
デルバール
フランスの歴史ある名門ナーセリーによるブランドです。
日本では 2006 年の初紹介以来“フレンチローズ”として広く知られています。
バラの育種で最も大切にしているのは“エモーション（= 感動）”です。

左：鉢植えのオベリスク仕立て
右：鉢植え

フェンス仕立て

Le Tepms des Cerises

ル・タン・デ・スリーズ
シリーズ／スヴニール・ダムール
花色／赤紫～赤
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／1.5m×1.0m、シュラブ
花径／7～8cm、中大輪
花形／ロゼット咲き

とても印象的な深みのある赤紫色の中大輪花。花弁
がやさしく波打つロゼット咲き。数輪から５輪程度の房
咲きになる。春一番の花は深い赤紫、二番花から夏の
花は赤みが強くなり、秋の花は黒みの強い赤に。ロー
ズとフルーツの香り。強香種のわりに花持ちがよく、雨な
どによる傷みも少ない。四季咲き性の中型シュラブ。枝
は細めだがしっかりしていて樹形はきれいに整う。強め
の剪定で鉢植えで自立シュラブとして仕立てることもで
きる。庭植えや大きめの鉢植えでは背丈ほどのシュート
が伸びることもあるので、小さめのつる仕立ても可能。
耐病性が強く育てやすい。名はフランスのシャンソンの
名曲「さくらんぼの実る頃」から。

出願中

強香

Côte-d'Or

コート・ドール
シリーズ／スヴニール・ダムール
花色／ブライトイエロー
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／
　1.2m×1.0m、シュラブ
花径／8cm、中大輪
花形／丸弁抱え咲き

輝くような黄色の花弁の丸弁抱え咲き。春・秋は
うっすらオレンジ色の縁取りが入る。満開の頃に
は次第に退色して淡い黄色のグラデーションを見
せる。棘の少ない、しなやかな枝の中型シュラブ
で、庭植えにも鉢植えにも向く。四季咲き性で春
～秋まで繰り返し咲く。耐病性が強く育てやすい。
名はフランス、ブルゴーニュワインの産地名で、美
しい丘陵地帯のブドウ畑が秋に黄金に色づくさまを

“黄金の丘”と呼ぶことから。

出願中

中香

ローズ

スパイス

柑橘
レモングラス

桃
ローズ、ライラック

Alexandra David-Néel

アレキサンドラ・
　ダビッド・ニール
シリーズ／スヴニール・ダムール
花色／モーヴピンク
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／1.5m×1.2m、シュラブ
花径／7～8ｃｍ、中大輪
花形／波状弁ロゼット咲き

波打つ淡いモーヴピンクの花弁が重なるロゼット咲き。
季節・気候により花色は濃い紫ピンクになることも。中
大輪の房咲き。濃い緑色の照葉と藤色の花のコントラス
トが美しい。ローズとフローラルの香り。棘の少ない中
型シュラブで、冬の強剪定で春には木立性のバラのよ
うに咲かせることも出来るし、庭植えや大きめの鉢で育
てれば背丈ほどのシュートが伸びるので、小さめのつる
バラ仕立ても出来る。つるバラ仕立てでも秋にはしっか
り花をつけてくれる。耐病性・樹勢が強く、少なめの薬
剤散布でも元気に育つ。名はフランス女流作家・冒険
家の名前から。

出願中

中香

ローズ、ライラック

ツタ



花色／ピンク　　香り／強香
花期／四季咲き
樹高、幅／2m×1.5m
樹形／シュラブ樹形・普通タイプ
花径／中輪　　花形／ロゼット咲き

ピンク、ロゼット咲き、中輪房咲きの花。端正で整った優雅な
花形。ピンクのグラデーションとして咲くことも。ティにダマスク
とパウダーの強香。切り花にも向く。樹勢が強く、耐病性も強
い平均的なシュラブ樹形のバラ。うどんこ病にも、黒星病にも
強い。鉢植えにも向く。広いスペースで自然樹形を楽しむの
も良いが、オベリスク、トレリス等のつるバラ仕立てにも良い。

出願中 TYPE

1

ローズ・ドゥ・メルスリーシリーズ

ロサ オリエンティス

ロサ オリエンティス プログレッシオ
フランスのパリにあるような手芸屋さんのアンティークなレースや、綺麗な色のリボン・糸・
ボタン・ビーズなどをイメージしたバラのシリーズです。河本バラ園の河本麻記子さん作出。

ローズクリエイター 木村卓功さんによるブランド。
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たちです。

