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序文

　スタンダードとは何なのでしょう。それは猫そのものを示すものではではありません。スタンダードは美学に

のっとった理想像の要約なのです。良いスタンダードを現実化することが、結果として芸術作品、または、少な

くとも、芸術的な統一性を持ったものを、もたらすことでしょう。芸術的統一性には、個々のパーツが他と互い

に 和がとれ；それらがバランスがとれ、良い比率にあり；それらが共にお互いを めあい、全体を強める事が

必要です。良い芸術作品は、それ自身が、その内 に論理を持っています。そこには、それぞれの細 に関し

て、必然性と正しさの感性があります。スタンダードで、私たちは一定の様式を持った、ある納得のいく、目に

見える姿を目指しています。様式、それもまた内 の 和と、パーツ間での一貫性を持っています。美学の領域

においては、全体は、そのパーツの総和よりはるかに重要であり、個々のパーツは全体から められたり、減ぜ

られたりします。スタンダードの実現は、審美的で、芸術的な正当性を持っていなければならなのです。

　スタンダードにグロテスクなものや、破壊されたもの、 いものは、まったくありません。それなら、なぜ、

ある勝利した猫達が、 くみえたり、破壊されているように見えるのでしょう？　それは、彼らが、なんらかの

やり方で、基本的な概念を破っているからです。ある猫は、個々に"良い"特徴を持っているかもしれません、そ

して、そのスタンダードの理想をまだ満たしてはいないかもしれないのです。

　粗末で、素人っぽい芸術作品においては、あるパーツはその他のパーツを壊したり、その他のパーツと 和を

取ることが出来ないでしょう。そこには多くの光輝くものがあるかもしれませんが、それは、底知れない弱さに

つながっているのです。芸術的統一性が傷つけられているか、あるいは、それがないかなのです。もし、人が、

どの猫かを" い"と分析すれば、それは、ある特徴や、特徴の組み合わせが、基本となる線や平面の全体的なパ

ターンに、ほど良く融合していないか、不用意に妨害しているということを、発見することになるでしょう。

い換えれば、何かがその様式を破壊しているのです。

　行きすぎた大げささ、ゆがみや、両立しないパーツは、心地よいイメージの代わりにグロテスクな物を作り出

します。故意に歪められたり、 張された特徴は、ばかげた、こっけいな効果をも作り上げるかもしれません。

そのようなものは、 刺と戯画のような のものです。理想的なスタンダードは、他の一つを犠牲にして、どれ

か一つの 分を故意にゆがめるようなものではないのです。様式を めるものと、歪めるものの間には、デリ

ケートなバランスがあるのです。

　スタンダードは、ある生きている猫を描写しているのではありません。それは芸術的な理想であって、一つの

実例では決して完全には到達されるものではないのです。私たちは、ただ単に、この理想へ づこうと努力し

て、完璧であることはいつも、私たちがつかみ取ったものの上にあるということに気づくのです。それが、私た

ちを奮い立たせ続けるものであり、ある芸術家が感動し奮い立たされるのと、将に同じことなのです。

　スタンダードに戻って取り組んではどうでしょう。細かな 分から始める代わりに、全体に到達するように、

細かな 分を加えて統合していくのです、さあ、私たちの基本となる様式から始めて、その様式から細かな 分

を展開させましょう。構成しているパーツは独善的なやり方では、ともにつり上げられることはないだろうと、

分かるでしょう。人間にはどんな形の頭やどんな形の尾も選択する権利はないのです。人は基本となるパターン

を める形を選ばなければなりません。 くほっそりした首の上に大きく丸いどっしりした頭があれば、それは

く優雅な背中から延びた、太く、ぶつんと途切れた尾と同じ様に、明らかにグロテスクでしょう。

　健康的に機能していることに配慮し、自然であることに注意しなければなりません。

　スタンダードはヒゲの最後のミリメータまで、ある猫の図式を科学的に精密なまでに、記載はできませんし、

してはなりません。自然は決して、どんな方法ででも、精密な複製を作り出したりはしません。スタンダード

は、ジャッジが良い審美眼を持ち、教育された 和の感 を持つための、客観的で、芸術的な指針です。作曲家

が彼のノートに、 釈者である音楽家への指針として、速度や、強弱、小節分けを書き留めるようなものです

が、彼は、生の音楽を作るための、その音楽家の持つ、感受性や様式についての知 を信頼しなければなりませ

ん。猫は生きていて、呼吸していて、動くもので、そのように観察されなければならないものです-命のない機械

のようなものではなく、凍らせた死 でもありません。

確実なことは、良い音楽家は決して速くを、ゆっくりに、また、柔らかにを、大きな音でと うような 釈はし

ないということです。同じ様に、良いジャッジは、繊細なを、粗 なと、 いを短いとは決して 釈しません、

これらの用 は単に相対的なもので、絶対的なものではないのですが... 例えば、どのくらい いのが、 い

か、どのくらい背が いのが、 いか？というようなことです。それは演奏の"芸術"を運営し操作ているような

分野なのです。

　スタンダードは、ブリーダーが完全な猫を目指して、その進展を測るための、また、ジャッジがそれらの指針

に沿って、その動物の発達を比 するための、ヤード尺（ものさし）です。

　理想の猫は、完全に り合いのとれた動物であって、飼い慣らされた猫の、生き生きとした好ましい外観を

もった、磨き抜かれ、洗練された一つの型の現れです。全体としての表現のされたかは、見た目に楽しく、よく

手入れされていて、人なつこく、扱いやすく、ジャッジが自動的に、倫理的に、芸術的に　比 し、ベストやベ

スト-イン-ショ-を選択 をしていく、ショーのその日の競技のために準備されています。

　ある猫の様々なパーツが、 和よくバランスがとれていて、そのそれぞれがよく補い合うのなら、全体はその

個々のパーツの合 より かに素晴らしくなるでしょう。その総 が、美しい猫となることでしょう。

ジーン　シンガー　（Jeanne Singer)



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ココココンンンンデデデディィィィシシシショョョョンンンン

　この用語、”コンディション”とは、何でしょう？　コンディションはその猫の全体を反映させています。食
事、手入れ、環境、遺伝といったようなものの全てが、よくコンディションが整えられた猫を作りあげることに
おいて、決定的な役割を果たします；そのネコのあらゆる側面が、これらの重要な因子の結果を反映しているの
です。

身身身身体体体体的的的的ココココンンンンデデデディィィィシシシショョョョンンンン：：：：
　ショーキャットは最善のコンディションであらねばなりません。

清清清清潔潔潔潔ささささとととと見見見見栄栄栄栄ええええよよよよくくくくすすすするるるるこここことととと
　ショーキャットは申し分なく清潔でなければなりません。グルーミングはそのネコの美しさをさらに美しく
し、その猫種の性質を際だたせなければなりません。

気気気気質質質質：：：：
　よくバランスがとれた気質で、ショーキャットが審査の手順をよく受け入れなければなりません。穏やかで、
安定した性質はその猫をよりよくし、ジャッジが評価し、その猫をその最も有利な状態で見せることを、受け入
れるでしょう。

外外外外見見見見：
　全般的な健康と活気にみちていることは、鮮明な目、輝くコート、機敏な外観と言うことに反映します。動い
ているとき、その猫はその猫種の特徴的な優美さと美しさを示すことでしょう。

感感感感触触触触：：：：
　ある出陳猫が、ジャッジによってハンドリングされるとき、ジャッジの手はその猫の大きさ、形、骨格構造、
筋肉のトーン、基礎的な形態といったものを記録します。その猫の全体は、その個々の構成成分の総計なので
す。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネネネネココココのののの構構構構成成成成

　美しく、上品で、快活であることは、ネコを要約して表現しているものではありますが、この審美的特性を具
体化するために、理想的なショーキャットは、優れた健康状態と健全な構成を反映しています。

　構造の多様性は、その血統ネコの品種特性と他品種と区別をはっきりさせるための助けになるます。個々の品
種のスタンダードは、時として、ネコの普通ではない身体的特徴を記載していますが、理想のショーキャット
は、どんな、特徴や、誇張や、その他諸々のものであっても、不快な感じを生じさせたり、ネコの健康や幸福を
危うくするような面はないのです。

頭頭頭頭

　成熟した頭蓋骨は、頭の形、---つまり、長い、中位短いといったような事に---かかわらず、好ましくない陥
没や、突起がなく、スムーズです。目は、鮮明で輝き均等な動きをします。呼吸に無理はありません。口は適切
なかみ合わせで閉じます。顔と顎は、左右対称で、配置されています。

骨骨骨骨格格格格構構構構造造造造

　骨格構造は、大きさ---つまり、小さい、中位、大きいといったような事に---かかわらず、対称でバランスが
とれた状態で、機能的です。背骨はしなやかで、関節は柔軟性があります。脚は平行で、体重や、動きをしっか
りと支えているのです。

体体体体のののの実実実実体体体体

　体の形は、スタイル---つまり、短い、長い、丸いか、チューブ状かといったような事に---かかわらず、胸の
穏やかな外向きの湾曲から、腹部のより柔らかなら線へと続く輪郭を描いています。肩、体の中間部分と、後ろ
四分の一の部分の筋肉は発達し、力強さと、体のスタイルとの適合性を反映しています。

結結結結論論論論

　ネコは生きて、呼吸して、動いていて、実存していると言うことを、決して忘れてはなりません。健全な構造
をもち、機能していると言うことは、美しさを追い求めるためには、絶対的に必要な事なのです。
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ショースタンダード 

 ２０２０年５月１日〜２０２１年４月３０日 

 

・アビシニアン（2017 年改訂）------------------1 

・アメリカンボブテール（2019 年改訂）----------3 

・アメリカンカール（2018 年改訂）-------------10 

・アメリカンショートヘアー（2017 年改訂）-----16 

・アメリカンワイヤーヘアー（2011 年改訂）-----22 

・バリニーズ（2019 年改訂）-------------------25 

・ベンガル（2020 年改訂）---------------------30 

・バーマン（ビルマの聖猫）（2014 年改訂）-----36 

・ボンベイ（1997 年改訂）---------------------40 

・ブリティッシュショートヘアー（2020 年改訂）-41 

・バーミーズ（2013 年改訂）-------------------46 

・バーミラ（2019 年改訂）---------------------48 

・シャルトリュー（1999 年改訂）---------------53 

・カラーポイントショートヘアー 

                         （2013 年改訂）------54 

・コーニッシュレックス（2020 年改訂）---------57 

・デボンレックス（2018 年改訂）---------------64 

・エジプシャンマウ（2009 年改訂）-------------69 

・ヨーロピアンバーミーズ（2019 年改訂）-------71 

・エキゾチック（2020 年改訂）-----------------73 

・ハバナブラウン------------------------------87 

・ジャパニーズボブテール（2020 年改訂）-------88 

・ジャバニーズ（バリニーズを参照） 

・カオマニー ミセラニアス カテゴリー 

（2019 年改訂）-----93 

・コラット（2006 年改訂）----------------------95 

・ラパーマ（2014 年改訂）--------------------- 97 

・ライコイ ミセラニアス カテゴリー 

（2018 年改訂）-----104 

・メインクーンキャット（2016 年改訂）---------106 

・マンクス（2015 年改訂）---------------------114 

・ノルウェージャンフォレストキャット 

                          （2014 年改訂）-----120 

・オシキャット（2013 年改訂）-----------------126 

・オリエンタル（2020 年改訂）-----------------128 

・ペルシャ（2020 年改訂）---------------------140 

・ラガマフィン（2016 年改訂）-----------------151 

・ラグドール（2009 年改訂）-------------------167 

・ロシアンブルー（1999 年改訂）---------------171 

・スコティッシュフォールド（2018 年改訂）-----172 

・セルカークレックス（2018 年改訂）-----------181 

・サイアミーズ（2012 年改訂）-----------------187 

・サイベリアン（2015 年改訂）-----------------189 

・シンガプーラ（2007 年改訂）-----------------195 

・ソマリ（1999 年改訂）-----------------------197 

・スフィンクス（2015 年改訂）-----------------199 

・トンキニーズ（2008 年改訂）-----------------203 

・トイボブ ミセラニアス カテゴリー 

（2019 年改訂）---------205 

・ターキッシュアンゴラ（2020 年改訂）---------207 

・ターキッシュバン（2009 年改訂）-------------212 

 

下線（ ）部分は前年度からの改訂部分、（ ）部分は、削除があったことを示す。 
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アビシニアン 
( A b y s s i n i a n ) 

配点 
頭部（２５） 

マズル．．．．．．．．．．．．．．．６ 

頭蓋骨．．．．．．．．．．．．．．．６ 

耳．．．．．．．．．．．．．．．．．７ 

目型．．．．．．．．．．．．．．．．６ 

 

体（３０） 

胴．．．．．．．．．．．．．．．．１５ 

脚部と足．．．．．．．．．．．．．１０ 

尻尾．．．．．．．．．．．．．．．．５ 

 

コート（１０） 

手触り．．．．．．．．．．．．．．１０ 

 

カラー 

色．．．．．．．．．．．．．．．．１５ 

ティッキング．．．．．．．．．．．１５ 

目色．．．．．．．．．．．．．．．．５ 

 

全般︓全体的な印象として、理想的なアビシニアンは、
明⽩なティッキングの⼊った⽪⽑を持つ⾊彩に富んだ猫
であり、⼤きさは中位で、堂々とした外観を呈する。ア
ビシニアンは、しなやかで、堅くしまった筋⾁質な猫
で、旺盛な活動⼒を表し、回りのもの全てに対して、愛
らしい好奇⼼を⽰す。その猫の全ての部分が、その⽐率
において、気質的にも⾁体的にもよくバランスが取れて
いる。 
 
頭︓平らな⾯のない、いくぶん丸みを帯びたふうに緩和
された楔形で、額、頬、横顔の全てが、なだらかな輪郭
をしている。⿐筋から額にかけて幾分⾼くなっており、
その額は⽿と⽿の間が広い、ちょうどいい⼤きさで、と
ぎれることなく、アーチ型に⾸へと続いていなければな
らない。 
 
マズル︓鋭くとがってはいないし、四⾓くもない。顎は
引けてもないが、突き出てもいない。⼤⼈の雄でのジャ
ウルには配慮がなされなければならない。 
 
⽿︓機敏な感じで、⼤きく、程良く尖っており、付け根
は広くカップ状になっており、聞き⽿を⽴てているよう
に位置している。⽿の⽑はとても短く、密着して横たわ
って⽣えており、ルディーアビシニアンでは⿊の、レッ
ドアビシニアンではチョコレートからブラウンの、ブル
ーアビシニアンではスレートブルーの、フォーンアビシ
ニアンでは明るいココアブラウンの先端になっているこ
とが望ましい。 
 
⽬︓アーモンド型で、⼤きく、輝いており、表情に富ん
でいる。丸くもなく、東洋的でもない。⽬は細い濃いラ
インで強調されており、明るい⾊の部分で取り囲まれて

いる。 
 
胴体︓中位の⻑さで、しなやかで、優美であるが、しか
し、粗く劣ったようなところはなく、よく発達した筋⾁
の強さを⽰している。単に⼤きさというよりは、プロポ
ーションと全体的なバランスが良いことが望ましい。 
 
脚と⾜︓釣り合いよく細く、⾻が細い。アビシニアンは
地⾯からよく離れて、⽖先⽴ちしたような印象を与える
ように⽴つ。ポウは⼩さく、丸く、コンパクトである。
⽖先︓前⾜は５本指、後ろ⾜は４本指。 
 
尻尾︓付け根は太く、幾分⻑めで、先細りになってい
る。 
 
コート︓柔らかくシルキーで繊細な⼿触りであるが、厚
く光沢のある輝きで、さわると跳ね返ってくる。⻑さは
中位であるが、ティッキングの⼆つか三つの濃いバンド
を収めるのに充分な程の⻑さである。 
 
減点︓⾊の薄いパッド、⻑くて狭い頭、短く丸い頭、筋
の⼊った⾜、濃く切れたネックレスのマーク、尻尾の輪
の模様。冷たい⾊、もしくは灰⾊がかった⾊のコート。
ブルーやフォーンのアビシニアンの⽩いアンダーコー 
ト。 
 
失格︓⽩いロケットもしくは⿐先、顎、喉の上部以外の
あらゆる部分の⽩。キンクや異常な尻尾。濃い切れてい
ないネックレス、胴体の主要部分に広がった⽪膚近くの
灰⾊のアンダーコート。レッドアビシニアンのあらゆる
⿊い⽑、正しくない数の指、認められている４つの⾊以
外のあらゆる⾊。 
 

アビシニアン カラー 
 

コートカラー︓暖かく燃えるような輝き。ティッキン
グ︓くっきりと識別でき、均⼀で、⽑の⼀本⼀本により
明るい⾊のバンドとコントラストをなす濃い（尻尾の先
の）⾊のバンドがある。アンダーコートの⾊は⽪膚に対
して鮮明で、明るい。深い⾊のシェードが望ましいが、
⾊の深さのために、ティッキングの強度が犠牲になって
はならない。充分なティックドであれば、背⾻に沿った
濃いシェードは許される。体の下部、胸、⾜、にマーク
のない猫、リングのない尻尾の猫が優先される。顔のマ
ーキング︓⽬や眉から広がった濃いライン、頬⾻の濃
淡、髭の付け根のパッドの斑点や、濃淡は望ましい増強
である。⽬は細い濃いラインで強調され、明るい⾊の部
分で取り囲まれている。⽬⾊︓ゴールドかグリーン、よ
り濃く豊かな⾊が良い。 
 
ルディー︓ルディーブラウンのコート、⿊のティッキン
グ︔外側の最先端の⽑先が最も濃く、オレンジーブラウ
ンのアンダーコートを持っている。尻尾の先端は⿊。体
の下側や脚の内側はメインの⾊合いと調和して、濃淡が

1
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ある。ノーズレザー︓⽡⾊の⾚、パウパッド︓⿊かブラ
ウン、⾜の指と指の間は⿊で、その⾊がいくぶんパウに
までかかっている。 
 
レッド(シナモン遺伝⼦）︓コートは豊かで暖かい燃え
るような⾚、チョコレート-ブラウンのティッキングが
あり、⽑先の先端が最も濃く、レッド・オレンジのアン
ダーコートを持つ。尻尾の先はチョコレート-ブラウ
ン。体の下側や脚の内側はメインの⾊合いと調和して、
濃淡がある。ノーズレザー︓ロージィーピンク。パウパ
ッド︓ピンク、⾜の指と指の間はチョコレート-ブラウ
ンで、その⾊がいくぶんパウにまでかかっている。 
 
ブルー︓コートは暖かいベージュ、スレートブルーのテ
ィッキングがあり、⽑先の最も先端は濃く、⾚味を帯び
たベージュのアンダーコートを持っている。体の下側や
脚の内側はメインの⾊合いと調和して、濃淡がある。ノ
ーズレザー︓オールドローズ、パウパッド︓藤⾊、⾜の
指と指の間はスレートブルーで、その⾊がいくぶんパウ
にまでかかっている。 
 
フォーン︓コートは暖かい⾚みがかったベージュ、ココ
アブラウンのティッキングがあり、⽑先の最も先端は濃
く、⾚味を帯びたベージュのアンダーコートを持ってい
る。尻尾の先はココアブラウン。体の下側や脚の内側は
メインの⾊合いと調和して、濃淡がある。ノーズレザ
ー︓サーモン。パウパッド︓ピンク、⾜の指と指の間は
明るいココアブラウンで、その⾊がいくぶんパウにまで
かかっている。 
 
以下の記載は参照の⽬的のみであって、ショースタンダ
ードの公式な部分ではない。 

 

アビシニアン カラークラス番号 

 

ルディー．．．．．．．．．0380  0381 

レッド．．．．．．．．．．0382  0383 

ブルー．．．．．．．．．．0384  0385 

フォーン．．．．．．．．．0386  0387 

A O V ．．．．．．．．．．なし  なし 

 

アビシニアンとアウトクロスする事の出来る猫種: 
なし 
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アメリカンボブテール 
 (American Bobtail) 

配点 
 
頭部（45） 
形................................9 
額................................8 

目...............................10 
鼻................................5 
マズル/顎.........................8 
耳................................5 
 
体（40） 

形...............................15  
首................................5 
脚と足............................5 
尾...............................15 
 
コートとカラー（15） 

手触り/密度......................10 
色/パターン.......................5 
 
全般︓アメリカンボブテールは中型から⼤型で、⾃然
発⽣のボブテールの猫である。活動的な猫で、よく筋
⾁が発達し、⼒強い⾒た⽬と触った感じがある。特徴
的な⾃然の狩りの時の凝視する⽬つきで、それがこの
猫種の体のタイプと⾃然なボブテールと⼀緒になっ
て、アメリカンボブテールの他とは異なる野性的な外
観をもたらす。この猫種の表情は、知的で敏捷な感じ
である。雌は⼀般的に⽐率は同じで雄より⼩振りで、
この猫種のより重要なことは、⼤きさや、尾の特徴よ
り、タイプである。 
 
頭部︓形 ー 幅広の修正楔形で、⽬⽴った平らな⾯や
盛り上がりがなく、体と釣り合いがとれている。頬⾻
はくっきりとしている。横顔は、わずかに窪んだ曲線
が額と⿐先の間にあり額と⽿の間の⻑さは充分にあ
る。頭と種雄のジャウルが幅広くなることが、は⼤⼈
の雄では明らかである。額 ー 特徴的な額は、瞼の隆
起へとわずかに丸味を帯た前頭部により、はっきりと
している。額の境界は⾁付きがよく、⽬の上のライン
を作り出し、強調している。⽬ ー ⽬は⼤きい。ほぼ
アーモンド型である。深くついている。⽬の外側の⾓
の⾓度は⽿の外側の端に向かってわずかに上がって
いる。⽬と⽬は中くらいの幅で離れている。⽬の上の
特徴的な額は、⾃然な狩りをするための凝視した⽬つ
きをもたらしている。⿐ ー 幅広で、⼤きなノーズレ
ザーへと、⿐の⻑さを通して、⽬の内側の⾓から同じ
幅である。マズル/顎 ー くっきりとした幅広の中くら
いの⻑さのマズルの上に、ウイスカーブレークが観察
出来る。⾁付きのいいウイスカーパッドである。顎は
強く、幅広く⿐と⼀直線上に並ぶ。⽿ ー 中くらい。
根本は幅広で、いくぶん丸味を帯びた先端である。広
く位置し、わずかに外側にかしいで、直⽴している。

⽿のティッピングと飾り⽑が強く望まれる。リンクス
ポイントを含み、全てのタビーの猫は、⽿の後ろに明
るい⾊の拇印マークがあることが望ましい。 
 
体︓いくぶん⻑めで、がっしりした⻑⽅形の⽴ち姿で
ある。胸は幅広で豊かである。いくぶん腰が⾼く、盛
り上がった肩胛⾻を持っている。腰はしっかりしてい
て、ほぼ胸幅と同じである。厚味のある脇腹である。
筋⾁質で運動能⼒に優れた外観である。ゆっくりと成
熟する事に、配慮がなされなければならない。脚部と
⾜ー体と釣り合いがとれており、充分な⻑さと、しっ
かりとした⾻格である。ポウは⼤きく丸い。⾜先のタ
フトがロングヘアーでは、望ましい。前⾜は５本指、
後ろ⾜は４本指。尾ー短く、柔軟で、表現⼒に富み、
真っ直ぐか、いくぶんカーブしているか、わずかにキ
ンクがあるか、尾の⻑軸にそって瘤があったりするで
あろう。尾は尻の先端の線と同⼀線上に付いている。
尾は根元が太く、触ると強くしっかりしていて、脆弱
な感じではない。より真っ直ぐな尾の猫は、尾の先端
に太くなったパッドがなくてはならない。⻑さーは猫
が⾝構えたとき背中を越えてはっきりと⾒えるだけ
の充分な⻑さでなければならないが、⻑さは⾶節を越
えてはならない。特定の⻑さが好ましいということは
ない。⾸︓⻑さは中位であるが、筋⾁質であるため、
短くみえるだろう。 
 
コート︓ショートヘアーディビジョン︓⻑さ -中位で、
やや密度があり︔⼿触り-⽺⽑の様な感じではなく、幾
分柔らかさのある弾⼒性があり︔密度-ダブルコート、
固いトップコートと柔らかい⽻⽑のようなアンダー
コートがあり︔その他として-コートに季節的な変化が
認められる。コートはたいていはダイリュート系のカ
ラー、リンクスポイント、シルバー系の⾊では、⼿触
りがより柔らかであろう。アンダーコートはタビーの
猫ではネズミ⾊のグレー。ロングヘアーディビジョ
ン︓⻑さ-中位から⻑い⽑まで、いくぶんシャギーな感
じである。ラフ、半ズボンの部分、腹と尾ではいくぶ
ん⽑が⻑くなっていく︔ラフ -わずかで、ムートンチ
ョップスが望ましい︔⼿触り-マットな感じはなく、弾
⼒性がある︔密度 -ダブルコート。アンダーコートが
あるが極端に密なわけではない。その他として-コート
に季節的な変化が認められる。コートはたいていは、
ダイリュート系のカラー、リンクスポイント、シルバ
ー系の⾊では、⼿触りがより柔らかであろう。 
 
減点︓その猫の容貌やバランスに影響するような⻑す
ぎる尾や短かすぎる尾。形が崩れているようなキンク
や節のある尾。固い尾、脆弱な尾、低い位置に付いた
尾。真っ直ぐで、膨れたパッドがない尾。丸い⽬。弱
い顎。極端に短いマズルやノーズブレーク。綿⽑の様
なコート。 
 
カラーとパターン︓どのような遺伝的に可能なカラー
とその組み合わせも、認められる。この猫種の⾃然で
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野性的な外観を助⻑するカラーとパターンが優先さ
れる。全ての縞猫において強いルファーシング（⾚み
があること）が望ましく、それはシルバーも含み、そ
のことで減点はない。リンクスポイントとスモークで
は体にパターンがあることが、とても望ましい。ルー
ファス︓コートカラーの⾚味がかった⾊、特にタビー
の猫たちの地⾊について、留意すること。このルーフ
ァスの要素は、タビーのくすんだベージュ⾊”⻩⾊”の
バンドを輝くアプリコット⾊に変え︔くすんだオレン
ジ⾊を輝く豊かなレッドに変える。ルファースそれ⾃
⾝は、⾦⾊がかった豊かな薄いクリーム⾊を、⾚味が
かったパターンに、⾦⾊がかった豊かな薄い⾚みがか
った⾊を、⾚味がかったパターンにする。（チョコレー
トやシナモンの遺伝学と混同してはならない。） 
 
ボタンとロケット︓どのカラーやパターンでも許され
る。ボタンやロケットのある猫は、その猫のその基本
となるカラーとして、そのようなロケットやボタンに
対して減点されることなく、審査される。 
 
⽬⾊︓全ての⽬⾊が受け⼊れられる。⽬⾊はカッパー、
ゴールド、イエロー、またはグリーンであろう︓バイ
カラー/バン、カラーポイント、リンクスポイント、オ
ッドアイホワイトでは、ブルーもある。 
 
発達過程での変化︓⼤⼈の体のタイプに達するまで、
ゆっくりと発達していくことに配慮がなされなけれ
ばならない。この猫種は３年以上にわたって、次第に
成熟してくる。 
 
失格︓尾が全体として⽋損していること。華奢な⾻格
構造。正しくいない⾜の指の数 
 

アメリカンボブテールカラー 
 
ホワイト︓純粋な、輝くホワイト。ノーズレザーとパ
ウパッド︓ピンク 
 
ブラック︓濃い⽯炭のような⿊、被⽑の根本から先ま
で陰りがない。⽑先の錆びた薄い⾊合いがない。ノー
ズレザー︓⿊。パウパッド︓⿊かブラウン。 
 
ブルー︓ブルー、より明るいシェードが望ましい、⿐
から尻尾の先まで単⼀のレベルのトーンである。根本
まで、陰りがない。不均⼀なより明るいシェードより、
陰りのない暗いシェードの⽅がより良い。ノーズレザ
ーとパウパッド︓ブルー。 
 
レッド︓深い、豊かな、はっきりとした輝くレッド︔
シェードやマーキングや、ティッキングがない。唇と
顎ははコートと同じ⾊。ノーズレザーとパウパッド︓
煉⽡⾊のレッド。 
 
クリーム︓マーキングのない、淡⻩⾊かクリームの均

⼀なシェード。根本まで陰りがない。より明るいシェ
ードが好ましい。ノーズレザーとパウパッド︓ピンク。 
 
チョコレート︓豊かな、暖かいチェスナッツ -ブラウ
ン、全体を通して陰りがない。ノーズレザー︓ブラウ
ン。パウパッド︓ブラウンまたはシナモン。 
 
ラベンダー︓霜がかかったような灰⾊でピンクがかっ
たトーン、全体を通して陰りがない。ノーズレザーと
パウパッド︓ラベンダーピンク。 
 
シナモン︓シナモン、全体を通して陰りがない。ノー
ズレザーとパウパッド︓シナモン。 
 
フォーン︓薄いピンクがかったフォーン︔全体をとお
して陰りがない。より明るいシェードが望ましい。ノ
ーズレザーとパウパッド︓薄いフォーン 
 
シェーデットパターン︓アンダーコートはホワイト、
指定されたマーキングの⾊のティッピングに被われ、
側⾯、顔と尾から、次第に薄くなっていき、背筋が濃
く、顎、腹、尾の下側はホワイト。脚は顔と同じトー
ンである。⽬の縁取り、唇は、⿐はマーキングの⾊で
縁取られている。ノーズレザーとパウパッドは以下に
定義する。 
 
シェーデットシルバー︓ノーズレザー︓煉⽡⾊のレッ
ド。パウパッド︓ブラック。 
 
ブルーシェーデット︓ノーズレザー︓ブルーかピンク
のトーンがあるブルー、パウパッド︓ブルーまたはピ
ンクのトーンがあるブルー。 
 
チョコレートシェーデット︓ノーズレザー︓ピンク。
パウパッド︓シナモン。 
 
ラベンダーシェーデット︓ノーズレザー︓ラベンダー
-ピンク。パウパッド︓ラベンダーピンク。 
 
カメオシェーデット︓ノーズレザー︓ローズ。パウパ
ッド︓ローズ。 
 
シナモンシェーデット︓ノーズレザー︓ローズ。パウ
パッド︓サンゴ⾊。 
 
フォーンシェーデット︓ノーズレザー︓フォーン。パ
ウパッド︓ピンク。 
 
クリームシェーデット︓ノーズレザーとパウパッド︓
ピンク 
 
トーティーシェルシェーデット︓ノーズレザーとパウ
パッド︓ソリッドにおいてのように、ピンクのまだら
があるであろう。 
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ブルークリームシェーデット︓ノーズレザーとパウパ
ッド︓ソリッドにおいてのように、ピンクのまだらが
あるであろう。 
 
チョコレートトーティシェルシェーデット︓ノーズレ
ザーとパウパッド︓ソリッドにおいてのように、ピン
クのまだらがあるであろう。 
 
シナモントーティシェルシェーデット︓ノーズレザー
とパウパッド︓ソリッドにおいてのように、ピンクの
まだらがあるであろう。 
 
ラベンダークリームシェーデット︓ノーズレザーとパ
ウパッド︓ソリッドにおいてのように、ピンクのまだ
らがあるであろう。 
 
フォーン -クリームシェーデット︓ノーズレザーとパ
ウパッド︓ソリッドにおいてのように、ピンクのまだ
らがあるであろう。 
 
チンチラ︓アンダーコートは純粋なホワイト。背中、
側⾯、頭、尾のコートは指定されたマーキングの⾊で、
充分にティップがあり（すなわち、ブラック、ブルー、
レッド、クリーム、トーティーシェル、等）、特徴的な
輝く外観を持つ。脚は、わずかに、ティッピングのシ
ェードがある。顎、腹、胸は純粋なホワイト。⽬の輪
郭、唇、⿐はマーキングの⾊で縁取られている。ノー
ズレザー︓パターンとマーキングカラー（ブラック /
煉⽡⾊の⾚、ブルー /オールドローズ、レッドとクリ
ーム /ロース等）に適切である。パウパッド︓パター
ンとマーキングの⾊に適合する。（ブラック /ブラック、
ブルー /ローズ、レッドとクリーム /ローズ等） 
 
スモークパターン︓ホワイトのアンダーコートで、指
定されたマーキングカラーのより深いティップが⼊
る。猫が休んでいると、マーキングカラーに⾒える。
体のパターンは望ましいが、それに関しては、なくて
も減点ではない。動くと、ホワイトのアンダーコート
が現れる。ポイント（体の先端）とマスク（顔）は、
⽪膚に隣接する⽑の根元で、ホワイトの狭いバンドが
あるマーキングカラーで、根元のホワイトは、⽑を分
けた時にだけ⾒えるであろう。ノーズレザーとパウパ
ッド︓パターンとマーキングカラーに適合する（以下
を参照）。 
 
ブラックスモーク︓ノーズレザーとパウパッド︓ブラ
ック。 
 
ブルースモーク︓ノーズレザーとパウパッド︓ブルー。 
 
レッドスモーク(カメオ)︓ノーズレザーとパウパッド︓
ローズ。 
 

チョコレートスモーク :ノーズレザーとパウパッド︓
ブラウンか煉⽡⾊。 
 
ラベンダースモーク :ノーズレザーとパウパッド︓ラ
ベンダーピンク。 
 
シナモンスモーク :ノーズレザーとパウパッド︓シナ
モン。 
 
クリームスモーク︓ノーズレザーとパウパッド︓ピン
ク。 
 
フォーンスモーク︓ノーズレザーとパウパッド︓薄い
フォーン。 
 
トーティーシェルスモーク︓ノーズレザーとパウパッ
ド︓⿐とポウにピンクのまだらがある。 
 
ブルークリームスモーク︓ノーズレザーとパウパッ
ド︓⿐とポウにピンクのまだらがある。 
 
チョコレートトーティシェルスモーク︓ノーズレザー
とパウパッド︓⿐とポウにピンクのまだらがある。 
 
ラベンダークリームスモーク︓ノーズレザーとパウパ
ッド︓⿐とポウにピンクのまだらがある。 
 
シナモントーティシェルスモーク︓ノーズレザーとパ
ウパッド︓⿐とポウにピンクのまだらがある。 
 
フォーン -クリームスモーク︓ノーズレザーとパウパ
ッド︓⿐とポウにピンクのまだらがある。 
 
クラッシックタビーパターン︓マーキングは濃く、は
っきりと⾒えて、幅が広い。脚は体のマーキングとつ
ながるように登っていくブレスレットの縞がある。⾸、
胸の上部に途切れのない何本ものネックレスがあり、
ネックレスは多いほど良い。しかめつらマークが額に
あり、それは⼊り組んだ "Ｍ"の形になっていいる。途
切れのないラインが⽬の外側の⾓から後ろへと⾛っ
ている。渦巻きが頬にある。縦のラインが頭の後ろを
通って肩のバタフライマークにまで及んでいる、その
バタフライマークは、上⽻と下⽻の両⽅がくっきりと
縁取られ、輪郭の内側には斑点やその他の繊細な線の
マークがある。背中のマークはバタフライから尻尾へ
と背⾻に沿って縦に降りている⼀本のラインと、それ
に平⾏して両側にそれぞれ縦の⼀本の縞からなり、こ
の３本の縞は地⾊の縞によって、よく離れている。⼀
つかそれ以上の途切れない輪に取り囲まれた⼤きな
単⾊の班が両則にあり、そこに繊細な線も含まれてい
るであろう。側⾯のマークは両則ともに同じである。
⼆重の縦のボタンの列が胸と腹にある。 
 
マッカレルタビーパターン︓マーキングは濃く、くっ
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きりと⾒え、全ては狭い鉛筆書きのラインのようであ
る。脚には体のマークにつながる狭いブレスレットか
らなる均等な縞がある。⾸と胸のネックレスがくっき
りしており、沢⼭のチェーンの様である。頭部には縞
があり、額に"M"マークがある。⽬から後ろにかけて
途切れない線が⾛っている。ラインは頭部から駆け下
り、肩で出会っている。背⾻に沿った線は共に流れて
狭いサドルを形作る。狭いペンシルラインが体の回り
に⾛っている。 
 
スポッティッドタビーパターン︓体のマーキングはス
ポットである。スポットは丸くなっているか、⻑⽅形
かロゼットの様な形であろう。それらはいずれも、等
価であるが、しかしスポットの形や位置ははっきりし
ていなければならない。スポットはマッカレル、また
はクラッシックのパターンを微妙に⽰すが、つながっ
てはおらず、ランダムなパターンのスポットがより好
ましい。背の縞は、体の全⻑から尾の先端まで⾛って
おり、その縞は、理想的にはスポットから構成されて
いる。顔と額のマークは典型的なタビーのマーキング
になる。体の下側は"ベストボタン "がある。脚は縞が
ある。胸の上部は⼀つかそれ以上の途切れたネックレ
スがある。 
 
テックドタビーパターン︓体の⽑は、様々なマーキン
グのカラーのシェードと、地⾊のカラーのティックド
である。より明るい体の下側はタビーマークがあるだ
ろう。顔と脚と尾にははっきりとしたタビー模様がな
ければならない。猫は、少なくとも⼀つ、はっきりと
ネックレスがなければならない・ 
 
パッチドタビーパターン︓パッチドタビー（トビー）
はシルバー、ブラウン、ブルー、レッド、クリームな
どのタビーからなり、レッド、クリーム、ラベンダー、
フォーンなどのパッチがあり、、シナモン、チョコレー
トタビーからなり、くっきりとしたレッドかクリーム
のパッチが、体と四肢の両⽅にくっきりとある。 
 
シルバータビー︓唇と顎を含み、地⾊は薄い澄んだシ
ルバーである。マーキングは濃いブラック。ノーズレ
ザー︓煉⽡⾊のレッド。パウパッド︓⿊。 
 
ブラウンタビー︓地⾊は輝く銅⾊のブラウン。マーキ
ングは濃いブラック。唇と顎は、⽬の回りのリングと
同じシエードである。⾜の裏は、パウから踵にかけて
ブラック。ノーズレザー︓煉⽡⾊のレッド。パウパッ
ド︓ブラックかブラウン。 
 
ブルータビー︓唇と顎を含み、地⾊は薄いブルーがか
ったアイボリー。マーキングはとても深いブルーで、
地⾊と良いコントラストをなしている。暖かいフォー
ンがかった雰囲気か、パティナ（ patina:緑⻘、）が全
体にかかっている。ノーズレザー︓オールドローズ。
パウパッド︓ローズ。 

 
レッドタビー︓地⾊はレッド。マーキングは深く豊か
なレッド。唇と顎はレッド。ノーズレザーとパウパッ
ド︓煉⽡⾊のレッド。 
 
クリームタビー︓唇と顎を含み地⾊はとても薄いクリ
ーム。マーキングはバフかクリームで良いコントラス
トをなすように、地⾊より充分に濃いが、ダイリュー
トカラーの範囲内ではある。ノーズレザーとパウパッ
ド︓ピンク。 
 
チョコレートタビー︓地⾊は暖かいフォーン、マーキ
ングは豊かな栗⾊のブラウン。ノーズレザー︓栗⾊か
栗⾊の輪郭のあるピンク。パウパッド︓シナモン。 
 
チョコレートシルバータビー︓唇と顎を含み地⾊はシ
ルバー。マーキングは豊かな栗⾊。ノーズレザー︓栗
⾊か栗⾊の輪郭があるピンク。パウパッド︓シナモン。
アメリカンボブテール  
 
シナモンタビー︓唇と顎を含み地⾊は薄い、温かい蜂
蜜⾊、マーキングは濃いシナモン、地⾊と良いコント
ラストをなしている。ノーズレザー︓シナモンまたは
シナモンで縁取りのあるサンゴ⾊。パウパッド︓シナ
モン。 
 
シナモンシルバータビー︓唇と顎を含み地⾊は薄い輝
くシルバー。マーキングは濃いシナモン。ノーズレザ
ー︓シナモンまたはシナモンで縁取りのあるサンゴ⾊。
パウパッド︓シナモン 
 
ラベンダータビー︓地⾊は薄いラベンダー、マーキン
グは豊かなラベンダーで、地⾊と良いコントラストを
なす。ノーズレザー︓ラベンダーかラベンダーの輪郭
があるピンク。パウパッド︓ラベンダーピンク 
 
ラベンダーシルバータビー︓唇と顎を含み地⾊は冷た
い澄んだシルバー。マーキングは正しいラベンダー⾊。
ノーズレザー︓ラベンダーかラベンダーの輪郭がある
ピンク。パウパッド︓ラベンダーピンク。 
 
フォーンタビー︓唇と顎を含み地⾊は薄いアイボリー。
マーキングは濃いフォーンで地⾊と良いコントラス
トをなす。ノーズレザーとパウパッド︓薄いフォーン。 
 
カメオタビー︓地⾊はオフホワイト。マーキングはレ
ッド。ノーズレザーとパウパッド︓ローズ。 
 
ブルーシルバー、クリームシルバー、フォーンシルバ
ータビー︓タビーパターンは、⾊と⽪膚の記載ととも
に、相当するシェードのカラーと同じである。 
 
トーティーシェル︓ブラックにレッドまたは、レッド
のシェードの部分があるまだらか、パッチがある。レ
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ッドの様々なシェードは受け⼊れられる。 
 
ブルークリーム︓ブルーにクリームのまだらかパッチ
がある。 
 
チョコレートトーティーシェル︓豊かな栗⾊のブラウ
ン、レッドまたはレッドのシェードのまだらか、パッ
チがある。レッドの様々なシェードは受け⼊れられる。 
 
シナモントーティーシェル︓シナモン、レッドまたは
レッドのシェードのまだらか、パッチがある。レッド
の様々なシェードは受け⼊れられる。 
 
ラベンダー -クリーム︓ラベンダーにクリームのまだ
らかパッチがある。 
 
フォーン -クリーム︓フォーンにクリームのまだらか
パッチがある。 
 
キャリコ︓⽩にブラックとレッドの無秩序なパッチが
ある。ホワイトが体の下の部分では優占している。 
 
ダイリュートキャリコ︓⽩に、ブルーとクリームの無
秩序なパッチがある。ホワイトが体の下の部分では優
占している。 
 
フォーンクリームキャリコ、ラベンダークリームキャ
リコ、シナモンクリームキャリコ︓上記のキャリコに
関して、適切なマーキングのカラー。 
 
バイ-カラー︓ソリッド、シェーデット、スモーク、タ
ビー、トーティーシェル、ポインティッド、リンクス
ポインティッドとホワイト、等々。ロケットとボタン、
またはそのいずれかのホワイトしか持たない猫は、こ
のカラークラスの資格はない。そのような猫は、その
猫たちの基本の⾊のカラー暮らすでロケットやボタ
ンという事に関して減点されることなく審査されな
ければならない。 
 
ポインティッドパターン︓体の⾊はより明るく、⾊調
が⾊が認められる。ポイント︓マスク、⽿、脚、尾と
⾜にくっきりと明瞭である。マスクは頭頂を越えて広
がってはならない。ノーズレザーとパウパッド︓コー
トカラーに適合している。ポイントパターンはその他
のパターン（ミンク以外）といずれかの⾊が組合わさ
っているかもしれない。すなわち、ライラック -シル
バースポイントとシールポイント。 
 
シールポイント︓ノーズレザー︓シールまたはレンガ
⾊のレッド。パウパッド︓シール。 
 
ブルーポイント︓ノーズレザー︓ブルーまたはレンガ
⾊のレッド。パウパッド︓ブルー。 
 

チョコレートポイント︓ノーズレザーとパウパッド︓
シナモン、またはシナモンに縁取られたピンク。 
 
シナモンポイント︓ポイントは明るい⾚味がかったブ
ラウン、チョコレートより明らかに暖かく明るい -シ
ナモンステリックの⾊。ノーズレザーとパウパッド︓
タンからピンクがかったベージュ 
 
ライラックポイント︓ノーズレザーとパウパッド︓ラ
ベンダーピンクまたはラベンダーにふちどられたピ
ンク。 
 
フォーンポイント︓ポイントは明るいラベンダーで、
薄いココア⾊のトーンがかかっている。ノーズレザー
とパウパッド︓ピンクとダスティーローズの明るいシ
ェードまたはそのいずれか（ブルーやラベンダーのト
ーンではない） 
 
フレーム(レッド)ポイント︓ノーズレザーとパウパッ
ド︓肌⾊、または珊瑚⾊のピンク、またはレッド。 
 
クリームポイント︓ノーズレザーとパウパッド︓ピン
ク、またはサーモン珊瑚⾊に縁取られたピンク。 
 
シルバーポイント︓ノーズレザーとパウパッド︓パタ
ーンとマーキングのカラーに適合した⾊、例えば、チ
ョコレートシルバーリンクスポイント、シールシルバ
ーリンクスポイント、等々。 
 
リンクスポイントパターン︓体の⾊はマーキングと地
⾊のカラーに適合する。マスクはくっきりと、額に濃
い縦の縞で縁取られ、額にクラッシクの "M"があり、
頬に⽔平の縞があり、ウイスカーパッドに濃い⾊で縁
取られた濃い斑点がある。⽿の内側は明るい⾊で、外
側に拇印模様がある。マーキングは濃く、はっきりと
⾒てとれ、幅広である。体のパターンは全てのリンク
スポイントであることがとても望ましいが、それに関
しては、なくても減点ではない。脚は均等な縞があり、
ブレスレットのようである。リンクスポイントはあら
ゆる他のパターン（ミンクは除外）や、カラーと組合
わさっている、例えば、ライラックシルバーリンクス
ポントやシール、トーティーリンクスポイントウイズ
ホワイトといったようである（バイカラークラス参照） 
 
シールリンクスポイント︓ノーズレザー︓シールか煉
⽡⾊のレッド。パウパッド︓シール 
 
ブルーリンクスポイント︓ノーズレザー︓ブルーか煉
⽡⾊のレッド。パウパッド︓ブルー。 
 
チョコレートリンクスポイント︓ノーズレザーとパウ
パッド︓シナモン、またはシナモンで縁取られたピン
ク 
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シナモンリンクスポイント︓ポイントは⾚味がかった
ブラウン、チョコレートより明らかにより暖かく、明
るい⾊-シナモンステリックの⾊。ノーズレザーとパウ
パッド︓ピンクかダスティーローズの明るいシェード
（ブルーやラベンダーのトーンはない）。 
 
ライラックリンクスポイント︓ノーズレザーとパウパ
ッド︓ラベンダーピンク、またはラベンダーで縁取ら
れたピンク。 
 
フォーンリンクスポイント︓ポイントは明るいラベン
ダーで、薄いココア⾊のオーバートーンがかかってい
る。ノーズレザーとパウパッド︓ピンクかダスティー
ローズの明るいシェード（ブルーやラベンダーのトー
ンはない）。 
 
フレーム(レッド)リンクスポイント︓ノーズレザーと
パウパッド︓肌⾊、またはサンゴ⾊のピンクかレッド。 
 
クリームリンクスポイント︓ノーズレザーとパウパッ
ド︓ピンク、またはサーモンサンゴ⾊で縁取られたピ
ンク。 
 
シルバーリンクスポイント︓ノーズレザーとパウパッ
ド︓パターンとマーキングカラーに適合する。例えば、
チョコレートシルバーリンクスポイント、シールシル
バーリンクスポイント等々、ウイズホワイト（バイカ 
-ラークラス参照） 
 
ミンクパターン︓いくぶん⾊調が体にある。体とポイ
ントの間のコントラストは微妙から、⼦猫や若い猫で、
くっきりとしているものまで範囲がある。体のパター
ンは全てのミンクでとても望ましいが、それに関して
は、なくても減点ではない。コントラストは年⻑の猫、
より濃い⾊、タビーやトーティーでは最⼩になる。ポ
イント︓マスク、⽿、脚、尾と⾜で均⼀である。ノー
ズレザーとパウパッド︓コートカラーに適合している。
ミンクパターンはその他のパターン（ポイント以外）
といずれかの⾊が組合わさっているかもしれない。す
なわち、ナチュラルミンク、ブルーミンク、シャンペ
ーンミンク、プラチナミンク、ナチュラルミンクタビ
ー、ブルークリーム、トーティーミンク、プラチナ -
スモークミンクウイズホワイト（バイカラークラス参
照）。 
 
ナチュラルミンク︓体は中位のブラウンで、体の下⾯
は明るい⾊合いへとシェードかかかっている。ルディ
ーの最も明るい部分は受け⼊れられる。ポイントは濃
いブラウン。ノーズレザー︓ポイントの⾊の強度に相
当する濃いブラウン。パウパッド︓中位から濃いブラ
ウン（ローズがかった地⾊であってもよい。）。 
 
シャンペーンミンク︓体はバフ -クリーム、ポイント
は中位のブラウン。ノーズレザー︓シナモンブラウン。

パウパッド︓シナモンピンクからシナモンブラウンま
で。 
 
ブルーミンク︓体はブルー -グレー、体の下の⽅では
明るい⾊合いになるシェードがかかっている。フォー
ンのトーンが上にかかっているのは許される。ポイン
トはスレートブルー、体の⾊より明らかに濃い。ノー
ズレザーとパウパッド︓スレートグレー（ローズがか
った地⾊であってもよい。）。 
 
プラチナミンク︓体は薄い、シルバーグレーで、暖か
いトーンが上からかかっている。ホワイトでもクリー
ムでもない。ポイントはピューター -グレー、体の⾊
より明らかに濃い。ポイントは⽪膚の直ぐ下の⾊のた
めに、ラベンダーの⾊合いを持っているであろう。ノ
ーズレザー︓ラベンダー -ピンクからラベンダーグレ
ー。パウパッド︓ラベンダーピンク。  
 
OABTC(その他のアメリカンボブテールカラー )︓そ
の他のあらゆる遺伝的に可能なカラーかパターン。ロ
ケットとボタンもしくはそのいずれか⼀⽅を持つに
しかすぎない猫は、このクラスの資格はなく︔そのよ
うな猫はそれらの基本となるカラーのクラスで、ロケ
ットやボタンというような事に対して減点されるこ
となく、審査されるであろう。 
 
以下の記載は参照の⽬的のみであって、ショースタン
ダードの公式な部分ではない。 
 

アメリカンボブテールのカラークラス番号 
 
ロングヘアーディビジョン全てのチャンピオンシッ

プのカラー 

    ...............5400 5401 (ショースタンダード
で規定されている、全ての認められているカラー )  
AOV ............................... なし なし 
 
ショートヘアーディビジョン全てのチャンピオンシ

ップのカラー 

    ...............9400 9401 (ショースタンダード
で規定されている、全ての認められているカラー )  
AOV ............................... なし なし 
 

アメリカンボブテールとアウトクロスする事の出来
る猫種︓もともとボブテールであるショートへーアー
やロングヘアーのドメスティックな猫の単独登録は、
アメリカンボブテールのブリードカウンシルセクレ
タリー、 CFA のにリードとスタンダードの議⻑と⼀
⼈のオールブリードジャッジの書⾯での認可があれ
ば、受け⼊れられる。この登録は２００２年１⽉１⽇
から２０３０年１⽉１⽇の間に⽣まれた猫 /⼦猫に適
応される。尾のない猫がアメリカンボブテールのブリ
ーディングプログラムに⽤いられることはない。明ら
かに猫種が特定出来るような猫や野⽣猫と特定出来
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るような猫はメリカンボブテールのブリーディング
プログラムに⽤いることは許されない。 
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アメリカンカール 
( A m e r i c a n  C u r l ) 

配点 
頭部（２０）  

形と大きさ.........................８  

横顔.............................. ６  

マズル............................ ４  

顎................................ ２  

 

耳（３０）  

カールの角度.....................１０  

形と大きさ.......................１０  

位置.............................. ８  

造作.............................. ２  

 

目（１０）  

形と大きさ.........................６  

位置.............................. ３  

色................................ １  

 

体（２５）  

胴と首.............................９  

大きさと骨格...................... ６  

脚部と足.......................... ５  

尻尾の長さ.........................５  

 

コートと色（１５）  

絹のような手触り...................６  

最少のアンダーコート...............４  

体の皮毛の長さ.....................２  

尻尾の毛の長さ.....................２  

色................................ １  

 

全般︓ アメリカンカールの 他の猫との区別すべき特 
徴は、その魅⼒的な、ユニークな後ろ向きにカールした 
⽿である。起源となったアメリカンカールは⻑⽑のシュ 
ラミスと名付けられた雌で、1981 年にサザンカリフォ 
ルニアで最初に発⾒された。1983 年に選択的繁殖が開 
始された。カールは優雅で、バランスが取れていて、適 
度に筋⾁がついているが、体格はがっしりというよりは、 
むしろ細っそりしている。雌の体重は５ー８ポンド 
（2.3-3.6kg)、雄の体重は７ー１０ポンド(2.3-4.5kg) 
である。アメリカンカー ルはすばしっこく、活発で、穏
やかな、安定した気質を 持っている。  
 
頭︓形︓平坦な部分のない、修正楔形で、横幅より幾分 
⻑く、なだらかに変化している。横顔︓⿐の⻑さは中 程
度で、まっすぐで、⽬頭から額へと少し盛り上がって お
り、頭頂部へと、なだらかにカーブし、途切れること な
く⾸へと続いている。⼤きさ︓体の⽐率は中位である。 
マズル︓なだらかな輪郭で丸くなっており、明⽩なウイ
スカーの途切れはない。顎︓しっかりとして、⿐先と 上
唇が同⼀線上に並ぶ。  
 
⽿︓⾓度︓カールの弧は最少で９０度で、１８０度を 越
えてはならない。⽿の付け根からしっかりした軟⾻が 

⽿の⾼さの少なくとも 1/3 ある。形︓付け根は広く開
い ており、正⾯や後ろから⾒たとき、スムーズな弧を描
い て後ろにカーブしている。先端は丸みがあり、柔軟で
ある。⼤きさ︓程良く⼤きい。位置︓⽴っていて、頭の 
頂点と横の均等な位置にある。造作︓好ましい。注釈︓ 
カールは警戒する時、前に向かって⽿を回す、⽿の先端 
を通してカーブから続く線が頭蓋⾻の基部の真ん中を 
指す。（⽿の９０度以上で１８０度までのカーブに続く 
ラインは、頭蓋⾻の上の⽅で交差するかも知れないが、 
頭蓋⾻の頂点を越えてはならない。  
 
⽬︓形︓胡桃の様である、上が卵型で、下側は丸くなっ 
ている。位置︓⽿の付け根と⿐先の間にやや斜めに、⼀ 
つの⽬の幅分離れて位置している。⼤きさ︓程良く⼤ き
い。⾊︓澄み切って、輝いている、カラーポイントク ラ
スで⻘い⽬が要求される以外は、コートカラーとの関 
連はない。  
 
体︓胴体の形︓セミ・フォーリンの⻑⽅形、肩の⾼さ の
ひとつか、ひとつ半分の⻑さで、胸幅と側⾯は中位の 厚
みである。⼤きさ︓中間的である、雌は５－８ポンド、
雄は７－１０ポンドである。筋⾁︓適度の強さと品格が
あり柔軟 である。脚︓胴体に対しての⽐率で⻑さは中位
であり、 前や横から⾒て、真っ直ぐに付いている。中位
の⾻格で、 華奢ではないし太くもない。⾸︓中位。⾜︓
中位で丸 味がある。  
 
コートと⾊︓ロングヘアーディビジョン︓⼿触り︓ 繊細
で、シルキーで、平らに垂れ下がっている。アンダーコ
ート︓最少限度。コートの⻑さ︓セミロング。 尻尾の⽑︓
ふさふさして、飾り⽑のようである。⾊︓全ての⾊とパ
ターンが認められる。ショートヘアーディビジョン︓⼿
触り︓柔らかく、シルキー、真っ直ぐに垂れ下がり、プ
ラッシュ（フラシ天︓ビロー ドに似たもっと柔らかく⽑
⾜の⻑い布）のような密な感 じではなく、弾⼒がある。
アンダーコート︓最少限度。 コートの⻑さ︓短い。尻尾
の⽑︓体の⽑と同じ⻑さ。⾊︓全ての⾊とパターンが認
められる。  
 
減点︓⽿︓低い位置に付く︔スムーズなカーブではなく、 
急激に⽅向が変わっている︔ピンチ（はさんだような折 
れ曲がり）や、⽔平もしくは垂直の折れ⽬︔波形のひだ 
の様な外観の内部表⾯。体︓チューブ様の細⻑い体や、 
コビー（⼨詰まり）な体。⼤きすぎる事。⿐︓深い⿐の 
窪み。コート︓ロングヘアーディビジョン︓多量の アン
ダーコート︔多量のラフ（⾸回りの⽑）︔荒いもし くは
綿⽑のような⽑⽻だった⼿触り。ショートヘアーディビ
ジョン︓多量のアンダーコート、荒い⼿触り︔ 濃い、も
しくはプラッシュなコート。  
 
失格︓⼤⼈において、⽿先が⽿の後ろ、もしくは頭に着 
くような、⾏きすぎたカール。真っ直ぐな、もしくは著
しく不釣り合いな、厚い、もしくは柔軟性のない先端を
持つ⽿。⽿の付け根にしっかりした軟⾻がないこと。尻 
尾の異常。  
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アメリカンカール カラー 
 
ホワイト︓純粋な輝くホワイト。ノーズレザーとパウパ
ッド︓ピンク。  
 
ブラック︓濃い⽯炭のような⿊、被⽑の根本から先まで
陰りがない。⽑先の錆びた薄い⾊合いや、スモークのア
ンダーコートがない。ノーズレザー︓⿊。パウパッド︓
⿊かブラウン。  
 
ブルー︓ブルー、より明るいシェードが望ましい、⿐か
ら尻尾の先まで単⼀のレベルのトーンである。根本まで、
陰りがない。不均⼀なより明るいシェードより、陰りの
ない暗いシェードの⽅がより良い。ノーズレザーとパウ
パッド︓ブルー。  
 
レッド︓深い、豊かな、はっきりとした輝くレッド︔シ
ェードやマーキングや、ティッキングがない。唇と顎は
コートと同じ⾊。ノーズレザーとパウパッド︓煉⽡⾊の
レッド。  
 
クリーム︓マーキングのない、淡⻩⾊かクリームの均⼀
なシェード。根本まで陰りがない。より明るいシェード
が好ましい。ノーズレザーとパウパッド︓ピンク。 
チョコレート︓豊かな、暖かいチョコレート-ブラウン、
⽑の根本から先まで陰りがない。ノーズレザーとパウパ
ッド︓ブラウン。  
 
ライラック︓豊かな、ピンクがかったトーンの暖かいラ
ベンダー、陰りがなく全体を通して均⼀である。ノーズ
レザーとパウパッド︓ピンク。 
 
チンチラシルバー︓アンダーコートは純粋なホワイト。
背中や、側⾯、頭、尻尾に充分に⿊いティップが⼊り、
きらめくシルバーの特徴的な外観を与える。脚はティッ
ピングのあるシェードがいくぶん⼊ることもある。顎、
⽿のタフト、お腹や胸の部分は純粋なホワイト。⽬の縁
取りと唇は⿊、⿐は⿊く縁取られている。ノーズレザー︓
煉⽡⾊のレッド。パウパッド︓⿊。  
 
シェーデットシルバー︓アンダーコートはホワイト、体
の側⾯、顔、尾からシェードが薄くなるブラックのティ
ッピングに被われており、背筋が濃く、顎、胸、腹と尻
尾の下側はホワイト。脚は顔と同じトーンである。総じ
て、チンチラよりかなり暗い印象を与える。⽬の縁取り、
唇は⿊、⿐は⿊く縁取られている。ノーズレザー︓煉⽡
⾊のレッド。パウパッド︓⿊。  
 
チンチラゴールデン︓アンダーコートは豊かな暖かいク
リーム。背中、側⾯、尻尾のコートは⾦⾊の外観を呈す
るに充分なブラックのティップがある。脚はティッピン
グで幾分シェードがかっている場合もある。顎、⽿のタ
フト、お腹、胸はクリーム。⽬の輪郭、唇は⿊、⿐は⿊
で縁取られている。ノーズレザー︓濃いローズ⾊。パウ
パッド︓⿊。 
 

シェーデットゴールデン︓アンダーコートは豊かな暖か
いクリーム⾊、背筋が濃く、顎、胸、腹と尻尾の下側に
かけて次第にクリーム⾊に変化するブラックのティッ
ピングに被われている。脚は顔と同じトーンである。総
じて、チンチラよりかなり暗い印象を与える。⽬の縁取
り、唇は⿊、⿐は⿊く縁取られている。ノーズレザー︓
濃いローズ⾊。パウパッド︓⿊。  
 
シェルカメオ（レッドチンチラ）︓アンダーコートは⽩。
背中、側⾯、尻尾のコートは輝く外観を呈するに充分な
レッドのティップがある。脚はティッピングで幾分シェ
ードがかっている場合もある。顎、⽿のタフト、お腹、
胸は⽩。ノーズレザー、⽬の縁取り、パウパッド︓ロー
ズ。  
 
シェーデットカメオ（レッドシェーデット）︓アンダーコ
ートはホワイト、背筋が濃く、顎、胸、腹と尻尾の下側
にかけて次第に⽩くなるレッドのティッピングに被わ
れている。脚は顔と同じトーンである。総じて、シェル
カメオよりかなり濃いレッドの印象を与える。ノーズレ
ザー、⽬の縁取り、パウパッド︓ローズ。 
 
シェルトーティーシェル︓アンダーコートは⽩。背中、
側⾯、尻尾はトーティーシェルのパターンのようにはっ
きり認識できるレッドとクリームのパッチのティップ
の被⽑を持った、⿊の微妙なティッピングがある。顔と
脚はティッピングで幾分シェードがかっている場合も
ある。顎、⽿のタフト、お腹、胸は⽩でほんのわずかに
ティップがある。顔にレッドかクリームのティップの斑
があるのが望ましい。 
 
シェーデットトーティーシェル︓アンダーコートは⽩。
⿊のティッピングとはっきりと認識出来るレッドとク
リームのティップのある⽑の、トーティーシェルのよう
なパターンのパッチで被われている。側⾯、顔と尻尾に、
背筋が濃く、顎、胸、腹、脚と尻尾の下側にかけて次第
にわずかにティップが⼊るか⽩く変化していくシェー
ドがある。総じて、シェルトーティーシェルよりかなり
暗い印象をあたえる。顔にレッドかクリームのティップ
の斑があるのが望ましい。 
 
ブラックスモーク︓⽩いアンダーコートで、⿊のティッ
プが深く⼊っている。猫が休んでいるときはブラックに
⾒える。動いた時に⽩のアンダーコートがくっきりと現
れる。（四肢の）先端と顔は⿊で、被⽑を分けた場合にの
み⾒える、⽪膚に隣接した⽑の根元部分に狭い⽩の帯が
ある。ノーズレザーとパウパッド︓⿊。 
 
ブルースモーク︓⽩いアンダーコートでブルーのティッ
プが深く⼊っている。猫が休んでいるときはブルーに⾒
える。動いた時に⽩のアンダーコートがくっきりと現れ
る。（四肢の）先端と顔はブルーで、被⽑を分けた場合に
のみ⾒える、⽪膚に隣接した⽑の根元部分に狭い⽩の帯
がある。ノーズレザーとパウパッド︓ブルー。 
 
カメオスモーク︓⽩いアンダーコートでレッドのティ  
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ップが深く⼊っている。猫が休んでいるときはレッドに 
⾒える。動いた時に⽩のアンダーコートがくっきりと現 
れる。（四肢の）先端と顔はレッドで、被⽑を分けた場 合
にのみ⾒える、⽪膚に隣接した⽑の根元部分に狭い⽩ 
の帯がある。ノーズレザー、⽬の輪郭、パウパッド︓ ロ
ーズ。  
 
チョコレートスモーク︓⽩いアンダーコートでチョコ 
レートのティップが深く⼊っている。猫が休んでいると 
きはチョコレートに⾒える。動いた時に⽩のアンダーコ 
ートがくっきりと現れる。（四肢の）先端と顔はチョコ 
レートで、被⽑を分けた場合にのみ⾒える、⽪膚に隣接 
した⽑の根元部分に狭い⽩の帯がある。ノーズレザー、 
パウパッド︓チョコレート。  
 
ラベンダースモーク︓⽩いアンダーコートでラベンダ 
ーのティップが深く⼊っている。猫が休んでいるときは 
ラベンダーに⾒える。動いた時に⽩のアンダーコートが 
くっきりと現れる。（四肢の）先端と顔はラベンダーで、 
被⽑を分けた場合にのみ⾒える、⽪膚に隣接した⽑の根 
元部分に狭い⽩の帯がある。ノーズレザー、パウパッ 
ド︓ラベンダー。  
 
クリームスモーク︓⽩いアンダーコートでクリームの 
ティップが深く⼊っている。猫が休んでいるときはクリ 
ームに⾒える。動いた時に⽩のアンダーコートがくっき 
りと現れる。（四肢の）先端と顔はクリームで、被⽑を 分
けた場合にのみ⾒える、⽪膚に隣接した⽑の根元部分 
に狭い⽩の帯がある。ノーズレザー、⽬の輪郭、 パ ウ
パッド︓ピンク。  
 
スモークトーティーシェル︓⽩いアンダーコートで、 ト
ーティーシェルのパターンのような、レッドとクリー 
ムのティップの⼊った⽑の、はっきりと認識できる不規 
則なパッチのある⿊のティップが深く⼊っている。猫が 
休んでいるときはトーティーシェルに⾒える。動いた時 
に⽩のアンダーコートがくっきりと現れる。顔と⽿はト 
ーティーシェルのパターンで、被⽑を分けた場合にのみ 
⾒える、⽪膚に隣接した⽑の根元部分に狭い⽩の帯があ 
る。顔にレッドかクリームのティップの斑があるのが望 
ましい。  
 
チョコレートトーティーシェルスモーク︓⽩いアンダー
コートでチョコレートトーティーシェルのティッ プが
深く⼊っている。猫が休んでいるときはクリームに ⾒
える。動いた時に⽩のアンダーコートがくっきりと現れ
る。（四肢の）先端と顔はチョコレートトーティーシ ェ
ルで、被⽑を分けた場合にのみ⾒える、⽪膚に隣接した
⽑の根元部分に狭い⽩の帯がある。ノーズレザー、パウ
パッド︓⿐とパウはピンクのまだら。  
 
ブルークリームスモーク︓⽩いアンダーコートで、ブル
ークリームのパターンのような、クリームのティップ 
の⼊った⽑の、はっきりと認識できる不規則なパッチの 
あるブルーのティップが深く⼊っている。猫が休んでい 
るときはブルークリームに⾒える。動いた時に⽩のアン 

ダーコートがくっきりと現れる。顔と⽿はブルークリー 
ムのパターンで、被⽑を分けた場合にのみ⾒える、⽪膚 
に隣接した⽑の根元部分に狭い⽩の帯がある。顔にクリ 
ームのティップの斑があるのが望ましい。  
 
クラッシックタビーパターン︓マーキングは濃く、はっ
きりと⾒えて、幅が広い。脚は体のマーキングとつな が
るように登っていくブレスレットの縞がある。尻尾は均
等に輪がある。⾸、胸の上部に途切れのない何本ものネ
ックレスがあり、ネックレスは多いほど良い。しかめ⾯
マークが額にあり、それは⼊り組んだ"Ｍ"の形になって
いいる。途切れのないラインが⽬の外側の⾓から後ろへ
と⾛っている。渦巻きが頬にある。縦のラインが頭の後
ろを通って肩のバタフライマークにまで及んでいる、そ
のバタフライマークは、上⽻と下⽻の両⽅がくっきりと
縁取られ、輪郭の内側には斑点のマークがある。背中の
マークはバタフライから尻尾へと背⾻に沿って縦に降
りている⼀本のラインと、それに平⾏して両側にそれぞ
れ縦の⼀本の縞からなり、この３本の縞は地⾊の縞に 
よって、よく離れている。⼀つかそれ以上の途切れない
輪に取り囲まれた⼤きな単⾊の班が両則にある。側⾯の 
マークは両則ともに同じである。⼆重の縦のボタンの列 
が胸と腹にある。  
 
マッカレルタビーパターン︓マーキングは濃く、くっ き
りと⾒え、全ては狭い鉛筆書きのラインのようである。 
脚には体のマークにつながる狭いブレスレットからな
る均等な縞がある。尻尾はバーがある。⾸と胸のネック
レスがくっきりしており、沢⼭のチェーンの様である。 
頭部には縞があり、額に"M"マークがある。⽬から後ろ
にかけて途切れない線が⾛っている。ラインは頭部から
駆け下り、肩で出会っている。背⾻に沿った線は共に流 
れて狭いサドルを形作る。狭いペンシルラインが体の回
りに⾛っている。  
 
パッチドタビー︓パッチドタビー（トビー）はシルバ ー、
ブラウン、もしくはブルータビーにレッドかクリー ム
もしくはその両⽅のパッチで構成されている。  
 
スポティッドタビーパターン︓体のマーキングはスポッ
トである。⼤きさや形は多様であるが、丸く均等に分 布
した物が好ましい。スポットは切れたマッカレルのパタ
ーンで⼀緒に流れていてはならない。背の縞は体の⻑さ
で、尻尾の先まで流れている。その縞は理想的にスポッ
トから構成されている。顔と額のマークは典型的なタビ
ーのマーキングになる。体の下側は"ベストボタン"があ
る。脚と尻尾は縞になっている。 
 
ティックドタビーパターン︓体の⽑は模様の⾊と地⾊の
様々なシェードのあるティックドである。体は上から⾒
たときに背中の濃いシェード以外の、識別出来るような
スポットや縞や班がない。より明るい下側はタビーマー
クが⾒える場合もある。顔、脚、尻尾は明瞭な縞の筋を
⽰さなければならない。猫は少なくとも⼀本のくっきり
としたネックレスを持たなければならない。  
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ブラウンパッチドタビー︓地⾊は輝く銅⾊のブラウンで、
濃い⿊のクラッシックかマッカレルのマーキングがあ
り、くっきりと明確なレッドかクリームのパッチが体と
⼿⾜にある︔レッドかクリームの斑が顔にあるのが望ま
しい。唇と顎は⽬の回りのリングと同じシェードである。  
 
ブルーパッチドタビー︓唇と顎を含む地⾊は薄いブルー
がかったアイボリーでとても深いブルーのクラッシッ
クかマッカレルの縞のマーキングがあり、地⾊と良いコ
ントラストをなしている。くっきりと明確なクリーム 
のパッチが体と⼿⾜にある︔クリームの斑が顔にあるの
が望ましい。暖かいフォーンがかった雰囲気か、パティ
ナが全体にかかっている。  
 
シルバーパッチドタビー︓唇や顎を含む地⾊は薄いシ 
ルバーで濃いブラックのクラッシックかマッカレルの
縞のマーキングがあり、レッドかクリームのくっきりと 
明確なパッチが体と⼿⾜にある。レッドかクリームの斑 
が顔にあるのが望ましい。  
 
シルバータビー（クラッシック、マッカレル）︓唇と顎を
含み、地⾊は薄い澄んだシルバーである。マーキングは
濃いブラック。ノーズレザー︓煉⽡⾊のレッド。 パウパ
ッド︓⿊。  
 
レッドタビー（クラッシック、マッカレル）︓地⾊はレッ
ド。マーキングは深く豊かなレッド。唇と顎はレッド。 
ノーズレザーとパウパッド︓煉⽡⾊のレッド。  
 
ブラウンタビー（クラッシック、マッカレル）︓地⾊は 輝
く銅⾊のブラウン。マーキングは濃いブラック。唇と 顎
は、⽬の回りのリングと同じシエードである。⾜の裏 は、
パウから踵にかけてブラック。ノーズレザー︓煉 ⽡⾊の
レッド。パウパッド︓ブラックかブラウン。  
 
ブルータビー（クラッシック、マッカレル）︓唇と顎を含
み、地⾊は薄いブルーがかったアイボリー。マーキン グ
はとても深いブルーのクラッシックかマッカレルの 縞
のマーキングがあり、地⾊と良いコントラストをなし 
ている。暖かいフォーンがかった雰囲気か、パティナが 
全体にかかっている。 ノーズレザー︓オールドローズ。
パウパッド︓ローズ。  
 
クリームタビー(クラッシク、マッカレル）︓唇と顎を含
み地⾊はとても薄いクリーム。マーキングは淡⻩⾊か 
クリームで良いコントラストをなすように、地⾊より充 
分に濃いが、ダイリュートカラーの範囲内ではある。ノ 
ーズレザーとパウパッド︓ピンク。  
 
ブルーシルバー及びクリームシルバータビー︓⾊と⽪の
記載とともにタビーパターンは相当するシェードのカ
ラーと同じである。 
 
チョコレートシルバータビー︓唇と顎を含み地⾊はシル
バー。マーキングは豊かな栗⾊。ノーズレザー︓栗⾊か
ピンクで栗⾊の輪郭がある。パウパッド︓シナモ  

ン。 
 
ラベンダーシルバー︓唇と顎を含み地⾊は冷たい澄んだ
シルバー。マーキングは正しいラベンダー⾊。ノーズレ
ザー︓ラベンダーかピンクでラベンダーの輪郭がある。
パウパッド︓ラベンダーピンク。  
 
カメオタビー（クラッシク、マッカレル）︓地⾊はオフホ
ワイト。マーキングはレッド。ノーズレザーとパウパッ
ド︓ローズ。  
 
トーティーシェル︓ブラックにレッドかクリームの無秩
序のパッチがある。くっきりと明確な、よく途切れたパ
ッチが、体と⼿⾜にある。顔にレッドかクリームの斑が
あるのが望ましい。  
 
キャリコ︓⽩にブラックとレッドの無秩序なパッチがあ
る。最少でも、猫は⾜と、脚部と、体の下⾯、胸、マズ
ルに⽩があることが好ましい。この最⼩限度より⽩が少
ない場合は、その少なさの程度に応じて、減点される。 
逆さまの"V"の⽩斑が顔にあるのが望ましい。  
 
ダイリュートキャリコ︓⽩にブルーとクリームの無秩序
なパッチがある。最少でも、猫は⾜と、脚部と、体の下
⾯、胸、マズルに⽩があることが好ましい。この最⼩限
度より⽩が少ない場合は、その少なさの程度に応じて、 
減点される。逆さまの"V"の⽩斑が顔にあるのが望まし
い。  
 
ブルークリーム︓ブルーにソリッドのクリームのパッチ
がある。くっきりと明確な、よく途切れたパッチが、体
と⼿⾜にある。  
 
バイ-カラー︓ブラックとホワイト、ブルーとホワイト、
レッドとホワイト、もしくはクリームとホワイトである。 
最少でも、猫は⾜と、脚部と、体の下⾯、胸、マズルに
⽩があることが好ましい。の最⼩限度より⽩が少ない場
合は、その少なさの程度に応じて、減点される。逆さま
の"V"の⽩斑が顔にあるのが望ましい。ただロケットも
しくはボタン、あるいはその両⽅を持っただけの猫は、
このカラークラスとはみなされない。このような猫は、
このようなボタンやロケットに対して減点されること
なく、その猫達の体のカラーに沿ったカラークラスで、
審査されるであろう。  
 
バンバイ-カラー︓ブラックとホワイト、ブルーとホワイ
ト、レッドとホワイト、もしくはクリームとホワイトで
ある。先端部分︔頭、尻尾、脚に限定された⾊の部分を
持つホワイトの猫である。体に⼀つか⼆つの⼩さな⾊の
あるパッチは許される。  
 
バンキャリコ︓先端部分︔頭、尻尾、脚に限定された不
規則なブラックとレッドのパッチを持つホワイトの猫
である。体に⼀つか⼆つの⼩さな⾊のあるパッチは許さ
れる。  
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バンダイリュートキャリコ︓先端部分︔頭、尻尾、脚に
限定された不規則なブルーとクリームのパッチを持つ
ホワイトの猫である。体に⼀つか⼆つの⼩さな⾊のある
パッチは許される。（注︓⼆つ以上の⼩さなスポットが体
にある猫は通常のバイカラーのクラスに出陳されるべ
きである。）  
 
タビーアンドホワイト︓⾊の部分があるホワイトの猫で、
その猫の⾊の部分は現在確⽴されているクラッシック、
マッカレル、パッチド、ティックド及びスポッティッド
タビーカラーのスタンダードに適合するものである。最
少でも、猫は⾜と、脚部と、体の下⾯、胸、マズルに⽩
があることが好ましい。の最⼩限度より⽩が少ない場合
は、その少なさの程度に応じて、減点される。逆さまの
"V"の⽩斑が顔にあるのが望ましい。  
 
シールポイント︓体は均⼀な薄いフォーンからクリーム
⾊、暖かいトーンで、腹と胸にかけて、次第に明い⾊に
なっていくシェードがある。ポイント︓深いシールブラ
ウン。ノーズレザーとパウパッド︓ポイントと同じ⾊。
⽬⾊︓ブルー。  
 
チョコレートポイント︓体はシェードのないアイボリー。
ポイント︓ミルクチョコレートの⾊、暖かいトーン。ノ
ーズレザーとパウパッド︓シナモンピンク。⽬⾊︓ブル
ー。  
 
ブルーポイント︓ブルーがかったホワイト、冷たいトー
ンで、腹と胸にかけて、次第に⽩くなっていくシェード
がある。ポイント︓ブルー。ノーズレザーとパ ウパッ
ド︓スレートブルー。⽬⾊︓ブルー。  
 
ライラックポイント︓体はシェードのない冷たい感じの
ホワイト。ポイント︓ピンクがかったトーンの霜が降り
たようなグレー。ノーズレザーとパウパッド︓ラベンダ
ーピンク。⽬⾊︓ブルー。  
 
ライラック-リンクスポイント︓体は冷たい感じのホワ
イト。体のシェードがゴーストの縞を形成している場合
もある。ポイント︓ピンクがかったトーンの、霜が降り
たようなグレー、明確な、より明るい地⾊によって隔た
れた縞がある︔⽿は中央にピンクがかったトーンの、薄
い親指の様な模様がある。ノーズレザー︓ラベンダーピ
ンクが許される、ピンクでラベンダーピンクの縁取りが
好ましい。パウパッド︓ラベンダーピンク。⽬⾊︓ブル
ー。  
 
ライラック-クリームポイント︓体は冷たい感じのホワ
イト︔まだらが、もしあるとすれば、ポイントのシェー
ドの中に⾒られる。ポイント︓ピンクがかったトーンの
霜が降りたようなグレー、薄いクリームの均⼀な斑があ
り︔顔に斑が⼊るのが望ましい。ノーズレザーとパウパ
ッド︓ラベンダーピンク︔肌⾊かサンゴ⾊の斑があるの
が望ましい。⽬⾊︓ブルー。  
 
ライラック-クリームリンクスポイント︓体は冷たい感

じのホワイト。体のシェードはゴーストの縞かクリーム
の斑のいずれか、もしくはその両⽅を形成している場合
もある。ポイント︓ピンクがかったトーンの縞のある霜
が降ったようなグレー、明確な、より明るい地⾊によっ
て隔たれた縞がある︔⽿は中央にピンクがかったトーン
の、薄い親指の様な模様がある。ポイントのマーキング
にクリームの均⼀の斑がかぶっている。ノーズレザー︓
ラベンダーピンクが許される、ピンクでラベンダーピン
クの縁取りが好ましい、肌⾊かサンゴのピンク⾊の斑が
ある場合もある。パウパッド︓ラベンダーピンクか、肌
⾊かサンゴのピンク⾊の斑のあるラベンダーピンク。⽬
⾊︓深い鮮明なブルー。注釈︓これらの猫は、トーティ
ーポイントより、むしろリンクスポイントの猫に似てい
る。 
 
フレーム（レッド）ポイント︓体はクリームがかったホ
ワイト。ポイント︓深いオレンジの炎の様な⾊から深い
レッド。ノーズレザーとパウパッド︓肌⾊からサンゴ⾊
のピンク。⽬⾊︓ブルー。 
 
クリームポイント︓体はシェードのないクリームがかっ
たホワイト。ポイント︓アプリコット⾊のない淡⻩⾊の
クリーム。ノーズレザーとパウパッド︓肌⾊がかったピ
ンクもしくは、サーモン、サンゴ⾊。⽬⾊︓ブルー。 
 
クリームリンクスポイント︓体はくっきりとしたホワイ
ト。体のシエードはゴーストの縞を形成している。ポイ
ント︓明確な、より明るい地⾊によって隔たれた、淡⻩
⾊のクリームから明るいピンクがかったクリームの縞
がある︔⽿は中央に薄い淡⻩⾊のクリームから明るいピ
ンクがかったクリーム⾊の、薄い親指の様な模様がある。
ノーズレザーとパウパッド︓肌⾊からサンゴのピンク⾊。
⽬⾊︓ブルー。 
 
トーティーポイント︓体はクリームがかったホワイトか
薄いフォーン。ポイント︓レッドかクリーム、もしくは
その両⽅の不均⼀なパッチがあるシール・顔にレッドか
クリームの斑があるのが望ましい。ノーズレザーとパウ
パッド︓ポイントのカラーを形成している肌⾊かサンゴ
のピンク⾊、もしくはその両⽅の斑があるシールブラウ
ン。⽬⾊︓ブルー。  
 
チョコレート-トーティーポイント︓体はアイボリー、よ
り年⻑の猫は斑がある場合もある。ポイント︓暖かいミ
ルクチョコレート⾊でレッドかクリーム、もしくはその
両⽅の均⼀な斑︔顔に斑があるのが望ましい。ノーズレ
ザーとパウパッド︓シナモン︔肌⾊か、サンゴのピンク
⾊の斑があるのが望ましい。⽬⾊︓ブルー。 
 
チョコレート-トーティーリンクスポイント︓体はアイ
ボリー。体のシェードはゴーストの縞か、クリーム の斑
のいずれか、もしくはその両⽅を形成している場合もあ
る。ポイント︓明確な、より明るい地⾊によって隔たれ
た、暖かいミルクチョコレート⾊の縞がある︔⽿は中央
に暖かいミルクチョコレート⾊の薄い親指の様な模様
がある。ポイントのマーキングにレッドかクリーム、も
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しくはその両⽅の均⼀な斑がかぶっている。ノーズレザ
ー︓シナモンは許される、シナモンにピンクの縁取りが
好ましい、肌⾊かサンゴのピンク⾊の斑が存在する場合
であろう。パウパッド︓シナモン、もしくは肌⾊かサン
ゴのピンク⾊の斑があるシナモン。⽬⾊︓ブルー。注釈︓
これらの猫は、トーティーポイントより、むしろリンク
スポイントの猫に似ている。 
 
ブルー-クリームポイント︓体はブルーがかったホワイ
トか、クリームがかったホワイト、シェードは腹と胸に
かけて次第に⽩くなる。ポイント︓クリームのパッチの
あるブルー。ノーズレザーとパウパッド︓とたん⾊のブ
ルー、ピンク、またはトタン⾊のブルーとピンクの組み
合わせ。⽬⾊︓ブルー。  
 
チョコレートリンクスポイント︓体はアイボリー。体の
シエードはゴーストの縞を形成している場合もある。ポ
イント︓明確な、より明るい地⾊によって隔たれた、暖
かいミルクチョコレート⾊の縞がある︔⽿は中央に暖か
いミルクチョコレート⾊の薄い親指の様な模様がある。
ノーズレザー︓シナモンは許される、シナモンにピンク
の縁取りが好ましい。パウパッド︓シナモン。⽬⾊︓ブ
ルー。  
 
シールリンクスポイント︓ポイントは、より濃いブラウ
ンタビーのマーキングがあるベージュ-ブラウンのティ
ックド。体の⾊は薄いクリームからフォーン、暖かいト
ーンである。顔は、額にクラッシックの"M"のある縦の
濃い縞のあるはっきりとしたラインが額に、⽔平な縞が
頬に、⾊濃い先端の中の、ウイスカーパッド上にくっき
りと縁取られた濃い斑点がなくてはならない。⽿の内側
は明るく、外側は親指模様がある。マーキングは濃く、
はっきりと明瞭で、広い。脚はブレスレットの均等な縞
がある。尻尾に縞がある。体には縞も斑もなが、年⻑の
猫でのシェードは考慮される。ノーズレザー︓シールか
煉⽡⾊の⾚。パウパッド︓シール。⽬⾊︓ブルー。 
 
ブルーリンクスポイント︓ポイントは明るい、銀⾊がか
ったブルー、より濃いブルータビーのマークあるティッ
クド。体の⾊はブルーがかったホワイト、冷たいトーン
である。顔は、額にクラッシックの"M"のある縦の濃い
縞のあるはっきりとしたラインが額に、⽔平な縞が頬に、
⾊濃い先端の中の、ウイスカーパッド上にくっきり 
と縁取られた濃い斑点がなくてはならない。⽿の内側は
明るく、外側は親指模様がある。マーキングは濃く、は
っきりと明瞭で、広い。脚はブレスレットの均等な縞が
ある。尻尾に縞がある。体には縞も斑もなが、年⻑の猫
でのシェードは考慮される。ノーズレザー︓ブルーか煉
⽡⾊の⾚。パウパッド︓ブルー。⽬⾊︓ブルー。 
 
トーティー-リンクスポイント︓ポイントは濃いブラウ
ンタビーのマークがあるベージュブラウンで、レッドの
パッチがある。体の⾊はクリームがかったホワイトか薄
いフォーン。顔は、額にクラッシックの"M"のある縦の
濃い縞のあるはっきりとしたラインが額に、⽔平な縞が
頬に、⾊濃い先端の中の、ウイスカーパッド上にくっき

りと縁取られた濃い斑点がなくてはならない。⽿の内側
は明るく、外側は親指模様がある。マーキングは濃く、
はっきりと明瞭で、広い。脚はブレスレットの均等な縞
がある。尻尾に縞がある。ノーズレ ザーと パウ パ ッ
ド︓シールブラウンと肌⾊かサンゴのピンクのいずれか、
もしくはその両⽅。⽬⾊︓ブルー。  
 
ブルーク-リームリンクスポイント︓ポイントは濃いブ
ルータビーのマーキングのあるブルーで、クリームのパ
ッチがある。顔は、額にクラッシックの"M"のある縦の
濃い縞のあるはっきりとしたラインが額に、⽔平な縞が
頬に、⾊濃い先端の中の、ウイスカーパッド上にくっき
りと縁取られた濃い斑点がなくてはならない。⽿の内側
は明るく、外側は親指模様がある。マーキングは濃く、
はっきりと明瞭で、広い。脚はブレスレットの均等な縞
がある。尻尾に縞がある。ノーズレ ザーと パウ パ ッ
ド︓スレートブルーかピンクのいずれか、もしくはその
両⽅。⽬⾊︓ブルー  
 
O A C C（その他のアメリカンカールの⾊）︓遺伝的に
可能な全ての⾊やパターン。 
 
その他のあらゆる⾊やパターン以下の記載は参照の⽬
的のみであって、ショースタンダードの公式な部分では
ない。 
 

アメリカンカール カラークラス番号 

ロングヘアー ディビジョン 

 

全てのチャンピオンシップのカラー........8000 8001 

（ショースタンダードとその他のアメリカンカールの

カラーとパターンとして定義されている全ての受け入

れられているカラー）  

A O V ..................................8198 8199 

 

ショートヘアー ディビジョン 

 

全てのチャンピオンシップのカラー........8050 8051 

（ショースタンダードとその他のアメリカンカールの

カラーとパターンとして定義されている全ての受け入

れられているカラー）  

A O V ..................................8298 8299 

 

アメリカンカールとアウトクロスする事の出来る猫種︓
ドメスティックなロングヘアーとショートヘアーの猫 
1/1/2015 以前に産まれた⼦猫に対して認められる。 
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アメリカンショートヘアー 
(American Shorthair) 

配点 
 
頭部（大きさ、目の形、耳の形、鼻の構成と付き方を
含む）                           .........30 
体（形、大きさ、骨格、尾の長さを含む ) ...30 

コート     ...............................15 
カラー     ...............................20 
（縞のパターン＝10 点；色＝10 点） 
目色    .................................. 5 
 
全般︓アメリカンショートヘアーは真のワーキングキ
ャットとしての品種である。その構成は、そのために、
弱さを印象づけるような、誇張された体の構造を持た
ないように改造されなければならない。全般的な効果
として、⼒と耐久性と、機敏さを⽰すような構成を持
った、⼒強く作り上げられた、バランスのいい、均整
のとれた猫である。 
 
サイズ︓中位から⼤きい。⼤きくする⽬的のために、
質が犠牲になってはならない。雌では、雄よりがっし
り感は少ないであろうが、全体的なバランスが正しけ
れば、等しく評価が与えられなければならない。 
 
プロポーション︓体⾼より幾分⻑い。（⾼さは肩甲⾻
の⼀番⾼いところから地⾯までの側⾯の⼨法。⻑さは、
胸⾻の先端から尻の後ろの先までの側⾯の⼨法であ
る。）横から⾒た場合、体は三つの等しい部分に分け
る事が出来る︓胸⾻の先端から肘まで、肘から後ろ脚
まで、後ろ⾜の前⾯から、尻の後部の端まで、である。
尻尾の⻑さは肩甲⾻から尻尾の付け根までと同じ⻑
さである。 
 
頭部︓⼤きく、幅よりほんのわずかに⻑い⻑⽅形の印
象を与えるような、頬の豊かな顔である。⽢く、開放
的な表情をしている。正⾯から⾒ると、頭は⼆つの均
等な部分に分けられる︔⽿の付け根から⽬の中央まで
と⽬の中央から顎の先までである。 
 
⽿︓中位の⼤きさ、先に幾分丸味があり、付け根は過
度に開いてはいない。⽿と⽿の距離は、低い内側の⾓
から測定して、⽬と⽬の間の距離の⼆つ分である。 
 
額︓横から⾒ると、額は頭頂を越えて⾸へと続くなだ
らかな連続した曲線を形作っている。正⾯から⾒ると、
⽿と⽿の間にドームはない。 
 
⽬︓⼤きく幅広く、上瞼はアーモンドを半分にした（縦
⻑に切った場合）様な形をしており、下瞼は充分に丸
味がある。少なくとも⽬と⽬の間は⽬⼀つ分離れてい
る。外側の⾓がほんの僅かに、内側の⾓より上に位置
している。明るく、くっきりと、敏捷な感じである。 
 

⿐︓中位の⻑さで、全体の⻑さと幅が同じである。横
から⾒ると、⿐橋から額にかけて、なだらかな窪みの
ある曲線を描いている。 
 
マズル︓四⾓い。成熟した雄では明確なジャウルがあ
る。 
 
顎︓獲物をうまく、しっかりと捕らえるに⾜る強さと
⻑さがある。上顎と下顎がまっすぐで、均等で正しい
と思われるような、鋏のような、噛み合わせである。
（真直ぐな咬合わせでは、前⻭の上下が均等に合う。
鋏のような噛み合わせでは、上の前⻭の内側の⾓が、
下の前⻭の外側の⾓に触れる。） 
 
顎先︓しっかりと良く発達しており、上唇と垂直なラ
インを形成している。 
 
⾸︓中位の⻑さで、筋⾁質で強い。 
 
胴体︓硬く作られ、筋⾁質で、⼒強く、よく発達した
肩、胸、後ろ⾜と臀部を持つ。背中は広く、真っ直ぐ
で、⽔平である。横から⾒ると、腰⾻から尾の付け根
にかけて、わずかに傾斜して下がっている。上から⾒
ると、胴体の外側の線は平⾏である。 
 
脚︓⻑さと⾻格は中位で、筋⾁質で重い。後ろから⾒
ると、四本の脚の全てが真っ直ぐにで、平⾏で、前向
きのポウをもっている。 
 
ポウ︓頑丈で、豊かで丸味があり、しっかりとしたパ
ッドがある。⽖先︓前は５本で、後ろは４本の指であ
る。 
 
尾︓中位の⻑さで、付け根がしっかりしていて、⾒た
⽬は先細りになって、ぷつんとまっすぐに終わってい
るが、ノーマルな先細りの脊椎の末端である。 
 
コート︓短く、厚く、均⼀で硬い⼿触りである。コー
トの厚みの地域的な、また季節的な多様性は許される。
コートは⽔分や、寒さや、⽪膚の外傷から守られるの
に充分な厚みがある。 
 
減点︓過剰にコビーであること、もしくは細⻑い⼿⾜。
とても短い尾。 
 
失格︓ハイブリダイゼーションの結果である証拠の現
れである⾊、チョコレート、セーブル、ラベンダー、
ライラック、または特定のポイント（例えば、サイア
ミーズタイプのマーキング）。その他のどんな猫種と
のハイブリダイゼーションの結果としての外観 -ロン
グ、もしくはふわふわした被⽑、深いノーズブレーク、
出っ張った⽬の付き⽅、顔の出っ張り。キンク、もし
くは異常な尾。ロケットやボタン（これらに限定せず、
⾊の部分の上の⽩いスポット）。正しくない脚の指の
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数。アンダーショットやオーバーショットの噛み合わ
せ。⾆が執拗に出ている。肥満ややつれていること。
弱さを印象づけるようないかなる誇張された体つき。 
 
ホワイト︓純粋なきらめくホワイト。ノーズレザーと
パウパッド︓ピンク。⽬⾊︓深いブルーかゴールド。
オッドアイホワイトは⼀⽅がブルーで⼀⽅がゴール
ドで、⾊の深さは同じである。 
 
ブラック︓濃い⽯炭のようなブラック、⽑の根元から
先まで陰りがない。⽑先の錆びた薄い⾊合いや、スモ
ークのアンダーコートがない。ノーズレザー︓ブラッ
ク。パウパッド︓ブラック。⽬⾊︓ゴールド。 
 
ブルー︓ブルー。より明るいシェードが好ましい、⿐
から尾の先端まで単⼀レベルのトーン。根元まで陰り
がない。不均⼀な明るいシェードより、陰りのない暗
いシェードの⽅がより良い。ノーズレザーとパウパッ
ド︓ブルー。⽬⾊︓ゴールド。 
 
レッド︓深く豊かな、鮮やかな、輝くレッド︔シェー
ドやマーキング、ティッキングがない。唇と顎はコー
トと同じ⾊。ノーズレザーとパウパッド︓煉⽡⾊の⾚。
⽬⾊︓ゴールド。 
 
クリーム︓マーキングのない、淡⻩⾊のクリームで単
⼀レベルのシェード。根元まで陰りがない。明るいシ
ェードが好ましい。ノーズレザーとパウパッド︓ピン
ク。⽬⾊︓ゴールド。 
 
チンチラシルバー︓アンダーコートは純粋なホワイト。
背中や、側⾯、頭、尻尾が充分に⿊いティップが⼊り、
きらめくシルバーの特徴的な外観を与える。脚はティ
ッピングのあるシェードがいくぶん⼊ることもある。
顎、⽿のタフト、お腹や胸の部分は純粋なホワイト。
⽬の縁取りと唇は⿊、⿐は⿊く縁取られている。ノー
ズレザー︓煉⽡⾊のレッド。パウパッド︓⿊。⽬⾊︓
グリーン。 
 
シェーデットシルバー︓アンダーコートはホワイト、
体の側⾯、顔、尾からシェードが薄くなるブラックの
ティッピングに被われており、背筋が濃く、顎、胸、
腹と尻尾の下側はホワイト。脚は顔と同じトーンであ
る。総じて、チンチラよりかなり暗い印象を与える。
⽬の縁取り、唇は⿊、⿐は⿊く縁取られている。ノー
ズレザー︓煉⽡⾊のレッド。パウパッド︓⿊。⽬⾊︓
グリーン。 
 
シェルカメオ（レッドチンチラ）︓アンダーコートは
⽩。背中、側⾯、尻尾のコートは輝く外観を呈するに
充分なレッドのティップがある。顔と脚はティッピン
グで幾分シェードがかっている場合もある。顎、⽿の
タフト、お腹、胸は⽩。ノーズレザー、⽬の縁取り、
パウパッド︓ローズ。⽬⾊︓ゴールド。 

 
シェーデットカメオ（レッドシェーデット）︓アンダ
ーコートはホワイト、背筋が濃く、顎、胸、腹と尻尾
の下側にかけて次第に⽩くなるレッドのティッピン
グに被われている。脚は顔と同じトーンである。総じ
て、シェルカメオよりかなり濃いレッドの印象を与え
る。ノーズレザー、⽬の縁取り、パウパッド︓ローズ。
⽬⾊︓ゴールド。 
 
ブラックスモーク︓⽩いアンダーコートで、⿊のティ
ップが深く⼊っている。猫が休んでいるときはブラッ
クに⾒える。動いた時に⽩のアンダーコートがくっき
りと現れる。（四肢の）先端と顔は⿊で、被⽑を分け
た場合にのみ⾒える、⽪膚に隣接した⽑の根元部分に
狭い⽩の帯がある。ノーズレザーとパウパッド︓⿊。
⽬⾊︓グリーン、ヘーゼル、ゴールド︔グリーンがよ
り好ましい。 
 
ブルースモーク︓⽩いアンダーコートでブルーのティ
ップが深く⼊っている。猫が休んでいるときはブルー
に⾒える。動いた時に⽩のアンダーコートがくっきり
と現れる。（四肢の）先端と顔はブルーで、被⽑を分
けた場合にのみ⾒える、⽪膚に隣接した⽑の根元部分
に狭い⽩の帯がある。ノーズレザーとパウパッド︓ブ
ルー。⽬⾊︓ゴールド。 
 
カメオスモーク︓⽩いアンダーコートでレッドのティ
ップが深く⼊っている。猫が休んでいるときはレッド
に⾒える。動いた時に⽩のアンダーコートがくっきり
と現れる。（四肢の）先端と顔はレッドで、被⽑を分
けた場合にのみ⾒える、⽪膚に隣接した⽑の根元部分
に狭い⽩の帯がある。ノーズレザー、⽬の輪郭、パウ
パッド︓ローズ。⽬⾊︓ゴールド。 
 
トーティーシェルスモーク︓⽩いアンダーコートで、
トーティーシェルのパターンのような、レッドとクリ
ームのティップの⼊った⽑の、はっきりと認識できる
不規則なパッチのある⿊のティップが深く⼊ってい
る。猫が休んでいるときはトーティーシェルに⾒える。
動いた時に⽩のアンダーコートがくっきりと現れる。
顔と⽿はトーティーシェルのパターンで、被⽑を分け
た場合にのみ⾒える、⽪膚に隣接した⽑の根元部分に
狭い⽩の帯がある。⽩い⽿のタフト。顔にレッドかク
リームのティップの斑があるのが望ましい。⽬⾊︓ゴ
ールド。 
 
ブルーチンチラシルバー︓アンダーコートは純粋なホ
ワイト。背中や、側⾯、頭、尻尾が充分にブルーのテ
ィップが⼊り、きらめくシルバーの特徴的な外観を与
える。脚はティッピングのあるシェードがいくぶん⼊
ることもある。顎、⽿のタフト、お腹や胸の部分は純
粋なホワイト。⽬の縁取りと唇はブルー、⿐はブルー
で縁取られている。ノーズレザー︓オールドローズ。
パウパッド︓オールドローズもしくはブルー。⽬⾊︓
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グリーン。 
 
ブルーシェーデットシルバー︓アンダーコートはホワ
イト、体の側⾯、顔、尾からシェードが薄くなるブル
ーのティッピングに被われており、背筋が濃く、顎、
胸、腹と尻尾の下側はホワイト。脚は顔と同じトーン
である。総じて、ブルーチンチラよりかなり暗い印象
を与える。⽬の縁取り、唇はブルー、⿐はブルーで縁
取られている。 
 
クリームシェルカメオ（クリームチンチラ）︓アンダ
ーコートは⽩。背中、側⾯、尻尾のコートは輝く外観
を呈するに充分なクリームのティップがある。顔と脚
はティッピングで幾分シェードがかっている場合も
ある。顎、⽿のタフト、お腹、胸は⽩。ノーズレザー、
⽬の縁取り、パウパッド︓ピンク。⽬⾊︓ゴールド。 
 
クリームシェーデットカメオ（クリームシェーデッ
ト）︓アンダーコートはホワイト、体の側⾯、顔、尾
からシェードが薄くなるクリームのティッピングに
被われており、背筋が濃く、顎、胸、腹と尻尾の下側
はホワイト。脚は顔と同じトーンである。総じて、ク
リームシェルカメオよりかなり濃いクリームの印象
を与える。ノーズレザー、⽬の縁取り、パウパッド︓
ピンク。⽬⾊︓ゴールド。 
 
ブルークリームスモーク︓⽩いアンダーコートで、ブ
ルークリームのパターンのような、クリームのティッ
プの⼊った⽑の、はっきりと認識できる不規則なパッ
チのあるブルーのティップが深く⼊っている。猫が休
んでいるときはブルークリームに⾒える。動いた時に
⽩のアンダーコートがくっきりと現れる。顔と⽿はブ
ルークリームのパターンで、被⽑を分けた場合にのみ
⾒える、⽪膚に隣接した⽑の根元部分に狭い⽩の帯が
ある。⽩い⽿のタフト。顔にクリームのティップの斑
があるのが望ましい。⽬⾊︓ゴールド。 
 
スモークアンドホワイト（バンを含む）︓⾊（ブラッ
ク、ブルー、レッド、クリーム、トーティーシェル、
カメオ）の深いティップがあるホワイトのアンダーコ
ートを持つホワイトの猫。猫が休んでいるときはホワ
イトとブラック（ホワイト＆ブルー、ホワイト＆レッ
ド、等）に⾒え、動いた時に⽩のアンダーコートが現
れることもある。最少でも、猫は⾜と、脚、体の下側、
胸とマズルに⽩があるべきことが、望ましい。逆さま
の "V"の斑が顔にあるのが望ましい。 
 
ブラックスモークアンドホワイト︓ブラックスモーク
の部分を持ったホワイト。⽬⾊︓グリーン、ヘーゼル、
ゴールド︔グリーンがより好ましい。 
 
ブルースモークアンドホワイト︓ブルースモークの部
分を持ったホワイト。⽬⾊︓ゴールド。 
 

トーティーシェルスモークアンドホワイト︓トーティ
ーシェルスモークの部分を持つホワイト。⽬⾊︓ゴー
ルド。 
 
シェルカメオアンドホワイト︓シェルカメオの部分を
持つホワイト。⽬⾊︓ゴールド。 
 
シェーデットカメオアンドホワイト︓シェーデットカ
メオの部分を持つホワイト。⽬⾊︓ゴールド。 
 
スモークカメオアンドホワイト︓スモークカメオの部
分を持つホワイト。⽬⾊︓ゴールド。 
 
クラッシックタビーパターン︓マーキングは濃く、は
っきりと⾒えて、幅が広い。脚は体のマーキングとつ
ながるように登っていくブレスレットの縞がある。尻
尾は均等に輪がある。⾸、胸の上部に途切れのない何
本ものネックレスがあり、ネックレスは多いほど良い。
しかめ⾯マークが額にあり、それは⼊り組んだ "Ｍ"の
形になっている。途切れのないラインが⽬の外側の⾓
から後ろへと⾛っている。渦巻きが頬にある。縦のラ
インが頭の後ろを通って肩のバタフライマークにま
で及んでいる、そのバタフライマークは、上⽻と下⽻
の両⽅がくっきりと縁取られ、輪郭の内側には斑点の
マークがある。背中のマークはバタフライから尻尾へ
と背⾻に沿って縦に降りている⼀本のラインと、それ
に平⾏して両側にそれぞれ縦の⼀本の縞からなり、こ
の３本の縞は地⾊の縞によって、よく離れている。⼀
つかそれ以上の途切れない輪に取り囲まれた⼤きな
単⾊の班が両則にある。側⾯のマークは両則ともに同
じである。⼆重の縦のボタンの列が胸と腹にある。⾶
節︓マーキングと同じ⾊。 
 
マッカレルタビーパターン︓マーキングは濃く、くっ
きりと⾒え、全ては狭い鉛筆書きのラインのようであ
る。脚には体のマークにつながる狭いブレスレットか
らなる均等な縞がある。尻尾はバーがある。⾸と胸の
ネックレスがくっきりしており、沢⼭のチェーンの様
である。頭部には縞があり、額に "M"マークがある。
⽬から後ろにかけて途切れない線が⾛っている。ライ
ンは頭部から駆け下り、肩で出会っている。背⾻に沿
った線は共に流れて狭いサドルを形作る。狭いペンシ
ルラインが体の回りに⾛っている。⾶節︓マーキング
と同じ⾊。 
 
ティックドタビーパターン︓全体的な外観は、体に明
らかなマーキングがなく、はっきりとしたタビーの縞
が頭、⾸、⾜、尾にある。胴体の⽑の軸はテイックド
でなければならず、マーキングの⾊の様々なシェード
がある。マーキングのカラー（縞）、地⾊、⽬⾊は、
クラッシックやマッカレルタビーパターンのそれと
同じである。体は上から⾒たときに背中の濃いシェー
ド以外の、識別出来るようなスポットや縞や班がない。
より明るい下側はタビーマークが⾒える場合もある。
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猫は少なくとも⼀本のくっきりとしたネックレスを
持たなければならない。跳節はタビーマーキングのカ
ラーと同じである。 
 
パッチドタビーパターン︓パッチドタビー（トビー）
（クラッシック、マッカレル、またはティックド）は
シルバー、ブラウン、もしくはブルータビーにレッド
かクリームもしくはその両⽅のパッチで構成されて
いる。 
 
ブラウンパッチドタビー（クラッシック、マッカレル、
またはティックド）︓地⾊は輝く銅⾊のブラウンで、
濃い⿊のクラッシックかマッカレルのマーキングが
あり、くっきりと明確なレッドかクリームのパッチが
体と⼿⾜にある︔レッドかクリームの斑が顔にあるの
が望ましい。唇と顎は⽬の周りのリングと同じシェー
ドである。⽬⾊︓ゴールドまたはヘーゼル。ゴールド
の⾊合いが好ましい。 
 
ブルーパッチドタビー（クラッシック、マッカレル、
またはティックド）︓唇と顎を含む地⾊は、薄いブル
ーがかったアイボリーでとても深いブルーのクラッ
シックかマッカレルの縞のマーキングがあり、地⾊と
良いコントラストをなしている。くっきりと明確なク
リームのパッチが体と⼿⾜にある︔クリームの斑が顔
にあるのが望ましい。暖かいフォーンがかった雰囲気
か、パティナが全体にかかっている。⽬⾊︓ゴールド。 
 
シルバーパッチドタビー（クラッシック、マッカレル、
またはティックド）︓アンダーコートはホワイト、唇
や顎を含む地⾊は、薄いシルバーで濃いブラックのク
ラッシックかマッカレルの縞のマーキングがあり、レ
ッドかクリームのくっきりと明確なパッチが体と⼿
⾜にある。レッドかクリームの斑が顔にあるのが望ま
しい。⽬⾊︓ゴールド、グリーンまたはヘーゼル。 
 
ブルーシルバーパッチドタビー（ピューターパッチド
タビー）（クラッシック、マッカレル、またはティッ
クド）︓アンダーコートはホワイト、唇や顎を含む地
⾊は薄いブルーがかったシルバーで濃いブルーのク
ラッシックかマッカレルの縞のマーキングがあり、ク
リームのくっきりと明確なパッチが体と⼿⾜にある。
クリームの斑が顔にあるのが望ましい。⽬⾊︓グリー
ンかヘーゼル。 
 
シルバータビー（クラッシック、マッカレルまたはテ
ィックド）︓唇と顎を含み、地⾊は薄い澄んだシルバ
ーである。マーキングは濃いブラック。シルバータビ
ーは遺伝的にアグーチパターンを⽰すシェーデット
の猫で、それゆえに、アンダーコートは⽩でなければ
ならない。ノーズレザー︓煉⽡⾊のレッド。パウパッ
ド︓ブラック。⽬⾊︓グリーンかヘーゼル :グリーン
が優先される。 
 

ブルーシルバータビー（ピュータータビー）︓アンダ
ーコートはホワイト、唇や顎を含む地⾊は薄い、鮮や
かなブルーがかったシルバー。マーキングは陰りのな
いブルー。ノーズレザー︓ブルーもしくはオールドロ
ーズでブルーの縁取りがある。パウパッド︓ブルー。
⽬⾊︓グリーンもしくはヘーゼル。 
 
レッドタビー（クラッシック、マッカレルまたはティ
ックド）︓地⾊はレッド。マーキングは深く豊かなレ
ッド。唇と顎は⽬の回り⾊と同等である。ノーズレザ
ーとパウパッド︓煉⽡⾊のレッド。⽬⾊︓ゴールド。 
 
ブラウンタビー（クラッシック、マッカレルまたはテ
ィックド）︓地⾊は輝く銅⾊のブラウン。マーキング
は濃いブラック。唇と顎は、⽬の回りのリングと同じ
シエードである。⾜の裏は、パウから踵にかけてブラ
ック。ノーズレザー︓煉⽡⾊のレッド。パウパッド︓
ブラックかブラウン。⽬⾊︓ゴールドまたはヘーゼル。
ゴールドの⾊合いが好ましい。 
 
ブルータビー（クラッシック、マッカレルまたはティ
ックド）︓唇と顎を含み、地⾊は薄いブルーがかった
アイボリー。マーキングはとても深いブルーで地⾊と
良いコントラストをなしている。暖かいフォーンがか
った雰囲気か、パティナが全体にかかっている。ノー
ズレザー︓オールドローズ。パウパッド︓ローズ。⽬
⾊︓ゴールド。 
 
クリームタビー(クラッシク、マッカレルまたはティッ
クド）︓唇と顎を含み地⾊はとても薄いクリーム。マ
ーキングは淡⻩⾊かクリームで、良いコントラストを
なすように、地⾊より充分に濃いが、ダイリュートカ
ラーの範囲内ではある。ノーズレザーとパウパッド︓
ピンク。⽬⾊︓ゴールド。 
 
カメオタビー（クラッシック、マッカレルまたはティ
ックド）︓地⾊はオフホワイト。マーキングはレッド。
カメオタビーは遺伝的にはアグーチパターンを⽰す
シェーデットの猫で、それゆえに、アンダーコートは
⽩でなければならない。ノーズレザーとパウパッド︓
ローズ。⽬⾊︓ゴールド。 
 
クリームカメオタビー（ダイリュートカメオ）（クラ
ッシック、マッカレル、またはティックド）︓アンダ
ーコートはホワイト、地⾊はオフホワイト。マーキン
グはクリーム。ノーズレザーとパウパッド︓ピンク。
⽬⾊︓ゴールド。 
 
タビーアンドホワイト（バンを含む） *︓⾊の部分が
あるホワイトで、その⾊の部分は現在確⽴されている
タビーのクラスに適合する︔マッカレルとクラッシッ
クまたはティックド。最少でも、猫は⾜と、脚部と、
体の下⾯、胸、マズルに⽩がなければならない。逆さ
まの "V"の⽩斑が顔にあるのが望ましい。 
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シルバータビーアンドホワイト（クラッシック、マッ
カレルまたはティックド）︓シルバータビーの部分を
持つホワイト。⽬⾊︓ゴールド、グリーン、もしくは
ヘーゼル。 
 
シルバーパッチドタビーアンドホワイト（クラッシッ
ク、マッカレルまたはティックド）︓シルバーパッチ
ドタビーの部分を持つホワイト。⽬⾊︓ゴールド、グ
リーン、もしくはヘーゼル。 
 
カメオタビーアンドホワイト（クラッシック、マッカ
レルまたはティックド）︓カメオタビーの部分を持つ
ホワイト。⽬⾊︓ゴールド。 
 
ブラウンタビーアンドホワイト（クラッシック、マッ
カレルまたはティックド）︓ブラウンタビーの部分を
持つホワイト。⽬⾊︓ゴールド。 
 
ブラウンパッチドタビーアンドホワイト(クラッシブ
ルータビーアンドホワイト（クラッシック、マッカレ
ルまたはティックド）︓ブルータビーの部分を持つホ
ワイト。⽬⾊︓ゴールドまたはヘーゼル。ゴールドの
⾊合いが好ましい。 
 
ブルーパッチドタビーアンドホワイト (クラッシック、
マッカレルまたはティックド）︓ブルーパッチドタビ
ーの部分を持つホワイト。⽬⾊︓ゴールド。 
 
レッドタビーアンドホワイト（クラッシック、マッカ
レルまたはティックド）︓レッドタビーの部分を持つ
ホワイト。⽬⾊︓ゴールド。 
 
クリームタビーアンドホワイト（クラッシック、マッ
カレルまたはティックド）︓クリームタビーの部分を
持つホワイト。⽬⾊︓ゴールド。 
 
シェーデットシルバーアンドホワイト︓ホワイトでシ
ェーデットシルバーの部分がある。⽬⾊︓グリーン。 
 
チンチラシルバーアンドホワイト︓ホワイトでチンチ
ラシルバーの部分がある。⽬⾊︓グリーン。 
 
シェーデットキャリコアンドホワイト︓ホワイトにシ
ェーデットキャリコの部分がある。⽬⾊︓グリーンま
たはゴールド。 
 
ダイリュートシェーデットキャリコアンドホワイト︓
ホワイトにダイリュートシェーデットキャリコの部
分がある。⽬⾊︓グリーンまたはゴールド。 
 
ブルーシェーデットシルバーアンドホワイト︓ホワイ
トでブルーシェーデットシルバーの部分がある。⽬⾊
グリーンまたはゴールド 

 
トーティーシェル︓レッドか柔らかくレッドの混ざっ
た部分のパッチが、体と四肢にあるブラック。沢⼭の
レッドのシェードが好まれるであろう。⽬⾊︓ゴール
ド。 
 
チンチラシェーデットトーティーシェル（シェルトー
ティーシェル）︓アンダーコートは純粋なホワイト。
背中と側⾯と、頭部と尾のコートはブラックとレッド
かクリームくっきりしたトーティーシェルのパター
ンのようなパッチの充分なティップがあり、特徴的な
輝く外観を与える。猫はレッドのティップのパッチが
あるチンチラシルバーのような外観である。クリーム
かレッドのティップの斑が顔にあるのが望ましい。⽬
⾊︓グリーン、もしくはゴールド。 
 
シェーデットトーティーシェル︓アンダーコートはホ
ワイト。ブラックのティッピングとトーティーシェル
の様なパターンのレッドかクリームのティップのあ
る⽑の、くっきりとしたパッチで被われている。クリ
ームかレッドのティップの斑が顔にあるのが望まし
い。⽬⾊︓グリーンもしくはゴールド。 
 
ダイリュートチンチラシェーデットトーティーシェ
ル（ダイリュートシェルトーティーシェル）︓アンダ
ーコートは純粋なホワイト。背中と側⾯と、頭部と尾
のコートはブルーとクリームのくっきりしたブルー
クリームのパターンのようなパッチの充分なティッ
プがあり、特徴的な輝く外観を与える。猫はクリーム
のティップのパッチがあるダイリュートチンチラシ
ルバーのような外観である。クリームのティップの斑
が顔にあるのが望ましい。⽬⾊︓グリーン、もしくは
ゴールド。 
 
ダイリュートシェーデットトーティーシェル︓アンダ
ーコートはホワイト。ブルーのティッピングとブルー
クリームのようなパターンの、クリームのティップの
ある、くっきりとしたパッチで被われている。クリー
ムのティップの斑が顔にあるのが望ましい。⽬⾊︓グ
リーン、もしくはゴールド。 
 
キャリコ︓ブラックとレッドの明確なパッチがあるホ
ワイト。体の下部はホワイトの⽅が多い。縞模様がレ
ッドの斑の部分にあるのは許される。⽬⾊︓ゴールド。 
 
ダイリュートキャリコ︓ブルーとクリームの明確なパ
ッチがあるホワイト。縞模様がクリームの部分にある
のは許される。⽬⾊︓ゴールド。 
 
ブルークリーム︓クリームか柔らかくクリームの混ざ
った部分のパッチが、体と四肢にあるブルー。沢⼭の
クリームのシェードが好まれるであろう。ノーズレザ
ーとパウパッド︓ブルーかピンク、もしくはその両⽅。
⽬⾊︓ゴールド。 
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バイカラー︓まだらのない⿊の部分があるホワイト、
まだらのないブルーの部分があるホワイト、まだらの
ないレッドの部分があるホワイト、もしくはまだらの
ないクリームの部分があるホワイト。⽬⾊︓ゴールド。 
 
バンバイカラー︓ブラックとホワイト、レッドとホワ
イト、ブルーとホワイト、もしくはクリームとホワイ
ト。四肢と頭部と、尾と脚に限定されて⾊のあるホワ
イトの猫。⾊の部分が⼩さく、⼀つか⼆つ体にあるの
は許される。 
 
バンキャリコ︓まだらのないブラックとレッドのパッ
チが四肢、頭部、尾、脚に限定されてあるホワイトの
猫。⾊の部分が⼩さく、⼀つか⼆つ体にあるのは許さ
れる。 
 
バンダイリュートキャリコ︓まだらのないブルーとク
リームのパッチが四肢、頭部、尾、脚に限定されてあ
るホワイトの猫。⾊の部分が⼩さく、⼀つか⼆つ体に
あるのは許される。  
 
*バンというのは、追加的に、⾊の部分が頭と尾と⾜に 
 
以下の記載は参照の⽬的のみであって、ショースタン
ダードの公式な部分ではない。 
 

アメリカンショートヘアーカラークラス番号 

 
ブルーアイホワイト................0700  0701 
ゴールドアイホワイト..............0702  0703 
オッドアイホワイト................0704  0705 
ブルー............................0706  0707 
ブラック..........................0708  0709 
レッド............................0710  0711 
クリーム..........................0714  0715 
チンチラシルバー..................0730  0731 
シェーデットシルバー..............0732  0733 
ブラックスモーク..................0734  0735 
ブルースモーク....................0738  0739 
シルバータビー....................0736  0737 
シルバーマッカレルタビー..........0736M 0737M 
シルバーパッチドタビー（トビー） 

(クラシック ,マッカレル ).........----  0785 
ブルーシルバータビー..............7068  7069 
（クラッシックかマッカレル） 
ブルーシルバーパッチドタビー 

（クラッシックかマッカレル）......----  7037 
レッドタビー......................0740  0741 
レッドマッカレルタビー............0740M 0741M 
ブラウンタビー....................0744  0745 
ブラウンマッカレルタビー..........0744M 0745M 
ブラウンパッチドタビー（トビー）（クラッシックか
マッカレル）             .........----  0787  

ブルータビー......................0752  0753 
ブルーマッカレルタビー............0752M 0753M 
ブルーパッチドタビー（トビー）（クラッシックかマ
ッカレル）             ...........----  0789 
クリームタビー....................0754  0755 
クリームマッカレルタビー..........0754M 0755M 
シェルカメオ......................0760  0761 
シェーデットカメオ................0762  0763 
スモークカメオ....................0764  0765 
トーティーシェルスモーク..........----  0725 
カメオタビー......................0766  0767 
カメオマッカレルタビー............7066M 7077M 
クリームカメオタビー（クラッシックかマッカレル）  

                       ...........7066  7077 
ティックドタビー /ティックドタビーアンドホワイ

ト（バンを含む） .................7088  7089 
（シルバー、ブラウン、ブルー、レッド、クリーム、
ブルーシルバー、カメオ、クリームカメオテイックド
タビーカラー、パッチドタビーパターン、ティックド

タビーウイズホワイトを含む） 
タビーアンドホワイト（バンをむ）..7072  7073 
（シルバー、ブラウン、ブルー、レッド、カメオ、ク
リーム［マッカレルとクラッシックのタビーカラー、
そして適応がある場合はパッチドパターン］） 
スモークアンドホワイト（バンを含む）  

         .........................7024  7025 
（ブラックスモークアンドホワイト、ブルースモーク
アンドホワイト、トーティーシェルスモークアンドホ
ワイト） 
シェーデッドアンドホワイト（バンを含む） 
..................................7026  7027 

（シェーデッドシルバーアンドホワイト、チンチラシ
ルバーアンドホワイト、シェーデッドキャリコ、ダイ
リュートシェーデッドキャリコ、ブルーシェーデッド
シルバーアンドホワイト、シェーデッドカメオアンド
ホワイト、シェルカメオアンドホワイト） 
バイカラーとバンバイカラー........0770  0771 

（レッドアンドホワイト、ブルーアンドホワイト、ク
リームアンドホワイト、ブラックアンドホワイト） 
トーティーシェル..................----  0747 
キャリコとバンキャリコ............----  0749 
キャリコ（ブラックとレッドアンドホワイト）もしく
はダイリュートキャリコとバンダイリュートキャリ

コ（ブルーとクリームアンドホワイト） 
ブルークリーム....................----  0751 
シェーデットパーティカラー........----  0723 
（チンチラトーティーシェル、シェーデットトーティ
ーシェル、ダイリュートチンチラトーティーシェル、
ダイリュートシェーデットトーティーシェル）  
AOV(その他の色 )..................0798  0799 
 
＊アメリカンショートヘアーとアウトクロスする事
の出来る猫種︓なし 
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アメリカンワイアーヘアー 
（American Wirehair) 

配点 
 
頭 部 （ 大 き さ 、 目 型 、 耳 の 形 と 付 き 方 を 含
む） .................................25 
タ イ プ （ 形 、 大 き さ 、 骨 格 と 尾 の 長 さ を 含

む） .................................20 
コート ...............................45 
コートカラーと目色 ...................10 
 
全般︓アメリカンワイアーヘアーは突然変異である。
コート、それはバネのようで、厚く、弾⼒があるだけ
でなく、⼿触りが粗く、硬い感じで、アメリカンワイ
アーヘアーを他の全ての猫種と区別する特徴である。
性格は活発で、機敏で、回りのものに熱⼼に興味を持
つ。 
 
頭部︓体と均整が取れている。基礎をなす⾻格は丸く、
突き出た頬⾻と、良く発達したマズルと顎を持つ。幾
分ウイスカーブレークがある。 
 
⿐︓横から⾒ると、⿐は、なだらかな窪みのある曲線
を描く。 
 
マズル︓よく発達している。⼤⼈の雄のジャウルは考
慮される。 
 
顎︓しっかり、よく発達していて、不正咬合はない。 
 
⽿︓中位で、先がいくぶん丸味があり、離れて位置し
ているが、付け根は過度には開いていない。 
 
⽬︓⼤きく、丸みをおび、明るく、鮮明である。離れ
て位置している。眼窩は幾分上向きの傾きをもってい
る。⾊はその猫のカラーを鮮やかに、引き⽴てるよう
でなければならない。 
 
