
系統 品　　種　　名 花色 花形 色 香り※2
HT 恋結び（こいむすび） 濃桃色
HT ﾎﾘﾃﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ ﾋﾟｵﾆｰ 覆輪・複色　白ピンク
HT ｵｽｶﾙ ﾌﾗﾝｿﾜ® 白色
HT ﾖﾊﾈ ﾊﾟｳﾛ 2世 白色
HT ﾛｲﾔﾙ ﾌﾟﾘﾝｾｽ 白色
HT ｱﾝﾄﾞﾚ ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｴ® 黄色
HT 快挙® 黄色
HT ﾗﾃﾞｨｱﾝﾄ ﾊﾟﾌｭｰﾑ 黄色
HT ﾛｰｽﾞ ﾖｺﾊﾏ 黄色
HT 月光 黄色
HT かぐや姫 黄色
HT ｷｬﾗﾒﾙ ｱﾝﾃｨｰｸ 杏～黄色
HT ｶﾌｪ ﾗﾃ ベージュ～茶色
HT 楽園 橙色
HT ﾌﾟﾘﾝｾｽ ｼｬﾙﾚｰﾇ ﾄﾞｩ　ﾓﾅｺ 杏～桃色
HT ﾏｲｶﾞｰﾃﾞﾝ® 桃色
HT ｱﾛﾏﾃﾗﾋﾟｰ 桃色
HT 桃香 桃色
HT 王妃ｱﾝﾄﾜﾈｯﾄ® 濃桃色
HT ｲﾌﾞ ﾋﾟｱｯﾁｪ 濃桃色
HT 芳純 濃桃色
HT ﾊﾟﾛｰﾚ 濃桃色
HT ﾚｯﾄﾞ ｸｲｰﾝ 赤色
HT ﾍﾞﾙｻｲﾕのばら® 濃赤色
HT ﾙｰｼﾞｭ ﾛﾜｲﾔﾙ® 濃赤色
HT 花山吹 覆輪・複色
HT ﾌﾞﾗｯｸ ｺﾞｰﾙﾄﾞ 覆輪・複色　赤黄
HT ｶｲﾝﾀﾞ ﾌﾞﾙｰ 紫色
HT ﾉｳﾞｧｰﾘｽ 紫色
HT ｺﾞｽﾍﾟﾙ　 濃紫色
HT ｸﾞﾚｰﾌｨﾝ ﾃﾞｨｱﾅ 濃紫色
HT ｹﾞｰﾃ ﾛｰｽﾞ 濃紫色
FL ﾎﾟﾗﾘｽ ｱﾙﾌｧ 黄色
FL ｽｶｰﾚｯﾄ ﾎﾞﾆｶ® 赤色
FL ﾒﾙﾍﾝﾂｧｳﾊﾞｰ 杏～淡桃
FL ﾃﾞｨｰﾌﾟ ﾎﾞﾙﾄﾞｰ 濃赤色
FL ﾚﾖﾝ ﾄﾞｩ ｿﾚｲﾕ 黄色
FL ﾗﾘｯｻ ﾊﾞﾙｺﾆｱ 淡桃色
FL ﾃﾞｭｴｯﾄ ﾊﾞﾙｺﾆｱ 覆輪・複色
FL ﾎﾞﾚﾛ 白色
FL ｸﾘｰﾐｰ ｴﾃﾞﾝ 緑色
FL 琴音 杏～淡桃
FL 和音 クリーム～黄色
FL 薫乃 杏～桃色
FL ﾍﾞﾙ ﾛﾏﾝﾃｨｶ 黄色
FL ｻﾝﾗｲﾄ ﾛﾏﾝﾃｨｶ 黄色
FL 伊豆の踊子 黄色
FL ｱﾝﾃｨｰｸ ﾚｰｽ ベージュ
FL ｶﾞｰﾃﾞﾝ ｵﾌﾞ ﾛｰｾﾞｽﾞ 杏色
FL ﾋﾞﾌﾞ ﾚ ﾊﾞｶﾝｽ! 橙色
FL ﾊﾆｰ ｷｬﾗﾒﾙ 橙色
FL 春乃 淡桃色
FL ｽﾃﾌｧﾆｰ ｸﾞｯﾃﾝﾍﾞﾙｸ 淡桃色
FL ﾛｻﾞﾘｰ ﾗ ﾓﾘｴｰﾙ® 淡桃色
FL 花ぼんぼり 淡桃色
FL 結愛 桃色
FL ﾊﾞｲﾗﾝﾄﾞ 桃色
FL 夢香 桃色
FL ﾌﾟﾘﾝｾｽ ｱｲｺ 桃色
FL ﾛｰｽﾞうらら 桃色
FL ｼﾞｰｸ ﾌﾘｰﾄ 赤色
FL ﾌﾗﾝｸﾘｰ ｽｶｰﾚｯﾄ 赤色
FL ﾊﾟｼｭﾐﾅ® 覆輪・複色　白ピンク



