
●登録品種一覧表

★日本野菜育苗協会の賛助会員の種苗メーカー様にご協力頂き作成致しま
　した。ご不明なことは、各種苗メーカー様にお問い合わせください。

トキタ種苗(株) 様
品　　目 販売品種名 登録品種名 登録番号 失効日 備考

スジナイン TRI-8022 22430
 スジナインハイパー TRI-4024 26509
ソラマメ TRI-2047 26516

丸種(株) 様
品　　目 販売品種名 登録品種名 登録番号 失効日 備考

はなな MGX-503 33947 出願中・共同出願

かぶ 味こがね MKB-599 32586 出願中

(株)大和農園 様
品　　目 販売品種名 登録品種名 登録番号 失効日 備考

食用ほおずき キャンディーランタン キャンディーランタン 26273

三好アグリテック(株) 様
品　　目 販売品種名 登録品種名 登録番号 失効日 備考

いちご 紅ほっぺ 紅ほっぺ 10371号 2022/7/10
さがほのか さがほのか 8839号 2021/3/19
初恋の香り 和田初こい 18011号 2034/3/19 自社
おいCベリー おいCベリー 22113号 2037/12/28
やよいひめ やよいひめ 12576号 2025/1/19
おおきみ おおきみ 20810号 2036/5/24
かおり野 かおり野 19529号 2035/5/10
もういっこ もういっこ 16154号 2033/3/5
夏の輝 夏の輝 24328号 2040/5/20
よつぼし よつぼし 25605号 2042/2/8
きらぴ香 きらぴ香 25594号 2042/2/6
かんなひめ 垣研9k206号 22823号 2038/12/5
恋みのり 恋みのり 28183号 2045/11/19
星の煌めき MYAG-AO 28186号 2045/11/19 自社
東京おひさまベリー 東京おひさまベリー 27386号 2044/3/19



三好アグリテック(株) 様
品　　目 販売品種名 登録品種名 登録番号 失効日 備考

さつまいも あいこまち あいこまち 23316
からゆたか からゆたか 25553
クイックスイート クイックスイート 13190
すずほっくり すずほっくり 27622
ハロウィンスウィート ハロウィンスウィート 23820 自社
パープルスイートロード パープルスイートロード 12277
ひめあやか ひめあやか 20773
べにはるか べにはるか 19255
ほしこがね ほしこがね 23267
ふくむらさき ふくむらさき 33033 出願中
ほしあかね ほしあかね 34613 出願中

ナント種苗(株) 様
品　　目 販売品種名 登録品種名 登録番号 失効日 備考

ピーマン台木 台パワー 20755
大玉西瓜 金色羅皇 34875 出願中
タマネギ タイガージェット 32334 出願中

(株)久留米原種育成会 様
品　　目 販売品種名 登録品種名 登録番号 失効日 備考

キュウリ あすとろ KUC1902 出願中

(株)トーホク 様
品　　目 販売品種名 登録品種名 登録番号 失効日 備考

オクラ やわらか白オクラ トーホク白１号 23758
日日草（ビンカ） 夏みかん TOHOKUH-06 25107
日日草（ビンカ） 季のしらべ TOHOKUH-10LBS 26595

小林種苗(株) 様
品　　目 販売品種名 登録品種名 登録番号 失効日 備考

ダイズ種 茶っころ姫 茶っころ姫 16457 兵庫県
黒っこ姫 黒っこ姫 16456 兵庫県
さとっこ姫 さとっこ姫 23420 兵庫県

カゴメ(株) 様
品　　目 販売品種名 登録品種名 登録番号 失効日 備考

ミニトマト 手間のいらないトマト 凛々子 KGM993 12201
ちいさなももこ KGM091 21861
こあまちゃんオレンジ KGM124 23872
かおりん KGM132 24863



★今現在、登録品種はありません。
　(株)萩原農場 様
  (株)ときわ研究場 様
　北越農事(株) 様

★当社のカタログをご覧ください。
　(株)エム・アンド・ビー・フローラ 様





タキイ種苗(株)





