
サカタのタネ　品種登録状況（2023年5月8日現在）

野菜 商品名 品種名 登録番号 利用制限 備考

アスパラガス ウェルカムＡＴ Atticus 27869 なし

インゲンマメ サクサク王子 三郷VB2 13748 あり

インゲンマメ サクサク王子ネオ SAKBEA003 21775 あり

インゲンマメ プロップキング プロップキング 失効済 -

インゲンマメ ミニドカ ミニドカ 失効済 -

えんどう あずみ野30日絹莢ＰＭＲ あずみ野30日絹莢ＰＭＲ 失効済 -

えんどう かわな大莢ＰＭＲ かわな大莢ＰＭＲ 失効済 -

えんどう スナック スナック 失効済 -

えんどう スナック753 スナック　753 失効済 -

えんどう つるなしスナック2号 つるなしスナック2号 失効済 -

えんどう ホルンスナック ホルンスナック 失効済 -

カボチャ　 コリンキー コリンキー 失効済 -

カボチャ　 プッチィーニ プッチィーニ 失効済 -

キャベツ 青琳 SAKCAB001 20650 あり

キュウリ フリーダムハウス1号 フリーダム 失効済 -

キュウリ リル リル 失効済 -

ザイライナタネ オータムポエム オータム　ポエム 失効済 -

シュンギク さとゆたか さとゆたか 失効済 -

ソラマメ 打越緑一寸 打越緑一寸 失効済 -

ソラマメ 駒栄 駒栄 失効済 -

ダイズ（エダマメ） いきなまる SAKSOY004 22310 あり

ダイズ（エダマメ） おつな姫 三郷WA1 14306 あり

ダイズ（エダマメ） とびきり SAKSOY007 26343 あり

ダイズ（エダマメ） ふさみどり ふさみどり 12834 あり

ダイズ（エダマメ） 夕涼み 夕涼み 失効済 -

ダイズ（エダマメ） 夏の声 夏の声 失効済 -

タマネギ ルビールージュ TFY-075 21786 なし

タマネギ 早生湘南レッド 早生湘南レッド 失効済 -

ツケナ さがみグリーン さがみグリーン 失効済 -

トウガラシ(ピーマン) セニョリータ（レッド） 掛川01 失効済 -

トマト イエローキャロル イエローキャロル 失効済 -

トマト キャロル7 キャロル7 失効済 -

トマト キャロルツリー SC9-011 12203 あり 登録品種期限満了日：2024/8/18

トマト パルト SAKTOM011 23569 あり

トマト ルネッサンス あいさか2号 12709 なし

ネギ 湘南一本 湘南一本 15544 あり

ブロッコリー スティックセニョール スティックセニョール 失効済 -

レタス インターセプト SAKLET011 24333 あり

レタス エムラップ231 エムラップ231 失効済 -

レタス オーディブル SAKLET006 21764 あり

レタス シグマ シグマ 失効済 -

レタス ツインセット SAKLET010 25251 あり

レタス なんそうべに なんそうべに 失効済 -

レタス パワースイープ SAKLET009 23486 あり

レタス フリフリッカー SAKLET007 23480 あり

レタス ブルラッシュ SAKLET013 26551 あり

レタス ペネトレイト SAKLET014 品種登録出願中 あり

レタス リバーグリーン フュージョン 失効済 -

花 商品名 品種名 登録番号 利用制限 備考

アジサイ スイートアリス KS4 品種登録出願中 なし

アジサイ プチ・ハッピー KS2 28060 なし

アジサイ ブルーアース碧い地球 KS1 27215 なし

アジサイ ブルーピコティー マナスルⅡ TBWE 失効済 -

アジサイ ベイビークミコ SM3 品種登録出願中 なし

アジサイ ピンク ダイヤモンド ピンクダイヤモンド 失効済 -

アジサイ ブルー ダイヤモンド ブルーダイヤモンド 失効済 -

アジサイ ホワイト ダイヤモンド ホワイトダイヤモンド 失効済 -

アジサイ ユングフラウ ジェミニ ユングフラウ　ジェミニ 失効済 -

アジサイ ユングフラウ ピンク ユングフラウ　ピンク 失効済 -

アジサイ 夏海 (なつみ) SY3 28058 なし

アジサイ 空色のしずく KS3 28061 なし

アジサイ 朝がすみ SY2 28057 なし

アジサイ ミセス クミコ ミセスクミコ 失効済 -

アジサイ ウィンドミル ピンク ムーラン　ピンク 失効済 -

アジサイ ディープブルー マナスル ネイビーブルー　マナスル 失効済 -

アジサイ ピンク マナスル ピンク　マナスル 失効済 -

アスター あずみ スカーレット SAKAST045 19705 あり

アスター あずみ ブルー SAKAST049 19437 あり

アスター あずみ ホワイト SAKAST047 19436 あり

アスター あずみ ライトピンク SAKAST052 27467 あり

アスター あずみ ライトブルー SAKAST050 23943 あり

アスター あずみ ローズ SAKAST048 19707 あり

ここに掲載されているのは当社販売中商品における最新の権利状況です。当社の最新の情報をまとめていますが、
品種登録に関する農林水産省の品種登録ホームページ（http://www.hinshu2.maff.go.jp/）も合わせてご参照ください。
今回の更新は、水色地の部分です。

