
農研機構の2022年3月までに権利満了する品種リスト
（注1）農水省・登録品種データベースに準じる。
品種名 農林水産植物の種類（注1）
ＣＳ３－１２ タマネギ種
Ｈ８４Ｓ－３ メロン種
Ｈ８４Ｓ－１１ メロン種
Ｈｏ４０ トウモロコシ種
ＨｏＭＡ１ オーチャードグラス種
ＨｏＭＳ７９６１ オーチャードグラス種
Ｋ８３２１１ タマネギ種
ＫＧＭ０５１ トマト種
Ｍｉ１９ トウモロコシ種
Ｍｉ２３ トウモロコシ種
Ｍｉ２９ トウモロコシ種
Ｍｉ４７ トウモロコシ種
ＭＴＰ２０ トマト種
Ｎａ７ トウモロコシ種
Ｎａ１２ トウモロコシ種
Ｎａ２１ トウモロコシ種
Ｎａ２３ トウモロコシ種
Ｎａ２８ トウモロコシ種
Ｎａ３０ トウモロコシ種
Ｎａ３４ トウモロコシ種
Ｎａ５０ トウモロコシ種
Ｎｉ１２ サトウキビ属
ＮｉＦ３ サトウキビ属
ＮｉＦ４ サトウキビ属
ＮｉＦ５ サトウキビ属
ＮｉＦ８ サトウキビ属
ＮＫ－１５２ テンサイ変種
ＮＫ－１５９ テンサイ変種
ＮＫ－２１２ＢＲ テンサイ変種
ＮＫ－２１８ＢＲ テンサイ変種
ＯＰＰ－１ タマネギ種
アーリーグローブ タマネギ種
アーリーゴールド モモ種
アーリースターチ バレイショ種
アイラコムギ コムギ種
あおばねずみ クワ属
あかねふじ 稲種
あきぞら モモ種
あきたっこ コムギ種



アキチカラ 稲種
アキミドリⅡ オーチャードグラス種
アキユタカ エンバク種
アキワセ エンバク種
アケノホシ 稲種
あけぼのもち コムギ種
アサカノナタネ ナタネ種
アシスト ナス種
アブクマワセ コムギ種
アマホマレ テンサイ変種
アヤムラサキ カンショ種
ありあけ オレンジ種
あわみのり 稲種
イエロークイン キク種
イエローポメロ カンキツ属
イシュクシラズ オオムギ属
イチバンボシ オオムギ属
いちひめ ダイズ種
いぶきもち コムギ種
イワイノダイチ コムギ種
いわかみ リンゴ属
インカゴールド バレイショ種
インカのめざめ バレイショ種
インカパープル バレイショ種
インカレッド バレイショ種
ウインターカーペット シバ属
ウインターフィールド シバ属
ウヅキアオバ イタリアンライグラス亜種
エゾアカリ バレイショ種
エバーベリー イチゴ属
エルスター ダイズ種
エレガントサマー カンショ種
おおすず ダイズ種
オオチカラ 稲種
オーチャードグラス中間母本農１号 オーチャードグラス種
おおゆたか クワ属
オカホマレ トウモロコシ種
おきにいり 稲種
おくゆたか 茶種
おさゴールド ニホンナシ変種
おどろきもち 稲種
オレンジカラタチ中間母本農１号 カンキツ属



オレンジチャーム キク種
カーネーション中間母本農１号 カーネーション種
カブトマル テンサイ変種
かぶ中間母本農１号 在来なたね変種
カミキタナタネ ナタネ種
かんきつ中間母本農１号 カンキツ属
かんきつ中間母本農２号 カンキツ属
かんきつ中間母本農３号 カンキツ属
かんきつ中間母本農４号 カンキツ属
かんらん中間母本農１号 キャベツ亜種
かんらん中間母本農２号 キャベツ亜種
キザキノナタネ ナタネ種
きざし リンゴ属
キタアカリ バレイショ種
キタアサヒ トウモロコシ種
キタカオリ 稲種
きたかみ リンゴ属
きたのちから コムギ種
キタユキ ソバ種
キタユタカ トウモロコシ種
キタワカバ アルファルファ属
キタワセソバ ソバ種
きぬいろは コムギ種
キヌヒカリ 稲種
きゅうり中間母本農１号 キュウリ種
きゅうり中間母本農２号 キュウリ種
きゅうり中間母本農３号 キュウリ種
キヨミドリ ダイズ種
クエルリッチ タマネギ種
グリーンウェーブ メロン種
こいごころ 稲種
ゴールド二十世紀 ニホンナシ変種
コスズ ダイズ種
コユキコムギ コムギ種
サイワイモチ 稲種
さえみどり 茶種
サオトメ 稲種
さおとめ モモ種
さきこま トマト種
サザンイエロー カンキツ属
サザンレッド カンキツ属
さちのか イチゴ属



