


通称 読み方 品種名 形質補足 共通補足

愛心 あいみ ⻩透明鱗アルビノ菱尾

⻘オーロラヒレ⻑ あおおーろらひれなが ⻘半透明鱗ヒレ⻑

⻘オーロララメヒレ⻑ダルマ あおおーろららめひれながだるま ⻘半透明鱗ラメヒレ⻑ダルマ ⻘（パープルブルー）

⻘スモールアイ幹之ヒレ⻑ あおすもーるあいみゆきひれなが ⻘スモールアイ体外光ヒレ⻑

モルフォリアルロングフィン あおたいがいこうもるふぉりあるろんぐふぃん ⻘体外光リアルロングフィンモルフォ

⻘幹之体内光ヒカリ あおたいないこう ⻘体外光体内光ヒカリ

⻘蝶 あおちょう ⻘体外光ヒレ⻑ロングフィン

⻘蝶ダルマ あおちょうだるま ⻘体外光ヒレ⻑ロングフィンダルマ

⻘蝶ヒカリ あおちょうひかり ⻘体外光ヒレ⻑ロングフィンヒカリ

⻘出⽬幹之 あおでめみゆき ⻘出⽬体外光

⻘パンダヒゲ出⽬ あおぱんだひげでめ ⻘パンダ出⽬ ヒゲ

⻘パンダ幹之 あおぱんだみゆき ⻘パンダ体外光

⻘ヒゲ出⽬ あおひげでめ ⻘出⽬ ヒゲ

⻘ヒゲ出⽬ヒカリ あおひげでめひかり ⻘出⽬ヒカリ ヒゲ

⻘ビッグアイ⽔泡眼 あおびっぐあいすいほうがん ⻘ビッグアイ 水泡眼

⻘ビッグアイ幹之 あおびっぐあいみゆき ⻘ビッグアイ体外光

⻘ビッグアイ幹之ダルマ あおびっぐあいみゆきだるま ⻘ビッグアイ体外光ダルマ

⻘ビッグアイ幹之ヒレ⻑ あおびっぐあいみゆきひれなが ⻘ビッグアイ体外光ヒレ⻑

⻘ビッグアイラメ幹之 あおびっぐあいらめみゆき ⻘ビッグアイラメ

⻘幹之サムライヒカリ あおみきゆきさむらいひかり ⻘体外光サムライヒカリ

⻘幹之透明鱗 あおみきゆきとうめいりん ⻘透明鱗体外光

⻘幹之 あおみゆき ⻘体外光

⻘幹之スモールアイ あおみゆきすもーるあい ⻘スモールアイ体外光

⻘幹之スワロー あおみゆきすわろー ⻘体外光スワロー

⻘幹之スワローダルマ あおみゆきすわろーだるま ⻘体外光スワローダルマ

⻘幹之ダルマ あおみゆきだるま ⻘体外光ダルマ

⻘幹之透明鱗ヒカリ あおみゆきとうめいりんひかり ⻘透明鱗体外光ヒカリ

⻘幹之ヒカリ あおみゆきひかり ⻘体外光ヒカリ

⻘幹之ヒカリダルマ あおみゆきひかりだるま ⻘体外光ヒカリダルマ

⻘幹之菱尾 あおみゆきひしお ⻘体外光菱尾

⻘幹之ヒレ⻑ あおみゆきひれなが ⻘体外光ヒレ⻑

⻘幹之ヒレ⻑ダルマ あおみゆきひれながだるま ⻘体外光ヒレ⻑ダルマ

⻘幹之ラメダルマ あおみゆきらめだるま ⻘ラメ体外光ダルマ

⻘幹之リアルロングフィン あおみゆきりあるろんぐふぃん ⻘体外光リアルロングフィン

⻘ラメ幹之サムライヒカリ あおらめみきゆきさむらいひかり ⻘ラメサムライヒカリ

⻘ラメ幹之 あおらめみゆき ⻘ラメ

⻘ラメ幹之体内光 あおらめみゆきたいないこう ⻘ラメ体内光

赤色らんちゅう あかいろらんちゅう オレンジマルコ

暁 あかつき 琥珀ヒカリ

暁北辻ヒレロング あかつききたつじひれろんぐ 琥珀ワイドフィンヒカリ

暁サムライ あかつきさむらい 琥珀サムライヒカリ

暁上下サムライ あかつきじょうげさむらい 琥珀サムライヒカリ

暁スモールアイ あかつきすもーるあい 琥珀スモールアイヒカリ

暁スワロー あかつきすわろー 琥珀スワローヒカリ

暁出目 あかつきでめ 琥珀出目ヒカリ

暁透明鱗 あかつきとうめいりん 琥珀透明鱗ヒカリ

暁透明鱗スモールアイ あかつきとうめいりんすもーるあい 琥珀透明鱗スモールアイヒカリ

暁パンダ あかつきぱんだ 琥珀パンダヒカリ

暁ラメ あかつきらめ 琥珀ラメヒカリ

灯 あかり ⻩⽩体外光

灯ラメ あかりらめ ⻩⽩ラメ

灯ラメ錦 あかりらめにしき ⻩⽩ラメ斑

安芸⻩⾦ あきおうごん ⻩⾦

篤姫 あつひめ 朱赤透明鱗ヒカリ

アルビノ体外光ヒレ⻑ あるびのたいがいこうひれなが ⽩アルビノ体外光ヒレ⻑

アルビノ幹之 あるびのみゆき 白アルビノ体外光

アルビノ幹之ダルマ あるびのみゆきだるま 白アルビノ体外光ダルマ

雲州紅白 うんしゅうこうはく 白朱赤

雲州三色 うんしゅうさんしょく 白朱赤斑

エメラルドフィン えめらるどふぃん ⻘⻩⾦半透明鱗体外光 体外光（鱗光） 一周光

エメラルドフィンヒカリ えめらるどふぃんひかり ⻘⻩⾦半透明鱗体外光ヒカリ 体外光（鱗光） 一周光

花魁 おいらん ⻩⽩体外光斑

⻩⾦北辻ヒレロングヒカリ おうごんきたつじひれろんぐひかり ⻩⾦ワイドフィンヒカリ

⻩⾦錦メラー おうごんにしきめらー ⻩⾦斑メラー

王妃 おうひ 白半透明鱗体外光アルビノ 体外光（鱗光） 一周光

王妃リアルロングフィン おうひりあるろんぐふぃん 白半透明鱗アルビノリアルロングフィン 体外光（鱗光） 一周光

オーロラ おーろら ⻘半透明鱗

オーロラ⻩ラメ幹之サファイア系 おーろらきらめみゆきさふぁいあけい ⻩⻘半透明鱗ラメ ラメ（⻘）

オーロラブラック おーろらぶらっく 白半透明鱗ブラックリム

オーロラブラックサムライヒカリ おーろらぶらっくさむらいひかり 白ブラックリムサムライヒカリ

オーロラブラックダルマ おーろらぶらっくだるま 白半透明鱗ブラックリムダルマ

オーロラブラックヒカリ おーろらぶらっくひかり 白半透明鱗ブラックリムヒカリ

オーロラ幹之 おーろらみきゆき ⻘半透明鱗体外光

オーロララメ おーろららめ ⻘半透明鱗ラメ

オーロララメ幹之サファイア系 おーろららめみゆきさふぁいあけい ⻘半透明鱗ラメ ラメ（⻘）



通称 読み方 品種名 形質補足 共通補足

乙姫 おとひめ オレンジ半透明鱗ブラックリムヒカリ

オレンジ⻘オーロララメ おれんじあおおーろららめ ⻘オレンジ半透明鱗ラメ

オレンジオーロラ おれんじおーろら オレンジ半透明鱗

オレンジオーロラブラックラメ おれんじおーろらぶらっくらめ オレンジ半透明鱗ラメブラックリム

オレンジオーロララメ おれんじおーろららめ オレンジ半透明鱗ラメ

