
令和４年４月現在

Ｎ Ｏ 　品　名 原産地 花 特　　　　　　　　　　　　　徴

1 千　秋 宿毛市 青　花 　三角咲きの大輪、巻舌、濃緑広目の中垂れ葉

2 静 楠　山 素　心 　淡緑色、正三角抱え咲きの大輪、濃緑中立ち葉

3 大聖光 西　谷 黄白花 　淡乳白色、三角咲き、中垂れ葉、白金鵄

4 明　鳳 楠　山 更　紗 　黄緑地に紅色の更紗、平肩咲き,無点系、中立ち葉

5 桃　紅 西　谷 桃　花 　桃紅色、落肩咲きの大輪、中垂れ葉、出芽にハケ

6 白　鳥 〃 黄白花 　乳白色、一文字咲き、中立ち中葉、出芽にハケ、白金鵄

7 燦　月 橋　上 更　紗 　黄緑色地に紅筋、三角咲きの大輪、無点系、中立ち葉

8 三　笠 幡多郡 青　花 　冴えた緑色、三角抱え咲きの超大輪、濃緑中垂れ葉

9 慕　情 西　谷 桃　花 　淡い桃色、平肩咲き、細くて狭い立ち葉

10 清　雪 不　明 桃腮素 　微緑白色、狭弁一文字咲きの大輪、濃緑中立ち葉

11 赤　道 野　根     紅　花　　濃紅色、正三角咲きの中輪

12 緑折鶴 佐川町 青　花 　黄緑色、天弁の先端が折鶴、立ち葉

13 糸屋姫 西　谷 桃　花 　鮮明な桃色、狭弁落肩の筒咲き、出芽にハケ

14 素　豊 橋　上 素　心 　緑白色、三角咲きの中輪、細葉の中垂れ

15 白　映 野　根 素　心 　緑白色、小型の一文字咲き、濃緑中立ち葉

16 豊　雪 西　谷 素　心 　乳白色、正三角咲きの大輪、厚肉の中立ち葉

17 玉　麗 〃 桃　花 　冴えた桃色、一文字咲き、中立ち葉

18 細　雪 窪川町 青々花 　抱え咲き、花の配列がよい、花茎は純緑

19 青　心 不　明 青々花 　青々の三角咲き、狭い立ち葉

寒　　蘭　　リ　　ス　　ト
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Ｎ Ｏ 　品　名 原産地 花 特　　　　　　　　　　　　　徴

20 青　鳳 西土佐 青　花 　緑色弁、平肩咲きの大輪、無点系、中立ち葉

21 残　照 阿　波 紅　花 　紅更紗、三角咲き大輪、無点系

22 黄金月 西土佐 更　紗 　紅更紗の正三角咲き,無点系、厚い中垂れ葉

23 風　月 〃 更　紗 　白地に桃線、三角咲き、黄葉系の中垂れ葉

24 浮　舟 西　谷 黄白花 　白色の三角咲き、垂れ葉、出芽にハケ、白金鵄

25 桃太郎 〃 桃　花 　桃紅色、三角咲きの大輪、濃緑中立ち葉

26 甘　露 西土佐 青　花 　平肩咲きの大輪、中垂れ葉

27 白楽天 楠　山 準白花 　緑白色の素心、万歳咲き、垂れ葉、

28 八咫烏 野　根 紫黒花 　黒紫色、紅褐色の線、抱え咲き中輪、厚肉広葉中立ち

29 宝珠の月 阿波 青　花 　冴えた翠緑色の三角咲き、中垂れ葉

30 麗　冠 馬路村 紅　花 　紅紫色、正三角咲きの中輪、無点系、中垂れ葉

31 聖　光 橋　上 素　心 　微緑色、三角型の抱え咲き、肉薄の垂れ葉

32 金　鴟 西　谷 黄　花 　純黄色、三角咲き、出芽にハケ

33 乙女心 西土佐 青　花 　緑黄色、三角咲きの大輪、無点系、中垂れ並葉

34 光玉殿 西　谷 桃　花 　濃桃色、正三角咲きの大輪、中立ち広葉、出芽にハケ

35 黄　竜 〃 黄　花 　鮮明な黄色、一文字咲きの大輪、垂れ葉、出芽にハケ

36 瑞　鳳 佐川町 紅　花 　鮮明な紅色、肩上げの三角咲き、中広の中垂れ葉

37 神　曲 西　谷 黄白花 　黄白色、三角咲きの大輪、中垂れ葉、出芽にハケ、白金鵄

38 妙　紅 西土佐 紅　花 　濃紅色、正三角咲き、チャボ系、濃緑の中立ち葉

39 三　宝 佐川町 更　紗 　淡黄緑色、三角咲きの大輪、無点系、濃緑中立ち葉、
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Ｎ Ｏ 　品　名 原産地 花 特　　　　　　　　　　　　　徴