カネコ種苗(株) 様

　※出願者が当社ではないものも含まれています。

●野菜（種苗部販売分）

品目 販売品種名 登録名 登録番号 備考

エダマメ 初だるま KAE-001 24598

エダマメ 福だるま KA-1420 21851

エダマメ 湯あがり娘 湯あがり娘 10875 2022年12月16日失効

エダマメ ゆかた娘 ゆかた娘 16453

エダマメ 陽恵 陽恵 21895

エンドウ ピッカピカスナップ 翠輝 21388

キャベツ 新緑 KN-0553 22159

サツマイモ シルクスイート HE306 26480

タマネギ アリオン KA-956 21784

タマネギ 浜笑 浜笑 14047

タマネギ 濱の宝 濱の宝 14048

タマネギ レッドグラマー KA-957 21785

ネギ SUKIYAKI SUKIYAKI 19511

ヤマノイモ ネバリスター ネバリスター 16025

レタス グリーンスパン KA-2430 16300

レタス サニーローズ KA-1230B 23482

レタス サンバレー KA1219 16157

レタス ジェントル KAY-002 21763

レタス ジュディ KA-1226 21606

レタス タフV KAY-007 26485

レタス テンション テンション 16158

レタス トリガー トリガー 17402

レタス バージョン KA-1231 25228

レタス はこねまる NL-1965 26549

レタス 晩抽ﾀﾌﾚｯﾄﾞ KAＹ-008 26486

レタス ファイングリーン ファイン 14049

レタス ブラックローズ KA-1227 18338

レタス マルチリーフ2号 MULTIGREEN1 -

レタス ミッション KA-1228 21609

レタス ワンダフル KAY-006 26547



カネコ種苗(株) 様

　※出願者が当社ではないものも含まれています。

エダマメ つきみ娘 KAE-003 登録出願中

タマネギ マルソー KA953 登録出願中

タマネギ レッドアロー KAR-003 登録出願中

ツケナ 早生宮内菜 早生宮内菜 登録出願中

レタス アルト KAY-011 登録出願中

レタス チアフル KAY-012 登録出願中

レタス ユースフル KAY-009 登録出願中

インゲン いちず いちず 登録失効

インゲン いちずグリーン いちずグリーン 登録失効

インゲン スーパーショット スーパーショット 登録失効

インゲン チャーリー チャーリー 登録失効

ウド 群豊白 群豊白 登録失効

ダイコン 紅園中長 紅園中長 登録失効

タマネギ 浜育 浜育 登録失効

トマト 甘しずく 甘しずく 登録失効

トマト オレンジパルチェ パルチェ 登録失効

ナス 万寿満 万寿満 登録失効

ネギ 錦蔵 錦蔵 登録失効

ネギ べにぞめ べにぞめ 登録失効

パセリ グランド グランド 登録失効

パセリ けさお けさお 登録失効

ピーマン 浜クロピー 浜クロピー 登録失効

●野菜（花き園芸部販売分）

品目 販売品種名 登録名 登録番号 備考

イチゴ イチゴ 桃薫 桃薫 21165

イチゴ 天使のいちご AE(エンジェルエイト) ももいろほっぺ8号 26682

エダマメ エダマメ ゆかた娘 ゆかた娘 16453

エダマメ エダマメ 初だるま KAE-001 24598

エダマメ エダマメ 湯あがり娘 湯あがり娘 10875 2022年12月16日失効

サツマイモ サツマイモ シルクスイート HE306 26480

シイタケ シイタケ 菌王2号 菌王2号 20872

タマネギ タマネギ レッドグラマー KA-957 21785

ネギ 太ネギ SUKIYAKI SUKIYAKI 19511

落花生 落花生 ジャンボ落花生 おおまさり 19305



カネコ種苗(株) 様

　※出願者が当社ではないものも含まれています。

リーフレタス リーフレタス グリーンスパン KA-2430 16300

リーフレタス リーフレタス 晩抽タフレッド KAY-008 26486

レタス レタス パラパラレタス MULTIGREEN 1 21616

インゲン インゲン いちず いちず 登録失効

インゲン インゲン スーパーショット スーパーショット 登録失効

インゲン インゲン チャーリー チャーリー 登録失効

タマネギ タマネギ 浜育 浜育 登録失効

トマト トマト オレンジパルチェ パルチェ 登録失効

トマト トマト スイートミニオレンジ パルチェ 登録失効

ネギ 赤ネギ べにぞめ べにぞめ 登録失効

パセリ パセリ グランド グランド 登録失効

落花生 落花生 塩ゆで落花生 郷の香 登録失効

●花・果樹（花き園芸部販売分）

品目 販売品種名 登録名 登録番号 備考

アベリア アベリア ピンキーベル リン 23809

アメリカアジサイ アメリカアジサイ インクレディーボール Abetwo 24265

アメリカアジサイ アメリカアジサイ ピンクのアナベル NCHA1 24282

アメリカアジサイ アメリカアジサイ ピンクのアナベル2 NCHA2 28065

アメリカアジサイ 新しいアメリカアジサイ ルビーのアナベル NCHA3 28066

アンゲロニア アンゲロニア ミッドフレア ピンクバイカラー DANGEL862 27175

オキシペタルム シェーン　ブルー シェーン　ブルー 26847

カーネーション アンスール アンスール 28121

カーネーション イリアス イリアス 27529

カーネーション ウィンザー ウィンザー 25859

