
アサガオ種子系統番号G82

よみ:

花銘:

ぺにじょうはんてんしぼり
マルバアサガオ紅粂斑点絞

丈夫で耐寒性の強いマルバアサガオの品

種｡マルバアサガオ特有の粂斑点絞り

一　　　　　　　鮮しい働培窓迪li

・僧ＳＬ畠り轡●�Ｌで｛ｌきい．

こｅ藁館|盧●宜遭偕皐豪覧摺で麗麗・冒庖きれ．疆在li

丸●大挙で鐘持きれ鴨強豪賓が行われている慟な個・、

宿�ｔａ●．●捲●釣で個別扁1ま■（畠�りＬます．

董宿里ig髪1遭偕皐●・●霧雪�S-●S¶-�51

アサガオ種子系統番号G85

よみ，

糖銘:

ささばぺにきれざき

マルバアサガオ笹栗紅切咲

丈夫で耐寒性の強いマルバアサガオの品

種｡アサガオの笹に相当する切れ咲き

　　　　　　　　　　　　醇Ｌい羞瞎窓論は

●儲ｓＬおりｌ●ＩＬてください．

ごａ高値li�宜進一●�賃●・・働・曹威き叙．重樫ほ

魚Ｓ・●・鐘麹きれ勝値●雙がliわれていａ●なａ・．

害�す昌・．寵扁回飴でぬ利－はＩく畠‐りＬ噛す．

鐘嘸Ｓ： １剖1羞錨季曹澄●・鱈ISS･･SI-･SS7

アサガオ種子系統番号G114

よみ:

花銘:

きせみぱこいちやまるざきたいりん

黄蝉葉濃茶丸咲大輪

濃い茶色の大輪咲きの有名な品種。

品種名:団十郎

；．　　　　　　　　　　　　　加しい羞岫窓鎗ほ

●裁●Ｌおり轡●■してくだきい．

ご自・鎗|ま�血撞Ｓ●�麦�・・僥・曹威きれ．礁在喀

血倆ま皐で鐘椿きれ聘値●・が唇われていｌ●な自・.

●●す墨●、瘤ｌｌ蝕で自制鮑|ま■く鮑●りＬます．

舗楓・j g膳l遭傀塚香－●冒謳llS一諾1-l駈7

アサガオ種子藁鐘番号G130

よあ111ふいいlえｇすliふにむらさきjlかLふ{りん

花銘:貴斑入恵比寿菰‐紫僣覆輪丸

　　　咲大輪

査わった櫓欄の大紬横きの品種｡一般的な

鱒瀧ではなく恵比寿董｡晶雅名:雲上

　　　・　　　　　部Ｌい豊諭カ迪1ま

・曽ｓＬＳりま●・Ｌｔ（Ｓさい．

こＳ・錐|ま●宜撞橿●●蜜扁・・働・攬威きれ．一巻は

九一大禄で菌種自負･射S●・i･唇わ負てい●嘸なａで.

●●すｉ●．撞扁目的でａ利一は・（一●りし幽す．

値●受:1・l鐘Ｓ●暑－●電●aSS一関1-銘S7

アサガオ種子系統番号G146

よみ:あおふいりせみばあわきまるざき

花銘:青斑入蝉葉淡黄丸咲

珍Ｌい黄色噛を楊ぴたアサガオ｡花奏が鐘

むことが●い｡晶雅名:右近

･;　　　　　　－　ｌＬい馥・き迪|處

価俯ＳＬｌｇを●崩Ｌｔください．

こＳ謳錐|ま■宜遭偕軍●隻罰で■働・曹威され．●崔12

九州大軍で●持きａ韓性顎蜜il行われでいる物なａで．

宿�する●、鏑扁目前でａ馴用|ま握４一睡ＵＬＩす.

●檻曼:g�）遭偕軍●－●雪謳－s411-�sl

アサガオ種子菓峻番号G155

よみ:あSふいりIUすlj41ごふ4りんふ9かliLIり

花館:育斑入恵比寿菰紅覆輪吹掛絞

　　　丸咲大輪

珍Lい腹掛赦椙梱の大輪糖酋｡・蛯智之勣

氏の意比寿瀧の系統｡品種名:玉椿

！　，　　　　　　　　　　　肺Ｌい龍Si・11

羞健ＳＬおり審●●Ｌｔ４・自い．

こ●高鐘|ま�曾遊缶季樋皿で麗働・育威され，衰檻は

血一食●で鐘椅きれ軸値�蜜が朽ま3れている輸なＳ・．

害�ず墨●．冒・●・・ぬ嘱・|盧１４励�りＬＩす.

●右萱，!鷲】遭偕孝●蓋●雪��S-1･1-･･SI

アサガオ種子系統番号G188

よみ:

花館

あおふいりせみぱこいぶどうねずみまるざきたいりん

青斑入蝉禁漁葡萄鼠丸咲大輪

●に近い珍しい色の大輪嘆き｡晶種●:麗Ξ

嗜
･ l k

鉢しい栽培方法は

盾付のしおりを参照してください。

この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は

九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、

市販する等、商用目的での利用は�くお断りします。

頒布元：（財）遺伝学普及會電話055-981-6&57

アサガオ種子系統番号G312

よみ:

酋偕:

あおとんぼうずぱしろまるざき

青蜻蛉渦葉白丸咲

葉や花弁が肥厚し､燦性になる渦系統で､花

持ちが良い。

嗜心4心ｈｔｔｐ:／／ｗwｗ．鮮しい露地方法は

垢付のしおりを参照してください。

この系統は国立遺伝学研究所で開発・冑成きれ、現在は

九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、

市ｉする等、商用目的での利用は固くお断りします。

頒布元：（財）遺伝学晋及会電話05S-ga14857

アサガオ種子系統番号G333

よみ:あおなみぱあわべにむらさきほしざき

花銘:青並葉淡紅紫星咲

節間がつまる耀性で､花弁がやや尖る星咲

になる

嗜、ｉ･こＪｚ､？ｉ７･､？　ｒ、’-・、｀　詳しい栽培方法は

添付のしおりを参照してください．

この系統は国立遺伝学研究所で筒発・育成され、現在は

九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、

市販する等、商用目的での利用「ま園くお断りします．

頒布元；（財）遺伝学費及会電話0晋一981-6B57

アサガオ種子系統番号G337

よみ:

花銘

あおなみぱこだちぺにほしざき

青並葉木立紅星咲

節間がつまる燈性で､花弁がやや尖る星咲

になる

嗜《!｀－ど１い7･.yしこぐ_､lヽ詳しい栽培方法は

添付のしおりを参照してください。

この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は

九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、

市販する等、商用目的での利用は圖くお断りします。

頒布元（財）遺伝学費及会電話055-9614a57

アサガオ種子系統番号G341

よみ:

花銘

きとんぽぱこだちふじいろ|薫しざき

黄蜻蛉葉木立藤色里咲

節間がつまる耀性で､花弁がやや尖る星咲

になる

･儡･、．･．、¶ｌ･．………．！．．･：り、・鱒Ｌい裁塘き迪!ま

鐘脅・Ｌ・り雀●■Ｌで４だ自い．

こａｌ峻は�立遭檻寧●ｌｌ・Ｉ働・曹威自れ、Ｉａ!ま

九州大●で傭椅自叙輪性奢鸞が唇われている●なので.

7S�すｉ●．貪摺●・・Ｓ●|・|ま・（ｌ・りします．

値宿儡:｛●1遭僣●暑・● ●�as14sl一個sl

アサガオ種子系統番号G343

よみ:あおとんぼぱこだちむらさきほしざき

花銘:青蜻蛉葉木立紫星咲

第間がつまる燦性で､花弁がやや尖る星咲

になる

４）、１・ヅ・む１ｙ゛ｉ．・詳しい聡培方法は

添付のしおりを参照してください。

この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は

九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、

市販する等、商用目的での利用は圖くお断りします。

頒布元；（財）遺伝学警及会t霧05Si814857



アサガオ種子系統番号G347

よみ，

徨舘

あおとんぼばこだちしろつつざき

青蜻蛉葉木立白蘭咲

節間がつまる燦性で､花弁がやや尖りリンド

ウのような咲き方になる。

.．　　　　�L1･豊岫－撞|處

●忖ＳＬｌｌ審●■Ｌｔく鯉さい．

こｓｌ錐|ま■血道ａ●研究贋で�僥・寅・き叙．瑶吝は

ゑ釧戈●で轄椿自負･射慟国喪i･Sわ負ている嘸なＳ・．

窟涵す晶●．�摺●飴でＳ潤一謐■く畠睡りＬ威す.

●宿冊，｛皺l盈但字香・●豊冒ass一一1-I･s7

アサガオ種子系統番号G363

よみ:

花銘

あおふいりうずなみぱぺにまるざき

青斑入渦並葉紅丸咲

瀧や花奏が肥厚し､鰻性になる渦高峻で､花

持ちが皇い。

　　　　　　　　　　　　飴Ｌい菌蛤窓迪は

‐曽ａＬｓり害●■Ｌｔ（ｓＳい．

こＳ墨畿111宜重機季●Ｓ曙で薦僧・警威自れ．‐檻|ま

血鰯大●で鐘抽きtl膀性個堂i･唇われている馳なａで．

宿�す儡●．害剤●的・ａ鱗|掲はＩ｛畠�liします.

腫瘤曼，1髪1僧錨●●蓋●雪‐�S-1･1-1･SI

アサガオ種子荼鎗●号G50a

よみ:あSまるきりi{ふよう311ふにいろ●れきき

飽館:育丸立田(芙蓉)葉�色切咲

丸葉に立田が入るため､鋸歯の出る丸葉に

なる｡花弁は幅広<切れ込む。

･!　　’．　”　認Ｌい萱場カ論は

‐忖めＬＳりを●●しｔ（だきい．

こＳ墨鶴陰置血盈●季●寛躇で�働・冑威され．礁檻は

九倆大軍で鐘椅きれ詩巻罹蜜i･f9ｺ軋でいる楡なａで．

瘤鰹曹る●．襲用Ｉ的・ａ嘸用li・4蝕�りＬます．

個嘸儡・1髪1遭偕皐●蓋●萱� ISS4・-●SSI

アサガオ種子荼鍾巷号G50a

よみ1●と&llた･たlj4!ごきれざ●

花・:黄蜻蛉立田淵紅切咲

瀧がもみじのよ弓|ごＳＩＬ､花弁も幅広く切れ

込む．

ｌ　．．　　・ ･･ 騨Ｌい羞油カ迪jl

朧付めＬ畠ｌ巻●●Ｌて｛一きい．

この㎜はｰ宣雄仮●勝慌まで�豊一蜜鳶きれ、Ｓ血は

九州大軍で錐椿自れ梼憧●蜜が朽われている輪栽Ｓで．

拘置する●．撞圃●釣で一llllS・4封罰りＬ・す.

