


種苗登録表示

極めて耐病性が
強い品種

香りの強さ

病気に強いデルバールの品種の中
でも、特に耐病性の強い品種。病気
に対して神経質にならなくても丈夫
に育つので初心者にもオススメ。

デルバールのご紹介

デルバール品種一覧

デルバール品種別仕立て方チャート

ドリュ品種一覧

Hanagokoroヘブンシリーズ
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仕立て方タイプ

香りの強さ

耐病性

香りのピラミッド
（P.03参照） 強香中香微香

つるバラ。1年目で2メートル、2
〜3年で3メートル以上伸びる。
大きなアーチ、ガゼボ、壁面など
に這わせることができる。

クライマー
仕立て方によってはつるバラと
しても扱えるシュラブローズ。オ
ベリスクや小さめのアーチに仕
立てるのもオススメ。

ショートクライマー
スペースをとらない小さな株立ち
タイプ。コンテナや鉢植え栽培
にも向く。

ポット

h  CON T EN T S  g

デルバール

エモーションに満ちたバラ “デルバールローズ”

“耐病性”は育種の大前提

フランス中部オーベルニュ地方の小さな村、マリコーン。「花の美
しい村」に選ばれたこの地にデルバール本社があります。デル
バールローズが日本で初めて紹介されたのは2006年ですが、デ
ルバール社が設立されたのは1935年、そしてバラの育種を開始
したのは1954年と、歴史ある名門ナーセリーです。「バラの育種
において最も大切にしているのは“エモーション（＝感動）”です。」
と語るのはデルバール社の3代目社長、アルノー・デルバール。
美しく病気に強いバラを作るのは育種家としては当然のこと。
デルバールが大切にする“エモーション”とは、バラを中心にコミュ
ニケートする喜びを分かち合い、人と感動を共有することだと言
います。華やかな色合いとロマンチックな花形で、「1株で絵にな
る」品種が多いのもデルバールローズの魅力ですが、ネーミング

無農薬・減農薬に対する意識が強いフランスでは、家庭でのバラ
栽培はすでにオーガニック栽培が主流です。
デルバール社は時代に先駆けて、薬剤散布をほとんどしなくても
丈夫に育つ耐病性の強い品種の開発に力を注いできました。
また、耐病性が強い品種づくりには、園芸ビギナーの方にもバラ
を育てる喜びを味わってほしいという願いも込められています。

デルバール社では減農薬でもよく育つ品種をつくるため、無農薬で栽培試
験を行い選抜します。また、黒点病やうどん粉病に強い品種を見極めるた
めに遺伝子レベルの研究も行っています。

に込められたストーリー、品種ごとに個性のある香りからも話題は
広がり、コミュニケーションアイテムとしてのバラに大きな魅力を与
えているのです。お気に入りのバラを暮らしに取り入れ、家族や
友人と語り合う…それこそがデルバールが最も大切にしているこ
となのです。

デルバール社代表取締役社長

アルノー・デルバール

新品種誕生は15万分の1の奇跡

バラは同じ親同士を交配し
てできた種でも1つとして同
じ品種は生まれません。デル
バールでは毎年15万粒のタ
ネをまき、選抜をくり返しなが
らフランスで7年、日本で3年
以上育てて新品種として発
表できるかを見極めます。

ローズスタイリスト

大野耕生さん

日本で発売されるデルバールの新品種
選抜メンバーでもある大野耕生さんによ
る“Kosho's View”では、カタログ本文
に記載しきれなかった、バラの様々な表
情をお伝えします。
スタッフの一言コメントにも注目です。

マークの見方

Kosho's View

表紙の写真	 左	：	ラ・パリジェンヌ	 右奥	：	ローズ・ポンパドゥール	 右手前	：	クロード・モネ
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すべてのバラに「香り」を バラの個性を表現する6つのシリーズ

香水に因んだ名を持つバラ

スイーツの名を持つバラ

「できることならすべての品種に香りがあるようにしたい。」とアル
ノー・デルバールは言います。ただし、これはそれほど簡単なこと
ではありません。なぜなら香りの良い品種同士を交配しても、香り
のバラが生まれるとは限らないからです。
デルバールの香りへのこだわりは、品種ごとに表現される“香りの
ピラミッド”にも現れています。この“香りのピラミッド”は、プロの調
香師の協力のもと、1日のうちに変化するバラの香りが、視覚から
もイメージできるように作成されたもの。単に香りが「良いか悪い
か」や「好きか嫌いか」ではなく、具体的にどんな香りがあるのか
を表記することで、バラを囲んだコミュニケーションをさらに深める
ことができるのです。

（※香りのピラミッドが無い品種もあります。）

デルバールローズは品種の特徴別に大きく6つのシリーズに分けられています。

香りに強いこだわりを持つデルバールは、往年の名作香水や
伝統ある香水メーカーの名を冠したバラも多く生み出しています。
香水メーカーとのコラボレーションはバラの世界観を一層豊かにします。

その香りや花色にインスパイアされた、甘いスイーツの名を持つバラたち。
バラの名前には、イメージを広げ会話を豊かにする“おいしい仕掛け”があるのです。

香りのピラミッドを作成する過程で使用さ
れる分析シート。通常行われるのは、「アン
ピリック法」という、調香師の経験に基づ
いた感覚による分析方法。後に科学分
析で確かめることも。

柑橘系の香り

アロマート

花の香り

グリーンの香り

フルーツの香り

香辛料の香り

森林の香り

バルサム香

パルファムのエッセンス。最初に香り、
すぐに消えるノートで構成される。
2つの嗅覚成分からなる。

Tête
テット

パルファムの個性。
最初の香りの次に現れる、
気分成分を除いた
嗅覚成分。

Creur
クゥール

“残り香”Fond
フォン

〈顧問調香師〉

フィリップ・ソーヴグラン
調香師歴40年、多くの有名香水を
手掛けた経歴を持つ。フランスで偉
大な調香師のみに与えられる“nez

（ネ）”の称号を持つ。現在は後進
の指導にあたる傍ら、ヨーロッパ各
地で行われるバラ国際コンクール
の審査員を務める。

ローズ・アントワネット

香りのピラミッド

エドゥアール・マネ

ラ・パリジェンヌ

ソフィー・ロシャス

香りのピラミッドの一例

プラリーヌ・ルージュ
フランス南東部、リヨンの名物菓子
の名。アーモンドと砂糖をカラメル状
にしたお菓子で、鮮やかな赤色が特
徴です。その名のとおり、濃いピンク
色がキュートなバラです。

パブロワ
メレンゲで作られた純白のスイーツ“パ
ブロワ”から命名。名前にぴったりの、
ややグレーがかったシルクのような質
感の白い大輪花を咲かせます。

サント・ノーレ
シュー生地とクリームでつく
るスイーツの名。フランスで
は多くのパティスリーが趣向
を凝らしたサント・ノーレを作
りだしています。

Les Souvenirs d’amours Parfumes

スヴニール・ダ・ムール 〜香り立つ愛の想い出〜
•	香り豊かで華麗なコレクション。
•	クラシカルな花形と艶やかな花色に加え、豊かな香りが魅力。
•	デルバールのガーデンローズを代表するシリーズ。

Les roses de Peintres

ペインターズ・シリーズ  〜画家のバラ〜
•	絞りに定評のあるデルバール社が、印象派の画家たちへのオ
マージュとして作出したシリーズ。	
•	鮮やかな絞りは印象派の絵画の筆のタッチを思い起こさせてくれる。

〈︎	ペインターシリーズの品種紹介はP.24へ	➡	〉

Les Grands Parfums

グラン・パルファム・シリーズ 〜偉大なる香り〜
•	香り豊かなハイブリッド・ティー系品種のコレクション。	
•	エレガントな花形と花色、芳醇な香り。

Les Grands Chefs

グラン・シェフ・シリーズ 〜偉大なるシェフたち〜
•	フランスを代表する三ツ星レストランのシェフの名前を冠したシリーズ。

Les Rosiers Grimpants

グランパン・シリーズ 〜つるバラ〜
•	耐病性に優れ、生育旺盛なつるバラのコレクション。

Les Rosiers Paysage

ペイザージュ・シリーズ  〜景観を造るバラ〜
•	耐病性に優れ、ローメンテナンスでも春から秋まで繰り返し枝いっぱい
に花をつけてくれる。

ナエマ ローズ・ポンパドゥール シャンテ・ロゼ・ミサト

ローズシナクティフ
資生堂とデルバールのコラボレー
ションで誕生したバラ。このバラに導
かれて、クレ・ド・ポー ボーテのオード
パルファム“ローズシナクティフ”が生
まれました。

ナエマ
バラを愛したゲラン家4代目頭首、
ジャン・ポール・ゲランが4年の歳月を
かけ完成させた香水の名から命名さ
れたバラ。

フラゴナール
香水のメッカとも謳われる南仏グ
ラースで1926年に誕生した香水
メーカーの名を冠したバラ。ナチュラ
ルな香りや可愛らしいデザインが人
気の同社のイメージにぴったりです。
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Legend of Rouge

Couleur de l'amour

レジェンド・オブ・ルージュ

クルール・デ・ラムール

シリーズ／グランパルファム
花色／深紅
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／1.0×0.8ｍ、ブッシュ
花径／8〜10cm、大輪
花形／半剣弁高芯咲き

シリーズ／スヴニール・ダムール
花色／ピンク〜淡いピンク、白
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／1.3×1.0m、シュラブ
花径／６ｃｍ、中輪
花形／カップ咲き

光あふれる愛の街、パリ郊外で生まれたこのバラは、生
き生きとした大輪の花を咲かせます。唯一無二の魅力
を開花させる女性たちのよう。直立性ブッシュタイプの
赤色ハイブリットティー。（株）資生堂	クレ・ド・ポー	ボー
テは、このバラの生命力みなぎる瞬間と色をとらえ、ルー
ジュアレーブル	マット103	レジェンドオブルージュ（口紅）
を誕生させました。

花芯は淡いピンクで外側の花弁に向かって白に変化
する中輪カップ咲き。５～８輪程度の房咲き。フルーツと
フローラルの香り。中型のシュラブで耐病性が強くよく
育つ。名は「愛の色」の意。ぎふ国際ローズコンテストで
People's	Chois賞受賞。

Allegorie

アレゴリー
シリーズ／スヴニール・ダムール
花色／クリムゾン
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／0.8m×0.8m、シュラブ
花径／８ｃｍ、大輪
花形／ロゼット咲き

深みと華やかさを併せ持ったクリムゾンレッドのロ
ゼット咲き。ダマスク系の強香。明るい緑色の葉と濃
いクリムゾンの花色とのコントラストが個性を引き立
てる。まとまりの良い小型シュラブで庭植えでも鉢植
えでも育てやすい。花付き、四季咲き性が強く、春か
ら秋まで繰り返しよく咲く。

Vieux Rose

ヴィウー・ローズ
シリーズ／スヴニール・ダムール
花色／赤紫
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／1.0m×0.8m、ブッシュ
花径／８ｃｍ、大輪
花形／ロゼット咲き

ニュアンスのある赤紫色がシックな高芯咲き～ロゼット咲
きの大輪花。中型の木立性でまとまりの良い樹形。新葉
は艶のある濃い銅葉で、春の芽吹きの時期や秋の開
花時期は枝葉だけでも強い存在感がある。耐病性が強
く棘も少な目なので初心者でも育てやすい。鉢植えにも
ぴったり。

Amélie Nothomb

アメリ・ノートン
シリーズ／スヴニール・ダムール
花色／淡い黄色
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／0.8m×0.6m、ブッシュ
花径／８ｃｍ、大輪
花形／ロゼット咲き

花弁にフリルと切れ込みが入るロゼット咲き。オレンジの
ニュアンスを帯びたクリームイエローの花。３～５輪の大
輪房咲きになる。樹形はコンパクトなブッシュで鉢植えに
向く。品種名はフランスの女流作家の名。

出願中

出願中

強香中香

Rallye des Gazelles

ラリ・デ・ガゼル
シリーズ／スヴニール・ダムール
花色／ブラウンがかったベージュ
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／1.0×0.8m、ブッシュ
花径／10ｃｍ、大輪
花形／丸弁高芯咲き〜ロゼット咲き

ややブラウンがかったベージュ色の大輪花。整った
丸弁高芯咲きから開くにしたがってロゼット咲きに変
化。濃いグリーンの照葉と淡い花色のコントラストが
美しい。樹は半直立のコンパクトな木立ち性で、鉢
植えでも庭植えでも育てやすい。フルーツ、ローズ、
サンダルウッドの香り。名は女性ドライバーたちがフラ
ンス～モロッコを走破する”ガゼルラリー”から。

出願中

中香

中香

強香

中香

ヴィウー・ローズ

ローズ

バニラ

サンダルウッド
洋ナシ
ローズ
ライム

アーモンド
白檀
洋梨、桃
ローズ
レモン

苔、林床

ハーブ、ツタ

バラ

銅葉の色合いに注目!!
ガーデンの

助演男優賞を
狙ってる!!

Kosho's View

シックな庭を
よりシックに!!

Kosho's View

優しく愛らしい、
中輪カップの房咲き

が魅力的

S TA F F
おすすめ

その名にふさわしい、
気品あふれる
深紅のバラ

S TA F F
おすすめ
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Casque d'Or

カスク・ドール
シリーズ／ペイザージュ
花色／黄色
花期／四季咲き　
樹高、幅、樹形／1.2×0.8ｍ、ブッシュ
花径／8ｃｍ、中大輪
花形／カップ咲き

鮮やかな黄色の美しく完成されたカップ咲き。直立
性のブッシュタイプで、耐病性にも優れ育てやすい。
鉢植えにも向く。黄色の花は「春は「王の冠」、秋は
「女王のティアラ」の様に、花弁が剣先から丸弁
へ変わる。フランス語で「カスクドール」とは「金色の
冠」の意で、幸運をもたらすものとされている。

Crazy Two

クレイジー・トゥー
花色／淡いピンクに濃いピンクの絞り
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／1.2m×0.8m、ブッシュ
花径／10〜8cm、大輪
花形／高芯丸弁咲き

淡いピンクのフリルがかった丸弁に濃いピンクの絞り
が挿す個性的な花。
香りも良くコンパクトで鉢植えにも向く。

契約品種

契約品種

Cherubino

ケルビーノ
シリーズ／スヴニール・ダムール
花色／クリームアプリコット
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／1.0ｍ×1.0ｍ、シュラブ
花径／５〜7ｃｍ、中輪
花形／波状弁オープンカップ咲き

淡いアプリコット～クリーム色に変化する、柔らかい波状
弁のオープンカップ咲き。中輪房咲きで5輪～10輪以上花
をつける。耐病性に優れたコンパクトシュラブで自然な樹
形でよく茂る。香りはフルーツ、ソープ、スパイスなどが混
ざる。バラの専門誌NewRoses20号記念に捧げられた
品種。名前はモーツァルトのオペラ「フィガロの結婚」より、
「バラへの憧れ」を表現。

出願中

Guy Savoy

ギー・サヴォア
シリーズ／グラン・シェフ
花色／赤にピンクの絞り
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／1.8m×1.2ｍ、半つる
花径／8〜10ｃｍ、大輪
花形／抱え咲き

花色は鮮やかなガーディナルレッドの地合に、濃いめのピン
クの絞りが入る。フリルがかった抱え咲きの中大輪花はい
やみの無い絞りと相まって美しく印象的。柑橘系のフルー
ティーな香りにバニラの濃厚な残り香が更にこの花に魅力
を加える。樹は極めて強健で初心者でも育てやすい。比
較的大きく育つので、四季咲きのショートクライマーとしても
利用でき、壁面やトレリスに仕立てると庭でひときわ存在感
を増す。名前はパリの三ツ星レストランのシェフにちなむ。

強香

契約品種

中香

微香

中香

Hommage à Barbara

オマージュ・ア・バルバラ
シリーズ／ペイザージュ
花色／深紅　花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／0.8m×0.8m、ブッシュ
花径／6〜8ｃｍ、中輪　花形／丸弁抱え咲き

独特の深みがあるベルベットレッドの中輪花。フリル
がかった花弁が印象的。とても花つきも花もちも良
く、春から秋まで絶え間なく咲き続ける。樹形もコン
パクトでバランスが良く、特段剪定に気を使わなくて
もまとまりの良い樹形を保ってくれる。鉢栽培にも向
く。耐病性も極めて強い。咲き終わった花は茶色に
枯れた後、花首からポロリと落ちるセルフクリーニン
グ機能を備える。情熱的で個性的なシャンソン歌手
バルバラに捧げられたバラ。

契約品種

Esprit de Paris

エスプリ・ドゥ・パリ
シリーズ／スヴニール・ダムール
花色／濃いピンク、ライトイエローのバイカラー
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／0.7m×0.7m、ブッシュ
花径／８ｃｍ、大輪
花形／波状弁八重咲き

ビビットな濃いピンクとライトイエローのバイカラー。フリル
がかった花弁が重なる個性的な花形、艶っぽい花色と
濃い目の緑の照葉のコントラストで、とても存在感のある
株に。コンパクトな樹形で、枝いっぱいに花を咲かせる。
四季咲き性も強く、春から秋まで繰り返し開花を楽しま
せてくれる。フルーツ系の強香。名は、華やかさと艶っぽ
さが混在する雰囲気がパリのエスプリ（精神・魂）を思
わせる。

出願中

強香

ギー・サヴォア

ミント

ライチ、グレープフルーツ

ローズ
ライラック、スミレ

オレンジ

桃、杏

バニラ

レモン、
グレープフルーツ
マルセイユソープ、

ローズ
パウダーペッパー

香り…色…
僕が一番最初に

好きになった
デルバールのバラ

Kosho's View

フランスらしい
華やかさ。

コンパクトな樹形と
抜群の花付き！

S TA F F
おすすめ

初めてバラを
育てる方には、

まずはこの品種を
お勧めします！

S TA F F
おすすめ
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Generation Jardins

ジェネラシオン・
ジャルダン
シリーズ／ペイザージュ
花色／ローズピンク
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／1.8m×1.2ｍ、シュラブ
花径／8〜10cm、大輪
花形／丸弁盃状咲き

鮮やかなローズピンクの大輪花。花弁が丈夫で花の傷
みが少なく花もちが良い。切花にしても長く楽しめる。樹
は耐病性が強く生育強健で非常に育てやすい。アーチ
やオベリスクなどに絡め、ショートクライマーとしても楽しめ
る。名の「ガーデン世代」は同名のガーデニングの振興
協会に捧げられた。