40 淀　君 高　知 桃　花

41 御国の花 西土佐 紅　花 　紫味紅色、三角抱え咲き、無点系、露受け中立ち葉

42 純 宍喰町 青　花 　青々の三角咲き、中立ち葉

43 月　照 須崎市 更　紗 　紅色、三角咲きの大輪、無点系、光沢の中立ち葉

44 豆　丹 室戸市 青　花 　淡緑色、三角咲き、チャボ系、厚い中立ち葉

45 大　雪 高　知 青　花 　三角咲き、丸舌、中立ちの広葉

46 福　錦 宍喰町 更　紗 　黄更紗、三角咲きの大輪、中垂れ葉

47 紅　鶴 須崎市 紅　花 　淡紅色、紅点の入る舌、三角咲きの中輪

48 空　海 不　明 更　紗 　淡緑色に紅褐色の更紗、中輪、中垂れ葉

49 清　紅 徳　島 紅　花 　濃紅色、一文字咲きの大輪

50 桃　里 西　谷 桃　花 　鮮明な桃色、抱え咲き、秀光と似る

51 恋　心 窪川町 青　花 　淡緑色、三角咲きの中輪、ハート型の大点、中立ち葉

52 赤舟斎 中村市 紅　花 　鳶紫色、三角咲きの中輪、濃緑の中垂れ葉、覆輪

53 英　宝 西土佐 青　花 　淡緑色、正三角咲きの大輪、無点系、濃緑の立ち葉

54 安芸錦 安芸市 紅　花 　紫紅色、平肩咲きの大輪、並みの垂れ葉

55 昴 土　佐 黄　花 　黄葉、ややふんばる三角の四方咲き中輪

56 南　国 須崎市 青　花 　緑花、花も覆輪、露受け濃緑の中立ち葉、雪白大覆輪

57 海部曙 海部郡 更　紗 　紅更紗の大輪、三角咲き、深緑の立ち葉

58 姫達磨 楠　山 葉　芸 　露受け交えた中垂れ葉

59 雪　峰 佐川町 素　心 　微緑色、抱え咲き、中立ちの細葉
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Ｎ Ｏ 　品　名 原産地 花 特　　　　　　　　　　　　　徴

60 土佐鶴 西　谷 桃　花 　鮮桃色、一文字咲き、幅広の中垂れ葉

61 螢　雪 楠　山 素　心 　淡緑色、三角咲きの大輪、中立ち葉

62 土佐茜雲 三原山 紅　花 　濃紅色、三角咲きの大輪、無点系、淡緑中垂れ葉

63 家　宝 土　佐 紅　花 　紅に近い紅桃更紗、緑色強い肉厚の中垂れ葉

64 流　星 東洋町 青　花 　緑白色、三角咲きの小輪、葉芸、自然交配種

65 福の神 吉良川 更　紗 　三角咲き中輪、ベタ舌、肉厚幅広の中垂れ葉

66 赤富士 中村市 紅　花 　濃紅色の広弁、三角咲きの大輪、無点系、中垂れ広葉

67 青　雲 幡多郡 青　花 　黄味緑色、三角ふんばり咲きの大輪

68 冠　雪 宿毛市 素　心 　緑白色、抱え咲きの大輪、濃緑の中垂れ葉

69 更　科 〃 更　紗 　黄緑色、正三角咲きの大輪、薄い中垂れ葉

70 玉　姫 〃 黄　花 　淡黄色、平肩咲きの大輪、無点系、露受け交じる広葉

71 行　心 中村市 更　紗 　暗紫色、抱え咲きの中輪、無点系、濃緑の中垂れ葉

72 かぐや姫 西　谷 黄白花 　淡乳白色、平肩咲きの大輪、黄緑色の光沢葉、白金鵄

73 新白竜 鏡　村 桃腮素 　淡緑色、一文字咲きの大輪、中溝深い立ち葉

74 平　城 不　明 青　花 　濃緑色、三角咲き、チャボ系、幅広の中立ち葉

75 万葉集 宿毛市 青　花 　白縞で紺覆輪が交じる、中垂れ葉

76 霜　月 徳　島 青　花 　白と緑の斑縞、三角咲の大輪

77 白　秀 宿毛市 刺毛素 　淡黄緑色、抱え咲き、中立ち葉

78 緑　水 土　佐 青　花 　淡緑、三角咲き中輪、無点の丸舌

79 土佐姫 東洋町 青　花 　冴えた緑色、一文字に近い、中垂れ葉
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Ｎ Ｏ 　品　名 原産地 花 特　　　　　　　　　　　　　徴