●布畳:c髪1朧缶●●・● ●Iass4a14117

アサガオ種子系統番号G508

よみ:あおとんぼたつたぱあわそらいろきれざき

花銘:青蜻蛉立田葉淡空色切咲

葉がもみじのように5裂し､花弁も幅広く切れ

込む。

ｉ－．　　　、詳しい栽培方法は

添付のしおりを●麗してください．

この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は

九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、

市販する等、商用目的での利用は薗くお断りします．

頒布元．（財）遺伝学普及会電話055-咄1-6857

アサガオ種子系統番号G513

よみ:畠自宅gめ&かか曼まる|ま畠畠だいぎき

花健:青細細抱丸董青白咲

菰は細かい圃凸があg､花箇も折れて飛ぴ

出す｡麹が自いため､台が目立つ。

･?　　　　　”鯵Ｌい栽培窓鎗|ま

●儲ＳＬおりを●淵Ｌで４一さい．

こａ麗栽は■宜蓋一季礁麦圃１■●・曹威きれ．纏右Ji

九一息季で鐘楠きれ輸倣個麦が朽勿れていａ●なめで．

槽一昔晶●．窟扁●菌でs●lllま■（Ｓ蓄りしまず．

鍾楷元：｛摺1墨偕●香・●讐鱈OSS一一14昌S7

アサガオ種子系統番号G522

よみ:

花銘

あおちりめんとんぼぱあわももだいざき

青縮緬蜻蛉葉淡橋台咲

素は細かい凹凸があり､花鮪も折れて飛ぴ

出す．

岫；i’...111･･Q･ja-...r ･.だａ。･鮪Ｌい豊一・迪は

羞健ＳＬ一り沓●�して４一さい．

こａｌ鎗|ま�宜個個●●責罰でＩ働・育威自れ、・檻|ま

九捌食季でー持自裁特性●宛i･鰐わ・ている●な・で．

宿睡曾る●．盲腸●胎でa●|・la・｛ｉ威りＬ油す.

●嘸曼:（�3遭偕寧普・●豊麗aii-U14111

アサガオ種子系統番号G533

よみ:

花館:

あおくじやくぱむらさきだいざき

青孔雀葉紫台咲

翼片のない孔雀葉で､しばしば花筒が折り返

す台咲きになる。

●･.1'.:こ.……･ｇぴ･､1Er.い!i!.・諺Ｌい羞鮪池幽|ま

‐忖自し翻り蟻●●ＬてくＳｉい．

こ●藁岫li�宜遭梱串警ｌ睡・麗働・嘗威きれ．・右|處

良一大串で健糖ｉ血糖挫警吏か杓勿血ｔいｉ勧な自・、

宿■する●．●摺●的で自利－|ま●４飴●りＬます．

董観；薗雖争普趾置膜･佃1一価7

アサガオ種子系統番号G534

よみ:

花館:

きちりめんとんぼぱねずみだいざき

黄縮緬蜻蛉葉鼠台咲

瀧は紬かい凹凸があり.花筒も折れて飛ぴ

出す.花色がＬぱLぱ青色に麗る．

●（･‘.Iご必･rif･jをむてくだａ、･一擲Ｌい栽培泡盛li

一封ａＬ畠り奢●�Ｌｔ４鯉きい．

この㎜|まー宜栽柵●署鸞萬で●個・背盛され．●麹1ま

九梱大孝で維持され軸倣●鸞i･eわれている輸なａで．

嗜�す墨曝、幽掲■的でぬ別掲1ま�く翻腰りＬます.

�檻・ｉ !髪】盈裁孝●・●雪謳�S-III一樋S7

アサガオ種子ｉ銃●号G5a5

よみ:畠迦りゐぶ9たつ1liLろきれざき

花銘:青林凰立田瀧白切咲

葉がもみじのように5裂し､林風のため基部

が広がりゆがむ｡花弁も幅広く切れ込む。

嗜ヽｉ’ 。．ｉｉゞ｡ｓ。てくなれヽ鱒しい栽培方法は

添付のしおりを参照してください。

この系銃「ま国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は

九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、

市販する等、商用目的での利用はｌくお断りします。

頒布元：（財）遺伝学普及兪電話05s481-6a57

アサガオ種子系統番号G542

よみ:

花銘:

あおなんてんぱしろつつざき

青南天業自賛咲

葉は裏側に抱え翼片は発達しない｡花弁も

細かいヒダがあり、しばしば切れる。

嗜り”に必ず葬切りｙ。てくださ。･詳しい栽丿奢方法は

添付のしおりを参麗してください。

この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は

九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、

市販する等、商用目的での利用は薗くお新りします。

頒布元：（財）遺伝学普及会電話055-9814857

アサガオ種子系統番号G559

よみ:

花銘

あおふいりはだぬぎすは家ばむらさきねじうめざき

青斑入肌説州浜葉紫捻梅咲

●の部分が蝕分的にガクに蜜化するため、

ねにれて咲く｡州－だが花は大きくない。

llヽi’;.:i･すi･9りを･.･Γιfら’、ヽｌＬい●ＳカSIま

・樋sLllりを●ＩＬてく・きい．

こぬ藁鐘|ま�庶遠佃●礦宛所で�働・沓・きれ．腫瘤は

九州大●・●柳きれ特仙樋喪il朽わ＆てい昌樹ａａで．

窟■す昌零．撞扁●釣で個別曙1ま■（一睡ＭＬ童す．

一宿蕎：｛ｌｌ達儡●普ａ●電・ISS一回14�?



アサガオ種子振放番号G662

よみ，あ畠ご●･たなあぱむ6自白いLだたみ胎お1ざき

花館:青酋葉紫石畳夫婦咲

花弁が切れ込む石畳咲｡やや小型で､花が

基部から2つ付く夫婦咲きが出る。

･l　一　　　　　鶴L1･羞Ｓカ瞳謐

・豺ａＬ赳Ｍ轡●道Ｌて（Ｓきい．

こａ昌錐|處・血道撞皐●蜜屠で・●・Ｗ威きれ．‐吝は

九翻食孝で錐拍自れ柏挫●蜜がfiわれてい墨仙なぬで、

宿屋する●．塵淵Ｉ訥でａ剰用は■４畠�りＬます.