オレンジオーロララメダルマ おれんじおーろららめだるま オレンジ半透明鱗ラメダルマ

オレンジ⿊オーロララメ オレンジくろオーロララメ ⿊オレンジ半透明鱗ラメ

オレンジサムライ おれんじさむらい オレンジサムライヒカリ

オレンジブラックリム おれんじぶらっくりむ オレンジ半透明鱗ブラックリム

オロチ おろち ブラックパンダ 背地反応なし

オロチスワロー おろちすわろー ブラックパンダスワロー 背地反応なし

オロチヒカリ おろちひかり ブラックパンダヒカリ 背地反応なし

オロチヒカリダルマ おろちひかりだるま ブラックパンダヒカリダルマ 背地反応なし

オロチヒレ⻑ おろちひれなが ブラックパンダヒレ⻑ 背地反応なし

オロチラメ おろちらめ ブラックラメ 背地反応なし

カイジ かいじ ブラックパンダ ブラック（ヒレ⻩） 背地反応なし

柿色夜桜 かきいろよざくら ⿊オレンジ半透明鱗ラメブラックリム

景⻁ かげとら ブラックスワロー 背地反応なし

霞 かすみ ⽩アルビノ体外光ヒレ⻑

勝千代 かつちよ ブラックスワローダルマ ブラック（ヒレ⻩） 背地反応なし

⻩⻘オーロララメ きあおおーろららめ ⻩⻘半透明鱗ラメ

⻩アルビノシースルー きあるびのしーするー ⻩アルビノ シースルー

⻩アルビノシースルーヒレ⻑ きあるびのしーするーひれなが ⻩アルビノヒレ⻑ シースルー

⻩アルビノ出⽬シースルー きあるびのでめしーするー ⻩アルビノ出⽬ シースルー

⻩アルビノ透明鱗菱尾 きあるびのとうめいりんひしお ⻩透明鱗アルビノ菱尾

⻩オーロラ きおーろら ⻩半透明鱗

⻩オーロラスワロー きおーろらすわろー ⻩半透明鱗スワロー

⻩オーロラヒカリ きおーろらひかり ⻩半透明鱗ヒカリ

⻩オーロラヒレ⻑ きおーろらひれなが ⻩半透明鱗ヒレ⻑

⻩⿊オーロラ きぐろおーろら ⻩⿊半透明鱗

⻩⿊オーロラ体外光 きぐろおーろらたいがいこう ⻩⿊半透明鱗体外光

貴公子 きこうし 琥珀スモールアイヒカリ

⻩桜 きざくら ⻩⽩半透明鱗ラメ

⻩桜ヒレ⻑ きざくらひれなが ⻩⽩半透明鱗ラメヒレ⻑

⻩⽩オーロラスワロー きじろおーろらすわろー ⻩⽩半透明鱗スワロー

⻩⽩半⽉ きじろはんげつ ⻩⽩ヒレ⻑ヒカリ

⻩Wサムライヒカリ きだぶるさむらいひかり ⻩サムライヒカリ

⻩透明鱗ヒゲ出⽬ きとうめいりんひげでめ ⻩透明鱗出⽬ ヒゲ

⻩透明鱗ヒゲ出⽬ダルマ きとうめいりんひげでめだるま ⻩透明鱗出⽬ダルマ ヒゲ

⻩錦 きにしき ⻩斑

⻩錦スモールアイ きにしきすもーるあい ⻩スモールアイ斑

⻩錦スワロー きにしきすわろー ⻩斑スワロー

⻩錦ダルマ きにしきだるま ⻩斑ダルマ

⻩錦パンダ きにしきぱんだ ⻩パンダ斑

⻩錦ヒカリ きにしきひかり ⻩斑ヒカリ

⻩錦ヒカリダルマ きにしきひかりだるま ⻩斑ヒカリダルマ

⻩錦メラー きにしきめらー ⻩斑メラー

⻩半⽉ きはんげつ ⻩ヒレ⻑ヒカリ

⻩ヒゲ出⽬ きひげでめ ⻩出⽬ ヒゲ

⻩ブラックリム きぶらっくりむ ⻩半透明鱗ブラックリム

煌 きらめき ⻘ヒカリダルマ ⻘（ヒレ⻩）

星 きらり ⻘ラメ体内光

銀河 ぎんが ⻘ヒカリ ⻘（ヒレ⻩）

銀河サムライ ぎんがさむらい ⻘サムライヒカリ ⻘（ヒレ⻩）

銀河スモールアイ ぎんがすもーるあい ⻘スモールアイヒカリ ⻘（ヒレ⻩）

銀河半月 ぎんがはんげつ ⻘ヒレ⻑ヒカリ ⻘（ヒレ⻩）

銀河ラメ ぎんがらめ ⻘ラメヒカリ ⻘（ヒレ⻩）

錦秋 きんしゅう オレンジ斑

錦秋スモールアイ きんしゅうすもーるあい オレンジスモールアイ斑

錦秋スワロー きんしゅうすわろー オレンジ斑スワロー

錦秋ダルマ きんしゅうだるま オレンジ斑ダルマ

錦秋出目 きんしゅうでめ オレンジ出目斑

錦秋ヒカリ きんしゅうひかり オレンジ斑ヒカリ

錦秋ヒカリダルマ きんしゅうひかりだるま オレンジ斑ヒカリダルマ

錦秋ヒレ⻑ きんしゅうひれなが オレンジ斑ヒレ⻑

錦秋目前 きんしゅうめまえ オレンジ目前斑

錦秋ラメ きんしゅうらめ オレンジラメ斑

銀箭 ぎんせん ⻘体外光ヒレ⻑ヒカリ 一周光

金皇丸 きんのうまる ⻩⾦ヒカリダルマ

金皇丸スモールアイ きんのうまるすもーるあい ⻩⾦スモールアイヒカリダルマ

金鱗 きんりん ⻩⾦透明鱗

金鱗スモールアイ きんりんすもーるあい ⻩⾦透明鱗スモールアイ

金鱗スモールアイダルマ きんりんすもーるあいだるま ⻩⾦透明鱗スモールアイダルマ

金鱗スモールアイヒカリ きんりんすもーるあいひかり ⻩⾦透明鱗スモールアイヒカリ

金鱗スモールアイヒカリダルマ きんりんすもーるあいひかりだるま ⻩⾦透明鱗スモールアイヒカリダルマ



通称 読み方 品種名 形質補足 共通補足

金鱗スワロー きんりんすわろー ⻩⾦透明鱗スワロー

金鱗ダルマ きんりんだるま ⻩⾦パンダ

金鱗ヒカリ きんりんひかり ⻩⾦透明鱗ダルマ

金鱗丸 きんりんまる ⻩⾦ダルマ

金鱗丸サムライ きんりんまるさむらい ⻩⾦サムライヒカリダルマ

金鱗丸スモールアイ きんりんまるすもーるあい ⻩⾦スモールアイダルマ

金鱗丸透明鱗 きんりんまるとうめいりん ⻩⾦透明鱗ダルマ

グランブルー ぐらんぶるー ⻘体外光ロングフィン モルフォ亜種

グランブルーリアルロングフィン ぐらんぶるーりあるろんぐふぃん ⻘体外光ロングフィンリアルロングフィン モルフォ亜種

クリアブラウン くりあぶらうん ⻩半透明鱗ブラックリムヒカリ

紅 くれない 朱赤透明鱗ヒカリ

紅スワロー くれないすわろー 朱赤透明鱗スワローヒカリ

紅出目 くれないでめ 朱赤透明鱗出目ヒカリ

⿊べえ くろ ブラックスモールアイ 背地反応なし

⿊オーロララメ体外光 くろおーろららめたいがいこう ブラック半透明鱗体外光

⿊３⾊ラメ くろさんしょくらめ ブラックラメ ラメ（多色）

