国研)農業・食品産業技術総合研究機構) ノースフェスト((国研)農業・食品産業技術総合研究
機構)

ペレニアルライ
グラス

エムエスピーエイワン、エムエスピービーワン((国研)農業・食品産業技術総合研究機構)、ポコロ、チニタ((地独)北海道立総合研究機構)、ヤツカゼ2、ヤツユメ、ヤツマサリ(山梨
県)、道東1号(民間団体）

夏ごしペレ((国研)農業・食品産業技術総合研究機
構)、ゆうほく（民間団体）

メドウフェスク ハルサカエ、まきばさかえ((国研)農業・食品産業技術総合研究機構)
ライムギ（クロ
ムギ）

SUR-10（民間団体）

　　　（　　）内の育成者権者（品種開発者）は共同育成の品種についても代表機関のみを表示し、育成者権者（品種開発者）ごとにまとめて記載しています。また、種類名は正式な学名（和名）でないものがあります。
（注）この表は、利用者の利便性を図るため、届出された品種を整理したものであり、正確な届出内容については公示を確認ください。



【草花類】
種類 品種名（登録品種） 品種名（出願中品種）

アガスタケ Crazy Fortune（個人）、Agapd（民間団体）

アガパンサス
AMBIC001、MDB001、WP001、Andbin、MP003、
SDB002（個人）、Golden Drop（個人）

アクティノツス
ヘリアンシ

フェアリーホワイト、エンジェルスター、フェアリームーン、ファンシーマリエ(岐阜県)

アサガオ IRBIiライトブルー、IRBIiシルバーブルー((国研)農業・食品産業技術総合研究機構)
アサヒカズラ HOHO（個人）
アサリナ サンアサワレ、サンアサロ、Sunasahowa、Sunloshiro、Sunlorose（民間団体）
アスティルベ ONICCUPPAC（個人）
アユガ（キラン
ソウ）

Piotrek01（民間団体）

アユガ　レプタ
ンス

カミホンLAT（民間団体）

アリウム　カエ
シウム×アリ
ウム　カエルレ
ウム

札幌1号、札幌2号((国研)農業・食品産業技術総合研究機構)

アリウム　ホラ
ンディクム×ア
リウム　カラタ
ヴィエンセ

札幌3号((国研)農業・食品産業技術総合研究機構)

アルストロメリア
羊ヶ丘1号、羊ヶ丘2号((国研)農業・食品産業技術総合研究機構)、ザルサキュート、ザルサピンク（民間団体）、ザルサトラ、アメジスト、ザルサチャグレ、ザルサスラ（民間団体） ザルサウィント、ザルサbd25、ザルサライト、ザル

サース、ザルサシン（民間団体）
アルクトティス ラルム、プリュネル（個人）
アルメリア サクラ　スティック（個人）
アロエ DW-AL-X5（個人）

アンゲロニア
Sungelobu、Sungelodepi、Sungeloho（民間団体）、DANGEL862（民間団体）、BALANGSPRI、BALARCPUR、BALARCWITE、BALARCASPIM（民間団体）、Balarckle、Balarcrose、
Balarclipi、Balarcorpin、Balarcher、Balarclubi、Balangspird（民間団体）

Balangspery、Balarcoral（民間団体）

アンスリウム クリン　ハート（個人） 紅かんざし（個人）
イヌハッカ Bokratune（民間団体）
イベリス Sweetiepie（個人）
イワガラミ MINSNOW3（民間団体）
イワダレソウ カンポエルバ、Sヒトシ4世、Sヒトシ3世、Sヒトシ2世（個人）、GPK5世、K7世、K9世（個人） K3世、K8世（個人）
ウラハグサ HABsf1007（個人）
ウンキニア　ル
ブラ

BELINDAS FIND（民間団体）

エオニウム サンシモンバイオレット（個人）
エキナケア BALSOMCOR、BALSOMSED、BALSCERAS、BALSCOBERR（民間団体）、Balscandin（民間団体）、PINK DOUBLE DELIGHT（個人） Balsomold、Balsomemyim（民間団体）

エゾギク

ステラ　イエロー、SAKAST042、SAKAST047、SAKAST049、SAKAST045、SAKAST046、SAKAST048、SAKAST050、SAKAST051、SAKAST052（民間団体）、ミヨアスジュリブ
ルー、ミヨアスジュリホワイト、ミヨアスジュリピンク、ミヨアスジュリローズ、ミヨアスジュリパープル、ミヨアスジュリスカーレット、ミヨアスマカスカーレット、ミヨアスマカピンク（民間団
体）、ココットレッド、ココットピンク、ココットライラック、ココットパープル、ココットベリー、ココットチェリー（民間団体）

SAKAST053、SAKAST054、SAKAST055、
SAKAST056（民間団体）、MYCAL003（民間団体）、
ココットライトピンク、ココットスカイ、ココットシャイン
レッド、ココットホワイト、ココットナイト、ココットマー
ブルレッド（民間団体）、SAKAST057、SAKAST058
（民間団体）

エーデルワイ
ス

Berghman（個人）

エバーラスティ
ング

Bondre 1178、Bondre 11100、Bondre 1051、Bonxero 1278、Bonxero 1229（民間団体）

エリンギウム Neptunes Gold（個人）
オオシマカン
スゲ

FIWHITE、EVERILLO、EVERDI、EVERORO、EVERLIME、EVERSHEEN（個人） FICRE、EVERLITE（個人）

オウゴンカズラ テルノシャングリラ、テルノバンピー、テルノサンシャイン（個人） テルノエスプリ、テルノラブソング、シエスタ（個人）



オステオスペ
ルマム

Balvoyelo、Balvowite（民間団体）、KLEOE14228（民間団体）、SAKOST024、SAKOST025、SAKOST026（民間団体）、BALSERDARP、BALSERPINKIM、BALSEROMA、
BALSERPIMA、Balseronze、Balserdelo（民間団体）、Balostlueye（民間団体）

KLEOE19396（民間団体）、Daosniogtredive、
Daostreogtredive、Daosfireogtredive、Daosfyrre（民
間団体）

オドントグロッ
サム類（ヴイ
ルステケアラ）

エンザンファンタジー　ルージュマジック（民間団体）

オリガヌム　ロ
ツンディフォリ
ウム

BELLISSIMO（個人)

カスミソウ

アルタイル、MYアル2、MYアル3、MYM259、ミヨギプSL0508S（民間団体）、PEARLGINGA、PEARLSGINGA WAY、PEARLSPETITE（民間団体）、BIT12（民間団体） SAKGYP002（民間団体）、MYGYP004、
MYGYP005、MYGYP006（民間団体）、
Pearlsgrandtastic（民間団体）、スターマインTL、
DKNGYTINYS、DKNGYNATPK（民間団体）、PINK
SYMPHONY（個人）

カスマンティウ
ム　ラティフォ
リウム

RIVER MIST（民間団体）

カーネーション

ミラクルシンフォニー、ミラクルルージュ、花恋ルージュ((国研)農業・食品産業技術総合研究機構)、さんご、きらり、ふわわ(茨城県)、カーネアイチ6号、カーネアイチ7号、カーネア
イチ8号、カーネアイノウ1号（愛知県）、ミニティアラクリーム、ミニティアラピンク、ミニティアラコーラルピンク、ミニティアラライラック、ミニティアラミルクホワイト、ミニティアラスター
イエロー、ミニティアラベビーピンク(香川県)、だいすき、あこがれ(長崎県)、フロリサファイア、フロリラズライト、フロリラピス、フロリコルディエライト、フロリバリサイト、Florijade、
Floriagate（民間団体）、コブチソネブラボー、ディアーママレッド、ディアママピンク（民間団体）、クレデク05008、クレン04255、ズリゴ、カイザー、キャロライン、レージェ、
KLEDM10629、ジミー、レージェマロン、KLEDM13AD6、KLEDM13D90、ウィンザー、KLEDM14A20、パドリード、KLEDS12D60、KLEDS14D61、KLEDS14D62、セリシール、
KLEDM15AI9、VIL15665、KLEDM15AK4、レージェヴェルデ、イリアス、KLEDM15K45（民間団体）、ノブアルト、KLEDS11149、KLEDS11662、KLEDS13A50（民間団体）、
WESMAR、WESEVER（民間団体）、カトリーナ、リリアン、掛川AX3、掛川AX5、掛川AX6、掛川AX7、プリティあかね、SAKCAR088、SAKCAR096、SAKCAR102、SAKCAR108（民間
団体）、ベビードール、ルメイユ、マオ、ホワイトベビードール、ルークス、キュイン、カルミナ、フェミニール、キスマーク、アンスール、KS13258-02（民間団体）、ファガンザ（民間団
体）、ブレアチ、ブレセゾ、ブレヒク、ブレト113、ブレイエル、ブレエオン、BREOKA、BREREO、BREWAVE、BREYEPUD、BREZ12123、BREZ12255、BRESA14269、BRESB14566、
BRE12FB002、BRE12FB015、BRE13FB001、BRESB13239、BRESB13240、BRESA13239、BRESB13100、BRESA13699、BRE10FB016、BRESA14305、BREZ15153、
BRESC15983、BRESD15604、BRESD15666、BRESA16235、BRESC1612、BRESD16447、BRESC16680、BRESE16714、BRESE16724、Brese17218、Bresf17179、Brese17199、
Brese17276、Brese17710、Bresf171515（個人）、バイオノブ、ブルノブ、HYBKI、HYBTUL（民間団体.）、サキーネバレンシア、サキーネベルベット　レッド、サキーネベビーピンク、
HIRO4号（個人）