中香

Comtesse de Ségur

コンテス・ドゥ・
セギュール
シリーズ／スヴニール・ダムール
花色／ピンク
花期／繰り返し咲き
樹高、幅、樹形／
　1.5×1.0ｍ、シュラブ
花径／8ｃｍ前後、中大輪
花形／ロゼット咲き

ラベンダーピンクの花弁が重なるロゼット咲き。しな
やかに伸びた枝の先に房咲きでたわわに咲く。耐
病性が強く花傷みも少ない。繰り返し良く咲く。ロー
ズの香りに、ベースはフランボワーズなどフルーツ
香。ファンタジー作家、セギュール伯爵夫人に捧げら
れたバラ。

強香

契約品種

Saint-Honoré

サント・ノーレ
シリーズ／スヴニール・ダムール
花色／ライラックピンク
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／
　0.7ｍ×0.6ｍ、ブッシュ
花径／６〜８ｃｍ、中輪
花形／カップ咲き

濃い赤色のつぼみが開くとシックなライラックピンク
の中輪カップ咲きに。ややフリルがかかりやさしさと
華やかさを併せ持つ。強香性（アニス系）。コンパク
トな樹形なので鉢植えに向く。四季咲き性が強く春
から秋まで繰り返しよく咲く。

強香

Saint-Exupéry

サンテグジュペリ
シリーズ／スヴニール・ダムール
花色／ローズピンク
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／1.2×1.0ｍ、ブッシュ
花径／8〜12ｃｍ、大輪
花形／ディープカップ〜
　　　クォーターロゼット咲き

フリルがかったディープカップからクォーターロゼット咲きに
なる大輪花。鮮やかなローズピンクの花は、秋にはさらに
深みを増す。強い四季咲き性で、花つきが良くたわわに
咲く。鉢栽培にも向く。世界的な名作「星の王子様」の作
者の名を冠したバラ。

契約品種

契約品種

中香

Jardins de l'Essonne

ジャルダン・ドゥ・
レソンヌ
シリーズ／スヴニール・ダムール
花色／クリームアプリコット
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／1.2×1.0ｍ、シュラブ
花径／8〜10ｃｍ、大輪
花形／カップ〜ロゼット咲き

クリームホワイトに柔らかにアプリコットがかる中～大
輪ロゼット咲きで、清楚な色合いの中にも華やかさを
あわせ持った品種。比較的コンパクトに良く茂り、耐
病性も強く健康に育つ。パリ近郊、エソンヌ地方の
名庭園を記念したバラ。

契約品種

強香

Centenaire de
      Lourdes rose

サントネール・ドゥ・
ルルド・ローズ
シリーズ／ペイザージュ
花色／ピンク　　花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／1.2ｍ×1.2m、シュラブ
花径／6〜8ｃｍ、中輪
花形／丸弁平咲き

鮮やかなピンクの花を枝いっぱいに春から秋まで咲
かせ続けてくれるシュラブローズ。
生育強健で育てやすい。南フランス、ルルドの奇跡
の泉発見100周年を記念して命名された。
本国フランスでは人気のロングセラー。

シャトー・ドゥ・シュベルニー

コンテス・ドゥ・セギュール

ローズ
ライラック、

ジャスミン（の花）

木いちご、
洋梨、桃…

ローズ

Château de Cheverny

シャトー・ドゥ・
　シュベルニー
シリーズ／スヴニール・ダムール
花色／黄〜レモンイエロー
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／1.5ｍ×1.2ｍ、シュラブ
花径／６〜７ｃｍ、中輪
花形／カップ咲き

中輪カップ咲きで枝いっぱいに花を咲かせる姿は見事。
鮮やかな黄色から次第にレモンイエローに変化し一枝
で二色咲きのように。さわやかな柑橘系の香り。四季咲き
性の中型シュラブで、樹勢も強く枝がよく茂るが株のまとま
りは良い。オベリスクなどに小型のつるバラとして仕立て
ることもできる。非常に耐病性が強く育てやすい。
名はロワールの古城から。

出願中

強香

バニラ
スパイス

アプリコット、ピーチ
ローズ、ユリ、スズラン

レモン

ローズ

草、牧草

とにかく耐病性が強い。
ビタミンカラーが

気分をあげてくれます。

Kosho's View
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Sophie Rochas

ソフィー・ロシャス
シリーズ／スヴニール・ダムール
花色／淡いピンク
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／1.8ｍ×1.2ｍ、シュラブ
花径／８〜１０ｃｍ、大輪
花形／波状弁高芯咲き

淡いピンクの花弁の縁に切れ込みが入る、エレガントな
大輪花。ロゼット咲きだが少な目の花弁が優しく花芯を包
み込む。柑橘とローズの上品な香り。樹勢が強く、勢いの
良いシュートが良く伸びる。刺は少な目。四季咲き性のつ
るバラとしてフェンスやアーチにも仕立てられる。
名はフランスの女性ファッションデザイナーの名から。

出願中

強香

Chant Rosé Misato

シャンテ・ロゼ・ミサト
シリーズ／スヴニール・ダムール
花色／ピンク
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／
　1.5m×1.0ｍ、シュラブ
花径／8〜10ｃｍ、大輪
花形／ディープカップ咲き   

黒バラのようなルビー色の蕾が、開くにしたがって濃
いピンクから淡いライラックピンクへと変化していく。
深い緑の葉にグラデーションがかったピンクの花が
良く映える。アニスとバジル、ラベンダーなどが混ざり
あい、個性的に強く香る。大輪の花は散り際までか
わいらしいカップ咲きを保つ。直立性ですっきりとし
た株立ちで、ショートクライマーとして小さめのアー
チやオベリスク仕立てにするとその魅力を存分に
発揮してくれる。四季咲き性も抜群で、非常に病気
に強く生育強健で初心者にも育てやすい。
２００７年ぎふ国際ローズコンテストでベストフレグラン
ス賞受賞。

強香

Chartreuse de Parme

シャルトルーズ・
ドゥ・パルム
シリーズ／スヴニール・ダムール
花色／パルマヴァイオレット
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／
　1.2m×1.0ｍ、スプレー・ブッシュ
花径／10〜12ｃｍ、大輪　　花形／ティーローズ

深みのあるパルマヴァイオレットの大輪花が品良く華麗
に咲く。やや剣弁になる花弁がたっぷりと重なり合って個
性的な表情を見せる。横張りの木立性で、鉢栽培にも向
く。四季咲き性が強く、鮮やかな大輪の花とひときわ個
性的でモダンダマスクの芳醇な香りを楽しませてくれる。
名はその花色から、スタンダールの小説、宮廷模様を描
いた「パルムの僧院」に由来する。パリのバガテルはじめ
ヨーロッパ各国のコンテストで香りの賞を多数受賞。

強香

Soleil Vertical

ソレイユ・
ヴァルティカル
シリーズ／スヴニール・ダムール
花色／黄
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／1.8×1.2ｍ、シュラブ
花径／6〜8cm、中輪
花形／波状弁平咲き

鮮やかな黄色の花に時折オレンジの縁取りが入る。
花弁に切れ込みとフリルが入り華やかさを増してい
る。黄色系では貴重な耐病性の強い四季咲きショー
トクライマー。

契約品種

中香

Souvenir de Louis Amade

スヴニール・ドゥ・
ルイ・アマード
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／
　1.0m×1.0ｍ、スプレーブッシュ
花径／8〜10ｍ、中大輪
花形／オープンカップ咲き

フリルがかった花弁が美しい、モーヴピンクの花。個性的
で強い香りも魅力。樹形はやや横張りだがコンパクトで鉢
栽培にも向く。耐病性が強く繰り返し良く咲く。
シャンソンの名曲『バラはあこがれ』の作詞者ルイ･アマー
ドに捧げられたバラ。

契約品種

強香

ソフィー・ロシャス

シャンテ・ロゼ・ミサト

アニス、バジル、
ウイキョウ、
ラベンダー

マンゴー、ライチ
ヒヤシンス、ライラック
レモングラス

マンダリン（みかん）

スパイス
パイナップル
スズラン
アニス

タラゴン

アニス

レモン、
グレープフルーツ

ローズ、ライラック

シックで大人びた蕾、
かわいらしい少女の様な花、

元気で丈夫、
ボーイッシュな樹勢は

大好きな渡辺美里さんと
重なる素敵な雰囲気を

持つバラ。

Kosho's View

花色も形も香りも
すべてが
エレガント

S TA F F
おすすめ

農場スタッフに
人気！

S TA F F
おすすめ
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Dune

デューン
シリーズ／グランパン
花色／黄
花期／返り咲き
樹高、幅、樹形／2.0m〜、クライミング
花径／8〜10cm、大輪
花形／丸弁抱え咲き

豊かな房咲きが長く楽しめる、透き通るような黄色の
丸弁抱え咲きの大輪花。ローズとレモングラスの素
晴らしい芳香が魅力的。鮮やかな黄色の花が壁面
を明るく彩ってくれる。名はディオールの香水から。

中香

契約品種

Dominique Loiseau

ドミニク・ロワゾー
シリーズ／グラン・シェフ
花色／白
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／
　0.8m×0.8m、スプレー
花径／6ｃｍ、中輪
花形／セミダブル咲き

淡いピンクがかった蕾が、抜けるような純白の白花
に変化し、中心から黄色いしべが顔を出すセミダブ
ルの房咲き。極めて四季咲き性が強い。コンパクトな
樹形で鉢栽培にも向く。名は天才料理人、故ベル
ナール・ロワゾーの婦人名。

中香

中香

ダム・ドゥ・シュノンソー
シリーズ／スヴニール・ダムール
花色／ピンク〜サーモン
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／1.5m×1.2ｍ、シュラブ
花径／8〜12cm、大輪
花形／カップ〜ロゼット咲き

アプリコットのグラデーションが内側から入るサーモンピンクの
豪華な花。カップ＆ソーサーからロゼット咲きに変化する花形
も美しい。フルーツやハーブが複雑に混ざり合った印象的な
芳香。耐病性が強く、生育強健。大株に仕立てると春には枝
いっぱいに大輪の花を咲かせてくれる。シュートがしなやか
で四季咲きショートクライマーとしてアーチやオベリスク仕立
てに最適。花の美しさ、香り、耐病性、仕立ての自由度と多く
の魅力を兼ね備えたお勧めの品種。ロワール河畔に立つ美
しい古城の名を冠し、‘シュノンソーの貴婦人’の意。

Dames de Chenonceau

強香

Dioressence

ディオレサンス
シリーズ／グランパルファム
花色／モーヴ　花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／1.0×0.8ｍ、ブッシュ
花径／8〜10cm、大輪
花形／丸弁高芯咲き

丸い花弁が軽く波打ちながらやわらかく重なる。空の
青に譬えられるブルーモーヴ色の花は開花とともにシル
バーを帯び、弁先はパープルルージュのあしらいが入
る。ベルガモット、ゼラニウム、コケ・樹木の豊かで「秘密
めいた」香り。コンパクトなスプレーブッシュで鉢植えにも
向く。名はフランスの有名ブランド「クリスチャン・ディオー
ル」の限定香水にちなむ。とても深く芳醇な香りが、更に
魅力を増す。

契約品種

強香

Téléthon

テレトン
シリーズ／スヴニール・ダムール
花色／クリームイエロー
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／1.0m×0.8m、ブッシュ
花径／8〜10cm、大輪
花形／ティーローズ

株いっぱいにクリームイエローの花をつけ、秋まで
次 と々咲き続ける。コンパクトな樹形で、鉢植えにも
向く。健康的な照り葉で極めて耐病性が強く育てや
すい。名はフランス筋障害協会の難病研究の募金
活動より。

契約品種

契約品種

Papi Delbard

パピ・デルバール
シリーズ／スヴニール・ダムール
花色／オレンジ、黄、アプリコットブレンド
花期／返り咲き　
樹高、幅、樹形／
　2.0ｍ〜、クライミング
花径／8〜12ｃｍ、大輪
花形／カップ〜ロゼット咲き

オレンジ、アプリコット、黄色の混ざりあった暖かい花
色で、開くと花弁の重ねが多いオールドローズタイプ
の大輪系ロゼット咲きのつるバラ。
新鮮なフルーツの香り。
名はデルバールの創始者ジョルジュ･デルバールに
ちなむ。

契約品種

強香

Nahéma

ナエマ
シリーズ／スヴニール・ダムール 
花色／ソフトピンク
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／
　1.8m×1.5ｍ、クライミング
花径／8〜10ｃｍ、大輪
花形／ディープカップ咲き

明るくエレガントなソフトピンクのディープカップ咲き。
強健でシュートの発生が旺盛なつるバラ。
四季咲き性も非常に強く、しっかりと成長しながら繰り返
し開花も楽しませてくれる。
大輪のスプレー咲きで、次 と々開花し観賞期間が長い。
特筆すべきは香りで、シトロネール（レモングラス）、ローズ
とフルーツの芳醇な香りは誰もがうっとりする。
庭ではアーチやパーゴラ、壁面などに自在に仕立てるこ
とが出来るほか、大きめの鉢に植込み、強めの剪定で
鉢栽培もお勧め。
ゲランの限定香水の名から命名。2006年ぎふ国際ロー
ズコンテストで銀賞とベストフレグランス賞を受賞。

強香

チャイブ
革、皮
フルーツ
葉

スイセン
アニス、ウイキョウ
オレンジ

ローズ

レモングラス

スズラン、
ライラック、
フリージア

洋梨、りんご

フルーツ

花

レモン
グラス

グレープフルーツ、
杏、桃、ライチ

ローズ
葉

ゼラニウム

ベルガモット

桃、杏、洋梨

ローズ

レモングラス

四季咲き性、
香りのつるバラ。

桜ピンクのカップ～
ロゼット咲きで

大人気。

S TA F F
おすすめ

フェンスもアーチも
オベリスクも。
つる仕立てが

美しい。

S TA F F
おすすめ
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Pur Caprice

ピュル・カプリス
シリーズ／ペイザージュ
花色／イエロー＆ピンク→グリーン
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／1.0m×0.8ｍ、ブッシュ
花径／6〜8cm、中輪
花形／半八重咲き

細い花弁がねじれる様に開く個性的な花形。咲き
始めは、薄い黄色に濃いピンクのグラデーション。咲
き進むと、クリームはグリーンに変わっていく。気まぐれ
（＝カプリス）な花。次々に花が上がるうえに花もち
が良いため、観賞期間がとても長い。樹形はコンパ
クトで耐病性も非常に強い。

微香

Pink Intuition

ピンク・
インテューション
花色／濃いピンクと淡いピンクの絞り
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／1.2×0.8ｍ、ブッシュ
花径／10cm、大輪
花形／高芯剣弁咲き

鮮やかな濃ピンクと淡いピンクの絞り。
美しく整った高芯剣弁咲きで、庭を華やかに彩る。

契約品種

契約品種

微香

Bienvenue

ビアンヴニュ
シリーズ／スヴニール・ダムール
花色／ピンク
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／1.8m×1.2ｍ、シュラブ
花径／8〜10cm、大輪
花形／ロゼット咲き

フリルと切れ込みの入る花弁が印象的なピンクの大輪ロ
ゼット咲き。強香性。四季咲きのショートクライマーとして
アーチやオベリスクにも向く。「ウェルカム」という意味を持
つ花が、華やかな色と香りで歓迎してくれる。第11回ぎふ
国際ローズコンテストベストフレグランス賞受賞。レモンの
さわやかな香りはローズの甘さに変わり、しっとりとしたア
イビーの香りも混じる。

強香

ビアンヴニュ
ピンク・パラダイス

Pavlova

パブロワ
シリーズ／スヴニール・ダムール
花色／白
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／1.8m×1.2m、シュラブ
花径／８ｃｍ、大輪
花形／ロゼット咲き

ややグレーがかったシルクの様な質感の白色。艶のある濃
いグリーンの葉と花色のコントラストも美しい。強剪定で春
は中型のシュラブ樹形に、夏以降に伸びるシュートで小さ
めのつる仕立ても可能。四季咲き性が強く伸びた枝の先に
はほぼ必ず花を咲かせる。棘が少なく仕立てもしやすい。
品種名はメレンゲで作られた純白のスイーツから。

出願中

強香

若草

リンゴ、杏

ローズ、スミレ

アイビー

ローズ

レモン

Pink Paradise

ピンク・パラダイス
シリーズ／スヴニール・ダムール
花色／ピンク、淡イエローのバイカラー
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／
　0.8m×0.7m、ブッシュ
花径／８〜１０ｃｍ、大輪
花形／波状弁八重咲き

明るいピンクの花弁の裏側が淡い黄色がかるバイ
カラー。波うつ花弁が重なり華やかな花姿が深い
緑の葉色によく映える。コンパクトな樹形で花壇や
鉢植えで育てやすい。春から秋まで繰り返しよく咲
く。ハーブとローズの芳醇な香り。耐病性の強いバラ
に送られるドイツのADR賞など、受賞多数。

強香

出願中

ローズ

アニス、
タラゴン

Billet Doux

ビエ・ドゥー
シリーズ／スヴニール・ダムール
花色／ピンク・白絞り
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／1.5m×1.0ｍ、シュラブ
花径／8cm
花形／カップ咲き

明るいピンクの中大輪カップ咲きの花に、白のシャドースト
ライプが個性を引き立てる。ローズとバニラの甘くやさし
い香り。非常に花つきの良い優れたシュラブで、四季咲き
ショートクライマーとしてアーチやオベリスク仕立てにも向
く。耐病性も極めて強い。
ビエ・ドゥーは≪恋文≫の意。

中香

バニラ

ローズ

シックで上品な
貴婦人の
たたずまい

Kosho's View

枝いっぱいに
明るいピンクの花を

咲かせる姿は、
まさにパラダイス！？

S TA F F
おすすめ

冬のプリンセス。
冬剪定の頃まで

開花する。

S TA F F
おすすめ
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Flamant Rose

フラマン・ローズ
シリーズ／スヴニール・ダムール
花色／赤オレンジのグラデーション
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／1.8m×1.8m、シュラブ
花径／８〜10ｃｍ、大輪
花形／ロゼット咲き

濃い赤ピンク～オレンジのグラデ―ションの大輪ロ
ゼット咲き。華やかさとシックさを兼ね備えた色合い
が魅力。耐病性が強く良く育つ中型シュラブ。刺の
少ない枝はしなやかに斜上し、花は頭をもたげて咲
くので、トレリスやアーチなどに仕立てるのに向く。葉
は濃いグリーンで、花色のコントラストも美しい。
「フラミンゴ色のバラ」の意。

