
ローズクリエイター

木村 卓功（きむら・たくのり）氏
10代後半から育種を始め、魅力的な新品種を
次々に発表し、バラ界の「きむたく」の愛称で多く
のロザリアン達から親しまれています。その精通
されたバラの知識は桁はずれ。日本の住宅事情
も意識し、高温多湿の環境の中で、日本の気候風
土に合う「耐病性」「耐暑性」に優れたバラを育
種、選抜されています。

ロサ オリエンティスは、ローズクリエイター 木村卓功氏によるブランド。
日本やアジアの高温多湿な気候でも良く育つ、

固定概念にとらわれない個性豊かなバラを送り出しています。

そんなロサ オリエンティスの性質をベースとして、
無農薬や低農薬でもきれいな葉を維持する屈強さと
花色や花形の多様な美しさの融合を目指し、

結実したのが“ロサ オリエンティス プログレッシオ”です。
「進歩」や「前進」を表すラテン語の名の通り、

理想のバラへの飽くなき探求を体現した、まさに“新時代のバラ”の誕生です。

はじめてでも失敗しない。
～ロサ オリエンティス プログレッシオ～

【花】小中輪房咲きで、開花時にはホタルがぱっと光を灯す
ように、黄色の可愛らしい花を株いっぱいに咲かせる。開
花後はその光が消えるようにクリーム色へと変化。そのう
つろいも美しい。年間を通しての花色や花形の変化は少な
く、夏の高温期でも可憐な花を咲かせる。
【栽培】樹勢が強く、耐病性も強い木立樹形のバラ。うどん
こ病には特に強く、環境の悪い場所でもめったに病気にな
ることはない。無農薬栽培でもよく育つ。１ヶ月に１度の薬
剤散布（殺菌剤）で１年間美しい葉を維持できる。初期生
育がやや遅いので、植えつけ後半年はつぼみを取り続け、
株の充実をはかるソフトピンチが効果的。コンパクトに育
ち、株元から花を咲かせるのでガーデン前方や鉢植えに向
く。葉が小さく、美しい樹形となる。花つきがとてもよい。
【名前の由来】フランス語でホタルを意味する言葉から。

リュシオール
Luciole

TYPE

1

花色／黄色　　花形／カップ咲き
花径／小中輪　　花もち／普通
香り／中香　　香質／フルーツ
開花／四季咲き　　樹高／0.9m
樹形／木立樹形・横張りタイプ
樹勢／強い　　うどんこ病／とても強い
黒星病／強い　　耐陰性／普通
耐寒性／強い　　耐暑耐湿性／強い

【花】藤色、カップ咲きで、ダマスクにティとグリーンの香り。
とても美しく魅力的で最後まで花形が整い淑やか。藤色の
バラは病気に弱いのがあたりまえだった時代を経て、近年
耐病性に優れた藤色のバラが登場したが、そこに香りを共
存させたバラはなかった。リラはおそらく世界で初めて、藤
色のバラとして耐病性と香りを両立させた画期的なバラ。
【栽培】無農薬栽培でもよく育つ。１ヶ月に１度の薬剤散布
で１年間美しい葉を維持できる。初期生育が遅いので、植
えつけ初年度はつぼみを取り続け、株の充実をはかると効
果的。コンパクトに育ち、株元から花を咲かせるのでガーデ
ン前方や鉢植えに向く。植えつけ2～３年は剪定を浅めにす
ると良い。肥料は少なめにし、無農薬か低農薬で育てる。
【名前の由来】「眠れる森の美女」に登場し、オーロラ姫の
死を眠りに、絶望を希望に変えたリラの精から。

リラ
Lilas

TYPE

1

花色／藤色　　花形／カップ咲き
花径／中輪　　花もち／普通
香り／中香　　香質／ダマスク
開花／四季咲き　　樹高／0.9m
樹形／木立樹形・普通タイプ
樹勢／普通　　うどんこ病／強い
黒星病／とても強い
耐陰性／弱い　　耐寒性／弱い
耐暑耐湿性／普通