ももかれん、ひめかれん((国研)農業・食品産業技術
総合研究機構)、ミニティアラスパークリングオレン
ジ、ミニティアラエメラルド、ミニティアラスピネル(香
川県)、ほほえみ(長崎県)、KLEDM17AQ6、
KLEDS17AH7、KLEDM17AK5、VIL18C09（民間団
体）、HYB17AU7、HYB20D02（民間団体）、
SAKCAR109、SAKCAR110、SAKCAR111、
SAKCAR112、SAKCAR113、SAKCAR114（民間団
体）、アイラ、クレーヌ、KS13307-03、KS14001-01、
KS14215-03、カルミナワイン、KS14084-02、
KS15189-02（民間団体）、Bresd18132、Brese1850、
Brese18648、Bresf18195、Bresf18420、
Bresf181615、Brese19148、Bresf1923、Bresf1953、
Bresg191091、Bresg19144、Bresg19295、
Bresg19442、Bresg19445、Bresg19451、
Bresg19486、Bresg19567、Bresg19586、
Bresg19658、Bresg19756、Bre17FB007、
Bresf20175、Brez2074、Bresh20129、Bresg20174、
Bresh20308、Bresf20348、Bresh20458、
Bresh20517、Bresh20523、Bresg20541、
Bresh20779、Bresg20785、Bresg20823、
Bresh20866（個人）、NATcle（民間団体）

カリブラコア

サンベルフラム、Sunbelrikubu、Sunbelkopaho、Sunbelao、Suncalore、Suncalpi、Sunbel 0778、Suncal 077、Suncal 019、Sunbelku 7372、Sunbelku 3382、Sunbel 871、Suncal
1082、Suncal 1544、Suncal 171、Suncal 1871、Suncal 1941、Suncal 5101、Suncal 4902（民間団体）、KLECA16371、KLECA16376（民間団体）、WESCACANDY（個人）、掛川
S63、掛川S64、掛川S65、掛川S67、掛川S86、SAKCAL104、SAKCAL105、SAKCAL107、SAKCAL108、SAKCAL111、SAKCAL112、SAKCAL113（民間団体）、BALCABHOPI、
BALCABDEBU、Balcabdepy（民間団体）、Balcablinkim、Balcongosiss、Balcablemy、Balcabsklu、Balcanumbi、Balcongite、Balcongdel（民間団体）

Sunbel 789、Suncal 1234、Suncal 3922、Suncal
351、Suncal 1957、Suncal 1651、Suncal 0246、
Suncal 7102（民間団体）、KLECA16356、
KLECA16364、KLECA18085、KLECA18067、
KLECA18420、KLECA18054（民間団体）、
SAKCAL115、SAKCAL116（民間団体）、
Balcabinsta、Balcongcink、Balconglav、
Balcongraniss、Balcaboldel、Balcabightlu、
Balcongrissim、Balcaborim、Balcabred20、
Balcabros20、Balcabooni（民間団体）

カレクス　トリ
フィダ

REKOHU（個人）

カンスゲ EVERGLOW（個人）
カンパニュラ ヨシコナマス(民間団体)、PKMp06、PKMp11、PKM04、PKM05、PKM06（民間団体）、峯田1号（個人）



キク

南風の永光、南風の明星、南風の夢車、南風の淡紅、イオンの光明、イオンの成宏、イオンの初音、イオンの光輝、イオンの魔法、つくば1号((国研)農業・食品産業技術総合研
究機構)、あけぼのの舞、あかねの舞((地独)青森県産業技術センター)、山園K4号（山形県）、常陸サマーレモン、常陸サニーホワイト、常陸サマーゴールド、常陸サニールビー、
常陸サマースノウ、常陸サマールビー、常陸オータムホワイト、常陸オータムパール、常陸オータムレモン、常陸サニーバニラ、常陸サマールージュ、常陸サマーシルキー、常陸
サニーベリー、常陸オータムゆうひ、常陸サマーライト(茨城県)、小夏の風、小夏の月、小夏の星、小夏の恋(群馬県)、グリーンドリームナース、古都の夢(静岡県)、スプレーアイ
チ秋1号、夢の煌めき白、夢の煌めき紫、夢の煌めき黄、スプレーアイチ夏1号、夏のきらめき、なつき愛（愛知県）、紅式部、夏京華(京都府)、兵庫花12号、兵庫花13号、兵庫花
14号、兵庫花15号、兵庫花16号(兵庫県)、春日の紅、千都の舞、千都の風、千都の恋、千都の粋、春日の鈴音、春日W1、春日Y1、春日Y２（奈良県）、雪姫、秋華、夏日和、月
姫(福岡県)、佐賀RK1号(佐賀県)、長崎AYC1、長崎SWC1（長崎県）、サザンチェルシー、モゼティアラ、サザンペガサス、フローラル金優香、サザンフェスタ、モゼフラーム、サザ
ンゴージャス、きゅらキララ、サザンプラム、モゼマゼンタ、きゅらシューサー、モゼガガ、サザンライク、サザンキーサ、サザンチェルシーイエロー、サザンサマーピンク、きゅら
メーレ、新神、立神、冬馬(鹿児島県)、沖の乙女、沖の紅寿、モーレピンク、沖のくがに(沖縄県)、泉郷情熱、国華80年、国華理想、国華理想郷、国華十段、国華の湖、国華高
飛、国華の印、泉郷の駒、泉郷のいろ、国華の孫、国華87、国華の伝、国華元首、国華夜叉、泉郷破魔矢、国華上善、泉郷光華、国華仙桃、国華万舞、国華白日、国華の弥、
泉郷旗章、泉郷東の風、国華感銘、国華艦隊、泉郷星彩、泉郷白恋人、ナザルバエフ大統領、国華卒寿輝、国華卒寿啓、国華卒寿光、国華卒寿宝、国華卒寿荘、国華卒寿
鶴、泉郷卒寿星、泉郷卒寿竜、泉郷卒寿鈴、泉郷金糸、国華山景、国華の善、泉郷如意棒、泉郷聖地、国華の玄、国華の化（民間団体）、KNCHC15149（民間団体）、TOMIO-
59（個人）、みさきの里、七海（個人）

スプレーアイチ夏2号、スプレーアイチ夏3号（愛知
県）、長崎SRC2、長崎SYC1(長崎県)、モゼゴールド
(鹿児島県)、国華夢の舞、国華神武、国華の風、国
華勲位、国華の郷、国華花の暦、国華大日、国華
船星、国華清明、国華古今、泉郷打水、国華穂俵、
国華尊格、国華の雀、国華の火、泉郷草矢、国華
康徳、国華神殿、国華幸盛、国華奉行、国華亀甲、
泉郷美術、国華姫星（民間団体）

ギボウシ 八幡平みどり（八幡平市）

キンセンカ
SAKCAL002、SAKCAL003（民間団体）、まどかアーモンドミルク、まどかチーズトルテ、まどかオレンジバームクーヘン（民間団体）

キンギョソウ
BIYORIAL01（個人）、Pmoore07（個人）

クサフヨウ
タイタン　ピーチホワイト、タイタン　ブライトレッド、タイタンアド、タイタンアルテ、タイタンエルフ、タイタンレイア、タイタンネオン、タイタンフレア、タイタンアイ、アカタ204、タイタン
ウラノス、タイタンプレ（民間団体）、TAHI12、TAHI16（民間団体）

タイタンイカロス（民間団体）、TAHI05、TAHI61（民
間団体）

クルクマ アイルージュ（愛知県）

クレマチス

流星（民間団体）、エール　フクシマ（個人）、ゾイン、ファンシネーション、プリティーインブルー、クイーンオブホーランド、ピンクデリト、ブルーピロウェット、ヘンデリエッタ（個人） 星めぐり、夜明け前、マリアルージュ、ソングス、きり
さめ、アフロボーイ、ルノカ、ホワイトライト、ナイト
バード、マリアラグーン、ノーザンライツ（民間団
体）、五弓桃万重（個人）、ZO14100（民間団体）、
AMBER（個人）、Innocent Glance（個人）