サツマスターチ カンショ種
サツマヒカリ カンショ種
さとゆたか トウモロコシ種
サニーレッド カンショ種
サマークイン キク種
サマーフレッシュ カンキツ属
さやか バレイショ種
サリークィーン 稲種
さんさ リンゴ属
サンシュウ オオムギ属
シズクレッド モモ種
シズヒカリ 稲種
シュベルト テンサイ変種
しゅんめい 茶種
ジョイホワイト カンショ種
シロサツマ カンショ種
シロユタカ カンショ種
しんけんもち クワ属
スイートゴールド モモ種
スイートスノー スイトピー種
スイートスプリング カンキツ属
スイートピンク スイトピー種
スイートライン カンショ種
すずおとめ ダイズ種
すずかぜ オオムギ属
スズカリ ダイズ種
スズユタカ ダイズ種
スノーパール 稲種
スプリングソング キク種
すももうめ中間母本農１号 ウメ種
すももうめ中間母本農２号 ウメ種
センボンハダカ オオムギ属
ソフト１５８ 稲種
ソルガム中間母本農１号 ソルガム属
ソルガム中間母本農２号 ソルガム属
ソルガム中間母本農３号 ソルガム属
ソルガム中間母本農４号 ソルガム属
ソルガム中間母本農５号 ソルガム属
だいこん中間母本農１号 ダイコン種
だいこん中間母本農２号 ダイコン種
だいこん中間母本農３号 ダイコン種
だいこん中間母本農４号 ダイコン種



ダイシモチ オオムギ属
タイセツ アカクローバ種
ダイチノミノリ コムギ種
タカナリ 稲種
タチコガネ ダイズ種
たちみどり クワ属
タチユタカ ダイズ種
タマホナミ 稲種
チクゴイズミ コムギ種
チャームピンク ユリ属
チヨダレッド モモ種
ちよひめ モモ種
ちよまる モモ種
ツキサップ タマネギ種
ツキヒカリ タマネギ種
つけな中間母本農１号 在来なたね変種
つけな中間母本農２号 ハクサイ亜種
ツルセンガン カンショ種
とうや バレイショ種
ときゆたか クワ属
とまと中間母本農３号 トマト種
とまと中間母本農４号 トマト種
とまと中間母本農５号 トマト種
とまと中間母本農６号 トマト種
とまと中間母本農７号 トマト種
とまと中間母本農８号 トマト種
トモサカエ メドウフェスク種
トモユタカ ダイズ種
トヨアカリ バレイショ種
トヨサチ 稲種
トヨシロメ ダイズ種
とよのか イチゴ属
トヨヒラ タマネギ種
トヨミドリ オーチャードグラス種
トルバム・ビガー ナス属
どんとこい 稲種
ナガハヒカリ イタリアンライグラス亜種
ナスホマレ トウモロコシ種
ナス中間母本農１号 ナス種
ナツカゼ ギニアグラス種
ナツグモ ダリスグラス種
なつのこま トマト種



ナツユタカ ギニアグラス種
ナンリョウ トールフェスク種
ニオウダチ イタリアンライグラス亜種
ニシカゼコムギ コムギ種
ニシノカオリ コムギ種
ニシノチカラ オオムギ属
ニシノホシ オオムギ属
ニシホナミ コムギ種
ニシムスメ ダイズ種
ノースクィーン ヒマワリ属
ノースブラック ブドウ属
ノースホワイト シロクローバ種
ノースレッド ブドウ属
パープルロビン トルコぎきょう種
ハイスターチ カンショ種
はいみのり 稲種
はえいぶき エンバク種
パキンコ味姫 えのきたけ種
はくさい中間母本農４号 ハクサイ亜種
はくさい中間母本農５号 ハクサイ亜種
はくさい中間母本農６号 ハクサイ亜種
はくさい中間母本農７号 ハクサイ亜種
ハクトモチ 稲種
はたゆたか トウモロコシ種
はちのせ クワ属
ハツナツ ローズグラス種
はつもち コムギ種
はとじろう ハトムギ変種
はとひかり ハトムギ変種
はとむすめ ハトムギ変種
はなぶさ 稲種
ハニーシードレス ブドウ属
ハニーハート ニホンスモモ種
ハニーブラック ブドウ属
ハニーローザ ニホンスモモ種
ハバタキ 稲種
はやさき カンキツ属
はやてさかり クワ属
はるの輝 ナタネ種
はるよい イチゴ属
はれやか ウンシュウミカン種
バンドウワセ コムギ種



ヒサワカバ アルファルファ属
ヒダカ エンバク種
ヒタチレッド カンショ種
ヒタチレッド モモ種
ひとはな 稲種
ひのさかり クワ属
ひのはな ユリ属
ひのみね イチゴ属
ひみこもち 稲種
ひめかみ リンゴ属
ヒラツカレッド モモ種
ピンクパール キク種
ファーストゴールド モモ種
ふうしゅん 茶種
フクシロメ ダイズ種
ふくひびき 稲種
フクユタカ ダイズ種
フクワセコムギ コムギ種
フサベニ カンショ種
ふりこま トマト種
プリンセスサリー 稲種
フレーバーゴールド モモ種
ベニアカリ バレイショ種
ベニアズマ カンショ種
ベニオトメ カンショ種
ベニハヤト カンショ種
べにふうき 茶種
ベニロマン 稲種
ベルルージュ イチゴ属
ホクセキ アカクローバ種
ほくと はっか属
ホシニシキ 稲種
ホシユタカ 稲種
ホッカイコガネ バレイショ種
ホッカイマイティ テンサイ変種
ホワイトブーケ キク種
ホワイトフライヤー バレイショ種
マキバシロ シロクローバ種
マキバミドリ オーチャードグラス種
マキワカバ アルファルファ属
マサカドムギ オオムギ属
まさひめ モモ種