⿊べえ透明鱗 くろべえとうめいりん ブラック透明鱗スモールアイ 背地反応なし

⿊幹之 くろみゆき ブラック体外光

⿊幹之ダルマ くろみゆきだるま ブラック体外光ダルマ

⿊幹之ヒレ⻑ くろみゆきひれなが ブラック体外光ヒレ⻑

⿊幹之ヒレ⻑ダルマ くろみゆきひれなが ブラック体外光ヒレ⻑ダルマ

⿊ラメ幹之 くろらめみゆき ブラックラメ ラメ（多色）

⿊ラメ幹之サファイア系 くろらめみゆきさふぁいあけい ブラックラメ ラメ（⻘）

⿊ラメ幹之スワロー くろらめみゆきすわろー ブラックラメスワロー

⿊ラメ幹之ヒレ⻑ くろらめみゆきひれなが ブラックラメヒレ⻑

⿊流星 くろりゅうせい ブラック体外光マルコ

⿊緑光 くろりょっこう ⻘透明鱗体外光全⾝体内光 ⻘（緑） 体内⿊

謙信 けんしん ブラックスワローヒカリ 背地反応なし

紅輝蘭 こうきらん 朱赤スモールアイヒカリダルマ

紅白スポットラメ こうはくすぽっとらめ 白朱赤 スポットラメ

紅白体外光 こうはくたいがいこう 白朱赤体外光

紅白出目目前透明鱗 こうはくでめめまえとうめいりん 白朱赤透明鱗出目目前

紅白パンダ こうはくぱんだ 白朱赤パンダ

紅白パンダダルマ こうはくぱんだだるま 白朱赤パンダダルマ

紅⽩ヒレ⻑ こうはくひれなが ⽩朱⾚ヒレ⻑

紅白ラメ こうはくらめ 白朱赤ラメ

紅白ラメ体外光 こうはくらめたいがいこう 白朱赤ラメ体外光

紅白ラメダルマ こうはくらめだるま 白朱赤ラメダルマ

紅蘭 こうらん 朱赤スモールアイヒカリ

五式 ごしき ⿊オレンジ透明鱗ブラックリム
ヒレ美背地反

応なし

五式スワロー ごしきすわろー ⿊オレンジ透明鱗ブラックリムスワロー
ヒレ美背地反

応なし

五式スワローヒレ⻑ヒカリ ごしきすわろーひれながひかり
⿊オレンジ透明鱗ブラックリムスワローヒレ⻑ヒ

カリ

ヒレ美背地反

応なし

五式typeR ごしきたいぷあーる 朱⾚⿊透明鱗ブラックリム
ヒレ美、配置

反応なし

五式ヒレ⻑ ごしきひれなが ⿊オレンジ透明鱗ブラックリム
ヒレ美背地反

応なし

小次郎 こじろう ブラックスモールアイヒカリ 背地反応なし

小次郎サムライ こじろうさむらい ブラックスモールアイサムライヒカリ

秋桜 こすもす ピンクヒカリ ヒカリ（強光）

秋桜北辻ヒレロング こすもすきたつじひれろんぐ ピンクワイドフィンヒカリ ヒカリ（強光）

琴琥 ことこ 琥珀ヒカリダルマ

琴琥サムライ ことこさむらい 琥珀サムライヒカリダルマ

琴琥スモールアイ ことこすもーるあい 琥珀スモールアイヒカリダルマ

琴琥透明鱗 ことことうめいりん 琥珀透明鱗ヒカリダルマ

琴姫 ことひめ 琥珀透明鱗ブラックリムヒカリ ヒレ美

小錦 こにしき ブラックスモールアイダルマ 背地反応なし

小錦透明鱗 こにしきとうめいりん ブラック透明鱗スモールアイダルマ 背地反応なし

琥珀アルビノ こはくあるびの オレンジアルビノ

琥珀アルビノダルマ こはくあるびのだるま オレンジアルビノダルマ

琥珀アルビノヒカリ こはくあるびのひかり オレンジアルビノヒカリ

琥珀⿊オーロララメ体外光 こはくくろおーろららめたいがいこう ⿊琥珀半透明鱗ラメ体外光

琥珀透明鱗錦 更紗 こはくとうめいりんにしき さらさ 琥珀透明鱗斑

琥珀透明鱗錦スモールアイ こはくとうめいりんにしきすもーるあい 琥珀透明鱗スモールアイ斑

琥珀透明鱗錦スワロー こはくとうめいりんにしきすわろー 琥珀透明鱗斑スワロー

琥珀透明鱗錦出目 こはくとうめいりんにしきでめ 琥珀透明鱗出目斑

琥珀バタフライ こはくばたふらい 琥珀スワローヒカリ

琥珀丸 こはくまる 琥珀ダルマ

琥珀丸スモールアイ こはくまるすもーるあい 琥珀スモールアイダルマ

琥珀丸出目 こはくまるでめ 琥珀出目ダルマ

琥珀丸透明鱗 こはくまるとうめいりん 琥珀透明鱗ダルマ

琥珀ラメ ⻘ラメ こはくらめあおらめ 琥珀ラメ ラメ（⻘）

小春 こはる ピンクスワロー



通称 読み方 品種名 形質補足 共通補足

小春ヒカリ こはるひかり ピンクスワローヒカリ

小町 こまち 白朱赤

⼩町ヒレ⻑ こまちひれなが ⽩朱⾚ヒレ⻑

小町ラメ こまちらめ 白朱赤ラメ

小雪 こゆき 白体内光 白（クリーム）

⼩雪ヒレ⻑ こゆきひれなが ⽩体内光ヒレ⻑ 白（クリーム）

五郎丸 ごろうまる ⻘パンダ⽬前

彩光 さいこう 白体内光

彩光ヒレ⻑ さいこうひれなが ⽩体内光ヒレ⻑

彩光マルコ さいこうまるこ 白体内光マルコ

紗々 ささ 白透明鱗ブラックリム

サタン さたん ブラックヒレ⻑ ブラック（ヒレ⻩） 背地反応なし

サファイア さふぁいあ ブラックラメ ラメ（⻘）

三色体外光 さんしょくたいがいこう 白朱赤体外光斑

３⾊光⻩⾦ラメ さんしょくひかりおうごんらめ ⻩⾦ラメ ラメ（多色）

三色ラメスワロー さんしょくらめすわろー 白朱赤ラメ斑スワロー

三色ラメ体外光 さんしょくらめたいがいこう 白朱赤ラメ体外光斑

三⾊ラメヒレ⻑ さんしょくらめひれなが ⽩朱⾚ラメ斑ヒレ⻑

三色ラメ幹之 さんしょくらめみゆき 白朱赤ラメ斑

三色ラメ幹之サファイア系 さんしょくらめみゆきさふぁいあけい 白朱赤ラメ斑 ラメ（⻘）

三色ラメ幹之ダルマ さんしょくらめみゆきだるま 白朱赤ラメ斑ダルマ

サンセット幹之 さんせっとみゆき ⻘体外光 ヒレ光

静香 しずか ⻘ヒカリ

朱赤オーロララメ しゅあかおーろららめ 朱赤半透明鱗ラメ

朱赤透明鱗北辻ヒレロング しゅあかとうめいりんきたつじひれろんぐ 朱赤透明鱗ワイドフィン

朱天皇 しゅてんのう 朱赤ヒカリダルマ

朱天皇アルビノ しゅてんのうあるびの 朱赤アルビノヒカリダルマ

朱天皇スモールアイ しゅてんのうすもーるあい 朱赤スモールアイヒカリダルマ

朱天皇出目 しゅてんのうでめ 朱赤出目ヒカリダルマ