【花】ピンクの濃淡、アプリコット、黄色と季節によってさま
ざまな色彩が混ざり合い、目を楽しませてくれる。豊満で開
花ステージのどこにおいても美しく、濃厚な香りを持つ。こ
のバラはさらにそこに優れた耐病性が共存している夢のよ
うなバラ。夏場など高温期にも観賞価値の高い花を咲か
せる。
【栽培】樹勢が強く、耐病性がとても強い。うどんこ病、黒
星病にとても強く、環境の悪い場所でもめったに病気にな
ることはない。下葉を落とす時もあるが、無農薬栽培でもよ
く育つ。まとまりのよい樹形で、それほど場所はとらずに植
えられる。冬剪定を深めに切れば背の高いフロリバンダと
して、切らずに誘引すればつるバラとして育てられる。木立
タイプとして育てるのなら、ガーデン半ばや後方に。鉢植え
にも向く。
【名前の由来】シューマンのピアノ曲「子供の情景」の曲名
から。

トロイメライ
Träumerei

TYPE

0

花色／ピンク　　花形／ロゼット咲き
花径／中輪　　花もち／普通
香り／強香　　香質／フルーツ
開花／四季咲き　　樹高／1.5m
樹形／シュラブ樹形・普通タイプ
樹勢／強い　　うどんこ病／とても強い
黒星病／とても強い　　耐陰性／普通
耐寒性／普通　　耐暑耐湿性／強い

PROGRESSIO



TYPE

0
無農薬でもほどんど病気が出ない、
驚くほどの耐病性を持つバラ

庭木や草花と同じように害虫が出た時だけ殺虫
剤をかけるか、捕殺するだけで育つ。細かなことを
気にしなければ無農薬で十分育てられる、今まで
の常識を超えた画期的なバラ。

TYPE

1 無農薬でも育つ、とても丈夫なバラ

月に1度の薬剤散布を行えば、1年を通して綺麗
な株姿を維持できる。初心者向きだが、大きくな
る品種が多いので樹形や樹高を把握して植え付
ける場所を決めると良い。

TYPE

2
ときどきの薬剤散布で
良く育つ丈夫なバラ

TYPE

3
定期的な薬剤散布で
良く育つバラ

TYPE

4
細やかで定期的な
薬剤散布で良く育つバラ

マークの説明 【育てやすさ】 マークの説明 【樹形】

木立
木のように自立する
樹形。株が比較的コ
ンパクトで小さなス
ペースで育てられる。

コンパクト
シュラブ

木立樹形とシュラブ
樹形の中間。秋の花
枝だけ少し伸びるの
で、コンパクトなつる
バラとして仕立てるこ
ともできる。

シュラブ
フェンスやアーチ、
ポール、オベリスク等
に、つるバラとして使
える。

“ロサ オリエンティス プログレッシオ”には または が必須条件。 海外の最強品種に匹敵する育てやすさを目指している。
TYPE

0
TYPE

1

【花】　アプリコット、切れ込み弁咲き、中大輪房咲きの花。
ティにミルラとパウダーの中香。やすらぐ良い香り。弁先が表
情豊かな切れ込み弁。おおらかで存在感のある花を咲かせ
る。夏場は小さめの可愛らしい花となる。切れ込み弁咲きと
ならず、丸弁咲きで咲くこともある。年間を通しての花色の変
化は少なく安定している。切り花にもなる。
【栽培】　耐病性がとても強い木立樹形のバラ。うどんこ病、
黒星病共にとても強く、環境の悪い場所でもめったに病気に
なることはない。下葉を落とす時もあるが、無農薬栽培でも
良く育つ。半年に一度の薬剤散布（殺菌剤）を行えば一年間
美しい葉を維持できる。比較的コンパクトな木立、ハイブリッ
ドティタイプのバラ。連続開花するのでガーデン前方から半
ば、鉢植えに向く。葉は小さめ、花つきが良い。剪定はハイブ
リッドティに準じれば良く咲く。
【名前の由来】　小説「秘密の花園」に登場する老ガーデ
ナーから。

ベン
ウェザースタッフ

Ben Weatherstaff

TYPE

0

花色／アプリコット　 花形／切れ込み弁咲き
花径／中大輪　　花もち／良い
香り／中香　　香質／ティ
開花／四季咲き　　樹高／1.2m
樹形／木立樹形・直立タイプ
樹勢／普通　　うどんこ病／とても強い
黒星病／とても強い　　耐陰性／普通
耐寒性／普通　　耐暑耐湿性／強い

New!