●●曼:111達麹挙曹・●電�･SS一関14･SI

アサガオ種子系統番号G578

よみ:畠翻ふいりC●gかまるぱこいそaいろふ4りん

花館:青壹λ羅漢丸葉濃空色覆輪丸

　　　咲

驚片のない董や花がやや肥厚し､花持ちが

よい。

ｊ．　’．．．・ ・．･’・・　鱒LLI�翰－捷1ま

�忖ａＬ畠り轡●■Ｌてくだ自い．

こａ藁鎗|ま�宜達偕●礦甕陛でー働・曹威自れ．瑠右|ま

生捕食●で鐘楠きれ特性鶴蜜i･唇われていｌ物なＳで．

宿里すｉ等．鏑曙●的・ｓ・・|ま�４１�りＬＩす.

●稚児・C劃】遭樫●●蓋●習謳SI一個¶-●IS】

アサガオ種子系統番号G580

よみ:あおふいりせみぱあわふじちぢみざき

花銘:青斑入蝉葉淡藤縮咲

花弁が縮んで咲<｡花もやや大きい。

；　』”：・ ･･　ｌＬい羞培吻・1ま

●脅ａＬ畠り豊●�Ｌてくだ自い．

ごＳ藁鐘li・宜達佃●蒙携睡・�鳥・聳威自れ．纒疸1ま

血剪食皐で錐機きれ聘性●蜜が朽われてt･る●な一・.

・噛する●．実用目的でSII屈|ま�４迦�りＬます.

●右兎:1髪1●偕●●・●麗麗aS-g･1-･･S3

アサガオ種子系統番号G582

よみ:きらんぎくぱこんふくりんたようざき

花銘:黄乱菊菜紺覆輪多曜咲

葉が不規則に裂け､曜(花弁)数が増える。

’z　.･r ･. ’‥’一一加Ｌい豊蛤一法は

朧樋ＳＬ畠り●●ＩＬて４�きL･.

ごａ凛鎗li・宜逢ａ挙●鴬餅・�働・－威き戯．糎右|ま

食傷大旱・鐘麹きれ幡麹娶寅j･fiわれて11昌轍なめで．

宿�す墨●．幽・Ｉ・でぬ利扁は■（Ｓ�りＬます．

羞右・， !髪1遭儡挙●羞●竃董�･4SI-1･S7

アサガオ種子高裁番●G5a4

よみ:●lす&ゐllねにれぱ毫も名ぢみきき

花銘:黄鳥蜻蛉槍董橋縮咲

渦のため葉や花が肥厚し､花持ちがよい｡花

弁は縮んで咲<。

･ｊｌ　ｊｊ』’．･’=･-　･、・．’･．・　肆Ｌい儡鐘窓鎗1ま

撞佃ＳＬＳり害●・Ｌて４Ｓ塞い．

こＳ藁腫|盧腫宜蓋偕●個驚圃でー働・習重き漑．礁在謐

九翻大挙・鐘翰きれ機値個蜜i･fiわれｔい墨嘸なー・．

窟�す昌等．嘸扁ｌ的でａ剌圃|まＩ（飴●ＵＬます.

腫物・j g鯖l・偕塚香・●萱謹SS-911-･IS7

アサガオ種子ｌ鐘●号G591

よみ:畠-1まなぱL&まるぎ●

花銘:青森董白丸畿

翼片の無い､人の鼻に似る葉をつける。花色

はやや黄色みがかっている。

’ｚ：・　”．･． ・ ．’７‥一　霖Ｌい�耀一座謐

�剱・ＬＩり嗇●■Ｌｔください．

こ＠孤銃忿‐宜逢仮季蒙魔所で重曇・曹威きれ、闇夜踪

九州ま●で轄神き●t物性鶴童i･唇わ＆でい墨●なａで．

甫�すａ●．盲腸●釣ｓａ馴腸|ま�（畠●りＬます．

�嘸S、 g皺）撞右摩普遍● 盲謳al14●14謹7

f‾l

－｀11

£

アサガオ種子系統番号G664

よみ:

花盤:

きかかえささぱべにふくりんきれざき

黄抱笹葉紅覆輪切咲

葉が細<強く抱えている｡花もリンドウのよう

に紬く花弁が切れる。

咄･､.‘:...j･11n'･J･:.・1･j:!､.一擲Ｌい羞培カ撞li

●忖ｓＬおｇ●●�Ｌてくだきい．

こａ藁鎗は�宜迪仮字覗蜜膳・■鋤・冑威さ帛、疆害|ま

北州曳●で・鋳濾気仙惶馴究が・わ気て111他なぬで．

Ｉ威する●．幽ｌ●訥で●桐胴ｌｌ�４ｉ・りＬます.

・宿・： !髪)彊儡字僣ａ● 麗麗価s-･I¶4一1

アサガオ種子系統番号G714

よみ:きうちこみききょううずとんぼぱしこんいとふくりん

花銘:黄打込桔梗渦蜻蛉葉紫紺糸覆

　　　輪桔梗咲

葉や花弁が肥厚し燦性となる系統で､花弁

の先が尖る｡花持ちが良<葉に凹凸がある。

噛･でr :.2･islr･』1-； ?･いり．ヽ●Ｌい羞培カ捷謐

薦僧ｅＬ畠ｇｌ●鰹Ｌで｛だきL･.