※登録品種期限満了日は2年以内に迎えるものを記載しています
※利用制限の「あり」は全て「海外持出禁止（農林水産大臣公示有）」



花 商品名 品種名 登録番号 利用制限 備考

アスター あずみ ローズピンク SAKAST046 19706 あり

アスター あずみ トップブルー SAKAST058 29376 あり

アスター あずみ トップローズ SAKAST057 29375 あり

アスター あずみＸＬ ブルー　　　　 SAKAST055 品種登録出願中 あり

アスター あずみＸＬ ホワイト　　　 SAKAST056 品種登録出願中 あり

アスター あずみＸＬ レッド　　　　 SAKAST053 品種登録出願中 あり

アスター あずみＸＬ ローズ　　　　 SAKAST054 品種登録出願中 あり

アスター ステラ イエロー ステラ　イエロー 13649 あり

アスター ステラ カーマイン ステラ　カーマイン 失効済 -

アスター ステラ スカーレット ステラ　スカーレット 失効済 -

アスター ステラ ディープブルー SAKAST051 23944 あり

アスター ステラ ディープローズ ステラ　ディープローズ 失効済 -

アスター ステラ トップブルー ステラ　トップブルー 失効済 -

アスター ステラ トップローズ ステラ　トップローズ 失効済 -

アスター ステラ ピンク SAKAST042 19434 あり

アスター ステラ ホワイト ステラ　ホワイト 失効済 -

アスター ステラ レッド ステラ　レッド 失効済 -

アスター ステラ ローズ ステラ　ローズ 失効済 -

アスター 松本 ライトブルー 松本ライトブルー 失効済 -

アスター 松本 イエロー 松本イエロー 失効済 -

アスター 松本 クリアスカーレット 松本クリアースカーレット 失効済 -

アスター 松本 スカーレット 松本レッド 失効済 -

アスター 松本 トップパープル 松本トップパープル 失効済 -

アスター 松本 トップローズ 松本トップローズ 失効済 -

アスター 松本 ピンク 松本ピンク 失効済 -

アスター 松本 ラベンダーピンク 松本ラベンダーピンク 失効済 -

カーネーション カスタード SAKCAR111 29097 あり

カーネーション サンセットブライト SAKCAR110 29096 あり

カーネーション ハイママ！ SAKCAR112 品種登録出願中 あり

カーネーション バンビーノ バンビーノ 失効済 -

カーネーション プリティ あかね プリティあかね 18832 あり

カーネーション プリティ さくら 掛川AX3 15054 あり

カーネーション プリティ ローズ プリティセリース 失効済 -

カーネーション プリティ ワイン 掛川AX6 16342 あり

カーネーション ホットハート SAKCAR108 28096 あり

カーネーション ライジングサン SAKCAR109 29095 あり

カーネーション 感謝の気持ち SAKCAR102 27522 あり

カーネーション 感謝の気持ちピンク SAKCAR114 品種登録出願中 あり

カーネーション セレナーデ（SＫ２０１６－４６） SAKCAR113 品種登録出願中 あり カタログ外

カリブラコア ふわリッチ  ラズベリー SAKCAL111 23939 あり

カリブラコア ふわリッチ　イエロー SAKCAL115 品種登録出願中 あり

カリブラコア ふわリッチ　イエロータイガー SAKCAL116 品種登録出願中 あり

カリブラコア ふわリッチ　ホワイト SAKCAL108 23926 あり

カリブラコア ふわリッチ　ラベンダー SAKCAL112 23940 あり

カリブラコア ふわリッチ　レッド SAKCAL105 23923 あり

カリブラコア ふわリッチ　ローズピンク SAKCAL104 23922 あり

カリブラコア ふわリッチ　ストロベリークリーム SAKCAL117 品種登録出願中 あり

カレンジュラ シトラス アイボリー SAKCAL003 27399 あり

カレンジュラ シトラス クリアサーモン SAKCAL002 26281 あり