出願中

強香

Fragonard

フラゴナール
シリーズ／スヴニール・ダムール
花色／ピンク
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／
　1.5m×0.8m、シュラブ
花径／10cm、大輪
花形／カップ〜ロゼット咲き

明るいピンクの大輪カップ咲きから、開ききるとロゼッ
ト咲きに。花は強香性にもかかわらず雨にも強く花
持ちもよい。樹は直立のシュラブタイプ。地植えなど
では2m以上のつる性になることもある。耐病性が強
く初心者でも育てやすい。

強香

Brise

ブリーズ
シリーズ／スヴニール・ダムール
花色／クリームピンク〜アプリコットピンク
花期／繰り返し咲き
樹高、幅、樹形／1.5m×0.6ｍ、シュラブ
花径／6〜8cm、中輪
花形／カップ咲き

「フレンチシック」を思わせるややアプリコットがかったク
リームピンクがとても魅力的。コロンとしたかわいらしい中
輪カップ咲き。ブリーズ（そよ風）をイメージさせる涼しげな
花と、さわやかな香りは誰からも愛される。
直立性のブッシュで３～５輪の房咲きに。
非常に耐病性が強く育てやすい。

強香

Blanche Cascade

ブランシュ・
　カスカード
シリーズ／ペイザージュ
花色／白〜ブラッシュピンク
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／0.6m×0.6ｍ、シュラブ
花径／2〜3ｃｍ、小輪
花形／ポンポン咲き

極小輪の白に淡いピンクがかったかわいらしい花
が、細く短い枝にたわわに咲く。強い四季咲きで切り
戻してもすぐに満開に咲き誇る。非常にコンパクトで
耐病性も極めて強い。鉢植えにするとこぼれるよう
に咲き誇り、よりこの品種の魅力が増す。
名は‘白い滝’。

微香

契約品種

France Info

フランス・アンフォ
シリーズ／スヴニール・ダムール
花色／黄
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／1.0m×0.6ｍ、ブッシュ
花径／8〜10ｃｍ、大輪
花形／ディープカップ咲き

鮮やかな黄色の大輪花。時折花弁の縁に柔らかなピン
クのグラデーションが入りキュートで華やか。カップ咲きか
らオープンカップ咲きへ変化しフリルがかった波打つ花
弁が個性的で美しい。柑橘、ミント、カシスなどのさわやか
なフルーツの香り。コンパクトな樹形で鉢栽培にも向く。

強香

ペッシュ・ボンボンブリーズ

フラゴナール

ローズ
タラゴン
アニス

レモン

ローズ

グレープフルーツ

Praline rouge

プラリーヌ・ルージュ
シリーズ／スヴニール・ダムール
花色／濃いピンク
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／
　1.2m×1.0m、シュラブ
花径／８ｃｍ、大輪
花形／ロゼット咲き

ルージュピンクの大輪ロゼット咲き。フルーツとローズ
の香り。四季咲き性が強く、春から秋まで繰り返しよ
く咲いてくれる。中型のシュラブ樹形で、刺の少ない
しなやかな枝が良く茂る。
国営越後丘陵公園第12回国際香りのばら新品種
コンクールにおいて、シュラブ系部門金賞受賞。

出願中

強香

木イチゴ、ブラックベリー

ローズ

グレープフルーツ

Pêche Bonbons

ペッシュ・ボンボン
シリーズ／スヴニール・ダムール
花色／アプリコット〜ピンク
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／1.8m×1.2ｍ、シュラブ
花径／10cm、大輪
花形／ディープカップ

切れ込みが入る花弁がたっぷりと重なって、個性
的なシルエットの大輪咲きに。花弁は淡い黄色から
グラデーションがかってピンクの縁取りがが入った
り、絞りになったり様々な表情を見せる。ショートクラ
イマーとしてアーチやオベリスクに向く。甘い香りの
強香種。名はその愛らしい色、形、香りから‘桃のお
菓子＝ペッシュ・ボンボン’と命名。

強香

パチョリ
シナモン

カシス、
マンゴー（の実）

ミント

マンダリン
（みかん）、
ベルガモット

この香りに包まれて
眠りたい

Kosho's View

ローズ・ポンパドゥール
との花のアレンジは

上品で美しい

Kosho's View

花がこぼれる姿は、
ガーデンの

助演女優賞に決定

Kosho's View

ローズ

バジル

オレンジ

ぷっくりとした蕾が
まるで桃。
甘い香りも。

S TA F F
おすすめ
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La Dolce Vita

ラ・ドルチェ・ヴィータ
シリーズ／スヴニール・ダムール
花色／黄
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／0.8m×0.8ｍ、ブッシュ
花径／6〜8ｃｍ、中輪
花形／カップ咲き

ややオレンジがかった鮮やかな黄色で、綺麗に整っ
た形の中輪カップ咲き。四季咲き性も強く、春から秋
まで繰り返し満開の花を楽しませてくれる。
コンパクトな樹形で鉢植えにも向く。

強香

Bordure camaieu

ボルデュール・
カマユ
シリーズ／ペイザージュ
花色／オレンジピンク〜ピンク、淡いピンク
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／0.6m×0.6ｍ、シュラブ
花径／5〜7ｃｍ、小中輪
花形／半八重平咲き

コンパクトなシュラブローズ。花色はオレンジピンクから
ピンク、そして淡いピンクへと変化する。耐病性に優れ
四季咲き性も非常に強い。‘ボルデュール（＝ボーダー）’
は生垣に向く品種群。薬剤散布も少なくて済み、刈り
込みにも耐える。ローメンテナンスでも良く花を咲かせ
てくれるので群植したり生垣に最適。鉢植えにも向く。

Mitsouko

ミツコ
シリーズ／グランパルファム
花色／淡い黄色にピンクの覆輪
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／
　0.8m×0.6ｍ、ブッシュ
花径／8〜10cm、大輪
花形／丸弁高芯咲き

重ねの多い花弁で、淡い黄色から白のグラデー
ションが入りさらに縁にはピンクの覆輪が入るハイ
ブリッドティー。丸弁高芯咲きの大輪咲き。
樹はコンパクトなブッシュタイプで鉢植えにも向く。
スミレ、キイチゴの芳香。
名はゲランの香水から。

契約品種

強香

Bordure rose

ボルデュール・
ローズ
シリーズ／ペイザージュ
花色／ピンク
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／1.0m×1.0ｍ、シュラブ
花径／5〜7ｃｍ、中輪
花形／丸弁平咲き

コンパクトなシュラブローズ。
明るいローズ色の中輪の房咲き。
耐病性に優れ四季咲き性も非常に強い。

契約品種

契約品種

La Parisienne

ラ・パリジェンヌ
シリーズ／スヴニール・ダムール
花色／オレンジ、黄複色
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／1.2m×1.0ｍ、シュラブ
花径／8〜10cm、大輪
花形／抱え咲き

鮮やかなオレンジと黄色のグラデーションで独特の華や
かさを持つ。大輪抱え咲きで、花弁はややフリルがかか
る。健康的な葉が茂り、耐病性・樹勢が非常に強いが枝
が過度に暴れることも無く、育てやすい。

中香

Madame Figaro

マダム・フィガロ
シリーズ／スヴニール・ダムール
花色／ブラッシュピンク
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／
　1.0m×0.8ｍ、ブッシュ
花径／8〜10cm、大輪
花形／ディープカップ咲き

淡い桜色の花は、コロッとした丸い蕾から愛らしい
カップ咲きに。非常に花付きが良く１０輪以上の房咲
きになることも。コンパクトな樹形で耐病性も強く育
てやすい。同名のフランス高級女性誌の創刊２０周
年記念花に選ばれた。

Bordure Abricot

ボルデュール・
アブリコ
シリーズ／ペイザージュ
花色／アプリコット〜オレンジ
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／0.8m×0.8ｍ、シュラブ
花径／6cm、中輪
花形／丸弁カップ咲き〜平咲き

鮮やかなオレンジがかったアプリ
コット色。ややフリルがかった丸弁
で中輪カップ咲きから平咲きに。
コンパクトなシュラブで四季咲き性
に優れる。

微香

中香

Mademoiselle

マドモアゼル
シリーズ／ペイザージュ
花色／淡いピンク　花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／1.2m×1.2ｍ、シュラブ
花径／4ｃｍ、小輪　花形／半八重咲き

淡いピンクの半八重咲き。小
中輪の房咲きで、一枝に数十
輪の花を咲かせる。シュートの
発生が旺盛な中型のシュラブ
で、自立型のシュラブでも小型
のつるバラとしても仕立てられ
る。四季咲き性も強く繰り返し
よく花を咲かせる。耐病性強く
生育強健。

契約品種

微香

Mamy Blue

マミー・ブルー
シリーズ／グランパルファム
花色／モーヴ
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／1.0×0.8ｍ、ブッシュ
花径／8〜10cm、大輪
花形／高芯剣弁咲き

木立ち性。たっぷりとした花はブルーに近いモーヴ系。
紫系統に多い、甘い豊かな香りがあり、切り花として部屋
に飾ってみたい。

契約品種

強香

ラ・パリジェンヌ

ラ・ドルチェ・ヴィータ

ローズ

アニス

レモン

蜂蜜
ヴァイオレット、干し草
イランイラン

レモングラス、
ゼラニウム

レモングラス

木イチゴ

草、スミレ

花もちが良く、花数も
多いので長く開花を

楽しめます

S TA F F
おすすめ

花付きの良さ
ナンバーワン!!

S TA F F
おすすめ

華やかな花色と明るい
グリーンの照葉の

コントラストで、1株で
庭が華やかに！

S TA F F
おすすめ

花びらは
ハート♡型

S TA F F
おすすめ
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La reine de la nuit

ラ・レーヌ・ドゥ・ラ・ニュイ
シリーズ／ペイサージュ
花色／濃赤とピンクの絞り　花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／1.5m×1.0m、シュラブ
花径／５ｃｍ、中輪　花形／半八重咲き

明るい赤色にやや茶色みを帯
びた赤色の絞りが入る個性的
な花。半八重の中輪花が２０
輪以上の房になって咲くこと
も。樹形は中型のシュラブで、
とげの少ないしなやかな枝が
伸びて四季咲きのつるバラ仕
立ても楽しめる。耐病性強く育
てやすい。
名は「夜の女王」の意。

微香

Rose des 4 vents

ローズ・デ・
キャトル・ヴァン
シリーズ／スヴニール・ダムール
花色／黒赤
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／
　1.0m×0.6ｍ、ブッシュ
花径／8〜12cm、大輪
花形／ディープカップ咲き

切れ込みの入る花弁で、非常に重ねの多いロゼッ
ト咲き。まっすぐ伸びたシュートにゴージャスな大輪
花を咲かせる。芳醇で強い香り。まとまりの良い樹形
で、狭いスペースでも栽培できる。
花名は「東西南北から吹く風」＝羅針盤の意。

強香

La Rose de Molinard

ラ・ローズ・ドゥ・
モリナール
シリーズ／スヴニール・ダムール
花色／ブライトピンク　花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／1.5m×1.2ｍ、シュラブ
花径／8〜10ｃｍ、大輪
花形／ディープカップ〜ロゼット咲き

ややサーモンがかったブライトピンクの大輪ロゼット咲き。
フローラル・フルーティーの甘い香りで、芳香の強さは群
を抜いている。耐寒性、耐病性を重視するドイツの国際
コンクールADRを受賞しており生育に関しても非常に信
頼性が高い。極めて強健な大型シュラブで四季咲き性
にも優れ、しっかり伸びたシュートの先には必ず房咲きの
大輪花を咲かせてくれる。名は南仏グラースの老舗香水
メーカーの名前にちなむ。第８回ぎふ国際ローズコンテ
スト銀賞＆ベストフレグランス賞受賞。国営越後丘陵公
園第２回国際香りのバラ新品種コンクール新潟県知事賞
（ベストフレグランス）受賞。

強香

Red Intuition

レッド・
インテューション
花色／赤とピンクの絞り
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／1.2m×0.8ｍ、ブッシュ
花径／10cm、大輪
花形／高芯剣弁咲き

深紅と濃ピンクの絞りがひときわ鮮やか。
美しく整った高芯剣弁咲きが、モダンで端正な魅力
を演出する。

微香

Rose Antoinette

ローズ・アントワネット
シリーズ／スヴニール・ダムール
花色／淡いピンク
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／
　1.2m×0.8m、シュラブ
花径／８ｃｍ、大輪
花形／ロゼット咲き

淡いピンクの大輪ロゼット咲き。花弁数は多いが優
しく無造作に重なる様はオールドローズ的。細めの
枝がコンパクトに茂る小型のシュラブ。明るい緑色
の葉と相まって株全体が優しい雰囲気。四季咲き
性も強く春から秋まで繰り返し開花する。耐病性
が強く育てやすい。フルーツとローズ、フローラルの
香りが混ざる強香。ローズ・ポンパドゥールの枝変わ
りから生まれた品種で、育種家の木村卓功氏が
発見し固定した。名前は枝替わり親の名にちなん
で18世紀フランスの貴婦人から。

出願中

強香

ラ・ローズ・ドゥ・モリナール

ローズ・アントワネット

ライム

ローズ、
アイリス、スミレ

グレープフルーツ

République de Montmartre

リパブリック・
ドゥ・モンマルトル
シリーズ／スヴニール・ダムール
花色／赤　花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／1.3m×1.5ｍ、シュラブ
花径／8cm　花形／ロゼット咲き

深みのあるクリムゾンレッドの中大輪
ロゼット咲きの花が、健康的なダーク
グリーンの葉に良く映える。四季咲
きの横張りのシュラブで、ショートクラ
イマーとしてフェンスやアーチにも最
適。ローズとフランボワーズの濃厚な
香り。耐病性も非常に優れる。

強香

フランボワーズ

ローズ

Regis Marcon

レジス・マルコン
シリーズ／スヴニール・ダムール
花色／濃赤　花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／
　1.2m×1.0m、ブッシュ
花径／10cm、大輪
花形／ロゼット咲き

明るさと深みを併せ持った赤
色。丸弁高芯咲きのHTのよう
な蕾から、開くとロゼット咲きに。
濃い緑の照り葉は健康的で耐
病性も極めて強い。樹は中程
度のブッシュタイプだが、樹勢
も強くシュートの発生も旺盛で
初心者でも育てやすい。

強香

赤い果物

ライチ 桃

ローズ、スミレ、
コットンフラワー

レモン

ローズ

木いちご

ローズポンパドゥール
との姉妹共演は庭の
華やかさを必ずアップ

してくれるでしょう

Kosho's View

夏も休まず
咲き続ける

S TA F F
おすすめ

丈夫で
トゲが少ない

S TA F F
おすすめ

シックな絞りは
いかにも

“夜の女王”

S TA F F
おすすめ

最強クラスの
耐病性

S TA F F
おすすめ
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Edgar Degas

エドガー・ドガ
シリーズ／ペインターシリーズ
花色／赤と淡いピンクの絞り
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／
　1.2m×1.5ｍ、シュラブ
花径／8cm、中大輪
花形／セミダブル咲き

中心が黄色を帯びた赤と淡いピンクのエレガントな
セミダブルの絞り。強健で耐病性が強い。枝はしな
やかに伸び、やや横張りのシュラブ樹形が美しい。
名は印象派の画家ドガにちなむ。

契約品種

中香

Rose Pompadour

ローズ・ポンパドゥール
シリーズ／スヴニール・ダムール
花色／ピンク
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／1.5m×1.2ｍ、シュラブ
花径／10〜12cm、大輪
花形／ディープカップ〜ロゼット咲き

艶やかなポンパドゥールピンクのカップ咲きから、開くにつれ
淡いラベンダーピンクのロゼット咲きに変化する。特に魅力
的な芳香品種のひとつ。淡い緑の枝葉は繊細に見えるが
耐病性が強く良く茂る。四季咲きのショートクライマーとして
アーチやオベリスク仕立てにすると魅力を最大限に発揮
する。強剪定にも耐えるので鉢植えでも楽しめる。名はロコ
コ時代に伯爵夫人が好んだ「ポンパドゥールピンク」から。

強香

Rose Synactif

ローズシナクティフ
シリーズ／スヴニール・ダムール
花色／モーヴ
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／1.5m×1.2ｍ、シュラブ
花径／8〜10ｃｍ、大輪
花形／丸弁抱え咲き

資生堂とデルバールのコラボレーションで誕生。繊細な
モーブ色のフリルが優雅に重なり、類いまれな美しさと香
りに高貴な気品が漂う。パリ・バガデル国際バラコンクー
ルで金賞とベストフレグランス賞。この薔薇に導かれて、ク
レ・ド・ポー	ボーテのオードパルファム"ローズシナクティフ"
が生まれた。耐病性が極めて強く強健で育てやすい。

強香

Edgar Degas
The Dance Class

1874

ペインターシリーズ

Henri Matisse

アンリ・マチス
シリーズ／ペインターシリーズ
花色／赤、白の絞り
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／1.2m×0.8m、ブッシュ
花径／8〜12cm、大輪
花形／丸弁盃状咲き

真紅と淡いピンクのコントラストがとても鮮やかな絞りの大
輪花。ローズとキイチゴの香りも印象的。花つきがとてもよ
く、四季咲き性に優れ、樹は非常に強健なしっかりとした
木立性。鉢栽培にも向く。フランス本国では一番人気の
ロングセラーでデルバールを代表する品種のひとつ。
名は画家マチスにちなむ。

契約品種

小さめの半つる性で、花くび
も短いので、低めのフェンスに
よく似合う。独特の色合いの
絞り花で、華やかで個性的な
仕立てになる。

「新しく生まれたバラに画家の名前を付けたい。」
パリ・オルセー美術館の館長にそんな手紙を書くことから
始まったデルバールの“画家のバラ”ペインターシリーズ。

印象派の画家の筆使いを思い起こさせる、
おおらかで色彩豊かなストライプ（絞り）が特徴の

個性溢れるバラ達です。
バーベナ、レモングラス

ローズ

アニス、バジル
レモン

スパイス

ローズ、ライラック

レモングラス

木いちご

ローズ

カシス、木いちご

葉

ヒヤシンス

僕の永遠の
恋人

Kosho's View

中香
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Camille Pissarro

カミーユ・ピサロ
シリーズ／ペインターシリーズ
花色／赤、黄の絞り
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／
　1.0m×0.8ｍ、ブッシュ
花径／6〜8cm、中輪
花形／丸弁高芯咲き

黄色と白、ピンクのグラデーションの地に、細かくルー
ジュの絞りが入る。コントラストの強いひときわ鮮やか
な花色。コンパクトな木立性で鉢植えにも向く。名は
19世紀フランス印象派の画家。