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誕生したシリーズです。

Rêverie

レヴリ
花期／四季咲き
樹高、樹形／
　0.6m～0.8m、FL
花径／中輪
花形／ロゼット咲き

ブラウンがかった藤色の美しい花びらが優しく波打つロゼット咲き。
コンパクトな樹形で房咲き。繰り返し良く咲き、耐病性も良い。

‘レヴリ’はフランス語で‘夢想’。
夢の中で想うような美しい花から命名。

中香

出願中

Prunelle

プリュネル
花期／繰り返し咲き
樹高、樹形／
　0.9m～1.1m、シュラブ
花径／小中輪
花形／ロゼット咲き

透明感のある黄色からソフトイエローへと変化するボタンアイが可愛い、
小中輪のロゼット咲き。木立ちの仕立てにすればふわっと咲く。
枝がしなやかで扱いやすいので伸ばしてフェンスに誘引しても可愛い。
キラキラと輝く‘瞳’の様なので、フランス語で‘プリュネル’と命名。

中香

出願中

Miel de Forêt

ミエル ·ドゥ·
フォレ
花期／四季咲き
樹高、樹形／
　0.9m～1.1m、シュラブ
花径／中輪
花形／カップ咲き

クリームホワイトにほんのりピンクがかかるロマンチックなカップ咲き。
濃厚で甘いミルラの香りが森の中で採れたハチミツの様で、フランス語で

‘ミエル ·ドゥ·フォレ’と命名。まとまりの良い樹形で耐病性が強く育てやすい。
多肥で開きにくい場合があるので注意が必要。

強香

出願中

Ville natale

ヴィル ·
ナタール
花期／四季咲き
樹高、樹形／
　0.6m～0.8m、ポリアンサ	
花径／小輪
花形／丸弁咲き

鮮やかでシックな赤紫の小さな花を沢山咲かせ、良く繰り返し咲く
ナチュラルな雰囲気のバラ。温かみのある花色はどこか‘故郷’を感じ、
フランス語で‘ヴィル · ナタール’と命名。
草花の様に使えるコンパクトな樹形で、庭でも鉢でも素敵な空間を作り出す。

微香

出願中

【花】
オレンジ、ロゼット咲き、小中輪房咲きの花。オレンジから落ち着いた
コーラルピンクに花色が変化。繊細な花弁が美しく重なり合う、可愛
らしい花。そんな花が、どこかエキゾチックさを感じる枝葉に咲く。房
になる花のつき方も小気味良い。

【栽培】
樹勢が強く、耐病性も強い横張りシュラブ樹形のバラ。うどんこ病
に強く、黒星病にとても強い。鉢植えにも向く。広いスペースで自然
樹形を楽しむのも良いが、アーチやオベリスク、トレリス、ポール、高
いフェンス等に、良く返り咲く四季咲きのつるバラとするのも良い。

【名前の由来】
ユーラシア大陸の東西、アジアとヨーロッパを結び、絹を代表する物
品や科学技術、宗教等が行き交い、影響を与え合った交易路。西
洋的でも東洋的でもない、中間的な枝葉や樹姿、花の印象から。

Silk Road

シルクロード
花色／オレンジ
花形／ロゼット咲き
花径／小中輪
香り／強香　　香質／フルーツ
開花／四季咲き
樹高、幅／1.5m×2.5m
樹形／シュラブ樹形	横張りタイプ
樹勢／強い　　うどんこ病／強い
黒星病／とても強い　　耐陰性／普通

TYPE

0 出願中

【花】
ピンク、ロゼット咲き、小中輪房咲きの、ころんとした可愛らしい花。 
とても花持ちが良く、花弁が散ることがほとんどない。花弁が散って
は困るところでも植えることができる。切り花に向く。

【栽培】
樹勢は普通、耐病性が強い横張りの木立樹形のバラ。うどんこ病
にも黒星病にも強い。寒さにも強く、寒冷地の気候にも適応できる。 
鉢植えにも向く。

【名前の由来】
名はさまよえる湖、ロプノール湖近郊に位置したシルクロードのオアシ
ス都市から。
発見された楼蘭の美女のように、長く美しく咲く花をもつ。

Loulan

楼蘭（ろうらん）

花色／ピンク
花形／ロゼット咲き
花径／小中輪
香り／中香　　香質／ティ
開花／四季咲き
樹高、幅／1.2m×1.4m
樹形／木立樹形	横張りタイプ
樹勢／普通　　うどんこ病／強い
黒星病／強い　　耐陰性／普通