カーネーション カーネーション サキーネ キャンディーイエロー HIRO4号 27506

カーネーション カーネーション サキーネ バレンシア サキーネバレンシア 23894

カーネーション カーネーション サキーネ ベビーピンク サキーネベビーピンク 23896

カーネーション カーネーション サキーネ ベルベッドレッド サキーネベルベット　レッド 23895

カーネーション カイザー カイザー 23171

カーネーション カルミナ カルミナ 26742

カーネーション キスマーク キスマーク 27527

カーネーション キャロライン キャロライン 23174

カーネーション キュイン キュイン 26741

カーネーション ジミー ジミー 24846



カネコ種苗(株) 様

　※出願者が当社ではないものも含まれています。

カーネーション ズリゴ ズリゴ 22184

カーネーション セリシール セリシール 26744

カーネーション パフューム KS13258-02 28122

カーネーション ビルマニア ビルマニア 23178

カーネーション フェミニール フェミニール 26743

カーネーション ベビードール ベビードール 23179

カーネーション ホワイトベビードール ホワイトベビードール 25857

カーネーション マオ マオ 24845

カーネーション マドリード パドリード 26625

カーネーション マリル マリル 13065

カーネーション ミシェル ミシェル 20585

カーネーション ミユ ミユ 20586

カーネーション ルークス ルークス 25858

カーネーション ルメイユ ルメイユ 23180

カーネーション レージェ レージェ 23176

カーネーション レージェヴェルデ レージェヴェルデ 27526

カーネーション レージェマロン レージェマロン 24847

カスミソウ スターマイン BIT12 25365

カスミソウ メレンゲ Tosto 19779

グラジオラス 和名グラジオラス 常陸あけぼの 常陸あけぼの 16902

グラジオラス 和名グラジオラス 常陸はなよめ 常陸はなよめ 21324

スターチス インペリアル　ラベンダー インペリアル　ラベンダー 23270

スターチス エバーライト エバーライト 22194

スターチス グレース　ラベンダー グレース　ラベンダー 27760

スターチス シェリル　ルージュ シェリル　ルージュ 23271

スターチス ノアール DB43 25136

スターチス パープル　ポイント パープル　ポイント 20909

スターチス リード リード 25137

スターチス レーヌ　ラベンダー レーヌ　ラベンダー 27761

デルフィニウム アクティア アクティア 19391

デルフィニウム デルフィニウム アクティア アクティア 19391

ナデシコ オリビア キャンディーピンク ミニパラソル　パステルピンク 11188

ナデシコ オリビア スカーレット ミニパラソル　スカーレットH 15803

ナデシコ オリビア ホワイトアイ SHK 11 19126

ナデシコ オリビア ローズピンク ミニパラソル　ローズピンク 11902



カネコ種苗(株) 様

　※出願者が当社ではないものも含まれています。

日日草(ビンカ) 和風 日々草 あかね雲 せと福 RMR 25111

日日草(ビンカ) 和風 日々草 さざなみ せと福 CAP 21643

ノリウツギ ノリウツギ ファイヤーライト SMHPFL 27341

ノリウツギ ノリウツギ リトルホイップ イルボボ 26422

ノリウツギ ノリウツギ リトルライム リトル　ライム 26001

バーベナ バーベナ ラナイ キャンディーケーン VEAZ0011 25374

バーベナ バーベナ ラナイ ツイスターピンク FLAGDENA 23991

バコパ(ステラ) バコパ スコーピア ピンクハート DCOPGPKHRT 26341

バコパ(ステラ) バコパ スコーピア ブルー DANCOP37 23141

葉ボタン 光子 ルビースノウ ダークルビー 芳輝1号 18979

葉ボタン 光子 ルビーローズ ルビー＆ブラック 芳輝2号 18980

葉ボタン 黒葉ボタン ブラックダンス ギザ葉 芳銀想 27117

葉ボタン 黒葉ボタン ブラックダンス 丸葉 芳銀珠 27118

ビデンス シャインボール DBIDGOLDEM 27587

ブッドレア 姫ブッドレア 紅姫 紅姫 23916

ブッドレア 姫ブッドレア 藍姫 藍姫 23917

ブルーベリー ブルーベリー あまつぶ星 あまつぶ星 7176

ブルーベリー ブルーベリー はやばや星 はやばや星 11722

ペンタス ペンタス パニックタワー レッド PELA443 19653

ペンタス ランタナ パニックドーム オレンジバイカラー Grenadine 23822

マンデビラ サンパラソル アプリコット Sunpapri 27799

マンデビラ サンパラソル エンペラーズクリムゾン Sunpararekin 27797

マンデビラ サンパラソル クリムゾン サンマンデクリム 14755

マンデビラ サンパラソル ピンク サンマンデコス 14756

マンデビラ サンパラソル ホワイト サンマンデホ 8721

マンデビラ サンパラソル ルージュ Sunmandecripi 20517

ユリ オレンジココット オレンジココット 15099

アメリカアジサイ アナベルコンパクト NCHA5 登録出願中

