
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

果樹試験場が

ルの果実生産

商業栽培
  
１ これまでの経過

平成19

平成23

平成26

平成26

平成28

 

２ 契約の内容

（１）品種シナノゴールド及び商標に関するライセンス契約

項  

期  

許諾商標

許諾地域

許諾地域

 

（２）商標権の譲渡契約

  ①ＶＯＧ

  ②ＶＯＧが

 

３ 許諾商標

◆果実は
 

「yellow

明るく楽しいイメージを連想させ、

トとする。
 
世界的ブランドの赤色りんご「ピンクレディ

ごのブランド化を図る。

 
平成
農政部
（課長）
TEL
   
FAX
E-mail

欧州における

果樹試験場が育成

果実生産者団体

商業栽培を行うため

これまでの経過 

年月日 

19年12月27日

23年9月11日 

26年3月25日 

26年5月29～30

28年3月24日 

契約の内容 

（１）品種シナノゴールド及び商標に関するライセンス契約

  目 

  間 平成28

許諾商標 

① 商標
品種名「

ンターネットウェブサイトや技術的カタログ・パンフレット等で日本国長野県の育成品種である旨

を表示し、長野県を

② 許諾

許諾地域 

A：EU

B：スイス、北欧、東欧、ロシア、

  北アフリカ

許諾地域外 
その他地域（日本・上記以外）

日本 

（２）商標権の譲渡契約

①ＶＯＧ帰属のＥＵ商標権の

②ＶＯＧが保有する日本の国際商標を長野県へ移転する契約。

許諾商標 

果実はyello ®の名称で

yellow（黄色）」と「

明るく楽しいイメージを連想させ、

トとする。 

世界的ブランドの赤色りんご「ピンクレディ

ごのブランド化を図る。

平成28年（2016年）３月
農政部 農業技術課
（課長）上杉壽和
TEL：026-235-72
    026-232-0111
FAX ：026-235-

mail：nogi＠pref.nagano.

欧州における品種シナノゴールド及び商標に関するライセンス契約について

育成したりんご

者団体（VOG、VI.P

ため「品種シナノゴールド及び商標に関するライセンス契約

 

日 VOG,VI.P

 
阿部

イタリア訪問

 覚書締結

30日 VOG

 VOG

（１）品種シナノゴールド及び商標に関するライセンス契約

28年（2016

商標「yello®
品種名「Shinano Gold

ンターネットウェブサイトや技術的カタログ・パンフレット等で日本国長野県の育成品種である旨

を表示し、長野県を

許諾使用料は

EU加盟28か国

：スイス、北欧、東欧、ロシア、

北アフリカ等

その他地域（日本・上記以外）

 

（２）商標権の譲渡契約 

のＥＵ商標権の

する日本の国際商標を長野県へ移転する契約。

の名称で販売する。

（黄色）」と「hello

明るく楽しいイメージを連想させ、

世界的ブランドの赤色りんご「ピンクレディ

ごのブランド化を図る。 

年）３月25日 
農業技術課 研究普及係

上杉壽和 （担当）江口直樹
7220 (直通)  
0111（代表） 
-8392 

pref.nagano.lg.