中香

Grimaldi

グリマルディ
シリーズ／ペインターシリーズ
花色／オレンジとクリームの絞り
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／
　1.0m×0.8ｍ、シュラブ
花径／8cm、中大輪
花形／抱え咲き

鮮やかなオレンジとクリーム色の絞り。やわらかく波
打つ花弁の抱え咲き。耐病性に優れ樹はコンパク
トに良く茂り強健。四季咲き性も非常に強い優秀な
品種。名はピカソがアトリエとした南フランスのグリマ
ルディー城に由来する。1999年モンザ国際バラコン
クール銀賞受賞。

契約品種

契約品種

中香

Paul Cézanne

ポール・セザンヌ
シリーズ／ペインターシリーズ
花色／黄とピンクの絞り
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／1.2m×1.2ｍ、シュラブ
花径／8〜10ｃｍ、大輪
花形／ディープカップ咲き

明るい黄色としっとりとしたピンクの絞り。切れ込みの入る
花弁の愛らしいカップ咲きが印象的な人気品種。フルー
ティーな香りの強香。樹はしなやかな中型のシュラブで、ト
ゲも少ない。鉢栽培にも向く。個性的な花色と美しいカッ
プの花形、そして豊かな芳香の三拍子揃ったデルバー
ルを代表する品種のひとつ。名は印象派の画家セザンヌ
にちなむ。

契約品種

強香

Edouard Manet

エドゥアール・マネ
シリーズ／ペインターシリーズ
花色／淡い黄色とピンクの絞り
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／1.8ｍ×1.2ｍ、シュラブ
花径／８ｃｍ、中大輪
花形／カップ咲き

淡い黄色に明るいピンクの絞りが華やか。中大輪のカッ
プ咲きで花弁の先に時折切れ込みが入る。香りも良い
（甘いフルーツの香り）。刺の少ないしなやかな枝がよく
伸びるが、四季咲き性も良好なのでアーチやフェンスなど
の仕立てに向く。耐病性が強く育てやすい。

強香

Claude Monet

クロード・モネ
シリーズ／ペインターシリーズ
花色／黄・ピンク絞り
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／1.0m×0.8ｍ、シュラブ
花径／8cm
花形／ロゼット咲き

ピンクに淡いオレンジイエローの絞りが入るロゼット咲き
の中大輪花。独特の華やかさとかわいらしさを併せ持っ
た魅力的な品種。ローズをベースにスパイシーとフルー
ティーの混ざる強香花。極めて四季咲き性と耐病性の強
い中型シュラブで、鉢植えにも向く。

強香

Marc Chagall

マルク・シャガール
シリーズ／ペインターシリーズ
花色／ピンクと白の絞り
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／
　1.0m×0.8m、ブッシュ
花径／10cm、大輪
花形／カップ〜ロゼット咲き

やさしいピンクに白の絞りが入る大輪花。カップ咲き
からロゼット咲きに。明るい緑の葉と相まってとても
存在感のある株となる。樹形は直立性のブッシュタ
イプで鉢植えにも向く。耐病性が強く育てやすい。
名前は画家マルク・シャガールより。

中香

エドゥアール・マネ

苔

赤い果実、さくらんぼ、
黄色い果実

バラ

フランボワーズ
リーフ
ローズ

アニス

キヅタ、アーチチョーク

りんご

ローズ

ローズ

レモン

赤いフルーツ

ローズ

レモン

ローズ

桃

Maurice Utrillo

モーリス・ユトリロ
シリーズ／ペインターシリーズ
花色／濃赤、黄、白の絞り
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／1.2×1.0ｍ、ブッシュ
花径／8〜10cｍ、大輪
花形／平咲き

真紅に黄色と白の絞りの鮮や
かなコントラストには誰もが目を
奪われる。フリル状の花弁が印
象的で、花もちも良く香りも良
い。四季咲き性も強く繰り返しよ
く咲く。耐病性が強く、樹は非
常に強健な木立性。
名は画家ユトリロにちなむ。

中香

苔、きのこ

クロード・モネ
マルク・シャガール

銅葉の色合いに注目!!
ガーデンの助演男優
賞を狙ってる!!

Kosho's View

フルーツサンド＆
ロイヤルミルクティー。
この香りはAM10：00
至福の時間を過ごせる
最高の組み合わせ。

Kosho's View

きざみの入った花びら
の絞りがきれい。

少し退色したころの
花色が好き。

S TA F F
おすすめ

実は香りも魅力

S TA F F
おすすめ
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Violette Parfumée

ヴィオレ・パルフュメ
花色／紫
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／1.3×1.0m、木立性
花径／8cm
花形／丸弁高芯咲き

フリルがかった花弁が綺麗に重なる大輪花。
グラデーションがかった濃い紫色が鮮やか。ブルー
系の香りで強香種。四季咲き性の中型のスプレー
ブッシュで生育強健。

契約品種

強香

Vendée Globe

ヴァンデ・グローブ
花色／黄
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／1.2×0.8m、木立性
花径／8〜10cm
花形／波状弁平咲き

フリルとシャーリングの入った花弁の大輪花。非常に鮮や
かなビタミンイエローで、時折花弁の縁にオレンジ色をさ
す。四季咲き性が強く半直立性のブッシュで鉢でも庭で
も育てやすい。

契約品種

強香

ドリュ
1930年創業の、フランス南東部モンタニー村にある育種・生産会社。
バラ苗生産は1940年より開始。今日人気の品種の多くは創業者の孫にあたる
フランソワ・ドリュ氏が、やわらかい雰囲気で香り高く色彩豊かな品種を多く生み
出してきました。現在、4代目にあたるマティアス・ドリュ氏が育種・生産を引き継い
でいます。キャッチフレーズは“IMAGINE LA ROSE”（バラの夢）。華やかさの
中にもソフトなニュアンスがある‘フレンチ・ナチュラル’な雰囲気が魅力です。

4代目のマティアスが、叔父のジョルジュ、
叔母のマリーフランソワーズの協力のも
と、バラの育種・苗生産を続けています。

ドリュ社の生産農場は、映画「ローズメイ
カー 奇跡のバラ」のロケ地にもなりまし
た。のどかで美しいフランス郊外の景色
が広がっています。

Abbaye de Valsainte

アベイ・ドゥ・
　ヴァルサント
花色／モーヴピンク
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／1.0×0.8m、木立性
花径／10cm
花形／半剣弁高芯咲き

花弁の巻きが美しく、時折ダブルセンターとなる
個性的な花型。淡いモーヴピンクの強香花。
四季咲き性が強く繰り返し良く咲く。
中型のブッシュで鉢でも庭でも育てやすい。

強香

契約品種

Annapurna

アンナプルナ
花色／白
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／1.0×0.8m、木立性
花径／8cm
花形／丸弁高芯咲き

エレガントな花型、透き通るようなシルキーホワイトの
大輪花。凛としてさわやかな香り。
非常に四季咲き性が強く繰り返し良く咲く。
中型のブッシュタイプで鉢でも庭でも育てやすい。
名はヒマラヤ山系の名山から。

強香

契約品種

アンナプルナ

Empreinte

アンプラント
花色／赤紫
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／1.5×1.0m、シュラブ
花径／8cm
花形／カップ〜ロゼット咲き

ワインレッドから外に向かうにつれ更に濃い
深紅のグラデーションになる、個性際立つ花色。
きれいに整ったカップ～ロゼット咲き。濃厚な香り。
四季咲きのショートクライマーとしてアーチやオベリ
スクにも最適。

強香

契約品種

Coeur de Nacre

クール・ドゥ・ナクレ
花色／アプリコット
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／0.6×0.6m、シュラブ
花径／8cm
花形／ロゼット咲き

フリルがかったロゼット咲きで、グラデーションの美し
いアプリコットオレンジの華やかな花。フルーティーな
香り。やや横張りのコンパクトなブッシュで四季咲き
性と耐病性に優れる。

強香

Aube Légère

オーブ・レジェール
花色／白〜淡いピンク
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／1.2ｍ×1.0ｍ、シュラブ
花径／7ｃｍ　花形／丸弁抱え咲き

透明感のある白にうっすらと淡いピンクのグラデー
ションがかかる優しい花色。中輪の花が数輪程度
の房咲きになる。軽やかなスパイスとフローラルの香
り。四季咲き性が強く、春から秋まで繰り返しよく咲
く。柔らかな緑色の葉と淡い花色の組み合わせが
美しい。刺の少ないしなやかな枝。中型のシュラブ
樹形だが樹勢がつけばオベリスク等小さめのつる
バラ仕立てにも出来る。名前はその花色から、夜明
け前にうっすらとピンクに染まる空のイメージ。

中香

出願中

白バラでは花色、形、
香り、どれをとっても
右に出るものなし！

S TA F F
おすすめ

名花ピエール・ドゥ・
ロンサールと

アンナプルナが
両親

S TA F F
おすすめ
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Gille de Brissac

ジル・ドゥ・ブリザック
花色／淡いピンク
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／1.0m×0.8m、ブッシュ
花径／８〜１０ｃｍ
花形／丸弁高芯咲き

優しいライトピンクの丸弁カップ咲きの
ハイブリッドティー。
さわやかなフルーツとスパイスの香りが魅力。
半直立のブッシュタイプで、濃緑の葉が良く茂る。
耐病性も強く育てやすい。
品種名はフランスの作家から。

出願中

強香

Berlingot

バランゴ
花色／白にピンクの絞り
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／1.0m×0.7m、木立性
花径／8cm
花形／平咲き

白い花弁に明るいピンクの絞り。中大輪房咲きで満
開時は庭を明るく彩る。樹はコンパクトなブッシュタ
イプで鉢植えでも育てやすい。四季咲き性も強い。
ラズベリーの香り。名前はロワール地方の伝統的な
キャンディー菓子から。

強香

New Imagine

ニュー・イマジン
花色／濃赤、白絞り
花期／繰り返し咲き
樹高、幅、樹形／1.5×1.2m、シュラブ
花径／6cm
花形／カップ咲き

やや紫がかった濃赤と白の絞りが個性的な
房咲き中輪花。生育旺盛な中型シュラブ。
フェンスやオベリスクなど、つる仕立てにすると
庭の一角をシックに演出できる。

契約品種

中香

Belle de Regnie

ベル・ドゥ・レニエ
花色／赤
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／1.0m×0.8m、ブッシュ
花径／８ｃｍ
花形／ロゼット咲き

花弁の先に刻みが入る個性的な形の大輪ロゼット咲き。
シックで深みのある赤色が美しい。コンパクトなブッシュタ
イプで春から秋まで繰り返しよく開花する。
品種名はブルゴーニュワインAOC銘柄より。

契約品種

微香

Chiffonade

シフォナード
花色／クリームイエロー
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／1.2m×1.2m、シュラブ
花径／4〜5cm
花形／波状弁平咲き

やや波打つ花弁がやさしく重なる中輪花で５輪前
後の房咲きになる。クリームピンクからクリームイエ
ローに変化しながら開花するので花房全体として
淡いグラデーションが美しい。
樹形は小型のシュラブでまとまりよく、耐病性も強い
ので育てやすい。
名はその花が‘シフォン’のようにやさしく柔らかいイ
メージから。

微香

Mary-Ann de
Lamartine

マリーアン・ドゥ・
ラマルティーヌ
花色／白〜クリームイエロー
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／1.5m×1.0m、シュラブ
花径／５ｃｍ
花形／波状弁一重〜半八重咲き

クリームイエローの蕾が、開くにつれて淡く変化して
白花に。半八重～一重咲きの中輪花で、花弁のふ
ちがやわらかく波打つ。黄色いしべも美しく、房全体
で繊細な魅力を放つ。細目でしなやかな枝にはトゲ
がほとんど無いので仕立てもしやすい。小さめのオ
ベリスクやトレリス、アーチなどにも。

中香

出願中

Mysteriuse

ミステリューズ
花色／紫絞り
花期／返り咲き
樹高、幅、樹形／1.5×1.0m、シュラブ
花径／6cm
花形／半八重〜カップ咲き

かすかに絞りの入る濃い青紫色の中輪花。品種名のと
おり‘ミステリアス’な花色。半直立性のシュラブで、しなや
かな枝に房咲きの花を咲かせ、樹形とともに美しい。
フェンス、アーチやオベリスク仕立てにも向く。

強香

ニュー・イマジン

Pink Vintage

ピンク・ビンテージ
花色／ブラウンがかったピンク
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／1.0m×0.8m、ブッシュ
花径／7ｃｍ
花形／カップ〜平咲き

明るいブラウンからピンク色のグラデーション。花弁数は
多くはないが独特の華やかさを持つ中大輪花。さわやか
なスパイスの香り。勢いの良い元気な枝が直立で良く茂
るブッシュ樹形。シュートの発生が非常に旺盛だが、枝が
伸びすぎることも無くコンパクトで鉢植えでも育てやすい。
耐病性も強く、春から秋まで良く葉を茂らせて、繰り返し
開花を楽しませてくれる。

出願中

中香

樹勢が強く、よく茂る。
トップクラスの
育てやすさ。

S TA F F
おすすめ

とげが少ないのが
good

S TA F F
おすすめ

その名の通り
“ミステリアス”な

花色

S TA F F
おすすめ
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La Terrasse

ラ・テラス
花色／ブラウンアプリコット〜
　　　ベージュピンク
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／0.7m×0.7m、ブッシュ
花径／7ｃｍ
花形／ロゼット咲き

ブラウンアプリコット色からベージュピンクに変化す
る花色が個性的な中大輪ロゼット咲き。
コンパクトな樹形で花付きが良く、春から秋までとて
も良く開花する。
健全な生育には定期的な薬剤散布が必要。
品種名はローヌ＝アルプ地方の田舎町の
ホテル名から。

出願中

中香

Lavande Parfumee

ラヴァンデ・パルフュメ
花色／紫
花期／返り咲き
樹高、幅、樹形／1.0m×0.7m、シュラブ
花径／6〜8cm
花形／波状弁平咲き

濃い紫色の花弁が、開花するにつれ淡いモーヴ色
に変化しながら波打って重なる。中大輪の房咲き。
樹は夏以降良く伸びるので、つる仕立てにも出来る
中型シュラブ。トゲは少なめ。

強香

Lanterne Citrouille

ランタン・シトロイユ
花色／オレンジと黄のバイカラー
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／1.5m×1.0m、シュラブ
花径／８ｃｍ
花形／波状弁平咲き

花弁の外側は黄色、内側はピンクがかったオレンジ
のバイカラー。花弁は波打ち、弁先がとがった独特
のフォルム。小型の半つる性で小さめのオベリスク
や低めのフェンスなどに向くが、剪定によって中型の
シュラブとしても仕立てられる。とても花付きが良く、
春は枝いっぱいに大輪の花を咲かせる。

中香

ランタン・シトロイユ

ガブリエル

Seraphim

セラフィム
白、淡いピンクのグラデーション

花期／四季咲き　樹高／1.2×0.7m
樹形／ブッシュ
花径／中大輪　花形／平咲き
ホワイトベースの花に淡いピンクのグラデー
ションと、フリルがかった花弁の中心から覗く
黄色の蕊が愛らしい。さわやかさと甘さをあわ
せ持った素晴らしい香り。四季咲き性の強い
中型のブッシュタイプで生育強健。
初心者にもおすすめ。

神の身近に仕える最上級の天使「熾天使」
の名。

強香

強香

Gabriel

ガブリエル
ピュアホワイト

花期／四季咲き　樹高／0.8m
樹形／シュラブ
花径／6〜8cm　花形／ロゼット咲き
大天使の名を持つ神秘的なバラ。純白の剣弁ロゼット咲
き。ときにセンターに淡いパープルが入る。香りは上品で
エレガントに強く香る。コンパクトな樹形で鉢植えに向く。

恵、知恵、慈悲、約束の天使。
エデンの園の統治者であり、智天使の支配者でもある。

Raphael

ラファエル
ベビーピンク

花期／四季咲き　樹高／0.8m
樹形／シュラブ　花径／6〜8cm
花形／カップ〜ロゼット咲き
シャローカップ～ロゼット咲きの可憐なピンク。花
はくり返しよく咲く。背丈は大きく伸びることなく、
鉢植えにおすすめ。

「癒しの天使」とされ、守
護天使を監督する立場に
もある。「失楽園」ではサ
タンの接近をアダムとイヴ
に忠告する役目も担った。

中香〜微香

契約品種

天地創造とサタンの反逆、そしてアダムとイヴの物語を描いた
英国の詩人ジョン・ミルトンの壮大な叙事詩「失楽園」に登場する、
天使たちの名を持つシリーズ。

発売10年過ぎても
不動のNo.1

S TA F F
おすすめ

ひっそりといつも
咲いている

S TA F F
おすすめ
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Otohime

おとひめ
花色／ピンク〜グリーン
花期／四季咲き
樹高、樹形／1.2〜1.3m、半横張りブッシュ
花径／中大輪
花形／半八重咲き

しっとりとした中にも華やかさがある明るいピンク
の半八重のバラ。花持ちが良く、時とともに色が
移ろいゆき最後には趣のあるグリーンとなる。
半直立性で耐病性が良い。

微香

Arietta

アリエッタ
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／約2.0m、シュラブ
花径／小中輪

白にピンクがかかるコロンとしたカップ咲きの
小さな花。短くも仕立てられるが、伸ばすと
低めのツルになる可憐な雰囲気の樹姿。
甘い香りがふわっと香る。

Eventail d'or

エバンタイユ・ドール
花色／黄金
花期／四季咲き
樹高、樹形／約1m、半直立ブッシュ
花径／中輪
花形／丸弁半八重咲き

丸弁でふんわりと開く金色をした花びらは、
その名のとおり優美な“金の扇”のよう。
やわらかに光る上品かつシックな花色が、
こころに響く贅沢感を与えてくれる…。

微香

Couture Rose Tilia

クチュール・
ローズ・チリア
花色／ライラックピンク　花期／四季咲き
樹高、樹形／0.8m〜1.0m、半横張りブッシュ
花径／中大輪　花形／半八重咲き

豪奢なオートクチュールドレスをイメージして作
られたバラ。シルクシフォンのような可憐な花びら
を幾重にも重ね、ギャザーやフリルなど、贅沢な
テクニックを盛り込んだシックなドレスのよう。さわ
やかで甘い香りは、その上品な魅力を一層引き
立てます。

中香

Corail gelée

コラーユ・ジュレ
花色／コーラルピンク　花期／繰り返し咲き
樹高、樹形／約1.5m〜2m、シュラブ
花径／大輪　花形／ロゼット咲き

サンゴ色の花びらはゼリー
のような透明感があり、カッ
プ咲きからふんわりやわら
かに開き、おいしそうなス
イーツのようなバラ。
フルーティフローラルなライ
チの香り。