体︓中位から⼤きい。背中は⽔平、肩と腰は同じ幅、
胴体はしっかりと丸味があり、均整がとれている。雄
は雌より⼤きい。 
 
脚︓⻑さと⾻格は中位、筋⾁質で、体と釣り合いがと
れている。 
 
⾜先︓しっかりして、豊かで丸い、しっかりしたパッ
ドがある。⾜の指は前が５本、後ろは４本。 
 
尾︓体と釣り合っており、しっかりと丸味のある尻か
ら先細りになっており、丸味のある先端で、ぷつんと
真っ直ぐに終わっていたり、尖って終わっていたりは
しない。 
 
コート︓バネのようで、密⽣して、⻑さは中位である。

⽑の⼀本⼀本は、⽿の中の⽑を含めて、縮れるか、か
ぎ状になるか、曲がっている。全体的に針⾦のような
荒い外観で、コートの弾⼒性があることが、それぞれ
の⽑の縮れより、より重要である。針⾦の様なコート
の密度は、ウェーブというよりは巻き⽑のような形状
をもたらす。そのコートは、とても密度が濃く、弾⼒
性があり、縮れていて、粗いことが最も望ましい事で、
カールしたヒゲのようである。 
 
減点︓深い⿐のブレーク。 
 
失格︓不適切なコート。キンクもしくは異常な尾。⻑
くふさふさした⽑、正しくない⾜の指の数。ハイブリ
ダイゼーションの結果と証拠としての⾊、チョコレー
ト、ラベンダー、ヒマラヤンパターン、もしくはこれ
らの物とホワイトとの組み合わせ。 
 

アメリカンワイアーヘアーのカラー 
 
ホワイト︓純粋なきらめくホワイト。ノーズレザーと
パウパッド︓ピンク。 
 
ブラック︓濃い⽯炭のようなブラック、⽑の根元から
先まで陰りがない。⽑先の錆びた薄い⾊合いや、スモ
ークのアンダーコートがない。ノーズレザー︓ブラッ
ク。パウパッド︓ブラックもしくはブラウン。 
 
ブルー︓ブルー。より明るいシェードが好ましい、⿐
から尾の先端まで単⼀レベルのトーン。根元まで陰り
がない。不均⼀な明るいシェードより、陰りのない暗
いシェードの⽅がより良い。ノーズレザーとパウパッ
ド︓ブルー。 
 
レッド︓深く豊かな、鮮やかな、輝くレッド︔シェー
ドやマーキング、ティッキングがない。唇と顎はコー
トと同じ⾊。ノーズレザーとパウパッド︓煉⽡いろの
⾚。 
 
クリーム︓マーキングのない、淡⻩⾊のクリームで単
⼀レベルのシェード。根元まで陰りがない。明るいシ
ェードが好ましい。ノーズレザーとパウパッド︓ピン
ク。 
 
チンチラシルバー︓アンダーコートは純粋なホワイト。
背中や、側⾯、頭、尻尾が充分に⿊いティップが⼊り、
きらめくシルバーの特徴的な外観を与える。脚はティ
ッピングのあるシェードがいくぶん⼊ることもある。
顎、⽿のタフト、お腹や胸の部分は純粋なホワイト。
⽬の縁取りと唇は⿊、⿐は⿊く縁取られている。ノー
ズレザー︓煉⽡⾊のレッド。パウパッド︓⿊。 
 
シェーデットシルバー︓アンダーコートはホワイト、
背筋が濃く、顎、胸、腹と尻尾の下側にかけて次第に
⽩くなるブラックのティッピングに被われている。脚
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は顔と同じトーンである。総じて、チンチラよりかな
り暗い印象を与える。⽬の縁取り、唇は⿊、⿐は⿊く
縁取られている。ノーズレザー︓煉⽡⾊のレッド。パ
ウパッド︓⿊。 
 
シェルカメオ（レッドチンチラ）︓アンダーコートは⽩。
背中、側⾯、尻尾のコートは輝く外観を呈するに充分
なレッドのティップがある。顔と脚はティッピングで
幾分シェードがかっている場合もある。顎、⽿のタフ
ト、お腹、胸は⽩。ノーズレザー、⽬の縁取り、パウ
パッド︓ローズ。 
 
シェーデットカメオ（レッドシェーデット）︓アンダー
コートはホワイト、背筋が濃く、顎、胸、腹と尻尾の
下側にかけて次第に⽩くなるレッドのティッピング
に被われている。脚は顔と同じトーンである。総じて、
シェルカメオよりかなり濃いレッドの印象を与える。
ノーズレザー、⽬の縁取り、パウパッド︓ローズ。 
 
ブラックスモーク︓⽩いアンダーコートで、⿊のティ
ップが深く⼊っている。猫が休んでいるときはブラッ
クに⾒える。動いた時に⽩のアンダーコートがくっき
りと現れる。（四肢の）先端と顔は⿊で、被⽑を分けた
場合にのみ⾒える、⽪膚に隣接した⽑の根元部分に狭
い⽩の帯がある。ノーズレザーとパウパッド︓⿊。 
 
ブルースモーク︓⽩いアンダーコートでブルーのティ
ップが深く⼊っている。猫が休んでいるときはブルー
に⾒える。動いた時に⽩のアンダーコートがくっきり
と現れる。（四肢の）先端と顔はブルーで、被⽑を分け
た場合にのみ⾒える、⽪膚に隣接した⽑の根元部分に
狭い⽩の帯がある。ノーズレザーとパウパッド︓ブル
ー。 
 
カメオスモーク（レッドスモーク）︓⽩いアンダーコー
トでレッドのティップが深く⼊っている。猫が休んで
いるときはレッドに⾒える。動いた時に⽩のアンダー
コートがくっきりと現れる。（四肢の）先端と顔はレッ
ドで、被⽑を分けた場合にのみ⾒える、⽪膚に隣接し
た⽑の根元部分に狭い⽩の帯がある。ノーズレザー、
⽬の輪郭、パウパッド︓ローズ。 
 
クラッシックタビーパターン︓マーキングは濃く、は
っきりと⾒えて、幅が広い。脚は体のマーキングとつ
ながるように登っていくブレスレットの縞がある。尻
尾は均等に輪がある。⾸、胸の上部に途切れのない何
本ものネックレスがあり、ネックレスは多いほど良い。
しかめっつらマークが額にあり、それは⼊り組んだ "
Ｍ"の形になっていいる。途切れのないラインが⽬の外
側の⾓から後ろへと⾛っている。渦巻きが頬にある。
縦のラインが頭の後ろを通って肩のバタフライマー
クにまで及んでいる、そのバタフライマークは、上⽻
と下⽻の両⽅がくっきりと縁取られ、輪郭の内側には
斑点のマークがある。背中のマークはバタフライから

尻尾へと背⾻に沿って縦に降りている⼀本のライン
と、それに平⾏して両側にそれぞれ縦の⼀本の縞から
なり、この３本の縞は地⾊の縞によって、よく離れて
いる。⼀つかそれ以上の途切れない輪に取り囲まれた
⼤きな単⾊の班が両則にある。側⾯のマークは両則と
もに同じである。⼆重の縦のボタンの列が胸と腹にあ
る。 
 
マッカレルタビーパターン︓マーキングは濃く、くっ
きりと⾒え、全ては狭い鉛筆書きのラインのようであ
る。脚には体のマークにつながる狭いブレスレットか
らなる均等な縞がある。尻尾はバーがある。⾸と胸の
ネックレスがくっきりしており、沢⼭のチェーンの様
である。頭部には縞があり、額に "M"マークがある。
⽬から後ろにかけて途切れない線が⾛っている。ライ
ンは頭部から駆け下り、肩で出会っている。背⾻に沿
った線は共に流れて狭いサドルを形作る。狭いペンシ
ルラインが体の回りに⾛っている。 
 
スポッティッドタビーパターン︓体のマーキングはス
ポットである。⼤きさや形は多様であるが、丸く均等
に分布した物が好ましい。スポットは微妙にマッカレ
ルかクラッシックのパターンを⽰しながら、繋がって
はおらず、ランダムなパターンがより好ましい。背の
縞は体の⻑さで、尻尾の先まで流れている。その縞は
理想的にスポットから構成されている。顔と額のマー
クは典型的なタビーのマーキングになる。体の下側は 
"ベストボタン"がある。脚と尻尾は縞になっている。
胸の上の⽅では、⼀つかそれ以上の切れたネックレス
がある。 
 
ティックドタビーパターン︓全体的な外観は体に明ら
かなマーキングが無く、頭、⾸、脚、尾にははっきり
したタビーの縞がある。体の⽑の軸はマーキングの⾊
の様々なシェードからなるティックドでなければな
らない。マーキングカラー（縞）、地⾊、⽬⾊は、クラ
ッシック、マッカレル、スポッティッドタビーパター
ンのそれらと同じである。体は上から⾒たときに背中
の濃いシェード以外の、識別出来るようなスポットや
縞や班がない。より明るい下側はタビーマークが⾒え
る場合もある。猫は少なくとも⼀本のくっきりとした
ネックレスを持たなければならない。⾶節はタビーマ
ーキングと同じ⾊である。 
 
シルバータビー（クラッシック、マッカレル、スポッ
テッド）︓唇と顎を含み、地⾊は薄い澄んだシルバーで
ある。マーキングは濃いブラック。ノーズレザー︓煉
⽡⾊のレッド。パウパッド︓ブラック。 
 
レッドタビー（クラッシック、マッカレル、スポッテ
ッド）︓地⾊はレッド。マーキングは深く豊かなレッド。
唇と顎はレッド。ノーズレザーとパウパッド︓煉⽡⾊
のレッド。 
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ブラウンタビー（クラッシック、マッカレル、スポッ
テッド）︓地⾊は輝く銅⾊のブラウン。マーキングは濃
いブラック。唇と顎は、⽬の回りのリングと同じシエ
ードである。⾜の裏は、パウから踵にかけてブラック。
ノーズレザー︓煉⽡⾊のレッド。パウパッド︓ブラッ
クかブラウン。 
 
ブルータビー（クラッシック、マッカレル、スポッテ
ッド）︓唇と顎を含み、地⾊は薄いブルーがかったアイ
ボリー。マーキングはとても深いブルーで地⾊と良い
コントラストをなしている。暖かいフォーンがかった
雰囲気か、パティナが全体にかかっている。ノーズレ
ザー︓オールドローズ。パウパッド︓ローズ。 
 
クリームタビー(クラッシク、マッカレル、スポッテッ
ド）︓唇と顎を含み地⾊はとても薄いクリーム。マーキ
ングは淡⻩⾊かクリームで、良いコントラストをなす
ように、地⾊より充分に濃いが、ダイリュートカラー
の範囲内ではある。ノーズレザーとパウパッド︓ピン
ク。 
 
カメオタビー（クラッシック、マッカレル、スポッテ
ッド）︓地⾊はオフホワイト。マーキングはレッド。ノ
ーズレザーとパウパッド︓ローズ。 
 
トーティーシェル︓ブラックにレッドかクリームの無
秩序のパッチがある。くっきりと明確な、よく途切れ
たパッチが、体と⼿⾜にある。顔にレッドかクリーム
の斑があるのが望ましい。 
 
キャリコ︓⽩にブラックとレッドの無秩序なパッチが
ある。体の下部は⽩が優勢である。 
 
ダイリュートキャリコ︓⽩にブルーとクリームの無秩
序なパッチがある。体の下部は⽩が優勢である。 
 
ブルークリーム︓ブルーにソリッドのクリームがある。
くっきりと明確な、よく途切れたパッチが、体と⼿⾜
にある。 
 
バイカラー︓まだらのない⿊の部分があるホワイト、
まだらのないブルーの部分があるホワイト、まだらの
ないレッドの部分があるホワイト、もしくはまだらの
ないクリームの部分があるホワイト。  
 
OWC（その他のアメリカンワイアーヘアーの⾊）︓そ
の他のあらゆる⾊とパターン。ハイブリダイゼーショ
ンの結果の証拠としての⾊、チョコレート、ラベンダ
ー、ヒマラヤンパターン、もしくはこれらとホワイト
の組み合わせの⾊は除く。 
 
以下の記載は参照の⽬的のみであって、ショースタン
ダードの公式な部分ではない。 
 

アメリカンワイアーヘアーカラークラス番号 

 
全てのチャンピオンシップのカラー....9900  9901 
（ショースタンダードとその他のアメリカンワイア
ーヘアーのカラーとパターンとして定義されている
全ての受け入れられているカラー、ハイブリダイゼー
ションの結果の証拠としての色、チョコレート、ラベ

ンダー、ヒマラヤンパターン、もしくはこれらとホワ
イトの組み合わせの色、等は除く。）  
AOV ................................9998  9999 
 
アメリカンワイアーヘアーとアウトクロスする事の
出来る猫種︓アメリカンショートヘアー。 
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バリニーズ 
(Balinese) 

配点 
 
頭部（20） 
長く平らな横顔 ..................... 6 
楔型、細いマズル、大きさ ........... 5 

耳 ................................. 4 
顎  ................................ 3 
目と目の幅 ......................... 2 
 
目（5） 
形、大きさ、傾き、位置 ............. 5 

 
体（30） 
構成と大きさ、首を含む .............12 
筋肉のトーン .......................10 
脚と足.............................. 5 
尾.................................. 3  

 
コート（20） 
長さ................................10 
手触り..............................10 
 
色（25） 

体の色..............................10 
ポイントの色 .......................10 
（ポイントの、濃さ、色、適切なフットパットやノー
ズレザーとの調和） 
目色................................ 5 
 

全般︓理想的なバリニーズというのは、⻑い先細りの
線を持ったすらりとした猫であり、とてもしなやかで
あるが、強く筋⾁質でもある。バリニーズは⼀定の⾊
の範囲と、しなやかで強壮な体を覆い隠すような、シ
ルキーなコートを持っていることに特徴がある。優れ
た健康状態にある。柔弱でもなく、⾻太でもない。太
ってもいない。⽬は澄んでいる。バランスがとても重
要で、この猫のどの特徴に対しても、過⼤、または過
少に評価されることなく、全ての体の部分が、全体と
して調和が取れていなければならない。より⻑いコー
トが故に、バリニーズはより柔らかなラインに⾒え、
この猫たちの短⽑の祖先の猫種や、同様な体のタイプ
の猫より、極端さは少ない。 
 
頭部︓⻑く、先細りの楔形。中位の⼤きさで、体と釣
り合いが取れている。全体として、楔形は⿐から始ま
り、⽿の先端まで真っ直ぐなラインで炎のように広が
り、ウイスカーにい部分での途切れがない、三⾓形を
形成している。⽬と⽬の間は、少なくとも⽬⼀つ分の
幅がある。ヒゲと顔の⽑を後ろに寝かせると、その下
にある⾻格の構造が明らかとなる。種雄におけるジャ
ウルは許される。 
 

頭蓋⾻︓平らである。横から⾒ると、⻑く真っ直ぐな
ラインが頭頂から⿐の先まで⼿に感じとれる。⽬と⽬
にわたる膨らみはない。⿐の窪みはない。 
 
⽿︓⽬を引くほどに⼤きく、尖っていて、根元は広く、
楔形のラインに続いている。 
 
⽬︓アーモンド型。中位の⼤きさ。突き出ても、引っ
込んでもいない。楔形と⽿に調和して、⿐に向かって
傾斜している。斜視ではない。 
 
⿐︓⻑く真っ直ぐ。途切れなく額へと続く。 
 
マズル︓細く、楔型。 
 
顎先と顎︓中位の⼤きさ。顎の先端は⿐先と同⼀垂直
⾯に⼀直線に並ぶ。引っ込んでも、がっしりしすぎて
もいない。 
 
体︓中位の⼤きさ。優美で、⻑く、しなやかである。
細い⾻と硬い筋⾁の組み合わせが特徴的である。肩と
腰は筒状の体に、同⼀のなめらかな線で続いている。
腰は肩より決して広くはない。 
 
⾸︓⻑く、ほっそりしている。 
 
脚︓⾻格は⻑く、細い。後ろ⾜は前⾜より⻑い。体と
⽐率がよく取れている。 
 
⾜先︓上品で、⼩さく、卵形。⽖先︓前⾜の指は５本、
後ろ⾜の指は４本。 
 
尾︓⾻格は⻑く、細く、細い先端へと先細りになって
いる。尾の⽑は⽻飾りのように広がっている。 
 
コート︓中位の⻑さ、尾で最も⻑くなっている。繊細
で、シルキーでダウンの様なアンダーコートはなく、
体に未着して、横たわっており、コートは実際より短
く⾒える。 
 
⾊︓体︓均⼀で、微妙なシェードが許される。バリニ
ーズは歳とともに概して濃くなっていくので、年⻑の
猫でのより濃くなった⾊は許されるが、体の⾊とポイ
ントの⾊のコントラストが明確でなければならない。
ポイント︓顔、⽿、脚、⾜、尾に、濃く、くっきりと
限定されてある。全て同じシェードである。マスクは
ウイスカーパッドを含み、顔全体を被っており、その
軌跡より、⽿にまで続いている。マスクは頭頂まで及
んではならない。ポイントの中に⽩い⽑のティッキン
グはない。⽬⾊︓深く鮮やかなブルー 
 
減点︓ノーズレザーやパウパッドのいずれか、もしく
はその両⽅に部分的に、もしくは全体に⾊素の⽋落が
あること。リンクスやトーティーポイントに対しての
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⾊の定義で認められているものは除外。斜視。通常の
ハンドリングで、胸⾻の先端での軟⾻の⽬に⾒える突
出。柔らかく、ぐにゃぐにゃした体。 
 
失格︓病気や健康状態が良くないあらゆる兆候。弱い
後ろ⾜。⿐の傷害やかみ合わせが悪いために⽣じる⼝
での呼吸。アンダーショットやオーバーショットの結
果としての不正咬合。やつれ。尾の⽬に⾒えるキンク。
ブルー以外の⽬。⽩い⾜や脚、もしくはその両⽅。正
しくない脚の指の数。明確なダブルコート（例えば、
ダウンの様なアンダーコート） 
 

カラー 
 

バリニーズディビジョン 
 
シールポイント︓体は均⼀な薄いフォーンからクリー
ム⾊、暖かいトーンで、腹と胸にかけて、次第に明い
⾊になっていくシェードがある。ポイント︓深いシー
ルブラウン。ノーズレザーとパウパッド︓ポイントと
同じ⾊。 
 
チョコレートポイント︓体はシェードのないアイボリ
ー。ポイント︓ミルクチョコレートの⾊、暖かいトー
ン。ノーズレザーとパウパッド︓シナモンピンク。 
 
ブルーポイント︓ブルーがかったホワイト、冷たいト
ーンで、腹と胸にかけて、次第に⽩くなっていくシェ
ードがある。ポイント︓深いブルー。ノーズレザーと
パウパッド︓スレート⾊。 
 
ライラックポイント︓体はシェードのない冷たい感じ
のホワイト。ポイント︓ピンクがかったトーンの霜が
降りたようなグレー。ノーズレザーとパウパッド︓ラ
ベンダーピンク。 
 

ジャバニーズディビジョン 
 

ソリッドカラーポイントのカラー 
 
レッドポイント（スモーク含む）︓体は鮮明なホワイト
でポイントと同じトーンのいくらかシェードがある。
ポイント︓明るいアプリコットから深いレッド、よい
深いシェードが好ましく、⽬に⾒えるバーがないのが
望ましい。ノーズレザーとパウパッド︓肌⾊か珊瑚⾊
のピンク。 
 
クリームポイント（スモークを含む）︓体は鮮明なホワ
イトでポイントと同じトーンのいくらかシェードが
ある。ポイント︓薄いバフクリームか明るいピンクが
かったクリームで、⽬に⾒えるバーがないのが望まし
い。ノーズレザーとパウパッド︓肌⾊か珊瑚⾊のピン
ク。 
 

シナモンポイント（スモークを含む）︓体は鮮明なアイ
ボリーで、シェードはない。ポイントは明るい⾚みが
かったブラウンで、明らかに温かい⾊合いで、チョコ
レートよりは薄い⾊ -シナモンスティックの⾊である。
ノーズレザーとパウパッド︓タン（⻩褐⾊）からピン
クがかったベージュ 
 
フォーンポイント（スモークを含む）︓体は冷たい感じ
のホワイトでシェードはない。ポイントは明るいラベ
ンダーで、薄いココア⾊がかぶさっている。ノーズレ
ザーとパウパッド︓ピンクでダスティーロースの薄い
シェードがあるか、またはそのいずれか⼀⽅である。 
 
その他のスモークポイントカラー︓バリニーズディビ
ジョンのベースカラー、シール、チョコレート、ブル
ーまたはライラック。 ノーズレザーとパウパッド︓適
切なベースカラー。 
 
スモークポイント︓⽩いアンダーコート、レッド、ク
リーム、シナモン、フォーン、シール、チョコレート
の対応するベースカラーと⼀致する濃いティップド。 
ブルーかライラック、または特に適切なベースカラー
のいずれか。 ポイントとマスクは、肌の横の⽑の付け
根に細い⽩の帯があり、⾊が濃く⾒えます。これは、
⽑⽪が分断されている場合にのみ⾒られることがあ
る。ノーズレザーとパウパッド︓適切なベースカラー。 
 

リンクスポイントのカラー 
 
シールリンクスポイント（シルバーを含む）︓体はクリ
ームか薄いフォーン、腹と胸に、より明い⾊のシェー
ドがある。体のシェードはゴーストの縞を形成するで
あろう。ポイント︓シールブラウンのバーがあり、よ
り明るい地⾊と明確に識別できる。︔⽿はシールブラ
ウンで、中央に薄い拇印模様がある。ノーズレザー︓
シールブラウンは許される、ピンクでシールブラウン
の輪郭があるのが好ましい。パウパッド︓シールブラ
ウン。 
 
チョコレートリンクスポイント（シルバーを含む）︓体
はアイボリー。体のシェードはゴーストの縞を形成す
るであろう。ポイント︓温かいミルクチョコレートの
バーがあり、より明るい地⾊と明確に識別できる。︔⽿
は温かいミルクチョコレート⾊で、中央に薄い拇印模
様がある。ノーズレザー︓シナモンは許される、ピン
クでシナモンの輪郭があるのが好ましい。パウパッ
ド︓シナモン。 
 
ブルーリンクスポイント（シルバーを含む）︓体はブル
ーがかったホワイトかプラチナグレー。冷たいトーン
で、腹と胸に、より明い⾊のシェードがある。体のシ
ェードはゴーストの縞を形成するであろう。ポイン
ト︓深いブルーグレーのバーがあり、より明るい地⾊
と明確に識別できる。︔⽿は深いブルーグレーで、中央
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に薄い拇印模様がある。ノーズレザー︓スレート⾊は
許される、ピンクでスレートの輪郭があるのが好まし
い。パウパッド︓スレート⾊。 
 
ライラックリンクスポイント（シルバーを含む）︓体は
氷のようなホワイト。体のシェードはゴーストの縞を
形成するであろう。ポイント︓霜が降りたようなグレ
ー、ピンクがかったトーンのバーがあり、より明るい
地⾊と明確に識別できる。︔⽿はピンクのトーンがか
かった霜が降りたようなグレーで、中央に薄い拇印模
様がある。ノーズレザー︓ラベンダーピンクは許され
る、ピンクでラベンダーピンクの輪郭があるのが好ま
しい。パウパッド︓ラベンダーピンク。 
 
レッドリンクスポイント（シルバーを含む）︓体はホワ
イト。体のシェードはゴーストの縞を形成するであろ
う。ポイント︓深いレッドのバーがあり、より明るい
地⾊と明確に識別できる。︔⽿は深いレッドで、中央に
薄い拇印模様がある。ノーズレザーとパウパッド︓肌
⾊か珊瑚⾊のピンク。 
 
クリームリンクスポイント（シルバーを含む）︓体は澄
んだホワイト。体のシェードはゴーストの縞を形成す
るであろう。ポイント︓薄いバフクリームか明るいピ
ンクがかったクリームのバーがあり、より明るい地⾊
と明確に識別できる。︔⽿は薄いバフクリームか明る
いピンクかかったクリームで、中央に薄い拇印模様が
ある。ノーズレザーとパウパッド︓肌⾊か珊瑚⾊のピ
ンク。 
 
シナモンリンクスポイント（シルバーを含む）︓体はア
イボリー。体のシェードはゴーストの縞を形成するで
あろう。ポイント︓明るい⾚みがかったブラウンのバ
ーがあり、より明るい地⾊と明確に識別できる。⽿は
薄いシナモンで中央に薄い拇印模様がある。ノーズレ
ザー︓タンからピンクがかったベージュまで認められ
るが、タンにピンクの縁取りがあるのがより好ましい。
パウパッド︓タンからピンクがかったベージュ。 
 
フォーンリンクスポイント（シルバーを含む）︓体は氷
のようなホワイト。体のシェードはゴーストの縞を形
成するであろう。ポイント︓明るいラベンダーのバー
があり、薄いココア⾊のトーンがかかっており、より
明るい地⾊と明確に識別できる。︔⽿はフォーンで中
央に薄い拇印模様がある。ノーズレザー︓くすんだロ
ーズ認められが、くすんだローズにピンクの縁取りが
あるのがより好ましい。パウパッド︓くすんだローズ 
 
シール-トーティーリンクスポイント（シルバーを含
む）︓体はクリームか薄いフォーン、腹と胸に、より明
い⾊のシェードがある。体のシェードはゴーストの縞
やレッドかクリーム、またはそのいずれかのまだら形
成するであろう。ポイント︓シールブラウンのバーが
あり、より明るい地⾊と明確に識別できる。︔⽿はシー

ルブラウンで、中央に薄い拇印模様がある。レッドか
クリーム、もしくはそのいずれか⼀⽅のランダムなま
だらがポイントのマーキングに被さっている。ノーズ
レザー︓シールブラウンは許される、ピンクでシール
ブラウンの輪郭があるのが好ましい。肌⾊か珊瑚⾊の
ピンクのまだらがあるかもしれない。パウパッド︓シ
ールブラウン、またはシールブラウンで、肌⾊か珊瑚
⾊のピンクのまだらがある。注釈︓これらの猫はトー
ティーポイントよりリンクスポイントに似ている。 
 
チョコレートトーティーリンクスポイント（ルバーを
含む）︓体はアイボリー。体のシェードはゴーストの縞
や、クリーム、またはそのいずれかのまだら形成する
であろう。ポイント︓温かいミルクチョコレートのバ
ーがあり、より明るい地⾊と明確に識別できる。⽿は
温かいミルクチョコレートで、中央に薄い拇印模様が
ある。レッドとクリーム、もしくはそのいずれか⼀⽅
のランダムなまだらがポイントのマーキングに被さ
っている。ノーズレザー︓シナモンは許される、ピン
クでシナモンの輪郭があるのが好ましい。肌⾊か珊瑚
⾊のピンクのまだらがあるかもしれない。パウパッ
ド︓シナモン、またはシナモンで、肌⾊か珊瑚⾊のピ
ンクのまだらがある。注釈︓これらの猫はトーティー
ポイントよりリンクスポイントに似ている。 
 
ブルークリームリンクスポイント（シルバーを含む）︓
体はブルーがかったホワイトかプラチナグレーで、冷
たいトーン、腹と胸に、より明い⾊のシェードがある。
体のシェードはゴーストの縞やクリームのまだら、も
しくはそのいずれか⼀⽅を形成するであろう。ポイン
ト︓深いブルーグレーのバーがあり、より明るい地⾊
と明確に識別できる。︔⽿は深いブルーグレーで、中央
に薄い拇印模様がある。クリームのランダムなまだら
がポイントのマーキングに被さっている。ノーズレザ
ー︓スレート⾊は許される、ピンクでスレートの輪郭
があるのが好ましい。肌⾊か珊瑚⾊のピンクのまだら
があるかもしれない。パウパッド︓スレート⾊、また
はスレートで、肌⾊か珊瑚⾊のピンクのまだらがある。
注釈︓これらの猫はトーティーポイントよりリンクス
ポイントに似ている。 
 
ライラックークリームリンクスポイント（シルバーを
含む）︓体は氷のようなホワイト。、体のシェードはゴ
ーストの縞やクリームのまだら、またはそのいずれか
を形成するであろう。ポイント︓霜が降りたようなグ
レーでピンクがかったトーンのバーがあり、より明る
い地⾊と明確に識別できる。︔⽿は霜が降りたような
グレーピンクのトーンがかかっている。中央に薄い拇
印模様がある。クリームのランダムなまだらがポイン
トのマーキングに被さっている。ノーズレザー︓ラベ
ンダーピンクは許される、ピンクでラベンダーピンク
の輪郭があるのが好ましい。肌⾊か珊瑚⾊のピンクの
まだらがあるかもしれない。パウパッド︓らラベンダ
ーピンク、またはラベンダーピンクで、肌⾊か珊瑚⾊
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のピンクのまだらがある。注釈︓これらの猫はトーテ
ィーポイントよりリンクスポイントに似ている。 
 
シナモン-トーティーリンクスポイント（シルバーを
含む）︓体はアイボリー。体のシェードはゴーストの縞
やクリームのまだら、またはそのいずれかを形成する
であろう。ポイント︓明るい⾚みがかったバーがあり、
より明るい地⾊と明確に識別できる。︔⽿はシナモン
で中央に薄い拇印模様がある。レッドまたはクリーム
の⾊が、ランダムなまだらのポイントのマーキングに
被さっている。ノーズレザー︓タンからピンクがかっ
たベージュまで認められ、肌⾊か珊瑚⾊のピンクのま
だらがあるかもしれない。パウパッド︓タンからピン
クがかったベージュ、肌⾊か珊瑚⾊のピンクのまだら
がある。注釈︓これらの猫はトーティーポイントより
リンクスポイントに似ている。 
 
フォーン-クリームリンクスポイント（シルバーを含
む）︓体は氷のようなホワイト。体のシェードはゴース
トの縞やまだら、またはそのいずれかを形成するであ
ろう。ポイント︓明るいラベンダーのバーがあり、コ
コア⾊のトーンがかかっている。より明るい地⾊と明
確に識別できる。︔⽿はフォーンで中央に薄い拇印模
様がある。クリームのランダムなまだらがポイントの
マーキングに被さっている。ノーズレザー︓くすんだ
ローズが認められ、ピンクの縁取りが認められる、肌
⾊か珊瑚⾊のピンクのまだらがあるかもしれない。パ
ウパッド︓くすんだローズ、肌⾊か珊瑚⾊のピンクの
まだらがあるだろう。注釈︓これらの猫はトーティー
ポイントよりリンクスポイントに似ている。 
 
シルバーリンクスポイント︓⽩いアンダーコートが追
加される。ノーズレザー︓ベースカラーが許可されて
いるか、ベースカラーで縁取られているのが好ましい。 
パウパッド︓適切なベースカラー。 
 
 

パーティカラーポイントのカラー 
 
シールトーティーポイント（スモークを含む）︓体はク
リームか薄いフォーン、腹と胸に、より明い⾊のシェ
ードがある。体の⾊は、年⻑の猫では、クリームのま
だらであるかもしれない。ポイント︓シールブラウン。
レッドかクリーム、もしくはそのいずれか⼀⽅のラン
ダムなまだらがある。ノーズレザーとパウパッド︓シ
ールブラウン︔肌⾊か珊瑚⾊のピンクのまだらがある
のが望ましい。 
 
チョコレート-トーティーポイント（スモークを含
む）︓体はアイボリー、年⻑の猫では、まだらであるか
もしれない。ポイント︓温かいミルクチョコレート⾊
で、レッドかクリーム、もしくはそのいずれか⼀⽅の
ランダムなまだらがある。ノーズレザーとパウパッ
ド︓シナモン、肌⾊か珊瑚⾊のピンクのまだらがある

のが望ましい。 
 
ブルー-クリームポイント（スモークを含む）︓体はブ
ルーがかったホワイトかプラチナグレーで冷たいト
ーン、腹と胸に、より明い⾊のシェードがある。体の
⾊は、年⻑の猫では、まだらであるかもしれない。ポ
イント︓深いブルーグレー。クリームのランダムなま
だらがある。ノーズレザーとパウパッド︓スレート⾊︔
肌⾊か珊瑚⾊のピンクのまだらがあるのが望ましい。 
 
ライラック-クリームポイント（スモークを含む）︓体
は氷のようなホワイト︔まだら、もしあるなら、ポイ
ントのシェードにおいてである。ポイント︓霜が降り
たようなグレーでピンクがかったトーン。薄いクリー
ムのランダムなまだらがある。ノーズレザーとパウパ
ッド︓ラベンダーピンク︔肌⾊か珊瑚⾊のピンクのま
だらがあるのが望ましい。 
 
シナモン-トーティーポイント（スモークを含む）︓体
はアイボリーで、年⻑の猫は斑があるだろう。ポイン
ト︓明るい⾚みがかったブラウンで、ランダムにレッ
ドとクリーム、もしくはそのいずれか⼀⽅の斑がある。
ノーズレザーとパウパッド︓タンからピンクがかった
ベージュ︔肌⾊か珊瑚⾊のピンクの斑があるのが望ま
しい。 
 
フォーン-クリームポイント（スモークを含む）︓体は
氷のようなホワイト︔斑があり、もしあるとすれば、
そのポイントのシェードがある。ポイント︓明るいラ
ベンダーで、薄いココア⾊のトーンがかかっており、
ランダムに、薄いクリームの斑がある。ノーズレザー
とパウパッド︓灰⾊がかったローズ︔肌⾊か珊瑚⾊の
ピンクの斑があるのが望ましい。  
 
パーティカラー・スモークポイント︓上記スモークポ
イントを参照。 
 

バリニーズカラークラス番号 

 
バリニーズデリビジョン 

 
チョコレートポイント.................1270  1271 
シールポイント.......................1272  1273 
ライラックポイント...................1274  1275 
ブルーポイント.......................1276  1299  
AOV..................................1298  1299 
 

ジャバニーズデリビィジョン 

 
ソリッドカラーポイント...............2078 2079 
 (シナモン、クリーム、フォーン、レッド -スモーク
を含む ) 
リンクスポイント.....................2054  2055 
 (ブルー、ブルークリーム、チョコレート、チョコレ
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ート -トーティー、シナモン、シナモントーティー、

クリーム、フォーン、フォーントーティー、ライラッ
ク、ライラック -クリーム、レッド、シール、シール
-トーティーポイント -シルバーを含む） 
パーティ-カラーポイント...............---  2047 
（ブルー -クリーム、チョコレート -トーティー、シ
ナモントーティー、フォーンクリーム、ライラック -

クリーム、シール -トーティーポイント -スモークを
含む）  
AOV...................................2098 2099 
 
バリニーズとアウトクロスする事の出来る猫種︓バリ
ニーズ、ジャバニーズ *、サイアミーズ、カラーポイ
ントショートヘアーまたはオリエンタルロングヘア
ー**。  
 
*ジャバニーズはバリニーズのデリビジョンになり、 
2008 年 5⽉より有効。 
 
**オリエンタルロングヘアーとは、 2025 年 12 ⽉ 
31 ⽇までに⽣まれたリターにおいて、⼀定の制限付
きでのアウトクロスが許される。詳細については、 
CFAセントラルオフィスに問い合わせること。 
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ベンガル 
（BENGAL） 

配点 
 
頭 (30) 
  頭蓋骨.......................... 5 
  マズル.......................... 6 

横顔  .......................... 4 
  耳    .......................... 6 
  目    .......................... 6 
  顎    .......................... 3 
 
体 (20) 

  骨格  .......................... 5 
  筋肉  .......................... 5 
  四肢  .......................... 5 
  尻尾  .......................... 5 
 
コート＆カラー (25) 

  テクスチャー....................10 
  コートカラー....................10 
  目色  .......................... 5 
 
パターン (25) 
  パターン固有のポイント配分......15 

  コントラスト....................10 
 
全体︓ベンガルは洗練され、筋⾁が発達した、中から
⼤型の猫である。がっしりとした⾻格。臀部は肩より
わずかに⾼くなっている。尻尾は太く、丸い先端で背
中よりも低い位置についている。ベンガルの頭部は、
表情豊かで夜⾏性の外観、そして⾒事なマーキングは
その品種に野⽣の外観を与える。コートは他にはない
ような、短く、ソフトで、シルクのような⼿触り、豪
華で光り輝いている。ベンガルは機敏で活発、好奇⼼
旺盛、信頼出来る性質を持っている。⼀般的に雄は雌
よりも⼤きい。 
 
頭︓幅広、丸みのある輪郭のくさび形、横幅よりも縦
⻑であり、頬⾻が⾼い。体に対して僅かに⼩さめだが、
極端ではない。頭蓋⾻のトップは後頭部をへて⾸から
背中に流れていく。真っ直ぐではない。雄にジャウル
があるのは許される。 
 
横顔︓前頭部から⿐柱にかけて緩やかなカーブがある。
⿐はわずかなカーブがあるだろう。 
 
⿐︓⼤きく幅広、⿐の⽪膚はわずかに膨らんでいる。
⿐柱は⽬の上部に延びている。 
 
顎︓強く、しっかりとしている、横顔の⿐の先端に整
列している。 
 
マズル︓ふくよかで幅広く、ウィスカーパッドが顕著

である。 
 
⽿︓中から⼩型、⽿の基部は広い、⽿先が丸いのが望
ましい。離れていて、正⾯からの顔の輪郭に添ってい
る、横顔から⾒ると僅かに前傾している。軽く横向き
の飾り⽑は認められが、フワフワしたものは認められ
ない。 
 
⽬︓丸から楕円、⼤きいが突き出ていない。離れてお
り、楕円形の場合は⽿の付け根に向けて僅かに傾斜が
ある。⽬⾊は、ブルーのみ許されるリンクスポイント
以外はコートカラーと独⽴している。豊かで、深い⾊
合いが好ましい。 
 
⾸︓ しっかりとし筋⾁質である、体に⽐べて⻑い。 
 
体︓ ⻑くしっかりとし、筋⾁質、特に雄は顕著である。
臀部は肩よりもわずかに⾼い。 
 
⾻格︓しっかりとし、けっして華奢ではない。 
 
脚︓中位の⻑さ、後ろ脚が僅かに⻑い、筋⾁質。 
 
ポウ︓広く、丸い、膝（しつ）関節が顕著である。 
 
尻尾︓太く、丸い先端で先細りしている。体に⽐例し
た中位の⻑さ。 
 
コート︓特有の資質を持った猫種である、ベンガルの
コートは短く、体に添って寝ており、柔らかく、シル
キー、贅沢で、理想的にキラキラしている。⼦猫の時
のやや⻑い⽑は許される。 
 
許されるべき事項︓雌でバランスが良ければ⼩さめの
サイズ。雄のジャウル。⼦猫の時のやや⻑いコート。
⼦猫の時のやや⼤きすぎる⽬。ややアーモンドの眼型。
不正なパウパッドの⾊。 
 
減点︓ロゼット／スポテッドタビーパターン－ロゼッ
トやスポットが縦に流れてマッカレルタビーのよう
になっている。マーブルタビーパターン－円形のブル
ズアイ。スノータビーパターン－ボディのマーキング
と⽐較して暗すぎるポイントカラー。 
 
失格︓ロゼット／スポテッドタビー、マーブルタビー、
チョコレートタビー、スノータビーパテーン、腹部に
スポットが無いもの。⾸、肩、腹部、いかなる場所で
も鮮明にあるロケット。キンクまたは変形している尾。
斜視。 
 

ベンガルのパターンとカラー 
ベンガルのパターン 

 
ロゼット／スポテッドタビーパターン︓ロゼットとス
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ポットはランダムで、⽔平に配置されている、このパ
ターンは他の猫種には無いものである。グランドカラ
ーはクリアーでありティッギングがあってはならな
い。グランドカラーのコントラストはシャープな輪郭
と鮮明なパターンが極度に出ていなければならない。
ロゼットは暗いアウトラインに明るいセンターのツ
ートーン。ロゼットはたくさんの異なる形であり丸い
ドーナツ、オープンドーナツ、パンケーキ、⾜跡、⽮
尻などがあり、単⼀よりは群⽣している⽅が好ましい。
⼒強い、⼤胆な顎紐（チンストラップ）とマスカラマ
ーキングが望ましい。⽿の裏には拇印がある。肩と腹
のカラーはグランドカラーよりも明るい⾊であるべ
き。肩には⽔平線状になる筋があり、脚にはスポット
が、または尾にはロゼットが望まれる。腹はスポット
でなければならない。ロゼットが無いスポテッドパタ
ーンは許される。これらの猫はツートーンマーキング
である必要はない。 
 
マーブルタビーパターン︓マーブルパターンには他の
猫種にはない渦巻きがたくさんある。グランドカラー
はクリアーでありティッギングがあってはならない。
グランドカラーのコントラストはシャープな輪郭と
鮮明なパターンが極度に出ていなければならない。マ
ーキングはツートーンであり⽔平か斜め。サイドのパ
ターンが左右対称である必要はない。クラシックタビ
ーと類似があってはならない、サークルパターン、ブ
ルズアイズは好ましくない。よりランダムなパターン
が望ましい。パターンの中にある追加のカラートーン
はステンドグラスのような効果をもたらすものが望
ましい。、複数トーンのマーキングがのった肩のマー
キング、脚や尾が望ましい。ロゼットとスポットは特
に脚で⾒ることが出来る。⼒強い、⼤胆な顎紐（チン
ストラップ）とマスカラマーキングが望ましい。⽿の
裏には拇印がある。胸部と腹のカラーはグランドカラ
ーよりも明るい⾊であるべき。腹はスポットでなけれ
ばならない。ステンドグラスになるため、または完全
なカラーになるためには成熟が必要なことが考慮さ
れる。 
 

ベンガルのカラー 
 
ブラウン（ブラック）タビー︓（ロゼット／スポテッ
ド、マーブル）︓茶⾊の全てのバリエーションは、淡
⻩、⻩褐⾊、ハニーゴールドからオレンジまで地⾊と
して許される。マーキングは⻩褐⾊、茶、⿊の様々な
⾊合いがあるだろう。明確な形の地⾊とマーキングの
間には極端なコントラストと明確にはっきりとした
エッジがある。マーキングはツートーンであるべき。
明るい⾊の⾒た⽬はより魅⼒的に⽬に映るだろう。脇
腹と背中の地⾊とは対照的にウィスカーパッド、顎、
胸部、腹、脚の内側は⾮常に明るい⾊から⽩が望まし
い。ノーズレザー︓煉⽡⾊で外側は⿊。パウパッド︓
ピンクから煉⽡⾊。⿊または茶が⼊っているのは許さ
れる。⽬⾊︓ゴールドからグリーン。 

 
ブラックシルバータビー︓（ロゼット／スポテッド、
マーブル）︓地⾊はクリアシルバーからピュウターグ
レーの範囲である。マーキングはミディアムグレーか
らジェットブラックで地⾊と良いコントラストがあ
る。顔、背中と脚に温かいトーンは最⼩限である。タ
ーニッシュは望ましくない。胸部と腹は地⾊に⽐べて
明るいカラーである。⽬、こめかみ、マズル周辺は地
⾊よりも明るい。⽬周辺と唇は⿊い⾊素である。ノー
ズレザー︓煉⽡⾊または⿊。パウパッド︓⿊。⽬⾊︓
ブルー以外。 
 
ブルータビー︓（ロゼット／スポテッド、マーブル）︓
地⾊はペールブルーグレーからスレートブルーグレ
ー、マーキングはミディアムブルーからダークブルー。
地⾊とマーキングには良いコントラストがある。温か
いフォーンのトーンが顔、背中、脚に⾒られる。体の
内側と胸部は他のどの部分の地⾊よりも明るい。⽬、
こめかみ、マズル周辺は地⾊よりも明るい。⽬周辺と
唇はダークブルーの⾊素である。ノーズレザー︓ロー
ズ、外周はダークブルー。パウパッド︓ナス⾊／パー
プル。⽬⾊︓ブルー以外。 
 
ブルーシルバータビー︓（ロゼット／スポテッド、マ
ーブル）︓地⾊はライトブルーシルバー、マーキング
はブルーグレー。体の下側と胸部は氷⽩から⻘みがか
ったシルバー。⽬、こめかみ、マズル周辺はシルバー
ホワイト。⽬周辺と唇はスレートグレーの⾊素である。
ノーズレザー︓ローズからダークグレー。パウパッド︓
ブルー／グレー。⽬⾊︓ゴールドからグリーン、ヘー
ゼル。尻尾の先︓ブルー。 
 
チャコールタビーパターン︓ハッキリとした縁取りの
明確な形のマーキングと地⾊の間にはハッキリとし
たコントラストがなければならない。パターンは⽔平
に揃っている必要がある。好ましいのはハッキリとし
た輪郭の濃いマーキングと地⾊との良いコントラス
トである。⽬の淵には⽩または⽩に近い⾊の眼鏡かゴ
ーグルがなければならない。⿐柱から⿐にかけて濃い
マスクが⾛っており、そして全ての⽅向の⿐柱にマス
カララインから繋がっている。背中の⻑さを⾛る広く
濃いケープがあるのが望ましい。胸部と腹は地⾊より
も明るい。⼦猫の時は時折ロゼットで、⼤⼈では通常
スポテッドである。チャコールはスポテッドかマーブ
ルパターンであろう。 
 
ブラウン（ブラック）チャコールタビー︓（ロゼット
／スポテッド、マーブル）︓チャコールブラウンの⾊
を除きブラウン（ブラック）タビーと同じである、温
かいゴールドではなくコールドブラウンまたはアン
バーのトーンであり、マスク、ゴーゴル、ケープが追
加される。 
 
ブラックシルバーチャコールタビー︓（ロゼット／ス
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ポテッド、マーブル）︓ブラックシルバータビーと同
じであり、マスク、ゴーゴル、ケープが追加される。 
 
ブルーチャコールタビー︓（ロゼット／スポテッド、
マーブル）︓ブルータビーと同じであり、マスク、ゴ
ーゴル、ケープが追加される。 
 
ブルーシルバーチャコールタビー︓（ロゼット／スポ
テッド、マーブル）︓ブルーシルバータビーと同じで
あり、マスク、ゴーゴル、ケープが追加される。 
 
スノータビーパターン︓雪豹と同様にスノーベンガル
はより明るいパターンを持っている。ロゼットとスポ
ットはランダムであり⽔平に位置している。シールや
ブルーにおいてはシルバーパターンがあるもの・無い
ものを加えてリンクスポイント、ミンクタビー、セピ
アタビーといった３つのメインパターンがある。スノ
ーの猫はロゼット／スポテッド、マーブルまたはチャ
コールになるだろう。地⾊への、スノーパターンにお
けるチャコールパターンの影響は、胸部の⾊がスノー
パターンの個々の⾊の⾒た⽬よりも暗い⾊合いにな
る、そして腹は地⾊よりも明るくなる。マーキングは、
最も濃いマーキングと同じ⾊で濃いケープが背中に
⾛っており良いコントラストを⾒せる。⽬を囲む⽩ま
たはほぼ⽩のゴーグルがなければならない。⿐柱から
⿐にかけて濃いマスクが⾛っており、そして全ての⽅
向の⿐柱にマスカララインから繋がっている。背中の
⻑さを⾛る広く濃いケープがあるのが望ましい。 
 
スノータビーパターンのカラー︓（ロゼット／スポテ
ッド、マーブル、チャコール）︓地⾊はアイボリーか
らクリームの範囲で胸部と腹はより明るくなってい
る。マーキングは淡褐⾊から濃いシールブラウンに変
化しハッキリと⾒えるだろう。ポイントは温かいブラ
ウンから茶⾊がかった⿊へと異なる。マーキングは明
るい地⾊によりハッキリと別れて⾒える。眼の周囲、
こめかみ、マズルは明るい⾊をしている。ポイントの
カラーは体のマーキングよりも著しく濃くなるべき
ではない。尾の先は濃いダークシールブラウンでなけ
ればならない。⽿の温かいブラウンには中央に明るい
指紋のプリントがある。ノーズレザー︓ピンクから煉
⽡⾊。パウパッド︓⿊。⽬⾊︓ブルー。 
 
シールリンクスポイント︓（ロゼット／スポテッド、
マーブル、チャコール）︓地⾊はアイボリーからクリ
ームの範囲で胸部と腹はより明るくなっている。マー
キングは明るい⻩褐⾊からダークシールブラウンに
変化しハッキリと⾒える。ポイントのカラーは温かい
ブラウンからブラウンがかった⿊。マーキングは明る
い地⾊によりハッキリと別れて⾒える。眼の周囲、こ
めかみ、マズルは明るい⾊をしている。ポイントのカ
ラーは体のマーキングよりも著しく濃くなるべきで
はない。尾の先はダークシールブラウンでなければな
らない。⽿の温かいブラウンには中央に明るい指紋の

プリントがある。ノーズレザー︓ピンクから煉⽡⾊。
パウパッド︓ブラック。⽬⾊︓ブルー。 
 
シールミンクタビー︓（ロゼット／スポテッド、マー
ブル、チャコール）︓地⾊はクリームから淡⻩褐⾊の
範囲で胸部と腹はより明るくなっている。マーキング
は中位の⻩褐⾊からチョコレートで、濃いシールブラ
ウンに変化しハッキリと⾒える。ポイントのカラーは
体のマーキングよりも著しく濃くなるべきではない。
眼の周囲、こめかみ、マズルは明るい⾊をしている。
尾の先はダークシールブラウンでなければならない。
ノーズレザー︓ピンクから煉⽡⾊。パウパッド︓⿊。
⽬⾊︓アクア（ブルーグリーンからターコイズまで異
なる）。 
 
シールセピアタビー︓（ロゼット／スポテッド、マー
ブル、チャコール）︓地⾊はクリームから淡⻩褐⾊の
範囲で胸部と腹はより明るくなっている。マーキング
はダークシールブラウンから贅沢なダークブラウン
に変化しハッキリと⾒える。ポイントのカラーは体の
マーキングよりも著しく濃くなるべきではない。眼の
周囲、こめかみ、マズルは明るい⾊をしている。尾の
先はダークシールブラウンでなければならない。ノー
ズレザー︓ピンクから煉⽡⾊。パウパッド︓⿊。⽬⾊︓
グリーンゴールド。 
 
ブルーリンクスポイント︓（ロゼット／スポテッド、
マーブル、チャコール）︓地⾊はアイボリーからクリ
ームの範囲で胸部と腹はより明るくなっている。マー
キングはライトブルーからダークスレートブルーに
変化しハッキリと⾒える。ポイントのカラーは温かい
ブルーからスレートブルー。マーキングは明るい地⾊
によりハッキリと別れて⾒える。眼の周囲、こめかみ、
マズルは明るい⾊をしている。ポイントのカラーは体
のマーキングよりも著しく濃くなるべきではない。尾
の先はダークスレートブルーでなければならない。⽿
のブルーには中央に明るい指紋のプリントがある。ノ
ーズレザー︓ピンクから煉⽡⾊。パウパッド︓スレー
トブルー。⽬⾊︓ブルー。 
 
ブルーミンクタビー︓（ロゼット／スポテッド、マー
ブル、チャコール）︓地⾊はアイボリーからクリーム
の範囲で胸部と腹はより明るくなっている。マーキン
グは中位のブルーからダークスレートブルーに変化
しハッキリと⾒える。ポイントのカラーは体のマーキ
ングよりも著しく濃くなるべきではない。眼の周囲、
こめかみ、マズルは明るい⾊をしている。尾の先はダ
ークスレートブルーでなければならない。ノーズレザ
ー︓ピンクから煉⽡⾊。パウパッド︓スレートブルー。
⽬⾊︓アクア（ブルーグリーンからターコイズまで異
なる）。 
 
ブルーセピアタビー︓（ロゼット／スポテッド、マー
ブル、チャコール）︓地⾊は中位の⻩褐⾊から中位の
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ブルーの範囲で胸部と腹はより明るくなっている。マ
ーキングは温かいフォーンとダークブルーの様々な
シェードからなっておりハッキリと⾒える。ポイント
のカラーは体のマーキングよりも著しく濃くなるべ
きではない。眼の周囲、こめかみ、マズルは明るい⾊
をしている。尾の先はダークスレートブルーでなけれ
ばならない。ノーズレザー︓ピンクから煉⽡⾊。パウ
パッド︓スレートブルー。⽬⾊︓グリーンゴールド。 
 
 
シールシルバーリンクスポイント︓（ロゼット／スポ
テッド、マーブル、チャコール）︓ 地⾊はアイスホ
ワイトからペールクリームの範囲で胸部と腹はより
明るくなっている。ボディーマーキングとポイントカ
ラーの間には、ほんの少しまたは違いが無いだろう。
シルバーグレーから⿊茶がかったポイントを除き、シ
ルバーの地⾊で句切られている。シールのカラーリン
グはシルバー以外のリンクスポイントよりも寒い感
じがする。尾の付け根の下側はシルバーホワイト。⽿
のシルバーには中央に明るい指紋のプリントがある。
ノーズレザー︓ピンクから煉⽡⾊。パウパッド︓濃い
シールブラウン。⽬⾊︓ブルー。 
 
シールシルバーミンクタビー︓（ロゼット／スポテッ
ド、マーブル、チャコール）︓地⾊はアイボリーから
明るい⻩褐⾊の範囲。タビーパターンはコールドビタ
ーチョコレートからブラウン。アイボリーまたはクリ
ームのウィスカーパッドと顎が望ましい。尾の先は茶
⾊がかった濃い⿊。尾の付け根の下側はシルバーホワ
イト。⽿、⿐柱、四肢は灰⾊がかったブラウンで⽿の
中央により明るい指紋のプリントがある。ノーズレザ
ー︓煉⽡⾊。パウパッド︓バラ⾊を基調としたダーク
ブラウン。⽬⾊︓アクア（ブルーグリーンからターコ
イズまで異なる）。 
 
ブルーシルバーミンクタビー︓（ロゼット／スポテッ
ド、マーブル、チャコール）︓地⾊はクリームからシ
ルバーがかったブルーの範囲。マーキングは様々なシ
ェードがかったブルーグレーからキャラメル。体の下
側と胸部は⽩からクリーム。眼の周囲、こめかみ、マ
ズルは明るいクリームをしている。ブルーシルバーの
⾊合いは顔、脚、⽿の後ろそして尾において最も顕著
に現れる。ノーズレザー︓煉⽡⾊。パウパッド︓バラ
⾊を基調としたブルーグレー。⽬⾊︓アクア（ブルー
グリーンからターコイズまで異なる）。 
 
ブルーシルバーセピアタビー︓（ロゼット／スポテッ
ド、マーブル、チャコール）︓地⾊はクリームから明
るいブラウン、または温かいフォーンを基調としたシ
ルバーブルー。マーキングは様々なシェードがかった
ブルーグレーから温かいフォーンを基調としたチョ
コレート。体の下側と胸部は背景⾊よりも明るい。眼
の周囲、こめかみ、マズルはクリームからフォーンで
ある。ブルーシルバーの⾊合いは顔、脚、⽿の後ろそ

して尾において最も顕著に現れる。ノーズレザー︓煉
⽡⾊。パウパッド︓バラ⾊を基調としたブルーグレー。
⽬⾊︓グリーンまたはゴルード。 
 

AOV パターン／カラー／コートの⻑さ 
 
AOVパターン︓ 
メラニステイックパターン︓⽤語「メラニステイック」
とは、ハイブリッドの猫で記述する場合、それはソリ
ッドと同じである。しかし、ノン・ハイブリッドの猫
でいうソリッドとは違う。ベンガルの場合、メラニス
テイックはゴーストのタビーが⾒える。それらはロゼ
ット／スポテッド、マーブルまたはスノーである。パ
ターンは⼦猫だとより⾒えやすいだろう。⼤⼈になる
とよりソリッドに⾒える。 
 
メラニステイックパターンカラー︓ 
ブラックメラニステイック︓地⾊はジェットブラック
でコート全体に⾏き渡っている。体の下側と胸部は地
⾊のようにジェットブラックである。温かい⾊調は存
在しない。マーキングのようなゴーストが微かにある。
眼の周囲、こめかみ、マズルは⿊。⽬、⿐、唇の⾊素
は⿊。ノーズレザー︓⿊。パウパッド︓⿊。⽬⾊︓グ
リーン、ゴールドまたはヘーゼル。 
 
ブルーメラニステイック︓地⾊は均⼀なブルーで、ブ
ルーグレイからディープスレートグレーまで範囲が
ある。体の下側と胸部はボディカラーと均⼀。マーキ
ングのようなゴーストが微かにある。眼の周囲、こめ
かみ、マズルはブルー。⽬、⿐、唇の⾊素はブルーか
らスートグレー。ノーズレザー︓ダークブルーまたは
ローズ。パウパッド︓ダークブルーからスレートグレ
ー、バラ⾊を基調としたものでも良い。⽬⾊︓グリー
ン、ゴールドまたはヘーゼル。 
 
シールポイントメラニステイック︓地⾊はアイボリー
からクリームベージュで、体の下側と胸部は地⾊より
明るいシェードがかっている。マーキングのようなゴ
ーストが微かにある。ポイントカラーは温かいシール
ブラウンから茶⾊がかった⿊と範囲がある。ノーズレ
ザー︓茶⾊がかった⿊。パウパッド︓バラ⾊を基調と
した茶⾊がかった⿊。⽬⾊︓ブルー。 
 
シールセピアメラニステイック︓地⾊はリッチで温か
みのあるセーブルブラウン、胸部と腹は地⾊より明る
いシェードがかっている。マーキングのようなゴース
トが微かにある。ポイントカラーはボディカラーより
もわずかに濃い。パウパッド︓バラ⾊を基調とした茶
⾊がかった⿊。⽬⾊︓グリーンかゴールド。 
 
ブルーポイントメラニステイック︓地⾊はアイボリー
からクリームブルーからソフトブルーグレイ、胸部と
腹は地⾊より明るいシェードがかっている。マーキン
グのようなゴーストが微かにある。ポイントカラーは
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温かいブルーからスレートブルーと範囲がある。ノー
ズレザー︓ブルー。パウパッド︓バラ⾊を基調とした
スレートブルー。⽬⾊︓ブルー。 
 
ブルーミンクメラニステイック︓地⾊はブルーから温
かい中位のブルー、胸部と腹は地⾊より明るいシェー
ドがかっている。マーキングのようなゴーストが微か
にある。ポイントカラーは濃くて温かいブルーからダ
ークスレートブルーと範囲がある。ノーズレザー︓ス
レートブルー。パウパッド︓バラ⾊を基調としたスレ
ートブルー。⽬⾊︓アクア、ブルーグリーンからター
コイズまで異なる。 
 
ブルーセピアメラニステイック︓地⾊はリッチで温か
いブルー、胸部と腹は地⾊より明るいシェードがかっ
ている。マーキングのようなゴーストが微かにある。
ポイントカラーはボディーカラーよりもわずかに濃
い。ノーズレザー︓ブルー。パウパッド︓バラ⾊を基
調としたスレートブルー。⽬⾊︓グリーンまたはゴー
ルド。 
 
スモークパターン︓スモークのベンガルは、⽔平に配
置されているゴーストタビーのマーキングを持って
いる。スモークの全てのカラーでホワイトのアンダー
コートである。スモークはロゼット／スポテッド、マ
ーブルまたはスノーであろう。 
 
スモークパターンのカラー︓ 
ブラックスモーク︓ブラックとシルバーがかったホワ
イト。胸部と腹はグレーに⾒え、根本はシルバーがか
ったホワイトへと薄くなっていく。マーキングのよう
なゴーストが微かにある。眼の周囲、こめかみ、マズ
ルはスモークがかったグレーをしている。眼の周囲、
こめかみ、マズルは⿊。ノーズレザー︓⿊。パウパッ
ド︓⿊。⽬⾊︓グリーン、ゴールド、またはヘーゼル。 
 
ブルースモーク︓中位のスレートブルーとブルーがか
ったホワイトのアンダーコート。胸部と腹は明るいブ
ルーに⾒え、根本はブルーがかったホワイトへと薄く
なっていく。マーキングのようなゴーストが微かにあ
る。眼の周囲、こめかみ、マズルはスモークがかった
ブルーをしている。眼の周囲、こめかみ、マズルは濃
いブルーからスレートブルー。ノーズレザー︓濃いブ
ルー、もしくはローズの外周を持ったブルー。パウパ
ッド︓濃いブルーからスレートブルー。⽬⾊︓グリー
ン、ゴールド、またはヘーゼル。 
 
シールスモークポイント︓地⾊はペールフォーンから
クリーミーベージュで、ポイントカラーの外観を変更
させるようなホワイトのアンダーコート。ポイントの
カラーが明るめに⾒えるだろうが、これは⽋点ではな
い。⽑の⻑さが充分な場合ホワイトのアンダーコート
が⾒えるだろう。根本のホワイトは完全に成熟した猫
が最も⾒れる、しかし⼦猫の⾜の指の間でも⾒ること

が出来る。マーキングのようなゴーストが微かにある。
ノーズレザー︓茶⾊がかったブラック。パウパッド︓
バラ⾊を基調とした茶⾊がかった⿊。⽬⾊︓ブルー。 
 
シールミンクスモーク︓地⾊はグレーがかった明るい
ブラウンで、ポイントカラーの外観を変更させるよう
なホワイトのアンダーコート。ポイントのカラーが明
るめに⾒えるだろうが、これは⽋点ではない。⽑の⻑
さが充分な場合ホワイトのアンダーコートが⾒える
だろう。根本のホワイトは完全に成熟した猫が最も⾒
れる、しかし⼦猫の⾜の指の間でも⾒ることが出来る。
マーキングのようなゴーストが微かにある。ノーズレ
ザー︓茶⾊がかったブラック。パウパッド︓バラ⾊を
基調とした茶⾊がかった⿊。⽬⾊︓アクア、ブルーグ
リーンからターコイズまで異なる。 
 
シールセピアスモーク︓地⾊はグレーがかった、スモ
ーク、セーブルブラウンでポイントカラーの外観を変
更させるようなホワイトのアンダーコート。ポイント
のカラーが明るめに⾒えるだろうが、これは⽋点では
ない。⽑の⻑さが充分な場合ホワイトのアンダーコー
トが⾒えるだろう。根本のホワイトは完全に成熟した
猫が最も⾒れる、しかし⼦猫の⾜の指の間でも⾒るこ
とが出来る。マーキングのようなゴーストが微かにあ
る。ノーズレザー︓茶⾊がかったブラック。パウパッ
ド︓バラ⾊を基調とした茶⾊がかった⿊。⽬⾊︓グリ
ーンまたはゴールド。 
 
ブルースモークポイント︓地⾊はペールクリームから
クリームがかったブルーでポイントカラーの外観を
変更させるようなホワイトのアンダーコート。ポイン
トのカラーが明るめに⾒えるだろうが、これは⽋点で
はない。⽑の⻑さが充分な場合ホワイトのアンダーコ
ートが⾒えるだろう。根本のホワイトは完全に成熟し
た猫が最も⾒れる、しかし⼦猫の⾜の指の間でも⾒る
ことが出来る。マーキングのようなゴーストが微かに
ある。ノーズレザー︓ブルー。パウパッド︓バラ⾊を
基調としたスレートブルー。⽬⾊︓ブルー。 
 
ブルースミンクモーク︓地⾊はグレーがかった明るい
ブルーでポイントカラーの外観を変更させるような
ホワイトのアンダーコート。ポイントのカラーが明る
めに⾒えるだろうが、これは⽋点ではない。⽑の⻑さ
が充分な場合ホワイトのアンダーコートが⾒えるだ
ろう。根本のホワイトは完全に成熟した猫が最も⾒れ
る、しかし⼦猫の⾜の指の間でも⾒ることが出来る。
マーキングのようなゴーストが微かにある。ノーズレ
ザー︓ブルー。パウパッド︓バラ⾊を基調としたスレ
ートブルー。⽬⾊︓アクア、ブルーグリーンからター
コイズまで異なる。 
 
ブルースセピアモーク︓地⾊はグレーがかった、スモ
ークブルーでポイントカラーの外観を変更させるよ
うなホワイトのアンダーコート。ポイントのカラーが
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明るめに⾒えるだろうが、これは⽋点ではない。⽑の
⻑さが充分な場合ホワイトのアンダーコートが⾒え
るだろう。根本のホワイトは完全に成熟した猫が最も
⾒れる、しかし⼦猫の⾜の指の間でも⾒ることが出来
る。マーキングのようなゴーストが微かにある。ノー
ズレザー︓プルー。パウパッド︓バラ⾊を基調とした
スレートブルー。⽬⾊︓グリーンまたはゴールド。 
 

AOVカラー 
 
ロゼット／スポテッドそしてマーブルパターンで次
のカラーが該当する︓ 
チョコレートタビー︓（ロゼット／スポテッド、マー
ブル）︓地⾊はリッチなキャラメルでホワイトのアン
ダーコート、胸部は温かいヌガー⾊で地⾊よりは明る
い。マーキングはチョコレートからダークチョコレー
ト。眼の周囲、こめかみ、マズルは明るい地⾊よりも
明るい⾊。⽬、⿐、唇の⾊素はダークチョコレート。
ノーズレザー︓燃えるようなローズ。パウパッド︓チ
ョコレート、温かいローズ、またはサーモンピンク。
⽬⾊︓ブルー以外。 
 
シナモンタビー︓（ロゼット／スポテッド、マーブル）︓
地⾊は温かい蜂蜜⾊、体の下側と胸部は地⾊よりは明
るい。マーキングはリッチシナモンブラウン。眼の周
囲、こめかみ、マズルは明るい地⾊よりも明るい⾊。
⽬、⿐、唇の⾊素はピンクがかった⻩褐⾊。ノーズレ
ザー︓ピングがかった⻩褐⾊。パウパッド︓ピングが
かった⻩褐⾊。⽬⾊︓ブルー以外。 
 
ライラックタビー︓（ロゼット／スポテッド、マーブ
ル）︓地⾊はペール、冷ややか、ラベンダーピンク、
体の下側と胸部は地⾊よりは明るい。マーキングはダ
ークラベンダー。眼の周囲、こめかみ、マズルは明る
い地⾊よりも明るい⾊。⽬、⿐、唇の⾊素はピンクが
かった⻩褐⾊。ノーズレザー︓ピング。パウパッド︓
ラベンダーピンク。⽬⾊︓ブルー以外。 
 
フォーンタビー︓（ロゼット／スポテッド、マーブル）︓
地⾊はペール、アイボリー、体の下側と胸部は地⾊よ
りは明るい。マーキングはピンクがかったベージュか
ら灰⾊がかった茶⾊。眼の周囲、こめかみ、マズルは
明るい地⾊よりも明るい⾊。⽬、⿐、唇の⾊素はくす
んだローズ。ノーズレザー︓くすんだローズ。パウパ
ッド︓くすんだローズ。⽬⾊︓ブルー以外。 
 

AOVコートの⻑さ 
 
ロングヘアー・ベンガル（カシミア）︓ロングヘアー・
ベンガルは任意のカラー／パターンの組み合わせで
⾒ることが出来る。コートはセミロングで素晴らしい
質感で豪華であり、コットンやウールのようではない。
コートは⻑い部分が短い物に緩やかに流れるように
全体にわたって調和の取れた印象を作るべきである。

体の⼟の部分でもはみ出たローングヘアーは望まし
くない。コートは体に沿っていなければならない。シ
ルキーなコート、サテンのような輝きが望ましいが必
須ではない。パターンは⽔平に位置して、ハッキリ⽬
に⾒えなければならない。ヘッドと⾸周辺の⽑はやや
⻑い場合がある。⾸の後ろの少しふっくらしたコート
は容認されるが必須ではない。ヘッド周辺の⽑のコロ
ナ、極度に厚い、⾸の後ろのフルコート、またはラフ
は望ましくない。⽿はタフトされるものではないが、
若⼲のイヤーティップは許される。丸い⽿の象を損な
うような強いタフトは望ましくない。尾は⽻⽑の印象
を与えるような、やや⻑めでなければならない。 
 
以下の記載は参照の⽬的のみであって、ショースタンダ
ードの公式な部分ではない。 
 

ベンガル カラークラス番号 

ブラウン・ロゼット／スポット＆マーブルタビー 

...... 9202  9203 

スノー・ロゼット／スポット＆マーブルタビー 

 .............. 9260  9261 

(リンクスポイント・ロゼット・スポット・マーブル・チ

ャコールタビー [すべてのカラー] ミンク・ロゼッ

ト・スポット・マーブル・チャコールタビー [すべて

のカラー] セピア・ロゼット・スポット・マーブル・チ

ャコールタビー [すべてのカラー]) 

その他のカラー＆パターン .............. 9210  9211 

（残りのチャコール・ロゼット／スポットとマーブル

タビー）上記以外のすべての承認された色とパタ

ーン) 

AOV ................................... 9298  9299 

(メラニスティック＆スモークパターン, AOV colors 

and Longhair) 

 

ベンガルとアウトクロスする事の出来る猫種︓なし 
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バーマン 
(Sacred Cat of Birman) 

(ビルマの聖猫） 
配点 

 
頭部、体、タイプとコート（65） 
 頭部（骨格、鼻、顎、顎先、横顔、 

 耳と目の形と付き方を含む） ................30 
 
体/タイプ（骨格、長さとがっしりさ、 
    脚、尾を含む） .........................25 
 
コート（長さ、手触り、ラフを含む） .........10 

 
カラー -目色を含む（35） 
 グローブ以外の色 
 （体の色、ポイントの色、目色を含む）.......15 
 グローブ 
 （前脚と、後ろ足のグローブ、 

   レースの対称性を含む） ..................20 
 
全般︓神秘と伝説の猫、バーマンはカラーポイントの
猫で、⻑くシルキーな⽑を持ち、純⽩の四本の⾜をも
っている。強く作り上げられ、⻑く、がっちりしてお
り、すらりとしてはいないし、コビーでもない。特徴
のある頭部は、強い顎と、しっかりとした顎先、中位
のローマンノーズを持っている。⽿と⽿の間はよく離
れていて、⽿の⼤きさは中位である。⻘い、ほとんど
丸に近い⽬は、よく離れて付いており、その顔に、可
愛らしい表情を与えている。 
 
頭部︓頭蓋⾻はがっしりして、幅広で、丸い。幾分平
らな部分が、それぞれの⽿のちょうど前⾯にあり、幾
分平らな部分が⽿と⽿の間、額部分にある。 
 
⿐/横顔︓額は傾斜して、後ろに下がっており、幾分凸
状になっており、幾分平らな部分が⽿と⽿の間、額部
分にある。⿐は中位の⻑さと幅で、頭の⼤きさと良い
⽐率になっている。⿐は、ちょうど⽬の下から始まり、
横顔はローマンシェープである（幾分凸状になってい
る）。このローマンノーズは、ノーズレザーの上に低く
位置する⿐孔を形作っている。 
 
頬︓豊かで、幾分丸いマズルである。マズルは短く切
れたようでもなく、とがってもおらず、狭くもない。
⽑は顔については、外⾒は短く、頬の端に向かって、
外側の部分はより⻑い。 
 
顎︓しっかりしている。 
 
顎先︓強く、よく発達している。下顎は上唇と垂直な
線を形成している。 
 
⽿︓⻑さは中位。根元の幅と⾼さはほぼ同じ。先端は

丸味がある︔頭頂までと、横までが同じ位のところに
位置している。 
 
⽬︓ほとんど丸に近く、⽢い表情を持っている。よく
離れて位置し、上の⾓がほんの僅かに、上に傾いてい
る。⾊はブルーで、より深くよる鮮やかなブルーであ
るほどよい。 
 
体︓縦⻑で、がっしりして、触るとしっかりした筋⾁
が感じられる。雌は雄より同じ⽐率で⼩さいであろう。 
 
脚︓⻑さと、重さは中位。 
 
ポウ︓⼤きく、丸く、しっかりしている。前脚の指は
５本、後ろ⾜の指は４本。 
 
尾︓⻑さは中位、体と程良く釣り合いがとれている。 
 
コート︓中位の⻑さから、⻑い、⼿触りはシルクのよ
うで、⾸の回りに、しっかりとしたラフがあり、お腹
の部分は、僅かにカールしている。この⽑⽪はそんな
⼿触りではあるが、もつれた感じではない。 
 
グローブ以外の⾊︓体︓均⼀で、より成熟した猫の認
可されている全ての⾊ /パターンの微妙なシェードが
ある。体の⾊とポイントの⾊は、強いコントラストが
ある。グローブ以外のポイント︓マスク、⽿、脚と尾
は濃く、くっきりと明確でり、全ては同じシェエード
である。マスクはウイスカーパッドを含む顔全体を被
っており、その軌跡より、⽿にまで続いている。ポイ
ントの中にティッキングや⽩い⽑はない。ゴールデン
ミスト︓全てのポイントカラーに "ゴールデンミスト 
"があるのが望ましい、僅かに⾦⾊がかったベージュが
背中と側⾯にかかっている。これは、シールポイント
では幾分深く、⼦猫においては⾒られないであろう。 
 
グローブ︓前⾜のポウ︓前⾜のポウは⼆番⽬か三番⽬
の関節の上か、またはその間を横切る⽔平な線で終わ
っている。（三番⽬の関節とは、猫が⽴った時に、ポウ
が曲が る と こ ろ で あ る 。） ⽩ の 上限は 中 ⼿
（  metacarpal）（ dew） パッド ま で で あ る 。
（metacarpal パッドというのは、⼩指のパウパッド
の最も⾼い位置で、前脚のポウの裏の真ん中に位置し
ており、三番⽬の関節の上、⼿⾸の⾻のちょうど下に
あたる。）前脚のグローブは左右対称であるのが望ま
しい。後ろ脚のポウ︓⽩のグローブは⽖先全てを被い、
前⾜のグローブより幾分⾼い位置まで広がっている。
後ろ脚のブローブは左右対称であるのが望ましい。レ
ース︓後ろ脚のポウのグローブは⾶節（hock）の裏ま
で広がっていなければならない。理想的には、レース
はとがって終わるか、逆さまの "V"で終わっており、、
⾶節の上⽅の 1/2 ﾊから 3/4 までのところに広がっ
ている。より⻑いか、⾼い位置までのレースは許され
るが、⾶節を越えてはならない。⼆つのレースが左右
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対称であるのが望ましい。パウパッド︓ピンクが好ま
れるが、パターンが２⾊であるから、パウパッドの濃
い斑点は許される。注釈︓理想的には、前のグローブ
が釣り合いがとれて対になり、⽩⾜のグローブが釣り
合いがとれて対になって、⼆つのレースも釣り合いが
とれて対になるのが良い。⽋点のないグローブの猫は、
希な例外的存在であり、バーマンはグローブはもちろ
んの事、全ての部分について審査されるべきである。 
 
減点︓前⾜を⼀⽔平な線で横切っていないホワイト。
前⾜先全てにホワイトがない場合。のパージャンやサ
イアミーズの様なタイプの頭。華奢な⾻格の構成。腹
と胸に⽩いシェードがあるいこと。後ろ⾜のグローブ
の⽚⽅、もしくは両⽅にレースが⽋けている事。中⼿
（metacarpal）（dew)パッドを越えるホワイト。（中
⼿パッドは、⼀番⾼い位置にある⼩さなパッドで、前
⾜先の裏の中間に位置しており、三番⽬の関節の上、
ちょうど⼿⾸の⾻の下である。） 
 
失格︓いずれのポウにおいてでも、ホワイトのグロー
ブがない事。キンクもしくは異常な尾。構造的な⽋陥
または異常。斜視。正しくない指の数。ポイントの中
に、純粋な⽩の部分があり、それがグローブやグロー
ブの⼀部、もしくはグローブの延⻑した部分とつなが
っていない場合。パウパッドはグローブの部分である。
グローブのポイントカラーの中の不連続な部分で、そ
れが脚のポイントカラーとつながっていない場合（パ
ウパッドは除く）。⾶節を越えた後ろ⾜のホワイト。ブ
ルー以外の⽬の⾊。⽩い尾の先端や顎先の⽩いスポッ
ト。 
 

バーマンのカラー 
 
シールポイント︓体は均⼀な薄いフォーンからクリー
ム⾊、暖かいトーンで、腹と胸にかけて、次第に明い
⾊になっていくシェードがある。ポイント︓グローブ
を除き、深いシールブラウン。ノーズレザーとパウパ
ッド︓ポイントと同じ⾊。 
 
ブルーポイント︓体はブルーがかったホワイトから薄
いアイボリー、シェードが次第にかかって、腹と胸に
おいては、ほとんどホワイトである。ポイント︓グロ
ーブを除き、スレートブルー。ノーズレザー︓スレー
トブルー。 
 
チョコレートポイント︓体はアイボリー。ポイント︓
グローブを除きミルクチョコレートの⾊、暖かいトー
ン。ノーズレザー︓シナモンピンク。 
 
ライラックポイント︓ほとんどホワイト。ポイント︓
グローブを除き、ピンクがかったトーンの霜が降りた
ようなグレー。ノーズレザー︓ラベンダーピンク。 
 
タビーポイントカラークラス 

 
額にはっきりと "M"マークが⾒て取れ、明るい⾊の "
めがね(spectacle)" マークが⽬の周りを取り囲み、斑
点のあるウイスカーパッドがある。⽿は均⼀で、縞は
ない。"拇印マーク" それはダイリュートカラーや⼦猫
では、それほど明瞭ではないが、そのマークが⽿の後
ろに⾒て取れるべきである。⽿の造作は⽿の前⾯は、
その 
 
⾊はオフホワイトである。脚にはくっきりと明瞭に、
様々なサイズの切れた縞やリング、もしくはその両⽅
がある。後ろ脚の裏は、レースの上まで、均⼀のマー
キングがあるべきである。尾はより明るい⾊と、より
濃い⾊の輪があるのが望ましいが、このようなマーキ
ングは下⾯だけに現れている場合もあり、それを⽋点
とみなしてはならない。尾はティックドである場合も
ある。顎は明るい⾊である場合もあるがホワイトでは
ない。明るい⾊の" 蝶ネクタイ " は⿐の下だけに⾒ら
れるべきである。 
 

シールタビーポイントカラークラス 
 
シールタビーポイント︓体は均⼀な薄いフォーンから
クリーム⾊、暖かいトーンで、腹と胸にかけて、次第
に明い⾊になっていくシェードがある。薄い体の⾊が
望ましく、体のマーキングはない⽅が好ましい︔しか
し、体のポイントと調和した明るいゴーストの縞のシ
ェードは認められる。ポイント︓グローブを除き、薄
いブラウンのアグチの地⾊に、シールブラウンのマー
キングがある。後ろ脚の裏のソリッドのマーキングは、
深いシールブラウンでなければならない。尾の⾊は、
輪の部分を除いて、深いシールブラウンでなければな
らない。ノーズレザー︓ピンクから煉⽡⾊で、ポイン
トと調和したシールの輪郭がある。ポイントカラーに
調和した均⼀な⾊のノーズレザーは認められる。 
 

ブルータビーポイントカラークラス 
 
ブルータビーポイント︓体は均⼀な薄いフォーンかリ
ーム⾊、暖かいトーンで、腹と胸にかけて、次第に明
い⾊になっていくシェードがある。薄い⾊の体のコー
トが望ましく、体のマーキングはない⽅が好ましい︔
しかし、体のポイントと調和した明るいゴーストの縞
のシェードは認められる。ポイント︓グローブを除き、
薄いベージュのアグチの地⾊に、スレートブルーのマ
ーキングがある。後ろ脚の裏のソリッドのマーキング
は、スレートブルーでなければならない。尾の⾊は、
輪の部分を除いて、スレートブルーでなければならな
い。ノーズレザー︓ピンクから煉⽡⾊で、ポイントと
調和したスレートブルーの輪郭がある。ポイントカラ
ーに調和した均⼀な⾊のノーズレザーは認められる。 
 

その他のタビーポイントカラークラス 
 

37



  バーマン 

©2020 The Cat Fanciersʼ Association, Inc.  Birman Show Standard (revised 2014) 

チョコレートタビーポイント︓体はアイボリーでシェ
ードはほとんどない。薄い⾊の体のコートが望ましく、
体のマーキングはない⽅が好ましい︔しかし、体のポ
イントと調和した明るいゴーストの縞のシェードは
認められる。ポイント︓グローブを除き、薄いブロン
ズのアグチの地⾊に、ミルクチョコレート⾊のマーキ
ングがある。後ろ脚の裏のソリッドのマーキングは、
ミルクチョコレート⾊で、温かいトーンでなければな
らない。尾の⾊は、輪の部分を除いて、ミルクチョコ
レート⾊でなければならない。ノーズレザー︓ピンク
から煉⽡⾊で、ポイントと調和したチョコレートの輪
郭がある。ポイントカラーに調和した均⼀な⾊のノー
ズレザーは認められる。 
 
ライラックタビーポイント︓体はほとんどホワイト
（⽊蓮の⾊︓ magnolia color)。薄い⾊の体のコート
が望ましく、体のマーキングはない⽅が好ましい︔し
かし、体のポイントと調和した明るいゴーストの縞の
シェードは認められる。ポイント︓グローブを除き、
薄いベージュのアグチの地⾊に、ぴんくがかったトー
ンのマーキングがあり、霜のかかったようなグレー。
後ろ脚の裏のソリッドのマーキングは、ピンクがかっ
たトーンの霜がかかったようなグレーでなければな
らない。尾の⾊は、輪の部分を除いて、ピンクがかっ
たトーンの霜がかかったようなグレーでなければな
らない。ノーズレザー︓ピンクから煉⽡⾊で、ポイン
トと調和したグレー -ピンクの輪郭がある。ポイント
カラーに調和した均⼀な⾊のノーズレザーは認めら
れる。 
 
レッドタビーポイント︓体は均⼀クリームの様なホワ
イト、腹と胸にかけて、次第に明い⾊になっていくシ
ェードがある。薄い体の⾊が望ましく、体のマーキン
グはない⽅が好ましい︔しかし、体のポイントと調和
した明るいゴーストの縞のシェードは認められる。ポ
イント︓グローブを除き、薄いアプリコットのアグチ
の地⾊に、濃いレッド。後ろ脚の裏のソリッドのマー
キングは、深いレッドでなければならない。尾の⾊は、
輪の部分を除いて、深いレッドでなければならない。
ノーズレザー︓ピンクから煉⽡⾊で、ポイントと調和
したレッドの輪郭がある。ポイントカラーに調和した
均⼀な⾊のノーズレザーは認められる。 
 
クリームタビーポイント︓体は鮮明なホワイトかシェ
ードのないクリームのようなホワイト。薄い体の⾊が
望ましく、体のマーキングはない⽅が好ましい︔しか
し、体のポイントと調和した明るいゴーストの縞のシ
ェードは認められる。親指マークはクリームタビーポ
イントでは、より明⽩ではなくなる。ポイント︓グロ
ーブを除き、薄いクリームのアグチの地⾊に、バフク
リーム。後ろ⾜の裏のソリッドのマーキングはバフク
リームでなければならない。ノーズレザー︓ピンクか
ら煉⽡⾊で、ポイントと調和したクリームの輪郭があ
る。ポイントカラーに調和した均⼀な⾊のノーズレザ

ーは認められる。 
 
注釈︓レッドやクリームタビーポイントでは、 "そば
かす︓freckles"が⿐、唇、瞼、⽿に⽣じる場合がある。
成熟した猫における僅かなそばかすは、減点対象とな
ってはならない。 
 
シール-トーティータビーポイント︓体は斑点のある
薄いフォーンかクリームの様なホワイト、腹と胸にか
けて、次第に明い⾊になっていくシェードがある。親
指マークがシールトーティータビーポイントに斑点
になってある。ポイント︓グローブを除き、薄いブラ
ウンのアグチの地⾊に、シールブラウンのマーキング
があり、明るいレッドと濃いレッドのシェードが被さ
り、混ざりあっている。ノーズレザー︓ピンク、ピン
クもしくはシールの斑点。 
 
チョコレートトーティータビーポイント︓体は斑点の
ある薄いアイボリーかクリームの様なホワイト、腹と
胸にかけて、次第に明い⾊になっていくシェードがあ
る。親指マークがチョコレートトーティータビーポイ
ントに斑点になってある。ポイント︓グローブを除き、
明るいブロンズのアグチの地⾊に、ミルクチョコレー
トのマーキングがあり、明るいレッドと濃いレッドの
シェードが被さり、混ざりあっている。ノーズレザー︓
ピンク、ピンクとチョコレートの斑点、もしくは均⼀
のチョコレート。 
 
ブルークリームタビーポイント︓体は斑点のあるブル
ーがかったホワイトか鮮明なホワイト、腹と胸にかけ
て、次第に明い⾊になっていくシェードがある。親指
マークがシールトーティータビーポイントに斑点に
なってある。ポイント︓グローブを除き、明るいベー
ジュのアグチの地⾊に、ブルーのマーキングがあり、
明るいクリームと濃いクリームのシェードが被さり、
混ざりあっている。ノーズレザー︓ピンク、ピンクと
ブルーの斑点、もしくは均⼀なブルー。 
 
ライラックークリームタビーポイント︓体はほぼホワ
イトで、シェードはない。ポイント︓グローブを除き、
薄いベージュのアグチの地⾊に、ライラックのマーキ
ングがあり、クリームのシェードが被さり、混ざりあ
っている。ノーズレザー︓ピンク、ピンクと明るいグ
レーの斑点、もしくは均⼀のピンクーグレー。 
 
注釈︓上記の四つの⾊は正常なタビーポイントのパタ
ーンを⽰し、そのパターンは明るいレッドと濃いレッ
ド（シールトーティー /チョコレート -トーティー）、
またはクリーム（ブルークリーム /ライラッククリー
ム）のシェードが被さっている。トーティーの部分の
広がりと分布はトーティーとタビーという両要素が
くっきりと⾒えるようであれば、重要ではない。 
 

パーティカラーカラークラス 
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シールトーティーポイント︓体は斑点のある薄いフォ
ーンかクリームの様なホワイト、腹と胸にかけて、次
第に明い⾊になっていくシェードがある。ポイント︓
グローブを除き、シールブラウンにレッドの斑点。ノ
ーズレザー︓ポイントカラーの⼀⽅か、もしくは両⽅
の⾊に調和している。 
 
ブルークリームポイント︓体は斑点のあるスレートブ
ルーがかったホワイトかクリームの様なホワイト、腹
と胸にかけて、次第に明い⾊になっていくシェードが
ある。ポイント︓グローブを除き、スレートブルーに
クリームの斑点。ノーズレザー︓ポイントカラーの⼀
⽅か、もしくは両⽅の⾊に調和している。 
 
チョコレートートーティーポイント︓体は斑点のある
アイボリーかクリームの様なホワイト、腹と胸にかけ
て、次第に明い⾊になっていくシェードがある。ポイ
ント︓グローブを除き、ミルクチョコレート⾊にレッ
ドの斑点。ノーズレザー︓ポイントカラーの⼀⽅か、
もしくは両⽅の⾊に調和している。 
 
ライラックークリームポイント︓体はほとんどホワイ
トでシェードはない。ポイント︓グローブを除き、ピ
ンクがかったトーンの霜が降りたようなグレーで、ク
リームの斑点。ノーズレザー︓ポイントカラーの⼀⽅
か、もしくは両⽅の⾊に調和している。い。 
 

その他のソリッドポイントカラークラス 
 
レッドポイント︓体はクリームの様なホワイトか鮮明
なホワイトでシェードはない。ポイントは、グローブ
を除き、深いレッド。ノーズレザー︓鮮やかなピンク。 
 
クリームポイント︓体はクリームの様なホワイトか鮮
明なホワイトでシェードはない。ポイントは、グロー
ブを除き、バフクリーム。ノーズレザー︓肌⾊の様な
ピンク。 
 
注釈︓レッドポイントとクリームポイントでは、⼩さ
な濃い"そばかす︓ freckles"が⿐、唇、瞼、⽿に⽣じ
る場合がある。成熟した猫における僅かなそばかすは、
減点対象となってはならない。 
 
以下の記載は参照の⽬的のみであって、ショースタン
ダードの公式な部分ではない。 
 

バーマン（ビルマの聖猫）カラークラス番号 

 
チョコレートポイント................0180  0181 
シールポイント......................0182  0183 
ライラックポイント..................0184  0185 
ブルーポイント......................0186  0187 
その他のソリッドポイント............2178  2179 

 (レッド、クリーム ) 
パーティカラーポイント..............----  2189  
(シールトーティー、ブルークリーム、チョコレートー
トティー、ライラックークリーム） 
シールタビースポイント......,,.,....2152  2153 
チョコレートタビーポイント..........2154  2155 
ブルータビーポイント................2156  2157 
その他の全てのタビーポイント........2158  2159 
 (ライラック、レッド、クリーム、シール
ートーティー、チョコレート -トーティ
ー、ブルー -クリーム、ライラックーク
リーム )  
AOV.................................なし  なし 

 
バーマンとアウトクロスする事の出来る猫種︓なし 
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ボンベイ 
(Bombay) 

配点 
 
頭と耳（25） 
頭の丸み ................................7 
顔全体と適切な横顔 ......................7 

耳.......................................7 
顎.......................................4 
 
耳（5） 
位置と形 ................................5 
 

体（20） 
体......................................15 
尾.......................................5 
 
コート（20） 
短さ....................................10 

手触り ..................................5 
密着して寝ていること ....................5 
 
カラー（30） 
体のカラー .............................20 
目色....................................10 

 
全般︓ボンベイはバーミーズとアメリカンショートヘ
アーのハイブリッドが起源である。漆⿊で、きらめく
コート、ゴールドからカッパーの⽬、がっしりした体
と可愛らしい顔の表情により、理想のボンベイはその
猫⾃⾝が備えている、まがうことのない外観を持って
いる。この猫はナチュラルブリードではなく、遺伝的
にはハイブリッドであるが、⼟台となった（親）猫種
とは独⽴した顕著な特徴を持っている。ボンベイは中
位のサイズの猫で、バランスが取れており、親しみや
すく、敏捷で、外向的で︔筋⾁質で、その⼤きさの割
に、驚くべき体重を持っている。体と尾は中位の⻑さ
でなければならず、頭は中位のサイズで丸く、⽿は広
く離れて位置しており、適度な⿐の "ストップ "、が
あり、それは⾒て取れるくらい（ブレークではない）
で、⽬は⼤きく丸く離れて位置しており、すばらしい
プロポーションと⾝のこなしをしている。 
 
頭部︓頭は感じよく丸味がなければならず、シャープ
な⾓度があってはならない。顔は豊かで、⽬と⽬の間
にかなりの幅があり、よく発達した、適度に丸味があ
るマズルと、調和していおり、マズルは頭の丸い輪郭
を保持している。横顔は、適度な、⾒てとれるストッ
プがなくてはならないが、 "パグのようなくぼみ︓ 
pugged"や" あぐらをかいたような︓ snubbed"外⾒
であってはならない。適度なストップとは、 "途切れ︓
break"として⾒えてはならず、⽬と⽬の間、⿐橋のと
ころで、僅かなへこみがあり、従って丸い頭部から、
中位の丸いマズルへの⽅向転換をもたらす。⿐の端は

僅かに丸く落ち込んでおり、そうして、頭の丸味を完
成させている。 
 
⽿︓⽿は中位のサイズで、丸味のある頭蓋⾻に、よく
離れて位置していなければならず、敏捷な感じで、幾
分前⽅にかしいでおり、付け根が広く、わずかに丸味
を帯びた先端をしている。ボンベイ  
 
顎︓顎はしっかりとして、引っ込んでも、突き出ても
おらず、適切なかみ合わせを反映していなければなら
ない。 
 
⽬︓丸味のある⽬の開きで、離れて位置している。 
 
体︓中位のサイズで、筋⾁が発達しており、コンパク
トでも、⼿⾜がひょろ⻑くもない。雄で、⼤きいサイ
ズであるのは、許される。 
 
脚︓体と尾に釣り合いがとれている。 
 
ポウ︓丸い。つま先は前⾜の指が５本で後ろ⾜の指は
４本。 
 
尾︓真っ直ぐで、⻑さは中位︔短くもないし、鞭のよ
う:"whippy"でもない。 
 
コート︓細く、短く、サテンのような⼿触り︔密着し
て寝ており、きらめくエナメル⾰（ patent leather)
のつやがある。 
 
減点︓過剰にコビーであることや、ひょろ⻑いこと。 
 
失格︓キンクもしくは異常な尾。ロケットやスポット。
正しくない⾜の指の数。⿊以外のノーズレザーやパウ
パッド。緑の⽬。不適切な噛み合わせ。正常な息づか
いや⽬の涙の分泌を妨害するような⾏き過ぎたブレ
ーク。 

ボンベイのカラー 
 
カラー︓成熟した例では、根本までブラックでなけれ
ばならない。⼦猫のコートは暗く、年齢とともにより
艶やかになる。ノーズレザーとパウパッド︓ブラック。
⽬⾊︓ゴールドからカッパーの範囲、より深い⾊で、
輝きがあるほど良い。 
以下の記載は参照の⽬的のみであって、ショースタン
ダードの公式な部分ではない。 
 

ボンベイのカラークラス番号 

 
ブラック.........................0410  0411  
AOV..............................なしなし 
 
ボンベイとアウトクロスする事の出来る猫種︓ブラッ
クアメリカンショートヘアー、セーブルバーミーズ。 
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ブリティッシュショートヘアー 
(British Shorthair) 

配点 
頭部（25） 
マズルと顎 .............................. 5 
頭蓋骨....................................5 
耳........................................5 

首........................................5 
目の形....................................5 
 
体（35） 
胴体.....................................20 
脚とポウ ................................10 

尾........................................5 
 
コート（20） 
手触り、長さ、密度 ......................20 
 
カラー（20） 

目色......................................5 
コートカラー ............................15 
 
全般︓ブリティシュショートヘアはコンパクトで、よ
くバランスがとれており、⼒強く、体はよく厚みがあ
り、豊かな広い胸幅を表している、短めから中位の⻑
さの⼒強い脚で、丸味のあるポウで、尾は厚みがあり
根元が太く、丸い先端をしている。頭は⽿と⽿の間に
⼗分な幅があり、丸い頬と、しっかりした顎、中位の
⽿、⼤きく丸くよく開いた⽬、中位に幅広の⿐を持っ
ている。コートは短く、とても密度がある。雌はより
⼤きなジャウルを持っている雄程には、全ての点で、
⼤きくがっしりしてはいない。この猫種は、充分に成
熟し発達するのにまる３－５年を要する。個々の猫は、
バランスよく均整がとれた印象を全体として持たな
ければならず、弱さや⾏きすぎた感じを助⻑するよう
な、誇張された外観はない。頭部︓丸く⼤きく、がっ
しりしている。丸い顔に下には丸い⾻格構造があり、
短く厚い⾸の上に程良く位置している。額は丸味がな
ければならず、頭頂部には幾分平らな⾯がある。額は
傾斜していてはならない。 
 
⿐︓中位で、幅広。横から⾒ると、なだらかな窪みが
ある。 
 
顎︓しっかりして、⿐と上唇が同⼀線上にあるよう良
く発達している。 
 
マズル︓明瞭で、良く発達していて、⼤きく丸いウイ
スカーパッドの向こうに明確なストップがある。 
 
⽿︓⽿付きは重要である。中位のサイズで、付け根は
広く、先は丸味がある。遙かに離れて位置し頭部の丸
味のある輪郭に（ゆがめることなく）適合している。 
 

⽬︓⼤きく、丸く、良く開いている。広く離れて、同
じ⾼さに位置している。 
 
体︓中位から⼤きく、よく密着していて、⼒強い。真
っ直ぐな背中と、厚みがある幅広の胸をしている。 
 
脚︓短いか中位、⾻太で⼒強い。体に釣り合いがとれ
ている。前⾜は真っ直ぐ。 
 
ポウ︓丸くしっかりしている。脚の指︓前⾜は５本、
後ろ⾜は４本。 
 
尾︓中位の⻑さで体と釣り合いがとれており、根元は
厚く、丸味のある先端へと先細りになっている。 
 
コート︓短く、とても密集していて、質感があり、触
るとしっかりした感じである。ダブルコートでも⽺⽑
の様でもない。 
 
⾊︓この猫に対しては、特別な特徴づけがある︔コー
トの⾊に対して５ポイント、マーキングに対して１０
ポイントである。ソリッドカラー、スモーク、シェー
デット、シェーデットゴールデン、バイカラー、キャ
リコの⼦猫における陰のようなタビーマーキングは、
⽋点ではない。 
 
減点︓はっきりとした⿐のストップ。⻑すぎるか密度
の少ないアンダーコート。柔らかいコート。ひょろな
がい体。弱い顎＊。 
 
失格︓正しくない⽬⾊、⼤⼈の猫での緑の⽬の輪郭。
尾の⽋陥。⻑くふわふわしたコート。正しくない⾜の
指の数。ロケットやボタン。ノーズレザーやパウパッ
ド、もしくはその両⽅での、⼀部や、全体の適切でな
い⾊や、⾊素。病気や、健康状態が良くないあらゆる
兆候。顎のゆがみや、品粗な⻭並び（⻭の配列）、不整
咬合のあらゆる兆候。ハイブリダイゼーションの結果
の証拠としての、チョコレート、ラベンダー、シナモ
ンまたはフォーン、ヒマラヤンパターンといったカラ
ー、これらとホワイトとの組み合わせ＊。 
 
＊上記で列挙された減点と失格の条項は、全てのブリ
ティッシュショートヘアーの猫に適応される。追加の
減点と失格はカラーの下に記載される。 
 

ブリティッシュショーヘアーカラー 
 
ホワイト︓純粋なホワイト、⻩⾊のティップがない。
⽬⾊︓深いサファイアブルー、ゴールド、カッパー。
オッドアイホワイトは⼀⽅がブルーで⼀⽅がゴール
ドで、⾊の深さは同じである。ノーズレザーとパウパ
ッド︓ピンク。 
 
ブラック︓根元まで漆⿊、⽑の根元から先まで陰りが
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ない。錆びた薄い⾊合はなく、どこにもホワイトの⽑
はない。ノーズレザー︓ブラック。パウパッド︓ブラ
ックもしくははブラウン。⽬⾊︓ゴールドか緑の形跡
のないカッパー。ブルー︓明るいから中位までのブル
ー。より明るいシェードが好ましい、⾊はとても均⼀
である。不均⼀な明るいシェードより、陰りのない中
暗いのシェードの⽅がより受け⼊れられる。タビーの
マーキングやホワイトがどこにもない。ノーズレザー
とパウパッド︓ブルー。⽬⾊︓ゴールドかカッパー。 
 
レッド︓深く、輝くレッド、⾊は均⼀である。ホワイ
トはどこにもない。ノーズレザーとパウパッド︓煉⽡
いろの⾚。⽬⾊︓ゴールドかカッパー。失格︓著しい
タビーマーキング。 
 
クリーム︓豊かなクリーム、⾊は均⼀である。根元ま
で陰りがない。ホワイトはどこにもない。ノーズレザ
ーとパウパッド︓ピンク。⽬⾊︓ゴールドかカッパー。
失格︓著しいタビーマーキング。 
 
スモーク︓ブリティッシュショートヘアーの、遺伝的
にはシルバー、⾮ーアグチタビーの種類。トップコー
トはいずれかのソリッドカラー、トーティーシェル、
ブルークリームのカラーが⾒て取れるであろう。アン
ダーコートはホワイトか、薄いシルバーで、最⼤限の
コントラストを⽰す。ノーズレザーとパウパッド︓コ
ートカラーに相当する⾊。⽬⾊︓ゴールドかカッパー。 
 
シェーデットシルバー︓ブリティッシュショートヘア
ーの遺伝的にはシルバーの種類で、その⾊はティッピ
ングを形成する⽑の末端に限定され、アンダーコート
はとても薄くホワイトに⾒える。背中、脇腹、頭部、
⽿と尾にコートは⾊のティップがあるべきである。そ
のティッピングは均⼀に分布しているべきで、ティッ
ピングの程度というよりはむしろ均⼀な分布が最も
重要である。深くティップが⼊った猫であっても、テ
ィップが均⼀でタビーマークがない限りは、減点され
てはならない︔実際、ほとんどティップがなく、ほと
んどホワイトに⾒える猫よりそのような猫の⽅が望
ましい。脚はティッピングがあり、それは⾜先に向か
って減少していくが、出来るだけ均⼀であるべきであ
る。ティッピングはソリッド、トーティーシェル、も
しくはブルークリームの⾊が⾒て取れるであろう。ノ
ーズレザーとパウパッド︓コートカラーに相当する⾊。
トーティーとブルークリームではピンクと煉⽡⾊の
⾚が混じっているか、もしくはそのどちらか⼀⽅。⽬
⾊︓シェーデットシルバー以外は、ゴールドかカッパ
ー、シェーデットシルバーはグリーンもしくはブルー
グリーンの⽬だけである。 
 
シェーデットゴールデン︓シェーデット/ティップが⼊
っているブリティッシュショートヘアーの⾮ -シルバ
ー型で、アンダーコートは豊かな暖かいクリーム⾊で、
⿊/ 濃いブラウンのティッピングの覆いがある。背中、

脇腹、頭部、⽿と尾のコートは⾊のティッピングがあ
るべきである。そのティッピングは均⼀に分布してお
り、ティッピングの度合いよりむしろ均⼀な分布のほ
うが、最も重要である。脚はティッピングがあり、そ
れは⾜先に向かって減少していくが、出来るだけ均⼀
であるべきである。顎、腹、胸と尾の下側は薄いアプ
リコット⾊である。ノーズレザー︓レンガ⾊の⾚で、
ブラック /ブラウンの輪郭があるだろう。パウパッド︓
ブラック /濃いブラウン。⽬⾊︓グリーンもしくはブ
ルーグリーン。 
 
チンチラシルバー︓アンダーコートは純粋なホワイト。
背中や、側⾯、頭、尻尾が充分に⿊いティップが⼊り、
きらめくシルバーの特徴的な外観を与える。脚はティ
ッピングのあるシェードがいくぶん⼊ることもある。
顎、⽿のタフト、お腹や胸の部分は純粋なホワイト。
⽬の縁取りと唇は⿊、⿐は⿊く縁取られている。ノー
ズレザー︓煉⽡⾊のレッド。パウパッド︓⿊。⽬⾊︓
グリーンまたはブルーグリーン。 
 
チンチラゴールデン︓アンダーコートは薄い蜂蜜⾊か
ら明るいアプリコット。コートは充分なブラックのテ
ィップが、背中、脇腹、頭と尾にありゴールデンの外
観を強調している。脚と尾の先端は、ティッピングで
幾分シェードがかっているだろう。顎先と腹と胸は薄
い⾊からなり、アンダーコートの⾊よりトーンがかな
り明るい。その⼀般的な効果は、ティッピングが少な
い事により、シェーデットゴールデンより明るくなる
事である。⽬の輪郭、唇は⿊、⿐は⿊で縁取られてい
る。ノーズレザー︓濃いローズ⾊。パウパッド︓⿊。
⽬⾊︓グリーンかブルーグリーン。 
 
シェルカメオ（レッドチンチラ）︓アンダーコートはホ
ワイト。背中、側⾯、頭、尾のコートは明るいレッド
のティップがある。顔と脚はティッピングで明るいシ
ェードがかっているであろう。顎、⽿のタフト、腹、
胸はホワイトでなければならない。ノーズレザー︓ピ
ンク。パウパッド︓ピンク。⽬⾊︓カッパー。 
 
シェーデットカメオ（レッドシェーデット）︓アンダー
コートはホワイト、レッドの次第に薄くなるシェード
が側⾯、顔、尾を被っている。お腹と胸はホワイトで
あろう。顔と脚はより深いシェードである。総じて、
シェルカメオよりかなり濃いレッドの印象を与える。
ノーズレザー︓ピンク。パウパッド︓ピンク。⽬⾊︓
ゴールド。 
 
クラッシックタビーパターン︓マーキングは濃く、は
っきりと⾒えて、幅が広い。脚は均等なブレスレット
の縞があり、体のマーキングとつながるように登って
いく。尻尾は均等に輪がある。⾸、胸の上部に途切れ
のない何本ものネックレスがあり、ネックレスは多い
ほど良い。しかめつらマークが額にあり、それは⼊り
組んだ "Ｍ"の形になっている。途切れのないラインが
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⽬の外側の⾓から後ろへと⾛っている。渦巻きが頬に
ある。縦のラインが頭の後ろを通って肩のバタフライ
マークにまで及んでいる、そのバタフライマークは、
上⽻と下⽻の両⽅がくっきりと縁取られ、輪郭の内側
には斑点のマークがある。背中のマークはバタフライ
から尻尾へと背⾻に沿って縦に降りている⼀本のラ
インと、それに平⾏して両側にそれぞれ縦の⼀本の縞
からなり、この３本の縞は地⾊の縞によって、よく離
れている。⼀つかそれ以上の途切れない輪に取り囲ま
れた⼤きな単⾊の班が両則にある。側⾯のマークは両
則ともに同じであるべきである。⼆重の縦のボタンの
列が胸と腹にある。減点︓まだらになっている。失格︓
あらゆる場所の、ホワイト。 
 
マッカレルタビーパターン︓マーキングは濃く、くっ
きりと⾒え、全ては狭い鉛筆書きのラインのようであ
る。脚には体のマークにつながる狭いブレスレットか
らなる均等な縞がある。尻尾はバーがある。⾸と胸の
ネックレスがくっきりしており、沢⼭のチェーンの様
である。頭部には縞があり、額に "M"マークがある。
⽬から後ろにかけて途切れない線が⾛っている。ライ
ンは頭部から駆け下り、肩で出会っている。背⾻に沿
った線は共に流れて狭いサドルを形作る。狭いペンシ
ルラインが体の回りに⾛っている。減点︓まだらにな
っている。マッカレルの鉛筆書きの線がその猫の両側
⾯に⾒られない。失格︓あらゆる場所の、ホワイト。 
 
スポッティッドタビーパターン︓よく、くっきりとし
た、スポットが必須である。スポットは、丸や、楕円
や、ロゼット型であるかもしれない。それらはどれも、
同等の価値ではあるが、スポットは形や配列がはっき
りしていなければならない。頭部︓クラッシックタビ
ーのようである。体と脚︓よく、くっきりとしたスポ
ットになっていることが、必須である。尾︓スポット
か途切れた輪が望ましい。カラー︓ブラックのスポッ
トがあるシルバー、ブラックのスポットがあるブラウ
ン、深く豊かなレッドのスポットがあるレッド。その
他のあらゆる地⾊は適切なスポットとともに、受け⼊
れられる。⽬⾊︓クラッシックタビーに対してと同じ。
減点︓ソリッドの背⾻に沿った⾊のライン、まだらに
なっていること、マーキングがはっきりしていない事、
その猫の両側⾯に、分離した、スポットのマーキング
が⾒られないこと。失格︓あらゆる場所の、ホワイト。 
 
シルバータビー︓地⾊は、唇、顎を含み薄い鮮明なシ
ルバー。マーキングは濃いブラック。ノーズレザー︓
レンガ⾊の⾚。パウパッド︓ブラック。⽬⾊︓グリー
ンもしくはヘーゼル。 
 
シルバーパッチドタビー（クラッシック、マッカレル、
スポッティッド）︓地⾊は、唇、顎を含み薄い鮮明なシ
ルバー。マーキングは濃いブラックで、体と四肢にレ
ッドか、レッドの柔らかに⼊り混じった部分のパッチ
がある。ノーズレザー︓煉⽡⾊の⾚またはピンク。パ

ウパッド︓ブラックとレンガ⾊の⾚とピンクもしくは
いずれか⼀⽅。⽬⾊︓輝くゴールド、グリーン、もし
くはヘーゼル。 
 
シルバーパッチドタビーアンドホワイト（クラッシッ
ク、マッカレル、スポッティッド）︓ホワイトの追加が
あるシルバーパッチドタビーと同じである。顔に⽩斑
があるのが望ましい。ノーズレザー︓⾚レンガ⾊また
はピンク。パウパッド︓⿊、⾚レンガ⾊またはピンク。
⽬⾊︓輝くゴールド、グリーン、ヘーゼルまたはオッ
ドアイ。 
 
レッドタビー︓地⾊は唇、顎を含みレッド。マーキン
グは深く豊かなレッド。ノーズレザーとパウパッド︓
レンガ⾊の⾚。⽬⾊︓ゴールドかカッパー。 
 
ブラウンタビー︓地⾊は輝くカッパーがかったブラウ
ン。マーキングは濃いブラック。唇と顎は⽬の周りの
輪と同じシェード。ポウから踵にかけて脚の裏側はブ
ラック。ノーズレザー︓レンガ⾊の⾚。パウパッド︓
ブラックもしくはブラウン。⽬⾊︓ゴールドかカッパ
ー。 
 
ブラウンパッチドタビー（クラッシック、マッカレル、
スポッティッド）︓地⾊は輝くカッパーがかったブラ
ウン。マーキングは濃いブラック。体と四肢の両⽅に
レッドかレッドの柔らかに⼊り混じった部分のパッ
チがある。ノーズレザー︓レンガ⾊のレッド。パウパ
ッド︓ブラックとレンガ⾊のレッドもしくはそのいず
れか。⽬⾊︓ゴールドかカッパー。 
 
ブラウンパッチドタビーアンドホワイト（クラッシッ
ク、マッカレル、スポッティッド）︓ホワイトの追加が
あるブラウンパッチドタビーと同じである。顔に⽩斑
があるのが望ましい。ノーズレザー︓煉⽡⾊の⾚また
はピンク。パウパッド︓ブラック、煉⽡⾊の⾚とピン
クまたはいずれか⼀⽅。⽬⾊︓ゴールド、カッパーま
たはオッドアイ。 
 
ブルータビー︓地⾊は唇と顎を含み薄いブルーがかっ
たアイボリー。マーキングはとても深いブルーで地⾊
と良いコントラストをかもしだしている。温かいフォ
ーンのトーンが上にかかっているか、寂びが全体にか
かっている。ノーズレザー︓オールドローズ・パウパ
ッド︓ローズ。⽬⾊︓ゴールドかカッパー。 
 
ブルーパッチドタビー（クラッシック、マッカレル、
スポッティッド）︓地⾊は薄いブルーがかったアイボ
リー。マーキングはとても深いブルーで地⾊と良いコ
ントラストをかもしだしている。体と四肢の両⽅にク
リームのパッチかクリームが柔らかく⼊り交じった
部分がある。温かいフォーンのトーンが上にかかって
いるか、寂びが全体にかかっている。ノーズレザー︓
オールドローズかピンク。パウパッド︓ローズとピン
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クもしくはそのいずれか⼀⽅。⽬⾊︓ゴールドかカッ
パー。 
 
ブルーパッチドタビーアンドホワイト（クラッシック、
マッカレル、スポッティッド）︓ホワイトの追加がある
ブルーパッチドタビーと同じである。顔に⽩斑がある
のが望ましい。ノーズレザー︓オールドローズまたは
ピンク。パウパッド︓ローズとピンクもしくはいずれ
か⼀⽅。⽬⾊︓ゴールドからカッパー、またはオッド
アイ。 
 
クリームタビー︓地⾊は唇と顎を含み、とても薄いク
リーム。マーキングはバフかクリームで地⾊より充分
に濃く、良いコントラストをなしているが、ダイリュ
ートカラーの範囲内である。ノーズレザーとパウパッ
ド︓ピンク。⽬⾊︓ゴールドかカッパー。 
 
タビーアンドホワイト（クラッシック、マッカレル、
スポッティッド）︓レッドタビー、クリームタビー、ブ
ルータビー、シルバータビー、ブラウンタビーでホワ
イトがある。タビーパターンのあるところは、そのパ
ターンは既に確⽴されているタビーパターンの必要
条件に⼀致しなければならなず、ホワイトの現れかた
には、考慮がなされる。好ましい最⼩限は、⾜と脚と
体の下⾯と、胸とマズルにいくらかのホワイトがなく
てはならないと⾔うことである。よりホワイトが少な
い場合は、⽐例して減点されるべきである。これらの
マーキングが対称であることが、⾊の部分の量対ホワ
イトがどうであれ、望ましい。ホワイトの顔の斑が望
ましい。ノーズレザー、パウパッド、⽬⾊︓既に確⽴
されているタビーカラーの必要条件に⼀致する。ノー
ズレザー、パウパッドはその上に、ピンクもあるだろ
う、⽬⾊はオッドアイも許される。 
 
バンタビーアンドホワイト︓末端部分︔頭部、尾、脚
に限って、⾊の部分があるホワイトの猫である。⾊の
部分は、現在確⽴されている、クラッシック、マッカ
レル、スポッティッドとパッチドタビーのカラーの定
義に⼀致する。⼀つか⼆つの⼩さな⾊のついた斑が体
にあるのは許される。ノーズレザー、パウパッド、⽬
⾊︓既に確⽴されているタビーの必要条件に⼀致する。
ノーズレザー、パウパッドはその上にピンクもあるだ
ろう、⽬⾊はオッドアイも許される。 
 
トーティシェル︓ブラックと豊かなレッドが柔らかく
⼊り交じっている。パッチドではない。ノーズレザー
とパウパッド︓ピンクとブラック、もしくはいすれか
その⼀⽅。⽬⾊︓ゴールドかカッパー。減点︓⿊の中
のタビーマーキング、ポウの途切れてない⾊。失格︓
あらゆる所のホワイト。 
 
キャリコ︓ホワイトにブラックと豊かなレッドのパッ
チ、パッチは鮮明ではっきり境界がある。望ましい最
⼩限として、その猫は⽩い⾜、脚、体の下⽅⾯、胸と

マズルがなければならない。ホワイトの顔の斑が望ま
しい。わずかなタビーのマーキングのいくらかの痕跡
は、レッド斑の中には許される。ノーズレザーとパウ
パッド︓ピンクとブラックもしくはそのいずれか⼀⽅。
⽬⾊︓ゴールドからカッパーまたはオッドアイ。減点︓
まだら。 
 
ダイリュートキャリコ︓ホワイトにブルーとクリーム
のパッチ、パッチは鮮明ではっきり境界がある。望ま
しい最⼩限として、その猫は⽩い⾜、脚、体の下⽅⾯、
胸とマズルがなければならない。ホワイトの顔の斑が
望ましい。わずかなタビーのマーキングのいくらかの
痕跡は、クリームの斑の中には許される。ノーズレザ
ーとパウパッド︓ブルーとピンク、もしくはそのいず
れか⼀⽅。⽬⾊︓ゴールドからカッパーまたはオッド
アイ。減点︓まだら。 
 
バンキャリコ︓ブラックとレッドの無秩序なパッチが、
先端部分︔頭部、尾、脚に限定されてあるホワイトの
猫。⼀つか⼆つの⼩さな⾊のパッチが体にあるのは許
される。⽬⾊︓ゴールドからカッパーまたはオッドア
イ。 
 
バンダイリュートキャリコ︓ブルーとクリームの無秩
序なパッチが、先端部分︔頭部、尾、脚に限定されて
あるホワイトの猫。⼀つか⼆つの⼩さな⾊のパッチが
体にあるのは許される。⽬⾊︓ゴールドからカッパー
またはオッドアイ。 
 
ブルークリーム︓ブルーとクリームが柔らかく⼊り混
じっており、パッチではない。ノーズレザーとパウパ
ッド︓ブルーとピンクもしくはそのいずれか⼀⽅。⽬
⾊︓ゴールドかカッパー。減点︓ブルーの中のタビー
のマーキング、ポウの途切れていない⾊、⾊の⼤きな
ソリッドのパッチ。失格︓あらゆる所のホワイト。 
 
バイカラー︓ブラックとホワイト、ブルーとホワイト、
レッドとホワイト、もしくはクリームとホワイト。好
ましさの最⼩限度は、その猫が⾜と脚、体の下⽅、胸
とマズルにいくらかのホワイトがなければならない
という事である。りホワイトが少ない場合は、⽐例し
て減点されるべきである。これらのマーキングが対称
であることが、⾊の部分の量対ホワイトがどうであれ、
望ましい。ホワイトの顔の斑が望ましい。⽬⾊︓ゴー
ルドからカッパーまたはオッドアイ。減点︓まだらや
タビーのマーキング。ノーズレザー、パウパッド︓既
に確⽴されているソリッドの必要条件に⼀致する。ノ
ーズレザー、パウパッドはその上に、ピンクもあるだ
ろう。 
 
バンバイカラー︓ブラックとホワイト、ルーとホワイ
ト、レッドとホワイト、もしくはクリームとホワイト。
⾊が先端部分︔頭部、尾、脚に限定されてあるホワイ
トの猫。⼀つか⼆つの⼩さな⾊のパッチが体にあるの
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は許される。⽬⾊︓ゴールドからカッパーまたはオッ
ドアイ。ノーズレザー、パウパッド︓すでに確⽴され
ているタビー要件に準拠する。 ノーズレザーとパウ
パッドはピンク。  
 
OBSH（その他のブリティッシュショートヘアーの
⾊）︓（スモーク、デェーデット、シェーデットゴール
デン、とその他の、あらゆる⾊やパターン。ハイブリ
ダイゼーションの痕跡を⽰す結果としての⾊、チョコ
レート、ラベンダー、シナモンまたはフォーン、ヒマ
ラヤンパターン、もしくはこれらとホワイトの組み合
わせは除く。⽬⾊︓その猫のドミナントカラーに適切
な⾊。 
 
以下の記載は参照の⽬的のみであって、ショースタン
ダードの公式な部分ではない。 
 
ブリティッシュショートヘアーカラークラス番号 

 
ソリッドカラークラス................2500  2501 
 (ブラック、ブルー、クリーム、レッド、
ブルーアイホワイト、ゴールドアイホワイ
ト、オッドアイホワイト) 
タビークラス........................2536  2537  
(ブルータビー、ブラウンタビー、クリーム

タビー、レッドタビー、シルバータビー、
ブルーパッチドタビー、ブラウンパッチド
タビー、シルバーパッチドタビー） 
パーティカラーとバイカラークラス....2546  2547  
（ブルークリーム、トーティーシェル、キ
ャリコ、バンキャリコ、ダイリュートキャ

リコ、バンダイリュートキャリコ、ソリッ
ドカラーアンドホワイト、バンソリッドカ
ラーアンドホワイト、タビーアンドホワイ
ト、バンタビーアンドホワイト、パッチド
タビーアンドホワイト）  
OBSHC（その他のブリティッシュショートヘアーのカ

ラー）..............................2596  2597 
（スモーク、シェーデット、シェーデット
ゴールデン、他のカラーやパターン、ハイ
ブリダイゼーションの痕跡を示す結果と
しての色、チョコレート、ラベンダー、ヒ
マラヤンパターン、もしくはこれらとホワ

イトの組み合わせは除く。目色：その猫の
優占している色に適切な色。）  
AOV.................................2598  2599 
 
ブリティッシュショートヘアーとアウトクロスする
事の出来る猫種︓なし 
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バーミーズ 
( B u r m e s e ) 

配点 
頭、耳、目（３０） 

頭の丸み.................................7 

目と顔全体の間の幅.......................6 

適切な横顔（顎を含む）...................6 

耳の付き方と位置と、大きさ...............6 

目の位置と形.............................5 

体、脚、足と尾（３０） 

胴体....................................15 

筋肉のトーン............................ 5 

脚と足.................................. 5 

尾...................................... 5 

コート（１０） 

短さ......................................4 

手触り....................................4 

密着して寝ていること......................2 

カラー（３０） 

からだの色...............................25 

目色......................................5 

 

全般︓理想のバーミーズは全体的な印象は、中位の⼤き
さの猫で、サブスタンシャルな⾻格構造をしていて、良
く筋⾁が発達をしており、その⼤きさに対して、驚くば
かりの重さを持つ猫であろう。このことは、丸味を帯び
た頭部と、表情豊かな⽬と、⽢い印象が⼀緒になって、
その他のブリードとは⽐較できない全体的に特⾊のある
猫を提⽰している。完全な健康状態ですばらしい筋⾁の
トーンを持っている。肥満、おなかが出てる、弱さ、無
関⼼の兆候があってはならない。 
 
頭部、⽿と⽬︓頭は、前から⾒ても、横から⾒ても、平
らな⾯はなく、愛くるしく丸味を帯びている。顔はふっ
くらして、⽬と⽬の間にかなりの幅があり、広く、良く
発達した短マズルへと穏やかに融合しており、そのマズ
ルは頭部の丸味のある輪郭を保持している。横から⾒る
と、⽬に⾒える⿐のブレークがある。顎はしっかりとし
て丸味があり、適切な噛み合わせを反映している。頭は
良く発達した⾸の上に乗っている。⽿は中位の⼤きさ
で、よく離れて位置し、基部は幅広く、先は丸まってい
る。わずかに前⽅に傾いている⽿は、敏捷な外⾒の⼀因
となっている。⽬は⼤きく、遠く離れて位置し、⽬の開
きは丸味を帯びている。 
 
体︓⼤きさは中位、筋⾁が発達しており、コンパクトな
外⾒を呈している。雄でより⼤きいのは考慮がなされ
る。広い、丸味を帯びた胸で、背中は肩から尾まで平ら
である。 
 
脚︓体とよく釣り合いがとれている。 
 
ポウ︓丸い。⾜先︓脚の指は前が５本で後ろは４本 
 

尾︓真っ直ぐで、⻑さは中位 
 
コート︓細く、輝いており、サテンの様な⼿触り︔短く
とても密着して寝ている。 
 
減点︓脚の外側の前⾯や後ろのいずれにおいても、明⽩
なバーがあること。⼦猫や若い成猫で、痕跡程度（かす
かな）のバーは許される。かなり狭くなった延びたマズ
ル、その結果としての楔形の頭部で、頭の丸い輪郭を減
じている。グリーンの⽬。尾の異常。 
 
失格︓キンクの尾、ロケットやスポット。⻘い⽬。斜
視。不適切なノーズレザーやパウパッドの⾊。顎の不整
咬合で、結果として重度のアンダーバイトや、記述され
た横顔を妨げるようなオーバーバイトと、結果として突
き出た⻭やゆがんだ顔や顎をもたらす奇形の両⽅もしく
はどちらか⼀⽅。胴体の明⽩なバー。四つの受け⼊れら
れている⾊、セーブル、シャンペーン、ブルーとプラチ
ナ以外のあらゆる⾊。 
 

バーミーズのカラー 
 
セーブル︓成熟した例では、豊かな温かいセーブルブラ
ウン︔シェーディングはほとんど⽬に⾒えないか下⾯で
わずかに明るい⾊合いであるが、むしろシェードやバー
やどのような種類のマーキングもない。（⼦猫ではしば
しば⾊は明るい）ノーズレザーとパウパッド︓ブラウ
ン。⽬⾊︓ゴールドからイエローの範囲、より深みがあ
り、輝いているほど良い。 
 
