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この カタログ で は 、
• 新品種10種
• 芳香ビクトリア品種 アブソリュ® ドゥ モレル
• 驚嘆のインディアカ®
• 耐暑性、モレル品種のDNA
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色とりどりの1年のために

跳躍

様々な不安定要因がある中、今年すでに何人かの皆様と再会できたことを大変うれしく思ってお
ります。困難な時期にもかかわらず、当社はビデオ会議やソーシャルメディアを介して、情報共有
を一層充実させました。また、生産技術アドバイザーのチームは、皆様が直面している問題と課題
に対して、アドバイスとサポートを提供しています。

今回の新品種特集では、花弁がさらに大きくなった「ハリオス® ファンタジア®」の3品種、丸くて
コンパクトなフリンジ咲き「カーリー®」の2品種、そして早生なフリンジ咲き「クリスピーノ®」のミ
ックスをご紹介します。小輪に関しては、独自の販売促進ツールを備えた魅力的な香りビクトリ
ア「アボソリュ® ドゥ モレル」の他、ボルドーとローズベンガルの2つの新色が「スマーティス®」シ
リーズに加わりました。

エンドユーザーを対象とした「インディアカ®」の新キャンペーン「Share the joy !」もお見逃しなく。

雑誌と同じ感覚で、このカタログのページをめくり、新しいセクションをお楽しみください。気候
と季節ごとに最も適している赤色品種のラインナップや、外植えに優れたパフォーマンスを見
せる品種のクオリティ・マークである「OUTstanding Cyclamen®」のトライル条件に関する解説
をご覧いただけます。また、モレル品種の特徴的な耐暑性と強健性についての説明もございます。

生産技術とマーケティングの両面で、これまで以上に皆様のニーズに応えるような商品とサポ
ートを提供させていただくために、当社は高度な専門性を追求し、常にシクラメンに関する最
先端の専門知識を会得し、ノウハウを構築し続けております。

常に数多くの魅力的なシクラメンを育種していますので、当社の新たな提案を期待してください。

最高経営責任者 、 エリック・ボードゥ
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ファンタジア® 最もコンパクトな白覆輪
スタンダード 高い栽培密度
ビクトリア 栽培密度とオリジナリティ
ファンタジア® 多用途の白覆輪

スタンダード ボトリチス耐性
デコラ コンパクトなシルバーリーフ
ビクトリア 小輪ビクトリア
ポンポン® 本物のミニフリンジ
アバニコ® ミニの丸弁フリル覆輪

ファンタジア® ウィンター 後期出荷用の白覆輪

ファンタジア® 強健な白覆輪

サクセス® ミックス 大規模栽培に適応
スタンダード 屋外に向いた鮮やかな花色

アバニコ® 丸弁フリル覆輪

スタンダード ボリューム＋の中輪種

インディアカ® オリジナル性も花持ちも抜群

メタリス® 均一性に優れたシルバーリーフ

ファンフレーム® 中輪刷毛目

ファンタジア® 花色鮮明な白覆輪

サクセス® 揃い抜群の大輪種
ビクトリア コンパクトな大輪ビクトリア
スタンダード 早生な大輪種

クリスピーノ® 早生な大輪フリンジ

ファンフレーム® 大輪刷毛目
ファンタジア® 大輪の白覆輪
ビクトリア 大輪ビクトリア
HD コンパクトな大輪種
ブラッシュ 繊細な刷毛目

デコラ 大輪シルバーリーフ
スタンダード 高品質の大輪種
ファンタジア® デコラ シルバーリーフの白覆輪
カーリー® 大輪フリンジ

6シリーズ
32のソリューション  株サイズ順

スマーティス®         メティス®          ティアニス®               MIDI+®                  ラティニア®                  ハリオス®

6 - 10,5 cm

10,5 - 12 cm

10,5 - 12 cm

10,5 - 15 cm

10,5 - 15 cm

12 - 15 cm

12 - 17 cm

15 - 22 cm

9 - 12 cm

花サイズ 鉢サイズ

小輪

中輪

大輪
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6084 6110

• 鮮明で深みのあるボルドーを含む2つの新色
• 丸い株に仕上がる
• 多花性
• 高い栽培密度
• 播種からの栽培期間
    - ローズ ベンガルは27～28週間
    - ボルドーは28～29週間

