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はじめに

現在までに、毎年数多くの新種のバラが生み出されております。

残念な事に、その多くが名前もないまま消え去る運命にあります。

どんなに美しく良いバラであっても、ビジネスにならない以上、

生産し続けて行くわけにはいかないからです。

このままでは、魅力的な新種のバラが日の目を見る事は無くなってしまいます。

世界に誇れるバラ達なのに・・・

そこで、花をこよなく愛する二人が出会い、意見が一致した。

花を生み出す 育種家の今井清 と

花を活かす 網野妙子 が考えた

日本のバラを救おうというコンセプトのもと

　　　　　　　　　　　　　　 が始まりました。

美しいバラに夢を乗せてみませんか？
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網野妙子　 Taeko Amino
MAＦD AMINO 主宰　
プリザービングフラワーズ協会代表
財団法人日本余暇文化振興会 生涯学習委員
プリザーブドフラワー・アートスキル認定教科書監修
ami-no.llc 代表執行役　オランジェンクラブ 代表　有限会社 アミノ 代表

池坊学園で華道芸術を学んだ後、渡独。８年間ドイツでフラワーアレンジを
学び、ヨーロッパのセンスとテクニックを身につける。
１９９１年の帰国後、ＭＡＦＤアミノを立ち上げ、個人レッスンを開始。

◆現在の活動内容
１. 講習会・教室・デモンストレーション
フラワーアレンジメント、トロッケンゲシュテック（木の実とスパイスのドイツ装花）、
プリザーブドフラワーアレンジメント等の レッスン・デモンストレーションを
全国で行うかたわら、花を通じての楽しいお話を含め、より完成されたテクニックを
提案しています。気品あふれる華やかな作品が魅力です。
横浜市西区みなとみらいのランドマークプラザにて教室を展開しています。
※認定校250校　講師資格取得者（卒業生）　1500人以上
※詳しくは　www.mafdamino.com

２. イベント
国内外の各種イベント企画・制作・運営を行っています。
豊富なヨーロッパでの経験を生かし、花を通じての空間作り、演劇舞台の装花や
ウェディングプロデュースを手がけるなど幅広く活躍しています。

３. 出版・講演活動
著書に「Modern art of flower decoration 華の世界」（草土出版）、
「プリザービングフラワーズ」（プリザービングフラワーズ協会名で
出版・誠文堂新光社）他多数。

今井清　　Kiyoshi Imai
昭和２５年１月１６日生まれ 
広島県呉市出身 
１９６８年　　花卉園芸にたずさわる 
１９７８年　　バラの栽培を手がける 
１９８５年　　倉橋農場を開設 
１９９３年　　バラの育種を始める 
１９９５年　　農林水産大臣賞受賞 
１９９９年　　日本農業賞（個人の部）大賞受賞 
２０００年　　日本バラ切花協会副会長　現在監事 
２００２年　　フロリアード（オランダ） 
　　　　　　　 バラのオリジナル品種部門銅賞受賞 
　　　　　　　 「コーラル・ベル」 他多数受賞

プロフィール

代表品種 １. スイートオールド（ＳＰ） 
２. ブライダルスプレー（ＳＰ） 
３. オスカーシャイン 
４. ロマンティックエンジェル 
５. ひばりピースローズ　他



ご存知ですか？

花の女王と称され人に愛され続けているバラ。

バラは常に品種改良をされ、その種を増やしております。

ご存知ですか？

バラにあなたの名前がつけられる事を。

新しい名前のそのバラは

世界でたったひとつの品種となり

お花屋さんに並ぶのです。

バラの品種名になった世界の著名人

ヴィクトリア女王

ダイアナ元皇太子妃

オードリー・ヘップバーン

グレース・ケリー

エイブラハム・リンカーン

ジャック・カルティエ

ジョン・F・ケネディ

ビクトル・ユゴー

モーリス・ユトリロ

世界でたったひとつのバラを咲かす。

新種の未登録のバラに、好きな名前をつけて、世界に一つだけのバラに
しましょう。気品高く、美しいバラの花は、企業のイメージアップや新しい価値の
資産として豊かさをもたらす事でしょう。
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A course.

～ バラ達を救う4つのコース ～

本コースは、日本を代表するバラの育種家・今井清が手掛けた新種の
バラにお客様がお好きな名前を付け、１年間お楽しみいただくコース
です。種苗権利は含まれません。

１年間の命名権コース

B course.

本コースは、日本を代表するバラの育種
家・今井清が手掛けた新種のバラにお客様がお好きな名前を付け、
農林水産省に種苗の登録をするコースです。市場に出る可能性が
生まれます。

農林水産省種苗登録コース

C course.

本コースは日本を代表するバラの育種家・今井清が手掛けた新種の
バラの権利を５０％取得して頂くコースです。

種苗権利50％コース

D course.