中香

出願中

契約品種

中香

河 本バラ園

〈 育 種 家 〉河 本  純 子さん
か わもと   じゅんこ

岐阜県大野町にあるバラ生産・育種会社です。
50年以上の歴史を持ち、切花種、ガーデンローズともに

国内外の有名ブランド苗を生産する一方、
育種家・河本純子さんが自社作品種を作り出しています。

日本を代表する育種家のひとりです。代表作はブルー
ヘブン、ガブリエルなど。女性ならではの感性がうかがえ
る、やわらかくしなやかな色と花型が特徴です。イメージ
する理想のバラは“草花のようなバラ”。ふわっと自然な
株姿、細い枝に透明感のある花びら、雰囲気のある色
を持つ品種を創り続けています。

エバンタイユ・ドール

Ariel

エアリエル
グレーピンク

花期／四季咲き　樹高／0.8×0.6m
樹形／ブッシュ　花径／中大輪
花形／半剣弁抱え咲き
グレーピンクにかすかにブラウンがかる、
ふんわりとした深みのあるニュアンスカラー。
フリルがかった半剣弁でやわらかく花芯を
包み込む。
非常にコンパクトで四季咲き性に優れる。

自然を護り、動物を癒す天使の名。
「失楽園」では堕天使として、登場する。

微香

Abdel

アブデル
フレアピンク

花期／四季咲き　樹高／1.5m
樹形／シュラブ、ショートクライマー
花径／10〜12cm　花形／シャローカップ咲き
クラシカルなシャローカップの花形で色鮮やか
なピンクの花。多花性でくり返し咲く。ショートク
ライマーとして、オベリスクに絡ませて立体感
のある演出をすると、いっそう庭を引き立てるこ
とが出来る。

「神の僕」という意味の名。「失楽園」では、一旦
サタンの反逆の集会に加わったが、サタンの真意
を知り単身神の元に戻り、サタンの悪巧みを他の
天使たちに知らせた。

強香

契約品種

出願中

微香

ailes

エール
ベージュピンク

花期／四季咲き　樹高、幅、樹形／0.8m、ブッシュ
花径／８ｃｍ　花形／平咲き

ややブラウンがかったベージュ色
の花弁が緩やかに波打って重な
るシックな花。秋にはピンクの縁ど
りが入り華やかに。
中型～小型のブッシュで四季咲
き性が強い。
花名は’翼’の意。

Michael

ミカエル
スカーレット

花期／四季咲き　樹高／1m　樹形／ブッシュ
花径／10〜12cm　花形／半剣弁咲き

真紅で半剣弁咲きの花びらが大きく広がり、
優雅で魅力的なバラ。
コンパクトな樹形に大輪の花を咲かせる。

その名の意味は「神の如き者」。
武勇においては最強とされ、ラファエル、
ガブリエル、ウリエルと並ぶ、四大天使の一人。

微香

契約品種

Uriel

ウリエル
クリーミーイエロー

花期／四季咲き　樹高／0.8m
樹形／ブッシュ　花径／6〜8cm
花形／半剣弁咲き
「凛とした」クリームイエローの半剣弁の花びら
が特徴。つぼみから徐々に開花していく姿が
優美で繊細。直立性のコンパクトなブッシュで
鉢植えでも育てやすい。

「神の炎」を意味する名。すべての天の発光体を
司り、地上の天体の運行、季節、気象はウリエル
によって秩序付けられているとのこと。

微香

契約品種

強香

Lucifer

ルシファー
パールバイオレット

花期／四季咲き　樹高／0.8m　樹形／シュラブ
花径／6〜8cm　花形／カップ咲き

ブルーヘブンの血を受け継いだパープルのバラ。
カップ咲きから徐 に々半剣弁咲きへと変化する。
さわやかで清 し々い香りが強く香る。

「光の運び手」を意味する名前で、神から最も愛された
天使だったが、反逆を起こし、地獄に落とされ、
悪魔の王「サタン」となる。

Vaguelette

ヴァグレット
花色／マゼンタパープル
花期／四季咲き
樹高、樹形／約1m、半直立ブッシュ
花径／中輪　花形／波状弁平咲き

ヴァグレットとは“さざ波”のこと。
パープルにマゼンタがかかる花色。
リュクスで大人っぽい雰囲気のある
バラ。コンパクトでコンテナにも向く。

強香

シックな花色が
いいね！

S TA F F
おすすめ

丈夫でよく咲く！

S TA F F
おすすめ
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Colline Rouge

コリーヌ・ルージュ
花期／四季咲き
樹高、樹形／1.3m、FL、半直立　花径／中輪

落ち着きのあるビロー
ド赤の花は、咲き進む
と紫がかるワインレッド
に。花持ちが良いので
切り花にも向く。香りは
優しく甘い香り。花名は
「赤い丘」のフランス
語より。

中香

Charme

シャルム
花色／ラベンダーピンク
花期／四季咲き
樹高、樹形／90〜130cm、シュラブ
花径／中輪　花形／カップ咲き

ラベンダーがかったピンク色のカップ咲きの花と、
ミルラとダマスクの調和のとれた甘い香りが魅
力的なバラ。樹勢強く、耐病性もあり育てやす
い。名前は「魅力・美しさ」と言う意味のフランス
語から。

出願中

中香

Seiryuu

清流
花色／モーヴ　花期／四季咲き
樹高、樹形／約1.3m、小型シュラブ
花径／8〜10cm、中輪
花形／波状弁八重咲き

やわらかな紫ピンクの花びらが
細かく波打ち清らかな川の流れのよう。
春は房でふわふわと咲き秋は
しっとりとした表情で咲く。

中香

Sou

爽
花色／藤色
花期／四季咲き
樹高、樹形／約1.2m 半直立
花径／中輪　花形／HT

上品な藤色のひらひらとした花びら、
爽やかな香り。半直立の木立性。
俳優・三上真史さんをイメージして作出。
「New	Roses」編集長・玉置一裕氏が命名。

中香

Saphiret

サフィレット
花期／四季咲き
樹高／0.8m〜1.2m
花径／中輪

生成りのような白に淡い紫ピンクがかかる色合い
がアンティークガラスの“サフィレット”のよう。ふん
わりとひらくやさしい花姿が、見ていて安らげるよ
うなバラです。

微香

Sucre

シュクレ
花期／四季咲き
樹高／0.7m〜1.0m
花径／中輪

“シュクレ”はフランス語で砂糖の意味。
クリーム色からピンクのグラデーションの
コロコロしたカップ咲きで、甘い香りのする
可愛らしい雰囲気から命名。
コンパクトで鉢植えにも向く。

強香

Plume

プリュム
花色／淡いピンクと白の絞り
花期／四季咲き
樹高、樹形／約1.2m 、シュラブ
花径／約8cm、中輪
花形／カップ咲き

羽（はね）のようにふわふ
わで柔らかなイメージか
ら命名。甘く優しい香り
でコロコロとした可愛い
花形。あまり広がらず、
育てやすい樹形。

中香

Chou Chou

シュ・シュ
花色／ピンクホワイト
花期／四季咲き
樹高、樹形／約1m、半横張りブッシュ
花径／中輪　花形／波状弁八重咲き

かわいらしい丸弁の花びらは、咲き進むにつれて
中心がクシュクシュになり、その様子は髪をまとめ
るときに使うヘアアクセサリーのよう。
やわらかなアプリコットピンク色～クリーム色への
花色の変化が楽しめる。

微香

Totto-chan

トットちゃん
花色／パールバイオレット
開花／四季咲き、樹高、樹形／約1.2m、シュラブ
花径／大輪　花形／カップ咲き

「窓ぎわのトットちゃん」で知られる
黒柳徹子さんへ捧げられたバラ。
あたたかみのあるソフトピンクの優しい花色。
濃厚で甘いオールドローズのような香り。
※売上金の一部は、社会福祉法人トット基金に寄

贈されます。

強香

Mille-feuille

ミルフィーユ
花色／淡いピンクと白の絞り
花期／四季咲き
樹高、樹形／0.8m、小型シュラブ
花径／8〜10cm、中輪
花形／ロゼット咲き

白地にほんのり淡いピンクのストライプが入りス
イーツのように甘い雰囲気の可愛らしいバラ。花
数がよくつき、次 と々花を咲かせる。
コンパクトで鉢植えに向く。

微香

Fragrance of
fragrances

フレグランス・オブ・
フレグランシズTM

花色／ソフトピンク〜グレイッシュラベンダーに糸覆輪 
花期／四季咲き
樹高、樹形／1m〜1.2m、横張りブッシュ
花径／10〜12cm
花形／オープンカップ咲き

上品で大人の雰囲気を持つ芳香花。春はソフト
ピンク、秋はグレイッシュラベンダー色。花弁の周
囲に若紫色の糸覆輪がかかることも。

強香

Drape

ドレープ
花期／四季咲き
樹高／約0.8m
花径／中輪
花形／半剣弁咲き

茶色と紫がかるピンクのグラデーションが
魅力的なコンパクトなバラ。
横張りな樹形で鉢植え向き。
繰り返し良く咲く。

中香

出願中

Brilliant

ブリリアント
花色／朱赤色
花期／四季咲き
樹高、樹形／約1m、直立ブッシュ
花径／中輪　花形／波状弁平咲き

中心にオレンジがほんのりとかかり茜色に
染まった夕焼け空のような
“輝かしい”朱赤色。
明るい丸弁の花びらたちが、
心まで温かく染めてくれるよう。

微香

契約品種

Princess
      TENKO

プリンセス・テンコー
花色／ホワイト
花期／四季咲き
樹高、樹形／1.0m〜1.5m、直立ブッシュ
花径／大輪　花形／カップ咲き

ピンクのつぼみから白いバラへ…。
不思議な魅力を秘めた大輪のカップ咲き。
白に限りなく近いピンクの花が
やさしく香ります。
生命力が強く、育てやすいバラ。

強香

契約品種

Blue Moon
Stone

ブルー・ムーン・ストーン
花色／白に紫ピンクのグラデーション
花期／四季咲き
樹高、幅、樹形／1.2m〜1.3m、シュラブ
花径／小中輪

グリーンがかったクリーム色の蕾が開くと
紫ピンクに染まった花びらが現れる
不思議な魅力を持つバラ。
優しく甘い香り。

中香

出願中

契約品種

シュ・シュと清流 ブルー・ムーン・ストーン

初夏から晩秋までいつも
咲いている印象。
四季咲き性強い！

S TA F F
おすすめ

Hatune

はつね
花色／ブラウン　花期／四季咲き
樹高、樹形／1.2〜1.3m、半直立ブッシュ
花径／中大輪　花形／波状弁平咲き

ゴールドにアプリコットや
オレンジを混ぜ合わせた
ような美しい花色。上品
な香りを放ち花びらはひ
らひら波うちながらきざみ
が入る。本数がよく立ち、
丈夫で育てやすい。

中香

契約品種

言葉で表現できない
何とも美しい
花色が魅力

S TA F F
おすすめ

淡いピンクの花と赤い
蕾のコントラストが
何ともかわいい！

S TA F F
おすすめ
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Moulin de la Galette

ムーラン・ド・ラ・
ギャレット
花色／オレンジ　花期／繰り返し咲き
樹高、樹形／1.5〜2.5ｍ、シュラブ
花径／10〜12cm、大輪
花形／ロゼット咲き

オレンジにサーモンピンクや
ベージュのグラデーションが
美しいロゼット咲き。
耐病性強い。

中香

La Mariée

ラ・マリエ
花色／薄ピンク　花期／四季咲き
樹高、樹形／約1m、半直立ブッシュ
花径／中輪　花形／波状弁八重咲き

春はさくらピンク、秋はライラックがかったピンク色
に。幾重にも重なったフリルのような花びら、あど
けない少女のような可愛らしさと、大人かわいい
雰囲気を合わせ持つ姿は、ウェディングドレスをま
とった花嫁のよう。さわやかで初 し々いフレッシュ
な香り。

強香

Le Blanc

ル・ブラン
花色／白　花期／四季咲き
樹高、樹形／0.8m〜1ｍ、半直立ブッシュ
花径／中輪
花形／波状弁平咲き

花名はフランス語の「白」の意味。
純白の花びらは先にレースのような切れ込みが
入り、波打ってふんわり重なる。
細い枝、小さめでマットな葉の上に咲く。

強香

La Bell Peau

ラ・ベル・ポー
花期／四季咲き
樹高、樹形／1.5m、シュラブ
花径／中輪

アプリコットがかったオレンジイエローの
輝く色合い。
フルーツとティーの甘く清 し々い香り。
枝が伸びるのでフェンスやオベリスク仕立ても
出来る。

強香

Robe a la francaise

ローブ・ア・ラ・
フランセーズ
花色／ピンク　花期／四季咲き
樹高、樹形／約1.5m〜2.5m、シュラブ
花径／中輪　花形／ロゼット咲き

クラシックな雰囲気漂う、ヴィクトリアンピンクの
ショートクライマー。カップ咲きからロゼット咲きとな
り、開いてくると花の中心からブラウンがかった美
しいピンクをのぞかせる。名はポンパドゥール婦
人のドレスのイメージから。

微香

Rinaldo

リナルド
花期／四季咲き
樹高、樹形／1.2m〜1.3m、シュラブ
花径／小中輪
花形／ロゼット咲き

魅力的な濃い紫の小さめの花が房で咲き、
咲き進むにつれピンクを含んだ赤紫色となり最後
にはシックな紫色へと変化する。
あまり広がらない樹形なので扱いやすい。
名は中世の騎士の名前より。

中香

出願中

Rose dragiée

ローズ・ドラジェ
花色／ベージュピンク
花期／四季咲き
樹高、樹形／1.2m、直立ブッシュ
花径／中輪　花形／剣弁高芯咲き

マットな質感とアンティークなベージュピンクから茶系
へと季節によって変化する花びらが、幸せが訪れる
と言われる砂糖菓子“ドラジェ”のように愛らしい。
ナチュラルなガーデンにも、シックなアレンジにも合う
色合い。ほんのり甘い洋ナシの香り。

微香

契約品種

Rose Robe D’or

ローズ・ローブ・ドール
花期／繰り返し咲き
樹高、幅、樹形／約1.3m、シュラブ
花径／中輪

“金色をまとう薔薇”という意。
小さめの葉っぱ、うつむきながら咲く花。
花色はベージュ色にほんのり金色をまとい、
中心には淡い紫色をのぞかせるアンティークな
趣のあるバラ。

中香

出願中

イエライシャン

夜来香
花色／モーヴ
花期／四季咲き
樹高、樹形／1.2m、半直立ブッシュ
花径／10cm、中輪　花形／丸弁高芯咲き

藤色の上品な花色で、深みのあるブルーローズ
の香りに爽やかな柑橘系のベルガモットとフルー
ティな甘さが感じられる明るく洗練された香り。
トゲが少なく中輪咲きで、丸弁の親しみやすい花
形。樹勢強く育てやすい。

強香

ローブ・ア・ラ・フランセーズ

Ajourée

アジュール
花期／四季咲き
樹高、樹形／0.8m〜0.9m、FL
花径／中輪　花形／ロゼット咲き

白にピンクがかかる透明感のある花びらがギュッ
と詰まったロゼット咲き。花弁の先がツンと尖る繊
細な作りの花と、甘く上品な香りに引き込まれる魅
力がある。育てやすく繰り返し良く咲き草花と良く
合うコンパクトな樹形。名は「アジュール刺繍」から
命名。“明りとりの窓”という意味もあり、その窓から
まるで一筋の光を浴びたように輝く美しいバラ。

強香

出願中

Crochet

クロッシェ
花色／グリーン〜ピンク　花期／四季咲き
樹高、樹形／0.7〜1.0m、横張り
花径／中輪　花形／ロゼット咲き

咲き始めは外弁の透明感あるふんわりとした花
びらにグリーンがかかり、開くとロゼットになって中
心がピンクに染まり、レース編みしたように細かく
花びらが重なり合う。独特な香りで、甘く濃厚なミ
ルラとティの懐かしさを感じる香り。コンパクトなの
で鉢植えに向く。

中香

出願中

Confiture

コンフィチュール
花期／四季咲き
樹高、樹形／0.9m〜1.0m、シュラブ
花径／中輪　花形／カップ咲き

アプリコットオレンジにふんわり淡いピンク色のカッ
プ咲きがとても愛らしい花。思わず食べたくなるよ
うなフルーティーで甘い香り。まるで新鮮な果物
がたっぷり入った‘コンフィチュール’のよう。
繰り返し良く咲く花と銅葉のような新芽のコントラ
ストがとても美しい。
大きくなりすぎない扱いやすい樹形。

強香

出願中

Savon

サボン
花期／四季咲き
樹高、樹形／1m〜1.1m、シュラブ
花径／中輪　花形／ロゼット咲き

白に淡いピンクがかかるロゼット咲きで、ボタンア
イに赤いしべが可愛いバラ。
どこか異国を思わせる‘石鹸’のような魅力的な
甘い香りから、フランス語の「サボン」と命名。
半直立で大きくなりすぎない扱いやすい樹形。

強香

出願中

Cartonnage

カルトナージュ
花期／四季咲き
樹高、樹形／1.1〜1.2m、シュラブ
花径／中輪　花形／ロゼット咲き

アンティークな雰囲気の赤紫色でボタンアイのロ
ゼット咲き。その雰囲気がフランス伝統工芸の“カ
ルトナージュ”に使っている布に描かれたバラの
花のようで命名。房咲きで、よく繰り返し咲き、樹勢
もよい。

中香

出願中

Coffret

コフレ
花期／四季咲き
樹高、樹形／1.5m〜1.6m、シュラブ
花径／中輪　花形／ロゼット咲き

外弁がグリーンで中は綺麗な藤色のロゼット咲
き。花持ちが良く、時にグレーがかったグリーンに
なりアンティークな雰囲気を持つバラ。木立として
も楽しめるが、伸びた枝をフェンスなどに誘引す
れば優雅な空間を作り出すことも出来る。名はフ
ランス語で宝石などを入れる小箱から。

中香

出願中

コフレ

ローズ・ドゥ・メルスリーシリーズ

〈 育 種 家 〉河 本  麻 記 子さん
か わもと    ま き こ

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。

河本純子さんの義娘。2016年に「ローズ・ドゥ・メルス
リー」シリーズをスタート。「手芸屋さんのバラ」を意味す
るブランドネームには、暮らしの中での幸せ感やワクワ
ク感が込められている。繊細な造形とニュアンスに富
む花色が特徴。

