
○登録品種一覧

令和4年8月1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
育成者権の存続期
間満了日

育成者権共有者の名称等

あかクローバ ナツユウ 第12308号 平成16年11月8日 令和6年11月8日 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構

あかクローバ リョクユウ 第22027号 平成24年9月25日 令和19年9月25日 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構

小豆 しゅまり 第11098号 平成15年3月17日 令和5年3月17日

小豆 とよみ大納言 第12192号 平成16年8月18日 令和6年8月18日

小豆 きたほたる 第14408号 平成18年8月22日 令和13年8月22日

小豆 きたろまん 第16296号 平成20年3月6日 令和15年3月6日

小豆 ほまれ大納言 第19421号 平成22年3月17日 令和17年3月17日

小豆 ちはやひめ 第28704号 令和3年10月21日 令和28年10月21日

小豆 エリモ167 第29226号 令和4年3月29日 令和29年3月29日

アルファルファ ウシモスキー 第26124号 平成29年8月7日 令和24年8月7日
国立研究開発法人 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

いちご けんたろう 第12061号 平成16年6月4日 令和6年6月4日

いちご きたのさち 第18013号 平成21年3月19日 令和16年3月19日

いちご なつじろう 第19204号 平成22年3月8日 令和17年3月8日

いちご ゆきララ 第28185号 令和2年11月19日 令和27年11月19日

稲 ななつぼし 第12272号 平成16年11月8日 令和6年11月8日

稲 あやひめ 第12825号 平成17年3月14日 令和7年3月14日

稲 ふっくりんこ 第13868号 平成18年3月9日 令和13年3月9日

稲 大地の星 第13876号 平成18年3月9日 令和13年3月9日

稲 彗星 第14300号 平成18年7月13日 令和13年7月13日

稲 ゆめぴりか 第20613号 平成23年3月15日 令和18年3月15日

稲 きたゆきもち 第20874号 平成23年7月11日 令和18年7月11日

稲 きたしずく 第21518号 平成24年2月29日 令和19年2月28日

稲 きたくりん 第23433号 平成26年5月16日 令和21年5月16日

稲 きたふくもち 第24854号 平成28年3月7日 令和23年3月7日

稲 そらゆき 第25434号 平成28年11月8日 令和23年11月8日

稲 そらゆたか 第27585号 令和1年10月29日 令和26年10月29日

いんげんまめ 福良金時 第12833号 平成17年3月14日 令和7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 令和14年3月15日

いんげんまめ かちどき 第28688号 令和3年10月21日 令和28年10月21日

いんげんまめ きたロッソ 第28689号 令和3年10月21日 令和28年10月21日

いんげんまめ 秋晴れ 第28810号 令和3年12月13日 令和28年12月13日

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

小麦 きたほなみ 第18438号 平成21年9月10日 令和16年9月10日

小麦 はるきらり 第19304号 平成22年3月11日 令和17年3月11日

小麦 つるきち 第23406号 平成26年5月2日 令和21年5月2日

しろクローバ コロボックル 第22135号 平成24年12月28日 令和19年12月28日
国立研究開発法人 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

ｽﾑｰｽﾞﾌﾞﾛﾑｸﾞﾗｽ フーレップ 第15415号 平成19年3月23日 令和14年3月23日

大豆 ユキホマレ 第12279号 平成16年11月8日 令和6年11月8日

大豆 ユキシズカ 第13193号 平成17年6月22日 令和12年6月22日

大豆 トヨハルカ 第16458号 平成20年3月13日 令和15年3月13日

大豆 ゆきぴりか 第19475号 平成22年3月18日 令和17年3月18日

大豆 タマフクラ 第19350号 平成22年3月16日 令和17年3月16日

大豆 ユキホマレR 第21207号 平成23年11月1日 令和18年11月1日

大豆 ゆめのつる 第22047号 平成24年10月23日 令和19年10月23日

大豆 とよみづき 第23740号 平成26年10月27日 令和21年10月27日

大豆 スズマルR 第27244号 平成31年2月12日 令和26年2月12日

大豆 とよまどか 第29281号 令和4年7月11日 令和29年7月11日

たまねぎ 早次郎 第18366号 平成21年9月10日 令和16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 ゆめせんか 第25235号 平成28年6月13日 令和23年6月13日

たまねぎ すらりっぷ 第28028号 令和2年8月14日 令和27年8月14日 株式会社日本農林社

たまねぎ（親） BPR93511-03-01B 第18367号 平成21年9月10日 令和16年9月10日 ホクレン農業協同組合連合会

たまねぎ（親） 北見48号 第25236号 平成28年6月13日 令和23年6月13日

たまねぎ（親） KTM9843-02-01A 第26446号 平成30年1月30日 令和25年1月30日

たまねぎ（親） KTM9843-02-01B 第26447号 平成30年1月30日 令和25年1月30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 令和14年3月22日 株式会社スリービー

たもぎたけ えぞの霞晴れ06号 第28078号 令和2年8月14日 令和27年8月14日

たもぎたけ えぞの霞晴れ63号 第28133号 令和2年9月17日 令和27年9月17日

たもぎたけ えぞの霞晴れ33号 第28134号 令和2年9月17日 令和27年9月17日 株式会社スリービー
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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
育成者権の存続期
間満了日

育成者権共有者の名称等

チモシー なつさかり 第14546号 平成18年12月14日 令和13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 令和19年10月23日 ホクレン農業協同組合連合会