TYPE

1 出願中

【花】
藤色、波状弁咲き、中輪房咲きの花。花形はゆるやかな波状弁咲き
～丸弁八重咲き。ひと花ひと花で魅せるバラではなく、軽やかな花を
株いっぱいに咲かせて、群生の美として見せるバラ。真夏はやや渋
いピンク色がかるが、基本的に花色は一年を通じて藤色で安定して
いる。成木となってからの、秋の花数がとても多い。切り花にも向く。

【栽培】
樹勢は普通、耐病性が強い、横張り木立樹形のバラ。うどんこ病に
は普通だが、黒星病に強い。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。鉢植えに
も向く。

【名前の由来】
名前は青の都とよばれる、シルクロードのオアシス都市から。青いタイ
ルで覆われた美しい建造物が並ぶさまを、一年を通じて藤色の花を
数多く咲かせ続けるこのバラに見て。

SamarkandFour Seasons

サマルカンドフォー シーズンズ 
花色／藤色
花形／波状弁咲き
花径／中輪
香り／微香　　香質／ティ
開花／四季咲き
樹高、幅／1.2m×1.2m
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／弱い

TYPE

1 出願中

【花】
クリーム色、半剣弁高芯咲き、中大輪咲きの花。クリーム色から淡い
黄色のクラデーションに咲くことも。トラディショナルな花形から、満開
に近づくとおおらかなロゼット咲きに。切り花に向く。

【栽培】
樹勢は普通、耐病性が強い、平均的な木立樹形のバラ。うどんこ病
にも、黒星病にも強い。鉢植えにも向く。

【名前の由来】
名前はシルクロードのオアシス都市から。近隣にある仏教遺跡、莫高
窟のそびえたつ姿を、このバラに感じて。

Dunhuang

敦煌（とんこう）

花色／クリーム
花形／半剣弁高芯咲き
花径／中大輪
香り／中香　　香質／ティ、グリーン
開花／四季咲き
樹高、幅／1.2m×1m
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／強い　　耐陰性／普通

TYPE

1 出願中

RosaOrientis



【花】
濃いオレンジ、ロゼット咲き、中輪房咲きの花。ティにグリーンの中香。咲き始めはオレンジだが、開
花と共にコーラルピンクがかる。花弁裏の淡い黄色、ボタンアイとあいまって、個性的な雰囲気に。 
重厚な風格や存在感を感じられるバラ。

【栽培】
樹勢が強く、耐病性がとても強いコンパクトなシュラブ樹形のバラ。うどんこ病にも、黒星病にもとて
も強い。環境の悪い場所でもめったに病気になることはない。半年に1度の薬剤散布（殺菌剤）を
行えば1年間美しい葉を維持できる。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フロリバンダとして育てられ、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。つるバラにするなら、トレリス、オベリスク等コンパクトなつる仕
立てに。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。木立タイプとして育
てるのなら、ガーデン半ばから後方に。鉢植えにも向く。

【名前の由来】
ギリシャ神話、コルキスの金羊毛を求めてアルゴー船で出港した英雄達を、このバラに見て。

Argonauts

アルゴノーツ
花色／濃いオレンジ　　花形／ロゼット咲き　　花径／中輪
香り／中香　　香質／ティ、グリーン　　開花／四季咲き　　樹高、幅／1.5m×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

【花】
白、丸弁八重咲き、中輪房咲きの花。ダマスクにティの中香。白バラは低温期にピンクが花弁にの
る品種が多いが、このバラは純白。やや黄みがかる蕾から、ふわっと、ひらひらとした花弁が軽や
かに開く。どこか往年の銘花、アイスバーグを感じさせる花。アイスバーグよりも耐病性があり、香り
もある。

【栽培】
樹勢が強く、耐病性が強い木立樹形のバラ。うどんこ病に強く、黒星病にも強い。年に5回の剪定
後ごとの薬剤散布（殺菌剤）を行えば1年間美しい葉を維持できる。また薬剤散布を一切行わなく
ても、環境の良い場所では、ほとんど病気にならず生育する。もしくは多少葉を落としてもすぐに新
芽を伸ばし、枝葉を吹きなおす。やや黄みがかる葉色も個性的。地植えならガーデン前方から半
ば、鉢植えに向く。

