
ｺｰﾄﾞ 品種名 　ﾌﾘｶﾞﾅ 開花期 樹形 樹高 花形 花色

1144 アーコレード ｱｰｺﾚｰﾄﾞ 10-11，4月 傘状 亜高木 半八重咲 淡紅

1287 熱海桜（寒桜） ｱﾀﾐｻﾞｸﾗ（ｶﾝｻﾞｸﾗ） 2月下旬 盃状 亜高木 一重咲 淡紅

1106 天の川 ｱﾏﾉｶﾞﾜ 4月中旬 円柱状 亜高木 八重咲 淡紅

1103 一葉 ｲﾁﾖｳ 4月中旬 広卵状 高木 八重咲 淡紅

1107 鬱金 ｳｺﾝ 4月中旬 盃状 高木 八重咲 黄緑

1194 雨情枝垂 ｳｼﾞｮｳｼﾀﾞﾚ 4月上中旬 枝垂状 亜高木 八重咲 淡紅

1912 江戸彼岸(向野) ｴﾄﾞﾋｶﾞﾝ(ﾑｶｲﾉ) 3月下旬 傘状 高木 一重咲 淡紅

1132 ｵｵｼﾏｻﾞｸﾗ ｵｵｼﾏｻﾞｸﾗ - - - - -

1133 ｵｵｼﾏｻﾞｸﾗ台木用 ｵｵｼﾏｻﾞｸﾗﾀﾞｲｷﾞﾖｳ - - - - -

1150 オカメ ｵｶﾒ 3月中下旬 広卵状 低木 一重咲 紫紅

1181 思川 ｵﾓｲｶﾞﾜ 4月上中旬 傘状 亜高木 半八重咲 淡紅

1128 河津桜 ｶﾜﾂﾞｻﾞｸﾗ 3月上旬 傘状 亜高木 一重咲 紫紅

3038 神山枝垂桜 ｶﾐﾔﾏｼﾀﾞﾚｻﾞｸﾗ 3月中下旬 枝垂状 高木 一重咲 淡紅

1101 関山 ｶﾝｻﾞﾝ 4月中下旬 盃状 高木 八重咲 濃紅

1108 御衣黄 ｷﾞｮｲｺｳ 4月中下旬 盃状 高木 八重咲 黄緑

1116 兼六園菊桜 ｹﾝﾛｸｴﾝｷｸｻﾞｸﾗ 4月下旬 広卵状 亜高木 菊咲 淡紅

1126 紅華 ｺｳｶ 4月中下旬 盃状 亜高木 八重咲 紅

1734 越の彼岸(越村) ｺｼﾉﾋｶﾞﾝ(ｺｼﾑﾗ) 3月中下旬 広卵状 高木 一重咲 淡紅

1187 小松乙女 ｺﾏﾂｵﾄﾒ 4月上旬 傘状 高木 一重咲 淡紅

1121 修善寺寒桜 ｼｭｾﾞﾝｼﾞｶﾝｻﾞｸﾗ 3月中下旬 広卵状 高木 一重咲 紫紅

1104 松月 ｼｮｳｹﾞﾂ 4月中下旬 傘状 亜高木 八重咲 淡紅

1105 白妙 ｼﾛﾀｴ 4月中旬 盃状 高木 八重咲 白

1188 神代曙 ｼﾞﾝﾀﾞｲｱｹﾎﾞﾉ 4月上旬 傘状 高木 一重咲 淡紅

1109 駿河台匂 ｽﾙｶﾞﾀﾞｲﾆｵｲ 4月中下旬 傘状 亜高木 一重八重咲 白

1127 仙台屋 ｾﾝﾀﾞｲﾔ 4月上中旬 広卵状 高木 一重咲 紅

1253 大漁桜 ﾀｲﾘｮｳｻﾞｸﾗ 3月中下旬 傘状 高木 一重咲 淡紅