こａｌ鐘撞・宣・優孝●吏�で■・・曹・きれ．・疸|ま

九一大●で鐘梢きれ軸性●竟が鯉われでいｉ嘸な一・．

盲�すｉ等．朧淵目的でsllllまーく一●りＬます．

漣一畳:｛�1達植字菅・●電・aS一個1一個ll

アサガオ種子系統番号G711

よみ1あ翻lちごみ●きょaaずaゐ』111●き沓ようさ會

花鎗:青打込桔梗渦蜻鯵葉青桔梗咲

業や花弁が肥厚し慢性となる系統で､花弁

の先が尖る｡花持ちが良い｡葉が抱える。

4･.･.･ ･.･り､･’u･.z･jや．．ｒ《･､ａ･ｊ･ｌＬい壇廸カＳ謐

鳥刺ａＬＩＵを●■Ｌてく�きL･.

こＳ鵬�|虚■宜遭偕塚●堂扇で�曇・曹威自れ．纏右li

太一大挙・鎗拍きれ軸強靭寅が跨われて11る慟ａＳで．

宿�す晶審．腫・●訥でめ●|扁は●（畠‐りＬます．

腫物・: g財）遠佃導管・●曝露ISS一魏1-檻Si

アサガオ種子系統番号G71白

よみ:あ畠ふいりききょ19すliあわ４にききaうぎき

・舘:青斑入桔梗渦紫波紅桔梗咲

粟や花弁が肥厚し矯性となる系統で､花弁

の先が尖る｡花持ちが良い。

嗜く4’に必ｒｉ７･。､ｙ。てけ二３ｊ詳しい栽燎方法は

添付のしおりを参照してください。

この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は

九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、

市販する等、商用目的での利用は国くお断りします。

頒布元：（財）遺伝学晋及会電話05ト981-詞57

アサガオ種子系統番号G719

よみ:

花銘

きききょううずぱむらさきききょうざき

黄桔梗渦葉紫桔梗咲

菓や花弁が肥厚し燦性となる系統で､花弁

の先が尖る｡花持ちが良い。

嗜１ｒ．・ｉ秘9･｡･を1.てＱたひ。ヽ詳しい栽培方法は

添付のしおりを参照してください。

この系統は国立遺伝学研究所で開発・冑成され、現在は

九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、

市販する等、商用目的での利用は圖くお断りします。

頒布元；（財）遺伝学普及会電話0554BI-6a57

アサガオ種子系峻番号G751

よみ1畠一ふいり自きょ19ずJS4にふ9かlfLI劃き●ょ弓

花銘:膏壹入桔梗渦素紅吹掛絞桔梗

　　　咲

・や花弁が肥厚L蟻性となる高峻で､花弁

の先が尖る｡花持ちが皇い｡珍Lい槽樵。

哺td’一一こ,j.1「l･ぴ･.･・・,で･,‘｛Ｓ．･飴Ｌい僣培ｉ迪!ま

●俯ａＬおり審●‐して（一ａい．

ご一晶鎗建菌宜達偕●●喪辨でｰ●・冑威き軋，綴巻|ま

血一次●で鐘持さ＆・性●宜i･1¶われている仙なａで．

習■する●．盲・●的ｆａ●１・|ま・４励�りＬます.

●嘸汲，｛警｝撞働摩管ａ●冒‐�ゝ●sl-1●sl



アサガオ種子孫銃番号G759

よみ:あ畠ききょううずぱ○めそもいろ4ちISlzききょうざき

糖舘:青桔梗渦素麺空色ロ紅桔梗咲

葉や花が小型になる姫系統｡桔梗渦が入っ

ているため葉が濃緑色で燈性になる。

！　　－　・　　　　　　謔LLI壇Ｓ窓鎗は

●儲ＳＬ蝕り昏●ＩＬて４狸きL･.

こぬ基畿IS■宣遭個挙・竟斎・�備・官威きれ．纏在1ま

支一大孝で鐘諦きれ特性沓鰐が朽われてい晶機ｔＳ・．

宿‐する●．廟周回訥でｓ制扁lま・く測－りＬます.

腫瘤曼:1皺1蓋偕●曹・●竃鱈圀S-･･1-I闘7

アサガオ種子系統番号G761

よみ:

花蛤:

あおふいりなみぱひめむらさきふくりん掌るざき

青斑入並葉姫紫爪覆輪丸咲

葉や花が小型になる姫系統，

●Ｌい垂簾方隻ほ1、皿-JI

　　　　　　a皿y’