ローズ ベンガル • Rose Bengal ボルドー • Bordeaux

16/18 cm

小輪
ø 6/10,5 cm

20
/2

4 
cm

ス タンダ ード

彩りの 旅

夏と秋に最適なミニ
連続する花上がり



I 05

45507

• アバニコ®： 小さな扇子の形をした花
• シーズン初期に出荷できる変わり咲き品種
• メティス® シリーズの株サイズ
• 際立った色のコントラスト
• 生育旺盛
• 播種からの栽培期間は30～32週間

アバニコ® ディープ マゼンタ • ABANICO® Deep magenta  

18/20 cm

小輪
ø 9/12 cm

24
/2

6 
cm

アバ ニ コ ®

ミニ サ イズ の アバ ニ コ ®

丸弁フリル覆輪
ユニークな花形とコントラスト



1591

06 I 

クリスピーノ® ミックス • CRISPINO® mix

クリス ピ ーノ ®

ロココ 咲 き のリバ イバ ル

早生な大輪フリンジ
コンパクトでパフォーマンスが良い

20/24 cm

大輪
ø 12/15 cm

30
/3

2 
cm



I 07

• フリンジ咲きの新しい6色ミックス
• カーリー® シリーズよりも3～5週間早く開花する
• 初秋の開花にも適応
• グリーンリーフとシルバーリーフのミックス
• 播種からの栽培期間は30～32週間
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ファンタジア® 
ディープ パープル エボリューション
FANTASIA® Purple evolution

ファンタジア® 
ブライト フクシア エボリューション
FANTASIA® Deep rose evolution

ファンタジア® 
マゼンタ エボリューション
FANTASIA® Magenta evolution

ファンタ ジ ア ®
大輪の白覆輪

あらゆる環境下で生育旺盛

24/26 cm

大輪
ø 12/17 cm

32
/3

4 
cm

全 色 揃って 進 化
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• ファンタジア® の白覆輪が全ての株でより安定している
• 全色が改良され、花サイズも大きくなり、株間の揃いも良くなった
• ボトリチスに対する高い耐性
• 播種からの栽培期間は32～34週間
• 2305 ファンタジア® マゼンタ、2370 ファンタジア® フクシア、
  2371 ファンタジア® ブライト フクシア、2395 ファンタジア® ディープ 
  パープルの従来品種に代わる
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26/28 cm

大輪
ø 15/22 cm

34
/3

6 
cm

カーリー® インディアン ローズ
CURLY® Indian rose

カーリー® サーモン
CURLY® Salmon

カ ーリー ®

魅 力 的 な 2 つ の スプ ラッシュカラ ー

大輪フリンジ
低温期にも高いパフォーマンス
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• カーリー® シリーズに加わる2つの新色
• 多花性でセンター咲き
• 株が丸くコンパクトに仕上がる
• 2582 カーリー® 早生 ミックス エボリューションに
  新たに追加
• 播種からの栽培期間は35～37週間
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4702

• メティス® シリーズの株サイズ
• ビクトリアの出現率が100%で、夏と秋の開花に適応
• 株が丸く仕上がる
• 葉色が濃く、花色とのコントラストが際立つ
• 播種からの栽培期間は28～30週間

アブソリュ® ドゥ モレル • ABSOLU® de Morel 

アブ ソリュ ®
ドゥ モ レ ル

エレ ガントな 香り

世界で唯一のF1ビクトリア芳香品種
洗練された自然美

お役立ち情報　　　
• 香りは正午頃に、15〜25°Cの気温と自然光の下で最も強くなります。
• 出荷時にビクトリアの特徴が薄くなってしまう場合はオリガミ®品種をご検討ください。