【花】　丸弁咲きから波状弁咲き、中輪房咲き。落ち着いた花は、
どことなく寂しげ、アンニュイな雰囲気をまとった魅力的な女性の
よう。しっかりとした花弁で花もちがとても良い。切り花にも向く。
【栽培】　樹勢が強く、耐病性も強いシュラブ樹形。黒星病には
とても強い。春先などの低温期に肥料をやりすぎると、うどんこ
病が出やすくなるので、肥料はやや少なめに。下葉を落とす時も
あるが、無農薬栽培でも良く育つ。１か月に一度の薬剤散布（殺
菌剤）を行えば一年間美しい葉を維持できる。花つきが良い。ま
とまりの良いシュラブ樹形でそれほど場所はとらずに植えられる。
冬剪定等深めに切れば背の高い大柄の木立として育てられ、
切らずに誘引し構造物にとめればつるバラとして育てられる。段
差剪定タイプの剪定・誘引がつるバラとしてより良く咲かせるコ
ツ。木立として育てるのなら、ガーデン後方に。鉢植えにも向く。
【名前の由来】　名前はギリシャ神話の美しいニンフから。牧神
パンから身を守るため、川のニンフに祈って葦に姿を変えたとさ
れる。

シュリンクス
Syrinx

TYPE

1

花色／モーブピンク　　花形／丸弁咲き
花径／中輪　　花もち／とても良い
香り／微香　　香質／ティ
開花／四季咲き　　樹高／1.5m
樹形／シュラブ樹形・普通タイプ
樹勢／強い　　うどんこ病／普通
黒星病／とても強い　　耐陰性／普通
耐寒性／普通　
耐暑耐湿性／とても強い

New!

【花】　小中輪でこれだけ香りの良いバラは数少ない。小
さな花の中に、よくぞこれだけ詰め込んだと思うような、繊
細な花弁が織りなす表情がとても美しい。葉は小さめ、花
つきが良い。年間を通しての花色や花形の変化は少なく、
春秋の低温期はもちろん、夏の高温期でも観賞価値のあ
る花を咲かせる。切り花にもなる。
【栽培】　うどんこ病には特に強く、環境の悪い場所でも
めったに病気になることはない。黒星病にも強い。下葉を
落とす時もあるが、無農薬栽培でも良く育つ。やや広がり
気味のシュラブ樹形。冬剪定等深めに切れば、背の高い
木立として育てられ、切らずに誘引し構造物にとめればコ
ンパクトなつるバラとして育てられる。木立として育てるの
なら、ガーデン半ばや後方に。
【名前の由来】　「海底二万里」「十五少年漂流記」「月世
界へ行く」などを書いた、SF作家の祖ジュール・ヴェルヌに
捧げたバラ。

ジュール ヴェルヌ
Jules Verne

花色／アプリコット　
花形／ロゼット咲き
花径／小中輪　　花もち／普通
香り／強香　　香質／フルーツ
開花／四季咲き　　樹高／1.5m
樹形／木立樹形・シュラブ樹形・横張タイプ
樹勢／強い　　うどんこ病／とても強い
黒星病／強い　　耐陰性／普通
耐寒性／普通　　耐暑耐湿性／強い

New!

TYPE

1

淡いピンクに花芯ピンク、個性的なロゼット咲き、中大輪房
咲きの花。ダマスクにティとハーブの中香。ピンクへのグ
ラデーション、艶やかで華やか、表情豊かな花を咲かせる
さまは、愛を語らう恋人たちのよう。個人的には今現在、最
も美しさと強さを兼ね備えた新しいタイプのバラ。四季咲
き性。樹勢がとても強く、耐病性が驚くほど強いシュラブ樹
形のバラ。ほぼ木立に近いシュラブ樹形で、栽培や剪定は
フロリバンダに準じて育てれば良い。秋の花枝だけ、ほん
の少し伸びるので、技術がある人ならその枝を利用しコン
パクトなつるバラにもできる。最も初心者向きのバラのひ
とつ。うどんこ病にもとても強いが、黒星病には驚くほどの
耐病性を持つ。庭木のように虫が出た時だけ薬剤散布を
行うか、もしくはそれを取り除くだけで育つ。また半年に一
度の薬剤散布（殺菌剤）を行えば一年間美しい葉を維持
できる。地植えや鉢植え、どちらにも向く。名前は「愛のす
みか」を意味するサンスクリット語から。