ぶ㎜■■㎜－j■■㎜㎜=

添付のしおりを参照してください。

この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は

九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、

市販する等、商用目的での利用は薗くお断りします。

頒布元：（財）遺伝学普及會電話055-981-6857

アサガオ種子高裁●号G784

よみ:畠lふいUなあliDめLaCあわふC･3めふ4りん

覆銘:膏斑入豊瀧姫白地演�爪覆輪

　　　【●覆輪】丸咲

麓や飽が小ｌになる鰻系統.蜜わった花色

で.麓の・もよく徨けて水晶斑になる．

こ’一一　一一　　　　　　　　ｌＬい雲仙カ迪1ま

謳健ぬＬｉり１●�Ｌｔ｛・１い．

こめ孤鐘謐●宜遭槌拳薯寵盾･‐傭・曹威され．眼底一

息翻食●・鐘持自れ特麹植寵か粁われてい晶●ａめで．

市販する等、商用目的での利用は固くお断りします。噂｀I

頒布元：（財）遺伝学晋及妾電話055-卵1-石857

アサガオ糧子藁銃巷号G787

よみ:●i亀こみC●9かまi咄４ごいとふ4りん･Lざき

花銘:貧打込�渦臭素紅糸面輪星咲

葉や花がやや肥厚し､花持ちがよい｡翼片

のない丸葉。

’．!・!･．．．．･． ・ ”一一鮮Ｌい●油窓羞12

●唇ｓＬ畠１●●●Ｌてくだきい．

こａ鵬鐘は・宣達錨●●隻剖でー働・喬雄幽ま1、覆審|ま

血翻ま●・鐘善さ戯特性個雙il朽わiSて11る●なａで．

害販すａ笏．瘤扁目的・sll扁は�（畠■りＬます．

一宿・: g�）達個●●・●電・Qs&4sl-ass7

アサガオ種子系統番号G810

よみ:あおうずとんぼぱふじねずみようこうぬけまるざき

花銘:青渦蜻蛉捻葉藤里陽光抜丸咲

葉や花弁が・厚し､播性になる渦系統で､花

持ちが良い｡貰が大きく白く抜ける。

．：　．ｒ‥．・に・ ｉ･． 讐Ｌい麗旭一座|處

●俯ａＬｉｌ昏●■Ｌて４一きい．

こ●●Ｓは●曹垂垂早番債liで麗麗・宵威きれ、●檻咄

九州虚字で皓袖自叙酸性纒蜜が朽わ叙でいる物なめで.

・■する●．●・●訥でａ馴用IS・（・●りＬ寥す．

�嘸盈:1�）達一孝普・●竃謳OSS-U¶-S･11

アサガオ種子高裁●号Ga32

よみ:沓i-こゐうず1&1･a･にいろくるまLllりまるざ白

糖館:貧打込渦蜻蛤菰鐘色車綾丸咲

Ｓや花弁が肥麗し｡蜷性になる渦系統で｡花

持ちが良い｡曙の色が漣くなる車絞り。

１!！．!･ ．･ ・．’･･　　肆しい噛培方法|ま

腫樋めし畠り瘤●●Ｌｔ（だ自い．

こＳ・鐘|ま�豊麗個摩●蜜�で�腫・曹威きれ．●吝は

血一大●・‐抽き＆膀値蜀蜜1･行わ●1tlia物なので．

南腫する●．客膳●・ｆａ●|・|ま・４畠●りＬ曹す.

腫物曼：｛鵬｝進一●著ａ●腫腫ass･個1一価sl

アサガオ種子系統番号G834

よゐ:

棺銘:

あおうずぱこんまるざき

青渦葉紺丸咲

集や花弁が肥厚し､短性1ﾆなる渦系統で､花

持ちが皇い．

ji、　　♂s｀「「｀　　詳しい栽培方法は

添付のしおりを参照してください。

この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は

九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、

市販する等、商用目的での利用は固くお断りします。

頒布元・（財）遺伝学晋及妾電話0554Bト6a57

アサガオ種子系統番号G853

よみ:あおうずとんぼぱあわちやいろまるざき

花銘:青渦蜻蛉葉淡茶色丸咲

葉や花弁が肥厚し､條性になる渦系統で､花

持ちが良い｡珍しい偽柿による花色。

●4i･、g.jri一切･jlL.l《だき．ヽ●Ｌい�Ｓ・羞li

朧僧●LS11沓●・Ｌてく一さい．

こ伺鵬鎗謐�宣達錨●署隻摺で晶働・曹盛きれ、●崔|ま

九翻大●で鐘持きれ物性嶺宝i1行われている●なａで．

宿握す墨●、盲‐●釣・Slj扁li・（畠�りＬます．

頒嘸況:g皺）達錨●●１●電謳05s-･11一回･1

アサガオ種子系統番号G857

よみ:

花銘:

あおうずとん1まぱふじねずみまるざき

青渦蜻蛉葉藤鼠丸咲

畠や花弁が肥厚Ｌ､燦性|ﾆなる渦振鎗で､花

持ちが皇い｡にごった箇自い花色。

･l･、・－.リ・………－．！、-･．’．･物Ｌい幽暗力迪|ま

薦僧ａＬ一り●●・Ｌｔ４きさい．

こａ昌縫|ま・宜・個李署雙膳で�働・蜜・害ａ、‐害|ま

九一大拳で纏持き叙物性●蜜が行ねれている幽なａで．

指�す墨●．幽扁●釣・ａ麟|扁は・く畠●りＬます．

舗家元:l裁）達偕字●－●奮尨価i-I･14SI

アサガオ種子系統番号G872

よみ:

花銘:

きうちこみとんぼぱぺにきれざき

黄打込蜻蛉笹葉紅切咲

葉が細く笹の葉紋に似る｡花もリンドウのよう

に細<花弁が切れる。

４、１．７仙なりを、こ《rごぞい翁しい栽培方法は

添付のしおりを参麗してください。

この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は

九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、

市販する等、商用目的での利用は菌くお断りします。

頒布元：（財）遺伝学晋及会電話OSij814857

アサガオ種子系統番号G881

よみ:きかか見とん1翻きぱねずみ●れざ●

花鎔:黄抱蜻蛉笹薬屋切咲

葉が細<笹の葉紋に似る｡花もリンドウのよう

に細く花弁が切れる。

咄･､l’.･、．･「lg一一､争L.･こい」1al･舗Ｌい翻地方箆1ま

�俯ａＬ・りを●・Ｌて（鯉自い．

こ●･鐘lt置宜畜缶拳個寛謄で●●・宵威され．馨右は

血一堂●で鐘持ｉ＆韓値‐蜜が唇１れている●ａａ・．

市販する●．癩扁●的・a●j用|まＩ（ｌ●りＬます.

