
No. 系統

1 あ アイスバーグ FL

2 アド ーア　 ロマンティ カ HT

3 アプリ コッ ト 　 キャンディ HT

4 あゆみ HT

5 アライブ HT

6 アンティ ーク　 レース FL

7 杏奈（ あんな） FL

8 伊豆の踊子（ いずのおどり こ ） FL

9 オド ゥ ール　 ダムール HT

10 か ガーデン　 オブ　 ローゼズ FL

11 快挙®（ かいきょ ） HT

12 カインダ　 ブルー HT

13 薫乃（ かおるの） FL

14 クシェ ル HT

15 グラマラス　 ラッ フル ﾕﾆー ｸ/木ﾊ゙ ﾗﾀｲﾌﾟ

16 Ｇ ． Ｄ ． ルイーズ（ グランド ダッ チェ スルイーズ） HT

17 クリ ーミ ー　 エデン FL

18 クリ スチャン　 ディ オール HT

19 グレーテル FL

20 グレーフィ ン　 ディ アナ HT

21 クレムド ゥ メ イアン HT

22 黒真珠（ く ろしんじゅ） HT

23 ゲーテ　 ローズ HT

24 恋きらら （ こいきらら ） FL

25 恋結び（ こいむすび） HT

26 ゴールデン　 ボーダー FL

27 コケッ ト 　 ロマンティ カ® Sh

28 ゴスペル　 HT

29 ゴルデルゼ FL

30 コンスタンツェ 　 モーツァルト FL

31 さ サニー　 アンティ ーク HT

32 サンライト 　 ロマンティ カ® FL

33 ジークフリ ート FL

34 シークレッ ト 　 パフューム HT

35 シト ロナード FL

36 しのぶれど FL

37 シビュラ ﾊﾏﾅｼ

38 ジプシー　 ソウル HT

39 シャルル　 ド ゥ 　 ゴール HT

鉢バラ６ 号入荷品種リ スト
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No. 系統品種名

40 ジュビレ　 デュ　 プリ ンス　 ド ゥ 　 モナコ FL

41 スーリ ール　 ド ゥ 　 モナリ ザ Sh

42 スカーレッ ト 　 ボニカ® FL

43 ステファニー　 グッ テンベルク FL

44 スピネル FL

45 聖火(せいか） HT

46 センティ ッ ド エアー FL

47 た ダブル　 ディ ライト HT

48 ダブル　 ノ ッ クアウト FL

49 チェ リ ー　 ボニカ® FL

50 ティ アーモ HT

51 ディ ープ　 ボルド ー FL

52 ディ ズニー　 ランド 　 ローズ FL

53 ティ ッ プン　 ト ッ プ HT

54 デュエッ ト 　 バルコニア FL

55 ト イ　 ト イ　 ト イ！ FL

56 な 熱情（ ねつじ ょ う ） HT

57 ノ ウ゛ ァーリ ス HT

58 ノ スタルジィ HT

59 は パール　 イヤリ ング HT

60 バイランド FL

61 パシュミ ナ® FL

62 パパ　 メ イアン HT

63 パフューム　 ド レス CL

64 春乃（ はるの） FL

65 パローレ HT

66 ハンス　 ゲーネバイン Sh

67 ピース HT

68 ビブ　 ラ　 マリ エ！ HT

69 ビブ　 レ　 バカンス！ FL

70 ピンク　 サクリ ーナ Sh

71 ファ イヤワークス　 ラッ フル FL

72 フォーランマリ ア FL

73 フューチャー　 パフューム HT

74 ブラスバンド FL

75 プラム　 パーフェ クト ® FL

76 フランクリ ー　 スカーレッ ト FL

77 プリ ンセス　 アイコ FL

78 プリ ンセス　 ウ゛ ェ ール® FL

79 プリ ンセス　 シャルレーヌ　 ド ゥ 　 モナコ HT



No. 系統品種名

80 プリ ンセス　 ド ゥ 　 モナコ HT

81 プリ ンセス　 ミ チコ FL

82 ブルー　 パーフューム HT

83 ブルー　 バユー FL

84 ブルー　 ムーン HT

85 フレグラント 　 アプリ コッ ト FL

86 ベビー　 ロマンティ カ FL

87 ヘンリ ー　 フォンダ HT

88 芳純（ ほう じゅん） HT

89 ほのか FL

90 ポラリ ス　 アルファ FL

91 ホリ デー　 アイランド 　 ピオニー HT

92 ボレロ FL

93 ま マイガーデン® HT

94 マチネ FL

95 マド モアゼル　 メ イアン HT

96 ミ スター　 リ ンカーン HT

97 ミ ミ 　 エデン FL

98 メ ルヘンツァウバー FL

99 桃香（ ももか） HT

100 や 結愛（ ゆあ） FL

101 夢香（ ゆめか） FL

102 ヨ ハネ　 パウロ　 ２ 世 HT

103 ら ライラッ ク　 ビューティ HT

104 ラリ ッ サ　 バルコニア FL

105 リ モンチェ ッ ロ Sh( ｺﾝﾊ゚ ｸﾄ）

106 ルージュ　 ロワイヤル® HT

107 令の風（ れいのかぜ） HT

108 レッ ド 　 レオナルド 　 ダ　 ビンチ Sh

109 レモン　 フィ ズ FL

110 レヨ ン　 ド ゥ 　 ソレイユ FL

111 ローズ　 う らら FL

112 ローズ　 ヨ コハマ HT

113 ロート ケプヘン Sh

114 ロマンティ ッ ク　 アンティ ーク HT
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