シャンペーン︓成熟した例では、温かい蜂蜜⾊のベージ
ュ、下側は薄いゴールドの⻩褐⾊のシェードがある。⽿
と顔の⾊がいくぶん濃いのは許されるが、シェードは少
ない⽅が好ましい。いくぶん濃くなるのは、より年⻑の
例では許される、重要性は⾊の均⼀性にある。ノーズレ
ザー︓明るい温かいブラウン。パウパッド︓温かいピン
クがかった⻩褐⾊。⽬⾊︓イエローからゴールドの範
囲、より深みがあり、輝いているほど良い。 
 
ブルー︓成熟した例では、中位のブルーで温かいフォー
ンのアンダートーンがあり、シェーディングはほとんど
⽬に⾒えないか下⾯でわずかに明るい⾊合いであるが、
むしろシェードやバーやどのような種類のマーキングも
ない。ノーズレザーとパウパッド︓スレートグレーから
暖かいピンクがかったブルーまでの範囲にある。⽬⾊︓
イエローからゴールドの範囲、より深みがあり、輝いて
いるほど良い。 
 
プラチナ︓成熟した例では、薄いシルバーグレーで薄い
フォーンのアンダートーンがあり、シェーディングはほ
とんど⽬に⾒えないか下⾯でわずかに明るい⾊合いであ
るが、むしろシェードやバーやどのような種類のマーキ
ングもない。ノーズレザーとパウパッド︓ラベンダーピ
ンク。⽬⾊︓イエローからゴールドの範囲、より深みが
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あり、輝いているほど良い。 
 
以下の記載は参照の⽬的のみであって、ショースタンダ
ードの公式な部分ではない。 
 

バーミーズのカラークラス番号 

 

セーブル.........................0400  0401 

シャンペーン.....................0402  0403 

ブルー...........................0404  0405 

プラチナ.........................0406  0407 

A O V（全てのディビジョン）......なし  なし 

 

バーミーズとアウトクロスする事の出来る猫種︓トンキ
ニーズ ２０２１年１２⽉３１⽇まで;東南アジアから輸
⼊された猫;セーブルボンベイ2011 年12 ⽉31⽇ま
で。 
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バーミラ 
( B u r m i l l a ) 

(ショートヘアーとロングヘアー) 
配点 

 
頭部：形、鼻、顎........................ 20  
耳：形と位置............................ 10  

目:位置、形、カラー..................... 20  
体:形と構造；足とポウ；尾、形、長さ..... 25  
コート:手触り、長さ..................... 10  
シェーディング/ティッピングの均一さ..... 15  
 
全般︓バーミラの外観は中くらいの⼤きさで、フォー
リンタイプのエレガントな猫のそれである。 
 
頭︓頭頂は緩やかに丸くなっており、⽿と⽿の間の幅
が中くらいで︔眉の位置から⼝⾓のところで幅広く、
楔形の真っ直ぐな先端へと先細りになっている。頭は
頬⾻のところで幅広く、先細りになりながら、マズル
のところで真っ直ぐに終わり、バランスのとれた楔形
を形成している。 
 
⿐︓横顔は穏やかな盛り上がりを⽰す。⿐の先端と顎
は⼀直線上になければならない。 
 
顎︓しっかりとしてよい厚みである。 
 
⽿︓中くらいに⼤きく、付け根は幅広く、わずかに丸
くなった先端である。横からみると、わずかに前に傾
斜している。正⾯からみると、⽿の外側のラインは、
顔のラインへと続いている。頬が豊かに発達した成熟
した雄では、そうなってない場合もある。 
 
⽬︓⼤きく︔よく離れて、わずかに斜めに位置し︔カ
ーブした上のラインは⿐へと傾いて充分にカーブし
た下側のラインと合わさる。 
 
⽬⾊︓輝き表情豊かで、基本となる⾊で縁取られてい
る。⾊はあらゆるシェードのグリーン。⼦猫や⼆歳以
下の若い猫での⻩⾊を帯びているのは許容される。 
 
胴体︓中位の⻑さと⼤きさ。中くらいの深さの丸みを
帯びた胸。背中は肩から臀部にかけて真っ直ぐである。 
 
脚と⾜︓しっかりした⾻を持ち、ほっそりしている、
後ろ⾜は前⾜よりわずかに⻑い。ポウは上品で楕円形
である。 
 
尻尾︓中くらいの太さの付け根の太さで中くらいの⻑
さ。丸みを帯びた先端へとわずかに先細りになってい
る。 
 
コート︓（ショートヘアー）短く、シルキーな⼿触りで、
スムーズに被さっており、やや持ち上がった感じを与

えるような、充分なアンダーコートがある。 
 
コート︓（ロングヘアー）細くシルキーで中くらいの⻑
さ、肩以外は⽺⽑のようなアンダーコートはない。⽿
のタフと、ふさふさで豊かな尾の房のような⽑が望ま
しい。 
 
コートカラー︓純粋なシルバーホワイトの地⾊、認め
られたカラーのシェーデットや、ティップドである。
カラーのバリエーションは、以下の記載を参照。 
 
減点︓弱い顎。ティッピングにおけるタビーマークや、
ソリッドカラーの⽑、均⼀でないティッピング、ブラ
ウンやイエローがかったコート。ティップドにおける
⾶節のあらゆる⾊。 
 
失格︓⼤⼈の猫の正しくない⽬⾊。コビーまたはオリ
エンタルのような体。ショートヘアーでのシャギーす
ぎるコート、ロングヘアーのバーミラでの過剰なアン
ダーコート。 
 
その他のあらゆるバーミラのコートカラー︓オリジナ
ルの猫とのアウトクロスでのハイブリダイゼーショ
ンで可能性のあるカラーは受け⼊れられる。 
 

バーミラのパターン 
 
チンチラシルバー︓コートカラー︓⽑の⻑さ全体の約
1/8のティッピングである。ティッピングは均⼀に分
布し、輝く特徴的な外観をもたらす。顔と⾜はわずか
にシェードがあるが、顎、⽿の飾り⽑、腹、胸、尾の
下側は純粋なホワイトである。顔と⾜はてティッピン
グのごくわずかなシェードがある場合もある。全体と
して、チンチラの猫は、シェーデットの猫よりはるか
に明るい外観である。 
 
シェーデッドシルバー︓コートカラー︓⽑の⻑さ全体
の約1/3のティッピングである。シェーディングは均
⼀に分布し、輝く特徴的な外観をもたらす。顔と⾜は
シェードがあるが、顎、⽿の飾り⽑、腹、胸、尾の下
側は純粋なホワイトである。切れた輪が⾜にあるのは
許容される。⾜の下側の⽑はそのカラーのティッピン
グの⾊があり、後ろ⾜の裏はその関節のところまで⾊
が広がっている。全体として、シェーデットの猫はチ
ンチラよりはるかに濃い。 
 
チンチラゴールデン︓コートカラー︓⽑の⻑さ全体の
約1/8のティッピングである。ティッピングは均⼀に
分布し、輝く特徴的な外観をもたらす。顔と⾜はわず
かにシェードがあるが、顎、⽿の飾り⽑、腹、胸と尾
の下側は暖かいアイボリーからゴールデンハニーま
である。タビーマーキングが顔や額に⾒えることがあ
る。顔と⾜はティッピングのごくわずかなシェードが
ある場合もある。全体として、チンチラの猫は、シェ
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ーデットの猫よりはるかに明るい外観である。説明は
すべてのチンチラカラーに有効である。 
 
シェーデッドゴールデン︓コートカラー︓⽑の⻑さ全
体の約1/3のティッピングである。ティッピングは均
⼀に分布し、輝く特徴的な外観をもたらす。顔と⾜は
シェードがあるが、顎、⽿の飾り⽑、腹、胸と尾の下
側は暖かいアイボリーからゴールデンハニーまであ
る。タビーマーキングが顔や額に⾒えることがある。
切れた輪が⾜にあるのは許容される。⾜の下側の⽑は
そのカラーのティッピングの⾊があり、後ろ⾜の裏は
その関節のところまで⾊が広がっている。全体として、
シェーデットの猫はチンチラよりはるかに濃い。説明
はすべてのシェーデッドカラーに有効である。 
 

バーミラのカラー 
 
ブラックチンチラシルバーティップド︓アンダーコー
トは純粋なホワイト︔背中、体の側⾯、頭、⽿、尾は
ブラックのティップがある。⽬と⿐の輪郭︓⿊の縁取
り。ノーズレザー︓煉⽡⾊の⾚。パウパッド︓ブラッ
クか、シールブラウン。 
 
ブラックシェーデッドシルバー︓アンダーコートは純
粋なホワイト︔背中、体の側⾯、頭、⽿、尾はブラッ
クのシェーデットがある。⽬と⿐の輪郭︓⿊の縁取り。
ノーズレザー︓煉⽡⾊の⾚。パウパッド︓ブラックか、
シールブラウン。 
 
シールセピアチンチラシルバー︓アンダーコートは純
粋なホワイト︔背中、体の側⾯、頭、⽿、尾はシール
ブラウンのティップがある。⽬と⿐の輪郭︓シールブ
ラウンの縁取り。ノーズレザー︓煉⽡⾊の⾚。パウパ
ッド︓シールブラウン。 
 
シールセピアシェーデッドシルバー︓アンダーコート
は純粋なホワイト︔背中、体の側⾯、頭、⽿、尾はシ
ールブラウンのシェーデットがある。⽬と⿐の輪郭︓
シールブラウンの縁取り。ノーズレザー︓煉⽡⾊の⾚。
パウパッド︓シールブラウン。 
 
ブルーチンチラシルバー︓アンダーコートは純粋なホ
ワイト︔背中、体の側⾯、頭、⽿、尾はブルーのティ
ップがある。⽬と⿐の輪郭︓ブルーグレーの縁取り。
ノーズレザー︓オールドローズ。パウパッド︓ブルー。 
 
ブルーシェーデッドシルバー︓アンダーコートは純粋
なホワイト︔背中、体の側⾯、頭、⽿、尾はブルーの
シェーデットがある。⽬と⿐の輪郭︓ブルーグレーの
縁取り。ノーズレザー︓オールドローズ。パウパッド︓
ブルー。 
 
チョコレートチンチラシルバー︓アンダーコートは純
粋なホワイト︔背中、体の側⾯、頭、⽿、尾はチョコ

レートブラウンのティップがある。⽬と⿐の輪郭︓チ
ョコレートブラウンの縁取り。ノーズレザー︓薄いレ
ッド/ピンク。パウパッド︓暖かいチョコレートブラウ
ン。 
 
チョコレートシェーデッドシルバー︓アンダーコート
は純粋なホワイト︔背中、体の側⾯、頭、⽿、尾はチ
ョコレートブラウンのシェーデットがある。⽬と⿐の
輪郭︓チョコレートブラウンの縁取り。ノーズレザー︓
薄いレッド/ピンク。パウパッド︓暖かいチョコレ。 
 
ライラックチンチラシルバー︓アンダーコートは純粋
なホワイト︔背中、体の側⾯、頭、⽿、尾はライラッ
クのティップがある。⽬と⿐の輪郭︓ラベンダーピン
クの縁取り。ノーズレザー︓ピンクがかったレッド/ピ
ンク。パウパッド︓ラベンダーピンク。 
 
ライラックシェーデッドシルバー︓アンダーコートは
純粋なホワイト︔背中、体の側⾯、頭、⽿、尾はライ
ラックのシェーデットがある。⽬と⿐の輪郭︓ラベン
ダーピンクの縁取り。ノーズレザー︓ピンクがかった
レッド/ピンク。パウパッド︓ラベンダーピンク。 
 
キャラメルチンチラシルバー︓ブラウンがかったトー
ンが⾜先とパウパッドを囲っている⽑にある。特徴的
な⾦属的輝きが、成熟するにつれて、特に跳節に⾒ら
れるようになる。Dm(ダイリュートモディファイヤ
ー)の効果で暖かいブラウンの⾊合いをライラックと
ブルーにもたらす。ライラックベース︓鮮明な暖かく
明るい感じのタン⾊がチラチラするダブグレーのテ
ィッピング。ブルーベースド︓暗く、しかし暖かいト
ーンのブラウンがかったブルーグレー、暗いブラウン
がかったグレーのティッピング。ノーズレザー︓ライ
ラックベースド︓ピンクがかったグレー。ブルーベー
スド︓暖かいダークブルーグレー。パウパッド︓ライ
ラックベースド︓明るいピンクがかったグレーから薄
いプラムトーン。ブルーベースド︓暖かい、ダークブ
ルーグレーでプラムがかったトーンがかかっている。 
 
キャラメルシェーデッドシルバー︓ブラウンがかった
トーンが⾜先とパウパッドを囲っている⽑にある。特
徴的な⾦属的輝きが、成熟するにつれて、特に跳節に
⾒られるようになる。Dm(ダイリュートモディファイ
ヤー)の効果で暖かいブラウンの⾊合いをライラック
とブルーにもたらす。ライラックベース︓鮮明な暖か
く明るい感じのタン⾊がチラチラするダブグレーの
シェーディング。ブルーベースド︓暗く、しかし暖か
いトーンのブラウンがかったブルーグレー、暗いブラ
ウンがかったグレーのシェーディング。ノーズレザ
ー︓ライラックベースド︓ピンクがかったグレー。ブ
ルーベースド︓暖かいダークブルーグレー。パウパッ
ド︓ライラックベースド︓明るいピンクがかったグレ
ーから薄いプラムトーン。フォーンベースド︓⾊素が
ほとんどない。ブルーベースド︓暖かい、ダークブル
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ーグレーでプラムがかったトーンがかかっている。 
 
クリームチンチラシルバー︓アンダーコートは純粋な
ホワイト︔背中、体の側⾯、頭、⽿、尾はクリームの
ティップがある。⽬と⿐の輪郭︓ピンクの縁取り。ノ
ーズレザー︓ピンク。パウパッド︓ピンク。 
 
クリームシェーデッドシルバー︓アンダーコートは純
粋なホワイト︔背中、体の側⾯、頭、⽿、尾はクリー
ムのシェーデットがある。⽬と⿐の輪郭︓ピンクの縁
取り。ノーズレザー︓ピンク。パウパッド︓ピンク。 
 
レッドチンチラシルバー︓アンダーコートは純粋なホ
ワイト︔背中、体の側⾯、頭、⽿、尾はレッドのティ
ップがある。⽬と⿐の輪郭︓ピンクの縁取り。ノーズ
レザー︓ピンク。パウパッド︓ピンク。 
 
レッドシェーデッドシルバー︓アンダーコートは純粋
なホワイト︔背中、体の側⾯、頭、⽿、尾はレッドの
シェーデットがある。⽬と⿐の輪郭︓ピンクの縁取り。
ノーズレザー︓ピンク。パウパッド︓ピンク。 
 
ブラックトーティーチンチラシルバー︓アンダーコー
トは純粋なホワイト︔背中、体の側⾯、頭、⽿、尾は、
トーティーシェルのパターンで調和の取れた分布の
ブラックとレッド（濃いシェードと薄いシェードがあ
る）のティップがある。⽬と⿐の輪郭︓ブラック、ピ
ンク、または両⽅のパッチの縁取り。ノーズレザー︓
ブラック、ピンク、または両⽅のパッチの縁取り。パ
ウパッド︓ブラック、ピンク、または両⽅のパッチ。 
 
ブラックトーティーシェーデッドシルバー︓アンダー
コートは純粋なホワイト︔背中、体の側⾯、頭、⽿、
尾は、トーティーシェルのパターンで調和の取れた分
布のブラックとレッド（濃いシェードと薄いシェード
がある）のシェーデットがある。⽬と⿐の輪郭︓ブラ
ック、ピンク、または両⽅のパッチの縁取り。ノーズ
レザー︓ブラック、ピンク、または両⽅のパッチの縁
取り。パウパッド︓ブラック、ピンク、または両⽅の
パッチ。 
 
シールセピアトーティーチンチラシルバー︓アンダー
コートは純粋なホワイト︔背中、体の側⾯、頭、⽿、
尾は、トーティーシェルのパターンで調和の取れた分
布のシールブラウンとレッド（濃いシェードと薄いシ
ェードがある）のティップがある。⽬と⿐の輪郭︓シ
ールブラウン、ピンク、または両⽅のパッチの縁取り。
ノーズレザー︓シールブラウン、ピンク、または両⽅
のパッチ。パウパッド︓シールブラウン、ピンク、ま
たは両⽅のパッチ。 
 
シールセピアトーティーシェーデッドシルバー︓アン
ダーコートは純粋なホワイト︔背中、体の側⾯、頭、
⽿、尾は、トーティーシェルのパターンで調和の取れ

た分布のシールブラウンとレッド（濃いシェードと薄
いシェードがある）のシェーデットがある。⽬と⿐の
輪郭︓シールブラウン、ピンク、または両⽅のパッチ
の縁取り。ノーズレザー︓シールブラウン、ピンク、
または両⽅のパッチ。パウパッド︓シールブラウン、
ピンク、または両⽅のパッチ。 
 
ブルートーティーチンチラシルバー︓アンダーコート
は純粋なホワイト︔背中、体の側⾯、頭、⽿、尾は、
トーティーシェルのパターンで調和の取れた分布の
ブルーグレーとクリーム（濃いシェードと薄いシェー
ドがある）のティップがある。⽬と⿐の輪郭︓ブルー
グレーとクリーム、または両⽅のパッチの縁取り。ノ
ーズレザー︓ブルーグレーとクリーム、または両⽅の
パッチ。パウパッド︓ブルーグレーとクリーム、また
は両⽅のパッチ。 
 
ブルートーティーシェーデッドシルバー︓アンダーコ
ートは純粋なホワイト︔背中、体の側⾯、頭、⽿、尾
は、トーティーシェルのパターンで調和の取れた分布
のブルーグレーとクリーム（濃いシェードと薄いシェ
ードがある）のシェーデットがある。⽬と⿐の輪郭︓
ブルーグレーとクリーム、または両⽅のパッチの縁取
り。ノーズレザー︓ブルーグレーとクリーム、または
両⽅のパッチ。パウパッド︓ブルーグレーとクリーム、
または両⽅のパッチ。 
 
チョコレートトーティーチンチラシルバー︓アンダー
コートは純粋なホワイト︔背中、体の側⾯、頭、⽿、
尾は、トーティーシェルのパターンで調和の取れた分
布のチョコレートブラウンとレッド（濃いシェードと
薄いシェードがある）のティップがある。⽬と⿐の輪
郭︓チョコレートブラウン、ピンク、または両⽅のパ
ッチの縁取り。ノーズレザー︓チョコレートブラウン、
ピンク、または両⽅のパッチ。パウパッド︓チョコレ
ートブラウン、ピンク、または両⽅のパッチ。 
 
チョコレートトーティーシェーデッドシルバー︓アン
ダーコートは純粋なホワイト︔背中、体の側⾯、頭、
⽿、尾は、トーティーシェルのパターンで調和の取れ
た分布のチョコレートブラウンとレッド（濃いシェー
ドと薄いシェードがある）のシェーデットがある。⽬
と⿐の輪郭︓チョコレートブラウン、ピンク、または
両⽅のパッチの縁取り。ノーズレザー︓チョコレート
ブラウン、ピンク、または両⽅のパッチ。パウパッド︓
チョコレートブラウン、ピンク、または両⽅のパッチ。 
 
ライラックトーティーチンチラシルバー︓アンダーコ
ートは純粋なホワイト︔背中、体の側⾯、頭、⽿、尾
は、トーティーシェルのパターンで調和の取れた分布
のライラックと薄いクリーム（濃いシェードと薄いシ
ェードがある）のティップがある。⽬と⿐の輪郭︓ラ
ベンダーピンク、ピンクまたは両⽅のパッチの縁取り。
ノーズレザー︓ラベンダーピンク、ピンク、または両

50



  バーミラ 

©2020 The Cat Fanciersʼ Association, Inc.  Burmilla Show Standard (revised 2019) 

⽅のパッチ。パウパッド︓ラベンダーピンク、ピンク、
または両⽅のパッチ。 
 
ライラックトーティーシェーデッドシルバー︓アンダ
ーコートは純粋なホワイト︔背中、体の側⾯、頭、⽿、
尾は、トーティーシェルのパターンで調和の取れた分
布のライラックと薄いクリーム（濃いシェードと薄い
シェードがある）のシェーデットがある。⽬と⿐の輪
郭︓ラベンダーピンク、ピンク、または両⽅のパッチ
の縁取り。ノーズレザー︓ラベンダーピンク、ピンク、
または両⽅のパッチ。パウパッド︓ラベンダーピンク、
ピンク、または両⽅のパッチ。 
 
ブラックチンチラゴールデン︓アンダーコートはニュ
ートラルベージュからアイボリー。背中、側⾯、頭、
⽿、そして尾の先は⿊くなっている。⽬と⿐の輪郭︓
⿊い輪郭。 ノーズレザー︓⾚レンガ⾊。パウパッド︓
⿊。 
 
ブラックシェーデッドゴールデン︓アンダーコートは
ニュートラルベージュ。背中、側⾯、頭、⽿、そして
尾の先はシールブラウン。⽬と⿐の輪郭︓⿊い輪郭。 
ノーズレザー︓⾚レンガ⾊。パウパッド︓⿊。 
 
シールセピアチンチラゴールデン︓アンダーコートは
ニュートラルベージュからアイボリー。背中、側⾯、
頭、⽿、そして尾の先はシールブラウン。⽬と⿐の輪
郭︓シールブラウン。ノーズレザー︓⾚レンガ。パウ
パッド︓シールブラウン。 
 
シールセピアシェーデッドゴールデン︓アンダーコー
トはニュートラルベージュからアイボリー。背中、側
⾯、頭、⽿、そして尾はシールブラウンで覆われてい
る。⽬と⿐の輪郭︓シールブラウン。ノーズレザー︓
⾚レンガ。パウパッド︓シールブラウン。 
 
ブルーチンチラゴールデン︓アンダーコートはアイボ
リーからニュートラルベージュ。背中、側⾯、頭、⽿、
そして尾の先はブルー。 ⽬と⿐の輪郭︓ブルー・グレ
ー。ノーズレザー︓オールドローズ。パウパッド︓ブ
ルー。 
 
ブルーシェーデッドゴールデン︓アンダーコートはニ
ュートラルベージュからアイボリー。 背中、側⾯、頭、
⽿、尾の先はブルーのシェード。⽬と⿐の輪郭︓ブル
ー・グレー。ノーズレザー︓オールドローズ。パウパ
ッド︓ブルー。 
 
チョコレートチンチラゴールデン︓アンダーコートは
ニュートラルベージュからアイボリー。背中、側⾯、
頭、⽿、そして尾の先はチョコレートブラウン。⽬と
⿐の輪郭︓チョコレートブラウン。ノーズレザー︓淡
い⾚/ピンク。パウパッド︓暖かいチョコレートブラウ
ン。 

 
チョコレートシェーデッドゴールデン︓アンダーコー
トはニュートラルベージュからアイボリー。背中、側
⾯、頭、⽿、そして尾の先はチョコレートブラウンの
シェード。⽬と⿐の輪郭︓チョコレートブラウン。ノ
ーズレザー︓淡い⾚/ピンク。パウパッド︓暖かいチョ
コレートブラウン。 
 
ライラックチンチラゴールデン︓アンダーコートはニ
ュートラルベージュからアイボリー。背中、脇腹、頭、
⽿、そして尾の先はライラック。⽬と⿐の輪郭︓ラベ
ンダーピンク。ノーズレザー︓ピンクがかった⾚/ピン
ク。パウパッド︓ラベンダーピンク。 
 
ライラックシェーデッドゴールデン︓アンダーコート
はニュートラルベージュからアイボリー。背中、脇腹、
頭、⽿、そして尾の先はライラック。⽬と⿐の輪郭︓
ラベンダーピンク。ノーズレザー︓ピンクがかった⾚
/ピンク。パウパッド︓ラベンダーピンク。 
 
チンチラゴールデントーティ︓アンダーコートはニュ
ートラルベージュからアイボリー。背中、脇腹、頭、
⽿、そして尾の先は適切なベースカラー（ブラック、
シールセピア、ブルー、チョコレートまたはライラッ
ク）の斑、⾚または、⾚のシェード、またはクリーム
の⾊調でまだらにされているかまたはパッチが当て
られている。⽬と⿐の輪郭︓ベースカラー、ピンク、
またはその両⽅。ノーズレザー︓適切なベースカラー
またはピンク。パウパッド︓適切なベースカラーまた
はピンク。 
 
シェーデッドゴールデントーティ︓アンダーコートは
ニュートラルベージュからアイボリーで適切なベー
スカラー（ブラック、シールセピア、ブルー、チョコ
レートまたはライラック）の斑、⾚または、⾚のシェ
ード、またはクリームの⾊調でまだらにされているか
またはパッチが当てられている。⽬と⿐の輪郭︓ベー
スカラー、ピンク、またはその両⽅。ノーズレザー︓
適切なベースカラーまたはピンク。パウパッド︓適切
なベースカラーまたはピンク。 
 
以下の記載は参照の⽬的のみであって、ショースタン
ダードの公式な部分ではない。 
 

バーミラ カラークラス番号 

 
全てのカラー（ロングヘアー）..........4500  4501  
全てのカラー（ショートヘアー）........5500  5501  
（ショースタンダードで定義されている全てのカラ

ー が受け入れられる。）  
 
A O V ................................なし  なし  
 
バーミラとアウトクロスする事の出来る猫種︓ シル
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バー・アンド・ゴールデン・ディビジョンのパージャ
ン、エキゾチック（ショートヘアー、ロングヘアー）、
チンチラシルバー、シェードシルバー、チンチラゴー
ルデン、シェードゴールデンの全⾊、そしてヨーロピ
アン・バーミーズ（2028/12/31まで）。 
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シャルトリュー 
(Chartreux) 

配点 
頭（35） 
形と大きさ ...............................6 
横顔と鼻 .................................5 
マズル ...................................5 

耳の形と大きさ ...........................5 
耳の位置 .................................5 
目の形と大きさ ...........................5 
首........................................4 
 
体（30） 

形と大きさ ...............................8 
脚と足 ...................................8 
骨格......................................5 
筋肉組織 .................................5 
尾........................................4 
 

コート（20） 
手触り ..................................15 
長さ......................................5 
カラー（15） 
コートカラー ............................10 
目色......................................5 

 
全般︓シャルトリューはたくましい、短⽑のフランス
産の猫種で、⼤昔からその狩りの腕前の良さ、その厚
く、⽔をはじく⽑⽪のために、⼈々が欲しがる猫であ
った。その頑丈でたくましいタイプは時には、原始的
と⾔われ、コビーでもクラッシックでもない。充分に
造築されているが、シャルトリューは極端にしなやか
で、機敏な猫であり︔洗練された、粗雑ではなく、ぎ
こちなくもない。雄は雌よりはるかに⼤きく、ゆっく
りと成熟する。コートの⼿触り、コートの⾊と⽬の⾊
は性別と、年齢と、⾃然の因⼦に影響を受け、それは
減点されてはならない。強く、知性があり、従順であ
るという猫の質の良さは、シャルトリューというこの
猫種を数百年にわたり⾃⼒で⽣き延びることを可能
にしてきた。この質の良さは、全てのショー動物に注
意深い選択を通して確実に保たれなければならない。 
 
頭と⾸︓丸味があり幅広であるが、球形ではない。⼒
強い顎、豊かな頬で、成熟した雄はより⼤きなジャウ
ルをもっている。⾼く、柔らかい輪郭を描いた額︔⿐
は真っ直ぐで、中位の⻑さと幅︔⽬の⾼さに僅かなス
トップがある。マズルは⽐較的⼩さく、狭く先細りで、
わずかなパッドがある。可愛らしく、ほほえんでいる
ような表情。⾸は短く、重く付いている。 
 
⽿︓⾼さと幅は中位。頭の⾼い位置に付く︔⾮常に直
⽴した構えである。シャルトリュー  
 
⽬︓丸味があり、⾒開いている︔機敏で表情に富む。

⾊の範囲はカッパーからゴールドで、澄んで、深く、
輝くオレンジが好ましい。 
 
体と尾︓たくましい体格︓中位 -⻑く、幅の広い肩と
厚みのある胸。強い⾻格︓筋⾁全体が固く密度がある。
雌は中位で︔雄は⼤きい。中位の⻑さの尾︔根元は厚
く、楕円の先端へと先細りになっている。活発で、し
なやか。 
 
脚と⾜︓脚は⽐較的短く、⾻が細い︔真っ直ぐで、た
くましい。⾜先は丸く⼤きさは中位（体の量と⽐べる
とほとんど華奢に⾒えるであろう）。コート︓中位から
短い、⼿触りはわずかに⽺⽑のようである（⾸と脇腹
では⽺の⽪のように⽑が割れているであろう。）弾⼒
があるアンダーコート︔より⻑い、防御するようなト
ップコート。注釈︓⽺⽑の様な状態の程度は、年齢、
性、⽣息地に依存する、成熟した雄は最も厚いコート
を⽰している。シルクのような、より薄いコートは雌
や２歳以下の猫では許される。 
 
減点︓重度のノーズブレーク、急に終わった、もしく
は上を向いた⿐。幅広の、しっかりしたマズル、触知
できる尾の⽋損、⽬と⽬が互いに寄りすぎて、怒った
様な外観。 
 
失格︓⽩いロケット、⽬に⾒える尾のキンク、緑の⽬︔
あらゆる臀部の不具の兆候。 
 
シャルトリューのカラーカラー︓アッシュ（灰⾊）か
らスレートまでのブルーグレーのあらゆるシェード︔
先端は明るいシルバーの刷⽑をかけたようになって
いる。シェードよりむしろ、⾊の透明さ、均⼀性に重
要性がある。好ましいトーンは、明るい、汚点のない
ブルーで全体に真珠の光沢の艶があることである。ノ
ーズレザーはスレートグレー︓唇はブルー︔パウパッ
ドはローズ -暗灰⾊。⼦猫のゴーストのバー、２歳以
下の若年猫での尾のリングは考慮される。 
 
以下の記載は参照の⽬的のみであって、ショースタン
ダードの公式な部分ではない。 
 

シェルトリューのカラークラス番号 

 
ブルー.......................0550  0551  
AOV..........................なし  なし 
 
シャルトリューとアウトクロスする事の出来る猫種︓
なし 
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カラーポイントショートヘアー 
( C o l o r p o i n t  S h o r t h a i r ) 

配点 
頭部（２０） 

長く平らな横顔.........................6 

楔型、細いマズル、大きさ...............5 

耳 ....................................4 

顎.....................................3 

目と目の幅.............................2 

目（１０） 

形、大きさ、傾き、位置................10 

体（３０） 

構成と大きさ、首を含む................12 

筋肉のトーン..........................10 

脚と足.................................5 

尾.....................................3 

コート........................................10 

色（３０） 

体の色................................10 

ポイントの色..........................10 

（ポイントの、濃さ、色、適切なフット 

パットやノーズレザーとのの調和） 

目色..................................10 

 

全般︓カラーポイントショートヘアーは中位の⼤きさ
の、⻑い先細りの線を持ったすらりとした、洗練された
猫であり、とてもしなやかであるが、筋⾁質でもある。
雄は同じ⽐率でより⼤きいであろう。バランスよく洗練
されていることが、この猫種の最も重要な特質で、全て
のパーツが⼀緒になって全体的な調和をもたらし、どの
ような⼀つの特徴も、過剰に、または過少に考慮される
ことはない。理想はサイアミーズと同⼀のタイプを持つ
猫であるが、それ⾃⾝が独特なユニークなカラーを持っ
ている。⼀⽅、⾊の差異はこの猫をユニークな品種とし
て区別して位置づけており、ハイブリダイゼーションの
⽬的は、タイプはサイアミーズと同じでありながら、異
なった⾊を持つ猫を確⽴する事であった。カラーポイン
トショートヘアーのスタンダードはこの⽬的を反映し、
そのユニークなカラーを保存している。 
 
頭部︓⻑く、先細りの楔形。中位の⼤きさで、体と釣り
合いが取れている。全体として、楔形は⿐から始まり、
⽿の先端まで真っ直ぐなラインで炎のように広がり、三
⾓形を形成し、ウイスカーでの途切れがない。⽬と⽬の
間は、少なくとも⽬⼀つ分の幅がある。ヒゲを顔の⽑を
後ろに寝かせると、その下にある⾻格の構造が明らかと
なる。種雄におけるジャウルは許されなければならな
い。 
 
頭蓋⾻︓平らである。横から⾒ると、⻑く真っ直ぐなラ
インが頭頂から⿐の先まで⾒てとれる。⽬と⽬わたる膨
らみはない。⿐の窪みはない。 
 
⾸︓⻑く、ほっそりしている。 

 
⿐︓⻑く真っ直ぐ。途切れなく額へと続く。 
 
マズル︓細く、楔型。 
 
⽿︓⽬を引くほどに⼤きく、尖っていて、根元は広く、
楔形のラインに続いている。 
 
⽬︓アーモンド型。中位の⼤きさ。突き出ても、引っ込
んでもいない。楔形と⽿に調和して、⿐に向かって傾斜
している。斜視ではない。⾊は鮮明でブルーで、その他
のシェードや⾊は認められない。 
 
顎先と顎︓中位の⼤きさ。顎の先端は⿐先と同⼀垂直⾯
に⼀直線に並ぶ。引っ込んでも、がっしりしすぎてもい
ない。 
 
体︓中位の⼤きさ。優美で、⻑く、しなやかである。細
い⾻と硬い筋⾁の組み合わせが特徴的である。肩と腰は
筒状の体の、同⼀のなめらかな線で続いている。腰は肩
より決して広くはない。腹部は締まっている。 
 
 
脚︓⾻格は⻑く、細い。後ろ⾜は前⾜より⾼い。体と⽐
率がよく取れている。 
 
ポウ︓上品で、⼩さく、卵形。⽖先︓前⾜の指は５本、
後ろ⾜の指は４本。 
 
尾︓⻑く、細く、細い先端へと先細りになっている。コ
ート︓短く、繊細な⼿触りで、つやがある。体に未着し
て、横たわっている。 
 
コンディション︓優れた健康状態にある。⽬は澄んでい
る。筋⾁質で。しっかりしていて、しなやかである。柔
弱でもなく、⾻太でもない。太ってもいない。 
 
⾊︓体︓微妙なシェードは許されるが、鮮明なカラーが
好ましい。カラーポイントは歳とともに概して濃くなっ
ていくので、年⻑の猫でのより濃くなった⾊は許されな
ければならないが、体の⾊とポイントの⾊の間に、明確
なコントラストがなければならない。ポイント︓顔、
⽿、脚、⾜、尾に、濃く、くっきりと限定されてある。
全て同じシェードである。マスクはウイスカーパッドを
含み、顔全体を被っており、その軌跡より、⽿にまで続
いている。マスクは頭頂まで及んではならない。ポイン
トの中に⽩い⽑、または、はっきりと区別できるホワイ
トのアンダーコートはない。リンクスポイントはタビー
パターンにふさわしく、⽬と⿐孔の周り、ウイスカーパ
ッド、顎先、喉の上部、尾の付け根の下⽅にホワイトが
あるだろう。 
 
減点︓ノーズレザーとパウパッド、もしくはそのいずれ
か⼀⽅に、その猫の特定のカラーの記載に⽭盾する着⾊
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があること。胸⾻の先端での軟⾻の触知でるか、⽬にえ
るかする突出。 
 
失格︓病気や健康状態が良くないあらゆる兆候。弱い後
ろ⾜。⿐の傷害やかみ合わせが悪いために⽣じる⼝での
呼吸。やつれ。⽬に⾒えるキンク。やつれ。尾の⽬に⾒
えるキンク。ブルー以外の⽬。⽩い⾜と脚、もしくはそ
のいずれか。リンクスポイントにおいて、タビーパター 
ンとしてのふさわしい部分を除き、あらゆる場所のホワ
イトのスポットやマーキング。正しくない脚の指の数。
アンダーショットやオーバーショットの結果としての不
正咬合。 
 

カラーポイントショートヘアーのカラー 
ソリッドのカラーポイントのカラー 

 
レッドポイント︓体は鮮明なホワイトでポイントと同じ
トーンのいくらかシェードがある。ポイント︓明るいア
プリコットから深いレッド、よい深いシェードが好まし
く、⽬に⾒えるバーがない。ノーズレザーとパウパッ
ド︓肌⾊か珊瑚⾊のピンク。 
 
クリームポイント︓体は鮮明なホワイトでポイントと同
じトーンのいくらかシェードがある。ポイント︓薄いバ
フ（buff:XXX)クリームか明るいピンクがかったクリー
ムで、⽬に⾒えるバーがない。ノーズレザーとパウパッ
ド︓肌⾊か珊瑚⾊のピンク。 
 

リンクスポイントカラー 
 

シールリンクスポイント︓体はクリームか薄いフォー
ン、腹と胸に、より明い⾊のシェードがある。体のシェ
ードはゴーストの縞や、ティッキングを形成するであろ
う。ポイント︓シールブラウンのバーがあり、より明る
い地⾊と明確に識別できる。︔⽿はシールブラウンで、
中央に薄い拇印模様がある。ノーズレザー︓シールブラ
ウンは許される、ピンクでシールブラウンの輪郭がある
のが好ましい。パウパッド︓シールブラウン。 
 
チョコレートリンクスポイント︓体はアイボリー。体の
シェードはゴーストの縞や、ティッキングを形成するで
あろう。ポイント︓温かいミルクチョコレートのバーが
あり、より明るい地⾊と明確に識別できる。︔⽿は温か
いミルクチョコレート⾊で、中央に薄い拇印模様があ
る。ノーズレザー︓シナモンは許される、ピンクでシナ
モンの輪郭があるのが好ましい。パウパッド︓シナモ
ン。 
 
ブルーリンクスポイント︓体はブルーがかったホワイト
かプラチナグレー。冷たいトーンで、腹と胸に、より明
い⾊のシェードがある。体のシェードはゴーストの縞
や、ティッキングを形成するであろう。ポイント︓深い
ブルーグレーのバーがあり、より明るい地⾊と明確に識
別できる。︔⽿は深いブルーグレーで、中央に薄い拇印

模様がある。ノーズレザー︓スレート⾊は許される、ピ
ンクでスレートの輪郭があるのが好ましい。パウパッ
ド︓スレート⾊。 
 
ライラックリンクスポイント︓体は氷のようなホワイ
ト。体のシェードはゴーストの縞や、ティッキングを形
成するであろう。ポイント︓霜が降りたようなグレー、
ピンクがかったトーンのバーがあり、より明るい地⾊と
明確に識別できる。︔⽿はピンクのトーンがかかった霜
が降りたようなグレーで、中央に薄い拇印模様がある。
ノーズレザー︓ラベンダーピンクは許される、ピンクで
ラベンダーピンクの輪郭があるのが好ましい。パウパッ
ド︓ラベンダーピンク。 
 
レッドリンクスポイント︓体はホワイト。体のシェード
はゴーストの縞や、ティッキングを形成するであろう。
ポイント︓深いレッドのバーがあり、より明るい地⾊と
明確に識別できる。︔⽿は深いレッドで、中央に薄い拇
印模様がある。ノーズレザーとパウパッド︓肌⾊か珊瑚
⾊のピンク。 
 
クリームリンクスポイント︓体は澄んだホワイト。体の
シェードはゴーストの縞や、ティッキングを形成するで
あろう。ポイント︓薄いバフクリームか明るいピンクが
かったクリームのバーがあり、より明るい地⾊と明確に
識別できる。︔⽿は薄いバフクリームか明るいピンクか
かったクリームで、中央に薄い拇印模様がある。ノーズ
レザーとパウパッド︓肌⾊か珊瑚⾊のピンク。 
 
シール-トーティーリンクスポイント︓体はクリームか
薄いフォーン、腹と胸に、より明い⾊のシェードがあ
る。体のシェードはゴーストの縞や、ティッキング、レ
ッドかクリーム、またはそのいずれかのまだら形成する
であろう。ポイント︓シールブラウンのバーがあり、よ
り明るい地⾊と明確に識別できる。︔⽿はシールブラウ
ンで、中央に薄い拇印模様がある。レッドかクリーム、
もしくはそのいずれか⼀⽅のランダムなまだらがポイン
トのマーキングに被さっている。ノーズレザー︓シール
ブラウンは許される、ピンクでシールブラウンの輪郭が
あるのが好ましい。肌⾊か珊瑚⾊のピンクのまだらがあ
るかもしれない。パウパッド︓シールブラウン、または
シールブラウンで、肌⾊か珊瑚⾊のピンクのまだらがあ
る。 
 
注釈︓これらの猫はトーティーポイントよりリンクスポ
イントに似ている。 
 
チョコレートトーティリンクスポイント︓体はアイボリ
ー。体のシェードはゴーストの縞や、ティッキング、ク
リーム、またはそのいずれかのまだら形成するであろ
う。ポイント︓温かいミルクチョコレートのバーがあ
り、より明るい地⾊と明確に識別できる。︔⽿は温かい
ミルクチョコレートで、中央に薄い拇印模様がある。レ
ッドとクリーム、もしくはそのいずれか⼀⽅のランダム
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なまだらがポイントのマーキングに被さっている。ノー
ズレザー︓シナモンは許される、ピンクでシナモンの輪
郭があるのが好ましい。肌⾊か珊瑚⾊のピンクのまだら
があるかもしれない。パウパッド︓シナモン、またはシ
ナモンで、肌⾊か珊瑚⾊のピンクのまだらがある。 
 
注釈︓これらの猫はトーティーポイントよりリンクスポ
イントに似ている。 
 
ブルークリームリンクスポイント︓体はクリームか薄い
フォーン、腹と胸に、より明るい⾊のシェードがある。
体のシェードはゴーストの縞や、ティッキング、レッド
かクリーム、またはそのいずれかのまだら形成するであ
ろう。ポイント︓シールブラウンのバーがあり、より明
るい地⾊と明確に識別できる。︔⽿はシールブラウン
で、中央に薄い拇印模様がある。レッドかクリーム、も
しくはそのいずれか⼀⽅のランダムなまだらがポイント
のマーキングに被さっている。ノーズレザー︓シールブ
ラウンは許される、ピンクでシールブラウンの輪郭があ
るのが好ましい。肌⾊か珊瑚⾊のピンクのまだらがある
かもしれない。パウパッド︓シールブラウン、またはシ
ールブラウンで、肌⾊か珊瑚⾊のピンクのまだらがあ
る。 
 
注釈︓これらの猫はトーティーポイントよりリンクスポ
イントに似ている。 
 
ライラックークリームリンクスポイント︓体は氷のよう
なホワイト。体のシェードはゴーストの縞や、ティッキ
ング、クリームのまだら、またはそのいずれかを形成す
るであろう。ポイント︓霜が降りたようなグレーでピン
クがかったトーンのバーがあり、より明るい地⾊と明確
に識別できる。︔⽿は霜が降りたようなグレーピンクの
トーンがかかっている。中央に薄い拇印模様がある。ク
リームのランダムなまだらがポイントのマーキングに被
さっている。ノーズレザー︓ラベンダーピンクは許され
る、ピンクでラベンダーピンクの輪郭があるのが好まし
い。肌⾊か珊瑚⾊のピンクのまだらがあるかもしれな
い。パウパッド︓らラベンダーピンク、またはラベンダ
ーピンクで、肌⾊か珊瑚⾊のピンクのまだらがある。 
 
注釈︓これらの猫はトーティーポイントよりリンクスポ
イントに似ている。 
 

パーティカラー カラークラス 
 
シールトーティーポイント︓体はクリームか薄いフォー
ン、腹と胸に、より明い⾊のシェードがある。体の⾊
は、年⻑の猫では、クリームのまだらであるかもしれな
い。ポイント︓シールブラウン。レッドかクリーム、も
しくはそのいずれか⼀⽅のランダムなまだらがある。ノ
ーズレザーとパウパッド︓シールブラウン︔肌⾊か珊瑚
⾊のピンクのまだらがあるのが望ましい。 
 

チョコレートートーティーポイント︓体はアイボリー、
年⻑の猫では、まだらであるかもしれない。ポイント︓
温かいミルクチョコレート⾊で、レッドかクリーム、も
しくはそのいずれか⼀⽅のランダムなまだらがある。ノ
ーズレザーとパウパッド︓シナモン、肌⾊か珊瑚⾊のピ
ンクのまだらがあるのが望ましい。 
 
ブルークリームポイント︓体はブルーがかったホワイト
かプラチナグレーで冷たいトーン、腹と胸に、より明い
⾊のシェードがある。体の⾊は、年⻑の猫では、まだら
であるかもしれない。ポイント︓深いブルーグレー。ク
リームのランダムなまだらがある。ノーズレザーとパウ
パッド︓スレートグレー︔肌⾊か珊瑚⾊のピンクのまだ
らがあるのが望ましい。 
 
ライラックークリームポイント︓体は氷のようなホワイ
ト︔まだら、もしあるなら、ポイントのシェードにおい
てである。ポイント︓霜が降りたようなグレーでピンク
がかったトーン。薄いクリームのランダムなまだらがあ
る。ノーズレザーとパウパッド︓ラベンダーピンク︔肌
⾊か珊瑚⾊のピンクのまだらがあるのが望ましい。 
 
以下の記載は参照の⽬的のみであって、ショースタンダ 
ードの公式な部分ではない。 
 

カラーポイントショートヘアーのカラークラス番号 

 

ソリッドカラーポイント..................2278 2279 

(クリーム、レッド) 

リンクスポイント........................2254 2255 

(ブルー、ブルークリーム、チョコレート、チ

ョコレート-トーティー、クリーム、ライラッ

ク、ライラック-クリーム、レッド、シール、

シール-トーティー) 

パーティ-カラーポイント..................--- 2247 

（ブルー-クリーム、チョコレート-トーティ

ー、ライラック-クリーム、シール-トーティ

ー） 

A O V ..................................2298 2299 

(シールポイント、ブルーポイント、チョコレ

ートポイント、ライラックポイント) 

 

重要︓2010 年6 ⽉15 ⽇以後に⽣まれたオリエンタル
のリターに有効。オリエンタルリター（ショートヘアー
ディビジョン）でポインティッドからポインディッドへ
の繁殖のもの（すなわち、ポインティッドオリエンタル
（ショートヘアーディビジョン）間の掛け合わせや、サ
イアミーズまたはカラーポイントショートヘアーやポイ
ンティッドオリエンタルとの掛け合わせ）は、認められ
ない。そのような掛け合わせは2010 年6 ⽉15 ⽇以降
に⽣まれたリターは登録出来ない。 
＊カラーポイントショートヘアーとアウトクロスする事
の出来る猫種︓カラーポイントショートヘアー、または
サイアミーズ 
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コーニッシュレックス 
( C o r n i s h  R e x ) 

配点 
頭部（２５） 

形と大きさ.................................5 

マズルと鼻.................................5 

目.........................................5 

耳.........................................5 

横顔.......................................5 

体（３０） 

大きさ.....................................3 

胴体......................................10 

脚とポウ...................................5 

尾.........................................2 

骨格.......................................5 

首.........................................2 

コート（４０） 

手触り....................................10 

長さ.......................................5 

ウェーブ、ウェーブの広がり................20 

密着して寝ていること.......................5 

色.........................................5 

 

全般︓コーニッシュレックスはその極端に柔らかい、ウ
ェーブのコートと独特なタイプで、その他の全ての猫種
から区別される。この猫は驚くばかりに重く、触ると温
かい。コーニッシュレックスの全ての輪郭は穏やかにカ
ーブしている。⽣来、コーニッシュレックスは利⼝で、
敏捷で、⼀般に⼿で触って取り扱われるのが好きでる。 
 
横顔︓カーブは⼆つの凸⾯の弧からなる。額は丸味があ
り、ノーズブレークはなだらかで緩い、ローマンノーズ
は⾼く突起した⿐橋を持っている。 
 
頭︓⽐較的⼩さく、卵型。⻑さは幅より約１／３⻑い。
明確なウイスカーブレーク、正⾯から⾒ても、横から⾒
ても、緩やかにカーブした輪郭の卵型である。 
 
マズル︓幾分狭くなって丸く終わっている。 
 
⽿︓⼤きく根元は豊かで、⽴って敏捷な感じ︓頭の⾼い
位置にある。 
 
⽬︓⼤きさは、中位から⼤きい、形は卵型で、上向きに
幾分傾いている。完全な⽬の幅は離れている。⾊は澄ん
で、しっかりと⾊づき、コートのカラーに適合していな
ければならない。 
 
⿐︓ローマン。⻑さは頭の⻑さの３分の１である。横か
ら⾒ると、⿐の端から顎へと真っ直ぐなラインで、かな
りの深さと四⾓ばった印象を持たせる。 
 
頬︓頬⾻は⾼く、突出していて、彫りが深い。 
 

顎︓強く、よく発達している 
 
体︓とても特徴的である、⼩さいから中位で、雄は同じ
⽐率でより⼤きいが、決して粗雑な感じではない。胴体
は⻑く、ほっそりしているが、チューブのようではく、
厚みがあり、しかし、幅広の胸ではない。全体的な輪郭
は、優美なアーチと湾曲を形成しており、どんな平らな
兆候もない。背中は猫が⾃然に⽴った時、⾃然な感じに
アーチ型になっていて、くっきりしている。体の下側の
ラインは胸郭から緩やかにカーブして上向きになってお
り、やや⼩さい（たくし上げたような外観）ウエストの
線を形成している。腰と腿は筋⾁質で幾分重く、体の他
の部分と釣り合いがとれている。 
 
肩︓よく寄っている。 
 
臀部︓丸味があり、筋⾁質である。 
 
脚︓とても⻑く、細そりしている。腿は筋⾁質で、いく
ぶん重く体の残りの部分と釣り合いがとれている。コー
ニッシュレックスはその脚で⾼く⽴つ。 
 
ポウ︓華奢で、僅かに楕円形である。つま先︓前⾜の指
は５本で、後ろは４本。 
尾︓⻑く細く、先端に向かって先細りで、先端はしなや
かである。 
 
⾸︓⻑く細い。 
 
⾻格︓細くて繊細である。 
 
コート︓短く、極端に柔らかくシルキーで、ガードヘア
ーが完全にない。⽐較的濃い。密着して、均⼀なマーセ
ル（波形）ウエーブ、体に密着して寝ていて、頭丁から
背中、両側⾯、腰を越えて広がり、尾の先端へと続く。
ウエーブの⼤きさと深さは多様である。顎の下側の⽑と
胸と腹の⽑は短く、⽬⽴ってウエーブかかかっている。 
 
カラーとマーキング︓ロケットやボタンよりも⽩くなっ
ていない猫は、キャリコまたはバイカラーのクラスの資
格は無い。そのような猫は、ロケットやボタンのペナル
ティ無しで基本⾊のカラークラスで審査されなければな
らない。 このようなロケットやボタンのサイズは、猫
によって異なるだろう。 
 
コンディション︓固く筋⾁質。 
 
減点︓まばらなコート、⽑のないスポット。 
 
失格︓キンクや異常な尾。正しくない⾜の指の数。どん
な粗末なコートや、ガードヘアー。体の後ろ１／４のあ
らゆる不⾃由さの兆候。健康状態が良くない兆候。 
 

コーニッシュレックスのカラー 
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ソリッドカラー 
 
ホワイト︓純粋な輝くホワイト。ノーズレザーとパウパ
ッド︓ピンク。⽬⾊︓深いブルーか輝くゴールド。オッ
ドアイホワイトは、⼀つのブルーの⽬と、⼀つのゴール
ドの⽬を持ち、その⾊の深さは同じである。 
 
ブラック︓濃い⽯炭のような⿊、被⽑の根本から先まで
陰りがない。⽑先の錆びた薄い⾊合いがない。ノーズレ
ザー︓⿊。パウパッド︓⿊かブラウン。⽬⾊︓ゴール
ド。 
 
ブルー︓ブルー、より明るいシェードが望ましい、⿐か
ら尻尾の先まで単⼀のレベルのトーンである。根本ま
で、陰りがない。不均⼀なより明るいシェードより、陰
りのない暗いシェードの⽅がより良い。ノーズレザーと
パウパッド︓ブルー。⽬⾊︓ゴールド 
 
レッド︓深い、豊かな、はっきりとした輝くレッド︔シ
ェードやマーキングや、ティッキングがない。唇と顎は
はコートと同じ⾊。ノーズレザーとパウパッド︓煉⽡⾊
のレッド。⽬⾊︓ゴールド。 
 
クリーム︓マーキングのない、バフクリームの均⼀なシ
ェード。根本まで陰りがない。より明るいシェードが好
ましい。ノーズレザーとパウパッド︓ピンク。⽬⾊︓ゴ
ールド。 
 
チョコレート︓豊かな、暖かいチョコレート-ブラウ
ン、⽑の根本から先まで陰りがない。ノーズレザー︓ブ
ラウン。パウパッド︓シナモンピンク。⽬⾊︓ゴール
ド。 
 
ラベンダー︓豊かで暖かなラベンダーでピンクがかった
トーン。かげりがなく全体に均⼀である。ノーズレザー
とパウパッド︓ラベンダーピンク。⽬⾊︓ゴールド。 
 

チンチラシルバーとシェーデットシルバー 
 
チンチラシルバー︓個々の⽑の軸はホワイト。背中、側
⾯、頭、尻尾に充分に⿊いティップが⼊り、きらめくシ
ルバーの特徴的な外観を与える。脚はティッピングのあ
るシェードがいくぶん⼊ることもある。顎、⽿のタフ
ト、お腹や胸の部分は純粋なホワイト。⽬の縁取りと唇
は⿊、⿐は⿊く縁取られている。ノーズレザー︓煉⽡⾊
のレッド。パウパッド︓⿊。⽬⾊︓グリーンかブル 
ー -グリーン。 
 
シェーデットシルバー︓個々の⽑の軸はホワイトで、体
の側⾯、顔、尾からシェードが薄くなるブラックのティ
ッピングに被われており、背筋が濃く、顎、胸、腹と尻
尾の下側はホワイト。脚は顔と同じトーンである。総じ
て、チンチラよりかなり暗い印象を与える。⽬の縁取
り、唇は⿊、⿐は⿊く縁取られている。ノーズレザー︓

煉⽡⾊のレッド。パウパッド︓⿊。⽬⾊︓グリーンか 
ブルー -グリーン。 
 

スモークカラー 
 
ブラックスモーク︓個々の⽑の軸はホワイトで、それぞ
れに⿊のティップが深く⼊っている。ノーズレザーとパ
ウパッド︓⿊。⽬⾊︓ゴールド。 
 
ブルースモーク︓個々の⽑の軸はホワイトまたはシルバ
ーで、ブルーのティップが深く⼊っている。ノーズレザ
ーとパウパッド︓ブルー。⽬⾊︓ゴールド。 
 
レッドスモーク︓個々の⽑の軸はホワイトで、レッドの
ティップが深く⼊っている。ノーズレザーとパウパッ
ド︓ローズ。⽬⾊︓ゴールド。 
 
クリームスモーク︓個々の⽑の軸はホワイトで、クリー
ムのティップが深く⼊っている。ノーズレザーとパウパ
ッド︓ピンク。⽬⾊︓ゴールド。 
 
チョコレートスモーク︓個々の⽑の軸はホワイトで、そ
れぞれに深いチョコレート⾊のティップが深く⼊ってい
る。ノーズレザーとパウパッド︓ブラウン。⽬⾊︓ゴー
ルド。 
 
ラベンダースモーク︓個々の⽑の軸はホワイトで、それ
ぞれにラベンダー⾊のティップが深く⼊っている。ノー
ズレザー、パウパッド︓ラベンダーピンク。⽬⾊︓ゴー
ルド。 
 
トーティーシェルスモーク︓個々の⽑の軸はホワイト
で、それぞれブラックの深いティップが⼊っており、レ
ッドの斑か、レッドが柔らかく⼊り乱れた部分が、体と
四肢の両⽅にある。（レッドの多くのシェードがあるの
は許容される。）ノーズレザーとパウパッド︓ピンクの
まだらがあるだろう。⽬⾊︓ゴールド。 
 
チョコレートトーティーシェルスモーク︓個々の⽑の軸
はホワイトで、それぞれチョコレートの深いティップが
⼊っており、レッドの斑か、レッドが柔らかく⼊り乱れ
た部分が、体と四肢の両⽅にある。ノーズレザーとパウ
パッド︓⿐とポウにピンクのまだらがあるだろう。⽬
⾊︓ゴールド。 
 
ブルー-クリームスモーク︓個々の⽑の軸はホワイト
で、それぞれにブルーの深いティップが⼊っている。ク
リームの斑か、クリームが柔らかく⼊り乱れた部分が、
体と四肢の両⽅にある。ノーズレザーとパウパッド︓ピ
ンクのまだらがあるだろう。⽬⾊︓ゴールド。 
 
ラベンダー-クリームスモーク:個々の⽑の軸はホワイト
で、それぞれにラベンダーの深いティップが⼊ってい
る。クリームの斑か、クリームが柔らかく⼊り乱れた部
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分が、体と四肢の両⽅にある。ノーズレザーとパウパッ
ド︓ピンクのまだらがあるだろう。⽬⾊︓ゴールド。 
 

タビーカラー 
 
クラッシックタビーパターン︓マーキングは濃く、はっ
きりと⾒えて、幅が広い。脚は体のマーキングとつなが
るように登っていくブレスレットの縞がある。尻尾は均
等に輪がある。⾸、胸の上部に途切れのない何本ものネ
ックレスがあり、ネックレスは多いほど良い。しかめ⾯
マークが額にあり、それは⼊り組んだ"Ｍ"の形になって
いいる。途切れのないラインが⽬の外側の⾓から後ろへ
と⾛っている。渦巻きが頬にある。縦のラインが頭の後
ろを通って肩のバタフライマークにまで及んでいる、そ
のバタフライマークは、上⽻と下⽻の両⽅がくっきりと
縁取られ、輪郭の内側には斑点のマークがある。背中の
マークはバタフライから尻尾へと背⾻に沿って縦に降り
ている⼀本のラインと、それに平⾏して両側にそれぞれ
縦の⼀本の縞からなり、この３本の縞は地⾊の縞によっ
て、よく離れている。⼀つかそれ以上の途切れない輪に
取り囲まれた⼤きな単⾊の班が両則にある。側⾯のマー
クは両則ともに同じである。⼆重の縦のボタンの列が胸
と腹にある。 
 
マッカレルタビーパターン︓マーキングは濃く、くっき
りと⾒え、全ては狭い鉛筆書きのラインのようである。
脚には体のマークにつながる狭いブレスレットからなる
均等な縞がある。尻尾はバーがある。⾸と胸のネックレ
スがくっきりしており、沢⼭のチェーンの様である頭部
には縞があり、額に"M"マークがある。⽬から後ろにか
けて途切れない線が⾛っている。ラインは頭部から駆け
下り、肩で出会っている。背⾻に沿った線は共に流れて
狭いサドルを形作る。狭いペンシルラインが体の回りに
⾛っている。 
 
スポテッドタビーパターン︓体のマーキングはスポット
である。サイズはと形は様々で、丸い、均等に分布した
スポットがより望ましい。体のスポットはマッカレル、
またはクラッシックのパターンを微妙に⽰しているが、
つながってはいない。背の縞は体の⻑さで、尻尾の先ま
で流れている。その縞は理想的にスポットから構成され
ている。顔と額のマークは典型的なタビーのマーキング
になる。体の下側は"ベストボタン"がある。脚と尻尾は
縞になっている。胸の上⽅には⼀つ、もしくはそれ以上
の切れたネックレスがある。 
 
テイックドタビーパターン︓マーキングカラーと地⾊の
さまざまな⾊調でティックドされている。上部から⾒た
ときのボディは⽬⽴つスポット、ストライプ、またはし
みは無い。ただし、背側の濃い陰影は除く。下側の明る
い部分には、タビーが表⽰される場合がある。顔、脚、
尾は、明確なタビーを⽰さなければならない。猫には少
なくとも１つの明確なネックレスが必要である。 
 

パッチドタビー（パッチドタビーはクラッシックか、マ
ッカレルか、スポテッドのいずれかからなる。）︓シル
バー、ブラウン、ブルー、チョコレート、またはラベン
ダーにレッドの斑か、レッドが柔らかく⼊り乱れた部分
が体と四肢の両⽅にある（多くのレッドのシェードがあ
ることは許容される︔ダイリュートカラーではレッドの
代わりにクリームを⽰す）。ノーズレザーとパウパッ
ド︓パッチでないタビーと同じ⾊であるが、ピンクの斑
があるだろう。⽬⾊︓ゴールド。 
 
シルバータビー（クラッシック、マッカレル、スポテッ
ド、ティックド）︓地⾊は薄い澄んだシルバーである。
マーキングは濃いブラック。アンダーコートはホワイ
ト。唇と顎は⽬の周りのリングと同じシェードである。
ノーズレザー︓煉⽡⾊のレッド。パウパッド︓ブラッ
ク。⽬⾊︓グリーンかヘーゼル、またはゴールド。 
 
シルバーパッチドタビー（クラッシック、マッカレル、
スポティッド、ティックド）︓地⾊は、薄いシルバーで
濃いブラックのマーキングがある。レッドの斑か、レッ
ドが柔らかく⼊り乱れた部分が体と四肢の両⽅にある。
アンダーコートはホワイト。唇と顎は⽬の周りのリング
と同じシェードである。ノーズレザー︓煉⽡⾊のレッ
ド。パウパッド︓ブラックまたは煉⽡⾊のレッドの両⽅
か、いずれか⼀⽅。⽬⾊︓グリーン、ヘーゼル、または
ゴールド。 
 
ブルー-シルバータビー:（クラッシック、マッカレル、
スポテッド、ティックド）︓地⾊は、薄いブルーがかっ
たシルバー。マーキングはしっかりとしたブルー。アン
ダーコートはホワイト。唇と顎は⽬の周りのリングと同
じシェードである。ノーズレザー︓ブルー、またはオー
ルドローズでブルーの縁取りがある。パウパッド︓ブル
ーまたはオールドローズ。⽬⾊︓グリーン、ヘーゼル、
またはゴールド。 
 
ブルー-シルバーパッチドタビー（クラッシック、マッ
カレル、スポティッド、ティックド）︓地⾊は、薄いブ
ルーがかったシルバー。マーキングはしっかりとしたブ
ルー。クリームの斑か、クリームが柔らかく⼊り乱れた
部分が体と四肢の両⽅にある。個々の⽑の軸はホワイ
ト。唇と顎は⽬の周りのリングと同じシェードである。
ノーズレザー︓ブルーまたはオールドローズでブルー
か、ピンクの両⽅、またはそのいずれか⼀⽅の縁取りが
ある。パウパッド︓ブルーまたはオールドローズ、また
はピンクの両⽅か、いずれか⼀⽅。⽬⾊︓グリーン、ヘ
ーゼル、またはゴールド。 
 
レッドタビー（クラッシック、マッカレル、スポティッ
ド、ティックド）︓地⾊はレッド。マーキングは深く豊
かなレッド。唇と顎は⽬の周りのリングと同じシェード
である。ノーズレザーとパウパッド︓煉⽡⾊のレッド。
⽬⾊︓ゴールド。 
ブラウンタビー（クラッシック、マッカレル、スポティ
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ッド、ティックド）︓地⾊は輝く銅⾊のブラウン。マー
キングは濃いブラック。唇と顎は、⽬の回りのリングと
同じシエードである。⾜の裏は、パウから踵にかけてブ
ラック。ノーズレザー︓煉⽡⾊のレッド。パウパッド︓
ブラックかブラウン。⽬⾊︓輝くゴールド。 
 
ブラウンパッチドタビー（クラッシック、マッカレル、
スポティッド、ティックド）︓地⾊は輝く銅⾊のブラウ
ン。レッドの斑か、レッドが柔らかく⼊り乱れた部分が
体と四肢の両⽅にある。唇と顎は⽬の回りのリングと同
じシェードである。ノーズレザー︓煉⽡⾊のレッド。パ
ウパッド︓ブラックか煉⽡⾊のレッド。⽬⾊︓ゴール
ド。 
 
ブルータビー（クラッシック、マッカレル、スポティッ
ド、ティックド）︓唇と顎を含み、地⾊は薄いブルーが
かったアイボリー。マーキングはとても深いブルーで地
⾊と良いコントラストをなしている。暖かいフォーンが
かった雰囲気か、パティナが全体にかかっている。 ノ
ーズレザー︓オールドローズ。パウパッド︓ローズ。⽬
⾊︓ゴールド。 
 
ブルーパッチドタビー（クラッシック、マッカレル、ス
ポティッド、ティックド）︓地⾊は、薄いブルーがかっ
たアイボリー、マーキングはとても深いブルーで地⾊と
良いコントラストをなしている。クリームの斑か、クリ
ームが柔らかく⼊り乱れた部分が体と四肢の両⽅にあ
る。唇と顎は⽬の回りのリングと同じシェードである。
暖かいフォーンがかった雰囲気か、パティナが全体にか
かっている。⽬⾊︓ゴールド。 
 
クリームタビー(クラッシク、マッカレルス、ポティッ
ド、ティックド）︓地⾊は薄いクリーム。マーキングは
バフかクリームで、地⾊より充分に濃く、良いコントラ
ストをなが、ダイリュートカラーの範囲内である。唇と
顎は⽬の回りのリングと同じシェードである。ノーズレ
ザーとパウパッド︓ピンク。⽬⾊︓ゴールド。 
 
クリームシルバータビー(クラッシク、マッカレルス、
ポティッド、ティックド）︓地⾊はオフホワイト。マー
キングはクリーム。個々の⽑の軸はホワイト。唇と顎は
⽬の周りのリングと同じシェードである。ノーズレザー
とパウパッド︓ピンク。⽬⾊︓ゴールド。 
 
カメオタビー(クラッシク、マッカレルス、ポティッ
ド、ティックド）︓地⾊はオフホワイト。マーキングは
レッド。個々の⽑の軸はホワイト。唇と顎は⽬の周りの
リングと同じシェードである。ノーズレザーとパウパッ
ド︓ピンク。⽬⾊︓ゴールド。 
 
チョコレートタビー(クラッシク、マッカレルス、ポテ
ィッド、ティックド）︓地⾊はミルクチョコレート。タ
ビーマーキングは深く濃いチョコレートで、地⾊と充分
なコントラストをなす。唇と顎は⽬の回りのリングと同

じシェードである。ノーズレザー︓ブラウンと煉⽡⾊の
⾚の両⽅かいずれか⼀⽅。パウパッド︓煉⽡⾊の⾚から
シナモン-ピンク。⽬⾊︓ゴールド。 
 
チョコレートパッチドタビー(クラッシク、マッカレル
ス、ポティッド、ティックド）︓地⾊はミルクチョコレ
ート。タビーマーキングは深く濃いチョコレートで、地
⾊と充分なコントラストをなし、レッド斑か、レッドが
柔らかく⼊り乱れた部分がある。唇と顎は⽬の回りのリ
ングと同じシェードである。ノーズレザー︓ブラウン、
煉⽡⾊の⾚とシナモンピンクの両⽅かいずれか⼀⽅。パ
ウパッド︓煉⽡⾊の⾚、シナモン-ピンクと珊瑚⾊の両
⽅かいずれか⼀⽅。⽬⾊︓ゴールド。 
 
ラベンダータビー(クラッシク、マッカレルス、ポティ
ッド、ティックド）︓地⾊は薄い霜が降りたようなラベ
ンダーでピンクがかったパティナがある。タビーマーキ
ングはより濃いラベンダーで地⾊と充分なコントラスト
がある。唇と顎は⽬の周りのリングと同じシェードであ
る。ノーズレザー︓ラベンダー。パウパッド︓ピンク。
⽬⾊︓ゴールド。 
 
ラベンダーパッチドタビー(クラッシク、マッカレル
ス、ポティッド、ティックド）︓地⾊は薄い霜が降りた
ようなラベンダーでピンクがかったパティナがある。タ
ビーマーキングはより濃いラベンダーで、地⾊と充分な
コントラストをなしクリームの斑か、クリームが柔らか
く⼊り乱れた部分がある。唇と顎は⽬の回りのリングと
同じシェードである。ノーズレザー︓ラベンダーとピン
クの両⽅かいずれか⼀⽅。パウパッド︓ラベンダーピン
クとピンクの両⽅かいずれか⼀⽅。⽬⾊︓ゴールド。 
 

パーティカラー 
 
トーティシェル︓レッドか柔らかくレッドが⼊り交じっ
た部分のパッチが、体と四肢の両⽅にあるブラック。レ
ッドの様々なシェードがあるのは受け⼊れられる。ノー
ズレザーとパウパッド︓ブラックとレンガ⾊のレッドも
しくはそのいずれか⼀⽅。⽬⾊︓ゴールド。 
 
チョコレートトーティシェル︓豊かで暖かいチョコレー
トブラウンにレッドの斑か、柔らかくレッドが⼊り交じ
った部分が、体と四肢の両⽅にある。レッドの様々なシ
ェードがあるのは許容される。ノーズレザー︓ブラウ
ン、煉⽡⾊の⾚とピンクの両⽅、もしくはいずれか⼀
⽅。パウパッド︓レンガ⾊の⾚、シナモンピンクとピン
クの両⽅、もしくはそのいずれか⼀⽅。⽬⾊︓ゴール
ド。 
 
ブルークリーム︓ブルーにクリームの斑か、柔らかくク
リームが⼊り交じった部分が、体と四肢の両⽅にある。
明るいシェードがより好ましい。ノーズレザーとパウパ
ッド︓ブルーとピンクの両⽅、もしくはいずれか⼀⽅。
⽬⾊︓ゴールド。 
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ラベンダークリーム︓豊かで暖かいピンクがかったラベ
ンダーにクリームの斑か、柔らかくクリームが⼊り交じ
った部分が、体と四肢の両⽅にある。ノーズレザー︓ラ
ベンダー、ラベンダーピンクとピンクの両⽅、もしくは
いずれか⼀⽅。パウパッド︓ラベンダーピンクとピンク
の両⽅、もしくはいずれか⼀⽅。⽬⾊︓ゴールド。 
 

キャリコとバイ-カラー 
 
⽬⾊︓ゴールド、ブルーまたはオッドアイで、例外は別
記。オッドアイのバイカラーは⼀⽅の⽬がブルーで⼀⽅
の⽬がゴールドで均等な⾊の深さである。例外︓シルバ
ータビーアンドホワイト、シルバーパッチドタビーアン
ドホワイト、ブルーシルバータビーアンドホワイト、ブ
ルーシルバーパッチドタビーアンドホワイトは、グリー
ンもしくはヘーゼルの⽬⾊を持つ場合もある。これらの
カラーの猫は、オッドアイでは⼀⽅の⽬がブルーで、も
う⼀⽅がグリーン、ヘーゼル、またはゴールドで均等な
⾊の深みである。ポイントアンドホワイトはブルーの⽬
であろう。 
 
キャリコ︓ブラックとレッドのタビーのないパッチが付
いた⽩。パッチはクリアーで明確である。好ましい最⼩
値として、⽩い⾜、脚、ボディ下⾯、胸およびマズルに
あるべきである。レッドのパッチにはタビーマークの証
拠がいくつか認められる。減点︓ブリンドル（⾊が混じ
り合ったようなもの） 
 
キャリコスモーク︓ブラックスモークとレッドスモーク
のタビーのないパッチと⽩。パッチはクリアーで明確で
ある。好ましい最⼩値として、⽩い⾜、脚、ボディ下
⾯、胸およびマズルにあるべきである。レッドスモーク
のパッチには、タビーマークの証拠がいくつか認められ
る。減点︓ブリンドル（⾊が混じり合ったようなもの） 
 
ダイリュートキャリコ︓ブルーとクリームのタビーのな
いパッチと⽩。パッチはクリアーで明確である。好まし
い最⼩値として、⽩い⾜、脚、ボディ下⾯、胸およびマ
ズルにあるべきである。クリームのパッチには、タビー
マークの証拠がいくつか認められる。減点︓ブリンドル
（⾊が混じり合ったようなもの） 
 
ダイリュートキャリコスモーク︓ブルースモークとクリ
ームのスモークのタビーのないパッチと⽩。パッチはク
リアーで明確である。好ましい最⼩値として、⽩い⾜、
脚、ボディ下⾯、胸およびマズルにあるべきである。ク
リームスモークのパッチには、タビーマークの証拠がい
くつか認められる。減点︓ブリンドル（⾊が混じり合っ
たようなもの） 
 
バンキャリコ︓ブラックとレッドの無秩序なパッチが四
肢︔頭部、尾、脚に限定されてあるホワイトの猫。⼀つ
か⼆の⼩さな⾊のついたパッチが体にあるのは許され

る。 
 
バンダイリュートキャリコ︓ブルースモークとクリーム
スモークの無秩序なパッチが四肢︔頭部、尾、脚に限定
されてあるホワイトの猫。⼀つか⼆の⼩さな⾊のついた
パッチが体にあるのは許される。 
 
バンキャリコスモーク︓ブルーとクリームの無秩序なパ
ッチが四肢︔頭部、尾、脚に限定されてあるホワイトの
猫。⼀つか⼆の⼩さな⾊のついたパッチが体にあるのは
許される。 
 
バンダイリュートキャリコスモーク︓ブルースモークと
クリームスモークの無秩序なパッチが四肢︔頭部、尾、
脚に限定されてあるホワイトの猫。⼀つか⼆の⼩さな⾊
のついたパッチが体にあるのは許される。 
 
チョコレートとティーシェルスモークアンドホワイト︓
ホワイトに加えて、チョコレートトーティーシェルスモ
ークで規定されたような⾊が体と四肢の両⽅、もしくは
そのいずれか⼀⽅にある。ホワイトはボタンやロケット
より多い。 
 
チョコレートキャリコ︓混じり合ってないチョコレート
にレッドのパッチが付いた⽩。パッチはクリアーで明確
である。好ましい最⼩値として、⽩い⾜、脚、ボディ下
⾯、胸およびマズルにあるべきである。レッドのパッチ
にはタビーマークの証拠がいくつか認められる。減点︓
ブリンドル（⾊が混じり合ったようなもの） 
 
チョコレートキャリコスモーク︓混じり合ってないチョ
コレートスモークにレッドのパッチが付いた⽩。パッチ
はクリアーで明確である。好ましい最⼩値として、⽩い
⾜、脚、ボディ下⾯、胸およびマズルにあるべきであ
る。レッドのパッチにはタビーマークの証拠がいくつか
認められる。減点︓ブリンドル（⾊が混じり合ったよう
なもの） 
 
バンチョコレートキャリコ︓チョコレートとレッドの無
秩序なパッチが四肢︔頭部、尾、脚に限定されてあるホ
ワイトの猫。⼀つか⼆の⼩さな⾊のついたパッチが体に
あるのは許される。 
 
バンチョコレートキャリコスモーク︓チョコレートスモ
ークとレッドスモークの無秩序なパッチが四肢︔頭部、
尾、脚に限定されてあるホワイトの猫。⼀つか⼆の⼩さ
な⾊のついたパッチが体にあるのは許される。 
 
ラベンダークリームスモークアンドホワイト︓ホワイト
に加えて、ラベンダークリームスモークで規定されたよ
うな⾊が体と四肢の両⽅、もしくはそのいずれか⼀⽅に
ある。ホワイトはボタンやロケットより多い。 
 
ラベンダーキャリコ︓ラベンダーとクリームのタビーの
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ないパッチと⽩。パッチはクリアーで明確である。好ま
しい最⼩値として、⽩い⾜、脚、ボディ下⾯、胸および
マズルにあるべきである。クリームのパッチには、タビ
ーマークの証拠がいくつか認められる。減点︓ブリンド
ル（⾊が混じり合ったようなもの） 
 
ラベンダーキャリコスモーク︓ラベンダースモークとク
リームスモークのタビーのないパッチと⽩。パッチはク
リアーで明確である。好ましい最⼩値として、⽩い⾜、
脚、ボディ下⾯、胸およびマズルにあるべきである。ク
リームスモークのパッチには、タビーマークの証拠がい
くつか認められる。減点︓ブリンドル（⾊が混じり合っ
たようなもの） 
 
バンラベンダーキャリコスモーク︓ラベンダースモーク
とクリームスモークの無秩序なパッチが四肢︔頭部、
尾、脚に限定されてあるホワイトの猫。⼀つか⼆の⼩さ
な⾊のついたパッチが体にあるのは許される。 
 
バンラベンダーキャリコ︓ラベンダースとクリームの無
秩序なパッチが四肢︔頭部、尾、脚に限定されてあるホ
ワイトの猫。⼀つか⼆の⼩さな⾊のついたパッチが体に
あるのは許される。 
 
パッチドタビーアンドホワイト︓（クラシック、マッカ
レル、スポテッド）⾊が付いている部分は、現在確⽴さ
れているパッチドタビーのスタンダードに適合する。好
ましい最⼩値として、⽩い⾜、脚、ボディ下⾯、胸およ
びマズルにあるべきである。この最⼩値より少ない⽩は
それに⽐例してペナルティを科すべきである。 
 
バイ-カラー︓ブラックアンドホワイト、ブルーアンド
ホワイト、レッドアンドホワイト、クリームアンドホワ
イト、チョコレートアンドホワイト、またはラベンダー
アンドホワイト︔ブラックスモークアンドホワイト、ブ
ルースモークアンドホワイト、レッドスモークアンドホ
ワイト、クリームスモークアンドホワイト、チョコレー
トスモークアンドホワイト、またはラベンダースモーク
アンドホワイト︔タビー(クラッシク、マッカレル、ス
ポティッド、ティックド）アンドホワイト（シルバー、
ブルーシルバー、レッド、ブラウン、ブルー、クリー
ム、カメオ、クリームシルバー、チョコレート、ラベン
ダー）︔そしてあらゆるポイントとホワイト。好ましい
最⼩限度として、猫は脚と⾜、下部と胸に⽩がなければ
ならない。ロケットもしくはボタン、あるいはその両⽅
を持っただけの猫は、このカラークラスとはみなされな
い。このような猫は、このようなボタンやロケットに対
して減点されることなく、その猫達の体のカラーに沿っ
たカラークラスで審査されるであろう。 
 
バンバイ-カラー︓⾊（バイ-カラーで記載されたよう
な）の無秩序なパッチが四肢︔頭部、尾、脚に限定され
てあるホワイトの猫。⼀つか⼆の⼩さな⾊のついたパッ
チが体にあるのは許される。 

 
ポインティッドカラー 

 
ポインティッド︓シールポイント、チョコレートポイン
ト、ブルーポイント、ラベンダーポイント、レッドポイ
ント、クリームポイント、シールトーティーポイント、
チョコレートトーティーポイント、ブルークリームポイ
ント、ラベンダークリームポイント、体の⾊はその猫の
ポイントの⾊により、ホワイト、ブルーがかったホワイ
ト、アイボリー、から薄いフォーンの範囲であろう。
脚、尾、頭のポイントは体の⾊よりかなり濃い。ノーズ
レザーとパウパッド︓ポイントと同じ⾊。⽬⾊︓ブル
ー。 
 
ポインティッドアンドホワイト︓頭、⽿、尾にポイント
の⾊があるバイカラーの猫、ポイント⾊のスポットが体
と脚にホワイトに沿ってある。⽬⾊︓ブルー。 
 
リンクスポイント:体の⾊はポイントのカラーに適合す
る（レッド、クリーム、シール、チョコレート、ブル
ー、ラベンダー、トーティー、ブルークリーム、とラベ
ンダークリーム）。例えば、シールリンクスポイントの
体の⾊は、クリーム／薄いフォーンで、シールブラウン
の縞／バーが、ポイントの部分ー尾、顔、脚にある。マ
スクはくっきりと、額に濃い縦の縞で縁取られ、額にク
ラッシクの"M"があり、頬に⽔平の縞があり、ウイスカ
ーパッドに濃い⾊で縁取られた濃い斑点がある。⽿はむ
らのない⾊で、縞はない。”拇印マーク”はダイリュート
カラーや⼦猫では、より不明瞭ではあるが、⽿の後ろに
⾒えなければならない。脚はくっきりと分かる、様々な
⼤きさの途切れた縞や輪、もしくはそのいずれか⼀⽅が
なければならない。尾は縞がある。体には縞や班はない
が、年⻑の猫でのシェーディングは配慮される。リンク
スポイントパターンはホワイトと組み合わされ、その場
合はバイカラークラスで審査される。ノーズレザーとパ
ウパッド︓ポイントカラーに適合する。⽬⾊︓ブルー。 
 
O R C（その他のレックスの⾊）︓その他のあらゆる⾊
とパターン。⽬⾊︓︓ゴールド、ブルーまたはオッドア
イ。 
 
以下の記載は参照の⽬的のみであって、ショースタンダ
ードの公式な部分ではない。 
 

コーニッシュレックス カラークラス番号 

 

ホワイト.............................0900  0901 

ブルー（スモークを含む）.............0906  0907 

ブラック（スモークを含む）...........0908  0909 

レッド（スモークを含む）.............0910  0911 

クリーム（スモークを含む）...........0914  0915 

その他のソリッドカラー(スモークを含む）（ラベンダ

ー、チョコレート） 

.........0920  0921 
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チンチラシルバーとシェーデットシルバー 

.....................................0930  0931 

シルバータビー（クラッシック、マッカレル、 

スポティッド、ティックド） 

.....................0936  0937 

レッドタビー（クラッシック、マッカレル、 

スポティッド、ティックド） 

.....................0940  0941 

ブラウンタビー（クラッシック、マッカレル、 

スポティッド、ティックド） 

.....................0944  0945 

ブルータビー（クラッシック、マッカレル、 

スポティッド、ティックド） 

.....................0952  0953 

クリームタビー（クラッシック、マッカレル、 

スポティッド、ティックド） 

....................0954  0944 

パッチドタビー（クラッシック、マッカレル、 

スポティッド、ティックド） 

.....................----  0973 

（シルバー、ブラウン、ブルー） 

トーティーシェル（スモークを含む）    ..----  0947 

 (チョコレートトーティーシェル、チョコレ

ートトーティーシェルスモーク) 

キャリコ（ダイリュート、スモーク、バンを含む） 

.....................................----  0949 

（パッチドタビーアンドホワイト[クラッシッ

ク、マッカレル、スポティッド、ティック

ド]） 

ブルークリーム（ブルークリームスモーク、ラベンダー

クリームスモークを含む).................----  0951 

バイカラーとバンバイカラー..............0960  0961 

[全てのソリッドカラーとホワイト；全てのタ

ビーとホワイト；スモーク（ブラック、ブル

ー、チョコレート、ラベンダー、レッドとク

リーム）とホワイト。全てのポインティッド

とホワイト] 

ポインティッド(リンクスポイントを含む） 

.....................................0996  0997 

ORC(その他のレックスの色）..............0990  0991 

（その他のあらゆる色とパターン。ロケット

とボタンもしくはそのいずれかを持つにすぎ

ない猫はこのカラークラスの資格はない。そ

のような猫はその猫達の基本の色のカラーク

ラスで、ロケットやボタンというような事に

対して減点されることなく、審査されるであ

ろう。) 

AOV.....................................0998  0999 

 

＊コーニッシュレックスとアウトクロスする事の出来る
猫種︓なし。 
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デボンレックス 
( D e v o n R e x ) 

配点 
頭部（４０） 

大きさと形.........................12 
マズル..............................5 
横顔と顎............................6 

目..................................5 
耳.................................12 

体（２５） 
胴体と尾...........................10 
脚とポウ...........................10 
首..................................5 

コート（３０） 
密度...............................10 
手触りと長さ.......................10 
ウェーブの状態.....................10 
カラー..............................5 

 

全般︓デボンレックスは独特な外⾒の品種である。そ
の⼤きな⽬、短いマズル、突き出た頬⾻、⼤きく下の
⽅に付いた⽿は、特徴的な妖精のような外観を作り出
している。中位に細っそりした⾻格構造の猫であるデ
ボンレックスは、柔らかく、ウエーブがかかった⽪⽑
で良く覆われていて、その⽪⽑は特有の⼿触りで、こ
のウェービーなコートをもたらす突然変異は、他の品
種では育成されていない。デボンレックスは敏捷で、
活発で、周りの物に対して、愛らしい好奇⼼を⽰す。 
 
頭部︓修正楔形。正前から⾒ると、この楔形は３つの
凸状の曲線︓⽿たぶの外側の⾓、頬⾻、ウイスカーパ
ッド、の狭くなっていく⼀続きで輪郭を描かれている。
頭は幅広であるが、その広い幅よりは幾分縦が⻑い。
顔は豊かな頬ではくっきりと頬⾻とウイスカーのブ
レークがある。横から⾒ると、⿐はしっかりと⽬⽴つ
ストップがある︓額は真っ直ぐな頭蓋⾻へと、後に湾
曲している。⼤⼈の雄の種雄のジャウルには斟酌がな
される。 
 
マズル︓短く、良く発達している。突出したウイスカ
ーパッド。 
 
顎︓⼒強く、よく発達している。横から⾒ると、顎先
は⿐と垂直に並んでいなければならず、アンダーショ
ットでも、オーバーショットでもない。 
 
⽬︓⼤きく離れて位置している、形は卵形で、⽿の外
側の⾓に向かって傾いている。あらゆる⽬⾊が受け⼊
れられ、⽬⾊にはポイントは割り当てられていない。
（カラーポイントは、⼀般にはブルーの⽬であるだろ
うし、ミンクは⼀般にアクアの⽬をもつであろう）。 
 
⽿︓⽬を引くほどに⼤きく、とても低い位置にあり、
根元がとても広く、⽿の外側の付け根は楔形を越えて

広がっている。丸味を帯びた先端へと先細りになり、
細い⽪⽑でしっかい覆われている。⽿のマフと⽿の先
端のタフト、またはそのいずれか⼀⽅は、ある場合も、
無い場合もある。 
 
体︓固く筋⾁質でしなやか、中位の⻑さ。胸は幅が広
く、⾻格は中程度に細い。中程度に細いが、頑丈な脚
である。脚に上に胴体は⾼く⽀えられ、後ろ⾜は前⾜
より幾分⻑い。良い⽐率が維持されている限りには、
雄で⼤きさが⼤きい事に斟酌はなされる。 
 
脚とポウ︓脚は⻑くほっそりしている。ポウは⼩さく、
卵形、前⾜の指は５本、後ろは４本である。 
 
尾︓⻑く、細く、先細りで、短い⽪⽑で充分に覆われ
ている。 
 
⾸︓中位の⻑さで、ほっそりしている。 
 
コート︓密度︓この猫は⽪⽑で充分に覆われており、
最も濃い密度は背中、側⾯、尾、脚、顔、⽿で⾒られ
る。頭頂、⾸、胸、腹で幾分少ない密度であるのは、
許される。⼦猫で⽑の無い所の斑は⽋点であり、⼤⼈
の猫では、重⼤な⽋点である︔しかし、体の下側のう
ぶ⽑の存在は、⽑がないこととして、誤解されてはな
らない。こめかみ（額の⽿の前）の薄い⽑は⽋点では
ない。 
 
⼿触り︓コートは柔らかく、繊細で、こくがあり、レ
ックスになっている（すなわち、ガードヘアーがない
外観）。 
 
⻑さ︓コートは背中、側⾯、脚の上、尾で短い。頭、
⽿、⾸、⾜先、胸、腹ではとても短い。⼦猫は全体に
とても短い⽑であるかもしれないが、ウエーブするに
充分なほど⻑くはなくても、⼦猫を均⼀に覆っていな
ければならず、⽑のない斑の兆候はない。 
 
状態︓さざなみのようなウェーブの効果はコートを⼿
で平らにしたとき、明らかにならなければならない。
そのウェーブはコートは最も⻑い、体と尾でもっとも
明らかである。 
 
減点︓⻑い、もしくは狭い、あるいはその両⽅のヘッ
ド、"V"のつくりに先細りになった頭で広がった⽿を
持っている︔丸い、または混⾎猫の外観を持つ頭︔極
端に短いマズル︔間違った配置の噛み合わせ︔⼩さい
か、⾼い位置にある⽿︔短いか、⽑がない尾、真っ直
ぐなコート︔⽑が無い斑。 
 
失格︓広い範囲で⽑がないこと、過剰に⻑い、または
シャギーなコート︔尾の⽑がロングヘアーである︔キ
ンクか異常な尾、正しくない脚の指の数、斜視、弱い
後ろ⾜。病気や健康状態が良くないあらゆる兆候。 
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デボンレックスのカラー 

 
コートカラー︓どんな遺伝的に可能なカラーやパター
ンと、遺伝的に可能なカラーとパターンのあらゆる組
み合わせが認められる。 
 
ホワイト︓純粋な輝くホワイト。ノーズレザーとパウ
パッド︓ピンク。 
 
ブラック︓濃い⽯炭のような⿊、被⽑の根本から先ま
で陰りがない。⽑先の錆びた薄い⾊合いがない。ノー
ズレザー︓⿊。パウパッド︓⿊かブラウン。 
 
ブルー︓ブルー、より明るいシェードが望ましい、か
ら尻尾の先まで単⼀のレベルのトーンである。根本ま
で、陰りがない。不均⼀なより明るいシェードより陰
りのない暗いシェードの⽅がより良い。ノーズレザー 
とパウパッド︓ブルー。 
 
レッド︓深い、豊かな、はっきりとした輝くレッド︔
シェードやマーキングや、ティッキングがない。唇と
顎ははコートと同じ⾊。ノーズレザーとパウパッド︓
煉⽡⾊のレッド。 
 
クリーム︓マーキングのない、バフクリームの均⼀な
シェード。根本まで陰りがない。より明るいシェード
が好ましい。ノーズレザーとパウパッド︓ピンク。 
 
チョコレート︓豊かな栗⾊、全体をとおして陰りがな
い。ノーズレザー︓ブラウン。パウパッド︓ブラウン
かシナモン。 
 
ラベンダー︓霜が降りたようなグレーでピンクがかっ
たトーン。全体をとおして陰りがない。ノーズレザー
とパウパッド︓ラベンダー-ピンク。 
 
シナモン︓シナモン。全体をとおして陰りがない。ノ
ーズレザーとパウパッド︓シナモン。 
 
フォーン︓薄いピンクがかったフォーン︔より明るい
シェードが望ましい。全体をとおして陰りがない。ノ
ーズレザーとパウパッド︓ラベンダー-ピンク。 
 
シェーデットパターン︓アンダーコートはホワイト、
指定されたされたマーキングの⾊のティッピングに
被われ、側⾯、顔と尾から、次第に薄くなっていき、
背筋が濃く、顎、腹、尾の下側はホワイト。脚は顔と
同じトーンである。⽬の縁取り、唇は、⿐はマーキン
グの⾊で縁取られている。ノーズレザーとパウパッド
は以下に定義する。 
 
シェーデットシルバー︓ノーズレザー︓煉⽡⾊のレッ
ド。パウパッド︓ブラック。 

 
ブルーシェーデット︓ノーズレザー︓ブルーかピンク
のトーンがあるブルー、パウパッド︓ブルーまたはピ
ンクのトーンがあるブルー。 
 
チョコレートシェーデット︓ノーズレザー︓ピンク。
パウパッド︓シナモン。 
 
ラベンダーシェーデット︓ノーズレザー︓ラベンダー
ピンク。パウパッド︓ラベンダーピンク。 
 
カメオシェーデット︓ノーズレザー︓ローズ。パウパ
ッド︓ローズ。 
 
クリームシェーデット︓ノーズレザーとパウパッド︓
ピンク 
 
シナモンシェーデット︓ノーズレザー︓ローズ。パウ
パッド︓サンゴ⾊。 
 
フォーンシェーデット︓ノーズレザー︓フォーン。パ
ウパッド︓ピンク。 
 
トーティーシェルシェーデット︓ノーズレザーとパウ
パッド︓ソリッドにおいてのように、ピンクのまだら
があるであろう。 
 
ブルークリームシェーデット︓ノーズレザーとパウパ
ッド︓ソリッドにおいてのように、ピンクのまだらが
あるであろう。 
 
チョコレートトーティーシェルシェーデット︓ノーズ
レザーとパウパッド︓ソリッドにおいてのように、ピ
ンクのまだらがあるであろう。 
 
シナモントーティーシェルシェーデット︓ノーズレザ
ーとパウパッド︓ソリッドにおいてのように、ピンク
のまだらがあるであろう。 
 
ラベンダークリームシェーデット︓ノーズレザーとパ
ウパッド︓ソリッドにおいてのように、ピンクのまだ
らがあるであろう。 
 
フォーン-クリームシェーデット︓ノーズレザーとパ
ウパッド︓ソリッドにおいてのように、ピンクのまだ
らがあるであろう。 
 
チンチラ︓アンダーコートは純粋なホワイト。背中、
側⾯、頭、尾のコートは指定されたマーキングの⾊で、
充分にティップがあり（すなわち、ブラック、ブルー、
レッド、クリーム、トーティーシェル、等）、特徴的な
輝く外観を持つ。脚は、わずかに、ティッピングのシ
ェードがある。顎、腹、胸は純粋なホワイト。⽬の輪
郭、唇、⿐はマーキングの⾊で縁取られている。ノー
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スレザー︓パターンとマーキングカラー（ブラック/煉
⽡⾊の⾚、ブルー/オールドローズ、 レッドとクリー
ム/ロース 等）に適切である。パウパッド︓パターン
とマーキングの⾊に適合する。（ブラック/ブラック、
ブルー/ローズ、 レッドとクリーム/ローズ 等） 
 
スモークパターン︓ホワイトのアンダーコートで、指
定されたマーキングカラーのより深いティップがる。
猫が休んでいると、マーキングカラーに⾒える。動く
と、ホワイトのアンダーコートが現れる。ポイント（体
の先端）とマスク（顔）は、⽪膚に隣接する⽑の根元
で、ホワイトの狭いバンドがあるマーキングカラーで、
根元のホワイトは、⽑を分けた時にだけ⾒えるであろ
う。ノーズレザーとパウパッド︓パターンとマーキン
グカラーに適合する（以下を参照）。 
 
ブラックスモーク︓ノーズレザーとパウパッド︓ブラ
ック。 
 
ブルースモーク︓ノーズレザーとパウパッド︓ブルー。 
 
レッドスモークカメオ（カメオ）︓ノーズレザーとパウ
パッド︓ローズ。 
 
チョコレートスモーク︓ノーズレザーとパウパッド︓
ブラウンか煉⽡⾊。 
 
ラベンダースモーク︓ノーズレザーとパウパッド︓ラ
ベンダーピンク。 
 
シナモンスモーク︓ノーズレザーとパウパッド︓シナ
モン。 
 
クリームスモーク︓ノーズレザーとパウパッド︓ピン
ク。 
 
フォーンスモーク︓ノーズレザーとパウパッド︓フォ
ーン。 
 
トーティーシェルスモーク︓ノーズレザーとパウパッ
ド︓⿐とポウにピンクのまだらがある。 
 
ブルークリームスモーク︓ノーズレザーとパウパッ
ド︓⿐とポウにピンクのまだらがある。 
 
チョコレートトーティーシェルスモーク︓ノーズレザ
ーとパウパッド︓⿐とポウにピンクのまだらがある。 
 
ラベンダー-クリームスモーク︓ノーズレザーとパウ
パッド︓⿐とポウにピンクのまだらがある。 
 
シナモン-クリームスモーク︓ノーズレザーとパウパ
ッド︓⿐とポウにピンクのまだらがある。 
 

フォーン-クリームスモーク︓ノーズレザーとパウパ
ッド︓⿐とポウにピンクのまだらがある。 
 
クラッシックタビーパターン︓マーキングは濃く、は
っきりと⾒えて、幅が広い。脚は体のマーキングとつ
ながるように登っていくブレスレットの縞がある。尻
尾は均等に輪がある。⾸、胸の上部に途切れのない何
本ものネックレスがあり、ネックレスは多いほど良い。
しかめつらマークが額にあり、それは⼊り組んだ"Ｍ"
の形になっている。途切れのないラインが⽬の外側の
⾓から後ろへと⾛っている。渦巻きが頬にある。縦の
ラインが頭の後ろを通って肩のバタフライマークに
まで及んでいる、そのバタフライマークは、上⽻と下
⽻の両⽅がくっきりと縁取られ、輪郭の内側には斑点
のマークがある。背中のマークはバタフライから尻尾
へと背⾻に沿って縦に降りている⼀本のラインと、そ
れに平⾏して両側にそれぞれ縦の⼀本の縞からなり、
この３本の縞は地⾊の縞によって、よく離れている。
⼀つかそれ以上の途切れない輪に取り囲まれた⼤き
な単⾊の班が両則にある。側⾯のマークは両則ともに
同じである。⼆重の縦のボタンの列が胸と腹にある。 
 
マッカレルタビーパターン︓マーキングは濃く、くっ
きりと⾒え、全ては狭い鉛筆書きのラインのようであ
る。脚には体のマークにつながる狭いブレスレットか
らなる均等な縞がある。尻尾はバーがある。⾸と胸の
ネックレスがくっきりしており、沢⼭のチェーンの様
である。頭部には縞があり、額に"M"マークがある。⽬
から後ろにかけて途切れない線が⾛っている。ライン
は頭部から駆け下り、肩で出会っている。背⾻に沿っ
た線は共に流れて狭いサドルを形作る。狭いペンシル
ラインが体の回りに⾛っている。 
 
スポティッドタビーパターン︓体のマーキングはスポ
ットである。スポットは丸くなっているか、⻑⽅形か
ロゼットの様な形であろう。それらはいずれも、等価
であるが、しかしスポットの形や位置ははっきりして
いなければならない。スポットは切れたマッカレルの
パターンで⼀緒に流れていてはならない。背の縞は、
理想的にはスポットから構成されている。顔と額のマ
ークは典型的なタビーのマーキングになる。体の下側
は"ベストボタン"がある。脚と尻尾はバーになってい
る。 
 
ティックドタビーパターン︓体の⽑は、様々なマーキ
ングのカラーのシェードと、地⾊のカラーのティック
ドである。上から⾒たときに、体には、より濃い背の
シェード以外には、⽬⽴ったスポット、縞。ブロッチ
（クラッシックタビーのパターン）がない。より明る
い体の下側はタビーマークがあるだろう。顔と脚と尾
にははっきりとしたタビー模様がなければならない。
猫は、少なくとも⼀つ、ネックレスがなければならな
い。 
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パッチドタビーパターン︓パッチドタビー（トビー）
はシルバー、ブラウン、ブルー、ラベンダー、フォー
ン、シナモン、チョコレートタビーからなり、くっき
りとしたレッドかクリームのパッチが、体と四肢の両
⽅にある︔顔に斑があるのが望ましい。 
 
シルバータビー︓唇と顎を含み、地⾊は薄い澄んだシ
ルバーである。マーキングは濃いブラック。ノーズレ
ザー︓煉⽡⾊のレッド。パウパッド︓⿊。ブラウンタ
ビー︓地⾊は輝く銅⾊のブラウン。マーキングは濃い
ブラック。唇と顎は、⽬の回りのリングと同じシエー
ドである。⾜の裏は、パウから踵にかけてブラック。
ノーズレザー︓煉⽡⾊のレッド。パウパッド︓ブラッ
クかブラウン。 
 
ブルータビー︓唇と顎を含み、地⾊は薄いブルーがか
ったアイボリー。マーキングはとても深いブルーで、
⾊と良いコントラストをなしている。暖かいフォーン
がかった雰囲気か、パティナ（patina:緑⻘、）が全体
にかかっている。ノーズレザー︓オールドローズ。パ
ウパッド︓ローズ。 
 
レッドタビー︓地⾊はレッド。マーキングは深く豊か
なレッド。唇と顎はレッド。ノーズレザーとパウパッ
ド︓煉⽡⾊のレッド。 
 
クリームタビー︓唇と顎を含み地⾊はとても薄いクリ
ーム。マーキングはバフかクリームで良いコントラス
をなすように、地⾊より充分に濃いが、ダイリュート
カラーの範囲内ではある。ノーズレザーとパウパッ
ド︓ピンク。 
 
チョコレート（チェスナッツ）タビー︓地⾊は暖かい
フォーン、マーキングは豊かな栗⾊のブラウン。ノー
ズレザー︓栗⾊か栗⾊の輪郭のあるピンク。パウパッ
ド︓シナモン。 
 
チョコレートシルバータビー︓唇と顎を含み地⾊はシ
ルバー。マーキングは豊かな栗⾊。ノーズレザー︓栗
⾊か栗⾊の輪郭があるピンク。パウパッド︓シナモン。
シナモンタビー︓唇と顎を含み地⾊は薄い、温かい蜂
蜜⾊、マーキングは濃いシナモン、地⾊と良いコンラ
ストをなしている。ノーズレザー︓シナモンまたはシ
ナモンで縁取りのあるサンゴ⾊。パウパッド︓シナモ
ン。 
 
シナモンシルバータビー︓唇と顎を含み地⾊は薄い輝
くシルバー。マーキングは濃いシナモン。ノーズレザ
ー︓シナモン。パウパッド︓サンゴ⾊。ラベンダータ
ビー︓地⾊は薄いラベンダー、マーキングは豊かなラ
ベンダーで、地⾊と良いコントラストをなす。ノーズ
レザー︓ラベンダーかラベンダーの輪郭があるピンク。
パウパッド︓ラベンダーピンク。 
 

ラベンダーシルバー︓唇と顎を含み地⾊は冷たい澄ん
だシルバー。マーキングは正しいラベンダー⾊。ノー
ズレザー︓ラベンダーかラベンダーの輪郭があるピン
ク。パウパッド︓ラベンダーピンク。 
 
フォーンタビー︓唇と顎を含み地⾊は薄いアイボリー。
マーキングは濃いフォーンで地⾊と良いコントラト
をなす。ノーズレザーとパウパッド︓薄いフォーン。
カメオタビー︓地⾊はオフホワイト。マーキングはレ
ッド。ノーズレザーとパウパッド︓ローズ。 
 
ブルーシルバー、クリームシルバータビー、フォーン
シルバー︓タビーパターンは、⾊と⽪膚の記載ととも
に、相当するシェードのカラーと同じである。 
 
トーティシェル︓ブラックにレッドかクリームのまだ
らがある。顔に斑があるのが望ましい。 
 
ブルー-クリーム︓ブルーにクリームのまだらかパッ
チがある。顔に斑があるのが望ましい。 
 
チョコレート（チェスナッツ）トーティシェル︓豊か
な栗⾊のブラウン、レッドとクリーム、もしくはいず
れか⼀⽅のまだらか、パッチがある。顔に斑があるの
が望ましい。 
 
シナモントーティシェル︓シナモン、レッドとクリー
ム、もしくはいずれか⼀⽅のまだらか、パッチがある。
顔に斑があるのが望ましい。 
 
ラベンダークリーム︓ラベンダーにクリームのまだら
かパッチがある。顔に斑があるのが望ましい。 
 
フォーン-クリーム︓フォーンにクリームのまだらか
パッチがある。顔に斑があるのが望ましい。 
 
キャリコ︓⽩にブラックとレッドの無秩序なパッチが
ある。ホワイトが体の下の部分では優占している。 
 
バンキャリコ︓ホワイトの猫で、ブラックとレッドパ
ッチが、末端部分︔頭、尻尾、脚に限定されてある。
体に⼀つか⼆つの⼩さな⾊のあるパッチは許される。
ダイリュートキャリコ︓⽩に、ブルーとクリームの無
秩序なパッチがある。ホワイトが体の下の部分では占
している。 
 
バンダイリュートキャリコ︓ホワイトの猫で、ブルー
とクリームの無秩序なパッチが末端部分︔頭、尻尾脚
に限定されてある。体に⼀つか⼆つの⾊の⼩さなパッ
チは許される。 
 
バイ-カラー︓ソリッドカラーとホワイト、タビーとホ
ワイト、トーティシェルとホワイト等。 
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バンバイ-カラー︓ソリッドカラーとホワイト、タビー
とホワイト、トーティシェルとホワイト等。⾊は先端
部分︔頭、尻尾、脚に限定される。体に⼀つか⼆つの
⼩さなパッチは許される。 
 
フォーン-キャリコ、ラベンダーキャリコ、チョコレー
トキャリコ と、シナモンキャリコ︓上記のキャリコに
関しては、適切なマーキングのカラー。 
 
フォーンバンキャリコ、ラベンダーバンキャリコ、チ
ョコレートバンキャリコ、とシナモンバンキャリコ︓
上記のバンキャリコに関しては、適切なマーキングの
カラー。 
 
ポインテッドパターン︓体の⾊はより明るく、いくつ
かの⾊が認められる。年⻑の猫のより濃い体の⾊には
考慮酌量がなされるが、ポイントとボディー間のコン
トラストは明確である。ポイント︓マスク、⽿、脚、
尾と⾜にくっきりと明瞭である。マスクは頭頂を越え
て広がってはならない。ノーズレザーとパウパッド︓
コートカラーに適合している。ポイントパターンはそ
の他のパターン（ミンク以外）といずれかの⾊が組合
わさっているかもしれない。すなわち、ライラック- シ
ルバーリンクスポイント、ウイズホワイト（バイカラ
ークラス参照）。 
 
ミンクパターン︓いずれかの⾊が体にある。体とポイ
ントの間のコントラストは微妙から、⼦猫や若い猫で、
くっきりとしているものまで範囲がある。コントラス
トは年⻑の猫、より濃い⾊、タビーやトーティーでは
最⼩になる。ポイント︓マスク、⽿、脚、尾と⾜で均
⼀である。ノーズレザーとパウパッド︓コートカラー
に適合している。⽬⾊︓アクア。ミンクパターンはそ
の他のパターン（ポイントまたはセピア以外）といず
れかの⾊が組合わさっているかもしれない。すなわち、
ナチュラルミンク、ブルーミンク、シャンペーンミン
ク、プラチナミンク、シナモンミンク、フォーンミン
ク、レッドミンク、クリームミンク、ナチュラルタビ
ーミンク、ブルークリームミンク、トーティーミンク、
プラチナ-スモークミンク等 または、ドミナントカラ
ーでレッドとの組み合わせ、劣性カラーでのクリーム
との組み合わせ、スモーク、シェーデット、とタビー
パターン、ODRC クラスに⽰される全て。いずれかの
カラーとパターンでホワイトとの組み合わせは、バイ
カラークラスで⽰される。 
 
セピアパターン︓成熟した猫は豊かで均⼀なカラーで
なければならず、シェーデイングはほとんど感知でき
ずわずかに明るい⾊調が体の下部にある。⼦猫はしば
しばより明るい⾊である。ノーズレザーとパウパッ
ド︓コートカラーに適合する。⽬⾊︓イエロー/ゴール
ド、からグリーン。セピアパターンはその他のパター
ン（ポイントまたはセピア以外）といずれかの⾊が組
合わさっているかもしれない。すなわちセーブルセピ

ア、ブルーセピア、シャンペーンセピア、プラチナセ
ピア、シナモンセピア、フォーンセピア、レッドセピ
ア、クリームセピア、または、ドミナントカラーでレ
ッドとの組み合わせ、劣性カラーでのクリームとの組
み合わせ、スモーク、シェーデット、とタビーパター
ン、ODRC クラスに⽰される全て。いずれかのカラー
とパターンでホワイトとの組み合わせは、バイカラー
クラスで⽰される。 
 
O D R C（その他のデボンレックスのカラー）︓その他
の⾊とパターン。ロケットとボタン、もしくはそのい
ずれか⼀⽅を単に持っただけの猫はこのクラスに適
合せず、そのような猫はそれらの基本となるカラーク
ラスで、このようなロケットやボタンに対して減点さ
れることなく審査されるであろう。例には次のものが
含まれるがこれらに限定はされない（シールポイント、
チョコレートポイント、ブルーポイント、ライラック
ポイント、クリームポイント、リンチポイント、シナ
モンポイントなど）、ミンクタビー、セピアタビー等。 
 
以下の記載は参照の⽬的のみであって、ショースタン
ダードの公式な部分ではない。 
 

デボンレックス カラークラス番号 

 
ソリッド     ...................2902  2903 
(ホワイト、ブラック、ブルー、レッド、
クリーム、チョコレート、ラベンダー、
シナモン、フォーン ) 
タビー   .......................2944  2945 
(いずれかのソリッド、トーティー、また

はシルバーのカラーで、いずれかのタビ
ーパターン（クラッシック、マッカレル、
パッチド、スポッティッド、ティックド）
と組合わさったもの、タビーアンドホワ
イト、ミンクタビー、セピアタビーは除
外） 
バイカラー    ..................2960  2961 
(全てのカラーとパターン（ホワイトは除
外）とロケット以外のあらゆる分量のホ
ワイトとの組み合わせ) 
ODRC (その他のデボンレックスのカラ
ー) 

.....................2990  2991 
（ショースタンダードで規定されている 
その他のカラーとパターンとその他の 
デボンレックスのカラーとパターン） 
A O V    .......................2998  2999 
クラスは現在使われていない 

 
＊ デボンレックスとアウトクロスする事の出来る猫 
種︓アメリカンショートヘアーまたはブリティッシュ
ショートヘアー。２０２８年５⽉１⽇以降に⽣まれる
⼦猫は、デボンレックスだけの両親であろう。 
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エジプシャンマウ 
( E g y p t i a n M a u ) 

配点 
頭部（２０） 

マズル.......................................5 

頭蓋骨.......................................5 

耳...........................................5 

目の形.......................................5 

体（２５） 

胴体........................................10 

脚と足......................................10 

尾...........................................5 

コート（５） 

手触りと長さ.................................5 

パターン......................................25 

色（２５） 

目色........................................10 

コートの色..................................15 

 

全般︓エジプシャンマウはスポット猫の唯⼀の⾃然な飼
い⼟着の品種である。エジプシャンマウの印象は活発
で、中位の⼤きさのカラフルな猫というもので、良く発
達した筋⾁を持っている。⾝体的に完全な状態は敏捷な
外観を持っている。⾝体的にも、気質的にもよくバラン
スが取れている。雄は雌より⼤きい傾向がある。 
 
頭︓いくぶん丸味を帯びた楔型で、平らな⾯がなく、⻑
さは中位。頬は張ってはいない。横顔はなだらかな輪郭
を⽰し、⿐橋から額へと僅かに盛りあがりがある。⿐の
全体の⻑さは正⾯から⾒たとき、幅と同じである。⼤⼈
の雄におけるジャウルは考慮されなければならない。 
 
マズル︓頭にある楔型に流れ込んでいなければならな
い。短くもなく尖ってもいない。顎はしっかりして、引
いていても、出ていてもいけない。 
 
⽿︓中位か⼤きい、機敏で、程良く尖っており、頭の⾯
に続いている。根元は広い。⽿と⽿の間は充分に広く、 
わずかに広がっている。⽿の⽑は短く、ぴったりと寝て
いる。⽿の内側は微妙な、ほとんど透明な、シェルピン
ク。タフトがあるであろう。 
 
⽬︓⼤きく敏捷な感じで、アーモンド型、⽿に向かって
わずかに傾いている。眼窩は丸くもなく、オリエンタル
的でもない。 
 
体︓中位に⻑く、優美で、良く発達した筋⾁の強さを⽰
す。だぶっとした⽪膚の垂れ下がりが脇腹から後ろ⾜の
膝へと広がっている。全般的なバランスが、ただ⼤きさ
というより、より要求される。⼤⼈の雄の筋⾁質な⾸と
肩には配慮がなされる。 
 
脚と⾜︓体と釣り合いがとれている。後ろ⾜は釣り合っ
て⻑く、真っ直ぐに⽴った時、つま先⽴ちしている様な

外観である。⾜は⼩さく、華奢で、形はいくぶん楕円が
かって、ほとんど丸い。⾜の指は前が５本で後ろが４
本。 
 
尾︓中位の⻑い尾で、根元が太く、幾分先細りになって 
いる。 
 
コート︓⽑は⻑さは中位で、光沢のある艶がある。スモ
ークカラーでは、⽑はシルキーで、繊細な⼿触りであ
る。シルバーやブロンズの⾊では、⽑は厚く⼿触りは跳
ね返ってくる感じで、より明るバンドで分けられたティ
ッキングの⼆つかそれ以上のバンドがある。 
 
減点︓短く丸い頭。尖ったマズル。⼩さいか、丸いか、
オリエンタルな⽬。コビーやオリエンタルな体。短い
か、鞭のような尾。切れてないネックレス。体のスポッ
トのパターンの中のペンシルライン。"ベストボタン"ス
ポットの代わりに、体の下⾯にソリッドの縞があるこ
と。１１/２才をすぎた猫での⽬⾊での、琥珀⾊がかっ
ていること。 
 
失格︓スポットの⽋損。ブルーの⽬。１歳６ヶ⽉の年齢
を超えた猫の⽬⾊にグリーンが無いこと。まだらやピン
クのパウパッド。キンクか異常な尾。正しくない⾜の指
の数。スタンダードのカラーの条項の中の、他の受け⼊
れられるホワイトの⾊の部分から区別出来るホワイトの
ロケットやボタン。 
 

エジプシャンマウのパターン 
（全てのカラーに共通） 

 
パターン︓胴体のマーキングは、⼤きさや形の様々な、
ランダムなスポットである。スポットは⼩さいか、⼤き
いか、丸いか、楕円形か不揃いであるかもしれない。こ
らのどれであれ、等価であるが、スポットは、どんな形
であろうと、どんな⼤きさであろうと、くっきりとして
いなければならない。薄い地⾊と、より深い⾊のスポッ
トの間で良いコントラストである。額は特徴的な"M"の
縞があり、しかめ⾯マークで、⽿と⽿の間のラインを形
成し、それは⾸の後ろへと続いて降りてゆき、理想的に
は伸びたスポットで、背⾻にそって、途切れている。こ
の背⾻に沿ったラインは、臀部の後ろへと達しているの
で、それらは互いに溶け合って、背⾻の縞を形成してお
ろ、それは尾の背に沿ってその先端まで続いている。尾
はしっかりとバンドがあり、濃い先端である。頬は縞に
なって"マスカラ"ラインがある︔最初の先端は⽬の外側
の⾓で、頬の輪郭にそって続き、⼆番⽬のラインがあ
り、それは頬の中央から始まり、上向きにカーブし、⽿
の付け根の下でほぼ出会っている。胸の上の⽅では、⼀
つかそれ以上の途切れたネックレスがある。肩のマーキ
ングは縞とスポットの間の過渡的なものである。脚の上
の⽅の前⾯はしっかりとバーがあるが、そろっている必
要性はない。臀部と後ろ⾜の上の⽅は、縞とスポットの
間の過渡的なものであり、脚の下の⽅でのバーへと侵⼊
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している。体の下の⽅は"ベストボタン"のスポットがあ
り︔相当する薄い地⾊に対し、⾊が濃い。 
 

エジプシャンマウのカラー 
 
⽬⾊︓"グスベリーグリーン"。 ８ヶ⽉齢までで、いく
らかのグリーンが⾒分けられたり、１歳半までで全体が
グリーンの変化しつつある⽬⾊には、配慮がなされる。
全ての年齢においてよりグリーンがかった⽬⾊がよりよ
いとされる。 
 
シルバー︓薄いシルバーの地⾊で、頭、肩、脚の外側、
背中、尾に渡っている。体の下側は輝く薄いシルバーへ
と薄くなっている。全てのマーキングは⽊炭⾊で、ホワ
イトか薄いシルバーのアンダーコートがあり、より明る
い地⾊に対して良いコントラストを⽰す。⽿の後ろはグ
レーがかったピンクでブラックのティップが⼊ってい
る。⿐、唇、⽬の周りはブラックで縁取られている。喉
の上の⽅の部分、顎と⿐孔の周りは澄んだシルバーで、
ホワイトに「⾒える。ノーズレザー︓レンガ⾊の⾚、パ
ウパッド︓ブラックで指と指の間はブラックで後ろ⾜の
ポウを越えて広がっている。 
 
ブロンズ︓温かいブロンズの地⾊で頭、肩、脚の外側、
背中、尾に渡っており、サドルの部分の上が最も濃く、
側⾯でタウニー-バフへと明るくなっている。体の下⾯
はくりーむの様なアイボリーへと薄くなっている。全て
のマーキングは濃いブラウン-ブラックで温かいブラウ
ンのアンダーコートで、より明るい地⾊に対して良いコ
ントラストを⽰す。⽿の後ろは タウニー-ピンクで濃い
ブラウン-ブラックのティップが⼊っている。⿐、唇、
⽬の周りは濃いブラウンで縁取られており、⿐橋はブラ
ウン。喉の上の⽅の部分、顎と⿐孔の周りは薄いクリー
ムのようなホワイト。ノーズレザー︓レンガ⾊の⾚、パ
ウパッド︓ブラックまたは濃いブラウンで、指と指の間
は同じ⾊で、後ろ⾜のポウを越えて広がっている。 
 
スモーク︓薄いシルバーの地⾊で、頭、肩、脚の外側、
背中、尾に渡っており、全ての⽑はブラックのティップ
が⼊っている。全てのマーキングは漆⿊委で、ホワイト
か薄いシルバーのアンダーコートがあり、より明るい地
⾊に対して良いコントラストを⽰し、パターンははっき
りと⾒える。⿐、唇、⽬の周りは漆⿊の⾊で縁取られて
いる。喉の上の⽅の部分、顎と⿐孔の周りは最も明るい
⾊。ノーズレザー︓ブラック。パウパッド︓ブラックで
指と指の間はブラックで後ろ⾜のポウを越えて広がって
いる。ヒゲ︓ブラック。 
 
以下の記載は参照の⽬的のみであって、ショースタンダ
ードの公式な部分ではない。 
 

 

 

 

エジプシャンマウ カラークラス番号 

 

シルバー.......................0842  0843 

ブロンズ.......................0844  0845 

スモーク.......................0846  0847 

AOV............................0848  0849 

 

＊ エジプシャンマウとアウトクロスする事の出来 
る猫種︓なし。 
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ヨーロピアンバーミーズ 
( E u r o p e a n  B u r m e s e ) 

配点 
頭、耳、マズルと横顔............................25 

目と目の色（25） 

形.......................................15 

色.......................................10 

体、脚、足と尾..................................20 

コートとコートカラー............................30 

 

全般︓ヨーロピアンバーミーズは遠い東洋が起源で、中
庸なタイプで、穏やかに丸味のある輪郭を持つ。どんな
オリエンタルの様な伸びや、過剰なコビーさのどれが、
正しくはなく、それらは、⽋点とみなされなければなら
ない 
 
頭部︓頭頂は幾分丸くなっている。⽿と⽿の間は充分な
幅がある。幅の広い頬⾻、短く、唐突に終わった様な楔
形へと先細りになっている。 
 
⽿︓⼤きさは中位である。よく離れて位置している。僅
かに前に傾いている。根元は広い。先はいくぶん丸くな
っている。外側のラインは、顔の上の⽅の形と続いてい
るが、成熟した、豊かな頬の雄ではそれは不可能である
かもしれない。 
 
マズル︓顎は根元は広い。強い下顎。強い顎先である。 
 
横顔︓⽬に⾒える⿐のストップがある。 
 
⽬︓⼤きい。離れて位置している。上のラインはわすか
にカーブして、⿐に向かってオリエンタルのような傾き
がある。下側のラインは丸くなっている。 
 
⽬⾊︓イエローゴールドからアンバー。明るく輝いてい
る。 
 
体︓中位の⻑さと⼤きさである。固く、筋⾁質である。
⾒た⽬より重い。胸は厚く、横から⾒ると丸くなってい
る。背中は肩から尻まで真っ直ぐである。 
 
脚と⾜︓脚はむしろ、ほっそりしているが、体と釣り合
いがとれている。後ろ⾜は幾分⻑い。⾜先は⼩さく卵
形。 
 
尾︓中位の⻑さ。根元は厚くはない。丸い先端に向かっ
ていくぶん先細りになっている。 
 
コート︓短く細く、密着して寝ている。とてもつやつや
している。サテンの様な⼿触り。ほとんどアンダーコー
トがない。 
 
減点︓明らかなマズルのつまり（上から⾒た場合）。オ
リエンタルのような⽬の形。丸い⽬。グリーンの⽬。 

 
失格︓ホワイトのパッチ。⽬⽴つ様な量のホワイトの
⽑。⽬に⾒える尾のキンク。過剰なタビーのマーキン
グ。 
 

ヨーロピアンバーミーズのカラー 
 
全般︓コートは根元へと次第にシェードが掛かってお
り、スモークの効果やティッキングはない。体の下の部
分は背中よりいくぶん薄い。ポイントはいくらかのコン
トラストを⽰すであろう。⼦猫と若い猫ではかすかなタ
ビーマーキングがあり、より明るい⾊であろう。レッド
やクリームでない⼤⼈は、タビーのマーキングがあって
はならな。 
 
ブラウン︓豊かで、温かいシールブラウン。ブラックに
近いブラウンは正しくない。ノーズレザー︓豊かなブラ
ウン。パウパッド︓ブラウン。 
 
ブルー︓柔らかい、シルバー、ブルーグレーで温かいト
ーンである。ノーズレザーとパウパッド︓ブルーグレ
ー。 
 
チョコレート︓温かいミルクチョコレート︔全体に⾊が
均等であるのが望ましい。ノーズレザー︓温かい、チョ
コレートブラウン。パウパッド︓レンガ⾊のピンクでチ
ョコレートのシェードがかかっている。 
 
ライラック︓薄い、繊細な鳩のようなグレーでわずかに
ピンクの⾊合い。ノーズレザーとパウパッド︓ラベンダ
ーピンク。 
 
レッド︓温かい、オレンジアプリコット。顔にわすかに
タビーのマーキングがあるのは許される。⼩さな、あい
まいなマーキングは、その他の点では優秀な猫において
は、どこにあっても許される（側⾯か腹は除く）。ノー
ズレザーとパウパッド︓ピンク。 
 
クリーム︓豊かなクリーム。にわすかにタビーのマーキ
ングがあるのは許される。⼩さな、あいまいなマーキン
グは、その他の点では優秀な猫においては、どこにあっ
ても許される（側⾯か腹は除く）。ノーズレザーとパウ
パッド︓ピンク。 
 

パーティ・カラー 
 
ブラウン・トーティシェル︓シールブラウンと⾚。全⾝
と四肢にピュアで明るいカラーパッチを施したもの。パ
ッチの分布は他の⾊の詳細ほど重要ではない。顔を除い
て、⾚い部分にはタビーマーキングはない。ノーズレザ
ーとパウパッド︓シールブラウン、ピンク、またはその
両⽅。 
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チョコレート・トーティシェル︓ミルクチョコレートと
⾚の全⾝と四肢のカラーパッチ。パッチの分布は他の⾊
の詳細ほど重要ではない。顔を除いて、⾚い部分にはタ
ビーマーキングはない。ノーズレザーとパウパッド︓ミ
ルクチョコレート、ピンク、または両⽅。 
 
