
飼料作物品種名登録（ホームページ掲載用） 

整理番号： 141 

登録番号 19-121 

飼料作物の種類 トウモロコシ 

登録品種名 KD320 

来 歴 海外導入 

特性概要 

相対熟度 RM82程度。茎葉、雌葉収量に優れる高収量の品種。

他の同等クラスの品種よりすす紋病に強い。耐倒伏性は同程

度。茎葉・雌穂収量が多いため、乾物収量は多い傾向。適応

地域は北海道道北、道東、根釧地域。播種適期は 5 月上旬～

下旬。茎葉処理剤「ワンホープ」の利用が可能 

申請者名 カネコ種苗株式会社 

登録申請年月日 2019/1/30 

 

 

  



飼料作物品種名登録（ホームページ掲載用） 

整理番号： 142 

登録番号 19-122 

飼料作物の種類 トウモロコシ 

登録品種名 KD419 

来 歴 海外導入 

特性概要 

相対熟度 RM90程度。安定草姿で耐倒伏性に優れる。他の同等

クラスの品種よりすす紋病に強い。耐倒伏性が強い。乾物収

量は他品種と同等かやや少ない。適応地域は北海道道北、道

東地域。播種適期は 5 月上旬～下旬。茎葉処理剤「ワンホー

プ」の利用が可能 

申請者名 カネコ種苗株式会社 

登録申請年月日 2019/1/30 

 

 

  



飼料作物品種名登録（ホームページ掲載用） 

整理番号： 143 

登録番号 19-123 

飼料作物の種類 トウモロコシ 

登録品種名 KD421 

来 歴 海外導入 

特性概要 

相対熟度 RM90程度。茎葉の伸びが良く雌穂収量に優れる高収

量の品種。他の同等クラスの品種よりすす紋病に強い。耐倒

伏性が強い。茎葉・雌穂収量が多いため、乾物収量は他品種

より多い傾向。適応地域は北海道道北、道東地域。播種適期

は 5月上旬～下旬 

申請者名 カネコ種苗株式会社 

登録申請年月日 2019/1/30 

 

  



飼料作物品種名登録（ホームページ掲載用） 

整理番号： 147 

登録番号 19-127 

飼料作物の種類 トウモロコシ 

登録品種名 KD254 

来 歴 海外導入 

特性概要 

相対熟度 RM75程度。雌穂収量に優れる高収量の品種。他の同

等クラスの品種よりすす紋病に強い。耐倒伏性は同程度。雌

穂収量が多いため、乾物収量は他品種より多い傾向。適応地

域は北海道道北、道東、根釧地域。播種適期は 5 月上旬～下

旬。茎葉処理剤「ワンホープ」の利用が可能 

申請者名 カネコ種苗株式会社 

登録申請年月日 2019/1/30 

 

 

  



飼料作物品種名登録（ホームページ掲載用） 

整理番号：150  

登録番号 19-130 

飼料作物の種類 トウモロコシ 

登録品種名 KD376 

来 歴 海外導入 

特性概要 

相対熟度 RM85 程度。茎が太く雌穂収量に優れる高収量の品

種。他の同等クラスの品種よりすす紋病に強い。耐倒伏性は

やや劣る。茎葉・雌穂収量が多いため、乾物収量は他品種よ

り多い傾向。適応地域は北海道道北、道東地域。播種適期は

5月上旬～下旬。茎葉処理剤「ワンホープ」の利用が可能 

申請者名 カネコ種苗株式会社 

登録申請年月日 2019/1/30 

 

 

  



飼料作物品種名登録（ホームページ掲載用） 

整理番号： 211 

登録番号 19-190 

飼料作物の種類 トウモロコシ 

登録品種名 SH3786 

来 歴 海外導入 

特性概要 

熟期は早中生、相対熟度 RM118 程度。雌穂乾物収量が高く、

子実割合の高い品種。ごま葉枯病、すす紋病に極めて強く、

根腐病に強い。耐倒伏性は中位。雌穂乾物収量は多収である

が、茎葉乾物収量がやや低収で、総体乾物収量は中位。処理

剤「ワンホープ」の利用が可能。播種適期は、一般地：４月

中旬～５月中旬、東北中部・南部：４月下旬～６月上旬、東

北北部・寒高冷地：５月上旬～５月中旬 

申請者名 雪印種苗株式会社 

登録申請年月日 2019/8/27 

 

 

  