朱天皇透明鱗 しゅてんのうとうめいりん 朱赤透明鱗ヒカリダルマ

朱天皇パンダ しゅてんのうぱんだ 朱赤パンダヒカリダルマ

白雪 しらゆき 白ラメ

白雪ヒカリ しらゆき 白ラメヒカリ

シルキー しるきー 白 白（クリーム）

シルキーアルビノクイーン しるきーあるびのくいーん 白ルビーアイヒカリ 白（クリーム）

シルキーアルビノクイーンダルマ しるきーあるびのくいーんだるま 白ルビーアイダルマ 白（クリーム）

シルキーアルビノ菱尾 しるきーあるびのひしお 白アルビノ菱尾 白（クリーム）

シルキー北辻ヒレロング しるきーきたつじひれろんぐ 白ワイドフィン 白（クリーム）

シルキーサムライ しるきーさむらい 白サムライヒカリ 白（クリーム）

シルキー新体型 しるきーしんたいけい 白菱尾 白（クリーム）

シルキースモールアイ しるきーすもーるあい 白スモールアイ 白（クリーム）

シルキースワロー しるきーすわろー 白スワロー 白（クリーム）

シルキー体内光 しるきーたいないこう 白体内光 白（クリーム）

シルキーダルマ しるきーだるま 白ダルマ 白（クリーム）

シルキー出目ビッグアイ しるきーでめびっぐあい 白出目ビッグアイ 白（クリーム）

シルキー透明鱗 しるきーとうめいりん 白透明鱗 白（クリーム）

シルキーヒカリダルマ しるきーひかりだるま 白ヒカリダルマ 白（クリーム）

シルキー菱尾 しるきーひしお 白菱尾 白（クリーム）

シルキービッグアイ しるきーびっぐあい 白ビッグアイ 白（クリーム）

シルキーラメ しるきーらめ 白ラメ 白（クリーム）

シルバー しるばー ⻘ ⻘（ヒレ⻩）

シルバースモールアイダルマ しるばーすもーるあいだるま ⻘スモールアイダルマ ⻘（ヒレ⻩）

シルバー出目 しるばーでめ ⻘出⽬ ⻘（ヒレ⻩）

シルバーヒカリ しるばーひかり ⻘ヒカリ ⻘（ヒレ⻩）

シルバーヒカリダルマ しるばーひかりだるま ⻘ヒカリダルマ ⻘（ヒレ⻩）

シルバー菱尾 しるばーひしお ⻘菱尾 ⻘（ヒレ⻩）

シルバー菱尾ダルマ しるばーひしおだるま ⻘菱尾ダルマ ⻘（ヒレ⻩）

シルバーラメ しるばーらめ ⻘ラメ ⻘（ヒレ⻩）

シルバーラメヒレ⻑ヒカリ しるばーらめひれながひかり ⻘ラメヒレ⻑ヒカリ ⻘（ヒレ⻩）

白アルビノシースルー しろあるびのしーするー 白アルビノ シースルー

白アルビノシースルーダルマ しろあるびのしーするーだるま 白アルビノダルマ シースルー

⽩アルビノシースルーヒレ⻑ しろあるびのしーするーひれなが ⽩アルビノヒレ⻑ シースルー

⽩アルビノシースルーヒレ⻑ダルマ しろあるびのしーするーひれながだるま ⽩アルビノヒレ⻑ダルマ シースルー

白アルビノ目前スモールアイ しろあるびのめまえすもーるあい 白アルビノスモールアイ目前

白オーロララメ体外光 しろおーろららめたいがいこう 白半透明鱗ラメ体外光

白極ラメ幹之 しろごくらめみきゆき 白ラメ

白極ラメ幹之ヒカリ しろごくらめみきゆきひかり 白ラメヒカリ

白スポットラメ しろすぽっとらめ 白 スポットラメ

紅白体外光リアルロングフィン しろたいがいこうりあるろんぐふぃん 白朱赤体外光リアルロングフィン

白アルビノ出目シースルー しろでめあるびのでめしーするー 白アルビノ出目 シースルー

白出目パンダサムライヒカリ しろでめぱんださむらいひかり 白パンダ出目サムライヒカリ

白出目パンダダルマ しろでめぱんだだるま 白パンダ出目ダルマ

白出目幹之 しろでめみゆき 白出目体外光

白天河 しろてんが 白ラメ体外光マルコ

白錦 しろにしき 白斑



通称 読み方 品種名 形質補足 共通補足

白錦スポットラメ しろにしきすぽっとらめ 白斑 スポットラメ

白錦スモールアイ しろにしきすもーるあい 白スモールアイ斑

白錦スワロー しろにしきすわろー 白斑スワロー

白錦体外光 しろにしきたいがいこう 白体外光斑

白錦ダルマ しろにしきだるま 白斑ダルマ

⽩錦パンダヒレ⻑ しろにしきぱんだひれなが ⽩パンダ斑ヒレ⻑

白錦ヒカリ しろにしきひかり 白斑ヒカリ

白錦ヒカリダルマ しろにしきひかりだるま 白斑ヒカリダルマ

⽩錦松井ヒレ⻑ しろにしきまついひれなが ⽩斑ヒレ⻑

白錦ラメ しろにしきらめ 白ラメ斑

白錦ラメダルマ しろにしきらめだるま 白ラメ斑ダルマ

⽩錦ラメヒレ⻑ しろにしきらめひれなが ⽩ラメ斑ヒレ⻑

白錦ラメ幹之サファイア系 しろにしきらめみゆきさふぁいあけい 白ラメ斑 ラメ（⻘）

白錦リアルロングフィン しろにしきりあるろんぐふぃん 白斑リアルロングフィン

白パンダ幹之 しろぱんだみゆき 白パンダ体外光

白パンダ幹之ダルマ しろぱんだみゆきだるま 白パンダ体外光ダルマ

白ヒゲ出目 しろひげでめ 白出目 ヒゲ

白ヒゲ出目ダルマ しろひげでめだるま 白出目ダルマ ヒゲ

白ヒゲ出目ヒカリダルマ しろひげでめひかりだるま 白出目ヒカリダルマ ヒゲ

白ブラックリム透明鱗 しろぶらっくりむとうめいりん 白透明鱗ブラックリム

白幹之 しろみゆき 白体外光

白幹之体内光ヒカリ しろみゆきたいないこうひかり 白体外光体内光ヒカリ

白幹之ダルマ しろみゆきだるま 白体外光ダルマ

白幹之ヒカリ しろみゆきひかり 白体外光ヒカリ

白幹之ヒカリダルマ しろみゆきひかりだるま 白体外光ヒカリダルマ

⽩幹之ヒレ⻑ しろみゆきひれなが ⽩体外光ヒレ⻑

⽩幹之ヒレ⻑ダルマ しろみゆきひれながだるま ⽩体外光ヒレ⻑ダルマ

白モルフォ しろもるふぉ 白体外光モルフォ

⽩ラメ幹之（⻘ラメ） しろらめみきゆき（あおらめ） 白ラメ ラメ（⻘）

白ラメ幹之スワロー しろらめみきゆきすわろー 白ラメスワロー

白ラメ幹之 しろらめみゆき 白ラメ

白ラメ幹之体内光 しろらめみゆきたいないこう 白ラメ体内光

白ラメ幹之ダルマ しろらめみゆきだるま 白ラメダルマ