ブルー・クリーム︓ブルー・グレーとクリームの全⾝と
四肢のカラーパッチ。パッチの分布は他の⾊の詳細ほど
重要でない。顔を除いて、クリーム⾊の部分にはタビー
マーキングはない。ノーズレザーとパウパッド︓ピン
ク、ブルー・グレー、またはその両⽅。 
 
ライラック・クリーム︓ライラックとクリームの全⾝と
四肢のカラーパッチ。パッチの分布は他の⾊の詳細ほど
重要でない。顔を除いて、クリーム⾊の部分にはタビー
マーキングはない。ノーズレザーとパウパッド︓ラベン
ダーピンク、またはラベンダーピンクとピンク。 
 
 
以下の記載は参照の⽬的のみであって、ショースタンダ
ードの公式な部分ではない。 

 

ヨーロピアンバーミーズ カラークラス番号 

 

ソリッド.......................1500  1501 

(ブルー, ブラウン, チョコレート, 

クリーム,ライラック, レッド） 

パーティ-カラー................  --  1521 

(ブラウン・トーティシェル、チョ

コレート・トーティシェル、ブル

ー・クリーム、ライラック・クリー

ム） 

AOV............................なし  なし 

 

＊ ヨーロピアンバーミーズとアウトクロスする事の出
来る猫種︓なし。 
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エキゾチック 
( E x o t i c ) 

配点 
頭部（大きさ、形、目、耳の形と 

付き方を含む）.......................30 
体のタイプ（形、大きさ、骨格、 

尾の長さを含む）.....................20 

コート......................................10 
バランス.....................................5 
優雅さ.......................................5 
カラー......................................20 
目色........................................10 

 

バランスと上品さがこの猫種の真髄である、すなわち、
全ての構成要素が⼀緒になって全体に調和をもたら
し、どのような造作に対しても、過剰であったり、過
⼩であったりはしない。 
 
タビーディビジョンの猫については、カラーに対する
２０ポイントはマーキングに対し１０ポイント、カラ
ーに対して１０ポイントに分けられる。バイカラーデ
ィビジョンの猫については、カラーに対する２０ポイ
ントは"⽩がある︓with white"パターンに対して１０
ポイント、カラーに対して１０ポイントに分けられる。 
 
全般︓理想的なエキゾチックは重い⾻格で、良くバラ
ンスがとれた印象を呈していなければならず、可愛い
外観で、柔らかく、丸いラインを持っている。⼤きく
丸い⽬は⼤きな丸い頭に広く離れて位置し、全体的な
容貌と外観に貢献している。フラシ天の様なコートは
猫のラインを柔らかくし、⾒た⽬の丸さを引き⽴てて
いる。 
 
頭部︓丸く、⼤きくどっしりして、とても幅が広い頭
蓋⾻を持っている。丸い顔は、その下に、丸い⾻格構
造がある。短く太い⾸の上にしかりと付いている。頭
蓋⾻の構成は触るとスムーズで丸く、⽿と⽿の間の幅
広の部分はもちろんのこと、ブレークの頭頂部分から
始まる額から頭の後ろまでの間にかけても、過度に肥
⼤した部分がない。横から⾒たときに、⽬の突出がは
っきりしており、額、⿐、顎は垂直に配置されている。 
 
⿐︓短く、つまった⿐で、⿐幅が広く、⽬と⽬の間の
中央に"ブレーク︓break"がある。 
 
頬︓豊かで、マズルは過度に突出はしておらず、スム
ーズに、ほどよく頬に治まっている。 
 
顎︓幅広く、⼒強い。 
 
顎先︓豊かで、良く発達し、固く丸みあがあり、正し
いかみ合わせを反映している。 
 
⽿︓⼩さく、先が丸く、前⽅に傾き、付け根ではなは

だしく開いてはいない。遠く離れて、頭の低い所に位
置し、頭の丸い輪郭に（輪郭を歪めることなく）調和
している。 
 
⽬︓⾊は輝き、⼤きく丸く、豊かである。⽔平に、遠
く離れて位置し、顔に可愛らしい表情を与える。 
 
体︓コビータイプ、⾜の上に低い位置にあり、幅広く、
胸を通して厚みがあり、肩と尻にわたって均等にどっ
しりしており、良く丸くなった中間部分と⽔平な背中
である。良い筋⾁のトーンで、肥満の兆候はない。⼤
きさは⼤きいか中位。質が⼤きさより考慮を決定する
のに重要である。 
 
脚︓短く太く、しっかりしている。前⾜は真っ直ぐで
ある。後ろ⾜は後ろから⾒たとき、真っ直ぐである。 
 
ポウ︓⼤きく、丸く、しっかりしている。⽖先は閉じ
ていて、前⾜の指は５本、後ろは４本である。 
 
尾︓短いが、体の⻑さに釣り合っており、湾曲なく、
背中より、低い⾓度で携えている。 
 
コート︓厚くフラシ天のようで、⽣涯を通じて柔らか
く豊かである。豊かで厚いアンダーコートのために、
体から⽴っている。⻑さは中位である。受け⼊れられ
る⻑さは、適切なアンダーコートによる。 
 
失格︓ロケットやボタン。キンクか異常な尾。正しく
ない⾜の指の数。体の後ろ１/４の部分のあらゆる明ら
かな弱さ。背⾻のあらゆる明らかな奇形。頭蓋⾻の奇
形で左右⾮対称な顔と頭、もしくはそのいずれか⼀⽅
をもたらすもの。斜視*。 
*上記に列挙した失格条項は全てのエキゾチックの猫
に適応される。追加的な失格条項は"カラー"の下に列
挙する。 
 

エキゾチックのカラー 
 

ソリッドカラー ディビジョン 
 
ホワイト︓純粋な輝くホワイト。ノーズレザーとパウ
パッド︓ピンク。⽬⾊︓深いブルー⼜は輝くカッパー。
オッドアイホワイトは⼀つがブルーで⼀つがカッパ
ーの等しい⾊の深さの⽬を持つ。 
 
ブルー︓ブルー、より明るいシェードが望ましい、⿐
から尻尾の先まで単⼀のレベルのトーンである。根本
まで、陰りがない。不均⼀なより明るいシェードより、
陰りのない暗いシェードの⽅がより良い。ノーズレザ
ーとパウパッド︓ブルー。⽬⾊︓輝くカッパー。 
 
ブラック︓濃い⽯炭のような⿊、被⽑の根本から先ま
で陰りがない。⽑先にどんな錆びた薄い⾊合いや、ス
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モークのアンダーコートもない。ノーズレザー︓⿊。
パウパッド︓⿊かブラウン。⽬⾊︓輝くカッパー。 
 
レッド︓深い、豊かな、はっきりとした輝くレッド︔
シェードやマーキングや、ティッキングがない。唇と
顎はコートと同じ⾊。ノーズレザーとパウパッド︓煉
⽡⾊のレッド。⽬⾊︓輝くカッパー。 
 
クリーム︓マーキングのない、バフクリームの均⼀な
シェード。根本まで陰りがない。より明るいシェード
が好ましい。ノーズレザーとパウパッド︓ピンク。⽬
⾊︓輝くカッパー。 
 
チョコレート︓豊かな、暖かいチョコレート-ブラウン
⽑の根本から先まで陰りがない。ノーズレザー︓ブラ
ウン。パウパッド︓シナモンピンク・⽬⾊︓輝くカッ
パー。 
 
ライラック︓豊かな、ピンクがかったトーンの暖かい
ラベンダー、陰りがなく全体を通して均⼀である。ノ
ーズレザー︓ラベンダー。パウパッド︓ピンク。⽬⾊︓
輝くカッパー。 
 

シルバー アンド ゴールデン デビジョン 
 
チンチラシルバー︓アンダーコートは純粋なホワイト。
背中や、側⾯、頭、尻尾が充分に⿊いティップが⼊り、
きらめくシルバーの特徴的な外観を与える。脚はティ
ッピングのあるシェードがいくぶん⼊ることもある。
顎、お腹や胸の部分は純粋なホワイト。⽬の縁取りと
唇は⿊、⿐は⿊く縁取られている。ノーズレザー︓煉
⽡⾊のレッド。パウパッド︓⿊。⽬⾊︓グリーンかブ
ルーグリーン。正しくない⽬⾊は失格、正しくない⽬
⾊とはカッパー、イエロー、ゴールド、アンバー、ま
たはグリーンかブルーグリーン以外のあらゆる⾊。 
 
シェーデットシルバー︓アンダーコートはホワイトで
体の側⾯、顔、尾から次第に薄くなっていくシェード
がかかった、ブラックのティッピングに被われており、
背筋が濃く、顎、胸、腹と尻尾の下側は⽩い。脚は顔
と同じトーンである。総じて、チンチラよりかなり暗
い印象を与える。⽬の縁取り、唇は⿊、⿐は⿊く縁取
られている。ノーズレザー︓煉⽡⾊のレッド。パウパ
ッド︓⿊。⽬⾊︓グリーンかブルーグリーン。正しく
ない⽬⾊は失格、正しくない⽬⾊とはカッパー、イエ
ロー、ゴールド、アンバー、またはグリーンかブルー
グリーン以外のあらゆる⾊。 
 
ブルーチンチラ︓アンダーコートは純粋なホワイト。
背中や、側⾯、頭、尻尾が充分にブルーティップが⼊
り、きらめく特徴的な外観を与える。顔と脚はティッ
ピングのあるシェードがいくぶん⼊ることもある。顎、
お腹や胸の部分は純粋なホワイト。⽬の縁取り、唇と
⿐はブルーで縁取られている。ノーズレザー︓オール

ドローズ。パウパッド︓ブルーまたはオールドローズ。
⽬⾊︓グリーンかブルー-グリーン。正しくない⽬⾊は
失格、正しくない⽬⾊とはカッパー、イエロー、ゴー
ルド、アンバー、またはグリーンかブルーグリーン以
外のあらゆる⾊。 
 
ブルーシェーデットシルバー︓アンダーコートはホワ
イトで体の側⾯、顔、尾から次第に薄くなっていくシ
ェードがかかった、ブルーのティッピングに被われて
おり、背筋が濃く、顎、胸、腹と尻尾の下側は⽩い。
脚は顔と同じトーンである。総じて、チンチラよりか
なり暗い印象を与える。⽬の縁取り、唇は⿊、⿐はブ
ルーで縁取られている。ノーズレザー︓オールドロー
ズ。パウパッド︓ブルーまたはオールドローズ。⽬⾊︓
グリーンかブルーグリーン。正しくない⽬⾊は失格、
正しくない⽬⾊はカッパー、イエロー、ゴールド、ア
ンバー、またはグリーンかブルーグリーン以外のあら
ゆる⾊。 
 
チンチラゴールデン︓アンダーコートは薄い蜂蜜⾊か
ら明るいアプリコット。コートは⾦⾊の外観を呈する
に充分なブラックのティップが、背中、脇腹、頭と尾
にある。脚と尾の先端は、ティッピングで幾分シェー
ドがかっているだろう。顎先と腹と胸は薄い⾊からな
り、アンダーコートの⾊よりトーンがかなり明るい。
その⼀般的な効果は、ティッピイングが少ない事によ
り、シェーデットゴールデンより明るくなる事である。
⽬の輪郭、唇は⿊、⿐は⿊で縁取られている。ノーズ
レザー︓濃いローズ⾊。パウパッド︓⿊。⽬⾊︓グリ
ーンかブルーグリーン。正しくない⽬⾊は失格、正し
くない⽬⾊とはカッパー、イエロー、ゴールド、アン
バー、またはグリーンかブルーグリーン以外のあらゆ
る⾊。 
 
シェーデットゴールデン︓アンダーコートは薄い蜂蜜
⾊から明るいアプリコットで、体の側⾯、顔、尾から
次第に薄くなっていくシェードがかかった、ブラック
のティッピングに被われている。脚は顔と同じトーン
である。顎先と腹と胸と尾の下側は、薄い⾊からなり、
アンダーコートの⾊よりトーンがかなり明るい。その
⼀般的な効果は、ティッピイングが多い事により、シ
ェーデットゴールデンより濃くなる事である。⽬の縁
取り、唇は⿊、⿐は⿊く縁取られている。ノーズレザ
ー︓濃いローズ⾊。パウパッド︓⿊。⽬⾊︓グリーン
かブルーグリーン。正しくない⽬⾊は失格、正しくな
い⽬⾊はカッパー、イエロー、ゴールド、アンバー、
またはグリーンかブルーグリーン以外のあらゆる⾊。 
 
ブルーチンチラゴールデン︓アンダーコートはクリー
ム。背中、側⾯、尻尾のコートは⾦⾊の外観を呈する
に充分なブルーのティップがある。顔と脚はティッピ
ングで幾分シェードがかっている場合もある。顎、お
腹、胸はクリーム。⽬の輪郭、唇は⿊、⿐はブルーで
縁取られている。ノーズレザー︓オールドローズ。パ
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ウパッド︓ブルーまたはオールドローズ。⽬⾊︓グリ
ーンかブルーグリーン。正しくない⽬⾊は失格、正し
くない⽬⾊とはカッパー、イエロー、ゴールド、アン
バー、またはグリーンかブルーグリーン以外のあらゆ
る⾊。 
 
ブルーシェーデットゴールデン︓アンダーコートはク
リーム⾊、体の側⾯、顔、尾から次第に薄くなってい
くシェードがかかった、ブルーのティッピングに被わ
れており、背筋が濃く、顎、胸、腹と尻尾の下側はク
リーム⾊。脚は顔と同じトーンである。総じて、チン
チラよりかなり暗い印象を与える。⽬の縁取り、唇は
ブルー、⿐はブルーで縁取られている。ノーズレザー︓
オールドローズ。パウパッド︓ブルーまたはオールド
ローズ。⽬⾊︓グリーンかブルーグリーン。正しくな
い⽬⾊は失格、正しくない⽬⾊とはカッパー、イエロ
ー、ゴールド、アンバー、またはグリーンかブルーグ
リーン以外のあらゆる⾊。 
 

スモーク アンド シェーデッド ディビジョン 
 
シェルカメオ（レッドチンチラ）︓アンダーコートはホ
ワイト。背中、側⾯、頭、尾のコートは明るいレッド
のティップがある。顔と脚はティッピングで明るいシ
ェードがかっているであろう。お腹、胸は⽩。ノーズ
レザー、⽬の縁取り、パウパッド︓ローズピンク。⽬
⾊︓輝くカッパー。 
 
シェーデットカメオ（レッドシェーデット）︓アンダー
コートはホワイト、レッドの次第に薄くなるシェード
が側⾯、顔、尾を被っている。お腹と胸はホワイト。
顔と脚はより深いシェードである。総じて、シェルカ
メオよりかなり濃いレッドの印象を与える。ノーズレ
ザー、⽬の縁取り、パウパッド︓ローズ。⽬⾊︓輝く
ゴールド。 
 
シェルクリーム（クリームチンチラ）︓アンダーコート
はホワイト。背中、側⾯、頭、尾のコートは明るいク
リームのティップがある。顔と脚はティッピングで明
るいシェードがかっているであろう。腹、胸は⽩。ノ
ーズレザー、⽬の縁取り、パウパッド︓ローズピンク。
⽬⾊︓輝くカッパー。 
 
シェーデットクリーム（クリームシェーデット）︓アン
ダーコートはホワイト、クリームの次第に薄くなるシ
ェードが側⾯、顔、尾を被っている。腹と胸はホワイ
ト。顔と脚はより深いシェードである。総じて、シェ
ルクリームよりかなり濃いレッドの印象を与える。ノ
ーズレザー、⽬の縁取り、パウパッド︓ピンク。⽬⾊︓
輝くゴールド。 
 
シェルトーティーシェル︓アンダーコートは⽩。背中、
側⾯、尻尾はブラックとレッドのシェードのティップ
が軽く⼊っている。顔と脚はティッピングで軽くシェ

ードがかかっているであろう。腹、胸は⽩で、わずか
にティップがある。ノーズレザー、⽬の縁取りとパウ
パッド︓ローズピンクからブラックめで、パッチにな
っていだろう。⽬⾊︓輝くカッパー。 
 
シェーデットトーティーシェル︓アンダーコートはホ
ワイト、ブラックとレッドの次第に薄くなるシェード
が側⾯、顔、尾を被っている。腹と胸はホワイトで軽
くティップが⼊っている。総じて、シェルトーティー
シェルよりかなり濃い印象を与える。ノーズレザー、
⽬の縁取り、パウパッド︓ローズピンクからブラック
まで、パッチになっているであろう。⽬⾊︓輝くカッ
パー。 
 
シェルブルー︓アンダーコートはホワイト。背中、側
⾯、頭、尾のコートはブルーの軽くティップが⼊って
いる。顔と脚はティッピングで明るいシェードがかっ
ているであろう。腹、胸は⽩。ノーズレザー、⽬の縁
取り、パウパッド︓ブルー。⽬⾊︓輝くカッパー。 
 
シェーデットブルー︓アンダーコートはホワイト、ブ
ルーの次第に薄くなるシェードが側⾯、顔、尾を被っ
ている。腹と胸はホワイト。顔と脚はより深いシェー
ドである。総じて、シェルブルーよりかなり濃いブル
ーの印象を与える。ノーズレザー、⽬の縁取り、パウ
パッド︓ブルー。⽬⾊︓輝くゴールド。 
 
シェルブラック︓アンダーコートはホワイト。背中、
側⾯、頭、尾のコートはブラックの軽くティップが⼊
っている。顔と脚はティッピングで明るいシェードが
かっているであろう。腹、胸は⽩。ノーズレザー、⽬
の縁取り、パウパッド︓ブラック。⽬⾊︓輝くカッパ
ー。 
 
シェーデットブラック︓アンダーコートはホワイト、
ブラックの次第に薄くなるシェードが側⾯、顔、尾を
被っている。腹と胸はホワイト。顔と脚はより深いシ
ェードである。総じて、シェルブラックよりかなり濃
いブラックの印象を与える。ノーズレザー、⽬の縁取
り、パウパッド︓ブラック。⽬⾊︓輝くゴールド。 
 
シェルブルークリーム︓アンダーコートは⽩。背中、
側⾯、尻尾はブルーとクリームのシェードのティップ
が軽く⼊っている。顔と脚はティッピングで軽くシェ
ードがかかっているであろう。腹、胸は⽩で、わずか
にティップがある。ノーズレザー、⽬の縁取りとパウ
パッド︓ローズピンクからブルーまで、パッチになっ
ていだろう。⽬⾊︓輝くカッパー。 
 
シェーデットブルークリーム︓アンダーコートはホワ
イト、ブルーとクリームの次第に薄くなるシェードが
側⾯、顔、尾を被っている。腹と胸はホワイトで軽く
ティップが⼊っている。総じて、シェルブルー-クリー
ムよりかなり濃い印象を与える。ノーズレザー、⽬の
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縁取り、パウパッド︓ローズピンクからブラックまで、
パッチになっているであろう。⽬⾊︓輝くカッパー。 
 
シェルチョコレート︓アンダーコートはホワイト。背
中、側⾯、頭、尾のコートはチョコレートで軽くティ
ップが⼊っている。顔と脚はティッピングで明るいシ
ェードがかっているであろう。腹、胸は⽩。ノーズレ
ザー︓ブラウン。パウパッド︓シナモンピンク。⽬⾊︓
輝くカッパー。 
 
シェーデットチョコレート︓アンダーコートはホワイ
ト、チョコレートの次第に薄くなるシェードが側⾯、
顔、尾を被っている。腹と胸はホワイト。顔と脚はよ
り深いシェードである。総じて、シェルチョコレート
よりかなり濃い印象を与える。ノーズレザー︓ブラウ
ン。パウパッド︓シナモン-ピンク。⽬⾊︓輝くゴール
ド。 
 
チョコレートスモーク︓⽩いアンダーコートで、チョ
コレートのティップが深く⼊っている。猫が休んでい
るときはチョコレートに⾒える。顔、脚、尾はチョコ
レートで、被⽑を分けた場合にのみ⾒える、⽪膚に隣
接した⽑の根元部分に狭い⽩の帯がある。ノーズレザ
ー︓ブラウン。パウパッド︓シナモン-ピンク。⽬⾊︓
輝くカッパー。シェルライラック:アンダーコートはホ
ワイト。背中、側⾯、頭、尾のコートはチョコレート
で軽くティップが⼊っている。顔と脚はティッピング
で明るいシェードがかっているであろう。腹、胸は⽩。
ノーズレザー︓ラベンダー。パウパッド︓ピンク。⽬
⾊︓輝くカッパー。 
 
シェーデットライラック︓アンダーコートはホワイト、
ライラックの次第に薄くなるシェードが側⾯、顔、尾
を被っている。腹と胸はホワイト。顔と脚はより深い
シェードである。総じて、シェルライラックよりかな
り濃い印象を与える。ノーズレザー︓ラベンダー。パ
ウパッド︓ピンク。⽬⾊︓輝くゴールド。 
 
ライラックスモーク︓⽩いアンダーコートで、ライラ
ックのティップが深く⼊っている。猫が休んでいると
きはライラックに⾒える。顔、脚、尾は被⽑を分けた
場合にのみ⾒える、⽪膚に隣接した⽑の根元部分に狭
い⽩の帯がある。ノーズレザー︓ラベンダー。パウパ
ッド︓ピンク⽬⾊︓輝くカッパー。 
 
シェルチョコレートトーティーシェル︓アンダーコー
トは⽩。背中、側⾯、尻尾はチョコレートとレッドの
シェードのティップが軽く⼊っている。顔と脚はティ
ッピングで軽くシェードがかかっているであろう。腹、
胸は⽩で、わずかにティップがある。ノーズレザー︓
ブラウン、煉⽡⾊のレッドとピンク、またはそのいず
れか⼀⽅。パウパッド︓煉⽡⾊のレッド、シナモン-ピ
ンクとピンク、またはそのいずれか⼀⽅。⽬⾊︓輝く
カッパー。 

 
シェーデットチョコレートトーティーシェル︓アンダ
ーコートはホワイト、チョコレートとレッドの次第に
薄くなるシェードが側⾯、顔、尾を被っている。腹と
胸はホワイトで軽くティップが⼊っている。総じて、
シェルチョコレートトーティーシェルよりかなり濃
い印象を与える。ノーズレザー︓ブラウン、煉⽡⾊の
レッドとピンク、またはそのいずれか⼀⽅。パウパッ
ド︓煉⽡⾊のレッド、シナモン-ピンクとピンク、また
はそのいずれか⼀⽅。⽬⾊︓輝くカッパー。 
 
チョコレートトーティーシェルスモーク︓⽩いアンダ
ーコートで、チョコレートとレッドとレッドのシェー
ドのティップが深く⼊っている。猫が休んでいるとき
はチョコレートトーティシェルに⾒える。顔、脚、尾
はチョコレートトーティシェルのパターンで、被⽑を
分けた場合にのみ⾒える、⽪膚に隣接した⽑の根元部
分に狭い⽩の帯がある。ノーズレザー︓ブラウン、煉
⽡⾊のレッドとピンク、またはそのいずれか⼀⽅。パ
ウパッド︓煉⽡⾊のレッド、シナモン-ピンクとピンク、
またはそのいずれか⼀⽅。⽬⾊︓輝くカッパー 
 
シェルライラッククリーム︓アンダーコートは⽩。背
中、側⾯、尻尾はライラックとクリームのティップが
軽く⼊っている。顔と脚はティッピングで軽くシェー
ドがかかっているであろう。腹、胸は⽩で、わずかに
ティップがある。ノーズレザー︓ブラウン、煉⽡⾊の
レッドとピンク、またはそのいずれか⼀⽅。パウパッ
ド︓ラベンダー、ラベンダー-ピンクとピンク、または
そのいずれか⼀⽅。パウパッド︓ラベンダー-ピンクと
ピンクまたはそのいずれか⼀⽅。⽬⾊︓輝くカッパー。 
 
シェーデットライラッククリーム︓アンダーコートは
ホワイト、ライラックとクリームの次第に薄くなるシ
ェードが側⾯、顔、尾を被っている。腹と胸はホワイ
トで軽くティップが⼊っている。総じて、シェルライ
ラッククリームよりかなり濃い印象を与える。ノーズ
レザー︓ラベンダー、ラベンダー-ピンクとピンク、ま
たはそのいずれか⼀⽅。パウパッド︓ラベンダー-ピン
クとピンク、またはそのいずれか⼀⽅。⽬⾊︓輝くカ
ッパー。 
 
ライラッククリームスモーク︓⽩いアンダーコートで、
ライラックとクリームのティップが深く⼊っている。
猫が休んでいるときはライラッククリームに⾒える。
顔、脚、尾はライラッククリームのパターンで、被⽑
を分けた場合にのみ⾒える、⽪膚に隣接した⽑の根元
部分に狭い⽩の帯がある。ノーズレザー︓ラベンダー、
ラベンダー-ピンクとピンク、またはそのいずれか⼀⽅。
パウパッド︓ラベンダー-ピンクとピンク、またはその
いずれか⼀⽅。⽬⾊︓輝くカッパー。 
 
ブラックスモーク︓⽩いアンダーコートで、⿊のティ
ップが深く⼊っている。猫が休んでいるときはブラッ

76



  エキゾチック 

©2020 The Cat Fanciersʼ Association, Inc.  Exotic Show Standard (revised 2020) 

クに⾒える。顔、脚、尾は⿊で、被⽑を分けた場合に
のみ⾒える、⽪膚に隣接した⽑の根元部分に狭い⽩の
帯がある。ノーズレザーとパウパッド︓⿊。⽬⾊︓輝
くカッパー。 
 
ブルースモーク︓⽩いアンダーコートでブルーのティ
ップが深く⼊っている。猫が休んでいるときはブルー
に⾒える。顔、脚、尾はブルーで、被⽑を分けた場合
にのみ⾒える、⽪膚に隣接した⽑の根元部分に狭い⽩
の帯がある。ノーズレザーとパウパッド︓ブルー。⽬
⾊︓輝くカッパー。 
 
クリームスモーク︓⽩いアンダーコートでクリームの
ティップが深く⼊っている。猫が休んでいるときはク
リームに⾒える。顔、脚、尾はクリームで、被⽑を分
けた場合にのみ⾒える、⽪膚に隣接した⽑の根元部分
に狭い⽩の帯がある。ノーズレザー、⽬の輪郭、パウ
パッド︓ピンク。⽬⾊︓輝くカッパー。 
 
レッドスモーク︓⽩いアンダーコートでレッドのティ
ップが深く⼊っている。猫が休んでいるときはレッド
に⾒える。顔、脚、尾はレッドで、被⽑を分けた場合
にのみ⾒える、⽪膚に隣接した⽑の根元部分に狭い⽩
の帯がある。ノーズレザー、⽬の輪郭、パウパッド︓
ローズ。⽬⾊︓輝くカッパー。 
 
トーティシェルスモーク︓⽩いアンダーコートで、ブ
ラックとレッドとレッドのシェードのティップが深
く⼊っている。猫が休んでいるときはトーティシェル
に⾒える。顔、脚、尾はトーティシェルのパターンで、
被⽑を分けた場合にのみ⾒える、⽪膚に隣接した⽑の
根元部分に狭い⽩の帯がある。ノーズレザー、⽬の輪
郭、パウパッド︓ローズピンクかブラック、パッチに
なっているであろう。⽬⾊︓輝くカッパー。 
 
ブルークリームスモーク︓⽩いアンダーコートで、ブ
ルーとクリームのティップが深く⼊っている。猫が休
んでいるときはブルークリームに⾒える。顔、脚、尾
はブルークリームのパターンで、被⽑を分けた場合に
のみ⾒える、⽪膚に隣接した⽑の根元部分に狭い⽩の
帯がある。ノーズレザー、⽬の輪郭、パウパッド︓ロ
ーズピンクかブルー、パッチになっているであろう。
⽬⾊︓輝くカッパー。 
 

タビー ディビジョン 
 
クラッシックタビーパターン︓マーキングは濃く、は
っきりと⾒えて、幅が広い。脚は体のマーキングとつ
ながるように登っていくブレスレットの均等な縞が
ある。尻尾は均等に輪がある。⾸、胸の上部に途切れ
のない何本ものネックレスがあり、ネックレスは多い
ほど良い。しかめつらマークが額にあり、それは⼊り
組んだ"Ｍ"の形になっていいる。途切れのないライン
が⽬の外側の⾓から後ろへと⾛っている。渦巻きが頬

にある。縦のラインが頭の後ろを通って肩のバタフラ
イマークにまで及んでいる、そのバタフライマークは、
上⽻と下⽻の両⽅がくっきりと縁取られ、輪郭の内側
には斑点のマークがある。背中のマークはバタフライ
から尻尾へと背⾻に沿って縦に降りている⼀本のラ
インと、それに平⾏して両側にそれぞれ縦の⼀本の縞
からなり、この３本の縞は地⾊の縞によって、よく離
れている。⼀つかそれ以上の途切れない輪に取り囲ま
れた⼤きな単⾊の班が両則にある。側⾯のマークは両
則ともに同じである。⼆重の縦のボタンの列が胸と腹
にある。 
 
マッカレルタビーパターン︓マーキングは濃く、くっ
きりと⾒え、全ては狭い鉛筆書きのラインのようであ
る。脚には体のマークにつながる狭いブレスレットか
らなる均等な縞がある。尻尾はバーがある。⾸と胸の
ネックレスがくっきりしており、沢⼭のチェーンの様
である。頭部には縞があり、額に"M"マークがある。⽬
から後ろにかけて途切れない線が⾛っている。ライン
は頭部から駆け下り、肩で出会っている。背⾻に沿っ
た線は共に流れて狭いサドルを形作る。狭いペンシル
ラインが体の回りに⾛っている。 
 
スポティッドタビーパターン︓体のマーキングは濃く、
くっきりと限定された、明確なスポットである。スポ
ットは⼤きさや形は様々である。体のスポットはマッ
カレルかクラッシックのパターンを微妙に⽰してい
かもしれないが、つながってはおらず、ランダムなパ
ターンのスポットにより⾼い評価が与えられる。背の
縞は、体の⻑さで尾の先端まで、流れて降りている。
背の縞はスポットからなり、交互の⽔平の" 刷⽑で掃
いた"ようなスポットに、より⾼い評価が与えられる。
尾は縞になっており、それがスポットであるのが、よ
り⾼い評価が与えられる。額に複雑な"M"の縞があり、
マーキングは頭を越えて、⽿と⽿の間に広がり、⾸の
下の⽅と肩でスポットへと途切れている。⼀つのとぎ
れのないラインが⽬の外側の⾓から後ろへと⾛って
いる。頬は薄巻きがある。スポットは肩の前と体の後
ろ四分の⼀典でばらまかれており、可能な限り遠く脚
へと広がって降りており、途切れたブレスレットがさ
らに脚の下の⽅まであり、喉では途切れたネックレス
があり、途切れているほどより良い。ボタンが腹にあ
るのが望ましい。 
 
シルバータビー（クラッシック、マッカレル、スポッ
ティッド）︓地⾊は薄い澄んだシルバーである。マーキ
ングは濃いブラック。アンダーコートはホワイト。唇
と顎は⽬の周りのリングと同じシェードである。ノー
ズレザー︓煉⽡⾊のレッド。パウパッド︓⿊。⽬⾊︓
グリーンかヘーゼルか輝くカッパー。 
 
シルバーパッチドタビー（クラッシック、マッカレル、
スポッティッド）︓地⾊は薄いシルバー。マーキングは
濃いブラック。レッドかレッドの部分が柔らかく⼊り
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交じったパッチが、体と四肢にある。アンダーコート
はホワイト。唇と顎は⽬の周りのリングと同じシェー
ドである。ノーズレザー︓煉⽡⾊のレッド。パウパッ
ド︓ブラックと煉⽡⾊のレッド、もしくはそのいずれ
か⼀⽅。⽬⾊︓グリーンかヘーゼルか輝くカッパー。 
 
ブルーシルバー（クラッシック、マッカレル、スポッ
ティッド）︓アンダーコートはホワイトで体の側⾯、顔、
尾から次第に薄くなっていくシェードがかかったブ
ルーののティッピングに被われており、背筋が濃く、
顎、胸、腹と尻尾の下側はホワイト。脚は顔と同じト
ーンである。⽬の輪郭、唇、⿐︓ブルーで縁取られて
いる。ノーズレザー︓ブルーかオールドローズでブル
ーで縁取られている。パウパッド︓ブルー、もしくは
オールドローズ。⽬⾊︓グリーン、ヘーゼル、または
輝くカッパー。 
 
ブルーシルバーパッチドタビー（クラッシック、マッ
カレル、スポッティッド）︓地⾊は薄いブルーがかった
シルバー。マーキングは陰りのないブルー。クリーム
かクリームの部分が柔らかく⼊り交じったパッチが、
体と四肢にある。アンダーコートはホワイト。唇と顎
は⽬の周りのリングと同じシェードである。ノーズレ
ザー︓ブルーか、ブルーの縁取りがあるオールドロー
ズとピンク、もしくはそのいずれか⼀⽅。パウパッド︓
ブルーか、オールドローズとピンク、もしくはそのい
ずれか⼀⽅。⽬⾊︓グリーンかヘーゼルか輝くカッパ
ー。 
 
レッドタビー（クラッシック、マッカレル、スポッテ
ィッド）︓地⾊はレッド。マーキングは深く豊かなレッ
ド。唇と顎は⽬の周りのリングと同じシェードである。
ノーズレザーとパウパッド︓煉⽡⾊のレッド。⽬⾊︓
輝くカッパー。 
 
ブラウンタビー（クラッシック、マッカレル、スポッ
ティッド）︓地⾊は輝く銅⾊がかったブラウン。マーキ
ングは濃いブラック。唇と顎は、⽬の回りのリングと
同じシエードである。⾜の裏は、パウから踵にかけて
ブラック。ノーズレザー︓煉⽡⾊のレッド。パウパッ
ド︓ブラックかブラウン。⽬⾊︓輝くカッパー。 
 
ブラウンパッチドタビー（クラッシック、マッカレ
ル）︓地⾊は輝くカッパーがかったブラウン。マーキン
グは濃いブラック。レッドかレッドの部分が柔らかく
⼊り交じったパッチが、体と四肢にある。唇と顎は⽬
の周りのリングと同じシェードである。ノーズレザ
ー︓煉⽡⾊のレッド。パウパッド︓ブラックか、煉⽡
⾊のレッド、もしくはそのいずれか⼀⽅。⽬⾊︓カッ
パー。 
 
ブルータビー（クラッシック、マッカレル、スポッテ
ィッド）︓唇と顎を含み、地⾊は薄いブルーがかったア
イボリー。マーキングはとても深いブルーで、地⾊と

良いコントラストをなしている。暖かいフォーンがか
った雰囲気か、パティナ（patina:緑⻘、）が全体にか
かっている。ノーズレザー︓オールドローズ。パウパ
ッド︓ローズ。⽬⾊︓輝くカッパー。 
 
ブルーパッチドタビー（クラッシック、マッカレル、
スポッティッド）︓地⾊は薄いブルーがかったアイボ
リー。マーキングはとても深いブルーで、地⾊と良い
コントラストをなしている。クリームかクリームの部
分が柔らかく⼊り交じったパッチが、体と四肢の両⽅
にある。唇と顎は⽬の周りのリングと同じシェードで
ある。暖かいフォーンがかった雰囲気か、パティナ
（patina:緑⻘、）が全体にかかっている。ノーズレザ
ー︓オールドローズとピンク、もしくはそのいずれか
⼀⽅。パウパッド︓ローズとピンク、もしくはそのい
ずれか⼀⽅。⽬⾊︓輝くカッパー。 
 
クリームタビー（クラッシック、マッカレル、スポッ
ティッド）︓地⾊は薄いクリーム。マーキングはバフか
クリームで良いコントラストをなすように、地⾊より
充分に濃いが、ダイリュートカラーの範囲内ではある。
唇と顎は⽬の周りのリングと同じシェードである。ノ
ーズレザーとパウパッド︓ピンク。⽬⾊︓輝くカッパ
ー。 
 
カメオタビー（クラッシック、マッカレル、スポッテ
ィッド）︓地⾊はオフホワイト。マーキングはレッド。
アンダーコートはホワイト。唇と顎は⽬の周りのリン
グと同じシェードである。ノーズレザーとパウパッ
ド︓ピンク。⽬⾊︓輝くゴールド。 
 
クリームシルバータビー（クラッシック、マッカレル、
スポッティッド）︓地⾊はオフホワイト。マーキングは
クリーム。アンダーコートはホワイト。唇と顎は⽬の
周りのリングと同じシェードである。ノーズレザーと
パウパッド︓ピンク。⽬⾊︓輝くゴールド。 
 
チョコレートタビー（クラッシック、マッカレル、ス
ポッティッド）︓地⾊はミルクチョコレート。タビーの
マーキングは深く、濃いチョコレートで地⾊の⼗分な
コントラストをなしている。唇と顎は⽬の周りのリン
グと同じシェードである。ノーズレザー︓ブラウンか、
煉⽡⾊のレッド。パウパッド︓煉⽡⾊のレッドか、シ
ナモン-ピンク。⽬⾊︓輝くカッパー。 
 
チョコレートシルバータビー（クラッシック、マッカ
レル、スポッティッド）︓地⾊はミルクチョコレート。
アンダーコートはホワイト。タビーのマーキングは深
く、濃いチョコレートで地⾊の⼗分なコントラストを
なしている。唇と顎は⽬の周りのふちと同じシェード
である。ノーズレザー︓ブラウンか、煉⽡⾊のレッド。
パウパッド︓煉⽡⾊のレッドか、シナモン-ピンク。⽬
⾊︓グリーン、ヘーゼルまたは輝くカッパー。 
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チョコレートパッチドタビー（クラッシック、マッカ
レル、スポッティッド）︓地⾊はミルクチョコレート。
より濃いタビーのマーキングがあり、レッドのパッチ
かレッドの柔らかく⼊り交じった部分がある。唇と顎
は⽬の周りのリングと同じカラーである。ノーズレザ
ー︓ブラウン、煉⽡⾊のレッド、とシナモンピンク、
もしくはそのいずれか⼀⽅。パウパッド︓煉⽡⾊のレ
ッド、シナモンピンクとサンゴ⾊、もしくはそのいず
れか⼀⽅。⽬⾊︓輝くカッパー。 
 
チョコレートシルバーパッチドタビー（クラッシック、
マッカレル、スポッティッド）︓地⾊はミルクチョコレ
ート。より濃いタビーのマーキングがあり、レッドの
パッチか柔らかく⼊り交じった部分がありアンダー
コートは⽩。唇と顎は⽬の周りのふちと同じカラーで
ある。ノーズレザー︓ブラウン、煉⽡⾊のレッド、ま
たはシナモンピンク。パウパッド︓煉⽡⾊のレッド、
シナモンピンクまたはコーラルピンク。⽬⾊︓グリー
ン、ヘーゼルまたは輝くカッパー。 
 
ライラックタビー（クラッシック、マッカレル、スポ
ッティッド）︓地⾊は薄い霜が降りたようなラベンダ
ーで、ピンクがかったパティナがかっている。より濃
いタビーのマーキングでマークがあり、地⾊と充分な
コントラストをなしている。ノーズレザー︓ラベンダ
ー。パウパッド︓ピンク。⽬⾊︓輝くカッパー。 
 
ライラックシルバータビー（クラッシック、マッカレ
ル、スポッティッド）︓地⾊は薄い霜が降りたようなラ
ベンダーで、ピンクがかったパティナがかっている。
タビーのマーキングは深く、濃いラベンダーで地⾊の
⼗分なコントラストをなしている。アンダーコートは
⽩。ノーズレザー︓ブラベンダー。パウパッド︓ピン
ク。⽬⾊︓グリーン、ヘーゼルまたは輝くカッパー。 
 
ライラックパッチドタビー（クラッシック、マッカレ
ル）︓地⾊は薄い霜が降りたようなラベンダーで、ピン
クがかったパティナがかっている。タビーのマーキン
グは深く、濃いチョコレートで、地⾊と良いコントラ
ストをなしていて、クリームのパッチか、クリームが
柔らかく⼊り交じってる部分がある。唇と顎は⽬の周
りのリングと同じカラーである。ノーズレザー︓ラベ
ンダーとピンク、もしくはそのいずれか⼀⽅。パウパ
ッド︓ラベンダーとピンク、もしくはそのいずれか⼀
⽅。⽬⾊︓輝くカッパー。 
 
ライラックシルバーパッチドタビー（クラッシック、
マッカレル、スポッティッド）︓地⾊は薄い霜が降りた
ようなラベンダーで、ピンクがかったパティナがかっ
ている。より濃いタビーのマーキングがあり、クリー
ムのパッチか柔らかく⼊り交じった部分があり、アン
ダーコートは⽩。唇と顎は⽬の周りのふちと同じカラ
ーである。ノーズレザー︓ラベンダーとピンク、もし
くはそのいずれか⼀⽅。パウパッド︓ラベンダーとピ

ンク、もしくはそのいずれか⼀⽅。⽬⾊︓グリーン、
ヘーゼルまたは輝くカッパー。 
 
 

パーティ-カラー ディビジョン 
 

トーティシェル︓ブラックでレッドか、レッドの柔ら
かく⼊り交じった部分のパッチが体と四肢の両⽅に
ある。レッドの様々なシェードがあるのは、受け⼊れ
られる。ノーズレザーとパウパッド︓ブラックと煉⽡
⾊のレッド、もしくはそのいずれか⼀⽅。⽬⾊︓輝く
カッパー。 
 
ブルー-クリーム︓ ブルーでクリームか、クリームの
柔らかく⼊り交じった部分のパッチが体と四肢の両
⽅にある。より明るいシェードが好ましい。ノーズレ
ザーとパウパッド︓ブルーとピンク、もしくはそのい
ずれか⼀⽅。⽬⾊︓輝くカッパー。 
 
チョコレートトーティーシェル︓豊かな、暖かいチョ
コレートブラウンでレッドか、レッドの柔らかく⼊り
交じった部分のパッチが体と四肢の両⽅にある。レッ
ドの様々なシェードがあるのは、受け⼊れられる。ノ
ーズレザーとパウパッド︓ブラウン、煉⽡⾊のレッド、
とピンク、もしくはそのいずれか⼀⽅。⽬⾊︓輝くカ
ッパー。 
 
ライラック-クリーム︓ 豊かな、温かいピンクがかた
トーンのラベンダーで、クリームか、クリームの柔ら
かく⼊り交じった部分のパッチが体と四肢の両⽅に
ある。ノーズレザー︓ラベンダー、ラベンダーピンク
とピンク、もしくはそのいずれか⼀⽅。パウパッド︓
ラベンダーピンクとピンク、もしくはそのいずれか⼀
⽅。⽬⾊︓輝くカッパー。 
 

キャリコ ＆ バイカラー ディビジョン 
 
キャリコ︓ブラック、レッドとホワイトの三⾊の猫で
ある。レッドとブラックのくっきりとした無秩序な斑
がなければならない。好ましい最少限度はとして、そ
の猫は、ホワイトの⾜、脚、体の下⾯、胸とマズルを
もたなければならない。この最⼩限度よりホワイトが
少ない場合は、少なさに⽐例して減点される。好まし
い最⼩限度として、猫は⾊のある尾と頭と体の両⽅ま
たは、いずれか⼀⽅に、⼀つか、またはそれ以上の⾊
のある斑を持たなければならない。この最⼩限度より
⾊の部分が少ない場合は、少なさに⽐例して減点され
る。⽬⾊︓輝くカッパー、ブルー、またはオッドアイ。
オッドアイバイ-カラーは、⼀つがブルーで、⼀つがカ
ッパーの⽬で、等しい⾊の深さを持っている。 
 
ダイリュートキャリコ︓ブルー、クリームとホワイト
の三⾊の猫である。クリームとブルーのくっきりとし
た無秩序な斑がなければならない。好ましい最少限度

79



  エキゾチック 

©2020 The Cat Fanciersʼ Association, Inc.  Exotic Show Standard (revised 2020) 

はとして、その猫はホワイトの⾜、脚、体の下⾯、胸
とマズルをもたなければならない。この最⼩限度より
ホワイトが少ない場合は、少なさに⽐例して減点され
る。好ましい最⼩限度として、猫は⾊のある尾と頭と
体の両⽅または、いずれか⼀⽅に、⼀つか、またはそ
れ以上の⾊のある斑を持たなければならない。この最
⼩限度より⾊の部分が少ない場合は、少なさに⽐例し
て減点される。⽬⾊︓輝くカッパー、ブルー、または
オッドアイ。オッドアイバイ-カラーは、⼀つがブルー
で、⼀つがカッパーの⽬で、等しい⾊の深さを持って
いる。 
 
チョコレートキャリコ︓チョコレートとレッドとホワ
イトの三⾊の猫である。レッドとチョコレートのくっ
きりとした無秩序な斑がなければならない。好ましい
最少限度はとして、その猫はホワイトの⾜、脚、体の
下⾯、胸とマズルをもたなければならない。この最⼩
限度よりホワイトが少ない場合は、少なさに⽐例して
減点される。好ましい最⼩限度として、猫は⾊のある
尾と頭と体の両⽅または、いずれか⼀⽅に、⼀つか、
またはそれ以上の⾊のある斑を持たなければならな
い。この最⼩限度より⾊の部分が少ない場合は、少な
さに⽐例して減点される。⽬⾊︓輝くカッパー、ブル
ー、またはオッドアイ。オッドアイバイ-カラーは、⼀
つがブルーで、⼀つがカッパーの⽬で、等しい⾊の深
さを持っている。 
 
ライラックキャリコ︓ライラックとクリームとホワイ
トの三⾊の猫である。クリームとライラックとのくっ
きりとした無秩序な斑がなければならない。好ましい
最少限度はとして、その猫はホワイトの⾜、脚、体の
下⾯、胸とマズルをもたなければならない。この最⼩
限度よりホワイトが少ない場合は、少なさに⽐例して
減点される。好ましい最⼩限度として、猫は⾊のある
尾と頭と体の両⽅または、いずれか⼀⽅に、⼀つか、
またはそれ以上の⾊のある斑を持たなければならな
い。この最⼩限度より⾊の部分が少ない場合は、少な
さに⽐例して減点される。⽬⾊︓輝くカッパー、ブル
ー、またはオッドアイ。オッドアイバイ-カラーは、⼀
つがブルーで、⼀つがカッパーの⽬で、等しい⾊の深
さを持っている。 
 
バイ-カラー︓ブラックとホワイト、ブルーとホワイト、
レッドとホワイト、クリームとホワイト、チョコレー
トとホワイト、またはライラックとホワイト。好まし
い最少限度はとして、その猫はホワイトの⾜、脚、体
の下⾯、胸とマズルをもたなければならない。この最
⼩限度よりホワイトが少ない場合は、少なさに⽐例し
て減点される。好ましい最⼩限度として、猫は⾊のあ
る尾と頭と体の両⽅または、いずれか⼀⽅に、⼀つか、
またはそれ以上の⾊のある斑を持たなければならな
い。この最⼩限度より⾊の部分が少ない場合は、少な
さに⽐例して減点される。⽬⾊︓輝くカッパー、ブル
ー、またはオッドアイ。オッドアイバイカラーは、⼀

つがブルーで、⼀つがカッパーの⽬で、等しい⾊の深
さを持っている。 
 
スモークアンドホワイト︓ホワイトで⾊の付いた部分
があり、その猫の、その⾊の部分はスモークカラーの
スタンダードで現在確⽴されたものである。好ましい
最少限度はとして、その猫はホワイトの⾜、脚、体の
下⾯、胸とマズルをもたなければならない。この最⼩
限度よりホワイトが少ない場合は、少なさに⽐例して
減点される。好ましい最⼩限度の記載として、猫は⾊
のある尾と頭と体の両⽅または、いずれか⼀⽅に、⼀
つか、またはそれ以上の⾊のある斑を持たなければな
らない。この最⼩限度より⾊の部分が少ない場合は、
少なさに⽐例して減点される。⽬⾊︓輝くカッパー、
ブルー、またはオッドアイ。オッドアイバイカラーは、
⼀つがブルーで、⼀つがカッパーの⽬で、等しい⾊の
深さを持っている。 
 
シェーデットアンドホワイト︓ホワイトで⾊の付いた
部分があり、その猫の、その⾊の部分はシェーデット
とシェルカラーのスタンダードで現在確⽴されたも
のである。好ましい最少限度はとして、その猫はホワ
イトの⾜、脚、体の下⾯、胸とマズルをもたなければ
ならない。この最⼩限度よりホワイトが少ない場合は、
少なさに⽐例して減点される。好ましい最⼩限度とし
て。猫は⾊のある尾と頭と体の両⽅または、いずれか
⼀⽅に、⼀つか、またはそれ以上の⾊のある斑を持た
なければならない。この最⼩限度より⾊の部分が少な
い場合は、少なさに⽐例して減点される。⽬⾊︓輝く
カッパー、ブルー、またはオッドアイ。オッドアイバ
イカラーは、⼀つがブルーで、⼀つがカッパーの⽬で、
等しい⾊の深さを持っている。 
 
トーティーシェルアンドホワイト︓⾊はトーティーシ
ェルで規定されたもので、顔にホワイトがあるまたは、
ない。ホワイトはビフ、腹、４本全てのポウになけれ
ばならない。好ましい最⼩限度として、猫は⾊のある
尾と頭と体の両⽅または、いずれか⼀⽅に、⼀つか、
またはそれ以上の⾊のある斑を持たなければならな
い。この最⼩限度より⾊の部分が少ない場合は、少な
さに⽐例して減点される。ブルークリームアンドホワ
イト︓⾊はブルークリームで規定されたもので、顔に
ホワイトがあるまたは、ない。ホワイトはビフ、腹、
４本全てのポウになければならない。好ましい最⼩限
度として、猫は⾊のある尾と頭と体の両⽅または、い
ずれか⼀⽅に、⼀つか、またはそれ以上の⾊のある斑
を持たなければならない。この最⼩限度より⾊の部分
が少ない場合は、少なさに⽐例して減点される。 
 
レッドタビーアンドホワイト（クラッシック、マッカ
レル、スポッティッド）︓カラーの部分があるホワイト
で、そのカラーの部分はレッドの地⾊に濃く豊かなレ
ッドのマーキングがある。好ましい最少限度はとして、
その猫はホワイトの⾜、脚、体の下⾯、胸とマズルを
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もたなければならない。この最⼩限度よりホワイトが
少ない場合は、少なさに⽐例して減点される。好まし
い最⼩限度として、猫は⾊のある尾と頭と体の両⽅ま
たは、いずれか⼀⽅に、⼀つか、またはそれ以上の⾊
のある斑を持たなければならない。この最⼩限度より
⾊の部分が少ない場合は、少なさに⽐例して減点され
る。⽬⾊︓輝くカッパー、ブルー、またはオッドアイ。
オッドアイバイカラーは、⼀つがブルーで、⼀つがカ
ッパーの⽬で、等しい⾊の深さを持っている。 
 
ブラウンタビーアンドホワイト（クラッシック、マッ
カレル、スポッティッド）︓カラーの部分があるホワイ
トで、そのカラーの部分は輝くカッパーがかったの地
⾊に濃いブラックのマーキングがある。好ましい最少
限度はとして、その猫はホワイトの⾜、脚、体の下⾯、
胸とマズルをもたなければならない。この最⼩限度よ
りホワイトが少ない場合は、少なさに⽐例して減点さ
れる。好ましい最⼩限度として、猫は⾊のある尾と頭
と体の両⽅または、いずれか⼀⽅に、⼀つか、または
それ以上の⾊のある斑を持たなければならない。この
最⼩限度より⾊の部分が少ない場合は、少なさに⽐例
して減点される。⽬⾊︓輝くカッパー、ブルー、また
はオッドアイ。オッドアイバイカラーは、⼀つがブル
ーで、⼀つがカッパーの⽬で、等しい⾊の深さを持っ
ている。 
 
パッチドタビーアンドホワイト（クラッシック、マッ
カレル、スポッティッド）︓カラーの部分があるホワイ
トで、そのカラーの部分は現在確⽴されているパッチ
ドタビーカラーのスタンダードに適合している。好ま
しい最少限度はとして、その猫はホワイトの⾜、脚、
体の下⾯、胸とマズルをもたなければならない。この
最⼩限度よりホワイトが少ない場合は、少なさに⽐例
して減点される。好ましい最⼩限度として、猫は⾊の
ある尾と頭と体の両⽅または、いずれか⼀⽅に、⼀つ
か、またはそれ以上の⾊のある斑を持たなければなら
ない。この最⼩限度より⾊の部分が少ない場合は、少
なさに⽐例して減点される。⽬⾊︓輝くカッパー、ブ
ルー、またはオッドアイ。注釈付きの例外がある。オ
ッドアイバイカラーは、⼀つがブルーで、⼀つがカッ
パーの⽬で、等しい⾊の深さを持っている。注釈︓シ
ルバーパッチドタビーアンドホワイト、ブルーシルバ
ーパッチドタビーアンドホワイトの⽬⾊︓グリーンか
ヘーゼルか輝くカッパー。オッドアイのこれらのバイ
-カラーは、⼀つがブルーで⼀つがグリーン、ヘーゼル
または輝くカッパーで、等しい⾊の深さを持っている。 
 
チョコレートシルバータビーアンドホワイト（クラシ
ック、マッカレル、スポテッド）︓カラーの部分がある
ホワイトで、そのカラーの部分はミルクチョコレート
がかったの地⾊に濃いダークチョコレートのマーキ
ングがある。地⾊と⼗分なコントラストがあり、アン
ダーコートは⽩です。 好ましい最⼩限度として、猫は
⾊のある尾と頭と体の両⽅または、いずれか⼀⽅に、

⼀つか、またはそれ以上の⾊のある斑を持たなければ
ならない。この最⼩限度よりホワイトが少ない場合は、
少なさに⽐例して減点される。好ましい最⼩限度とし
て、猫は⾊のある尾と頭と体の両⽅または、いずれか
⼀⽅に、⼀つか、またはそれ以上の⾊のある斑を持た
なければならない。この最⼩限度より⾊の部分が少な
い場合は、少なさに⽐例して減点される。 ⽬⾊︓グリ
ーン、ヘーゼルまたは輝くカッパー。オッドアイカラ
ーは、⼀つがブルーで、もう⼀つがグリーン・ヘーゼ
ル・輝くカッパーで、等しい⾊の深さを持っている。 
 
チョコレートシルバーパッチドタビーアンドホワイ
ト（クラシック、マッカレル、スポテッド）︓カラーの
部分があるホワイトで、そのカラーの部分はミルクチ
ョコレートがかったの地⾊に濃いダークチョコレー
トのマーキングがある。地⾊と⼗分なコントラストが
あり、アンダーコートは⽩です。 好ましい最⼩限度と
して、猫は⾊のある尾と頭と体の両⽅または、いずれ
か⼀⽅に、⼀つか、またはそれ以上の⾊のある斑を持
たなければならない。この最⼩限度よりホワイトが少
ない場合は、少なさに⽐例して減点される。好ましい
最⼩限度として、猫は⾊のある尾と頭と体の両⽅また
は、いずれか⼀⽅に、⼀つか、またはそれ以上の⾊の
ある斑を持たなければならない。この最⼩限度より⾊
の部分が少ない場合は、少なさに⽐例して減点される。 
⽬⾊︓グリーン、ヘーゼルまたは輝くカッパー。オッ
ドアイカラーは、⼀つがブルーで、もう⼀つがグリー
ン・ヘーゼル・輝くカッパーで、等しい⾊の深さを持
っている。 
 
ライラックシルバータビーアンドホワイト（クラシッ
ク、マッカレル、スポテッド）︓地⾊は薄い霜が降りた
ようなラベンダーで、ピンクがかったパティナがかっ
ている。より濃いタビーのマーキングがあり、アンダ
ーコートは⽩。好ましい最⼩限度として、猫は⾊のあ
る尾と頭と体の両⽅または、いずれか⼀⽅に、⼀つか、
またはそれ以上の⾊のある斑を持たなければならな
い。この最⼩限度よりホワイトが少ない場合は、少な
さに⽐例して減点される。好ましい最⼩限度として、
猫は⾊のある尾と頭と体の両⽅または、いずれか⼀⽅
に、⼀つか、またはそれ以上の⾊のある斑を持たなけ
ればならない。この最⼩限度より⾊の部分が少ない場
合は、少なさに⽐例して減点される。 ⽬⾊︓グリーン、
ヘーゼルまたは輝くカッパー。オッドアイカラーは、
⼀つがブルーで、もう⼀つがグリーン・ヘーゼル・輝
くカッパーで、等しい⾊の深さを持っている。 
 
ライラックシルバーパッチドタビーアンドホワイト
（クラシック、マッカレル、スポテッド）︓地⾊は薄い
霜が降りたようなラベンダーで、ピンクがかったパテ
ィナがかっている。より濃いタビーのマーキングがあ
り、クリームのパッチか柔らかく⼊り交じった部分が
あり、アンダーコートは⽩。好ましい最⼩限度として、
猫は⾊のある尾と頭と体の両⽅または、いずれか⼀⽅
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に、⼀つか、またはそれ以上の⾊のある斑を持たなけ
ればならない。この最⼩限度よりホワイトが少ない場
合は、少なさに⽐例して減点される。好ましい最⼩限
度として、猫は⾊のある尾と頭と体の両⽅または、い
ずれか⼀⽅に、⼀つか、またはそれ以上の⾊のある斑
を持たなければならない。この最⼩限度より⾊の部分
が少ない場合は、少なさに⽐例して減点される。 ⽬
⾊︓グリーン、ヘーゼルまたは輝くカッパー。オッド
アイカラーは、⼀つがブルーで、もう⼀つがグリーン・
ヘーゼル・輝くカッパーで、等しい⾊の深さを持って
いる。 
 
アザータビーアンドホワイト（クラッシック、マッカ
レル、スポッティッド）︓カラーの部分があるホワイト
で、そのカラーの部分は現在確⽴されているレッド、
ブラウン、パッチド以外の、クラッシック、マッカレ
ル、スポッティッドタビーカラーのスタンダードに適
合している。好ましい最少限度はとして、その猫はホ
ワイトの⾜、脚、体の下⾯、胸とマズルをもたなけれ
ばならない。この最⼩限度よりホワイトが少ない場合
は、少なさに⽐例して減点される。好ましい最⼩限度
として、猫は⾊のある尾と頭と体の両⽅または、いず
れか⼀⽅に、⼀つか、またはそれ以上の⾊のある斑を
持たなければならない。この最⼩限度より⾊の部分が
少ない場合は、少なさに⽐例して減点される。⽬⾊︓
輝くカッパー、ブルー、またはオッドアイ。注釈付き
の例外がある。オッドアイバイカラーは、⼀つがブル
ーで、⼀つがカッパーの⽬で、等しい⾊の深さを持っ
ている。 
 
注︓シルバータビーアンドホワイト、ブルーシルバー
タビーアンドホワイト、チョコレートシルバータビー
アンドホワイト、ライラックシルバータビーアンドホ
ワイト、チョコレートシルバーパッチドタビーアンド
ホワイト、ライラックシルバーパッチドタビーアンド
ホワイト︓⽬⾊、グリーン、ヘーゼル、ブルー、輝く
カッパーまたはオッドアイである。これらのカラーの
オッドアイは１つはブルーであり、もう⼀つはグリー
ン、ヘーゼル、輝くカッパーで等しい⾊の深さを持っ
ている。 
 
キャリコスモーク︓ブラック、レッドとホワイトの三
⾊の猫である。アンダーコートがホワイトの、レッド
とブラックのくっきりとした無秩序な斑がなければ
ならない。好ましい最少限度はとして、その猫はホワ
イトの⾜、脚、体の下⾯、胸とマズルをもたなければ
ならない。この最⼩限度よりホワイトが少ない場合は、
少なさに⽐例して減点される。好ましい最⼩限度とし
て、猫は⾊のある尾と頭と体の両⽅または、いずれか
⼀⽅に、⼀つか、またはそれ以上の⾊のある斑を持た
なければならない。この最⼩限度より⾊の部分が少な
い場合は、少なさに⽐例して減点される。⽬⾊︓輝く
カッパー、ブルー、またはオッドアイ。オッドアイバ
イカラーは、⼀つがブルーで、⼀つがカッパーの⽬で、

等しい⾊の深さを持っている。 
 
ダイリュートキャリコスモーク︓ブルー、クリームと
ホワイトの三⾊の猫である。アンダーコートがホワイ
トの、クリームとブルーのくっきりとした無秩序な斑
がなければならない。好ましい最少限度はとして、そ
の猫はホワイトの⾜、脚、体の下⾯、胸とマズルをも
たなければならない。この最⼩限度よりホワイトが少
ない場合は、少なさに⽐例して減点される。好ましい
最⼩限度として、猫は⾊のある尾と頭と体の両⽅また
は、いずれか⼀⽅に、⼀つか、またはそれ以上の⾊の
ある斑を持たなければならない。この最⼩限度より⾊
の部分が少ない場合は、少なさに⽐例して減点される。
⽬⾊︓輝くカッパー、ブルー、またはオッドアイ。オ
ッドアイバイカラーは、⼀つがブルーで、⼀つがカッ
パーの⽬で、等しい⾊の深さを持っている。 
 
チョコレートキャリコスモーク︓チョコレートとレッ
ドとホワイトの三⾊の猫である。アンダーコートがホ
ワイトの、レッドとチョコレートのくっきりとした無
秩序な斑がなければならない。好ましい最少限度はと
して、その猫はホワイトの⾜、脚、体の下⾯、胸とマ
ズルをもたなければならない。この最⼩限度よりホワ
イトが少ない場合は、少なさに⽐例して減点される。
好ましい最⼩限度の記載のように、つまり猫は⾊のあ
る尾と頭と体の両⽅または、いずれか⼀⽅に、⼀つか、
またはそれ以上の⾊のある斑を持たなければならな
い。⽬⾊︓輝くカッパー、ブルー、またはオッドアイ。
オッドアイバイカラーは、⼀つがブルーで、⼀つがカ
ッパーの⽬で、等しい⾊の深さを持っている。 
 
ライラックキャリコスモーク︓ライラックとクリーム
とホワイトの三⾊の猫である。アンダーコートがホワ
イトの、クリームとライラックのくっきりとした無秩
序な斑がなければならない。好ましい最少限度はとし
て、その猫はホワイトの⾜、脚、体の下⾯、胸とマズ
ルをもたなければならない。この最⼩限度よりホワイ
トが少ない場合は、少なさに⽐例して減点される。好
ましい最⼩限度として、猫は⾊のある尾と頭と体の両
⽅または、いずれか⼀⽅に、⼀つか、またはそれ以上
の⾊のある斑を持たなければならない。この最⼩限度
より⾊の部分が少ない場合は、少なさに⽐例して減点
される。⽬⾊︓輝くカッパー、ブルー、またはオッド
アイ。オッドアイバイカラーは、⼀つがブルーで、⼀
つがカッパーの⽬で、等しい⾊の深さを持っている。 
 
ヒマラヤン（ポイント）パターン︓体︓鮮明な⾊が好
まれ、微妙なシェードがかかるのは許される。年⻑の
猫で⾊がより濃い事には、斟酌がなされなければなら
ないが、体の⾊と、ポイントの⾊の間に⼀定のコント
ラストがなければならない。ポイントは、⽿、脚、⾜、
尾、マスクからなり、その猫の基本の⾊を⽰している。
理想的なマスクは、⽬の上から降りてきて、顎へと広
がっており、⽬を越えて左右に広がっている。 
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ヒマラヤン ディビジョン 

 
チョコレートポイント︓体はアイボリー。ポイントは
ミルク - チョコレート⾊、温かいトーン。ノーズレザ
ーとパウパッド︓シナモンピンク。⽬︓深く鮮やかな
ブルー。失格︓⽩い⾜先、ブルー以外の⽬⾊。 
 
シールポイント︓体は均⼀な薄いフォーンらクリーム、
温かいトーン、腹と胸に次第に明るくなっていくシェ
ード。ポイントは深いシールブラウン。ノーズレザー
とパウパッド︓シールブラウン。⽬⾊︓深く鮮やかな
ブルー。失格︓⽩い⾜先、ブルー以外の⽬⾊。 
 
ライラックポイント︓体は氷の様なホワイト。ポイン
トは霜が降りた様なグレーでピンクのトーンがかか
っている。ノースレザーとパウパッド︓ラベンダーピ
ンク。⽬⾊︓深く鮮やかなブルー。失格︓⽩い⾜先、
ブルー以外の⽬⾊。 
 
ブルーポイント︓体はブルーがかったホワイト、冷た
いトーン。ポイントはブルー。ノーズレザーとパウパ
ッド︓スレートブルー。⽬⾊︓深く鮮やかなブルー。
失格︓⽩い⾜先、ブルー以外の⽬⾊。 
 
フレーム（レッド）ポイント︓体はクリーむのような
ホワイト。ポイントは深いオレンジの輝く⾊彩。ノー
ズレザーとパウパッド︓肌⾊からサンゴ⾊のピンク。
⽬⾊︓深く鮮やかなブルー。失格︓⽩い⾜先、ブルー
以外の⽬⾊。 
 
クリームポイント︓体はクリームのような、ホワイト。
ポイントはバフクリームで、アプリコット⾊はない。
ノーズレザーとパウパッド︓肌⾊からサンゴ⾊のピン
ク。⽬⾊︓深く鮮やかなブルー。失格︓⽩い⾜先、ブ
ルー以外の⽬⾊。 
 
トーティポイント︓体はクリームのようなホワイトか
薄いフォーン。ポイントはシールで、レッドとクリー
ム、もしくはそのいずれかの無秩序なパッチがある。
ノーズレザーとパウパッド︓シールブラウンとサンゴ
⾊のピンク、もしくはそのいずれか⼀⽅。⽬⾊︓深く
鮮やかなブルー。失格︓⽩い⾜先、ブルー以外の⽬⾊。 
 
ブルークリームポイント︓体はブルーがかったホワイ
トかクリームのようなホワイト。ポイントはブルーで、
クリームのパッチがある。ノーズレザーとパウパッ
ド︓スレートブルーとピンクもしくはそのいずれか⼀
⽅。⽬⾊︓深く鮮やかなブルー。失格︓⽩い⾜先、ブ
ルー以外の⽬⾊。 
 
チョコレートトーティーポイント︓体はアイボリー。
ポイントはチョコレートで、レッドとクリーム、また
はそのいずれか⼀⽅の無秩序なパッチがある。ノーズ

レザーとパウパッド︓シナモンピンクとサンゴ⾊のピ
ンク、またはそのいずれか⼀⽅。⽬⾊︓深く鮮やかな
ブルー。失格︓⽩い⾜先、ブルー以外の⽬⾊。 
 
ライラック-クリームポイント︓体は氷の様なホワイ
ト。ポイント︓ライラックでクリームのパッチがある。
ノーズレザーとパウパッド︓ラベンダーピンクとピン
ク、またはそのいずれか⼀⽅。⽬⾊︓深く鮮やかなブ
ルー。失格︓⽩い⾜先、ブルー以外の⽬⾊。 
 
ヒマラヤンリンクス（ポイント）パターン︓マスクは
額に濃い縦の縞でくっきりとしたラインがなくては
ならず、その縞は、額に垂直で、クラッシックの"M"を
形成し︔頬では⽔平の縞である。マスクは、⽬の回り
に明るいリングがあり、明るいウイスカーパッドに、
濃い斑点があり、濃い⾊の輪郭でくっきり縁取られて
いる。⽿の内側は明るく、⽿の外側はティッキングが
ある。マーキングは濃く、くっきりと⾒て取れ、幅広
である。脚は均等にブレスレットのバーがある。尾は
バーがあり、下側の部分はより⾊が薄い。体には縞や
まだらはない。 
 
シールリンクスポイント︓ポイントはベージュ-ブラウ
ンでより濃いブラウンのタビーマークのティッキン
グがある。体の⾊は薄いクリームからフォーンで、温
かいトーン。ノーズレザー︓シールブラウンか煉⽡⾊
のレッド。パウパッド︓シールブラウン。⽬⾊︓深く
鮮やかなブルー。失格︓⽩い⾜先、ブルー以外の⽬⾊。 
 
ブルーリンクスポイント︓ポイントは明るい、シルバ
ーブルーで、より濃いブルーのタビーマークのティッ
キングがある。体の⾊はブルーがかったホワイト、冷
たいトーン。ノーズレザー︓ブルーかオールドローズ。
パウパッド︓ブルー。⽬⾊︓深く鮮やかなブルー。失
格︓⽩い⾜先、ブルー以外の⽬⾊。 
 
フレーム（レッド）リンクスポイント︓ポイントは深
いオレンジの輝く⾊彩で、深いレッドのタビーマーク
のティッキングがある。体の⾊はクリームのようなホ
ワイト。ノーズレザーとパウパッド︓肌⾊、またはサ
ンゴ⾊のピンク。⽬⾊︓深く鮮やかなブルー。失格︓
⽩い⾜先、ブルー以外の⽬⾊。 
 
クリームリンクスポイント︓ポイントは薄いクリーム
で、濃いクリームのタビーマークのティッキングがあ
る。体の⾊はクリームのようなホワイト、ポイントよ
り、⼗分にトーンは明るい。ノーズレザーとパウパッ
ド︓肌⾊、またはサンゴ⾊のピンク。⽬⾊︓深く鮮や
かなブルー。失格︓⽩い⾜先、ブルー以外の⽬⾊。 
 
トーティーリンクスポイント︓ポイントはベージュ-ブ
ラウンで、濃いブラウンのタビーのマーキングとレッ
ドのパッチがある。体の⾊はクリームのようなホワイ
トか薄いフォーン。ノーズレザーとパウパッド︓シー
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ルブラウン、煉⽡⾊のレッド、とサンゴのピンク、も
しくはそのいずれか⼀⽅。⽬⾊︓深く鮮やかなブルー。
失格︓⽩い⾜先、ブルー以外の⽬⾊。 
 
ブルー-クリームリンクスポイント︓ポイントはブル
ーで、より濃いブルーのタビーのマーキングとクリー
ムのパッチがある。体の⾊はブルーがかったホワイト、
冷たい⾊調。ノーズレザーとパウパッド︓ブルー、オ
ールドローズ、とピンク、もしくはそのいずれか⼀⽅。
⽬⾊︓深く鮮やかなブルー。失格︓⽩い⾜先、ブルー
以外の⽬⾊。 
 
チョコレートリンクスポイント︓ポイントはミルクチ
ョコレートでより濃いチョコレートのタビーマーク
のティッキングがある。体の⾊はアイボリー。ノーズ
レザーとパウパッド︓シナモンピンクかサンゴ⾊のピ
ンク。⽬⾊︓深く鮮やかなブルー。失格︓⽩い⾜先、
ブルー以外の⽬⾊。 
 
ライラックリンクスポイント︓ポイントは薄い霜が降
りたようなグレーでピンクがかったトーンで、より濃
いライラックのタビーマークのティッキングがある。
氷のようなホワイト、ノーズレザー︓ラベンダーピン
ク。パウパッド︓ブルー。⽬⾊︓深く鮮やかなブルー。
失格︓⽩い⾜先、ブルー以外の⽬⾊。 
 
チョコレートトーティーリンクスポイント︓ポイント
はミルクチョコレートで、より濃いチョコレートのタ
ビーのマーキングとレッドのパッチがある。体の⾊は
アイボリー。ノーズレザーとパウパッド︓シナモンピ
ンクとサンゴのピンク、もしくはそのいずれか⼀⽅。
⽬⾊︓深く鮮やかなブルー。失格︓⽩い⾜先、ブルー
以外の⽬⾊。 
 
ライラック-クリームリンクスポイント︓ポイントは
薄い、霜が降りたようなグレーでピンクがかったトー
ンで、より濃いライラックのタビーのマーキングとク
リームのパッチがある。体の⾊は氷のようなホワイト。
ノーズレザーとパウパッド︓ラベンダーピンクとピサ
ンゴ⾊のピンク、もしくはそのいずれか⼀⽅。⽬⾊︓
深く鮮やかなブルー。失格︓⽩い⾜先、ブルー以外の
⽬⾊。 
 
以下の記載は参照の⽬的のみであって、ショースタン
ダードの公式な部分ではない。 
 

エキゾチックのカラークラス番号 

 
ソリッドカラーディビジョン 

 

ブルーアイ ホワイト ............7700  7701 
カッパーアイ ホワイト ..........7702  7703 
オッドアイ ホワイト.............7704  7705 
ブルー .........................7706  7707 

ブラック .......................7708  7709 
レッド .........................7710  7711 
クリーム .......................7714  7715 
OSCC (その他のソリッドカラークラス) 

...................7720  7721 
(チョコレート または、ライラック) 
AOV  ...........................7798  7799 

 
シルバーアンドゴールデンディビジョン 

 
チンチラ シルバー ..............7730  7731 
シェーデットシルバー ...........7732  7733 
チンチラ ゴールデン ............7726  7727 
シェーデット ゴールデン ........7772  7773 
その他のシルバーアンドゴールデンカラー 

........7728  7729 
（ブルーチンチラシルバー、・ブルーシェ
ーデッドシルバー、ブルーチンチラゴー
ルデン、・ブルーシェーデッドゴールデン） 

AOV  ...........................7198  7199 
 

スモークアンドシェーデッドディビジョン 

 
シェル カメオ ..................7760  7761 
シェーデット カメオ ............7762  7763 
シェル クリーム ................7856  7857 
シェーデット クリーム ..........7858  7859 
シェル トーティーシェル .........---  7775 
シェーデット トーティーシェル ...---  7777 
シェル ブルー-クリーム ..........---  7853 
シェーデット ブルー-クリーム ....---  7851 
ブラックスモーク................7734  7735 
ブルースモーク .................7738  7739 
クリームスモーク ...............7768  7769 
レッドスモーク .................7764  7765 
トーティーシェルスモーク.........---  7725 
ブルークリーム スモーク .........---  7723 
その他のスモークラー............7420  7421 
(チョコレートスモーク、ライラックスモ
ーク、チョコレートトーティースモーク、
ライラッククリームスモーク） 
その他のシェーデットカラー......7880  7881 
(シェルブルー、シェーデット、シェルブラ

ック、シェーデットブラック、ブルーチン
チラシルバー、ブルーシェーデットシルバ
ー、ブルーチンチラゴールデン、ブルーシ
ェーデットゴールデン、シェルチョコレー
ト、シェーデットチョコレート、シェルラ
イラック、シェーデットライラック、シェ

ルチョコレートトーティー、シェーデット
チョコレートトーティー、シェルライラッ
ククリーム、シェーデットライラッククリ
ーム） 
AOV  ...........................7298  7299 
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タビーディビジョン 

 

シルバータビー ..................7736  7737 
シルバーマッカレル 

＆ スポッティッドタビー..........7736M 7737M 
シルバーパッチドタビー(トビー).....--- 7785 

(クラッシック、マッカレル、スポッティッド) 
ブルーシルバータビー ............7634  7635 
(クラッシック、マッカレル、スポッティッド) 
ブルーシルバーパッチドタビー(トビー) 

............--- 7637 
(クラッシック、マッカレル、スポッティッド) 
レッドタビー ....................7740  7741 
レッドマッカレル＆スポッティッドタビー 

 ..........7740M 7741M 
ブラウンタビー ..................7744  7745 
ブラウンマッカレル＆スポッティッドタビー 

 ..........7744M 7745M 
ブラウンパッチドタビー (トビー)  ..--- 7787 
(クラッシック、マッカレル、スポッティッド) 
ブルータビー ....................7752  7753 
ブルーマッカレルタビー 

＆スポッティッド ................7752M 7753M 
ブルーパッチドタビー (トビー) ..--- 7789 

(クラッシック、マッカレル、スポッティッド) 
クリームタビー ..................7754  7755 
クリームマッカレルタビー 

＆スポッティッド.................7754M 7755M 
カメオタビー ....................7766  7767 
カメオマッカレルタビー 

＆スポッティッド.................7766M 7767M 
クリームシルバータビー ..........7854  7855 
(クラッシック、マッカレル、スポッティッド) 
その他のタビーカラー.............7462  7463 
(チョコレート, ライラック、チョコレー
トシルバー、ライラックシルバー、チョコ

レートシルバーパッチド、ライラックシル
バーパッチド（クラッシック、マッカレル、
パッチド、スポッティッド） 
AOV  ............................7398  7399 
 

パーティカラーディビジョン 

 
トーティーシェル..................---  7747 
ブルークリーム ...................---  7751 
その他のパーティカラー ...........---  7647 
(チョコレートトーティーシェル、ライラ
ック-クリーム) 

AOV  ............................7498  7499 
 

キャリコ＆バイカラーディビジョン 
 
キャリコ .........................---  7749 

(ホワイトとブラック＆レッド、トーティー＆ホワイ

ト) 
ダイリュートキャリコ.............. - -  7719 
(ホワイト ウイズ ブルー＆クリーム) 
ブルー&ホワイト ..................7806  7807 
ブラック&ホワイト.................7808  7809 
レッド&ホワイト...................7800  7801 
クリーム&ホワイト.................7804  7805 
その他のバイ-カラー...............7590  7591 
(チョコレートバイ-カラー, ライラックバ
イ-カラー,チョコレートキャリコ, ライラ
ックキャリコ) 
スモーク&ホワイト.................7594  7595 

(ブラックスモーク&ホワイト,ブルースモー
ク&ホワイト, クリームスモーク&ホワイト,
レッドスモーク&ホワイト, トーティーシェ
ルスモーク&ホワイト,ブルークリームスモー
ク&ホワイト、キャリコスモーク、ダイリュー
トキャリコスモーク, チョコレートキャリコ

スモーク, ライラックキャリコスモーク) 
シェーデット&ホワイト.............7488  7489 
(チンチラシルバー＆ホワイト、シェーデット
シルバー＆ホワイト、チンチラゴールデン＆
ホワイト、シェーデットゴールデン＆ホワイ
ト、シェルカメオ＆ホワイト,シェルクリーム

＆ホワイト, シェーデットクリーム＆ホワイ
ト、シェルトーティーシェル＆ホワイト、シェ
ーデットトーティーシェル＆ホワイト、シェ
ルブルークリーム＆ホワイト、シェーデット
ブルークリーム＆ホワイト、その他のシェー
デットカラークラスでホワイトの追加がある

もの） 
レッドタビー&ホワイト...............7940  7941 
(クラッシック、マッカレル、スポッティッド） 
ブラウンタビー＆ホワイト............7944  7945 
(クラッシック、マッカレル、スポッティッド） 
パッチドタビーア＆ホワイト.........----   7987 

(クラッシック、マッカレル、スポッティッド）
チョコレートシルバーパッチドタビーアンド
ホワイト、ライラックシルバーパッチドタビ
ーアンドホワイト 
アザータビー＆ホワイト............. 7992  7993 
(クラッシック、マッカレル、スポッティッド) 

チョコレートシルバータビーアンドホワイト、
ライラックシルバータビーアンドホワイト 
AOV  .............................. 7598  7599 
 

ヒマラヤンディビジョン 

 
チョコレート ポイント ............. 7670  7671 
シール ポイント ................... 7672  7673 
フレーム(レッド)ポイント .......... 7678  7679 
トーティー ポイント ................ ---  7693 
ライラック ポイント ............... 7674  7675 
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ブルー ポイント ...................7676  7677 
クリーム ポイント .................7696  7697 
ブルークリーム ポイント ............---  7689 
リンクス ポイント .................7660  7661 
(シールリンクス, ブルーリンクス, トーテ
ィーリンクス, ブルークリームリンクス, 
フレーム（レッド）リンクス,クリームリン

クス, チョコレートリンクス, ライラック
リンクス, チョコレートトーティーリンク
ス,ライラッククリームリンクス) 
AOV................................7698  7699 
 
注︓ペルシャのカラー表記に適合するロングヘアーの
エキゾチックはペルシャのカラークラスで競技する
資格がある。カラーの完全なリストはペルシャの章を
参照。これらの猫たちは登録のプレフィックス 7798-
7799、7698-7699 と7598-7599 により識別される。
エキゾチックのロングヘアーディビジョンは得点記
録の⽬的のみに作られるものであり、ペルシャのカラ
ークラスに出陳されたロングヘアーエキゾチックが
蓄積したナショナル/リジョナルポイントは、ロングヘ
アーエキゾチック、ブリード、カラークラスとしての
勝利としてカウントされ、ペルシャの勝利としてはカ
ウントされない。 
 
＊エキゾチックとアウトクロスする事の出来る猫 
種︓ペルシャ 
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ハバナブラウン 
( H a v a n a  B r o w n ) 

配点 
頭（３３） 

形.......................................8 

横顔/ ストップ...........................8 

マズル...................................8 

顎.......................................4 

耳.......................................5 

目（１０） 

形と大きさ...............................5 

色 ..................................5 

カラー（２２） 

コートカラー............................20 

パウパッド、ノーズレザーとヒゲ...........2 

コート .........................................10 

体と首..........................................15 

脚と足...........................................5 

尾...............................................5 

 

全般︓理想的なハバナブラウンの全体的な印象は、中位
の⼤きさで、豊かな、ソリッドカラーのコートを持ち、
良い筋⾁の状態の猫である。その特徴的なマズル形、コ
ートの⾊、輝く表情豊かな⽬、⼤きな前⽅に傾いた⽿の
ために、その他の猫種で匹敵するものはない。 
 
頭︓上から⾒たとき、頭はその幅より⻑く、丸いマズル
へと狭くなっており、ウイスカーパッドの後ろの両横
に、明⽩なブレークがある。幾分狭いマズルとウイスカ
ーブレークはこの猫の明確な特徴で、典型的な例では、
それは、明確でなければならない。横から⾒ると、⽬の
位置に明確なストップがある︔マズルの端はほとんど四
⾓にみえ︔この四⾓い幻影は、よく発達した顎、丸いと
いうよりはより四⾓い横顔の輪郭で、より強調される。
理想的には、⿐の先端と顎はほとんど垂直のラインを形
成する。⼤⼈の雄におけるいくぶん広い頭と、種雄とし
てのジャウルには配慮斟酌がなされる。顎、下唇のすぐ
下のまばらな⽑は許される。 
 
⽿︓⼤きく、丸い先端、根元はカップ状で、幅広く配置
されているが、広がってはいない︔前に傾いており、猫
に敏捷な外観を与える。⽿の内側や外側にほとんど⽑は
ない。 
 
⽬︓形︓眼窩の形は卵型。中位の⼤きさ︔幅広く離れて
配置されている︔輝き、敏捷な感じで、表情ゆたかであ
る。⾊︓グリーンのあらゆる鮮明で均⼀なシェード︔よ
り深い⾊ほど良い。 
 
体と⾸︓胴体は中位の⻑さで、固く筋⾁質。⼤⼈の雄は
雌の対照より⼤きい傾向にある。⼤きさよりむしろ全体
的なバランスと⽐率が決定因⼦である。⾸は⻑さは中位
で、体と釣り合いがとれている。全般的な構成は、短い
-（胴と頭の）組み合わせや、厚みのある組み合わせ

や、とほっそりした猫種の間の、中位の範囲である。 
 
脚と⾜︓理想的な実例では、その脚の上に⽐較的背が⾼
く⽴ち、胴体と尾は中位の⽐率の猫である。脚は真っ直
ぐである。雌の脚はほっそりして、華奢である︔ほっそ
りしていることと、脚の⻑さは、より⼒強く、筋⾁質で
ある成熟した雄では、ほとんど明⽩でなないだろう。後
ろ⾜は、前⾜より幾分⻑い。つま先︓前⾜の指は５本、
後ろ⾜は４本。 
 
尾︓⻑さは中位で、体と釣り合いがとれている︔ほっそ
りしていて、鞭のようでも、途切れたようでもなく︔先
端で先細りになっている。付け根は幅広すぎはしない。
コート︓短いか、中位の⻑さ。スムーズで光沢がある。 
 
失格︓キンクの尾、ロケットやボタン、正しくない脚の
指の数、グリーン以外のあらゆる⽬の⾊、ヒゲ、ノーズ
レザー、パウパッドの正しくない⾊。 
 

ハバナブラウンのカラー 
 
カラー︓豊かで温かいブラウンの全体を通して均⼀なシ
ェード︔⾊はブラック-ブラウンといよりむしろレッド
ブラウン（マホガニー）がかっている傾向にある。ノー
ズレザー︓ブラウンでローズがかった輝きがある。パウ
パッド︓ローズがかったトーン。ヒゲ︓ブラウン、コー
トカラーを補⾜している。⼦猫と⼤⼈の若い猫でのゴー
ストタビーのマーキングは許される。 
 
以下の記載は参照の⽬的のみであって、ショースタンダ 
ードの公式な部分ではない。 
 

ハバナブラウンのカラークラス番号 

 

ブラウン............................0408  0409 

AOV ................................0498  0499 

 

＊ハバナブラウンとアウトクロスする事の出来る 
猫種︓⼀定の限定されたアウトクロスはハバナブラウ 
ンに許されている。詳細はCFA セントラルオフィスに
問 
い合わせること。 
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ジャパニーズボブテール 
(Japanese Bobtail) 

配点 
頭..........................................20 
体..........................................20 
尾..........................................20 
カラーとマーキング..........................10 

コート......................................10 
バランスと上品さ............................20 
 
全般︓ジャパニーズボブテールは、中位の⼤きさの猫
で、すっきりしたラインと⾻格構造を持ち、良く筋⾁
がついているが、構造がどっしりというよりは、むし
ろ真っ直ぐで、ほっそりした、全体的な印象を表して
いなければならない。その⽬は特徴的に配置されてお
り、⾼い頬⾻と⻑く平⾏になった⿐と⼀緒になって、
明確なジャパニーズの特⾊を顔、特に横顔にもたらし
ており、その他の東洋の品種とは全く異なっている。
その短い尾は、うさぎの尾に似て、ポンポンの様な外
観を作りだすように⽑が扇型に広がり、下にある尾の
⾻格構造を効果的にカモフラージュしている。全体的
なタイプは、バランスが取れていて、上品で優雅であ
り、このようなタイプであることがジャパニーズボブ
テールの最も重要な特質である。スタンダードの全て
の部分が全体として統合性をもたらすことを考慮す
べきで、ジャパニーズボブテールのバランス、上品で
優雅であることが、全体的なこの猫像を描き出してい
る。スタンダードの全ての側⾯が全体として調和をも
たらし、どのような⼀つの特徴も、過剰に、もしくは
過少に考慮されることはない。 
 
頭︓頭は⻑く細く作られているが、それはほとんど完
全な正三⾓形（その三⾓形は⽿を含んでいない）を形
成し、穏やかな湾曲したライン、⾼い頬⾻、際だった
ウイスカーブレークを持ち、⿐は⻑く、先端から額ま
で⼆つの平⾏なラインにより、良くみてとれ、なだら
かな窪みが⽬の⾼さか、⽬のちょうど下にある。種雄
でのジャウルは考慮酌量される。 
 
⽿︓⼤きく、真っ直ぐ⽴っており、表現⼒に富み、広
く離れて配置されているが、外側へと広がっていると
⾔うよりむしろ、頭に直⾓になっており、落ち着いて
いるときは、前に傾いているような印象を与える。 
 
マズル︓わずかに幅広で、ウイスカーブレークへと丸
まっており︔尖ってもいないし、真っ直ぐに終わって
もいない。顎︓豊かで、アンダーショットでも、オー
バーショットでもない。 
 
⽬︓⼤きく、丸いというよりは卵型で、幅広く、敏捷
な感じで︔横からみると、頭蓋⾻へと位置しており、
むしろ著しく傾いている。眼球は浅い湾曲を⽰し、頬
⾻や額をこえて突き出てはいない。 
 

体︓⼤きさは中位、雄は雌より同じ⽐率でより⼤きい。
胴体は⻑く、細く優雅であるが、チューブのようでは
なく、粗い感じがなく、良く発達した筋⾁の強さを表
している。柔弱さや、コビーさへの兆候はない。最も
重要な事は全般的なバランスである。 
 
脚︓体と調和して、⻑く、ほっそりして、背が⾼いが、
⾒た⽬は華奢でも、脆弱でもない。後ろ⾜は、著しく
前⾜より⻑いが、猫がくつろいで⽴っている時は、後
ろ⾜は深い⾓度で膝が曲がっているので、胴体は後ろ
へと⾼くなっているというより、ほとんど⽔平を保っ
ている。⽴っているとき、猫の前⾜と肩は⼆つの連続
した真っ直ぐなラインを、互いに接近して形成する。 
 
ポウ︓卵形。⾜先︓前⾜の指は５本、後ろは４本であ
る。コート（ショートヘアー）︓中位の⻑さ、柔らかく
シルキーであるが、⽬⽴ったアンダーコートはない。 
 
コート（ロングヘアー）︓⻑さは中位の⻑いから⻑いま
で、⼿触りは柔らかくシルキーで、成熟した⼤⼈の猫
では、⽬⽴ったアンダーコートはない。前⾯のラフが
望ましい。コートはより短くより体に接近して寝て肩
を越え、尻に向かって次第に⻑くなり、尾と後ろの半
ズボンの所では、⽬⽴ってより⻑い⽑であろう。⽿と
⾜先はタフトがあるのが望ましい。コートは体の線を
強調するように寝ていなければならない。 
 
尾︓尾はこの猫種にというだけではなく、それぞれの
猫で特徴的である。これは指針として⽤いられるもの
で、この品種の中での多くの中から、尾の特定の⼀つ
のタイプを提起するだけである。その尾はくっきりと
⾒えており、⼀つかそれ以上の湾曲からなり、⾓度が
あって、キンクかそれのあらゆる組み合わせである。
体から尾の⾻の最も離れた広がりは、３インチ（︖ｃ
ｍ）より⻑くてはならない。尾がもっている⽅向は重
要ではない。尾は柔軟性があるか、固いかもしれない
が、猫の残りの部分と調和がとれた⼤きさや形でなけ
ればならない。 
 
カラー︓どのようなカラーやパターンもその他のもの
より好ましいということはない。ドミナントカラーの
バイカラーとトリカラー（ミケ）では、あらゆる⾊が
優位を占め、⼤胆で、劇的なマーキングと、鮮やかな
コントラストのある⾊がより良いとされる。ダイリュ
ートカラーのバイカラーとトリカラー（ミケ）では、
柔らかく、ぼかしの⼊ったマーキングで穏やかなコン
トラストの⾊がよりよいとされる。ソリッドカラー猫
では、コートの⾊は、それぞれの⽑の先端から根元ま
で、そして、猫の⿐から尾まで均⼀な濃さと⾊でなけ
ればならない。ノーズレザー、パウパッド、⽬⾊はコ
ートカラーと全般的に、調和がとれていなければなら
ない。ブルーの⽬とオッドアイは許される。 
 
減点︓短く、丸い頭、コビーな構造、過剰に重い⾻格。 
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失格︓尾の⾻の⽋失や体から３インチを越えて伸張し
た尾。ポンポンがない尾や、ふわふわした外観。伸び
たボブテールの外⾒（すなわち、ポンポンが背⾻の付
け根で始まる様に⾒えるよりは、むしろ正常な尾が１
インチか２インチ先⾏していて、密着して横たわった
⽑がある。） 
 

ジャパニーズボブテールのカラー 
ソリッドカラー 

 
ホワイト︓純粋な、艶のあるホワイト。 
 
ブラック︓濃く、⽯炭⾊のブラック、⽑の先端から根
元まで陰りがない。光沢があり、⽑先にどんな錆びた
薄い⾊合いがない。 
 
チョコレート︓リッチで暖かなチョコレートブラウン。 
 
レッド︓深く、ゆたかで、鮮明で、輝くレッド。トー
ンがより深く、より輝いているのがより良い。 
 
ブルー︓ブルー、明るいシェードがよりこの好ましい。
⽑の根元から先端まで均⼀である。 
 
ライラック（ラベンダー）︓ピンクがかったラベンダー。
⽑の根元からから先端にかけて。 
 
クリーム:バフクリームの⼀段階のシェードで、マーキ
ングはない。根元まで均⼀である。 
 

バイカラー 
 
タビーパターン＆ホワイトやパッチドタビー＆ホワ
イト カテゴリーでマッカレルで縞やスポットが無
い（マークが無い）ソリッドのエリアでスポットやク
ラシックパターンがあるまたは無いカラー、ボールド
が優先された、ドラマチックなマーキングやリッチで
鮮やかなカラー、あらゆる種類を含むことが出来る。
特定のタビーパターンを決定することが出来ない場
合は「パターンド」という⽤語は主に⽩い猫に仕様す
る事ができる、または、従来のタビーパターンを有し
ていても良い。ロケットやあるいはボタン以上の⽩が
ある猫は、これらのカラークラスの対象とはならない。
このような猫はロケット／ボタンがペナルティとな
らない基本的なカラーのカラークラスで審査サれな
ければならない。 
 
ブラックアンドホワイト︓厚みがあり、⽯炭のような
⿊と純粋な輝く⽩。 
 
レッドアンドホワイト/レッドタビーアンドホワイト/
レッドパターンドアンドホワイト（レッドの部分はタ
ビーのストライプかスポットがあるであろう）。” 

 
その他のバイカラー︓チョコレートアンドホワイト、
ブルーアンドホワイト、ライラックアンドホワイト、
クリームアンドホワイト、ブラウンタビー/パターンド
アンドホワイト、チョコレートタビーパターンドアン
ドホワイト、ブルータビー/パターンドアンドホワイト、
ライラックタビーパターンドアンドホワイト、クリー
ムタビー/パターンドアンドホワイト、シルバータビー
/パターンドアンドホワイト、チョコレートシルバータ
ビー/パターンドアンドホワイト、ブルーシルバータビ
ー/パターンドアンドホワイト、ライラックシルバータ
ビー/パターンドアンドホワイト、カメオタビー/パタ
ーンドアンドホワイト、クリームカメオタビ/パターン
ドアンドホワイト。ブラックスモークアンドホワイト、
チョクレートスモークアンドホワイト、ブルースモー
クアンドホワイト、ライラックスモークアンドホワイ
ト、レッドスモーク（カメオ）アンドホワイト 
 

トライカラー 
 
ミケ（トライカラー）︓ブラック、レッド、とホワイト
の任意の組み合わせ（レッド部分はタビーの縞かスポ
ットがあるであろう。） 
 
その他のミケ(トライカラー）カラー︓ 
チョコレートミケ（温かいチョコレートブラウンと⾚
と⽩のあらゆる組合せの⾊合い。[レッドの部分はソリ
ッドか、タビーのように⾒える]）︔ダイリュートミケ
（ブルー、クリーとホワイトのあらゆる組合せの⾊合
い[クリームの部分はソリッドか、タビーのように⾒え
る]）︔ライラックミケ（ライラック、クリームとホワ
イトのあらゆる組合せの⾊合い[クリームの部分はソ
リッドか、タビーのように⾒える]）︔パターンドミケ
(ブラウンタビーの部分とレッドの部分があるホワイ
トのあらゆる組合せの⾊合い)︔ダイリュートパターン
ドミケ(ブルータビーの部分とクリームの部分がある
ホワイトのあらゆる組合せの⾊合い)︔シルバーパター
ンドミケ(シルバータビーの部分とレッドの部分があ
るホワイトのあらゆる組合せの⾊合い)︔ダイリュート
シルバーパターンドミケ(ブルーシルバータビーの部
分とクリームカメオの部分があるホワイトのあらゆ
る組合せの⾊合い)︔ライラックシルバーパターンミケ
（ライラックシルバータビーの部分とクリームカメ
オの部分があるホワイトのあらゆる組合せの⾊合
い）︔スモークミケ（ブラック、レッドとホワイトのあ
らゆる組合せの⾊合い。ホワイトでない部分はホワイ
トのアンダーコートを持ち、ブラックかレッド[レッド
の部分はカメオかカメオタビーであろう]の深いティ
ップはある。猫が休んでいるときは、ミケに⾒える。 
ダイリュートスモークミケ（ブルー、クリーム、ホワ
イトのあらゆる組合せの⾊合い。ホワイトでない部分
はホワイトのアンダーコートを持ち、ブルーかクリー
ム[クリームの部分はクリームカメオかクリームカメ
オタビーであろう]の深いティップはある。（猫が休ん
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でいるときは、ダイリュートミケに⾒える。チョコレ
ートスモークミケ（温かみのあるチョコレートブラウ
ンスモーク、レッドスモークのシェード、ホワイトの
あらゆる組合せの⾊合い[レッドの部分はソリッドか、
タビーである]）ホワイトでない部分はホワイトのアン
ダーコートを持ちチョコレートかレッドの深いティ
ップドである[レッドの部分はレッドスモークか、レッ
ドスモークタビーである]。猫が休んでいるときはチョ
コレートミケに⾒える。ライラックスモークミケ（ラ
イラック、クリーム、ホワイトのあらゆる組合せの⾊
合い）ホワイトでない部分はホワイトのアンダーコー
トを持ちライラックかクリームの深いティップドで
ある[クリームの部分はスモークかクリームカメオに
⾒える]。猫が休んでいるときはライラックミケに⾒え
る。コートを分けると、ホワイトのアンダーコートが
くっきりと現れる）。 
 

パーティカラー 
 
トーティーシェル︓ブラックとレッド。 
 
チョコレートトーティーシェル︓温かみのあるチョコ
レートブラウンとレッド。 
 
ブルークリーム︓ブルーとクリーム。 
 
ライラッククリーム︓ライラックとクリーム。 
 

その他のジャパニーズボブテールカラー(OJBC) 
 
タビーパターン＆ホワイトやパッチドタビー＆ホワ
イト カテゴリーでマッカレルで縞やスポットが無
い（マークが無い）ソリッドのエリアでスポットやク
ラシックパターンがあるまたは無いカラー、ボールド
が優先された、ドラマチックなマーキングやリッチで
鮮やかなカラー、あらゆる種類を含むことが出来る。
特定のタビーパターンを決定できない場合、または従
来のタビーパターンの組合わせを有する可能性のあ
る猫では、「パターンド」という⽤語を使⽤することが
できる。 
 
タビー/パターンドカラー︓ブラウンタビー/パターン
ド、チョコレートタビー/パターンド、ブルータビー/
パターンド、ライラックタビー／パターンド、レッド
タビー/パターンド、クリームタビー/パターンド、シ
ルバータビー/パターンド、チョコレートシルバータビ
ー/パターンド、ブルーシルバータビー/パターンド、
ライラックシルバータビー/パターンド、カメオタビー
/パターンド、クリームカメオ/パターンド。 
 
パッチドタビー/パターンドカラー︓ブラウンパッチ
ドタビー/パターンド、チョコレートパッチドタビー/
パターンド、ブルーパッチドタビー/パターンド、ライ
ラックパッチドタビー/パターンド、シルバーパッチド

タビー/パターンド、チョコレートシルバーパッチドタ
ビー/パターンド、ダイリュートシルバーパッチドタビ
ー/パターンド。ライラックシルバーパッチドタビー/
パターンド。 
 
スモークカラー︓ブラックスモーク、チョコレートス
モーク、ブルースモーク、ライラックスモーク、レッ
ドスモーク（カメオ）、クリームスモーク（クリームカ
メオ）、トーティシェルスモーク、チョコレートトーテ
ィシェルスモーク、ブルークリームスモーク、ライラ
ッククリームスモーク。 
 
カラーポイント、カラーポイントアンドホワイト（い
かなるアンドホワイトのカラーを含む）︓規定された
カラーのしかし、それに限定されないソリッドやタビ
ーポインティッドカラーと、これらポインティッドカ
ラーのアンドホワイト︓ブラック（シール）、レッド、
クリーム、チョコレート、ライラック、ブルー、トー
ティーシェル、ブルー-クリーム、スモーク、ダイリュ
ートスモークと、これらのカラー全てのリンクスパタ
ーン。これら全てのカラーのアンドホワイト、または
これらのカラーのリンクスパターンのアンドホワイ
ト、その他、この猫種において遺伝的に可能なあらゆ
るカラー。 
 
他の許されるカラー／パターン、他のいかなる⾊、パ
ターン、またはそれらの組み合わせ。 
 
以下の記載は参照の⽬的のみであって、ショースタン
ダードの公式な部分ではない。 
 

ジャパニーズボブテールのカラークラス番号 

ロングヘアーディビジョン 
 
ソリッドカラー......................6700  6701 
(ホワイト、ブラック、チョコレート、レッド、
ブルー、ライラック、クリーム) 
ブラック&ホワイト...................6760  6761 
レッド&ホワイト/レッドタビーアンドホワイト（レッ
ドアンドホワイトの部分はタビーのストライプかス
ポットがあるだろう）................6762  6763 
その他のバイカラー..................6792  6793 
(チョコレートアンドホワイト, ブルーアン

ドホワイト, ライラックアンドホワイト, ク
リームアンドホワイト, ブラウンタビー/パ
ターンドアンドホワイト, チョコレート タ
ビー/パターンドアンドホワイト, ブルー タ
ビー/パターンドアンドホワイト, ライラッ
ク, タビー/パターンドアンドホワイト, ク

リーム タビー/パターンドアンドホワイト, 
シルバータビー/パターンドアンドホワイト, 
チョコレート シルバータビー/パターンドア
ンドホワイト, ブルー シルバータビー/パタ
ーンドアンドホワイト, ライラックシルバー
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タビー/パターンドアンドホワイト, カメオ 

タビー/パターンドアンドホワイト, クリー
ム カメオ タビー/パターンドアンドホワイ
ト, ブラックスモークアンドホワイト, チョ
コレート スモークアンドホワイト, ブルー 
スモークアンドホワイト, ライラックスモー
クアンドホワイト, レッドスモーク (カメ

オ)アンドホワイト, クリームスモーク(クリ
ームカメオ)アンドホワイト 
ミケ(トライカラー)..................----  6749 
（ブラック、レッド、ホワイト） 
その他のミケ(トライカラー)..........----  6719 
（チョコレートミケ、ダイリュートミケ、ライ

ラックミケ、パッチドミケ、ダイリュートパッ
チドミケ、シルバーパッチドミケ、ダイリュー
トシルバーパッチドミケ、スモークミケ、ダイ
リュートスモークミケ、チョコレートスモー
クミケ、ライラックスモークミケ） 
 
パーティカラー......................----  6747 
（トーティシェル、チョコレートトーティシ
ェル、ブルークリーム、ライラッククリーム） 
 
OJBC(その他のジャパニーズボブテールのカラー) 

..............6790  6791 

(タビー/パターンド カラー [ブラウン, チ
ョコレート, ブルー, ライラック, レッド, 
クリーム, シルバー, チョコレートシルバー, 
ブルーシルバー, ライラックシルバー, カメ
オ, クリーム カメオ], パッチド タビー/パ
ッチド パターンド カラー [ブラウン パッ

チド, チョコレートパッチド, ブルー パッ
チド, ライラックパッチド, シルバー パッ
チド, チョコレートシルバーパッチド, ダイ
リュート シルバー パッチド, ライラックシ
ルバーパッチド], その他のスモーク カラー 
[ブラックスモーク, チョコレートスモーク, 

ブルースモーク, ライラックスモーク, レッ
ドスモーク (カメオ), クリームスモーク 
(クリームカメオ), トーティシェルスモーク, 
チョコレートトーティシェルスモーク, ブル
ー-クリーム スモーク,ライラッククリーム
スモーク], カラーポイント, カラーポイン

トアンドホワイト。このいずれかとホワイト。
規定されたカラーのしかし、それに限定され
ないソリッドやタビーポインティッドカラー
と、これらポインティッドカラーのアンドホ
ワイト：ブラック（シール）、レッド、クリー
ム、チョコレート、ライラック、ブルー、トー

ティーシェル、ブルー-クリーム、スモーク、
ダイリュートスモークとこれらのカラー全て
のリンクスパターン。パターンの見えないア
グーチ[例えばアビシニアンの色つき]または
これらとホワイトの組み合わせを除き、ショ

ースタンダードに適合するその他の色) 

AOV..................................6798  6799 
 
 

ショートヘアーディビジョン 

 
ソリッドカラー.......................6600  6601 

(ホワイト、ブラック、チョコレート、レッド、
ブルー、ライラック、クリーム) 
ブラック&ホワイト....................6660  6661 
レッド&ホワイト/レッドタビーアンドホワイト（レッ
ドアンドホワイトの部分はタビーのストライプかス
ポットがあるだろう）.................6662  6663 
その他のバイカラー...................6692  6693 
(チョコレートアンドホワイト, ブルーアンド
ホワイト, ライラックアンドホワイト, クリ
ームアンドホワイト, ブラウンタビー/パター
ンドアンドホワイト, チョコレート タビー/
パターンドアンドホワイト, ブルー タビー/

パターンドアンドホワイト, ライラック, タ
ビー/パターンドアンドホワイト, クリーム 
タビー/パターンドアンドホワイト, シルバー
タビー/パターンドアンドホワイト, チョコレ
ート シルバータビー/パターンドアンドホワ
イト, ブルー シルバータビー/パターンドア

ンドホワイト, ライラックシルバータビー/パ
ターンドアンドホワイト, カメオ タビー/パ
ターンドアンドホワイト, クリーム カメオ 
タビー/パターンドアンドホワイト, ブラック
スモークアンドホワイト, チョコレート スモ
ークアンドホワイト, ブルー スモークアンド

ホワイト, ライラックスモークアンドホワイ
ト, レッドスモーク (カメオ)アンドホワイト, 
クリームスモーク(クリームカメオ)アンドホ
ワイト 
ミケ(トリ-カラー)....................----  6649 
その他のミケ(トライカラー)...........---- 6619 

（チョコレートミケ、ダイリュートミケ、ライ
ラックミケ、パターンドドミケ、ダイリュート
パターンドミケ、トーティシェルアンドホワイ
ト、ブルークリームアンドホワイト、シルバー
パターンドミケ、スモークミケ、ダイリュート
スモークミケ、チョコレートスモークミケ、ラ

イラックスモークミケ） 
パーティカラー............... ........----  6647 
OJBC(その他のジャパニーズボブテールのカラー) 

..............6690  6691 
(タビー/パターンド カラー [ブラウン, チョ
コレート, ブルー, ライラック, レッド, ク

リーム, シルバー, チョコレートシルバー, 
ブルーシルバー, ライラックシルバー, カメ
オ, クリーム カメオ], パッチド タビー/パ
ッチド パターンド カラー [ブラウン パッチ
ド, チョコレートパッチド, ブルー パッチド, 
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ライラックパッチド, シルバー パッチド, チ

ョコレートシルバーパッチド, ダイリュート 
シルバー パッチド, ライラックシルバーパッ
チド], その他のスモーク カラー [ブラック
スモーク, チョコレートスモーク, ブルース
モーク, ライラックスモーク, レッドスモー
ク (カメオ), クリームスモーク (クリームカ

メオ), トーティシェルスモーク, チョコレー
トトーティシェルスモーク, ブルー-クリーム 
スモーク,ライラッククリームスモーク], カ
ラーポイント, カラーポイントアンドホワイ
ト。このいずれかとホワイト。規定されたカラ
ーのしかし、それに限定されないソリッドやタ

ビーポインティッドカラーと、これらポインテ
ィッドカラーのアンドホワイト：ブラック（シ
ール）、レッド、クリーム、チョコレート、ライ
ラック、ブルー、トーティーシェル、ブルー-ク
リーム、スモーク、ダイリュートスモークとこ
れらのカラー全てのリンクスパターン。パター

ンの見えないアグーチ[例えばアビシニアンの
色つき]またはこれらとホワイトの組み合わせ
を除き、ショースタンダードに適合するその他
の色) 
AOV..................................6698  6699 
(カラーポインティッド、チョコレート、ライラ

ック、このいずれかとホワイト。規定されたカ
ラーのしかし、それに限定されないソリッドや
タビーポインティッドカラーと、これらポイン
ティッドカラーのアンドホワイト：ブラック
（シール）、レッド、クリーム、チョコレート、
ライラック、ブルー、トーティーシェル、ブル

ー-クリーム、スモーク、ダイリュートスモーク
とこれらのカラー全てのリンクスパターン。こ
れら全てのカラーのアンドホワイト、またはこ
れらのカラーのリンクスパターンのアンドホ
ワイト。ソリッドチョコレート、ソリッドライ
ラック、その他、この猫種において遺伝的に可

能なあらゆるカラー、チョコレートミケ、ライ
ラックミケといったカラー（それに限定するわ
けではない）。 
 
＊ジャパニーズボブテールとアウスする事の出来る
猫種︓なし 

92



  カオマニー 

©2020 The Cat Fanciersʼ Association, Inc.  Khao Manee Show Standard (revised 2019) 

カオマニー 
（Khao Manee） 

配点 
 
頭部（２０） 

 形．．．．．．．．．．．．．．．．５ 
 横顔．．．．．．．．．．．．．．．５ 

 耳付きと位置．．．．．．．．．．．５ 
 マズルと顎．．．．．．．．．．．．５ 
 
目（１５） 
 サイズ．．．．．．．．．．．．．．５ 
 形．．．．．．．．．．．．．．．．５ 

 位置．．．．．．．．．．．．．．．５ 
 

体（３０） 

胴．．．．．．．．．．．．．．．．２０ 

脚部と足．．．．．．．．．．．．．．５ 

尻尾．．．．．．．．．．．．．．．．５ 

 

コート（１５） 

 長さ．．．．．．．．．．．．．．．．５ 

手触り．．．．．．．．．．．．．．１０ 

 

カラー（２０） 

体の色．．．．．．．．．．．．．．１０ 

目色．．．．．．．．．．．．．．．１０ 

 
総合︓カオマニーはタイのナチュラルブリードである。
タイの他のネイティブのネコと同様に、熱く濡れた熱
帯気候に適した特性を持っていなければならない。筋
⾁質で運動的であるが、分厚くは無い。 
 
頭部︓中位の幅と中位の⻑さのくさび形。正⾯から⾒
ると、顔は楕円形に⾒え、下の曲線に沿って彫り込ま
れた外観と⾼い頬⾻がある。⿐の先端と⽿の先端は、
正三⾓形の点を形成する。 
 
横顔︓⻑く、⾮常にわずかに凸状の額。 適度な、ほぼ
まっすぐなプロファイルだが、額から⽬の真下までわ
ずかにまっすぐな下り坂がある。⿐はわずかに凸状で
もよい。 
 
マズルと顎︓中位の⻑さと幅。適度なマズルブレイク
があり、丸みのあるマズルである。適度な顎、⿐と釣
り合っている。 
 
⽿︓やや⼤きい、基部が広く、丸みのある先端、基部
の幅よりもやや⻑い。⽿の先は 11 時と 1 時の⽅⾓を
指すべきである。⽿は⼗分に離れていなければならな
い。⽿の飾り⽑が少し⾒られる。 
 
体︓中位の胴体、⾮常にしっかりとした筋⾁をしてい
るが猫は機敏に⾒え柔軟で弾⼒性がある。 

雄は雌よりも筋⾁が多いがコビーだったり厚い⾸で
あってはいけない。下腹部は⼤部分がしっかりしてい
て、⽔平で、地⾯に平⾏だが、下腹部の若⼲の垂れた
⽪は許される。 
 
脚︓中位からやや⻑い、体とつり合っている。 前⾜は
後ろ⾜よりわずかに短い。⾻格は、雌では中位から若
⼲洗練されており、雄はやや丈夫である。 
 
ポウ︓中位の⼤きさの楕円形。 脚指︓前に 5 本、後ろ
に 4 本。 
 
尻尾︓中位。⾝体に⽐例し、徐々に先端に向かって先
細り。触ってわかるキンクは受け⼊れられ、⽬に⾒え
るキンクは先端から最後尾の 3 分の 1 まで受け⼊れら
れる。 
 
眼︓やや⼤きめで明るい。 開いたアーモンドの形で、
アジアンスラント（アジア⼈のようなツリ⽬）のよう
である。 ⽬の幅より少し離れたところに位置してい
る。どんな⽬の⾊も許されるが、明確で鮮やかでなけ
ればならない。 
 
コート︓⽑の⻑さは中位で、細く、ややオープンであ
る。筋⾁組織を露わにするのに⼗分滑らかで、希薄か
ら中程度のアンダーコート。粗くてふわふわではない。 
 
減点︓アジアンスラントが無い完全に丸い⽬。⼩さく
不活発に⾒える⽬。短く尖っていないマズル、または
⻑く尖っているマズル。真っ直ぐな横顔。上頭部が狭
く⽿と⽿の間のスペースが狭いもの。⼩さな⽿、⾮常
に尖った⽿、低い、または⾼い⽿付き（11 時と 1 時
⽅向の時計の針と⽐べてかなり上、または下）。あまり
にもコビー、また、あまりにもフォーリンタイプのボ
ディ。 
 
失格︓根本から３分の２までの⽬に⾒えるキンク。⾜
指の不正。斜視。⽩以外のいかなる⾊。 
 

カオマニーのカラー 
 
カラー︓ピュア、輝く⽩。根底にある遺伝⼦型を⽰す
カラーのヘッドキャップは、18 ヶ⽉齢まで持続する
可能性がある。 
 
ノーズレザーと唇︓ピンク。パウパッド︓ピンク。⽬
⾊︓明るく、クリアー、ビビッド。⻘のシェード（⽔
⾊を含む）、ゴールド（ブラウンのシェード、カッパー、
アンバー、イエロー、ヘーゼル）、またはグリーン。⽬
の中の複数の⾊、シェードがかった⾊は酌量される。 
 
 
以下の記載は参照の⽬的のみであって、ショースタン
ダードの公式な部分ではない。 
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カオマニー カラークラス番号 

 
全てのカラー........................8500  8501  
 
カオマニーとアウトクロスする事の出来る猫種︓なし。 
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コラット 
( K o r a t ) 

配点 
頭（２５） 

幅の広い頭....................................5 

横顔..........................................4 

目と目の間の幅................................4 

耳の付き方と位置..............................4 

ハート形......................................5 

顎と顎先......................................3 

目（１５） 

大きさ........................................5 

形............................................5 

位置..........................................5 

体（２５） 

体...........................................15 

脚と足........................................5 

尾............................................5 

コート（１０） 

短い..........................................4 

手触り........................................3 

密着して寝ている..............................3 

カラー（２５） 

体の色..........................................20 

目色.............................................5 

 

全般︓コラット(Koh-raht)タイにおいてでもまれな猫
で、この国が起源で、その⼀⾵変わった繊細な気質で、
この猫を"good luck:幸運"の猫とみなして、タイの⼈々
にとても愛されている。この猫の全般的な外観はシルバ
ーブルーの猫で、重いシルバーの輝きを持ち、中位の⼤
きさで、固い体で、筋⾁質である。全てが滑らかにカー
ブし、輝く、敏捷な、表情に富んだ、⼤きな⽬を持って
いる。完全に良い健康状態にあり、敏捷な外観である。 
 
頭︓前から⾒るか頭の真後ろから⾒下ろすと、頭はハー
ト形で⽬と⽬の間と差し渡しが幅がある。眉の隆起はハ
ートの上側の湾曲を形成し、顔の側⾯ひゃ顎先へとなだ
らかに湾曲して下っており、ハート形を完成させてい
る。望ましくない事︓あらゆるピンチや狭くなっている
こと、特に⽬と⽬の間や差し渡しが狭い事。 
 
横顔︓額と⿐の間のわずかなストップがよく⾒て取れ、
それはライオンの様な⿐の⾰のちょうど上で下向きのカ
ーブがある。望ましくないこと︓⽐率が⻑いか短い外観
の⿐。 
 
顎と顎先︓強く、よく発達しており、横顔にバランスの
良いラインを形成し、ハートの形を適切に完成してい
る。過度に四⾓くもなく、鋭く尖ってもいない、尖った
外観を与えるような弱い顎でもない。 
 
⽿︓⼤きく、丸くなった先端で根元で⼤きく広がってお
り、頭の⾼い位置に付き、機敏な表情を与えている。⽿

の内側はまばらに⽑がある。⽿の外側の⽑は著しく短
く、密着している。 
 
体︓ややコビー、コンパクトではなく。ほっそりとして
もいない。胴体は独特である。幅広い胸で前⾜と前⾜の
間に充分な空間がある。筋⾁質で、しなやかで、固く巻
いたバネの⼒強さを感じさせ、思う以上に体重がある。
背中は湾曲がある。雄は雌より⼤きい傾向にある。 
 
脚︓体とよく釣り合っている。背中に沿って、⾸のうな
じから尾の根元までの距離は尾の付け根から床までの距
離と等しく⾒える。前⾜はいくぶん後ろ⾜より短い。 
 
ポウ︓卵形。⾜先︓前⾜の指は５本後ろは４本。 
 
尾︓⻑さは中位、根元が厚く、丸くなった先端へと先細
りになっている。⽬に⾒えないキンクは許される。 
 
⽬︓⼤きく輝いている。並はずれた深さと輝きを持って
独特に突起している。幅広く開き、顔にタイして⼤きす
ぎる。⽬の開⼝部分は、充分に⾒開いた時、よく丸くな
っており、⽬を閉じた時、⼜は部分的に⽬を閉じた時、
アジア的な傾きを持っている。望ましくないこと︓⼩さ
く活気が無く⾒える⽬。 
 
コート︓シングル。⽑は⻑さは短く、艶があり細く、体
に密着して寝ている。背⾻の上のコートは猫が動くと割
れる傾向にある。 
 
失格︓⽬に⾒えるキンク。正しくない⾜の指の数。ホワ
イトのスポットやロケット。シルバーのティップがある
ブルーではないあらゆる⾊。 
 

コラットカラー 
 
カラー︓体中がシルバーのティップがあるブルー、シル
バーはシルバーの光輪の効果をもたらすのに充分でなけ
ればならない。⽑は通常は根元が明るく、ブルーのグラ
ディエントがあり、⽑先のちょうど⼿前で最も深く、⽑
先はシルバーである。⼤⼈の猫はシェーディングやタビ
ーのマーキングはない。⼦猫ではゴーストのタビーマー
キングは許される。コートの短い所では、シルバーの輝
きは増強される。望ましくない事︓頭、脚、⾜にだけシ
ルバーのティッピングがあるコート。ノーズレザーと
唇︓濃いブルーかラベンダー。パウパッド︓濃いブルー
からピンクがかった⾊合いのラベンダーまで。⽬⾊︓輝
くグリーンが好ましい。アンバーかがっているのは受け
⼊れられる。⼦猫と若い猫はイエローかアンバーからア
ンバーグリーンの⽬である場合があり︔その⾊は猫が成
熟するまで、通常は達成されることはない。その猫が成
熟するのは、通常は、２才から４才である。 
 
以下の記載は参照の⽬的のみであって、ショースタンダ 
ードの公式な部分ではない。 
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コラットのカラークラス番号 

 

シルバー-ティップドブルー .....0504  0505 

AOV .......................... なし  なし 

 

＊コラットとアウトクロスする事の出来る猫種︓なし 
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ラパーマ 
( L a P e r m ) 

配点 
頭部（３４） 

形と大きさ..............................10 
マズルと顎..............................10 
横顔.....................................4 

耳.......................................6 
目.......................................4 

体（２５） 
胴体....................................10 
首.......................................5 
脚と足...................................5 

尾.......................................5 
カラーとパターン...........................1 
コート（４０） 

手触りと長さ............................20 
カールとウエーブ........................20 

 

全般︓ラパーマは⻑⽑と短⽑の猫の両⽅を⽣じさせる
⾃然に発⽣した突然変異である。中位の⼤きさで、中
庸なタイプで、カールしたコートの猫である。全ての
カラーが認められている。体の全ての部分はその猫の
⼤きさと調和がとれている。⼤きさに対して驚くべき
重さがある。この猫は敏捷で⾜⾼く歩いている様に⾒
える。雌は⼀般的に雄より⼩さい。この種類は２－３
年のうちに成熟し、雌は雄より早く成熟する。年齢と
雄雌に対して配慮がなされる。 
 
頭部︓頭蓋⾻は丸味を帯びた輪郭をもつ、修正楔型で
ある。ウイスカーパッドは豊かで、丸味があり、⻑い
柔軟なヒゲがなくてはならない。 
 
マズル︓丸味のある輪郭で、幅広く、中位から、しっ
かりして程度に、ウイスカーピンチがある。顎はしっ
かりしており、⿐の先から降りた垂直線を⽰す。成熟
した雄のジャウルには配慮がなされる。 
 
⽿︓頭の修正楔形につながって位置し、幾分広がって、
カップ状になっており、中位から⼤きい⽿である。充
分に⽿の飾り⽑やタフトがある中位から⼤きい⽿で
ある。ロングヘアーバラエティーでは、リンクスティ
ップがあるのが好ましが、ショートヘアーバラエティ
ーでは必要というわけではない。 
 
⽬︓⽬は中位に⼤きく、表情豊かで、少なくともアー
モンド型で、敏捷に構えた時は、より丸くなる。⽬と
⽬は、ほどよく離れて位置しており、⽿の付け根へと
向かって、わずかに傾いている。⽬⾊とコートの⾊と
には相関はない。 
 
体︓中庸な⼤きさで、中程度に華奢なから、中くらい
の⾻格である。腰は肩よりいくぶん⾼くなっている。
雄がより⼤きいのは、バランスや⽐率がよく保持され

ている限り、配慮がなされる。 
 
⾸︓真っ直ぐに、もたげられており、⻑さは中くらい
で、体と釣り合いが取れている。 
 
脚部と⾜︓中位に⻑く、体の⻑さと釣り合いがとれて
いる。前脚は後ろ脚より幾分短い。体と同様に、中位
に細っそりした⾜で、丸味を帯びた⾜である。 
 
尾︓体に釣り合いがとれて、付け根から先端へと先細
りになっている。 
 
コート-ロングヘアー︓⼿触りと⻑さ︓セミロングヘア
ー。雄も雌も成熟すると⾸にラフがあるだろう。コー
トは、マットのようなところはなく、それゆえ、厚す
ぎても、重すぎてもいけない。尾はいくぶんカールし
た飾り⽑がある。コートは弾⼒があり、軽やかである。
⼿触りは、個々の猫とカラーにより多様であるだろう。
カールまたはウエーブの具合︓カールしているか、波
打っており、カールの⽅が好ましい。コートは粗く、
はねていいなければならず。体から離れて⽴ち上がっ
てなくてはならない。指をコートに⾛らせると、⽪膚
にまで通ることが出来る。コートは息を吹きかけると
分かれるくらいに、軽やかである。コートはほとんど、
もしゃもしゃの外観（”ジプシーシャグ”のような⾒場）
であろう。もっともきつくカールしているのは、ラフ
と⽿の付け根、尾の付け根である。コートは季節や猫
の成熟度合いにより、⻑さとフサフサ加減が多様であ
る。時折、このコートは、背中の中央から⾃然に分か
れて、下がるだろう。 
 