本コースは日本を代表するバラの育種家・今井清が手掛けた新種の
バラの権利を完全に取得して頂くコースです。

種苗権利完全取得コース
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A course.

¥ 315,000

本コースは、日本を代表するバラの育種家・今井清が手掛けた新種の
バラにお客様がお好きな名前を付け、１年間お楽しみいただくコースです。
種苗権利は含まれません。

１年間の命名権コース

購入内容

有効期限

更　　新

更新料金

配送方法

配送日時

1.年間３００本の切り花を5～7回に分けて御指定の所へお届け致します。
2. ひとつの梱包につき30～40本とします。
   （上記以上は、梱包が複数になります）
3. 梱包代、運送代は購入代金に含まれます。
4. 苗の提供・・・御希望の場合１０株
5. 認定証・・・バラの名前、写真、花の解説、今井清の署名
6. 命名されたバラのカードと、送り先へのメッセージカードを同封致します。

原則１年としますが、希望により次年度への更新が可能（別途料金）

１年満期３ヶ月前に書面にてお伺い致します

２６２,５００円（１年目の条件と同内容）

今井ナーセリー（今井清）より前日切り取ったバラを、
翌日専用のBOXにて配送致します。

本商品購入時に、１年間のお届け予定日を承ります。
バラの生育上、３ヶ月以降の予定日を設定して頂きます。

価 格
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B course.

¥ 210,000

本コースは、日本を代表するバラの育種家・今井清が手掛けた新種の
バラにお客様がお好きな名前を付け、農林水産省に種苗の登録をする
コースです。
農林水産省に新品種として登録をする事により、あなたの命名したバラ
が、市場に出る可能性が生まれます。街のお花屋さんで、あなたの命名
したバラが売られていたら素敵じゃありませんか？

農林水産省種苗登録コース

購入内容

有効期限

更　　新

更新料金

配送方法

配送日時

注意事項

1.年間1００本の切り花を3～5回に渡り３年間御指定の所へお届け致します。　
2. ひとつの梱包につき30～40本とします。
  （上記以上は、梱包が複数になります。）
3. 梱包代、運送代は購入代金に含まれます。
4. 苗の提供・・・御希望の場合１０株
5. 認定証・・・バラの名前、写真、花の解説、今井清の署名
6. 命名されたバラのカードと、送り先へのメッセージカードを同封致します。
7. 市場流通時の名前を今井ナーセリーと相談の上、決める事が出来ます。

原則３年とし、御希望により次年度への更新が可能です。

3年満期３ヶ月前に書面にてお伺い致します。

１年９,０００円 （2009年度）

今井ナーセリー（今井清）より前日切り取ったバラを、
翌日専用のBOXにて配送致します。

本商品購入時に、１年間のお届け予定日を承ります。
バラの生育上、３ヶ月以降の予定日を設定して頂きます。

農林水産省登録の手続き上、持分のパーセンテージ表記がされますが、
全てのパテント権利は今井清、網野妙子に帰属するものとします。
農林水産省の認可が下りなかった場合、登録費用２1０，０００円を
返金致します。（市場流通時の名前は変更する事が出来ます。）

農林水産省種苗登録

価 格

¥ 840,000
¥ 1,050,000

バラ代
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C course.

本コースは日本を代表するバラの育種家・今井清が手掛けた新種の
バラの権利を５０％取得して頂くコースです。

種苗権利50％コース

購入内容

有効期限

更　　新

更新料金

配送方法

配送日時

パテント権利料金

契約農家

1. 全権利の５０％を取得
2. 年間３００本の切り花を5～7回に渡り３年間御指定の所へお届け致します。
3. ひとつの梱包につき30～40本とします
  （上記以上は、梱包が複数になります）
4. 梱包代、運送代は購入代金に含まれます。
5. 苗の提供・・・5０株
6. 認定証・・・バラの名前、写真、花の解説、今井清の署名
7. 命名されたバラのカードと、送り先へのメッセージカードを同封致します。

原則３年とし、御希望により次年度への更新が可能です。

3年満期３ヶ月前に書面にてお伺い致します。

１年 ９,０００円 （2009年度）

今井ナーセリー（今井清）より前日切り取ったバラを、
翌日専用のBOXにて配送致します。

本商品購入時に、１年間のお届け予定日を承ります。
バラの生育上、３ヶ月以降の予定日を設定して頂きます。

市場販売１苗に対し５０円が、今井ナーセリー（今井清）により
支払われます。支払いは１年分をまとめて支払う事とします。

苗を個別に増やす場合、お近くの農園を御紹介致します。
（個別契約が必要となります。）

価 格 ¥ 5,250,000

SAV E  THE ROSE PROJECT

（税込）



D course.