80 龍　紅 阿南市 紅　花 　濃い黒紫紅色の光沢、三角咲きの中輪

81 良　光 土　佐 紅更紗 　三角四方咲きの中輪、肉厚の濃緑葉

82 川　登 中村市 素　心 　緑色、正三角咲きの中輪、濃緑厚目の中垂れ葉

83 初　雁 土　佐 更　紗 　濃緑の中立ち葉、無点系

84 桃　山 宿毛市 桃　花 　中型の三角咲き、黄味の多い中立葉

85 憲　陽 〃 紅　花 　濃紅色、黄地の無点、中立ち葉、露受け交じる

86 貴公子 中村市 桃　花 　淡桃色、三角咲きの中輪、無点も有り、中垂れ黄葉

87 室戸錦 宿毛市 紅　花 　濃紫紅色、一文字咲き、無点系、濃緑の中立葉

88 福　寿 安芸郡 葉　芸 　紺覆輪の葉芸、縞が交じる黄緑色の中立ち葉

89 紅　娥 西土佐 紅　花 　小豆色、うつむき咲き、淡緑中垂れ葉

90 銀　峰 宍喰町 青々花 　三角咲きの大輪、中葉の中垂れ葉

91 天寿冠 幡多郡 覆輪花 　白黄色、全花に折鶴芸、三角咲き大輪、中立ち葉

92 御神錦 中村市 紅　花 　濃紅色、三角咲きの大輪、無点系、濃緑中垂れ葉

93 金　星 宿毛市 黄白花 　白黄色、三角咲き、中垂れ葉、出芽にハケ

94 雪　舟 〃 桃腮素 　淡緑白色、中立ち葉、白のケコミ

95 鷲　羽 楠　山 更　紗 　淡紅色、三角咲きの大輪、無点系、厚い中立ち葉

96 黒　船 不　明 紅　花 　黒紅色極厚肉の三角咲き、紺地の中垂れ葉

97 酒呑童子 土　佐 紅　花 　千本の奇花、安定した形

98 夜須縞 夜須町 紅更紗 　出芽に縞

99 銀　河 不　明 紅　花 　紫紅色、三角咲き、紺覆輪に紺縞を交える、中立ち葉
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Ｎ Ｏ 　品　名 原産地 花 特　　　　　　　　　　　　　徴

100 新 宿毛市 素　心 　淡緑色、三角咲きの中輪、濃緑の中立ち葉

101 崎山錦 室戸市 紅　花 　濃紅色の一文字咲き、大輪、淡緑色の中垂れ葉

102 泉　月 吉良川 更　紗 　ふんばり咲きの大輪、無点系、中垂れ広葉

103 酔　心 土　佐 青　花 　ベタ舌

104 文　鳥 〃 紅　花 　弁先に紫の覆輪、珍しい花

105 白　雪 〃 素　心 　翠緑色の一文字咲き、中立葉

106 翠　仙 楠　山 桃腮素 　淡緑色、三角咲きの中輪、厚い中立ち葉

107 念　光 野　根 紫黒花 　黒紫色、抱え咲きの中輪、厚肉広葉の中立ち葉

108 桃　映 西　谷 桃　花 　桃色の平肩咲き、中垂れ葉

109 正　宗 西土佐 青　花 　緑色、三角咲き中輪、無点系、濃緑の中垂れ葉

110 美　月 土　佐 青　花 　濃緑色、三角咲きの中輪

111 元　翠 安芸市 素　心 　淡緑色、三角咲きの大輪、肉厚幅広の中垂れ葉

112 日　輪 西　谷 桃　花 　鮮桃色、折鶴交じる三角咲き、中垂れ葉

113 雨　情 十和村 紅　花 　紫黒色、抱え咲き、深緑立ち葉

114 豊　寿 宍喰町 青　花 　三角咲きの大輪

115 四万十の月 西土佐 青　花 　淡緑色の平肩咲き、大型の丸舌、白覆輪の中立葉

116 瑞祥錦 土　佐 葉　芸 　紺覆斑縞、日向瑞祥の変化柄

117 渚 西土佐 桃　花 　桃紅色、三角咲きの中輪、無点系、広目の中垂れ葉

118 和　光 宿毛市 青　花 　淡緑色、大輪の三角咲き、完全無点、中垂れ葉

119 虹　雀 吉良川 紅　花 　濃紫紅色、平咲きの中輪、ベタ舌に白覆輪、中垂れ広葉
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Ｎ Ｏ 　品　名 原産地 花 特　　　　　　　　　　　　　徴

