
NO 品　　種　　名 系統 花色

1 アイスバーグ FL 白色

2 アプリコット キャンディ HT 橙色

3 あゆみ HT 黄色

4 アライブ HT 桃色

5 アンティーク レース FL ベージュ

6 アンドレ グランディエ® HT 黄色

7 伊豆の踊子 FL 黄色

8 エンチャンティッド イブニング FL 紫色

9 王妃アントワネット® HT 濃桃色

10 オドゥール ダムール HT 桃色

11 ガーデン オブ ローゼズ FL 杏色

12 カインダ ブルー HT 紫色

13 薫乃 FL 杏～桃色

14 カリエンテ Min 赤色

15 クィーン エリザベス HT 桃色

16 グレーテル FL 覆輪・複色 白ﾋﾟﾝｸ

17 グレーフィン ディアナ HT 濃紫色

18 黒蝶 FL 濃赤色

19 ゲーテ ローズ HT 濃紫色

20 恋きらら FL 黄色

21 恋結び（こいむすび） HT 濃桃色

22 ゴールデン ボーダー FL 黄色

23 コケット ロマンティカ® Sh 白色

24 ゴスペル　 HT 濃紫色

25 ゴルデルゼ FL 橙色

26 コンスタンツェ モーツァルト FL 淡桃色

27 サンライト ロマンティカ® FL 黄色

28 ジークフリート FL 赤色

29 シトロナード FL 淡黄色～淡ピンク

30 しののめ FL 淡桃色

31 しのぶれど FL 紫色

32 ジプシー ソウル HT 濃紫色

33 ジュビレ デュ プリンス ドゥ モナコ FL 覆輪・複色　白赤

34 スーリール ドゥ モナリザ Sh 赤色

35 スカーレット ボニカ® FL 赤色

バラ入荷予定品種リスト
※生産状況などにより入荷しない品種もあります。ご了承ください。

京成バラ園芸（カタログ品種）



NO 品　　種　　名 系統 花色

36 ステファニー グッテンベルク FL 淡桃色

37 聖火 HT 覆輪・複色　白ピンク

38 センティッドエアー FL 濃桃～紫色

39 ダブル ディライト HT 覆輪・複色　白赤

40 ダブル ノックアウト FL 赤色

41 チェリー ボニカ® FL 赤色

42 ティアーモ HT 赤色

43 ディープ ボルドー FL 濃赤色

44 ディズニー ランド ローズ FL 覆輪・複色　オレンジピンク

45 ティップン トップ HT 黄色

46 デュエット バルコニア FL 覆輪・複色 白ﾋﾟﾝｸ

47 トイ トイ トイ！ FL 覆輪・複色 赤黄

48 熱情 HT 赤色

49 ノヴァーリス HT 紫色

50 ノスタルジィ HT 覆輪・複色　白赤

51 バイランド FL 桃色

52 パシュミナ® FL 覆輪・複色 白ﾋﾟﾝｸ

53 花山吹 HT 覆輪・複色

54 パパ メイアン HT 濃赤色

55 春乃 FL 淡桃色

56 パローレ HT 濃桃色

57 ハンス ゲーネバイン Sh 桃色

58 ピース HT 覆輪・複色　黄ピンク

59 ピエール ドゥ ロンサール® CL 覆輪・複色

60 ビブ ラ マリエ！ HT 白色

61 ビブ レ バカンス！ FL 橙色

62 フェルゼン伯爵® FL 紫色

63 フューチャー パフューム HT 桃色

64 ブラスバンド FL 覆輪・複色　オレンジ黄

65 ブラック ゴールド HT 覆輪・複色　赤黄

66 プラム パーフェクトTM FL 紫色

67 プリンセス アイコ FL 桃色

68 プリンセス ヴェールTM FL 淡桃色

69 プリンセス シャルレーヌ ドゥ モナコ HT 杏～桃色

70 プリンセス ドゥ モナコ HT 覆輪・複色　白ピンク

71 プリンセス ミチコ FL 橙色

72 ブルー バユー FL 紫色

73 ブルー ムーン HT 紫色

74 フレグラント アプリコット FL 杏～黄色



NO 品　　種　　名 系統 花色

75 ベビー ロマンティカ FL 覆輪・複色　オレンジピンク

76 ベルサイユのばら® HT 濃赤色

77 ヘンリー フォンダ HT 黄色

78 芳純 HT 濃桃色

79 ポラリス アルファ FL 黄色

80 ホリデー アイランド ピオニー HT 覆輪・複色　白ピンク