アメリカアジサイ ライムのアナベル SMNHALR 登録出願中

カリブラコア キャンディーコア　オレンジ DCALNOADBZ 登録出願中

カーネーション ライトピンクビルマニア ライトピンクビルマニア 登録出願中

カーネーション ユカリチェリー ユカリチェリー 登録出願中

カーネーション オルセー PV10942SP 登録出願中

カーネーション アイラ（14343-01） アイラ 登録出願中

カーネーション クレーヌ（13011-03） クレーヌ 登録出願中



カネコ種苗(株) 様

　※出願者が当社ではないものも含まれています。

カーネーション ピュール KS13307-03 登録出願中

カーネーション ゼフィール KS14001-01 登録出願中

カーネーション ミレーヌ KS14215-03 登録出願中

カーネーション カルミナワイン カルミナ ワイン 登録出願中

カーネーション ラグジュアライトピンク KS14084-02 登録出願中

カーネーション コンティーチェリー KS15189-02 登録出願中

スターチス ブルー　フラッド KBPu1322 登録出願中

スターチス ノアールＴＬ KBPu1664S 登録出願中

スターチス プレミオ　ピンク KP1734S 登録出願中

スターチス グラビア　ピンク KP1736S 登録出願中

オキシペタルム オルキ　ブルー K15DB20 登録出願中

カスミソウ スターマインＴＬ スターマインTL 登録出願中

カスミソウ ナチュラル　ピンク DKNGYNATPK 登録出願中

カスミソウ タイニースター DKNGYTINYS 登録出願中

カーネーション ブーズロン KOBOUZ 登録失効

カーネーション キルシュ キルシュ 登録失効

カーネーション ファンタジスタ ファンタジスタ 登録失効

カーネーション ノルン ノルン 登録失効

スターチス ムーンライト ムーンライト 登録失効

デルフィニウム プラージュブルー プラージュブルー 登録失効

デルフィニウム プラージュパープル プラージュパープル 登録失効

デルフィニウム プラージュライトパープル プラージュライトパープル 登録失効

デルフィニウム スノークラウン プリームスノー 登録失効

デルフィニウム アルデブルー アルデブルー 登録失効

デルフィニウム ももか ももか 登録失効

デルフィニウム はるな はるな 登録失効

シクラメン プリマドンナパープル プリマドンナ　パープル 登録失効

ペンタス ペンタス パニックタワー ホワイト ポラリス 登録失効

ガウラ ガウラ サマーパピヨン ピンク KLEAU04262 登録失効

ガウラ ガウラ サマーパピヨン ホワイト KLEGL08618 登録失効

ブルーベリー ブルーベリー おおつぶ星 おおつぶ星 登録失効



カネコ種苗㈱　販売取扱い品種

●（種苗部販売分）

品目 販売名 品種名称 登録番号 育成者権の消滅日

カンショ シルクスイート HE３０６ 26480

カンショ べにはるか べにはるか 19255

カンショ パープルスイートロード パープルスイートロード 12277

カンショ ベニアズマ ベニアズマ 892 2000/7/19

バレイショ あかね風 あかね風 28224

バレイショ アルバン アルバン 21889

バレイショ アローワ アローワ 17442

バレイショ オホーツクチップ オホーツクチップ 14895

バレイショ きたかむい きたかむい 19543

バレイショ こがね丸 こがね丸 17448

バレイショ コロール コロール 14304

バレイショ サッシー サッシー 17444

バレイショ さやあかね さやあかね 17446

バレイショ シェリー シェリー 11710

バレイショ シャドークイン シャドークイーン 17574

バレイショ シンシア シンシア 10971

バレイショ チェルシー チェルシー 13877

バレイショ ディンキー ディンキー 22608

バレイショ ノーザンルビー ノーザンルビー 17447

バレイショ はるか はるか 17576

バレイショ ピルカ ピルカ 20750

バレイショ 紫月 紫月 22695

バレイショ ホッカイコガネ ホッカイコガネ 197 1997/2/4

バレイショ キタアカリ キタアカリ 1812 2003/12/14

バレイショ レッドムーン レッド　ムーン 2571 2006/2/22

バレイショ グランドペチカ グラウンドペチカ 7893 2006/3/31

バレイショ とうや とうや 4232 2010/1/27

バレイショ ベニアカリ ベニアカリ 5367 2012/2/29

バレイショ さやか さやか 6027 2013/1/23

バレイショ 十勝こがね 十勝こがね 8549 2020/12/23

バレイショ インカのめざめ インカのめざめ 8635 2021/2/10



サカタのタネ　品種登録状況（2021年3月17日現在）

商品名 品種名 登録番号 利用制限 備考

アジサイ スイートアリス KS4 品種登録出願中 なし

アジサイ ピンクダイヤモンド ピンクダイヤモンド 失効済 -

アジサイ プチ・ハッピー KS2 28060 なし

アジサイ ブルーアース碧い地球 KS1 27215 なし

アジサイ ブルーダイヤモンド ブルーダイヤモンド 失効済 -

アジサイ ブルーピコティー マナスルⅡ TBWE 19824 なし

アジサイ ベイビークミコ SM3 品種登録出願中 なし

アジサイ ホワイトダイヤモンド ホワイトダイヤモンド 失効済 -