飼料作物品種名登録（ホームページ掲載用） 

整理番号： 213 

登録番号 19-192 

飼料作物の種類 トウモロコシ 

登録品種名 P8888 

来 歴 海外導入（米国） 

特性概要 

絹糸抽出期は「P9027」と同程度。総体乾物率は「P9027」よ

りやや低い。耐倒伏性は「P9027」と比べて非常に優れる。発

芽・初期生育は「P9027」並みで良好。乾物総量は「P9027」

より高い。稈長・着雌穂高ともに高い。すす紋病抵抗性は

「P9027」よりやや劣る。ごま葉枯病抵抗性は「P9027」と同

等。すす紋病の激発地帯では注意して栽培する。 

申請者名 パイオニアエコサイエンス株式会社 

登録申請年月日 2019/12/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



飼料作物品種名登録（ホームページ掲載用） 

整理番号： 214 

登録番号 19-193 

飼料作物の種類 トウモロコシ 

登録品種名 P1204 

来 歴 海外導入（米国） 

特性概要 

推定相対熟期：110日。同熟期帯の標準品種（34N84）及び同

等他社の市販品種と比較して乾物生産性が高く、すす紋病に

強い。早い熟期の品種の中では草丈はやや高く、稈径が大き

く雌穂も大きいのが特徴。九州の栽培においても著しい草丈

の低下はみられない。 

申請者名 パイオニアエコサイエンス株式会社 

登録申請年月日 2019/12/10 

 

 

  



飼料作物品種名登録（ホームページ掲載用） 

整理番号： 7 

登録番号 18-007 

飼料作物の種類 ソルガム 

登録品種名 KSO-SG5 

来 歴 海外導入 

特性概要 

早生。草丈 1.5m程度。子実利用型。太茎で葉幅が広い。耐倒

伏性は強い。穂が大きい。適応地域は南東北以南。播種適期

は平均気温 15℃以上 

申請者名 カネコ種苗株式会社 

登録申請年月日 2019/1/28 

 

 

  



飼料作物品種名登録（ホームページ掲載用） 

整理番号： 210 

登録番号 19-189 

飼料作物の種類 オーチャードグラス 

登録品種名 ベンチマーク プラス 

来 歴 海外導入（米国） 

特性概要 

熟期は早生。草姿は開帳型。乾物収量が高く、高収量の品種。

耐倒伏性は他の早生クラスの品種より強い。葉量が多いため、

乾物収量は他品種より多い傾向。再生も良好である。適応地

域は、東北地方～九州地方。播種適期は、東北地域：8 月下

旬～10月下旬。寒害の影響を受けやすいので、東北以南地域

での栽培に適する。 

申請者名 カネコ種苗株式会社 

登録申請年月日 2019/11/26 

 

 

  



飼料作物品種名登録（ホームページ掲載用） 

整理番号： 185 

登録番号 19-165 

飼料作物の種類 メドウフェスク 

登録品種名 KSO-MF1 

来 歴 海外導入 

特性概要 

中生品種。草丈は他品種と比べて並み。乾物収量は、他品種

と比べて並みからやや少ない。適応地域は東北地域から九州

地域。再生も良好である。播種適期は、東北地域：8 月下旬

～9月下旬。初期生育が遅いので播き遅れに注意 

申請者名 カネコ種苗株式会社 

登録申請年月日 2019/11/15 

 

 

 
  



飼料作物品種名登録（ホームページ掲載用） 

整理番号： 178 

登録番号 19-158 

飼料作物の種類 バヒアグラス 

登録品種名 ペンサコラ 

来 歴 海外導入（米国） 

特性概要 

早生品種。生育が早く、耐寒性に優れる。耐倒伏性は他品種

と同等。収量性は良好。適応地域は関東～九州。播種適期は、

関東～九州：6月上旬～8月上旬 

申請者名 カネコ種苗株式会社 

登録申請年月日 2019/11/26 

 

 



飼料作物品種名登録（ホームページ掲載用） 

整理番号： 14 

登録番号 18-014 

飼料作物の種類 リードカナリーグラス 

登録品種名 パラトン 

来 歴 海外導入（米国） 

特性概要 

茎は細く、葉幅は狭い。乾物収量は並みからやや少ない傾向。

適応地域は東北～九州。再生も良好である。適応地域は東北

～九州。播種適期は東北地域：８月下旬～9 月下旬。初期生

育が遅いので、播き遅れに注意 

申請者名 カネコ種苗株式会社 

登録申請年月日 2019/1/28 

 

 

  