カンパニュラ メイ パープルマーデン メイ　パープルマーデン 失効済 -

カンパニュラ メイ ブルー メイブルー 失効済 -

キキョウ センチメンタル ブルー センチメンタルブルー 失効済 -

クリサンセマム ムルチコーレ アップライト イエロー    HANMUL001 17738 -

ケイトウ きもの イエロー きもの　エロー 失効済 -

ケイトウ きもの オレンジ きもの　オレンジ 失効済 -

ケイトウ きもの スカーレット きもの　スカーレット 失効済 -

ケイトウ きもの ライトサーモン きもの　ライトサーモン 失効済 -

ケイトウ きもの ローズ きもの　ローズ 失効済 -

ケイトウ センチュリー ピンク SAKCEL001 25116 あり

ケイトウ アーリーローズ       アーリーローズ 失効済 -

ケイトウ サカタ プライド(ver.2)   SAKCEL002 品種登録出願中 あり

ケイトウ アプリコット ブランデー    アプリコットブランデー 失効済 -

コスモス キャンパス イエロー イエロー　キャンパス 失効済 -

コスモス キャンパス オレンジ オレンジ　キャンパス 失効済 -

コスモス キャンパス クリムソン クリムソンキャンパス 13425 あり

コスモス キャンパス ディープレッド ディープレッド　キャンパス 14792 あり

コスモス ベルサイユ ピンク ピンクベルサイユ 失効済 -

コスモス ベルサイユ ホワイト ホワイトベルサイユ 失効済 -

コスモス ロード イエロー エロー　ロード 失効済 -

コスモス ロード オレンジ オレンジ　ロード 失効済 -

コスモス ロード スカーレット スカーレット　ロード 失効済 -

コリウス ゴリラ モザイク 掛川CE15 14828 あり

コリウス ゴリラ レッド 掛川CE12 14831 あり

コリウス ゴリラ ローズ 掛川CE14 14829 あり

ジニア プロフュージョン アプリコット プロフュージョンアプリコット 14323 あり

ジニア プロフュージョン オレンジ プロフュージョンオレンジ 失効済 -

ジニア プロフュージョン コーラルピンク プロフュージョンコーラルピンク 14921 あり

ジニア プロフュージョン チェリー プロフュージョンチェリー 失効済 -

ジニア プロフュージョン チェリーバイカラー SAKZIN017 27225 あり

ジニア プロフュージョン ファイアー プロフュージョンファイアー 14322 あり

ジニア プロフュージョン ホワイト プロフュージョン　ホワイト 失効済 -



花 商品名 品種名 登録番号 利用制限 備考

ジニア プロフュージョン レッド SAKZIN015 26517 あり

ジニア プロフュージョン レッドイエローバイカラー SAKZIN020 29483 あり

ジニア プロフュージョン レモン SAKZIN016 26518 あり

ジニア プロフュージョン ダブル イエロー SAKZIN012 23992 あり

ジニア プロフュージョン ダブル ゴールデン SAKZIN008 18201 あり

ジニア プロフュージョン ダブル ディープサーモン SAKZIN013 24987 あり

ジニア プロフュージョン ダブル ファイアー SAKZIN010 21549 あり

ジニア プロフュージョン ダブル ファイアー(ver.2) SAKZIN019 品種登録出願中 あり

ジニア プロフュージョン ダブル ホットチェリー SAKZIN014 23993 あり

ジニア プロフュージョン ダブル ホワイト SAKZIN009 18202 あり

ジニア プロフュージョン ダブル レッド SAKZIN018 29484 あり

ストック アーリーアイアン チェリー KSST-CH 27127 あり

ストック アーリーアイアン ディープイエロー KSST-DY 29390 あり

ストック アーリーアイアン ピンク KSST-P 24973 あり

ストック アーリーアイアン ホワイト KSST-WH 29388 あり