クロロフィツム
サウンデシア
エ

STARLIGHT（個人）

ケイトウ SAKCEL001（民間団体）、ACKP 1号（民間団体）、シルフィードB3、ルビーパフェ、サマー　ラベンダリ（民間団体） SAKCEL002（民間団体）
コアヤメ JF1（個人）

コレオプシス カミホンCY01、カミホンWH01（民間団体）

コスモス イエロー　キャンパス、オレンジ　キャンパス、クリムソンキャンパス、ディープレッド　キャンパス（民間団体）

コルタデリア
ゼロアナ

DAY1（民間団体）

コレウス
掛川CE12、掛川CE14、掛川CE15（民間団体）、ハルコリセルイチ（民間団体）、UF0843、UF09-8-37、UF08-19-10、UF13-26-7（民間団体） UF12-73-5、UF12-82-3、UF14-24-1（民間団体）

ゴンフレナ（セ
ンニチコウ）

掛川DA1、三郷DA2、三郷DA3、SAKGOM001、SAKGOM002（民間団体）、エレスチャル（民間団体） SAKGOM006（民間団体）

球根ベゴニア クリーミーファンタジー、アプリコットファンタジー(千葉県)
スイレン シキ（個人）

ダリア
DK-2、DK-5、DK-9、DK-12（民間団体）、ミヨダリガーネット、ミヨダリレッドストーン、ミヨダリピンククォーツ、ミヨダリイエロークォーツ、ミヨダリインペEKD、ミヨダリオレンジシャー
ベット、ミヨダリインカローズ、ミヨダリマルガリータ、ミヨダリインペHDK、ミヨダリインぺHSL（民間団体）、KLEDH11031、KLEDH10032、KLEDG12163（民間団体）、バイア、
DASEKSTEN、DA12、DATRETTEN、DAATTEN、DATYVE、DASYVOGTYVE、DAOTTEOGTREDIVE、DANIOGTREDIVE（民間団体）

エターニティロマンス、エターニティルージュ、エター
ニティトーチ((国研)農業・食品産業技術総合研究機
構)、ミヨダリインペJSM、MYDAH006（民間団体）

ツタバゼラニ
ウム

Florpeltlav、Florpeltburg、Tosforice（民間団体） Toscat1068（民間団体）

ディスポルム
カントニエンセ

MOONLIGHT（個人）



デンドロビウム

フォーミアイチ2号（愛知県）、ヒロミ、エンジェルウィンク、スイート　ムーン、インペリアル、アバンチュール、ジョイア、ララハッピー、チアーズ、ニューアンジュ、ベビーハート、マッ
クス、レッドビート、サンスマイル、ワイルドアプローズ、マイプリンス、YD531、YD509、YD429、YD976、YD434、YD519、YD554、YD537、YD516、YD550（民間団体）、イエローソン
グ　キャンディ、ラブメモリーフィズ、スイートピンキー　モモコ、ユーピンキング　セレナーデ、バイオレットフィズ　ルナ、ジョイフルデー、ファンシーエンジェル　リセ、カントリーガー
ル　ワラベウタ、ピンクキッス　コメットクイーン、エンジェルムーン　ラブレター、ブリリアントスマイル　ロイヤル、スプリングバード　倉屋敷、シルキーハート　エンプレス、アジアン
スマイル　キューティガール、ピュアハート　スノーラブ、グラシア（個人）

YD589、YD642、YD541、YD653、YD619（民間団体）

トルコギキョウ 東京E1号（東京都）、チェリービー、チェリービー2号、チェリービー3号(大分県)
ハラン HANADO-RAKU NO.1（個人）

マーガレット

プリンセスリトルホワイト、フェアリーライトピンク、スイートリップル、サンデーリップル、エンジェルマイス、ホワイトジュエル、サワーリップル、サザンエレガンスホワイト、キュー
ティーマイス、ムーンライト、スーパーレモネード、おぼろ月、ラブリーフレンド、ファイアークラッカー、プリモプリンセス、ブリアンルージュ、シェリエメール、クイーンマイス、ピーチク
イーン、カナリアクイーン、ガーネットクイーン、風恋香、カーニバルクイーン(静岡県)、Bonmadcrel、Bonmadpisu、Bonmadcipi、Bonmadwisuri、Bonmadmerlo、Bonmadlem、
Bonmadrosepi、Bonmadhopi、Bonmadre、Bonmad 11277、Bonmad 1498（民間団体）、オーマドレバ、オーマドマデ（民間団体）、京清水1、京清水3、京清水4、京清水34、京清水
35（個人）

IZM17、IZMイエロー（民間団体）、Bonmad 12156（民
間団体）、京清水R3-A、京清水R3-B、京清水R3-
C、京清水R3-D（個人）

アスター（ミヤ
マヨメナを除
く。）

TOYOロマン2号(大分県)、ヤノブルシャイン（民間団体）

オランダカイウ
アクアホワイト(千葉県)、熊本FC01、熊本FC02(熊本県) はにかみ、ミルキームーン、キビタンイエロー（福島

県）、千葉C2号(千葉県)
グラジオラス プリンセスサマーイエロー、常陸あけぼの、常陸はなよめ、常陸はつこい(茨城県)

サルビア

はまごろも1号、はまごろも2号、はまごろも3号、はまごろも4号、はまごろも5号（民間団体）、Black and Bloom、Balmircher、Balmirsopin（民間団体）、SER-WISH（個人）、
SAL010-1、So Cool Pale Blue、So Cool Purple、So Cool Pink（個人）

ミライパープル、ミライブルー、ミライピンク(岐
阜県)、はまごろも6号、はまごろも7号（民間団体）、
Roman Red、Balmircemi、Balmirwite、Balmirrobi（民
間団体）

サンヴィターリ
ア

WESSATEQ（個人）

ジゴペタルム
類（ジゴペタル
ム）

レッドベイルプリティーアン（民間団体）

シクラメン
おだや香、はる香ミディ（東京都）、麗しの香り、孤高の香り、香りの舞い、天女の舞、みやびの舞(埼玉県)、ムーンルージュ(岐阜県)、ホクコーミニ10号、ホクコーミニ11号、ホク
コーミニ12号（民間団体）、フォレストパープルロリポップ（個人）、クラシカルドレスA（民間団体）、カールレッド（個人）

ホソガネLASパープルホワイト、ホソガネLASピン
ク、ホソガネLASホワイト（民間団体）

シネラリア サンセネレ、サンセネブ、サンセネブバ、Sunsenebare、Sunsenebabu、Sunsenebapiba、Sunsenebabubai、Sunsenepiba、Sunsenebaibai、Sunsenelibubi（民間団体） Sunseneyona（民間団体）
シロクローバ DUET、TRILOGY、TRIFOCARDINAL（民間団体）
シュウメイギク 初音（個人）
シュルンベル
ゲラ

TKピンクローズ、TKホワイトローズ、TKチェリーローズ（個人）

シンビジウム

エンザンスカイ　プレアデス、シルバンストリート　メモリーズオブユー、イースタンメッセージ　大和撫子、ナガレックス　初音、コウシュウプリンセス　チャングム（民間団体）、
ニューセンチュリー　アイスダンス、エンザン　オベロン　ジュレ、ラブリー　スマイル　エンジェル　フェザー、カイラビングファンタジーモアジュテーム、ファイアー　ビレッジ　ワイン
シャワー、ヤマナシリバティー　ピュアムーン、ヤマナシリバティー　イージーブリージー、シーサイドスター　ピュアメモリー、コウシュウサンセット　ステイゴールド、ラブリームー
ビー　ゴールドラッシュ、ラブリーソング　スターダスト、夜想曲、苺の雫、冬時雨、純恋花、ハローアゲイン、さくらむーす、聖夜、キャンドルナイト、村雨、ゆきいちご、雨月、ピッコ
リーナ、はなつむぎ、にじおと、春色の恋、春祭り、一葉、茜の光、ジューシー　リップ、エンジェルポイント、グリーンオアシス、ロビーモンロー、キッシングトーク、萌香、マロンケー
キ、ゴールドシップ、アップルボール、つながり、コン　フォーコ、りっか、シャンシャン、CG1602、いちご50パーセント、大奥、コットンドレス（民間団体）

桃源美人（民間団体）、オカダ4号（個人）

スイトピー
リップルラベンダー、リップルピーチ、リップルショコラ、スプラッシュヴィーノ(神奈川県)、岡山SWP4号(岡山県)、舞姫、式部、美々、ムジカローズ、ムジカパープル、紅式部、ムジ
カクリムゾン、ムジカラベンダー、ムジカスカーレット、恋式部、青式部、みやびのかなで(宮崎県)

真白麻呂(宮崎県)