白ラメ幹之ヒカリ しろらめみゆきひかり 白ラメヒカリ

⽩ラメ幹之ヒレ⻑ しろらめみゆきひれなが ⽩ラメ体外光ヒレ⻑

白流星 しろりゅうせい 白体外光マルコ

白緑光 しろりょっこう ⻘透明鱗体外光全⾝体内光 ⻘（緑）

深海 しんかい ⻘ 腹膜⻘

深海目前 しんかいめまえ ⻘⽬前 腹膜⻘

信玄 しんげん ブラックスワローヒカリ ブラック（ヒレ⻩） 背地反応なし

彗星 すいせい ⻘ラメ体外光ヒカリ

彗星一周光 すいせいいっしゅうこう ⻘ラメ体外光ヒカリ 一周光

彗星一周光サムライヒカリ すいせいいっしゅうこうさむらいひかり ⻘ラメ体外光サムライヒカリ 一周光

彗星一周光ロングフィン すいせいいっしゅうこうろんぐふぃん ⻘ラメ体外光ロングフィンヒカリ 一周光

彗星Wサムライ すいせいだぶるさむらい ⻘ラメ体外光サムライヒカリ

彗星半月 すいせいはんげつ ⻘ラメ体外光ヒレ⻑ヒカリ

彗星半月サムライ すいせいはんげつさむらい ⻘ラメ体外光サムライヒレ⻑ヒカリ

スカイブルー すかいぶるー ⻘

スカイブルー すかいぶるー ⻘ヒカリ

スカイブルーダルマ すかいぶるーだるま ⻘ダルマ

スカイブルーヒカリダルマ すかいぶるーひかりだるま ⻘ヒカリダルマ

昴 すばる ⻘ダルマ ⻘（ヒレ⻩）

星河 せいが ⻘ラメ

星河スワロー せいがすわろー ⻘ラメスワロー

星河ダルマ せいがだるま ⻘ラメダルマ

星河ヒカリ せいがひかり ⻘ラメヒカリ

星河ヒレ⻑ せいがひれなが ⻘ラメヒレ⻑

星河ヒレ⻑ダルマ せいがひれなが ⻘ラメヒレ⻑ダルマ

星河リアルロングフィン せいがりあるろんぐふぃん ⻘ラメリアルロングフィン

清流きりゅう せいりゅうきりゅう ⻘透明鱗 体内⿊

清流きりゅうサムライヒカリ せいりゅうきりゅうさむらいひかり ⻘透明鱗体外光サムライヒカリ 体外光（横光） 体内⿊

清流きりゅう体外光 せいりゅうきりゅうたいがいこう ⻘透明鱗体外光 体外光（横光） 体内⿊

清流きりゅう体外光ヒカリ せいりゅうきりゅうたいがいこうひかり ⻘透明鱗体外光ヒカリ 体外光（横光） 体内⿊

清流きりゅう体外光ヒカリダルマ せいりゅうきりゅうたいがいこうひかりだるま ⻘透明鱗体外光ヒカリダルマ 体外光（横光） 体内⿊

雪舟 せっしゅう 白体外光斑

雪舟リアルロングフィン せっしゅうリアルロングフィン 白斑リアルロングフィン

背ビレ無しアルビノ せびれなしあるびの オレンジアルビノマルコ

背ビレ無し白体外光体内光 せびれなししろたいがいこうたいないこう 白体外光体内光マルコ

禅 ぜん ブラック体外光ヒカリ ヒレ光

禅北辻ヒレロング ぜんきたつじひれろんぐ ブラック体外光ワイドフィンヒカリ ヒレ光

鮮虹 せんこう ⻘ラメ

全身体内光 ぜんしんたいないこう ⻘全⾝体内光

蒼穹 そうきゅう ⻘体外光ヒレ⻑ ヒレ光

颯太 そうた 琥珀透明鱗菱尾

ダークエメラルドフィン だーくえめらるどふぃん ⿊琥珀半透明鱗ラメ体外光 一周光



通称 読み方 品種名 形質補足 共通補足

体外光横腹光 たいがいこうよこばらひかり ⻘透明鱗 体内⿊

茶Wサムライヒカリ ちゃだぶるさむらいひかり 茶サムライヒカリ

蝶蘭 ちょうらん ⻘ラメヒレ⻑ヒカリ

頂上 てっぺん 茶ブラック半透明鱗体外光ヒカリ 一周光

頂上イエロー てっぺんいえろー ⻩⽩半透明鱗体外光ヒカリ 一周光

頂上ラメイエロー てっぺんらめいえろー ⻩⽩半透明鱗ラメヒカリ 一周光

天河 てんが ⻘ラメマルコ

天河ダルマ てんが ⻘ラメ体外光マルコダルマ

天山 てんざん 白透明鱗体外光ヒカリ

天山ダルマ てんざんだるま 白透明鱗体外光ヒカリダルマ

天女 てんにょ 白ヒカリ 白（クリーム）

東天光 とうてんこう 朱赤ヒカリ

東天光アルビノ とうてんこうあるびの 朱赤アルビノヒカリ

朱天皇アルビノサムライ とうてんこうあるびのさむらいだるま 朱赤アルビノサムライヒカリダルマ

東天光サムライ とうてんこうさむらい 朱赤サムライヒカリ

東天光スモールアイ とうてんこうすもーるあい 朱赤スモールアイヒカリ

東天光スワロー とうてんこうすわろー 朱赤スワローヒカリ

東天光出目 とうてんこうでめ 朱赤出目ヒカリ

東天光パンダスワロー とうてんこうぱんだすわろー 朱赤パンダスワローヒカリ

東天光ヒレ⻑ とうてんこうひれなが 朱⾚ヒレ⻑ヒカリ

東天光メラー とうてんこうめらー 朱赤メラーヒカリ

透明鱗紅白更紗 とうめいりんこうはくさらさ 白朱赤透明鱗

透明鱗紅⽩スモールアイ 更紗 とうめいりんこうはくすもーるあいさらさ 白朱赤透明鱗スモールアイ

透明鱗紅⽩スモールアイ 丹頂 とうめいりんこうはくすもーるあいたんちょう 白朱赤透明鱗スモールアイ

透明鱗紅白スワロー更紗 とうめいりんこうはくすわろーさらさ 白朱赤透明鱗スワロー

透明鱗紅白スワロー丹頂 とうめいりんこうはくすわろーたんちょう 白朱赤透明鱗スワロー

透明鱗紅白丹頂 とうめいりんこうはくたんちょう 白朱赤透明鱗

透明鱗紅⽩出⽬ 丹頂 とうめいりんこうはくでめ たんちょう 白朱赤透明鱗出目

透明鱗三色更紗 とうめいりんさんしょくさらさ 白朱赤透明鱗斑

透明鱗三色スワロー とうめいりんさんしょくすわろー 白朱赤透明鱗斑スワロー

透明鱗三色ダルマ とうめいりんさんしょくだるま 白朱赤透明鱗斑ダルマ

透明鱗三色丹頂 とうめいりんさんしょくたんちょう 白朱赤透明鱗斑

透明鱗三色出目 とうめいりんさんしょくでめ 白朱赤透明鱗出目斑

透明鱗三色出目ヒカリ とうめいりんさんしょくでめ 白朱赤透明鱗出目斑ヒカリ

透明鱗三色ヒカリ とうめいりんさんしょくひかり 白朱赤透明鱗斑ヒカリ

時宗 ときむね ⻩透明鱗サムライヒカリ

豊光 とよひかり 白体外光体内光マルコ

⻁千代 とらちよ ブラックスワローダルマ 背地反応なし