ストック アーリーアイアン マリン KSST-M 26836 あり

ストック アーリーアイアン ローズピンク KSST-DR 29389 あり

ストック アーリーアロー ホワイト KSST-AAW 26838 あり

ストック アイアン アプリコット アプリコット　アイアン 失効済 -

ストック アイアン イエロー イエロー　アイアン 失効済 -

ストック アイアン チェリー 麗王 失効済 -

ストック アイアン ディープピンク ディープピンク　アイアン 12313 あり

ストック アイアン パープル パープル　アイアン 14793 あり

ストック アイアン ピンク ピンク　アイアン 失効済 -

ストック アイアン フェアリーピンク KSST-AFP 24974 あり

ストック アイアン ブルー ブルー　アイアン 22899 あり

ストック アイアン ホワイト ホワイト　アイアン 12312 あり

ストック アイアン マリン ペイルブルー　アイアン 17872 あり

ストック アイアン ローズ ローズアイアン 失効済 -

ストック アイアン ローズピンク ローズピンク　アイアン 18184 あり

ストック アロー ホワイト ホワイト　ブラッシュ 24600 あり

ストック カルテット アプリコット2 アプリコット　チルドレン　Ⅱ 失効済 -

ストック カルテット イエロー2 イエロー　チルドレン　Ⅱ 失効済 -

ストック カルテット クールピンク クールピンクカル 失効済 -

ストック カルテット チェリー チェリーカル 失効済 -

ストック カルテット ディープイエロー ディープイエロー　チルドレン 19829 あり

ストック カルテット ディープピンクフラッシュ ディープピンクフラッシュ　チルドレン 26837 あり

ストック カルテット パープル パープルチルドレン 失効済 -

ストック カルテット ピンク ピンクカル 失効済 -

ストック カルテット ピンクフラッシュ ピンクフラッシュ　チルドレン 24972 あり

ストック カルテット ファンタジー ファンタジー　チルドレン 失効済 -

ストック カルテット ブルー ブルーカル 失効済 -

ストック カルテット ブルーフラッシュ ブルーフラッシュ　チルドレン 失効済 -

ストック カルテット ホワイト ホワイトカル 失効済 -

ストック カルテット マリン マリンチルドレン 失効済 -

ストック カルテット マリンフラッシュ マリンフラッシュ　チルドレン 19827 あり

ストック カルテット ラベンダー ラベンダーカル 失効済 -

ストック カルテット レッド2 レッド　チルドレン　ツウ 23734 あり

ストック カルテット ローズ ローズカル 失効済 -

ストック カルテット ワイン レッド　パープル　チルドレン 失効済 -

ストック キッド イエロー イエロー　ブラウズ 23732 あり

ストック キッド ホワイト ホワイト　ブラウズ 19831 あり

ストック スパーク イエロー イエロースパーク 失効済 -

ストック スパーク ホワイト2 ホワイト　スパーク　ツー 26835 あり

ストック ハイカルテット チェリー 170-S-CH 26840 あり

ストック ハイカルテット ホワイト 81-S-W 26841 あり

ストック ハイカルテット マリン 55-S-MR 27128 あり

ストック ハイカルテット ローズ 124-S-RO 28798 あり

ストック ハイカルテット イエロー 109-S-YE 28797 あり

ストック ハイカルテット ラベンダー 99-S-LV 28796 あり

ストック ファミリー アプリコット アプリコット　パーク 14063 -

ストック ファミリー ピンク ピンクファミリー 失効済 -

ストック ファミリー ホワイト ホワイトファミリー 失効済 -

ストック ファミリー マリン ペイルブルー　パーク 15273 あり

ストック ベイビー アプリコット ミニクロ　アプリコット 22901 あり

ストック ベイビー イエロー ミニクロ　イエロー 22905 あり

ストック ベイビー クリアピンク ミニクロ　パープリッシュピンク 失効済 -