スカエウォラ
アエムラ

Bonsca 1160、Bonsca 1419、Bonsca 1430、Bonsca 1433（民間団体）

スコパリア Suntutulaki、Suntutuho（民間団体）

ストック

パールフェアリー（民間団体）、ホワイト　レボリューション、パープルチルドレン、マリンチルドレン、イエロースパーク、ローズアイアン、ホワイトファミリー、ピンクファミリー、ブルー
レボ、ディープローズ　チルドレン、イエロー　チルドレンⅡ、ファンタジー　チルドレン、ホワイト　アイアン、ディープピンク　アイアン、イエロー　レボリューションⅡ、パープル　アイ
アン、ペイルブルー　パーク、ペイルブルー　アイアン、ローズピンク　アイアン、マリンフラッシュ　チルドレン、ディープイエロー　チルドレン、ホワイト　ブラウズ、ミニクロ　ライトブ
ルー、ミニクロ　パープル、ミニクロ　ホワイト、ミニクロ　ライトレッド、ミニクロ　ライトピンク、ブルー　アイアン、ミニクロ　アプリコット、ミニクロ　レッド、ミニクロ　ファジーブルー、ミ
ニクロ　ディープチェリー、ミニクロ　イエロー、ミニクロ　ピンク、イエロー　ブラウズ、レッド　チルドレン　ツウ、ホワイト　ブラッシュ、ミニクロ HDW、ミニクロ HDC、ミニクロ　ブ
ルー、ピンクフラッシュ　チルドレン、KSST-P、KSST-AFP、ホワイト　スパーク　ツー、KSST-M、ディープピンクフラッシュ　チルドレン、KSST-AAW、ミニクロ　ファジーピンク、ミニ
クロ　クリーミーピンク、KSST-CH（個人）、170-S-CH、81-S-W、55-S-MR、152-N-W、258-N-CH、271-N-CH、309-N-MR、99-S-LV、109-S-YE、124-S-RO、116-S-P、426-
N-MR、399-N-BL、273-N-PP（個人）

KSST-WH、KSST-DR、KSST-DY、ミニクロ HDY、
KSST-HDWH、KSST-HDDY（個人）



ストレプトカー
パス

爽涼（三重県）

スベリヒユ SAKPOR009、SAKPOR010、SAKPOR011、SAKPOR012、SAKPOR017、SAKPOR018（民間団体）、京清水レッド（個人） SAKPOR019、SAKPOR020（民間団体）
ゼラニウム SILLINUS、BALSHOROZLE（民間団体） KLEPZ17484、KLEPZ17509（民間団体）
センペルウィ
ウム

Gold Nugget（個人）

ソリダゴ KLESH13014（民間団体）
タケシマキリン
ソウ

Nonsitnal（民間団体）

タゲテス レメディアパール（民間団体）
チカラシバ JS Jommenik（個人）

チューリップ
新潟1号、新潟2号、新潟3号、新潟4号、新潟6号、新潟7号、新潟8号、新潟9号、新潟10号、新潟11号、新潟13号、新潟14号、雪うさぎ、雪の華、雪紫(新潟県)、恋茜、春乙女、
ありさ、ウェディングベール、春万葉、白ずきん、紅ずきん、春天使、春のあわゆき、赤い糸、春の火まつり、炎の恋、恋のはじまり、白天使、なごり雪(富山県)

新紅(新潟県)、乙女のドレス、炎のダンス、紅つる
ぎ、黄つるぎ、春うさぎ(富山県)

デルヒニウム
アメジストスピアー、なつぞらスピアー、ピンクスピアー((地独)青森県産業技術センター)、さくらひめ(愛媛県)、空のワルツ、水のワルツ、パールOHブルー、ミントブルー、トリッ
ク、海のワルツ、トリックイエロー、トリックピンク、アクアブルー、ミヨデルミルキーミント（民間団体）、アクティア（民間団体）

トレニア サンレニリレパ、サンレニラム、サンレニラパ、サンレニラピホカイ、Sunrekodou、Sunrekoroho、Sunrekobuho（民間団体） Sunreni Sanimiya（民間団体）

ナデシコ
コブチソネハーティ、コブチソネイチ（民間団体）、テマリソウ、Midtemari（個人）、ミニパラソル　パステルピンク、ミニパラソル　ロイヤルローズ、ミニパラソル　ローズピンク、ミニパ
ラソル　スカーレットH、ミニパラソル　ピコティレッド、ミニパラソル　ホワイトスカーレット、ミニパラソル　プリティーマドカ、SHK 11、SHK 12（個人）

KLEDG18305、KLEDG18267、KLEDP19309（民間団
体）、夕雅1 （民間団体）、MOR18C53（個人）

ニチニチソウ
せと福CAP、せと福GPN、せと福RMR、せと福VMR（民間団体）、Sunnichipink、Sunnichihoho、Sunnichipichi、Suncatha 2335、Suncatha 2243、Suncatha 2316、Suncatha 2439、
Suncatfe 23、Suncatha 236、Suncatfe 43、Suncatha 2460、Sunnichi 7281、Sunnichi 7483、Sunnichi 132（民間団体）、ミヨVIKA20-129-1、ミヨVIKB22-1-2、ミヨVIKC22-1-3、ミヨ
VIKH23-5-11、ミヨVIKN24-1-1、ミヨVIKP24-7-2、ミヨVIKQ24-7-3、ミヨVIKBV（民間団体）、山口園芸119（個人）

Sunfs 82311（民間団体）、MIVIPB1（民間団体）

ニューギニア
インパチェンス

SAKIMP005、SAKIMP006、SAKIMP008、SAKIMP010、SAKIMP011、SAKIMP012、SAKIMP013、SAKIMP018、SAKIMP021、SAKIMP023、SAKIMP027、SAKIMP029、SAKIMP030、
SAKIMP025、SAKIMP035、SAKIMP037、SAKIMP031S、SAKIMP033、SAKIMP044、SAKIMP045、SAKIMP032、SAKIMP036、SAKIMP038、SAKIMP039、SAKIMP040、
SAKIMP042、SAKIMP043、SAKIMP046、SAKIMP047、SAKIMP048、SAKIMP049、SAKIMP050、SAKIMP052、SAKIMP053、SAKIMP051、SAKIMP054、SAKIMP055、SAKIMP056、
SAKIMP057、SAKIMP058、SAKIMP059（民間団体）、Balbigilac、Balbigite、Balboufink、Balboucher、Balbouvimp、Balbonicher、Balbonipink、Balbonirose、Balbonistar、
Balboniburg、Balfielavori（民間団体）

SAKIMP060、SAKIMP061、SAKIMP062、
SAKIMP063、SAKIMP064、SAKIMP065（民間団
体）、Balbigavame（民間団体）

ネメシア
せと福NVLB（民間団体）、GG ピンク、GG パルホ、GG ブルー、Sunjonaqua、Sunjonprero、Sunjonbuho、Sunjonpiho、Sunjonbusp（民間団体）、ハルネメミルキーピンク（民間団
体）

ネメブリオン、ネメントピグ（個人）

ハクサンハタ
ザオ

AHG347　ウインタークリーン（民間団体）

バーベナ
サンマレフ TPRS、サンマリコラピ、サンタピラブ、サンビバホ、サンマリサクラ、Sunmarikaisu 2、Sunmaricoaka、Sunmaricoho、Sunmaricomu、Suntapiripi、Sunmarimura（民間団
体）、KLEVP08385（民間団体）、Balendred、Balendluim、Balendpibi（民間団体）、WESVEREVOO、WESVERHUHOPI（個人）

Sunaya Yokumina、Sunaya Yonihani、Sunaya
Minakui、Sunaya Sikumigo（民間団体）、Balendinz
（民間団体）

ハボタン 京農 1号（民間団体）、芳輝1号、芳輝2号、芳輝3号、芳輝4号、芳銀想、芳銀珠（個人） k-plantsB01、k-plantsB02（個人）
ハナハッカ せと福LGV（民間団体）
パラヘーベ　カ
タラクタエ

Pink Avalanche（個人）、Stephen（個人）

ヒエンソウ バースデーホワイト（民間団体） 岡山LAR3号(岡山県)
ビデンス（セン
ダングサ）

SUNBIDEVB 1、SUNBIDEVB 2、SUNBIDEVB 3（民間団体）、月姫、ピンキーキャンディーストライプ、月小町（個人） SUNBIDEVB 5（民間団体）

ヒペリクム FKMワイナリー（民間団体）
ヒマワリ レモネード（民間団体）
ヒメツルソバ チェリーポップス、チェリーフォーパーティ（個人）

ヒャクニチソウ
プロフュージョン　ホワイト、プロフュージョンファイアー、プロフュージョンアプリコット、プロフュージョンコーラルピンク、SAKZIN008、SAKZIN009、SAKZIN010、SAKZIN012、
SAKZIN013、SAKZIN014、SAKZIN015、SAKZIN016、SAKZIN017（民間団体）

