
○登録品種一覧
平成２８年３月３１日現在

農林水産植物の種類 登録品種の名称 登録番号 登録年月日 品種登録有効期限 育成者権共有者の名称

稲 ほしのゆめ 第7645号 平成12年2月4日 平成32年2月4日

稲 吟風 第9789号 平成14年3月1日 平成34年3月1日

稲 ななつぼし 第12272号 平成16年11月8日 平成36年11月8日

稲 あやひめ 第12825号 平成17年3月14日 平成37年3月14日

稲 ふっくりんこ 第13868号 平成18年3月9日 平成43年3月9日

稲 大地の星 第13876号 平成18年3月9日 平成43年3月9日

稲 彗星 第14300号 平成18年7月13日 平成43年7月13日

稲 ほしまる 第18350号 平成21年7月31日 平成46年7月31日 ホクレン農業協同組合連合会

稲 ゆめぴりか 第20613号 平成23年3月15日 平成48年3月15日

稲 きたゆきもち 第20874号 平成23年7月11日 平成48年7月11日

稲 きたしずく 第21518号 平成24年2月29日 平成49年2月28日

稲 きたくりん 第23433号 平成26年5月16日 平成51年5月16日

稲 きたふくもち 第24854号 平成28年3月7日 平成53年3月7日 Ｎｅｗ

小麦 きたもえ 第11237号 平成15年3月26日 平成35年3月26日

小麦 きたほなみ 第18438号 平成21年9月10日 平成46年9月10日

小麦 はるきらり 第19304号 平成22年3月11日 平成47年3月11日

小麦 きたさちほ 第22745号 平成25年10月15日 平成50年10月15日

小麦 つるきち 第23406号 平成26年5月2日 平成51年5月2日

大豆 いわいくろ 第9796号 平成14年3月1日 平成34年3月1日

大豆 ハヤヒカリ 第9797号 平成14年3月1日 平成34年3月1日

大豆 ユキホマレ 第12279号 平成16年11月8日 平成36年11月8日

大豆 ユキシズカ 第13193号 平成17年6月22日 平成42年6月22日

大豆 トヨハルカ 第16458号 平成20年3月13日 平成45年3月13日

大豆 タマフクラ 第19350号 平成22年3月16日 平成47年3月16日

大豆 ゆきぴりか 第19475号 平成22年3月18日 平成47年3月18日

大豆 ユキホマレＲ 第21207号 平成23年11月1日 平成48年11月1日

大豆 ゆめのつる 第22047号 平成24年10月23日 平成49年10月23日

大豆 とよみづき 第23740号 平成26年10月27日 平成51年10月27日

あずき しゅまり 第11098号 平成15年3月17日 平成35年3月17日

あずき とよみ大納言 第12192号 平成16年8月18日 平成36年8月18日

あずき ときあかり 第12193号 平成16年8月18日 平成36年8月18日

あずき きたほたる 第14408号 平成18年8月22日 平成43年8月22日

あずき きたろまん 第16296号 平成20年3月6日 平成45年3月6日

あずき ほまれ大納言 第19421号 平成22年3月17日 平成47年3月17日

あずき きたあすか 第21548号 平成24年2月29日 平成49年2月28日

いんげんまめ 福うずら 第10367号 平成14年7月10日 平成34年7月10日

いんげんまめ 福良金時 第12833号 平成17年3月14日 平成37年3月14日

いんげんまめ 絹てぼう 第15127号 平成19年3月15日 平成44年3月15日

いんげんまめ 福寿金時 第21798号 平成24年4月25日 平成49年4月25日

べにばないんげん 白花っ娘 第14409号 平成18年8月22日 平成43年8月22日

ばれいしょ 花標津 第8638号 平成13年2月9日 平成33年2月9日

ばれいしょ ナツフブキ 第13878号 平成18年3月9日 平成43年3月9日

ばれいしょ オホーツクチップ 第14895号 平成19年3月2日 平成44年3月2日



農林水産植物の種類 登録品種の名称 登録番号 登録年月日 品種登録有効期限 育成者権共有者の名称

ばれいしょ スノーマーチ 第14896号 平成19年3月2日 平成44年3月2日

ばれいしょ ゆきつぶら 第16449号 平成20年3月13日 平成45年3月13日

ばれいしょ さやあかね 第17446号 平成21年2月24日 平成46年2月24日

ばれいしょ コナユキ 第21865号 平成24年7月26日 平成49年7月26日

たまねぎ 北見交２５号 第10482号 平成14年9月4日 平成34年9月4日 ホクレン農業協同組合連合会

たまねぎ ＷＴＮ８７８５－０７Ｂ 第10631号 平成14年9月30日 平成34年9月30日

たまねぎ さらり 第10978号 平成15年2月20日 平成35年2月20日 ホクレン農業協同組合連合会

たまねぎ ８１Ｓ 第10979号 平成15年2月20日 平成35年2月20日

たまねぎ Ｓ７９４６Ａ 第10980号 平成15年2月20日 平成35年2月20日

たまねぎ Ｓ７９４６Ｂ 第10981号 平成15年2月20日 平成35年2月20日

たまねぎ 収多郎 第17103号 平成20年12月12日 平成45年12月12日
ホクレン農業協同組合連合会
株式会社サカタのタネ

たまねぎ BPR93509-01B 第17104号 平成20年12月12日 平成45年12月12日 ホクレン農業協同組合連合会

たまねぎ 早次郎 第18366号 平成21年9月10日 平成46年9月10日
ホクレン農業協同組合連合会
株式会社サカタのタネ

たまねぎ BPR93511-03-01B 第18367号 平成21年9月10日 平成46年9月10日 ホクレン農業協同組合連合会

たまねぎ えぞまる 第21043号 平成23年9月13日 平成48年9月13日 ホクレン農業協同組合連合会

いちご けんたろう 第12061号 平成16年6月4日 平成36年6月4日

いちご きたのさち 第18013号 平成21年3月19日 平成46年3月19日