ストック ベイビー クリーム ミニクロ　クリーム 失効済 -

ストック ベイビー チェリー ミニクロ　ライトピンク 21342 あり

ストック ベイビー パープル ミニクロ　パープル 21337 あり

ストック ベイビー ハイダブル イエロー ミニクロHDY 29391 あり

ストック ベイビー ハイダブル クリーム ミニクロ HDC 24969 あり

ストック ベイビー ハイダブル ホワイト ミニクロ HDW 24968 あり

ストック ベイビー ピンク ミニクロ　ピンク 22906 あり

ストック ベイビー ピンクフラッシュ ミニクロ　ファジーピンク 26839 あり

ストック ベイビー ブルー ミニクロ　ブルー 24971 あり

ストック ベイビー ホワイト ミニクロ　ホワイト 21340 あり

ストック ベイビー マリン ミニクロ　ライトブルー 21335 あり

ストック ベイビー ライトブルーフラッシュ ミニクロ　ファジーブルー 22903 あり

ストック ベイビー ラブリーピンク ミニクロ　ディープチェリー 22904 あり

ストック ベイビー レインボー ミニクロ　クリーミーピンク 26844 あり



花 商品名 品種名 登録番号 利用制限 備考

ストック ベイビー レッド ミニクロ　レッド 22902 あり

ストック ベイビー ローズ ミニクロ　ライトレッド 21341 あり

ストック レボリューション イエロー2 イエロー　レボリューション　Ⅱ 失効済 -

ストック レボリューション ホワイト2 ホワイト　レボリューション 失効済 -

ストック 秋の光            秋の光 失効済 -

ストック 雪波             雪波 失効済 -

スベリヒユ サンちゅらか  キャンディーブーケ　イエロー SAKPOR012 25731 あり

スベリヒユ サンちゅらか  キャンディーブーケ　ローズ SAKPOR010 25729 あり

スベリヒユ サンちゅらか　キャンディーブーケ　オレンジ SAKPOR019 品種登録出願中 あり

スベリヒユ サンちゅらか　キャンディーブーケ　ピンク SAKPOR011 25730 あり

スベリヒユ サンちゅらか　キャンディーブーケ　ホワイト SAKPOR018 28476 あり

スベリヒユ サンちゅらか　キャンディーブーケ　ライトピンク SAKPOR017 27637 あり

スベリヒユ サンちゅらか　キャンディーブーケ　レッド SAKPOR009 25728 あり

スベリヒユ サンちゅらか　キャンディーブーケ　ローズバイカラー SAKPOR020 品種登録出願中 あり

センニチコウ ちなつ パープル 三郷DA2 16599 あり

センニチコウ ちなつ ホワイト 三郷DA3 16600 あり

センニチコウ ネオン ホワイト SAKGOM002 20701 あり

センニチコウ ネオン ラベンダー SAKGOM001 20700 あり

センニチコウ ネオン ローズ 掛川DA1 11609 あり

センニチコウ ネオン ローズ(ver.2) SAKGOM006 28863 あり

ダイアンサス フォトン ローズ フォトン　ローズ 失効済 -

ダイアンサス ミーティア ピンク ミーサス　ピンク 失効済 -

ダイアンサス ミーティア ホワイト ミーサス　ホワイト 失効済 -

デージー アーリーポンポネット ローズ　 カリノ　ローズ 失効済 -

トウガラシ 実祭り ひな祭り ひな祭 失効済 -

トウガラシ 実祭り 花祭り 花祭 失効済 -

トウガラシ 実祭り 秋祭り 秋祭り 失効済 -

トウガラシ 実祭り 夢祭り 夢祭 失効済 -

トウガラシ 実祭り 夜祭り 夜祭 失効済 -

トウガラシ 実祭り 矢祭り 矢祭 失効済 -

トマト レジナ レジナ 失効済 -

ニチニチソウ エクエイター ブルー SAKVIN014 失効済 -

ニチニチソウ エクエイター ベルベット 掛川EP6 失効済 -

ニチニチソウ エクエイター ホワイトアイ 掛川EP9 失効済 -

ニチニチソウ エクエイター ライトピンク 掛川EP11 失効済 -