アジサイ ユングフラウ ジェミニ ユングフラウ　ジェミニ 11552 なし

アジサイ ユングフラウ ピンク ユングフラウ　ピンク 9896 なし

アジサイ 夏海(なつみ) SY3 28058 なし

アジサイ 空色のしずく KS3 28061 なし

アジサイ 朝がすみ SY2 28057 なし

アスター あずみ スカーレット SAKAST045 19705 あり

アスター あずみ ブルー SAKAST049 19437 あり

アスター あずみ ホワイト SAKAST047 19436 あり

アスター あずみ ライトピンク SAKAST052 27467 あり

アスター あずみ ライトブルー SAKAST050 23943 あり

アスター あずみ ローズ SAKAST048 19707 あり

アスター あずみ ローズピンク SAKAST046 19706 あり

アスター あずみＸＬ ブルー　　　　 SAKAST055 品種登録出願中 あり

アスター あずみＸＬ ホワイト　　　 SAKAST056 品種登録出願中 あり

アスター あずみＸＬ レッド　　　　 SAKAST053 品種登録出願中 あり

アスター あずみＸＬ ローズ　　　　 SAKAST054 品種登録出願中 あり

アスター ステラ イエロー ステラ　イエロー 13649 あり

アスター ステラ カーマイン ステラ　カーマイン 失効済 -

アスター ステラ スカーレット ステラ　スカーレット 失効済 -

アスター ステラ ディープブルー SAKAST051 23944 あり

アスター ステラ ディープローズ ステラ　ディープローズ 9522 あり 登録品種期限満了日：2021/11/22

アスター ステラ トップブルー ステラ　トップブルー 失効済 -

アスター ステラ トップローズ ステラ　トップローズ 失効済 -

アスター ステラ ピンク SAKAST042 19434 あり

アスター ステラ ホワイト ステラ　ホワイト 失効済 -

アスター ステラ レッド ステラ　レッド 失効済 -

アスター ステラ ローズ ステラ　ローズ 失効済 -

アスター 松本ライトブルー 松本ライトブルー 失効済 -

アスター 松本 イエロー 松本イエロー 失効済 -

アスター 松本 クリアスカーレット 松本クリアースカーレット 失効済 -

アスター 松本 スカーレット 松本レッド 失効済 -

アスター 松本 トップパープル 松本トップパープル 失効済 -

アスター 松本 トップローズ 松本トップローズ 失効済 -

アスター 松本 ピンク 松本ピンク 失効済 -

アスター 松本 ラベンダーピンク 松本ラベンダーピンク 失効済 -

アスパラガス ウェルカムＡＴ Atticus 27869 なし

インゲンマメ サクサク王子 三郷VB2 13748 あり

インゲンマメ サクサク王子ネオ SAKBEA003 21775 あり

インゲンマメ プロップキング プロップキング 失効済 -

インゲンマメ ミニドカ ミニドカ 失効済 -

えんどう あずみ野30日絹莢ＰＭＲ あずみ野30日絹莢ＰＭＲ 失効済 -

えんどう かわな大莢ＰＭＲ かわな大莢ＰＭＲ 失効済 -

えんどう スナック スナック 失効済 -

えんどう スナック753 スナック753 失効済 -

えんどう つるなしスナック2号 つるなしスナック2号 失効済 -

えんどう ホルンスナック ホルンスナック 失効済 -

カーネーション カスタード SAKCAR111 品種登録出願中 あり

カーネーション サンセットブライト SAKCAR110 品種登録出願中 あり

カーネーション ハイママ！ SAKCAR112 品種登録出願中 あり

カーネーション バンビーノ バンビーノ 失効済 -

カーネーション プリティ あかね プリティ　あかね 18832 あり

カーネーション プリティ さくら 掛川AX3 15054 あり

カーネーション プリティ ローズ プリティ　セリース 失効済 -

カーネーション プリティ ワイン 掛川AX6 16342 あり

カーネーション ホットハート SAKCAR108 28096 あり

カーネーション ライジングサン SAKCAR109 品種登録出願中 あり

カーネーション 感謝の気持ち SAKCAR102 27522 あり

カボチャ　 コリンキー コリンキー 10479 あり 登録品種期限満了日：2022/12/16

カボチャ　 プッチーニ プッチーニ 失効済 -

カボチャ　 べにくり べにくり 25974 あり

カリブラコア ふわリッチ  ラズベリー SAKCAL111 23939 あり

カリブラコア ふわリッチ　イエロー SAKCAL115 品種登録出願中 あり

カリブラコア ふわリッチ　イエロータイガー SAKCAL116 品種登録出願中 あり

カリブラコア ふわリッチ　ホワイト SAKCAL108 23926 あり

カリブラコア ふわリッチ　ラベンダー SAKCAL112 23940 あり

※登録品種期限満了日は2年以内に迎えるものを記載しています

ここに掲載されているのは当社販売中商品における最新の権利状況です。当社の最新の情報をまとめていますが、品種登録に関する農林水産省の品種登録ホームページ
（http://www.hinshu2.maff.go.jp/）も合わせてご参照ください。
今回（3/15）更新（変更・追記）した部分は水色地の部分です。
※3月16日追加：利用制限部分4点赤字で修正いたしました。
※3月17日追加：イエローキャロル追加・利用制限部分12点赤字で修正いたしました。