81 ボレロ FL 白色

82 ホワイト クリスマス HT 白色

83 マイガーデン® HT 桃色

84 マドモアゼル メイアン HT 杏～桃色

85 マヌウ メイアン HT 濃桃色

86 マヨルカ HT 赤色

87 メルヘンツァウバー FL 杏～淡桃

88 桃香 HT 桃色

89 結愛 FL 桃色

90 夢香 FL 桃色

91 ヨハネ パウロ 2世 HT 白色

92 ライラック ビューティ HT 紫色

93 ラリッサ バルコニア FL 淡桃色

94 リモンチェッロ Sh(ｺﾝﾊﾟｸﾄ） 黄色

95 ルージュ ピエール ドゥ ロンサール® CL 濃赤色

96 ルージュ ロワイヤル® HT 濃赤色

97 ルビー フラワー カーニバル FL 濃赤色

98 レッド レオナルド ダ ビンチ Sh 赤色

99 レモン フィズ FL 黄色

100 レヨン ドゥ ソレイユ FL 黄色

101 ロースﾞ うらら FL 桃色

102 ローズ ヨコハマ HT 黄色

103 ロートケプヘン Sh 赤色

104 ロザリー ラ モリエール® FL 淡桃色

105 ロマンティック アンティーク HT 杏桃色



NO 商品名 花色

1 イモージェン レモンイエロー

2 ヴァネッサ・ベル ソフトレモンイエロー

3 ウィズレー2008 ソフトピンク

4 ウォラトン・オールド・ホール バターイエロー／クリーム

5 エミリー･ブロンテ ソフトピンク～アプリコット

6 エル・ディ・ブレスウェイト ビビットクリムゾン

7 オリビア・ローズ・オースチン ソフトピンク

8 ガートルード・ジェキル リッチピンク

9 ガブリエル・オーク 濃いピンク

10 クィーン・オブ・スウェーデン ソフトピンク

11 クラウン・プリンセス・マルガリータ アプリコット／オレンジ

12 グラハム・卜一マス リッチイエロー

13 クレア・オースチン クリーミーホワイト

14 グレイス アプリコット

15 ゴールデン・セレブレーション リッチイエロー

16 コンスタンス・スプライ リッチピンク

17 ザ ・ ウエッジウッド・ローズ ソフトピンク

18 ザ・カントリー・パーソン イエロー

19 ザ・ピルグリム ソフトイエロー

20 ザ・ミル・オン・ザ・フロス ピンク

21 ザ・レディ・ガーデナー リッチアプリコット

22 サイラス・マーナ― ピンク

23 サマー・ソング カッパーオレンジ

24 ジ・エンシェント・マリナー ソフトピンク

25 ジェームズ・L・オースチン チェリーピンク

26 ジェームズ・ギャルウェイ ミディアムピンク

27 ジェントル・ハーマイオニー ソフトピンク

28 シャーロット・オースチン ソフトイエロー

29 ジュード・ジ・オブスキュア バフイエロー

30 ジュビリー・セレブレーション サーモン／ピンク

31 ストロベリー・ヒル ウォームピンク

32 セプタード・アイル ソフトピンク

33 ダーシー・バッセル リッチクリムゾン

34 ティージング・ジョージア リッチイエロー

35 デイム・ジュディ・デンチ アプリコット

36 デスデモーナ ピュアホワイト

37 トランクウィリティー ホワイト

イングリッシュローズ



38 プリンセス・アレキサンドラ・オブ・ケント ウォームピンク

39 プリンセス・アン ディープピンク

40 ベンジャミンブリテン ディープレッド／ピンク

41 ボスコベル リッチサーモン

42 ムンステッド・ウッド ディープクリムゾン

43 メアリー・ローズ ミディアムピンク

44 モーティマー・サックラー ソフトピンク

45 モリニュー リッチイエロー

46 ユーステイシア・ヴァイ アプリコットピンク

47 レディー・エマ・ハミルトン オレンジ／イエロー

48 レディー・オブ・シャーロット ペールブロンズ／オレンジ

49 ロアルド・ダール オレンジレッド／ピーチ

50 ロイヤルジュビリー ディープピンク

NO 商品名 花色

1 アマンディーン・シャネル ラズベリーピンク

2 アン＝ソフィー・ピック ピンク

3 ジェヌヴィエーブ・オルシ アプリコットイエロー

4 ソニア・リキエル ピンク