FL ｼﾞｭﾋﾞﾚ ﾃﾞｭ ﾌﾟﾘﾝｽ ﾄﾞｩ ﾓﾅｺ 覆輪・複色　白赤
FL ｻﾞﾝｶﾞｰﾊｳｻﾞｰ ﾕﾋﾞﾚｳﾑｽﾛｰｾﾞ 覆輪・複色　杏ピンク
FL ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ ﾗﾝﾄﾞ ﾛｰｽﾞ 覆輪・複色　オレンジピンク
FL ﾍﾞﾋﾞｰ ﾛﾏﾝﾃｨｶ 覆輪・複色　オレンジピンク
FL ﾄｲ ﾄｲ ﾄｲ! 覆輪・複色 赤黄
FL ﾌｪﾙｾﾞﾝ伯爵® 紫色
FL しのぶれど 紫色
FL ﾎﾜｲﾄ ﾉｯｸ ｱｳﾄ 白色
FL ｻﾆｰ ﾉｯｸｱｳﾄ 黄色
FL ﾋﾟﾝｸ ﾀﾞﾌﾞﾙ ﾉｯｸｱｳﾄ 桃色
FL ﾉｯｸｱｳﾄ 桃色
FL ﾀﾞﾌﾞﾙ ﾉｯｸｱｳﾄ 赤色
CL ﾋﾟｴｰﾙ ﾄﾞｩ ﾛﾝｻｰﾙ® 覆輪・複色
CL ﾙｰｼﾞｭ ﾋﾟｴｰﾙ ﾄﾞｩ ﾛﾝｻｰﾙ® 濃赤色
CL ﾂﾙ.ﾉｯｸ ｱｳﾄ 桃色
CL ﾗﾌﾞｽﾄﾗｯｸ 濃桃色
CL ｹﾙﾅｰ ﾌﾛｰﾗ 桃色
CL ｼﾘｳｽ 白色
CL ﾍﾟﾚﾆｱﾙ ﾌﾞﾗｯｼｭ 白色
CL ﾍﾟﾚﾆｱﾙ ﾌﾞﾙｰ 濃紫色
CL ｱﾙﾃﾐｽ 白色
CL ｻﾏｰ ﾒﾓﾘｰｽﾞ 白色
CL ﾂﾙ ｽﾏｲﾘｰﾌｪｲｽ 黄色
CL ｽﾀｰﾁｪｲｻｰ 橙色
CL ｻｲﾚﾝｽ ｲｽﾞ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ 橙色
CL ﾊﾞﾀｰｽｺｯﾁ® クリーム黄
CL ﾛｺｺ クリーム黄
CL ﾙﾐﾅｽ ﾋﾟﾗｰ 淡桃色
CL ｸﾘｽﾃｨｱｰﾅ 淡桃色
CL ﾏﾘｰ ﾍﾝﾘｴｯﾃ 桃色
CL ｼﾞｬｽﾐｰﾅ 桃色
CL ｼﾝﾃﾞﾚﾗ 桃色
CL ﾂﾙ ﾛｰｽﾞうらら 濃桃色
CL ﾎﾟﾝﾎﾟﾈｯﾗ 濃桃色
CL ﾚｵﾅﾙﾄﾞ ﾀﾞ ﾋﾞﾝﾁ 濃桃色
CL ﾌﾛﾚﾝﾃｨｰﾅ 赤色
CL ｸﾘﾑｿﾞﾝ ｽｶｲ 赤色
CL ﾂﾙ ﾍﾙﾂ ｱｽ 赤色
CL ﾁｮｺﾚｰﾄ ｻﾝﾃﾞｰ 茶色
CL ﾃﾗｺｯﾀ 茶色
CL ｱﾐ ﾛﾏﾝﾃｨｶ® 覆輪・複色 白ピンク
CL ﾂﾙ ﾐﾐ ｴﾃﾞﾝ 覆輪・複色　白ピンク
CL ｺﾙﾃﾞｽ ｼﾞｭﾋﾞﾘｰ 覆輪・複色　黄ピンク
CL ｿﾚｲﾕ ﾛﾏﾝﾃｨｶ 覆輪・複色　オレンジピンク
CL ﾌﾗﾝﾎﾞﾜｰｽﾞ ﾊﾞﾆｰﾕ 覆輪・複色　ピンク濃いピンク
CL ｶｸﾃﾙ 覆輪・複色　赤黄
CL ﾚｲﾆｰ ﾌﾞﾙｰ 紫色
Sh ﾎﾜｲﾄ ﾒｲﾃﾞｨﾗﾝﾄﾞ® 白色
Sh ｱｽﾋﾟﾘﾝ ﾛｰｽﾞ 白色
Sh ﾊﾞﾆﾗ ﾎﾞﾆｶ® 白色～黄色
Sh ｿﾚﾛ 黄色
Sh ｶｰﾙ ﾌﾟﾛﾍﾞﾙｶﾞｰ 黄色
Sh ﾊﾝｽ ｹﾞｰﾈﾊﾞｲﾝ 桃色
Sh ﾋﾟﾝｸ ｻｸﾘｰﾅ 桃色
Sh ﾗﾌﾞﾘｰ ﾒｲｱﾝ 桃色
Sh ﾎﾞﾆｶ®’82 桃色
Sh ﾛｰﾄｹﾌﾟﾍﾝ 赤色
Sh ｽｰﾘｰﾙ ﾄﾞｩ ﾓﾅﾘｻﾞ 赤色
Sh ﾚｯﾄﾞ ﾚｵﾅﾙﾄﾞ ﾀﾞ ﾋﾞﾝﾁ 赤色
Sh ｷｬﾝﾃﾞｨｱ ﾒｲﾃﾞｨﾗﾝﾄﾞ® 覆輪・複色