※利用制限の「あり」は全て「海外持出禁止（農林水産大臣公示有）」



商品名 品種名 登録番号 利用制限 備考

カリブラコア ふわリッチ　レッド SAKCAL105 23923 あり

カリブラコア ふわリッチ　ローズピンク SAKCAL104 23922 あり

カレンジュラ シトラス アイボリー SAKCAL003 27399 あり

カレンジュラ シトラス クリアサーモン SAKCAL002 26281 あり

カンパニュラ メイパープルマーデン メイパープルマーデン 失効済 -

カンパニュラ メイブルー メイブルー 失効済 -

キキョウ センチメンタルブルー センチメンタルブルー 失効済 -

キャベツ 青琳 SAKCAB001 20650 あり

キュウリ フリーダムハウス1号 フリーダム 失効済 -

キュウリ リル リル 失効済 -

クリサンセマム ムルチコーレ アップライト イエロー    HANMUL001 17738 あり

ケイトウ きもの イエロー きもの　エロー 失効済 -

ケイトウ きもの オレンジ きもの　オレンジ 失効済 -

ケイトウ きもの スカーレット きもの　スカーレット 失効済 -

ケイトウ きもの ライトサーモン きもの　ライトサーモン 失効済 -

ケイトウ きもの ローズ きもの　ローズ 失効済 -

ケイトウ センチュリー ピンク SAKCEL001 25116 あり

ケイトウ 久留米 アーリーローズ       アーリーローズ 失効済 -

ケイトウ 久留米 サカタ プライド(Ver.2)   SAKCEL002 品種登録出願中 あり

ケイトウ 高性羽毛 アプリコット ブランデー    アプリコット　ブランデー 失効済 -

コスモス キャンパス イエロー イエロー　キャンパス 9808 あり 登録品種期限満了日：2022/3/1

コスモス キャンパス オレンジ オレンジ　キャンパス 9809 あり 登録品種期限満了日：2022/3/1

コスモス キャンパス クリムソン クリムソンキャンパス 13425 あり

コスモス キャンパス ディープレッド ディープレッド　キャンパス 14792 あり

コスモス ベルサイユ ピンク ピンクベルサイユ 失効済 -

コスモス ベルサイユ ホワイト ホワイトベルサイユ 失効済 -

コスモス ロード イエロー エロー　ロード 失効済 -

コスモス ロード オレンジ オレンジ　ロード 失効済 -

コスモス ロード スカーレット スカーレット　ロード 失効済 -

コリウス ゴリラ モザイク 掛川CE15 14828 あり

コリウス ゴリラ レッド 掛川CE12 14831 あり

コリウス ゴリラ ローズ 掛川CE14 14829 あり

ザイライナタネ オータムポエム オータムポエム 失効済 -

ジニア プロフュージョン アプリコット プロフュージョンアプリコット 14323 あり

ジニア プロフュージョン オレンジ プロフュージョンオレンジ 失効済 -

ジニア プロフュージョン コーラルピンク プロフュージョンコーラルピンク 14921 あり

ジニア プロフュージョン ダブル イエロー SAKZIN012 23992 あり

ジニア プロフュージョン ダブル ゴールデン SAKZIN008 18201 あり

ジニア プロフュージョン ダブル ディープサーモン SAKZIN013 24987 あり

ジニア プロフュージョン ダブル ファイアー SAKZIN010 21549 あり

ジニア プロフュージョン ダブル ホットチェリー SAKZIN014 23993 あり

ジニア プロフュージョン ダブル ホワイト SAKZIN009 18202 あり

ジニア プロフュージョン ダブルレッド SAKZIN018 品種登録出願中 あり

ジニア プロフュージョン チェリー プロフュージョンチェリー 失効済 -

ジニア プロフュージョン チェリーバイカラー SAKZIN017 27225 あり

ジニア プロフュージョン ファイアー プロフュージョンファイアー 14322 あり

ジニア プロフュージョン ホワイト プロフュージョン　ホワイト 11121 あり 登録品種期限満了日：2023/3/17

ジニア プロフュージョン レッド SAKZIN015 26517 あり

ジニア プロフュージョン レッドイエローバイカラー SAKZIN020 品種登録出願中 あり

ジニア プロフュージョン レモン SAKZIN016 26518 あり

ジプソフィラ ジプシー　ホワイト(ver.2) SAKGYP002 品種登録出願中 あり

シュンギク さとゆたか さとゆたか 失効済 -

ストック  秋の光            秋の光 失効済 -

ストック  雪波             雪波 失効済 -

ストック アーリーアイアン チェリー KSST-CH 27127 あり

ストック アーリーアイアン ディープイエロー KSST-DY 品種登録出願中 あり

ストック アーリーアイアン ピンク KSST-P 24973 あり

ストック アーリーアイアン ホワイト KSST-WH 品種登録出願中 あり

ストック アーリーアイアン マリン KSST-M 26836 あり

ストック アーリーアイアン ローズピンク KSST-DR 品種登録出願中 あり

ストック アーリーアロー ホワイト KSST-AAW 26838 あり

ストック アーリーアロー ホワイト２ KSST-HDWH 品種登録出願中 あり

ストック アイアン アプリコット アプリコット　アイアン 8955 なし 登録品種期限満了日：2021/3/28

ストック アイアン イエロー イエロー　アイアン 8958 なし 登録品種期限満了日：2021/3/28

ストック アイアン チェリー 麗王 失効済 -

ストック アイアン ディープピンク ディープピンク　アイアン 12313 あり

ストック アイアン パープル パープル　アイアン 14793 あり

ストック アイアン ピンク ピンク　アイアン 8956 なし 登録品種期限満了日：2021/3/28

ストック アイアン フェアリーピンク KSST-AFP 24974 あり

ストック アイアン ブルー ブルー　アイアン 22899 あり

ストック アイアン ホワイト ホワイト　アイアン 12312 あり

ストック アイアン マリン ペイルブルー　アイアン 17872 あり

ストック アイアン ローズ ローズアイアン 9817 あり 登録品種期限満了日：2022/3/1