SAKZIN020、SAKZIN018（民間団体）、TZ956、
TZ957、TZ958、TZ959、TZ960、TZ961、TZ962、
TZ963、TZ964、TZ970（民間団体）

ビンカ イルミネーション（個人）
ファレノプシス 山梨1号、山梨2号、山梨3号(山梨県)、紅小町姫（民間団体）
フウロソウ 夢サンシャイン（個人）、BREMDREAM（個人）
フェディムス
ヒブリドゥス

Jade Tuffet（個人）

フォルミウム BLACK ADDER（個人）
フクシア サニハンフar12、Sanifpirave、Sanifreho、Sanifhoho（民間団体） Blutini（個人）



ブバルディア

東京スターシルキーホワイト、東京スタークリアピン
ク、東京スターパールピンク、東京ダブルスタース
ノーピンク、東京ダブルスター恋桜、東京ダブルス
ターサニーレッド（東京都）

ブラキスコメ Bonbra 1277、Bonbra 12143（民間団体）

プラティア アン
グラタ

ライムカーペット01、ライムカーペット02（個人）

フリージア 石川f1号、石川f2号、石川f3号、石川f4号、石川f5号、石川f6号、石川f7号、石川f8号、石川f9号、石川f10号(石川県) 石川f11号(石川県)
プリムラ ブライダルベル（民間団体）、PWSKR（民間団体）、PWLMG、ウィンピーチ（個人） BP2A4（民間団体）
プレクトランツ モネラベンダー（民間団体）
フロックス　パ
ニキュラータ

NOIL DNILB（民間団体） GREENLION（民間団体）

ベゴニア コーラルファンタジー(千葉県)

ペツコア

KAKEGAWA S89、KAKEGAWA S90、SAKPXC006、SAKPXC009、SAKPXC008、SAKPXC014（民間団体） SAKPXC017、SAKPXC018、SAKPXC020、
SAKPXC021、SAKPXC022、SAKPXC023、
SAKPXC024、SAKPXC025、SAKPXC026（民間団
体）

ベニバナ 夏祭（山形県）
エラチオール
ベゴニア

ガムドロップスシュガー、ガムドロップスチェリーブロッサム、ガムドロップスピンク、ガムドロップスホワイト、ガムドロップスマンダリン、ガムドロップスレッド、ガムドロップスローズ
（民間団体）

ベゴニアセン
パフローレン
ス

ガムドロップスペールピンクピコティー、ガムドロップスガーネット、ガムドロップスアイス、ガムドロップスストロベリー、ガムドロップスピーチ、B19-BIG-1、ガムドロップス　ピーチピ
コティ（民間団体）、PASOROSEDOUBLE、PASOWHITEDOUBLE（民間団体）、PASODOUBLEPASS、PASODOUBLECHE、PASODOUBLECAND（民間団体.）

ペチュニア

カミホンQ20LV、カミホンQ20SP、カミホンQ20B、カミホン MP709、カミホンDLL226、カミホンQ20PR、カミホンPACT、カミホンDVT、カミホンDLP、カミホンQ20BUR（民間団体）、サ
ンラプル、サンパピ、サンベルリクピ、サンベルコス、ブリエ　デュエットローズ、ブリエッタワインベルベット、サンサフコパサモ、サンサフコパサク、ダイイチブリエッタスノーホワイ
ト、ダイイチブリエッタライラックブルーRS、Sunsurfcopaka、ダイイチ-MP19-242-3、Sunsurfsora、Sunsurfpiusi、Sunsurfkiro、ダイイチ-MP22-21-2、SUNSURF AKAITORA、
Sunsurf Depausa、ダイイチ-MP22-171-1、ダイイチ-MP22-203-2、Sunsurf Midopin、Sunsurf Suika、Sunsurf Grihuti、Sundapin、Sundarose、Sundasiro、Sunsurf Aotatsu、
Sunsurf Kuritora、Sunpetu 3881、Sunpetu 101、Sunsurf Skytatsu、Sunbui Mihyaku、Sunbui Mirehaha、Sunbui Sairemi、Sunsurf Saikuni、Sunpetu 552、Sunpet 1661、Sunpet
1992、Sunpet 4571、Sunpet 1942、Sunsurf Miyarona、Sunpet 3674、Sunmomoheart、Sunpet 1623、Sunpet 534、Sunpetu 511、Surf Nihayoku、Surf Gomiyaya、Surf Gorehana、
Sunpetu 2191、Sunpet 4111（民間団体）、ミヨペEO384-1、ミヨペEP279-1、ミヨペEX397-1、ミヨペEA109-2、ミヨペEK469-1、ミヨペGB60-1（民間団体）、バリフロー　チェリー（民間
団体）、KEIWHIYOS、KEIYEYAS、KEIPUWOS、KEISURFHOPISES、KEISURFPUSOS、KEISURFBLUSUS、KEISURFWHITAS、KEISURFBLUTIM、KEISURFLIPINAS、ケイアメツム
（民間団体）、サンリパミ、サンロベイン、サンサフヴィオミ、サンサフララ、Sunsurfbv、Sunsurfpafure、Sunremi、Sunsurfsirou（民間団体）、BALPERBLUES、FLOR TUN ROS（民間
団体）、WESPEBLA（個人）、ヨシニアジュリ、ヨシニアシルラテ、ヨシニアコトイエ、ヨシニアジュリパル、ヨシニアモン、ヨシニアジュリイエ（個人）

カミホン19NORU、カミホン19SALA、カミホン
19HANA、カミホン19PIN 、カミホン19MOMO、カミホ
ン19VIO、カミホン19PRI、カミホン20SAKU（民間団
体）、Sunpetu 742、Sunpetu 743、Surf Migoyago、
Sunpet 1252、Sunpetu 471、Surf Goreyaku、Surf
Jukunina、Surf Ninahaha、Sunpetu 132、Sunpetu
571（民間団体）、MIPEHR436、MIPEHZ641、
MIPEHY414、MIPEHV216、MIPEHJ568、
MIPEKA001、MIPEHQ407、MIPEKD888、
MIPEKY058、MIPEHW251、MYPET005、
MYPET008、MYPET009、MYPET010、MYPET011、
MYPET013（民間団体）、HBP2、HBPMR2、
HBPMP3、HBPMM1、HBPMS5（個人）、バリフロー
パープル（民間団体）、KEIPEBRAINNEM（民間団
体）、KLEPH17342（民間団体）、SAKPET096、
SAKPET098、SAKPET104（民間団体）、ムラペチキ
ング、ムラペチフワサクサラ、ムラペチパナポン、ム
ラペチイエロー、ヨシニアプアブ、ヨシニアダイン（個
人）、Kerclipsfan（個人）

ペラルゴニウ
ウム

BALSHOPINK（民間団体）、ランディー、ペンショー、パクヴィオラ、パカン、パクフォクス（個人） k-plantsP01（個人）

ベリス（ヒナギ
ク）

ラブリーピンク(民間団体）

ヘレボルス（ク
リスマスロー
ズ）

ミヨヘレNYR（民間団体）

ベロニカ
カミホンコバブルー（民間団体）、VERSPI（民間団
体）

ペンタス エムシーエフPE-P、エムシーエフPE-R、エムシーエフPE-B、エムシーエフPE-W（民間団体）、PELA443（民間団体）



ペンニセツム
セタケウム

FIREWORKS、SKY ROCKET（個人）

ホイヘラ（ツボ
サンゴ）

CARAMEL（個人）

ホウセンカ BALFIEPLOS（民間団体）
マルコミア　マ
リティマ

Sunmalpin、Sunmalconpi、Sunmalho（民間団体）

マンネングサ
FIRECRACKER、DAZZLEBERRY、LIME ZINGER、
BLUE PEARL、Lime Twister、Wildfire（個人）

ムギワラギク
（ヘリクリサム）

オーブ0379（民間団体）、コルマ（個人）、Weshechrsisti（個人）

ムラサキベン
ケイソウ×オ
ロスタキス　マ
ラコフィラ

Blue Elf（個人）

ヤマモモソウ KLEAU04263（民間団体）

ユリ
きたきらり、ピカリ、きらりゴールド、きらりマジック((地独)北海道立総合研究機構)、さど美人(新潟県)、鳥鱗1号(鳥取県)、プリンセスマリッジ、プチソレイユ、プチフィーユ、プチエト
ワール、プチシュミネ、サンフレア、プチフレーズ、プチブラン、プチルナ、プチロゼ、プチセレネ、プチアンジェ、プチリアン(山口県)、エンゼルホルン、ピュアホルン、プチホルン(鹿
児島県)、鳥巣の白蕾（民間団体）、オレンジココット（民間団体）、ピリカ（個人）