品種シナノゴールド及び商標に関するライセンス契約について

りんご品種「シナノゴールド」は、

VI.P）に栽培

品種シナノゴールド及び商標に関するライセンス契約

経 過 

VOG,VI.Pと契約

阿部知事 

イタリア訪問

覚書締結 

VOG関係者来県

VOG関係者来県

（１）品種シナノゴールド及び商標に関するライセンス契約

2016年）～平成

yello®」を本県と
Shinano Gold」は、

ンターネットウェブサイトや技術的カタログ・パンフレット等で日本国長野県の育成品種である旨

を表示し、長野県をPRする。

はVOGの販売促進経費等を

か国 

：スイス、北欧、東欧、ロシア、

等 

その他地域（日本・上記以外）

のＥＵ商標権の50％を長野県へ無償譲渡する契約。

する日本の国際商標を長野県へ移転する契約。

販売する。 

hello（ハロー）」からなる造語。黄色が持つ

明るく楽しいイメージを連想させ、20～

世界的ブランドの赤色りんご「ピンクレディ

 
研究普及係  

（担当）江口直樹 
 
 内線3065 

lg.jp 

品種シナノゴールド及び商標に関するライセンス契約について

1

「シナノゴールド」は、

栽培許諾されました。

品種シナノゴールド及び商標に関するライセンス契約

と契約 「品種シナノゴールドに関する利用許諾契約

イタリア訪問 

試験栽培の状況を確認

基本的許諾料率、許諾商標について協議

商業栽培

関係者来県 大規模商業栽培

関係者来県 大規模商業栽培

（１）品種シナノゴールド及び商標に関するライセンス契約

内

年）～平成42年（2030

本県とVOG、VI.P
」は、EU規則により販売時に包装容器等に記載される。また、

ンターネットウェブサイトや技術的カタログ・パンフレット等で日本国長野県の育成品種である旨

する。 

の販売促進経費等を

果実の生産・販売、商標使用の独占許諾

：スイス、北欧、東欧、ロシア、 
果実販売、商標使用の独占許諾

その他地域（日本・上記以外） 
VOG

％を長野県へ無償譲渡する契約。

する日本の国際商標を長野県へ移転する契約。

（ハロー）」からなる造語。黄色が持つ

～30代の若者世代をターゲッ

世界的ブランドの赤色りんご「ピンクレディ®」に匹敵する黄色りん

品種シナノゴールド及び商標に関するライセンス契約について

 
平成28年（2016
農業試験場 
(場長)小林文彦
TEL：026-246
    026-246
FAX：026-251
E-mail：nogyoshiken

「シナノゴールド」は、平成

ました。その後の

品種シナノゴールド及び商標に関するライセンス契約

品種シナノゴールドに関する利用許諾契約

試験栽培の状況を確認

基本的許諾料率、許諾商標について協議

商業栽培段階への移行

大規模商業栽培段階の契約を協議

大規模商業栽培段階の

（１）品種シナノゴールド及び商標に関するライセンス契約 

内  容 

2030年）12月末日の

VI.Pが共有する。
規則により販売時に包装容器等に記載される。また、

ンターネットウェブサイトや技術的カタログ・パンフレット等で日本国長野県の育成品種である旨

の販売促進経費等を考慮して

果実の生産・販売、商標使用の独占許諾

果実販売、商標使用の独占許諾

VOG、VI.P

％を長野県へ無償譲渡する契約。

する日本の国際商標を長野県へ移転する契約。

（ハロー）」からなる造語。黄色が持つ

代の若者世代をターゲッ

」に匹敵する黄色りん

品種シナノゴールド及び商標に関するライセンス契約について

2016年）３月25
 知的財産管理部

小林文彦 （部長）木原宏
46-2414 (直通

246-2410（代表）
251-2357 

nogyoshiken＠pref.nagano.

平成19年12月

その後の試験評価

品種シナノゴールド及び商標に関するライセンス契約

内  容

品種シナノゴールドに関する利用許諾契約

試験栽培の状況を確認 

基本的許諾料率、許諾商標について協議

段階への移行 

段階の契約を協議

段階のライセンス契約締結

月末日の15年間

共有する。 
規則により販売時に包装容器等に記載される。また、

ンターネットウェブサイトや技術的カタログ・パンフレット等で日本国長野県の育成品種である旨

考慮して合意。 

果実の生産・販売、商標使用の独占許諾

果実販売、商標使用の独占許諾

VI.Pによる栽培不可

％を長野県へ無償譲渡する契約。 

する日本の国際商標を長野県へ移転する契約。 

（ハロー）」からなる造語。黄色が持つ

代の若者世代をターゲッ

」に匹敵する黄色りん

品種シナノゴールド及び商標に関するライセンス契約について

25日 
知的財産管理部  

（部長）木原宏 （担当）鈴木尚俊
直通)  

（代表） 内線131 

pref.nagano.lg.jp

月27日イタリア

試験評価を経て

品種シナノゴールド及び商標に関するライセンス契約」を締結しま

容 

品種シナノゴールドに関する利用許諾契約

基本的許諾料率、許諾商標について協議

段階の契約を協議 

イセンス契約締結

年間 

規則により販売時に包装容器等に記載される。また、

ンターネットウェブサイトや技術的カタログ・パンフレット等で日本国長野県の育成品種である旨

 