ニチニチソウ エクエイター ラベンダー 掛川EP8 失効済 -

ニチニチソウ エクエイター レッド 掛川EP2 失効済 -

ニチニチソウ エクエイター ローズ 掛川EP3 失効済 -

ニューギニアインパチェンス サンパチェンス　オーキッド SAKIMP053 28361 あり

ニューギニアインパチェンス サンパチェンス　オレンジ SAKIMP056 28782 あり

ニューギニアインパチェンス サンパチェンス　シェルピンク SAKIMP035 26472 あり

ニューギニアインパチェンス サンパチェンス　スカーレット SAKIMP057 28783 あり

ニューギニアインパチェンス サンパチェンス　スプラッシュオレンジ SAKIMP055 28781 あり

ニューギニアインパチェンス サンパチェンス　スプラッシュホワイト SAKIMP018 21362 あり

ニューギニアインパチェンス サンパチェンス　パープル SAKIMP044 27272 あり

ニューギニアインパチェンス サンパチェンス　パッションオレンジ SAKIMP025 25664 あり

ニューギニアインパチェンス サンパチェンス　ピンクキス SAKIMP043 28354 あり

ニューギニアインパチェンス サンパチェンス　ブラッシュピンク SAKIMP013 20076 あり

ニューギニアインパチェンス サンパチェンス　ホワイト SAKIMP027 23859 あり

ニューギニアインパチェンス サンパチェンス　マジェンタ SAKIMP029 23861 あり

ニューギニアインパチェンス サンパチェンス　ラベンダースプラッシュ SAKIMP058 28784 あり

ニューギニアインパチェンス サンパチェンス　レッド SAKIMP048 28357 あり

ニューギニアインパチェンス サンパチェンス　ローズピンク SAKIMP052 28360 あり

ニューギニアインパチェンス サンパチェンス　ホワイト(ver.2) SAKIMP065 品種登録出願中 あり

ニューギニアインパチェンス サンパチェンス　スイートハート SAKIMP064 品種登録出願中 あり

ニューギニアインパチェンス サンパチェンス　プリティピンク SAKIMP066 品種登録出願中 あり

ニューギニアインパチェンス サンパチェンス　ピーチキャンディー SAKIMP067 品種登録出願中 あり

ニューギニアインパチェンス サンパチェンス　レッドキャンディー SAKIMP070 品種登録出願中 あり

ニューギニアインパチェンス サンパティオ　オレンジ SAKIMP049 28358 あり

ニューギニアインパチェンス サンパティオ　パープル SAKIMP051 28362 あり

ニューギニアインパチェンス サンパティオ　ホワイト SAKIMP050 28359 あり

ニューギニアインパチェンス サンパティオ　パープル(ver.2) SAKIMP062 品種登録出願中 あり

ヒマワリ 小夏             プロン 失効済 -

ペチュニア カラーワークス　ピンクスター SAKPET104 29132 あり

ペチュニア カラーワークス　ローズスター SAKPET096 29131 あり

ペチュニア 春きらり　きなこ SAKPXC017 29126 あり

ペチュニア 春きらり　すもも SAKPXC026 29612 あり

ペチュニア ビューティカル　キャラメルイエロー SAKPXC024 29125 あり

ペチュニア ビューティカル　サンレイピンク SAKPXC022 29123 あり

ペチュニア ビューティカル　シナモン SAKPXC021 29122 あり

ペチュニア ビューティカル　フレンチバニラ SAKPXC020 29121 あり

ペチュニア ビューティカル　ボルドー SAKPXC023 29124 あり

ペチュニア ビューティカル　イエローサン SAKPXC029 品種登録出願中 あり

ペチュニア ビューティカル　パールホワイト SAKPXC033 品種登録出願中 あり

リンドウ　　　　　　　　　　　 クラリナ　サファイア　　　　　 SAKGEN001 26627 あり