いちご なつじろう 第19204号 平成22年3月8日 平成47年3月8日

メロン どうだい２号 第12287号 平成16年11月8日 平成36年11月8日

メロン いちひめ 第12839号 平成17年3月14日 平成37年3月14日 株式会社大学農園

メロン ＤＨＭ－Ｒ１ 第12840号 平成17年3月14日 平成37年3月14日 株式会社大学農園

メロン ＨＭ－３ 第12841号 平成17年3月14日 平成37年3月14日

メロン どうだい３号 第12842号 平成17年3月14日 平成37年3月14日

メロン ＨＭ－Ｇ５２ 第12843号 平成17年3月14日 平成37年3月14日

メロン どうだい４号 第15779号 平成19年12月17日 平成44年12月17日

メロン ＨＭ－４ 第15780号 平成19年12月17日 平成44年12月17日

メロン ＦＧ１４ 第17186号 平成20年12月17日 平成45年12月17日

メロン どうだい６号 第19678号 平成22年8月13日 平成47年8月13日

メロン ＨＭ－５ 第19679号 平成22年8月13日 平成47年8月13日

メロン ＤＨＭ－Ｒ２ 第19680号 平成22年8月13日 平成47年8月13日 株式会社大学農園

メロン ゆめてまり 第19681号 平成22年8月13日 平成47年8月13日 株式会社大学農園

メロン 北かれん 第22170号 平成25年1月28日 平成50年1月28日 株式会社大学農園

メロン ＤＨＭ－Ｒ3 第22171号 平成25年1月28日 平成50年1月28日 株式会社大学農園

メロン ＤＨＭ－Ｒ4 第22172号 平成25年1月28日 平成50年1月28日 株式会社大学農園

ゆり きたきらり 第13262号 平成17年6月22日 平成42年6月22日

ゆり ピカリ 第14733号 平成19年1月22日 平成44年1月22日

ゆり きらりゴールド 第17023号 平成20年6月3日 平成45年6月3日

ゆり きらりレモン 第17024号 平成20年6月3日 平成45年6月3日

ゆり きらりマジック 第17025号 平成20年6月3日 平成45年6月3日

ゆり ミスティレディ 第17026号 平成20年6月3日 平成45年6月3日

ゆり ロイヤルスノー 第17027号 平成20年6月3日 平成45年6月3日

りんご マオイ 第12305号 平成16年11月8日 平成41年11月8日

おうとう ジューンブライト 第14917号 平成19年3月2日 平成49年3月2日

あかクローバー ナツユウ 第12308号 平成16年11月8日 平成36年11月8日 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構



農林水産植物の種類 登録品種の名称 登録番号 登録年月日 品種登録有効期限 育成者権共有者の名称

あかクローバー リョクユウ 第22027号 平成24年9月25日 平成49年9月25日 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構

チモシー なつさかり 第14546号 平成18年12月14日 平成43年12月14日

チモシー なつちから 第22052号 平成24年10月23日 平成49年10月23日 ホクレン農業協同組合連合会

ペレニアルライグラス ポコロ 第10383号 平成14年7月10日 平成34年7月10日

ペレニアルライグラス チニタ 第18471号 平成21年9月28日 平成46年9月28日

スムーズブロムグラス フーレップ 第15415号 平成19年3月23日 平成44年3月23日

メドウフェスク まきばさかえ 第22044号 平成24年10月23日 平成49年10月23日 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構

とうもろこし たちぴりか 第20930号 平成23年8月9日 平成48年8月9日 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構

とうもろこし Ｈｏ９０ 第20931号 平成23年8月9日 平成48年8月9日 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構

とうもろこし Ｈｏ１００ 第22570号 平成25年4月18日 平成50年4月18日
独立行政法人農業・食品産業技術総
合研究機構

とうもろこし きよら 第23012号 平成26年2月12日 平成51年2月12日
独立行政法人農業・食品産業技術総
合研究機構

しろクローバー コロボックル 第22135号 平成24年12月28日 平成49年12月28日
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
ホクレン農業協同組合連合会

さくら 国後陽紅 第15615号 平成19年8月7日 平成49年8月7日

ばら(ハマナス) コンサレッド 第13277号 平成17年6月22日 平成47年6月22日

ばら(ハマナス) ノーストピア 第13278号 平成17年6月22日 平成47年6月22日

ばら(ハマナス) 北彩 第13279号 平成17年6月22日 平成47年6月22日

ばら(ハマナス) プリティーシャイン 第13280号 平成17年6月22日 平成47年6月22日

ぶなしめじ マーブレ８８－８ 第10959号 平成14年12月16日 平成34年12月16日

ぶなしめじ マーブレ２１９ 第20595号 平成23年3月15日 平成48年3月15日

まいたけ 大雪華の舞１号 第17041号 平成20年6月3日 平成45年6月3日

たもぎたけ エルムマッシュ２９１ 第15387号 平成19年3月22日 平成44年3月22日 株式会社スリービー

やまのいも きたねばり 第23475号 平成26年7月25日 平成51年7月25日
十勝農業協同組合連合会
帯広市川西農業協同組合
音更町農業協同組合

ぶどう スイートレディ 第24867号 平成28年3月7日 平成53年3月7日 Ｎｅｗ