120 はくろ 東洋町 桃腮素 　緑白色、抱え咲き、濃緑の中立ち葉

121 舞の海 高　知 更　紗 　淡緑色、三角咲き小輪、チャボ

122 白　帆 西土佐 準白花 　正三角咲き、中立ち葉

123 大　君 宿毛市 桃　花 　紫桃色、一文字に近い大輪、大垂れ葉

124 錦　竜 西土佐 紅　花 　赤鳶色、落肩咲き、中垂れ葉

125 青　喜 宍喰町 青　花 　三弁がねじれる奇種、紅一点

126 島の宮 土　佐 青　花

127 太　子 高　知 紅　花 　一文字咲き、白黄縞の葉芸

128 都の紅 土　佐 紅　花 　濃紅色、平肩咲きの大輪、幅広の中垂れ葉

129 昭　月 〃 紅更紗 　紅更紗の三角咲き、無点系、中垂れ葉

130 天　恵 佐川町 紅更紗 　紅更紗、一文字の万才咲き、無点系

131 幸福殿 中村市 青　花 　緑色、正三角咲きのチャボ、ベタ舌、濃緑厚目の中垂れ葉

132 帝　王 土　佐 更　紗 　三角咲きの船底舌、中垂れ葉

133 青　雄 宿毛市 青　花 　緑色、一文字咲きの大輪、弁端はベタ、中垂れ葉

134 神　風 牟岐町 更　紗 　紅花の大輪、黄緑地に黄縞が入る、立ち細葉

135 彩　華 東洋町 更　紗 　桃紅覆輪、三角咲きの中輪、中立ち葉

136 月　姫 西土佐 青　花 　淡黄緑色、一文字咲き、チャボ無点系、中立ち葉

137 赤い鳥 牟岐町 紅　花 　濃紅色、三角咲きの大輪、中垂れ葉

138 黄　朱 幡多郡 桃　花 　淡黄地に桃色の線、三角咲きの大輪、長大な垂れ葉

139 古味チャボ 土　佐
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Ｎ Ｏ 　品　名 原産地 花 特　　　　　　　　　　　　　徴

140 龍　馬 西　谷 桃　花 　淡桃色、三角咲き、中垂れ広葉

141 桃　幻 牟岐町 桃　花 　桃紅色、落肩咲き、黄葉

142 天　馬 阿　波 更　紗 　三角咲き、大輪

143 舞　扇 土　佐 黄白花

　

144 夕　映 三原山 紅　花 　紅桃色、平肩咲き、中立ち厚葉

145 太竜の月 阿南市 紅更紗

146 白　眉 宿毛市 黄白花 　淡黄白色、一文字に近い平肩咲き、中垂れ葉

147 富士の曙 〃 黄白花 　乳白色の平肩咲き、中立ち葉、葉先にハケ

148 秋　華 海南町 紅更紗

149 太　湖 西土佐 青　花 　正三角咲きの大輪、巻舌、濃緑の厚葉

150 秋　水 〃 青　花 　冴えた緑色、一文字咲きの大輪、無点系、幅広中立ち葉

151 世紀の光 東洋町 黄白花 　新葉は白色、その後カスリが入る白班縞

152 緑　宝 野　根 桃　花 　濃紺の覆輪に雪白の中透け芸、厚い中立ち葉

153 土佐の幻 土　佐 更　紗

154 芳　嶺 宿毛市 更　紗 　淡緑色、三角咲きの中輪、中垂れ葉

155 緋　竜 幡多郡 紅　花 　濃紫紅色、抱え咲きの大輪、濃緑の中垂れ葉

156 高嶺の花 阿　波 黄　花 　紅筋が入る淡黄色弁、三角咲きの大輪

157 夕日の舞 幡多郡 更　紗 　三角咲きの白覆輪、ベタ舌、厚目の中垂れ葉

158 蛍の舞 土　佐 更　紗 　無点系、葉に柄が入る、濃緑の中垂れ葉

159 巴 東洋町 更　紗 　黄緑色、落肩咲き大輪、中立ち葉
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Ｎ Ｏ 　品　名 原産地 花 特　　　　　　　　　　　　　徴

