
商品名 系統 花色 花形 樹形 芳香

アドーア　ロマンティカ 四季咲大輪系 濃ローズピンク 丸弁高芯～ロゼット咲 直立性 中香

アプリコット　キャンディ 四季咲大輪系 アプリコット 半剣弁高芯咲 半直立性 中香

あゆみ 四季咲大輪系 黄色 剣弁高芯咲 直立性 強香

アライブ 四季咲大輪系 ピンク 半剣弁中心部ロゼット咲 横張り性 強香

ウェディング　ベルズ 四季咲大輪系 淡いピンクふちに色のり 丸弁高芯咲、外弁剣弁 半横張り性 微香

オドゥールダムール 四季咲大輪系 濃ピンク 丸弁抱え咲 直立性 強香

カインダ　ブルー 四季咲大輪系 モーブ 丸弁ロゼット咲 直立性 微香

カフェ　ラテ 四季咲大輪系 明るい土色 半剣弁高芯咲 半直立性 中香

カリフォルニア　ドリーミング 四季咲大輪系 アイボリーにピンクの覆輪 半剣弁高芯咲 直立性 強香

キャラメル　アンティーク 四季咲大輪系 ハニーイエロー～アプリコット カップ咲～クォーター咲 直立性 中香

クシェル 四季咲大輪系 白地にピンクの色のり カップ咲き 半横張り性 強香

Ｇ．　Ｄ．　ルイーズ 四季咲大輪系 アプリコットピンク 半剣弁高芯咲 半直立性 強香

グレーフィン　ディアナ 四季咲大輪系 ワインレッド 半剣弁咲 横張り性 中香

クレムドゥメイアン 四季咲大輪系 クリーム白 剣弁高芯咲き 半直立性 強香

ゲーテ　ローズ 四季咲大輪系 紫がかったディープピンク 波状弁カップ咲 半横張り性 強香

ゴスペル 四季咲大輪系 ワインレッド クォーターロゼット咲 半横張り性 強香

ジプシーソウル 四季咲大輪系 赤紫 半剣弁高芯咲～ロゼット咲 半直立性 微～中香

ティアーモ 四季咲大輪系 赤 丸弁平咲 半横張り性 微香

ティップントップ 四季咲大輪系 黄 丸弁カップ咲 直立性 中香

ノヴァーリス 四季咲大輪系 ラベンダー カップ咲 半直立性 中香

パール　イヤリング 四季咲大輪系 白～中心クリーム黄 丸弁高芯～波状弁咲 半直立性 中香

ビバリー 四季咲大輪系 ピンク 剣弁高芯咲 横張り性 強香

ビブ　ラ　マリエ！ 四季咲大輪系 オフホワイト 丸弁抱咲 半直立性 強香

フューチャーパフューム 四季咲大輪系 ピンク 半剣弁咲～ロゼット咲 半横張り性 強香
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プリンセス　シャルレーヌ　ドゥ　モナコ 四季咲大輪系 杏ピンク 波状弁抱え咲 半直立性 強香

