
フレグランスローズガーデン 

 

モダンローズ 

 

モダンローズが誕生して 150 年。今では、様々に品種改良された個性的なバラを多数見るようになりました。 

四季咲きのバラは春から初冬まで、長い期間楽しむことができます。 

 

 

F＆G ローズゾーン 

 

●つきよみ  

 ●いおり     

●せん 

●ゆうぜん 

●あおい 

 

 

 

俳優＆女優ゾーン 

 

 

●ヘンリー・フォンダ 

●ハイデクルムローズ 

 

画家ゾーン 

● マ ル ク シ ャ ガ ー ル ● ア ン リ マ テ ィ ス                       

●カミーユピサ        ●クロードモネ 

●アルフレッドシスレー ●ポールゴーギャン 

 

 

皇室ゾーン 

 

 

 

 

 

 

●プリンセスクレアドゥベルジック ●マリーアントワネット ●ケニギンベアトリック 

●プリンセス ミチコ ●プリンセス チチブ ●クイーン エリザベス 

 

音楽家ゾーン 

●チャイコフスキー  

●ザ マッカートニーローズ 

●ニコロ パガニーニ 

●ヨハン シュトラウス 

 

● かおりかざり ＜滋賀県守山市作出品種＞ 

日本 Rose Faｒｍ Keiji 作 2012 年 四季咲き 

甘い南国フルーツの香りが漂うＦ＆Ｇローズ。花色はアプリコッ

トにピンクのブレンドで、咲くごとに花色が変化してゆくさまは、

風情よく美しい。 

● ロイヤル プリンセス 

フランス メイアン作 2002 年 

敬宮愛子内親王殿下の誕生

を祝って捧げられた純白のバ

ラ。フルーティーな素晴らしい

香りがあります。 

● みさき  ＜滋賀県守山市作出品種＞ 

日本 Rose Farm Keiji 作 2009 年 四季咲き 

大人気の和ばら。 

ナチュラルピンクのクラシカルなシャロ―＆カップ咲き。 

オールドローズの甘い香り。 

● イングリッド・バーグマン 

デンマーク ポールセンローズ作 1984 年 

ハリウッドで20世紀に活躍した女優に捧げられたバ

ラ。鮮やかな深赤色で大輪咲きの花は、2000 年の

世界バラ会議で「バラの殿堂」入りしている。 

● モーリス・ユトリロ 

フランス Delbard 作 2003 年 

濃い赤と黄色、白の絞り咲き。20 世紀初頭の近代

フランス印象派の画家、モーリスユトリロに捧げら

れたバラです。 

● マリア テレジア 

ドイツ Tantau 作 2003 年 

やわらかなソフトピンクの中心

部が濃い自然なグラデーショ

ンとクォーターロゼットの花形

で、エレガントな雰囲気。マリ

アテレジアはマリーアントワネ

ットの母親です。 

● マリア カラス 

フランス メイアン作 1965 年 

蛍光がかったローズピンク色。香りも強く存在感が

あります。 

マリアカラスは、椿姫などの歌唱で 20 世紀最高の

ソプラノ歌手と言われました。 



 

 

香りのあるゾーン 

 

                                 ●ステ 

 

 

 

 

●フレグラントヒル 

      ●スイートアフトン 

      ●オフェリア 

      ●ピンクラビット 

 

●ポシェット       ●レッドダイヤモンド     ●クライスラーインペリアル     ●クリムソングローリー  

●だんじり囃 02    ●パパメイヤン         ●マーシャスタンホープ       ●ラプティットポワール  

●ドレスデン       ●根室の朝           ●アンナブルナ               ●マダムジュールブージェ  

●ビバリー        ●フラゴナール       ●パローレ      ●結愛     ●しのぶれど 

 

●ストロベリーダイキリ           ●イブピアジェ              ●ラムのつぶやき  

●エバンタイユドール        ●エトワールエテルネル      ●スヴェールドゥマルセルプルースト 

●カスクドール                ●フランスアンフォ        ●ブルームーン      ●清流 

 

 

オールドローズ 

 

1867 年以前に作られた様々な品種のオールドローズから、原種系・希少種含む 150 品種が今春新登場。 

ほとんどが一季咲きとなるオールドローズは、春に可憐で優雅な花を咲かせます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● ニューウェーブ 

日本 寺西菊雄作 2000 年 

ゆるやかやウェーブと絶妙に重なる花びらのオシ

ャレなバラ。 

ブルー系にスパイス、ティーのリラックスできる香り

が特徴です。 

● ブル-・ドゥ・パルファム 

日本 アイチ・ローズ・ファクトリー作 2010 年 

やや小さめのコロンコロンとした可愛いバラ。青み

をおびた淡い紫色の、淑やかで物静かな雰囲気で

す。2012-13 年「ジャパンフラワーセレクション」モ

ニター特別賞を受賞した、香りの良いバラです。 

● ロサ・キネンシス・スポンタネア」 幻のバラ/四季咲きバラの原種 

 