シャリマー
Shalimar

花色／ピンク　　花形／ロゼット咲き
花径／中輪　　花もち／良い
香り／中香
香質／ダマスクにティとハーブ
開花／四季咲き　　樹高／1.3m
樹形／シュラブ樹形・普通タイプ
樹勢／強い　　うどんこ病／とても強い
黒星病／驚くほど強い　　耐陰性／普通
耐寒性／普通　　耐暑耐湿性／強い

TYPE

0

艶やかな赤、カップ咲きからロゼット咲き、小中輪房咲きの
花。ティにパウダーの微香。鮮やかで小さめのころころとし
た花を、わたたに咲かせる。低温気はやや濃い赤のカップ
咲き、夏など高温期は明るい赤のロゼット咲きだが、どちら
も美しく観賞価値のある花を咲かせる。とても花もちが良
く、開花後も色の安定感があり、ほとんど色が変わらない。
四季咲き性。樹勢が強く、耐病性もとても強い木立樹形の
バラ。うどんこ病、黒星病、どちらにもとても強く、庭木のよ
うに虫が出た時だけ薬剤散布を行うか、もしくはそれを取り
除くだけで育つ。タイプ１としているが、タイプ０と１の中間、
いわばタイプ0.5。2か月に一度の薬剤散布（殺菌剤）を行
えば一年間美しい葉を維持できる。とてもコンパクトに育ち
連続開花するのでガーデン前方や鉢植えに向く。花つきが
とても良く、花持ちもとても良い。切りバラにも向く。開花し
ながら次の花枝を伸ばし開花の準備をするので長い期間
庭を彩る。剪定はフロリバンダに準じれば良く咲く。

マイローズ
My Rose

TYPE

1

花色／赤
花形／カップ咲きからロゼット咲き
花径／小中輪　　花もち／とても良い
香り／微香　　香質／ティにパウダー
開花／四季咲き　　樹高／1.0m
樹形／木立樹形・横張りタイプ
樹勢／強い　　うどんこ病／とても強い
黒星病／とても強い　　耐陰性／普通
耐寒性／普通　　耐暑耐湿性／強い

【花】　赤みがかった藤色、波状弁咲き、小中輪房咲きの
花。可愛らしくも、どこか影を感じるミステリアスな雰囲気
のバラ。高温期はモーブ色に。とても花もちが良く、開花後
も色の安定感があり、ほとんど色が変わらない。晩秋など
はいつまで咲いているかと、目を疑うほど。切り花にも向く。
【栽培】　樹勢は普通、耐病性が強い木立樹形のバラ。う
どんこ病への強さは普通だが、多肥にしなければ困ること
はない。黒星病に強い。１か月に一度の薬剤散布（殺菌剤）
を行えば一年間美しい葉を維持できる。初期生育がやや
遅いので、植え付け初年度はつぼみを取り続けるソフトピ
ンチが効果的。コンパクトに育ち、株元から花を咲かせ、連
続開花するのでガーデン前方や鉢植えに向く。花つきがと
ても良く、花もちもとても良い。剪定はフロリバンダに準じれ
ば良く咲く。
【名前の由来】　名前は月の光に照らし出された人や物の
姿を意味する言葉から。

シャドウ オブ
ザ ムーン

Shadow of the Moon

TYPE

1

花色／藤色　　花形／波状弁咲き
花径／小中輪　　花もち／とても良い
香り／微香　　香質／ティとパウダー
開花／四季咲き　　樹高／0.9m
樹形／木立樹形・横張りタイプ
樹勢／普通　　うどんこ病／普通
黒星病／強い　　耐陰性／普通
耐寒性／普通　　耐暑耐湿性／強い