果実の生産・販売、商標使用の独占許諾

果実販売、商標使用の独占許諾 

栽培不可、果実販売

品種シナノゴールド及び商標に関するライセンス契約について

（担当）鈴木尚俊 

 

jp 

イタリア南チロ

を経て、大規模

しました。 

品種シナノゴールドに関する利用許諾契約」締結

基本的許諾料率、許諾商標について協議 

イセンス契約締結 

規則により販売時に包装容器等に記載される。また、VOGはイ

ンターネットウェブサイトや技術的カタログ・パンフレット等で日本国長野県の育成品種である旨

果実の生産・販売、商標使用の独占許諾 

 

果実販売不可 

品種シナノゴールド及び商標に関するライセンス契約について

資料10 

締結 

はイ

ンターネットウェブサイトや技術的カタログ・パンフレット等で日本国長野県の育成品種である旨

 

品種シナノゴールド及び商標に関するライセンス契約について 

 



 

 

４ 今後の

◆平成

にて

 

５ シナノゴールド欧州許諾の将来像

◆平成

◆契約期間中に

ルデンデリシャスの栽培面積は約

◆yello®

 

 

 

 

 

 

【参考1】シナノゴールドの特性

（１）来歴

ア 交配品種

イ 品種登録

（２）品種特性

酸度と糖度のバランスに優れ、果汁が多く良食味、貯蔵性に優れ

た中生種（日本での収穫時期は

収量性が高い黄色品種

 

 

【参考２】

名  

VOG 

VI.P 

SKズードチロル

 

 

【参考３】

地域

イタリア

 うち南チロル

日本 

 うち長野県

 

