
カネコ種苗（株）　ユーストマ展示会2022　品種特性メモ

定植
番号

区分 品種名 試験番号 花色 花型 早晩性 定植日 開花日 お勧めポイント メモ欄

1 販売 レガロ K432 純白（緑）
八重

フリンジ
中早生 3月14日 7月1日 ボリューム感のある大輪フリンジ八重

2 販売 コスタホワイト K488 純白（緑） 八重 中生 3月14日 7月3日 高寒冷地向きのがっちりとした純白のフリル咲き

3 販売 エグゼライトピンク２ K411改 淡ピンク（茶）
八重

フリンジ
中生 3月14日 7月3日 エグゼライトピンクの花首を硬く改良

4 試験販売 エグゼアンティークピンク K502 薄茶（茶）
八重

フリンジ
中生 3月14日 アンティーク調のフリンジ八重

5 販売 エグゼラベンダー K211 赤紫ラベンダー（茶）
八重

フリンジ
中早生 3月14日 6月30日

上品な赤紫系ラベンダー色。花形は豪華な大輪フリンジ咲
き

6 試験販売 エグゼグリーン K493 濃緑（緑）
八重

フリンジ
中生 3月14日 7月2日 発色の良い緑色の豪華なフリンジ八重

7 販売 ラファエル K390 濃緑（緑）
八重

フリンジ
中生 3月14日 7月2日 フリンジの強いグリーン八重

8 販売 マスカルグリーン K467 緑（緑）
八重
フリル

中生 3月14日 7月1日 濃い緑色の大輪フリル八重

9 販売 アデルグリーン K495 濃緑（緑） 八重 中生 3月14日 7月1日 緑色の作り易いフリル咲き

10 販売 コレゾブルー K352 紫（茶） 八重
中生～
中晩生

2月24日 7月1日 コレゾタイプの中生紫バージョン

11 販売 コレゾピンク K294 ピンク（茶） 八重 中晩生 2月24日 7月2日
コレゾライトピンクと同様の特性で、同時出荷が可能なピン
ク八重

12 販売 コレゾライトピンク K243 淡ピンク（茶） 八重 中晩生 2月24日 7月2日
室内灯下で映える鮮明なライトピンク。草丈の伸長性と分
枝性の良さは抜群

13 試験販売 エレスライトピンク K499 淡ピンク（茶）
八重
フリル

中晩生 2月24日 作りやすいピンク系フリル八重

14 販売 ラビアージュ K360 ピンク絣（緑）
八重
フリル

中晩生 2月24日 6月30日
大輪咲きの豪華な花形で、高温期でも草丈とボリュームが
確保しやすい

15 販売 フィリアラベンダー K253 ラベンダー（薄茶） 八重 中晩生 2月24日 7月2日
ラベンダー系品種としては草丈の伸長性が良く、花弁の傷
みも少ない

16 販売 ラピスラベンダー K401 薄ラベンダー（薄茶） 八重 中晩生 2月24日 7月1日 草丈確保しやすい青系ラベンダー八重

早生～中生種 定植日 2022年3月14日 中晩生～晩生種 定植日 2022年2月 24日
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17 販売 ジュリアススノー K441改 純白(緑）
八重