160 青　玉 宿毛市 青　花 　冴えた青花、万才咲きで白の覆輪、ベタ舌、中垂れ葉

161 憲　宝 中村市 更　紗 　青更紗の平肩咲きの中輪、

162 千　鳥 東洋町 更　紗 　紅色、三角咲きの中輪、無点系、中垂れ葉

163 泰　山 須崎市 更　紗 　暗紫に緑味を帯びる、濃紺の中立ち葉

164 桃　妃 宿毛市 桃　花 　三角咲きの大輪、中垂れ葉、露受け交じる

165 青宝殿 土　佐 青　花 　チャボ系、濃緑中垂れ葉

166 小公子 阿　波 紅　花 　濃紅色の厚弁、羅紗地にちりめん交じる

167 梅　寿 宿毛市 紅　花 　四方咲きの中輪、濃緑の中垂れ葉

168 孫悟空 土　佐 青　花

169 千　本 不　明 紅　花 　濃紅色、三角咲きの中輪、ベタ舌、広葉の中垂れ葉

170 涼　風 南国市 青　花 　淡緑色、三角咲きの中輪、厚めの中立ち葉

171 雪 宿毛市 青　花 　淡緑色のチャボ素心、チャボ葉の中立葉

172 貴　雪 海部郡 素　心 　淡緑色、三角咲きの超大輪、濃緑中立ち葉

173 黒紅苑 阿　波 紅　花 　無点系

174 緋の舞 十和村 紅　花 　濃紅色、三角咲きの中輪、中立ち葉、濃紅ベタ点

175 貴　苑 西土佐 更　紗 　紅更紗チャボ、広弁の三角咲き、幅広の厚葉

176 野根小町 東洋町 紅　花 　紫紅色、一文字咲きの中輪、濃緑中垂れ葉

177 赤　帝 〃 紅　花 　濃紅色、正三角咲きの大輪、中垂れ葉

178 黄　宝 四万十市 黄  花 　淡黄色、三角咲きの中輪、ベタ舌、黄金の中垂れ葉

179 静　月 土　佐 青　花
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Ｎ Ｏ 　品　名 原産地 花 特　　　　　　　　　　　　　徴

180 緋　燕 宿毛市 紅　花 　濃紫紅色、一文字咲きの大輪、無点系、厚い中立ち葉

181 白　鳳 佐川町 刺毛素 　緑白色、一文字に近い、濃緑の中立ち葉

182 白金鴟 西　谷 黄白花

183 国　宝 中村市 葉　芸 　濃緑地に白覆輪・白黄縞、厚目の中立ち葉

184 白　鷹 佐川町 素　心 　緑白の純素心、抱え咲きの小輪、中立ちの狭葉

185 三世冠 西土佐 桃　花 　桃紫紅色、三角咲きの中輪、無点系、濃緑厚葉の中垂れ

186 神　武 宿毛市 紅　花 　紅赤色、正三角咲き、無点系

187 摺　墨 室戸市 更　紗 　幅広の中輪、一文字咲き、ベタ舌、幅広の中立葉

188 不　老 窪川町 更　紗 　１２程付ける多花性、長い白覆輪葉

189 山　里 阿　波 紅　花 　濃紅色、三角咲き、無点系、濃緑の中垂れ葉

190 雲　海 西土佐 更　紗 　一文字に近い、無点系、中立ち葉

191 司御前 室戸市 紅　花 　冴えた紅色、一文字咲きに近い、無点系、中立ち葉

192 西　呑 不　明 青　花 　青チャボ

193 司童子 阿　波 紅　花 　淡紅色、広弁の更紗丸舌、チャボ咲き

194 釈　尊 馬路村 青　花 　淡緑色、梅弁で一文字咲き、チャボ系、厚めの中立ち葉

195 太平錦 吉良川 紅　花 　紫紅色、包み咲き、濃緑の中立ち葉

196 神　鶴 幡多郡 素　心 　淡緑色、一文字に近い大輪、厚い中立ち葉

197 轟 吉良川 青　花 　緑地に白縞入りで一文字に近い、縞花、濃緑の中立ち葉

198 紅　輪 幡多郡 紅　花 　桃紅色の三角咲き、幅広の厚肉中垂れ葉

199 楊貴妃 宿毛市 黄白花 　三角咲きの中輪、中立ち葉、白金鵄
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Ｎ Ｏ 　品　名 原産地 花 特　　　　　　　　　　　　　徴