18/20 cm

小輪
ø 9/12 cm

24
/2

6 
cm
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各種販促物を通して、
お客様のセールスプロモーションをサポートします。
• ラベル（使用義務）
• A5サイズの情報シート、ポスターや高画質写真の
  データ無償提供
• POPのデザイン

消費者に求められる香りシクラメンは
モレルによって作出されました

ポスター

ラベル（イメージ）

POP

効果的な販売促進ツール
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www.indiaka.eu

イン ディア カ ®
オリジナル性も花持ちも抜群

業界に認められた強いブランド

インディアカ®は屋外利用に優れています。
魅力的で驚くべき華やかな花色に加えて、

インディアカ®は屋外でとても丈夫な品種です。

毎年繰り返し行われるアウトドアトライアルの結果により、
OUTstanding Cyclamen®マークを取得し、

テラス、バルコニーやガーデンでの
優れたパフォーマンスが保証されています。

際立つ花色のコントラストにより、
目を引く花壇や寄せ植えの演出に適しています。

シリーズ の 特 長

22/24 cm 26
/2

8 
cm

中輪
ø 10,5/15 cm

*
分
か
ち
合
う
喜
び

*



www.indiaka.eu

#INDIAKA
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ニューカラーセットを採用した
インディアカ®の新しい特設サイト

リニューアルされたロゴマーク

新しいラベル
特設サイトにリンクするQRコード： 
www.indiaka.eu 

データ提供
新しく制作されたPOPやポスターなど

笑顔あふれる写真
様々な場面で喜びを分かち合う瞬間を演出

インディアカ®の販売は
兼弥産業株式会社を通してのみとなります

新しいウェブサイトは消費者を対象としてお
り、装飾のアイディアやインスピレーション
を与えるコンテンツやビデオが満載です。ソ
ーシャルメディアには、イベントの様子など
が投稿され、随時更新されます。その他、業
界人向けの最新情報も用意されています。

各SNSでの投稿は

インディアカ®
ニューキャンペーン

ラベル
  （イメージ）

ポスター

POP

*
分
か
ち
合
う
喜
び

https://indiaka.eu/
https://www.indiaka.eu/
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外植えに最も適している品種のクオリティ・マーク

OUTstanding Cyclamen® 品種は、
モレル社があるフランス南部コー
トダジュール地方フレジュスにて
毎年繰り返し、厳密にテスト・評価
されています。

OUTstanding Cyclamen® は外植
えに最も適している品種を選抜す
るクオリティ・マークです。
ここで選ばれた品種は、バルコニ
ー、テラスやガーデンなどで長い
期間にわたって美しい花を楽しめ
ることを約束します。

OUTSTANDING CYCLAMEN®
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お役立ち情報

大輪も屋外で利用することができます！

地中海性気候では、ハリオス®やラティニア®シリーズ
の大輪品種も屋外で多く使われています。

株のサイズでより広い面積をカバーし、大きな花で強
い視覚インパクトを与えるからです。

カンヌ（フランス）、バルセロナ（スペイン）やモナコ
などの南ヨーロッパの都市をはじめ、ロサンゼルス 

（米国）とメルボルン（オーストラリア）でも、強健性と
長い開花時期の両面で確かな実績を積み上げてきま
した。

トライアル方法

場所
フレジュス市、フランス南部

気候　　
地中海性気候
冬は温暖で雨が多く、夏は高温で乾燥する

評価基準
全ての品種が毎週一人のオペレーターによって
以下の基準で評価されています。
• 水不足や気温の変化によるストレスへの耐性
  と耐病性
• 花の数
• 葉の見た目
• 揃いの良さ
• 外観の総合的なバランス

マークを取得するには、総合評価が7/10以上
の平均点数が必要です。

以下の二つの新品種を含む OUTstanding 
Cyclamen® の66品種はページ22-23の「品種
一覧」にまとめてあります。
   - 6084 スマーティス® ローズ ベンガル
   - 4702 アブソリュ® ドゥ モレル