フリンジ
中晩生 2月24日 7月1日 花弁、茎ともにがっちりとした純白フリンジ八重

18 販売 ジュリアスライトピンク K396 淡ピンク（茶）
八重

フリンジ
中晩生 2月24日 6月30日

花弁の重ねが良い豪華なフリンジ咲き。ブラスチングやチッ
プバーンの発生が少なく作り易い

19 販売 グラナスライトピンク K246 淡ピンク（茶）
八重

フリンジ
中生 3月14日 7月1日

上質なライトピンクの中大輪フリンジ咲き。茎硬く作りやす
い

20 販売 グラナスライラック K301 濃ライラック（茶）
八重

フリンジ
中生 3月14日 6月29日 グラナスタイプのライラック色。茎硬く作りやすい

21 販売 グラナスブルー K478 濃紫（茶） 八重
中早生
～ 中生

3月14日 7月2日 グラナスタイプの濃紫色。茎硬く作りやすい

22 販売 ニーナラベンダー K428改 薄ラベンダー（薄茶）
八重
フリル

中生 3月14日 7月1日 ボリューム感のある青紫系ラベンダー八重

23 販売 ジュリアスラベンダー K393 赤ラベンダー（茶）
八重

フリンジ
中早生
～中生

3月14日 7月2日 花首が硬い赤ラベンダーのフリンジ八重

24 販売 ジュリアスブルー K459改 濃紫(茶）
八重

フリンジ
中生 3月14日 7月2日 ゴージャスで光沢のある濃紫の大輪フリンジ八重

25 販売 ジュリアスピンク K417 ピンク（茶）
八重

フリンジ
中生 3月14日 6月28日 春出荷できるフリンジ八重

26 販売 ジュリアスイエロー K487 黄（緑） 八重 中生 3月14日 7月3日 ゴージャスな黄色の大輪フリンジ咲き

27 販売 ルカゴールド K466 濃黄（緑）
八重

フリンジ
中生 3月14日 6月30日 草丈の確保しやすい黄色フリンジ八重

28 販売 マカナライトピンク K392 薄ピンク（茶） 八重 中早生 3月14日 6月23日 1～3月出荷で作り易いピンク八重。2度切り栽にも適する

29 販売 マカナピンク K382 ピンク（茶） 八重 中早生 3月14日 6月23日 1～3月出荷で作り易いピンク八重。2度切り栽にも適する

30 販売 エンドレスラブ K288 ピンク（緑） 八重 中生 3月14日 7月4日
緑芯のピンク八重で抜群の花持ち。草丈確保しやすくムダ
芽の発生が少ない省力品種

31 販売 クリスハート K308 ピンク（緑） 八重
中早生
～中生

3月14日 6月26日
花弁の重ね良く、適度な枝数で省力的品種。暮出しの2番
花の開花も早い

32 販売 アンリ K234 ベージュ（茶） 八重 中早生 3月14日 6月27日
珍しいベージュ色の花色で、高温期でも色が濃くなりにく
い。花首が硬く草丈の伸長性も良い
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33 販売 エピカホワイト K336 純白（緑）
八重
フリル

中生 3月14日 6月30日
季咲きから抑制栽培向きの花弁硬くフリルの入る中小輪純
白八重

34 販売 リリックホワイト K305 純白（緑）
八重
フリル

中生 3月14日 7月2日
年末から春出荷向きのブラスチングの少ない花弁硬く重ね
の良い中小輪八重

35 販売 デコラミント K346 黄緑（緑）
八重
フリル

中生 3月14日 花弁硬く、花形と花色に特長のある八重品種

36 販売 エマライトブルー K413 薄青紫（緑） 一重 早生 3月14日 6月21日 花が閉じにくく、清涼感のある“そよそよ系”