こんな花色
見たことない。

個性的で美しい！

S TA F F
おすすめ

夏の花も魅力的

S TA F F
おすすめ
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Barrette

バレッタ
花期／四季咲き
樹高、樹形／0.9m〜1.1m、FL
花径／中輪　花形／平咲き

四季を通じて目を引くベルベットのような赤紫色
の花は春には明るめの鮮やかな色で咲き、秋に
はシックな深みのある色合いに。耐病性が良く繰
り返し良く咲くのでお庭のアクセントとして楽しん
で欲しいバラ。ベルベットで出来たヘアーアクセ
サリーのバレッタをイメージして命名。

中香

出願中

Petit Point

プチ・ポワン
花期／四季咲き
樹高、樹形／0.5m〜0.7m、ポリアンサ
花径／小輪　花形／ポンポン咲き

小さな可愛い花が房で咲きとても可憐な雰囲気
のバラ。コンパクトな横張りの樹形で草花と合わ
せて植えても相性がよく、一緒に切り花にしてアレ
ンジするのもおすすめ。
「プチ・ポワン」とは細かい目の刺繍の技法で、そ
の刺繍をイメージして命名。

中香

出願中

Malines

マリーヌ
花期／四季咲き
樹高、樹形／0.7〜0.8m、シュラブ
花径／中輪　花形／ロゼット咲き

白い花びらの先にピンクがかかり、中心はクリー
ム色のふわふわとした可愛い花。樹形は柔らかく
しなやかな雰囲気でコンパクト。樹全体のバラン
スも良く、耐病性も良い。透明感のある花姿が繊
細な糸で編まれたレースの一種“マリーヌレース”
のようなので命名。

微香

出願中

La broche

ラ・ブロッシュ
花期／繰り返し咲き
樹高、樹形／1.5m〜1.6m、シュラブ
花径／中輪　花形／波状弁咲き

ゴールドがかったブラウンベージュの波打つ花び
ら。大人っぽい雰囲気の中にも可愛らしさがある
花姿。まるで“ブローチ”のような花が房で咲くの
で、フランス語で「ラ・ブロッシュ」と命名。枝が伸
びるので低めのつるバラとしてフェンスやアーチ
にも。主張しすぎないしっとりとした優しい空間を
作り出してくれる。

中香

出願中

Ruban

リュバン
花色／ピンク　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

なめらかなピンクの花びらがまるでリボンのような
ので、フランス語の‘リュバン’と命名。
豪華さは無いが、見飽きることのないナチュラル
な花姿と甘く爽やかな香りが心を和ませてくれる
可愛らしさのあるバラ。コンパクトで花付き良く、
草花ともなじみやすい。

中香

Filer

フィレール
花色／ローズピンク　花期／四季咲き
樹高、樹形／1.2〜1.4m、シュラブ
花径／中輪　花形／ロゼット咲き

ローズピンクのカップ咲きからロゼットへと咲き進
む。房咲きで花持ちがとても良い。フィレールとは
フランス語で「紡ぐ」と言う意味。短めに剪定して
ブッシュ仕立てでも、伸ばしてオベリスクやフェン
スに仕立てても、どちらでも楽しめる。

微香

出願中

Broderi

ブロドリー
花期／四季咲き
樹高、樹形／0.8〜1.0m、シュラブ
花径／中輪　花形／ロゼット咲き

茜色の空のように様々な色
が溶け合い茶系オレンジ・ピン
ク・コーラル・ベージュの美しい
グラデーションを織り成す。そ
んな糸で刺繍をして生まれた
花のようなので、フランス語で
刺繍の意味のブロドリーと命
名。コンパクトで鉢植え向き。
ほんのり甘いティーの香り。

中香

出願中

Motif

モチーフ
花色／モーブ　花期／四季咲き
樹高、樹形／0.9〜1.4m、シュラブ
花径／小輪
花形／半八重咲き
青みがかったモーブ色の小花を房でたくさんつ
ける。	枝は細くしなやか。ナチュラルな雰囲気な
ので花壇で草花のように植えたり、鉢でふんわり
咲かせたり、低めのフェンスやオベリスクに絡ま
せても楽しめる。

微香

契約品種

契約品種

ラ・ブロッシュ

【花】
落ち着いた藤色、弁先がつんと尖る宝珠弁咲き～ロゼット咲き、中輪
房咲きの花。ティにハーブを感じる中香。深みのある葉色との色彩も
対比も美しい。花持ちも良く、切り花にも向く。	
【栽培】
樹勢が強く、耐病性も高い木立樹形のバラ。初心者向き。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す。地植えや
鉢植え、どちらにも向く。	樹高は平均的なので、庭で植えるなら半ば
に。
【命名由来】
小説「秘密の花園」に登場する男の子の名。病弱で室外にほとんど
出たことがなかったが、メアリー・レノックスに誘われ、母が愛した秘密
の花園を知り、荒れ放題だった花園を蘇らせ、自らも健康を取り戻す
ことができた。

Colin Craven

コリン クレイヴン
花色／藤色　　花形／宝珠弁咲き
花径／中輪
香り／中香　　香質／ティーにハーブ
開花／四季咲き
樹形／木立樹形・普通タイプ
樹高／1.3m　
樹勢／強い　　うどんこ病／とても強い
黒星病／強い　　半日陰／普通
耐寒性／普通　　耐暑耐湿性／強い

TYPE

1

【花】
シルバーがかる淡い藤色、波状弁咲き、中輪房咲きの花。ティーにグ
リーンの微香。高温期には丸弁八重咲きになることも。遠くから見ると
一見寂しげに見える花だが、このバラに近づき、その表情を見ると見
た者の心を離さない魅力がある。涼しげな瞳をもつ女性のよう。しっか
りとした花弁で花もちが良い。切りバラにも向く。花弁が散りづらい。
【栽培】
ほぼ四季咲きと言ってよい、繰り返し咲き性。樹勢が強く、耐病性も強
いシュラブ樹形のバラ。うどんこ病は普通だが、黒星病には強い。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るが、切ら
ずに誘引し構造物にとめてつるバラとして育てるのがおすすめ。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、スペース広めのガーデン後方に。鉢植えにも向く。
【名前の由来】
名前はクロードモネの絵画「散歩・日傘をさす女」のモデルとなったモ
ネの妻、カミーユから。

Camille

カミーユ
花色／シルバーグレイ
花形／丸弁八重咲き〜波状弁咲き
花径／中輪
香り／微香　　香質／ティーにグリーン
開花／繰り返し咲き　　樹高／1.8m
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／強い　　耐陰性／普通
耐寒性／普通　　耐暑耐湿性／強い

TYPE

1

〈ローズクリエイター〉

木
き む ら

村  卓
た く の り

功さん

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“新時代のバラ”のシリーズです。

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〜

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。

出願中

出願中

四季折々に変化
する花色、花形が

どれも美しい！

S TA F F
おすすめ

河
本
バ
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園
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【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】
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。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。

Syrinx

シュリンクス
花色／モーブ　　花形／丸弁八重咲き
花径／中輪
香り／微香　　香質／パウダーにティー
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

TYPE

1 出願中

淡いピンクに花芯ピンク、個性的な宝珠弁咲き、中大輪房咲きの花。
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。

Shalimar

シャリマー
花色／淡いピンク＋アイボリー
花形／宝珠弁咲き
花径／中輪　　香り／中香
香質／ダマスクにティー＋グリーン
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／とても強い　　耐陰性／普通
耐寒性／普通　　耐暑耐湿性／強い

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。

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

0 出願中

【花】
人のぬくもりを感じるような、暖色系の豊かな色合い。開花とともに色
彩が変わり、見飽きることなく、興味を促し続けてくれるバラ。濃い色彩
の蕾から開花し、オレンジや黄色の花芯を見せる。咲き進むとさらに
花色が変わり、１株で多彩な暖色系の色合いとなる。水あげ花持ち
が良く、切花にも向く。
【栽培】
初心者向き。年に5回の剪定後ごとの薬剤散布（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。夏剪定
は普通のタイミングで（関東以西の暖地の場合９月前半）。樹高はや
や低めなので、お庭で植えるなら前方に。剪定や肥料などは普通の
木立のバラとして育てると良い。
【名前の由来】
フランス語で、熱や暖かさ、ぬくもりを意味する言葉から。

Chaleur

シャルール 
花色／オレンジ＋コーラルピンク
花形／丸弁八重咲き
花径／中輪
香り／中香　　香質／ティー
開花／四季咲き　　樹高／1.0m
樹形／木立樹形 横張りタイプ
樹勢／普通　　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】
淡い黄色、魅力的なロゼット咲き、中大輪房咲きの花。秋は充実した
枝以外は単花咲きになりやすい。フルーツにティの清 し々く豊かな強
香。花持ちも良く、切り花にも向く。	
【栽培】
樹勢が強く、耐病性が高い木立樹形のバラ。初心者向き。うどんこ病
に強く、黒星病にも強い。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す。地植えや鉢植え、どちらにも向く。樹高はや
や高めなので、庭で植えるなら半ばから後方に。
【名前の由来】	
フォーレのシシリエンヌから。初夏のシチリア、澄んだ空のもと泉のほと
りで男女が愛を語らう。そんな想像をしてしまう、ロマンチックな雰囲
気のバラ。	

Sicilienne

シシリエンヌ
花色／淡い黄色　　花形／カップ咲き
花径／中大輪　
香り／強香　　香質／フルーツにティー
開花／四季咲き
樹形／木立樹形・普通タイプ
樹高／1.5m
樹勢／強い　　うどんこ病／強い
黒星病／強い　　半日陰／普通
耐寒性／普通　　耐暑耐湿性／強い

TYPE

1 出願中

【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。

Jules Verne

ジュール ヴェルヌ
花色／アプリコット　
花形／ロゼット咲き
花径／中輪
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・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／普通　　耐暑耐湿性／強い

TYPE

1 出願中

【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。

Shadow of the Moon

シャドウ オブ
ザ ムーン
花色／モーブ　　花形／波状弁咲き
花径／小中輪
香り／微香　　香質／ティーにパウダー
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／とても強い　　耐陰性／普通
耐寒性／普通　　耐暑耐湿性／強い

TYPE

1 出願中

TYPE

1 出願中

マークの説明 【育てやすさ】 マークの説明 【樹形】

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

TYPE

1 無農薬でも育つ、とても丈夫なバラ 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

“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ます。TYPE

0
TYPE

1

木立 シュラブコンパクト
シュラブ

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。 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。

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。
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【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。

Ben Weatherstaff

ベン ウェザースタッフ
花色／アプリコット
花形／切れ込み弁咲き
花径／中大輪　　香り／中香
香質／ティーにミルラ＋パウダー
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

TYPE

0 出願中

【花】
黒みがかった蕾から、黒赤の個性豊かなおおらかな花へと開花。高
温期は赤に咲く。香りが強い割に花もちも良い。切りバラにも向く。

【栽培】
うどんこ病に強く、黒星病にも強い。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
トな木立樹形なので、狭いスペースにも植えられる。鉢植えにも向く。

【名前の由来】
戯曲、シラノ・ド・ベルジュラックの主人公から。実在した人物。自分自身
の思いを犠牲にしながら、愛する女性の幸せを願う、不器用でありな
がら真っすぐな心を持つ文武両道の多才な剣豪。

Cyrano de Bergerac

シラノ ド
ベルジュラック
花色／黒赤　　花形／ロゼット咲き
花径／中輪　　香り／強香
香質／ダマスクにティーとグリーン
開花／四季咲き　　樹高／1.0ｍ
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

TYPE

1

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、たわわに咲か
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。

My Roses

マイローズ
花色／赤
花形／ロゼット咲き
花径／中輪
香り／微香　　香質／ティーにパウダー
開花／四季咲き　　樹高／0.9m
樹形／木立樹形・横張りタイプ
樹勢／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／とても強い

TYPE

1 出願中

【花】
純白～アイボリーの、かわいらしく清楚な花がたわわに房に咲く。装飾
豊かな白い絨毯や花嫁の純白のドレスのよう。とても質の良い透明感
を感じる香り。香りが強い割には、花持ちも良い。
【栽培】
樹勢が強く、耐病性がとても高い。初心者向き。う環境の悪い場所でも
めったに病気になることはない。ほぼ木立に近いシュラブ樹形で、栽培
や剪定は木立に準じて育てれば良い。樹高はやや高めなので、お庭
で植えるなら半ばから後方に。夏までは中輪房咲き木立のフロリバンダ
のように育つが、秋の花枝だけ伸びるので、技術がある人ならその枝
を利用し、オベリスクやトレリス、フェンスなどに、コンパクトなつるバラに
仕立てることができる。
【名前の由来】
トリニティとはキリスト教では神聖な意味もあるが、三つ揃いの意味。花
の美しさと、強い香り、そして育てやすさ。通常、バラにとって兼ね備える
ことが難しい３つの魅力が共存する優れた性質と、花のイメージから。

Trinity

トリニティ
花色／白
花形／ロゼット咲き
花径／小中輪
香り／強香　　香質／ダマスクにフルーツ
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／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

TYPE

0 出願中

【花】
ミルキーなピンク、丸弁高芯咲きからロゼット咲きへ。中大輪房咲きの
花。花色や花形の変化が少なく、毎回安定した花を咲かせる。水あ
げ花持ちが良く、切花にも向く。	
【栽培】
樹勢が強く、耐病性が高い木立樹形のバラ。初心者向き。
うどんこ病にとても強く、黒星病にも強い。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。地植えや
鉢植え、どちらにも向く。樹高はやや高めなので、庭で植えるなら半ば
から後方に。		
【名前の由来】
小説「秘密の花園」の主人公、メアリー・レノックスに捧げたバラ。忙し
い両親に放任され、わがままで気難しい孤独な少女に育つが、イギリ
スの自然や小鳥、友人、そして秘密の花園と呼ばれるガーデンにより、
元気でおおらかな優しい少女へと変化していく姿をイメージして。	

Mary Lennox

メアリー レノックス
花色／ピンク　　花形／ロゼット咲き
花径／中大輪
香り／強香　　香質／ダマスクにミルラ
開花／四季咲き　　
樹形／木立樹形・普通タイプ
樹高／1.5m　　樹勢／強い
うどんこ病／とても強い　　黒星病／強い　　
半日陰／普通　　耐寒性／普通
耐暑耐湿性／強い

TYPE

1 出願中

【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。

Träumerei

トロイメライ
花色／アプリコットピンク＋淡いアプリコット
花形／ロゼット咲き　　花径／中大輪
香り／強香
香質／フルーツにティー＋グリーン
開花／四季咲き　　樹高／1.5m
樹形／シュラブ樹形・直立タイプ
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

TYPE

0 出願中

【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。

Luciole

リュシオール
花色／黄色　　花形／カップ咲き
花径／小中輪
香り／中香　　香質／フルーツにティー
開花／完全四季咲き　　樹高／0.9m
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／強い　　耐陰性／普通
耐寒性／弱い　　耐暑耐湿性／強い

TYPE

1 出願中

【花】
ほんのりピンク、カップ咲きから宝珠弁咲き、中輪房咲きの花。淡い色彩なので、
一見存在感がないように見えるが、遠目で見た時の花が零れ落ちるように咲く
優しい美しさと、近づいてみた時の花弁の繊細な重ねの美しさとの、２つの美
しさがある。繊細で思いやりのある優美な女性のよう。花持ちがとても良く、花
弁が散りづらい。切りバラにも向く。
【栽培】
樹勢が強く、耐病性も強い。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。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るが、切らずに誘引し構造物にとめてつるバラとして
育てるのがおすすめ。木立として育てるのなら、スペース広めのガーデン後方
に。鉢植えにも向く。
【名前の由来】
名前は「秘密の花園」「小公子」などを発表した、イギリス生まれのアメリカの
小説家。「秘密の花園」や「私のコマドリ」などでは、自然やガーデンにより人が
癒され、生きる活力をつけていく描写が多く、自分自身の体験をそこに綴る。

Frances Burnett

フランシス バーネット
花色／ほんのりピンク
花形／カップ咲き〜宝珠弁咲き
花径／中輪
香り／中香　　香質／ティーにグリーン
開花／繰り返し咲き
樹高／1.8m
樹形／シュラブ樹形 横張りタイプ
樹勢／強い　　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

TYPE

1 出願中

出願中
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【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。

Lilas

リラ
花色／藤色　　花形／カップ咲き
花径／中輪　　香り／中香
香質／ダマスクにティー＋グリーン
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

TYPE

1 出願中

【花】
グリーンがかる蕾からアイボリーへと花弁が展開し、花芯はピンク色、
豊満でとても美しく可愛らしいカップ咲きの花になる。温厚で朗らか
なイメージを持つ、誰からも愛されるような雰囲気のバラ。高温期や
多肥では花芯のピンクがのりづらい。しっかりとした花弁で花もちも良
い。切りバラにも向く。
【栽培】
四季咲き性。樹勢が強く、耐病性も強い木立樹形のバラ。うどんこ病
に強く、黒星病にも強い。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。横張りの木立樹形な
ので、スペースを考えて植えると良い。鉢植えにも向く。
【名前の由来】
戯曲、シラノ・ド・ベルジュラックのヒロイン、ロクサーヌから。

Roxanne

ロクサーヌ
花色／アイボリー地にピンク
花形／カップ咲き
花径／中輪
香り／中香　　香質／ダマスクにティー
開花／四季咲き　　樹高／1.2m
樹形／木立樹形 横張りタイプ
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

TYPE

1

【花】
オレンジ、カップ咲き、中輪房咲きの花。オレンジ色からアプリコット、淡
いアプリコットへと花色が変化。ころころとした可愛らしい花形から、お
おらかな花へと開花していく。
【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。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。鉢植えにも向く。
【名前の由来】
フランシス	バーネットの小説、「秘密の花園」に登場する、人と心が通
じる愛らしいコマドリの英名から。ころんとした花の姿、蕾から開き始
めた時の色がコマドリを感じられる。

Robin

ロビン
花色／オレンジ　　花形／カップ咲き
花径／中輪
香り／強香
香質／フルーツにティーとグリーン
開花／四季咲き　　樹高／1.2m
樹形／木立樹形 普通タイプ
樹勢／強い　　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