本コースは日本を代表するバラの育種家・今井清が手掛けた新種の
バラの権利を完全に取得して頂くコースです。

種苗権利完全取得コース

有効期限

更　　新

更新料金

配送方法

配送日時

パテント権利料金

契約農家

1. 全権利の100％を取得
2. 年間３００本の切り花を5～7回に渡り３年間御指定の所へお届け致します。
3. ひとつの梱包につき30～40本とします
  （上記以上は、梱包が複数になります）
4. 梱包代、運送代は購入代金に含まれます。
5. 苗の提供・・・5０株
6. 認定証・・・バラの名前、写真、花の解説、今井清の署名
7. 命名されたバラのカードと、送り先へのメッセージカードを同封致します。

原則３年とし、御希望により次年度への更新が可能です。

3年満期３ヶ月前に書面にてお伺い致します。

１年  ９,０００円 （2009年度）

今井ナーセリー（今井清）より前日切り取ったバラを、
翌日専用のBOXにて配送致します。

本商品購入時に、１年間のお届け予定日を承ります。
バラの生育上、３ヶ月以降の予定日を設定して頂きます。

市場販売１苗に対し100円が、今井ナーセリー（今井清）により
支払われます。支払いは１年分をまとめて支払う事とします。

苗を個別に増やす場合、お近くの農園を御紹介致します。
（個別契約が必要となります。）

価 格 ¥ 10,500,000
購入内容
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種苗権利（種苗法）とは？

花のパテントの仕組み

種苗法は1998年12月24日に新種苗法が施行され，2003年7月に改正されました。
現在、国内においても、花卉、野菜、果樹などあらゆる農産物を対象に種苗登録制度が確立されて
います。新しく開発された新品種について、育種家および営利栽培家の権利と利益を守るための法
的な制度とお考え頂ければ良いと思います。
この制度が実施されていなかった時は、ひとたび新品種が発売されると、あらゆる手段を使って、無
制限に増殖が行なわれてきました。このため生産過剰を導いて価格の下落を招き、採算割れになる
などの苦しい経営に追い込まれることが多かったのです。

現在、様々な植物は、種苗法によって国に品種登録されています。
品種登録されたものには育成者権という権利が与えられます。
育成者権は、登録品種やその品種と区別できない品種を業として利用する権利を持つことです。
つまり、品種登録してあるものは、品種改良をして育成した人（育成者権者）しか使用できません。
もし栽培したいのであれば、育成者権者の許可（許諾）をもらって栽培しなければなりませんし、
育成者権者に許可無く勝手に利用（苗を増やしたり、販売や提供、輸出など）をすることは種苗法
で禁止されております。
もし、このことを守らなければ種苗法に違反したことになり罰金などの罰則を科せられます。

育成者

利用者

農林水産省
育成者権

※厳しい基準のもと審査を行います。

出願

権利

承
諾 利

用
料

権
利
侵
害

　
の
対
応

パテント料 何気なく購入している花にも、
著作権があるのを
ご存知ですか？発生

SAV E  THE ROSE PROJECT



 
　　ローテローゼ　平成13年 　7,894,773本
　　ローテローゼ　平成18年　 ）株222,775～株333,643約（ 本200,093,01
     おおよそのパテント料　（約346,333株～577,222株）×100円
    ※2,3年ごとにパテント発生

　 流通量 第5位の テレサ
　　　テレサ　平成18年 　2,232,369本
　おおよそのパテント料　（約74,412株～124,020株）×100円

◆ 世界３大花き消費地域

　　　1. アメリカ　145億8600万$
　　　2. ドイツ　　76億700万$
　　　3. 日本　　　53億9600万$

◆ 切り花生産面積

　　　
日本は、世界の10分の1を生産しており、　21,218 ha　である事実。

→つまり世界に輸出する為の供給力はある！

数字で見る、バラの世界
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◆生産量（農林水産省の資料より）

流通量 第1位のローテローゼ

＊世界３大花き消費国（地域ではない）菊他含む

＊切り花生産面積　　バラは609ha



新種のバラについての説明

バラのコース選択

契約

代金お支払

登録・証書発行

バラを発送

パテント料を振込
（C,Dコースのみ）

1年間分をまとめてお支払致し
ます。

SAV E  THE ROSE PROJECT

ご契約までの流れ

4つのコースよりお選び頂きます。
カタログより、旬な新種のバラを
お選び頂く事ができます。

契約書にそって、注意点などをご
確認頂き、契約となります。

お振込の確認が出来次第、バラ
の育成を始めます。

御指定の所へお届け致します。
バラの生育上、３ヶ月以降の指定
日を設定して頂きます。

バラの名前、写真、花の解説、
今井清の署名が記載された証書
を発行致します。
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認定証・・・バラの名前、写真、花の解説、今井清の署名が入ります。
素敵なゴールドのカバーに認定書が入っております。
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MAFD  AM I NO
横浜市西区みなとみらい 2-2-1 ランドマークプラザ 1F

TEL＆FAX : 045-222-5335

発　売　店
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