200 紅陽鶴 佐川町 紅  花 　赤鳶色の大輪、三角咲き、濃緑の中立ち葉

201 金　閣 宿毛市 黄　花 　薄い黄色、正三角咲き、初年立ち葉、後大垂れ

202 三　光 〃 黄白花 　三角の抱え咲き、中輪、中立ち葉、白金鵄

203 姫小町 〃 黄　花 　純黄色の抱え咲き、やや広葉

204 玉　帝 三原村 紅　花 　濃紅赤色、無点系、濃緑肉厚の中立ち葉

205 瞳 西土佐 紅　花 　紅赤のふんばり咲き、無点系、並みの中垂れ葉

206 翠　渓 中村市 準白花 　緑白の一文字咲き、中垂れの小葉

207 素　光 須崎市 素　心 　淡緑色、一文字咲きの大輪、濃緑の中立ち葉

208 名の浦 土　佐 青　花

209 官　林 〃 青　花 　国有林で採取

210 赤　坂 〃 紅　花 　桃紅色の三角咲き、中輪、中立ち葉

211 花　鳥 中村市 更　紗 　紅茶色、三角咲きの大輪、無点系、濃緑の中垂れ葉

212 聖　倫 宿毛市 青　花 　光沢のある紺地幅広の中垂れ葉、雪白の大覆輪

213 金山寺 須崎市 更　紗 　黄褐色、三角咲き、濃緑の中立ち葉

214 　黒兵衛 土　佐 紅　花 　濃紅紫色の三角咲き、中輪、中垂れ葉

215 払　腰 〃 紅　花

216 千　寿 不　明 紅　花 　濃紅色、三角咲きの大輪、無点系、濃緑の中垂れ葉

217 一　紅 〃 紅　花 　濃紫紅色、三角咲きの小輪、濃緑の中垂れ葉

218 国　芳 口屋内 紅　花 　赤鳶色、三角咲きの小輪、無点系、濃緑の中垂れ葉

219 宝　翠 伊野町 桃腮素 　淡緑色、三角咲きの中輪、厚い中立ち葉
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Ｎ Ｏ 　品　名 原産地 花 特　　　　　　　　　　　　　徴