コート-ショートヘアー︓⼿触りと⻑さ︓短いから、ほ
ぼ中位の⻑さまで。尾に飾り⽑はないが、⽑はウェー
ビーである。コートは弾⼒があり、軽やかである。コ
ートの⼿触りは、ロングヘアーより固く、個々の猫と
カラーにより多様であるだろう。体から離れて⽴ち上
がり、その猫のほとんどの部分でウエーブがかかって
いる。カールまたはウエーブの具合︓カールしている
か、波打っている。ラフや巻き⽑や、⽿覆いは必要と
はされない。尾は瓶洗いのブラシのようである。時折、
このコートは、背中の中央から⾃然に分かれて、下が
るだろう。 
 
減点︓成熟した個体における、⽑の無い斑、貧相なコ
ート。 
 
失格︓コビーな体。短い⾜。斜視、正しくない⾜の指
の数。⽬に⾒える、あるいは⾒えない尾の異常。真っ
直ぐな⽑。 
 

カラー 
 
コートカラー︓あらゆる遺伝的に可能なカラーとその
組み合わせ。⽬⾊︓⽬⾊はカッパー、ゴールド、イエ
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ロー、グリーン、ブルーかアクア（ミンクカラーの個
体において）、またはオッド。コートカラーと⽬⾊の間
の関連は必要とはされない。 
 
ホワイト︓純粋な輝くホワイト。ノーズレザーとパウ
パッド︓ピンク。 
 
ブラック︓⽑の根本から先端まで。濃い⽯炭⾊のブラ
ック。ノーズレザーとパウパッド︓ブラック。 
 
ブルー︓⼀段階の均⼀なトーンであることが最も重要
であり、明るいシェードがより好ましい。ノーズレザ
ーとパウパッド︓ブルー。 
 
レッド︓深く、鮮明でマーキングやティッキングがな
い。ノーズレザーとパウパッド︓ピンク。 
 
クリーム︓⼀段階の均⼀なバフクリームのシェードで
マーキングはない。ノーズレザーとパウパッド︓ピン
ク。 
 
チョコレート︓豊かな、暖かいチョコレートブラウン、
⼀段階の均⼀なトーン。ノーズレザーとパウパッド︓
ピンク。 
 
シナモン︓明るい、⾚みがかったブラウン、シナモン
スティックの⾊で、チョコレートより明らかに、暖か
く、明るく、⾚い。ノーズレザーとパウパッド︓タン
からピンクがかったベージュ。 
 
フォーン︓薄いココア⾊のトーンがかかった明るいラ
ベンダー。ノーズレザーとパウパッド︓灰⾊がかった
ローズピンクの明るいシェード（ブルーやラベンダー
のトーンではない）。 
 
ラベンダー︓⼀段階の均⼀なシェード、霜がかかった
ような灰⾊がかったピンク。ノーズレザーとパウパッ
ド︓ラベンダーピンク。 
 
シェーデットパターン︓アンダーコートはホワイト、
体の側⾯、顔、尾から、シェードが薄くなる特定のカ
ラーのティッピングで、被われ、顎、胸、腹と尻尾の
下側はホワイト。脚は顔と同じトーンである。⽬の縁
取り、唇、⿐︓テッピングのカラーで縁取られている。
ノーズレザーとパウパッド︓以下に定義されたようで
ある。 
 
シェーデットシルバー︓ノーズレザー︓煉⽡⾊の⾚。
パウパッド︓ブラック。 
 
ブルーシェーデット︓ノーズレザーとパウパッド︓ブ
ルーまたはピンクのトーンのブルー。 
 
チョコレートシェーデット︓ノーズレザーとパウパッ

ド︓ピンク。 
 
シナモンシェーデット︓ノーズレザーとパウパッド︓
⻩褐⾊からピンクがかったベージュ。 
 
ラベンダーシェーデット︓ノーズレザーとパウパッ
ド︓ラベンダーピンク。 
 
フォーンシェーデット︓ノーズレザーとパウパッド︓
ピンク。 
 
クリームシェーデット︓ノーズレザーとパウパッド︓
ピンク。 
 
レッドシェーデット︓ノーズレザーとパウパッド︓ロ
ーズピンク。 
 
トーティーシェルシェーデット︓ノーズレザーとパウ
パッド︓ローズピンクからブラック。 
 
ブルークリームシェーデット︓ノーズレザーとパウパ
ッド︓ローズピンクからブルー。 
 
チョコレートトーティーシェルシェーデット︓ノーズ
レザーとパウパッド︓ソリッドに同じ、ピンクの斑が
あるだろう。 
 
ラベンダークリームシェーデット︓ノーズレザーとパ
ウパッド︓ラベンダーピンク。 
 
ゴールデンシェーデット︓アンダーコートは豊かな暖
かいクリームで、ブラックのティッピングがある。ノ
ーズレザーとパウパッド︓ブラック。 
 
シナモントーティーシェルシェーデット︓ノーズレザ
ーとパウパッド︓タンからピンクがかったベージュ。 
 
フォーンクリームシェーデット︓ノーズレザーとパウ
パッド︓ピンク。 
 
チンチラパターン︓アンダーコート純粋なホワイト。
背中や、側⾯、頭、尻尾が充分に、特定のマーキング
のカラーのティップ（例えば、ブラック、ブルー、レ
ッド、クリーム、トーティシェル等）が⼊り、きらめ
く特徴的な外観を与える。脚はティッピングのあるシ
ェードがいくぶん⼊ることもある。顎、お腹や胸の部
分は純粋なホワイト。⽬の縁取り、唇と⿐︓マーキン
グカラーの縁取り（ブラック/煉⽡⾊の⾚︔ブルー/オ
ールドローズ、等）ノーズレザーとパウパッド︓シェ
ーデットにリストされているようなマーキングとパ
ターンに適合する。 
 
ゴールデンチンチラ︓アンダーコートは豊かで暖かい
クリームでブラックのティッピングがある。ノーズレ
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ザーとパウパッド︓ブラック。 
 
スモークパターン︓⽩いアンダーコートで、より深い
特定のカラーのティップが深く⼊っている。猫が休ん
でいるときはマーキングのカラーに⾒える。体の先端
部分と顔はマーキングのカラーで、被⽑を分けた場合
にのみ⾒える、⽪膚に隣接した⽑の根元部分に狭い⽩
の帯がある。ノーズレザーとパウパッド︓パターンと
マーキングのカラーに適合する。（以下を参照）。 
 
ブラックスモーク︓ノーズレザーとパウパッド︓ブラ
ック。 
 
ブルースモーク︓ノーズレザーとパウパッド︓ブルー。 
 
レッドスモーク︓ノーズレザーとパウパッド︓ローズ。 
 
チョコレートスモーク︓ノーズレザーとパウパッド︓
ブラウンまたはピンク。 
 
シナモンスモーク︓ノーズレザーとパウパッド︓タン
からピンクがかったベージュ。 
 
フォーンスモーク︓ノーズレザーとパウパッド︓ラベ
ンダーピンク。 
 
ラベンダースモーク︓ノーズレザーとパウパッド︓ラ
ベンダーピンク。 
 
クリームスモーク︓ノーズレザーとパウパッド︓ピン
ク。 
 
トーティーシェルスモーク︓ノーズレザーとパウパッ
ド︓ピンクの斑があるブラック。 
 
ブルークリームスモーク︓ノーズレザーとパウパッ
ド︓ピンクの斑があるブルー。 
 
チョコレートトーティシェルスモーク︓ノーズレザー
とパウパッド︓ピンクの斑が⿐とポウにある。 
 
ラベンダー-クリームスモーク︓ノーズレザーとパウ
パッド︓ピンクの斑がある灰⾊がかったピンク。 
 
シナモントーティーシェルスモーク︓ノーズレザーと
パウパッド︓明るい⾚味がかったブラウン、ピンクの
斑があることもある。 
 
フォーンクリームスモーク︓ノーズレザーとパウパッ
ド︓ラベンダーピンク、ピンクの斑があることもある。 
 
クラッシックタビーパターン︓マーキングは濃く、は
っきりと⾒えて、幅が広い。脚は体のマーキングとつ
ながるように登っていくブレスレットの均等な縞が

ある。尻尾は均等に輪がある。⾸、胸の上部に途切れ
のない何本ものネックレスがあり、ネックレスは多い
ほど良い。しかめ⾯マークが額にあり、それは⼊り組
んだ"Ｍ"の形になっていいる。途切れのないラインが
⽬の外側の⾓から後ろへと⾛っている。渦巻きが頬に
ある。縦のラインが頭の後ろを通って肩のバタフライ
マークにまで及んでいる、そのバタフライマークは、
上⽻と下⽻の両⽅がくっきりと縁取られ、輪郭の内側
には斑点のマークがある。背中のマークはバタフライ
から尻尾へと背⾻に沿って縦に降りている⼀本のラ
インと、それに平⾏して両側にそれぞれ縦の⼀本の縞
からなり、この３本の縞は地⾊の縞によって、よく離
れている。⼀つかそれ以上の途切れない輪に取り囲ま
れた⼤きな単⾊の班が両則にある。側⾯のマークは両
則ともに同じである。⼆重の縦のボタンの列が胸と腹
にある。 
 
マッカレルタビーパターン︓マーキングは濃く、くっ
きりと⾒え、全ては狭い鉛筆書きのラインのようであ
る。脚には体のマークにつながる狭いブレスレットか
らなる均等な縞がある。尻尾はバーがある。⾸と胸の
ネックレスがくっきりしており、沢⼭のチェーンの様
である。頭部には縞があり、額に"M"マークがある。⽬
から後ろにかけて途切れない線が⾛っている。ライン
は頭部から駆け下り、肩で出会っている。背⾻に沿っ
た線は共に流れて狭いサドルを形作る。狭いペンシル
ラインが体の回りに⾛っている。 
 
スポティッドタビーパターン︓体のマーキングはスポ
ットである。スポットは⼤きさや形は様々である。ス
ポットは丸いか、⻑⽅形か、ロゼットの形であろう。
そのどれもが、等価であるが、形や配置がはっきりし
ていなければならない。スポットは途切れたマッカレ
ルのパターンで⼀緒に流れていてはいけない。背の縞
は、体の⻑さで尾の先端まで、流れて降りている。そ
の縞は、理想的にはスポットで構成されている。顔と
額のマークは、典型的なタビーのマーキングである。”
ベストのボタン”が体の下側にある。⾜と尾はバーであ
る。 
 
ティックドタビーパターン︓体の⽑は、様々なマーキ
ングのカラーと地⾊のシェードのあるティックドで
ある。上から⾒たときに、体には、より濃い背のシェ
ード以外には、⽬⽴ったスポット、縞。ブロッチ（ク
ラッシックタビーのパターン）がない。より明るい体
の下側はタビーマークがあるだろう。顔と⾸と脚と尾
はタビーの縞があるだろう。 
 
パッチドタビーパターン︓パッチドタビー（トビー）
は、確⽴されたクラッシック、マッカレル、スポッテ
ィッドまたはティックドタビーの⼀つで、シルバー、
ブラウン、ブルー、チョコレート、ラベンダー、シナ
モン、またはフォーンからなり、くっきりとしたレッ
ドかクリームパッチが、体と四肢の両⽅にある︔顔に
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斑があるのが望ましい。ノーズレザーとパウパッド︓
パッチでないタビーと同じで、ピンクの斑がある。 
 
シルバータビー︓唇と顎を含み、地⾊は薄い澄んだシ
ルバーである。マーキングは濃いブラック。ノーズレ
ザー︓煉⽡⾊のレッド。パウパッド︓⿊。 
 
ブラウンタビー︓地⾊は輝く銅⾊のブラウン。マーキ
ングは濃いブラック。唇と顎は、⽬の回りのリングと
同じシエードである。⾜の裏は、パウから踵にかけて
ブラック。ノーズレザー︓煉⽡⾊のレッド。パウパッ
ド︓ブラックかブラウン。 
 
ブルータビー︓唇と顎を含み、地⾊は薄いブルーがか
ったアイボリー。マーキングはとても深いブルーで、
地⾊と良いコントラストをなしている。暖かいフォー
ンがかった雰囲気か、パティナ（patina:緑⻘、）が全
体にかかっている。ノーズレザーとパウパッド︓ブル
ー。 
 
レッドタビー︓地⾊はレッド。マーキングは深く豊か
なレッド。唇と顎はレッド。ノーズレザーとパウパッ
ド︓煉⽡⾊のレッドからピンク。 
 
クリームタビー︓唇と顎を含み地⾊はとても薄いクリ
ーム。マーキングはバフかクリームで良いコントラス
トをなすように、地⾊より充分に濃いが、ダイリュー
トカラーの範囲内ではある。ノーズレザーとパウパッ
ド︓ピンク。 
 
チョコレートタビー︓地⾊は暖かいフォーン、マーキ
ングは豊かな栗⾊のブラウン。ノーズレザー︓栗⾊か
栗⾊の輪郭のあるピンク。パウパッド︓シナモン。 
 
チョコレートシルバータビー︓唇と顎を含み地⾊はシ
ルバー。マーキングはチョコレート。ノーズレザー︓
チョコレートか、チョコレートの輪郭があるピンク。
パウパッド︓珊瑚⾊のピンク。 
 
シナモンタビー︓地⾊はフォーン。マーキングは明る
い⾚みがかったブラウン、シナモンスティックの⾊。
チョコレートよりは、明らかに暖かく、明るく、⾚み
がかっている。ノーズレザーとパウパッド︓タンから
ピンクがかったベージュ。 
 
フォーンタビー︓地⾊は薄いオフホワイト。マーキン
グは薄いココア⾊のトーンがかかった明るいラベン
ダー。ノーズレザーとパウパッド︓灰⾊がかったロー
ズピンクの明るいシェード（ブルーでもラベンダーで
もない）。 
 
ラベンダータビー︓地⾊は薄いラベンダー、マーキン
グは豊かなラベンダーで、地⾊と良いコントラストを
なす。ノーズレザー︓ラベンダーかラベンダーの輪郭

があるピンク。パウパッド︓ラベンダーピンク。 
 
ラベンダーシルバータビー︓唇と顎を含み地⾊は冷た
い澄んだシルバー。マーキングは正しいラベンダー⾊。
ノーズレザー︓ラベンダーかラベンダーの輪郭がある
ピンク。パウパッド︓ラベンダーピンク。 
 
ブルーシルバー、クリームシルバータビー︓タビーパ
ターンは、⾊と⽪膚とともに、相当するシェードのカ
ラーと同じである。 
 
レッドシルバータビー（カメオ）タビー︓地⾊はオフ
ホワイト、マーキングはレッド。ノーズレザーとパウ
パッド︓ローズ。 
 
シナモンシルバー、フォーンシルバータビー︓相当す
るシェーデットカラーと同じカラーと⽪膚でタビー
パターントーティシェル︓ブラックにレッドの斑かパ
ッチがある。顔に斑があるのが望ましい。ノーズレザ
ーとパウパッド︓ブラックかブラウンでピンクの斑が
ある。 
 
ブルークリーム︓ブルーにクリームのまだらかパッチ
がある。顔に斑があるのが望ましい。ノーズレザーと
パウパッド︓ブルーでピンクの斑がある。 
 
チョコレートトーティシェル︓豊かなチョコレートブ
ラウン、レッドの斑またはパッチがある。顔に斑があ
るのが望ましい。ノーズレザーとパウパッド︓シナモ
ンでピンクの斑がある。 
 
ラベンダ-クリーム︓ラベンダーにクリームのまだら
かパッチがある。顔に斑があるのが望ましい。ノーズ
レザーとパウパッド︓ラベンダーピンクでピンクの斑
がある。 
 
キャリコ︓⽩にブラックとレッドの無秩序なパッチが
ある。ホワイトが体の下の部分では優占している。ソ
リッド、とシェーデット、スモーク、タビーのドミナ
ントカラーとホワイトのあらゆる組み合わせ。または
ポインティッドとホワイト。 
 
バンキャリコ︓ホワイトの猫で、ドミナントカラー（キ
ャリコを参照）のパッチが、末端部分︔頭、尻尾、脚
に限定されてある。体に⼀つか⼆つの⼩さな⾊のある
パッチは許される。 
 
ダイリュートキャリコ︓⽩に、無秩序なクリームとブ
ルーの斑がある。ホワイトが体の下の部分では優占し
ている。ポインティッドも含む。ソリッド、とシェー
デット、スモーク、タビーのダイリュートカラーとホ
ワイトのあらゆる組み合わせ。またはポインティッド
とホワイト。 
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バンダイリュートキャリコ︓ホワイトの猫で、ダイリ
ュートカラー（ダイリュートキャリコのリストを参照）
のパッチが、末端部分︔頭、尻尾、脚に限定されてあ
る。体に⼀つか⼆つの⼩さな⾊のあるパッチは許され
る。 
 
バイ-カラー︓ソリッド、シェーデット、スモーク、タ
ビー、パーティ、またはポインティッドとホワイト。
バンバイ-カラー︓ソリッド、シェーデット、スモーク、
タビー、パーティ、またはポインティッドとホワイト。
⾊は先端部分︔頭、尻尾、脚に限定される。体に⼀つ
か⼆つの⼩さなパッチは許される。 
 
シールポイント︓体は均⼀な薄いフォーンからクリー
ム⾊、暖かいトーンで、腹と胸にかけて、次第に明い
⾊になっていくシェードがある。ポイントは深いシー
ルブラウン。ノーズレザーとパウパッド︓シールブラ
ウン。チョコレートポイント︓体はシェードのないア
イボリー。ポイントはミルクチョコレートの⾊、暖か
いトーン。ノーズレザーとパウパッド︓シナモンピン
ク。 
 
ブルーポイント︓ブルーがかったホワイト、冷たいト
ーンで、腹と胸にかけて、次第に⽩くなっていくシェ
ードがある。ポイントはブルー。ノーズレザーとパウ
パッド︓スレートブルー。 
 
ラベンダーポイント︓体はシェードのない冷たい感じ
のホワイト。ポイントはピンクがかったトーンの霜が
降りたようなグレー。ノーズレザーとパウパッド︓ラ
ベンダーピンク。 
 
ラベンダー-クリームポイント:体はシェードのない冷
たい感じのホワイト。ポイントはクリームのパッチの
あるラベンダー。ノーズレザーとパウパッド︓ラベン
ダーとピンク。 
 
レッドポイント︓体はクリームのようなホワイト。ポ
イントは深いオレンジのフレームから深いレッドま
で。ノーズレザーとパウパッド︓肌⾊、または珊瑚⾊
のピンク。 
 
クリームポイント︓体はクリームがかったホワイトで
シェードはない。ポイントはバフクリームでアプリッ
コットではない。ノーズレザーとパウパッド︓肌⾊か
がったピンク、またはサーモン珊瑚⾊。 
 
トーティーポイント︓体はクリームのようなホワイト
か薄いフォーン。ポイントはシールで不規則なレッド
のパッチがある。顔にレッドの斑があるのが望ましい。
ノーズレザーとパウパッド︓肌⾊か珊瑚⾊のピンクの
斑のあるシールブラウンがポイントのカラーを構成
している。 
 

チョコレート-トーティポイント︓体はアイボリーで
シシェーディングはない。ポイントはチョコレートで
レッドの不規則な斑がある。ノーズレザーとパウパッ
ド︓肌⾊か珊瑚⾊のピンクの斑のあるチョコレートが
ポイントのカラーを構成している。 
 
ブルークリームポイント︓体はブルーがかったホワイ
トか、クリームのようなホワイトで、腹と胸にかけて、
次第に⽩くなっていくシェードがある。ポイントはク
リームのパッチのあるブルー。ノーズレザーとパウパ
ッド︓スレートブルー、ピンク、またはスレートブル
ーとピンクの組み合わせ。 
 
ラベンダー-クリームポイント︓体はシェードのない
氷のようなホワイト。ポイントはクリームのパッチの
あるラベンダー。ノーズレザーとパウパッド︓ラベン
ダーとピンク。 
 
シナモン-トーティポイント:体は薄い暖かいアイボリ
ー。ポイントは明るい⾚味がかったブラウンでレッド
のパッチがある。ノーズレザーとパウパッド:ピンクと
タンまたはそのいずれか、肌⾊か珊瑚⾊のピンクの斑
がある。 
 
フォーン-クリームポイント︓体は薄いアイボリー。ポ
イントは明るいラベンダーで薄いココア⾊のトーン
が上からかかっており、クリームのパッチがある。ノ
ーズレザーとパウパッド︓ピンクかダスティ－ピンク
で、肌⾊か珊瑚⾊の斑がある。 
 
シルバーポイント︓体はアイボリーから、冷たい感じ
のホワイト。ポイントはシルバーのシェードがある。
⽬の輪郭と、唇、⿐の輪郭はブラック。ノーズレザー︓
煉⽡⾊の⾚。パウパッド︓ブラック。 
 
リンクスポイント︓体の⾊はマーキングと地⾊に適合
する。顔は濃い垂直の縞がはっきりとラインを形成し、
クラッシックの"Ｍ"が額にあり、頬に⽔平のラインが
あり、濃い斑点がウイスカーパッドにあり、濃い⾊の
先端は、はっきりと縁取られている。⽿の内側は明る
く、外側は拇印マークがある。マーキングは濃く、は
っきりとしていて幅広である。⾜はブレスレットの均
等なバーがある。尾はバーがある。体には縞や斑はな
いが、年⻑の猫でシェードが出てくるのは配慮される。 
 
シールリンクスポイント︓ノーズレザーとパウパッ
ド︓シール。 
 
ブルーリンクスポイント︓ノーズレザーとパウパッ
ド︓ブルーまたは煉⽡⾊の⾚。 
 
チョコレートリンクスポイント︓ノーズレザーとパウ
パッド︓シナモン、またはシナモンに縁取られたピン
ク。 
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ラベンダーリンクスポイント︓ノーズレザーとパウパ
ッド︓ラベンダーピンクまたは、ラベンダーに縁取ら
れたピンク。 
 
レッドリンクスポイント︓ノーズレザーとパウパッ
ド︓肌⾊またはレッド。 
 
クリームリンクスポイント︓ノーズレザーとパウパッ
ド︓ピンクまたはサーモン珊瑚⾊に縁取られたピンク。 
 
シルバーリンクスポイント︓ノーズレザー︓珊瑚⾊の
ピンクか⿊に縁取られた煉⽡⾊の⾚。パウパッド︓ブ
ラックまたはシール。 
 
シナモンリンクスポイント︓ノーズレザーとパウパッ
ド︓ピンクまたはタンからピンクがかったベージュ。 
 
フォーンリンクスポイント︓ノーズレザーとパウパッ
ド︓ピンクまたは明るいシェードのダスティーローズ
ピンク。 
 
シールトーティリンクスポイント︓ノースレザーとパ
ウパッド︓シールブラウン、またはシールブラウンで
肌⾊から珊瑚⾊のピンクの斑がある。 
 
ブルークリームトーティーリンクスポイント︓ノーズ
レザーとパウパッド︓ブルーまたはブルーで肌⾊から
珊瑚⾊のピンクの斑がある。 
 
チョコレートトーティーリンクスポイント︓ノーズレ
ザーとパウパッド︓シナモン、またはシナモンで肌⾊
から珊瑚⾊のピンクの斑がある。 
 
ラベンダークリームリンクスポイント︓ノーズレザー
とパウパッド︓ラベンダーまたはラベンダーで肌⾊か
ら珊瑚⾊のピンクの斑がある。 
 
シナモントーティーリンクスポイント︓ノーズレザー
とパウパッド︓ピンクとタンからピンクがかったベー
ジュまたはそのいずれか⼀⽅。 
 
フォーンクリームリンクスポイント︓ノーズレザーと
パウパッド︓ピンクまたはダスティーロースピンクの
明るいシェード。 
 
ナチュラルミンク︓体は中くらいのブラウンで、体の
下側はより明るい⾊合い。ルディーのハイライトは認
められる。ポイントは濃いブラウン。ノーズレザー︓
濃いブラウンでポイントのカラーの強さに相当する。
パウパッド︓中くらいから濃いブラウン（ローズがか
ったアンダートーンがあるだろう）。 
 
シャンペーンミンク︓体はバフクリーム、ポイントは

中くらいのブラウン。ノーズレザー︓シナモン-ブラウ
ン。パウパッド︓シナモンピンクからシナモンブラウ
ン。 
 
ブルーミンク︓体はブルーグレー。体の下側はより明
るい⾊合い。フォーンのトーンがかかるのは許される。
ポイントはスレートブルー、体の⾊より明らかに濃い。
ノーズレザーとパウパッド︓スレートグレー（ローズ
がかったアンダートーンがあるだろう）。 
 
プラチナミンク︓体は薄いシルバーグレーで、暖かい
トーンがかかる。ホワイトでもクリームでもない。ポ
イントは霜が降りたようなグレー。ノーズレザーとパ
ウパッド︓ラベンダーピンからラベンダーグレー。 
 
セーブルセピア︓豊かで暖かいセーブルブラウン、シ
ェーディングが、ほとんど分からないくらいから、わ
ずかに明るいくらいの⾊合いで、体の下側にあるが、
その他のところはどんな⾊のシェードやバーやマー
キングもない（⼦猫はしばしば明るい⾊である）。ノー
ズレザーとパウパッド︓ブラウン。 
 
シャンペーンセピア︓暖かい蜂蜜⾊のベージュで、薄
いゴールドタンのシェードが体の下側にある。⽿と顔
が幾分濃くなるのは許される。ノーズレザー︓薄い明
るいブラウン。パウパッド︓暖かいピンクがかったタ
ン。 
 
ブルーセピア︓中くらいのブルーで暖かいフォーンの
アンダートーンで、シェーディングが、ほとんど分か
ないくらいから、わずかに明るいくらいの⾊合いで、
体の下側にあるが、その他のところはどんな⾊のシェ
ードやバーやマーキングもない。ノーズレザーとパウ
パッド︓スレートグレー。 
 
プラチナセピア︓薄いシルバーグレーで、薄いフォー
ンのアンダートーで、シェーディングが、ほとんど分
からないくらいから、わずかに明るいくらいの⾊合い
で、体の下側にあるが、その他のところはどんな⾊の
シェードやバーやマーキングもない。ノーズレザーと
パウパッド︓ラベンダーピンク。 
 
O L C（その他のラパーマのカラー）︓その他のどんな
遺伝的に可能なカラーまたはパターン。ロケットやボ
タンがあるだけの猫は、このクラスにとは認められず、
そのような猫はその基本となるカラーのクラスで、そ
のようなボタンやロケットに対して減点されること
なく審査される。 
 
以下の記載は参照の⽬的のみであって、ショースタン
ダードの公式な部分ではない。 
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ラパーマのカラークラス番号 

 
全てのカラー(ロングヘアーとショートヘアー） 

..................6000  6001 
(ショートヘアースペシャリティーリング) 
 
ラパーマとアウトクロスする事の出来る猫種︓ドメテ
ィックな⻑⽑と短⽑の猫。2020 年以降に⽣まれた⼦
猫はラパーマだけの両親を持つ。 
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ライコイ 
（Lykoi） 

配点 
 
頭部（３０） 

 顔（マズル／顎／鼻）．．．．．．１０ 
 サイズ／形．．．．．．．．．．．．５ 

 耳．．．．．．．．．．．．．．．．５ 
 目．．．．．．．．．．．．．．．．５ 
 横顔．．．．．．．．．．．．．．．５ 
 

体（２５） 

骨格／首も含んだサイズ．．．．．．１０ 

筋肉．．．．．．．．．．．．．．．．５ 

脚部と足．．．．．．．．．．．．．．５ 

尻尾．．．．．．．．．．．．．．．．５ 

 

コート（４５） 

手触り（厚みを含む）．．．．．．．１５ 

カラー／ローン．．．．．．．．．．１５ 

 マスク．．．．．．．．．．．．．．１５ 

 
総合︓ ギリシャ語では、「オオカミ」に⼤体翻訳され
る「ライコイ」は、野⽣の猫の個体群に⾒られる⾃然
発⽣の突然変異に由来する品種。ライコイは部分的に
無⽑の猫で、独特のコートをしている。 
 
３つの異なる特徴の組み合わせがライコイを他のす
べての品種から区別してる。 
1）ローン;混⾊した⽩と⾊が付いたガードヘアーのメ
ラニン⽋乏症のパターン。このパターンは、⾺などの
他の動物に⾒出されるが他のどの種の猫にも⾒られ
ていない。2）アンダーコートの⽋如。3）脚、⾜、顔
⾯のマスクに希薄な⽑があり、狼男の姿が現れる。 
 
ライコイの物理的な印象は、アンダーコートのない印
象的な猫であり、エレガントで半異物のボディを覆う
ガードヘアーが混在している。⽬、⿐、マズル、顎の
周りの独特な部分的に⽑のない⼤型で明るいクルミ
の形の⽬がライコイに狼男のような美しい外観を与
える。ライコイは、コートサイクルおよびベースコー
トの⾊に依存し、短〜中位の異なる密度のガードヘア
ーを持っている。コートの外観は荒い、しかし触ると
柔らかく絹のようである。丸みを帯びた輪郭を持つ三
⾓形の頭の上に座っている、⾼い⽿と直⽴した⽿は、
⾮常に興味があり好奇⼼旺盛な猫の正確な絵を描く。
⾮常に活発な猫であるライコイは、遊び以上の狩りを
好むが、⼈間への注意と対話を主張している。 
 

頭部 
 
顔（マズル／顎／⿐）︓ 顔はそれほど極端ではないフ
ォーリンタイプ。マズルは中位の⻑さ。柔らかく、優
しく丸みをおびた⽑のないウィスカーパッドで、明確

なウィスカーブレークがある。マズルは⿐と垂直上の
ラインによく発達した顎で終わる。顎は突出も後退も
していない。⿐は⽑がなくて⾰のような⼿触り、やや
丸くなって終わっている、⽬の周りの⽑のない部分と
つながっているときはマスクのように⾒える。 
 
形︓頭部は、⿐から頬、⽿まで丸い輪郭を持つくさび
型。やや丸い額。幅よりもやや縦⻑。  
 
⽿︓背が⾼い、基部は開いている、先端は丸く頭に垂
直に⽴っている。 
 
⽬︓⼤きく、クルミ形をしており、やや上⽅に傾き明
るい表情である。縁には⽑が無い事が望ましい。 
 
横顔︓眉間から⿐橋まで凹状の曲線。ストップは無い。 
 

ボディ 
 
⾻格︓構造は、中位でややスレンダー、セミフォーリ
ンの間。フォーリンタイプのエレガンス。雄はプロポ
ーションとより⼤きなバランスが認められる。⾸は中
位の⻑さで薄すぎずまた筋⾁が付きすぎても良くな
い。 
 
筋⾁︓体重が重く、過度の⼤きさは伴わない筋⼒を⽰
す。 
 
脚部と⾜︓まばらな⽑、中位の⾻格、中位の⻑さ。⾜は
上品な楕円形に⾒える。つま先は⻑く⾒える。 
 
尻尾︓体よりも短く、先細り。 
 

コート 
 
ライコイのコートは、この品種を位置づけるものであ
り、アンダーコート、ガードヘアー、ローンを区別す
ることが重要である。アンダーコートは⾝体全体で⽋
けているはず。ガードヘアーは⾝体を覆っているが、
脚や⾜、⽿の後ろ、マスク（⽬、⿐、マズル、顎）に
は殆ど無い。ライコイはメラニン⽋乏症のガードヘア
ーによる⽩髪交じりの外観を持っている。 
 
コートの⼿触り︓触っても柔らかい。ショートからミ
ディアム。アンダーコートが⽋けている。⻑いガード
コートは⽑の周期に応じて変化して体を覆う。 
 
カラー／ローン︓着⾊された⽑とメラニンが⽋けた⽩
い⽑がコート全体に混在している。着⾊された⽑のパ
ーセンテージの許容範囲は 30〜70％であり、50％が
理想的である。 
 
マスク︓顔には、⿐をつなぐヘアレスマスクがあり、 
マズル、⽬と⽿に古典的な狼男の外観を与える。 
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ライコイのカラー総合︓無地の猫が特徴的なコートを
より劇的に表現します。したがって、⽩⿊を含む無地
の⾊と、シンク／ポイント／セピア模様の単⾊のみが
表⽰される。コートのメラニン⽋乏（ローン）パター
ンは、⾊によって外観が異なる。 
 
AOV︓他のすべての⾊とパターン（トーティシェル、
ブルー/クリーム、バイカラー、等） 
 
ロケット︓⽩いロケット、ボタン、ベリースポットは
許される。 
 

その他 
 
許容︓ガードヘアーの疎な程度は脱⽑およびコートの
成⻑段階の間、ほぼ完全に無⽑の状態からほとんど完
全にはえる状態まで変化する。８ヵ⽉以下の猫では頭
に⽐例して⽬が⼩さくなる。雄のジャウルは許される。
雄は雌よりもかなり⼤きいだろう。太陽光にさらされ
ると、⽪膚の完全な⽇焼けによる⾊素沈着斑が⽣じる
ことがある。 
 
減点︓希薄よりも多いアンダーコート。希薄よりも少
ないガードヘアー。 
 
失格︓病気や健康不良の証拠。⽬に⾒えるキンク。ジ
ャッジを危険にさらす攻撃的な⾏動。 
 
 
以下の記載は参照の⽬的のみであって、ショースタン
ダードの公式な部分ではない。 
 

カオマニー カラークラス番号 

 
全てのカラー........................8700  8701  
 

ライコイとアウトクロスする事の出来る猫種︓ドメス
ティックショートヘアー。 
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メインクーンキャット 
( M a i n e  C o o n  C a t ) 

配点 
 

頭 (30) 

形 ......................15 

耳 ..................... 10 

目 .......................5 

体 (30) 

形 ......................15 

首 .......................5 

脚と足 ...................5 

尾 .......................5 

コート ....................... 20 

カラー (15) 

体のカラーとパターン ... 15 

バランス .......................5 

 

全般︓ワーキングキャットが起源であるメインクーンは、
がっしりして、いかつく、厳しい気候に堪え忍ぶ事が出
来る。他の猫と区別すべき特徴は、そのスムーズで、シ
ャギーなコートである。よく均整がとれ、バランスの良
い外観で、その猫に⼤げさな部分はない。質は⼤きさの
ために犠牲になってはならない。本来は気だての優しい
気質をもっており、様々な環境に順応していく。 
 
頭の形︓幅は中位で、幅より⻑さがいくぶん⻑く、マズ
ルへと四⾓くなっている。年⻑の種雄で幅広くなってい
る事には考慮斟酌がなされなければならない。頬⾻は⾼
い。 
 
マズル/顎:⽬に⾒えて四⾓く、⻑さは中位で、横から⾒
たとき、まっすぐに終わっている。それは、⻑⽅形の外
観を与えるだろう、先細りの、または尖った⾵に⾒えて
はならない。マズルの⻑さと幅は頭の残りの部分と釣り
合いが取れていなければならず、⼼地よくバランスが取
れた外観を呈する。顎は強くしっかりしていなければな
らず、上唇と⿐が真っ直ぐに⼀致する。横から⾒たとき
に、顎の深さが⾒て取れなければならず、四⾓い90 度
の⾓度の印象を与えなければならない。深さを⽋いた顎、
すなわち、顎のラインから唇までが先細りになっている
顎は、強く、しっかりしている、または望ましいとはみ
なされない。 
 
横顔︓頭の全体の⻑さに釣り合いがとれていなければな
らず、横から⾒たときに、わずかな窪みを⽰さなければ
ならない。横顔は⽐較的スムーズで、著しい出っ張りと
こぶ、またはそのいずれか⼀⽅がない。額の線から⿐先
までが真っ直ぐな横顔は、受け⼊れられず、また、"ブレ
ーク"や"ストップ"があるような形跡を⽰す横顔も受け
⼊れられてはならない。 
 
⽿︓形︓⼤きく、よくタフトがあり、ねもとが幅広く、

尖った外観で先細りになっている。配置︓⽿の根元でお
よそ⽿⼀つ分離れていて、広がってはいない。 
 
⽬︓⼤きく、表情豊かで、よく⾒ひらいた楕円形で幅広
く配置している。わずかに斜めに位置しており、⽿の付
け根の外側に向かって斜めになっている。 
 
⾸︓中位に⻑い。 
 
体の形︓筋⾁質で、幅広い胸。⼤きさは中位から⼤きい。
雌は⼀般に雄より⼩さい。体は⻑くなければならず、全
ての部分が釣り合いが取れて、よくバランスの取れた⻑
⽅形の外観を造りだしており、解剖学的な全ての部分が
弱さを助⻑するような⼤げさなところがない。ゆっくり
成熟することに対して、考慮斟酌がなされなければなら
ない。 
 
脚と⾜︓脚はがっしりして、幅広く位置し、中位の⻑さ
で、体と釣り合いがとれている。前⾜は真っ直ぐである。
後ろ⾜は後ろから⾒たとき、真っ直ぐである。ポウは⼤
きく、丸く、良くタフトが付いている。前⾜の指は５本、
後ろ⾜の指は４本。 
 
尾︓⻑く、根元は幅広く、先細りになっている。⽪⽑は
⻑くすらりと垂れ下がっている。 
 
コート︓重くシャギー︔肩ではより短く、腹や半ズボン
の部分はより⻑い。前⾯のラフが望ましい。⼿触りはシ
ルキーで、コートはスムーズに垂れ下がっている。 
 
減点︓短いか、全体を通して均⼀なコート。 
 
失格︓華奢な⾻格構造。アンダーショットの顎、すなわ
ち、⼝を閉じたときに、上顎の前⻭と下顎の前⻭（⾨⻭）
が重なっているか、下顎の前⻭を越えて、突き出ている。
斜視。キンクの尾。正しくない脚の指の数。ホワイトの
ボタン、ホワイトのロケット、ホワイトのスポット。ハ
イブリダイゼーションの結果である証拠の現れである⾊、
チョコレート、ラベンダー、またはヒマラヤンパターン。 
 

メインクーンのカラー 
 
⽬⾊︓⽬⾊はグリーン、ゴールド、グリーン- ゴールド、
またはカッパーのシェードでなければならない。ホワイ
トや全てのアンドホワイトの猫はブルーまたはオッドア
イでもよい。 
 

ソリッドカラークラス 
 
ホワイト︓純粋な輝くホワイト。ノーズレザーとパウパ
ッド︓ピンク。 
 
ブラック︓濃い⽯炭のような⿊、被⽑の根本から先まで、
陰りがない。⽑先にどんな錆びた薄い⾊合いや、スモー
クのアンダーコートもない。ノーズレザー︓ブラック。
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パウパッド︓⿊またはブラウン。 
 
ブルー︓⿐から尾の先端まで、単⼀のレベルのトーンで
ある。根本まで、陰りがない。ノーズレザーとパウパッ
ド︓ブルー。 
 
レッド︓深い、豊かな、はっきりとした輝くレッド︔シ
ェードやマーキングや、ティッキングがない。唇と顎は
はコートと同じ⾊。ノーズレザーとパウパッド︓煉⽡⾊
のレッド。 
 
クリーム︓バフクリームの均⼀なシェード、マーキング
はない。根本まで陰りがない。より明るいシェードが好
ましい。ノーズレザーとパウパッド︓ピンク。 
 

タビーパターン 
 
クラッシックタビーパターン︓マーキングは濃く、はっ
きりと⾒えて、幅が広い。脚は体のマーキングとつなが
るように登っていくブレスレットの縞がある。尻尾は均
等に輪がある。⾸、胸の上部に途切れのない何本ものネ
ックレスがあり、ネックレスは多いほど良い。しかめつ
らマークが額にあり、それは⼊り組んだ"Ｍ"の形になっ
ている。途切れのないラインが⽬の外側の⾓から後ろへ
と⾛っている。渦巻きが頬にある。縦のラインが頭の後
ろを通って肩のバタフライマークにまで及んでいる、そ
のバタフライマークは、上⽻と下⽻の両⽅がくっきりと
縁取られ、輪郭の内側には斑点のマークがある。背中の
マークはバタフライから尻尾へと背⾻に沿って縦に降り
ている⼀本のラインと、それに平⾏して両側にそれぞれ
縦の⼀本の縞からなり、この３本の縞は地⾊の縞によっ
て、よく離れている。⼀つかそれ以上の途切れない輪に
取り囲まれた⼤きな単⾊の班が両則にある。側⾯のマー
クは両則ともに同じである。⼆重の縦のボタンの列が胸
と腹にある。 
 
マッカレルタビーパターン︓マーキングは濃く、くっき
りと⾒え、全ては狭い鉛筆書きのラインのようである。
脚には体のマークにつながる狭いブレスレットからなる
均等な縞がある。尻尾はバーがある。⾸と胸のネックレ
スがくっきりしており、沢⼭のチェーンの様である。頭
部には縞があり、額に"M"マークがある。⽬から後ろに
かけて途切れない線が⾛っている。ラインは頭部から駆
け下り、肩で出会っている。背⾻に沿った線は共に流れ
て狭いサドルを形作る。狭いペンシルラインが体の回り
に⾛っている。 
 
ティックドタビーパターン︓ボディにはハッキリとした
ティッキングがあり、上から⾒た時背中の頂上部は⿊く
⾒える、しかしそれは、パターン、⽬⽴つスポット、ス
トライプまたはブローチからもとらわれない。⾝体の⽑
はマーキングの⾊やグランドカラーの様々な⾊合いのテ
ィッギングがある。その猫は顔と脚にハッキリとしたタ
ビーマークがあり、お腹の⽅もタビーマークがあるでし
ょう。 

 
ブラウンタビーカラークラス 

 
ブラウンタビー（クラッシック、マッカレル、ティック
ド）︓地⾊は輝くカッパーがかったブラウン。マーキン
グは濃いブラック。⾜の裏は、パウから踵にかけてブラ
ック。ホワイトの縁飾りが唇と顎の周りにあるのは認め
られる。ノーズレザーとパウパッド︓ブラックかブラウ
ンが望ましい。 
 

ブラウンパッチドタビーカラークラス 
 
ブラウンパッチドタビー(クラッシック、マッカレル、テ
ィックド)︓地⾊は輝くカッパーがかったブラウン。マー
キングはレッドの斑がある濃いブラック。ノーズレザー
とパウパッド︓ブラウン、ブラックまたは煉⽡⾊の⾚が
望ましい 
 

シルバータビーカラークラス 
 
シルバータビー（クラッシック、マッカレル、ティック
ド）︓地⾊は薄い澄んだシルバー。マーキングは濃いブ
ラック。ホワイトの縁飾りが唇と顎の周りにあるのは認
められる。ノーズレザー︓煉⽡⾊のレッドが望ましい。
パウパッド︓⿊が望ましい。 
 

シルバーパッチドタビーカラークラス 
 
シルバーパッチドタビー（クラッシック、マッカレ 
ル、ティックド）︓地⾊は薄い、くっきりとしたシルバ
ー。マーキングは。濃いブラックで、レッドかクリーム、
またはどちらか⼀⽅のパッチがある。⼝と顎にホワイト
の縁取りがあるのは許される。ノーズレザー︓煉⽡⾊の
⾚が望ましい。パウパッド︓ブラックとピンク、または
そのどちらか⼀⽅が望ましい。 
 

レッドタビーカラークラス 
 
レッドタビー（クラッシック、マッカレル、ティックド）︓
地⾊はレッド。マーキングは深い、豊かなレッド。ホワ
イトの縁飾りが唇と顎の周りにあるのは認められる。ノ
ーズレザーとパウパッド︓煉⽡⾊のレッドが望ましい。 
 

その他の全てのタビーカラークラス 
 
ブルーシルバータビー（クラッシック、マッカレル、テ
ィックド）︓地⾊は薄い澄んだシルバー。マーキングは
深いブルーで地⾊と良いコントラストをなす。ホワイト
の縁飾りが唇と顎の周りにあるのは認められる。ノーズ
レザー︓オールドローズ。パウパッド︓ローズが望まし
い。 
 
ブルーシルバーパッチドタビー（クラッシック、マッカ
レル、ティックド）︓地⾊は薄い澄んだシルバー。マー
キングは深いブルーでクリームの斑がある。アンダーコ
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ートはホワイト。ホワイトの縁飾りが唇と顎の周りにあ
るのは認められる。ノーズレザー︓オールドローズが望
ましい。パウパッド︓ローズとピンクまたはそのいずれ
か⼀⽅が望ましい。 
 
ブルータビー（クラッシック、マッカレル、ティックド）︓
地⾊は薄いブルーがかったアイボリー。マーキングはと
ても深いぶるーで地⾊と良いコントラストをなす。暖か
いフォーンがかった雰囲気か、パティナ（patina:緑⻘、）
が全体にかかっている。ホワイトの縁飾りが唇と顎の周
りにあるのは認められる。ノーズレザー︓オールドロー
ズが望ましい。パウパッド︓ローズが望ましい。 
 
ブルーパッチドタビー（クラッシック、マッカレル、テ
ィックド）︓地⾊は薄いブルーがかったアイボリー。マ
ーキングは深いブルーでクリームの斑がある。暖かいフ
ォーンのオーバートーンかパティナが全体にかかってい
る。ホワイトの縁飾りが唇と顎の周りにあるのは認めら
れる。ノーズレザー︓オールドローズが望ましい。パウ
パッド︓ローズとピンクまたはそのいずれか⼀⽅が望ま
しい。 
 
クリームタビー（クラッシック、マッカレル、ティック
ド）︓地⾊は薄いクリーム。マーキングはバフかクリー
ムで良いコントラストをなすように、地⾊より充分に濃
いが、ダイリュートカラーの範囲内ではある。ホワイト
の縁飾りが唇と顎の周りにあるのは認められる。ノーズ
レザーとパウパッド︓ピンクが望ましい。 
 
クリームシルバータビー（クラッシック、マッカレル、
ティックド）︓地⾊はオフホワイト。マーキングはクリ
ーム。アンダーコートはホワイト。唇と顎は⽬の周りの
リングと同じシェードである。ノーズレザーとパウパッ
ド︓ピンクが望ましい。 
 
カメオタビー（クラッシック、マッカレル、ティックド）︓
地⾊はオフホワイト。マーキングはレッド。ホワイトの
縁飾りが唇と顎の周りにあるのは認められる。ノーズレ
ザーとパウパッド︓ローズが望ましい。 
 

ブラウンタビーアンドホワイト 
カラークラス（バンを含む） 

 
ブラウンタビー＆ホワイト（クラッシック、マッカレル、
ティックド）︓ブラウンタビーとして規定されたカラー
で顔にホワイトはあっても、なくても良い。ビブと、腹、
４本の全てのポーにホワイトがなくてはならない。 
 

ブラウンパッチドタビー＆ホワイト 
カラークラス（バンを含む） 

 
ブラウンパッチドタビー＆ホワイト［バンを含む（クラ
ッシック、マッカレル、ティックド）］︓地⾊はカッパ
ーがかったブラウン。マーキングは濃いブラックである
が、ホワイトのマーキングはブラウンタビーアンドホワ

イトで記述されているように分布している。⾊はパッチ
ドタビー（トビー）で記述されているようで、顔に⽩が
あっても、なくても良い。ビブ（よだれかけの部分）と、
腹、４本の全てのポーにホワイトがなくてはならない。 
 

シルバータビーアンドホワイトのカラークラス 
（バンを含む） 

 
シルバータビー＆ホワイト（クラッシック、マッカレル、
ティックド）︓カラーはシルバータビーで規定されてお
り、顔にホワイトがある場合とない場合がある。ビブと
腹と四本の全てのポーにホワイトがなくてはならない。 
 

シルバーパッチドタビーアンドホワイトの 
カラークラス（バンを含む） 

 
シルバーパッチドタビー＆ホワイト（クラッシック、マ
ッカレル、ティックド）︓カラーはシルバーパッチドタ
ビー（トビー）で規定されており、顔にホワイトがある
場合とない場合がある。ビブと腹と四本の全ての⾜にホ
ワイトがなくてはならない。 
 

レッドタビーアンドホワイトカラークラス 
（バンを含む） 

 
レッドタビー＆ホワイト（クラッシック、マッカレル、
ティックド）︓カラーはレッドタビーで規定されており、
顔にホワイトがある場合とない場合がある。ビブと腹と
四本の全てのポーにホワイトがなくてはならない。 
 

その他の全てのタビーアンドホワイトの 
カラークラス（バンを含む） 

 
タビー＆ホワイト（クラッシック、マッカレル、ティッ
クド）︓⾊はタビーで記述されているようで、顔にホワ
イトがある場合とない場合がある。ビブ（よだれかけの
部分）と、腹、４本の全てのポーにホワイトがなくては
ならない。⾊は、シルバー、ブルー、ブルーシルバー、
レッド、クリーム、クリームシルバー、またはカメオが
受け⼊れられる。 
 
パッチドタビー＆ホワイト（クラシック、マッカレル、
ティックド）︓⾊はパッチドタビー（トビー）で記述に
準じ、顔にホワイトがある場合とない場合がある。ビブ
（よだれかけの部分）と、腹、４本の全てのポーにホワ
イトがなくてはならない。受け⼊れられるカラーは、ブ
ルー パッチド、ブルーシルバーパッチドである。 
 

バイカラー カラークラス（バンを含む） 
 
ブラック＆ホワイト︓ブラックとホワイトの組み合わせ。
顔にホワイトがある場合とない場合がある。ビブと、腹、
４本の全てのポーにホワイトがなくてはならない。 
 
ブルー＆ホワイト︓ブルーとホワイトの組み合わせ。顔
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にホワイトがある場合とない場合がある。ビブと、腹、
４本の全てのポーにホワイトがなくてはならない。 
 
レッド＆ホワイト︓レッドとホワイトの組み合わせ。顔
にホワイトがある場合とない場合がある。ビブと、腹、
４本の全てのポーにホワイトがなくてはならない。 
 
クリーム＆ホワイト︓クリームとホワイトの組み合わせ。
顔にホワイトがある場合とない場合がある。ビブと、腹、
４本の全てのポーにホワイトがなくてはなら 
ない。 
 

パーティ-カラークラス 
 
トーティーシェル︓ブラックでレッドか、レッドの柔ら
かく⼊り交じった部分のパッチが体と四肢の両⽅にある。
レッドの様々なシェードがあるのは、受け⼊れられる。 
 
ブルー-クリーム︓ ブルーでクリームか、クリームの柔
らかく⼊り交じった部分のパッチが体と四肢の両⽅にあ
る。 
 

パーティ-カラーアンドホワイトカラークラス 
 
キャリコ（バンを含む）︓⽩にブラックとレッドの無秩
序なパッチがある。体の下の部分はホワイトが優占して
いる。 
 
ダイリュートキャリコ（バンを含む）︓⽩にブルーと 
クリームの無秩序なパッチがある。体の下の部分はホワ 
イトが優占している。 
 
トーティシェル＆ホワイト︓⾊はトーティーシェルとし
て規定されたカラーで、顔にホワイトがある場合もない
場合もある。ビブと、腹、４本の全てのポーにホワイト
がなくてはならない。 
 
ブルークリーム＆ホワイト︓⾊はブルークリームとして
規定されたカラーで、顔にホワイトがある場合も、ない
場合もある。ビブと、腹、４本の全てのポーにホワイト
がなくてはならない。 
 

シェーデット＆スモークカラークラス 
 
チンチラシルバー︓アンダーコートは純粋なホワイト。
背中や、側⾯、頭、尻尾に充分に⿊いティップが⼊り、
きらめくシルバーの特徴的な外観を与える。脚はティッ
ピングのあるシェードがいくぶん⼊ることもある。顎、
⽿のタフト、お腹や胸の部分は純粋なホワイト。⽬の縁
取りと唇は⿊、⿐は⿊く縁取られている。ノーズレザー︓
煉⽡⾊のレッド。パウパッド︓⿊。 
 
シェーデットシルバー︓アンダーコートはホワイトで体
の側⾯、顔、尾から次第に薄くなっていくシェードがか
かった、ブラックのティッピングに被われており、背筋

が濃く、顎、胸、腹と尻尾の下側は⽩い。脚は顔と同じ
トーンである。総じて、チンチラよりかなり暗い印象を
与える。⽬の縁取り、唇は⿊、⿐は⿊く縁取られている。
ノーズレザー︓煉⽡⾊のレッド。パウパッド︓⿊。 
 
チンチラブルーシルバー︓アンダーコートは純粋なホワ
イト。背中や、側⾯、頭、尻尾に充分にブルーのティッ
プが⼊り、きらめくシルバーの特徴的な外観を与える。
脚はティッピングのあるシェードがいくぶん⼊ることも
ある。顎、⽿のタフト、お腹や胸の部分は純粋なホワイ
ト。⽬の縁取りと唇は⿊、⿐は⿊く縁取られている。ノ
ーズレザーとパウパッド︓ローズが望ましい。 
 
シェーデットブルーシルバー︓アンダーコートはホワイ
トで体の側⾯、顔、尾から次第に薄くなっていくシェー
ドがかかった、ブルーのティッピングに被われており、
背筋が濃く、顎、胸、腹と尻尾の下側は⽩い。脚は顔と
同じトーンである。総じて、ブルーチンチラよりかなり
暗い印象を与える。⽬の縁取り、唇は⿊、⿐は⿊く縁取
られている。ノーズレザーとパウパッド︓ローズが望 
ましい。 
 
シェルカメオ（レッドチンチラ）︓アンダーコートはホ
ワイト。背中、側⾯、頭、尾のコートは充分なレッドの
ティップがあり、きらめく特徴的な外観を与える。顔と
脚はごくわずかにティッピングでシェードがかっている
であろう。顎、⽿のタフト、お腹、胸は純粋な⽩。ノー
ズレザー、⽬の縁取り、パウパッド︓ローズ。 
 
シェーデットカメオ（レッドシェーデット）︓アンダー
コートはホワイト、レッドの次第に薄くなるシェードが
側⾯、顔、尾を被っている。顔と脚は体の他の部分より、
深いシェードがかかっている。顎、⽿の飾り⽑、お腹と
胸（ラフ）はホワイト。総じて、シェルカメオよりかな
り濃いレッドの印象を与える。ノーズレザー、⽬の縁取
り、パウパッド︓ローズ。 
 
シェルクリーム（クリームチンチラ）︓アンダーコート
はホワイト。背中、側⾯、頭、尾のコートは充分なクリ
ームのティップがある。顔と脚はごくわずかにティッピ
ングでシェードがかっているであろう。顎、⽿のタフト、
お腹、胸は⽩。ノーズレザー、⽬の縁取り、パウパッド︓
ローズ。 
 
シェーデットクリーム（クリームシェーデット）︓アン
ダーコートはホワイト、クリームの次第に薄くなるシェ
ードが側⾯、顔、尾を被っている。顔と脚は体の他の部
分より、深いシェードがかかっている。顎、⽿の飾り⽑、
お腹と胸（ラフ）はホワイト。ノーズレザー、⽬の縁取
り、パウパッド︓ローズ。 
 
シェルトーティーシェル︓アンダーコートはホワイト。
背中、側⾯、尾のコートはブラックの明るいティップと
レッドのシェードがある。顔と脚はティッピングの明る
いシェードが⼊っているだろう。顎、⽿の飾り⽑、腹、
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胸（ラフ）はホワイトで、シェードのとても明るいティ
ップがあるであろう。ノーズレザー、⽬の周りの縁取り
とパウパッド︓ローズからブラックで、パッチにもなっ
ているだろう。 
 
シェーデットトーティシェル︓アンダーコートはホワイ
ト、ブラックとレッドの次第に薄くなるシェードが側⾯、
顔、尾を被っており、顔と脚は体の残りの部分より、よ
り深いシェードである。顎、⽿の飾り⽑、お腹と胸（ラ
フ）はホワイトで明るいティップが⼊っている。総じて、
シェルトーティーシェルより、かなり濃い印象を与える。
ノーズレザー、⽬の縁取り、パウパッド︓ローズからブ
ラック、パッチにもなっているだろう。 
 
シェルブルークリーム︓アンダーコートはホワイト。背
中、側⾯、尾のコートはブルーの明るいティップとクリ
ームのシェードがある。顔と脚はティッピングの明るい
シェードが⼊っているだろう。顎、⽿の飾り⽑、腹、胸
（ラフ）はホワイトで、シェードのとても明るいティッ
プがあるであろう。ノーズレザー、⽬の周りの縁取りと
パウパッド︓ローズからブルーで、パッチにもなってい
るだろう。 
 
シェーデットブルークリーム︓アンダーコートはホワイ
ト、ブルーとクリームの次第に薄くなるシェードが側⾯、
顔、尾を被っている。顔と脚は体の残りの部分より、よ
り深いシェードである。顎、⽿の飾り⽑、お腹と胸（ラ
フ）はホワイトで明るいティップが⼊っている。総じて、
シェルブルークリームより、かなり濃い印象を与える。
ノーズレザー、⽬の縁取り、パウパッド︓ローズからブ
ルー、パッチにもなっているだろう。 
 
ブラックスモーク︓⽩いアンダーコートで、⿊のティッ
プが深く⼊っている。猫が休んでいるときはブラックに
⾒える。動いた時に⽩のアンダーコートがくっきりと現
れる。体の先端部分と顔は⿊で、被⽑を分けた場合にの
み⾒える、⽪膚に隣接した⽑の根元部分に狭い⽩の帯が
ある。明るいシルバーのフリルと、⽿のタフト。ノーズ
レザーとパウパッド︓⿊。 
 
ブルースモーク︓⽩いアンダーコートで、ブルーのティ
ップが深く⼊っている。猫が休んでいるときはブルーに
⾒える。動いた時に⽩のアンダーコートがくっきりと現
れる。体の先端部分と顔はブルーで、被⽑を分けた場合
にのみ⾒える、⽪膚に隣接した⽑の根元部分に狭い⽩の
帯がある。ホワイトのフリルと、⽿のタフト。ノーズレ
ザーとパウパッド︓ブルー。 
 
カメオスモーク︓⽩いアンダーコートで、レッドのティ
ップが深く⼊っている。猫が休んでいるときはレッドに
⾒える。動いた時に⽩のアンダーコートがくっきりと現
れる。体の先端部分と顔はレッドで、被⽑を分けた場合
にのみ⾒える、⽪膚に隣接した⽑の根元部分に狭い⽩の
帯がある。ノーズレザー、⽬の縁取りとパウパッド︓ロ
ーズ。 

 
クリームスモーク︓⽩いアンダーコートで、クリームの
ティップが深く⼊っている。猫が休んでいるときはクリ
ームに⾒える。動いた時に⽩のアンダーコートがくっき
りと現れる。体の先端部分と顔はクリームで、被⽑を分
けた場合にのみ⾒える、⽪膚に隣接した⽑の根元部分に
狭い⽩の帯がある。ノーズレザー、⽬の縁取りとパウパ
ッド︓ピンクが望ましい。 
 
トーティスモーク︓⽩いアンダーコートで、ブラックの
ティップが深く⼊っており、レッドかレッドの部分が柔
らかく⼊り交じった部分が、体と四肢の両⽅にある。猫
が休んでいるときはトーティーシェルに⾒える。動いた
時に⽩のアンダーコートがくっきりと現れる。顔と⽿は
トーティーシェルのパターンで、被⽑を分けた場合にの
み⾒える、⽪膚に隣接した⽑の根元部分に狭い⽩の帯が
ある。ホワイトのラフと、⽿のタフト。顔にレッドかク
リームの斑があるのが望ましい。 
 
ブルークリームスモーク︓⽩いアンダーコートで、ブル
ーのティップが深く⼊っており、ブルー-クリームのパタ
ーンに於いてのような、クリームのくっきりと限定され
たパッチがある。猫が休んでいるときはブルークリーム
に⾒える。動いた時に⽩のアンダーコートがくっきりと
現れる。顔と⽿はブルークリームのパターンで、被⽑を
分けた場合にのみ⾒える、⽪膚に隣接した⽑の根元部分
に狭い⽩の帯がある。ホワイトのラフと、⽿のタフト。
顔にクリームの斑があるのが望ましい。 
 

シェーデット/スモークアンドホワイト 
カラークラス（バンを含む） 

 
注︓あらゆるトーティーアンドホワイトカラーまたはブ
ルークリームアンドホワイトカラーはバンパターンはな
い。 
 
チンチラシルバーアンドホワイト︓⾊はチンチラシルバ
ーで記述されている⾊で、顔にホワイトがある場合もな
い場合もある。ビブと、腹、４本の全てのポーにホワイ
トがなくてはならない。 
 
シェーデットシルバーアンドホワイト︓⾊はシェーデッ
トシルバーで記述されている⾊で、顔にホワイトがある
場合もない場合もある。ビブと、腹、４本の全てのポー
にホワイトがなくてはならない。 
 
チンチラブルーシルバーアンドホワイト︓⾊はチンチラ
ブルーシルバーで記述されている⾊で、顔にホワイトが
ある場合もない場合もある。ビブと、腹、４本の全ての
ポーにホワイトがなくてはならない。 
 
シェーデットブルーシルバーアンドホワイト︓⾊はシェ
ーデットブルーシルバーで記述されている⾊で、顔にホ
ワイトがある場合もない場合もある。ビブと、腹、４本
の全てのポーにホワイトがなくてはならない。 
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シェルカメオ（レッドチンチラ）アンドホワイト︓⾊は
シェルカメオで記述されている⾊で、顔にホワイトがあ
る場合もない場合もある。ビブと、腹、４本の全てのポ
ーにホワイトがなくてはならない。 
 
シェーデットカメオ（レッドシェーデット）アンドホワ
イト︓⾊はシェーデットカメオで記述されている⾊で、
顔にホワイトがある場合もない場合もある。ビブと、腹、
４本の全てのポーにホワイトがなくてはならない。 
 
シェルクリーム（クリームチンチラ）アンドホワイト︓
⾊はシェルクリームで記述されている⾊で、顔にホワイ
トがある場合もない場合もある。ビブと、腹、４本の全
てのポーにホワイトがなくてはならない。 
 
シェーデットクリームアンドホワイト︓⾊はシェーデッ
トクリームで記述されている⾊で、顔にホワイトがある
場合もない場合もある。ビブと、腹、４本の全てのポー
にホワイトがなくてはならない。 
 
シェルトーティーシェルアンドホワイト︓⾊はシェルト
ーティーシェルで記述されている⾊で、顔にホワイトが
ある場合もない場合もある。ビブと、腹、４本の全ての
ポーにホワイトがなくてはならない。 
 
シェーデットトーティーシェルアンドホワイト︓⾊はシ
ェーデットトーティーシェルで記述されている⾊で、顔
にホワイトがある場合もない場合もある。ビブと、腹、
４本の全てのポーにホワイトがなくてはならない。 
 
シェルキャリコ︓⽩にブラックとレッドのシェードの無
秩序なパッチがある。背中、横腹、尾のコートはブラッ
クとレッドのシェードのティップが少し⼊っている。顔
と脚はテッピングのシェードが軽く⼊っているだろう。
顎、⽿の飾り⽑、腹、胸（ラフ）はホワイトで、シェー
ドのあるごくわずかなティッピングがある。体の下の部
分はホワイトが優占している。 
 
シェーデットキャリコ︓⽩にブラックとレッドのシェー
ドの無秩序なパッチがある。体の側⾯、顔、尾から次第
に薄くなっていくブラックとレッドのシェードに被われ
ている。顔と脚は体の他の部分より、より深いシェード
があるだろう。顎、⽿の飾り⽑、腹、胸（ラフ）はホワ
イトで、軽くティッピングがある。総じて、シェルキャ
リコよりかなり暗い印象を与える。体の下の部分はホワ
イトが優占している。 
 
シェルブルークリームアンドホワイト︓⾊はシェルブウ
ークリームで記述されている⾊で、顔にホワイトがある
場合もない場合もある。ビブと、腹、４本の全てのポー
にホワイトがなくてはならない。 
 
シェーデットブルークリームアンドホワイト︓⾊はシェ
ーデットブルークリームで記述されている⾊で、顔にホ

ワイトがある場合もない場合もある。ビブと、腹、４本
の全てのポーにホワイトがなくてはならない。 
 
シェルダイリュートキャリコ︓⽩にブルーとクリームの
シェードの無秩序なパッチがある。背中、横腹、尾のコ
ートはブルーとクリームのシェードのティップが少し⼊
っている。顔と脚はテッピングのシェードが軽く⼊って
いるだろう。顎、⽿の飾り⽑、腹、胸（ラフ）はホワイ
トで、シェードのあるごくわずかなティッピングがある。
体の下の部分はホワイトが優占している。 
 
シェーデットダイリュートキャリコ︓⽩にブルーとレク
リームのシェードの無秩序なパッチがある。体の側⾯、
顔、尾から次第に薄くなっていくブルーとクリームのシ
ェードに被われている。顔と脚は体の他の部分より、よ
り深いシェードがあるだろう。顎、⽿の飾り⽑、腹、胸
（ラフ）はホワイトで、軽くティッピングがある。総じ
て、シェルキャリコよりかなり暗い印象を与える。体の
下の部分はホワイトが優占している。 
 
ブラックスモークアンドホワイト︓⾊はブラックスモー
クで記述されている⾊で、顔にホワイトがある場合もな
い場合もある。ビブと、腹、４本の全てのポーにホワイ
トがなくてはならない。 
 
ブルースモークアンドホワイト︓⾊はブルースモークで
記述されている⾊で、顔にホワイトがある場合もない場
合もある。ビブと、腹、４本の全てのポーにホワイトが
なくてはならない。 
 
カメオスモークアンドホワイト︓⾊カメオスモークで記
述されている⾊で、顔にホワイトがある場合もない場合
もある。ビブと、腹、４本の全てのポーにホワイトがな
くてはならない。 
 
クリームモークアンドホワイト︓⾊はクリームスモーク
で記述されている⾊で、顔にホワイトがある場合もない
場合もある。ビブと、腹、４本の全てのポーにホワイト
がなくてはならない。 
 
トーティースモークアンドホワイト︓⾊はトーティース
モークで記述されている⾊で、顔にホワイトがある場合
もない場合もある。ビブと、腹、４本の全てのポーにホ
ワイトがなくてはならない。 
 
ブルークリームスモークアンドホワイト︓⾊はトブルー-
クリームスモークで記述されている⾊で、顔にホワイト
がある場合もない場合もある。ビブと、腹、４本の全て
のポーにホワイトがなくてはならない。 
 
キャリコスモーク︓ホワイトで、ブラックとレッドのシ
ェードの無秩序なパッチがある。ブラックとレッドのパ
ッチはホワイトのアンダーコートがある。その猫の体の
下側の部分はホワイトが優占している。 
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ダイリュートキャリコスモーク︓ホワイトで、ブルーと
クリームのシェードの無秩序なパッチがある。ブルーと
クリームのパッチはホワイトのアンダーコートがある。
その猫の体の下側の部分はホワイトが優占している。 
 
その他のメインクーンカラークラス 
 
OMCCC（その他のメインクーンキャットのカラー）︓
その他のカラー、ハイブリダイゼーションの結果である
ことを⽰すカラー、チョコレート、ラベンダー、ヒマラ
ヤンパターン︔これらとホワイトの組み合わせは除外さ
れる。AOVとしてリストされた猫は登録されAOVのカラ
ークラスとしてショーに出ることができる。 
 

AOVカラー 
 
ティックドタビー︓ディにはハッキリとしたティッキン
グがあり、上から⾒た時背中の頂上部は⿊く⾒える、し
かしそれは、パターン、⽬⽴つスポット、ストライプま
たはブローチからもとらわれない。⾝体の⽑はマーキン
グの⾊やグランドカラーの様々な⾊合いのティッギング
がある。その猫は顔と脚にハッキリとしたタビーマーク
があり、お腹の⽅もタビーマークがあるでしょう。 
 
ティックドタビー＆ホワイト︓（メインクーンキャットの
すべてのカラーで許される）ティックドタビーのために
定義されているように顔の⽩い部分のあるなしは、カラ
ースタンダードに準拠します。前掛け、お腹、4本のポウ︓
⽩斑遺伝⼦の全ての表現型、少ないホワイトからバンパ
ターンまでを含む。下側のホワイトはカラーによって途
切れているかもしれません。特に失格とされている特徴
を⽰している物は除く。 
 
以下の記載は参照の⽬的のみであって、ショースタンダ
ードの公式な部分ではない。 

 

メインクーン カラークラス番号 

 

ソリッドカラー．．．．．．．．．．．．1700  1701 

(ホワイト、ブラック、ブルー、レッドまたはクリーム) 

ブラウンタビー．．．．．．．．．．．．1744  1745 

(クラッシック、マッカレル) 

ブラウンパッチドタビー．．．．．．．．----  1787 

(クラッシック、マッカレル) 

シルバータビー．．．．．．．．．．．．1736  1737 

(クラッシック、マッカレル) 

シルバーパッチドタビー．．．．．．．．----  1785 

(クラッシック、マッカレル) 

レッドタビー．．．．．．．．．．．．．1740  1741 

(クラッシック、マッカレル) 

 

その他の全てのタビーカラー．．．．．．9792  9793 

(ブルー、ブルーパッチド、ブルー-シルバー、

ブルーシルバーパッチド [クラッシック、マッ

カレル],クリーム、カメオ,クリーム-シルバー

[クラッシック、マッカレル、ティックド]) 

 

ブラウンタビー＆ホワイト(バンを含む） 

．．．．．．．．．．．． 1778  1779 

(クラッシク、マッカレル) 

ブラウンパッチドタビーアンドホワイト(バンを含

む)          ．．．．．．．．．．．． ----  1769 

(クラッシク、マッカレル、ティックド) 

シルバータビー&ホワイト．．．．．．． 9736  9737 

(クラッシック、マッカレル、ティックド) 

シルバーパッチドタビー&ホワイト．．． ----  9785 

(クラッシック、マッカレル、ティックド) 

レッドタビー＆ホワイト．．．．．．．．9740  9741 

(クラッシック、マッカレル、ティックド) 

 

その他の全てのタビー＆ホワイトカラー 

(バンを含む) ．．．．．．．．．．．． 1758  1759 

(ブルー、ブルーパッチド、ブルー-シルバー、

ブルーシルバーパッチド [クラッシック,マッ

カレル、パッチド]、クリーム、カメオ、クリー

ム- シルバー[クラッシック、マッカレル、ティ

ックド]) 

 

バイカラー．．．．．．．．．．．．．．1790  1791 

(ブラックアンドホワイト、ブルーアンドホワイ

ト、レッドアンドホワイト、クリームアンドホ

ワイト） 

 

パーティカラー．．．．．．．．．．．．----  1747 

(トーティーシェル、ブルークリーム） 

 

パーティカラーアンドホワイト．．．．．----  1795 

（キャリコ[バンを含む]、ダイリュートキャリ

コ[バンを含む]、トーティシェルアンドホワイ

ト、ブルークリームアンドホワイト） 

 

シェーデットスモーク．．．．．．．．．1730  1731 

(チンチラシルバー、 シェーデットシルバー、

チンチラブルーシルバー、シェーデットブルー

シルバー、シェルカメオ、シェーデットカメオ、

シェルクリーム、シェーデットクリーム、シェ

ルトーティーシェル、シェーデットトーティー

シェル、シェルブルークリーム、シェーデット

ブルークリーム、ブラックスモーク、ブルース

モーク、カメオスモーク、クリームスモーク、

トーティースモーク、ブルークリームスモーク） 

 

シェーデットスモークアンドホワイト（ ﾊﾞﾝを含

む）．．．．．．．．．．．．．．．．．1774  1775 

 

（注：あらゆるトーティーアンドホワイトカラ

ー、またはブルークリームアンドホワイトカラ

ーはバンパターンは含まない。チンチラシルバ

ーアンドホワイト、シェーデットシルバーアン

ドホワイト、チンチラブルーシルバーアンドホ
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ワイト、シェーデットブルーシルバーアンドホ

ワイト、シェルカメオアンドホワイト、シェー

デットカメオアンドホワイト、シェルクリーム

アンドホワイト、シェーデットクリームアンド

ホワイト、シェルトーティーシェルアンドホワ

イト、シェーデットトーティーシェルアンドホ

ワイト、シェルキャリコ、シェーデットキャリ

コ、シェルブルークリームアンドホワイト、シ

ェーデットブルークリームアンドホワイト、シ

ェルダイリュートキャリコ、シェーデットダイ

リュートキャリコ、ブラックスモークアンドホ

ワイト、ブルースモークアンドホワイト、カメ

オスモークアンドホワイト、クリームスモーク

アンドホワイト、トーティースモークアンドホ

ワイト、ブルークリームアンドホワイト、キャ

リコスモーク、ダイリュートキャリコスモーク） 

 

OMCC (その他のメインーンのカラー) ．．1796  1797 

 

その他のあらゆるカラー、ハイブリダイゼーションの結
果であることを⽰すカラー、チョコレート、ラベンダー、
ヒマラヤンパターンやこれらとホワイトの組み合わせは
除外される。AOVと発表される猫は、AOVカラー・クラ
スの下で登録され、出陳される。 
 
AOVなし 
 
メインクーンキャットと許されるアウトクロス︓ なし 
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マンクス 
( M a n x ) 

配点 
頭と耳............................25 

目 ................................5 

体................................25 

尾のない状態 ......................5 

脚と足 ...........................15 

コート 

長さ .............................10 

手触り ...........................10 

カラーとマーキング.................5 

 

全般︓マンクスの全体的な印象は丸いことである︓丸い
頭で、丸いマズルと突き出た頬︔幅広の胸︔がっしりし
た短い前脚︔短い背中で、肩から尻に向かってアーチに
なっており︔脇腹にとても豊かな厚みがあり、丸く筋⾁
質な備えを持っている。マンクスは⽬が敏捷な感じ澄ん
でなければならず、つやつやした、くっきりとした、良
く⼿⼊れされたコートを持っていなければならない。彼
らは持ちあげられた時、驚くべき重さでなければならな
い。マンクスは成熟するのがゆっくりであるだろうか
ら、若い猫には考慮斟酌がなされなければならない。 
 
頭と⽿︓丸い頭で、突き出た頬を持ち、ジャウルが張っ
た外観で（⼤⼈の雄ではより顕著である）、この猫の丸
い外観を助⻑している。よこから⾒ると、頭は⻑さは中
位で、額から⿐にかけて、なだらかに突起している。よ
く発達したマズルで、ほんのわずかに、幅より縦⻑く、
しっかりした顎を持っている。明確なウイスカーブレー
クがあり、丸いウイスカーパッドである。短くふとい⾸
である。⽿は根元が広く、丸くなった先端へと次第に先
細りになっている。⼤きさは中位で、頭と釣り合いが取
れている。幅広く間隔があり、わずかに外側に向いてい
る。背後から⾒ると、⽿付きはゆりかごの揺り軸に似て
いる。⽿の飾り⽑はショートヘアーマンクスではまばら
で、ロングヘアーに対しては、充分な飾り⽑がある。 
 
⽬︓⼤きく、丸く、豊かである。⿐に向かってわずかに
傾いている（外側の⾓が内側の⾓よりいくぶん⾼い位置
にある）。カラーは、ゴールドからカッパー、オッドア
イ、ブルーアイ、グリーン、またはヘーゼルでコートの
カラーに適合している。 
 
体︓固く筋⾁質、コンパクトでよくバランスがとれてお
り、⼤きさは中位で、たくましい⾻格構造を持ってい
る。マンクスは幅広い胸とよくはねかってくる肋⾻を持
ち、頑強な外観である。カーブと円形の定常的な繰り返
しは、マンクスに⼤きな実質性と耐久性のある外観を与
えており、猫は粗い感じのほんのわずかな徴候もなく、
⼒強い。雄は雌よりいくぶん⼤きいであろう。 
 

脇腹（肋⾻と尻の間の側⾯の⾁感的な部分）はその他の
猫種よりはるかに、豊かな厚みがあり、横から⾒たとき
に体にかなりの厚味をもたらす。短い背は、肩から尻へ
と向かうスムーズに連続したアーチを形作り、尻のとこ
ろでカーブし、かなりの丸い外観を形成する。背中の⻑
さはその猫全体に釣り合いが取れていて、後ろ四分の⼀
の部分の⾼さは、体の⻑さと等しい。雄はいくぶん⻑い
だろう。ロングヘアーマンクスは⻑いコートを持ち、尻
の部分と半ズボンの部分を覆っており、体はより⻑く⾒
えるだろう。 
 
尾のない状態︓完全な例では完全な外観である。脊髄の
末端で、⾻格の上りは許され、ジャッジの⼿を⽌め、そ
れによってその猫の尾のない外観を損じるようであって
も、減点されてはならない。尻は極端に幅が広く、 
丸い。 
 
脚と⾜︓重い⾻格、前脚は短く、良く離れて位置してお
り、幅広の厚い胸を強調している。後ろ⾜は前脚よりか
なり⻑く、重く筋⾁質で、がっしりした後ろ⾜である。
⻑い後ろ⾜は、臀部を肩よりかなり⾼くしている。後ろ
⾜は後ろから⾒ると、真っ直ぐである。ポウは均整が取
れて丸く、前脚の指は５本、後ろ⾜は４本である。コー
トの⻑さ-ショートヘアー︓ダブルコートは短く、濃
く、より⻑い開いたアウターコートと、綿⽑の様なアン
ダーコートのために、よくパッドが⼊った様な特性を持
っている。コートは夏の⽉の間は薄くなっているだろ
う。 
 
コートの⼿触り-ショートヘアー︓外側のガードヘアー
はいくぶん固く、⾒た⽬はつやつやしている。柔らかい
コートが、カラー/⼿触りの遺伝⼦がリンクしているの
で、ホワイトとダイリュートで⽣じるかもしれないが、
ロングヘアーマンクスで⾒られる、シルキーな⼿触りと
混同されてはならない。 
 
コートの⻑さ-ロングヘアー︓ダブルコートは中位の⻑
さで、濃く、体の主要な部分に渡って、よくバッドが⼊
った様な感じであり、肩から臀部へと次第に⻑くなって
いく。半ズボンの部分と、腹と⾸のラフは体の主要な部
分のコートより、通常は⻑い。頬のコートは厚くふさふ
さしている。襟は⾸のラフの様に肩から広がり、胸の周
りをビブ（よだれかけ）の様である。成熟した雄では、
半ズボンの部分は豊かで、⾶節へと厚くなっている。後
ろ⾜と頭のコートは（頬は除く）、体の主要な部分や⾸
のラフより短くなければならないが、厚く豊かな外観で
ある。⾜先のタフトと⽿のタフトが望ましい。全ての事
はタイプと等価で、豊かなコートの状態である猫に優先
権が与えられなければならない。 
 
コートの⼿触り-ロングヘアー︓コートは柔らかくシル
キーで、体にスムーズに垂れ下がっており、ダブルコー
トであるがゆえに、ふさふさしてフラシ天のようであ
る。コートは健康な輝きを持った外観でなければならな
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い。季節的な、また年齢的な差異には考慮斟酌がなされ
なければならない。 
 
カラーとマーキング︓マンクスのカラーとタビーパター
ンはカラーの下に記載されているようである。ハイブリ
ダイゼーションの証拠を⽰すカラー/パターン（チョコ
レート/ラベンダー/ティックドタビー/ポインティッド
もしくはこれらとホワイトの組み合わせ）は認められな
い。ロケットとボタン、もしくはそのいずれか以外のホ
ワイトを持たない猫は、バイカラーまたはOMC クラス
で審査される資格はない。これらの猫はその基本となる
⾊のクラスで、このようなロケットとやボタンに対して
減点されることなく審査される。 
 
AOV へのトランスファー︓⼀定の、⽬に⾒える尾の関
節減点︓ロングヘアーのマンクスにおいて、密度のない
コート、綿⽑の様な⼿触りや全体を通して単⼀の⻑さの
コート。 
 
失格︓健康状態が良くない徴候︔正しくいない⾜の指の
数︔ハイブリダイゼーションの形跡︔体の後ろ４分の１
の部分の弱さの徴候︔著しいストップや⿐のブレーク。 
 

マンクスのカラー 
 
ホワイト︓純粋な輝くホワイト。ノーズレザーとパウパ
ッド︓ピンク。⽬⾊︓深いブルーか、ゴールドからカッ
パー。オッドアイホワイトは⼀つがブルーで⼀つがゴー
ルドからカッパーの等しい⾊の深さの⽬を持つ。ブラッ
ク︓濃い⽯炭のような⿊、被⽑の根本から先まで陰りが
ない。⽑先にどんな錆びた薄い⾊合いや、スモークのア
ンダーコートもない。ノーズレザー︓⿊。パウパッド︓
⿊かブラウン。 
 
ブルー︓ブルー、より明るいシェードが望ましい、単⼀
のレベルのトーンである。根元まで、陰りがない。不均
⼀なより明るいシェードより、陰りのない暗いシェード
の⽅がより良い。ノーズレザーとパウパッド︓ブルー。 
 
レッド︓深い、豊かな、はっきりとした輝くレッド︔シ
ェードやマーキングや、ティッキングがない。唇と顎は
はコートと同じ⾊。ノーズレザーとパウパッド︓煉⽡⾊
のレッド。 
 
クリーム︓マーキングのない、バフクリームの均⼀なシ
ェード。根本まで陰りがない。より明るいシェードが好
ましい。ノーズレザーとパウパッド︓ピンク。 
 
チンチラシルバー︓アンダーコートは純粋なホワイト。
背中や、側⾯、頭、尻尾が充分に⿊いティップが⼊り、
きらめくシルバーの特徴的な外観を与える。脚はティッ
ピングのあるシェードがいくぶん⼊ることもある。顎、
お腹や胸の部分は純粋なホワイト。⽬の縁取りと唇は
⿊、⿐は⿊く縁取られている。ノーズレザー︓煉⽡⾊の
レッド。パウパッド︓⿊。 

 
シェーデットシルバー︓アンダーコートはホワイトで体
の側⾯、顔、尾から次第に薄くなっていくシェードがか
かった、ブラックのティッピングに被われており、背筋
が濃く、顎、胸、腹と尻尾の下側は⽩い。脚は顔と同じ
トーンである。総じて、チンチラよりかなり暗い印象を
与える。⽬の縁取り、唇は⿊、⿐は⿊く縁取られてる。
ノーズレザー︓煉⽡⾊のレッド。パウパッド︓⿊。 
 
ブルースモーク︓⽩いアンダーコートで、ブルーのティ
ップが深く⼊っている。ノーズレザーとパウパッド︓ブ
ルー。 
 
レッドスモーク（カメオスモーク）︓⽩いアンダーコー
トで、レッドのティップが深く⼊っている。ノーズレザ
ー、メの縁取りとパウパッド︓ローズ。 
 
クリームスモーク︓（ダイリュートカメオスモーク）︓
⽩いアンダーコートで、クリームのティップが深く⼊っ
ている。ノーズレザー、⽬の縁取りとパウパッド︓ピン
ク。 
 
ブラックスモーク︓⽩いアンダーコートで、⿊のティッ
プが深く⼊っている。ノーズレザーとパウパッド︓⿊。 
 
トーティシェル／ダイリュート・トーティシェルスモー
ク（ブルークリームスモーク）︓⽩いアンダーコート
で、ダイリュート以外は⿊いティップが深く⼊ってい
る、ダイリュートはブルーで⾚やクリームにパッチが⼊
っている、⾮ダイリュートの場合⾚の領域がソフトに混
在しており、ダイリュートではクリームが混在してい
る。ノーズレザーとパウパッド︓おそらくピンクとの
斑。 
 
キャリコスモーク︓⽩いアンダーコートで、コートは⽩
であり主に抑制されてない⿊（⾮ダイリュート）かブル
ー（ダイリュート）のパッチが適⽤されている（最⼩限
のブリンドル模様の⾊として許容される）／⾚（⾮ダイ
リュート）またはクリーム（ダイリュート）。下部に⽩
優勢。バンパターンを含む⽩斑遺伝⼦のすべての表現が
含まれている。ノーズレザーとパウパッド︓おそらくピ
ンクとの斑。 
 
トーティシェルアンドホワイトスモーク（スモークトー
ティシェルアンドホワイト、スモークブルークリームア
ンドホワイト）︓⽩いアンダーコート、コートは⿊（⾮
ダイリュート）かブルー（ダイリュート）そしてレッド
（⾮ダイリュート）かクリーム（ダイリュート）最⼩限
の⽩い部分がある（⽩は次の部分に限定される、1本ま
たはそれ以上の⾜、お腹、肩、顔、そして／または背中
の⽩い⼩さなスポット）わずかなロケットおよび／また
はボタンの猫は、このクラスの対象とならない。そのよ
うな猫は、ロケットおよび／またはボタンのペナルティ
なしでスモークトーティシェル／ダイリュートスモーク
トーティシェル（ブルークリーム）と判断されなければ
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ならない。ノーズレザーとパウパッド︓おそらくピンク
との斑。 
 
バイカラースモーク（ブラックスモークアンドホワイ
ト、ブルースモークアンドホワイト、レッドスモークア
ンドホワイト、クリームスモークアンドホワイト）︓バ
ンパターンを含む⽩斑遺伝⼦のすべての表現が含まれて
いる。わずかなロケットおよび／またはボタンの猫は、
このクラスの対象とならない。そのような猫は、ロケッ
トおよび／またはボタンのペナルティなしでそれらの基
本カラーと判断されなければならない。 
 
スモーク︓⽩いアンダーコート、⾊が深くついたティッ
プ。休んでいるときはソリッドに⾒える。動いていると
きは⽩のアンダーコートがハッキリ⾒えます。四肢はソ
リッドカラーで、⽪膚の近くに⽩の狭いバンド状に⾒
え、柔らかい⽑がかき分けられるときだけそれは⾒られ
るでしょう。 
 
ブラックスモーク︓⽩いアンダーコートで、⿊のティッ
プが深く⼊っている。猫が休んでいるときはブラックに
⾒える。動くと、ホワイトのアンダーコートがくっきり
と明らかになる。体の先端部分とマスクはブラックで、
被⽑を分けた場合にのみ⾒える、⽪膚に隣接した⽑の根
元部分に狭い⽩の帯がある。ノーズレザーとパウパッ
ド︓⿊。 
 
クラッシックタビーパターン︓マーキングは濃く、はっ
きりと⾒えて、幅が広い。脚は体のマーキングとつなが
るように登っていくブレスレットの均等な縞がある。
⾸、胸の上部に途切れのない何本ものネックレスがあ
り、ネックレスは多いほど良い。しかめつらマークが額
にあり、それは⼊り組んだ"Ｍ"の形になっている。途切
れのないラインが⽬の外側の⾓から後ろへと⾛ってい
る。渦巻きが頬にある。縦のラインが頭の後ろを通って
肩のバタフライマークにまで及んでいる、そのバタフラ
イマークは、上⽻と下⽻の両⽅がくっきりと縁取られ、
輪郭の内側には斑点のマークがある。背中のマークはバ
タフライから尻尾へと背⾻に沿って縦に降りている⼀本
のラインと、それに平⾏して両側にそれぞれ縦の⼀本の
縞からなり、この３本の縞は地⾊の縞によって、よく離
れている。⼀つかそれ以上の途切れない輪に取り囲まれ
た⼤きな単⾊の班が両則にある。側⾯のマークは両則と
もに同じである。⼆重の縦のボタンの列が胸と腹にあ
る。 
 
マッカレルタビーパターン︓マーキングは濃く、くっき
りと⾒え、全ては狭い鉛筆書きのラインのようである。
脚には体のマークにつながる狭いブレスレットからなる
均等な縞がある。⾸と胸のネックレスがくっきりしてお
り、沢⼭のチェーンの様である。頭部には縞があり、額
に"M"マークがある。⽬から後ろにかけて途切れない線
が⾛っている。ラインは頭部から駆け下り、肩で出会っ
ている。背⾻に沿った線は共に流れて狭いサドルを形作
る。狭いペンシルラインが体の回りに⾛っている。 

 
ティックドタビーパターン︓体の⽑は模様の⾊と地⾊の
様々なシェードのあるティックドである。体は上から⾒
たときに背中の濃いシェード以外の、識別出来るような
スポットや縞や班がない。より明るい下側はタビーマー
クが⾒える場合もある。顔、脚、尻尾は明瞭な縞の筋を
⽰さなければならない。ホワイトのボタンとロケット、
またはそのいずれか⼀⽅は許される。 
 
パッチドタビーパターン︓パッチドタビー（トビー）は
シルバー、ブラウン、ブルーまたはブルーシルバータビ
ーでレッドとクリーム、またはそのいずれか⼀⽅のパッ
チで確⽴されている。 
 
スポティッドタビーパターン︓体のマーキングはスポ 
ットである。⼤きさや形は多様であるが、丸く均等に分
布した物が好ましい。スポットは微妙にマッカレルかク
ラッシックのパターンを⽰しながら、繋がってはおら
ず、ランダムなパターンがより好ましい。背の縞は体の
⻑さで、尻尾の先まで流れている。その縞は理想的にス
ポットから構成されている。顔と額のマークは典型的な
タビーのマーキングになる。体の下側は"ベストボタン"
がある。脚と尻尾は縞になっている。胸の上の⽅では、
⼀つかそれ以上の切れたネックレスがある。 
 
ブラウンパッチドタビー︓地⾊は輝くカッパーがかった
ブラウンで濃いブラックのクラッシックかスポティッド
かマッカレルのマーキングがあり、レッドかクリームパ
ッチの部分がくっきりと体と四肢にある。顔にレッドか
クリームの斑があるのが望ましい。唇と顎は⽬の周りの
リングと同じシェードである。 
 
ブルーパッチドタビー︓唇と顎を含み地⾊は薄いブルー
がかったアイボリーで、とても深いブルーのクラッシッ
クかスポティッドかマッカレルのマーキングがあり、⾊
と良いコントラストをなしている。クリームパッチがく
っきりと体と四肢にある。顔にレッドかクリームの斑が
あるのが望ましい。暖かいフォーンがかった雰囲気か、
パティナ（patina:緑⻘、）が全体にかかっている。 
 
シルバーパッチドタビー︓唇と顎を含み地⾊は薄いシル
バーで、濃いブラックのクラッシックかスポティッドか
マッカレルのマーキングがあり、レッドとクリーム、も
しくはそのいずれか⼀⽅のパッチがくっきりと境界が⾒
え、体と四肢の両⽅にある。顔にレッドかクリームの斑
があるのが望ましい。 
 
ブルーシルバータビー（クラッシック、マッカレル、ス
ポティッド）︓アンダーコートはホワイト、唇、顎を含
む地⾊は薄く、鮮明なブルーがかったシルバー。マーキ
ングは陰りのないブルー。ノーズレザー︓ブルーかオー
ルドローズでブルーの縁取りがある。パウパッド︓ブル
ーまたはオールドローズ。 
 

116



マンクス 

©2020 The Cat Fanciers' Association, Inc.® Manx Show Standard (revised 2015) 

ブルーシルバーパッチドタビー（クラッシック、マッカ
レル、スポティッド）︓アンダーコートはホワイト、
唇、顎を含む地⾊は薄く、鮮明なブルーがかったシルバ
ー。マーキングは陰りのないブルーで、クリームのくっ
きりとした斑が、体と四肢の両⽅にある。ノーズレザ
ー︓ブルーかオールドローズでブルーの縁取りがある。
パウパッド︓ブルーまたはオールドローズ。 
 
シルバータビー（クラッシック、マッカレル、スポティ
ッド）︓唇と顎を含み、地⾊は薄い澄んだシルバーであ
る。マーキングは濃いブラック。ノーズレザー︓煉⽡⾊
のレッド。パウパッド︓⿊。 
 
レッドシルバータビー（カメオタビー）（クラシック、
マッカレル、スポティッド）︓地⾊、唇と顎はオフホワ
イト、マーキングは⾚、⽩いアンダーコート。唇と顎の
周りが⽩くなっているのは許される。ノーズレザーとパ
ウパッド︓ローズが望ましい。 
 
レッドタビー（クラッシック、マッカレル、スポティッ
ド）︓地⾊はレッド。マーキングは深く豊かなレッド。
ノーズレザーとパウパッド︓煉⽡⾊のレッド。 
 
クリームシルバータビー（ダイリュートカメオタビー）
（クラシック、マッカレル、スポティッド）︓地⾊、唇
と顎はオフホワイト、マーキングはクリーム、⽩いアン
ダーコート。唇と顎の周りが⽩くなっているのは許され
る。ノーズレザーとパウパッド︓ピンクが望ましい。 
 
ブラウンタビー（クラッシック、マッカレル、スポティ
ッド）︓地⾊は輝くカッパーがかったブラウン。マーキ
ングは濃いブラック。唇と顎は、⽬の回りのリングと同
じシェードである。⾜の裏は、パウから踵にかけてブラ
ック。ノーズレザー︓煉⽡⾊のレッド。パウパッド︓ブ
ラックかブラウン。 
 
ブルータビー（クラッシック、マッカレル、スポティッ
ド）︓唇と顎を含み、地⾊は薄いブルーがかったアイボ
リー。マーキングはとても深いブルーで、地⾊と良いコ
ントラストをなしている。暖かいフォーンがかった雰囲
気か、パティナが全体にかかっている。ノーズレザー︓
オールドローズ。パウパッド︓ローズ。 
 
クリームタビー（クラッシック、マッカレル、スポティ
ッド）︓唇と顎を含み地⾊は薄いクリーム。マーキング
はバフかクリームで良いコントラストをなすように、地
⾊より充分に濃いが、ダイリュートカラーの範囲内では
ある。ノーズレザーとパウパッド︓ピンク。 
 
トーティーシェル︓ブラックでレッドとレッドのシェー
ド、もしくは、そのいずれか⼀⽅のまだらがある。最⼩
のパッチのまだらは受け⼊れられる。 
 
キャリコ︓⽩に主にブラックとレッドのまだらのないパ
ッチ(最⼩限度のまだらのあるカラーは受け⼊れられ

る。）がある。ホワイトが体の下⾯は優先している。ホ
ワイトが体の仮⾯は優先している。バンパターンを含
み、全てのホワイトスポッティングの遺伝⼦の発現を含
む。 
 
ダイリュートキャリコ︓⽩に主にブルーとクリームの斑
のないパッチ(最⼩限度のまだらのあるカラーは受け⼊
れられる。）がある。ホワイトが体の仮⾯は優先してい
る。バンパターンを含み、全てのホワイトスポッティン
グの遺伝⼦の発現を含む。 
 
ブルークリーム︓ブルーでクリームのまだらがある。最
⼩のパッチのまだらは受け⼊れられる。 
 
バイ-カラー︓マンクスのソリッドカラー（ブルー、ブ
ラック、レッド、クリーム、ブルースモーク、ブラック
スモーク、レッドスモーク（カメオスモーク）、クリー
ムスモーク（ダイリュートカメオスモーク））でホワイ
トが加わっている。⽩斑遺伝⼦の全ての表現型、少ない
ホワイトからバンパターンまでを含む。ロケットとボタ
ン、もしくはそのいずれか⼀⽅にしかすぎない猫は、こ
のカラークラスに出陳資格はない。そのような猫はそれ
らの基本となるカラーのクラスで、このようなロケット
やボタンに対して減点されることなく審査されるだろ
う。 
 
タビーアンドホワイト︓全ての認められたマンクスのタ
ビーカラーとパターンでホワイトが加わっている。適応
されるパッチドのパターンを含む。⽩斑遺伝⼦の全ての
表現型、少ないホワイトからバンパターンまでを含む。
ロケットとボタン、もしくはそのいずれか⼀⽅にしかす
ぎない猫は、このカラークラスに出陳資格はない。その
ような猫はそれらの基本となるカラーのクラスで、この
ようなロケットやボタンに対して減点されることなく審
査されるだろう。 
 
トーティーシェルアンドホワイト︓ブラックとレッドま
たはレッドのシェードのいずれかの斑で、最⼩限のホワ
イトがある（ホワイトは⼀つ、またはそれ以上の⾜、
腹、胸、顔に限定され、背中や、脇腹または⾸に⼩さな
⽩のスポットがある）。わずかな、ロケットやボタンが
ある猫はこのクラスとは認められない。そのような猫
は、そのようなロケットやボタンに対して減点されるこ
となく、トーティーシェルのカラークラスで審査され
る。 
 
ブルークリームアンドホワイト︓ブルーとクリームの斑
で、最⼩限のホワイトがある（ホワイトは⼀つ、または
それ以上の⾜、腹、胸、顔に限定され、背中や、脇腹ま
たは⾸に⼩さな⽩のスポットがある）。わずかな、ロケ
ットやボタンがある猫はこのクラスとは認められない。
そのような猫は、そのようなロケットやボタンに対して
減点されることなく、ブルークリームのカラークラスで
審査される。 
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OMC（その他のマンクスのカラー）︓その他のあらゆ
るカラーまたはパターン、ハイブリダイゼーションの結
果であるカラー、チョコレート、ラベンダー、ヒマラヤ
ンパターン、またはこれらとホワイトの組み合わせは除
外される。 
 
以下の記載は参照の⽬的のみであって、ショースタンダ
ードの公式な部分ではない。 
 

マンクスのカラークラス番号 

 

ロングヘアーディビジョン 

 

ブルーアイホワイト...................1600  1601 

カッパーアイホワイト ................1602  1603 

オッドアイホワイト ..................1604  1605 

ブルー...............................1606  1607 

ブラック ............................1608  1609 

レッド ..............................1610  1611 

クリーム ............................1614  1615 

チンチラシルバー ....................1630  1631 

シェーデットシルバー ................1632  1633 

ブラックスモーク ....................1634  1635 

ブルースモーク ......................1638  1639 

シルバー＆ブルーシルバータビー 

(パッチドタビーを含む)...............1636  1637 

シルバーマッカレル＆ブルーシルバーマッカレルタビ 

ー(パッチドタビーを含む).............1636M 1637M 

レッドタビー ........................1640  1641 

レッドマッカレルタビー...............1640M 1641M 

ブラウンタビー(パッチドタビーを含む).1644  1645 

ブラウンマッカレルタビー 

(パッチドタビーを含む)...............1644M 1645M 

ブルータビー(パッチドタビーを含む) 

.....................................1652  1653 

ブルーマッカレルタビー 

(パッチドタビーを含む)...............1652M 1653M 

クリームタビー ......................1654  1655 

クリームマッカレルタビー ............1654M 1655M 

トーティーシェル .....................- -  1647 

キャリコ/トーティーシェル＆ホワイト....- - 1649 

(キャリコ、トーティーシェルアンドホワイト

[ホワイトでブラックとレッド]、ダイリュート

キャリコ、ブルークリームアンドホワイト[ホ

ワイトでブルーとクリーム]) 

ブルークリーム....................... - -  1651 

バイ-カラー .........................1660  1661 

[全ての認められたマンクスのソリッドカラー

でホワイトが加わっている。キャリコ、ダイリ

ュートキャリコ、トーティーシェル＆ホワイ

ト、ブルークリーム＆ホワイトは除外。] 

タビー＆ホワイト.....................1692  1693 

[全ての認められたマンクスのタビーカラーと

パターンでホワイトが加わっている。] 

OMC (その他のマンクスのカラー) ......1690  1691 

(その他のカラーとパターン、ハイブリダイゼ

ーションの結果であるカラー、チョコレート、

ラベンダー、ヒマラヤンパターン、またはこれ

らとホワイトの組み合わせは等は除外。ロケッ

トとボタン、もしくはそのいずれか一方にしか

すぎない猫は、このカラークラスに出陳資格は

ない。そのような猫はそれらの基本となるカラ

ーのクラスで、このようなロケットやボタンに

対して減点されることなく審査されるだろ

う。) 

AOV-.................................1698  1699 

 

ショートヘアーディビジョン 

 

ブルーアイホワイト...................0600  0601 

カッパーアイホワイト ................0602  0603 

オッドアイホワイト ..................0604  0605 

ブルー...............................0606  0607 

ブラック ............................0608  0609 

レッド ..............................0610  0611 

クリーム ............................0614  0615 

チンチラシルバー ....................0630  0631 

シェーデットシルバー ................0632  0633 

ブラックスモーク ....................0634  0635 

ブルースモーク ......................0638  0639 

シルバー＆ブルーシルバータビー 

(パッチドタビーを含む)...............0636  0637 

シルバーマッカレル＆ブルーシルバーマッカレルタビ 

ー(パッチドタビーを含む).............0636M 0637M 

レッドタビー ........................0640  0641 

レッドマッカレルタビー...............0640M 0641M 

ブラウンタビー(パッチドタビーを含む).0644  0645 

ブラウンマッカレルタビー 

(パッチドタビーを含む)...............0644M 0645M 

ブルータビー(パッチドタビーを含む)...0652  0653 

ブルーマッカレルタビー 

(パッチドタビーを含む)...............0652M 0653M 

クリームタビー ......................0654  0655 

クリームマッカレルタビー ............0654M 0655M 

トーティーシェル ......................- - 0647 

キャリコ/トーティーシェル＆ホワイト....- - 0649 

(キャリコ、トーティーシェルアンドホワイト

[ホワイトでブラックとレッド]、ダイリュート

キャリコ、ブルークリームアンドホワイト[ホ

ワイトでブルーとクリーム]) 

ブルークリーム....................... - -  0651 

バイ-カラー .........................0660  0661 

[全ての認められたマンクスのソリッドカラー

でホワイトが加わっている。キャリコ、ダイリ

ュートキャリコ、トーティーシェル＆ホワイ

ト、ブルークリーム＆ホワイトは除外。] 

タビー＆ホワイト......................0692  0693 

[全ての認められたマンクスのタビーカラーと

パターンでホワイトが加わっている。] 

OMC (その他のマンクスのカラー) .......0690  0691 
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(その他のカラーとパターン、ハイブリダイゼ

ーションの結果であるカラー、チョコレート、

ラベンダー、ヒマラヤンパターン、またはこれ

らとホワイトの組み合わせは等は除外。ロケッ

トとボタン、もしくはそのいずれか一方にしか

すぎない猫は、このカラークラスに出陳資格は

ない。そのような猫はそれらの基本となるカラ

ーのクラスで、このようなロケットやボタンに

対して減点されることなく審査されるだろ

う。) 

AOV.................................0698  0699 

 

*マンクスとアウトクロスする事の出来る猫種︓な 

し 

119



  ノルウェージャンフォレストキャット 

©2020 The Cat Fanciersʼ Association, Inc.  Norwegian Forest Cat Show Standard (revised 2014) 

ノルウェージャンフォレストキャット 
( N o r w e g i a n F o r e s t c a t ) 

配点 
頭 (50) 

横顔の鼻の輪郭 ............................. 10 

マズル ..................................... 10 

耳 ......................................... 10 

目の形 .......................................5 

目の付き方....................................5 

首 ...........................................5 

顎 ...........................................5 

体 (30) 

胴体 ........................................10 

脚/足 .......................................10 

骨格 .........................................5 

尾 ...........................................5 

コートの長さ/手触り ............................10 

色/パターン .....................................5 

バランス ........................................5 

 

全般︓ノルウェージャンフォレストキャットは特徴的な
ダブルコートと容易に⾒分けられる体の形を持ったたく
ましい猫である。ゆっくり成熟する品種で、充分な成⻑
に達するのは、約５歳の時である。 
 
頭︓正三⾓形で、全ての側⾯は⽿の付け根の外側から顎
先までを測定したとき、等しい⻑さである。⾸は短くし
っかりと筋⾁がついている。 
 
横顔の⿐の輪郭︓眉の隆起から⿐の先まで真っ直ぐで、
その線にブレークはない。平らな額は緩やかにカーブし
た頭蓋⾻と⾸へと続いている。 
 
顎︓顎はしっかりして、⿐の前⾯と⼀致していなければ
ならない。横からみると、穏やかに丸くなっている。 
 
マズル︓⽿の付け根へと広がった真っ直ぐなラインの部
分をなしており、⽬⽴ったウイスカーパッドはなく、ピ
ンチもない。 
 
⽿︓中位から⼤きい、先端は丸くなっており、根元は広
い、頭頂よりは、頭の充分横側に位置し、機敏で、カッ
プ状になった⽿が少し斜めを指している。⽿の外側は頭
の側⾯から顎へと下っているラインに則している。⽿は
沢⼭の飾り⽑がある。リンクスティップは度望ましいが
必要とされるわけではない。 
 
⽬︓⼤きく、アーモンド型、よく⾒ひらいていて、表情
豊かである。外側の⾓が内側の⾓より⾼く、いくぶん⾓
度を持って位置している。 
 
体︓固く筋⾁がついており、よくバランスがとれて、⻑
さは中位で、がっしりした⾻格をしており、幅の広い胸
と太ってはいないが、かなりな胴回りの、⼒強い外観を

持っている。脇腹は相当な厚みがある。雄は⼤きく堂々
としていなければならず︔雌はより上品で、⼩さいであ
ろう。 
 
脚︓中位で、後ろ⾜は前⾜より⻑く、⽅より尻が⾼くな
る。腿はしっかりと筋⾁が付いていて︔後ろ⾜はがっし
りしている。後ろから⾒ると、後ろ⾜は真っ直ぐであ
る。正⾯から⾒ると、ポウは"toe out:⽖先が外に向い
ている"ように⾒える。⼤きく丸い、しっかりしたポウ
で、脚の指の間に沢⼭のタフトがある。 
 
尾︓⻑く、ふさふさしている。根元は太い。望ましい⻑
さは、尾の付け根から⾸の付け根までの体の⻑さと等し
い⻑さである。ガードヘアーがあるのが望ましい。 
 
コート︓はっきりとしたダブルコート、密なアンダーコ
ートからなり、⻑くつやつやした、スムーズでえ⽔をは
じくガードヘアーに覆われ、ガードヘアーは側⾯に垂れ
下がっている。ビブ（よだれかけ）三つの異なった区分
からなる︔⾸の短い襟の部分、横のマトンチョップ、正
⾯のラフである。後ろ⾜の半ズボンの部分は、ふさふさ
している。コートは夏より冬の⽅が豊かであろう、とい
うのは、密なアンダーコートは冬に充分に発達するから
である、コートのタイプと質は第⼀に重要で、カラーと
パターンは２番⽬である。 
 
パターン︓全てのカラーとパターンは認められるが、ハ
イブリダイゼーションの結果を表すものとしてのカラー
である、チョコレート、ラベンダー/ライラック、ヒマ
ラヤンパターン、またはこれらとホワイトの組み合わせ
は除外される。 
 
カラーとパターン︓カラーとパターンはくっきりと明確
でなければならない。クラッシック、マッカレルとスポ
ットタビーの場合においては、パターンは良く印づけら
れ、均等でなければならない。 
 
失格︓⿐の厳しいブレーク、四⾓いマズル、ウイスカー
ピンチ、⻑く⻑⽅形の体、コビーな体、正しくない脚の
指の数、斜視、尾のキンクや異常、繊細な⾻格構造、ア
ンダーショットやオーバーショットの顎の結果としての
不正咬合、ハイブリダイゼーションの結果を表すものと
してのカラーである、チョコレート、ラベンダー/ライ
ラック、先端部分に限定された⾊（ヒマラヤンタイプの
マーキング）、またはこれらとホワイトの組み合わせの
猫。 
 

ノルウェージャンフォレストキャットカラー 
 
⽬⾊︓⽬の⾊はグリーン、ゴールド、グリーン-ゴール
ド、またはカッパーのシェードでなければならない。ホ
ワイトの猫ではブルーかオッドアイの⽬を持つ場合もあ
る。 
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ノーズレザーとパウパッド︓あらゆる⾊と、⾊の組み合
わせ、注釈がある場合を除き、コートカラーと関連して
いる必要性はない。脚にホワイトがある猫はピンクのパ
ウパッドを持つか、２⾊か多⾊の⾊であるかもしれな
い。 
 
ボタンとロケット︓あらゆる⾊やパターンに置いて認め
られる。ボタンやロケットのある猫は、それらの基本と
なるカラーでそのようなボタンやロケットに対して減点
されることなく、審査されるであろう。 
 
ホワイト︓純粋な輝くホワイト。ノーズレザーとパウパ
ッド︓ピンクが望ましい。 
 
ブラック︓濃い⽯炭のような⿊、被⽑の根本から先まで
陰りがない。ノーズレザー︓⿊が望ましい。パウパッ
ド︓⿊が望ましい。 
 
ブルー︓⿐から尻尾の先まで単⼀のレベルのトーンで、
根本まで、陰りがない。ノーズレザーとパウパッド︓ブ
ルーが望ましい。 
 
レッド︓深い、豊かな、はっきりとした輝くレッド︔シ
ェードやマーキングや、ティッキングがない。ノーズレ
ザーとパウパッド︓煉⽡⾊のレッドが望ましい。 
 
クリーム︓バフクリームの均⼀なシェードで、マーキン
グはない。根本まで陰りがない。より明るいシェードが
好ましい。ノーズレザーとパウパッド︓ピンクが望まし
い。 
 
チンチラシルバー︓アンダーコートは純粋なホワイト。
背中や、側⾯、頭、尻尾が充分に⿊いティップが⼊り、
きらめくシルバーの特徴的な外観を与える。脚はティッ
ピングのあるシェードがいくぶん⼊ることもある。顎、
⽿のタフト、お腹や胸の部分は純粋なホワイト。⽬の縁
取りと唇は⿊、⿐は⿊く縁取られている。ノーズレザ
ー︓煉⽡⾊のレッドが望ましい。パウパッド︓⿊が望ま
しい。 
 
シェーデットシルバー︓アンダーコートはホワイトで体
の側⾯、顔、尾から次第に薄くなっていくシェードがか
かった、ブラックのティッピングに被われており、背筋
が濃く、顎、胸、腹と尻尾の下側は⽩い。脚は顔と同じ
トーンである。総じて、チンチラよりかなり暗い印象を
与える。⽬の縁取り、唇は⿊、⿐は⿊く縁取られてい
る。ノーズレザー︓煉⽡⾊のレッドが望ましい。パウ 
パッド︓⿊が望ましい。 
 
チンチラゴールデン︓アンダーコートは豊かな暖かい 
クリーム。背中、側⾯、尻尾のコートは⾦⾊の外観を呈
するに充分なブラックのティップがある。脚はティッピ
ングで幾分シェードがかっている場合もある。顎、⽿の
タフト、お腹、胸はクリーム。⽬の輪郭、唇は⿊、⿐は

⿊で縁取られている。ノーズレザー︓濃いローズ⾊が望
ましい。パウパッド︓⿊が望ましい。 
 
シェーデットゴールデン︓アンダーコートは豊かな暖か
いクリーム⾊、体の側⾯、顔、尾から次第に薄くなって
いくシェードがかかった、ブラックのティッピングに被
われており、背筋が濃く、顎、胸、腹と尻尾の下側はク
リーム⾊。脚は顔と同じトーンである。総じて、チンチ
ラよりかなり暗い印象を与える。⽬の縁取り、唇は⿊、
⿐は⿊く縁取られている。ノーズレザー︓濃いローズ⾊
が望ましい。パウパッド︓⿊が望ましい。 
 
シェルカメオ（レッドチンチラ）︓アンダーコートはホ
ワイト。背中、側⾯、頭、尾のコートはレッドのティッ
プがあり、独特の輝く外観をもたらす。顔と脚はティッ
ピングで明るいシェードがかっているであろう。顎、⽿
のタフト、お腹、胸は⽩。ノーズレザー、パウパッド︓
ローズピンクが望ましい。 
 
シェーデットカメオ（レッドシェーデット）︓アンダー
コートはホワイト、レッドの次第に薄くなるシェードが
側⾯、顔、尾を被っている。背筋が濃く、顎、胸、腹と
尻尾の下側はホワイト。顔と脚はより深いシェードであ
る。総じて、シェルカメオよりかなり濃いレッドの印象
を与える。ノーズレザー、⽬の縁取り、パウパッド︓ロ
ーズが望ましい。 
 
シェルトーティシェル︓アンダーコートは⽩。背中、側
⾯、尻尾はブラックで、ティップが軽く⼊り、トーティ
シェルのパターンの様に良く限定されたレッドとクリー
ムのティップが⼊った⽑のパッチがある。顔と脚はティ
ッピングで軽くシェードがかかっているであろう。顎、
⽿のタフト、お腹、胸は⽩で、わずかにティップがあ
る。顔にレッドかクリームのティッピングのある斑があ
るのが望ましい。 
 
シェーデットトーティシェル︓アンダーコートはホワ 
イト、ブラックのティッピングとトーティシェルのパ 
ターンでの様に、レッドとクリームのティップが⼊った
⽑で、くっきりと限定されたパッチの覆いがある。側
⾯、顔、尾と次第に薄くなるシェードがあかかり、背が
濃く顎、胸、腹、脚、尾の下側は軽くティップが⼊って
いるか、ホワイトである。総じて、シェルトーティシェ
ルよりかなり濃い印象を与える。顔にレッドかクリーム
のティッピングのある斑があるのが望ましい。 
 
ブラックスモーク︓⽩いアンダーコートで、⿊のティッ
プが深く⼊っている。猫が休んでいるときはブラックに
⾒える。動いた時に⽩のアンダーコートがくっきりと現
れる。体の先端部分とマスク（すなわち、顔、⽿、ポ
ウ、尾の先端）は⿊で、被⽑を分けた場合にのみ⾒え
る、⽪膚に隣接した⽑の根元部分に狭い⽩の帯がある。
明るいシルバーのフリルと、⽿のタフト。ノーズレザー
とパウパッド︓⿊が望ましい。 
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ブルースモーク︓⽩いアンダーコートでブルーのティッ
プが深く⼊っている。猫が休んでいるときはブルーに⾒
える。動いた時に⽩のアンダーコートがくっきりと現れ
る。体の先端部分とマスク（すなわち、顔、⽿、ポウ、
尾の先端）ブルーで、被⽑を分けた場合にのみ⾒える、
⽪膚に隣接した⽑の根元部分に狭い⽩の帯がある。ホワ
イトのフリルと、⽿のタフト。ノーズレザーとパウパッ
ド︓ブルーが望ましい。 
 
クリームスモーク︓⽩いアンダーコートでクリームのテ
ィップが深く⼊っている。猫が休んでいるときはクリー
ムに⾒える。動いた時に⽩のアンダーコートがくっきり
と現れる。体の先端部分とマスク（すなわち、顔、⽿、
ポウ、尾の先端）クリームで、被⽑を分けた場合にのみ
⾒える、⽪膚に隣接した⽑の根元部分に狭い⽩の帯があ
る。ホワイトのフリルと、⽿のタフト。ノーズレザーと
パウパッド︓ピンクが望ましい。 
 
カメオスモーク（レッドスモーク）︓⽩いアンダーコー
トでレッドのティップが深く⼊っている。猫が休んでい
るときはレッドに⾒える。動いた時に⽩のアンダーコー
トがくっきりと現れる。体の先端部分とマスク（すなわ
ち、顔、⽿、ポウ、尾の先端）レッドで、被⽑を分けた
場合にのみ⾒える、⽪膚に隣接した⽑の根元部分に狭い
⽩の帯がある。ホワイトのフリルと、⽿のタフト。ノー
ズレザー、⽬の輪郭、パウパッド︓ローズが望ましい。 
 
スモークトーティシェル︓⽩いアンダーコートで、ブラ
ックとトーティシェルのパターンでの様に、レッドとク
リームのティップが⼊った⽑で、くっきりと限定された
パッチの深くティップが⼊ている。猫が休んでいるとき
はトーティシェルに⾒える。動いた時に⽩のアンダーコ
ートがくっきりと現れる。体の先端部分とマスク（すな
わち、顔、⽿、ポウ、尾の先端）はトーティシェルのパ
ターンで、被⽑を分けた場合にのみ⾒える、⽪膚に隣接
した⽑の根元部分に狭い⽩の帯がある。ホワイトのラフ
と、⽿のタフト。顔にレッドかクリームのティッピング
のある斑があるのが望ましい。 
 
ブルークリームスモーク︓⽩いアンダーコートで、ブル
ーとブルークリームのパターンでの様に、クリームのく
っきりと限定されたパッチで、深くティップが⼊ってい
る。猫が休んでいるときはブルークリームに⾒える。動
いた時に⽩のアンダーコートがくっきりと現れる。体の
先端部分とマスク（すなわち、顔、⽿、ポウ、尾の先
端）はブルークリームのパターンで、被⽑を分けた場合
にのみ⾒える、⽪膚に隣接した⽑の根元部分に狭い⽩の
帯がある。ホワイトのラフと、⽿のタフト。顔にレッド
かクリームのティッピングのある斑があるのが望まし
い。 
 
クラッシックタビーパターン︓マーキングは濃く、はっ
きりと⾒えて、幅が広い。脚は体のマーキングとつなが

るように登っていくブレスレットの均等な縞がある。尻
尾は均等に輪がある。⾸、胸の上部に途切れのない何本
ものネックレスがあり、ネックレスは多いほど良い。し
かめつらマークが額にあり、それは⼊り組んだ"Ｍ"の形
になっていいる。途切れのないラインが⽬の外側の⾓か
ら後ろへと⾛っている。渦巻きが頬にある。縦のライン
が頭の後ろを通って肩のバタフライマークにまで及んで
いる、そのバタフライマークは、上⽻と下⽻の両⽅がく
っきりと縁取られ、輪郭の内側には斑点のマークがあ
る。背中のマークはバタフライから尻尾へと背⾻に沿っ
て縦に降りている⼀本のラインと、それに平⾏して両側
にそれぞれ縦の⼀本の縞からなり、この３本の縞は地⾊
の縞によって、よく離れている。⼀つかそれ以上の途切
れない輪に取り囲まれた⼤きな単⾊の班が両則にある。
側⾯のマークは両則ともに同じである。⼆重の縦のボタ
ンの列が胸と腹にある。ホワイトのボタンとロケット、
またはそのいずれか⼀⽅は許される。 
 
マッカレルタビーパターン︓マーキングは濃く、くっき
りと⾒え、全ては狭い鉛筆書きのラインのようである。
脚には体のマークにつながる狭いブレスレットからなる
均等な縞がある。尻尾はバーがある。⾸と胸のネックレ
スがくっきりしており、沢⼭のチェーンの様である。頭
部には縞があり、額に"M"マークがある。⽬から後ろに
かけて途切れない線が⾛っている。ラインは頭部から駆
け下り、肩で出会っている。背⾻に沿った線は共に流れ
て狭いサドルを形作る。狭いペンシルラインが体の回り
に⾛っている。ホワイトのボタンとロケット、またはそ
のいずれか⼀⽅は許される。 
 
パッチドタビーパターン︓パッチドタビー（トビー）は
シルバー、ブラウン、ブルーまたはブルーシルバータビ
ーでレッドとクリーム、またはそのいずれか⼀⽅のパッ
チで確⽴されていいる。ホワイトのボタンとロケット、
またはそのいずれか⼀⽅は許される。 
 
スポティッドタビーパターン︓体のマーキングはスポッ
トである。スポットは形や⼤きさは様々であるが、丸
く、均等に分布しているのが好まれる。スポットは切れ
たマッカレルのパターンで⼀緒に流れていてはならな
い。背の縞は、体の⻑さで、尾の先端まで⾛っている。
その縞は、理想的にはスポットから構成されている。顔
と額のマークは典型的なタビーのマーキングになる。体
の下側は"ベストボタン"がある。脚と尻尾はバーになっ
ている。ホワイトのボタンとロケット、またはそのいず
れか⼀⽅は許される。 
 
ティックドタビーパターン︓体の⽑は模様の⾊と地⾊の
様々なシェードのあるティックドである。体は上から⾒
たときに背中の濃いシェード以外の、識別出来るような
スポットや縞や班がない。より明るい下側はタビーマー
クが⾒える場合もある。顔、脚、尻尾は明瞭な縞の筋を
⽰さなければならない。ホワイトのボタンとロケットま
たはそのいずれか⼀⽅は許される。 
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ブラウンパッチドタビー︓地⾊は輝くカッパーがかった
ブラウンで、クラッシックかマッカレルタビーの濃いブ
ラックのマーキングがあり、レッドとクリームもしくは
そのいずれか⼀⽅のパッチがくっきりと明確に体と四肢
にある︔レッドかクリームの斑が顔にあるのが望まし
い。唇と顎は⽬の周りのリングと同じシェードである。 
 
ブルーパッチドタビー︓地⾊は、唇と顎を含み、薄いブ
ルーがかったアイボリーで、クラッシックかマッカレル
タビーのとても濃いブルーのマーキングがあり、地⾊と
良いコントラストをなしている。クリームのパッチが、
体と四肢にあるくっきりと明確に⾒える︔クリームの斑
が顔にあるのが望ましい。暖かいフォーンのトーンかパ
ティナが全体にかかっている。 
 
シルバーパッチドタビー︓地⾊は、唇と顎を含み、薄い
シルバーで、クラッシックかマッカレルタビーのとても
濃いブラックのマーキングがあり、レッドとクリームも
しくはそのいずれか⼀⽅のパッチがくっきりと明確に体
と四肢にある︔レッドかクリームの斑が顔にあるのが望
ましい。唇と顎は⽬の周りのリングと同じシェードであ
る。 
 
シルバータビー（クラッシック、マッカレル、スポッテ
ィッド、ティックド）︓地⾊は、唇と顎を含み、澄んだ
シルバーである。マーキングは濃いブラック。ノーズレ
ザー︓煉⽡⾊のレッドが望ましい。パウパッド︓⿊が望
ましい。 
 
ブルーシルバータビー（クラッシック、マッカレル、ス
ポッティッド、ティックド）︓地⾊は、薄い澄んだシル
バーである。マーキングは濃いブルーで地⾊と良いコン
トラストをなす。ホワイトのトリムが顎と唇の周りにあ
るのは許される。ノーズレザー︓オールドローズが望ま
しい。パウパッド︓ローズが望ましい。 
 
ブルーシルバーパッチドタビー（クラッシック、マッカ
レル、スポッティッド、ティックド）︓地⾊は薄い澄ん
だシルバーで、クラッシックかマッカレルタビーの濃い
ブルーのマーキングがあり、地⾊と良いコントラストを
なす。クリームのパッチがくっきりと明確に体と四肢に
ある︔顔にクリームの斑があるのが望ましい。ホワイト
のトリムが顎と唇の周りにあるのは許される。 
 
レッドタビー（クラッシック、マッカレル、スポッティ
ッド、ティックド）︓地⾊はレッド。マーキングは深く
豊かなレッド。唇と顎はレッド。ノーズレザーとパウパ
ッド︓煉⽡⾊のレッドが望ましい。 
 
ブラウンタビー（クラッシック、マッカレル、スポッテ
ィッド、ティックド）︓地⾊は輝く銅⾊のブラウン。マ
ーキングは濃いブラック。⾜の裏は、パウから踵にかけ
てブラック。ノーズレザー︓煉⽡⾊のレッド。パウパッ

ド︓ブラックかブラウンが望ましい。 
 
ブルータビー（クラッシック、マッカレル、スポッティ
ッド、ティックド）︓唇と顎を含み、地⾊は薄いブルー
がかったアイボリー。マーキングはとても深いブルー
で、地⾊と良いコントラストをなしている。暖かいフォ
ーンがかった雰囲気か、パティナが全体にかかってい
る。ノーズレザーとパウパッド︓ローズが望ましい。 
 