トライアル条件
コンテナは、日陰がなく直射日光があたり、風や雨
にさらされる場所に置かれています。

データ収集
今シーズン（2021-22年）は近年で最も乾燥しました。

また、例年に比べると、平均気温は継続して若干
低く、12月上旬には氷点下の気温記録したもの
の、12月中旬には平均気温が急激に上昇する不
安定な天気でした。

英文レポートを見る ≫

フレジュス

コンテナ
1つのコンテナには6～8株

週間の
トライアル
2021年10月～2022年1月まで

テストされた品種



18 I

モレルファミリーは1919年からシクラメンの生産を始
めました。そして、シクラメン育種は、1945年からフラ
ンス南部の地中海性気候のもとで行われてきました。

この気候には、高温、強い日光、相対湿度の強い変動
という特徴があります。乾燥した長い期間と、激しい
雨が短く降る時間が交互に訪れます。

このような気候要因は、高温ストレスや水ストレスな
どの様々な形でシクラメン栽培に影響します。

このようなストレスに対して、シクラメンは次の生理
反応を起こします。

   • 生育期間中に、ADTが25°Cを超える場合は最初の
     葉が大きくなります。
   • 発根と生長が遅れたり、止まったりします。
   • 開花の遅れが6週間にまで伸びます。
   • 花の色が抜けます。

耐性を持つ2つの親株を交配させることにより、優
れた耐性を持つF1ハイブリッドを育種することが
できます！

このような環境での長年の選抜過程を経て、独特の
遺伝性質を持つ親系統を確立しました。（生育旺盛、
耐暑性、鮮明な花色）

ハイブリッドの活力によって、ストレスの多い生産条件
下でも良好な品質を維持することが可能になります。

遮光の強い環境で生長していても、花茎は丈夫です。 
耐暑性の弱い品種は必然的に排除されます。

温暖地で育種された品種が寒冷地で生産される場合、
次のような現象が見れます。
• 栽培期間が大幅に短縮されます。
• 花色がさらに鮮明になります。
• 品種間の開花揃いが良くなります。晩生のものがより
  早生になります。
• 葉が小さいままに維持できます。
• 花が大きくなります。
• より丸く、コンパクトに仕上がります。
• 株がより強健で、エンドユーザーにまで良く持ちます。
• 屋外でより良いパフォーマンスを見せます。

地球温暖化の影響により、秋の開花期間が延長され、
寒冷地での新たな用途が可能になります。

耐暑性、
モレル品種のDNA
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季節ごとに最も優れている赤色品種

小輪から大輪まで、モレルの赤色シクラメンは一世紀にわたり継続的に改良されてきました。
そのパフォーマンスは、様々な気候への適応力や鮮明な花色の安定性などの面で認められています。

19赤色品種からの選択肢
温暖地 寒冷地

出荷時期 小輪 中輪 大輪 小輪 中輪 大輪

夏 6013 3012
1010
1011

6012
6013
4011
4210

3010
3012
5011

1011
2016

秋 4011
4210

3010
3012
5011
52210

1010/1011
2016
2018
2011
2015

6013
4011
4013
4210

3010
3012
5011

1011
2011
2012
2016
2211
2415

冬 4011
4210

3012
5011
52210

2011
2012
2010
2211
2415

4011
4210

3012
5011
52210

2012
2016
2211
2415

春 4011
4210

5011
52210

2012
2211
2415

4011
4210

5011
52210

2012
2211
2415
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https://www.youtube.com/user/CyclamensMorel

モレル シクラメン
フェイス・トゥ・フェイスとリモートでサポートを行う生産技術アドバイザー

モレルの専門技術者のチームにより、生産の全段階に関する情報とアドバイスを提供することができます。

フェイス・トゥ・フェイスで
フレジュスでのトライアルをご案内

11月にフレジュスで行われるモレルトライアルにお
いて、ジョアン、エリック、ヨハン、ルイージ、カズが品
種選定をアドバイスし、気候や生産設備と関係なく、
栽培上で発生した技術的な問題に対応します。

リモートで
解説動画を定期的にアップロード
直接に会えないなら、モレルがバーチャルでやって
きます！
YouTubeチャンネルにて全ての動画を見ることが可
能です。