TYPE

1

リュシオール マイローズ トリニティ

Ariadne

アリアドネ
花色／淡いアプリコット　香り／中香
花期／四季咲き
樹高／1.2m
樹形／シュラブ樹形・横張りタイプ
花径／中輪　花形／ロゼット咲き

名は英雄テセウスのミノタウロスの討伐と迷宮脱出に力添えしたクレタ島の王
女アリアドネから。アリアドネという名前は「とりわけて潔らかに聖い娘」という意
味。ティの香り。耐病性にすぐれよく育つ。樹勢も強く自由奔放に伸びるので、広
い場所以外はオベリスクやトレリスなどに誘引すると良い。

Alcina

アルチーナ
花色／黒赤　香り／中香
花期／四季咲き
樹高／1.2m
樹形／木立樹形・横張りタイプ
花径／中大輪　花形／宝珠弁咲き

伸びやかでしなやかな花弁と蠱惑的な花色。春や秋の低温期には肥料を少な
めに与えると花弁が伸びやかになり、花の魅力が増す。名前は「狂えるオルラン
ド」に登場する超絶的な美人の魔女から。そばを通っただけで思わず見とれて
しまう魅惑的なバラ。

Allumage

アリュマージュ
花色／濃いオレンジ　香り／微香
花期／繰り返し咲き
樹高／1.8m
樹形／シュラブ樹形・直立タイプ
花径／中輪　花形／波状弁咲き

咲き始めの元気なオレンジ色はパッと場を華やがせ、咲き進むと落ち着いたピン
ク色となり場を和ませる。花色の変化で二度楽しめるバラ。樹勢が強く、耐病性
も強く育てやすい。名前は点火を意味するフランス語から。

Endymion

エンデュミオン
花色／ピンク　香り／中香
花期／四季咲き
樹高／1.2m
樹形／シュラブ樹形・普通タイプ
花径／中輪　花形／カップ咲き

ウェーブがかったカップ咲きの花は開花と共に、ピンク色から落ち着いたモーヴ
色へ。香りはダマスクとティが混じる香り。名はギリシャ神話の美男子エンデュミ
オンから。樹に勢いがついてくると秋はやや枝が伸びる。肥料はやや多めの方
が春・秋に重ねが多いカップ咲きに。

Euridice

エウリディーチェ
花色／淡いピンク　香り／強香
花期／四季咲き
樹高／1.2m
樹形／木立樹形・直立タイプ
花径／中輪　花形／ロゼット咲き

オルフェオの最愛の妻、エウリディーチェのように守ってあげたくなるような、甘い
表情で可愛らしいパウダリーピンクの花。香りも甘く、ダマスクとブルー系の澄ん
だ透明感のある香り。コンパクトに良く育ち、花持ちが良く切りバラにも向く。３～
４分咲になったら室内で飾るのもおすすめ。

Odysseia

オデュッセイア

オデュッセイア

花色／黒赤紫　香り／強香
花期／四季咲き
樹高／1.6m
樹形／シュラブ樹形・直立タイプ
花径／中輪　花形／波状弁咲き

紫がかった黒赤色の花弁が波打って花芯を抱え込む波状弁咲き。
直立性のシュラブで剪定により仕立ての自由度も高い。
名前はギリシャ神話の英雄から。

Orfeo

オルフェオ
花色／赤紫＋白　香り／強香
花期／四季咲き
樹高／0.9m
樹形／シュラブ樹形・普通タイプ
花径／小中輪　花形／丸弁八重咲き

ギリシャ神話竪琴の名手オルフェオのようにどこか影を感じる花。
美しさと香りが人を引き寄せる。花色は内弁が赤紫、外弁が白でとても珍しい。
香りは甘いダマスクとフルーツにスパイス。
コンパクトに育ち鉢植えや狭いスペースにも向く。耐病性に優れる。
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Starry heavens

スターリィ ヘブンズ
花色／淡いアプリコット　香り／微香
花期／四季咲き
樹高／0.9m
樹形／木立樹形・普通タイプ
花径／小中輪　花形／丸弁八重咲き

次 と々咲き続けるナチュラルで手のかからないコンパクトなバラ。とても丈夫で育
てやすい。コンパクトに育ち連続開花するのでガーデンの前方や鉢植えに向く。
花つきがよく、花もちもよい。開花後剪定すれば次の花枝をすぐに伸ばし、咲く花
の回転の速さがある。名前は「星空」を意味する言葉から。

出願中 TYPE

1

Champêtre

シャンペトル
花色／ピンク　香り／中香
花期／繰り返し咲き
樹高／1.2m
樹形／シュラブ樹形・普通タイプ
花径／小中輪　花形／ロゼット咲き

優しいピンクのグラデーション、重ねの多いロゼット咲き、小中輪房咲きの花。樹
勢が良く、耐病性がとても良い、美しい自然樹形になる半つる性。オーガニック
栽培でもほぼ病気にならず、剪定もする必要がない、とにかく手のかからないバ
ラ。名前は田園風を意味するフランス語から。

出願中 TYPE

1

契約品種
Creed

クリード
花色／アイボリー　香り／強香
花期／繰り返し咲き
樹高／1.5ｍ
樹形／シュラブ樹形・普通タイプ
花径／中大輪　花形／丸弁高芯咲き

ダマスクにティの強香。とても質の良い香り。
神秘的な香りをもつ、純粋な美しさを感じるバラ。
病気に強く初心者でも育てやすい。名前は信念を意味する言葉から。

TYPE

1

Classic Tutu

クラシック チュチュ
花色／アイボリー＋淡いピンク 　香り／中香
花期／四季咲き
樹高／1.2m
樹形／木立樹形・普通タイプ
花径／中輪 　花形／波状弁咲き

白からアイボリー、低温期は縁にピンクがのる時も。中輪房咲きの花。ひらひらと
した優しい花弁を、クルクルと舞うように展開する可愛らしくも優雅なバラ。真夏
の花も美しい。樹勢が強く、耐病性も強い。名前は「白鳥の湖」などクラシックバ
レエに使われる張りのあるスカート状の舞台衣装から。

出願中 TYPE

2Kírkē

キルケ
花色／紫ピンク＋アイボリー　香り／強香
花期／四季咲き
樹高／1.2m
樹形／シュラブ樹形・直立タイプ
花径／中輪　花形／ロゼット咲き

淡いクリームホワイト地にうっすら紫がかったピンク、ロゼット咲き。くしゅっとした柔
らかな優しい雰囲気の花が房に咲く。晩秋は深い赤紫色になり、妖艶に咲くこ
ともある。ダマスクにティーとフルーツの中香。地植え、鉢植えともに向く。名はオ
デュッセウスを魅了したギリシャ神話に登場する魔女キルケから。

契約品種 TYPE

1

Ninfa

ニンファ
花色／ピンク＋アイボリー
香り／中香　花期／四季咲き
樹高／1.5m
樹形／木立樹形・普通タイプ
花径／中大輪　花形／丸弁八重咲き

落ち着いたオフホワイトにうっすらとピンクが弁先を中心にのる。中輪～中大
輪の房咲き。四季咲き性で晩秋まで良く咲く。ティーに青りんごを感じる中香。
樹勢が良く耐病性も良いとても育てやすいバラ。やや背の高めの木立になり、
ガーデンなら後方が良いが鉢植えにも向き、良く花を咲かせる。

出願中 TYPE

2

Blue gravity

ブルー グラビティ―
花色／青藤色　香り／微香
花期／四季咲き
樹高／1.2ｍ
樹形／木立樹形・普通タイプ
花径／中輪　　花形／丸弁八重咲き

青藤色、丸弁咲き、中輪房咲きの花。ティ系の微香。
青系のバラは数あるが、もっとも青に近いバラのひとつ。
青バラとしては、病気に強く育てやすい。
名前は青の引力を意味する言葉から。青バラへのあくなき思いを表現した。

出願中 TYPE

2

Harpsichord

ハープシコード
花色／黄色　香り／中香
花期／四季咲き
樹高／0.6m
樹形／木立樹形・横張りタイプ
花径／中輪　　花形／丸弁八重咲き

ややクリーム色がかったイエローの中輪花。満開になっても中心の花弁が蕊を
包み込むように抱えたままの独特な花姿。コンパクトなシュラブで非常に四季咲
き性が強く、春から秋まで繰り返しよく咲く。

契約品種 TYPE

2

Fraises

フレーズ
花色／濃いピンク　香り／中香
花期／四季咲き
樹高／1.2ｍ
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

濃いピンク、ロゼット咲き、中輪房咲きの花。ダマスクにパウダーの中香。
自然樹形が美しく、まるでイチゴ畑を歩いているかのよう。
病気に強く初心者でも育てやすい。
名前はフランス語でイチゴを意味する言葉から。

出願中 TYPE

1

Sur la Neige

シュー ラ ネージュ
花色／アイボリー　香り／強香
花期／四季咲き
樹高／1.3m
樹形／木立樹形・普通タイプ
花径／中輪　花形／波状弁咲き

透明感のある白、波打つ花弁の中大輪花。
秋の花は中心に淡い黄色がかかる。
中型のスプレーブッシュで四季咲き性も強い。

TYPE

2

Sheherazad

シェエラザード
花色／濃いピンク　香り／強香
花期／四季咲き
樹高／1.2m
樹形／木立樹形・普通タイプ
花径／中輪　花形／宝珠弁咲き

紫かがった濃いピンクの中輪花。ややグラデーションがかかりつつ、先端に刻み
の入った花弁が重なり個性的な花色、花形。耐病性の強い房咲きになる木立
で育てやすく、春から秋まで非常によく花を咲かせてくれる。

TYPE

2

Neusa

ニューサ
花色／ほんのりピンク
香り／微香　　花期／完全四季咲き
樹高／0.9m
樹形／シュラブ樹形・普通タイプ
花径／小輪　　花形／一重咲き

白に淡いピンクがふわっとのる一重小輪のかわいらしい花。微香だが全面に咲
くとフローラルな香りを感じ拡散性がある。ナチュラルな樹形でバラと草花との
中間のような存在感。とても病気に強く、オーガニックで何もしなくても右肩あがり
に生育。ニューサとはギリシャ神話で野草が咲き乱れる野山の名前。

TYPE

1

Daphne

ダフネ
花色／サーモンピンク　香り／中香
花期／四季咲き
樹高／1.6m
樹形／シュラブ樹形・横張りタイプ
花径／中輪　花形／波状弁咲き

柔らかなピンクの花。揺れる波のような軽やかな花びらは重なり合ってとても魅
力的。独特な香りもある。名はギリシャ神話の精霊ダフネから。条件がそろうと乙
女のような花からグリーンの花へと変化。病気にも強く育てやすい。家庭では小
さなつるバラとしても良い。

TYPE

1

Psyche 

プシュケ
花色／アプリコット　香り／中香
花期／四季咲き
樹高／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

柔らかなアプリコットピンクの花。ロゼット咲きになりアンティークな雰囲気。ティ
ベースの独特な透明感のある香り。四季咲き性の強い自立するほど良い大きさ
のシュラブだが、コンパクトなつるバラとしても使える。
名前はキューピットの恋人の名前から。

TYPE

2

Paris

パリス
花色／淡いピンク＋モーブ　香り／中香
花期／四季咲き
樹高／1.2m
樹形／木立樹形・普通タイプ
花径／中輪　花形／ロゼット咲き

中輪ロゼット咲きで、淡いピンクに濃いピンクが不規則にグラデーションになる個
性的な花。花付の良いコンパクトなシュラブで株全体に繰り返しよく花を咲かせ
る。名はギリシャ神話のトロイア王子の名より。

TYPE

2 Fiora

フィオーラ
花色／紫ピンク　香り／中香
花期／四季咲き
樹高／1.3m
樹形／シュラブ樹形・普通タイプ
花径／中輪　　花形／カップ咲き

グレーがかったピンクの花は弁底が白、しべが黄色で花芯を見せてからも可愛
らしい表情に。甘いダマスクにスパイスの香り。ほぼ木立タイプの花だが秋には
やや花枝が伸びてシュラブとなる。

TYPE

2

Hector

ヘクトル
花色／渋い赤紫　香り／強香
花期／四季咲き
樹高／1.4m
樹形／木立樹形・直立タイプ
花径／中大輪　花形／ロゼット咲き

ローズとミルラが混じる香り。落ち着いていながら力強さを感じる花。名前はギリ
シャ神話の英雄ヘクトルから。中輪の花を房に咲かせる木立樹形のバラ。直立
性のため栽培スペースは少なくてOK。育てやすい。

TYPE

2

シェエラザード

ダフネ

強健
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アカデミア
花色／ローズピンク　花期／四季咲き
樹高・幅・樹形／0.8m×1.0ｍ、ブッシュ
花径／7〜9cm、中輪
花形／カップ咲き　香り／強香（フルーティー）

アンティークで洗練された雰囲気のバラ。イタリア・ピエモンテ州の
ガーデンアカデミー「Accademia	Piemontese	del	Giardino」
にちなんで命名。コンクールでは「最も香りの良いバラ」に選ばれ
た。程よくまとまりのある樹形で、色 な々シーンに合わせやすい。AccademiaAccademia

契約品種

強香

アンナ・フェンディ
花期／返り咲き
樹高・幅・樹形／1.1m〜1.8m、シュラブ
花径／中輪

ファッションデザイナーのアンナ・フェンディに捧げられたバ
ラ。カップ咲きの花姿がフェンディの特徴であるエレガンス
と気品を彷彿とさせるバラ。
ブッシュ仕立てやオベリスク仕立てでも楽しめる。Anna FendiAnna Fendi

契約品種

微香

アプリコット・スカイ
花色／アプリコット　花期／四季咲き
四季咲き性／弱い
樹高・幅・樹形／3〜5ｍ、つる　花径／10cm、大輪
花形／ロゼット咲き

アプリコット色の大輪ロゼット咲きのつるバラ。
枝は勢いよく伸びて大きなパーゴラや壁面を覆いながら、
花持ちよく秋まで繰り返し花を咲かせてくれる。壁面や
アーチに向く。Apricot SkyApricot Sky

契約品種

微香

ブリーズ・パルファン
花色／白〜淡いピンク
花期／四季咲き　四季咲き性／中
樹高・幅・樹形／1.5m×2.5ｍ、シュラブ
花径／3〜4cm　花形／ポンポン咲き

桜色の小さな可愛い花を大きな房いっぱい咲かせながら、甘く
さわやかな香りをあたりに漂わせる魅力的なバラ。しなやかな枝
が伸びる小型のランブラータイプで、四季咲き性が強いのが特
徴。オベリスクや低めのフェンスに向く。花名は「香るそよ風」。Brise ParfumBrise Parfum

契約品種スティーレ・オットチェント
花色／サーモンピンク〜淡いピンク
花期／四季咲き　四季咲き性／強い
樹高・幅・樹形／1.1m×1.0ｍ、ブッシュ
花径／10cm、大輪　花形／ロゼット咲き

サーモンピンク～淡いピンク色のグラデーションが美しい。
ロゼット咲き中大輪花。樹形はハイブリッドティータイプだ
が、花形がクラシックタイプであることから、花名は「１８００
年代スタイル」の意。耐病性も強い。Stile’800Stile’800

契約品種

ベッラ・ディ・トーディ
花色／黄色　花期／四季咲き
四季咲き性／強い
樹高・幅・樹形／1.0m×0.8ｍ、ブッシュ
花径／10cm、大輪　花形／ロゼット咲き

中心がややアプリコットがかった黄色で花弁の切り込み
の入るロゼット咲き大輪花。中型のブッシュタイプで四季咲
き性も強い。
花名は「トーディ（街の名前）の美しい女性」Bella di TodiBella di Todi

契約品種

強香

セント・オブ・ウーマン
花色／ワインレッド　花期／四季咲き
四季咲き性／強い
樹高・幅・樹形／0.8m×0.6ｍ、ブッシュ
花径／6〜8cm、中輪　花形／カップ咲き

シックで落ち着いた赤紫色の中輪カップ咲きのフロリバン
ダ。コンパクトな樹形で鉢植えでも育てやすい。
花名はアル・パチーノ主演の同名映画から。

Scent of WomanScent of Woman

契約品種

強香

べレニーチェ
花色／ソフトコーラルピンク　花期／四季咲き
樹高・幅・樹形／0.6m×1.2ｍ、シュラブ（横張り）
花径／6cm、小中輪　花形／丸弁咲き
香り／中香（甘い香り）

やさしいピンクの小さめの花びらが波打つようにたくさん
の花を咲かせる。滝のように咲き垂れる花姿が、神話の人
物べレニーチェの長く垂れた美しい髪を思わせる。
しなやかでトゲのない枝は多彩な使い方ができる。BereniceBerenice

契約品種

中香

トラモント・エスティーヴォ
花色／黄色〜ピンク　花期／四季咲き
四季咲き性／強い
樹高・幅・樹形／0.8m×0.8ｍ、シュラブ
花径／6〜7cm、小中輪　花形／一重房咲き

波打つ花弁の一重咲き。
大きな房咲きになり淡い黄色からピンクにグラデーションが
かる花色と相まってとても華やか。コンパクトなブッシュで
育てやすい。花名は「夏の夕暮れ」Tramonto EstivoTramonto Estivo

契約品種

微香

パオロ・ペイローネ・ジャルディニエレ
花期／四季咲き
樹高・幅・樹形／1.1m〜1.2ｍ、シュラブ
花径／中輪

アプリコットがかる黄色のカップ咲きが愛らしい。イタリアの
有名な建築・造園家のパオロ・ペイローネに捧げたバラ。
大きくなりすぎず、育てやすい。Paolo PejronePaolo Pejrone

GiardiniereGiardiniere

契約品種

微香

中〜強香 中〜強香

オッタヴィオ・ミッソーニ
花期／繰り返し咲き
樹高・幅・樹形／0.7m〜1.2m、HT
花径／大輪

イタリアのファッションブランド・ミッソーニの創立者である
オッタヴィオ・ミッソーニに捧げ命名。濃いめの赤にピンクや
クリーム色のストライプがランダムに入るファッショナブルな
雰囲気のバラ。Ottavio MissoniOttavio Missoni

微〜中香

ミコル・フォンターナ
花色／淡いピンクベージュにふわっと
　　　ピンクやアプリコットがかかる色
花期／四季咲き　樹高・幅・樹形／1.0m×1.2ｍ、シュラブ
花径／10cm、中輪　花形／平咲き　香り／中香（さわやかな甘い香り）

淡く上品なピンクベージュのふわふわな花びらに、ほんの
り優しいピンクやアプリコットがかかる柔らかな雰囲気のバ
ラ。樹形も大きくなりすぎず扱いやすい。名はイタリアモード
創立者の一人、ミコル・フォンターナに捧げ命名された。Micol FontanaMicol Fontana