あきた清ひめ(秋田県)、咲八姫、スカイホルン(鹿児
島県)、ガブリエル、ミカエル（民間団体）

ユーフォルビ
ア　ヒペリキ
フォリア

Balbreblus、PAS782694（民間団体） PAS1292239（民間団体）

ライティア　ア
ンチディセンテ
リカ

バニラクラッシュ（個人）

ラッキョウ オータムヴィオレミニ(福井県)、プリティルビー、プリティパール、プリティピンク(鳥取県)
ラナンキュラス 紅てまり、雪てまり、小春てまり、ゆずてまり、れもんてまり、藤てまり、春てまり、恋てまり(香川県)、ガーネット、ラズベリル、ローズクォーツ(宮崎県)

リシマキア　コ
ンゲスティフロ
ラ

流れ星、緑葉流れ星（松本吉弘）

リモニウム

紀州ファインイエロー、紀州ファインパール、紀州ファインバイオレット、紀州ファイングレープ、紀州ファインラベンダー、紀州ファインピンク、紀州ファインブルー、紀州ファイン
パープル(和歌山県)、ミヨアスピンク、ミヨラスアメジスト、ローズワイン、ミヨプラバイオレット、ノーブルヴィオレッタ、ミヨプララブリーピンク、ミヨダイナバイオレット、コロナディープ
ブルー、コロナパープル、コロナブルー、サンバイブルー、ミヨリモエキゾトールブルー、ミヨリモメトロピンク、ミヨリモピリカ、ミヨリモアキュートラベンダー、ミヨリモアキュートピン
ク、ミヨリモキャニスノー、サンデーアイス、ミヨリモラッキーアメジスト（民間団体）、キノバイス、ブルーファンタジア500、キノピンキー、FKH11-4、FKH11-3、FK11-68、FK11-199、
FKH13-30（民間団体）、HLS1503（民間団体）、ヒルディアクリア、ヒルディアスカール、ヒルディアマウント（民間団体）、パープル　ポイント、エバーライト、インペリアル　ラベン
ダー、シェリル　ルージュ、DB43、リード、グレース　ラベンダー、レーヌ　ラベンダー（民間団体）

紀州ファインオーシャン、紀州ファインライラック(和
歌山県)、ミヨカンブリスピンク、ミヨカンブリスホワイ
ト、ミヨリモジェットブルー、ミヨリモバイオレットフィ
ズ、ミヨスタコロナインテンス、ミヨリモセレナバイオ
レット（民間団体）、キノパッション、キノキャンパス、
キノミルク、キノレモン、アテナピンク、FUK15-42、
BFマリン（民間団体）、ヒルディアイースト、ヒルディ
アティフ（民間団体）、KBPu1322、KBPu1664S、
KP1734S、KP1736S（民間団体）

リンドウ

マジェル、キュースト、いわてVEB6号、ももずきんちゃん、いわて夢みのり、いわて夢みつき、いわてLB-3号、いわてLB-4号、いわてVEB-7号、いわてEB-1号、いわてEB-2号、
いわてMB-2号(岩手県)、ふくしまかれん、ふくしまさやか、ふくしまみやび、ふくしましおん、ふくしま凜夏、ふくしまほのか(福島県)、栃木r2号、栃木r3号(栃木県)、西京の初夏、
西京の涼風、西京の夏空、西京の白露(山口県)、安代の初秋、クリスタルアシロ、安代2007の2号、安代2010の1号、安代2012の1号、安代2012の2号（八幡平市）、SAKGEN001
（民間団体）、スカイブルーしなの4号晩々生、深山秋、夢ハイジ2号、パステルベル2号、初冠雪2、ながの極早生、ホワイトハイジ2号、ながの2号、マイファンタジー2、サマーハイ
ジ2、スカイブルーながの早生、ホワイトハイジ1、スカイブルーしなの早生、マイティイラブ、しなやかハイジ、深山淡麗、マイフェアレディー、ホワイトラブ2、グリーンラブセト、パス
テルベル極早生、ホワイトベル早生、夢ハイジ4号、ハイジラブ3号、ハイジ早生、パステルラブ、レッドラブセト、パステルベル早生、マイファンタジー1、深山ラブ3、レッドワンセト、
ホワイトベルセト、ホワイトベル2セト、F1しなの2号、F1しなの3号、深山一番（民間団体）、SAKGEN002（民間団体）

Bzc-1、いわてDfG PB-1号(岩手県)、天の川（福島
県）、岡山RND4号(岡山県)、西京の瑞雲(山口県)、
安代27-509、安代27-521、安代28-103、安代27-
2219、安代27-2077、安代29-2005、安代29-2030、
安代29-2059、安代29-2065、安代29-2073、安代
29-2075、安代29-2076（八幡平市）、はなこラブ、
レッドパンダラブ（民間団体）

ルリトウワタ 谷岡2号（個人）、ブルーダイヤ、ササイク、ササワカ、ササマヨス（民間団体）、シェーン　ブルー（民間団体） K15DB20（民間団体）
レウカンセマ
ム　パルドサ
ム

雪の華（民間団体）

ローダンセマ
ム

クレールピーチ、クレールローズ、クレールルージュ、クレールチェリー(岐阜県)、プチマカロン　ピンク、マーキュリー、ミヨロRBH5、ミヨロRDH11、ミヨロSAY、ミヨロSBR（民間団
体）

MIRHOSDW8（民間団体）



ロードキス　ヒ
ブリダ

IM201208（個人）

ロードヒポクシ
ス

HIL200802（民間団体）、Beve2010(個人)

ロベリア Lobmounlila、Lobwhi、Sunlobe Torebu（民間団体）、WESLOSU（個人）、ウェスロワット（民間団体）

ローベリア　エ
リヌス（ルリ
チョウソウ）

Sunlobecosubu、Sunlobericoho、Sunlobe Bulucon、Sunlobe Repin（民間団体） Sunlobe Toreho、Sunlobe Toresubu（民間団体）

（注）この表は、利用者の利便性を図るため、届出された品種を整理したものであり、正確な届出内容については公示を確認ください。
　　　（　　）内の育成者権者（品種開発者）は共同育成の品種についても代表機関のみを表示し、育成者権者（品種開発者）ごとにまとめて記載しています。また、種類名は正式な学名（和名）でないものがあります。



【観賞樹】
種類 品種名（登録品種） 品種名（出願中品種）

アイノコレン
ギョウ

NIMBUS（民間団体）

アオキ 湘南おりひめ、湘南ひこぼし(神奈川県) 銀河（個人）

アジサイ

きらきら星(栃木県)、スプリングエンジェルピンクエレガンス、スプリングエンジェルブルーエレガンス、スプリングエンジェルフリルエレガンス(群馬県)、島系Hyd06-01、島系
Hyd06-02、銀河、茜雲(島根県)、筑紫ルビー、筑紫の舞、筑紫の風(福岡県)、KOLPINBEL、KOLMALIMELI、KOLMUNI、KOLMASUN、KOLMAREZON（民間団体）、ARBEZ、
KLAZU（民間団体.）、加茂セレ　こんぴ、ダンシングスノー、加茂セレ　アラモード、加茂セレ　ありがとう、加茂セレ　おはよう、加茂セレ　千代女、加茂セレ　歌合せ、加茂セレ
08-36B、加茂セレ　佳澄、加茂セレ　泉鳥、加茂セレ　夢心地、加茂セレ　ごきげんよう、加茂セレ　彩々、加茂セレ　夜の虹、加茂セレ　火の鳥、加茂セレ　ひな祭り、加茂セレ
かぐや姫、ダンスパーティーハッピー、コンペスマイル（民間団体）、桜花乱舞、巡恋花、雷王、月組、雷音、最後の晩餐、太陽と月、心、太陽神、巴、美恋、宝山、夢と希望、翼、
ミネルヴァ、恋愛物語、獅子王、女神降臨、龍王、月神（個人）、空、有松（個人）、幻想恋花(個人)、入江1、入江2、入江3、入江4、入江9、入江12、ユーミートゥギャザー、ユー
ミーエキスプレッション、YOUMEIRIEH18-12、YOUMEIRIE3V7-5、YOUMEIRIEH19-16、YOUMEIRIEH19-17、YOUMETOGETHER BICO、YOUMETOGETHER BTI、YOUME
SAORI、YOUMEIRIE3V7-5BLACK（個人）、霧島の恵（個人）