37 販売 セシルブルーML 濃紫（緑）
一重
剣弁

中晩生 2月24日 7月2日 剣弁咲きの代表的品種で生育旺盛で作りやすい

38 販売 セシルピンクME ピンク（緑）
一重
剣弁

中早生 3月14日 6月29日 剣弁咲きの代表的品種で生育旺盛で作りやすい

39 販売 セシルグリーンME K389 薄緑（緑）
一重
剣弁

中早生 3月14日 6月22日 セシルタイプの淡緑品種

40 販売 涼風 K053 薄紫絣（緑）
一重
剣弁

中生 3月14日 6月26日 夏出荷向きの涼しげな花色と剣弁咲きの花形が特長的

41 販売 ピンクフィズ K174 ピンク（緑）
一重
剣弁

中生 3月23日 6月21日
低温短日期の出荷が可能な剣弁咲き品種。暖地の早春出
荷に最適

42 販売 ブルーフィズ K280 紫（緑）
一重
剣弁

中早生 3月23日 6月21日
低温短日期の出荷が可能な剣弁咲き品種。暖地の早春出
荷に最適

43 販売 クレアブルー K351 薄紫（緑） 一重 中生 3月14日 6月27日
すがすがしい緑芯の紫色品種で、ボリュームも確保しやすく
花持ちも良好

44 販売 クレアピンク K145改2 ピンク（緑） 一重 中晩生 2月24日 6月30日
花弁が厚く花持ちが抜群に良い。ムダ芽の発生が少ない省
力化品種

45 販売 マリッサブルー K461 濃紫（茶）
八重 　フ

リル
中生 3月14日 6月30日

花弁硬く、重ねの良い中輪フリル八重。枝数と草丈も確保し
やすく作り易い

46 販売 エーゲマリン K468 紫覆輪 八重 早生 3月14日 6月21日 低温期に作り易い紫覆輪八重

47 販売 カリブマリン K375改 紫覆輪（緑） 八重 中晩生 2月24日 7月3日 作り易く流れにくい紫覆輪八重

48 販売 ボルテマリン K374 紫覆輪（緑） 八重
中生～
中晩生

2月24日 7月2日 大輪で覆輪の発色が鮮明な紫パス八重

49 販売 サルファ K293 紫絣（緑） 八重 中晩生 2月24日 7月1日
気温が下がっても発色良い中大輪の紫絣。花首が硬く、高
温期でも花弁の重ねが良い
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50 販売 ルセナブルーフラッシュ K312 濃紫絣（緑） 八重 中生 3月14日 6月24日
低温期でも発色の良い中大輪の紫絣八重。ボリュームがあ
り、枝数確保しやすい

51 販売 ピンクサワー K341 ピンク（緑）
八重
剣弁

中生 3月14日 6月23日
剣弁八重咲きのユニークな花形が特長。枝数多くボリュー
ムのある草姿

52 販売 ブルーサワー K342 紫（緑）
八重
剣弁

中早生 3月14日 6月22日
剣弁八重咲きのユニークな花形が特長。枝数多くボリュー
ムのある草姿

53 試験販売 フィーノホワイト K498 純白（緑）
八重
バラ

中晩生 2月24日 7月1日 茎硬く作りやすい純白のバラ咲中小輪八重

54 販売 フィーノブルー K480 紫（茶） 八重 中晩生 2月24日 6月30日 茎硬く作りやすいバラ咲中小輪八重

55 販売
フィーノライトピンク

K454 薄ピンク（茶）
八重
バラ

中晩生 2月24日 6月30日 茎硬く作りやすいバラ咲中小輪八重

56 販売 クレアダブルピンク K281 ピンク（緑）
八重
バラ

中晩生 2月24日 6月30日
花弁の厚い緑芯のバラ咲き。分枝性が良く、茎も硬いため
作りやすい

57 販売 クラシカル K338 薄茶（茶）
八重
フリル

中晩生 2月24日 6月30日 秋出しに最適な色合の品種で、草丈も確保しやすい

58 販売 ウェーブクラシカ K333 薄茶（茶）
八重

フリンジ
中晩生 2月24日 6月28日 クラシカルよりも花色が濃く、フリンジの入りもよい中大輪種

59 販売 アンティーカ K397改 茶ピンク（茶）
八重
フリル

中生～
中晩生

2月24日 6月22日 ボリューム感あるアンティークピンク

60 販売 プラティニブルー K245 薄紫（茶） 八重 中晩生 2月24日 6月28日
ユニークなメタリックブルーの花色で、高温期でも花弁の重
ねが良く、草丈も確保しやすい

61 試作 K527 K527 ピンク（茶）
八重
フリル

中晩生 2月24日 エレスライトピンクの濃色タイプ

62 試作 K528 K528 薄アプリコット（茶）
八重
フリル

中晩生 2月24日 エレスライトピンクの薄アプリコットタイプ

63 試作 K529 K529 薄茶（茶）
八重
フリル

中晩生 2月24日 エレスライトピンクのアンティーク色タイプ

64 試作 K534 K534 薄ピンク（茶）
八重

フリンジ
中生 3月14日 7月1日 花弁の硬いライトピンクのフリンジ八重

65 試作 K523 K523 薄茶（茶）
八重

フリンジ
中生 3月14日 アンティーク調のフリンジ八重

66 試作 K532 K532 ラベンダー（薄茶）
八重

フリンジ
中生 3月14日 7月1日 ラベンダー色のフリンジ八重
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67 試作 K522 K522 緑（緑）
八重
フリル

中生 3月14日 6月30日 生育が素直で作りやすい緑色のフリル八重

68 試作 K508 K508 純白（緑）
八重

フリンジ
中生 3月14日 6月30日 純白で花弁数の多い大輪系フリンジ八重
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