クリームタビー（クラッシック、マッカレル、スポッテ
ィッド、ティックド）︓唇と顎を含み地⾊はとても薄い
クリーム。マーキングはバフかクリームで良いコントラ
ストをなすように、地⾊より充分に濃いが、ダイリュー
トカラーの範囲内ではある。ノーズレザーとパウパッ
ド︓ピンクが望ましい。 
 
クリームシルバータビー（クラッシック、マッカレル、
スポッティッド、ティックド）︓マーキングはクリー
ム。アンダーコートはホワイト。ノーズレザーとパウパ
ッド︓ピンクが望ましい。 
 
カメオタビー（クラッシック、マッカレル、スポッティ
ッド、ティックド）︓マーキングはレッド。アンダーコ
ートはホワイト。ノーズレザーとパウパッド︓ローズが
望ましい。 
 
トーティシェル︓ブラックにレッドかレッドが柔らかに
⼊り交じった部分のパッチが体と四肢の両⽅にある。レ
ッドの様々なシェードがあるのは受け⼊れられる。キャ
リコ︓⽩にブラックとレッドの無秩序なパッチがある。
好ましい最少限度はとして、その猫はホワイトの⾜、
脚、体の下⾯、胸とマズルをもたなければならない。逆
さまの"V"の⽩斑が顔にあるのが望ましい。 
 
ダイリュートキャリコ︓⽩にブルーとクリームの無秩序
なパッチがある。好ましい最少限度はとして、その猫は
ホワイトの⾜、脚、体の下⾯、胸とマズルをもたなけれ
ばならない。逆さまの"V"の⽩斑が顔にあるのが望まし
い。 
 
ブルー-クリーム︓ブルーでクリームのパッチがある。
パッチはくっきりと明確で、体と四肢の両⽅で、良く途
切れて得いる。 
 
バイ-カラー︓ブラックアンドホワイト、ブルーアンド
ホワイト、レッドアンドホワイト、またはクリームアン
ドホワイト。 
 
バンバイ-カラー︓ブラックアンドホワイト、ブルーア
ンドホワイト、レッドアンドホワイト、またはクリーム
アンドホワイト。ホワイトの猫で、⾊の部分が体の先端
部分︔頭、尾、脚に限定されてある。⼀つか⼆つの⼩さ
な⾊のパッチが体にあるのは許される。 
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バンキャリコ︓ホワイトの猫で、ブラックとレッドの無
秩序なパッチが末端部分︔頭、尻尾、脚に限定されてあ
る。体に⼀つか⼆つの⼩さな⾊のあるパッチは許され
る。 
 
バンダイリュートキャリコ︓ホワイトの猫で、ブルーと
クリームの無秩序なパッチが末端部分︔頭、尻尾、脚に
限定されてある。体に⼀つか⼆つの⼩さな⾊のあるパッ
チは許される。 
（注釈︓⼆つ以上の⼩さな⾊のスポットが体にある猫
は、通常のバイカラークラスでショーでは出陳されなけ
ればならない。） 
 
タビーアンドホワイト︓ホワイトで、⾊のついた部分が
あり、その猫の⾊の部分は、現在確⽴されているタビー
カラーのスタンダードに適合する。 
 
スモーク/シェーデット/シェルアンドホワイト︓ホワ
イトで、⾊のついた部分があり、その猫の⾊の部分は、
そのカラーのスタンダードに適合する。 
 
トーティシェルアンドホワイト︓ホワイトで、⾊のつい
た部分があり、その猫の⾊の部分は、トーティシェルの
スタンダードに適合する。 
 
ブルー-クリームアンドホワイト︓ホワイトで、⾊のつ
いた部分があり、その猫の⾊の部分は、ブルークリーム
のスタンダードに適合する。 
 
その他のノルウェージャンフォレストキャットカラー︓
あらゆるその他のカラーとパターン、ハイブリダイゼー
ションの結果を表すものとしてのカラーである、チョコ
レート、ラベンダー/ライラック、先端部分に限定され
た⾊（ヒマラヤンタイプのマーキング）、またはこれら
とホワイトの組み合わせの猫は除く。 
 
全ての以下のアンバーカラーとその組み合わせがウイズ
ホワイトでも、ホワイト無しの場合でも認められる。 
 
アンバー（アグーチではない）︓⻩⾊の劣性のカラー
で、濃いハニーチェスナッツ。⼦猫は暖かいブラウン
で、コートは成熟するにともなって、アンバーカラーに
なっていく。ゴーストタビーが⾒える場合もあり、年齢
とも濃くなってくる。⿐は濃いブラウン/チャコールブ
ラックで、⽿は濃い⾊からアンバーへと薄くなっていく
縁取りがある。パウパッドは濃いブラウンかブラック。 
 
アンバースモーク︓アンダーコートはホワイト、アンバ
ーの深いテッピングがある。顔、⾜、尾は⽑を分け時に
だけ⾒える、狭いホワイトの部分が⽪膚に接近した⽑の
根元にある。 
 
ライトアンバー︓（アグーチではないダイリュート）︓ 
薄いベージュブロンド。⼦猫はブルーで成熟するに従っ 

て、ライトアンバーになっていく。ゴーストタビーが⾒
える場合もあり、年齢とも濃くなってくる。⿐は濃いブ
ラウン/チャコールブラックで、⽿は濃い⾊からアンバ
ーへと薄くなっていく縁取りがある。パウパッドは濃い
ブラウンかブラック。 
 
ライトアンバースモーク︓アンダーコートはホワイト、
ライトアンバーの深いテッピングがある。顔、⾜、尾は
を分け時にだけ⾒える、狭いホワイトの部分が⽪膚に接
近した⽑の根元にある。 
 
アンバータビー（クラッシック、マッカレル、スポティ
ッド、ティックド）︓地⾊はアンバー。マーキングは深
く豊かなアンバー。⼦猫は暖かいブラウンタビーで︔ア
ンバーカラーは成熟するに従って徐々に出てくる。ノー
ズレザー︓ピンク。パウパッド︓⼦猫の時はピンク、成
熟するに従い、ダークブラウンかブラックになる。 
 
ライトアンバータビー︓（クラッシック、マッカレル、
スポティッド、ティックド）︓地⾊は薄いベージュブロ
ンド。マーキングは充分に濃くよいコントラストをもた
らしている。⼦猫はブルータビーで︔ライトアンバーカ
ラーは成熟するに従って徐々に出てくる。ノーズレザ
ー︓ピンク。パウパッド︓⼦猫の時はピンク、成熟スル
に従い、ダークブラウンかブラックになる。 
 
アンバートーティシェル︓アンバーで体や四肢にレッド
のパッチかレッドが混ざり合った部分がある。レッドの
様々なシェードがあるのは認められる。⼦猫は⿊か濃い
ブラウンとレッドであるが、ブラックの部分がアンバー
になっていく。 
 
アンバートーティシェルスモーク︓アンバーで体や四肢
にレッドのパッチかレッドが混ざり合った部分がある。
レッドの様々なシェードがあるのは認められる。アンダ
ーコートはホワイトで⽑を分け時にだけ⾒える。⼦猫は
⿊か濃いブラウンとレッドであるが、ブラックの部分が
アンバーになっていく。アンダーコートはその根元がホ
ワイト。 
 
アンバーパッチドタビー（クラッシック、マッカレル、
スポッティッド、ティックド）︓地⾊は濃い蜂蜜⾊がか
ったチェスナッツ。タビーマークは充分に濃く、地⾊と
良いコントラストをなしている。レッドかクリームかそ
の何れか⼀⽅のパッチが体と四肢にくっきりとある︔ク
リームかレッドの斑が顔にあるのが望ましい。 
 
ライトアンバーパッチドタビー（クラッシック、マッカ
レル、スポッティッド、ティックド）︓地⾊は薄いベー
ジュブロンド。タビーマークは充分に濃く、地⾊と良い
コントラストをなしている。クリームのパッチが体と四
肢にくっきりとある︔クリームの斑が顔にあるのが望ま
しい。 
 

124



  ノルウェージャンフォレストキャット 

©2020 The Cat Fanciersʼ Association, Inc.  Norwegian Forest Cat Show Standard (revised 2014) 

アンバーシルバータビー（クラッシック、マッカレル、
スポッティッド、ティックド）︓地⾊はシルバー。マー
キングは濃い、暗いハニーチェスナッツで地⾊とよいコ
ントラストをなす。 
 
ライトアンバーシルバータビー（クラッシック、マッカ
レル、スポッティッド、ティックド）︓地⾊はシルバ
ー。アンダーコートはホワイト。マーキングはージュブ
ロンドで地⾊とよいコントラストをなす。 
 
その他、記載されていないアンバーに関連したカラーと
パターン以下の記載は参照の⽬的のみであって、ショー
スタンダードの公式な部分ではない。 
 

ノルウェージャンフォレストキャット 

カラークラス番号 

 

ブラウンタビーとブラウンタビー＆ホワイト 

...................................9044  9045 

(クラッシック、マッカレル、パッチド、ス

ポッティッド、ティックッド) 

 

その他の全てのノルウェージャンフォレストキャット 

のカラー...........................9000  9001 

(ショースタンダードで定義されているような

色と、その他のノルウェージャンフォレスト

キャットの色とパターンで、全ての受け入れ

られているカラー（ブラウンタビーとブラウ

ンタビー＆ホワイトは例外）) 

 

ノルウェージャンフォレストキャットの許される 
アウトクロス︓ なし 
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オシキャット 
( O c i c a t ) 

配点 
頭 (25) 

頭蓋骨....................................... 5 

マズル ..................................... 10 

耳 .......................................... 5 

目 .......................................... 5 

体 (25) 

胴体 ....................................... 15 

脚と足 .......................................5 

尾 ...........................................5 

コートとカラー (25) 

手触り .......................................5 

コートカラー .................................5 

コントラスト ................................10 

目色 .........................................5 

パターン ...................................... 25 

 

全般︓オシキャットは中位から⼤きい、良くスポットの
ある中庸なタイプのアグチの猫である。筋⾻たくましい
動物の外観を呈する︓良く筋⾁がつき固く、優美で、し
なやかで、さらに体と胸がたっぷりとしている。周りに
対して敏捷で偉⼤な⽣命⼒を⽰している。１２の受け⼊
れられているオシキャットの⾊があり、５つのカラーク
ラスに分けられているが、全ての例で、濃いスポットを
持ち、そのスポットはより明るい地⾊と深いコントラス
トがある。オシキャットの正しいカラーに対してあらゆ
る、全ての疑問への答えとなる決定因⼦は、尾の先の⾊
で、その他の体のマーキングの⾊とのどんな⽐較でもな
い（オシキャットのカラー参照）。それぞれの⽑は（尾
の先端を除いて）カラーの幾つものバンドがある。それ
らのバンドが⼀緒になって、拇印の形のスポットが形成
される。この⼒強い、筋⾻たくましい、さらには優美な
スポットの猫は、その" 野性的な︓wild"な外観である
ことを特に⾔及される。 
 
頭︓頭蓋⾻は修正された楔形で、マズルから頬へわずか
なカーブを⽰し、⽬に⾒える、しかし緩やかな、⿐橋か
ら額へと登りがある。マズルは幅広く、良く⾒て取れ、
四⾓さを⽀持し、横顔に充分な⻑さを⾒せている。顎は
強く、下顎はしっかりして、適切な噛み合わせである。
中位のウイスカーピンチは、はげしすぎはしない。頭は
弧を描いた⾸の上に、優美にささえられている。成熟し
た雄でのジャウルに対しては配慮斟酌がなされる。 
 
⽿︓機敏な感じで、中位に⼤きく、頭の上の外側の広が
りの⾓に位置している。想像の⽔平のラインが額を横切
って引かれるとすると、⽿は４５度の⾓度で位置してい
なければならず、すなわち、⾼すぎても、低すぎてもい
けない。ある場合には、⽿のタフトは⽿の先端から垂直
に広がっており、それはボーナスである。 
 
⽬︓⼤きくアーモンド型で、⽿に向かってわずかに上向
きに傾き、⽬と⽬の間は、⽬⼀つ分以上の⻑さがある。 

 
胴体︓がっしりと固く、どちらかというと⻑い体で、厚
みがあり、たっぷりとして、粗い感じがない。オシキャ
ットは中位から⼤きな猫で、がっしりとした⾻格で筋⾁
が発達し、さらに筋⾻隆々とした外観を持ち、その⼤き
さに対して、驚くべき重さがある。胸にいくらかの厚み
がなければならず、肋⾻がいくぶん曲がっていて、背中
は尻が幾分⾼くなって平らであり、脇腹は適度に平らで
ある。筋⾻隆々として、⼒強く、しなやかであることが
優先され、かさばって、粗な感じであるのは、⽋点とさ
れる。雌は雄より⼀般的に⼩さい事は、留意されなけれ
ばならない。この猫の全体的な構造と質は単に⼤きさだ
けであることより、より重⼤に考慮されなければならな
い。 
 
脚と⾜︓脚は充分にがっしりして、良く筋⾁が付き、中
程度に⻑く、⼒強く、体と良く釣り合いがとれている。
⾜は卵形でコンパクトで、前⾜の指は５本、後ろ⾜は４
本で、脚と釣り合いがとれている。 
 
尾︓いくぶん⻑めで、中程度に細く、ほんのわずかに先
細りで、濃い先端を持っている。 
 
コートの⼿触り︓短くスムーズで、⼿触りはサテンのよ
うで、光沢のある艶がある。ぴったりと密着して寝てお
り、滑らかで、さらには⾊の必要なバンドを収容するに
充分な⻑さがある。⽺⽑のような様⼦はあってはならな
い。 
 
ティッキング︓尾の先端を除き、全ての⽑はバンドにな
っている。マーキングの範囲内で、⽑はより濃い⾊でテ
ィップがあり、⼀⽅地⾊の⽑はより明るい⾊でティップ
が⼊っている。 
 
コートカラー︓全てのカラーは鮮明で満⾜のいくもので
なければならない。最も明るい⾊は通常は顔の⽬の周
り、顎先、下顎に⾒いだされる。最も濃い⾊は尾の先端
に⾒いだされる。コントラストは別に配点されている。 
 
コントラスト︓明確なマーキングはあらゆる⽅向からく
っきりと⾒えなければならない。顔、脚、尾のコントラ
ストは胴体のそれよりより濃いであろう。地⾊はサドル
の部分で濃く、体の下側の⾯、顎先、下顎はより薄いで
あろう。スポットがかすかで、ぼやけている場合は減点
対象となるが、薄い⾊は濃い⾊よりコントラストが少な
いことは、留意されなければならない。 
 
⽬⾊︓ブルー以外の全ての⽬⾊が認められている。⽬⾊
とコートカラーの間に対応関係はない。深い⾊が好まれ
る。 
 
パターン︓⼊り組んだタビーの"Ｍ"が額にあるり、マー 
キングは頭を越えて、⽿と⽿の間に広がり、⾸の下の⽅ 
と肩でスポットへと途切れている。マスカラのマーキン
グが⽬の周りと、頬に⾒いだされる。丸いスポットの並
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びが背⾻に沿って肩胛⾻から尾と⾛っている。尾には⽔
平の刷⽑で描いたような模様が付け上から下っており、
理想的にはスポットと濃い先端に置き代わっている。ス
ポットは肩の前と体の後ろ四分の⼀でばらまかれてお
り、可能な限り遠く脚へと広がって降りている。途切れ
たブレスレットがさらに脚の下の⽅まであり、喉では途
切れたネックレスがある。--途切れているほどより良
い。⼤きなよくばらまかれた、拇印の形のスポットが胴
体の側⾯に現れており、かすかにクラッシックタビーパ
ターンを連想させ、⼀つのスポットは複数のスポットで
雄⽜の⽬の配置で取り囲まれている。腹もよくスポット
になっている。⽬は最も濃いコートカラーで縁取られ、
最も明るい⾊で取り囲まれている。減点はマッカレルパ
ターンをたどうような伸びたスポットに与えられなけれ
ばならない。 
 
失格︓ホワイトのロケットやスポット、⽬、⿐孔、顎、
喉の上部の周りのホワイト以外のあらゆるところのホワ
イト（シルバーカラーのホワイトのアグチの地は除
外）。キンクやその他の奇形の尾。ブルーの⽬。正しく
ない⾜の指の数、ロングヘアー。スポッティッドパッチ
ドタビー（トビー）の猫は、性染⾊体にリンクしたO遺
伝⼦の結果であり、レッド、クリーム、トビーは許され
ておらす、雌のトビーは決して作られてこない。 
 

オシキャットのカラー 
 
タウニー（ブラウンスポッティッドタビー）︓ブラック
か濃いブラウンのスポットがルディーかブロンズのアグ
チの地にある。ノーズレザー︓レンガ⾊のレッド、ブラ
ックの縁取り。パウパッド︓ブラックかシール。尾の先
端︓ブラック。 
 
チョコレート︓チョコレートのスポットが暖かいアイボ
リーのアグチの地にある。ノーズレザー︓ピンク、チョ
コレートの縁取り。パウパッド︓チョコレートピンク。
尾の先端︓チョコレート。 
 
シナモン︓シナモンのスポットが暖かいアイボリーのア
グチの地にある。ノーズレザー︓ピンク、シナモンの縁
取り。パウパッド︓ピンクまたはローズ。尾の先端︓シ
ナモン。 
 
ブルー︓ブルーのスポットが薄いブルーかバフのアグチ
の地にある。ノーズレザー︓ピンク、濃いブルーの縁取
り。パウパッド︓ブルー。尾の先端︓ブルー。 
 
ラベンダー︓ラベンダーのスポットが薄いブバかアイボ
リーのアグチの地にある。ノーズレザー︓ピンク、濃い
ラベンダーの縁取り。パウパッド︓ラベンダーピンク。
尾の先端︓ラベンダー。 
 
フォーン︓フォーンのスポットが薄いアイボリーのアグ
チの地にある。ノーズレザー︓ピンク、フォーンの縁取
り。パウパッド︓ピンク。尾の先端︓フォーン。 

 
エボニーシルバー︓ブラックのスポットがシルバーアグ
チの地にある。ノーズレザー︓レンガ⾊のレッド、ブラ
ックの縁取り。パウパッド︓ブラック。尾の先端︓ブラ
ック。 
 
チョコレートシルバー︓チョコレートのスポットがシル
バーアグチの地にある。ノーズレザー︓ピンク、チョコ
レートの縁取り。パウパッド︓チョコレート-ピンク。
尾の先端︓チョコレート。 
 
シナモンシルバー︓シナモンのスポットがシルバーアグ
チの地にある。ノーズレザー︓ピンク、シナモンの縁取
り。パウパッド︓ピンクまたはローズ。尾の先端︓シナ
モン。 
 
ブルーシルバー︓ブルーのスポットがシルバーのアグチ
の地にある。ノーズレザー︓ピンク、濃いブルーの縁取
り。パウパッド︓ブルー。尾の先端︓ブルー。 
 
ラベンダーシルバー︓ラベンダーのスポットがシルバー
のアグチの地にある。ノーズレザー︓ピンク、濃いラベ
ンダーの縁取り。パウパッド︓ラベンダー-ピンク。尾
の先端︓ラベンダー。 
 
フォーンシルバー︓フォーンのスポットがシルバーアグ
チの地にある。ノーズレザー︓ピンク、フォーンの縁取
り。パウパッド︓ピンク。尾の先端︓フォーン。 
 
以下の記載は参照の⽬的のみであって、ショースタンダ 
ードの公式な部分ではない。 

 

オシキャットのカラークラス番号 

 

タウニースポッティッド ................0208  0209 

シナモンスポッティッド ................0210  0211 

チョコレートスポッティッド ............0216  0217 

シルバースポッティッド ................0230  0231 

エボニーシルバースポッティッド.........0212  0213 

シナモンシルバースポッティッド.........0220  0221 

チョコレートシルバースポッティッド.....0226  0227 

ダイリュートシルバースポッティッド(ブルーシルバー, 

フォーンシルバー,ラベンダーシルバー)...0232  0233 

AOV ...................................0248  0249 

 
失格の特性として特にリストされている特徴を⽰す猫は
除外される。この猫種の全てのスポットのない、または
アグーチではない個体、クラッシックタビー、ティック
ドタビー、ソリッド（ゴーストマークがある場合も、内
場合も）とスモークを含む。 
 
＊オシキャットとアウトクロスする事の出来る猫種︓ア
ビシニアン、2030 年、1 ⽉1 ⽇以前に⽣まれたリタ
ー対象。 
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オリエンタル 
( O r i e n t a l ) 

配点 
頭部（２０） 

長く、平らな横顔........................6 

楔形、繊細なマズル、大きさ..............5 

耳......................................4 

顎......................................3 

目と目の幅..............................2 

目（１０） 

形、大きさ、傾き、位置.................10 

体（３０） 

構成と大きさ、首を含む.................12 

筋肉のトーン...........................10 

脚と足..................................5 

尾......................................3 

コート.................................10 

カラー（３０） 

コートカラー（カラー 10; パターン 10）.....20 

目色...................................10 

 

全般︓理想のオリエンタルは、すらりとした猫で、⻑い
先細りのラインを持ち、とてもしなやかであるが、筋⾁
質である。優れた健康状態である。⽬は澄んでいる。強
くしなやかで、柔弱でもなく、⾻太でもない。太っても
いない。より⻑いコートのゆえに、ロングヘアーディビ
ジョンでは、ショートヘアーディビジョンより、より柔
らかなラインを持ち、タイプの極端さは少ないように⾒
える。 
 
頭部︓⻑く、先細りの楔形。体と釣り合いが取れてい
る。全体として、楔形は⿐から始まり、⽿の先端まで真
っ直ぐなラインで炎のように広がり、三⾓形を形成し、
ウイスカーでの途切れがない。⽬と⽬の間は、少なくと
も⽬⼀つ分の幅がある。ヒゲ（ロングヘアーディビジョ
ンでは顔の⽑も）を顔の⽑を後ろに寝かせると、その下
にある⾻格の構造が明らかとなる。種雄におけるジャウ
ルは許されなければならない。 
 
頭蓋⾻︓平らである。横から⾒ると、⻑く真っ直ぐなラ
インが頭頂から⿐の先まで⾒てとれる。⽬と⽬にわたる
膨らみはない。⿐の窪みはない。 
 
⿐︓⻑く真っ直ぐ。途切れなく額へと続く。 
 
マズル︓細く、楔型。 
 
顎先と顎︓中位の⼤きさ。顎の先端は⿐先と同⼀垂直⾯
に⼀直線に並ぶ。引っ込んでも、がっしりしすぎてもい
ない。 
 
⽿︓⽬を引くほどに⼤きく、尖っていて、根元は広く、
楔形のラインに続いている。 
 

⽬︓アーモンド型。中位の⼤きさ。突き出ても、引っ込
んでもいない。楔形と⽿に調和して、⿐に向かって傾斜
している。斜視ではない。 
 
体︓⻑く、すらりとしている。細い⾻と硬い筋⾁の組み
合わせが特徴的である。肩と腰は筒状の体の、同⼀のな
めらかな線で続いている。腰は肩より決して広くはな
い。腹部は締まっている。雄は雌よりいくぶん⼤きいだ
ろう。 
 
⾸︓⻑く、ほっそりしている。 
 
脚︓⻑く、細い。後ろ⾜は前⾜より⾼い。体と⽐率がよ
く取れている。 
 
ポウ︓上品で、⼩さく、卵形。⽖先︓前⾜の指は５本、
後ろ⾜の指は４本。 
 
尾︓⻑く、付け根は細く、細い先端へと先細りになって
いる。ロングヘアーディビジョン︓尾の⽑は⽻飾りのよ
うに広がっている。 
 
コート（ショートヘアーディビジョン）︓短く、繊細な
⼿触りで、つやがあるかサテンのようで、体に未着し
て、横たわっている。 
 
コート（ロングヘアーディビジョン）︓中くらいの⻑
さ、繊細でシルキーで、⽻⽑のようなアンダーコートは
なく、体に密着して横たわっており、コートは実際より
短く⾒えるだろう。 
 
コートカラー︓ソリッド、シェーデット、スモーク、パ
ーティカラー、バイカラー、ポインティッド、またはタ
ビーパターンのいずれにおいても、オリエンタルの存在
理由はそのコートカラーである。 
 
ソリッド-ソリッドカラーの猫は、それぞれの⽑の先端
から根元まで、また⿐から尾まで、コートカラーは均⼀
な濃さと⾊でなければならない。コートカラーの満点の
配点（２０）は、カラーの質と正しさを判定するために
⽤いられる。 
 
シェーデット-シェーデットの猫はホワイトのアンダー
コートを持ち、⾊の付いたティップが次第に薄くなるシ
ェードで側⾯、顔、尾を被っている。背中は濃く、顎、
胸、体の下側、尾の下側へと⽩くなっている。 
 
スモーク-猫は休んで⼊るときはカラーはソリッドに⾒
える。動くとそのカラーは明らかとなる。先端部分はソ
リッドカラーで、⽑を分けたときだけ⾒えるであろう⽪
膚に接近した⽑の根元にホワイトの狭いバンドがある。 
 
パーティカラー-レッドや柔らかくレッドが⼊り交じっ
た部分のパッチが、体や四肢の両⽅にあるソリッド*の
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猫である（レッドの様々なシェードは受け⼊れられる︔
*ダイリュートからーではレッドの代わりにクリームで
ある）。 
 
バイ-カラー-バイカラーは、それらの共に存在するパタ
ーンに対する確⽴されたスタンダードに適合していなけ
ればならず、⾜、脚、体の下側、胸、マズル、顔に逆の
"V"の斑を含む部分のホワイトの追加がある。 
 
タビー-タビーパターンの猫では、パターンの質はその
猫の本質的な部分である。パターンはその個々の記載に
適合して、よくみてとれなければならない。パターンは
その猫が⾃然に⽴った状態である時に、⾒られなければ
ならない。残りの１０ポイントは⾊の正しさ、それがカ
ラーの記載に適合するかに割り当てられる。 
 
ポインティッド-体:かすかなシェードは許容されるが、
鮮明な⾊がより好ましい。年⻑の猫のおいて、より濃い
い⾊は考慮されなければならない。⼀般的にポイントの
猫は年齢と共に濃くなっていくからである。しかし、体
の⾊とポイントの⾊の間にははっきりとしたコントラス
トがなければならない。ポイント︓マスク、⽿、⾜、⾜
先、尾に濃くはっきりと⾒てとれる。その全てが同じシ
ェード。マスクはウイスカーパッドを含み、顔全体を覆
い、⽿の⾊へと跡をひいて続く。マスクはあ頭頂を超え
て広がっていてはいけない。 
 
⽬⾊︓グリーン。ポインティッドアンドホワイト -ブル
ー。ポイント-ブルー、ホワイトとバイカラー - ブル
ー。グリーン、オッドアイ 
 
減点︓斜視、正しくない⽬⾊。⼿に当たるか、⽬に⾒え
る胸⾻の先端での軟⾻の突出。 
 
失格︓病気や健康状態が良くないあらゆる兆候。弱い後
ろ⾜。⿐の傷害やかみ合わせが悪いために⽣じる⼝での
呼吸。やつれ。⽬に⾒える尾のキンク。縮⼩型化。ロケ
ットやボタン。正しくない脚の指の数。ロングヘアーデ
ィビジョン︓明確なダブルコート（すなわち、⽻⽑の様
なアンダーコート）。以下の８カラー︓シールポイン
ト、シールスモークポイント、チョコレートポイント、
チョコレートスモークポイント、ブルーポイント、ブル
ースモークポイント、ライラックポイント、ライラック
スモークポイント。 
 

オリエンタルのカラー 
ソリッドカラークラス 

 
全てのソリッドカラーは⽪⽑の根元と先端まで均⼀な⾊
でなければならない。その⾊は、⿐から、尾の先端まで
単⼀のトーンで、シェーディング、マーキングやティッ
キングはない。 
 
ブルー︓ブルー、⾊は薄いブルー-グレーから深いスレ

ートグレーまで幅がある。ノーズレザーとパウパッド︓
ブルー。 
 
チェスナッツ︓豊かなチェスナッツブラウン。ノーズレ
ザー︓コートと同じ⾊。パウパッド︓シナモン。シナモ
ン︓明るいラディッシュブラウン、シナモンスティック
の⾊、チェストナッツより明るく⾚い。ノーズレザーと
パウパッド︓タン（⻩褐⾊）からピンクがかったベージ
ュ。 
 
シナモン︓薄い⾚褐⾊、シナモンスティックの⾊、明ら
かに暖かく、明るく、チェスナットよりも⾚い。ノーズ
レザーとパウパッド︓タン（淡い茶⾊）からピンクがか
ったベージュ。 
 
クリーム︓バフクリーム。より明るいシェードが好まし
い。ノーズレザーとパウパッド︓ピンク。 
 
エボニー︓濃い⽯炭のような⿊。⽑先にどんな錆びた薄
い⾊合いや、スモークのアンダーコートもない。ノーズ
レザー︓ブラック。パウパッド︓ブラック、またはブラ
ウン。 
 
フォーン︓明るいラベンダーで薄いココアのトーン。ノ
ーズレザーとパウパッド︓ほこりがかかったようなロー
ズピンク（ブルーやラベンダーのトーンではない）。 
 
ラベンダー︓霜が降りたようなグレーでピンクがかった
トーン。ノーズレザーとパウパッド︓ラベンダー-ピン
ク。 
 
レッド︓深い、豊かな、はっきりとした輝くレッド。唇
と顎ははコートと同じ⾊。ノーズレザーとパウパッド︓
肌⾊か、サンゴ⾊のピンク。 
 
ホワイト︓純粋な輝くホワイト。ノーズレザーとパウパ
ッド︓ピンク。 
 

シェーデットカラークラス 
 
シェーデットのオリエンタルは、ホワイト、アイボリー
から薄いハニーまたはアプリコットのアンダーコートを
もち、⾊のティッピングで、次第に薄くなるシェードが
側⾯、顔、尾を被っている。背中は濃く、顎、胸、体下
側、尾の下はアンダーコートを形成するカラーになって
いく。脚は顔と同じトーン。 
 
ブルーシルバー︓アンダーコートはホワイト、ブルーの
ティッピングが被っている。⽬の縁取り、唇、⿐はブル
ーで縁取られている。ノーズレザー︓オールドローズ。
パウパッド︓ブルー。 
 
チェスナットシルバー︓アンダーコートはホワイト、チ
ェスナッツのティッピングが被っている。脚は顔と同じ
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トーン。⽬の縁取り、唇、⿐はチェストナッツで縁取ら
れている。ノーズレザー︓ピンク。パウパッド︓シナモ
ンピンク。 
 
シナモンシルバー︓アンダーコートはホワイト、シナモ
ンのティッピングが被っている。⽬の縁取り、唇、⿐は
シナモンで縁取られている。ノーズレザー︓ピンク。パ
ウパッド︓サンゴ⾊のピンク。 
 
クリームシルバー（ダイリュートカメオ）︓アンダーコ
ートはホワイト、クリームーのティッピングが被ってい
る。ノーズレザー、⽬の縁取り、パウパッド︓ピンク。 
 
エボニーシルバー︓アンダーコートはホワイト、ブラッ
クのティッピングが被っている。⽬の縁取り、唇、⿐は
ブラックで縁取られている。ノーズレザー︓煉⽡⾊の
⾚。パウパッド︓ブラック。 
 
フォーンシルバー︓アンダーコートはホワイト、フォー
ンのティッピングが被っている。⽬の縁取り、唇、⿐は
フォーンで縁取られている。ノーズレザー︓ピンク。パ
ウパッド︓ピンク。 
 
ラベンダーシルバー︓アンダーコートはホワイト、ラベ
ンダーのティッピングが被っている。⽬の縁取り、唇、
⿐はラベンダーで縁取られている。ノーズレザー︓ラベ
ンダーピンク。パウパッド︓ラベンダーピンク。 
 
パーティ-カラーシルバー︓アンダーコートはホワイ
ト、ブラック、ブルー*、チェスナッツ、シナモン、フ
ォーン*、またはラベンダー*のティッピングが、被っ
ており、レッドか、レッドが柔らかく⼊り交じった部分
のパッチが、体と四肢の両⽅にある（レッドの様々なシ
ェードは受け⼊れられる︔*ダイリュートカラーではレ
ッドの代わりにクリームである）。ノーズレザー︓ピン
クのまだらがあるであろう。パウパッド︓ピンクのまだ
らがあるであろう。 
 
レッドシルバー（カメオ）︓アンダーコートはホワイ
ト、レッドのティッピングが被っている。ノーズレザ
ー、⽬の縁取り、パウパッド︓ローズ。 
 
ブルーゴールデン︓アンダーコートはアイボリーから薄
いハニー、またはアプリコットでブルーのティッピング
に覆われている。⽬の縁取り、唇、⿐の縁取りはブル
ー。ノーズレザー︓オールドローズ。パウパッド︓ブル
ー。 
 
チェスナットゴールデン︓アンダーコートはアイボリー
から薄いハニー、またはアプリコットでチェスナッツの
ティッピングに覆われている。⽬の縁取り、唇、⿐の縁
取りはチェスナッツ。ノーズレザー︓ピンク。パウパッ
ド︓シナモンピンク。 
 

シナモンゴールデン︓アンダーコートはアイボリーから
薄いハニー、またはアプリコットでシナモンのティッピ
ングに覆われている。⽬の縁取り、唇、⿐の縁取りはシ
ナモン。ノーズレザー︓ピンク。パウパッド︓コーラル
ピンク。 
 
クリームゴールデン︓アンダーコートはアイボリーから
薄いハニー、またはアプリコットでクリームのティッピ
ングに覆われている。ノーズレザー、⽬の縁取り、パウ
パッド︓ピンク。 
 
エボニーゴールデン︓アンダーコートはアイボリーから
薄いハニー、またはアプリコットでブラックのティッピ
ングに覆われている。⽬の縁取り、唇、⿐の縁取りはブ
ラック。ノーズレザー︓ブリックレッド。パウパッド︓
ブラック。 
 
フォーンゴールデン︓アンダーコートはアイボリーから
薄いハニー、またはアプリコットでフォーンのティッピ
ングに覆われている。⽬の縁取り、唇、⿐の縁取りはフ
ォーン。ノーズレザー︓ピンク。パウパッド︓ピンク。 
 
ラベンダーゴールデン︓アンダーコートはアイボリーか
ら薄いハニー、またはアプリコットでラベンダーのティ
ッピングに覆われている。⽬の縁取り、唇、⿐の縁取り
はラベンダー。ノーズレザー︓ラベンダーピンク。パウ
パッド︓ラベンダーピンク。 
 
パーティ-カラーゴールデン︓アンダーコートはアイ 
ボリーから薄いハニー、またはアプリコットでブラッ
ク、ブルー*、チェスナッツ、シナモン、フォーン*、
またはラベンダー*のティッピングに覆われていて、レ
ッドのパッチ、またはレッドの部分が柔らかく⼊り混じ
った部分が体と四肢にある（レッドの様々なシェードが
あるのは認められる。*ダイリュートカラーではレッド
の代わりにクリーム）。ノーズレザー︓ピンクの斑があ
るだろう。パウパッド︓ピンクの斑があるだろう。 
 
レッドゴールデン︓アンダーコートはアイボリーから薄
いハニー、またはアプリコットでレッドのティッピング
に覆われている。ノーズレザー、⽬の縁取り、パウパッ
ド︓ローズ。 
 

スモークカラークラス 
 
スモークはが休んでいるときはソリッドのカラーに⾒え
る。動いた時にカラーがくっきりと現れる。スモークは
⾊の深いティップが⼊ったホワイトのアンダーコートを
持つ。四肢はソリッドカラーで、被⽑を分けた場合にの
み⾒える、⽪膚に隣接した⽑の根元部分に狭い⽩の帯が
ある。 
 
ブルースモーク︓コートはブルーのティップが深く⼊っ
ている。ノーズレザーとパウパッド︓ブルー。レッドス
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モーク（カメオスモーク）︓コートはレッドのティップ
が深く⼊っている。ノーズレザー、⽬の縁取り、パウパ
ッド︓ローズ。 
 
チェスナッツスモーク︓コートはチェスナッツ（栗） 
ブラウンのティップが深く⼊っている。ノーズレザーと
パウパッド︓ラベンダーピンク。 
 
シナモンスモーク︓コートはシナモンのティップが深く
⼊っている。ノーズレザー︓シナモン。パウパッド︓サ
ンゴ⾊。 
 
クリームスモーク（ダイリュートカメオスモーク）︓コ
ートはクリームのティップが深く⼊っている。ノーズレ
ザー、⽬の縁取り、パウパッド︓ピンク。 
 
エボニースモーク︓コートはブラックのティップが深く
⼊っている。ノーズレザー、パウパッド︓ブラック。 
 
フォーンスモーク︓コートはフォーンのティップが深く
⼊っている。ノーズレザー、パウパッド︓ピンク。 
 
ラベンダースモーク︓コートはラベンダーのティップが
深く⼊っている。ノーズレザー、パウパッド︓ラベンダ
ー-ピンク。 
 
パーティカラースモーク︓コートはブラック、ブルー
*、チェストナッツ、シナモン、フォーン*、またはラ
ベンダー*のティップが深く⼊っているおり、レッド
か、レッドが柔らかく⼊り交じった部分のパッチが、体
と四肢の両⽅にあり（レッドの様々なシェードは受け⼊
れられる︔*ダイリュートからーではレッドの代わりに
クリームである）、パーティカラーのパターンの様であ
る。ノーズレザー、パウパッド︓ピンクのまだらがある
であろう。 
 

タビーカラークラス 
 
クラッシックタビーパターン︓マーキングは濃く、はっ
きりと⾒えて、幅が広い。脚は体のマーキングとつなが
るように登っていくブレスレットの均等な縞がある。尻
尾は均等に輪がある。⾸、胸の上部に途切れのない何本
ものネックレスがあり、ネックレスは多いほど良い。し
かめつらマークが額にあり、それは⼊り組んだ"Ｍ"の形
になっていいる。途切れのないラインが⽬の外側の⾓か
ら後ろへと⾛っている。渦巻きが頬にある。縦のライン
が頭の後ろを通って肩のバタフライマークにまで及んで
いる、そのバタフライマークは、上⽻と下⽻の両⽅がく
っきりと縁取られ、輪郭の内側には斑点のマークがあ
る。背中のマークはバタフライから尻尾へと背⾻に沿っ
て縦に降りている⼀本のラインと、それに平⾏して両側
にそれぞれ縦の⼀本の縞からなり、この３本の縞は地⾊
の縞によって、よく離れている。⼀つかそれ以上の途切
れない輪に取り囲まれた⼤きな単⾊の班が両則にある。

側⾯のマークは両則ともに同じである。⼆重の縦のボタ
ンの列が胸と腹にある。 
 
マッカレルタビーパターン︓マーキングは濃く、くっき
りと⾒え、全ては狭い鉛筆書きのラインのようである。
脚には体のマークにつながる狭いブレスレットからなる
均等な縞がある。尻尾はバーがある。⾸と胸のネックレ
スがくっきりしており、沢⼭のチェーンの様である。頭
部には縞があり、額に"M"マークがある。⽬から後ろに
かけて途切れない線が⾛っている。ラインは頭部から駆
け下り、肩で出会っている。背⾻に沿った線は共に流れ
て狭いサドルを形作る。狭いペンシルラインが体の回り
に⾛っている。 
 
スポティッドタビーパターン︓体のマーキングはスポッ
トである。スポットは形や⼤きさは様々であるが、丸
く、均等に分布しているのが好まれる。体のスポットは
マッカレルまたはクラッシックパターンを微妙に⽀持す
るだろうが、つながってはなく、タンダムなパターンの
スポットが好ましいとされる。背の縞は、体の⻑さで、
尾の先端まで⾛っている。その縞は、理想的にはスポッ
トから構成されている。顔と額のマークは典型的なタビ
ーのマーキングになる。体の下側は"ベストボタン"があ
る。脚と尻尾はバーになっている。胸の上⽅は⼀つかそ
れ以上の途切れたネックレスがある。 
 
ティックドタビーパターン︓体の⽑は模様の⾊と地⾊の
様々なシェードのあるティックドである。体は上から⾒
たときに背中の濃いシェード以外の、識別出来るような
スポットや縞や班がない。より明るい下側はタビーマー
クが⾒える場合もある。顔、脚、尻尾は明瞭な縞の筋を
⽰さなければならない。猫は少なくとも⼀本のくっきり
としたネックレスを持たなければならない。 
 
パッチドタビーパターン︓パッチドタビー（トビー）は
クラッシック、マッカレル、スポッティッド、またはテ
ィックドタビーで構成されており、ブルー*、チェスト
ナッツ、シナモン、エボニー、フォーン*、ラベンダー
* または、シルバーで、これらのあらゆる⾊で、レッド
か、レッドが柔らかく⼊り交じった部分のパッチが、体
と四肢の両⽅にある（レッドの様々なシェードは受け⼊
れられる︔*ダイリュートからーではレッドの代わりに
クリームである）。ノーズレザーとパウパッド︓パッチ
でないタビーの場合と同じで、ピンクのまだらがあるか
もしれない。 
 
ブルーシルバータビー︓唇と顎を含み地⾊は、薄い、鮮
明なブルーがかったシルバー。マーキングは陰りのない
ブルー。ノーズレザー︓ブルーかブルーの輪郭があるオ
ールドローズ。パウパッド︓ブルー。 
 
ブルータビー︓唇と顎を含み、地⾊は薄いブルーがかっ
たアイボリー。マーキングはとても深いブルーで、地⾊
と良いコントラストをなしている。暖かいフォーンがか
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った雰囲気か、パティナ（patina:緑⻘、）が全体にか
かっている。ノーズレザー︓ブルーかオールドローズで
ブルーの縁取りがある。パウパッド︓ブルーがかったロ
ーズ。 
 
レッドシルバータビー（カメオタビー）︓地⾊はオフホ
ワイト。マーキングはレッド。ノーズレザーとパウパッ
ド︓ローズ 
 
クリームシルバータビー(ダイリュートカメオタビ
ー）︓地⾊はオフホワイト。マーキングはクリーム。ノ
ーズレザーとパウパッド︓ピンク。 
 
シナモンシルバータビー:唇と顎を含み、地⾊は薄い艶
のあるシルバー。マーキングは濃いシナモン。ノーズレ
ザー︓シナモンかピンクでシナモンの縁取りがある。パ
ウパッド︓サンゴ⾊のピンク。 
 
シナモンタビー︓唇と顎を含み、地⾊は薄い温かい蜂蜜
⾊、。マーキングは濃いシナモンで、地⾊と良いコント
ラストをなしている。ノーズレザー︓シナモンかサンゴ
⾊のピンクでシナモンの縁取りがある。パウパッド︓シ
ナモン。 
 
チェスナットシルバータビー︓唇と顎を含み、地⾊は雪
のようなシルバー。マーキングは豊かなチェスナッツ。
ノーズレザー︓チェスナッツかピンクでチェスナッツの
縁取りがある。パウパッド︓シナモンピンク。 
 
チェスナットタビー︓地⾊は温かいフォーン。マーキン
グは豊かなチェスナッツ。ノーズレザー︓チェスナッ
ツ、またはピンクでチェスナッツの縁取りがある。パウ
パッド︓シナモン。 
 
クリームタビー︓唇と顎を含み地⾊はとても薄いクリー
ム。マーキングはバフかクリームで良いコントラストを
なすように、地⾊より充分に濃いが、ダイリュートカラ
ーの範囲内ではある。ノーズレザーとパウパッド︓ピン
ク。 
 
エボニータビー︓地⾊は輝く銅⾊のブラウン。マーキン
グは濃いブラック。唇と顎は、⽬の回りのリングと同じ
シェードである。⾜の裏は、パウから踵にかけてブラッ
ク。ノーズレザー︓ブラックか煉⽡⾊のレッドでブラッ
クの縁取りがある。パウパッド︓ブラックかブラウン。 
 
フォーンタビー︓唇と顎を含み地⾊は薄いアイボリー。
マーキングは濃いフォーンで地⾊と良いコントラストを
なしている。ノーズレザーとパウパッド︓薄いフォー
ン。 
 
フォーンシルバータビー︓唇と顎を含み地⾊は薄い艶の
あるシルバー。マーキングは濃いフォーン。ノーズレザ
ー︓フォーンかピンクでフォーンの輪郭がある。パウパ

ッド︓ピンク。 
 
ラベンダーシルバー︓唇と顎を含み地⾊は冷たい澄んだ
シルバー。マーキングは正しいラベンダー⾊。ノーズレ
ザー︓ラベンダーかピンクでラベンダーの輪郭がある。
パウパッド︓ラベンダーピンク。 
 
ラベンダータビー︓地⾊は薄いラベンダー、マーキング
は豊かなラベンダーでえ地⾊と良いコントラストをな
す。ノーズレザー︓ラベンダーかピンクでラベンダーの
輪郭がある。パウパッド︓ラベンダーピンク。 
 
レッドタビー︓地⾊はレッド。マーキングは深く豊かな
レッド。唇と顎はレッド。ノーズレザーとパウパッド︓
肌⾊かサンゴ⾊のピンク。 
 
エボニーシルバータビー︓唇と顎を含み、地⾊は薄い澄
んだシルバーである。マーキングは濃いブラック。ノー
ズレザー︓煉⽡⾊のレッド。パウパッド︓⿊。 
 

バイカラー カラークラス 
 
バイカラーの猫はパーティカラー、シェーデット、スモ
ーク、ソリッドとタビーとして確⽴された⾊とパターン
に適合し、追加的なホワイトがある。キャリコは、ブル
ー*、チェスナッツ、シナモン、エボニー、フォーン
*、ラベンダー*でレッドか、レッドが柔らかく⼊り交
じった部分のパッチがある（レッドの様々なシェードは
受け⼊れられる︔*ダイリュートからーではレッドの代
わりにクリームである）無秩序な斑があるホワイトの猫
でなければならない。バンキャリコのカラーは末端部分
に限定されていなければならず、例外的に、⼀つか⼆つ
の⼩さなパッチが体にあるのは受け⼊れられる。好まし
い最少限度はとして、全てのバイカラーの猫はホワイト
の⾜、脚、体の下⾯、胸とマズルをもたなければならな
い。この最⼩限度よりホワイトが少ない場合は、少なさ
に⽐例して減点される。ノーズレザーとパウパッドは確
⽴だれているスタンダードに適合している。 
 
ポイントアンドホワイトはバイカラーとして、⾒えなけ
ればならない。⾊はオリエンタルのカラーとパターンと
して確率されているものに、ポイントカラーに限定され
てかかったホワイトが加わったものである。したがっ
て、その猫のホワイトでない部分は、ポイントの強いカ
ラーから、体のカラーの薄い現れかたまで、多様性があ
る（年齢とともに濃くなることは許され、バイカラーポ
イントでない猫においてよりより強調されるだろう）。
若い猫においては、特に薄い基本⾊においては、コント
ラストは微妙であるが、⾒て取れ、年齢とともに増して
くるだろう。顔と体は実質的にホワイトがある（最⼩で
も１／３が好ましい）。体においては、ホワイトは脚と
胸と、体の下⾯と、肩にあるのがもっとも⼀般的で、
様々な⽩斑が体にある。顔にいくらかホワイトがなけれ
ばならす、実質的なホワイト（最⼩で１／３、または逆
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"Ｖ"を⽰すにたるだけ）が好ましい。⾊の⼩さなスポッ
トが体や顔の両⽅のホワイトの中にあるのは許される。
⽬⾊︓ブルー。減点︓逆"Ｖ"がないこと、１／３以下の
ホワイト。失格︓顔にホワイトがないこと。 
 
バンポイントアンドホワイトはバンパターンの猫に⾒え
なければならない。顔と体はホワイトが優先しており、
⾊は体の末端部分︓頭、尾と脚に限定される。体のシェ
ーディングの⼀つか⼆つの⼩さな班は許容される。バン
ポイントアンドホワイトはホワイトが優先しているの
で、顔のホワイトはホワイトの"Ｖ"班を超えて広がって
いることはありがちであるが、顔のホワイトの最⼩はマ
スクの１／３である。どのようなポイン部分に限定され
てある⾊や、体の⾊はポイントアンドホワイトの記載の
ようである。⽬⾊︓ブルー。減点︓２／３以下のホワイ
ト。失格︓顔にホワイトがないこと。 
 
カラー（ポイントアンドホワイトのバイ-カラーの全て
のパターン）︓⼋つの基本となるカラーは、シール、ブ
ルー、チョコレート、ライラック、シナモン、フォー
ン、レッドとクリームで、シール、ブルー*、チョコレ
ート、ライラック*、シナモン、またはフォーン*で、
レッドのパッチが体と体の末端部分にある"パーティカ
ラー"を含む。（レッドの様々なシェードは受け⼊れら
れる︔*ダイリュートからーではレッドの代わりにクリ
ームである）。基本となるポイントのパターンはソリッ
ドポイントアンドホワイト（シルバーを含む）とキャリ
コポイントアンドホワイトである。体︓均⼀な微妙なシ
ェーディングは許されうるが、くっきりとしたカラーが
好ましい。年⻑の猫のより濃い⾊にたいしては配慮がな
されなければならないが、体のカラーとポイントの間の
コントラストは明確でなければならない。ポイント︓
（かぶさっているホワイトは除く）マスク、⽿、脚、
⾜、尾で濃くはっきりとしている︔全て同じシェードで
ある。 
 
ポイントアンドホワイトのベースカラーの記載 
 
シールポイントアンドホワイト︓体は均⼀な薄いフォー
ンからクリーム、暖かいトーンで胸と腹に向かってシェ
ードは次第に明るい⾊になっていき、上記のポイントア
ンドホワイトやバンポイントアンドホワイトで記述され
ているようなホワイトの⾊付き/パターンがある。ポイ
ント︓濃いシールブラウン。ノーズレザーとパウパッ
ド︓ピンクと濃いシールブラウン、またはそのいずれか
⼀⽅。 
 
ブルーポイントアンドホワイト︓体は均⼀なブルーがか
ったホワイト、胸と腹に向かってシェードは次第に明る
い⾊になっていき、上記のポイントアンドホワイトやバ
ンポイントアンドホワイトで記述されているようなホワ
イトの⾊付き/パターンがある。ポイント︓濃いブル
ー。ノーズレザーとパウパッド︓ピンクとスレートブル
ー、またはそのいずれか⼀⽅。 

 
チョコレートポイントアンドホワイト︓体はアイボリ
ー、胸と腹に向かってシェードは次第に明るい⾊になっ
ていき、上記のポイントアンドホワイトやバンポイント
アンドホワイトで記述されているようなホワイトの⾊付
き/パターンがある。ポイント︓ミルクチョコレート⾊
で、暖かいトーン。ノーズレザーとパウパッド︓ピンク
とシナモンピンク、またはそのいずれか⼀⽅。 
 
ライラックポイントアンドホワイト︓体はホワイト、胸
と腹に向かってシェードは次第に明るい⾊になってい
き、上記のポイントアンドホワイトやバンポイントアン
ドホワイトで記述されているようなホワイトの⾊付き/
パターンがある。ポイント︓霜がおりたようなグレーで
ピンクがかったトーンがある。ノーズレザーとパウパッ
ド︓ピンクとラベンダーピンク、またはそのいずれか⼀
⽅。 
 
シナモンポイントアンドホワイト︓体は薄く暖かいアイ
ボリー、胸と腹に向かってシェードは次第に明るい⾊に
なっていき、上記のポイントアンドホワイトやバンポイ
ントアンドホワイトで記述されているようなホワイトの
⾊付き/パターンがある。ポイント︓明るいラディッシ
ュブラウン。ノーズレザーとパウパッド︓ピンクとタン
からピンクがかったベージュ、またはそのいずれか⼀
⽅。 
 
フォーンポイントアンドホワイト︓体は薄いアイボリ
ー。ポイント︓明るいラベンダーで薄いココアにトーン
が被さっており、上記のポイントアンドホワイトやバン
ポイントアンドホワイトで記述されているようなホワイ
トの⾊付き/パターンがある。ノーズレザーとパウパッ
ド︓ピンクとほこりをかぶったようなローズピンクの明
るいシェード、またはそのいずれか⼀⽅（ブルーやラベ
ンダーのトーンはない） 
 
レッドポイントアンドホワイト︓体ははっきりとしたホ
ワイトで、上記のポイントアンドホワイトやバンポイン
トアンドホワイトで記述されているようなホワイトの⾊
付き/パターンのトーンのシェードがある。ポイント︓
明るいアプリコットから濃いレッド、濃いシェードが好
ましい。ノーズレザーとパウパッド︓ピンクと肌⾊か珊
瑚⾊のピンク、またはそのいずれか⼀⽅。 
 
クリームポイントアンドホワイト︓体ははっきりとした
ホワイトで、上記のポイントアンドホワイトやバンポイ
ントアンドホワイトで記述されているようなホワイトの
⾊付き/パターンのトーンのシェードがある。ポイン
ト︓薄いバフクリームから明るいピンクがかったクリー
ム、濃いシェードが好ましい。ノーズレザーとパウパッ
ド︓ピンクと肌⾊か珊瑚⾊のピンク、またはそのいずれ
か⼀⽅。 
 
トーティーポイントアンドホワイト︔体の⾊はシール、
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ブルー*、チョコレート、ライラック*、シナモンとフ
ォーン*からなり、レッドとクリームもしくはそのいず
れか⼀⽅の⼤きなパッチが体と体の末端部分の両⽅にあ
る（レッドの⾊々なシェードがあるのは認められる︔
（*ダイリュートカラーではレッドの代わりにクリーム
を⽰す）、上記のポイントアンドホワイトやバンポイン
トアンドホワイトで記述されているようなホワイトの⾊
付き/パターンがある。ポイント︓基本となるポイント
カラー︔レッドとクリームもしくはそのいずれか⼀⽅の
パッチがあるだろう。ノーズレザーとパウパッド︓ピン
クと基本となるカラー、またはそのいずれか⼀⽅︔肌⾊
か珊瑚⾊のピンクのパッチがあるだろう。 
 
シェーデットポイントアンドホワイト︓ホワイトのアン
ダーコート、ベースカラーからなるティッピングが被
い、側⾯と尾シェードが降りてゆき、背は濃く、顎先、
胸、体の下⾯、尾の下側へと⽩くなってゆき、上記のポ
イントアンドホワイトやバンポイントアンドホワイトで
記述されているようなホワイトの⾊付き/パターンがあ
る。⾜は顔と同じトーン。⽬の輪郭、唇、⿐の縁取り
は、相当するベースカラーからなる⾊で縁取られてい
る。ノーズレザーとパウパッド︓ピンクと適切なベース
カラー、またはそのいずれか⼀⽅。 
 
スモークポイントアンドホワイト︓アンダーコートはホ
ワイト、相当するベースカラーからなる⾊のティップが
深く⼊っており、上記のポイントアンドホワイトやバン
ポイントアンドホワイトで記述されているようなホワイ
トの⾊付き/パターンがある。ポイントとマスクはソリ
ッドのカラーが現れ、⽪膚に隣接する⽑の根本に狭いホ
ワイトのバンドがあり、それは⽑を分けた時だけ⾒える
だろう。ノーズレザーとパウパッド︓ピンクと適切なベ
ースカラー、またはそのいずれか⼀⽅。 
 
リンクスポイントアンドホワイト︓体のシェードはゴー
ストの縞を形成し、ティッキングは相当するベースカラ
ーからなり、上記のポイントアンドホワイトやバンポイ
ントアンドホワイトで記述されているようなホワイトの
⾊付き/パターンがある。ポイント︓基本となるポイン
トカラーの縞があり、より明るい背景⾊によって、縞は
分けられている。⽿は薄い拇印マークが中央にある。 
 
シルバーリンクスポイントアンドホワイト︓⽩いアンダ
ーコートを追記。ノーズレザー︓ピンクとベースから
ー、もしくはそのいずれか⼀⽅が認められる。ピンクと
ベースカラーもしくはそのいずれか⼀⽅からなる輪郭が
好ましい。パウパッド︓ピンクと適切なベースカラー、
またはそのいずれか⼀⽅。 
 

パーティカラークラス 
 
ブルー-クリーム︓ ブルーでクリームのまだらかパッチ
がある。ノーズレザーとパウパッド︓ブルー、ピンクの
まだらがあるかもしれない。 

 
シナモントーティシェル︓シナモンでレッドか、レッド
の柔らかく⼊り交じった部分のパッチが体と四肢の両⽅
にある（レッドの様々なシェードは受け⼊れられる。）
ノーズレザーとパウパッド︓タンからピンクかかったベ
ージュ、ピンクのまだらがあるかもしれない。 
 
チェスナッツトーティーシェル︓チェスナッツブラウン
でレッドか、レッドの柔らかく⼊り交じった部分のパッ
チが体と四肢の両⽅にある（レッドの様々なシェードは
受け⼊れられる。）ノーズレザーとパウパッド︓シナモ
ン、ピンクのまだらがあるかもしれない。 
 
フォーンクリーム︓フォーンでクリームのまだらかパッ
チがある。ノーズレザーとパウパッド︓ほこりがかかっ
たようなローズの明るいシェード（ブルーやラベンダー
のトーンではない）、ピンクのまだらがあるかもしれな
い。 
 
ラベンダークリーム︓ラベンダーでクリームのまだらか
パッチがある。ノーズレザーとパウパッド︓ラベンダー
ピンクピンクのまだらがあるかもしれない。 
 
エボニートーティシェル︓ブラックでレッドか、レッド
の柔らかく⼊り交じった部分のパッチが体と四肢の両⽅
にある（レッドの様々なシェードは受け⼊れられる。）
ノーズレザーとパウパッド︓ブラックかブラウン、ピン
クのまだらがあるかもしれない。 
 

ポインティッドカラークラス 
 
レッドポイント（スモークを含む）︓体は鮮明なホワイ
トでポイントと同じトーンのいくらかシェードがある。
ポイント︓明るいアプリコットから深いレッド、よい深
いシェードが好ましく、⽬に⾒えるバーがないのが望ま
しい。ノーズレザーとパウパッド︓肌⾊か珊瑚⾊のピン
ク。 
 
クリームポイント（スモークを含む）︓体は鮮明なホワ
イトでポイントと同じトーンのいくらかシェードがあ
る。ポイント︓薄いバフクリームか明るいピンクがかっ
たクリームで、⽬に⾒えるバーがないのが望ましい。ノ
ーズレザーとパウパッド︓肌⾊か珊瑚⾊のピンク。 
 
シナモンポイント（スモークを含む）︓体は鮮明なアイ
ボリーで、シェードはない。ポイントは明るい⾚みがか
ったブラウンで、明らかに温かい⾊合いで、チョコレー
トよりは薄い⾊-シナモンスティックの⾊である。ノー
ズレザーとパウパッド︓タン（⻩褐⾊）からピンクがか
ったベージュ。 
 
フォーンポイント（スモークを含む）︓体は冷たい感じ
のホワイトでシェードはない。ポイントは明るいラベン
ダーで、薄いココア⾊がかぶさっている。ノーズレザー
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とパウパッド︓ピンクでダスティーロースの薄いシェー
ドがあるか、またはそのいずれか⼀⽅である。 
 
シールリンクスポイント（シルバーとシェーデットを含
む）︓体はクリームか薄いフォーン、腹と胸に、より明
い⾊のシェードがある。体のシェードはゴーストの縞を
形成するだろう。ポイント︓シールブラウンのバーがあ
り、より明るい地⾊と明確に識別できる。︔⽿はシール
ブラウンで、中央に薄い拇印模様がある。ノーズレザ
ー︓シールブラウンは許される、ピンクでシールブラウ
ンの輪郭があるのが好ましい。パウパッド︓シールブラ
ウン。 
 
チョコレートリンクスポイント（シルバーとシェーデッ
トを含む）︓体はアイボリー。体のシェードはゴースト
の縞を形成するであろう。ポイント︓温かいミルクチョ
コレートのバーがあり、より明るい地⾊と明確に識別で
きる。︔⽿は温かいミルクチョコレート⾊で、中央に薄
い拇印模様がある。ノーズレザー︓シナモンは許され
る、ピンクでシナモンの輪郭があるのが好ましい。パウ
パッド︓シナモン。 
 
ブルーリンクスポイント（シルバーとシェーデットを含
む）︓体はブルーがかったホワイトかプラチナグレー。
冷たいトーンで、腹と胸に、より明い⾊のシェードがあ
る。体のシェードはゴーストの縞を形成するであろう。
ポイント︓深いブルーグレーのバーがあり、より明るい
地⾊と明確に識別できる。︔⽿は深いブルーグレーで中
央に薄い拇印模様がある。ノーズレザー︓スレート⾊は
許される、ピンクでスレートの輪郭があるのが好まし
い。パウパッド︓スレート⾊。 
 
ライラックリンクスポイント（シルバーとシェーデット
を含む）︓体は冷たいホワイト。体のシェードはゴース
トの縞を形成するであろう。ポイント︓霜が降りたよう
なグレー、ピンクがかったトーンのバーがあり、より明
るい地⾊と明確に識別できる。︔⽿はピンクのトーンが
かかった霜が降りたようなグレーで、中央に薄い拇印模
様がある。ノーズレザー︓ラベンダーピンクは許され
る、ピンクでラベンダーピンクの輪郭があるのが好まし
い。パウパッド︓ラベンダーピンク。 
 
レッドリンクスポイント（シルバーとシェーデットを含
む）︓体はホワイト。体のシェードはゴーストの縞を形
成するであろう。ポイント︓深いレッドのバーがあり、
より明るい地⾊と明確に識別できる。︔⽿は深いレッド
で、中央に薄い拇印模様がある。ノーズレザーとパウパ
ッド︓肌⾊か珊瑚⾊のピンク。 
 
クリームリンクスポイント（シルバーとシェーデットを
含む）︓体は澄んだホワイト。体のシェードはゴースト
の縞を形成するであろう。ポイント︓薄いバフクリーム
か明るいピンクがかったクリームのバーがあり、より明
るい地⾊と明確に識別できる。︔⽿は薄いバフクリーム

か明るいピンクかかったクリームで、中央に薄い拇印模
様がある。ノーズレザーとパウパッド︓肌⾊か珊瑚⾊の
ピンク。 
 
シナモンリンクスポイント（シルバーとシェーデットを
含む）︓体はアイボリー。体のシェードはゴーストの縞
を形成するであろう。ポイント︓明るい⾚みがかったブ
ラウンのバーがあり、より明るい地⾊と明確に識別でき
る。⽿は薄いシナモンで中央に薄い拇印模様がある。ノ
ーズレザー︓タンからピンクがかったベージュまで認め
られるが、タンにピンクの縁取りがあるのがより好まし
い。パウパッド︓タンからピンクがかったベージュ。 
 
フォーンリンクスポイント（シルバーとシェーデットを
含む）︓体は氷のようなホワイト。体のシェードはゴー
ストの縞を形成するであろう。ポイント︓明るいラベン
ダーのバーがあり、薄いココア⾊のトーンがかかってお
り、より明るい地⾊と明確に識別できる。︔⽿はフォー
ンで中央に薄い拇印模様がある。ノーズレザー︓くすん
だローズ認められが、くすんだローズにピンクの縁取り
があるのがより好ましい。パウパッド︓くすんだローズ 
 
シール-トーティリンクスポイント（シルバーとシェー
デットを含む）︓体はクリームか薄いフォーン、腹と胸
に、より明い⾊のシェードがある。体のシェードはゴー
ストの縞やレッドかクリーム、またはそのいずれかのま
だら形成するであろう。ポイント︓シールブラウンのバ
ーがあり、より明るい地⾊と明確に識別できる。︔⽿は
シールブラウンで、中央に薄い拇印模様がある。レッド
かクリーム、もしくはそのいずれか⼀⽅のランダムなま
だらがポイントのマーキングに被さっている。ノーズレ
ザー︓シールブラウンは許される、ピンクでシールブラ
ウンの輪郭があるのが好ましい。肌⾊か珊瑚⾊のピンク
のまだらがあるかもしれない。パウパッド︓シールブラ
ウン、またはシールブラウンで、肌⾊か珊瑚⾊のピンク
のまだらがある。注釈︓これらの猫はトーティーポイン
トよりリンクスポイントに似ている。 
 
チョコレートトーティーリンクスポイント（シルバーと
シェーデットを含む）︓体はアイボリー。体のシェード
はゴーストの縞や、クリーム、またはそのいずれかのま
だら形成するであろう。ポイント︓温かいミルクチョコ
レートのバーがあり、より明るい地⾊と明確に識別でき
る。⽿は温かいミルクチョコレートで、中央に薄い拇印
模様がある。レッドとクリーム、もしくはそのいずれか
⼀⽅のランダムなまだらがポイントのマーキングに被さ
っている。ノーズレザー︓シナモンは許される、ピンク
でシナモンの輪郭があるのが好ましい。肌⾊か珊瑚⾊の
ピンクのまだらがあるかもしれない。パウパッド︓シナ
モン、またはシナモンで、肌⾊か珊瑚⾊のピンクのまだ
らがある。注釈︓これらの猫はトーティーポイントより
リンクスポイントに似ている。 
 
ブルークリームリンクスポイント（シルバーとシェーデ
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ットを含む）︓体はブルーがかったホワイトかプラチナ
グレーで、冷たいトーン、腹と胸に、より明い⾊のシェ
ードがある。体のシェードはゴーストの縞やクリームの
まだら、もしくはそのいずれか⼀⽅を形成するであろ
う。ポイント︓深いブルーグレーのバーがあり、よ 
り明るい地⾊と明確に識別できる。︔⽿は深いブルーグ 
レーで、中央に薄い拇印模様がある。クリームのランダ
ムなまだらがポイントのマーキングに被さっている。ノ
ーズレザー︓スレート⾊は許される、ピンクでスレート
の輪郭があるのが好ましい。肌⾊か珊瑚⾊のピンクのま
だらがあるかもしれない。パウパッド︓スレート⾊、ま
たはスレートで、肌⾊か珊瑚⾊のピンクのまだらがあ
る。注釈︓これらの猫はトーティーポイントよりリンク
スポイントに似ている。 
 
ライラックークリームリンクスポイント（シルバーとシ
ェーデットを含む）︓体は氷のようなホワイト。体のシ
ェードはゴーストの縞やクリームのまだら、またはその
いずれかを形成するであろう。ポイント︓霜が降りたよ
うなグレーでピンクがかったトーンのバーがあり、より
明るい地⾊と明確に識別できる。︔⽿は霜が降りたよう
なグレーピンクのトーンがかかっている。中央に薄い拇
印模様がある。クリームのランダムなまだらがポイント
のマーキングに被さっている。ノーズレザー︓ラベンダ
ーピンクは許される、ピンクでラベンダーピンクの輪郭
があるのが好ましい。肌⾊か珊瑚⾊のピンクのまだらが
あるかもしれない。パウパッド︓らラベンダーピンク、
またはラベンダーピンクで、肌⾊か珊瑚⾊のピンクのま
だらがある。注釈︓これらの猫はトーティーポイントよ
りリンクスポイントに似ている。 
 
シナモン-トーティーリンクスポイント（シルバーとシ
ェーデットを含む）︓体はアイボリー。体のシェードは
ゴーストの縞やクリームのまだら、またはそのいずれか
を形成するであろう。ポイント︓明るい⾚みがかったバ
ーがあり、より明るい地⾊と明確に識別できる。︔⽿は
シナモンで中央に薄い拇印模様がある。レッドまたはク
リームの⾊が、ランダムなまだらのポイントのマーキン
グに被さっている。ノーズレザー︓タンからピンクがか
ったベージュまで認められ、肌⾊か珊瑚⾊のピンクのま
だらがあるかもしれない。パウパッド︓タンからピンク
がかったベージュ、肌⾊か珊瑚⾊のピンクのまだらがあ
る。注釈︓これらの猫はトーティーポイントよりリンク
スポイントに似ている。 
 
フォーン-クリームリンクスポイント（シルバーとシェ
ーデットを含む）︓体は氷のようなホワイト。体のシェ
ードはゴーストの縞やまだら、またはそのいずれかを形
成するであろう。ポイント︓明るいラベンダーのバーが
あり、ココア⾊のトーンがかかっている。より明るい地
⾊と明確に識別できる。︔⽿はフォーンで中央に薄い拇
印模様がある。クリームのランダムなまだらがポイント
のマーキングに被さっている。ノーズレザー︓くすんだ
ローズが認められ、ピンクの縁取りが認められる、肌⾊

か珊瑚⾊のピンクのまだらがあるかもしれない。パウパ
ッド︓くすんだローズ、肌⾊か珊瑚⾊のピンクのまだら
があるだろう。注釈︓これらの猫はトーティーポイント
よりリンクスポイントに似ている。 
 
シールトーティーポイント（スモークとシルバーを含
む）︓体はクリームか薄いフォーン、腹と胸に、より明
い⾊のシェードがある。体の⾊は、年⻑の猫では、クリ
ームのまだらであるかもしれない。ポイント︓シールブ
ラウン。レッドかクリーム、もしくはそのいずれか⼀⽅
のランダムなまだらがある。ノーズレザーとパウパッ
ド︓シールブラウン︔肌⾊か珊瑚⾊のピンクのまだらが
あるのが望ましい。 
 
チョコレート-トーティーポイント（スモークとシルバ
ーを含む）︓体はアイボリー、年⻑の猫では、まだらで
あるかもしれない。ポイント︓温かいミルクチョコレー
ト⾊で、レッドかクリーム、もしくはそのいずれか⼀⽅
のランダムなまだらがある。ノーズレザーとパウパッ
ド︓シナモン、肌⾊か珊瑚⾊のピンクのまだらがあるの
が望ましい。 
 
ブルー-クリームポイント（スモークとシルバーを含
む）︓体はブルーがかったホワイトかプラチナグレーで
冷たいトーン、腹と胸に、より明い⾊のシェードがあ
る。体の⾊は、年⻑の猫では、まだらであるかもしれな
い。ポイント︓深いブルーグレー。クリームのランダム
なまだらがある。ノーズレザーとパウパッド︓スレート
⾊︔肌⾊か珊瑚⾊のピンクのまだらがあるのが望まし
い。 
 
ライラック-クリームポイント（スモークとシルバーを
含む）︓体は氷のようなホワイト︔まだら、もしあるな
ら、ポイントのシェードにおいてである。ポイント︓霜
が降りたようなグレーでピンクがかったトーン。薄いク
リームのランダムなまだらがある。ノーズレザーとパウ
パッド︓ラベンダーピンク︔肌⾊か珊瑚⾊のピンクのま
だらがあるのが望ましい。 
 
シナモン-トーティーポイント（スモークとシルバーを
含む）︓体はアイボリーで、年⻑の猫は斑があるだろ
う。ポイント︓明るい⾚みがかったブラウンで、ランダ
ムにレッドとクリーム、もしくはそのいずれか⼀⽅の斑
がある。ノーズレザーとパウパッド︓タンからピンクが
かったベージュ︔肌⾊か珊瑚⾊のピンクの斑があるのが
望ましい。 
 
フォーン-クリームポイント（スモークとシルバーを含
む）︓体は氷のようなホワイト︔斑があり、もしあると
すれば、そのポイントのシェードがある。ポイント︓明
るいラベンダーで、薄いココア⾊のトーンがかかってお
り、ランダムに、薄いクリームの斑がある。ノーズレザ
ーとパウパッド︓灰⾊がかったローズ︔肌⾊か珊瑚⾊の
ピンクの斑があるのが望ましい。 
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シェーデットポイント︓ホワイトのアンダーコートで、
レッド、クリーム、シール、ブルー、チョコレート、ラ
イラック、シナモン、または、フォーン、もしくは、パ
ーティカラーにおける適切なベースカラーからなるティ
ッピングに覆われていて、背筋が濃く、体の側⾯、顔、
尾へとシェードが薄くなり、顎、胸、腹と尻尾の下側は
ホワイト。脚は顔と同じトーンである。⽬の縁取り、
唇、⿐は相当するベースカラーからなる⾊で縁取られて
いる。ノーズレザーとパウパッド︓ベースカラーに適合
する。 
 
スモークポイント︓アンダーコートはホワイト、レッ
ド、クリーム、シナモン、またはフォーンもしくは、パ
ーティカラーにおける適切なベースカラーからなる深い
ティッピングがある。ポイントとマスクはソリッドの⾊
が現れ、⽑を分けたときにだけ⾒える、⽪膚に近い⽑の
根元に狭いホワイトのバンドがある。ノーズレザーとパ
ウパッド︓ベースカラーに適合する。 
 
シルバーリンクスポイント︓ホワイトのアンダーコート
が加わる。ノーズレザー︓認められているベースカラ
ー、もしくはベースカラーの縁取りがあるのが好まし
い。パウパッド︓ベースカラーに適合する。 
 
失格︓シールポイント、シールスモークポイント、チョ
コレートポイント、チョコレートスモークポイント、ブ
ルーポイント、ブルースモークポイント、ライラックポ
イント、ライラックスモークポイント。 
 
以下の記載は参照の⽬的のみであって、ショースタンダ
ードの公式な部分ではない。 
 

オリエンタル カラークラス番号 

ロングヘアーディビジョン 

 

ソリッドカラークラス     ............ 4300  4301 

(ブルー、チェストナッツ、シナモン、クリー

ム、エボニー、フォーン、ラベンダー、レッ

ド、ホワイト) 

 

シェーデットクラス     ...............4332  4333 

(ブルーシルバー、チェスナッツシルバー、シ

ナモンシルバー、 クリームシルバー[ダイリ

ュートカメオ]、エボニーシルバー、フォーン

シルバー、ラベンダーシルバー、パーティカ

ラーシルバー、 レッドシルバー[カメオ]、ブ

ルーゴールデン、チェスナッツゴールデン、

シナモンゴールデン、クリームゴールデン、

エボニーゴールデン、フォーンゴールデン、

ラベンダーゴールデン、パーティカラーゴー

ルデン、レッドゴールデン) 

 

スモーククラス     ...................4334  4335 

(ブルー、 レッド [カメオ]、 クリーム[ダ

イリュートカメオ]、チェストナッツ、シナ

モン、エボニー、 フォーン、ラベンダー、 

パーティカラースモーク) 

 

クラッシックタビークラス  ..........4336  4337 

(ブルー、ブルーシルバー、ブルーパッチド、

ブルーシルバーパッチド、チェストナッツ、チ

ェスナッツシルバー、 チェスナッツパッチ

ド、チェスナッツパッチド、チェスナッツシル

バーパッチド、シナモン、シナモンシルバー、

シナモンパッチド、シナモンシルバーパッチ

ド、エボニー、エボニーシルバー、エボニーパ

ッチド、エボニーシルバーパッチド、フォー

ン、フォーンシルバー、フォーンパッチド、フ

ォーンシルバーパッチド、ラベンダー、ラベン

ダーシルバー、ラベンダーパッチド、ラベンダ

ーシルバーパッチド、レッド、レッドシルバー 

[カメオ]、クリーム、クリームシルバー[ダイ

リュートカメオ]、でクラッシックタビーパタ

ーン) 

 

マッカレルタビークラス  ...........4336M 4337M 

(クラッシックタビークラスの下のカラー参照） 

 

スポッティッドタビークラス  .......4336S 4337S 

(クラッシックタビークラスの下のカラー参照） 

 

テックドドタビークラス  ...........4336T 4337T 

(クラッシックタビークラスの下のカラー参照） 

 

パーティ-カラークラス  ...........  - -  4347 

(ブルークリーム、チェストナッツトーティ

ー、シナモントーティー、 エボニートーティ

ーフォーンクリーム、 ラベンダークリーム) 

 

ポインティッドカラークラス  ....... 4430  4431 

(レッドポイント[スモークを含む]、クリーム

ポイント[スモークを含む]、シナモンポイント

[スモークを含む]、フォーンポイント[スモー

クを含む]、シールリンクスポイント[シルバ

ー、シェーデットを含む]、チョコレートリン

クスポイント[シルバー、シェーデットを含

む]、ブルーリンクスポイント[シルバー、シェ

ーデットを含む]、ライラックリンクスポイン

ト[シルバー、シェーデットを含む]、レッドリ

ンクスポイント[シルバー、シェーデットを含

む]、クリームリンクスポイント[シルバー、シ

ェーデットを含む]、シナモンリンクスポイン

ト[シルバー、シェーデットを含む]、フォーン

リンクスポイント[シルバー、シェーデットを

含む]、シールトーティリンクスポイント[シル

バー、シェーデットを含む]、チョコレートト

ーティリンクスポイント[シルバー、シェーデ
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ットを含む]、ブルークリームリンクスポイン

ト[シルバー、シェーデットを含む]、ライラッ

ククリームリンクスポイント[シルバー、シェ

ーデットを含む]、シナモントーティリンクス

ポイント[シルバー、シェーデットを含む]、フ

ォーントーティリンクスポイント[シルバー、

シェーデットを含む]、シールトーティポイン

ト[スモークを含む]、チョコレートトーティポ

イント[スモークを含む]、ブルークリームポイ

ント[スモークを含む]、ライラッククリームポ

イント[スモークを含む]、シナモントーティポ

イント[スモークを含む]、フォーンクリームポ

イント[スモークを含む]、シェーデットポイン

ト、スモークポイント、シルバーリンクスポイ

ント 

 

バイカラークラス  ................ 4390  4391 

(パーティカラー、シェーデット、スモーク、

ソリッドとタビーとして確立された色とパター

ンの全て、追加的なホワイトがある。) 

AOV........................登録のためだけ 

 

ショートヘアーディビジョン 

 

ソリッドカラークラス   .............2300  2301 

(ブルー、チェスナッツ、シナモン、クリー

ム、エボニー、フォーン、ラベンダー、レッ

ド、ホワイト) 

 

シェーデットクラス   ...............2332  2333 

(ブルーシルバー、チェスナッツシルバー、シ

ナモンシルバー、 クリームシルバー[ダイリュ

ートカメオ]、エボニーシルバー、フォーンシ

ルバー、ラベンダーシルバー、パーティカラー 

シルバー、レッドシルバー [カメオ]、ブルー

ゴールデン、チェスナッツゴールデン、シナモ

ンゴールデン、クリームゴールデン、エボニー

ゴールデン、フォーンゴールデン、ラベンダー

ゴールデン、パーティカラーゴールデン、レッ

ドゴールデン) 

 

スモーククラス   ...................2334  2335 

(ブルー、 レッド [カメオ]、 クリーム[ダイ

リュートカメオ]、チェスナッツ、シナモン、

エボニー、 フォーン、ラベンダー、 パーティ

カラースモーク) 

 

クラッシックタビークラス  ..........2336  2337 

(ブルー、ブルーシルバー、ブルーパッチド、

ブルーシルバーパッチド、チェストナッツ、チ

ェスナッツシルバー、 チェスナッツパッチ

ド、チェスナッツパッチド、チェスナッツシル

バー パッチド、シナモン、シナモンシルバ

ー、シナモンパッチド、シナモンシルバーパッ

チド、エボニー、エボニーシルバー、エボニー

パッチド、エボニーシルバーパッチド、フォー

ン、フォーンシルバー、フォーンパッチド、フ

ォーンシルバーパッチド、ラベンダー、ラベン

ダーシルバー、 ラベンダーパッチド、ラベン

ダーシルバーパッチド、レッド、レッドシルバ

ー [カメオ]、クリーム、クリームシルバー[ダ

イリュートカメオ]、でクラッシックタビーパ

ターン) 

 

マッカレルタビークラス...........2336M 2337M 

(クラッシックタビークラスの下のカラー参照） 

 

スポッティッドタビークラス.......2336S 2337S 

(クラッシックタビークラスの下のカラー参照） 

 

テックドドタビークラス...........2336T 2337T 

(クラッシックタビークラスの下のカラー参照） 

 

パーティ-カラークラス ............- -  2347 

(ブルークリーム、チェスナッツトーティ

ー、シナモントーティー、 エボニートーテ

ィーフォーンクリーム、 ラベンダークリー

ム) 

 

ポインティッドカラークラス.......2430  2431 

(レッドポイント[スモークを含む]、クリー

ムポイント[スモークを含む]、シナモンポ

イント[スモークを含む]、フォーンポイン

ト[スモークを含む]、シールリンクスポイ

ント[シルバー、シェーデットを含む]、チ

ョコレートリンクスポイント[シルバー、シ

ェーデットを含む]、ブルーリンクスポイン

ト[シルバー、シェーデットを含む]、ライ

ラックリンクスポイント[シルバー、シェー

デットを含む]、レッドリンクスポイント

[シルバー、シェーデットを含む]、クリー

ムリンクスポイント[シルバー、シェーデッ

トを含む]、シナモンリンクスポイント[シ

ルバー、シェーデットを含む]、フォーンリ

ンクスポイント[シルバー、シェーデットを

含む]、シールトーティリンクスポイント

[シルバー、シェーデットを含む]、チョコ

レートトーティリンクスポイント[シルバ

ー、シェーデットを含む]、ブルークリーム

リンクスポイント[シルバー、シェーデット

を含む]、ライラッククリームリンクスポイ

ント[シルバー、シェーデットを含む]、シ

ナモントーティリンクスポイント[シルバ

ー、シェーデットを含む]、フォーントーテ

ィリンクスポイント[シルバー、シェーデッ

トを含む]、シールトーティポイント[スモ

ークを含む]、チョコレートトーティポイン

ト[スモークを含む]、ブルークリームポイ
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ント[スモークを含む]、ライラッククリー

ムポイント[スモークを含む]、シナモント

ーティポイント[スモークを含む]、フォー

ンクリームポイント[スモークを含む]、シ

ェーデットポイント、スモークポイント、

シルバーリンクスポイント 

 

バイカラークラス................ 2390  2391 

(パーティカラー、シェーデット、スモー

ク、ソリッドとタビーとして確立された色

とパターンの全て、追加的なホワイトがあ

る。) 

 

AOV...................... 登録のためだけ 

 

オリエンタルとアウトクロスする事の出来る猫種︓ショ
ートヘアーディビジョン︓サイアミーズまたはカラーポ
イント。2010 年6 ⽉15 ⽇以後に⽣まれたオリエンタ
ルのリターに有効。オリエンタルリターでポインティッ
ドからポインディッドへの繁殖のもの（すなわち、ポイ
ンティッドオリエンタル（ショートヘアーディビジョ
ン）間の掛け合わせや、サイアミーズまたはカラーポイ
ントショートヘアーやポインティッドオリエンタルとの
掛け合わせ）は、認められない。そのような掛け合わせ
は2010 年6 ⽉15 ⽇以降に⽣まれたリターは登録出来
ない。 
上記の登録は他の団体や登録や登録簿から移籍された
個々の猫には適応されない。このような猫はCFA にお
いては、オリエンタルのAOV として登録されるだろ
う。ロングヘアーディビジョン:サイアミーズ、カラー
ポイント、バリニーズまたはジャバニーズ。2013 年7 
⽉15 ⽇以後に⽣まれたリターに適応される。ポインテ
ィッドトオリエンタルロングヘアーやロングヘアーキャ
リアの猫とサイアミーズ、カラーポイントショートヘア
ー、またはポインティッドオリエンタルと繁殖したリタ
ーもしくは個々の⼦猫の登録は禁⽌。ポインティッドオ
リエンタルロングヘアー、またはバリニーズと繁殖した
ロングヘアーキャリアは2016 年1 ⽉1 ⽇まではオリ
エンタルとして引き続き登録できる。 
上記の登録は他の団体や登録や登録簿から移籍された
個々の猫には適応されない。このような猫はCFA にお
いては、オリエンタルのAOV として登録されるだろ
う。 
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ペルシャ 
( P e r s i a n ) 

配点 
頭部（大きさ、形、目、耳の形と付き方 

を含む）....................................30 

体のタイプ（形、大きさ、骨格、尾の長さ 

をむ）......................................20 

コート......................................10 

バランス.....................................5 

優雅さ.......................................5 

カラー......................................20 

目色........................................10 

 

バランスよく洗練されていることが、この猫種の最も重
要な特質で、全てのパーツが⼀緒になって全体的な調和
をもたらし、どのような⼀つの特徴も、過剰に、または
過少に考慮されることはない。 
 
タビーディビジョンの猫については、カラーに対する２
０ポイントはマーキングに対し１０ポイント、カラーに
対して１０ポイントに分けられる。バイカラーディビジ
ョンの猫については、カラーに対する２０ポイントは"
⽩がある︓with white"パターンに対して１０ポイン
ト、カラーに対して１０ポイントに分けられる。 
 
全般︓理想的なペルシャは重い⾻格で、良くバランスが
とれた印象を呈していなければならず、可愛い外観で、
柔らかく、丸いラインを持っている。⼤きく丸い⽬は⼤
きな丸い頭に広く離れて位置し、全体的な容貌と外観に
貢献している。⻑く厚いコートは猫のラインを柔らかく
し、⾒た⽬の丸さを引き⽴てている。 
 
頭部︓丸く、⼤きくどっしりして、とても幅が広い頭蓋
⾻を持っている。丸い顔は、その下に、丸い⾻格構造が
ある。短く太い⾸の上にしかりと付いている。頭蓋⾻の
構成は、⽿と⽿の間の広がりはもちろんのこと、ブレー
クの最も⾼いところから始まり、頭の後ろへと続く額の
ところが、触るとスムーズで丸く、過度に誇張されたと
ころがない。横顔を⾒ると、⽬の突出がはっきりと⾒
え、額、⿐、顎は垂直に並んでいる。 
 
⿐︓短く、つまった⿐、⿐幅が広く、⽬と⽬の間の中央
に"ブレーク︓break"がある。 
 
頬︓豊かである。マズルは過度に⽬⽴つことはなく、頬
へと、ほどよくスムーズになっている。 
 
顎︓幅広く、⼒強い。 
 
顎先︓豊かで、良く発達し、固く丸みあがあり、正しい 
かみ合わせを反映している。 
 
⽿︓⼩さく、先が丸く、前⽅に傾き、付け根ではなはだ
しく開いてはいない。遠く離れて、頭の低い所に位置

し、頭の丸い輪郭に（輪郭を歪めることなく）調和して
いる。 
 
⽬︓⾊は輝き、⼤きく丸く、豊かである。⽔平に、遠く
離れて位置し、顔に可愛らしい表情を与える。 
 
体︓コビータイプ、⾜の上に低い位置にあり、幅広く、
胸を通して厚みがあり、肩と尻が等しくどっしりと、良
く丸くなった中間部分と交差し、背中は⽔平である。良
い筋⾁のトーンで、肥満の兆候はない。⼤きさは⼤きい
か中位。質が⼤きさより考慮を決定するのに重要であ
る。 
 
脚︓短く太く、しっかりしている。前⾜は真っ直ぐであ
る。後ろ⾜は後ろから⾒たとき、真っ直ぐである。 
 
ポウ︓⼤きく、丸く、しっかりしている。⽖先は閉じて
いて、前⾜の指は５本、後ろは４本である。 
 
尾︓短いが、体の⻑さに釣り合っており、湾曲なく、背
中より、低い⾓度で携えている。 
 
コート︓⻑く厚く、体から離れている。繊細な⼿触り
で、艶があり、⽣涯を通じて豊かである。体全体で、肩
び部分も含んで、⻑い。ラフはとても多く、前⾜の脚と
脚の間に深いフリルがある。⽿と⾜先のタフトは⻑い。
ブラシ（ふさふさした尻尾）は、とても豊かである。 
 
AOV へのトランスファー︓チャンピオンシップに受け
⼊れらていないカラー。 
 
失格︓ロケットやボタン。キンクか異常な尾。正しくな
い⾜の指の数。後ろ１/４の部分のあらゆる明らかな弱
さ。背⾻のあらゆる明らかな奇形。頭蓋⾻の奇形で左右
⾮対称な顔と頭、もしくはそのいずれか⼀⽅をもたらす
もの。顔の垂直中⼼線の⽚側に⽬に⾒えるように位置し
ている⿐。斜視。* 
*上記に列挙した失格条項は全てのペルシャ猫に適応さ
れる。追加的な失格条項はカラーの下に列挙する。 
 

ペルシャのカラー 
ソリッドカラーディビジョン 

 
ホワイト︓純粋な輝くホワイト。ノーズレザーとパウパ
ッド︓ピンク。⽬⾊︓深いブルー⼜は輝くカッパー。オ
ッドアイホワイトは⼀つがブルーで⼀つがカッパーの等
しい⾊の深さの⽬を持つ。 
 
ブルー︓ブルー、より明るいシェードが望ましい、⿐か
ら尻尾の先まで単⼀のレベルのトーンである。根本ま
で、陰りがない。不均⼀なより明るいシェードより、陰
りのない暗いシェードの⽅がより良い。ノーズレザーと
パウパッド︓ブルー。⽬⾊︓輝くカッパー。 
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ブラック︓濃い⽯炭のような⿊、被⽑の根本から先まで
陰りがない。⽑先にどんな錆びた薄い⾊合いや、スモー
クのアンダーコートもない。ノーズレザー︓⿊。パウパ
ッド︓⿊かブラウン。⽬⾊︓輝くカッパー。 
 
レッド︓深い、豊かな、はっきりとした輝くレッド︔シ
ェードやマーキングや、ティッキングがない。唇と顎は
はコートと同じ⾊。ノーズレザーとパウパッド︓煉⽡⾊
のレッド。⽬⾊︓輝くカッパー 
 
クリーム︓マーキングのない、バフクリームの均⼀なシ
ェード。根本まで陰りがない。より明るいシェードが好
ましい。ノーズレザーとパウパッド︓ピンク。⽬⾊︓輝
くカッパー。 
 
チョコレート︓豊かな、暖かいチョコレート-ブラウ
ン、⽑の根本から先まで陰りがない。ノーズレザー︓ブ
ラウン。パウパッド︓シナモンピンク・⽬⾊︓輝くカッ
パー。 
 
ライラック︓豊かな、ピンクがかったトーンの暖かいラ
ベンダー、陰りがなく全体を通して均⼀である。ノーズ
レザー︓ラベンダー。パウパッド︓ピンク。⽬⾊︓輝く
カッパー。 
 

シルバーアンドゴールデンディビジョン 
 
チンチラシルバー︓アンダーコートは純粋なホワイト。
背中や、側⾯、頭、尻尾が充分に⿊いティップが⼊り、
きらめくシルバーの特徴的な外観を与える。脚はティッ
ピングのあるシェードがいくぶん⼊ることもある。顎、
⽿のタフト、お腹や胸の部分は純粋なホワイト。⽬の縁
取りと唇は⿊、⿐は⿊く縁取られている。ノーズレザ
ー︓煉⽡⾊のレッド。パウパッド︓⿊。⽬⾊︓グリーン
かブルーグリーン。正しくない⽬⾊は失格、正しくない
⽬⾊はカッパー、イエロー、ゴールド、アンバー、また
はグリーンかブルーグリーン以外のあらゆる⾊。 
 
シェーデットシルバー︓アンダーコートはホワイトで体
の側⾯、顔、尾から次第に薄くなっていくシェードがか
かった、ブラックのティッピングに被われており、背筋
が濃く、顎、胸、腹と尻尾の下側は⽩い。脚は顔と同じ
トーンである。総じて、チンチラよりかなり暗い印象を
与える。⽬の縁取り、唇は⿊、⿐は⿊く縁取られてい
る。ノーズレザー︓煉⽡⾊のレッド。パウパッド︓⿊。
⽬⾊︓グリーンかブルーグリーン。正しくない⽬⾊は失
格、正しくない⽬⾊はカッパー、イエロー、ゴールド、
アンバー、またはグリーンかブルーグリーン以外のあら
ゆる⾊。 
 
ブルーチンチラシルバー︓アンダーコートは純粋なホワ
イト。背中や、側⾯、頭、尻尾が充分にブルーのティッ
プが⼊り、きらめく特徴的な外観を与える。脚はティッ
ピングのあるシェードがいくぶん⼊ることもある。顎、

⽿のタフト、お腹や胸の部分は純粋なホワイト。⽬の縁
取りと唇、⿐はブルーで縁取られている。ノーズレザ
ー︓ローズ。パウパッド︓ローズまたはブルー。⽬⾊︓
グリーンかブルー-グリーン。正しくない⽬⾊は失格、
正しくない⽬⾊はカッパー、イエロー、ゴールド、アン
バー、またはグリーンかブルーグリーン以外のあらゆる
⾊。 
 
ブルーシェーデットシルバー︓アンダーコートはホワイ
トで体の側⾯、顔、尾から次第に薄くなっていくシェー
ドがかかった、ブルーのティッピングに被われており、
背筋が濃く、顎、胸、腹と尻尾の下側は⽩い。脚は顔と
同じトーンである。総じて、チンチラよりかなり暗い印
象を与える。⽬の縁取り、唇はブルー、⿐はブルーで縁
取られている。ノーズレザー︓ローズ。パウパッド︓ブ
ルーまたはローズ。⽬⾊︓グリーンかブルー-グリー
ン。正しくない⽬⾊は失格、正しくない⽬⾊はカッパ
ー、イエロー、ゴールド、アンバー、またはグリーンか
ブルーグリーン以外のあらゆる⾊。 
 
チンチラゴールデン︓アンダーコートは薄い蜂蜜⾊から
明るいアプリコット。背中、側⾯、尻尾のコートは⾦⾊
の外観を呈するに充分なブラックのティップがある。脚
と尾の先端はティッピングで幾分シェードがかっている
場合もある。顎、⽿のタフト、お腹、胸は薄まった⾊か
らなりアンダーコートの⾊よりより明るいトーンであ
る。ティッピングが少ないために総じてシェーデットゴ
ールデンより明るい効果をもたらす。⽬の輪郭、唇は
⿊、⿐は⿊で縁取られている。ノーズレザー︓ローズ。
パウパッド︓⿊。⽬⾊︓グリーンかブルーグリーン。正
しくない⽬⾊は失格、正しくない⽬⾊はカッパー、イエ
ロー、ゴールド、アンバー、またはグリーンかブルーグ
リーン以外のあらゆる⾊。 
 
シェーデットゴールデン︓アンダーコートは薄い蜂蜜⾊
から明るいアプリコット、体の側⾯、顔、尾から次第に
薄くなっていくシェードがかかった、ブラックのティッ
ピングに被われている。脚は顔と同じトーンである。⽿
のタフト、顎、胸、腹、尾の下側はアンダーコートの⾊
より、より明るいトーンである。ティッピングが深いた
めに、総じて、チンチラゴールデンよりかなり暗い印象
を与える。⽬の縁取り、唇は⿊、⿐は⿊く縁取られてい
る。ノーズレザー︓濃いローズ⾊。パウパッド︓⿊。⽬
⾊︓グリーンかブルーグリーン。正しくない⽬⾊は失
格、正しくない⽬⾊はカッパー、イエロー、ゴールド、
アンバー、またはグリーンかブルーグリーン以外のあら
ゆる⾊。 
 
ブルーチンチラゴールデン︓アンダーコートはアイボリ
ーから薄い蜂蜜⾊。背中、側⾯、尻尾のコートは⾦⾊の
外観を呈するに充分なブルーのティップがある。脚はテ
ィッピングで幾分シェードがかっている場合もある。
顎、⽿のタフト、お腹、胸はアイボリーから薄い蜂蜜
⾊。ティッピングが少ないために総じて、ブルーシェー
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デットゴールデンよりかなり明るい印象を与える。⽬の
輪郭、唇は⿊、⿐はブルーで縁取られている。ノーズレ
ザー︓ローズ。パウパッド︓ブルーまたはローズ。⽬
⾊︓グリーンかブルーグリーン。正しくない⽬⾊は失
格、正しくない⽬⾊はカッパー、イエロー、ゴールド、
アンバー、またはグリーンかブルーグリーン以外のあら
ゆる⾊。 
 
ブルーシェーデットゴールデン︓アンダーコートはアイ
ボリーから薄い蜂蜜⾊、体の側⾯、顔、尾から次第に薄
くなっていくシェードがかかった、ブルーのティッピン
グに被われている。脚は顔と同じトーンである。⽿のタ
フト、顎、胸、腹、尾の下側はアイボリーから薄い蜂蜜
⾊。ティッピングが深いために、総じて、ブルーチンチ
ラゴールデンよりかなり暗い印象を与える。⽬の縁取
り、唇は⿊、⿐はブルーで縁取られている。ノーズレザ
ー︓ローズ。パウパッド︓ブルーまたはローズ。⽬⾊︓
グリーンかブルーグリーン。正しくない⽬⾊は失格、正
しくない⽬⾊はカッパー、イエロー、ゴールド、アンバ
ー、またはグリーンかブルーグリーン以外のあらゆる
⾊。 
 

シェーデットアンドスモークディビジョン 
 
注︓シェーデッドとスモークの猫は、⿐のラインを除き
アグーチの特徴を⽰すべきではない。これらの特性の存
在については、ペナルティを科すべきである。 
 
シェルカメオ（レッドチンチラ）︓アンダーコートはホ
ワイト。背中、側⾯、頭、尾のコートは明るいレッドの
ティップがある。顔と脚はティッピングで明るいシェー
ドがかっているであろう。フリル、顎、⽿のタフト、お
腹、胸は⽩。ノーズレザー、⽬の縁取り、パウパッド︓
ローズピンク。⽬⾊︓輝くカッパー。 
 
シェーデットカメオ（レッドシェーデット）︓アンダー
コートはホワイト、レッドの次第に薄くなるシェードが
側⾯、顔、尾を被っている。フリル、⽿のタフト、お腹
と胸はホワイト。顔と脚はより深いシェードである。総
じて、シェルカメオよりかなり濃いレッドの印象を与え
る。ノーズレザー、⽬の縁取り、パウパッド︓ローズ。
⽬⾊︓輝くゴールド。 
 
シェルクリーム（クリームチンチラ）︓アンダーコート
はホワイト。背中、側⾯、頭、尾のコートは明るいクリ
ームのティップがある。顔と脚はティッピングで明るい
シェードがかっているであろう。フリル、顎、⽿のタフ
ト、お腹、胸は⽩。ノーズレザー、⽬の縁取り、パウパ
ッド︓ローズピンク。⽬⾊︓輝くカッパー。 
 
シェーデットクリーム（レッドシェーデット）︓アンダ
ーコートはホワイト、クリームの次第に薄くなるシェー
ドが側⾯、顔、尾を被っている。フリル、⽿のタフト、
お腹と胸はホワイト。顔と脚はより深いシェードであ

る。総じて、シェルクリームよりかなり濃いレッドの印
象を与える。ノーズレザー、⽬の縁取り、パウパッド︓
ピンク。⽬⾊︓輝くゴールド。 
 
シェルトーティーシェル︓アンダーコートは⽩。背中、
側⾯、尻尾はブラックとレッドのシェードのティップが
軽く⼊っている。顔と脚はティッピングで軽くシェード
がかかっているであろう。フリル、⽿のタフト、お腹、
胸は⽩で、わずかにティップがある。ノーズレザー、⽬
の縁取り、とパウパッド︓ローズピンクからブラックめ
で、パッチになっているだろう。⽬⾊︓輝くカッパー。 
 
シェーデットトーティーシェル︓アンダーコートはホワ
イト、ブラックとレッドの次第に薄くなるシェードが側
⾯、顔、尾を被っている。フリル、⽿のタフト、お腹と
胸はホワイトで軽くティップが⼊っている。総じて、シ
ェルトーティーシェルよりかなり濃い印象を与える。ノ
ーズレザー、⽬の縁取り、パウパッド︓ローズピンクか
らブラックまで、パッチになっているであろう。⽬⾊︓
輝くカッパー。 
 
シェルブルークリーム︓アンダーコートは⽩。背中、側
⾯、尻尾はブルーとクリームのシェードのティップが軽
く⼊っている。顔と脚はティッピングで軽くシェードが
かかっているであろう。フリル、⽿のタフト、お腹、胸
は⽩で、わずかにティップがある。ノーズレザー、⽬の
縁取り、とパウパッド︓ローズピンクからブルーまで、
パッチになっているだろう。⽬⾊︓輝くカッパー。 
 
シェーデットブルークリーム︓アンダーコートはホワイ
ト、ブルーとクリームの次第に薄くなるシェードが側
⾯、顔、尾を被っている。フリル、⽿のタフト、お腹と
胸はホワイトで軽くティップが⼊っている。総じて、シ
ェルブルー-クリームよりかなり濃い印象を与える。ノ
ーズレザー、⽬の縁取り、パウパッド︓ローズピンクか
らブラックまで、パッチになっているであろう。⽬⾊︓
輝くカッパー。 
 
シェルブラック︓アンダーコートは⽩、背中、側⾯、頭
は⿊のティップドが軽く⼊っている。顔と脚はティッピ
ングで軽くシェードがかかっているであろう。フリル、
⽿のタフト、お腹、胸は⽩。ノーズレザー︓⽬の縁取り
とパウパッドは⿊。⽬⾊︓輝くカッパー。 
 
シェーデッドブラック︓アンダーコートは⽩。体の側
⾯、顔と尻尾は⿊のシェードで覆われている。フリル、
⽿のタフト、お腹、胸は⽩。顔と脚はより深いシェード
があるだろう。総合的にシェルブラックよりも⿊掛かっ
ている。 
 
シェルブルー︓アンダーコートは⽩、背中、側⾯、頭は
ブルーのティップドが軽く⼊っている。顔と脚はティッ
ピングで軽くシェードがかかっているであろう。フリ
ル、⽿のタフト、お腹、胸は⽩。ノーズレザー︓⽬の縁
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取りとパウパッドはブルー。⽬⾊︓輝くカッパー。 
 
シェーデッドブルー︓アンダーコートは⽩。体の側⾯、
顔と尻尾はブルーのシェードで覆われている。フリル、
⽿のタフト、お腹、胸は⽩。顔と脚はより深いシェード
があるだろう。総合的にシェルブルーよりもブルー掛か
っている。 
 
注釈︓⼦猫または⼤⼈の両⽅で、季節的にコートカラー
が変化する間は、その⼦猫や⼤⼈の猫における"レバー
ス"カラーは正常なコートカラーの変化とみなされる。
根元で、最初のスモークカラーはホワイトに変わり、⽑
の軸の少し上で短く、最初の⾊へと逆戻りすることが、
起こるであろう。このコートカラーの段階の間は、ティ
ッピングはほとんどの⽑の軸が、コートの中に、ほんの
最⼩限のホワイトのカラーの深さしか持たないように、
なるだろう。 
 
ブラックスモーク︓⽩いアンダーコートで、⿊のティッ
プが深く⼊っている。猫が休んでいるときはブラックに
⾒える。動いた時に⽩のアンダーコートがくっきりと現
れる。顔、脚、尾は⿊で、被⽑を分けた場合にのみ⾒え
る、⽪膚に隣接した⽑の根元部分に狭い⽩の帯がある。
ホワイトのフリルと、⽿のタフト。ノーズレザーとパウ
パッド︓⿊。⽬⾊︓輝くカッパー。 
 
ブルースモーク︓⽩いアンダーコートでブルーのティッ
プが深く⼊っている。猫が休んでいるときはブルーに⾒
える。動いた時に⽩のアンダーコートがくっきりと現れ
る。顔、脚、尾はブルーで、被⽑を分けた場合にのみ⾒
える、⽪膚に隣接した⽑の根元部分に狭い⽩の帯があ
る。ホワイトのフリルと、⽿のタフト。ノーズレザーと
パウパッド︓ブルー。⽬⾊︓輝くカッパー。 
 
クリームスモーク︓⽩いアンダーコートでクリームのテ
ィップが深く⼊っている。猫が休んでいるときはクリー
ムに⾒える。動いた時に⽩のアンダーコートがくっきり
と現れる。顔、脚、尾はクリームで、被⽑を分けた場合
にのみ⾒える、⽪膚に隣接した⽑の根元部分に狭い⽩の
帯がある。ホワイトのフリルと、⽿のタフト。ノーズレ
ザー、⽬の輪郭、パウパッド︓ピンク。⽬⾊︓輝くカッ
パー 
 
レッドスモーク︓⽩いアンダーコートでレッドのティッ
プが深く⼊っている。猫が休んでいるときはレッドに⾒
える。動いた時に⽩のアンダーコートがくっきりと現れ
る。顔、脚、尾はレッドで、被⽑を分けた場合にのみ⾒
える、⽪膚に隣接した⽑の根元部分に狭い⽩の帯があ
る。ホワイトのフリルと、⽿のタフト。ノーズレザー、
⽬の輪郭、パウパッド︓ローズ。⽬⾊︓輝くカッパー。 
 
トーティーシェルスモーク︓⽩いアンダーコートで、ブ
ラックとレッドとレッドのシェードのティップが深く⼊
っている。猫が休んでいるときはトーティシェルに⾒え

る。動いた時に⽩のアンダーコートがくっきりと現れ
る。顔、脚、尾はトーティシェルのパターンで、被⽑を
分けた場合にのみ⾒える、⽪膚に隣接した⽑の根元部分
に狭い⽩の帯がある。ホワイトのフリルと、⽿のタフ
ト。ノーズレザー、⽬の輪郭、パウパッド︓ローズピン
クかブラック、パッチになっているであろう。⽬⾊︓輝
くカッパー。 
 
ブルークリームスモーク︓⽩いアンダーコートで、ブル
ーとクリームのティップが深く⼊っている。猫が休んで
いるときはブルークリームに⾒える。動いた時に⽩のア
ンダーコートがくっきりと現れる。顔、脚、尾はブルー
クリームのパターンで、被⽑を分けた場合にのみ⾒え、
⽪膚に隣接した⽑の根元部分に狭い⽩の帯がある。ホワ
イトのフリルと、⽿のタフト。ノーズレザー、⽬の輪
郭、パウパッド︓ローズピンクかブルー、パッチになっ
ているであろう。⽬⾊︓輝くカッパー。 
 
チョコレートスモーク︓⽩いアンダーコートでチョコレ
ートのティップが深く⼊っている。猫が休んでいるとき
はチョコレートに⾒える。動いた時に⽩のアンダーコー
トがくっきりと現れる。顔、脚、尾はチョコレートで被
⽑を分けた場合にのみ⾒える、⽪膚に隣接した⽑の根元
部分に狭い⽩の帯がある。ホワイトのフリルと、⽿のタ
フト。ノーズレザー︓ブラウン。パウパッド︓シナモン
ピンク。⽬⾊︓輝くカッパー。 
 
ライラックスモーク︓⽩いアンダーコートでライラック
のティップが深く⼊っている。猫が休んでいるときはラ
イラックに⾒える。動いた時に⽩のアンダーコートがく
っきりと現れる。顔、脚、尾はライラックで、被⽑を分
けた場合にのみ⾒える、⽪膚に隣接した⽑の根元部分に
狭い⽩の帯がある。ホワイトのフリルと、⽿のタフト。
ノーズレザー︓ラベンダー。パウパッド︓ピンク。⽬
⾊︓輝くカッパー。 
 
チョコレートトーティーシェルスモーク︓⽩いアンダー
コートで、チョコレートとレッドとレッドのシェードの
ティップが深く⼊っている。猫が休んでいるときはチョ
コレートトーティシェルに⾒える。動いた時に⽩のアン
ダーコートがくっきりと現れる。顔、脚、尾はチョコレ
ートトーティシェルのパターンで、被⽑を分けた場合に
のみ⾒える、⽪膚に隣接した⽑の根元部分に狭い⽩の帯
がある。ホワイトのフリルと、⽿のタフト。ノーズレザ
ー︓ブラウン、ブリックレッドとピンクもしくはそのい
ずれか⼀⽅。パウパッド︓ブリックレッドかシナモンピ
ンクとピンク、またはそのいずれか⼀⽅。⽬⾊︓輝くカ
ッパー。 
 
ライラッククリームスモーク︓⽩いアンダーコートで、
ライラックとクリームのティップが深く⼊っている。猫
が休んでいるときはライラッククリームに⾒える。動い
た時に⽩のアンダーコートがくっきりと現れる。顔、
脚、尾はライラッククリームのパターンで、被⽑を分け
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た場合にのみ⾒える、⽪膚に隣接した⽑の根元部分に狭
い⽩の帯がある。ホワイトのフリルと、⽿のタフト。ノ
ーズレザー︓ラベンダー、ラベンダーピンクとピンクま
たはそのいずれか⼀⽅。パウパッド︓ラベンダーピンク
とピンクまたはそのいずれか⼀⽅。⽬⾊︓輝くカッパ
ー。 
 

タビーディビジョンカラー 
 
パージャンにとってカラーは20ポイントの価値があ
る。タビーディビジョンの猫にとって、パターンのクオ
リティは猫のカラーの主要部分で、10ポイントの価値
がある。パターンは説明に書いてあるものにマッチして
なければならず、またハッキリしていなければならな
い。猫が⾃然な姿勢で⽴っている間、パターンは⾒られ
なければならない。残りの10点は、⾊の正確さに割り
当てられ、それが特定のタビーカラーの記述と⼀致する
ことができます。 
 
クラッシックタビーパターン︓マーキングは濃く、はっ
きりと⾒えて、幅が広い。脚は体のマーキングとつなが
るように登っていくブレスレットの均等な縞がある。尻
尾は均等に輪がある。⾸、胸の上部に途切れのない何本
ものネックレスがあり、ネックレスは多いほど良い。し
かめつらマークが額にあり、それは⼊り組んだ"Ｍ"の形
になっている。途切れのないラインが⽬の外側の⾓から
後ろへと⾛っている。渦巻きが頬にある。縦のラインが
頭の後ろを通って肩のバタフライマークにまで及んでい
る、そのバタフライマークは、上⽻と下⽻の両⽅がくっ
きりと縁取られ、輪郭の内側には斑点のマークがある。
背中のマークはバタフライから尻尾へと背⾻に沿って縦
に降りている⼀本のラインと、それに平⾏して両側にそ
れぞれ縦の⼀本の縞からなり、この３本の縞は地⾊の縞
によって、よく離れている。⼀つかそれ以上の途切れな
い輪に取り囲まれた⼤きな単⾊の班が両則にある。側⾯
のマークは両則ともに同じである。⼆重の縦のボタンの
列が胸と腹にある。 
 
マッカレルタビーパターン︓マーキングは濃く、くっき
りと⾒え、全ては狭い鉛筆書きのラインのようであ。脚
には体のマークにつながる狭いブレスレットからなる均
等な縞がある。尻尾はバーがある。⾸と胸のネックレス
がくっきりしており、沢⼭のチェーンの様である。頭部
には縞があり、額に"M"マークがある。⽬から後ろにか
けて途切れない線が⾛っている。ラインは頭部から駆け
下り、肩で出会っている。背⾻に沿った線は共に流れて
狭いサドルを形作る。狭いペンシルラインが体の回りに
⾛っている。 
 
シルバータビー（クラッシック、マッカレル）︓地⾊は
薄い澄んだシルバーである。マーキングは濃いブラッ
ク。アンダーコートはホワイト。唇と顎は⽬の周りのリ
ングと同じシェードである。ノーズレザー︓煉⽡⾊のレ

ッド。パウパッド︓⿊。⽬⾊︓グリーンかヘーゼルか輝
くカッパー。 
 
シルバーパッチドタビー（クラッシック、マッカレ
ル）︓地⾊は薄いシルバー。マーキングは濃いブラッ
ク。レッドかレッドの部分が柔らかく⼊り交じったパッ
チが、体と四肢にある。アンダーコートはホワイト。唇
と顎は⽬の周りのリングと同じシェードである。ノーズ
レザー︓煉⽡⾊のレッド。パウパッド︓ブラックと煉⽡
⾊のレッド、もしくはそのいずれか⼀⽅。⽬⾊︓グリー
ンかヘーゼルか輝くカッパー。 
 
ブルーシルバータビー（クラッシック、マッカレル）︓
アンダーコートはホワイトで体の側⾯、顔、尾から次第
に薄くなっていくシェードがかかったブルーのティッピ
ングに被われており、背筋が濃く、顎、胸、腹と尻尾の
下側はホワイト。脚は顔と同じトーンである。⽬の輪
郭、唇、⿐︓ブルーで縁取られている。ノーズレザー︓
ブルーかオールドローズでブルーで縁取られている。パ
ウパッド︓ブルー、もしくはオールドローズ。⽬⾊︓グ
リーン、ヘーゼル、または輝くカッパー。 
 
ブルーシルバーパッチドタビー（クラッシック、マッカ
レル）︓地⾊は薄いぶるーがかったシルバー。マーキン
グは陰りのないブルー。クリームかクリームの部分が柔
らかく⼊り交じったパッチが、体と四肢にある。アンダ
ーコートはホワイト。唇と顎は⽬の周りのリングと同じ
シェードである。ノーズレザー︓ブルーか、ブルーの縁
取りがあるオールドローズとピンク、もしくはそのいず
れか⼀⽅。パウパッド︓ブルーか、オールドローズとピ
ンク、もしくはそのいずれか⼀⽅。⽬⾊︓グリーンかヘ
ーゼルか輝くカッパー。 
 
レッドタビー（クラッシック、マッカレル）︓地⾊はレ
ッド。マーキングは深く豊かなレッド。唇と顎は⽬の周
りのリングと同じシェードである。ノーズレザーとパウ
パッド︓煉⽡⾊のレッド。⽬⾊︓輝くカッパー。 
 
ブラウンタビー（クラッシック、マッカレル）︓地⾊は
輝く銅⾊がかったブラウン。マーキングは濃いブラッ
ク。唇と顎は、⽬の回りのリングと同じシエードであ
る。⾜の裏は、パウから踵にかけてブラック。ノーズレ
ザー︓煉⽡⾊のレッド。パウパッド︓ブラックかブラウ
ン。⽬⾊︓輝くカッパー。 
 
ブラウンパッチドタビー（クラッシック、マッカレ
ル）︓地⾊は輝くカッパーがかったブラウン。マーキン
グは濃いブラック。レッドかレッドの部分が柔らかく⼊
り交じったパッチが、体と四肢にある。アンダーコート
はホワイト。唇と顎は⽬の周りのリングと同じシェード
である。ノーズレザー︓煉⽡⾊のレッド。パウパッド︓
ブラックか、煉⽡⾊のレッド、もしくはそのいずれか⼀
⽅。⽬⾊︓カッパー。 
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ブルータビー（クラッシック、マッカレル）︓唇と顎を
含み、地⾊は薄いブルーがかったアイボリー。マーキン
グはとても深いブルーで、地⾊と良いコントラストをな
している。暖かいフォーンがかった雰囲気か、パティナ
（patina:緑⻘、）が全体にかかっている。ノーズレザ
ー︓オールドローズ。パウパッド︓ローズ。⽬⾊︓輝く
カッパー。 
 
ブルーパッチドタビー（クラッシック、マッカレル）︓
地⾊は薄いブルーがかったアイボリー。マーキングはと
ても深いブルーで、地⾊と良いコントラストをなしてい
る。クリームかクリームの部分が柔らかく⼊り交じった
パッチが、体と四肢の両⽅にある。唇と顎は⽬の周りの
リングと同じシェードである。暖かいフォーンがかった
雰囲気か、パティナ（patina:緑⻘、）が全体にかかっ
ている。ノーズレザー︓オールドローズとピンク、もし
くはそのいずれか⼀⽅。パウパッド︓ローズとピンク、
もしくはそのいずれか⼀⽅。⽬⾊︓輝くカッパー。 
 
クリームタビー（クラッシック、マッカレル）︓地⾊は
薄いクリーム。マーキングはバフかクリームで良いコン
トラストをなすように、地⾊より充分に濃いが、ダイリ
ュートカラーの範囲内ではある。唇と顎は⽬の周りのリ
ングと同じシェードである。ノーズレザーとパウパッ
ド︓ピンク。⽬⾊︓輝くカッパー。 
 
カメオタビー（クラッシック、マッカレル）︓地⾊はオ
フホワイト。マーキングはレッド。アンダーコートはホ
ワイト。唇と顎は⽬の周りのリングと同じシェードであ
る。ノーズレザーとパウパッド︓ピンク。⽬⾊︓輝くゴ
ールド。 
 
クリームシルバータビー（クラッシック、マッカレ
ル）︓地⾊はオフホワイト。マーキングはクリーム。ア
ンダーコートはホワイト。唇と顎は⽬の周りのリングと
同じシェードである。ノーズレザーとパウパッド︓ピン
ク。⽬⾊︓輝くゴールド。 
 
チョコレートタビー（クラッシック、マッカレル）︓地
⾊は暖かいミルクチョコレート。タビーのマーキングは
深く、濃いチョコレートで地⾊の⼗分なコントラストを
なしている。唇と顎は⽬の周りのリングと同じシェード
である。ノーズレザー︓ブラウンか、煉⽡⾊のレッド。
パウパッド︓煉⽡⾊のレッドか、シナモン-ピンク。⽬
⾊︓輝くカッパー。 
 
チョコレートパッチドタビー（クラッシック、マッカレ
ル）︓地⾊はミルクチョコレート。タビーのマーキング
は深く、濃いチョコレートで、地⾊と良いコントラスト
をなしていて、パッチか、レッドの部分が柔らかく⼊り
交じっている。唇と顎は⽬の周りのリングと同じカラー
である。ノーズレザー︓ブラウン、煉⽡⾊のレッド、と
シナモンピンク、もしくはそのいずれか⼀⽅。パウパッ

ド︓煉⽡⾊のレッド、シナモンピンクとサンゴ⾊、もし
くはそのいずれか⼀⽅。⽬⾊︓輝くカッパー。 
 
チョコレートシルバータビー（クラッシック、マッカレ
ル）︓地⾊はミルクチョコレート、アンダーコートはホ
ワイト。濃いダークチョコレートのタビーマーキングは
地⾊との⼗分なコントラストを与える。唇とあごは⽬の
周りと同じ⾊合い。ノーズレザー︓⾚煉⽡⾊。パウパッ
ド︓煉⽡⾊からシナモンピンク。⽬の⾊︓グリーン、ヘ
ーゼル、または輝くカッパー。 
 
チョコレートシルバーパッチドタビー（クラッシック、
マッカレル）︓地⾊はミルクチョコレート。濃いチョコ
レートのタビーマーキングがあり、⾚のパッチや柔らか
く混ざった部分がある。アンダーコートはホワイト。唇
と顎は⽬の周りの輪郭と同じ⾊。ノーズレザー︓⾚煉⽡
⾊からシナモンピンク。パウパッド︓⾚煉⽡⾊、シナモ
ンピンク、および/またはコーラルピンク。⽬の⾊︓グ
リーン、ヘーゼル、または鮮やかなカッパー。 
 
 
ライラックタビー（クラッシック、マッカレル）︓地⾊
は薄い霜が降りたようなラベンダーで、ピンクがかった
パティナがかっている。タビーのマーキングはより濃い
ラベンダーで、地⾊の⼗分なコントラストをなしてい
る。唇と顎は⽬の周りのリングと同じカラーである。ノ
ーズレザー︓ラベンダー。パウパッド︓ピンク。⽬⾊︓
輝くカッパー。 
 
ライラックパッチドタビー（クラッシック、マッカレ
ル）︓地⾊は薄い霜が降りたようなラベンダーで、ピン
クがかったパティナがかっている。タビーのマーキング
は深く、濃いチョコレートで、地⾊と良いコントラスト
をなしていて、パッチか、クリームの部分が柔らかく⼊
り交じっている。唇と顎は⽬の周りのリングと同じカラ
ーである。ノーズレザー︓ラベンダーとピンク、もしく
はそのいずれか⼀⽅。パウパッド︓ラベンダーとピン
ク、もしくはそのいずれか⼀⽅。⽬⾊︓輝くカッパー。 
 
ライラックシルバータビー（クラッシック、マッカレ
ル）︓地⾊は⻘⽩いラベンダー、濃いダークラベンダー
のタビーマーキングは地⾊との⼗分なコントラストを与
える。唇とあごは⽬の周りと同じ⾊合い。アンダーコー
トはホワイト。ノーズレザー︓ピンク。 パウパッド︓
ピンク。⽬の⾊︓グ輝くカッパー。 
 
ライラックシルバーパッチドタビー（クラッシック、マ
ッカレル）︓地⾊はピンクがかった寂⾊の⻘⽩いラベン
ダー。濃いダークラベンダーのタビーマーキングがあ
り、クリームのパッチや柔らかく混ざった部分がある。
アンダーコートはホワイト。唇と顎は⽬の周りの輪郭と
同じ⾊。ノーズレザー︓ピンク。パウパッド︓ラベンダ
ーピンク。⽬の⾊︓鮮やかなカッパー。 
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パーティ-カラーディビジョンのカラー 
 
トーティーシェル︓ブラックでレッドか、レッドの柔ら
かく⼊り交じった部分のパッチが体と四肢の両⽅にあ
る。レッドの様々なシェードがあるのは、受け⼊れられ
る。ノーズレザーとパウパッド︓ブラックと煉⽡⾊のレ
ッド、もしくはそのいずれか⼀⽅。⽬⾊︓輝くカッパ
ー。 
 
ブルー-クリーム︓ ブルーでクリームか、クリームの柔
らかく⼊り交じった部分のパッチが体と四肢の両⽅にあ
る。より明るいシェードが好ましい。ノーズレザーとパ
ウパッド︓ブルーとピンク、もしくはそのいずれか⼀
⽅。⽬⾊︓輝くカッパー。 
 
チョコレートトーティーシェル︓豊かな、暖かいチョコ
レートブラウンでレッドか、レッドの柔らかく⼊り交じ
った部分のパッチが体と四肢の両⽅にある。レッドの
様々なシェードがあるのは、受け⼊れられる。ノーズレ
ザーとパウパッド︓ブラウン、煉⽡⾊のレッド、とピン
ク、もしくはそのいずれか⼀⽅。⽬⾊︓輝くカッパー。 
 
ライラック-クリーム︓ 豊かな、温かいピンクがかたト
ーンのラベンダーで、クリームか、クリームの柔らかく
⼊り交じった部分のパッチが体と四肢の両⽅にある。ノ
ーズレザー︓ラベンダー、ラベンダーピンクとピンク、
もしくはそのいずれか⼀⽅。パウパッド︓ラベンダーピ
ンクとピンク、もしくはそのいずれか⼀⽅。⽬⾊︓輝く
カッパー。 
 

キャリコ アンド バイカラーディビジョンのカラー 
 
注︓すべてのキャリコ・アンド・バイカラー・ディビジ
ョンの猫は、好ましい最⼩限度として、その猫はホワイ
トの⾜、脚、体の下の部分、胸とマズルをもたなければ
ならない。この最⼩限度よりホワイトが少ない場合は、
少なさに⽐例して減点されなければならない。好ましい
最⼩限度として、その猫は⾊の付いた尾と⼀つかそれ以
上の⾊のある斑が頭と体になければならない。この最⼩
限度より⾊の部分が少ない場合は、少なさに⽐例して減
点されなければならない。 
 