パラソルロマン、プリンセスリング、エンジェルリング
(栃木県)、山梨24-1、山梨22-1(山梨県)、Cmt-010、
FRCK-003-S-9、FRCK-003-S-123(島根県)、
KBH01、KBH02、KBH03、KBH04（民間団体）、恋
心、恋音、夢の扉、花鳥風月、鏡花水月、月の女
神、朱雀、星組、天帝、鳳凰、明鏡止水、旭日昇
天、春花秋月、疾風迅雷、花組、凰龍、麟鳳亀竜、
龍翔鳳舞、龍鳳（個人）、金の舞、黄流（個人）、
STB1418WL、STB1322WL、STB1381WM、
STB1383WL、STB1321WL、衣純千織（個人）、PL P
DIANA、PL P ANNE、PL Q ELIZABETH（個人）、黄
金あつひめ（個人）、あゆみ（個人）、マーチ１、マー
チ2、マーチ3、マーチ4、久保田1、久保田2、久保田
3、久保田4（個人）、Hope2063、Hope2069、
Hope2066、Hope3030（個人）、BREG14（個人）、
Kolmavesu、Kolmamon、Kolmakilima、KOLMAHIMA
（民間団体）、HYLV02、HORE0007、HORE0031、
HORE0034、HORE0046（民間団体）、加茂セレ 12-
36A、加茂セレ 12-109A、加茂セレ 14-16A、加茂セ
レ 14-1B、加茂セレ 13-133D（民間団体）、PIIHP-I
（個人）、Vlasveld002（個人）

アベリア

KALEIDOSCOPE（民間団体）、サンライセ、ホープレイズ（個人）、KEYLIB（個人）、MINDUO1（民間団体）、ABELOPS（民間団体）、WEVO2（民間団体） MINCAUTRI（民間団体）、Keycarn、Keylad、Keyfly
（個人）、Radiance（民間団体）、OPSTAL103（民間
団体）

アルトロポディ
ウム　カンディ
ドゥム

UNGLI01（個人）

イトスギ Havfrego（個人）
イヌツゲ Annys5（個人）
イレックス　ボ
ミトリア

八剱枝垂れ(神奈川県)

イレックス　メ
セルウェアエ

Hach 1（民間団体）

イワナンテン MAKIJAZ（個人）、HOWW、OPSTAL20、LITTLE FLAMES、OPSTAL 50、OPSTAL 16（民間団体）
ウィルブルヌ
ランタナ

CITY FACE（個人）

ウスリーヒバ Lucas（民間団体）
ウツギ LOW 18（個人）
エスカリョニア ALCAURA（個人）
エスカリョニア
ラエウィス

LADES（民間団体）

オオデマリ ベニ　サンゴ、ルビー　サンゴ（個人） JWW1、JWW5（民間団体）
オトコヨウゾメ 里の灯、里の蛍（個人）
カナダトウヒ Sun on the Sky（個人）

カナメモチ
BR2011（個人）、KOLMAVOCA（民間団体）、
OPLOO5、OPLOO1（民間団体）

ガマズミ RURAL GENE（個人）
クロバトベラ SILVER PILLAR（民間団体）



ケラトスティグ
マ　ウィルモッ
ティアヌム（ル
リマツリモド
キ）

パルムゴールド（個人）

コケモモ RED CANDY（民間団体）

コティヌス
スーチュアネ
ンシス×ハグ
マノキ

LONDUS（個人）

コルヌス 私の銀河（個人）
コロラドビャク
シン

KlaverJun（個人）

サクラ はるか（（国研）森林研究・整備機構）
サルココッカ
ホーケリアナ

PMOORE03（個人）

サルスベリ
ディア　パープル、ディアルージュ、ディア　ウィーピング、越の淡雪(神奈川県) Lelaro（個人）、Milabla、Milarosso、Milavio、

Milaperl、Milarosa（個人）
サワラ Blue Planet（個人）
サンブクス　ス
トルンプフィー

Jonade（個人）

シモツケ
ワルブマ（個人） MInspiz02、Minspiz07（民間団体）、LONSPI（個人）、

Walplum（民間団体）
ジャカランダ 酒井02、酒井03、酒井04、酒井05（個人）
ジュズサンゴ 桃玉小町（個人）
ショワジア　デ
ウィッテアナ

PMOORE09（個人）

シンフォリカル
ポス

KOLMASWET、KOLMGALA（民間団体）、コルチャーム（民間団体）

ストロビランテ
ス　アニソフィ
ラ

LANKVELD15（民間団体）

セイヨウニワト EVA（民間団体）、EIFFEL 1（民間団体） Jandeboer001（個人）
セイヨウバクチ
ノキ

Miniredia（民間団体）

セイヨウヒイラ GDJ（民間団体）
センリョウ 紅珠、黄珠(茨城県)
ソヨゴ TARA-No.1（個人）
タニウツギ VERWEIG、VERWEIG2、VERWEIG3（民間団体） Wings of Fire（個人）

チリソケイ
サンマンデホ、サンマンデクリム、サンマンデコス、サンマンデレミ、サンマンデトミ、Sunmandecrikin、Sunmandecripi、Sunparapibra、Sunpararopi、Sunparacoho、Sunparasuji、
Sunparaprero、Sunpararekin、Sunpapri、Sunparaclare（民間団体）

Sunpa 4071、Sunpa 4072、Sunpa 4411（民間団体）

ツタ YELLOW WALL（個人） Mystery Pink（個人）

ツツジ

越の淡雪、越の舞姫、ほほえみ、ももか、ダンシングスノー、ひろか、スノーシャイン(新潟県)、伊勢路錦(三重県) ストロベリー　サンデー、スイートハート、ラブ　ス
ノー、プロミネンス、マリアン、クラエンゼル、クラシ
フォン、クラシュシュ、トリトン、ピンクサファイア（民
間団体）、MICROHIRS3、MICROHIRS9（民間団
体）、ROBLEZ（個人）

ツバキ 彩祭り、雪祭り、春待姫、姫の香((国研)農業・食品産業技術総合研究機構)、耳納の香(福岡県) SHOKO VARIEGATA、ADEAM ATADIPSUC（個人）
ディエールヴィ
ラ

Diwibru01（個人）

ディエールヴィ
ラ　スプレンデ
ンス

El Madrigal（個人）



ティボウキナ PEACE BABY（個人） Cool Baby、Foxxy Baby（個人）

テマリシモツケ
TUILAD（民間団体）、Hoogi016（民間団体） MINALL2、MINBLA3、MINPHYPAN、Minpourp8（民

間団体）、Hoogi021、Hoogi031（個人）、ZLEBic5、
ZLEYel2（民間団体）

デロスペルマ
清水14オレンジ、清水212スカーレット、清水94白、
清水34紫、清水101黄色、清水119コーラル、清水47
薄ピンク（個人）

ドゥランタ　エ
レクタ

ライムライトエッジ（個人）

トキワマンサク PLUM GORGEOUS（個人）、桃祝（個人） Ruby Runner（民間団体）
ナンテン FLIRT、NANDIBLUSHPINK、SEIKA（個人）、LEMON-LIME（民間団体） SELTEN004（個人）、THGILIWT（個人）
ハイビスカス MINDOUB1、MINDOUV5、MINDOUR1（民間団体）
ハシドイ Anny200809、Anny200810、Anny200817（個人）
ハグマノキ アンコット（民間団体）、OLD FASHIONED（個人）、ヤングレディー（個人） MINCOJAU3（民間団体）