1614 華加賀美 ﾊﾅｶｶﾞﾐ 4月上中旬 盃状 高木 半八重咲 紅

1124 花笠 ﾊﾅｶﾞｻ 4月中旬 傘状 高木 八重咲 淡紅

1102 普賢象 ﾌｹﾞﾝｿﾞｳ 4月中下旬 傘状 高木 八重咲 淡紅

1122 冬桜 ﾌﾕｻﾞｸﾗ 10‐12，4月 広卵状 亜高木 一重咲 白

1192 紅枝垂 ﾍﾞﾆｼﾀﾞﾚ 3月中下旬 枝垂状 高木 一重咲 濃紅

1587 舞姫 ﾏｲﾋﾒ 4月上中旬 盃状 高木 八重咲 淡紅

1154 御車返し ﾐｸﾙﾏｶﾞｴｼ 4月中旬 広卵状 亜高木 一重八重咲 淡紅

1110 八重紅大島 ﾔｴﾍﾞﾆｵｵｼﾏ 4月上中旬 広卵状 高木 八重咲 淡紅

1191 八重紅枝垂 ﾔｴﾍﾞﾆｼﾀﾞﾚ 4月上中旬 枝垂状 高木 八重咲 淡紅

●江戸彼岸は選抜個体（富山県南砺市向野・向野の江戸彼岸）の接木苗です。

●越の彼岸は選抜個体（富山県南砺市城端・越村型原木）の接木苗です。

●オオシマザクラ、オオシマザクラ台木用は実生苗なので開花しないと花などの特性はわかりません。

●舞姫は農水省登録品種（20923号）のため、当会に無断で増殖することはできません。

＊開花期は東京を基準としています。品種特性一覧表

  また、個体により他種との雑種になっている場合もあります。



アーコレード 熱海桜　ｱﾀﾐｻﾞｸﾗ　（寒桜　ｶﾝｻﾞｸﾗ） 天の川　ｱﾏﾉｶﾞﾜ 一葉　ｲﾁﾖｳ

鬱金　ｳｺﾝ 雨情枝垂　ｳｼﾞｮｳｼﾀﾞﾚ 江戸彼岸（向野）  ｴﾄﾞﾋｶﾞﾝ(ﾑｶｲﾉ) オカメ

舞姫　ﾏｲﾋﾒ：当会桜見本園育成品種（種苗法登録品種20923号） 神山枝垂桜　ｶﾐﾔﾏｼﾀﾞﾚｻﾞｸﾗ



思川　ｵﾓｲｶﾞﾜ 河津桜　ｶﾜﾂﾞｻﾞｸﾗ 関山　ｶﾝｻﾞﾝ 御衣黄　ｷﾞｮｲｺｳ

兼六園菊桜　ｹﾝﾛｸｴﾝｷｸｻﾞｸﾗ 紅華　ｺｳｶ 越の彼岸（越村）　ｺｼﾉﾋｶﾞﾝ(ｺｼﾑﾗ) 小松乙女　ｺﾏﾂｵﾄﾒ

修善寺寒桜　ｼｭｾﾞﾝｼﾞｶﾝｻﾞｸﾗ 松月　ｼｮｳｹﾞﾂ 白妙　ｼﾛﾀｴ 神代曙　ｼﾞﾝﾀﾞｲｱｹﾎﾞﾉ



駿河台匂　ｽﾙｶﾞﾀﾞｲﾆｵｲ 仙台屋　ｾﾝﾀﾞｲﾔ 大漁桜　ﾀｲﾘｮｳｻﾞｸﾗ 華加賀美　ﾊﾅｶｶﾞﾐ

花笠　ﾊﾅｶﾞｻ 普賢象　ﾌｹﾞﾝｿﾞｳ 冬桜　ﾌﾕｻﾞｸﾗ 紅枝垂　ﾍﾞﾆｼﾀﾞﾚ

御車返し　ﾐｸﾙﾏｶﾞｴｼ 八重紅大島　ﾔｴﾍﾞﾆｵｵｼﾏ 八重紅枝垂　ﾔｴﾍﾞﾆｼﾀﾞﾚ