チモシー なつぴりか 第26991号 平成30年8月15日 令和25年8月15日

とうもろこし(飼) たちぴりか 第20930号 平成23年8月9日 令和18年8月9日 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構

とうもろこし(飼・親) Ho90 第20931号 平成23年8月9日 令和18年8月9日 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構

とうもろこし（飼） ハヤミノルド 第29298号 令和4年7月11日 令和29年7月11日 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構

ばれいしょ ナツフブキ 第13878号 平成18年3月9日 令和13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 令和14年3月2日

ばれいしょ スノーマーチ 第14896号 平成19年3月2日 令和14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 令和15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 令和16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 令和19年7月26日

ばれいしょ リラチップ 第25277号 平成28年7月6日 令和23年7月6日

ばれいしょ コナユタカ 第27260号 平成31年2月12日 令和26年2月12日

ばれいしょ ハロームーン 第28881号 令和4年1月17日 令和29年1月17日

フェストロリウム ノースフェスト 第28936号 令和4年2月7日 令和29年2月7日
国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
雪印種苗株式会社

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

ぶなしめじ マーブレ219 第20595号 平成23年3月15日 令和18年3月15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 令和16年9月28日

まいたけ 大雪華の舞1号 第17041号 平成20年6月3日 令和15年6月3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 令和19年10月23日 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構

メロン いちひめ 第12839号 平成17年3月14日 令和7年3月14日 株式会社大学農園

メロン FG14 第17186号 平成20年12月17日 令和15年12月17日

メロン ゆめてまり 第19681号 平成22年8月13日 令和17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 令和20年1月28日 株式会社大学農園

メロン おくり姫 第25998号 平成29年6月5日 令和24年6月5日 株式会社大学農園

メロン(親） DHM-R1 第12840号 平成17年3月14日 令和7年3月14日 株式会社大学農園

メロン(親） HM-G52 第12843号 平成17年3月14日 令和7年3月14日

メロン(親） HM-4 第15780号 平成19年12月17日 令和14年12月17日

メロン(親） HM-5 第19679号 平成22年8月13日 令和17年8月13日

メロン(親） DHM-R2 第19680号 平成22年8月13日 令和17年8月13日 株式会社大学農園

メロン(親) DHM-R3 第22171号 平成25年1月28日 令和20年1月28日 株式会社大学農園

メロン(親) DHM-R4 第22172号 平成25年1月28日 令和20年1月28日 株式会社大学農園

メロン(親） DHM-R5 第25999号 平成29年6月5日 令和24年6月5日 株式会社大学農園

メロン(親） DHM-R6 第26009号 平成29年6月14日 令和24年6月14日 株式会社大学農園

メロン（台木） どうだい2号 第12287号 平成16年11月8日 令和6年11月8日

メロン（台木） どうだい4号 第15779号 平成19年12月17日 令和14年12月17日

メロン（台木） どうだい6号 第19678号 平成22年8月13日 令和17年8月13日

やまのいも きたねばり 第23475号 平成26年7月25日 令和21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

やまのいも とかち太郎 第26012号 平成29年6月14日 令和24年6月14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

ゆり ピカリ 第14733号 平成19年1月22日 令和14年1月22日

りんご マオイ 第12305号 平成16年11月8日 令和11年11月8日

※ は新規掲載。

※下記については、令和3年度～令和4年7月までに権利が消滅したため（一部予定）、一覧から削除。

小豆 ときあかり 第12193号 平成16年8月18日 令和6年8月18日
※登録料を納付しないことにより、令和3年8月19日に遡って育
成者権消滅予定。

小豆 きたあすか 第21548号 平成24年2月29日 令和19年2月28日
※登録料を納付しないことにより、令和4年3月1日に遡って育
成者権消滅予定。

稲 吟風 第9789号 平成14年3月1日 令和4年3月1日

稲 ほしまる 第18350号 平成21年7月31日 令和16年7月31日
ホクレン農業協同組合連合会
※登録料を納付しないことにより、令和3年8月1日に遡って育
成者権消滅予定。

いんげんまめ 福うずら 第10367号 平成14年7月10日 令和4年7月10日

大豆 いわいくろ 第9796号 平成14年3月1日 令和4年3月1日

大豆 ハヤヒカリ 第9797号 平成14年3月1日 令和4年3月1日

とうもろこし(飼) きよら 第23012号 平成26年2月12日 令和21年2月12日
国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構（道総
研が育成者権を放棄、育成者権は農研機構により維持）

とうもろこし(飼・親)　 Ho100 第22570号 平成25年4月18日 令和20年4月18日
国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構（道総
研が育成者権を放棄、育成者権は農研機構により維持）

ペレニアルライグラス ポコロ 第10383号 平成14年7月10日 令和4年7月10日

ゆり きたきらり 第13262号 平成17年6月22日 令和12年6月22日
※登録料を納付しないことにより、令和4年6月23日に遡って育
成者権消滅予定。

ゆり きらりゴールド 第17023号 平成20年6月3日 令和15年6月3日
※登録料を納付しないことにより、令和4年6月4日に遡って育
成者権消滅予定。

ゆり きらりマジック 第17025号 平成20年6月3日 令和15年6月3日
※登録料を納付しないことにより、令和4年6月4日に遡って育
成者権消滅予定。
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