中国で古代から栽培されていたコウシンバラは、庚申日（60 日毎）に咲くことか

らその名が付いています。このような四季咲き（繰り返し咲き性）は、19 世紀にヨ

ーロッパに紹介されると、元来の一季咲きのバラとの交配が進み、やがて完全

な四季咲き性をもつ現代バラの誕生へと繋がっていきます。このコウシンバラ

の野生型で一季咲きの「ロサ・キネンシス・スポンタネア」は、19 世紀終わりから

20 世紀初頭にかけて、ヨーロッパの植物学者たちによって中国国内で発見さ

れていましたが、その後の政情不安などから、80 年近くもこのバラの存亡が不

明のまま「幻のバラ」になっていました。1983 年に日本のプラントハンター荻巣

樹徳氏が、中国四川省の山奥にてこの種を再発見し、1995 年英国王立園芸

協会ヴィーチ賞（VMM）を受賞しました。 

● ロサ・ケンティフォリア・デコラ 入手困難希少種 

 

「100 枚の花びら（または葉）」という系統名のとおり、ケンティフォリア・ローズはオールドロー

ズらしいエレガントな花容と芳香に恵まれ、幾重にも重なる花びらとカップ状の花型が魅力

的です。ロサ・ダマスケナと、ロサ・アルバの自然交雑種で、16 世紀頃からオランダで改良

され、18 世紀初めに系統として完成したといわれています。現存する品種は少ないなが

ら、現代のばらへと続く交配の歴史に確かな足跡を残し、またマリー・アントワネットの肖像

画に代表されるように、絵画にも多く描かれたことで知られています。ロサ・ケンティフォリ

ア・デコラは、その中でも入手困難な稀少品種です。 

【ローズガーデン監修】 

小山内健おススメのオールドローズ 

フルーツ系の香りやティ系の香り、

ダマスク系の香りなど… 

雑誌やカタログでは分からない、 

バラそれぞれの香り。お気に入りの

バラをぜひ見つけてください。 



今春登場のオールドローズ 

 

 

 

 