チャンネルにアクセス ≫

https://www.youtube.com/user/CyclamensMorel
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生産に関する全てのご質問に
テクチームがお応えします

テクニカル モニタリング

生産技術アドバイザーは、コネクテッド測定ツール
で、完全にパーソナライズされた遠隔サポートを提供
することができます。

データロガーの利用によってより迅速な対応が実現
できます。

次の重要な要因をモニタリングすることで、意思決定
に大いに役立てます。
   • 気温（ADT）
   • 光（PAR）
   • 水分
   • 湿度（相対湿度；露点温度）
   • 肥料

モレルのテクチームによる長期的な技術サポートは、
生産面で確実なプラスになります。

ビデオ会議

様々な技術的なトピックスを一年にわたって扱いま
す。言語ごと、または地域ごとに、異なるアドバイザー
によって実施します。

そのビデオ会議は、経験共有と意見交換を行う場で
もあります。

2021年に取り上げた3つのトピックス：
   • 発根期
   • 光の管理
   • 湿度の管理

リクエストに応じてビデオ会議の録画と資料を提供し
ます。

RAD PAR RHAIR TEMP

チャンネルにアクセス ≫

久保 一秀

ルイージ・ヴァザーリ

ジョアン・ヴェルジェス
エリック・フォーシェレン

ヨハン・ハースマン

 
お問い合わせフォームより、テクチームにご連絡ください：https://www.cyclamen.com/ja/professional/question

https://www.cyclamen.com/ja/professional/question


10,5 - 12 cm

スマーティス® 6310 ファンタジア® レッド
ファンタジア® 6370 ファンタジア® フクシア

6385 ファンタジア® ディープ マゼンタ
6395 ファンタジア® ディープ パープル
6960 ファンタジア® ミックス

スマーティス® 6012 ブライト レッド
スタンダード 6013 レッド

6070 フクシア
6071 ブライト フクシア

6084 ローズ ベンガル
6090 ライト パープル
6095 ディープ パープル
6107 ディープ マゼンタ

6110 ボルドー
6120 ピュア ホワイト
6900 ミックス

スマーティス® ビクトリア 6701 ビクトリア

ティアニス® 3311 ファンタジア® レッド
ファンタジア® 3371 ファンタジア® ブライト フクシア

3386 ファンタジア® ディープ マゼンタ
3396 ファンタジア® ディープ パープル
3960 ファンタジア® ミックス

ティアニス® サクセス® ミックス 3970 サクセス® ミックス

ティアニス® 3010 ブライト レッド
スタンダード 3012 スカーレット レッド

3035 ディープ サーモン
3040 サーモン ウィズ アイ
3061 ローズ ウィズ アイ ウィズ エッジ
3070 フクシア
3071 ブライト フクシア
3095 ディープ パープル
3107 ディープ マゼンタ
3120 ピュア ホワイト
3129 ホワイト
3910 フレーム ミックス
3900 ミックス

メティス® 4310 ファンタジア® レッド
ファンタジア®   4311 ファンタジア® アーティック レッド

4315 ファンタジア® レッド ＆ ブライト フクシア
4320 ファンタジア® スカーレット サーモン
4385 ファンタジア® ディープ マゼンタ
4395 ファンタジア® ディープ パープル
4960 ファンタジア® ミックス

メティス® 4011 スカーレット コンパクト
スタンダード 4013 ブライト レッド コンパクト

4021 スカーレット サーモン コンパクト
4050 サーモン ローズ
4062 ライト ピンク ウィズ アイ
4067 ライラック シェード ウィズ アイ
4072 フクシア ＆ ブライト フクシア
4073 ブライト フクシア
4080 フクシア アクアレル
4085 ペルシャ ローズ
4092 ブライト パープル
4096 ディープ パープル
4107 ディープ マゼンタ
4120 ピュア ホワイト
4121 ピュア ホワイト エボリューション
4126 ホワイト ウィズ アイ
4900 ミックス
4910 フレーム ミックス
4911 エッジ ミックス 
4925 サマー ミックス