バラ

花き研低性1号、花き研低性2号、ひたちスマイル、ひたちポエニー((国研)農業・食品産業技術総合研究機構)、Florirosavio04（民間団体）、ヨコハ150（民間団体）、メイモダック、
ケイハオダ、ケイフピダ、スペビュー、メイロミット、ジャックウェイド、ケイハカグ、ジャックカスプ、タンリプサ、ケイハヨコキ、メイラトカン、ジャックシャック、ジャックレックス、スペク
レン、メイセップス、ケイハフクタ、ケイフピアイ、メイドレシア、メイディアファズ、ケイハサモア、ケイフニコア、ケイフピシモ、ケイフワオ、ラドラズ、メイトチコ、ケイフクロカ、ジャクマ
ウス、KEIFUAREDO、KEIFUPIRURU、ラドヨド、ラドコン、JACHONEW、MEIBONJO、MEIHECLUZ、MEIGIDEON、KEIFUMOKA、KEIFUPIRII、KEISHISUTOKI、MEIDRASON、
DICHIMANHER、MEIVIOWIT、MEIGUIMOV、KEIFUKURIKARU、KEIHADEKI100、KEIHABAKI50、DICCHIAK、MEITRONI、MEILUDOCA、JACSLEEP、MEIDELWEIS、MEITONGAS、
RADTKO、KEIHAPERFECGOLD、MEILYXIR、DICHEYDAY、MEIKANEBIER、KEIFUBONTOU、MEIGGILI、MEIRYSETT、RADSUNNY、RADCOR、MEILOLIPO、JACSEGRA、
MEIBIHARS、KEIHAPIKOTTO、KEIHAYUAMU、DICLUCRO、DICLINGO、MEILACLOST、MEIJOCOS、MEIKISMOV、JACREPIN、JACMEARO、MEIJECYCKA、MEIBIVERS、
MEIMIRROTE、MEISWETDOM、MEICLUSIF、SPROIMPRESS、JACPRIZE、KEIFUANJII、KEITSUURAPII、MEIBIDULL、MEILIVOINE、MEITERATOL、MEIBOULKA、
MEIMIRTYLUS、MEIKANARO、MEITRIPINE、MEIPLUVIA、RADWHITE、MEILONPIAS、MEICALANQ、DICMIMIC、SPROLEM、KEIFUPINIGIN、RADPROV、SPROMEL、
MEISSELPIER、KEIHAHANAYA、MEIDYSOUK、MEIPEPORIA、KEIFUNORIKO、DICPARADOX、NOVAROSPOP、KEIHAKOIMU、MEIANYCID、MEISCARLEBO、SPROTHRIVE（民
間団体）、ルイコフ、ルイイ1549（民間団体）、TAN97094（民間団体）、TAN96201、TAN08998、TAN08999、TAN00681、TAN02100、TAN04220、TAN04633、TAN04179、
TAN05372、TAN02733、TAN05289、TAN05415（民間団体）、MEHBARBIE（民間団体）、INTERMARAL、INTERBYLONERI、INTERBYLONSTRA、INTERBYLONBAB、
INTERJAGENSKY、INTERNECSARI、INTERBABASRAL、INTEREYRUPPIN、INTEREYBABSAP、INTEREYBABEUQ、INTERBABNIRP、INTERUFERIF、INTERUFOMALG、
INTERURJAKNIP、INTERRUFYDALPINK（民間団体）、コルプロリト、コルミッソ、コロビノ、コリルダムブ、コルフリエデル（民間団体）、KORSPUNTY、KORGREENI、
KORMAMTIZA、KORFOBALT、KORCENTEX、KORPRIGGOS、KORPOMPAN、KORMIFARI、KORFLOCI01、KORPAUVIO、KORUTELI、KORCASIMA、KORGELEFLO、
KORBOFANI、KORSALEXA、KOREMOPEA、KORBAILAND、KORSCAMER、KORFROSDRA、KORKUPMUL、KORGOTFUN、KORSTEFLALI、KORMARKRON、KORMACCAP、
KORSOUBA、KORDIAGRAF、KORBUROX、KORBLAUKIND、KORPOT003、KORPOT064、KORPOT040、KORGEOWIM、KORUMNEZA、KORAMSARO、KORTEKCHO、
KORPOT051、KORPOT028、KORPOT055、KORPOT066、KORPOT060、KORPOT056、KORPOT045、KORPOT042（民間団体）

DICOMMATAC、RADJAPSAR、RADCLEOME、
KEIFUKOIKI、DICRETRO、MEINOSTAIR、
KEITSUSAKU 60、MEIDYCEUS、SPROSUL、
MEIBENBINO、KEIHAREIKAZE、MEIROZEAP、
MEIBOKIR（民間団体）、RUIPJ0248A（D民間団体）、
TAN08246、TAN08148、TAN09424、TAN10715、
TAN08104、TAN14736、TAN14661（民間団体）、
INTERRUFYDALRED、INTERCOMERSEY、
INTERCOMROLLAM（民間団体）、KORMAHENSI、
KORFLOCI62、KORFLOCI71、KORMARZAU、
KORELAMBA、KORFIZZLEM、KORGERIORA、
KORVUEBELL、KORMONALI、KORROLEOTU、
KORJUPVIO、KORSEBASAF、KORFRASUITA、
KORNEZMOL、KOROLIBEV、KORBROCAZE、
KORCARMSIS（民間団体）

パロッティア
ペルシカ

JLPN01（個人）

ハンカチノキ ヒロミ（個人）
ヒペリクム WY34、TH64、WY8、WY16、WY19（民間団体）
ヒメコウジ SPECGP11（民間団体）
ファルゲシア
ムリエラエ

Luca、Elias（個人）

フジウツギ PMOORE12（個人） PODCEPT1（個人）
ヘスペロジギ
ス

サンミンブ、サンミンパ（民間団体）

ヘデラ ゴールド　ラッシュ（個人）、白雪姫、雪ほたる、雪の華、雪まつり、雪の妖精、モコモコ（個人） 雪の踊子、雪うさぎ（個人）、きららの森（個人）

ヘーベ
Eyecatcher（個人）、TULL 302（個人）、Jewel of the Nile（個人） Lowangel、Leopard Spot（個人）、High Voltage （個

人）、TULL 304（個人）、NGHEB30（個人）
ポインセチア NPCW14221（民間団体）、エヌピーシーダブリュー2044、NPCW04081（民間団体）、ホライズンレッド、COINSETTIA（個人）、クリスマスキャンドル（個人）、WEL19375（個人） NPCW19280（民間団体）
ポインセチア
×ユーホルビ
ア　コルナスト
ラ

Bonpriho、Bonpri 515、Bonpri 9276、Bonpri 974、Bonpri 9172、Bonpri 585、Bonpri 1025、Bonpri 16P5（民間団体） Bonpri 14105、Bonpr 17175、Bonpr 611、Bonpr
1639（民間団体）

ボローニア BLUE WAVES（民間団体）
マグノリア
スーランジア
ナ

GENIE、CLEO（個人）

マサキ Happiness（個人）、Lankveld03（民間団体）



マンリョウ 紅孔雀（個人）

ミヤマシキミ

マジックマロー（民間団体） Moeropti、Dani、Moercuba、Moerings 1、Moerings
2、Moerings 3、Moerings 4、Moerings 6、Moerings
45、Moerings 47（個人）、FM1、FM2（個人）、Perosa
（個人）

ミューレンベッ
キア

Golden Girl（民間団体）

メギ ADMIRATION、TINY GOLD、GOLCKET、ROSYCKET、ORACKET（民間団体）
ヨウシュカンボ
ク

里の光、里の環（個人）

ラウァンドゥラ
（ラベンダー）

BBRUFFLES、SBRUFFLES、BLUBRUFFLES、MBRUFFLES、PEBERRYRUFF22389（民間団体）、IB 910-2（個人）、コズミックブルー（民間団体） NUFLV17124（民間団体）、しずか、長崎Lav3(長崎
県)、Niko（個人）、Wijs02（個人）、SSECNIRP
YLTSOHG（個人）、Lowi2010-05（個人）

ランタナ Robpwpur（民間団体）、Grenadine（民間団体） UF-1011-2、UF-1013A-2A（民間団体）
リトドラ　ディッ
フサ

LITHODOSTAR（個人）

リベス　サンギ
ネウム

Annys2003（個人）

リュウキュウツ
ルマサキ

DANDEL（個人）

ルクリア 長後GJ1（民間団体）
ロニセラ　ニ
ティダ

GRLN01、GRLN02、GRLN03（個人）

ロフォミルツス MAGIC DRAGON（個人）

【林木】
種類 品種名（登録品種） 品種名（出願中品種）

イヌマキ 紅くじゃく(千葉県)
カラマツ 北のパイオニア1号((国研)森林研究・整備機構)
スギ 屋久翁、爽春((国研)森林研究・整備機構)、はるよこい(富山県)、とっとり沖の山(鳥取県)、佐賀林試2号(佐賀県)
クロマツ 虹青(佐賀県)
ハコヤナギ（ポ
プラ）

NEUPOP01（個人）

ヒノキ 福俵((国研)森林研究・整備機構) 神奈川無花粉ヒ1号(神奈川県)
（注）この表は、利用者の利便性を図るため、届出された品種を整理したものであり、正確な届出内容については公示を確認ください。

【海草】
種類 品種名（登録品種） 品種名（出願中品種）

スサビノリ ちばの輝き(千葉県)、みえのあかり(三重県)、ひょうごはりま薫黒(兵庫県)、福岡有明1号(福岡県)、新佐賀4号(佐賀県) あゆち黒誉れ（愛知県）
オキナワモズク イノーの恵み(沖縄県)

　　　（　　）内の育成者権者（品種開発者）は共同育成の品種についても代表機関のみを表示し、育成者権者（品種開発者）ごとにまとめて記載しています。また、種類名は正式な学名（和名）でないものがあります。

（注）この表は、利用者の利便性を図るため、届出された品種を整理したものであり、正確な届出内容については公示を確認ください。
　　　（　　）内の育成者権者（品種開発者）は共同育成の品種についても代表機関のみを表示し、育成者権者（品種開発者）ごとにまとめて記載しています。また、種類名は正式な学名（和名）でないものがあります。

　　　（　　）内の育成者権者（品種開発者）は共同育成の品種についても代表機関のみを表示し、育成者権者（品種開発者）ごとにまとめて記載しています。また、種類名は正式な学名（和名）でないものがあります。

（注）この表は、利用者の利便性を図るため、届出された品種を整理したものであり、正確な届出内容については公示を確認ください。