トロピカルサンセット とろぴかるさんせっと 白アルビノ体外光体内光

中里系星河 なかざとけいせいが ⻘ラメ体外光

信⻑ のぶなが 琥珀透明鱗スモールアイサムライヒカリ

パープルブルー ぱーぷるぶるー ⻘ ⻘（パープルブルー）

パールブルー ぱーぷるぶるー ⻘

パープルブルーオーロラ体外光 ぱーぷるぶるーおーろらたいがいこう ⻘半透明鱗体外光 ⻘（パープルブルー）

パープルブルーオーロララメ ぱーぷるぶるーおーろららめ ⻘半透明鱗ラメ ⻘（パープルブルー）

パープルブルーオーロララメヒカリ ぱーぷるぶるーおーろららめひかり ⻘半透明鱗ラメヒカリ ⻘（パープルブルー）

パープルブルーオーロララメヒレ⻑ ぱーぷるぶるーおーろららめひれなが ⻘半透明鱗ラメヒレ⻑ ⻘（パープルブルー）

パープルブルーダルマ ぱーぷるぶるーだるま ⻘ダルマ ⻘（パープルブルー）

パールブルーダルマ ぱーぷるぶるーだるま ⻘ダルマ

パープルブルー出目ビッグアイ ぱーぷるぶるーでめびっぐあい ⻘出⽬ビッグアイ ⻘（パープルブルー）

パープルブルーヒカリ ぱーぷるぶるーひかり ⻘ヒカリ ⻘（パープルブルー）

パールブルーヒカリ ぱーぷるぶるーひかり ⻘ヒカリ

パープルブルーヒカリダルマ ぱーぷるぶるーひかりだるま ⻘ヒカリダルマ ⻘（パープルブルー）

パールブルーヒカリダルマ ぱーぷるぶるーひかりだるま ⻘ヒカリダルマ

白輝鱗 はくきりん 白透明鱗ヒカリダルマ

白美丸 はくびまる 白ダルマ

白姫 はくひめ 白透明鱗ブラックリムヒカリ

白鵬 はくほう 白ヒカリダルマ

バタフライ ばたふらい 茶スワローヒレ⻑ヒカリ

初恋 はつこい 朱赤ダルマ

初恋アルビノ はつこいあるびの 朱赤アルビノダルマ

初恋スモールアイ はつこいすもーるあい 朱赤スモールアイダルマ

初恋スワロー はつこいすわろー 朱赤スワローダルマ

初恋出目 はつこいでめ 朱赤出目ダルマ

初恋出目パンダ はつこいでめぱんだ 朱赤パンダ出目ダルマ

初恋透明鱗 はつこいとうめいりん 朱赤透明鱗ダルマ

初恋パンダ はつこいぱんだ 朱赤パンダダルマ

初恋ヒレ⻑ はつこいひれなが 朱⾚ヒレ⻑ダルマ

初恋ラメ はつこいらめ 朱赤ラメダルマ

はにぽん はにぽん ブラックパンダ ブラック（ヒレ⻩）

晴信 はるのぶ ブラックスワロー ブラック（ヒレ⻩） 背地反応なし

東天光パンダ ひがしてんひかりぱんだ 朱赤パンダヒカリ

毘沙門天 びしゃもんてん ブラックスワローヒカリダルマ 背地反応なし

ビッグアイ⻘ラメ体外光 びっぐあいあおらめたいがいこう ⻘ビッグアイラメ体外光

ビッグアイ星河 びっぐあいせいが ⻘ビッグアイラメ体外光



通称 読み方 品種名 形質補足 共通補足

秀吉 ひでよし ⻩⾦ヒカリ

秀吉サムライ ひでよしさむらい ⻩⾦サムライヒカリ

秀吉スモールアイ ひでよしすもーるあい ⻩⾦スモールアイヒカリ

秀吉スワロー ひでよしすわろー ⻩⾦スワローヒカリ

秀吉Wサムライ ひでよしだぶるさむらい ⻩⾦サムライヒカリ

秀吉透明鱗 ひでよしとうめいりん ⻩⾦透明鱗ヒカリ

秀吉ラメ ひでよしらめ ⻩⾦ラメヒカリ

瞳 ひとみ 白パンダルビーアイ

Hitomi ひとみ ⻘ビッグアイ体外光 水泡眼

ピュアブラック ぴゅあぶらっく ブラックスモールアイ 背地反応なし

ピュアブラック⻩⾦ ぴゅあぶらっくおうごん ブラックスモールアイ ブラック（ヒレ⻩） 背地反応なし

ピュアブラック⻩⾦ダルマ ぴゅあぶらっくおうごんだるま ブラックスモールアイダルマ ブラック（ヒレ⻩） 背地反応なし

ピュアブラック⻩⾦透明鱗 ぴゅあぶらっくおうごんとうめいりん ブラック透明鱗スモールアイ ブラック（ヒレ⻩） 背地反応なし

ピュアブラック⻩⾦透明鱗ダルマ ぴゅあぶらっくおうごんとうめいりんだるま ブラック透明鱗スモールアイダルマ ブラック（ヒレ⻩） 背地反応なし

ピュアブラック⻩⾦ヒカリ ぴゅあぶらっくおうごんひかり ブラックスモールアイヒカリ ブラック（ヒレ⻩） 背地反応なし

ピュアブラック⻩⾦ヒカリダルマ ぴゅあぶらっくおうごんひかりだるま ブラックスモールアイヒカリダルマ ブラック（ヒレ⻩） 背地反応なし

ピュアブラックダルマ ぴゅあぶらっくだるま ブラックスモールアイダルマ 背地反応なし

ピュアブラック透明鱗 ぴゅあぶらっくとうめいりん ブラック透明鱗スモールアイ 背地反応なし

ピュアブラック透明鱗ダルマ ぴゅあぶらっくとうめいりんだるま ブラック透明鱗スモールアイダルマ 背地反応なし

ピュアブラック透明鱗ヒカリ ぴゅあぶらっくとうめいりんひかり ブラック透明鱗スモールアイヒカリ

ピュアブラックパンダ ぴゅあぶらっくぱんだ ブラックパンダスモールアイ

ピュアブラックヒカリ ぴゅあぶらっくひかり ブラックスモールアイヒカリ 背地反応なし

ピュアブラックヒカリダルマ ぴゅあぶらっくひかりだるま ブラックスモールアイヒカリダルマ 背地反応なし

ピュアホワイト ぴゅあほわいと 白

ピュアホワイトダルマ ぴゅあほわいとだるま 白ダルマ

ピュアホワイトヒカリ ぴゅあほわいとひかり 白ヒカリ

ピュアホワイトヒカリダルマ ぴゅあほわいとひかりだるま 白ヒカリダルマ

ヒレ⻑ラメヒカリ ひれながらめひかり ⻘ラメヒレ⻑ヒカリ

ピンクアルビノクイーン ぴんくあるびのくいーん ピンクルビーアイヒカリ

ピンクアルビノクイーンダルマ ぴんくあるびのくいーんだるま ピンクルビーアイヒカリダルマ

ピンクオーロラブラックラメ ぴんくおーろらぶらっくらめ ピンク半透明鱗ラメブラックリム

ピンク錦 ぴんくにしき ピンク斑

ピンク錦スモールアイ ぴんくにしきすもーるあい ピンクスモールアイ斑

ピンク錦スワロー ぴんくにしきすわろー ピンク斑スワロー

ピンク錦スワローヒカリ ぴんくにしきすわろーひかり ピンク斑スワローヒカリ