メティス® デコラ 4210 スカーレット レッド デコラ
4220 マゼンタ デコラ
4221 ディープ マゼンタ デコラ
4225 ピュア ホワイト デコラ
4230 サーモン デコラ
4270 ブライト フクシア デコラ
4285 ペルシャ ローズ デコラ
4290 ライト パープル デコラ
4950 デコラ ミックス

メティス® 4701 ビクトリア
ビクトリア 4740 ビクトリア サーモン ＆ フクシア

4791 ビクトリア デコ ミックス

メティス® ポンポン® 4590 ポンポン® ミックス

メティス® アバニコ® 45507 アバニコ® ディープ マゼンタ

4961 ファンタジア® ウィンター ミックス

アバニコ® 55430 アバニコ® サーモン
55490 アバニコ® ライト パープル
55506 アバニコ® マゼンタ

MIDI+® 5011 ブライト レッド

スタンダード 5041 サーモン ウィズ アイ
5060 ローズ ウィズ アイ
5071 ブライト フクシア
5092 ブライト パープル
5095 ディープ パープル
5110 ボルドー
5124 ピュア ホワイト
5126 ホワイト コンパクト
5910 フレーム ミックス ウィズ エッジ
5900 ミックス

5145 プレミアム サーモン フレーム

インディアカ® 53030 インディアカ® サーモン
53070 インディアカ® フクシア
53090 インディアカ® パープル
53105 インディアカ® マゼンタ
53950 インディアカ® ミックス

メタリス® 52210 メタリス® レッド
52220 メタリス® マゼンタ
52228 メタリス® ホワイト
52230 メタリス® サーモン
52260 メタリス® ライト ピンク ウィズ アイ
52270 メタリス® フクシア
52291 メタリス® ブライト パープル
52950 メタリス® ミックス

ラティニア® 
ファンフレーム® 1850 ファンフレーム® マゼンタ

ラティニア® 1312 ファンタジア® レッド
ファンタジア® 1371 ファンタジア® ブライト フクシア

1385 ファンタジア® ディープ マゼンタ
1395 ファンタジア® ディープ パープル
1960 ファンタジア® ミックス

生産が終了した品種 : 2395, 2305, 2370, 2371, 2410, 2730

6 - 10,5 cm 10,5 - 12 cm

9 - 12 cm

10,5 - 15 cm

品種一覧 • 32のソリューション • 6つのシリーズ
花のサイズ 小輪 花のサイズ 中輪

メティス®
ファンタジア®

ウィンター COLLECTION
NATIONALE

弊社はF1ハイブリッドが『フランス国
内コレクション』に認定され、種子生産
事業が『MPS』*と『フルール・ド・フラン
ス』の認証を取得しています。
* More Profitable Sustainability

MIDI+® シリーズのスタンダード色
は日本では販売していません。 
代替品種についてはお問い合わせ
ください 。



10,5 - 15 cm

12 - 15 cm

15 - 22 cm

12 - 17 cm

ハリオス® 2211 レッド デコラ エボリューション
デコラ 2228 ホワイト デコラ

2290 フレーム ミックス デコラ

ハリオス® 2010 スカーレット レッド
スタンダード 2011 レッド レブル®

2012 スカーレット レッド エボリューション
2015 ブライト スカーレット
2053 サーモン ローズ エボリューション
2062 ローズ ウィズ アイ
2064 ライチ® フクシア
2071 ブライト フクシア
2082 ライト フクシア
2090 ライト パープル
2096 ディープ パープル
2102 ライラック
2105 マゼンタ
2108 ディープ マゼンタ
2125 ピュア ホワイト
2127 ホワイト ウィズ アイ
2147 サーモン フレーム
2150 マゼンタ フレーム
2160 パープル フレーム
2620 ディーバ ピュア ホワイト
2920 ウィンター ミックス
2900 ミックス