ガリカ-1   アガタインカルナータ 

ガリカ-2   アントニアドルモア 

ガリカ-3   オウル 

ガリカ-4   オンブレパルフェ 

ガリカ-5   カマユー 

ガリカ-6   クラモワジピコッテ 

ガリカ-7   グロワールデジャルダン 

ガリカ-8   コーラ 

ガリカ-9   コシモリドルフォ 

ガリカ-10   シシングハーストキャッスル 

ガリカ-11   シャルルドゥミル 

ガリカ-12   タスカニースパーブ 

ガリカ-13   ダブルブリッケ 

ガリカ-14   デュセスダングレーム 

ガリカ-15   トリコロールドゥフランドル 

ガリカ-16   ネストール 

ガリカ-17   ベルイシス 

ガリカ-18   ベルサンフラトリ 

ガリカ-19   ボッザリス 

ガリカ-20   マダムゾイットマン 

ガリカ-21   カージナルドゥリシュリー  

原種-1  十六夜バラ 

原種-2  ショウノスケバラ 

原種-3  白花タカネバラ 

原種-4  タカネイバラ 

原種-5  ツクシイバラ 

原種-6  ブータンナニワイバラ 

原種-7  フォークランド 

原種-8  フジイバラ 

原種-9  八重サンショウバラ 

原種-10  ヤブイバラ 

原種-11  ロサカニナ（ドックローズ） 

原種-12  ロサギガンティア 

原種-13  ロサキネンシススポンタネア 

原種-14  ロサスピノシシマアルタイカ 

原種-15  ロサフェティダ（オーストラリアンイエロー） 

ノアゼット-1 クレールジャキエ 

ノアゼット-2 パヴィヨンドゥプレイニー 

原種-16 ロサフェティダペルシアーナ 

原種-17 ロサフェニキア 

原種-18 ロサプテラゴニス 

原種-19 ロサマジャリスフォエクンディシマ 

原種-20 ロサムリガニー 

原種-21 ロサモスカータプレナ 

ケンティフォリア ケンティフォリアムスコーサ 

ケンティフォリア ジュノー 

ケンティフォリア スポン 

ケンティフォリア ファンタンラトゥール 

ケンティフォリア ユニクブランシェ 

ケンティフォリア レーヌデサンフェイユ 

ケンティフォリア ローズドゥモー 

ケンティフォリア ローズドゥモーホワイト 

ケンティフォリア デコラ 

ダマスク-1 イスパファン 

ダマスク-2 カザンリク 

ダマスク-3 セルシアーナ 

ダマスク-4 ピンクレダ 

ダマスク-5 マダムアルディ 

ダマスク-6 ヨークアンドランカスター 

ダマスク-7 レダ 

ダマスク-8 ローズディベール  

チャイナ-1 江戸の庚申 

チャイナ-2 神代の庚申 

ティ-1 オールドブラッシュティセンティッドチャイナ 

ティ-2 グロワールドゥデジジョン 

ティ-3 パークスイエローティセンティッドチャイナ 

ティ-4 ヒュームズブラッシュティセンティッドチャイナ 

ティ-5 フランシスデュブリュイ 

ティ-6 マダムドゥタータス 

ティ-7 マドモアゼルソンブロイ 

ティ-8 レディヒリンドン 

ティ-9 ペルルデジャルダン 

ノアゼット-3 マーシャルニール 

ノアゼット-4 マダムアルフレッドカリエール 

ノアゼット-5  ミュルティフローラドゥヴォウマルキュ 

この他、ミニバラ品種も加わり、従来からのオールドローズにモダンローズを含めて 300 種 3000 株のバラが楽しめる 

ローズガーデンとなりました。 



 

※2017 年 4 月現在 

 

ハイブチッドパーペチュアル-1       アントワーヌデュシェ 

ハイブチッドパーペチュアル-3 エリザボエル 

ハイブチッドパーペチュアル-4 オーデリックヴィタル 

ハイブチッドパーペチュアル-5   カトリーヌドゥサンスール 

ハイブチッドパーペチュアル-6 シルバークイーン 

ハイブチッドパーペチュアル-7  スブニールドゥドクトールジャメン 

ハイブチッドパーペチュアル-8 チャンピオンオブザワールド 

ハイブチッドパーペチュアル-9 バロンジロードラン 

ハイブチッドパーペチュアル-10 マダムスーヴェトン 

ハイブチッドパーペチュアル-11 マダムルナイー 

ハイブチッドパーペチュアル-12  マルガリーテドゥローマン 

ハイブチッドパーペチュアル-13  ユアインネルンアンブロ 

ハイブチッドパーペチュアル-14 ラリーダニエル 

ハイブチッドパーペチュアル-15 ラレーヌ 

ハイブチッドパーペチュアル-16 レーヌデヴィオレット 

ハイブリッドフェティダ-1 ソレイユドール 

ハイブリッドムスク-1 インスペクトルブローム 

ハイブリッドムスク-2 コーネリア 

ハイブリッドムスク-3 バフビューティー 

ハイブリッドムスク-4 フェリシア 

ハイブリッドムスク-5 フランチェスカ 

ハイブリッドムルチフローラ-1  ギスレーヌドゥフェリゴンド 

ブルボン-1 スブニールドゥラマルメゾン 

ブルボン-2 ゼッフィリンドルーア 

ブルボン-3 マダムイサークペレール 

ブルボン-4 マダムエルンストカルバ 

ブルボン-5 マダムダンフェール 

ブルボン-6 マダムピエールオジェ 

ブルボン-7 ラレーヌヴィクトリア 

ブルボンノアゼット-1 ブーケドゥマリエ 

ブルボンノアゼット-2 ブルドゥネージュ 

ブルボンノアゼット-3 ペルルデブランシェ 

ブルボンノアゼット-4   マダムアルフレッドドゥルージュモン 

ブルボンノアゼット-5 マリーデルマー 

ブルボンノアゼット-6 レディエミリーペール 

アルバ-1   アルバセミプレナ 

アルバ-2   アルバマキシマ 

アルバ-3  ケーニギンフォンデンマーク 

アルバ-4   セレスシャル 

アルバ-5  マダムルブラドゥサンジェルマン 

アルバ-6   メイデンスブラッシュ 

ポートランド-8 パナシェドゥリヨン 

ポートランド-9 パルゴレーズ 

ポートランド-10 ホワイトジャックカルチェ 

ポートランド-11 マポンクシェ 

ポートランド-12 マリードゥサンジャン 

ポートランド-13 ミランダ 

ポートランド-14 ロベールペルペチュアル  

モス-1 アルフレッドドゥダルマ 

モス-2 ウィリアムグロウ 

モス-3 カトルセゾンブランムソー 

モス-4 カピテーヌジョンイングラム 

モス-5 カンバーランドベル 

モス-6 コンテスドゥムリネ 

モス-7 ジェームスヴィッチ 

モス-8 ジャンボダン 

モス-9 ゼノビア 

モス-10 ゾエ 

モス-11 デュイユドゥフォンテーヌ 

モス-12 ニュイドゥヤン 

モス-13 パルマンティエ 

モス-14 ブランシュモリュ 

モス-15 マリードゥブロワ 

モス-16 マレシャルダヴ 

モス-17 ムソーアンシェン 

ルゴサ-1 ノヴァザンブラ 

ルゴサ-2 ロサルゴサ 

ポートランド-1 インディゴ 

ポートランド-2 コンテドゥシャンポール 

ポートランド-3 ジャックカルチェ 

ポートランド-4 ジュリエドゥクルドネ 

ポートランド-5 ジョアシンアネ 

ポートランド-6 セリーナデュポ 

 