ピンク錦スワローメラー ぴんくにしきすわろーめらー ピンク斑メラースワロー

ピンク錦ダルマ ぴんくにしきだるま ピンク斑ダルマ

ピンク錦出目 ぴんくにしきでめ ピンク出目斑

ピンク錦ヒカリ ぴんくにしきひかり ピンク斑ヒカリ

ピンク錦ヒカリダルマ ぴんくにしきひかりだるま ピンク斑ヒカリダルマ

風雅 ふうが オレンジアルビノスワローダルマ

風雅 ふうが オレンジ透明鱗スワロー

風神 ふうじん 白メラー

風神ダルマ ふうじんだるま 白メラーダルマ

風林火山 ふうりんかざん ブラックスワローヒカリダルマ ブラック（ヒレ⻩） 背地反応なし

福系 紅 ふくけい くれない 朱赤透明鱗ヒカリ ヒカリ（銀帯）

福星 ふくせい ⻩アルビノラメ

福星光 ふくせいひかり ⻩アルビノラメヒカリ

プラチナ星河 ぷらちなせいが ⻘ラメ体外光

プラチナ幹之 ぷらちなみきゆき ⻘体外光

ブラック⻩⾦ ぶらっくおうごん ブラック ブラック（ヒレ⻩） 背地反応なし

ブラック⻩⾦ダルマ ぶらっくおうごんだるま ブラックダルマ ブラック（ヒレ⻩） 背地反応なし

ブラック⻩⾦出⽬スワロー ぶらっくおうごんでめすわろー ブラック出目スワロー ブラック（ヒレ⻩）

ブラック⻩⾦透明鱗 ぶらっくおうごんとうめいりん ブラック透明鱗 ブラック（ヒレ⻩） 背地反応なし

ブラック⻩⾦透明鱗ヒカリ ぶらっくおうごんとうめいりん ブラック透明鱗ヒカリ ブラック（ヒレ⻩） 背地反応なし

ブラック⻩⾦透明鱗サムライ ぶらっくおうごんとうめいりんさむらい ブラック透明鱗サムライ ブラック（ヒレ⻩）

ブラック⻩⾦ヒカリ ぶらっくおうごんひかり ブラックヒカリ ブラック（ヒレ⻩） 背地反応なし

ブラック⻩⾦ヒカリダルマ ぶらっくおうごんひかりだるま ブラックヒカリダルマ ブラック（ヒレ⻩） 背地反応なし

ブラック⻩⾦ヒレ⻑ ぶらっくおうごんひれなが ブラックヒレ⻑ ブラック（ヒレ⻩）

ブラック⻩⾦ラメヒカリ ぶらっくおうごんらめひかり ブラックラメヒカリ ブラック（ヒレ⻩）

ブラックスワン ぶらっくすわん ブラック体外光ヒレ⻑ 背地反応なし

ブラックスワンリアルロングフィン ぶらっくすわんりあるろんぐふぃん ブラック体外光ヒレ⻑リアルロングフィン 背地反応なし

ブラックダイヤ ぶらっくだいや ブラックラメ 背地反応なし

ブラックダイヤ体外光 ぶらっくだいやたいがいこう ブラックラメ体外光 背地反応なし

ブラックダイヤダルマ ぶらっくだいやだるま ブラックラメダルマ 背地反応なし

ブラックダイヤヒカリ ぶらっくだいやひかり ブラックラメヒカリ 背地反応なし

ブラックダイヤヒレ⻑ ぶらっくだいやひれなが ブラックラメヒレ⻑ 背地反応なし

ブラックダイヤヒレ⻑ダルマ ぶらっくだいやひれながだるま ブラックラメヒレ⻑ダルマ 背地反応なし

ブラックダイヤヒレ⻑ヒカリ ぶらっくだいやひれながひかり ブラックラメヒレ⻑ヒカリ 背地反応なし

ブラックモルフォ亜種 ぶらっくもるふぉあしゅ ブラック体外光ヒレラインモルフォ

ブラックモルフォ亜種リアルロングフィン ぶらっくもるふぉあしゅりあるろんぐふぃん
ブラック体外光ヒレラインリアルロングフィンモ

ルフォ

ブロンズ ぶろんず ⿊琥珀半透明鱗体外光 体外光（鱗光） 一周光

ブロンズ紅白 ぶろんずこうはく 白朱赤半透明鱗体外光 体外光（鱗光）

紅薊 べにあざみ 朱赤透明鱗ブラックリムヒカリ ヒレ美



通称 読み方 品種名 形質補足 共通補足

紅鮭 べにしゃけ 琥珀透明鱗

紅鮭スモールアイ べにしゃけすもーるあい 琥珀透明鱗スモールアイ

紅鮭スワロー べにしゃけすわろー 琥珀透明鱗スワロー

紅鮭スワローヒカリ べにしゃけすわろーひかり 琥珀透明鱗スワローヒカリ

紅鮭パンダ べにしゃけぱんだ 琥珀透明鱗パンダ

紅鮭ヒレ⻑ べにしゃけひれなが 琥珀透明鱗ヒレ⻑

弁慶 べんけい ブラックスモールアイヒカリダルマ 背地反応なし

北斗 ほくと ⻘透明鱗腹膜光 体内⿊

北斗ヒカリ ほくとひかり ⻘透明鱗腹膜光ヒカリ 体内⿊

蛍 ほたる 白体内光ダルマ

ポニョ ぽにょ 白透明鱗出目目前ダルマ

ホワイトモルフォ亜種 ほわいともるふぉあしゅ 白体外光ヒレラインモルフォ

舞姫 まいひめ オレンジヒカリ ヒカリ（強光）

勾玉 まがたま オレンジアルビノマルコ

政宗 まさむね ⻩⾦サムライヒカリダルマ

マリアージュキッシングフィン まりあーじゅきっしんぐふぃん ⻘体外光ロングフィンワイドフィンフサヒレ 一周光

マリンブルー まりんぶるー ⻘体外光 腹膜⻘

美桜 みお ピンク目前

水色桔梗 みずいろききょう ⻘ラメ体外光ヒレ⻑ヒカリ ヒレ光

三角東天光 みすみとうてんこう 朱赤ヒカリ

幹之 みゆき ⻘体外光

幹之体内光錦 みゆきたいないこうにしき 白体内光斑

幹之ロングフィン みゆきろんぐふぃん ⻘体外光ロングフィン

三好系ピュアブラック みよしけいぴゅあぶらっく ブラックスモールアイ 背地反応なし

未来 みらい ⻩⾦ラメ ラメ（多色）

ミルキー みるきー 白

武蔵 むさし ブラックスモールアイヒカリ ブラック（ヒレ⻩） 背地反応なし

武蔵丸 むさしまる ブラックスモールアイダルマ ブラック（ヒレ⻩） 背地反応なし

武蔵丸透明鱗 むさしまるとうめいりん ブラック透明鱗スモールアイダルマ ブラック（ヒレ⻩） 背地反応なし

女雛ダルマ めびな ⿊オレンジ半透明鱗ダルマ

女雛 めびな ⿊オレンジ半透明鱗

女雛スワロー めびなすわろー ⿊オレンジ半透明鱗スワロー

女雛体外光 めびなたいがいこう ⿊オレンジ半透明鱗体外光

女雛体外光スワロー めびなたいがいこうすわろー ⿊オレンジ半透明鱗体外光スワロー

女雛ヒカリ めびなひかり ⿊オレンジ半透明鱗ヒカリ

⼥雛ラメヒレ⻑ めびなひれなが ⿊オレンジ半透明鱗ラメヒレ⻑