中香

バルニ

フィレンツェ近郊、ピストイア
に本社を置くイタリア唯一の
バラ育種会社で、最大手の
生産・販売会社。

Lewis Carroll

ルイス キャロル
花色／黒赤　香り／強香
花期／四季咲き
樹高／1.5ｍ
樹形／シュラブ樹形・普通タイプ
花径／小中輪　花形／ロゼット咲き

ダマスクにハーブの強香。小中輪でこれだけ良い香りのバラは数少ない。ボタンア
イのある、繊細な花弁がつくるロゼットの花型が美しい。耐病性が強く、環境の悪い
場所でもめったに病気になることはない。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。「不思議の国のアリス」作者、ルイス・キャロルから命名。

出願中 TYPE

1 Romantic Tutu

ロマンティック チュチュ
花色／コーラルピンク　香り／強香
花期／繰り返し咲き
樹高／1.5m
樹形／シュラブ樹形・直立タイプ
花径／小中輪　花形／カップ咲き

ダマスクにハーブとパウダーの強香。ファンタジーの世界を思わせるような小柄
でかわいらしい花は鈴なりに咲き、穏やかで幻想的な世界観を形作る。細枝
にも咲くのでアーチ等、構造物の株元から花をつけやすい。名前は『ジゼル』や
『ラ・シルフィード』などロマンティックバレエに使われる舞台衣装から。

出願中 TYPE

2

Le Ciel Bleu

ル シエル ブルー
花色／藤色　香り／中香
花期／四季咲き　樹高／1.2m
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

柔らかい藤色の花弁のロゼット咲き。中大輪房咲きで
繰り返しよく開花する。中型のシュラブで剪定の仕方に
よって自立シュラブにも小さめのツルバラ仕立てにもで
きる。耐病性強い。

TYPE

2

Risa Risa

リサリサ
花色／サーモンピンク　香り／微香
花期／四季咲き
樹高／1.0m
樹形／木立樹形・横張りタイプ
花径／中輪　　花形／丸弁半八重咲き

ティに青りんごの香り。ひらひらとした花弁で可愛らしく咲き、花もちがとても良く、
開花し続け時間が経てば、淡いピンクから白へと変わる。樹勢がとても強く、耐病
性もとても強い。コンパクトなので、ガーデン前方や鉢植えに向く。「笑顔」という意
味のスペイン語「Risa」を重ねて、笑いあう楽しいひと時をイメージした名前。

出願中 TYPE

1

Le Sablier

ル サブリエ
花色／茶色　香り／微香
花期／四季咲き　　樹高／0.8m
樹形／シュラブ樹形・普通タイプ
花径／中輪
花形／ボタンアイのあるロゼット咲き

柔らかな樹形になるとても個性的な茶色系バラ。淡い茶色。ボタンアイのあるロ
ゼット咲き、中輪房咲きの花。ティとパウダーの微香。数輪咲くだけで趣のある雰
囲気を醸し出す。花弁の重なりは繊細で精巧な飾り細工のよう。名前はフランス
語で砂時計を意味する言葉から。

出願中 TYPE

3

Hora

ホーラ
花色／ピンク　香り／中香
花期／四季咲き
樹高／1.6m
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

明るいピンクのロゼット咲きの花。季節により花色が変わり晩秋は深く濃いピンク
へ。ダマスクにフルーツが混じる香り。自立するシュラブだが、つるバラとして育て
るとさらに魅力が。株元から花を付ける。名前はギリシャ神話の時間をつかさど
る女神たちから。

TYPE

2

Pēnelopeia

ペネロペイア
花色／ピンク＋アプリコットピンク　香り／中香
花期／繰り返し咲き
樹高／1.6m
樹形／シュラブ樹形・普通タイプ
花径／中輪　花形／宝珠弁咲き

ピンクをベースにクリーム、アプリコット、黄色が混ざりあう花色、中輪房咲きの花。
ダマスクとティにスパイスの香り。樹勢が強く、耐病性も強い。トゲが少なく、伸び
た枝を冬に誘引すればつるバラにもできる。名前はギリシャ神話、オデュッセウス
の帰国を辛抱強く待ち続けた妻の名前から。

出願中 TYPE

2

花色／白　花期／四季咲き
四季咲き性／強い
樹高・幅・樹形／0.5m×0.5ｍ、シュラブ
花径／3〜4cm、小輪　花形／八重咲き

コメータ

小輪八重咲きの花が穂状に枝先に咲き乱れて、花名の
「彗星」の様。コンパクトな樹形で繰り返しよく咲く。お庭
のグランドカバーとして使ったり、背の高い鉢などから垂れ
るようにしても可愛い。CometaCometa

微香

契約品種

Berceuse

ベルスーズ
花色／淡いピンク　香り／中香
花期／完全四季咲き
樹高／0.9m
樹形／木立樹形・普通タイプ
花径／小輪　花形／丸弁八重咲き

甘く柔らか、とても可愛らしい花々がふんわりと咲き続ける。
樹勢が強く、耐病性も強い初心者向きのバラ。
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。
名前は子守歌を意味するフォーレのピアノ曲から。

契約品種 TYPE

1 Helen

ヘレン
花色／ピンク　香り／強香
花期／四季咲き
樹高／1.5m
樹形／シュラブ樹形・普通タイプ
花径／中大輪　花形／ロゼット咲き

艶やかなやや淡めのピンク、整ったロゼット咲き。中輪房咲きのバラ。ハイブリッド
ティのような蕾からロゼット咲きへと咲くさまもとても美しい。ダマスクにティの繊細
で質の良い強香。樹勢が良く耐病性もある。花枝がアーチを描くような自然樹
形が美しいが、オベリスクやトレリス、フェンスなどに小型のつるバラにもできる。

TYPE

2

ペネロペイア

淡いグリーンの
葉に映える
紫ピンク

S TA F F
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レオ・フェレ
花色／クリームイエロー、ローズピンク
花期／四季咲き
樹高・幅・樹形／0.7m×1ｍ
花径／中大輪　花形／高芯咲き　仕立て／HT

クリームイエローに明るいピンクの複輪は
キャンドルに灯をともしたようで、
優しく明るい気持ちにしてくれるような花。

Leo FerreLeo Ferre

契約品種

微香

センテッド・ウィスパー
花色／オレンジアプリコット　花期／四季咲き
樹高・幅・樹形／0.8ｍ×1m
花径／中輪　花形／半八重咲き
仕立て／FL

やわらかなオレンジアプリコットの可愛らしい花を
たくさん咲かせる。
甘いシトラス系の香り。

Scented WhisperScented Whisper

契約品種

中香

ベルナデット・ラフォン
花色／紫ピンク　花期／四季咲き
樹高・幅・樹形／0.8ｍ×1m
花径／中輪　花形／ロゼット咲き
仕立て／HT

ライチやマスカットのようなフルーティーな香りに
少しスパイスが混ざるような甘い香り。
紫がかったピンクが美しいロゼット咲きで
ふっくらとした花姿。Bernadette LafontBernadette Lafont

契約品種

強香

エルミタージュ
花色／ブライトピンク　花期／四季咲き
樹高・幅・樹形／0.8m×1ｍ
花径／中輪　花形／カップ咲き
仕立て／FL

カップ咲きで可愛く明るいピンクの花。
ふわっと優しく香る。

HermitageHermitage

契約品種

中香

エルヴィス
花色／白　花期／四季咲き
樹高・幅・樹形／0.7m×1ｍ
花径／大輪　花形／高芯咲き
仕立て／HT

ピーチのようなフルーティで甘くさわやかな香り。
おおらかに咲き優しい雰囲気の花。

ElvisElvis

契約品種

強香

イングリッシュ・アイズ
花色／オフホワイト　花期／四季咲き
四季咲き性／強い
樹高・幅・樹形／0.6ｍ×0.6m、横張りブッシュ
花径／5〜6cm　花形／平咲き

オフホワイト～ややイエローがかった中輪房咲きの花を
枝いっぱいに咲かせる。
コンパクトな樹形で四季咲き性が非常に強い。

English EyesEnglish Eyes

契約品種

中香

バリスタ
花色／赤茶色　花期／四季咲き
四季咲き性／強
樹高・幅・樹形／1.0×0.7m、ブッシュ
花径／6〜7cm　花形／半八重咲き

赤茶色の花は遠くからでも目を引きシックな雰囲気を醸し
出している。
耐病性が良く、繰り返し良く咲く。
あまり広がらない樹形で育てやすい。BaristaBarista

出願中

中香

ニルプ

ヤンスペック

フランスにある、切り花とガー
デンローズの世界的な商社。
フランスの中堅規模のナーセ
リーや個人育種家の作出品
種を海外に紹介している。

オランダのボスコープに本社
を置く、ヨーロッパでは老舗
の切りバラとガーデンローズ
の育種・生産会社。

パトラッシュ
プリンセス・クレア・
ドゥ・ベルジック

ジャンヌ・ダルク
花色／イエロー　花期／四季咲き
四季咲き性／強い
樹高・幅・樹形／0.8m×0.6ｍ、ブッシュ
花径／8〜10cm　花形／ロゼット咲き

鮮やかで目の覚めるような黄色の大輪ロゼット咲き。
直立性のブッシュタイプ。
フルーツとミルラの香り。強香。

Jeanne d'ArcJeanne d'Arc

強香

パトラッシュ
花色／ライトイエロー
花期／四季咲き　四季咲き性／中
樹高・幅・樹形／1.5m×1.0ｍ、シュラブ
花径／6〜7cm　花形／カップ咲き

ライトイエローの半八重中輪カップ咲き。
ふわふわと柔らかな印象。フルーツとハーブの香り。
樹はしなやかなシュラブ。
名は「フランダースの犬」名犬パトラッシュより。PatrachePatrache

中香

マリー・ルイーズ・ドゥ・ラ・ラメー
花色／オレンジアプリコット
花期／四季咲き　四季咲き性／強い
樹高・幅・樹形／1.2ｍ×1.2m、シュラブ
花径／8cm　花形／ロゼット咲き

ダリアの様な花弁のオレンジアプリコットのやさしい花。
フルーツとティーの香り。樹はコンパクトでしなやかな枝ぶ
りのシュラブ。花名はオランダでも人気の児童文学「フラン
ダースの犬」の作家名。

中香

Marie LouiseMarie Louise
de la Rameede la Ramee

プリンセス・クレア・ドゥ・ベルジック
花色／ソフトピンク
花期／四季咲き　四季咲き性／中
樹高・幅・樹形／2.0ｍ×1.5m、シュラブ
花径／8〜10cm　花形／カップ咲き

ソフトピンクのカップ咲き。花弁は多くなく咲き進むと黄色い
花芯が見えてピンクの花と相まってやさしく可愛らしい雰
囲気に。甘いフルーツの香り。やや大きめのシュラブに成長
しつる仕立てにもできる。ベルギー王妃の名をいただく。

中香

Princess ClairePrincess Claire
de Belgiquede Belgique

品種名索引 （アイウエオ順）
デルバール ドリュ ヘブンシリーズ 河本バラ園オリジナル

ロサオリエンティス バルニ ニルプ ヤンスペック

アカデミア		 	52
アジュール		 	40
アブデル		 	35
アプリコット・スカイ		 	52
アベイ・ドゥ・ヴァルサント		 	29
アメリ・ノートン		 	06
アリアドネ		 	48
アリエッタ		 	36
アリュマージュ		 	48
アルチーナ		 	48
アレゴリー		 	06
アンナ・フェンディ		 	52
アンナプルナ		 	29
アンプラント		 	30
アンリ・マチス		 	24
夜来香（イエライシャン）		 	39
イングリッシュ・アイズ		 	53
ヴァグレット		 	36
ヴァンデ・グローブ		 	30
ヴィウー・ローズ		 	06
ヴィオレ・パルフュメ		 	30
ウリエル		 	35
エアリエル		 	35
エヴァンタイユ・ドール		 	36
エウリディーチェ		 	48
エール		 	35
エスプリ・ドゥ・パリ		 	07
エドゥアール・マネ		 	25
エドガー・ドガ		 	24
エルヴィス		 	53
エルミタージュ		 	53
エンデュミオン		 	48
オッタヴィオ・ミッソーニ		 	52
オーブ・レジェール		 	30
オデュッセイア		 	48
おとひめ		 	36
オマージュ・ア・バルバラ		 	07
オルフェオ		 	48

カスク・ドール		 	08
ガブリエル		 	34
カミーユ		 	42
カミーユ・ピサロ		 	26
カルトナージュ		 	40
ギー・サヴォア		 	08
キルケ		 	49
クチュール・ローズ・チリア		 	36
クラシック	チュチュ		 	49
クリード		 	49
グリマルディ		 	26
クール・ドゥ・ナクレ		 	30
クルール・デ・ラムール		 	05
クレイジー・トゥー		 	08
クロッシェ		 	40
クロード・モネ		 	25
ケルビーノ		 	08
コフレ		 	40
コメータ		 	52

コラーユ・ジュレ		 	36
コリーヌ・ルージュ		 	37
コリン	クレイヴン		 	42
コンテス・ドゥ・セギュール		 	09
コンフィチュール		 	40

サフィレット		 	37
サボン		 	40
サンテグ・ジュペリ		 	09
サントネール・ドゥ・ルルド・ローズ			09
サント・ノーレ		 	09
シェエラザード		 	49
ジェネラシオン・ジャルダン		 	10
シシリエンヌ		 	43
シフォナード		 	31
シャドウ	オブ	ザ	ムーン		 	43
シャトー・ドゥ・シュベルニー		 	10
シャリマー		 	43
ジャルダン・ドゥ・レソンヌ		 	10
シャルトルーズ・ドゥ・パルム		 	11
シャルム		 	37
シャルール		 	44
シャンテ・ロゼ・ミサト		 	11
ジャンヌ・ダルク		 	53
シャンペトル		 	49
シュクレ		 	37
シュ・シュ		 	37
シュー	ラ	ネージュ		 	49
シュリンクス		 	44
ジュール	ヴェルヌ		 	44
シラノ	ド	ベルジュラック		 	45
ジル・ドゥ・ブリザック		 	31
スヴニール・ドゥ・ルイ・アマード			12
スターリィ	ヘブンズ		 	49
スティーレ・オットチェント		 	52
清流（セイリュウ）		 	37
セラフィム		 	34
センテッド・ウィスパー		 	53
セント・オブ・ウーマン		 	52
爽（ソウ）		 	37
ソフィー・ロシャス		 	12
ソレイユ・ヴァルティカル		 	12

ダフネ		 	50
ダム・ドゥ・シュノンソー		 	13
ディオレサンス		 	13
デューン		 	13
テレトン		 	13
トットちゃん		 	37
ドミニク・ロワゾー		 	13
トラモント・エスティーヴォ		 	52
トリニティ		 	45
ドレープ		 	38
トロイメライ		 	45

ナエマ		 	14
ニュー・イマジン		 	31

マドモアゼル		 	19
マミー・ブルー		 	19
マリーアン・ドゥ・ラマルティーヌ		 	32
マリーヌ		 	41
マリー・ルイーズ・ドゥ・ラ・ラメー		 	53
マルク・シャガール		 	26
ミカエル		 	35
ミコル・フォンターナ		 	52
ミステリューズ		 	32
ミツコ		 	20
ミルフィーユ		 	38
ムーラン・ド・ラ・ギャレット		 	39
メアリー	レノックス		 	46
モチーフ		 	41
モーリス・ユトリロ		 	26

ラヴァンデ・パルフュメ		 	33
ラ・テラス		 	33
ラ・ドルチェ・ヴィータ		 	20
ラ・パリジェンヌ		 	20
ラファエル		 	34
ラ・ブロッシュ		 	41
ラ・ベル・ポー		 	39
ラ・マリエ		 	39
ラリ・デ・ガゼル		 	05
ラ・レーヌ・ドゥ・ラ・ニュイ		 	21
ラ・ローズ・ドゥ・モリナール		 	21
ランタン・シトロイユ		 	33
リサリサ		 	51
リナルド		 	39
リパブリック・ドゥ・モンマルトル		 	21
リュシオール		 	46
リュバン		 	41
リラ		 	47
ルイス	キャロル		 	51
ル	サブリエ		 	51
ル	シエル	ブルー		 	51
ルシファー		 	35
ル・ブラン		 	39
レオ・フェレ		 	53
レジェンド・オブ・ルージュ		 	05
レジス・マルコン		 	21
レッド・イントゥーション		 	21
ローズ・アントワネット		 	22
ローズシナクティフ		 	23
ローズ・デ・キャトル・ヴァン		 	22
ローズ・ドラジェ		 	39
ローズ・ポンパドゥール		 	23
ローズ・ローブ・ドール		 	39
ローブ・ア・ラ・フランセーズ		 	39
ロクサーヌ		 	47
ロビン		 	47
ロマンティック	チュチュ		 	51
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ニューサ		 	49
ニンファ		 	50

パオロ・ペイローネ・ジャルディニエレ		 	52
はつね		 	38
パトラッシュ		 	53
パピ・デルバール		 	13
ハープシコード		 	50
パブロワ		 	15
バランゴ		 	31
パリス		 	50
バリスタ		 	53
バレッタ		 	41
ビアンヴニュ		 	15
ビエ・ドゥー		 	16
ピュル・カプリス		 	16
ピンク・イントゥーション		 	16
ピンク・パラダイス		 	16
ピンク・ビンテージ		 	32
フィオーラ		 	50
フィレール		 	41
プシュケ		 	50
プチ・ポワン		 	41
フラゴナール		 	17
フラマン・ローズ		 	17
プラリーヌ・ルージュ		 	18
フランシス	バーネット		 	45
ブランシュ・カスカード		 	18
フランス・アンフォ		 	18
ブリーズ		 	17
ブリーズ・パルファン		 	52
プリュム		 	38
ブリリアント		 	38
プリンセス・クレア・ドゥ・ベルジック		 	53
プリンセス・テンコー		 	38
ブルー	グラビティー		 	50
ブルー・ムーン・ストーン		 	38
フレグランス・オブ・フレグランシズ		 	38
フレーズ		 	50
ブロドリー		 	41
ヘクトル		 	50
ペッシュ・ボンボン		 	18
ベッラ・ディ・トーディ		 	52
ペネロペイア		 	51
ベルスーズ		 	51
ベル・ドゥ・レニエ		 	31
ベルナデット・ラフォン		 	53
べレニーチェ		 	52
ヘレン		 	51
ベン	ウェザースタッフ		 	46
ホーラ		 	51
ポール・セザンヌ		 	26
ボルデュール・アブリコ		 	19
ボルデュール・カマユ		 	19
ボルデュール・ローズ		 	19

マイローズ		 	46
マダム・フィガロ		 	19
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