ストック アイアン ローズピンク ローズピンク　アイアン 18184 あり

ストック アロー ホワイト ホワイト　ブラッシュ 24600 あり

ストック カルテット アプリコット2 アプリコット　チルドレン　Ⅱ 8959 なし 登録品種期限満了日：2021/3/28

ストック カルテット イエロー2 イエロー　チルドレン　Ⅱ 10492 あり 登録品種期限満了日：2022/9/4

ストック カルテット クールピンク クールピンクカル 失効済 -

ストック カルテット チェリー チェリーカル 失効済 -

ストック カルテット ディープイエロー ディープイエロー　チルドレン 19829 あり

ストック カルテット ディープピンクフラッシュ ディープピンクフラッシュ　チルドレン 26837 あり

(株)サカタのタネ 様



商品名 品種名 登録番号 利用制限 備考

ストック カルテット パープル パープルチルドレン 9813 あり 登録品種期限満了日：2022/3/1

ストック カルテット ピンク ピンクカル 失効済 -

ストック カルテット ピンクフラッシュ ピンクフラッシュ　チルドレン 24972 あり

ストック カルテット ファンタジー ファンタジー　チルドレン 11123 あり 登録品種期限満了日：2023/3/17

ストック カルテット ブルー ブルーカル 失効済 -

ストック カルテット ブルーフラッシュ ブルーフラッシュ　チルドレン 失効済 -

ストック カルテット ホワイト ホワイトカル 失効済 -

ストック カルテット マリン マリンチルドレン 9814 あり 登録品種期限満了日：2022/3/1

ストック カルテット マリンフラッシュ マリンフラッシュ　チルドレン 19827 あり

ストック カルテット ラベンダー ラベンダーカル 失効済 -

ストック カルテット レッド2 レッド　チルドレン　ツウ 23734 あり

ストック カルテット ローズ ローズカル 失効済 -

ストック カルテット ワイン レッド　パープル　チルドレン 失効済 -

ストック キッド イエロー イエロー　ブラウズ 23732 あり

ストック キッド ホワイト ホワイト　ブラウズ 19831 あり

ストック スパーク イエロー イエロースパーク 9815 あり 登録品種期限満了日：2022/3/1

ストック スパーク ホワイト2 ホワイト　スパーク　ツー 26835 あり

ストック ハイカルテット チェリー 170-S-CH 26840 あり

ストック ハイカルテット ホワイト 81-S-W 26841 あり

ストック ハイカルテット マリン 55-S-MR 27128 あり

ストック ファミリー アプリコット アプリコット　パーク 14063 あり

ストック ファミリー ピンク ピンクファミリー 9819 あり 登録品種期限満了日：2022/3/1

ストック ファミリー ホワイト ホワイトファミリー 9818 あり 登録品種期限満了日：2022/3/1

ストック ファミリー マリン ペイルブルー　パーク 15273 あり

ストック ベイビー アプリコット ミニクロ　アプリコット 22901 あり

ストック ベイビー イエロー ミニクロ　イエロー 22905 あり

ストック ベイビー クリアピンク ミニクロ　パープリッシュピンク 23733 あり

ストック ベイビー クリーム ミニクロ　クリーム 失効済 -

ストック ベイビー チェリー ミニクロ　ライトピンク 21342 あり

ストック ベイビー パープル ミニクロ　パープル 21337 あり

ストック ベイビー ハイダブル　イエロー ミニクロHDY 品種登録出願中 あり

ストック ベイビー ハイダブル クリーム ミニクロ HDC 24969 あり

ストック ベイビー ハイダブル ホワイト ミニクロ HDW 24968 あり

ストック ベイビー ピンク ミニクロ　ピンク 22906 あり

ストック ベイビー ピンクフラッシュ ミニクロ　ファジーピンク 26839 あり

ストック ベイビー ブルー ミニクロ　ブルー 24971 あり

ストック ベイビー ホワイト ミニクロ　ホワイト 21340 あり

ストック ベイビー マリン ミニクロ　ライトブルー 21335 あり

ストック ベイビー ライトブルーフラッシュ ミニクロ　ファジーブルー 22903 あり

ストック ベイビー ラブリーピンク ミニクロ　ディープチェリー 22904 あり

ストック ベイビー レインボー ミニクロ　クリーミーピンク 26844 あり

ストック ベイビー レッド ミニクロ　レッド 22902 あり

ストック ベイビー ローズ ミニクロ　ライトレッド 21341 あり

ストック レボリューション イエロー2 イエロー　レボリューション　Ⅱ 14067 あり

ストック レボリューション ホワイト2 ホワイト　レボリューション 9810 あり 登録品種期限満了日：2022/3/1

スベリヒユ サンちゅらか  キャンディーブーケ　イエロー SAKPOR012 25731 あり

スベリヒユ サンちゅらか  キャンディーブーケ　ローズ SAKPOR010 25729 あり

スベリヒユ サンちゅらか　キャンディーブーケ　オレンジ SAKPOR019 品種登録出願中 あり

スベリヒユ サンちゅらか　キャンディーブーケ　ピンク SAKPOR011 25730 あり

スベリヒユ サンちゅらか　キャンディーブーケ　ホワイト SAKPOR018 品種登録出願中 あり

スベリヒユ サンちゅらか　キャンディーブーケ　ライトピンク SAKPOR017 27637 あり

スベリヒユ サンちゅらか　キャンディーブーケ　レッド SAKPOR009 25728 あり

スベリヒユ サンちゅらか　キャンディーブーケ　ローズバイカラー SAKPOR020 品種登録出願中 あり

センニチコウ ちなつ パープル 三郷DA2 16599 あり

センニチコウ ちなつ ホワイト 三郷DA3 16600 あり

センニチコウ ネオン ホワイト SAKGOM002 20701 あり

センニチコウ ネオン ラベンダー SAKGOM001 20700 あり

センニチコウ ネオン ローズ 掛川DA1 11609 あり

センニチコウ ネオン ローズ（ver.2) SAKGOM006 品種登録出願中 あり

ソラマメ 打越緑一寸 打越緑一寸 失効済 -

ソラマメ 駒栄 駒栄 失効済 -