5 ダン・ポンセ ピンク

6 パスカル・レジティマス クリーム～ピンク

7 プリ・P.J.・ルドゥーテ アプリコット/ピンク

8 フローレンス・デルアットル ペールピンク／モーヴ

9 マルク・アントン・シャルポンティエ イエロー～クリーム

10 モニーク・ダーヴ パウダーピンク／白

11 モニーク・ブイグ パウダーピンク／桃覆輪

12 モンプレジール 濃紅紫色

13 ラデュレ ラズベリー

14 レスポワール クリムゾンレッド

15 ローズ・ブルイィ クリーム～ピンク

ギヨー



NO 商品名 花色

1 青の軌跡〔あおのきせき〕 シルバー・ブルー

2 青のレクイエム 藤色

3 アナ ２０１４ ソフトピンク

4 イーハトーブの風 サーモンピンク

5 イーハトーブの香 アプリコット／ピンク

6 オレンジ・フェイス イエロー／オレンジピンク

7 オンディーナ ブルー

8 伽羅奢〔がらしゃ〕 淡桃～白

9 ファンタスティック イエロー

10 風香（ふうか） アプリコット/ピンク

11 ブラッシング・アイスバーグ 白地に桜色の白筋模様

12 ベルベティ・トワイライト パープル

13 真宙〔まそら〕 アプリコットピンク

14 真夜〔まよ〕 黒赤～パープル

15 夢紫〔ゆめむらさき〕 紫

NO 商品名 花色

1 アイズ・フォー・ユー 白～ピンクに中心が紫

2 ブルー・フォー・ユー 青紫

3 ラプソディ・イン・ブルー 濃紫

禅ローズ

ワーナー



NO 商品名

1 アレゴリー

2 エドゥアール・マネ

3 オマージュ･ア・バルバラ

4 ギー・サヴォア

5 クロード・モネ

6 サント・ノーレ

7 シャトー・ドゥ・シュベルニー

8 シャンテ・ロゼ・ミサト

9 ソフィー・ロシャス

10 ナエマ

11 パブロワ　　　　NEW

12 ピンク・パラダイス

13 フラゴナール

14 プラリーヌ・ルージュ

15 ブリーズ

16 ペッシュ・ボンボン

17 マルク・シャガール

18 モーリス・ユトリロ

19 ラ・ドルチェ・ヴィータ

20 ラ・パリジェンヌ

21 レッド・イントゥーション

22 ローズ・ポンパドゥール

23 ロースシナクティフ

デルバール



NO 商品名

1 アンナプルナ

2 ヴァンデ・グローブ

3 オーブ・レジェール

4 ピンク・ビンテージ　　　  NEW

5 ミステリューズ

6 ランタン・シトロイユ

NO 商品名

1 アリュマージュ                            NEW

2 アルチーナ

3 オデュッセイア

4 キルケ

5 クリード　　　                          　　NEW

6 シェエラザード

7 シャドウ・オブ・ザ・ムーン            NEW

8 シャリマー

9 ダフネ

10 トロイメライ　　                          　NEW

11 ブルー・グラビティ―　　            　NEW

12 フレーズ　　　　　　　　　               NEW

13 ベルスーズ                                NEW

14 マイローズ

15 リュシオール　　                       　NEW

16 リラ　　　　　　                           　NEW

17 ル・サブリエ

ドリュ

ロサ・オリエンティス



NO 商品名

1 アリエッタ

2 ガブリエル

3 カルト・ナージュ

4 クロッシェ

5 コフレ　　　　   　　　                     NEW

6 サフィレット

7 ドレープ    　　　                          NEW

8 フィレール

9 ブルー・ムーン・ストーン

10 ブロドリー

11 マリーヌ

12 ラ・マリエ

13 リュバン　　　　 　　　                    NEW

14 爽

15 夜来香

河本バラ園
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