【名前の由来】
スペイン語で氷河を意味する言葉から。

Glaciar

グラシアール
花色／白　　花形／丸弁八重咲き　　花径／中輪　　香り／中香　　香質／ダマスク、ティ
開花／四季咲き　　樹高、幅／1.2m×1m　　樹形／木立樹形 横張タイプ
樹勢／強い　　うどんこ病／強い　　黒星病／強い　　耐陰性／普通
耐寒性／普通　　耐暑耐湿性／強い

出願中
TYPE

1

TYPE

0出願中

【花】
淡いピンク、カップ咲き、小中輪房咲きの花。ダマスクにミルラの中香。外弁は青みがかるピンク。 
可愛らしい少女を思わせるようなバラ。ころころとした可愛らしい花を、たわわに咲かせる。花もち
が良い。切りバラにも向く。夏場は花弁数が減りロゼット咲きに。

【栽培】
樹勢が普通、耐病性が強い木立樹形のバラ。うどんこ病に強く、黒星病にも強い。年に5回の剪
定後ごとの薬剤散布（殺菌剤）を行えば1年間美しい葉を維持できる。また薬剤散布を一切行わ
なくても、環境の良い場所では、ほとんど病気にならずに生育する。もしくは多少葉を落としてもす
ぐに新芽を伸ばし、枝葉を吹きなおす。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。多肥で花弁数が増えボーリングすることもあるので、肥料は控えめに。切りバラにも向く。

【名前の由来】
名前は、バレエの回転技のピルエットから。バレエの衣装を着た可愛らしい少女たちが、思い思い
にピルエットを練習するさまを想像させられて。

Pirouette

ピルエット
花色／淡いピンク　　花形／カップ咲き　　花径／小中輪　　香り／中香
香質／ダマスクにミルラ　　開花／四季咲き　　樹高、幅／0.9m×0.7m
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／強い
耐陰性／普通　　耐寒性／普通　　耐暑耐湿性／強い

出願中
TYPE

1

【花】
ほんのりピンクから淡いピンクへのグラデーション、中輪房咲きの花。清 し々い香り。春や高温期には白
からほんのりピンクへのグラデーションとなることも。日射量や気温、肥料等で花色の幅がでるタイプ。 
グリーンがかった蕾から、おおらかなロゼット咲きへと開花。包み込まれるような優しさが感じられる花。

【栽培】
樹勢が強く、耐病性がとても強いシュラブ樹形のバラ。うどんこ病に強く、黒星病にはとても強い。環
境の悪い場所でもめったに病気になることはない。半年に1度の薬剤散布（殺菌剤）を行えば1年間
美しい葉を維持できる。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フロリバンダとして育てられ、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。アーチやフェンス、
トレリス、ポール等に向く。木立タイプとして育てるのなら、ガーデン半ばから後方に。鉢植えにも向く。
【名前の由来】
小説「秘密の花園」の登場人物。主人公、メアリー・レノックスの世話役。メアリー・レノックスを特別
扱いすることなく、生き生きと子供らしく成長させた。

Martha

マーサ
花色／ピンク　　花形／ロゼット咲き　　花径／中輪　　香り／中香
香質／ダマスク、ティ、グリーン　　開花／四季咲き　　樹高、幅／1.8m×1.5m
樹形／シュラブ樹形 普通タイプ　　樹勢／強い　　うどんこ病／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】
ピンク、ロゼット咲き、中輪房咲きの花。ダマスクにグリーンの強香。やや青みを感じられるピンク。 
花弁がやや少なめの軽快なロゼット咲き。高温期は丸弁八重咲きになることも。強い存在感はない
が、どこで咲いていても、いつ咲いていても安らぐ普遍的な美と香り、そして安心して育てられる強
靭な耐病性を持つ。

【栽培】
樹勢が強く、耐病性がとても強い木立樹形のバラ。うどんこ病にも、黒星病にもとても強い。環境の
悪い場所でもめったに病気になることはない。半年に1度の薬剤散布（殺菌剤）を行えば1年間美
しい葉を維持できる。無農薬でも、庭木のように虫が出た時だけスプレー剤等、薬剤散布を行うか、
もしくは捕殺など、それを取り除くだけで育つ。地植えならガーデン前方から半ば、鉢植えに向く。

【名前の由来】
イギリスの民間伝承に登場する、いたずら好きのかわいらしい妖精から。とても育てやすいバラな
ので、誰からも愛される妖精をこのバラに見て。

Pixy

ピクシー
花色／ピンク　　花形／ロゼット咲き　　花径／中輪　　香り／強香　　香質／ダマスク、グリーン
開花／四季咲き　　樹高、幅／1.3m×1.3m　　樹形／木立樹形 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／とても強い
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