⽬⾊︓輝くカッパー、ブルー、またはオッドアイで、注
釈付きの例外がある。オッドアイは、⼀つがブルーで、
⼀つがカッパーのめで、等しい⽬の⾊の深さを持ってい
る。例外︓次の⾊はグリーンまたはヘーゼルの⽬⾊もあ
る︓シルバータビーアンドホワイト、シルバーパッチド
タビーアンドホワイト、ブルーシルバータビーアンドホ
ワイト、ブルーシルバーパッチドタビーアンドホワイ
ト、チョコレートシルバータビーアンドホワイト、チョ
コレートシルバーパッチドタビーアンドホワイト、ライ
ラックシルバータビーアンドホワイト、ライラックシル
バーパッチドタビーアンドホワイト。オッドアイのこれ

らのカラーでは、⼀つがブルーで、⼀つがグリーン、ヘ
ーゼルか輝くカッパーで、等しい⾊の深さの⽬を持つ。 
 
キャリコ︓ブラックとレッドとホワイトの三⾊の猫であ
る。レッドとブラックはくっきりとしており無秩序なパ
ッチがある。レッド好ましい最少限度はとして、その猫
はホワイトの⾜、体の下⾯、胸とマズルをもたなければ
ならない。この最⼩限度よりホワイトが少ない場合は、
少なさに⽐例して減点されなければならない。好ましい
最⼩限度として、その猫は⾊の付いた尾と、⼀つかそれ
以上の⾊のある斑が頭と体になければならない。この最
⼩限度より⾊の部分が少ない場合は、少なさに⽐例して
減点されなければならない。 
 
ダイリュートキャリコ︓ブルーとクリームとホワイトの
三⾊の猫である。クリームとブルーはくっきりとしてお
り無秩序なパッチがある。 
チョコレートキャリコ︓チョコレートとレッドとホワイ
トの三⾊の猫である。チョコレートとブラックはくっき
りとしており無秩序なパッチがある。 
 
ライラックキャリコ︓ライラックとクリームとホワイト
の三⾊の猫である。クリームとライラックはくっきりと
しており無秩序なパッチがある。 
 
バイ-カラー:ブラックとホワイト、ブルーとホワイト、
レッドとホワイト、クリームとホワイト、チョコレート
とホワイト、またはライラックとホワイト。 
 
スモークアンドホワイト︓ブラックスモークとホワイ
ト、ブルースモークとホワイト、レッドスモークとホワ
イト、クリームスモークとホワイト、チョコレートスモ
ークとホワイト、またはライラックスモークとホワト。
⾊のついた部分のあるホワイトで、その猫の⾊のある部
分は現在スモークのカラーのスタンダードとして確⽴さ
れているものである。 
 
キャリコスモーク︓ブラックとレッドとホワイトの三⾊
の猫である。レッドとブラックはくっきりとしており無
秩序なパッチがあり、ホワイトのアンダーコート。 
 
ダイリュートキャリコスモーク︓ブルーとクリームとホ
ワイトの三⾊の猫である。クリームとブルーはくっきり
としており無秩序なパッチがあり、ホワイトのアンダー
コート。 
 
チョコレートキャリコスモーク︓チョコレートとレッド
とホワイトの三⾊の猫である。チョコレートとブラック
はくっきりとしており無秩序なパッチがあり、ホワイト
のアンダーコート。 
 
ライラックキャリコスモーク︓ライラックとクリームと
ホワイトの三⾊の猫である。クリームとライラックはく
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っきりとしており無秩序なパッチがあり、ホワイトのア
ンダーコート。 
 
シェルカメオアンドホワイト、シェルクリームアンドホ
ワイト、シェルキャリコ、シェルダイリュートキャリ
コ、シェルチョコレートキャリコ、シェルライラックキ
ャリコ︓カラーの部分とホワイトの２⾊、または３⾊の
猫である。⾊の付いた部分は、現在シェルカラーの記載
で確率されたものに適合する。 
 
シェーデットカメオアンドホワイト、シェーデットクリ
ームアンドホワイト、シェーデットキャリコ、シェーデ
ットダイリュートキャリコ、シェーデットチョコレート
キャリコ、シェーデットライラックキャリコ︓カラーの
部分とホワイトの２⾊、または３⾊の猫である。⾊の付
いた部分は、現在シェルカラーの記載で確率されたもの
に適合する。 
 
レッドタビーアンドホワイト（クラッシック、マッカレ
ル）︓ホワイトと⾊のついた部分のある猫で、その⾊の
部分は、現在レッドタビーのスタンダードで確⽴された
ものに適合する。 
 
ブラウンタビーアンドホワイト（クラッシック、マッカ
レル）︓ホワイトと⾊のついた部分のある猫で、その⾊
の部分は、現在ブラウンタビーのスタンダードで確⽴さ
れたものに適合する。 
 
パッチドタビーアンドホワイト（クラッシック、マッカ
レル）︓ホワイトと⾊のついた部分のある猫で、その⾊
の部分は、現在、確⽴されパッチドタビーのカラーの記
載のたものに適合する。 
 
注︓全てのパッチドタビーアンドホワイトには明確なパ
ッチが必要である。 
 
アザータビーアンドホワイト（クラッシック、マッカレ
ル）︓ホワイトと⾊のついた部分のある猫で、その⾊の
部分は、現在確⽴されているクラッシックとマッカレル
タビーのカラースタンダードに適合している（レッド、
ブラウン、パッチドタビーは除く）。 
 

ヒマラヤンディビジョンカラー 
 
ヒマラヤン（ポイント）パターン︓体︓鮮明な⾊が好ま
れ、微妙なシェードがかかるのは許される。年⻑の猫で
⾊がより濃い事には、斟酌がなされなければならない
が、体の⾊と、ポイントの⾊の間に⼀定のコントラスト
がなければならない。ポイントは、⽿、脚、⾜、尾、マ
スクからなり、その猫の基本の⾊を⽰している。理想的
なマスクは、⽬の上から降りてきて、顎へと広がってお
り、⽬を越えて左右に広がっている。 
 

チョコレートポイント︓体はアイボリー。ポイントはミ
ルク - チョコレート⾊、温かいトーン。ノーズレザー
とパウパッド︓シナモンピンク。⽬︓深く鮮やかなブル
ー。失格︓⽩い⾜先、ブルー以外の⽬⾊ 
 
シールポイント︓体は均⼀な薄いフォーンらクリーム、
温かいトーン、腹と胸に次第に明るくなっていくシェー
ド。ポイントは深いシールブラウン。ノーズレザーとパ
ウパッド︓シールブラウン。⽬⾊︓深く鮮やかなブル
ー。失格︓⽩い⾜先、ブルー以外の⽬⾊ 
 
ライラックポイント︓体は氷の様なホワイト。ポイント
は霜が降りた様なグレーでピンクのトーンがかかってい
る。ノーズレザーとパウパッド︓ラベンダーピンク。⽬
⾊︓深く鮮やかなブルー。失格︓⽩い⾜先、ブルー以外
の⽬⾊ 
 
ブルーポイント︓体はブルーがかったホワイト、冷たい
トーン、ポイントはブルー。ノーズレザーとパウパッ
ド︓スレートブルー。⽬⾊︓深く鮮やかなブルー。失
格︓⽩い⾜先、ブルー以外の⽬⾊ 
 
フレーム（レッド）ポイント︓体はクリーむのようなホ
ワイト。ポイントは深いオレンジの輝く⾊彩。ノーズレ
ザーとパウパッド︓肌⾊からサンゴ⾊のピンク。⽬⾊︓
深く鮮やかなブルー。失格︓⽩い⾜先、ブルー以外の⽬
⾊ 
 
クリームポイント︓体はクリームのような、ホワイト。
ポイントはバフクリームで、アプリコット⾊はない。ノ
ーズレザーとパウパッド︓肌⾊からサンゴ⾊のピンク。
⽬⾊︓深く鮮やかなブルー。失格︓⽩い⾜先、ブルー以
外の⽬⾊ 
 
トーティポイント︓体はクリームのようなホワイトか薄
いフォーン。ポイントはシールで、レッドとクリーム、
もしくはそのいずれかの無秩序なパッチがある。ノーズ
レザーとパウパッド︓シールブラウンとサンゴ⾊のピン
ク、もしくはそのいずれか⼀⽅。⽬⾊︓深く鮮やかなブ
ルー。失格︓⽩い⾜先、ブルー以外の⽬⾊ 
 
ブルークリームポイント︓体はブルーがかったホワイト
かクリームのようなホワイト、ポイントはブルーで、ク
リームのパッチがある。ノーズレザーとパウパッド︓ス
レートブルーとピンクもしくはそのいずれか⼀⽅。⽬
⾊︓深く鮮やかなブルー。失格︓⽩い⾜先、ブルー以外
の⽬⾊ 
 
チョコレートトーティーポイント︓体はアイボリー。ポ
イントはチョコレートで、レッドとクリーム、またはそ
のいずれか⼀⽅の無秩序なパッチがある。ノーズレザー
とパウパッド︓シナモンピンクとサンゴ⾊のピンク、ま
たはそのいずれか⼀⽅。⽬⾊︓深く鮮やかなブルー。失
格︓⽩い⾜先、ブルー以外の⽬⾊ 

147



  ペルシャ 

©2020 The Cat Fanciersʼ Association, Inc.  Persian Show Standard (revised 2020) 

 
ライラック-クリームポイント︓体は氷の様なホワイ
ト。ポイント︓ライラックでクリームのパッチがある。
ノーズレザーとパウパッド︓ラベンダーピンクとピン
ク、またはそのいずれか⼀⽅。⽬⾊︓深く鮮やかなブル
ー。失格︓⽩い⾜先、ブルー以外の⽬⾊ 
 
ヒマラヤンリンクス（ポイント）︓マスクは額に濃い縦
の縞でくっきりとしたラインがなくてはならず、その縞
は、額に垂直で、クラッシックの"M"を形成し︔頬では
⽔平の縞である。マスクは、⽬の回りに明るいリングが
あり、明るいウイスカーパッドに、濃い斑点があり、濃
い⾊の輪郭でくっきり縁取られている。⽿の内側は明る
く、⽿の外側はティッキングがある。マーキングは濃
く、くっきりと⾒て取れ、幅広である。脚は均等にブレ
スレットのバーがある。尾はバーがあり、下側の部分は
より⾊が薄い。体には縞やまだらはない。 
 
シールリンクスポイント︓ポイントはベージュ-ブラウ
ンでより濃いブラウンのタビーマークのティッキングが
ある。体の⾊は薄いクリームからフォーンで、温かいト
ーン。ノーズレザー︓シールブラウンか煉⽡⾊のレッ
ド。パウパッド︓シールブラウン。⽬⾊︓深く鮮やかな
ブルー。失格︓⽩い⾜先、ブルー以外の⽬⾊ 
 
ブルーリンクスポイント︓ポイントは明るい、シルバー
ブルーで、より濃いブルーのタビーマークのティッキン
グがある。体の⾊はブルーがかったホワイト、冷たいト
ーン。ノーズレザー︓ブルーかオールドローズ。パウパ
ッド︓ブルー。⽬⾊︓深く鮮やかなブルー。失格︓⽩い
⾜先、ブルー以外の⽬⾊ 
 
フレーム（レッド）リンクスポイント︓ポイントは深い
オレンジの輝く⾊彩で、深いレッドのタビーマークのテ
ィッキングがある。体の⾊はクリームのようなホワイ
ト。ノーズレザーとパウパッド︓肌⾊、またはサンゴ⾊
のピンク。⽬⾊︓深く鮮やかなブルー。失格︓⽩い⾜
先、ブルー以外の⽬⾊ 
 
クリームリンクスポイント︓ポイントは薄いクリーム
で、濃いクリームのタビーマークのティッキングがあ
る。体の⾊はクリームのようなホワイト、ポイントよ
り、⼗分にトーンは明るい。ノーズレザーとパウパッ
ド︓肌⾊、またはサンゴ⾊のピンク。⽬⾊︓深く鮮やか
なブルー。失格︓⽩い⾜先、ブルー以外の⽬⾊ 
 
トーティーリンクスポイント︓ポイントはベージュ-ブ
ラウンで、濃いブラウンのタビーのマーキングとレッド
のパッチがある。体の⾊はクリームのようなホワイトか
薄いフォーン。ノーズレザーとパウパッド︓シールブラ
ウン、煉⽡⾊のレッド、とサンゴのピンク、もしくはそ
のいずれか⼀⽅。⽬⾊︓深く鮮やかなブルー。失格︓⽩
い⾜先、ブルー以外の⽬⾊ 
 

ブルー-クリームリンクスポイント︓ポイントはブルー
で、より濃いブルーのタビーのマーキングとクリームの
パッチがある。体の⾊はブルーがかったホワイト、冷た
い⾊調。ノーズレザーとパウパッド︓ブルー、オールド
ローズ、とピンク、もしくはそのいずれか⼀⽅。⽬⾊︓
深く鮮やかなブルー。失格︓⽩い⾜先、ブルー以外の⽬
⾊ 
 
チョコレートリンクスポイント︓ポイントはミルクチョ
コレートでより濃いチョコレートのタビーマークのティ
ッキングがある。体の⾊はアイボリー。ノーズレザーと
パウパッド︓シナモンピンクかサンゴ⾊のピンク。⽬
⾊︓深く鮮やかなブルー。失格︓⽩い⾜先、ブルー以外
の⽬⾊ 
 
ライラックリンクスポイント︓ポイントは薄い霜が降り
たようなグレーでピンクがかったトーンで、より濃いラ
イラックのタビーマークのティッキングがある。氷のよ
うなホワイト、ノーズレザー︓ラベンダーピンク。パウ
パッド︓ブルー。⽬⾊︓深く鮮やかなブルー。失格︓⽩
い⾜先、ブルー以外の⽬⾊ 
 
チョコレートトーティーリンクスポイント︓ポイントは
ミルクチョコレートで、より濃いチョコレートのタビー
のマーキングとレッドのパッチがある。体の⾊はアイボ
リー。ノーズレザーとパウパッド︓シナモンピンクとサ
ンゴのピンク、もしくはそのいずれか⼀⽅。⽬⾊︓深く
鮮やかなブルー。失格︓⽩い⾜先、ブルー以外の⽬⾊ 
 
ブルー-クリームリンクスポイント︓ポイントは薄い、
霜が降りたようなグレーでピンクがかったトーンで、よ
り濃いライラックのタビーのマーキングとクリームのパ
ッチがある。体の⾊は氷のようなホワイト。ノーズレザ
ーとパウパッド︓ラベンダーピンクとピサンゴ⾊のピン
ク、もしくはそのいずれか⼀⽅。⽬⾊︓深く鮮やかなブ
ルー。失格︓⽩い⾜先、ブルー以外の⽬⾊ 
 
以下の記載は参照の⽬的のみであって、ショースタンダ
ードの公式な部分ではない。 
 

ペルシャのカラークラス番号 

ソリッドカラーディビジョン 

 

ブルーアイ ホワイト ......... 0100  0101 

カッパーアイ ホワイト ....... 0102  0103 

オッドアイ ホワイト.......... 0104  0105 

ブルー ...................... 0106  0107 

ブラック .................... 0108  0109 

レッド ...................... 0110  0111 

クリーム .................... 0114  0115 

OSCC (その他のソリッドカラークラス) 

................ 1916  1917 

(チョコレート または、ライラック) 

AOV-ソリッドディビジョン..... 0198  0199 
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シルバー アンド ゴールデン ディビジョン 

 

チンチラ シルバー ........... 0130  0131 

シェーデット シルバー ....... 0132  0133 

ブルーチンチラシルバー....... 0128  0129 

ブルーシェーデットシルバー... 0156  0157 

チンチラ ゴールデン ......... 1170  1171 

シェーデット ゴールデン ..... 1172  1173 

ブルーチンチラゴールデン..... 1074  1075 

ブルーシェーデットゴールデン. 1076  1077 

AOV-シルバーアンドゴールデンディビジョン 

                          ... 1198 1199 

 

スモーク アンド シェーデットディビジョン 

 

シェル カメオ ............... 0160  0161 

シェーデット カメオ ......... 0162  0163 

シェル クリーム ............. 1356  1357 

シェーデット クリーム ....... 1358  1359 

シェル トーティーシェル .....  - -  1175 

シェーデット トーティーシェル 

                 ............. - -  1177 

シェル ブルー-クリーム ....... - -  1353 

シェーデット ブルー-クリーム 

                 ............  - -  1351 

ブラック スモーク ........... 0134  0135 

ブルー スモーク ............. 0138  0139 

クリーム スモーク ........... 0168  0169 

レッド スモーク ............. 0164  0165 

トーティーシェル スモーク .... - -  0125 

ブルークリーム スモーク ...... - -  1139 

アザースモーク&シェーデット...1080  1081 

(チョコレートスモーク、ライラックス

モーク、チョコレートトーティーシェル

スモーク、ライラッククリームスモー

ク、シェルブラック、シェーデッドブラ

ック、シェルブルー、シェーデッドブル

ー） 

AOV-スモークアンドシェーデットディビジョン 

               .............. 1394 1395 

 

タビー ディビジョン 

 

シルバータビー ...................0136  0137 

シルバーマッカレルタビー..........0136M 0137M 

シルバーパッチドタビー (トビー) 

                          ........ - -  1137 

(クラッシック、マッカレル) 

ブルーシルバータビー .............1334  1335 

(クラッシック、マッカレル) 

ブルーシルバーパッチドタビー (トビー) 

                     ..............- -  1337 

(クラッシックまたはマッカレル) 

レッドタビー .....................0140  0141 

レッドマッカレルタビー ...........0140M 0141M 

ブラウンタビー ...................0144  0145 

ブラウンマッカレルタビー .........0144M 0145M 

ブラウンパッチドタビー (トビー) 

                       ............- -  1145 

(クラッシック、マッカレル) 

ブルータビー .....................0152  0153 

ブルーマッカレルタビー ...........0152M 0153M 

ブルーパッチドタビー (トビー) 

                          .......  - -  1153 

(クラッシック、マッカレル) 

クリームタビー ...................0154  0155 

クリームマッカレルタビー ........ 0154M 0155M 

カメオタビー .....................0166  0167 

カメオマッカレルタビー ...........0166M 0167M 

クリームシルバータビー ...........1354  1355 

(クラッシック、マッカレル) 

その他のタビーカラー..............3100  3101 

(チョコレートタビー、チョコレートパッチ

ドタビー、チョコレートシルバータビー、

チョコレートシルバーパッチドタビー、ラ

イラックタビー,ライラックパッチドタビ

ー、ライラックシルバータビー、ライラッ

クシルバーパッチドタビー) 

AOV-タビーディビジョン........... 1498  1499 

 

パーティカラー ディビジョン 

 

トーティーシェル.................. - -  0147 

ブルークリーム ................... - -  0151 

その他のパーティカラー ........... - -  3059 

(チョコレートトーティーシェル,ライラッ

ク-クリーム) 

AOV-パーティカラーディビジョン....1496  1497 

 

キャリコ アンド バイカラーディビジョン 

 

キャリコ .......................  - -   0149 

(ホワイト ウイズ ブラックとレッド) 

ダイリュートキャリコ............. - -   0119 

(ホワイト ウイズ ブルーとクリーム) 

ブルーアンドホワイト ............ 1106  1107 

ブラックアンドホワイト........... 1108  1109 

レッドアンドホワイト............. 1110  1111 

クリームアンドホワイト........... 1114  1115 

スモークアンドホワイト .......... 1112  1113 

(ブラックスモークアンドホワイト,ブルー

スモーアンドホワイト, クリームスモーク

アンドホワイト,レッドモークアンドホワイ

ト, キャリコスモーク,ダイリュートキャリ

コスモーク,チョコレートキャリコスモー

ク,ライラックキャリコスモーク) 

シェーデットアンドホワイト....... 1420  1421 
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(シェルカメオアンドホワイト,シェルクリー

ムアンドホワイト,シェルキャリコ, シェルダ

イリュートキャリコ, シェルチョコレートキ

ャリコ,シェルライラックキャリコ, シェーデ

ットカメオアンドホワイト, シェーデットク

リームアンドホワイト, シェーデットキャリ

コ, シェーデットダイリュートキャリコ, シ

ェーデットチョコレートキャリコ,シェーデッ

トダイリュートキャリコ) 

レッドタビーアンドホワイト........1140  1141 

(クラッシック、マッカレル) 

ブラウンタビーアンドホワイト......1142  1143 

(クラッシック、マッカレル) 

パッチドタビーアンドホワイト......- -   1159 

(全ての現在確立されているパッチドタビーパ

ターンで、クラッシクとマッカレルでホワイト

が加わっている。) 

その他のタビーアンドホワイト..... 1192  1193 

(全ての現在確立されているタビーパターン

で、レッド、ブラウンとパッチドタビーを除

く、クラッシクとマッカレルでホワイトが加わ

っている。) 

その他のバイ-カラー .... ..........3390  3391 

(チョコレートバイ-カラー, ライラックバイ-

カラー,チョコレートキャリコ,ライラックキ

ャリコ) 

AOV-キャリコアンドバイカラーディビジョン 

                             ......1396  1397 

 

ヒマラヤン ディビジョン 

 

チョコレート ポイント ............ 0170  0171 

シール ポイント ...................0172  0173 

ライラック ポイント ...............0174  0175 

ブルー ポイント .................. 0176  0177 

フレーム ポイント ................ 0178  0179 

クリーム ポイント ................ 0196  0197 

トーティー ポイント .............  - -   0193 

ブルークリーム ポイント .......... - -   0189 

シールリンクスポイント............ 3252  3253 

ブルーリンクスポイント............ 3256  3257 

トーティー-リンクスポイント....... - -   3247 

フレーム-リンクスポイント......... 3260  3261 

クリーム-リンクスポイント......... 3262  3263 

ブルークリームリンクスポイント.... - -   3251 

その他のリンクス ポイント ........ 3260  3261 

(チョコレート-リンクス, ライラック-リンク

ス, チョコレートトーティー-リンクス, ライ

ラッククリーム-リンクス) 

 

O P C C (その他のポイントのカラークラス) 

                   ............... - -   3249 

(チョコレートトーティー またはライラッククリーム) 

AOV-ヒマラヤンディビジョン........ 3298  3299 

 

注︓ペルシャのカラー表記に適合するロングヘアーのエ
キゾチックはペルシャのカラークラスで競技する資格が
ある。カラーの完全なリストはペルシャの章を参照。こ
れらの猫たちは登録のプレフィックス7798-7799、
7698-7699 と7598-7599 により識別される。エキゾ
チックのロングヘアーディビジョンは得点記録の⽬的の
みに作られるものであり、ペルシャのカラークラスに出
陳されたロングヘアーエキゾチックが蓄積したナショナ
ル/リジョナルポイントは、ロングヘアーエキゾチッ
ク、ブリード、カラークラスとしての勝利としてカウン
トされ、ペルシャの勝利としてはカウントされない。 
 
ペルシャとアウトクロスする事の出来る猫種︓なし 
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ラガマフィン 
( R a g a M u f f i n ) 

配点 
頭部（４５）  
 形....................................10  
 横顔...................................5  
 マズル................................10  
 可愛らしい表情.........................5  

 耳.....................................5  
 目....................................10  
体と尾（３０）  
 体....................................20  
 脚と足.................................5  
 尾.....................................5  

コート..................................20  
カラー...................................5 
 
全般︓ラガマフィンの全体的な印象は可愛らしいこと、  
たくましく健康であることである。彼らは、中くらい
から⼤きい、サブスタンシャルな⾻格構造で充実した
体を持った猫である。⼤きく、表情豊かな⽬は、全体
のとしての可愛らしい外観に⼤きく貢献している。こ
の猫の際だった特徴は、 ⼤きな表情豊かな⽬と従順
な性格である。ラガマフィンの雌は⼀般に雄よりかな
り⼩さいが雄も雌も筋⾁質で重く、胴体の下部に太っ
たパッドがある傾向にある。ラガマフィンは完全な成
熟に達するのは約４才の時である。この猫は全体とし
てバランスが取れていなければならず、⼤きさが⼤き
いことより、質と形態が優先されなければならない。
ラガマフィンは⼈々が 可愛がり、愛情を注ぐような
猫で、⼤きく、抱きしめるような、猫のテディーベア
である。  
 
頭部︓頭は幅広の修正楔形で、充分に丸味を帯びた外
観で、明らかな平らな⾯はない。額と頭頂は程良く丸
味がある。マズルは短く丸味があり、 幅広の傾向に
ある。顎はしっかりとして、丸味があり、適切な噛み
合わせである。ウイスカーパッドに膨らみがあり、そ
のためにラガマフィンの"可愛らしい⾒かけ"という特
徴をもたらしている。頬は豊かである。横顔は、明ら
かな⿐の出っ張りがあり、ブレークというよりはむし
ろ、すくったような窪みはある。⾸は短く、厚く、⼒
強く、年⻑の雄では特にそれが著しい成熟した雄たち
のジャウルが貼ってくる事は考慮がなされる。 
 
⽿︓中くらいの⼤きさで、頭頂というよりは、充分に
頭の側⾯に位置し、幾分前に傾いている。⽿は丸味が
あり、⾯程良く飾り⽑があり、頭に対して、好ましい
⽐率であ 
る。  
⽬︓⽬は⼤きく、胡桃型で、表情に富み、⽬と⽬は程
良く離れて位置しており、この⽬が、特徴的な可愛ら
しい⾒かけに関与している。ややオリエンタルな⽬の
傾斜は許容される。⽬⾊は濃いい⽅がよりよい。 オ
ッドアイを含む全ての⽬⾊が認められる。例外︓ミン
クカラーはアクア、セピアカラーはイエロー/ゴールド

からグリーンでなければならない。 
 
体︓⻑⽅形、幅の広い胸、幅の広い肩、体の後⽅４分
の１部分は程良く重く筋⾁が付いており、その体の後
⽅部分は肩と同じ幅である。太ったパッドが胴体の下
部になくてはならない。⾁付き良く覆われていること
が触れて感じられなければならない。この猫は全体と
して体の⼤きさ、形、体重の配分にバランスがとれて
いなければならず、⼤きさが⼤きいことより、質と確
実さが優先されなければならない。 
 
尾︓⻑く体と釣り合いが取れている。充分にフサフサ
しており、⾒た⽬が、⽻飾りか、柔らかい瓶洗いのブ
ラシのようであり、付け根は中位で、いくぶん先細り
になっている。 
 
脚部と⾜︓脚はがっしりと⾻太で、⻑さは中位で、前
脚より後ろ脚の⽅がわずかに⻑いが、体に釣り合いが
取れている。ポウは⼤きく丸く、広がることなく、そ
の猫の重みを⽀える事ができ、ポウの下⽅や、指と指
の間にタフトがある。雌がより華奢な⾻格であること
には考慮がなされる。 
 
コート︓⽑は中位から、中位に⻑い。⼿触りは、密で
シルキーである。⼿触りは⾊により、いくぶん多様性
があるだろう。⽑の⻑さは、⾸の周りと顔の輪郭の外
側はいくぶん⻑めで、そのためにラフがあるような外
観であり、頭頂から肩胛⾻と背へと⻑くなっていき、
体の側⾯と腹では、中位から、中位に⻑い⽑になって
いる。前脚の⽑は、厚く短から中位の⻑さである。後
ろ脚の⽑は中位から中位に⻑いで、体の後ろ４分の１
部分が、⾒た⽬に房になったように厚くなっている。 
 
カラー︓ポイントカラー以外の、あらゆる⾊とパター
ンで、⽩がある場合、またはない場合が、受け⼊れら
れる。どんな量のホワイトも、許される、すなわち、
⾜先、背中、胸、腹︔顔の⽩斑、ロケット等の⽩斑で
ある。対称性の程度は、パターンや⽩斑に置いてであ
ろうと、重要ではない。ノーズレザーとパウパッドは
全てのカラー、どんなカラーの組み合わせでも受け⼊
れられ、コートカラー関連している必要性はない。リ
ストされているカラーが望ましいが、必要とされる訳
ではない。脚にホワイトのある猫は、ピンクのパウパ
ッドを持っているだろうし、２⾊や多⾊のこともある
だろう。 
 
許容されるべき点︓中位の⻑さの⽑を持った猫の脚の
より短い⽑。コートの⻑さと⼿触りの季節的変化。雌
や、４才以下の猫において、⼤きさが⼩さめであるこ
と。性的に完全な猫における短いラフ。 
 
好ましい点︓愛情深い性質、深く輝く⽬⾊。 
 
減点︓⾏き過ぎて頭蓋⾻がドーム状になっていること、
⿐のブレーク、ローマンノーズ、⼩さな⽿、尖った⽿。
コビーな体、短い尾、綿⽑の様なアンダーコート。 
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失格︓健康状態が良くないこと、斜視、 尾の⽋陥、
多指 またはポイントカラー。ショートヘアーの猫の
ような印象を与える体や尾で⽑が短いこと。 
 

ラガマフィンのカラー 
ソリッドカラー 

 
（全てのソリッドカラーはバイカラーパターンとの
組み合わせのこともある。） 
 
ホワイト︓純粋な輝くホワイト。ノーズレザーとパウ
パッド︓ピンク。 
 
ブラック︓濃い⽯炭のような⿊、被⽑の根本から先ま 
で陰りがない。⽑先の錆びた薄い⾊合いや、スモーク
のアンダーコートがない。ノーズレザー︓⿊。パウパ
ッド︓⿊かブラウン。  
 
ブルー︓ブルー、⿐から尻尾の先まで単⼀のレベルの
トーンである。根本まで、陰りがない。ノーズレザー
とパウパッド︓ブルー。 
 
レッド︓深い、豊かな、はっきりとした輝くレッド︔
シェードやマーキングや、ティッキングがない。唇と
顎ははコートと同じ⾊。ノーズレザーとパウパッド︓
煉⽡⾊のレッド。 
 
クリーム︓マーキングのない⻩褐⾊のクリームで、均
⼀なシェード。ノーズレザーとパウパッド︓ピンク。 
 
チョコレート︓豊かな、暖かいチョコレート-ブラウン、
⽑の根本から先まで陰りがない。ノーズレザー︓ブラ
ウン。パウパッド︓ブラウンまたは煉⽡⾊。 
 
ライラック︓豊かな、ピンクがかったトーンの暖かい
ラベンダー、陰りがなく全体を通して均⼀である。ノ
ーズレザーとパウパッド︓ラベンダーピンク。 
 
シナモン︓明るい⾚みがかったブラウン、シナモンス
ティックの⾊でチョコレートより明らかに暖かく、明
るく、⾚みがかっている。ノーズレザーとパウパッド︓  
シナモン。 
 
フォーン︓薄いピンクがかったフォーン︔全体をとお
して陰りがない。ノーズレザーとパウパッド︓薄いフ
ォーン 

シェーデットカラー 
 
（全てのシェーデットカラーは優性のカラーにおい
てはレッドと、劣性のカラーのカラーにおいてはクリ
ームと⽩の組み合わせのこともある。） 
 
チンチラ パターン︓アンダーコートは純粋なホワイ
ト。背中、側⾯、頭、尾のコートは充分にティップが
あり（すなわち、ブラック、ブルー、レッド等）、特

徴的な輝く外観をもたらす。脚は、わずかに、ティッ
ピングのシェードがある。顎、腹、胸は純粋なホワイ
ト。⽬の輪郭、唇、⿐はマーキングの⾊で縁取られて
いる。 
 
シェーデットパターン︓アンダーコートはホワイト、
ティッピングの⾊に被われ（すなわち、ブラック、ブ
ルー、レッド等）、側⾯、顔と尾から、次第に薄くな
っていく。背筋が濃く、顎、腹、尾の下側はホワイト。
脚は顔と同じトーンである。全体にチンチラより遙か
に濃い印象をもたらす。⽬の縁取り、唇は、⿐はマー
キングの⾊で縁取られている。 
 
チンチラゴールデンパターン︓アンダーコートは薄い
蜂蜜⾊から明るいアプリコット。背中、体の側⾯、頭、
尾は⾊（ブラック/ブルー）で充分なティップがあり、
ゴールデンの外観を⾼めている。⾜と尾の先はティッ
ピングのシェードがあるだろう。顎、⽿のタフト、腹
と胸は薄い⾊で、アンダーコートの⾊よりはるかに明
るい。全体的な印象として、ティッピングは少ないた
めにシェーデットゴールデンより明るい。⽬の縁取り、
唇と⿐はマーキングカラー（ブラック/ブルー）で縁取
られている。  
 
シェーデットゴールデンパターン︓アンダーコートは
薄い蜂蜜⾊から明るいアプリコットで、ティッピング
の⾊に被われ（ブラック/ブルー）、側⾯、顔と尾から、
次第に薄くなっていく。脚は顔と同じトーンである。
⽿のタフト、顎、胸、腹、尾の下側は、薄い⾊からな
り、アンダーコートのトーンよりはるかに明るい。テ
ィッピングが深いために、全体的にチンチラゴールデ
ンより濃い印象をもたらす。⽬の縁取り、唇は、⿐は
マーキングの⾊（ブラック/ブルー）で縁取られている。 
 
チンチラシルバー︓ノーズレザー︓煉⽡⾊のレッド。
パウパッド︓⿊。 
 
シェーデットシルバー︓ノーズレザー︓煉⽡⾊のレッ
ド。パウパッド︓⿊。  
 
チンチラブルーシルバー︓ノーズレザー︓ローズ。パ
ウパッド︓ブルーまたはローズ。  
 
シェーデットブルーシルバー︓ノーズレザー︓ローズ。
パウパッド︓ブルーまたはローズ。  
 
チンチラゴールデン︓ノーズレザー︓ローズ。パウパ
ッド︓ブラック。  
 
シェーデットゴールデン︓ノーズレザー︓ローズ。パ
ウパッド︓ブラック。  
 
チンチラブルーゴールデン︓ノーズレザー︓ローズ。
パウパッド︓ブルーまたはローズ。  
 
シェーデットブルーゴールデン︓ノーズレザー︓ロー
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ズ。パウパッド︓ブルーまたはローズ。  
シェルカメオ（レッドチンチラ）︓ノーズレザーとパ
ウパッド︓ローズピンク。  
 
シェーデットカメオ︓ノーズレザーとパウパッド︓ロ
ーズピンク。 
 
シェルクリーム（クリームチンチラ）︓ノーズレザー
とパウパッド︓ローズピンク。  
 
シ ェ ー デ ッ ト ク リ ー ム︓ノ ー ズ レ ザ ー 
とパ ウ パ ッド︓ローズピンク。  
 
チ ョ コ レ ー ト チ ン チ ラ︓ノ ー ズ レ ザ ー 
とパ ウ パ ッド︓ブラウンまたは煉⽡⾊。  
 
チョコレートシェーデット︓ノーズレザーとパウパッ
ド︓ブラウンまたは煉⽡⾊。  
 
ライラックチンチラ︓ノーズレザーとパウパッド︓ラ
ベンダーピンク。  
 
ライラックシェーデット︓ノーズレザーとパウパッ
ド︓ラベンダーピンク。  
 
シナモンチンチラ︓ノーズレザーとパウパッド︓シナ
モン。  
 
シ ナ モ ン シ ェ ー デ ッ ト︓ノ ー ズ レ ザ ー 
とパ ウ パ ッド︓シナモン。  
 
フォーンチンチラ︓ノーズレザーとパウパッド︓薄い
フォーン。  
 
フ ォ ー ン シ ェ ー デ ッ ト︓ノ ー ズ レ ザ ー 
とパ ウ パ ッド︓薄いフォーン。  
 
シェーデットトーティシェル パターン/カラー（チン
チラトーティーシェル、シェーデットトーティーシェ
ル、ブルークリームシェーデット、チンチラゴールデ
ントーティーシェル、シェーデットゴールデントティ
ーシェル、ブルークリームチンチラゴールデン、ブル
ークリームシェーデットゴールデン、シェルチョコレ
ートトーティーシェル、シェーデットチョコレートト
ーティーシェル、シェルライラッククリーム、シェー
デットライラッククリーム、シェルシナモントーティ
ーシェル、シェーデットシナモントーティーシェル、
シェルフォーンクリーム、シェーデットフォーンクリ
ーム）︓チンチラ/シェーデットパターン/カラーで確⽴
された猫でドミナントカラーの場合はレッドの、ダイ
リュートカラーの場合はクリームのパッチがある。レ
ッド/クリームの様々なシェードがあるのは認められ
る。ノーズレザーとパウパッド︓ピンクのパッチがあ
るだろう。 
 
 

スモークアンドシェーデットカラー 
 
（全てのスモークアンドシェーデットカラーはトー
ティシェルとバイカラーパターンの組み合わせのこ
ともある。）  
 
スモークパターン︓⽩いアンダーコートで、指定され
たカラーのティップが深く⼊っている。猫が休んでい
る ときは指定された⾊に⾒える。動いた時に⽩のア
ンダーコートがくっきりと現れる。（四肢の）先端と
顔は指定された⾊で、被⽑を分けた場合にのみ⾒える、
⽪膚に隣接した⽑の根元部分に狭い⽩の帯がある。 
 
ブラックスモーク︓ノーズレザーとパウパッド︓⿊。 
 
ブルースモーク︓ノーズレザーとパウパッド︓ブルー。 
 
カメオスモーク（レッドスモーク）︓ノーズレザーと
パウパッド︓ローズ。  
 
クリームスモーク︓ノーズレザーとパウパッド︓ピン
ク。 
 
チ ョ コ レ ー ト ス モ ー ク︓ノ ー ズ レ ザ ー 
とパ ウ パ ッド︓ブラウンまたは煉⽡⾊。 
 
ライラックスモーク︓ノーズレザーとパウパッド︓ラ
ベンダーピンク。 
 
シナモンスモーク︓ノーズレザーとパウパッド︓シナ
モン。 
 
フォーンスモーク︓ノーズレザーとパウパッド︓薄い
フォーン。 
 
スモ ー ク トー テ ィ ーシ ェ ル パ タ ーン/ カ 
ラー(ブラックトーティーシェルスモーク、ブルークリ
ームスモーク、チョコレートトーティーシェルスモー
ク、ライラッククリームスモーク、シナモントーティ
ーシェルスモーク、フォーンクリームトーティーシェ
ル):スモークパターン/カラーで確⽴された猫で、ドミ
ナントカラーではレッドの、ダイリュートカラーでは
クリームのパッチがある。レッド/クリームの様々なシ
ェードがあるのは認められる。ノーズレザーとパウパ
ッド︓ピンクのパッチがあるだろう。  
 

タビーカラー/パターン 
 
(全てのタビーパターンはミンクカラー、セピアカラー
の組み合わせのこともある。また、全てのカラー/パタ
ーンはホワイトの組み合わせのこともある） 
 
ブラウンタビー(クラッシック、マッカレル、スポティ
ッド、ティックド）︓地⾊は輝く銅⾊のブラウン。マ
ーキングは濃いブラック。唇と顎は、⽬の回りのリン
グと同じシエードである。⾜の裏は、パウから踵にか
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けてブラック。ノーズレザー︓煉⽡⾊のレッド。パウ
パッド︓ブラックかブラウン。 
 
ブルータビー(クラッシック、マッカレル、スポティッ
ド、ティックド）︓唇と顎を含み、地⾊は薄いブルー
がかったアイボリー。マーキングはとても深いブルー
で、地⾊と良いコントラストをなしている。暖かいフ
ォーンがかった雰囲気か、パティナが全体にかかって
いる。ノーズレザー︓オールドローズ。パウパッド︓
ローズ。 
 
チョコレートタビー(クラッシック、マッカレル、スポ
ティッド、ティックド）︓地⾊は暖かいフォーン、マ
ーキングは豊かなチェスナッツブラウン。ノーズレザ
ー︓チェスナッツ。パウパッド︓シナモン。 
 
ライラックタビー(クラッシック、マッカレル、スポテ
ィッド、ティックド）︓地⾊は薄いラベンダー、マー
キングは豊かなラベンダーで地⾊とよいコントラス
トをもたらす。ノーズレザー︓ラベンダー、またはラ
ベンダーで縁取られたピンク。パウパッド︓ラベンダ
ーピンク。 
 
レッドタビー(クラッシック、マッカレル、スポティッ
ド、ティックド）︓地⾊はレッド。マーキングは深く
豊かなレッド。唇と顎はレッド。ノーズレザーとパウ
パッド︓煉⽡⾊のレッド。 
 
クリームタビー(クラッシック、マッカレル、スポティ
ッド、ティックド）︓唇と顎を含み地⾊はとても薄い
クリーム。マーキングは淡⻩⾊かクリームで良いコン
トラストをなすように、地⾊より充分に濃いが、ダイ
リュートカラーの範囲内ではある。ノーズレザーとパ
ウパッド︓ピンク。 
 
シナモンタビー(クラッシック、マッカレル、スポティ
ッド、ティックド）︓唇と顎を含み地⾊は薄い暖かい
蜂蜜⾊で、マーキングは濃いシナモンで地⾊と良いコ
ントラストをなす。ノーズレザー︓シナモンまたはシ
ナモンに縁取られた珊瑚⾊。パウパッド︓シナモン。  
 
フォーンタビー(クラッシック、マッカレル、スポティ
ッド、ティックド）︓唇と顎を含み地⾊は薄いアイボ
リー、マーキングは濃いフォーンで地⾊とよいコント
ラストをなす。ノーズレザーとパウパッド︓薄いフォ
ーン。  
 
シルバータビー(クラッシック、マッカレル、スポティ
ッド、ティックド）︓唇と顎を含み、薄い澄んだシル
バーである。アンダーコートはホワイト。マーキング
は濃いブラック。ノーズレザー︓煉⽡⾊のレッド。パ
ウパッド︓⿊。 
 
チョコレートシルバータビー(クラッシック、マッカレ
ル、スポティッド、ティックド）︓唇と顎を含み、地
⾊は薄い輝くシルバー。マーキングは濃いシナモンで

地⾊と良いコントラストをなす。アンダーコートはホ
ワイト。ノーズレザー︓チェスナッツまたはチェスナ
ッツで縁取られたピンク。パウパッド︓シナモン。 
 
ブルーシルバータビー(クラッシック、マッカレル、ス
ポティッド、ティックド）︓地⾊は薄いブルーがかっ
たシルバー。アンダーコートはホワイト。唇と顎は⽬
の周りのリングと同じシェード。ノーズレザー︓ブル
ーまたはオールドローズでブルーの縁取り。パ ウ パ 
ッド︓ブルーまたはオールドローズ。 
 
ライラックシルバータビー(クラッシック、マッカレル、
スポティッド、ティックド）︓唇と顎を含み、地⾊は
冷たいクリアーなシルバー。マーキングはしっかりと
したラベンダー。ノーズレザー︓ラベンダーまたはラ
ベンダーに縁取られたピンク。アンダーコートはホワ
イト。パウパッド︓ラベンダー-ピンク。 
 
シナモンシルバータビー(クラッシック、マッカレル、
スポティッド、ティックド）︓唇と顎を含み、地⾊は
薄い輝くシルバー。マーキングは濃いシナモンで地⾊
とよいコントラストをもたらす。アンダーコートはホ
ワイト。ノーズレザー︓シナモンまたはシナモンに縁
取られた珊瑚⾊。パウパッド︓シナモン。 
 
フォーンシルバータビー(クラッシック、マッカレル、
スポティッド、ティックド）︓唇と顎を含み、地⾊は
薄い輝くシルバーで、マーキングは濃いフォーンで、
地⾊とよいコントラストをなす。アンダーコートはホ
ワイト。ノーズレザーとパウパッド︓薄いフォーン。 
 
ゴールデンタビー(クラッシック、マッカレル、スポテ
ィッド、ティックド）︓地⾊は豊かなゴールデン。ア
ンダーコートは薄い蜂蜜⾊から明るいアプリコット。
マーキングは濃いブラックで地⾊と良いコントラス
トをなす。ノーズレザー︓ローズ。パウパッド︓⿊。 
 
ブルーゴーデンタビー(クラッシック、マッカレル、ス
ポティッド、ティックド）︓地⾊は豊かなゴールデン。
アンダーコートは薄い蜂蜜⾊から明るいアプリコッ
ト。マーキングは濃いブルーで地⾊と良いコントラス
トをなす。ノーズレザー︓ローズ。パウパッド︓ブル
ーまたはローズ。 
 
カメオタビー(クラッシック、マッカレル、スポティッ
ド、ティックド）︓唇と顎を含み、地⾊はオフホワイ
ト。マーキングはレッド。アンダーコートはホワイト。
ノーズレザーとパウパッド︓ピンク。 
 
クリームカメオタビー(クラッシック、マッカレル、ス
ポティッド、ティックド）︓唇と顎を含み、地⾊はオ
フホワイト。マーキングはクリーム。アンダーコート
はホワイト。ノーズレザーとパウパッド︓ピンク。 
 
クラッシックタビーパターン︓マーキングは濃く、は
っきりと⾒えて、幅が広い。脚は体のマーキングとつ
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ながるように登っていくブレスレットの縞がある。尻
尾は均等に輪がある。⾸、胸の上部に途切れのない何
本ものネックレスがあり、ネックレスは多いほど良い。
しかめ⾯マークが額にあり、それは⼊り組んだ"Ｍ"の
形になていいる。途切れのないラインが⽬の外側の⾓
から後ろへと⾛っている。渦巻きが頬にある。縦のラ
インが頭の後ろを通って肩のバタフライマークにま
で及んでいる、そのバタフライマークは、上⽻と下⽻
の両⽅がくっきりと縁取られ、輪郭の内側には斑点の
マークがある。背中のマークはバタフライから尻尾へ
と背⾻に沿って縦に降りている⼀本のラインと、それ
に平⾏して両側にそれぞれ縦の⼀本の縞からなり、こ
の３本の縞は地⾊の縞によって、よく離れている。⼀
つかそれ以上の途切れない輪に取り囲まれた⼤きな
単⾊の班が両則にある。側⾯のマークは両則ともに同
じである。⼆重の縦のボタンの列が胸と腹にある。ホ
ワイトのボタンやロケットは認められる。 
 
マッカレルタビーパターン︓マーキングは濃く、くっ
きりと⾒え、全ては狭い鉛筆書きのラインのようであ
る。脚には体のマークにつながる狭いブレスレットか
らなる均等な縞がある。尻尾はバーがある。⾸と胸の
ネックレスがくっきりしており、沢⼭のチェーンの様
である。頭部には縞があり、額に"M"マークがある。
⽬から後ろにかけて途切れない線が⾛っている。ライ
ンは頭部から駆け下り、肩で出会っている。背⾻に沿
った線は共に流れて狭いサドルを形作る。狭いペンシ
ルラインが体の回りに⾛っている。ホワイトのボタン
やロケットは認められる。  
 
スポティッドタビーパターン︓体のマーキングはスポ
ットである。⼤きさや形は多様であるが、丸く均等に
分布した物が好ましい。スポットは切れたマッカレル
のパターンで⼀緒に流れていてはならない。背の縞は
体の⻑さで、尻尾の先まで流れている。その縞は理想
的にスポットから構成されている。顔と額のマークは
典型的なタビーのマーキングになる。体の下側は"ベス
トボタン"がある。脚と尻尾は縞になっている。ホワイ
トのボタンやロケットは認められる。 
 
ティックドタビーパターン︓体の⽑は模様の⾊と地⾊
の様々なシェードのあるティックドである。体は上か
ら⾒たときに背中の濃いシェード以外の、識別出来る
ようなスポットや縞や班がない。より明るい下側はタ
ビーマークが⾒える場合もある。顔、脚、尻尾は明瞭
な縞の筋を⽰さなければならない。ホワイトのボタン
やロケットは認められる。 
 
パッチドタビーパターン︓パッチドタビー（トビー）
はシルバー、ゴールデン、ブラウン、ブルー、チョコ
レート、ライラック、シナモン、フォーン、ブルーシ
ルバー、ブルーゴールデン、ミンク、またはセピアタ
ビーで、レッドのパッチがある。ダイリュートカラー
ではクリームのパッチである。ホワイトのボタンやロ
ケットは認められる。ノーズレザーとパウパッド︓ピ
ンクのパッチがあるだろう。  

 
シェルカメオタビー︓唇と顎を含み、地⾊はオフホワ
イト。マーキングはクリーム。アンダーコートはホワ
イト。ノーズレザーとパウパッド︓ピンク。 
 
パッチドタビー（クラッシック、マッカレル、スポッ
ティッド、ティックド）ブラウンパッチドタビー、ブ
ルーパッチドタビー、チョコレートパッチドタビー、
ライラックパッチドタビー、シナモンパッチドタビー、
フォーンパッチドタビー、シルバーパッチドタビー、
ブルーシルバーパッチドタビー、ゴールデンパッチド
タビー、ブルーゴールデンパッチドタビー、チョコレ
ートシルバーパッチドタビー、ライラックシルバーパ
ッチドタビー、シナモンシルバーパッチドタビー、フ
ォーンシルバーパッチドタビー）︓タビーカラー/パタ
ーンで確⽴された猫でドミナントカラーではレッド、
ダイリュートカラーではクリームのパッチがある。ホ
ワイトのボタンとロケット、あるいはそのいずれか⼀
⽅は許される。ノーズレザーとパウパッド︓ピンクの
パッチがあるだろう。 
 

パーティカラー 
 
（全てのパーティカラーはバイカラーパターンとの
組み合わせもある。） 
 
トーティーシェル︓ブラックでレッドか、レッドの柔
らかく⼊り交じった部分のパッチが体と四肢の両⽅
にある。レッドの様々なシェードがあるのは、受け⼊
れられる。ノーズレザーとパウパッド︓ブラック、ピ
ンクのパッチがあるだろう。 
 
ブルークリーム︓ ブルーでクリームか、クリームの
柔らかく⼊り交じった部分のパッチが体と四肢の両
⽅にある。ノーズレザーとパウパッド︓ブルー、ピン
クのパッチがあるだろう。 
 
チョコレートトーティーシェル︓豊かな、暖かいチョ
コレートブラウンでレッドか、レッドの柔らかく⼊り
交じった部分のパッチが体と四肢の両⽅にある。レッ
ドの様々なシェードがあるのは、受け⼊れられる。ノ
ーズレザーとパウパッド︓ブラウン、煉⽡⾊のレッド。
ピンクのパッチがあるだろう。 
 
ライラッククリーム︓ 豊かな、温かいピンクがかっ
たトーンのラベンダーで、クリームか、クリームの柔
らかく⼊り交じった部分のパッチが体と四肢の両⽅
にある。ノーズレザーとパウパッド︓ラベンダー-ピン
ク。ピンクのパッチがあるだろう。 
 
シナモントーティシェル︓明るい⾚味がかったブラウ
ン（シナモン）で、レッドか、レッドの柔らかく⼊り
交じった部分のパッチが体と四肢の両⽅にある。レッ
ドの様々なシェードがあるのは、受け⼊れられる。ノ
ーズレザーとパウパッド︓シナモン。ピンクのパッチ
があるだろう。 
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フォーンクリーム︓ 薄いピンクがかったフォーンで、
クリームか、クリームの柔らかく⼊り交じった部分の
パッチが体と四肢の両⽅にある。ノーズレザーとパウ
パッド︓薄いフォーン。ピンクのパッチがあるだろう。 
 

ミンクパターン/カラー 
 
ミンクパターン︓体の⾊は豊かで均⼀なマークのない
⾊で、シェードがほとんど気付かない程度にわずかに
明るい⾊調で体の下部にある。ボディーカラーとポイ
ントの間には明らかなコントラストがなければなら
ない。⽬⾊︓アクア、ミンクカラーパターンに限定的
な特徴である。 
 
ナチュラルミンク︓中くらいのブラウンで濃いブラウ
ンのポイント。もっとも明るい部分がルディーである
のは許容される。ノーズレザー︓濃いブラウン。パウ
パッド︓中くらいから濃いブラウン、ローズがかって
いる場合もある。⽬⾊︓アクア。 
 
シャンパンミンク︓バフクリームからベージュ。中く
らいのブラウンのポイントがある。もっとも明るい部
分が⾚みがかっているのは許容される。ノ ー ズ レ 
ザー︓シナモンブラウン。パウパッド︓シナモンピン
クからシナモンブラウン。⽬⾊︓アクア。 
 
ブルーミンク︓柔らかい、ブルーグレーで、暖かいト
ーンがかかっており、スレートブルーのポイント。ノ
ーズレザー︓ブルーグレー。パウパッド︓ブルーグレ
ー、ローズがかっている場合もある。⽬⾊︓アクア。 
 
プラチナミンク︓薄い、シルバーがかったグレーで暖
かいトーンがかかっており、ポイントは霜がかかった
ようなグレー。ノーズレザー︓ラベンダーピンクから
ラベンダーグレー。パウパッド︓ラベンダーピンク。
⽬⾊︓アクア。 
 
レッドミンク︓薄いタンジェリンで明るいアプリコッ
トから深いレッドのポイントを持つ。ノーズレザーと
パウパッド︓ピンク、⽬⾊︓アクア。クリームミンク︓
豊かなクリーム⾊で薄いタンジェリンのポイントを
持つ。ノーズレザーとパウパッド︓ピンク、⽬⾊︓ア
クア。  
 
シェーデットミンクパターン/カラー（チンチラナチ
ュラルミンク、シェーデットナチュラルミンク、チン
チラブルーミンク、シェーデットブルーミンク、チン
チラシャンパンミンク、シェーデットシャンパンミン
ク、チンチラプラチナミンク、シェーデットプラチナ
ミンク、シェーデッドカメオミンク、シェルカメオミ
ンク、シェーデットクリームカメオミンク、シェルク
リームカメオミンク）確⽴されたミンクのカラー/パタ
ーンの猫でチンチラ/シェーデットのパターンを持つ。 
 
 

シェーデットトーティーシェルミンクパターン/カラ
ー(チンチラナチュラルトーティーシェルミンク、シェ
ーデットナチュラルトーティーシェルミンク、ブルー
クリームチンチラミンク、ブルークリームシェーデッ
トミンク、シェルシャンパントーティーシェルミンク、
シェーデットシャンパントーティーシェルミンク、シ
ェルプラチナクリームミンク、シェーデットプラチナ
トークリームミンク):ミンクパターン/カラーで確⽴
された猫で、チンチラ/シェーデットトーティシェルパ
ターンを持つ。ノーズレザーとパウパッド︓ピンクの
パッチがあるだろう。 
 
スモークミンクパターン/カラー（ナチュラルスモー
クミンク、ブルースモークミンク、シャンパンスモー
クミンク、プラチナスモークミンク、カメオスモーク
ミンク、クリームスモークミンク）確⽴されたミンク
のカラー/パターンの猫でスモークのパターンを持つ。 
 
スモークトーティーシェルミンクパターン/カラー
(ナチュラルトーティーシェルスモークミンク、ブルー
クリームスモークミンク、シャンパントーティーシェ
ルスモークミンク、プラチナクリームスモークミン
ク、）確⽴されたミンクのカラー/パターンの猫でスモ
ークトーティーシェルのパターンを持つ。 
 
タビーミンクパターン/カラー（クラッシック、マッ
カレル、スポッティッド、ティックド）（ナチュラル
ミンクタビー、ブルーミンクタビー、シャンパンミン
クタビー、プラチナミンクタビー、レッドミンクタビ
ー、クリームミンクタビー、ナチュラルパッチドミン
クタビー、ブルーパッチドミンクタビー、シャンパン
パッチドミンクタビー、プラチナパッチドミンクタビ
ー、）確⽴されたミンクのカラー/パターンの猫でタビ
ーのパターンを持つ。パッチドの猫はドミナントカラ
ーではレッドの、ダイリュートカラーではクリームの
斑を持ち、ノーズレザーとパウパッドはピンクの斑を
持つだろう。 
 
シルバータビーミンクパターン/カラー（クラッシッ
ク、マッカレル、スポッティッド、ティックド）（ナ
チュラルシルバーミンクタビー、ブルーシルバーミン
クタビー、シャンパンシルバーミンクタビー、プラチ
ナシルバーミンクタビー、レッドシルバーミンクタビ
ー、クリームシルバーミンクタビー、ナチュラルシル
バーパッチドミンクタビー、ブルーシルバーパッチド
ミンクタビー、シャンパンシルバーパッチドミンクタ
ビー、プラチナシルバーパッチドミンクタビー、）唇
と顎を含め、地⾊は薄いくっきりとしたシルバーの猫。
アンダーコートはホワイト。マーキングは確⽴された
タビーミンクのカラー/パターン。 
 

セピアパターン/カラー 
 
セピア︓成熟した個体では、豊かで、均⼀であらねば
ならない。シェードはほとんど気付かない程度にわず
かに明るい⾊調で体の下部にあるか、あるいは、どの
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ような種類のシェードや、バー、マーキングもない。
⼦猫はしばしば、より明るい⾊である。⽬⾊︓イエロ
ー/ゴールドからグリーン。 
 
セーブル︓セーブルブラウンで、濃いブラウンのポイ
ント。ノーズレザー︓濃いブラウン。パウパッド︓中
くらいから濃いブラウン。⽬⾊︓イエロー/ゴールドか
らグリーン。 
 
ブルーセピア︓スレートブルーで、暖かいトーンがか
かっており、スレートブルーのポイント。ノーズレザ
ー︓スレートグレー。パウパッド︓ブルーグレー、ロ
ーズがかったトーンが地⾊にある。⽬⾊︓イエロー/
ゴールドからグリーン。  
 
シャンパン︓ゴールデンタンから明るいこービーブラ
ウンで中くらいのブラウンのポイント。ノーズレザ
ー︓シナモンブラウン。パウパッド︓シナモン-ピンク
からシナモン-ブラウン。⽬⾊︓イエロー/ゴールドか
らグリーン。  
 
プラチナ︓薄い灰⾊で、霜が降りたようなグレーのポ
イント。ノーズレザー︓ラベンダー-ピンクからラベン
ダ-グレー。パウパッド︓ラベンダー-ピンク。⽬⾊︓
イエロー/ゴールドからグリーン。 
 
レッドセピア︓薄いタンジェリンでレッド味がかった
ポイントを持つ。ノーズレザーとパウパッド︓ピンク、
⽬⾊︓イエロー/ゴールドまたはグリーン。 
 
クリームセピア︓豊かなクリーム⾊で薄いタンジェリ
ンのポイントを持つ。ノーズレザーとパウパッド︓ピ
ンク、⽬⾊︓イエロー/ゴールドまたはグリーン。 
 
シェーデットセピアパターン/カラー（チンチラナセ
ーブル、シェーデットセーブル、チンチラブルーセピ
ア、シェーデットブルーセピア、チンチラシャンパン、
シェーデットシャンパン、チンチラプラチナ、シェー
デットプラチナ、シェルカメオセピア、シェーデッド
カメオセピア、シェルクリームカメオセピア、シェー
デッドクリームカメオセピア）確⽴されたセピアのカ
ラー/パターンの猫でチンチラ/シェーデットのパター
ンを持つ。 
 
シェーデットトーティーシェルセピアパターン/ カ
ラー(チンチラセーブルトーティーシェル、シェーデッ
トセーブルルトーティーシェル、チンチラブルークリ
ームセピア、シェーデットブルークリームセピア、チ
ンチラシャンパントーティーシェル、シェーデットシ
ャンパントーティーシェル、チンチラプラチナクリー
ム、シェーデットプラチナクリーム):セピアパターン/
カラーで確⽴された猫で、チンチラ/シェーデットトー
ティシェルパターンを持つ。ノーズレザーとパウパッ
ド︓ピンクのパッチがあるだろう。 
 
スモークセピアパターン/カラー（セーブルスモーク、

ブルースモークセピア、シャンパンスモーク、プラチ
ナスモーク、カメオスモークセピア、クリームスモー
クセピア）確⽴されたセピアのカラー/パターンの猫で
スモークのパターンを持つ。  
 
スモークトーティーシェルセピアパターン/カラー
(セーブルトーティーシェルスモーク、ブルークリーム
スモークセピア、シャンパントーティーシェルスモー
ク、プラチナクリームスモーク）確⽴されたセピアの
カラー/パターンの猫でスモークトーティーシェルの
パターンを持つ。 
 
セピアトーティーシェルパターン/カラー(セーブル
トーティーシェルス、ブルークリームセピア、シャン
パントーティーシェル、プラチナクリーム）確⽴され
たセピアのカラー/パターンの猫で、ドミナントカラー
ではレッドの、ダイリュートカラーではクリームの斑
を持つ。ノーズレザーとパウパッドはピンクの斑を持
つだろう。 
 
タビーセピアパターン/カラー（クラッシック、マッ
カレル、スポッティッド、ティックド）（セーブルタ
ビー、ブルーセピアタビー、シャンパンタビー、プラ
チナタビー、レッドセピアタビー、クリームセピアタ
ビー、セーブルパッチドタビー、ブルーパッチドセピ
アタビー、シャンパンパッチドタビー、プラチナパッ
チドタビー）確⽴されたセピアのカラー/パターンの猫
でタビーのパターンを持つ。パッチドの猫はドミナン
トカラーではレッドの、ダイリュートカラーではクリ
ームの斑を持ち、ノーズレザーとパウパッドはピンク
の斑を持つだろう。 
 
シルバータビーセピアパターン/カラー（クラッシッ
ク、マッカレル、スポッティッド、ティックド）（セ
ーブルシルバータビー、ブルーシルバーセピアタビー、
シャンパンシルバータビー、プラチナシルバータビー、
レッドシルバーセピアタビー、クリームシルバーセピ
アタビー、セーブルシルバーパッチドタビー、ブルー
シルバーパッチドセピアタビー、シャンパンシルバー
パッチタビー、プラチナシルバーパッチドタビー、）
唇と顎を含め、地⾊は薄いくっきりとしたシルバーの
猫。アンダーコートはホワイト。マーキングは確⽴さ
れたタビーセピアのカラー/パターン。 
 

キャリコ＆バイカラーのカラー 
 
バイカラー︓ソリッド、シェーデット、スモーク、タ
ビー、パーティ、ミンクまたはセピアとホワイト。ど
のようなホワイトの量も認められ、どのようなパター
ンに対しても、特別に好ましいとされることはない。
ロケットやボタン、またはそのいずれか⼀⽅以下のホ
ワイトはこのカラークラスとは認められない。このよ
うな猫はその基本となるカラーのカラークラスでロ
ケットやボタンによって減点されることなく審査さ
れるだろう。 
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バンバイカラー︓ソリッド、シェーデット、スモーク、
タビー、パーティ、ミンクまたはセピアとホワイト。
⾊は先端部分に限定される。体に⼀つか⼆つの⼩さな
パッチは許される。 
 

ソリッド＆ホワイト/バン 
 
ソリッド&ホワイト（ブラック＆ホワイト、ブルーホ
ワイト、レッド＆ホワイト、クリーム＆ホワイト、チ
ョコレート＆ホワイト、ライラック＆ホワイト、シナ
モン＆ホワイト、またはフォーン＆ホワイト）︓ホワ
イトとカラーの部分がある猫、カラーの部分は現在ソ
リッドカラーで表記され確⽴しているカラーで成り
⽴っている。どのようなホワイトの量も認められ、ど
のようなパターンに対しても、特別に好ましいとされ
ることはない。ロケットやボタン、またはそのいずれ
か⼀⽅以下のホワイトはこのカラークラスとは認め
られない。このような猫はその基本となるカラーのカ
ラークラスでロケットやボタンによって減点される
ことなく審査されるだろう。  
 
ソリッド＆ホワイト バン（ブラック＆ホワイト バン、
ブルー＆ホワイト バン、レッド＆ホワイト バン、ク
リーム＆ホワイト バン、チョコレート＆ホワイトバ
ン、ライラック＆ホワイト バン、シナモン＆ホワイ
ト バン、またはフォーン＆ホワイト バン）︓ホワイ
トとカラーの部分がある猫、カラーの部分は現在ソリ
ッドカラーで表記され確⽴しているカラーで成り⽴
っている。⾊は先端部分に限られる。体の上の⼀つか
⼆つの⾊の斑は認められる。  
 

シェーデット＆ホワイト バン 
 
チンチラ＆ホワイト（チンチラシルバー＆ホワイト、
ブルーチンチラシルバー＆ホワイト、チンチラゴール
デン＆ホワイト、ブルーチンチラゴールデン＆ホワイ
ト、シェルカメオ＆ホワイト（レッドチンチラ、シェ
ルクリーム＆ホワイト（クリームチンチラ）、チョコ
レートチンチラ＆ホワイト、ライラックチンチラ＆ホ
ワイト、シナモンチンチラ＆ホワイト、フォーンチン
チラ＆ホワイ）︓ホワイトとカラーの部分がある猫、
カラーの部分は現在チンチラのカラーで表記され確
⽴しているカラーで成り⽴っている。どのようなホワ
イトの量も認められ、どのようなパターンに対しても、
特別に好ましいとされることはない。ロケットやボタ
ン、またはそのいずれか⼀⽅以下のホワイトはこのカ
ラークラスとは認められない。このような猫はその基
本となるカラーのカラークラスでロケットやボタン
によって減点されることなく審査されるだろう。 
 
チンチラ＆ホワイト バン（チンチラシルバー＆ホワ
イト バン、ブルーチンチラシルバー＆ホワイト バン、  
チンチラゴールデン＆ホワイト バン、ブルーチンチ
ラゴールデン＆ホワイト バン、シェルカメオ＆ホワ
イトバン[レッドチンチラ]、シェルクリーム＆ホワイ
ト バン[クリームチンチラ]、チョコレートチンチラ＆

ホワイト バン、ライラックチンチラ＆ホワイト バン、
シナモンチンチラ＆ホワイト バン、フォーンチンチ
ラ＆ホワイト バン）:ホワイトとカラーの部分がある
猫、カラーの部分は現在チンチラのカラーで表記され
確⽴しているカラーで成り⽴っている。⾊は先端部分
に限られる。体の上の⼀つか⼆つの⾊の斑は認められ
る。 
 
シェーデット＆ホワイト（シェーデットシルバー＆ホ
ワイト、ブルーシェーデットシルバー＆ホワイト、シ
ェーデットゴールデン＆ホワイト、ブルーシェーデッ
トゴールデン＆ホワイト、シェーデットカメオ＆ホワ
イト、シェーデットクリーム＆ワイト、シェーデット
チョコレート＆ホワイト、シェーデットライラック＆
ホワイト、シェーデットシナモン＆ホワイト、シェー
デットフォーン＆ホワイ）︓ホワイトとカラーの部分
がある猫、カラーの部分は現在シェーデットのカラー
で表記され確⽴しているカラーで成り⽴っている。ど
のようなホワイトの量も認められ、どのようなパター
ンに対しても、特別に好ましいとされることはない。
ロケットやボタン、またはそのいずれか⼀⽅以下のホ
ワイトはこのカラークラスとは認められない。このよ
うな猫はその基本となる。カラーのカラークラスでロ
ケットやボタンによって減点されることなく審査さ
れるだろう。 
 
シェーデット＆ホワイト バン（シェーデットシルバ
ー＆ホワイト バン、ブルーシェーデットシルバー＆
ホワイト バン、シェーデットゴールデン＆ホワイト
バン、シェーデットブルーゴールデン＆ホワイト バ
ン、シェーデットカメオ＆ホワイト バン、シェルク
リーム＆ホワイト バン、シェーデットチョコレート
＆ホワイト バン、シェーデットライラック＆ホワイ
ト バン、シェーデットシナモン＆ホワイト バン、シ
ェーデットフォーン＆ホワイト バン）:ホワイトとカ
ラーの部分がある猫、カラーの部分は現在シェーデッ
トのカラーで表記され確⽴しているカラーで成り⽴
っている。⾊は先端部分に限られる。体の上の⼀つか
⼆つの⾊の斑は認められる。 
 
シェルトーティーシェル＆ホワイト/キャリコ（シェ
ルトーティーシェル＆ホワイト、シェルキャリコ、シ
ェルブルークリーム＆ホワイト、シェルダイリュート
キャリコ、シェルゴールデンキャリコ、シェルチョコ
レートトーティーシェル＆ホワイト、シェルライラッ
ククリーム＆ホワイト、シェルライラックダイリュー
トキャリコ、シェルシナモントーティーシェル＆ホワ
イト、シェルシナモンキャリコ、シェルフォーンクリ
ーム＆ホワイト、シェルフォーンダイリュートキャリ
コ）︓ホワイトとカラーのある部分のある三⾊の猫で、
カラーの部分は現在シェル、トーティーシェル、キャ
リコのカラーで表記され確⽴しているカラーで成り
⽴っている。どのようなホワイトの量もシェルトーテ
ィーシェルでは認められ、どのようなパターンに対し
ても、特別に好ましいとされることはない。キャリコ
は体の下⽅で⽩が優性でなければならない。ロケット
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やボタン、またはそのいずれか⼀⽅以下のホワイトは
このカラークラスとは認められない。このような猫は
その基本となるカラーのカラークラスでロケットや
ボタンによって減点されることなく審査されるだろ
う。 
 
シェルトーティーシェル＆ホワイト バン/キャリコ 
バン（シェルトーティーシェル＆ホワイト バン、シ
ェルキャリコ バン、シェルブルークリーム＆ホワイ
ト バン、シェルダイリュートキャリコ バン、シェル
ゴールデンキャリコ バン、シェルチョコレートトー
ティーシェル＆ホワイト バン、シェルライラックク
リーム＆ホワイト バン、シェルライラックダイリュ
ートキャリコ バン、シェルシナモントーティーシェ
ル＆ホワイト バン、シェルシナモンキャリコ バン、
シェルフォーンクリーム＆ホワイト バン、シェルフ
ォーンダイリュートキャリコ バン）︓ホワイトとカラ
ーのある部分のある三⾊の猫で、カラーの部分は現在
シェル、トーティーシェル、キャリコのカラーで表記
され確⽴しているカラーで成り⽴っている。⾊は先端
部分に限られる。体の上の⼀つか⼆つの⾊の斑は認め
られる。 
 
シェーデットトーティーシェル＆ホワイト/キャリコ
（シェーデットトーティーシェル＆ホワイト、シシェ
ーデットキャリコ、シェーデットブルークリーム＆ホ
ワイト、シェーデットダイリュートキャリコ、シェー
デットゴールデンキャリコ、シェーデットチョコレー
トトーティーシェル＆ホワイト、シェーデットライラ
ッククリーム＆ホワイト、シェーデットライラックダ
イリュートキャリコ、シェーデットシナモントーティ
ーシェル＆ホワイト、シェーデットシナモンキャリコ、
シェーデットフォーンクリーム＆ホワイト、シェーデ
ットフォーンダイリュートキャリコ）︓ホワイトとカ
ラーのある部分のある三⾊の猫で、カラーの部分は現
在シェーデット、トーティーシェル、キャリコのカラ
ーで表記され確⽴しているカラーで成り⽴っている。
どのようなホワイトの量もトーティーシェルでは認
められ、どのようなパターンに対しても、特別に好ま
しいとされることはない。キャリコは体の下⽅で⽩が
優性でなければならない。ロケットやボタン、または
そのいずれか⼀⽅以下のホワイトはこのカラークラ
スとは認められない。このような猫はその基本となる
カラーのカラークラスでロケットやボタンによって
減点されることなく審査されるだろう。 
 
シェーデットトーティーシェル＆ホワイト/キャリコ 
バン（シェーデットトーティーシェル＆ホワイトバン、
シェーデットキャリコ バン、シェーデットブルーク
リーム＆ホワイト バン、シェーデットダイリュート
キャリコ バン、シェーデットゴールデンキャリコバ
ン、シェーデットチョコレートトーティーシェル＆ホ
ワイト バン、シェーデットライラッククリーム＆ホ
ワイト バン、シェーデットライラックダイリュート
キャリコ バン、シェーデットシナモントーティーシ
ェル＆ホワイト バン、シェーデットシナモンキャリ

コ バン、シェーデットフォーンクリーム＆ホワイト 
バン、シェーデットフォーンダイリュートキャリコ 
バン）︓ホワイトとカラーのある部分のある三⾊の猫
で、カラーの部分は現シェーデット、トーティーシェ
ル、キャリコのカラーで表記され確⽴しているカラー
で成り⽴っている。⾊は先端部分に限られる。体の上
の⼀つか⼆つの⾊の斑は認められる。 
 

スモーク＆ホワイト/バン 
 
スモーク＆ホワイト（ブラックスモーク＆ホワイト、
ブルースモーク＆ホワイト、カメオスモーク＆ホワイ
ト、クリームスモーク＆ホワイト、チョコレートスモ
ーク＆ホワイト、ライラックスモーク＆ホワイト、シ
ナモンスモーク＆ホワイト、またはフォーンスモーク
＆ホワイト）︓ホワイトとカラーの部分がある猫、カ
ラーの部分は現在スモークカラーで表記され確⽴し
ているカラーで成り⽴っている。どのようなホワイト
の量も認められ、どのようなパターンに対しても、特
別に好ましいとされることはない。ロケットやボタン、
またはそのいずれか⼀⽅以下のホワイトはこのカラ
ークラスとは認められない。このような猫はその基本
となるカラーのカラークラスでロケットやボタンに
よって減点されることなく審査されるだろう。 
 
スモーク＆ホワイト/バン（ブラックスモーク＆ホワ
イト バン、ブルースモーク＆ホワイト バン、カメオ
スモーク＆ホワイト バン、クリームスモーク＆ホワ
イト バン、チョコレートスモーク＆ホワイト バン、
ライラックスモーク＆ホワイト バン、シナモンスモ
ーク＆ホワイトバン、またはフォーンスモーク＆ホワ
イトバン）︓ホワイトとカラーの部分がある猫、カラ
ーの部分は現在スモークカラーで表記され確⽴して
いるカラーで成り⽴っている。⾊は先端部分に限られ
る。体の上の⼀つか⼆つの⾊の斑は認められる。  
 
ト ー テ ィ ー シ ェ ル ＆ ホ ワ イ ト / キ ャ 
リ コ ス モ ー ク（ブラックトーティーシェルスモ
ーク＆ホワイト、キャリコスモーク、ブルークリーム
スモーク＆ホワイト、ダイリュートキャリコスモーク、
チョコレートトーティーシェルスモーク＆ホワイト、
ライラッククリームスモーク＆ホワイト、ライラック
ダイリュートキャリコスモーク、シナモントーティー
シェルスモーク＆ホワイト、シナモンキャリコスモー
ク、フォーンクリームスモーク＆ホワイト、フォーン
ダイリュートキャリコスモーク）︓ホワイトとカラー
のある部分のある三⾊の猫で、カラーの部分は現在ス
モーク、トーティーシェル、キャリコのカラーで表記
され確⽴しているカラーで成り⽴っている。どのよう
なホワイトの量もトーティーシェルでは認められ、ど
のようなパターンに対しても、特別に好ましいとされ
ることはない。キャリコは体の下⽅で⽩が優性でなけ
ればならない。ロケットやボタン、またはそのいずれ
か⼀⽅以下のホワイトはこのカラークラスとは認め
られない。このような猫はその基本となるカラーのカ
ラークラスでロケットやボタンによって減点される

159



  ラガマフィン 

©2020 The Cat Fanciersʼ Association, Inc.  RagaMufiin Show Standard (revised 2016) 

ことなく審査されるだろう。  
 
トーティーシェル＆ホワイト/キャリコスモー バン
（ブラックトーティーシェルスモーク＆ホワイト バ
ン、キャリコスモーク バン、ブルークリームスモー
ク＆ホワイト バン、ダイリュートキャリコスモーク 
バン、チョコレートトーティーシェルスモーク＆ホワ
イトバン、ライラッククリームスモーク＆ホワイト 
バン、ライラックダイリュートキャリコスモーク バ
ン、シシナモントーティーシェルスモーク＆ホワイト 
バン、シナモンキャリコスモーク バン、フォーンク
リームスモーク＆ホワイト バン、シフォーンダイリ
ュートキャリコスモーク バン）︓ホワイトとカラーの
ある部分のある三⾊の猫で、カラーの部分は現スモー
ク、トーティーシェル、キャリコのカラーで表記され
確⽴しているカラーで成り⽴っている。⾊は先端部分
に限られる。体の上の⼀つか⼆つの⾊の斑は認められ
る。 
 

タビー＆ホワイト/バン 
 
タビー＆ホワイト（クラッシック、マッカレル。スポ
ティッド、ティックド）ブラウンタビー＆ホワイト、
ブルータビー＆ホワイト、レッドタビー＆ホワイト、
クリームタビー＆ホワイト、チョコレートタビー＆ホ
ワイト、ライラックタビー＆ホワイト、シナモンタビ
ー＆ホワイト、フォーンタビー＆ホワイト、シルバー
タビー＆ホワイト、ブルーシルバータビー＆ホワイト、
ゴールデンタビー＆ホワイト、ブルーゴールデン＆ホ
ワイト、カメオタビー＆ホワイト、クリームカメオ＆
ホワイト、チョコレートシルバータビー＆ホワイト、
ライラックシルバータビー＆ホワイト、シナモンシル
バータビー＆ホワイト、フォーンシルバータビー＆ホ
ワイト）︓ホワイトとカラーの部分がある猫、カラー
の部分は現在タビーのカラー/パターンで表記され確
⽴しているカラーで成り⽴っている。どのようなホワ
イトの量も認められ、どのようなパターンに対しても、
特別に好ましいとされることはない。ロケットやボタ
ン、またはそのいずれか⼀⽅以下のホワイトはこのカ
ラークラスとは認められない。このような猫はその基
本となるカラーのカラークラスでロケットやボタン
によって減点されることなく審査されるだろう。 
 
タビー＆ホワイト バン（クラッシック、マッカレル。
スポティッド、ティックド）ブラウンタビー＆ホワイ
トバン、ブルータビー＆ホワイト バン、レッドタビ
ー＆ホワイト バン、クリームタビー＆ホワイト バン、
チョコレートタビー＆ホワイト バン、ライラックタ
ビー＆ホワイト バン、シナモンタビー＆ホワイト バ
ン、フォーンタビー＆ホワイト バン、シルバータビ
ー＆ホワイト バン、ブルーシルバータビー＆ホワイ
ト バン、ゴールデンタビー＆ホワイト バン、ブルー
ゴールデン＆ホワイト バン、カメオタビー＆ホワイ
ト バン、クリームカメオ＆ホワイトン、チョコレー
トシルバータビー＆ホワイト バン、ライラックシル
バータビー＆ホワイト バン、シナモンシルバータビ

ー＆ホワイトバン、フォーンシルバータビー＆ホワイ
ト バン）ホワイトとカラーの部分がある猫、カラー
の部分は現在タビーのカラー/パターンで表記され確
⽴しているカラーで成り⽴っている。⾊は先端部分に
限られる。体の上の⼀つか⼆つの⾊の斑は認められる。 
 
パッチドタビー＆ホワイト（クラッシック、マッカレ
ル、スポッティッド、ティックド）ブラウンパッチド
タビー＆ホワイト、ブルーパッチドタビー＆ホワイト、
チョコレートパッチドタビー＆ホワイト、ライラック
パッチドタビー＆ホワイト、シナモンパッチドタビー
＆ホワイト、フォーンパッチドタビー＆ホワイト、シ
ルバーパッチドタビー＆ホワイト、ブルーシルバーパ
ッチドタビー＆ホワイト、ゴールデンパッチドタビー
＆ホワイト、ブルーゴールデンパッチドタビー＆ホワ
イト、チョコレートシルバーパッチドタビー＆ホワイ
ト、ライラックシルバーパッチドタビー＆ホワイト、
シナモンシルバーパッチドタビー＆ホワイト、フォー
ンシルバーパッチドタビー＆ホワイト）︓タビーカラ
ー/パターンで確⽴された猫でドミナントカラーでは
レッド、ダイリュートカラーではクリームのパッチが
ある。どのようなホワイトの量も認められ、どのよう
なパターンに対しても、特別に好ましいとされること
はない。ロケットやボタン、またはそのいずれか⼀⽅
以下のホワイトはこのカラークラスとは認められな
い。このような猫はその基本となるカラーのカラーク
ラスでロケットやボタンによって減点されることな
く審査されるだろう。 
 
パッチドタビー＆ホワイト バン（クラッシック、マ
ッカレル、スポッティッド、ティックド）ブラウンパ
ッチドタビー＆ホワイト バン、ブルーパッチドタビ
ー＆ホワイト バン、チョコレートパッチドタビー＆
ホワイト バン、ライラックパッチドタビー＆ホワイ
ト バン、シナモンパッチドタビー＆ホワイト バン、
フォーンパッチドタビー＆ホワイト バン、シルバー
パッチドタビー＆ホワイト バン、ブルーシルバーパ
ッチドタビー＆ホワイト バン、ゴールデンパッチド
タビー＆ホワイトバン、ブルーゴールデンパッチドタ
ビー＆ホワイト バン、チョコレートシルバーパッチ
ドタビー＆ホワイトバン、ライラックシルバーパッチ
ドタビー＆ホワイトバン、シナモンシルバーパッチド
タビー＆ホワイト バン、フォーンシルバーパッチド
タビー＆ホワイト バン）タビーカラー/パターンで確
⽴された猫で、ドミナントカラーではレッド、ダイリ
ュートカラーではクリームのパッチがある。⾊は先端
部分に限られる。体の上の⼀つか⼆つの⾊の斑は認め
られる。 
 

パーティカラー＆ホワイト/キャリコ 
 
キャリコ︓⽩にブラックとレッドの無秩序なパッチが
ある。ホワイトが体の下の部分では優占している。ノ
ーズレザーとパウパッド︓ブラック、ピンクの斑があ
るだろう。 
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ダイリュートキャリコ︓⽩に、ブルーとクリームの無
秩序なパッチがある。ホワイトが体の下の部分では優
占している。ノーズレザーとパウパッド︓ブルー、ピ
ンクの斑があるだろう。 
 
チョコレートキャリコ︓⽩にチョコレートブラウンと
レッドの無秩序なパッチがある。ホワイトが体の下の
部分では優占している。ノーズレザーとパウパッド︓
ブラウンまたはブリックレッド、ピンクの斑があるだ
ろう。 
 
ライラックキャリコ︓⽩に、ラベンダーとクリームの
無秩序なパッチがある。ホワイトが体の下の部分では
優占している。ノーズレザーとパウパッド︓ラベンダ
ーピンク、ピンクの斑があるだろう。 
 
シナモンキャリコ︓⽩に明るい⾚みがかったブラウン
（シナモン）とレッドの無秩序なパッチがある。ホワ
トが体の下の部分では優占している。ノーズレザーと
パウパッド︓シナモン、ピンクの斑があるだろう。 
 
フォーンキャリコ︓⽩に、薄いココア⾊のトーンがか
ぶさっている明るいラベンダーとクリームの無秩序
なパッチがある。ホワイトが体の下の部分では優占し
ている。ノーズレザーとパウパッド︓明るいダスティ
ーローズ、ピンクの斑があるだろう。 
 
パーティカラー＆ホワイト（トーティーシェル＆ホワ
イト、ブルークリーム＆ホワイト、チョコレートトテ
ィシェル＆ホワイト、ライラッククリーム＆ホワイト、
シナモントーティシェル＆ホワイト、フォーンクリー
ム＆ホワイト）ホワイトとカラーのある部分のある三
⾊の猫で、カラーの部分は現在パーティのカラーで表
記され確⽴しているカラーで成り⽴っている。どのよ
うなホワイトの量もトーティーシェルでは認められ、
どのようなパターンに対しても、特別に好ましいとさ
れることはない。ロケットやボタン、またはそのいず
れか⼀⽅以下のホワイトはこのカラークラスとは認
められない。このような猫はその基本となるカラーの
カラークラスでロケットやボタンによって減点され
ることなく審査されるだろう。  
 

ミンク＆ホワイト/バンパターン/カラー 
 
ミンク＆ホワイトパターン/カラー（ナチュラルミン
ク＆ホワイト、ブルーミンク＆ホワイト、シャンパン
ミンク＆ホワイト、プラチナミンク＆ホワイト、レッ
ドミンク＆ホワイト、クリームミンク＆ホワイト）ホ
ワイトとカラーのある部分のある猫で、カラーの部分
は現在ミンクのカラー/パターンで表記され確⽴して
いるカラーで成り⽴っている。どのようなホワイトの
量も認められ、どのようなパターンに対しても、特別
に好ましいとされることはない。ロケットやボタン、
またはそのいずれか⼀⽅以下のホワイトはこのカラ
ークラスとは認められない。このような猫はその基本
となるカラーのカラークラスでロケットやボタンに

よって減点されることなく審査されるだろう。 
 
ミンク＆ホワイト/バンパターン/カラー（ナチュラル
ミンク＆ホワイト バン、ブルーミンク＆ホワイト バ
ン、シャンパンミンク＆ホワイト バン、プラチナミ
ンク＆ホワイト バン、レッドミンク＆ホワイト バン、
クリームミンク＆ホワイト バン）ホワイトとカラー
のある部分のある猫で、カラーの部分は現在ミンクの
カラ/パターンで表記され確⽴しているカラーで成り
⽴っている。⾊は先端部分に限られる。体の上の⼀つ
か⼆つの⾊の斑は認められる。 
 
シ ェ ー デ ッ ト ミ ン ク ＆ ホ ワ イ ト パ タ 
ー ン / カ ラ ー（チンチラナチュラルミンク＆ホワ
イト、シェーデットチュラルミンク＆ホワイト、チン
チラブルーミンク＆ホワイト、シェーデットブルーミ
ンク＆ホワイト、チンチラシャンパンミンク＆ホワイ
ト、シェーデットシャンパンミンク＆ホワイト、チン
チラプラチナミンク＆ホワイト、シェーデットプラチ
ナミンク＆ホワイト、シェーデッドカメオミンク＆ホ
ワイト、シェルカメオミンク＆ホワイト、シェーデッ
ドクリームカメオミンク＆ホワイト、シェルクリーム
カメオミンク＆ホワイト）ホワイトとカラーのある部
分のある猫で、カラーの部分は現在シェーデットミン
クのカラー/パターンで表記され確⽴しているカラー
で成り⽴っている。どのようなホワイトの量も認めら
れ、どのようなパターンに対しても、特別に好ましい
とされることはない。ロケットやボタン、またはその
いずれか⼀⽅以下のホワイトはこのカラークラスと
は認められない。このような猫はその基本となるカラ
ーのカラークラスでロケットやボタンによって減点
されることなく審査されるだろう。  
 
シェー デッ トミン ク＆ ホワイ ト/バン パタ ー
ン/ カラー（チンチラナチュラルミンク＆ホワイト 
バン、シェーデットチュラルミンク＆ホワイト バン、
チンチラブルーミンク＆ホワイト バン、シェーデッ
トブルーミンク＆ホワイト バン、チンチラシャンパ
ンミンク＆ホワイト バン、シェーデットシャンパン
ミンク＆ホワイト バン、チンチラプラチナミンク＆
ホワイトバン、シェーデットプラチナミンク＆ホワイ
ト バン、シェーデッドカメオミンク＆ホワイトバン、
シェルカメオミンク＆ホワイト バン、シェーデッド
クリームカメオミンク＆ホワイトバン、シェルクリー
ムカメオミンク＆ホワイトバン）ホワイトとカラーの
ある部分のある猫で、カラーの部分は現在シェーデッ
トミンクのカラー/パターンで表記され確⽴している
カラーで成り⽴っている。⾊は先端部分に限られる。
体の上の⼀つか⼆つの⾊の斑は認められる。 
 
シェ ー デッ ト トー ティ ー シェ ル ミン ク ＆
ホ ワ イ トパターン/カラー（チンチラナチュラルト
ーティーシェルミンク＆ホワイト、シェーデットチュ
ラルトーティーシェルミンク＆ホワイト、ブルークリ
ームチンチラミンク＆ホワイト、ブルークリームシェ
ーデットミンク＆ホワイト、シェルシャンパントーテ
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ィーシェルミンク＆ホワイト、シェーデットシャンパ
ントーティーシェルミンク＆ホワイト、シェルプラチ
ナクリームミンク＆ホワイト、シェーデットプラチナ
クリームミンク＆ホワイト）ホワイトとカラーのある
部分のある猫で、カラーの部分は現在トーティーシェ
ルミンクのカラー/パターンで表記され確⽴している
カラーで成り⽴っている。どのようなホワイトの量も
認められ、どのようなパターンに対しても、特別に好
ましいとされることはない。ロケットやボタン、また
はそのいずれか⼀⽅以下のホワイトはこのカラーク
ラスとは認められない。このような猫はその基本とな
るカラーのカラークラスでロケットやボタンによっ
て減点されることなく審査されるだろう。 
 
シェーデットトーティーシェルミンク＆ホワイト/バ
ンパターン/カラー（チンチラナチュラルトーティー
シェルミンク＆ホワイト バン、シェーデットチュラ
ルトーティーシェルミンク＆ホワイト バン、ブルー
クリームチンチラミンク＆ホワイト バン、ブルーク
リームシェーデットミンク＆ホワイト バン、シェル
シャンパントーティーシェルミンク＆ホワイト バン、
シェーデットシャンパントーティーシェルミンク＆
ホワイト バン、シェルプラチナクリームミンク＆ホ
ワイトバン、シェーデットプラチナクリームミンク＆
ホワイトバン）ホワイトとカラーのある部分のある猫
で、カラーの部分は現在シェーデットトーティーシェ
ルミンクのカラー/パターンで表記され確⽴している
カラーで成り⽴っている。⾊は先端部分に限る。体の
上の⼀つか⼆つの⾊の斑は認められる。 
 
スモークミンク＆ホワイトパターン/カラー（ナチュ
ラルスモークミンク＆ホワイト、ブルースモークミン
ク＆ホワイト、シャンパンスモークミンク＆ホワイト、
プラチナスモークミンク＆ホワイト、カメオスモーク
ミンク＆ホワイト、クリームスモークミンク＆ホワイ
ト）ホワイトとカラーのある部分のある猫で、カラー
の部分は現在スモークミンクのカラー/パターンで表
記され確⽴しているカラーで成り⽴っている。どのよ
うなホワイトの量も認められ、どのようなパターンに
対しても、特別に好ましいとされることはない。ロケ
ットやボタン、またはそのいずれか⼀⽅以下のホワイ
トはこのカラークラスとは認められない。このような
猫はその基本となるカラーのカラークラスでロケッ
トやボタンによって減点されることなく審査される
だろう。 
 
スモー クミ ンク＆ ホワ イト/バン パタ ーン/カ 
ラ ー（ナチュラルスモークミンク＆ホワイト バン、
ブルースモークミンク＆ホワイト バン、シャンパン
スモークミンク＆ホワイト バン、プラチナスモーク
ミンク＆ホワイト バン、カメオスモークミンク＆ホ
ワイト バン、クリームスモークミンク＆ホワイト バ
ン）ホワイトとカラーのある部分のある猫で、カラー
の部分は現在スモークミンクのカラー/パターンで表
記され確⽴しているカラーで成り⽴っている。⾊は先
端部分に限られる。体の上の⼀つか⼆つの⾊の斑は認

められる。 
 
ミンクトーティーシェル＆ホワイトパターン/カラー
（ナチュラルトーティーシェルミンク＆ホワイト、ブ
ルークリームミンク＆ホワイト、シャンパントーティ
ーシェルミンク＆ホワイト、プラチナクリームミンク
＆ホワイト）ホワイトとカラーのある部分のある猫で、
カラーの部分は現在ミンクトーティーシェルのカラ
ー/パターンで表記され確⽴しているカラーで成り⽴
っている。どのようなホワイトの量も認められ、どの
ようなパターンに対しても、特別に好ましいとされる
ことはない。ロケットやボタン、またはそのいずれか
⼀⽅以下のホワイトはこのカラークラスとは認めら
れない。このような猫はその基本となるカラーのカラ
ークラスでロケットやボタンによって減点されるこ
となく審査されるだろう。 
 
ミンクトーティーシェル＆ホワイト/バンパターン/
カラー（ナチュラルトーティーシェルミンク＆ホワイ
ト バン、ブルークリームミンク＆ホワイト バン、シ
ャンパントーティーシェルミンク＆ホワイト バン、
プラチナクリームミンク＆ホワイト バン）ホワイト
とカラーのある部分のある猫で、カラーの部分は現在
ミンクトーティーシェルのカラー/パターンで表記さ
れ確⽴しているカラーで成り⽴っている。⾊は先端部
分に限られる。体の上の⼀つか⼆つの⾊の斑は認めら
れる。 
 
スモークトーティーシェル＆ホワイトパターン/カラ
ー（ナチュラルトーティーシェルスモークミンク＆ホ
ワイト、ブルークリームスモークミンク＆ホワイト、
シャンパントーティーシェルスモークミンク＆ホワ
イト、プラチナクリームスモークミンク＆ホワイト）
ホワイトとカラーのある部分のある猫で、カラーの部
分は現在ミンクトーティーシェルスモークのカラー/
パターンで表記され確⽴しているカラーで成り⽴っ
ている。どのようなホワイトの量も認められ、どのよ
うなパターンに対しても、特別に好ましいとされるこ
とはない。ロケットやボタン、またはそのいずれか⼀
⽅以下のホワイトはこのカラークラスとは認められ
ない。このような猫はその基本となるカラーのカラー
クラスでロケットやボタンによって減点されること
なく審査されるだろう。 
 
スモークトーティーシェルミンク＆ホワイト/バンパ
ターン/カラー（ナチュラルトーティーシェルスモー
クミンク＆ホワイト バン、ブルークリームスモーク
ミンク＆ホワイト バン、シャンパントーティーシェ
ルスモークミンク＆ホワイト バン、プラチナクリー
ムスモークミンク＆ホワイト バン）ホワイトとカラ
ーのある部分のある猫で、カラーの部分は現在ミンク
トーティーシェルのカラー/パターンで表記され確⽴
しているカラーで成り⽴っている。⾊は先端部分に限
られる。体の上の⼀つか⼆つの⾊の斑は認められる。 
 
ナチュラルキャリコミンク︓⽩に、中くらいのブラウ
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ンとレッドとホワイトのまだらのない斑があり、レッ
ドとあるいは濃いブラウンのポイントがある。ルディ
ーのハイライトは認められる。体の下⽅はホワイトが
優占する。ノーズレザー︓ダークブラウン、ピンクの
斑があるだろう。パウパッド︓中くらいから濃いブラ
ウン、ロースがかったアンダートーンがあり、ピンク
の斑があるだろう。 
 
ダイリュートキャリコミンク︓⽩に、柔らかなブルー
グレーとクリームのまだらのない斑があり、淡いホワ
イトのオーバートーンがかかっており、クリームとあ
るいはスレートブルーのポイントがある。⾚みがかっ
たハイライトは認められる。体の下⽅はホワイトが優
占する。ノーズレザー︓ブルーグレー、ピンクの斑が
あるだろう。パウパッド︓ブルーグレー、ロースがか
ったアンダートーンがあることもあり、ピンクの斑が
あるだろう。 
 
シャンパンキャリコミンク︓⽩に、バフクリームから
ベージュとレッドとホワイトのまだらのない斑があ
り、レッドとあるいは中くらいのブラウンのポイント
がある。⾚みがかったハイライトは認められる。体の
下⽅はホワイトが優占する。ノーズレザー︓シナモン
-ブラウン、ピンクの斑があるだろう。パウパッド︓シ
ナモン-ピンクからシナモン-ブラウン、ピンクの斑が
あるだろう。 
 
プラチナキャリコミンク︓⽩に、薄いシルバーグレー
とクリームとホワイトのまだらのない斑があり、暖か
いオーバートーンがかかっている。クリームとあるい
はフロスティーグレーのポイントがある。体の下⽅は
ホワイトが優占する。ノーズレザー︓ラベンダーピン
クからラベンダーグレー、ピンクの斑あるだろう。パ
ウパッド︓ラベンダーピンクで、ピンクの斑があるだ
ろう。 
 
タビーミンク ＆ホワイ トパター ンカラー(クラッシ
ック、マッカレル、スポッティッド、ティックド）（ナ
チュラルミンクタビー＆ホワイト、ブルーミンクタビ
ー＆ホワイト、シャンパンミンクタビー＆ホワイト、
プラチナミンクタビー＆ホワイト、レッドミンクタビ
ー＆ホワイト、クリームミンクタビー＆ホワイト、ナ
チュラルパッチドミンクタビー＆ホワイト、ブルーパ
ッチドミンクタビー＆ホワイト、シャンパンパッチド
ミンクタビー＆ホワイト、プラチナパッチドミンクタ
ビー＆ホワイト）ミンクパターン/カラーで確⽴された
猫でタビーパターンを持つ。パッチドの猫はドミナン
トカラーではレッドの、ダイリュートカラーではクリ
ームの斑を持つ。どのようなホワイトの量も認められ、
どのようなパターンに対しても、特別に好ましいとさ
れることはない。ロケットやボタン、またはそのいず
れか⼀⽅以下のホワイトはこのカラークラスとは認
められない。このような猫はその基本となるカラーの
カラークラスでロケットやボタンによって減点され
ることなく審査されるだろう。 ノーズレザーとパウ
パッド︓ピンクの斑があるだろう。  

 
タビーミンク＆ホワイト/バンパターン/カラー(クラ
ッシック、マッカレル、スポッティッド、ティックド）
（ナチュラルミンクタビー＆ホワイト バン、ブルー
ミンクタビー＆ホワイト バン、シャンパンミンクタ
ビー＆ホワイト バン、プラチナミンクタビー＆ホワ
イトバン、レッドミンクタビー＆ホワイト バン、ク
リームミンクタビー＆ホワイト バン、ナチュラルパ
ッチドミンクタビー＆ホワイト バン、ブルーパッチ
ドミンクタビー＆ホワイト バン、シャンパンパッチ
ドミンクタビー＆ホワイト バン、プラチナパッチド
ミンクタビー＆ホワイト バン）ミンクパターン/カラ
ーで確⽴された猫でタビーパターンを持つ。パッチド
の猫はドミナントカラーではレッドの、ダイリュート
カラーではクリームの斑を持つ。⾊は先端部分に限ら
れる。体の上の⼀つか⼆つの⾊の斑は認められる。ノ
ーズレザーとパウパッド︓ピンクの斑があるだろう。  
 
シルバータビーミンク＆ホワイトパターン/カラー
(クラッシック、マッカレル、スポッティッド、ティッ
クド）（ナチュラルシルバーミンクタビー＆ホワイト、
ブルーシルバーミンクタビー＆ホワイト、シャンパン
シルバーミンクタビー＆ホワイト、プラチナシルバー
ミンクタビー＆ホワイト、レッドシルバーミンクタビ
ー＆ホワイト、クリームシルバーミンクタビー＆ホワ
イト、ナチュラルシルバーパッチドミンクタビー＆ホ
ワイト、ブルーシルバーパッチドミンクタビー＆ホワ
イト、シャンパンシルバーパッチドミンクタビー＆ホ
ワイト、プラチナシルバーパッチドミンクタビー＆ホ
ワイト）ミンクタビーパターン/カラーで確⽴された猫。
パッチドの猫はドミナントカラーではレッドの、ダイ
リュートカラーではクリームの斑を持つ。どのような
ホワイトの量も認められ、どのようなパターンに対し
ても、特別に好ましいとされることはない。ロケット
やボタン、またはそのいずれか⼀⽅以下のホワイトは
このカラークラスとは認められない。このような猫は
その基本となるカラーのカラークラスでロケットや
ボタンによって減点されることなく審査されるだろ
う。ノーズレザーとパウパッド︓ピンクの斑があるだ
ろう。 
 
シルバ ータ ビーミ ンク ＆ホワ イト/バ ンパ タ
ーン /カラー(クラッシック、マッカレル、スポッテ
ィッド、ティックド）（ナチュラルシルバーミンクタ
ビー＆ホワイト バン、ブルーシルバーミンクタビー
＆ホワイトバン、シャンパンシルバーミンクタビー＆
ホワイトバン、プラチナシルバーミンクタビー＆ホワ
イト バン、レッドシルバーミンクタビー＆ホワイト 
バン、クリームシルバーミンクタビー＆ホワイト バ
ン、ナチュラルシルバーパッチドミンクタビー＆ホワ
イト バン、ブルーシルバーパッチドミンクタビー＆
ホワイト バン、シャンパンシルバーパッチドミンク
タビー＆ホワイトバン、プラチナシルバーパッチドミ
ンクタビー＆ホワイト バン）ミンクタビーパターン/
カラーで確⽴された猫。パッチドの猫はドミナントカ
ラーではレッドの、ダイリュートカラーではクリーム
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の斑を持つ。⾊は先端部分に限られる。体の上の⼀つ
か⼆つの⾊の斑は認められる。ノーズレザーとパウパ
ッド︓ピンクの斑があるだろう。 
 

セピア＆ホワイトパターン/カラー 
 
セピア＆ホワイトパターン/カラー（セーブル＆ホワ
イト、ブルーセピア＆ホワイト、シャンパン＆ホワイ
ト、プラチナ＆ホワイト、レッドセピア＆ホワイト、
クリームセピア＆ホワイト）ホワイトとカラーのある
部分のある猫で、カラーの部分は現在セピアのカラー
/パターンで表記され確⽴しているカラーで成り⽴っ
ている。どのようなホワイトの量も認められ、どのよ
うなパターンに対しても、特別に好ましいとされるこ
とはない。ロケットやボタン、またはそのいずれか⼀
⽅以下のホワイトはこのカラークラスとは認められ
ない。このような猫はその基本となるカラーのカラー
クラスでロケットやボタンによって減点されること
なく審査されるだろう。 
 
セピア＆ホワイト/バンパターン/カラー（セーブル＆
ホワイト バン、ブルーセピア＆ホワイト バン、  
シャンパン＆ホワイト バン、プラチナ＆ホワイト バ
ン、レッドセピア＆ホワイトバン、クリームセピア＆
ホワイトバン）ホワイトとカラーのある部分のある猫
で、カラーの部分は現在セピアのカラー/パターンで表
記され確⽴しているカラーで成り⽴っている。⾊は先
端部分に限られる。体の上の⼀つか⼆つの⾊の斑は認
められる。 
 
シ ェ ー デ ッ ト セ ピ ア ＆ ホ ワ イ ト パ タ 
ー ン / カ ラ ー（チンチラセーブル＆ホワイト、シ
ェーデットセーブルセピア＆ホワイト、チンチラブル
ーセピア＆ホワイト、シェーデットブルーセピア＆ホ
ワイト、チンチラシャンパン＆ホワイト、シェーデッ
トシャンーン＆ホワイト、チンチラプラチ＆ホワイト、
シェーデットプラチ＆ホワイト、シェルカメオセピア
＆ホワイト、シェーデッドカメオセピア＆ホワイト、
シェルクリームカメオセピア＆ホワイト、シェーデッ
ドクリームカメオセピア＆ホワイト）ホワイトとカラ
ーのある部分のある猫で、カラーの部分は現在シェー
デットセピアのカラー/パターンで表記され確⽴して
いるカラーで成り⽴っている。どのようなホワイトの
量も認められ、どのようなパターンに対しても、特別
に好ましいとされることはない。ロケットやボタン、
またはそのいずれか⼀⽅以下のホワイトはこのカラ
ークラスとは認められない。このような猫はその基本
となるカラーのカラークラスでロケットやボタンに
よって減点されることなく審査されるだろう。 
 
シェー デッ トセピ ア＆ ホワイ トバン パタ ーン
/ カラー（チンチラセーブル＆ホワイト バン、シェ
ーデットセーブル＆ホワイト バン、チンチラブルー
セピア＆ホワイト バン、シェーデットブルーセピア
＆ホワイト バン、チンチラシャンパン＆ホワイト バ
ン、シェーデットシャンパン＆ホワイト バン、チン

チラプラチ＆ホワイト バン、シェーデットプラチ＆
ホワイト バン、シェルカメオセピア＆ホワイトバン、
シェーデッドカメオセピア＆ホワイトバン、シェルク
リームカメオセピア＆ホワイトバン、シェーデッドク
リームカメオセピア＆ホワイトバン）、シェーデット
セーブルセピア＆ホワイト、チンチラブルーセピア＆
ホワイト、シェーデットブルーセピア＆ホワイト、チ
ンチラシャンパンセピア＆ホワイト、シェーデットシ
ャンパンセピア＆ホワイト、チンチラプラチセピア＆
ホワイト、シェーデットプラチセピア＆ホワイト、カ
メオスモークセピア＆ホワイト、クリームスモークセ
ピア＆ホワイト）ホワイトとカラーのある部分のある
猫で、カラーの部分は現在シェーデットセピアのカラ
ー/パターンで表記され確⽴しているカラーで成り⽴
っている。⾊は先端部分に限られる。体の上の⼀つか
⼆つの⾊の斑は認められる。 
 
スモークセピア＆ホワイトパターン/カラー（セーブ
ルスモーク＆ホワイト、ブルースモークセピア＆ホワ
イト、シャンパンスモークセピア＆ホワイト、プラチ
ナスモーク＆ホワイト、カメオスモークセピア＆ホワ
イト、クリームカメオスモークセピア＆ホワイト）ホ
ワイトとカラーのある部分のある猫で、カラーの部分
は現在スモークセピアのカラー/パターンで表記され
確⽴しているカラーで成り⽴っている。どのようなホ
ワイトの量も認められ、どのようなパターンに対して
も、特別に好ましいとされることはない。ロケットや
ボタン、またはそのいずれか⼀⽅以下のホワイトはこ
のカラークラスとは認められない。このような猫はそ
の基本となるカラーのカラークラスでロケットやボ
タンによって減点されることなく審査されるだろう。 
 
スモー クセ ピア＆ ホワ イト/バン パタ ーン/カ 
ラ ー（セーブルスモーク＆ホワイト バン、ブルース
モークセピア＆ホワイト バン、シャンパンスモーク
＆ホワイト バン、プラチナスモーク＆ホワイト バン、
カメオスモークセピア＆ホワイトバン、クリームカメ
オスモークセピア＆ホワイトバン）ホワイトとカラー
のある部分のある猫で、カラーの部分は現在スモーク
セピアのカラー/パターンで表記され確⽴しているカ
ラーで成り⽴っている。⾊は先端部分に限られる。体
の上の⼀つか⼆つの⾊の斑は認められる。 
 
セピアトーティーシェル＆ホワイトパターン/カラー
（セーブルトーティーシェル＆ホワイト、ブルークリ
ームセピア＆ホワイト、シャンパントーティーシェル
＆ホワイト、プラチナクリーム＆ホワイト）ホワイト
とカラーのある部分のある猫で、カラーの部分は現在
セピアトーティーシェルのカラー/パターンで表記さ
れ確⽴しているカラーで成り⽴っている。どのような
ホワイトの量も認められ、どのようなパターンに対し
ても、特別に好ましいとされることはない。ロケット
やボタン、またはそのいずれか⼀⽅以下のホワイトは
このカラークラスとは認められない。このような猫は
その基本となるカラーのカラークラスでロケットや
ボタンによって減点されることなく審査されるだろ
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う。 
 
セピアトーティーシェル＆ホワイト/バンパターン/
カラー（セーブルトーティーシェル＆ホワイトバン、
ブルークリームセピア＆ホワイト バン、シャンパン
トーティーシェル＆ホワイト バン、プラチナクリー
ム＆ホワイト バン）ホワイトとカラーのある部分の
ある猫で、カラーの部分は現在セピアトーティーシェ
ルのカラー/パターンで表記され確⽴しているカラー
で成り⽴っている。⾊は先端部分に限られる。体の上
の⼀つか⼆つの⾊の斑は認められる。 
 
セーブルキャリコ︓⽩に、セーブルブラウンとレッド
のまだらのない斑があり、レッドとあるいは濃いブラ
ウンのポイントがある。体の下⽅はホワイトが優占す
る。ノーズレザー︓ダークブラウン、ピンクの斑があ
るだろう。パウパッド︓中くらいから濃いブラウン、
ロースがかったアンダートーンがあり、ピンクの斑が
あるだろう。  
 
ブルーキャリコセピア︓⽩に、スレートブルーとクリ
ームのまだらのない斑があり、暖かいオーバートーン
がかかっており、クリームとあるいはスレートブルー
のポイントがある。体の下⽅はホワイトが優占する。
ノーズレザー︓スレートグレー、ピンクの斑があるだ
ろう。パウパッド︓ブルーグレー、ロースがかったア
ンダートーンがあることもあり、ピンクの斑があるだ
ろう。 
 
シャンパンキャリコ︓⽩に、ゴールデンタンから明る
いコーヒーブラウンとレッドのまだらのない斑があ
り、レッドとあるいは中くらいのブラウンのポイント
がある。体の下⽅はホワイトが優占する。ノーズレザ
ー︓シナモン-ブラウン、ピンクの斑があるだろう。パ
ウパッド︓シナモン-ピンクからシナモン-ブラウン、
ピンクの斑があるだろう。 
 
プラチナキャリコ︓⽩に、ドーブグレーとクリームの
まだらのない斑があり、クリームとあるいはフロステ
ィーグレーのポイントがある。体の下⽅はホワイトが
優占する。ノーズレザー︓ラベンダーピンクでピンク
の斑があるだろう。パウパッド︓ラベンダーピンクで、
ピンクの斑があるだろう。  
 
シォーデッドトーティーシェルセピア＆ホワイトパ
ターン/カラー（チンチラセーブルトーティーシェル
＆ホワイト、シェーデッドセーブルトーティーシェル
＆ホワイト、チンチラブルークリームセピア＆ホワイ
ト、シェーデッドブルークリームセピア＆ホワイト、
チンチラシャンパントーティーシェル＆ホワイト、シ
ェーデッドシャンパントーティーシェル＆ホワイト、
チンチラプラチナクリーム＆ホワイト、シェーデッド
プラチナクリーム＆ホワイト）チンチラ／シェーデッ
ドトーティシェルパターンをもったセピアパターン
／カラーの猫である。ノーズレサーとパウパッド︓ピ
ンクの斑があるだろう。 

 
シォーデッドトーティーシェルセピア＆ホワイトバ
ンパターン/カラー（チンチラセーブルトーティーシ
ェル＆ホワイトバン、シェーデッドセーブルトーティ
ーシェル＆ホワイトバン、チンチラブルークリームセ
ピア＆ホワイトバン、シェーデッドブルークリームセ
ピア＆ホワイトバン、チンチラシャンパントーティー
シェル＆ホワイトバン、シェーデッドシャンパントー
ティーシェル＆ホワイトバン、チンチラプラチナクリ
ーム＆ホワイトバン、シェーデッドプラチナクリーム
＆ホワイトバン）チンチラ／シェーデッドトーティシ
ェルパターンをもったセピアパターン／カラーの猫
である。ノーズレサーとパウパッド︓ピンクの斑があ
るだろう。） 
 
タビーセピア＆ホワイトパターンカラー(クラッシッ
ク、マッカレル、スポッティッド、ティックド）（セ
ーブルタビー＆ホワイト、ブルーセピアタビー＆ホワ
ト、シャンパンタビー＆ホワイト、プラチナタビー＆
ホワイト、レッドセピアタビー＆ホワイト、クリーム
セピアタビー＆ホワイト、セーブルパッチドタビー＆
ホワイト、ブルーパッチドセピアタビー＆ホワイト、
シャンパンパッチドタビー＆ホワイト、プラチナパッ
チドタビー＆ホワイト）セピアパターン/カラーで確⽴
された猫でタビーパターンを持つ。パッチドの猫はド
ミナントカラーではレッドの、ダイリュートカラーで
はクリームの斑を持つ。どのようなホワイトの量も認
められ、どのようなパターンに対しても、特別に好ま
しいとされることはない。ロケットやボタン、または
そのいずれか⼀⽅以下のホワイトはこのカラークラ
スとは認められない。このような猫はその基本となる
カラーのカラークラスでロケットやボタンによって
減点されることなく審査されるだろう。ノーズレザー
とパウパッド︓ピンクの斑があるだろう。 
 
タビーセピア＆ホワイト/バンパターン/カラー(クラ
ッシック、マッカレル、スポッティッド、ティックド）
（セーブルタビー＆ホワイト バン、ブルーセピアタ
ビー＆ホワイト バン、シャンパンタビー＆ホワイト 
バン、プラチナタビー＆ホワイトバン、レッドセピア
タビー＆ホワイト バン、クリームセピアタビー＆ホ
ワイト バン、セーブルパッチドタビー＆ホワイト バ
ン、ブルーパッチセピアタビー＆ホワイト バン、シ
ャンパンパッチドタビー＆ホワイト バン、プラチナ
パッチドタビー＆ホワイト バン）セピアパターン/カ
ラーで確⽴された猫でタビーパターンを持つ。パッチ
ドの猫はドミナントカラーではレッドの、ダイリュー
トカラーではクリームの斑を持つ。⾊は先端部分に限
られる。体の上の⼀つか⼆つの⾊の斑は認められる。
ノーズ レザ ーとパ ウ パ ッド︓ピンクの斑がある
だろう。 
 
シルバータビーセピア＆ホワイトパターン/カラー
(クラッシック、マッカレル、スポッティッド、ティッ
クド）（セーブルシルバータビー＆ホワイト、ブルー
シルバーセピアタビー＆ホワイト、シャンパンシルバ
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ータビー＆ホワイト、プラチナシルバータビー＆ホワ
イト、レッドシルバーセピアタビー＆ホワイト、クリ
ームシルバーセピアタビー＆ホワイト、セーブルシル
バーパッチドタビー＆ホワイト、ブルーシルバーパッ
チドセピアタビー＆ホワイト、シャンパンシルバーパ
ッチドタビー＆ホワイト、プラチナシルバーパッチド
タビー＆ホワイト）セピアタビーパターン/カラーで確
⽴された猫。パッチドの猫はドミナントカラーではレ
ッドの、ダイリュートカラーではクリームの斑を持つ。
どのようなホワイトの量も認められ、どのようなパタ
ーンに対しても、特別に好ましいとされることはない。
ロケットやボタン、またはそのいずれか⼀⽅以下のホ
ワイトはこのカラークラスとは認められない。このよ
うな猫はその基本となるカラーのカラークラスでロ
ケットやボタンによって減点されることなく審査さ
れるだろう。ノ ーズ レザ ーとパ ウ パ ッド︓ピン
クの斑があるだろう。 
 
シルバ ータ ビーセ ピア ＆ホワ イト/バ ンパ タ
ーン /カラー(クラッシック、マッカレル、スポッテ
ィッド、ティックド）（セーブルシルバータビー＆ホ
ワイト バン、ブルーシルバーセピアタビー＆ホワイ
ト バン、シャンパンシルバータビー＆ホワイト バン、
プラチナシルバータビー＆ホワイト バン、レッドシ
ルバーセピアタビー＆ホワイト バン、クリームシル
バーセピアタビー＆ホワイト バン、セーブルシルバ
ーパッチドタビー＆ホワイト バン、ブルーシルバー
パッチドセピアタビー＆ホワイト バン、シャンパン
シルバーパッチドタビー＆ホワイトバン、プラチナシ
ルバーパッチドタビー＆ホワイト バン）セピアタビ
ーパターン/カラーで確⽴された猫。パッチドの猫はド
ミナントカラーではレッドの、ダイリュートカラーで
はクリームの斑を持つ。⾊は先端部分に限られる。体
の上の⼀つか⼆つの⾊の斑は認められる。ノーズレザ
ーとパウパッド︓ピンクの斑があるだろう。 
 
ＯＲＭＣ（その他のラガマフィンのカラー）︓ポイン
トカラー以外の、その他のあらゆる遺伝的に可能なカ
ラーかパターン。ロケットとボタンもしくはそのいず
れか⼀⽅を持つにしかすぎない猫は、このクラスの資
格はなく︔そのような猫はそれらの基本となるカラー
のクラスで、ロケットやボタンというような事に対し
て減点されることなく、審査されるであろう。 
 
以下の記載は参照の⽬的のみであって、ショースタン
ダードの公式な部分ではない。 
 

ラガマフィンのカラークラス番号 

 

全てのチャンピオンシップのカラー.. 9800  9801  

 
（ショースタンダードで定義されている全ての受け
入れられているカラーとその他のラガマフィンのカ
ラー）  
AOV        .........................なし なし  
 

ラ ガ マ フ ィ ン と ア ウ ト ク ロ ス す る 事 
の 出 来 る 猫種︓セルカークレックス・ロングヘア
ー（直⽑）、2030年 7⽉ 31⽇までに⽣まれた猫のみ。
それ以降は、両親がラガマフィンである猫のみ。 
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ラグドール 
( R a g d o l l ) 

配点 
頭部（４０） 

大きく、幅広い正三角形..................20 

大きな目；鮮やかなブルーの卵形..........10 

中位の耳、幅広い配置、ほどよい広がり.....5 

わずかに湾曲した横顔； 

鼻は真っ直ぐ、顎はしっかりしている.......5 

体（３０） 

大きさは中位から大きく、重い骨格........15 

長く、長方形の体........................10 

脚はほどよく長く；尾は長い...............5 

コート（３０） 

程良く長い長さ、豊富なガードヘアーがあるが、 

羊毛の様なアンダーコートは最少..........20 

体とポイントの色........................10 

(カラーの１０点は、５点はホワイトのマーキングと対 

称性に、５点は体とポイントのカラーに配分される。） 

 

全般︓ラグドールは、とてもくたっとした感じの猫であ
る。理想的なラグドールは、⾏き過ぎた造作のない、よ
くバランスのとれた猫である。中位から⼤きい猫で、適
度なロングヘアーで、ブルーの⽬のポイントの猫であ
る。ポイントのマーキングは、ホワイトのおおいかぶさ
っているパターンの区域では隠されているだろう。ラグ
ドールはゆっくり成熟していく猫で、三歳くらいで、⼗
分なコートとカラーに到達する。ラグドールは情愛の深
い賢い猫で、優雅に動き、⼒を抑制した印象を与え、⼈
の⽬をひく外観である。 
 
頭︓⼤きさと形︓釣り合っていて⼤きく、幅が広い。等 
辺形の修正くさび形で、⽿の付け根の外側から、穏やか 
に丸くなったマズルの端までを測った場合、全ての側⾯ 
は等しい⻑さである。⽿と⽿の間は、外⾒は平らな⾯で 
ある。頬は楔形と⼀致している。⼤⼈の雄のジャウルは 
許される。ヒゲと⽑を平らに後ろになでつけると、その 
下にある⾻格構造が、明らかとなる。 
 
⽬︓⼤きく、鮮やかな卵形。幅広く配置しており、適度 
に傾いていて、楔形を補⾜している。 
 
⽿︓中位の⼤きさ。幅広く配置して、程良く広がってお 
り、楔形のラインに続いている。根元は広く、先は丸く 
なっており、前に傾いている。 
横顔︓わずかに湾曲している︔真っ直ぐに終わってお
り、中位の⻑さの⿐。顎は良く発達して、⼒強く、⿐と
上唇が⼀致している。 
 
⾸︓厚く、がっしりしている。 
 
体︓⼤きく⻑く、幅広で、固く、重い⾻格をしている。 
形は⻑⽅形で、豊かな無畝と肩と後ろ４分の位置に渡っ 
て、等しい幅である。体はがっちりして筋⾁質で、太っ 

てはいない。腹部の後⽅に適度な腹のパッドは受け⼊れ 
られる。若い⼤⼈の猫での、ゆっくりした成熟は許され 
る。 
 
脚︓重い⾻格、適度に⻑い。後ろ脚は前あしより⻑い。 
前⾜の⽪⽑はより短く、後ろ⾜の⽪⽑はより⻑く、⽑で 
被われた半ズボンのところは、ふさふさしている。 
ポウ︓⽐例して⼤きく、丸く⽻⽑の様なタフトがある。 
 
尾︓⻑く、豊かな飾り⽑がある。 
 
コート︓本来は、もつれのない適度な⻑さの⽑はガード 
ヘアーが豊富で、⽺⽑の様なアンダーコートがごく少な 
いとう特徴がある。それは、体にさらりと垂れ下がって 
いる。ラフがあるのが好ましい。顔では短く、ラフは⻑ 
く、肩甲⾻の上では短めで、尾に向かって⻑くなってい 
く。去勢避妊していない⼤⼈の猫や、季節的変化での短 
めのコートは許される。 
 
減点︓コート︓厚いアンダーコート、体から離れて⽴っ 
ている。⽬︓⼩さいか、丸い。⽬⾊︓とても薄いブル
ー︔とても濃くブラックのように⾒えるブルー。体︓脚
の上に低く位置する短い体。短い尾︔尾の⽅向性のない
こぶ。 
 
失格︓⿐︓あらゆるブレーク。カラー︓列挙されている 
以外の以外の体とポイントの⾊︔ブルー以外の⽬。様々 
な肥満。尾の⽅向性のキンク。斜視。余分な⾜の指。 
（上記の減点と失格は全てのラグドールに適応される。 
追加の減点と失格は、それぞれのパターンの記載の下に 
列挙される。） 
 

ラグドールカラー 
 
バイカラー パターン︓ポイント︓⽿と尾顔と`サド 
ル' の部分のシェードに限定される。マスク︓ホワイト 
の逆さまのＶが⽿の外側の⾓までの間にある。左右対称 
であるのが、好ましい。ノーズレザー︓ピンク。体︓ 
顎、胸、体の下側の部分はホワイト。体の上部にホワイ 
トのスポットがあるかもしれない。脚と⾜︓すべてホワ 
イトが好ましい。少しの濃いスポットがあるかもしれな 
い。パウパッド︓ピンクが好ましいが、パターンには 
⼆つのカラーがあるので、パウパッドと⽪⽑での⾊の混 
合は受け⼊れられる。（⾊を決定するときは、⽿の先端 
の⾊が決定因⼦である。) 減点︓⽿の外側の⾓を越えて 
広がったＶ、過剰な⾮対称性。⽿のホワイトのマーキン 
グ。失格︓Ｖがないか、濃いスポットがＶにある。いず 
れかの脚に広がった濃い部分。 
 
バンパターン︓ポイント︓ポイントの⾊は⽿、尾、マ 
スク限定されている。⽿と尾の⾊は濃く、くっきりと判 
別でき、⼩さなホワイトのスポットがあるのは許され
る。顔の上部は⾊が次第に薄らいでいくのが⾒える。
体、脚と⾜︓純粋な艶のあるホワイト︔⼩さなスポット
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は許される。ノーズレザーとパウパッド︓ピンク。減
点︓体の２０％を越える⾊の部分。失格︓頭か尾にポイ
ントカラーが全くないこと。 
 
カラーポイントパターン︓ポイント︓⽿、マスク、 
⾜、尾でより濃く、はっきりとした⾊。ノーズレザー 
とパウパッド︓⼗分に⾊がついており、ポイントのカ 
ラーと⼀致している。体︓体とポイントの間にははっき 
りとしたコントラストがあり、胸、ビブ、顎の部分はい 
くぶん明るい⾊であろう。失格︓猫の体のどの部分であ 
ろうと、ロケットやホワイトの斑があること。 
 