⼥雛ヒレ⻑ めびなひれなが ⿊オレンジ半透明鱗ヒレ⻑

女雛ラメ めびならめ ⿊オレンジ半透明鱗ラメ

女雛ラメ体外光 めびならめたいがいこう ⿊オレンジ半透明鱗ラメ体外光

モザイクパンダ もざいくぱんだ 白アルビノパンダ

モザイクパン

ダ、シース

ルー

系統のみ追加することが出来る 元ブラック幹之

モルフォ もるふぉ ⻘体外光モルフォ

モルフォロングフィン もるふぉろんぐふぃん ⻘体外光ロングフィンモルフォ

夜空蛍 やくうぼたる ブラックラメ ラメ（多色）

大和 やまと 琥珀スモールアイ

雪小町 ゆきこまち 白

雪蛍 ゆきほたる 白ヒカリ

楊貴妃 ようきひ 朱赤

楊貴妃アルビノ ようきひあるびの 朱赤アルビノ

楊貴妃アルビノスモールアイスワロー ようきひあるびのすもーるあいすわろー 朱赤アルビノスモールアイスワロー

楊貴妃スモールアイ ようきひすもーるあい 朱赤スモールアイ

楊貴妃スモールアイ菱尾 ようきひすもーるあいひしお 朱赤スモールアイ菱尾

楊貴妃スワロー ようきひすわろー 朱赤スワロー

楊貴妃出目 ようきひでめ 朱赤出目

楊貴妃出目パンダ ようきひでめぱんだ 朱赤パンダ出目

楊貴妃透明鱗 ようきひとうめいりん 朱赤透明鱗

楊貴妃透明鱗更紗 ようきひとうめいりんさらさ 白朱赤透明鱗

透明鱗三色スモールアイ ようきひとうめいりんさんしょくすもーるあい 白朱赤透明鱗スモールアイ斑

楊貴妃透明鱗スモールアイ ようきひとうめいりんすもーるあい 朱赤透明鱗スモールアイ

楊貴妃透明鱗スワロー ようきひとうめいりんすわろー 朱赤透明鱗スワロー

楊貴妃透明鱗ダルマ ようきひとうめいりんだるま 朱赤透明鱗ダルマ

楊貴妃透明鱗丹頂 ようきひとうめいりんたんちょう 白朱赤透明鱗

楊貴妃透明鱗出目 ようきひとうめいりんでめ 朱赤透明鱗出目

楊貴妃透明鱗出目ダルマ ようきひとうめいりんでめだるま 朱赤透明鱗出目ダルマ

楊貴妃透明鱗錦更紗 ようきひとうめいりんにしきさらさ 白朱赤透明鱗斑

楊貴妃透明鱗錦丹頂 ようきひとうめいりんにしきたんちょう 白朱赤透明鱗斑

楊貴妃透明鱗錦出目 ようきひとうめいりんにしきでめ 朱赤透明鱗出目斑

楊貴妃透明鱗錦出目ダルマ ようきひとうめいりんにしきでめだるま 朱赤透明鱗出目斑ダルマ

楊貴妃透明鱗パンダ ようきひとうめいりんぱんだ 朱赤透明鱗パンダ

楊貴妃透明鱗パンダ 更紗 ようきひとうめいりんぱんだ さらさ 朱赤透明鱗パンダ

楊貴妃透明鱗パンダ 丹頂 ようきひとうめいりんぱんだ たんちょう 朱赤透明鱗パンダ

楊貴妃透明鱗パンダダルマ ようきひとうめいりんぱんだだるま 朱赤透明鱗パンダダルマ

楊貴妃透明鱗ヒカリダルマ ようきひとうめいりんひかりだるま 朱赤透明鱗ヒカリダルマ
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通称 読み方 品種名 形質補足 共通補足

楊貴妃透明鱗菱尾 ようきひとうめいりんひしお 朱赤透明鱗菱尾

楊貴妃透明鱗ヒレ⻑ ようきひとうめいりんひれなが 朱⾚透明鱗ヒレ⻑

楊貴妃透明鱗目前 ようきひとうめいりんめまえ 朱赤透明鱗目前

楊貴妃錦 ようきひにしき 朱赤斑

楊貴妃パンダ ようきひぱんだ 朱赤パンダ

楊貴妃パンダサムライ ようきひぱんださむらい 朱赤パンダサムライ

楊貴妃パンダスワロー ようきひぱんだすわろー 朱赤パンダスワロー

楊貴妃パンダヒレ⻑ ようきひぱんだひれなが 朱⾚パンダヒレ⻑

楊貴妃菱尾 ようきひひしお 朱赤菱尾

楊貴妃ヒレ⻑ ようきひひれなが 朱⾚ヒレ⻑

楊貴妃メラー ようきひめらー 朱赤メラー

楊貴妃ラメ ようきひらめ 朱赤ラメ

楊貴妃ラメダルマ ようきひらめだるま 朱赤ラメダルマ

楊貴妃リアルロングフィン ようきひりあるろんぐふぃん 朱赤リアルロングフィン

妖光 ようこう ⻩⿊半透明鱗体外光

楊30 ようさんじゅう 朱赤

夜桜 よざくら ⻩⿊半透明鱗ラメ

夜桜ヒレ⻑ よざくらひれなが ⻩⿊半透明鱗ラメヒレ⻑

義経 よしつね ブラックスモールアイヒカリダルマ ブラック（ヒレ⻩） 背地反応なし

４色幹之 よんしょくみきゆき ⻘体外光体内光
体外光（二色）体内光

（多色）

来光 らいこう 朱赤透明鱗ブラックリム ヒレ美

雷神 らいじん ⻩メラー

雷神ダルマ らいじんだるま ⻩メラーダルマ

雷神ヒカリ らいじんひかり ⻩メラーヒカリ

雷神ヒカリダルマ らいじんひかりだるま ⻩メラーヒカリダルマ

ラメ銀河サムライ らめぎんがさむらい ⻘ラメサムライヒカリ ⻘（ヒレ⻩）

蘭丸 らんまる 朱赤スモールアイダルマ

利休 りきゅう ブラックスモールアイ ブラック（ヒレ⻩） 背地反応なし

利休透明鱗 りきゅうとうめいりん ブラック透明鱗スモールアイ ブラック（ヒレ⻩） 背地反応なし

流星 りゅうせい ⻘体外光マルコ

龍の瞳 りゅうのひとみ ⽩アルビノ体外光ヒレ⻑

⻯章鳳姿 りゅうりょうほうし 朱⾚透明鱗ブラックリムヒレ⻑ヒカリ ヒレ美

緑光全身体内光 りょっこうぜんしんたいないこう ⻘透明鱗全⾝体内光 ⻘（緑）

緑光体内光 りょっこうたいないこう ⻘体内光 ⻘（緑）、体内光（緑）

緑光ヒレ⻑ りょっこうひれなが ⻘体外光ヒレ⻑ ⻘（緑）

緑光幹之 りょっこうみゆき ⻘体外光 ⻘（緑）、体外光（緑）

緑光ラメヒカリ りょっこうらめひかり ⻘ラメヒカリ ⻘（緑）

鱗光 りんこう ⻩⻘半透明鱗体外光 体外光（鱗光） 一周光

鱗光イエロー りんこういえろー ⻩⽩半透明鱗体外光 体外光（鱗光） 一周光

鱗光ロングフィン りんこうろんぐふぃん ⻩⻘半透明鱗体外光ロングフィン 体外光（鱗光） 一周光

令和⿊ラメ れいわくろらめ ブラック半透明鱗ラメ ヒレ美

令和３色ラメ幹之 れいわさんしょくらめみゆき 白朱赤半透明鱗ラメ斑 ヒレ美

楼蘭 ろうらん 朱赤スモールアイ