ホリデー　アイランド　ピオニー 四季咲大輪系 白地にピンクの覆輪 丸弁ロゼット咲 横張り性 微香

マイガーデン® 四季咲大輪系 パールがかったクリーミーピンク 剣弁高芯咲～丸弁抱咲 半直立性 強香

ヨハネ　パウロ　２世 四季咲大輪系 純白 半剣弁高芯咲 直立性 強香

ライラック　ビューティ 四季咲大輪系 グレーがかったラベンダーピンクと赤藤色の覆輪 丸弁高芯咲 直立性 強香

ルイの涙（るいのなみだ） 四季咲大輪系 クリーム地の淡いピンクのぼかし（白っぽい花が咲くことがあります。） 半剣弁高芯咲～切れ込み弁咲 直立性 中香

令の風 四季咲大輪系 ラベンダー 波状弁カップ咲 直立性 微香

ローズ　ヨコハマ 四季咲大輪系 明黄 剣弁高芯咲 直立性 強香

オーキッド　ロマンス 四季咲中輪系 青みを帯びたピンク カップ咲～ロゼット咲 半横張り性 強香

ガーデン　オブ　ローゼズ 四季咲中輪系 淡い杏～クリームピンク ロゼット咲 半横張り性 中香

岳の夢（がくのゆめ） 四季咲中輪系 赤裏弁白 丸弁高芯咲 半横張り性 微香

グレーテル 四季咲中輪系 クリーム白地にサーモンピンクの色のり 半八重咲 半横張り性 微香

恋きらら（こいきらら） 四季咲中輪系 黄～淡黄 剣弁高芯咲き 半直立性 微～中香

コンスタンツェ　モーツァルト 四季咲中輪系 グレーピンク～クリームピンク 半剣弁～クォータード咲 半横張り性 中香

しのぶれど 四季咲中輪系 藤青色 丸弁咲 直立性 中香

スカーレット　ボニカ® 四季咲中輪系 スカーレット赤 丸弁平咲 半横張り性 微香

ステファニー　グッテンベルク 四季咲中輪系 アイボリーホワイト中心ソフトピンク カップ咲 横張り性 中香

スピネル 四季咲中輪系 紫がかったディープピンク ロゼット咲き 半横張り性 微香

チェリー　ボニカ® 四季咲中輪系 レッド～ローズレッド カップ咲 横張り性 微香

ディープ　ボルドー 四季咲中輪系 深い赤 丸弁ロゼット咲 直立性 中香

デュエット　バルコニア 四季咲中輪系 白地に赤の覆輪 剣弁高芯咲 剣弁高芯咲 微香

バイランド 四季咲中輪系 アプリコットがかったピンク カップ咲 横張り性 微香

パシュミナ® 四季咲中輪系 緑を帯びた白で中心が淡いピンク カップ咲～ロゼット咲 半直立性 微香

フォーランマリア 四季咲中輪系 ウ゛ァイオレットピンク 丸弁ロゼット咲き 半横張り性 中香
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プラムパーフェクト 四季咲中輪系 青紫色 丸弁ロゼット咲 半直立性 微香

プリンセスヴェール 四季咲中輪系 ピンク ロゼット咲 半直立性 強香

ベル　ロマンティカ® 四季咲中輪系 濃黄 カップ咲 直立性 中香

ボレロ 四季咲中輪系 純白～中心ごく淡いピンク ロゼット咲 半横張り性 強香

マチネ 四季咲中輪系 ラベンダーピンク 丸弁平咲き 半直立性 微香

メルヘンツァウバー 四季咲中輪系 柔らかいアプリコットピンク 丸弁カップ～ロゼット咲 横張り性 中香

ラリッサ　バルコニア 四季咲中輪系 中心が濃くなる桜ピンク 丸弁ロゼット咲 半横張り性 微香

レヨン　ドゥ　ソレイユ 四季咲中輪系 黄色 丸弁平咲 直立性 微香

ローズうらら™　（旧うらら） 四季咲中輪系 ショッキングピンク 丸弁咲 半横張り性 微香

アミ　ロマンティカ® つるバラ 白地にピンクの色のり、外弁白 浅いカップ咲 ツル性 微香

イルミナーレ つるバラ 黄 丸弁平咲 ツル性 微香

オランジュリー つるバラ 濃いオレンジ 丸弁ロゼット咲 ツル性 微香

クリスティアーナ つるバラ ピュアホワイト中心ライラックピンク カップ咲 ツル性 強香

クンツァイト つるバラ ペールピンク～クリームピンク 半剣弁抱え咲き～ロゼット咲き ツル性 強香

ケルナー　フローラ つるバラ コーラルピンク 丸弁カッフ゜咲 ツル性 強香

シリウス つるバラ 淡桃～白（低温期は中心ピンクがかる） 丸弁平咲 ツル性 微香

シンデレラ つるバラ ソフトピンク 丸弁クォーターカップ咲 ツル性 微香

ツル　ローズうらら™ つるバラ ショッキングピンク 丸弁咲 ツル性 微香

パフューム　ドレス つるバラ シルバーラベンダー 半剣弁高芯咲～ロゼット咲き ツル性 強香

ピエール　ドゥ　ロンサール® つるバラ 緑を帯びた白で中心が淡いピンク カップ咲 ツル性 微香

ブラン　ピエール　ドゥ　ロンサール® つるバラ クリームホワイト、中心ソフトピンク→ホワイト ロゼット咲 ツル性 微香

フランボワーズ　バニーユ つるバラ ローズピンクと淡いピンクの絞り 丸弁ロゼット咲 ツル性 微香

フロレンティーナ® つるバラ 濃赤 丸弁カップ咲 ツル性 微香

マカロンピンク つるバラ ペールピンク カップ咲き～ロゼット咲き ツル性 中香
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マリー　ヘンリエッテ つるバラ ピンク クォーターロゼット咲 ツル性 強香

ルージュ　ピエール　ドゥ　ロンサール® つるバラ クリムゾンレッド ロゼット咲 ツル性 強香

レイニー　ブルー つるバラ 藤色 ロゼット咲 ツル性 微香

アシュリー シュラブローズ ピンク 半剣弁ロゼット咲 半横張り性 微～中香

アスピリン　ローズ シュラブローズ 淡桃～白（低温期は桜色） 半剣弁平咲 横張り性 微香

キャンディア　メイディランド® シュラブローズ 緋赤、中心白、裏弁白 一重咲 横張り性 微香

クラリス シュラブローズ 中心杏ピンク外弁白～緑 カップ咲～ロゼット咲 シュラブ 微～中香

コケットロマンティカ シュラブローズ 白 ロゼット咲 横張り性 微香

スーリール　ドゥ　モナリザ シュラブローズ スカーレット赤 丸弁カップ咲 横張り性 微香

プロローグ シュラブローズ ライラック カップ咲き～平咲き 半横張り性 微香

ラベンダー　メイディランド® シュラブローズ ラベンダーピンク カップ咲 半横張り性 微香

リモンチェッロ シュラブローズ 鮮黄色～淡黄色 丸弁一重咲 半横張り性 微香

レッド　レオナルド　ダ　ビンチ シュラブローズ クリムゾンレッド～ピンクがかった赤 クォーターロゼット咲 シュラブ 微香