Sh(ｺﾝﾊﾟｸﾄ）/Minﾀｲﾌﾟ ｽﾉｰ ｺｰﾝ 白色
Sh(ｺﾝﾊﾟｸﾄ） ﾘﾓﾝﾁｪｯﾛ 黄色
Sh(ｺﾝﾊﾟｸﾄ） ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ ﾁｬｯﾋﾟｰ 黄色
Sh(ｺﾝﾊﾟｸﾄ） ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ ﾒｲﾃﾞｨﾗﾝﾄﾞ® 紫色



ﾕﾆｰｸ/木ﾊﾞﾗﾀｲﾌﾟ ﾌｧｲﾔﾜｰｸｽ ﾗｯﾌﾙ 覆輪・複色
ｸﾗｲﾐﾝｸﾞﾎﾟﾘｱﾝｻ返咲 紅玉 濃赤 小輪カップ 微香
ｸﾗイﾐﾝｸﾞﾎﾟﾘｱﾝｻ返咲 珠玉 濃ｻｰﾓﾝﾋﾟﾝｸ 小輪カップ 微香
ｸﾗイﾐﾝｸﾞﾎﾟﾘｱﾝｻ返咲 玉鬘（たまかずら） ※1 薄いピンク 小輪カップ 微香

四季中輪 真宙（まそら） アプリコット カップ 強香
四季中大輪 メイのほほえみ ※1 淡いピンク ロゼット 強香
四季小中輪 一葉（いちよう） ※1 淡黄緑 波状丸弁 微香
四季小輪 ひこぼし ピンク ﾎﾟﾝﾎﾟﾝﾐﾆ 中香

四季大輪半つる チャリーティーローズ絆 アプリコット ｶｯﾌﾟ～ﾛｾﾞｯﾄ 強香
ムンステッド・ウッド クリムゾンﾚｯﾄﾞ ☆☆☆☆

ｼｭﾗﾌﾞ ボスコベル サーモンピンク ☆☆☆☆
CL ガートルード・ジェキル ディープピンク ☆☆☆☆☆

ｼｭﾗﾌﾞ ジ・エンシェント・マリナー ソフトピンク ☆☆☆☆☆
ｼｭﾗﾌﾞ クィーン・オブ・スウェーデン 淡いピンク ☆☆☆

CL ウォラトン・オールド・ホール 淡いクリーム ☆☆☆☆☆
ｼｭﾗﾌﾞ クレア・オースチ ｸﾘｰﾐｰﾎﾜｲﾄ ☆☆☆☆☆

ザ・ポエッツ・ワイフ 鮮黄 ☆☆☆☆☆

※2 香りの強さ　☆＝弱　☆☆☆☆☆＝強
※1 一部品種欠品の可能性あり



品種名 特徴 香り
アレゴリー シュラブ、四季咲き 強香
エドゥアール・マネ シュラブ、四季咲き 強香
オマージュ・ア・バルバラ 四季咲き、中輪
ギー・サヴォア シュラブ、四季咲き 強香
クロード・モネ シュラブ、四季咲き 強香
サント・ノーレ 四季咲き、中輪 強香
シャンテ・ロゼ・ミサト シュラブ、四季咲き 強香
ナエマ クライミング、四季咲き 強香
ピンク・パラダイス 四季咲き、大輪 強香
フラゴナール 四季咲き、大輪 強香
ペッシュ・ボンボン シュラブ、四季咲き 強香
ボルデュール・アブリコ シュラブ、四季咲き 微香
マルク・シャガール 四季咲き、大輪 中香
モーリス・ユトリロ 四季咲き、大輪 中香
ラ・ドルチェヴィータ 四季咲き、中輪 強香
ラ・パリジェンヌ シュラブ、四季咲き 中香
ローズ・ポンパドール シュラブ、四季咲き 強香
ローズ・シナクティフ シュラブ、四季咲き 強香