●嘸忌：（髪）鐘働孝●蓋●雪摺�s一一1-as7

アサガオ種子藁鐘番号G888

よみ:畠おとんljlj41こむら自舎ふａゐいLだたみぎ世

花銘:膏蜻蛉葉紅紫色覆輪石畳喚

花弁が切れ込む石畳咲｡金属光沢のある紅

紫色

噸4･;.こj･f.lg･.:を。Ｃくださ．･鱒Ｌい●培カ論は

漣脅ｓＬｌｌ●●■Ｌて４一白い．

こＳ藁館|ま国宜追仙孝●蜜�でＩ働・盲威き叙．覆檻|ま

血Ｓ大挙¶鐘紡自叙特憧●携が朽わ＆でいる●なＳ・．

宿�すａ●．癩・●訥でａ剽扁は�４鮑�ＭＬ歯す．

儒者元：!贈3達悩挙普ａ● ・謳価･4●1-�il



アサガオ種子系統番号G892

よゐ:

花儲:

きせみぱみずいろふっかけしぼりいしだたみざき

黄蝉葉水色吹掛絞石畳咲

花弁が切れ込む大輪の石畳咲。霧を吹きか

けたような吹掛絞の模様が美しい。

､･　、一　　　　詳しい栽培方法「ま

添付のしおりを参照してください。

この系統は国立遺伝学研究所で開発･育成され、現在は

九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、

市販する等、商用目的での利用は薗くお断りします。

頒布元：（財）遺伝学普及会電話05S一郭1-1857

アサガオ種子系統番号G904

よみ:あおとんぼばしだれあわみずいろまるざき

花銘;青蜻蛉葉枝垂淡水色丸咲

蔓は枝垂れ｡支柱|こも善き付かない。

j　　･=.･･一一　　・・譚Ｌい飴鎗宮座は

題材ａＬｓり１●題してくだきい．

こａ孫鐘|ま■宜逢一季●隻所・屋●・讐威きれ．Ｉ吝は

ｉ一変●で錐鯵自れ幡値審罵が唇われｔいる嘸なので、

宿屋する噛、●周回鮒でＳ馴ｌは・くＳ塵りＬます.

●寵曼、g趾】遭錨●讐・● ●�･SS-�|-･S11

アサガオ種子薬鶴巻毫G931

よみ:畠lj･いlili&ぷ弓4C●41119かLろ轡れぎ會

花銘:青斑入斜里孔雀紫石化白切咲

茎がリボン状になる石化【罹化】。花色は白

で種子も白い。

ｌ　‥　　．．．．･　　鯖Ｌい館焙カ悠は

●忖ＳＬ加ｌを●■Ｌでください．

こａ薦錐li・宜達佃●研究・で�・・曹威きれ、●樫は

九●大挙・鐘鋳自裁特性署・か行われていａ嘸なａで.

・‐ｔｉ●．寵・目的でｓ馴曙|處Ｉく畠警りし愉す．

重複曼ｉ（揃l遣佃●普ｌ●雪崩㎝i-l･14SI

アサガオ種子藁鐘轡号G933

よみ:iiふいりｇ●くliせ9か畠llるき會

飽銘:育斑入孔雀葉石化育丸嘆

茎が幅広いリボン状になる石化(帯化)．

■㎜■■　　　1･’
･.　・　　脚Ｌい繭・宮座は

●樋ＳＬＳＩ●●●Ｌでください．

こａ●鎗1ま■宜還但●●賢・・■働・寵盛きtt.瑠右は

九州食季で●祷され特性曹携が行わ＆ていｉ嘸なＳ・．

宿�する●．撞翔目的ｔａ●|曙は・くＳ●りＬ幽す．

頒右兎：（幽l遣錨●菅・●置箆l一一雑14aS7

アサガオ種子系統番号G967

よみ:きふいりなみぱしだれべにまるざき

花銘:黄斑人並葉枝垂紅丸咲

叢は枝垂れ.支柱にも巻き付かない.黄瀧な

ので紅色が映える．

？･･ －．･-： ．’．‥．’・帥Ｌい羞鮪窓迪暗

譜昶ｓＬｓり審●・Ｌｔ４・ａい．

こａ狐鐘謐譜宜蓋Ｓ●・・菌¶・偏・冑Ｓ●れ．現在一

丸●士●で鐘瞳自れ特性●罵が行われていｌ●なので.

●重曹ｌ匍．廟淵Ｉ釣でＳ荊扁は・４畠緩りＬます．

重右－：!髪1蓋偕孝重・●電謐�S-･l¶-�11

アサガオ種子系統番号G1001

よみ:あ齢なゐてんllllつつざき
花銘:育東天瀧脅箇咲

葉が深く切れ込み複葉状になる｡花弁も綿

かいヒダがあり、しばしば切れる。

ｉ　．．　．．　　　　ＩＬい迦油方法は

垂紡ｓＬＩり壱●ＩＬてくだき1･.

この・瞳建国官途佃●●翼震で鸚貪・青威され、覗唐は

血一大●で鐘糖自画鶴巻個鸞il桐わ画tL･晶機窓Ｓで．

密�する檜、嘸用回的・s●1扁|ま�４・幽ＩＬます.

●右・: 1鯉1達個●曹－●習謳al･-1･14●3

アサガオ種子系統番号G1041

よみ:

花銘:

あおりんぷうなんてんぱしろそこぺにつつざき

青林風南天菓白底紅筒咲

葉が深く切れ込み複葉状になる｡花弁も細

かいヒダがある｡白花だが筒は着色。

ｉ、Ｉ．べ”･”≒詳しい栽培方法は

・付のしおりを参照してください。

この系統は国立遺伝学研究所で間発・育成され、現在は

九州大字で轜祷され特性研究が行われている物なので、

市販する等、商用目的での利用は園くお断りします。

頒布元：（財）遺伝学普及會電話05F％卜伺57

アサガオ種子系統番号G1057

よみ:きたつたぱくろぱときれざき

花銘:黄立田菓黒鳩切咲

葉がもみじのように5裂し､花弁も幅広<切れ

る｡柿変異による黒鳩色。

・１Ｃ一一ｉ４ＺＪき。ｒ《こ３．鱒しい輩埓方法は

添付のしおりを参照してください。

この系銃は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は

九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、

市販する専、商用目的での利用は固くお断りします。

頒布元：（財）遺伝学費及会電話055-9814857

アサガオ種子系統番号G1058

よあ:

花銘

あおくじやくぱももまるざ曹くじやくやえ

青孔雀葉桃丸咲孔雀八重

翼片のない孔雀葉で､しばしばハ重咲きにな

る。

４、Ｃ･．む１４１回乃、７ご乃ヽ詳しい栽培方法は

添付のしおりを参照してください．

この系統は国立遺伝学研究所で箭発・育成され、現在は

九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、

市販する等、商用目的での利用は・くお断りします．

頒布元・（財）遺伝学普及会ｌ話0514al一石857

アサガオ種子系統●号G1123

よみ:
飽・:マルバアサガオ白に紫スポット

丈夫で耐寒性の強いマルパアサガオの品種

で､曜の部分の発色がアサガオとは異なる。

－り･．ｙ’・７･．！、てい_匹、詳しい栽培方法は

添付のしおりを参照してください．

この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は

九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、

市販する等、商用目的での季」用は固くお噺りします．

頒布元；（財）遺伝学普及會電話055-9814857

アサガオ種子系統番号G1150

よみ:

花銘:イポメア類　白または薄紅地に

　　　筒濃紅

栽培しやすいイポメア属の植物｡サツマイモ

の花に似る

嗜、Ｓ一必丁芦？りｙバい･_き、・詳しい栽塘方法は

添付のしおりを参照してください。

この系統は国立遺伝学研究所で陽発・育成され、現在は

九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、

市飯する等、商用目的での利用は闇くお断りします。

頒布元：（財）遺伝学費及会電話055-981-6857

アサガオ種子孫銃番号G1182

よみ:害ゐ昔ゐき●IS9すち●白れざ●

路盤:マルバアサガオΞ尖植栽薄茶

　　　切咲

丈央で膳廊挫の強いマルバフサガオの晶

糎.フサガオの植に相当Ｌ､花色名節Lい．

嗜くｒ･、ｉｒ牙切･｡･を。･こい｡ご。ヽ詳しい載堵方法は

添付のしおりを参黒してください。

この系統は国立遺伝学研究所で開発・育成され、現在は

九州大学で維持され特性研究が行われている物なので、

市・する等、商用目的での利用は国くお断りします。

頒布元:C財）遺伝学普及兪電舞055-981-哺石7



アサガオ種子系統番号G1281

よみ:きふいりせみぱくろぱとしままるざきたいりん

花銘:黄斑入蝉葉黒鳩績丸咲大輪

渋い・鳩色の吹雪【鐘】の入る大輪嘆き。

晶種老:肩書野

１．．･!．　．．･･ ・ 鱒Ｌい羞油・撞li

�忖ａＬ畠り１●・Ｌでく一きい．

こａ振放li�宜�価●一堂護・願麹・曹威きれ．�害li

九州・●・鐘櫓き戯特性舗堂が朽われていｌ匍なＳで．

市�する等．攬一回的・sl』扁1ま�４畠�ｇＬます.

●布・：（髪）遭値●僣・●糧�ISS-Q･1-･･SI

アサガオ種子系統番号G1307

よみ:

花館:

きふいりせみぱこんしままるざきたいりん

黄斑入蝉葉紺縞丸咲大輪

紺色の吹雪(縞)の入る大輪咲き，

品種名:松の雪

･:・・，・，･･　　　　擲Ｌい羞油カ迪|ま

迪健一Ｌ尨ｇ壱●ＩＬてく狸きい．

こＳ鵬鐘IS・宜逢錨拳闘鸞・で�甕・実感●れ，纏右|ま

血倆食寧で●柿自れ特麹娶寅1･跨われて１･ａ●ａｓ・．

宿‐する●．■・●釣でめ駒扁|ま・くお●りＬます．

佃●兎：（Ｓ）遣個●菅・●曙館ISI一一1-1･Si

アサガオ種子高裁番号G1320

よみ:畠一ふいM曾み1ま4lzようこlぬ!flる害●たいりん

花鎗:青斑λ蝉葉紅曙光抜丸咲大輪

箇が大きく麹ける大輪嘆き。

晶種名:揚屋紅ｔ差

･．ヽ.･･ ，.･･.:’・.:　　.一一 別Ｌい羞鎗方迪は

・僧・Ｌ・り塵●・Ｌで４一一い．

こｓ・鏡1ま・宜建値●襲吏睡で●働・警威き甑．‐ａは

ー伺食孝でー槽Ｓ漑軸性●雙が禰われてL･墨●なめ・．

旛亘する●．寵曙回的でａ澗用は�くｌ●ｇＬます．

儒者曼：（鯖）遠価●普・●電謳aSS-1･1-･･Si

アサガオ種子系統番号G2009

よみ:

花銘:マルバアサガオΞ尖ヒゲ咲

丈夫で耐寒性の強いマルパアサガオの品

種｡マルバアサガオ特有のヒゲ咲き。

；．　　”･’‥’･　肺Ｌい・噛方迪建

圖昶ＳＬＳＩ昏●・Ｌで４１１い．

こａ盲錐謐■宜墨億皐署震置で■働・曹威きれ．恵吝控

負倆堂●－錐腕きれ特性礁携が行われてい儡機なＳ・、

磨●す昌●．窟・●飴でsll・は・（Ｓ・りＬ・曾.

●檻曼：!劃3墨儒●曹・●冒酉SS-�1-lll7
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