飼料作物品種名登録（ホームページ掲載用） 

整理番号： 174 

登録番号 19-154 

飼料作物の種類 ヘアリーベッチ 

登録品種名 しげまるくん 

来 歴 海外導入 

特性概要 

晩生。被覆力が高く、耐寒性、耐雪性に優れる。乾物収量は

他の同等クラスの品種と比較して同程度。適応地域は北陸、

中部高冷地、関東以北の積雪地域。播種適期は暖地・中間地：

９～11月、寒地：９～10月、北海道：４月下旬～８月中旬 

申請者名 カネコ種苗株式会社 

登録申請年月日 2019/2/1 

 

 

  



飼料作物品種名登録（ホームページ掲載用） 

整理番号： 183 

登録番号 19-163 

飼料作物の種類 ケンタッキーブルーグラス 

登録品種名 バーセラティ 

来 歴 海外導入 

特性概要 

草姿は開帳型。サマーパッチ病、ブラウンパッチ病、サビ病

に強い。乾物収量は他品種より多収。耐暑性、越夏性が優れ

る。適応地域は全国。播種適期は、寒冷地域：5月上旬～8月

下旬、温暖地域：8月中旬～10月中旬 

申請者名 カネコ種苗株式会社 

登録申請年月日 2019/12/13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



飼料作物品種名登録（ホームページ掲載用） 

整理番号： 181 

登録番号 19-161 

飼料作物の種類 アカクローバ 

登録品種名 KSRC1 

来 歴 海外導入 

特性概要 

早生。乾物収量が高く、高収量の品種。葉量が多いため、乾

物収量は他品種より多い傾向。耐暑性に優れ、再生も良好。

適応地域は北海道～九州。播種適期は、北海道：４～6 月、

関東以西：８～10月。高温、乾燥の影響を受けやすいので注

意 

申請者名 カネコ種苗株式会社 

登録申請年月日 2019/11/15 

 

 

 

 

  



飼料作物品種名登録（ホームページ掲載用） 

整理番号： 182 

登録番号 19-162 

飼料作物の種類 シロクローバ 

登録品種名 KSWC1 

来 歴 海外導入 

特性概要 

草姿は大葉型で乾物収量が高く、高収量の品種。葉量が多い

ため、乾物収量は他品種より多い傾向。再生も良好である。

高温、乾燥の影響を受けやすいので注意。適応地域は北海道

～九州。播種適期は北海道：４～6月、関東以西：８～10月 

申請者名 カネコ種苗株式会社 

登録申請年月日 2019/11/15 

 

 

 

 

  



飼料作物品種名登録（ホームページ掲載用） 

整理番号： 215 

登録番号 19-194 

飼料作物の種類 エンバク 

登録品種名 スワン 

来 歴 海外導入（豪州） 

特性概要 

標準品種（「前進」）及び比較品種（「とちゆたか」）と比較し

て、出穂は早く、初期生育が優れる。草丈及び草高ともに高

い。標準品種より立ち型。標準品種と比べて生草収量が多い。

乾物率が高く乾物収量が多い。極早生のため、刈り取りが遅

れると結実・脱粒のリスクがあり、刈り遅れないように注意

する。 

申請者名 ホクレン農業協同組合連合会 

登録申請年月日 2019/12/12 

 

  



飼料作物品種名登録（ホームページ掲載用） 

整理番号： 184 

登録番号 19-164 

飼料作物の種類 ヒエ 

登録品種名 KSO-JBM1 

来 歴 海外導入 

特性概要 

早生。草姿は立性。耐倒伏性は、他のミレット類より強い。

乾物収量は他品種と同程度。適応地域は東北～九州。播種適

期は、東北～九州：5月下旬～8月上旬 

申請者名 カネコ種苗株式会社 

登録申請年月日 2019/11/26 

 

 

 



飼料作物品種名登録（ホームページ掲載用） 

整理番号： 216 

登録番号 20-001 

飼料作物の種類 シバ 

登録品種名 ゼニス 

来 歴 海外導入（米国） 

特性概要 

出穂特性は、比較品種（メイヤー）並み。越冬性や春の密度

は良好。葉色はやや淡い。耐病性（ダラースポット）は良好。

芝草・飼料兼用。種子で販売 

申請者名 雪印種苗株式会社 

登録申請年月日 2020/2/6 

 

 

出典：http://saleforgrassseed.blogspot.com/2012/03/zenith-zoysia-grass-seed-5-lbs.html 

 

 

 

 