今後の予定 

平成28年11月南チロルのボルツァーノ市で開催される、りんご見本市「インターポマ

にてyello ®／シナノゴールドの

シナノゴールド欧州許諾の将来像

平成30年までに

契約期間中に、

ルデンデリシャスの栽培面積は約

yello®の世界的なブランド化

シナノゴールドの特性

（１）来歴 

交配品種  

「千秋」を交配して育成した品種

品種登録  

（日本国品種登録有効期限

（２）品種特性 

酸度と糖度のバランスに優れ、果汁が多く良食味、貯蔵性に優れ

た中生種（日本での収穫時期は

収量性が高い黄色品種

】許諾先の概要

  称 

ズードチロル 

】イタリア・南チロルでのりんご栽培の現状

地域 

イタリア 52,000

うち南チロル 18,750

37,

うち長野県 7,

月南チロルのボルツァーノ市で開催される、りんご見本市「インターポマ

／シナノゴールドの

シナノゴールド欧州許諾の将来像

までに南チロルで

、ゴールデンデリシャス等からの転換による

ルデンデリシャスの栽培面積は約

の世界的なブランド化

シナノゴールドの特性

  長野県果樹試験場が「ゴールデンデリシャス」に

「千秋」を交配して育成した品種

平成11年8月

（日本国品種登録有効期限

酸度と糖度のバランスに優れ、果汁が多く良食味、貯蔵性に優れ

た中生種（日本での収穫時期は

収量性が高い黄色品種 

許諾先の概要 

「南チロル果物生産者協同組合」

南チロルの標高が低い地域のりんご生産者

団体。 

「ヴァルヴェノスタ協同組合」

南チロルの標高が高い地域の農業生産者団

体。 

 「南チロル品種革新連合体」

交渉の窓口。

るため、試験評価を担う機関。

イタリア・南チロルでのりんご栽培の現状

面積 生産量

52,000ha 241

18,750ha 96

37,100ha 74

7,650ha 16

月南チロルのボルツァーノ市で開催される、りんご見本市「インターポマ

／シナノゴールドの発表会

シナノゴールド欧州許諾の将来像 

南チロルで30haまで面積

ゴールデンデリシャス等からの転換による

ルデンデリシャスの栽培面積は約6,900ha

の世界的なブランド化 

シナノゴールドの特性 

長野県果樹試験場が「ゴールデンデリシャス」に

「千秋」を交配して育成した品種

月11日 

（日本国品種登録有効期限

酸度と糖度のバランスに優れ、果汁が多く良食味、貯蔵性に優れ

た中生種（日本での収穫時期は10月上旬～中旬）で、栽培しやすく、

概     

「南チロル果物生産者協同組合」

南チロルの標高が低い地域のりんご生産者

「ヴァルヴェノスタ協同組合」

南チロルの標高が高い地域の農業生産者団

「南チロル品種革新連合体」

交渉の窓口。VOG、VI.P

るため、試験評価を担う機関。

イタリア・南チロルでのりんご栽培の現状

生産量 

241万トン 黄色品種：ゴールデンデリシャスで約

赤色品種：96万トン 

74万トン 黄色品種：シナノゴールド、王林で約７％

赤色品種：ふじ、つがる、シナノスイート、他で16万トン 

2

月南チロルのボルツァーノ市で開催される、りんご見本市「インターポマ

発表会 

まで面積を拡大。

ゴールデンデリシャス等からの転換による

6,900ha。） 

長野県果樹試験場が「ゴールデンデリシャス」に

「千秋」を交配して育成した品種 

（日本国品種登録有効期限 平成

酸度と糖度のバランスに優れ、果汁が多く良食味、貯蔵性に優れ

月上旬～中旬）で、栽培しやすく、

     要 

「南チロル果物生産者協同組合」

南チロルの標高が低い地域のりんご生産者

「ヴァルヴェノスタ協同組合」 

南チロルの標高が高い地域の農業生産者団

「南チロル品種革新連合体」 

VI.Pに新品種を導入す

るため、試験評価を担う機関。 

イタリア・南チロルでのりんご栽培の現状 

黄色品種：ゴールデンデリシャスで約

赤色品種：ガラ、

黄色品種：シナノゴールド、王林で約７％

赤色品種：ふじ、つがる、シナノスイート、他で

月南チロルのボルツァーノ市で開催される、りんご見本市「インターポマ

拡大。 

ゴールデンデリシャス等からの転換による生産拡大

長野県果樹試験場が「ゴールデンデリシャス」に

 

平成36年8月10

酸度と糖度のバランスに優れ、果汁が多く良食味、貯蔵性に優れ

月上旬～中旬）で、栽培しやすく、

「南チロル果物生産者協同組合」 

南チロルの標高が低い地域のりんご生産者

南チロルの標高が高い地域の農業生産者団

に新品種を導入す

 
（EUROSTAT201

リンゴ品種の面積割合

黄色品種：ゴールデンデリシャスで約

ガラ、レッドデリシャス

黄色品種：シナノゴールド、王林で約７％

赤色品種：ふじ、つがる、シナノスイート、他で

月南チロルのボルツァーノ市で開催される、りんご見本市「インターポマ

生産拡大（南チロルにおけるゴー

長野県果樹試験場が「ゴールデンデリシャス」に

10日） 

酸度と糖度のバランスに優れ、果汁が多く良食味、貯蔵性に優れ

月上旬～中旬）で、栽培しやすく、

EUROSTAT2014、平成2

リンゴ品種の面積割合

黄色品種：ゴールデンデリシャスで約

レッドデリシャス、ふじ、ピンクレディ

黄色品種：シナノゴールド、王林で約７％

赤色品種：ふじ、つがる、シナノスイート、他で

月南チロルのボルツァーノ市で開催される、りんご見本市「インターポマ

南チロルにおけるゴー

26年産果樹生産出荷統計

リンゴ品種の面積割合 

黄色品種：ゴールデンデリシャスで約42％  （南チロル）

、ふじ、ピンクレディ

黄色品種：シナノゴールド、王林で約７％  （長野県）

赤色品種：ふじ、つがる、シナノスイート、他で

南チロル
イタリア北部に位置し、

標高200～

りんごを栽培

シナノゴールド

月南チロルのボルツァーノ市で開催される、りんご見本市「インターポマ2016」

南チロルにおけるゴー

年産果樹生産出荷統計）

（南チロル）

、ふじ、ピンクレディ®等で40％ 

（長野県） 

赤色品種：ふじ、つがる、シナノスイート、他で93％ 

南チロル 
イタリア北部に位置し、

～1,000ｍで 

りんごを栽培 

シナノゴールド 

」

南チロルにおけるゴー

） 

（南チロル） 

 

 

イタリア北部に位置し、

 