ハリオス® 2381 ファンタジア® マゼンタ デコラ
ファンタジア® デコラ 2396 ファンタジア® ディープ パープル デコラ

ハリオス® 2415 カーリー® ブライト スカーレット
カーリー® 2420 カーリー® スカーレット サーモン

2430 カーリー® サーモン
2450 カーリー® サーモン ローズ ＆ フレーム
2461 カーリー® ライト ピンク ウィズ レッド アイ
2465 カーリー® ライチ® フクシア
2470 カーリー® フクシア
2471 カーリー® ブライト フクシア
2491 カーリー® ブライト パープル
2495 カーリー® ディープ パープル
2505 カーリー® ディープ マゼンタ
2507 カーリー® マゼンタ ウィズ エッジ
2525 カーリー® ホワイト
2560 カーリー® フレーム ミックス
2565 カーリー® ライト フクシア ＆ フレーム

2575 カーリー® インディアン ローズ
2595 カーリー® パープル ウィズ エッジ
2582 カーリー® 早生 ミックス エボリューション
2590 カーリー® ミックス

ベリー スペシャル 12590 ピポカ® ミックス
22651 ファルバラ® ローズ エボリューション
22490 フリオラ® ライト パープル
22506 フリオラ® マゼンタ
4702 アブソリュ® ドゥ モレル
4795 オリガミ® デコラ

44705 リリベル® マゼンタ
44790 リリベル® パープル
69290 ビズー® ミックス

ハリオス®
ファンフレーム® 2850 ファンフレーム® マゼンタ

ハリオス® 2306 ファンタジア® マゼンタ エボリューション
ファンタジア® 2311 ファンタジア® レッド

2373 ファンタジア® ブライト フクシア エボリューション
2397 ファンタジア® ディープ パープル エボリューション
2960 ファンタジア® ミックス

ハリオス® 2700 ビクトリア 50
ビクトリア 2720 ビクトリア 50 ローズ ウィズ アイ

ハリオス® 2016 HD レッド レブル®
HD 2018 HD ブライト スカーレット

2021 HD スカーレット サーモン
2039 HD サーモン
2052 HD サーモン ローズ
2065 HD ディーバ ローズ ウィズ アイ
2075 HD インディアン ローズ
2076 HD グレナディン
2077 HD フクシア ネオン
2081 HD ライト フクシア
2091 HD ブライト パープル
2101 HD ライラック
2107 HD ディープ マゼンタ
2123 HD ホワイト
2124 HD ピュア ホワイト
2146 HD サーモン フレーム
2695 HD ディーバ ディープ パープル
2910 HD フレーム ミックス
2940 HD ミックス

ブラッシュ 2812 ブラッシュ インテンス

花のサイズ 大輪

凡例
新品種

外植えに最も適している品種

芳香性
これらの品種には
香りが楽しめる花を
持つ個体があります  

切り花用
切り花用栽培としても
高いパフォーマンスを
発揮します

ラティニア® 1011 サクセス® ブライト レッド
サクセス® 1036 サクセス® ディープ サーモン

1038 サクセス® サーモン
1062 サクセス® ライト ピンク ウィズ アイ
1070 サクセス® フクシア
1077 サクセス® フクシア ネオン
1078 サクセス® キャンディ ピンク
1097 サクセス® ライト パープル
1107 サクセス® ディープ マゼンタ
1121 サクセス® ピュア ホワイト
1971 サクセス® ミックス

ラティニア® 1700 ビクトリア 50
ビクトリア 1720 ビクトリア 50 ローズ ウィズ アイ

ラティニア® 1010 スカーレット レッド
スタンダード 1060 ローズ ウィズ アイ

1063 ローズ ウィズ パープル アイ
1071 ブライト フクシア
1095 ディープ パープル
1109 ライラック
1128 ホワイト
1910 フレーム ミックス

ラティニア® 1900 ミックス

クリスピーノ® 1591 クリスピーノ® ミックス



MOREL DIFFUSION S.A.S .
2565, RUE DE MONTOUREY
83600 FRÉJUS - FRANCE
T. : +33 (0)4 94 19 73 00
Internat. : +33(0)4 94 19 73 04
F. : +33 (0)4 94 19 73 19
morel.diffusion@cyclamen.com

代理店
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