220 翠　白 土　佐 黄白花 　

221 昭　雪 愛　媛 桃腮素 　緑白色、三角咲きの大輪、濃緑の中立ち葉

222 桃　琳 宿毛市 桃　花 　濃桃色、三角咲き、中垂れ葉

223 朱　宝 〃 紅　花 　濃紅色、一文字咲きの大輪、中幅の中垂れ葉

224 武　陵 〃 桃　花 　鮮桃色、一文字咲き、中垂れ葉、発芽時黄白

225 満月の舞 西土佐 黄　花 　淡黄色、三角咲きの中輪、淡黄緑の中垂れ葉

226 姫百合 宿毛市 黄　花 　正三角に近い落肩、内外弁との淡黄色、厚い中立ち葉

227 紫　紅 幡多郡 紅　花 　濃紅色、三角咲きの大輪、中立ち葉

228 元　禄 中村市 青　花 　弁幅広い中輪、大型の巻舌、厚い中立ち葉

229 椿　姫 幡多郡 紅　花 　紫紅色、フンバリ咲きの大型、無点系、中垂れ葉

230 とう雲 不　明 紅更紗 　三角咲きの中輪、ベタ舌

231 弁財天 室戸市 青　花 　淡緑色、三角咲きの大輪、中垂れ葉、葉先に白覆輪

232 チャボ紺 不　明 不　明 　黄花赤覆輪、広幅の中立ちチャボ葉

233 赤兎馬 幡多郡 紅　花 紫紅色、三角咲きの中輪、四方咲き、厚目の中垂れ葉

234 紅不動 宿毛市 紅　花 　紅赤の魅力、下向きに咲く、紅娥と酷似だが産地が違う

235 桜　雲 西土佐 桃　花 　濃桃紅色、正三角咲き、バランスの良い四方咲き

236 東天紅 〃 紅　花 　濃紅色、正三角咲きの大輪、中垂れ葉

237 四万十川の誉 幡多郡 紅　花 　濃紫紅の一文字咲き、全面無点系、肉厚の中立ち葉

238 大黄帝 宿毛市 黄白花 　淡黄色、三角咲きの中輪、厚い中垂れ葉

239 天璋院 土　佐 更　紗 　無点系

12



Ｎ Ｏ 　品　名 原産地 花 特　　　　　　　　　　　　　徴

240 阿波の光 土　佐 紅　花 　濃紅色、三角咲きの大輪、腰高中垂れ葉

241 夢 〃 青　花 　濃緑色、一文字系三角咲きの大輪、濃緑広葉、中垂れ

242 和　晃 阿　波 紅更紗 　紅更紗の一文字咲き中輪、舌は全面無点

243 初日の出 野　根 紅　花 　濃紅色の三角咲き、大舌で全面無点

244 孔　子 土　佐 紅　花 　紅色の一文字に近い平肩咲きの無点、中垂れ葉

245 青　涼 不　明 青　花 緑色、三角咲きの大輪、中垂れ葉

246 青　峰 阿　波 青　花 　三角抱え咲き、立ち葉

247 紅　奴 不　明 紅　花 　紅褐色、三角咲き、濃緑葉

248 幸　星 幡多郡 青　花 　冴えた濃緑色の三角咲き、厚い中立ち葉

249 養　心 土　佐 青　花 　ベタ舌、土佐愛蘭会命名

250 秋　風 不　明 青　花 　青丸舌

251 阿波の誉 阿　波 紅　花 　濃紅色、三角咲きの中輪、舟底舌、中垂れ葉

252 せせらぎ 土　佐 青　花 　広弁の三角咲き、濃緑の中立ち葉

253 月宮殿 宿毛市 黄　花 　鮮黄色、大輪の正三角咲き、成長後はハケが残らない

254 緑　琳 土　佐 青　花 　平肩咲き、チャボ、中立葉

255 三宮の白 土　佐 白　花

256 小　雪 幡多郡 青　花 　緑色、三角咲き中輪、舌は淡緑地の前面無点

257 青　鈴 〃 青　花 　黄緑色、三角咲き中輪、舌は黄緑地の前面無点

258 荒城の月 高　知 黄　花 　葉芸、紺覆輪の黄花

259 秀　紅 須崎市 紅　花 　濃い紅鳶色、露受け交じりの中立ち葉
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Ｎ Ｏ 　品　名 原産地 花 特　　　　　　　　　　　　　徴

260 宝　琳 香　南 桃　花 　三角咲きの中輪、大舌の無点

261 憲　宝 中村市 更　紗 　淡緑色、平肩咲き中輪、厚目の垂れ葉

262 大紫紅 不　明 紅　花 　紫紅色の中輪、一文字咲き

263

264

265

266

267

301 錦　月 薩　摩 青　花 　白覆輪葉、中垂れ葉

302 白舌冠 鹿児島 紅更紗 　淡黄色地に紅筋、三角咲きの大輪、無点系

303 出水錦 薩　摩 紅　花 　濃紅色の抱え咲き、中立ち葉

304 弁財天 〃 紅　花 　濃紅色、濃緑の中垂れ葉

305 白髪の誉 日　向 紅　花 　紅桃色、三角咲き、濃緑の中垂れ大葉

306 北薩の誉 鹿児島 桃　花 　桃色地に紅筋入る落肩咲きの大輪、露受け中垂れ葉

307 童　女 長　崎 更　紗 　正三角咲き、奇花チャボ、中立ち葉

308 青い鳥 鹿児島 青　花

309 丸　姫 日　向 更　紗 　紅更紗、三角咲き、ベタ舌、中立ち葉

310 北薩の晃 薩　摩 桃　花 　桃紅色、大輪の落肩咲き、幅広の中垂れ葉

311 大栄光 日　向 紅　花 　淡紅色の三角咲き、立ち葉

312 砂　宝 不　明
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Ｎ Ｏ 　品　名 原産地 花 特　　　　　　　　　　　　　徴