みつしげり クワ属
みつみなみ クワ属
ミネオオハ シロクローバ種
ミホコール ウンシュウミカン種
ミユキアオバ イタリアンライグラス亜種
ミルキークイーン 稲種
ムーンライト キク種
メイイブ エニシダ属
メイサムソン エニシダ属
メイシャワー エニシダ属
メイヒロ エニシダ属
メイファニィ エニシダ属
メイポメロ カンキツ属
めいりょく 茶種
メイロード エニシダ属
メイロゼ エニシダ属
メイワコ エニシダ属
メロン中間母本農１号 メロン種
メロン中間母本農２号 メロン種
メロン中間母本農３号 メロン種
モチミノリ 稲種
もち乙女 コムギ種
モノパール テンサイ変種
モノヒカリ テンサイ変種
モノホマレ テンサイ変種
モノホワイト テンサイ変種
ヤマチカラ 稲種
ゆうぞら モモ種
ゆきあさひ クワ属
ユキヒノデ テンサイ変種
ゆきまさり クワ属
ゆめそだち トウモロコシ種
ユメヒカリ 稲種
ゆめゆたか ダイズ種
よかほなみ 稲種
ヨカミノリ 稲種
よしひめ モモ種
リュウホウ ダイズ種
レッドロビン トルコぎきょう種
れんし ユウガオ種
ワカマツコムギ コムギ種
ワセスズナリ ダイズ種



ワセミドリ オーチャードグラス種
わせゆたか クワ属
安芸クイーン ブドウ属
安芸シードレス ブドウ属
佳玉 トマト種
夏太郎 ソルガム属
花らんまん カンショ種
華かほり 稲種
冠 エンバク種
久留米１０１号 トマト種
久留米ピンク トマト種
興春ポンカン カンキツ属
錦繍 カキノキ属
紅まどか カンキツ属
紅久 バレイショ種
紅風車 ロードデンドロン属
国見 クリ属
紫峰 クリ属
寿新水 ニホンナシ変種
秀玉 ニホンナシ変種
十勝こがね バレイショ種
柔小町 稲種
春こがね カンショ種
初雫 稲種
小麦中間母本農１号 コムギ種
小麦中間母本農２号 コムギ種
小麦中間母本農３号 コムギ種
小麦中間母本農４号 コムギ種
小麦中間母本農５号 コムギ種
小麦中間母本農６号 コムギ種
小麦中間母本農７号 コムギ種
信濃の華 えのきたけ種
新秋 カキノキ属
新星 ニホンナシ変種
水稲中間母本農４号 稲種
水稲中間母本農６号 稲種
水稲中間母本農７号 稲種
水稲中間母本農８号 稲種
水稲中間母本農１０号 稲種
水稲中間母本農１１号 稲種
水稲中間母本農１２号 稲種
水稲中間母本農１３号 稲種



水稲中間母本農１４号 稲種
清峰 オレンジ種
雪化粧 ロードデンドロン属
早香 ウンシュウミカン種
太秋 カキノキ属
台太郎 ナス種
丹麗 カキノキ属
筑紫紅 ロードデンドロン属
筑水 ニホンナシ変種
茶中間母本農１号 茶種
茶中間母本農２号 茶種
朝紫 稲種
津之香 ウンシュウミカン種
天草 オレンジ種
土佐錦 稲種
南香 カンキツ属
南風の輝 キク種
南風の紅 キク種
南風の燦 キク種
南風の初雪 キク種
南風の美童 キク種
南風の夕暮 キク種
日本晴関東ＢＬ１号 稲種
日本晴関東ＢＬ２号 稲種
日本晴関東ＢＬ３号 稲種
日本晴関東ＢＬ４号 稲種
日本晴関東ＢＬ５号 稲種
日本晴関東ＢＬ６号 稲種
農林ジェイレッド カンショ種
八里 ニホンナシ変種
平成の夏まつり キク種
峰の雪もち 稲種
豊月 ニホンナシ変種
北の輝 イチゴ属
北海JM23号 はっか属
北海JMM1号 はっか属
北新 ニホンナシ変種
北陸交１号 稲種
夢十色 稲種
陽香 カンキツ属
陽豊 カキノキ属
裸麦中間母本農１号 オオムギ属



裸麦中間母本農２号 オオムギ属
竜玉 トマト種
鈴の音 ダイズ種
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