ダイアンサス フォトン ローズ フォトン　ローズ 失効済 -

ダイアンサス ミーティア ピンク ミーサス　ピンク 失効済 -

ダイアンサス ミーティア ホワイト ミーサス　ホワイト 失効済 -

ダイズ（エダマメ） いきなまる SAKSOY004 22310 あり

ダイズ（エダマメ） おつな姫 三郷WA1 14306 あり

ダイズ（エダマメ） とびきり SAKSOY007 26343 あり

ダイズ（エダマメ） ふさみどり ふさみどり 12834 あり

ダイズ（エダマメ） 夕涼み 夕涼み 失効済 -

ダイズ（エダマメ） 夏の声 夏の声 失効済 -

タマネギ ルビールージュ TFY-075 21786 あり

ツケナ さがみグリーン さがみグリーン 7905 あり

デージー アーリーポンポネット　 ローズ　 カリノ　ローズ 失効済 -

トウガラシ 実祭り ひな祭り ひな祭 失効済 -

トウガラシ 実祭り 花祭り 花祭 失効済 -

トウガラシ 実祭り 秋祭り 秋祭り 失効済 -

トウガラシ 実祭り 夢祭り 夢祭 失効済 -

トウガラシ 実祭り 夜祭り 夜祭 失効済 -

トウガラシ 実祭り 矢祭り 矢祭 失効済 -

トウガラシ(ピーマン) セニョリータ（レッド） 掛川01 10878 あり 登録品種期限満了日：2022/12/16

トマト イエローキャロル イエローキャロル 失効済 -

(株)サカタのタネ 様



商品名 品種名 登録番号 利用制限 備考

トマト キャロル7 キャロル7 失効済 -

トマト パルト SAKTOM011 23569 あり

トマト ルネッサンス あいさか2号 12709 なし

トマト レジナ レジナ 失効済 -

ニチニチソウ エクエイター ブルー SAKVIN014 失効済 -

ニチニチソウ エクエイター ベルベット 掛川EP6 失効済 -

ニチニチソウ エクエイター ホワイトアイ 掛川EP9 失効済 -

ニチニチソウ エクエイター ライトピンク 掛川EP11 失効済 -

ニチニチソウ エクエイター ラベンダー 掛川EP8 失効済 -

ニチニチソウ エクエイター レッド 掛川EP2 失効済 -

ニチニチソウ エクエイター ローズ 掛川EP3 失効済 -

ニューギニアインパチェンス サンパチェンス　オーキッド SAKIMP053 品種登録出願中 あり

ニューギニアインパチェンス サンパチェンス　オレンジ サンパチェンス　オレンジ 品種登録出願中 あり

ニューギニアインパチェンス サンパチェンス　シェルピンク SAKIMP035 26472 あり

ニューギニアインパチェンス サンパチェンス　スカーレット サンパチェンス　スカーレット 品種登録出願中 あり

ニューギニアインパチェンス サンパチェンス　スプラッシュオレンジ SAKIMP055 品種登録出願中 あり

ニューギニアインパチェンス サンパチェンス　スプラッシュホワイト SAKIMP018 21362 あり

ニューギニアインパチェンス サンパチェンス　パープル SAKIMP044 27272 あり

ニューギニアインパチェンス サンパチェンス　パッションオレンジ SAKIMP025 25664 あり

ニューギニアインパチェンス サンパチェンス　ピンクキス SAKIMP043 品種登録出願中 あり

ニューギニアインパチェンス サンパチェンス　ブラッシュピンク SAKIMP013 20076 あり

ニューギニアインパチェンス サンパチェンス　ホワイト SAKIMP027 23859 あり

ニューギニアインパチェンス サンパチェンス　マジェンタ SAKIMP029 23861 あり

ニューギニアインパチェンス サンパチェンス　ラベンダースプラッシュ SAKIMP058 品種登録出願中 あり

ニューギニアインパチェンス サンパチェンス　レッド SAKIMP048 品種登録出願中 あり

ニューギニアインパチェンス サンパチェンス　ローズピンク SAKIMP052 品種登録出願中 あり

ニューギニアインパチェンス サンパティオ　オレンジ SAKIMP056 品種登録出願中 あり

ニューギニアインパチェンス サンパティオ　パープル SAKIMP051 品種登録出願中 あり

ニューギニアインパチェンス サンパティオ　ホワイト SAKIMP050 品種登録出願中 あり

ネギ 湘南一本 湘南一本 15544 あり

ヒマワリ  小夏             プロン 失効済 -

ブロッコリー スティックセニョール スティックセニョール 失効済 -

ペチュニア カラーワークス　バイオレットスター SAKPET098 品種登録出願中 あり

ペチュニア カラーワークス　ピンクスター SAKPET104 品種登録出願中 あり

ペチュニア カラーワークス　ローズスター SAKPET096 品種登録出願中 あり

ペチュニア 春きらり　きなこ SAKPXC017 品種登録出願中 あり

ペチュニア 春きらり　すもも SAKPXC026 品種登録出願中 あり

ペチュニア ビューティカル　キャラメルイエロー SAKPXC024 品種登録出願中 あり

ペチュニア ビューティカル　サンレイピンク SAKPXC022 品種登録出願中 あり

ペチュニア ビューティカル　シナモン SAKPXC021 品種登録出願中 あり

ペチュニア ビューティカル　フレンチバニラ SAKPXC020 品種登録出願中 あり

ペチュニア ビューティカル　ボルドー SAKPXC023 品種登録出願中 あり

リンドウ　　　　　　　　　　　 クラリナ　サファイア　　　　　 SAKGEN001 26627 あり

レタス インターセプト SAKLET011 24333 あり

レタス エムラップ231 エムラップ231 失効済 -

レタス オーディブル SAKLET006 21764 あり

レタス シグマ シグマ 10377 あり 登録品種期限満了日：2022/7/10

レタス ツインセット SAKLET010 25251 あり

レタス なんそうべに なんそうべに 失効済 -

レタス パワースイープ SAKLET009 23486 あり

レタス フリフリッカー SAKLET007 23480 あり

レタス ブルラッシュ SAKLET013 26551 あり

レタス ペネトレイト SAKLET014 品種登録出願中 あり

レタス リバーグリーン フュージョン 10378 あり 登録品種期限満了日：2022/7/10
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