313 美里紅 〃 紅　花

314 友　錦 宮之城 更　紗 　濃紅色、三角咲きの中輪、無点系

315 瑞　晃 宮　崎 紅　花 　三角咲き、無点系、中垂れ葉

316 飛鳥人 〃 紫紅花 　一文字咲き、白散班縞の葉芸

317 八重錦 宮之城 紅　花 　緑味の紅色、三角咲きの大輪、淡黄の縞

318 啓　陽 日　向 紅　花 　濃紅色、三角咲きの中輪

319 春　光 球　磨 中透花 　紺覆輪白中透け縞、濃緑・鶯・白の三色がのる

320 瑞　祥 日　向 紅　花 　濃紅色、三角咲きの中輪、無点系、中立ち葉

321 竜　雪 〃 素　心 緑白色、三角咲きの中輪

322 瑞　穂 〃 紅更紗 　白覆輪、光沢のある中垂れ葉

323 紅　祥 鹿児島 紅　花 　三角咲きの中輪

324 白髪の誉 日　向 紅　花 　桃紅色、三角咲き、濃緑の中垂れ大葉、覆輪葉

325 都の誉 〃 紅　花 　落肩咲き、紅の共軸、立ち葉

326 仁　王 〃 紅　花 　三角咲き、中垂れ葉

327 紅　染 〃 紅　花 　紅桃色、三角咲きの中輪

328 西　隆 薩　摩 紅　花 　濃紫紅色、落肩咲きの大輪、中垂れ大葉

329 白　昭 〃 桃腮素 　淡緑色、三角咲きの大輪、垂れ葉

330 彩　王 薩　摩 紅　花 　一文字に近い五弁紅桃色の大輪

331 日向の園 日　向 青　花 　三角咲、舌は紅更紗、厚葉の中垂れ葉

332 月世界 薩　摩 紅　花 　ふんばり咲き、黄縞の中垂れ葉
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Ｎ Ｏ 　品　名 原産地 花 特　　　　　　　　　　　　　徴

333 薩摩武陵 〃 紅　花 　紅桃色、一文字に近い、立ち葉

334 日　向 日　向 青　花 　紅覆輪花、三角咲き

335 月　輪 薩　摩 中透花 　紺覆輪中透花、中垂れ大葉

336 静　素 日　向 更　紗 　平肩咲きの大輪、素舌、中立ち葉

337 大　泉 薩　摩 紅　花 　無点系、細葉の中立ち葉

338 鉄　扇 〃 青　花 　黄緑色の小輪、三角咲き、中葉で緑が濃い

339 薩摩黒宝 〃 紅　花 　黒紅色、三角咲きの中輪、中垂れ葉

340 薩摩麗峰 〃 紅　花 　無点系の濃紅色、三角咲き、中垂れ葉

341 紅　鷲 紀　州 紅　花 　超大輪の全面無点、大葉性の中垂れ葉

342 玉金剛 勝浦町 青　花 　丸みの小花、チャボ系、ヨレ性の中立ち葉

343 華　神 日　向 紅　花 　濃紅色、三角咲き、光沢の中垂れ葉

344 都矢姫 〃 紅　花 　三角咲きの梅弁、幅広の中垂れ葉

345 西海の誉 不　明

　

346 明正紅 日　向 紅　花 　桃紅色、三角咲きの大輪、肉厚の中立ち葉

347 聖　友 〃 更　紗 　紅更紗、三角咲き、中垂れ葉

348 宵　月 〃 青　花 　濃緑色、ベタ舌、三角咲き

349 天　山 嬉　野 縞　花 　紅紫色、落肩の大輪

350 小天狗 日　向 青　花 　三角弁チャボ咲き、中垂れ葉

351 幽　皇 不　明 桃腮素 　五弁青白色、舌は淡緑無垢

352 日向の誉 日　向 紅　花 　濃紅色、三角咲き、広幅の垂れ葉

16



Ｎ Ｏ 　品　名 原産地 花 特　　　　　　　　　　　　　徴

353 七福神 紀　州 紅更紗 紅更紗厚肉の広弁、蝶咲き、厚い中立ち葉

354 旭　陽 日　向 青　花 　円舌の三角咲き、立ち葉で光沢

355 白　妙 薩　摩 素　心 　緑味の強い三角咲き、葉上高く花間良好

356 紅　雪 紀　州 紅　花 　紅桃色、直立の厚肉葉

357 忍　者 日　向 青　花 　青のチャボ、露受け交じる中立ち葉

358 流星光 〃 青　花 　淡緑色、平肩より少し下がる

359 薩摩翠竜 薩　摩 青　花 　肉厚で弁が広い大輪

360 西　郷 〃 更　紗

361 王　閣 〃 紅　花 　紅桃色の正三角咲き、黄緑色の垂れ葉

362 浮草系 不　明 青　花

363 更紗ベタ 〃 更　紗

364 紅ベタ 〃 紅　花

365 青ベタ 〃 青　花

366 無銘覆輪 〃 青　花

367 無名無点 〃 紅　花

368 無名無点 〃 青　花

369 無名更紗 〃 更　紗 　チャボ

370 無名更紗 〃 更　紗 　ベタ

371

372
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