ミティッドパターン︓ポイント︓脚（⾜先は除く）、 
⽿、マスクと尾ははっきりとしている。星形、ダイヤモ 
ンド型、砂時計型、⼀筆の、または途切れた線の⽩斑
が、顔の中央や、対称型にノーズレザーの上から額にか
けてどんなところにでもあることがある。顎はホワイト
でなければならず、⽩いお腹の縞へと広がっている。前
⾜︓両⽅の⾜に⽩いミトンがあり、均等に対になってお
り、腕の関節にまで達して、取り巻いていることが望ま
しい。後ろ⾜︓ホワイトは、跳節に及び、跳節全体に達
しなければならず、腿の真ん中より上になってはならな
い。ノーズレザー︓⼗分に⾊がついており、ポイントの
カラーと⼀致している。パウパッド︓ピンクであるが、
わずかなポイントカラーに適合する斑があるばあいもあ 
る。体︓体とポイントの間にははっきりとしたコントラ 
ストがある。⽩い腹の筋がなければならず、その⽩の筋 
はビブからの幅はいろいろであるが、前⾜の間にあり、
猫の下側の中央のラインへと続いている。⾊の柔らかな
シェーディングが体にあるのは許される。⼦猫のわずか
なゴーストのマーキングは許容される。２歳を超えたの
ち、フルカラーになる。失格︓顎にホワイトがないこ
と。 
 
カラー（全てのパターンで）:６種のポイントカラーが 
あり、シール、ブルー、チョコレート、ライラック、レ 
ッド、とクリームである。ポイントカラーはソリッド、 
シェーデット、スモーク︔リンクス（トーティーリンク 
スを含む）︔パーティカラー（⼜は、トーティー）。全
てのラグドールはポイントであるが、そのポイントは、
バイカラーとバンパターンではホワイトが部分的に覆い 
かぶさっている。体︓均⼀で、かすかなシェードがかか 
っているのは、許されるが、くっきりとした⾊が好まし 
い。年⻑の猫でより濃い⾊に対しては、斟酌がなされな 
ければならない、ラグドールは⼀般に年齢とともに⾊が 
濃くなるからであるが、体の⾊とポイントの間に明確な 
コントラストがなければならない。ポイント︓（ホワイ 
トのかぶさりは除く）マスク、⽿、脚、⾜、尾が濃く、 
くっきりと限定されている。全ては同じシェードであ
る。マスクはウイスカーパッドを含み、顔全体を覆って
おり薄くなっていく名残で、⽿へとつながっている。マ
スクは頭頂を越えて広がってはならない。ポイントにテ
ィッキングはない。腹のパッドはより濃いシェードがあ
るだろう。 

 
シールポイント︓体は均⼀な薄いフォーンからクリー 
ム⾊、暖かいトーンで、腹と胸にかけて、次第に明い⾊ 
になっていくシェードがある。ポイント︓深いシール 
ブラウン。⽬⾊︓ブルー。ノーズレザーとパウパッド︓ 
ポイントと同じ⾊で、適切である（特定のパターンを参 
照） 
 
チョコレートポイント︓体はアイボリー。腹と胸にか 
けて、次第に明い⾊になっていくシェードがある。ポ 
イント︓ミルクチョコレートの⾊、暖かいトーン。⽬ 
⾊︓ブルーノーズレザー︓シナモン-ピンクで、適切で 
ある（特定のパターンを参照） 
 
ブルーポイント︓体はブルーがかったホワイト、冷た 
いトーン。腹と胸にかけて、次第に⽩くなっていくシェ 
ードがある。ポイント︓深いブルー。⽬⾊︓ブルー。 
ノーズレザー︓スレート⾊で適切である（特定のパタ 
ーンを参照）。 
 
ライラックポイント︓体はホワイト。ポイント︓ピン 
クがかった⾊合いで、霜が降りたようなグレー。⽬⾊︓ 
ブルー。ノーズレザーとパウパッド︓ラベンダーピン 
クで適切である（特定のパターンを参照）。 
 
レッドポイント︓体は鮮明なホワイトで、ポイントと 
同じトーンのいくらかのシェードがある。ポイント︓ 
明るいアプリコットから深いレッド、より濃いシェード 
が好ましいく、バーがないのが望ましい。⽬⾊︓ブル
ー。ノーズレザーとパウパッド︓肌⾊か、サンゴ⾊のピ
ンクで適切である（特定のパターンを参照）。 
 
クリームポイント︓体は鮮明なホワイトで、ポイント 
と同じトーンのいくらかのシェードがある。ポイン 
ト︓薄いバフクリームから明るいピンクがかったクリー 
ムで、バーがないのが望ましい。⽬⾊︓ブルー。ノー 
ズレザーとパウパッド︓肌⾊か、サンゴ⾊のピンクで 
適切である（特定のパターンを参照）。 
 
シールリンクスポイント︓体はクリームか薄いフォー 
ン、腹と胸に、より明い⾊のシェードがある。体のシェ 
ードはゴーストの縞や、ティッキングを形成するであろ 
う。ポイント︓シールブラウンのバーがあり、より明 
るい地⾊と明確に識別できる。︔⽿はシールブラウン
で、中央に薄い拇印模様がある。⽬⾊︓ブルー。適切で
ある、特定のパターンを参照。ノーズレザー︓シールブ
ラウンは許される、ピンクでシールブラウンの輪郭があ
るのが好ましい。パウパッド︓シールブラウン。 
 
チョコレートリンクスポイント︓体はアイボリー。 
体のシェードはゴーストの縞や、ティッキングを形成す 
るであろう。ポイント︓温かいミルクチョコレートの 
バーがあり、より明るい地⾊と明確に識別できる。︔⽿ 
は温かいミルクチョコレート⾊で、中央に薄い拇印模様 
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がある。⽬⾊︓ブルー。適切である、特定のパターンを
参照。ノーズレザー︓シナモンは許される、ピンクで 
シナモンの輪郭があるのが好ましい。パウパッド︓シ 
ナモン。 
 
ブルーリンクスポイント︓体はブルーがかったホワイ 
トかプラチナグレー。冷たいトーンで、腹と胸に、より 
明い⾊のシェードがある。体のシェードはゴーストの縞 
や、ティッキングを形成するであろう。ポイント︓深 
いブルーグレーのバーがあり、より明るい地⾊と明確に 
識別できる。︔⽿は深いブルーグレーで、中央に薄い拇 
印模様がある。⽬⾊︓ブルー。適切である、特定のパタ 
ーンを参照︓ノーズレザー︓スレート⾊は許される、 
ピンクでスレートの輪郭があるのが好ましい。パウパ 
ッド︓スレート⾊。 
 
ライラックリンクスポイント︓体は氷のようなホワイ 
ト。体のシェードはゴーストの縞や、ティッキングを形 
成するであろう。ポイント︓霜が降りたようなグレー、 
ピンクがかったトーンのバーがあり、より明るい地⾊と 
明確に識別できる。︔⽿はピンクのトーンがかかった霜 
が降りたようなグレーで、中央に薄い拇印模様がある。 
⽬⾊︓ブルー。適切である、特定のパターンを参照︓ノ 
ーズレザー︓ラベンダーピンクは許される、ピンクで 
ラベンダーピンクの輪郭があるのが好ましい。パウパ 
ッド︓ラベンダーピンク。 
 
レッドリンクスポイント︓体はホワイト。体のシェー 
ドはゴーストの縞や、ティッキングを形成するであろ
う。ポイント︓深いレッドのバーがあり、より明るい地
⾊と明確に識別できる。︔⽿は深いレッドで、中央に薄
い拇印模様がある。⽬⾊︓ブルー。ノーズレザーとパウ 
パッド︓肌⾊か珊瑚⾊のピンクで適切である（特定のパ
ターンを参照）。 
 
クリームリンクスポイント︓体は澄んだホワイト。体 
のシェードはゴーストの縞や、ティッキングを形成する 
であろう。ポイント︓薄いバフクリームか明るいピン 
クがかったクリームのバーがあり、より明るい地⾊と明 
確に識別できる。︔⽿は薄いバフクリームか明るいピン 
クかかったクリームで、中央に薄い拇印模様がある。⽬ 
⾊︓ブルー。ノーズレザーとパウパッド︓肌⾊か珊瑚 
⾊のピンクで適切である（特定のパターンを参照）。 
 
シールトーティーポイント︓体はクリームか薄いフォ 
ーン、腹と胸に、より明い⾊のシェードがある。体の⾊ 
は、年⻑の猫では、クリームのまだらであるかもしれな 
い。ポイント︓シールブラウン。レッドかクリーム、 
もしくはそのいずれか⼀⽅のランダムなまだらがある。 
⽬⾊︓ブルー。ノーズレザーとパウパッド︓シールブ 
ラウン︔肌⾊か珊瑚⾊のピンクのまだらがあるのが望ま 
しい。適切であること（特定のパターンを参照）。 
 
チョコレートートーティーポイント︓体はアイボリ 

ー、年⻑の猫では、まだらであるかもしれない。ポイ 
ント︓温かいミルクチョコレート⾊で、レッドかクリ 
ーム、もしくはそのいずれか⼀⽅のランダムなまだらが 
ある。⽬⾊︓ブルー。ノーズレザーとパウパッド︓シ 
ナモン、肌⾊か珊瑚⾊のピンクのまだらがあるのが望ま 
しい。適切であること（特定のパターンを参照）。 
 
ブルークリームポイント︓体はブルーがかったホワイト
かプラチナグレーで、冷たいトーン、腹と胸に、より明
るい⾊のシェードがある。体の⾊は、年⻑の猫では、ま
だらであるかもしれない。ポイント︓深いブルーグレ
ー。クリームのランダムなまだらがある。⽬⾊︓ブル
ー。ノーズレザーとパウパッド︓スレートグレー︔肌⾊
か珊瑚⾊のピンクのまだらがあるのが望ましい。適切で
あること（特定のパターンを参照）。 
 
ライラックークリームポイント︓体は氷のようなホ 
ワイト︔まだら、もしあるなら、ポイントのシェードに 
おいてである。ポイント︓霜が降りたようなグレーで 
ピンクがかったトーン。薄いクリームのランダムなまだ 
らがある。⽬⾊︓ブルー。ノーズレザーとパウパッド︓ 
ラベンダーピンク︔肌⾊か珊瑚⾊のピンクのまだらがあ 
るのが望ましい。適切であること（特定のパターンを参 
照）。 
 
シール-トーティーリンクスポイント︓体はクリーム 
か薄いフォーン、腹と胸に、より明い⾊のシェードがあ 
る。体のシェードはゴーストの縞や、ティッキング、レ 
ッドかクリーム、またはそのいずれかのまだら形成する 
であろう。ポイント︓シールブラウンのバーがあり、 
より明るい地⾊と明確に識別できる。︔⽿はシールブラ 
ウンで、中央に薄い拇印模様がある。レッドかクリー
ム、もしくはそのいずれか⼀⽅のランダムなまだらがポ
イントのマーキングに被さっている。⽬⾊︓ブルー。適
切である、特定のパターンを参照︓ノーズレザー︓シー 
ルブラウンは許される、ピンクでシールブラウンの輪郭 
があるのが好ましい。肌⾊か珊瑚⾊のピンクのまだらが 
あるかもしれない。パウパッド︓シールブラウン、ま 
たはシールブラウンで、肌⾊か珊瑚⾊のピンクのまだら 
がある。注釈︓これらの猫はトーティーポイントよりリ 
ンクスポイントに似ている。 
 
チョコレートトーティーリンクスポイント︓体はア 
イボリー。体のシェードはゴーストの縞や、ティッキン 
グ、クリーム、またはそのいずれかのまだら形成するで 
あろう。ポイント︓温かいミルクチョコレートのバー 
があり、より明るい地⾊と明確に識別できる。︔⽿は温 
かいミルクチョコレートで、中央に薄い拇印模様があ
る。レッドとクリーム、もしくはそのいずれか⼀⽅のラ
ンダムなまだらがポイントのマーキングに被さってい
る。⽬⾊︓ブルー。適切である、特定のパターンを参
照︓ノーズレザー︓シナモンは許される、ピンクでシナ
モンの輪郭があるのが好ましい。肌⾊か珊瑚⾊のピンク
のまだらがあるかもしれない。パウパッド︓シナモン、
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またはシナモンで、肌⾊か珊瑚⾊のピンクのまだらがあ
る。注釈︓これらの猫はトーティーポイントよりリンク
スポイントに似ている。 
 
ブルークリームリンクスポイント︓体はブルーがかった
ホワイトからプラチナグレー。体のシェードはゴースト
の縞やティッキング、クリーム、またはそのいずれかの
まだらを形成するだろう。ポイント︓深いブルーグレー
のバーがあり、より明るい地⾊と明確に識別出来る︔⽿
は深いブルーグレーで、中央に薄い拇印模様がある。ク
リームの様々な斑がポイントのマーキングに被さってい
る。⽬⾊︓ブルー。適切である特定のパターンを参照︓
ノーズレザー︓スレート⾊は許される、ピンクでスレー
ト⾊の輪郭があるのが好ましい。肌⾊か珊瑚⾊のピンク
のまだらがあるだろう。パウパッド︓スレート⾊、また
はスレート⾊で肌⾊か珊瑚⾊のピンクのまだらがある。
注釈︓これらの猫はトーティーポイントより、リンクス
ポイントに似ている。 
 
ライラッククリームリンクスポイント:氷のような 
ホワイト。体のシェードはゴーストの縞やティッキン
グ、クリーム、またはそのいずれかのまだらを形成する
だろう。ポイント︓霜がおりたようなグレーで、ピンク
がかったバーがあり、より明るい地⾊と明確に識別出来
る︔⽿は霜が降りたようなグレーで、ピンクがかったト
ーン、中央に薄い拇印模様がある。クリームの様々な斑
がポイントのマーキングに被さっている。⽬⾊︓ブル
ー。適切である特定のパターンを参照︓ノーズレザー︓
ラベンダーピンクは許される、ピンクでラベンダーピン
クの輪郭があるのが好ましい。肌⾊か珊瑚⾊のピンクの
まだらがあるだろう。パウパッド︓ラベンダーピンク、
またはラベンダーピンクで肌⾊か珊瑚⾊のピンクのまだ
らがある。注釈︓これらの猫はトーティーポイントよ
り、リンクスポイントに似ている。 
 
以下の記載は参照の⽬的のみであって、ショースタンダ
ードの公式な部分ではない。 
 

ラグドールカラークラス番号 

 

シールポイント＆ホワイト    ..... 0482  0483 

ブルーポイント＆ホワイト    ..... 0486  0487 

リンクスポイント            ..... 0424  0425 

その他の全てのカラー     ........ 0480  0481 

(その他の＆ホワイトのカラーでライラック、

チョコレート、全てのリンクスカラー、レッ

ド、クリーム、トーティーと全てのバンのカラ

ー) 

ミティッドカラー   .............. 0460  0461 

(全てのミティッドカラー、チョコレート、シ

ール、ライラック、ブルー、全てのリンクスカ

ラー、レッド、クリームとトーティーを含

む。） 

ポインティッドカラー  ........... 0470  0471 

(全てのポイントカラー、チョコレート、シー

ル、ライラック、ブルー、全てのリンクスカラ

ー、レッド、クリームとトーティーを含む。） 

AOV........................なし なし 

 

ラグドールとアウトクロスする事の出来る猫種︓な 
し 
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ロシアンブルー 
( R u s s i a n  B l u e ) 

配点 
頭と首...............................20 

体のタイプ...........................20 

目の形................................5 

耳....................................5 

コート...............................20 

カラー...............................20 

目色.................................10 

 

全般︓良いショーでの⾒本は、良い⾝体状態を持ち、筋
⾁のトーンは固く、敏捷である。 
 
頭︓スムーズで、中位の楔形、⻑くも先細でもなく、短
くも、がっちもしていない。マズルは真っ直ぐに終わっ
ており、楔形全体の⼀部をなしており、誇張されたピン
チも、ウイスカーブレークもない。頭蓋⾻の頭頂は、横
から⾒ると、⻑く平らで、穏やかに⽬のわずかに上へと
下っており、⿐先へと真っ直ぐなラインで幾分下向きの
⾓度で続いている。⿐のブレークやストップはない。頭
頂の⻑さは、⿐の⻑さより遙かにながくなければならな
い。顔は、幅広の⽬の付きかたと厚い⽑のために、⽬の
差し渡しが、幅が広い。 
 
マズル︓スムーズで楔形にそっており、⽬⽴ったウイス
カーパッドやウイスカーピンチはない。 
 
⽿︓どちらかと⾔えば、⼤きく、付け根は幅が広い。先
端は丸いよりは、より尖っている。⽿の⽪膚は薄く、半
透明で、内側の飾り⽑はほとんどない。⽿の外側はほん
のわずかだけカーブしていて、短い、とても繊細な⽑が
あり、⾰が通して⾒えている。はるかに離れて位置し、
頭頂の充分横についている。 
 
⽬︓幅広く離れて付いている。形は⽬の開きが丸くなっ
ている。 
 
⾸︓⻑くほっそりしているが、厚い⽑⽪のために、短く
⾒え、肩胛⾻の⾼い所に位置している。 
 
⿐︓中位の⻑さ。 
 
顎︓⿐の末端と垂直で、下顎は⽔平である。ひっこんで
もいないし、過剰にがっしりもしていない。 
 
体︓⾻が細く、⻑く、しっかりして、筋⾁質︔輪郭と⾝
のこなしは、しなやかで、優美で、⾒た⽬はチューブの
様ではない。 
 
脚︓⻑く、⾻が細い。 
 
ポウ︓⼩さく、わずかに丸い。つま先︓まえ⾜の指は５
本、後ろ⾜の指は４本。 

 
尾︓⻑いが、体と釣り合いがとれている。中位に厚い付
け根から先細りになっている。 
 
コート︓短く、密度が濃く、細く、フラシ天の様であ
る。ダブルコートがその密度の故に、体から⽴ってい
る。明らかに柔らかくシルキーな⼿触り。 
 
失格︓キンクや異常な尾。ロケットやボタン。正しくな
い⾜の指の数。ブルー以外のあらゆる⾊。⻑いコート。 
 

ロシアンブルーのカラー 
 
カラー︓あらゆるところが、均⼀で明るいブルー。ブル
ーのより明るいシェードが好まれる。ガードヘアーはく
っきりとシルバーのティップがあり、猫にシルバーがか
った輝きや、光沢のある外観を与えている。地⾊とティ
ッピングの間に限定されたコントラストが⾒えなければ
ならない。タビーのマーキングはない。ノーズレザー︓
スレートグレー。パウパッド︓ラベンダーピンクかフジ
⾊。⽬⾊︓鮮やかなグリーン 
 
以下の記載は参照の⽬的のみであって、ショースタンダ
ードの公式な部分ではない。 
 

ロシアンブルーの カラークラス番号 

 

ブルー....................... 0500  0501 

A0V.......................... なし  なし 

 

ロシアンブルーとアウトクロスする事の出来る猫種︓な
し 
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スコティッシュフォールド 
( S c o t t i s h F o l d ) 

配点 
頭部（５５） 

耳......................................25 

頭の形、マズル、首、顎、横顔............15 

目......................................15 

体（４０） 

胴体、脚、ポウの体の構成................10 

尾......................................20 

コート..................................10 

カラー(５） 

コートと目の色...........................5 

 

全般︓スコティッシュフォールドという猫は、スコット
ランドの農場の猫の中から、突然変異として⽣じた。こ
の品種はブリティッシュショートヘアーとスコットラン
ドやイングランドの⼟着猫と交配する事で確⽴されてき
た。アメリカでは、他品種との交配はアメリカンショー
トヘアーとブリティッシュショートヘアーと⾏なわれ
る。全ての本当のスコティッシュフォールド種の猫は、
彼らの⾎統をスージー（Susie)という猫へとさかのぼる
ことができる、スージーは最初の折れ曲がり⽿の猫で、
この猫種の創⽴者、ウイリアムとマリーロス（William 
and Mary Ross)によって発⾒された。 
 
頭︓よく丸くなっており、しっかりした顎先と顎を持て
いる。マズルは丸くなったウイスカーパッドがある。頭
は短い⾸へと調和して融合していなければならない。出
っ張った頬は、雄ではジャウルが張った容貌である。 
 
⽬︓広く開いてかわいらしい表情。⼤きく、よく丸くな
っており、幅広の⿐でえ隔てたれている。⽬⾊はコート
のカラーに対応している。ブルーアイやオッドアイはホ
ワイト、バイカラーとバンパターンに対して認められ
る。 
 
⿐︓⿐は短く穏やかなカーブがある。短いストップは許
されるが、明確なノーズブレークは⽋点とみなされる。
横顔は外⾒は程良い程度である。 
 
⽿︓前向きに折れ曲がり、下向きになっている。⼩さ
く、より⼩さく、しっかりと折れ曲がった⽿が緩やかに
折れ曲がり、⼤きな⽿より好ましい。⽿はカップのよう
な様⼦で、丸い頭蓋⾻をあらわにするように、位置して
いなければならない。⽿の先は丸い。 
 
体︓中位で丸く、肩から⾻盤帯（pelvic girdle)まで平
らである。猫は⼗分にパッドのある体で、しっかりと⽴
たなければならない。この猫では、肥⼤の兆しや、短い
貧相な脚が原因での運動性の⽋陥があってはならない。
⽖先はきちんと並んでおり、よく丸くなっており、前の
⾜の指は５本、後ろは４本。全体的な外観は中位の⾻格
をもつ、よく造りあげられた猫で︔明らかにタイプに⽋

陥がある猫は失敗の猫である。雌はいくぶん⼩さいであ
ろう。 
 
尾︓尾は中位から⻑いが体と釣り合いが取れている。尾
は柔軟で、先細りでなければならず、丸い先端で終わっ
ているだろう。⻑く先細りになった尾が好ましい。 
 
コート（ショートヘアー）︓厚く、フラシ天のようで、
均⼀である。短いか、中位に短い。⼿触りは柔らかい。
⽣涯を通じて豊かである。密度があるので、体から離れ
て⽴っており、平らでも、密着して寝てもいない。コー
トの⼿触りは、⾊と部分、季節の変化や、そのいずれか
のために、多様であろう。 
 
コート（ロングヘアー）︓中位にながいか⻑い⽑の⻑
さ。顔と体は⼗分にコートがあるのが望ましいが、顔と
⾜の短い⽑は許される。半ズボンの様な⽑、尾の飾り
⽑、⽖先のタフト、⽿の飾り⽑はくっきりと⾒て取れな
ければならない。重⼤な減点︓⼦猫に置いて以外の綿⽑
の様なコート。 
 
AOV:ストレートな⽿。 
 
減点︓切り⽴った背筋。 
 
失格︓キンクの尾。⼨詰まりになっている尾。異常に肥
⼤した脊髄のために、柔軟性を⽋いた尾。広がった⾜
先、正しくない⾜の指の数。病気や健康不良のあらゆる
兆候。明らかなノーズブレーク。 
 

スコティッシュフォールドのカラー 
 
コートカラー︓遺伝⼦的に可能ないかなる⾊およびパタ
ーン、ならびに遺伝的に可能ないかなる⾊およびパター
ンの任意の組み合わせが可能である。 
 
ボタンとロケット︓全ての⾊/パターンで許容される。
ボタンとロケット、またはそのいずれか⼀⽅がある猫
は、そのようなボタン/ロケットに対して減点されるこ
となく、その基本となるカラーで審査される。 
 
ホワイト︓純粋な輝くホワイト。ノーズレザーとパウパ
ッド︓ピンク。⽬⾊︓ブルー、カッパーまたはゴール
ド。オッドアイホワイトは⼀つがブルーで⼀つがゴール
ドの⽬で⾊の深さは同じ。 
 
ブラック︓被⽑の根本から先まで、陰りのない濃い⽯炭
のような⿊。ノーズレザー︓⿊。パウパッド︓⿊かブラ
ウン。⽬⾊︓カッパーまたはゴールド。 
 
ブルー︓単⼀のレベルのトーンであることが最も重要で
ある明るいシェードが好ましい。ノーズレザーとパウパ
ッド︓ブルー。⽬⾊︓カッパーまたはゴールド。 
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レッド︓深く鮮明、マーキングや、ティッキングがな
い。唇と顎はコートと同じ⾊。ノーズレザーとパウパッ
ド︓煉⽡⾊のレッド。⽬⾊︓カッパーまたはゴールド。 
 
クリーム︓マーキングのない単⼀なレベルのシェード。
より明るいシェードが好ましい。ノーズレザーとパウパ
ッド︓ピンク。⽬⾊︓カッパーまたはゴールド。 
 
チョコレート︓リッチなチェスナットブラウン、全体を
通して陰りがない。ノーズレザー︓ブラウン。パウパ
ッド︓ブラウンまたはシナモン。⽬⾊︓カッパーまたは
ゴールド。 
 
ライラック︓淡い灰⾊とピンク⾊のトーン、全体を通
して陰りがない。ノーズレザーとパウパッド︓ラベン
ダーピンク。⽬⾊︓カッパーまたはゴールド。 
 
シナモン︓明るい⾚褐⾊、全体を通して陰りがない。
ノーズレザーとパウパッド︓シナモン。⽬⾊︓カッパー
またはゴールド。 
 
フォーン︓⻘⽩いココア含みによる淡いラベンダー、全
体を通して陰りがない。より明るいシェードが好まし
い。ノーズレザーとパウパッド︓ペールフォーン。⽬
⾊︓カッパーまたはゴールド。 
 
チンチラシルバー︓アンダーコートは純粋なホワイト。
背中や、側⾯、頭、尻尾が充分に⿊いティップが⼊り、
きらめくシルバーの特徴的な外観を与える。脚はティッ
ピングのあるシェードがいくぶん⼊ることもある。顎、
⽿のタフト、お腹や胸の部分は純粋なホワイト。⽬の縁
取りと唇は⿊、⿐は⿊く縁取られている。ノーズレザ
ー︓煉⽡⾊のレッド。パウパッド︓⿊。⽬⾊︓グリーン
かブルー-グリーン。 
 
シェーデットシルバー︓アンダーコートはホワイトで体
の側⾯、顔、尾から次第に薄くなっていくシェードがか
かった、ブラックのティッピングに被われており、背筋
が濃く、顎、胸、腹と尻尾の下側は⽩い。脚は顔と同じ
トーンである。総じて、チンチラよりかなり暗い印象を
与える。⽬の縁取り、唇は⿊、⿐は⿊く縁取られてい
る。ノーズレザー︓煉⽡⾊のレッド。パウパッド︓⿊。
⽬⾊︓グリーンまたはブルーグリーン。 
 
チンチラゴールデン︓アンダーコートは豊かな暖かい 
クリーム。背中、側⾯、尻尾のコートは⾦⾊の外観を呈
するに充分なブラックのティップがある。脚はティッピ
ングで幾分シェードがかっている場合もある。顎、⽿の
タフト、お腹、胸はクリーム。⽬の輪郭、唇は⿊、⿐は
⿊で縁取られている。ノーズレザー︓濃いローズ⾊。パ
ウパッド︓⿊。⽬⾊︓グリーンかブルーグリーンが好ま
しい。 
 
シェーデットゴールデン︓アンダーコートは豊かな暖か

いクリーム⾊、体の側⾯、顔、尾から次第に薄くなって
いくシェードがかかった、ブラックのティッピングに被
われており、背筋が濃く、顎、胸、腹と尻尾の下側はク
リーム⾊。脚は顔と同じトーンである。総じて、チンチ
ラよりかなり暗い印象を与える。⽬の縁取り、唇は⿊、
⿐は⿊く縁取られている。ノーズレザー︓濃いローズ
⾊。パウパッド︓⿊。⽬⾊︓グリーンかブルーグリー
ン。 
 
シェルカメオ（レッドチンチラ）︓アンダーコートは
⽩。背中、側⾯、尻尾のコートは輝く外観を呈するに充
分なレッドのティップがある。顔と脚はティッピングで
幾分シェードがかっている場合もある。顎、⽿のタフ
ト、お腹、胸は⽩。ノーズレザーとパウパッド︓ロー
ズ。⽬⾊︓カッパーまたはゴールド。 
 
シェーデットカメオ（レッドシェーデット）︓アンダー
コートはホワイト、体の側⾯、顔、尾から次第に薄くな
っていくシェードがかかった、レッドのティッピングに
被われており、背筋が濃く、顎、胸、腹と尻尾の下側は
ホワイト。脚は顔と同じトーンである。総じて、シェル
カメオよりかなり濃いレッドの印象を与える。ノーズレ
ザー、⽬の縁取り、パウパッド︓ローズ。⽬⾊︓カッパ
ーまたはゴールド。 
 
ダイリュートシェルカメオ（クリームチンチラ）︓⽩い
アンダーコート。背中、脇腹、ヘッドと尻尾が特徴的な
輝きのある外観を与えるために⼗分なクリームのティッ
プドがある。顔と脚はわずかなシェーデッドのティッピ
ングがあるだろう。顎、⽿の⽑、お腹と胸は⽩。ノーズ
レザーとパウパッド︓ローズ。⽬⾊︓カッパーまたはゴ
ールド。 
 
ダイリュートシェーデッドカメオ（クリームシェーデッ
ド）︓アンダーコートはホワイトで体の側⾯、顔、尾か
ら次第に薄くなっていくシェードがかかったクリームの
ティッピングに被われており、背筋が濃く、顎、胸、腹
と尻尾の下側は⽩い。脚は顔と同じトーンである。総じ
て、シェルカメオよりかなり⾊が多い印象を与える。ノ
ーズレザー、⽬の縁取りとパウパッド︓ローズ。⽬⾊︓
カッパーまたはゴールド。 
 
ブルーシェーデッド︓アンダーコートはホワイトで体の
側⾯、顔、尾から次第に薄くなっていくシェードがかか
ったブルーのシェードに被われており、背筋が濃く、
顎、胸、腹と尻尾の下側は⽩い。脚は顔と同じトーンで
ある。ノーズレザーとパウパッド︓ブルーまたはピンク
がかったブルー。⽬⾊︓カッパーまたはゴールド。 
 
チョコレートシェーデッド︓アンダーコートはホワイト
で体の側⾯、顔、尾から次第に薄くなっていくシェード
がかかったチョコレートのシェードに被われており、背
筋が濃く、顎、胸、腹と尻尾の下側は⽩い。脚は顔と同
じトーンである。ノーズレザー︓ピンク。パウパッド︓
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シナモン。⽬⾊︓カッパーまたはゴールド。 
 
ライラックシェーデッド︓アンダーコートはホワイトで
体の側⾯、顔、尾から次第に薄くなっていくシェードが
かかったライラックのシェードに被われており、背筋が
濃く、顎、胸、腹と尻尾の下側は⽩い。脚は顔と同じト
ーンである。ノーズレザーとパウパッド︓ラベンダーピ
ンク。⽬⾊︓カッパーまたはゴールド。 
 
シナモンシェーデッド︓アンダーコートはホワイトで体
の側⾯、顔、尾から次第に薄くなっていくシェードがか
かったシナモンのシェードに被われており、背筋が濃
く、顎、胸、腹と尻尾の下側は⽩い。脚は顔と同じトー
ンである。ノーズレザー︓ピンク。パウパッド︓コーラ
ル。⽬⾊︓カッパーまたはゴールド。 
 
フォーンシェーデッド︓アンダーコートはホワイトで体
の側⾯、顔、尾から次第に薄くなっていくシェードがか
かったフォーンのシェードに被われており、背筋が濃
く、顎、胸、腹と尻尾の下側は⽩い。脚は顔と同じトー
ンである。ノーズレザー︓フォーン。パウパッド︓ピン
ク。⽬⾊︓カッパーまたはゴールド。 
 
トーティーシェルシェーデッド︓アンダーコートはホワ
イトで体の側⾯、顔、尾から次第に薄くなっていくシェ
ードがかかったトーティーシェルのシェードに被われて
おり、背筋が濃く、顎、胸、腹と尻尾の下側は⽩い。脚
は顔と同じトーンである。ノーズレザーとパウパッド︓
ソリッドの場合と同様︔ピンクの斑点が付いている場合
がある。⽬⾊︓カッパーまたはゴールド。 
 
ブルークリームシェーデッド︓アンダーコートはホワイ
トで体の側⾯、顔、尾から次第に薄くなっていくシェー
ドがかかったブルークリームのシェードに被われてお
り、背筋が濃く、顎、胸、腹と尻尾の下側は⽩い。脚は
顔と同じトーンである。ノーズレザーとパウパッド︓ソ
リッドの場合と同様︔ピンクの斑点が付いている場合が
ある。⽬⾊︓カッパーまたはゴールド。 
 
チョコレートトーティーシェルシェーデッド︓アンダー
コートはホワイトで体の側⾯、顔、尾から次第に薄くな
っていくシェードがかかったチョコレートトーティーシ
ェルのシェードに被われており、背筋が濃く、顎、胸、
腹と尻尾の下側は⽩い。脚は顔と同じトーンである。ノ
ーズレザーとパウパッド︓ソリッドの場合と同様︔ピン
クの斑点が付いている場合がある。⽬⾊︓カッパーまた
はゴールド。 
 
シナモントーティーシェルシェーデッド︓アンダーコー
トはホワイトで体の側⾯、顔、尾から次第に薄くなって
いくシェードがかかったシナモントーティーシェルのシ
ェードに被われており、背筋が濃く、顎、胸、腹と尻尾
の下側は⽩い。脚は顔と同じトーンである。ノーズレザ
ーとパウパッド︓ソリッドの場合と同様︔ピンクの斑点

が付いている場合がある。⽬⾊︓カッパーまたはゴール
ド。 
 
ライラッククリームシェーデッド︓アンダーコートはホ
ワイトで体の側⾯、顔、尾から次第に薄くなっていくシ
ェードがかかったラベンダークリームのシェードに被わ
れており、背筋が濃く、顎、胸、腹と尻尾の下側は⽩
い。脚は顔と同じトーンである。ノーズレザーとパウパ
ッド︓ソリッドの場合と同様︔ピンクの斑点が付いてい
る場合がある。⽬⾊︓カッパーまたはゴールド。 
 
フォーンクリームシェーデッド︓アンダーコートはホワ
イトで体の側⾯、顔、尾から次第に薄くなっていくシェ
ードがかかったフォーンクリームのシェードに被われて
おり、背筋が濃く、顎、胸、腹と尻尾の下側は⽩い。脚
は顔と同じトーンである。ノーズレザーとパウパッド︓
ソリッドの場合と同様︔ピンクの斑点が付いている場合
がある⽬⾊︓カッパーまたはゴールド。 
 
ブラックスモーク︓⽩いアンダーコートで、⿊のティッ
プが深く⼊っている。猫が休んでいるときはブラックに
⾒える。動いた時に⽩のアンダーコートがくっきりと現
れる。（四肢の）先端と顔は⿊で、被⽑を分けた場合に
のみ⾒える⽪膚に隣接した⽑の根元部分に狭い⽩の帯が
ある。ノーズレザーとパウパッド︓⿊。⽬⾊︓カッパー
またはゴールド。 
 
ブルースモーク︓⽩いアンダーコートでブルーのティッ
プが深く⼊っている。猫が休んでいるときはブルーに⾒
える。動いた時に⽩のアンダーコートがくっきりと現れ
る。（四肢の）先端と顔はブルーで、被⽑を分けた場合
にのみ⾒える、⽪膚に隣接した⽑の根元部分に狭い⽩の
帯がある。ノーズレザーとパウパッド︓ブルー。⽬⾊︓
カッパーまたはゴールド。 
 
カメオスモーク（レッドスモーク）︓⽩いアンダーコー
トでレッドのティップが深く⼊っている。猫が休んでい
るときはレッドに⾒える。動いた時に⽩のアンダーコー
トがくっきりと現れる。（四肢の）先端と顔はレッド
で、被⽑を分けた場合にのみ⾒える、⽪膚に隣接した⽑
の根元部分に狭い⽩の帯がある。ノーズレザー、⽬の輪
郭、パウパッド︓ローズ。⽬⾊︓カッパーまたはゴール
ド。 
 
チョコレートスモーク︓⽩いアンダーコートでチョコレ
ートのティップが深く⼊っている。猫が休んでいるとき
はチョコレートに⾒える。動いた時に⽩のアンダーコー
トがくっきりと現れる。（四肢の）先端と顔はチョコレ
ートで、被⽑を分けた場合にのみ⾒える、⽪膚に隣接し
た⽑の根元部分に狭い⽩の帯がある。ノーズレザーとパ
ウパッド︓ローズ。⽬⾊︓カッパーまたはゴールド。 
 
ライラックスモーク︓⽩いアンダーコートでライラック
のティップが深く⼊っている。猫が休んでいるときはラ
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イラックに⾒える。動いた時に⽩のアンダーコートがく
っきりと現れる。（四肢の）先端と顔はライラックで、
被⽑を分けた場合にのみ⾒える、⽪膚に隣接した⽑の根
元部分に狭い⽩の帯がある。ノーズレザーとパウパッ
ド︓ラベンダーピンク。⽬⾊︓カッパーまたはゴール
ド。 
 
シナモンスモーク︓⽩いアンダーコートでシナモンのテ
ィップが深く⼊っている。猫が休んでいるときはシナモ
ンに⾒える。動いた時に⽩のアンダーコートがくっきり
と現れる。（四肢の）先端と顔はシナモンで、被⽑を分
けた場合にのみ⾒える、⽪膚に隣接した⽑の根元部分に
狭い⽩の帯がある。ノーズレザーとパウパッド︓シナモ
ン。⽬⾊︓カッパーまたはゴールド。 
 
クリームスモーク︓⽩いアンダーコートでクリームのテ
ィップが深く⼊っている。猫が休んでいるときはクリー
ムに⾒える。動いた時に⽩のアンダーコートがくっきり
と現れる。（四肢の）先端と顔はクリームで、被⽑を分
けた場合にのみ⾒える、⽪膚に隣接した⽑の根元部分に
狭い⽩の帯がある。ノーズレザーとパウパッド︓ピン
ク。⽬⾊︓カッパーまたはゴールド。 
 
フォーンスモーク︓⽩いアンダーコートでフォーンのテ
ィップが深く⼊っている。猫が休んでいるときはフォー
ンに⾒える。動いた時に⽩のアンダーコートがくっきり
と現れる。（四肢の）先端と顔はフォーンで、被⽑を分
けた場合にのみ⾒える、⽪膚に隣接した⽑の根元部分に
狭い⽩の帯がある。ノーズレザーとパウパッド︓ペール
フォーン。⽬⾊︓カッパーまたはゴールド。 
 
トーティシェルスモーク︓⽩いアンダーコートでトーテ
ィーシェルのティップが深く⼊っている。猫が休んでい
るときはトーティーシェルに⾒える。動いた時に⽩のア
ンダーコートがくっきりと現れる。（四肢の）先端と顔
はトーティーシェルで、被⽑を分けた場合にのみ⾒え
る、⽪膚に隣接した⽑の根元部分に狭い⽩の帯がある。
ノーズレザーとパウパッド︓⿐とポウにピンクの斑点が
付いている。⽬⾊︓カッパーまたはゴールド。 
 
ブルークリームスモーク︓⽩いアンダーコートでブルー
クリームのティップが深く⼊っている。猫が休んでいる
ときはブルークリームに⾒える。動いた時に⽩のアンダ
ーコートがくっきりと現れる。（四肢の）先端と顔はブ
ルークリームで、被⽑を分けた場合にのみ⾒える、⽪膚
に隣接した⽑の根元部分に狭い⽩の帯がある。ノーズレ
ザーとパウパッド︓⿐とポウにピンクの斑点が付いてい
る。⽬⾊︓カッパーまたはゴールド。 
 
チョコレートトーティーシェルスモーク︓⽩いアンダー
コートでチョコレートトーティーシェルのティップが深
く⼊っている。猫が休んでいるときはチョコレートトー
ティーシェルに⾒える。動いた時に⽩のアンダーコート
がくっきりと現れる。（四肢の）先端と顔はチョコレー

トトーティーシェルで、被⽑を分けた場合にのみ⾒え
る、⽪膚に隣接した⽑の根元部分に狭い⽩の帯がある。
ノーズレザーとパウパッド︓⿐とポウにピンクの斑点が
付いている。⽬⾊︓カッパーまたはゴールド。 
 
ライラッククリームスモーク︓⽩いアンダーコートでラ
イラッククリームのティップが深く⼊っている。猫が休
んでいるときはライラッククリームに⾒える。動いた時
に⽩のアンダーコートがくっきりと現れる。（四肢の）
先端と顔はライラッククリームで、被⽑を分けた場合に
のみ⾒える、⽪膚に隣接した⽑の根元部分に狭い⽩の帯
がある。ノーズレザーとパウパッド︓⿐とポウにピンク
の斑点が付いている。⽬⾊︓カッパーまたはゴールド。 
 
シナモントーティーシェルスモーク︓⽩いアンダーコー
トでシナモントーティーシェルのティップが深く⼊って
いる。猫が休んでいるときはシナモントーティーシェル
に⾒える。動いた時に⽩のアンダーコートがくっきりと
現れる。（四肢の）先端と顔はシナモントーティーシェ
ルで、被⽑を分けた場合にのみ⾒える、⽪膚に隣接した
⽑の根元部分に狭い⽩の帯がある。ノーズレザーとパウ
パッド︓⿐とポウにピンクの斑点が付いている。⽬⾊︓
カッパーまたはゴールド。 
 
フォーンクリームスモーク︓⽩いアンダーコートでフォ
ーンクリームのティップが深く⼊っている。猫が休んで
いるときはフォーンクリームに⾒える。動いた時に⽩の
アンダーコートがくっきりと現れる。（四肢の）先端と
顔はフォーンクリームで、被⽑を分けた場合にのみ⾒え
る、⽪膚に隣接した⽑の根元部分に狭い⽩の帯がある。
ノーズレザーとパウパッド︓ピンク。⽬⾊︓カッパーま
たはゴールド。 
 
クラッシックタビーパターン︓マーキングは濃く、はっ
きりと⾒えて、幅が広い。脚は体のマーキングとつなが
るように登っていくブレスレットの縞がある。尻尾は均
等に輪がある。⾸、胸の上部に途切れのない何本ものネ
ックレスがあり、ネックレスは多いほど良い。しかめつ
らマークが額にあり、それは⼊り組んだ"Ｍ"の形になっ
ていいる。途切れのないラインが⽬の外側の⾓から後ろ
へと⾛っている。渦巻きが頬にある。縦のラインが頭の
後ろを通って肩のバタフライマークにまで及んでいる、
そのバタフライマークは、上⽻と下⽻の両⽅がくっきり
と縁取られ、輪郭の内側には斑点のマークがある。背中
のマークはバタフライから尻尾へと背⾻に沿って縦に降
りている⼀本のラインと、それに平⾏して両側にそれぞ
れ縦の⼀本の縞からなり、この３本の縞は地⾊の縞によ
って、よく離れている。⼀つかそれ以上の途切れない輪
に取り囲まれた⼤きな単⾊の班が両則にある。側⾯のマ
ークは両則ともに同じである。⼆重の縦のボタンの列が
胸と腹にある。 
 
マッカレルタビーパターン︓マーキングは濃く、くっき
りと⾒え、全ては狭い鉛筆書きのラインのようである。
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脚には体のマークにつながる狭いブレスレットからなる
均等な縞がある。尻尾はバーがある。⾸と胸のネックレ
スがくっきりしており、沢⼭のチェーンの様である。頭
部には縞があり、額に"M"マークがある。⽬から後ろに
かけて途切れない線が⾛っている。ラインは頭部から駆
け下り、肩で出会っている。背⾻に沿った線は共に流れ
て狭いサドルを形作る。狭いペンシルラインが体の回り
に⾛っている。 
 
スポティッドタビーパターン︓体のマーキングはスポッ
トである。スポットは、丸いか、楕円か、ロゼット型で
ある。これらはいずれも等価であるが、スポットは形や
位置が何であれ、くっきりとしていなければならない。
スポットは切れたマッカレルのパターンで⼀緒に流れて
いてはならない。背の縞は体の⻑さで、尻尾の先まで流
れている。その縞は理想的には、スポットから構成され
ている。顔と額のマークは典型的なタビーのマーキング
になる。体の下側は"ベストボタン"がある。脚と尻尾は
縞になっている。 
 
ティックドタビーパターン︓体の⽑は模様の⾊と地⾊の
様々なシェードのあるティックドである。体は上から⾒
たときに背中の濃いシェード以外の、識別出来るような
スポットや縞や班がない。より明るい下側はタビーマー
クが⾒える場合もある。顔、脚、尻尾は明瞭な縞の筋を
⽰さなければならない。猫は少なくとも⼀本のくっきり
としたネックレスを持たなければならない。 
 
パッチドタビーパターン︓パッチドタビー（トビー）は
シルバー、ブラウン、もしくはブルータビーにレッドか
クリームもしくはその両⽅のパッチで構成されている。 
 
シルバータビー︓唇と顎を含み、地⾊は薄い澄んだシル
バーである。マーキングは濃いブラック。ノーズレザ
ー︓煉⽡⾊のレッド。パウパッド︓⿊。⽬⾊︓カッパ
ー、ゴールド、グリーンまたはーゼル。 
 
ブルーシルバータビー（ピュータータビー）︓唇や顎を
含む地⾊は薄い、鮮やかなブルーがかったシルバー。マ
ーキングは陰りのないブルー。ノーズレザー︓ブルーも
しくはオールドローズでブルーの縁取りがある。パウパ
ッド︓ブルー。⽬⾊︓カッパー、ゴールド、グリーンも
しくはヘーゼル。 
 
ブルーシルバーパッチドタビー︓⾊は薄いブルーがかっ
たシルバーで。マーキングは陰りのないブルーとクリー
ム、または柔らかにクリームが⼊り交じった部分が体と
四肢、もしくはそのいずれか⼀⽅にある。アンダーコー
トはホワイト。唇と顎は⽬の周りの輪と同じシェード。
ノーズレザー︓ブルーかオールドローズでブルーとピン
ク、もしくはそのいいずれか⼀⽅で縁取りがある。パウ
パッド︓ブルーかオールドローズとピンクもしくはその
いずれか⼀⽅。⽬⾊︓カッパー、ゴールド、グリーンま
たはヘーゼル。 

 
レッドタビー︓地⾊はレッド。マーキングは深く豊かな
レッド。唇と顎はレッド。ノーズレザーとパウパッド︓
煉⽡⾊のレッド。⽬⾊︓カッパーまたはゴールド 
 
ブラウンタビー︓地⾊は輝く銅⾊のブラウン。マーキン
グは濃いブラック。唇と顎は、⽬の回りのリングと同じ
シエードである。⾜の裏は、パウから踵にかけてブラッ
ク。ノーズレザー︓煉⽡⾊のレッド。パウパッド︓ブラ
ックかブラウン。⽬⾊︓カッパーまたはゴールド。 
 
ブルータビー︓唇と顎を含み、地⾊は薄いブルーがかっ
たアイボリー。マーキングはとても深いブルーのクラッ
シックかマッカレルの縞のマーキングがあり、地⾊と良
いコントラストをなしている。暖かいフォーンがかった
雰囲気か、パティナが全体にかかっている。 ノーズレ
ザー︓オールドローズ。パウパッド︓ローズ。⽬⾊︓カ
ッパーまたはゴールド。 
 
クリームタビー︓唇と顎を含み地⾊はとても薄いクリー
ム。マーキングはバフかクリームで良いコントラストを
なすように、地⾊より充分に濃いが、ダイリュートカラ
ーの範囲内ではある。ノーズレザーとパウパッド︓ピン
ク。⽬⾊︓カッパーまたはゴールド。 
 
カメオタビー︓地⾊はオフホワイト。マーキングはレッ
ド。ノーズレザーとパウパッド︓ローズ。⽬⾊︓カッパ
ーまたはゴールド。 
 
クリームカメオタビー（ダイリュートカメオ）︓地⾊は
オフホワイト。マーキングはクリーム。ノーズレザーと
パウパッド︓ピンク。⽬⾊︓カッパーまたはゴールド。 
 
チョコレートタビー︓地⾊は温かいフォーン。マーキン
グはリッチなチェスナットブラウン。ノーズレザー︓シ
ナモン。⽬⾊︓カッパーまたはゴールド。 
 
チョコレートシルバータビー︓唇と顎を含み地⾊はシル
バー。マーキングはリッチなチェスナット。ノーズレザ
ー︓シナモン。⽬⾊︓カッパーまたはゴールド。 
 
シナモンタビー︓唇と顎を含み地⾊は温かいペールハニ
ー。マーキングは濃いシナモンであり地⾊との良好なコ
ントラストを与える。ノーズレザー︓シナモン、または
コーラルで縁取られたシナモン。⽬⾊︓カッパーまたは
ゴールド。 
 
シナモンシルバータビー︓唇と顎を含み地⾊は淡い輝く
シルバー。マーキングは濃いシナモン。ノーズレザー︓
シナモン。ポウ︓コーラル。⽬⾊︓カッパーまたはゴー
ルド。 
 
ライラックタビー︓唇と顎を含み地⾊は淡いラベンダ
ー。マーキングはリッチなライラックであり地⾊との良
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好なコントラストを与える。ノーズレザー︓ラベンダ
ー、またはピンクで縁取られたラベンター。ポウ︓ラベ
ンダーピンク。⽬⾊︓カッパーまたはゴールド。 
 
ライラックシルバータビー︓唇と顎を含み地⾊はクリア
ーシルバー。マーキングはライラック。ノーズレザー︓
ラベンダー、またはピンクで縁取られたラベンター。ポ
ウ︓ラベンダーピンク。⽬⾊︓カッパーまたはゴール
ド。 
 
フォーンタビー︓唇と顎を含み地⾊は淡いアイボリー。
マーキングは濃いフォーンであり地⾊との良好なコント
ラストを与える。ノーズレザーとポウ︓淡いフォーン。
⽬⾊︓カッパーまたはゴールド。 
 
フォーンシルバータビー︓唇と顎を含み地⾊はクリアー
シルバー。マーキングはフォーン。ノーズレザーとポ
ウ︓淡いフォーン。⽬⾊︓カッパーまたはゴールド。 
 
タビーアンドホワイト︓全てのタビーパターンとカラー
に追加的にホワイトがある。⽬⾊︓ゴールド、カッパ
ー、ブルー、またはオッドアイ、オッドアイは⼀⽅のブ
ルーで、⼀⽅がゴールド、等しい⾊の深み。 
 
トーティーシェル︓ブラックに、レッドのパッチかレッ
ドのレッドが柔らかく⼊り乱れた部分が体と⼿⾜の両⽅
にある。レッドの様々なシェードは受け⼊れられる。顔
にレッドの斑があるのが望ましい。⽬⾊︓カッパーまた
はゴールド。 
 
トーティーシェルアンドホワイト︓トーティーシェルに
定義されたような⾊で、体と四肢の両⽅、もしくはいず
れか⼀⽅にホワイトが加わっている。そのホワイトは、
ボタンやロケットより⼤きい。⽬⾊︓ゴールド、カッパ
ー、ブルー、またはオッドアイ、オッドアイは⼀⽅のブ
ルーで、⼀⽅がゴールド、等しい⾊の深み。 
 
チョコレートトーティーシェル︓リッチなチェスナット
ブラウンに、レッドのパッチかレッドのシェードが⼊
る。レッドの様々なシェードは受け⼊れられる。顔にレ
ッドの斑があるのが望ましい。⽬⾊︓カッパーまたはゴ
ールド。 
 
チョコレートトーティーシェルアンドホワイト︓チョコ
レートトーティーシェルに定義されたような⾊で、体と
四肢の両⽅、もしくはいずれか⼀⽅にホワイトが加わっ
ている。そのホワイトは、ボタンやロケットより⼤き
い。⽬⾊︓ゴールド、カッパー、ブルー、またはオッド
アイ、オッドアイは⼀⽅のブルーで、⼀⽅がゴールド、
等しい⾊の深み。 
 
シナモントーティーシェル︓シナモンに、レッドのパッ
チかレッドのシェードが⼊る。レッドの様々なシェード
は受け⼊れられる。顔にレッドの斑があるのが望まし

い。⽬⾊︓カッパーまたはゴールド。 
 
シナモントーティーシェルアンドホワイト︓シナモント
ーティーシェルに定義されたような⾊で、体と四肢の両
⽅、もしくはいずれか⼀⽅にホワイトが加わっている。
そのホワイトは、ボタンやロケットより⼤きい。⽬⾊︓
ゴールド、カッパー、ブルー、またはオッドアイ、オッ
ドアイは⼀⽅のブルーで、⼀⽅がゴールド、等しい⾊の
深み。 
 
キャリコ︓⽩にブラックとレッドの無秩序なパッチがあ
る。ホワイトが体の下⾯では優占している。⽬⾊︓ゴー
ルド、カッパー、ブルー、またはオッドアイ、オッドア
イは⼀⽅のブルーで、⼀⽅がゴールド、等しい⾊の深
み。 
 
ダイリュートキャリコ︓⽩にブルーとクリームの無秩序
なパッチがある。ホワイトが体の下⾯では優占してい
る。⽬⾊︓ゴールド、カッパー、ブルー、またはオッド
アイ、オッドアイは⼀⽅のブルーで、⼀⽅がゴールドで
等しい⾊の深み。 
 
ブルークリーム︓ブルーにソリッドのクリームのパッチ
がある。パッチはくっきりと明確で、体と⼿⾜の両⽅で
良く途切れている。⽬⾊︓カッパーまたはゴールド。 
 
ブルークリームアンドホワイト︓ブルークリームに定義
されたような⾊で、体と四肢の両⽅、もしくはいずれか
⼀⽅にホワイトが加わっている。そのホワイトは、ボタ
ンやロケットより⼤きい。⽬⾊︓ゴールド、カッパー、
ブルー、またはオッドアイ、オッドアイは⼀⽅のブルー
で、⼀⽅がゴールドまたはカッパー、等しい⾊の深み。 
 
ライラッククリーム︓ライラックにクリームのパッチが
ある。パッチはくっきりと明確で、体と⼿⾜の両⽅で良
く途切れている。⽬⾊︓カッパーまたはゴールド。 
 
ライラッククリームアンドホワイト︓ライラッククリー
ムに定義されたような⾊で、体と四肢の両⽅、もしくは
いずれか⼀⽅にホワイトが加わっている。そのホワイト
は、ボタンやロケットより⼤きい。⽬⾊︓ゴールド、カ
ッパー、ブルー、またはオッドアイ、オッドアイは⼀⽅
のブルーで、⼀⽅がゴールドまたはカッパー、等しい⾊
の深み。 
 
フォーンクリーム︓フォーンにクリームのパッチがあ
る。パッチはくっきりと明確で、体と⼿⾜の両⽅で良く
途切れている。⽬⾊︓カッパーまたはゴールド。 
 
フォーンクリームアンドホワイト︓フォーンクリームに
定義されたような⾊で、体と四肢の両⽅、もしくはいず
れか⼀⽅にホワイトが加わっている。そのホワイトは、
ボタンやロケットより⼤きい。⽬⾊︓ゴールド、カッパ
ー、ブルー、またはオッドアイ、オッドアイは⼀⽅のブ
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ルーで、⼀⽅がゴールドまたはカッパー、等しい⾊の深
み。 
 
バイカラー︓無秩序なブラックとホワイト、無秩序なブ
ルーのパッチとホワイト、無秩序なレッドのパッチとホ
ワイト、無秩序なクリームのパッチとホワイト。⽬⾊︓
ゴールド、カッパー、ブルー、または、オッドアイ。オ
ッドアイは⼀つがブルーで、⼀つがゴールド、またはカ
ッパーの、等しい⾊の深みの⽬を持つであろう。 
 
ポインテッドパターン︓明るいボディカラー、多少の⾊
は許される。⽼いた猫ではより濃いボディカラーが⾒ら
れるが、ポイントとボディのコントラストは明⽩でなけ
ればならない。ポイント︓マスク、⽿、脚、尾と⾜がハ
ッキリと⼀定である。マスクはトップヘッドに広がって
はいけない。ノーズレザーとパウパッド︓コートカラー
に準ずる。ポインテッドパターンは、他のパターン（ミ
ンクを除く）および任意の⾊と組み合わされる。例え
ば、ライラックシルバーリンクスポイントやシールトー
ティーポイントアンドホワイト（バイカラークラスでエ
ントリーされる）。 
 
シールポイント︓ボディは均⼀の淡いフォーンからクリ
ーム、暖かい⾊調で、お腹と胸部の⾊が徐々に薄くなっ
ている。ポイントはディープブラウン。ノーズレザーと
パウパッド︓ポイントと同じ⾊。⽬⾊︓ブルー。 
 
シールリンクスポイント︓ポイントはベージュブラウ
ン。ダークブラウンのタビーマークが付いている。ボデ
ィカラーは淡いクリームからフォーン、暖かい⾊調。マ
スクには額に垂直な濃いストライプと「Ｍ」が、頬には
⽔平にはっきりとあり、ウィスカーパッド上のダークス
ポットは暗い⾊のエッジで明確に輪郭が描かれている。
⽿の内側は明るく、外側には拇印模様がある。マーキン
グは濃く、明確で⼀定であり、幅広い。⾜はブレスレッ
トがむら無くある。尻尾には縞がある。体に縞や斑点が
無いが歳を重ねた猫の陰影には配慮する。ノーズレザ
ー︓シールまたは煉⽡⾊。パウパッド︓シール。⽬⾊︓
ブルー。 
 
チョコレートポイント︓ボディはシェードの無いアイボ
リー。ポイントはミルクチョコレートカラー、温かい⾊
調。ノーズレザーとパウパッド︓シナモンピンク。⽬
⾊︓ブルー。 
 
チョコレートリンクスポイント︓ボディはアイボリー、
ゴーストのストライプが⾒える場合がある。ポイント︓
ミルクチョコレートカラー、より明るい背景⾊で別れて
いる。⽿は暖かいミルクチョコレートで中央に淡い拇印
がある。ノーズレザー︓シナモンが許され、ピンクのエ
ッジが好ましい。パウパッド︓シナモン。⽬⾊︓ブル
ー。 
 
ブルーポイント︓ボディは⻘みがかった⽩、冷たいトー

ン。お腹と胸部の⾊が徐々に薄くなっている。ポイント
はディープブラウン。ノーズレザーとパウパッド︓スレ
ートブルー。⽬⾊︓ブルー。 
 
ブルーリンクスポイント︓ポイントは明るくシルバーブ
ルー。ダークブルーのタビーマークが付いている。ボデ
ィカラーは⻘みがかった⽩、冷たいトーン。マスクには
額に垂直な濃いストライプと「Ｍ」が、頬には⽔平には
っきりとあり、ウィスカーパッド上のダークスポットは
暗い⾊のエッジで明確に輪郭が描かれている。⽿の内側
は明るく、外側には拇印模様がある。マーキングは濃
く、明確で⼀定であり、幅広い。⾜はブレスレットがむ
ら無くある。尻尾には縞がある。体に縞や斑点が無いが
歳を重ねた猫の陰影には配慮する。ノーズレザー︓ブル
ーまたは煉⽡⾊。パウパッド︓ブルー。⽬⾊︓ブルー。 
 
ブルークリームポイント︓ボディは⻘みがかった⽩かク
リーミーホワイト。お腹と胸部の⾊が徐々に薄くなって
いる。ポイントはブルーと、クリームのパッチ。ノーズ
レザーとパウパッド︓スレートブルー、ピンクまたは、
スレートブルーとピンクのコンビネーション。⽬⾊︓ブ
ルー。 
 
ブルークリームリンクスポイント︓ポイントはブルー。
ダークブルーのタビーマークとクリームのパッチが付い
ている。ボディカラーは⻘みがかった⽩、冷たいトー
ン。マスクには額に垂直な濃いストライプと「Ｍ」が、
頬には⽔平にはっきりとあり、ウィスカーパッド上のダ
ークスポットは暗い⾊のエッジで明確に輪郭が描かれて
いる。⽿の内側は明るく、外側には拇印模様がある。マ
ーキングは濃く、明確で⼀定であり、幅広い。⾜はブレ
スレットがむら無くある。尻尾には縞がある。ノーズレ
ザー︓スレートブルーそして／またはピンク。パウパッ
ド︓ブルー。⽬⾊︓ブルー。 
 
ライラックポイント︓ボディは氷のような⽩でシェード
は無い。ポイントは冷たいグレーでピンクがかってい
る。ノーズレザーとパウパッド︓ラベンダーピンク。⽬
⾊︓ブルー。 
 
ライラックリンクスポイント︓ボディは氷のような⽩、
ゴーストのストライプが⾒える場合がある。ポイントは
冷たいグレーでピンクがかったバー、より明るい背景⾊
で別れている。⽿は暖かいミルクチョコレートで中央に
淡い拇印がある。ノーズレザー︓ラベンダーピンクが許
され、ピンクのエッジが好ましい。パウパッド︓ラベン
ダーピンク。⽬⾊︓ブルー。 
 
ライラッククリームポイント︓ボディは氷のような⽩、
もしあればシェードのポイントがある。ポイントは冷た
いグレーでピンクがかっている。淡いクリームで均⼀な
斑紋、強い輝きが望ましい。ノーズレザーとパウパッ
ド︓ラベンダーピンク、肌⾊またはコーラルピンクの斑
点が望ましい。⽬⾊︓ブルー。 
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ライラッククリームリンクスポイント︓ボディは氷のよ
うな⽩、ゴーストのストライプが⾒える場合がある。ポ
イントは冷たいグレーでピンクがかったバー、より明る
い背景⾊で別れている。⽿は冷たいグレーでピンクがか
っている。クリームの均⼀な斑点はポイントのマーキン
グを覆う。ノーズレザー︓ラベンダーピンクが好まし
い、ラベンダーピンクにピンクのエッジがより望まし
い、肌⾊またはコーラルピンクの斑点が⾒える場合があ
る。パウパッド︓ラベンダーピンク、またはラベンダー
ピンクと肌⾊またはコーラルピンクの斑紋。⽬⾊︓深い
鮮やかな⻘。 注︓これらの猫はトーティーポイントよ
りもリンクスポイントに似ている。 
 
フレーム（レッド）ポイント︓ボディはクリーミーホワ
イト。ポイントはオレンジの炎から濃い⾚。ノーズレザ
ーとパウパッド︓肌⾊またはコーラルピンク。⽬⾊︓ブ
ルー。 
 
フレーム（レッド）リンクスポイント︓ボディはクリー
ミーホワイト、ゴーストのストライプが⾒える場合があ
る。ポイントはオレンジの炎から濃い⾚のストライプ、
より明るい背景⾊で別れている。⽿はオレンジの炎から
濃い⾚、淡い拇印が中央にある。ノーズレザーとパウパ
ッド︓肌⾊またはコーラルピンク。⽬⾊︓ブルー。 
 
クリームポイント︓ボディはクリーミーホワイトでシェ
ードは無い。ポイントはバフクリームでアプリコットは
無い。ノーズレザーとパウパッド︓肌⾊ピンクまたはサ
ーモンコーラル。⽬⾊︓ブルー。 
 
クリームリンクスポイント︓ボディはクリアーホワイ
ト、ゴーストのストライプが⾒える場合がある。ポイン
トはペールバフクリームから明るいピンクがかったクリ
ームのストライプ、より明るい背景⾊で別れている。⽿
はペールバフクリームから明るいピンク、淡い拇印が中
央にある。ノーズレザーとパウパッド︓肌⾊またはコー
ラルピンク。⽬⾊︓ブルー。 
 
トーティーポイント︓ボディはクリーミーホワイトかペ
ールフォーン。ポイントはシールで⾚かまたはクリーム
のまだらではないパッチがある。顔に⾚やクリームの班
があるのが好ましい。⽬⾊︓ブルー。 
 
トーティーリンクスポイント︓ポイントはベージュブラ
ウンで、ダークブラウンのタビーマークと⾚のパッチが
付いている。ボディカラーはクリーミーホワイトかペー
ルフォーン。マスクには額に垂直な濃いストライプと
「Ｍ」が、頬には⽔平にはっきりとあり、ウィスカーパ
ッド上のダークスポットは暗い⾊のエッジで明確に輪郭
が描かれている。⽿の内側は明るく、外側には拇印模様
がある。マーキングは濃く、明確で⼀定であり、幅広
い。⾜はブレスレットがむら無くある。尻尾には縞があ
る。ノーズレザーとパウパッド︓シールブラウンとまた

は肌⾊かコーラルピンク。⽬⾊︓ブルー。 
 
チョコレートトーティーポイント︓ボディはアイボリ
ー、年齢を重ねた猫では斑がある場合がある。ポイント
は暖かいミルクチョコレートで、⾚やクリームで均⼀に
斑がある。ブレーズが望ましい。ノーズレザーとパウパ
ッド︓シナモン。肌⾊またはコーラルピンクの斑が望ま
しい。⽬⾊︓ブルー。 
 
チョコレートトーティーリンクスポイント︓ボディはア
イボリー、ゴーストのストライプとまたはクリームの斑
が⾒える場合がある。ポイントは暖かいミルクチョコレ
ートのバー、より明るい背景⾊で別れている。⽿は暖か
いミルクチョコレートで中央には淡い拇指がある。⾚と
またはクリームの均⼀な斑点はポイントのマーキングを
覆う。ノーズレザー︓シナモンが好ましい、シナモンに
ピンクのエッジがより望ましい、肌⾊またはコーラルピ
ンクの斑点が⾒える場合がある。パウパッド︓シナモ
ン、またはシナモンと肌⾊またはコーラルピンクの斑
紋。⽬⾊︓ブルー。 注︓これらの猫はトーティーポイ
ントよりもリンクスポイントに似ている。 
 
シナモントーティーポイント︓ボディはアイボリー、年
齢を重ねた猫では斑がある場合がある。ポイントは暖か
いシナモンで、⾚やクリームで均⼀に斑がある。ブレー
ズが望ましい。ノーズレザーとパウパッド︓シナモン。
肌⾊またはコーラルピンクの斑が望ましい。⽬⾊︓ブル
ー。 
 
シナモンリンクスポイント︓ボディはアイボリー、ゴー
ストのストライプが⾒える場合がある。ポイントは暖か
いシナモンのストライプ、より明るい背景⾊で別れてい
る。⽿は暖かいシナモン、淡い拇印が中央にある。ノー
ズレザー︓シナモンが許され、シナモンにピンクのエッ
ジが好ましい。パウパッド︓シナモン。⽬⾊︓ブルー。 
 
シナモントーティーリンクスポイント︓ボディはアイボ
リー、ゴーストのストライプとまたはクリームの斑が⾒
える場合がある。ポイントは暖かいシナモンのストライ
プ、より明るい背景⾊で別れている。⽿は暖かいシナモ
ン、淡い拇印が中央にある。⾚とまたはクリームの均⼀
な斑はポイントのマーキングを覆う。ノーズレザー︓シ
ナモンが許され、シナモンにピンクのエッジが好まし
い。パウパッド︓シナモン、肌⾊またはコーラルピンク
の斑が望ましい。⽬⾊︓ブルー。 
 
フォーンクリームポイント︓ボディはアイボリー。年齢
を重ねた猫では斑がある場合がある。ポイントはフォー
ンでクリームの斑がある。ブレーズが望ましい。⽬⾊︓
ブルー。 
 
フォーンリンクスポイント︓ボディはアイボリー、ゴー
ストのストライプが⾒える場合がある。ポイントは暖か
いフォーンのストライプ、より明るい背景⾊で別れてい
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る。⽿は暖かいフォーン、淡い拇印が中央にある。ノー
ズレザー︓フォーンが許され、フォーンにピンクのエッ
ジが好ましい。パウパッド︓フォーン。⽬⾊︓ブルー。 
 
フォーンクリームリンクスポイント︓ボディはアイボリ
ー、ゴーストのストライプとまたはクリームの斑が⾒え
る場合がある。ポイントはフォーンのストライプ、より
明るい背景⾊で別れている。⽿はフォーン、淡い拇印が
中央にある。クリームの均⼀な斑はポイントのマーキン
グを覆う。ノーズレザー︓フォーンが許され、フォーン
にコーラルピンクのエッジが好ましい。パウパッド︓フ
ォーン、肌⾊またはフォーンの斑が望ましい。⽬⾊︓ブ
ルー。 
 
O S F C（その他のスコティッシュフォールドのカラ
ー）︓あらゆるその他の⾊やパターン。⽬⾊︓その猫の
優占する⾊に適切である。オッドアイとブルーアイは全
てのバイカラーとバンパターンに許される。オッドアイ
は⼀つがブルーで、⼀つがゴールドの、等しい⾊の深み
の⽬を持つであろう。 
 
以下の記載は参照の⽬的のみであって、ショースタンダ
ードの公式な部分ではない。 
 

スコティッシュフォールドカラークラス番号 

 

ロングヘアー ディビジョン 

 

ソリッドカラー    ................... 8400  8401 

（ホワイト、ブラック、ブルー、レッド、クリー

ム、チョコレート、ライラック、シナモン、フォ

ーン） 

タビー    ........................... 8436  8437 

［全てのカラーと、いかなるタビーパターン、カ

ラーの組み合わせ（クラシック、マッカレル、ス

ポテッド、ティックド、パッチ）］ 

タビーアンドホワイト    ............. 8492  8493 

[全てのタビーカラーと、いかなるタビーパター

ン、カラーの組み合わせ（クラシック、マッカレ

ル、スポテッド、ティックド、パッチ）にホワイ

トが追加されたもの] 

パーティーカラーとバイカラー    ..... 8446  8447 

(トーティーシェル、トーティーシェルアンドホワ

イト、チョコレートトーティーシェル、チョコレ

ートトーティーシェルアンドホワイト、シナモン

トーティーシェル、シナモントーティーシェルア

ンドホワイト、キャリコ、ダイリュートキャリ

コ、ブルークリーム、ブルークリームアンドホワ

イト、ライラッククリーム、ライラッククリーム

アンドホワイト、フォーンクリーム、フォーンク

リームアンドホワイト、ポインテッドアンドホワ

イトと全ての確立されているソリッドの（入り交

じった）カラーで、追加のホワイトがある。) 

ポインテッド    ..................... 8478  8479 

（全てのカラーとパターンの組合わせにポイン

トのカラーパターン。ポイントアンドホワイト

を除く） 

その他のスコティッシュフォールドのカラー 

................................. 8428  8429 

(全てのカラーとパターンの組合わせ。） 

AOV    ............................. 8498  8499 

 

ショートヘアー ディビジョン 

 

ソリッドカラー   ................... 8800  8801 

（ホワイト、ブラック、ブルー、レッド、クリ

ーム、チョコレート、ライラック、シナモン、

フォーン） 

タビー   ........................... 8836  8837 

［全てのカラーと、いかなるタビーパターン、

カラーの組み合わせ（クラシック、マッカレ

ル、スポテッド、ティックド、パッチ）］ 

タビーアンドホワイト   ............. 8892  8893 

[全てのタビーカラーと、いかなるタビーパタ

ーン、カラーの組み合わせ（クラシック、マッ

カレル、スポテッド、ティックド、パッチ）に

ホワイトが追加されたもの] 

パーティーカラーとバイカラー   ..... 8846  8847 

(トーティーシェル、トーティーシェルアンド

ホワイト、チョコレートトーティーシェル、

チョコレートトーティーシェルアンドホワイ

ト、シナモントーティーシェル、シナモント

ーティーシェルアンドホワイト、キャリコ、

ダイリュートキャリコ、ブルークリーム、ブ

ルークリームアンドホワイト、ライラックク

リーム、ライラッククリームアンドホワイ

ト、フォーンクリーム、フォーンクリームア

ンドホワイト、ポインテッドアンドホワイト

と全ての確立されているソリッドの（入り交

じった）カラーで、追加のホワイトがある。) 

ポインテッド   ..................... 8478  8479 

（全てのカラーとパターンの組合わせにポイン

トのカラーパターン。ポイントアンドホワイト

を除く） 

 

その他のスコティッシュフォールドのカラー 

.................... 8828  8829 

(全てのカラーとパターンの組合わせ。） 

AOV    ............................. 8898  8899 

 

スコティッシュフォールドとアウトクロスする事の出来
る猫種︓ブリティッシュショートヘアー、アメリカンシ
ョートヘアー。 
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セルカークレックス 
( S e l k i r k  R e x ) 

配点 
頭部（３３） 

頭蓋骨................................11 

マズル、顎............................11 

耳と目................................11 

体（３３） 

胴体..................................15 

脚と足................................13 

尾.....................................5 

コート（３３） 

手触り、密度、カール..................33 

カラー（１） 

（目色を含む）.........................1 

 

全般︓セルカークレエックスは優性の⾃然発⽣の突然変
異の結果で、その変異はそれぞれの⽑（ガード;保護
⽑、ダウン︔下⽑、とオーン︔のぎ⽑）が緩やかにカー
ルを持つようにさせ、コートに柔らかい感じをもたら
す。この猫は中位から⼤きい猫で重い⾻格を持ち、それ
はその猫に驚くべき重さと、⼒強い印象を与える。雌は
おそらくは、雄よりはがっちりではないが、外⾒がきゃ
しゃなわけではない。セルカークレックスは活発な猫
で、⽢く可愛らしく⼈を引きつける性格を持っている。
バランスとがっしりしていることがこの猫種に⽋くこと
が出来ないことで、全ての部位が⼀緒になって調和をも
たらし、ほんの⼀つの特徴だけを過⼤に評価しても、過
⼩に評価してもいけない。 
 
頭部︓頭蓋⾻︓雄、雌両⽅において、丸く、幅広く、豊
かな頬。頭蓋⾻の構造は、触ると、額の横幅の部分、⽿
と⽿の間はもちろんの事、頭頂から頭の後ろにかけても
スムーズで、丸い。マズル︓マズルは中位の幅。強調さ
れた⾻格構造は丸く、良く詰め物をしたようになったウ
イスカーパッドがあり、それは、四⾓い印象をもたら
す。⻑さは幅の1/2 と等しい。横顔は頬の曲線を越え
てくっきり⾒えるマズルを表している。顎の先は⿐先に
並び、上唇はその同じ垂直⾯にある。横顔は⿐のストッ
プを⽰す。⿐は凸のカーブで、下の⽅への傾きがあり、
⽬のラインより下に位置している。顎︓しっかりして、
良く発達し、頭の残りの部分と釣り合いがとれており、
引っ込んでいたり、突き出ていたり、過剰にがっしりし
てはならない。⽔平のかみ合わせも、ハサミの咬み合わ
せも正しいとみなされなければならない。（⽔平の咬み
合わせ︓上と下の前⻭が同⼀⾯であう。ハサミの咬み合
わせ︓上の前⻭の内側の先端が下側の前⻭の外側の先端
に触れる）⽿︓⼤きさは中位、根元が広く、先細りで、
よく離れて位置している。頭の丸い輪郭へと（ゆがみな
く）調和していなければならない。備え付けのものは、
あるとすれば、巻き⽑状である。⽬︓⼤きく、丸く、よ
く離れて位置する。⽬はアーモンド型でも卵型であって
もならない。外側の⾓は内側の⾓よりほんのわずかに⾼
くなっており、顔に可愛らしく⽬を開いた表情をもたら
す。 
 

体︓胴体︓中位から⼤きい、よくバランスが取れてい
る。がっしりして筋⾁質な胴体は、四⾓よりは、より⻑
⽅形であるが、⻑くはない。背中は真っ直ぐで後ろ４分
の１はわずかに⾼くなっている。肩と尻は同じ幅に⾒え
なければならない。脚︓中位から⻑い。しっかりした⾻
組みである。体と釣り合いがとれていなければならな
い。 
 
⾜︓⼤きく丸く、しかりしている。⽖先︓前の⾜の指は
５本、後ろは４本。尾︓中位の⻑さ、体と釣り合いがと
れている。根元が厚く、先端はぷつんと終わっているの
でも、尖って終わっているのでもない。 
 
コート︓コートの⻑さ︓⼆つの⻑さ-短いのと、⻑いの
がある。コートの⻑さの違いは、たいていは、尾とラフ
（襟の飾り⽑）で明らかである。ショートヘアーでは、
尾の⽑はコートと同じ⻑さ（約１-2 インチ︓2.5-
5cm）で、尾のカールはフラシ天のようで、尾の回りに
コンパクトに寝ている。ラフはコートの⽑と同じ⻑さ。
ロングヘアーでは、尾のカールは⽻⽑のようで、尾から
離れて際だっている。ラフの⽑もより⻑く、顔を縁取っ
ている。 
 
ショートヘアー- ⼿触り︓コートの⼿触りは柔らかく、
フラシ天のようで、豊かで、明らかにカールしている。
密度︓コートは厚く豊かで体の⽑のないところや、薄い
⽑で被われたところはない。コートは体から突き出て⽴
っており、平らであったり、密着して寝ていたりしては
ならない。カール︓それは無秩序で、無構成なコート
で、それぞれのカールがルーズに取りまとまっている。
カールは⼀⾯に波打っているというより、むしろ"クラ
ンプ︔固まり"のように⾒える。個々の猫の、⽑の⻑
さ、性別、年齢によって、カールは様々であるが、全体
のコートはレックス遺伝⼦の効果を⽰していなければな
らない。カールしていることは、⾸の周り、尾、腹はよ
り顕著である。若い成猫や⼦猫でカールが少ない事に
は、配慮がなされなければならない。 
 
ロングヘアー-︓⼿触り︓コートの⼿触りは柔らかく、
豊かでカールが明⽩である。ショートヘアーのコートと
同じようなフラシ天の様な⼿触りや、外観ではなく、薄
く⾒えてもならない。密度︓コートは厚く、豊かで、体
に⽑のないところや薄い⽑で被われた部分はない。コー
トは体から突き出て⽴っているであろうが、フラシ天よ
り少ない外観や⼿触りで、けれども密着して寝てはいな
い。カール︓それは無秩序で、無構成なコートで、それ
ぞれのカールがルーズに取りまとまっている。カールは
⼀⾯に波打っているというより、むしろ"クランプ︔固
まり"、もしくは"巻き⽑"のように⾒える。個々の猫
の、⽑の⻑さ、性別、年齢によって、カールは様々であ
るが、全体のコートはレックス遺伝⼦の効果を⽰してい
なければならない。カールしていることは、⾸の周り、
尾、腹はより顕著である。若い成猫や⼦猫でカールが少
ない事には、配慮がなされなければならない。 
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減点︓過剰にコビーであること、なめらかなオリエンタ
ルな外観。 
 
失格︓いきすぎた⿐のブレーク、明⽩なマズルの⽋失、
不正咬合、尾のキンク、斜視、明⽩な⾝体的⽋陥、多指
を含む。カールの兆候がない。 
 

セルカークレックス カラー 
 
コートカラー︓遺伝的に可能なあらゆる⾊、または⾊の
組み合わせが認められる。 
 
⽬⾊︓どのような⽬⾊も認められる。 
 
ホワイト︓純粋な輝くホワイト。ノーズレザーとパウパ
ッド︓ピンク。 
 
ブラック︓被⽑の根本から先まで、濃い⽯炭のような
⿊。ノーズレザーとパウパッド︓⿊。 
 
ブルー︓単⼀のレベルのトーンであることが最も重要で
ある明るいシェードが好ましい。ノーズレザーとパウパ
ッド︓ブルー。 
 
レッド/レッドタビー︓深く鮮明、マーキングや、ティ
ッキングがあるか、またはない。唇と顎ははコートと同
じ⾊。ノーズレザーとパウパッド︓煉⽡⾊のレッド。 
 
クリーム/クリームタビー︓暖かいクリームで、タビー
マーキング、またはティッキングがあるか、またはな
い。マノーズレザーとパウパッド︓ピンク 
 
チョコレート︓豊かな、暖かいチョコレート-ブラウ
ン、単⼀のレベルのトーン。ノーズレザーとパウパッ
ド︓ブラウン 
 
ラベンダー︓単⼀のレベルのシェード、霜が降りたよう
なピンク。ノーズレザーとパウパッド︓ラベンダーピン
ク 
 
シナモン︓明るい⾚みがかったブラウン。全体を通し
て陰りがない。ノーズレザーとパウパッド︓シナモ
ン。 
 
フォーン︓淡いココアのようなライトラベンダー。全体
を通して陰りがない。より明るい⾊合いが好ましい。 
ノーズレザーとパウパッド︓ペールフォーン。 
 
シェーデットパターン︓アンダーコートはホワイト、指
定されたマーキングの⾊のティッピングに被われ、側
⾯、顔と尾から、次第に薄くなっていき、背筋が濃く、
顎、腹、尾の下側はホワイト。脚は顔と同じトーンであ
る。⽬の縁取り、唇は、⿐はマーキングの⾊で縁取られ
ている。ノーズレザーとパウパッドは以下に定義する。 
 
シェーデットシルバー︓ノーズレザー︓煉⽡⾊のレッ

ド。パウパッド︓ブラック。 
 
ブルーシェーデット︓ノーズレザーとパウパッド︓ブル
ーまたはピンクのトーンがかったブルー。 
 
チョコレートシェーデット︓ノーズレザー︓ピンク。パ
ウパッド︓シナモン 
 
ラベンダーシェーデット︓ノーズレザーとパウパッド︓
ラベンダーピンク 
 
カメオシェーデット︓ノーズレザーとパウパッド︓ロー
ズ 
 
シナモンシェーデッド︓アンダーコートはホワイトで体
の側⾯、顔、尾から次第に薄くなっていくシェードがか
かったシナモンのシェードに被われており、背筋が濃
く、顎、胸、腹と尻尾の下側は⽩い。脚は顔と同じトー
ンである。ノーズレザー︓ピンク。パウパッド︓コーラ
ル。 
 
フォーンシェーデッド︓アンダーコートはホワイトで体
の側⾯、顔、尾から次第に薄くなっていくシェードがか
かったフォーンのシェードに被われており、背筋が濃
く、顎、胸、腹と尻尾の下側は⽩い。脚は顔と同じトー
ンである。ノーズレザー︓フォーン。パウパッド︓ピン
ク。 
 
トーティーシェルシェーデット︓ノーズレザーとパウパ
ッド︓ソリッドにおいてのように、ピンクのまだらがあ
るであろう。 
 
チョコレートトーティーシェルシェーデット︓ノーズレ
ザーとパウパッド︓ソリッドにおいてのように、ピンク
のまだらがあるであろう。 
 
ラベンダー-クリームシェーデット︓ノーズレザーとパ
ウパッド︓ソリッドにおいてのように、ピンクのまだら
があるであろう。 
 
ゴールデンシェーデット︓アンダーコートは豊かな暖か
いクリーム。ノーズレザー︓深いロース。パウパッド︓
ブラック 
 
チンチラパターン︓アンダーコートは純粋なホワイト。
背中、側⾯、頭、尾のコートは指定されたマーキングの
⾊で、充分にティップがあり（すなわち、ブラック、ブ
ルー、レッド、クリーム、トーティーシェル、等）、特
徴的な輝く外観を持つ。脚は、わずかに、ティッピング
のシェードがある。顎、腹、胸は純粋なホワイト。⽬の
輪郭、唇、⿐はマーキングの⾊で縁取られている。ノー
ズレザー︓パターンとマーキングカラー（ブラック/煉
⽡⾊の⾚、ブルー/オールドローズ、等）に適切であ
る。パウパッド︓パターンとマーキングの⾊に適合す
る。 
 

182



セルカークレックス 

©2020 The Cat Fanciers' Association, Inc.® Selkirk Rex Show Standard (revised 2018) 

ゴールデンチンチラ︓アンダーコートは豊かな、暖かい
クリーム、他のチンチラの⾊の様にティップがある。ノ
ーズレザーとパウパッド︓マーキングのカラーに適合す
る。 
 
スモークパターン︓ホワイトのアンダーコートで、指定
されたマーキングカラーのより深いティップが⼊る。猫
が休んでいると、マーキングカラーに⾒える。動くと、
ホワイトのアンダーコートが現れる。ポイント（体の先
端）とマスク（顔）は、⽪膚に隣接する⽑の根元で、ホ
ワイトの狭いバンドがあるマーキングカラーで、根元の
ホワイトは、⽑を分けた時にだけ⾒えるであろう。ノー
ズレザーとパウパッド︓パターンとマーキングカラーに
適合する（以下を参照） 
 
ブラックスモーク︓ノーズレザーとパウパッド︓ブラッ
ク。 
 
ブルースモーク︓ノーズレザーとパウパッド︓ブルー。 
 
レッドスモークカメオ︓ノーズレザーとパウパッド︓ロ
ーズ。 
 
チョコレートスモーク︓ノーズレザーとパウパッド︓ブ
ラウンか煉⽡⾊。 
 
ラベンダースモーク︓ノーズレザーとパウパッド︓ラベ
ンダーピンク。 
 
クリームスモーク︓ノーズレザーとパウパッド︓ピンク 
 
シナモンスモーク︓シナモンの深いティップドと⽩のア
ンダーコート。ノーズレザーとパウパッド︓シナモン。 
 
フォーンスモーク︓フォーンの深いティップドと⽩のア
ンダーコート。ノーズレザーとパウパッド︓ペールフォ
ーン。 
 
トーティーシェルスモーク︓ノーズレザーとパウパッ
ド︓⿐とパウパッドにピンクのまだらがある。 
 
ブルークリームスモーク︓ノーズレザーとパウパッド︓
⿐とパウパッドにピンクのまだらがある。 
 
チョコレートトーティーシェルスモーク︓ノーズレザー
とパウパッド︓⿐とパウパッドにピンクのまだらがあ
る。 
 
ラベンダークリームスモーク︓ノーズレザーとパウパッ
ド︓⿐とパウパッドにピンクのまだらがある。 
 
シナモントーティーシェルスモーク︓シナモントーティ
ーシェルの深いティップドと⽩のアンダーコート。ノー
ズレザーとパウパッド︓ピンクのまだらがある。 
 
フォーンクリームスモーク︓フォーンクリームの深いテ

ィップドと⽩のアンダーコート。ノーズレザーとパウパ
ッド︓ピンク。 
 
クラッシックタビーパターン︓マーキングは濃く、はっ
きりと⾒えて、幅が広い。脚は体のマーキングとつなが
るように登っていくブレスレットの縞がある。尻尾は均
等に輪がある。⾸、胸の上部に途切れのない何本ものネ
ックレスがあり、ネックレスは多いほど良い。しかめつ
らマークが額にあり、それは⼊り組んだ"Ｍ"の形になっ
ていいる。途切れのないラインが⽬の外側の⾓から後ろ
へと⾛っている。渦巻きが頬にある。縦のラインが頭の
後ろを通って肩のバタフライマークにまで及んでいる、
そのバタフライマークは、上⽻と下⽻の両⽅がくっきり
と縁取られ、輪郭の内側には斑点のマークがある。背中
のマークはバタフライから尻尾へと背⾻に沿って縦に降
りている⼀本のラインと、それに平⾏して両側にそれぞ
れ縦の⼀本の縞からなり、この３本の縞は地⾊の縞によ
って、よく離れている。⼀つかそれ以上の途切れない輪
に取り囲まれた⼤きな単⾊の班が両則にある。側⾯のマ
ークは両則ともに同じである。⼆重の縦のボタンの列が
胸と腹にある。 
 
マッカレルタビーパターン︓マーキングは濃く、くっき
りと⾒え、全ては狭い鉛筆書きのラインのようである。
脚には体のマークにつながる狭いブレスレットからなる
均等な縞がある。尻尾はバーがある。⾸と胸のネックレ
スがくっきりしており、沢⼭のチェーンの様である。頭
部には縞があり、額に"M"マークがある。⽬から後ろに
かけて途切れない線が⾛っている。ラインは頭部から駆
け下り、肩で出会っている。背⾻に沿った線は共に流れ
て狭いサドルを形作る。狭いペンシルラインが体の回り
に⾛っている。 
 
スポティッドタビーパターン︓体のマーキングはスポッ
トである。スポットは丸くなっているか、⻑⽅形かロゼ
ットの様な形であろう。それらはいずれも、等価である
が、しかしスポットの形や位置ははっきりしていなけれ
ばならない。スポットは切れたマッカレルのパターンで
⼀緒に流れていてはならない。背の縞は、理想的にはス
ポットから構成されている。顔と額のマークは典型的な
タビーのマーキングになる。体の下側は"ベストボタン"
がある。脚と尻尾はバーになっている。 
 
パッチドタビーパターン︓パッチドタビー（トビー）は
シルバー、ブラウン、ブルー、レッド、クリーム等の縞
で出来ており、レッド、クリーム、ラベンダー等のパッ
チがあり、体と四肢の両⽅に、くっきりとある︔顔に斑
があるのが望ましい。 
 
シルバータビー︓唇と顎を含み、地⾊は薄い澄んだシル
バーである。マーキングは濃いブラック。ノーズレザ
ー︓煉⽡⾊のレッド。パウパッド︓⿊ 
 
ブラウンタビー︓地⾊は輝く銅⾊のブラウン。マーキン
グは濃いブラック。唇と顎は、⽬の回りのリングと同じ
シエードである。⾜の裏は、パウから踵にかけてブラッ
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ク。ノーズレザー︓煉⽡⾊のレッド。パウパッド︓ 
ブラックかブラウン。 
 
ブルータビー︓唇と顎を含み、地⾊は薄いブルーがかっ
たアイボリー。マーキングはとても深いブルーで、地⾊
と良いコントラストをなしている。暖かいフォーンがか
った雰囲気か、パティナ（patina:緑⻘、）が全体にか
かっている。ノーズレザー︓オールドローズ。パウパッ
ド︓ローズ 
 
レッドタビー︓地⾊はレッド。マーキングは深く豊かな
レッド。唇と顎はレッド。ノーズレザーとパウパッド︓
煉⽡⾊のレッド。 
 
クリームタビー︓唇と顎を含み地⾊はとても薄いクリー
ム。マーキングはバフかクリームで良いコントラストを
なすように、地⾊より充分に濃いが、ダイリュートカラ
ーの範囲内ではある。ノーズレザーとパウパッド︓ 
ピンク 
 
チョコレートタビー︓地⾊は暖かいフォーン、マーキン
グは豊かな栗⾊のブラウン。ノーズレザー︓栗⾊か栗⾊
の輪郭のあるピンク。パウパッド︓シナモン 
 
チョコレートシルバータビー︓唇と顎を含み地⾊はシル
バー。マーキングは豊かな栗⾊。ノーズレザー︓栗⾊か
栗⾊の輪郭があるピンク。パウパッド︓サンゴ⾊ 
 
ラベンダータビー︓地⾊は薄いラベンダー、マーキング
は豊かなラベンダーでえ地⾊と良いコントラストをな
す。ノーズレザー︓ラベンダーかラベンダーの輪郭があ
るピンク。パウパッド︓ラベンダーピンク。 
 
ラベンダーシルバー︓唇と顎を含み地⾊は冷たい澄んだ
シルバー。マーキングは正しいラベンダー⾊。ノーズレ
ザー︓ラベンダーかラベンダーの輪郭があるピンク。パ
ウパッド︓ラベンダーピンク 
 
カメオタビー︓地⾊はオフホワイト。マーキングはレッ
ド。ノーズレザーとパウパッド︓ローズ 
 
シナモンタビー︓地⾊、唇、顎は暖かいペールハニー。
マーキングは濃いシナモン、地⾊と良いコントラストを
与える。ノーズレザー︓シナモンか、シナモンで縁取ら
れたコーラル。パウパッド︓コーラル。 
 
フォーンタビー︓地⾊、唇、顎は暖かいペールアイボリ
ー。マーキングは濃いフォーン、地⾊と良いコントラス
トを与える。ノーズレザーとパウパッド︓ペールフォー
ン。 
 
ブルーシルバー及びクリームシルバータビー︓タビーパ
ターンは、⾊と⽪膚の記載とともに、相当するシェード
のカラーと同じである。 
 
トーティーシェル︓ブラックにレッドのまだらがある。

レッドの部分にはタビーマーキングがある場合もない場
合もある。顔に斑があるのが望ましい。 
 
ブルー-クリーム︓ブルーにクリームのまだらかパッチ
がある。クリームの部分にはタビーマーキングがある場
合もない場合もある。顔に斑があるのが望ましい。 
 
チョコレートトーティーシェル︓豊かな栗⾊のブラウ
ン、レッドとクリーム、もしくはいずれか⼀⽅のまだら
か、パッチがある。レッドの部分にはタビーマーキング
がある場合もない場合もある。顔に斑があるのが望まし
い。 
 
ラベンダークリーム︓ラベンダーに、クリームのまだら
か、パッチがある。クリームの部分にはタビーマーキン
グがある場合もない場合もある。顔に斑があるのが望ま
しい。 
 
キャリコ︓⽩にブラックとレッドの無秩序なパッチがあ
る。レッドの部分にはタビーマーキングがある場合もな
い場合もある。顔に斑があるのが望ましい。ホワイトが
体の下の部分では優占している。ソリッド、タビー、ス
モーク、シェーデットの優性（dominant) の⾊とホワ
イトのあらゆる組み合わせ。カラーポイントもそうであ
る。 
 
バンキャリコ︓ホワイトの猫で、優性の⾊（キャリコ参
照）のパッチが、末端部分︔頭、尻尾、脚に限定されて
ある。体に⼀つか⼆つの⼩さな⾊のあるパッチは許され
る。カラーポイントもそうである。 
 
ダイリュートキャリコ︓⽩に、ソリッド、タビー、スモ
ークやシェーデットのダイリュートカラーの無秩序なパ
ッチがある。クリームのパッチはタビーマークを⽰すば
あいと、⽰さない場合がある。ホワイトが体の下の部分
では優占している。カラーポイントもそうである。 
 
バンダイリュートキャリコ︓ホワイトの猫で、ダイリュ
ートカラー（ダイリュートキャリコ参照）の無秩序なパ
ッチがある。⾊は末端部分︔頭、尻尾、脚に限定されて
ある。体に⼀つか⼆つの⾊の⼩さなパッチは許される。
カラーポイントもそうである。 
 
バイカラー︓ソリッドカラーとホワイト、タビーとホワ
イト、スモークとホワイト、シェーデットとホワイト、
カラーポイントとホワイト。 
 
バンバイカラー︓ソリッドカラーとホワイト、タビーと
ホワイト、スモークとホワイト、シェーデットとホワイ
ト、カラーポイントとホワイト。⾊は先端部分︔頭、尻
尾、脚に限定される。体に⼀つか⼆つの⼩さなパッチは
許される。 
 
シールポイント︓体は均⼀な薄いフォーンからクリーム
⾊、暖かいトーンで、腹と胸にかけて、次第に明い⾊に
なっていくシェードがある。ポイント︓深いシールブラ
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ウン。ノーズレザーとパウパッド︓シールブラウン。 
 
チョコレートポイント︓体はシェードのないアイボリ
ー。ポイント︓ミルクチョコレートの⾊、暖かいトー
ン。ノーズレザーとパウパッド︓シナモンピンク。ブル
ーポイント︓ブルーがかったホワイト、冷たいトーン
で、腹と胸にかけて、次第に⽩くなっていくシェードが
ある。ポイント︓ブルー。ノーズレザーとパウパッド︓
スレートブルー。 
 
ライラックポイント︓体はシェードのない氷のようなホ
ワイト。ポイント︓ピンクがかったトーンの霜が降りた
ようなグレー。ノーズレザーとパウパッド︓ラベンダー
ピンク。 
 
ライラック-クリームポイント︓体は氷の様なホワイト
でシェエードはない。ポイント︓ライラックでクリーム
のパッチがある。ノーズレザーとパウパッド︓ラベンダ
ーピンク、ピンクかピンクとラベンダーピンクの組み合
わせ。 
 
フレーム（レッド）ポイント︓体はクリームの様なホワ
イト。ポイントは深いオレンジの炎の⾊か深いレッド。
ノーズレザーとパウパッド︓肌⾊かサンゴのピンク。 
 
クリームポイント︓体はクリームのようなホワイトで、
シェードはない。ポイントはバフクリームで、アプリコ
ットではない。ノーズレザーとパウパッド︓肌⾊がかっ
たピンクかサーモンサンゴ⾊。 
 
シナモンポイント︓体は均⼀なペールフォーンからクリ
ーム、暖かいトーン、お腹と胸部の⾊が徐々に薄くなっ
ている。ポイントは暖かいシナモン。ノーズレザーとパ
ウパッド︓シナモン。 
 
フォーンポイント︓体は氷のような⽩でシェードがな
い。ポイントは暖かいフォーン。ノーズレザーとパウパ
ッド︓フォーン。 
 
トーティーポイント︓体はクリームのようなホワイトか
薄いフォーン。ポイントはシールで、レッドとクリー
ム、またはそのいずれか⼀⽅の無秩序なパッチがある。
顔にレッドかクリームの斑があるのが望ましい。ノーズ
レザーとパウパッド︓シールブラウンで、ポイントのま
だらの⾊を形成している肌⾊とサンゴ⾊のピンク、もし
くはそのいずれか⼀⽅がある。 
 
チョコレートトーティーポイント︓体はアイボリーでえ
シェードはない。ポイントはチョコレートで、レッドと
クリーム、またはそのいずれか⼀⽅の無秩序なパッチが
ある。ノーズレザーとパウパッド︓チョコレートで、ポ
イントのまだらの⾊を形成している肌⾊とサンゴ⾊のピ
ンク、もしくはそのいずれか⼀⽅がある。 
 
ブルークリームポイント︓体はブルーがかったホワイ 
トかクリームのようなホワイト、腹と胸ではホワイトに

次第になっていくシェードかかかっている。ポイントは
ブルーで、クリームのパッチがある。ノーズレザーとパ
ウパッド︓スレートブルー、ピンクか、スレートブルー
とピンクの組み合わせ。 
 
シルバーポイント︓体はアイボリーで氷のようなホワイ
ト。ポイントはシェーデットシルバー。⽬に輪郭、唇と
⿐はブラックで縁取られている。ノーズレザー︓煉⽡⾊
のレッド。パウパッド︓ブラック。 
 
リンクスポイント︓体の⾊はマーキングと地⾊に適切で
ある。マスクは額に濃い縦の縞でくっきりとしたライン
がなくてはならず、額にクラッシックの"M"があり、頬
に⽔平の縞、濃い⾊の先端でくっきりと縁取られたウイ
スカーパッドに濃い斑点がなければならない。⽿の内側
は明るく、⽿の外側には⺟⾳マークがある。マーキング
は濃く、くっきりと⾒て取れ、幅広である。脚は均等に
ブレスレットのバーがある。尾はバーがある。体に縞や
まだらはないが、年⻑の猫におけるシェーディングには
配慮がなされる。 
 
シールリンクスポイント︓ノーズレザー︓シールか煉⽡
⾊のレッド。パウパッド︓シール。 
 
ブルーリンクスポイント︓ノーズレザー︓ブルーか煉⽡
⾊のレッド。パウパッド︓ブルー。 
 
チョコレートリンクスポイント︓ノーズレザーとパウパ
ッド︓シナモン、またはシナモンで縁取られたピンク 
 
ライラックリンクスポイント︓ノーズレザーとパウパッ
ド︓ラベンダーピンク、またはラベンダーで縁取られた
ピンク。 
 
フレーム（レッド）リンクスポイント︓ノーズレザーと
パウパッド︓肌⾊、またはサンゴ⾊のピンクかレッド。 
 
クリームリンクスポイント︓ノーズレザーとパウパッ
ド︓ピンク、またはサーモンサンゴ⾊で縁取られたピン
ク。 
 
シルバーリンクスポイント︓ノーズレザー︓サンゴ⾊の
ピンク、またはブラックで縁取りされた煉⽡⾊のレッ
ド。パウパッド︓ブラックまたはシール。 
 
ナチュラルミンク︓体は中位のブラウンで、体の下⾯は
明るい⾊合いへとシェードかかかっている。ルディーの
最も明るい部分は受け⼊れられる。ポイントは濃いブラ
ウン。ノーズレザー︓ポイントの⾊の強度に相当する濃
いブラウン。パウパッド︓中位から濃いブラウン（ロー
ズを帯びたトーンが、根底にかかっているであろ
う。）。 
 
シャンペーンミンク︓体はバフ-クリーム、ポイント 
は中位のブラウン。ノーズレザー︓シナモンブラウン。 
パウパッド︓スレートグレー（ローズを帯びたトーン 
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が、根底にかかっているであろう。） 
 
ブルーミンク︓体はブルー-グレー、体の下の⽅では明
るい⾊合いになるシェードがかかっている。フォーンの
トーンが上にかかっているのは許される。ポイントはス
レートブルー、体の⾊より明らかに濃い。ノーズレザー
とパウパッド︓スレートグレー（ローズを帯びたトーン
が、根底にかかっているであろう。） 
 
プラチナミンク︓体は薄い、シルバーグレーで、暖かい
トーンが上からかかっている。ホワイトでもクリームで
もない。ポイントはピューター-グレー、体の⾊より明
らかに濃い。ポイントは⽪膚の直ぐしたの⾊のために、
ラベンダーの⾊合いを持っているであろう。ノーズレザ
ー︓ラベンダー-ピンクからラベンダーグレー。パウパ
ッド︓ラベンダーピンク。 
 
セーブルセピア︓豊かなセーブルブラウン、体の下の⽅
は、いくぶん明るい⾊合いの、ほとんど気づかない程度
のシェードがかかっているが、その他のところでは、シ
ェードがなく、バーもどんな種類のマーキングもない。
（⼦猫はしばしば⾊は明るい）。ノーズレザーとパウパ
ッド︓ブラウン。 
 
シャンペーンセピア︓暖かい蜂蜜⾊のベージュ、体の下
の⽅に薄いゴールデンタンのシェエードがかかってい
る。⽿と顔がわずかに濃いいのは許される。ノーズレザ
ー︓明るい暖かいブラウン。パウパッド︓暖かいピンク
がかったタン。 
 
ブルーセピア︓中くらいのブルーで暖かいフォーンを帯
びたトーンが根底にあり、体の下の⽅はいくぶん明るい
⾊合いの、ほとんど気付かない程度のシェードがかかっ
ているが、そのほかの所では、シェードはなく、バーも
どんな種類のマーキングもない。ノーズレザーとパウパ
ッド︓スレートグレー。 
 
プラチナセピア︓中位のブルーで暖かいフォーンを帯び
たトーンが根底にあり、体の下の⽅は、いくぶん明るい
⾊合いの、ほとんど気づかない程度のシェードがかかっ
ているが、その他のところでは、シェードがなく、バー
もどんな種類のマーキングもない。ノーズレザーとパウ
パッド︓ラベンダーピンク。 
 
O S R C (その他のセルカークレックスのカラー）︓そ
の他のあらゆる遺伝的に可能なカラーかパターン。ロケ
ットとボタンもしくはそのいずれか⼀⽅を持つにしかす
ぎない猫は、このクラスの資格はなく︔そのような猫は
それらの基本となるカラーのクラスで、ロケットやボタ
ンというような事に対して減点されることなく、審査さ
れるであろう。 
 
以下の記載は参照の⽬的のみであって、ショースタンダ
ードの公式な部分ではない。 

 

セルカークレックス カラークラス番号 

ロングヘアー ディビジョン 

 

全てのチャンピオンシップのカラー 

             ..............5700 5701 

（ショースタンダードで定義されている全ての受け入れ

られているカラー） 

AOV .......................5798 5799 

 

ショートヘアー ディビジョン 

 

全てのチャンピオンシップのカラー....4700 4701 

（ショースタンダードで定義されている全ての受け入れ

られているカラー） 

 

AOV ................................4798 4799 

 

セルカークレックスとアウトクロスする事の出来る猫
種︓パージャン、2020年1⽉1⽇以前に⽣まれた⼦猫ま
で。ブリティッシュ・ショートヘアー、エキゾチック、
2025年1⽉1⽇以前に⽣まれた⼦猫まで。2025年1⽉1
⽇以後に産まれた⼦猫は、セルカークレックスの親のみ
でなければならない。 
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サイアミーズ 
( S i a m e s e ) 

配点 
頭部（２０） 

長く、平らな横顔........................6 

楔形、繊細なマズル、大きさ..............5 

耳......................................4 

顎.....................................3 

目と目の幅...............................2 

目（１０） 

形、大きさ、傾き、位置.................10 

体（３０） 

構成と大きさ、首を含む.................12 

筋肉のトーン...........................10 

脚と足..................................5 

尾......................................3 

コート...................................10 

カラー（３０） 

体の色.................................10 

ポイントの色（濃い色、適切な足のパッド 

ノーズレザーと調和しているポイント）...10 

目色...................................10 

 

全般︓理想のサイアミーズは、中位の⼤きさで、すらり
として、⻑い先細りのラインを持った、優雅な猫で、と
てもしなやかであるが、筋⾁質である。雄は同じ⽐率で
より⼤きいであろう。バランスよく洗練されていること
が、この猫種の最も重要な特質で、全てのパーツが⼀緒
になって全体的な調和をもたらし、どのような⼀つの特
徴も、過剰に、または過少に考慮されることはない。 
 
頭部︓⻑く、先細りの楔形。中位の⼤きさで、体と釣り
合いが取れている。全体として、楔形は⿐から始まり、
⽿の先端まで真っ直ぐなラインで炎のように広がり、ウ
イスカーの部分での途切れがない、三⾓形を形成してい
る。⽬と⽬の間は、少なくとも⽬⼀つ分の幅がある。ヒ
ゲと顔の⽑を後ろに寝かせると、その下にある⾻格の構
造が明らかとなる。種雄におけるジャウルは許される。 
 
頭蓋⾻︓平らである。横から⾒ると、⻑く真っ直ぐなラ
インが頭頂から⿐の先まで⼿に感じとれる。⽬と⽬わた
る膨らみはない。⿐の窪みはない。 
 
⽿︓⽬を引くほどに⼤きく、尖っていて、根元は広く、
楔形のラインに続いている。 
 
⽬︓アーモンド型。中位の⼤きさ。突き出ても、引っ込
んでもいない。楔形と⽿のラインに調和して、⿐に向か
って傾斜している。斜視ではない。 
 
⿐︓⻑く真っ直ぐ。途切れなく額へと続く。 
 
マズル︓細く、楔型。 
 

顎先と顎︓中位の⼤きさ。顎の先端は⿐先と同⼀垂直⾯
に⼀直線に並ぶ。引っ込んでも、がっしりしすぎてもい
ない。 
 
体︓中位の⼤きさ。優美で、⻑く、しなやかである。細
い⾻と硬い筋⾁の組み合わせが特徴的である。肩と腰は
筒状の体の、同⼀のなめらかな線で続いている。腰は肩
より決して広くはない。腹部は締まっている。 
 
⾸︓⻑く、ほっそりしている。 
 
脚︓⾻格は⻑く、細い。後ろ⾜は前⾜より⻑い。体と⽐
率がよく取れている。 
 
ポウ︓上品で、⼩さく、卵形。⽖先︓前⾜の指は５本、
後ろ⾜の指は４本。 
 
尾︓⻑く、細く、細い先端へと先細りになっている。コ
ート︓短く、繊細な⼿触りで、輝いている。体に密着し
て寝ている。 
 
状態︓素晴らしい健康状態である。⽬は澄んでいる。筋
⾁質で、強く、しなやかである。たるんではおらず、⾻
太でもない。太ってはいない。 
 
⾊︓体︓均⼀で、微妙なシェードが許される。サイアミ
ーズは歳とともに概して濃くなっていくので、年⻑の猫
でのより濃くなった⾊は許されるが、体の⾊とポイント
の⾊のコントラストが明確でなければならない。ポイン
ト︓顔、⽿、脚、⾜、尾に、濃く、くっきりと限定され
てある。全て同じシェードである。マスクはウイスカー
パッドを含み、顔全体を被っており、その軌跡より、⽿
にまで続いている。マスクは頭頂まで及んではならな
い。ポイントの中に⽩い⽑やティッキングはない。 
 
減点︓不適切な（すなわち、薄い⾊や斑点がある）ノー
ズレザーやパウパッド。柔らかく、ぐにゃぐにゃした
体。通常のハンドリングで、胸⾻の先端での軟⾻の⽬に
⾒える突出。 
 
失格︓病気や健康状態が良くないあらゆる兆候。弱い後
ろ⾜。⿐の傷害やかみ合わせが悪いために⽣じる⼝での
呼吸。やつれ。⽬に⾒えるキンク。ブルー以外の⽬。⽩
い⾜先と脚、もしくはいずれか⼀⽅。正しくない脚の指
の数。アンダーショットやオーバーショットの結果とし
ての不正咬合。ロングヘアー 
 

サイアミーズのカラー 
 
シールポイント︓体は均⼀な薄いフォーンからクリーム
⾊、暖かいトーンで、腹と胸にかけて、次第に明い⾊に
なっていくシェードがある。ポイント︓深いシールブラ
ウン。ノーズレザーとパウパッド︓ポイントと同じ⾊。
⽬⾊︓鮮やかなブルー。 
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チョコレートポイント︓体はシェードのないアイボリ
ー。ポイント︓ミルクチョコレートの⾊、暖かいトー
ン。ノーズレザーとパウパッド︓シナモンピンク。⽬
⾊︓深い鮮やかなブルー。 
 
ブルーポイント︓ブルーがかったホワイト、冷たいトー
ンで、腹と胸にかけて、次第に⽩くなっていくシェード
がある。ポイント︓深いブルー。ノーズレザーとパウパ
ッド︓スレート⾊。⽬⾊︓深く鮮やかなブルー 
 
ライラックポイント︓体はシェードのない冷たい感じの
ホワイト。ポイント︓ピンクがかったトーンの霜が降り
たようなグレー。ノーズレザーとパウパッド︓ラベンダ
ーピンク。⽬⾊︓鮮やかなブルー。 
 
以下の記載は参照の⽬的のみであって、ショースタンダ
ードの公式な部分ではない。 
 

サイアミーズ カラークラス番号 

 

チョコレートポイント.......... 0270  0271 

シールポイント................ 0272  0273 

ライラックポイント............ 0274  0275 

ブルーポイント................ 0276  0277 

 

サイアミーズとアウトクロスする事の出来る猫種︓なし 

188



サイベリアン 

©2020 The Cat Fanciers' Association, Inc.® Siberian Show Standard (revised 2015) 

サイベリアン 
( S i b e r i a n ) 

配点 
頭部（４５） 

形.........................................15 

横顔........................................3 

耳..........................................5 

目..........................................5 

顎..........................................4 

マズル.....................................10 

首..........................................3 

体（４０） 

胴体.......................................10 

脚..........................................5 

足..........................................3 

尾..........................................5 

骨格.......................................10 

筋肉........................................7 

コート/カラー（１５） 

長さ........................................5 

手触り......................................5 

パターン....................................3 

カラー......................................2 

 

全般︓ サイベリアンはロシア原産の森の猫で、1000年
ころの歴史の記録の中に現れ、シベリアの情け容赦のな
い気候の⽣まれである。⾃然が⽣き残れるようにとデザ
インした猫で、極端なところのない猫である。サイベリ
アンは中位から、中程度に⼤きい猫で、三重の強いコー
トを持ち、その⼤きさに対して、驚くべき重さである。
全体的な外観は、かわいらしい顔の表情を持ちながら、
強さと、存在感と敏捷さがあるものでなければならない。
この猫種はとても成⻑が遅く、成熟するのに５年を要す
る。メスは⼀般的に雄より⼩さく、雌と若い猫をスタン
ダードと⽐較するときは、配慮がなされなければならな
い。⼤きさはタイプの次にくるものである。⼀般的な印
象は、四⾓や三⾓というよりは、丸味を帯び、円形であ
る。 
 
頭部 
形︓中位/⼤きいサイズの修正楔型で、丸味を帯びた輪郭
をもち、体とよく釣り合いがとれている。頭は、頭蓋⾻
の頭頂で幅が広く、充分に丸味を帯びたマズに向かって
幾分狭くなっている。頬⾻は⾼くもなく、突き出てもい
ない。⽿と⽿の間は幾分ドーム状になっていなければな
らず、額にほぼ平らな部分がある。雄は発達したジャウ
ルをもつようになるだろうが、雌はより中庸な外観であ
る。 
 
⽿︓中位に⼤きく、丸味があり、根元で広く、幾分前⽅
に傾いている。⽿は頭頂と横に対して同じくらいの所に
位置している。⽿の背にかかる⽑は短く薄い。⽿の中央
から、飾り⽑が⻑くなり、⽿の根元をおおっている。⽿
のティッピングは認められる。 
 

⽬︓中位から⼤きいで、ほとんど丸である。その側の⾓
が⽿の付け根へと、わずかに傾斜している。⽬と⽬は⽬
⼀つ分離れて位置していなければならず、よく⾒開いて
いて、敏捷な感じで、表情豊かでなければならない。ブ
ルーの⽬を持つカラーポイント以外には、⽬⾊とコート
のカラー/パターンの間に相関はない。 
 
顎︓顎はよく丸味を帯びているが、突き出てはおらず、
⿐と同じ線上にならぶ。 
 
マズル︓マズルはその⻑さは、中程度に短く、豊かで丸
味を帯びている。わずかなマズルの湾曲があるが、頭の
側⾯とマズルとの間の移⾏部分は緩やかで、⽬⽴たない。 
 
横顔︓横から⾒たときに、頭頂はほとんど平らで、額か
ら⿐にかけての緩やかな傾斜にわずかな⿐の湾曲があり、
先端にわずかな湾曲した窪みがある。 
 
⾸︓丸味があり、⼒強く、筋⾁質である。 
 
体 
胴体︓体の⻑さは中位で、よく筋⾁が付いており、背中
は肩よりわずかに⾼くアーチになっており、樽状の形で、
固い腹部は、しっかりした重みを感じさせる。下腹部の
中くらいの腹のパッドやフェミンポーチ（飢餓に備えた
お腹のだぶつき）は許容される。 
 
脚︓中位の⻑さ。脚はしっかりとした⾻格で、前脚より
後ろ脚が幾分⻑い。 
 
⾜︓⾜先は⼤きく丸味を帯びており、⾜先にタフトがあ
るのが望ましい。 
 
尾︓尾は中位の⻑さで、体の⻑さより幾分短い。付け根
は広く、先端は厚くなったり、キンクはなく、ぷつんと
終わっており、均等で厚い飾り⽑状になっている。 
 
⾻格︓しっかりしている。 
 
筋⾁︓しっかりして、⼒強い。 
 
コート/カラー/パターン 
 
⻑さ︓この猫は中位に⻑いロングヘアーの猫で、”三重の”
コートを持っている。肩胛⾻と胸の下側の⽑は厚く、幾
分短くなければならない。⼤⼈の猫においては、頭の下
にフサフサした豊かな襟のラフがなければならない。暖
かい気候でのコートは許容される。腹や半ズボン
（britches)の⽑は厚くなって、カールしていることもあ
るが、ウェーブ状のコートが特徴的なわけではない。 
 
⼿触り︓粗い感じから、柔らかい⽑まで多様性があり、
カラーにより、様々である。密なアンダーコートがあり
（成熟したねこでは）、冷たい気候ではより厚くなる。
カラー/パターン︓全てのカラーと⽩のあるなしの組み合
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わせ認められる。どのような量のホワイトもその場所も、
認められる。タビーの猫の顎や胸や腹のホワイトまたは、
オフホワイトは認められる。ボタンや、ロケットやスポ
ット認められる。しっかりした⾊とはっきりしたパター
ンが望ましい。シルバーのターニッシュがかかっている
のは減点されない。 
 
その他 
気質︓挑戦的であってはならない。 
 
許容される点︓サイベリアンはゆっくり成熟する猫であ
るので、⼦猫や若い猫の審査では、コートや⾝体的構成
には配慮がなされなければならない。ボタンや、ロケッ
トやスポットは許容される。 
 
減点︓真っ直ぐな横顔、狭い、狐のようなマズル、⻑い
尾、繊細な⾻格、筋⾁質でないこと、⻑い体、アーモン
ド型の⽬、とても⻑い⾜や、短い⾜︔⼤⼈の猫で⻑い体
や、がっしりとした重さがない猫。 
 
失格︓尾のキンク、正しくない⾜の指の数、斜視、病気
である痕跡、健康的でないこと、やつれていること。 
 

カラー 
 
⽬⾊︓⽬⾊はグリーン、ゴールド、グリーンゴールド、
またはカッパーのシェードがなくてはならない。 
 
ノーズレザーとパウパッド︓あらゆる⾊、またはその組
み合せで、記載されていとところ意外は、コートカラー
と関連している必要はない。⾜にホワイトがある猫は、
ピンクのパウパッドか、２⾊、または多⾊であろう。 
 
ボタン、スポットとロケット︓あらゆる⾊とパターンが
認められるボタンや、スポットやロケットがある猫は、
そのようなボタン、スポットやロケットで減点されるこ
となく、その基礎となるカラーとして審査されなければ
ならない。 
 
ホワイト︓純粋な輝くホワイト。ノーズレザーとパウパ
ッド︓ピンクが望ましい。 
 
ブラック︓濃い、漆⿊のブラックで、⽑の根本から先端
まで均⼀である。ノーズレザー︓ブラックが望ましい。
パウパッド︓ブラックが望ましい。 
 
ブルー︓⿐から尾の先端まで、単⼀のレベルのトーンで
ある。根本まで、陰りがない。ノーズレザーとパウパッ
ド︓ブルーが望ましい。 
 
レッド︓深い、豊かな、はっきりとした輝くレッド︔シ
ェードやマーキングや、ティッキングがない。ノーズレ
ザーとパウパッド︓煉⽡⾊のレッドが望ましい。 
 
クリーム︓バフクリームの均⼀なシェード、マーキン 

グはない。根本まで陰りがない。より明るいシェードが
好ましい。ノーズレザーとパウパッド︓ピンクが望ま 
しい。 
 
チンチラシルバー︓アンダーコートは純粋なホワイト。
背中や、側⾯、頭、尻尾に充分に⿊いティップが⼊り、
きらめくシルバーの特徴的な外観を与える。脚はティッ
ピングのあるシェードがいくぶん⼊ることもある。顎、
⽿のタフト、お腹や胸の部分は純粋なホワイト。⽬の縁
取りと唇は⿊、⿐は⿊く縁取られている。ノーズレザー︓
煉⽡⾊のレッドが望ましい。パウパッド︓⿊が望ましい。 
 
シェーデットシルバー︓アンダーコートはホワイトで体
の側⾯、顔、尾から次第に薄くなっていくシェードがか
かった、ブラックのティッピングに被われており、背筋
が濃く、顎、胸、腹と尻尾の下側は⽩い。脚は顔と同じ
トーンである。総じて、チンチラよりかなり暗い印象を
与える。⽬の縁取り、唇は⿊、⿐は⿊く縁取られている。
ノーズレザー︓煉⽡⾊のレッドが望ましい。パウパッド︓
⿊が望ましい。 
 
チンチラゴールデン︓アンダーコートは豊かな暖かいク
リーム。背中、側⾯、尻尾のコートは⾦⾊の外観を呈す
るに充分なブラックのティップがある。脚はティッピン
グで幾分シェードがかっている場合もある。顎、⽿のタ
フト、お腹、胸はクリーム。⽬の輪郭、唇は⿊、⿐は⿊
で縁取られている。ノーズレザー︓濃いローズ⾊が望ま
しい。パウパッド︓⿊が望ましい。 
 
シェーデットゴールデン︓アンダーコートは豊かな暖か
いクリーム⾊、体の側⾯、顔、尾から次第に薄くなって
いくシェードがかかった、ブラックのティッピングに被
われており、背筋が濃く、顎、胸、腹と尻尾の下側はク
リーム⾊。脚は顔と同じトーンである。総じて、チンチ
ラよりかなり暗い印象を与える。⽬の縁取り、唇は⿊、
⿐は⿊く縁取られている。ノーズレザー︓濃いローズ⾊
が望ましい。パウパッド︓⿊が望ましい。 
 
シェルカメオ（レッドチンチラ）︓アンダーコートはホ
ワイト。背中、側⾯、頭、尾のコートは充分なレッドの
ティップがあり、きらめく特徴的な外観を与える。。顔
と脚はごくわずかにティッピングでシェードがかってい
るであろう。顎、⽿のタフト、お腹、胸は⽩。ノーズレ
ザー、パウパッド︓ローズが望ましい。 
 
シェーデットカメオ（レッドシェーデット）︓アンダー
コートはホワイト、レッドの次第に薄くなるシェードが
側⾯、顔、尾を被っている。顔と脚は体の他の部分より、
深いシェードがかかっている。顎、⽿の飾り⽑、お腹と
胸（ラフ）はホワイト。総じて、シェルカメオよりかな
り濃いレッドの印象を与える。ノーズレザー、パウパッ
ド︓ローズが望ましい。 
 
シェルトーティーシェル︓アンダーコートは⽩。背中、
側⾯、尻尾の⽑は、トーティーシェルのパターンのよう
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に、レッドとクリームのティップの斑があるブラックの
ティップが軽く⼊っている。顔と脚はティッピングで軽
くシェードがかかっているであろう。顎、⽿のタフト、
お腹、胸は⽩で、ほんのわずかにティップがある。レッ
ドまたはクリームのティップのある斑が顔にあるのが 
望ましい。 
 
シェーデットトーティーシェル︓アンダーコートはホワ
イト、トーティーシェルのパターンのように、レッドと
クリームのティップのある⽑のはっきりとした斑で被わ
れている。側⾯、顔、尾へとシェードがおりており、い
くぶんティップがかかって、背筋が濃く、顎、胸、腹と
尻尾の下側はホワイト。総じて、シェルトーティーシェ
ルよりかなり濃い印象を与える。レッドまたはクリーム
のティップのある斑が顔にあるのが望ましい。 
 
ブラックスモーク︓⽩いアンダーコートで、⿊のティッ
プが深く⼊っている。猫が休んでいるときはブラックに
⾒える。動いた時に⽩のアンダーコートがくっきりと現
れる。顔と脚と尾はブラックで、被⽑を分けた場合にの
み⾒える、⽪膚に隣接した⽑の根元部分に狭い⽩の帯が
ある。明るいシルバーのフリルと、⽿のタフト。ノーズ
レザーとパウパッド︓ブラックが望ましい。 
 
ブルースモーク︓⽩いアンダーコートで、ブルーのティ
ップが深く⼊っている。猫が休んでいるときはブルーに
⾒える。動いた時に⽩のアンダーコートがくっきりと現
れる。顔と脚と尾はブルーで、被⽑を分けた場合にのみ
⾒える、⽪膚に隣接した⽑の根元部分に狭い⽩の帯があ
る。ホワイトのフリルと、⽿のタフト。ノーズレザーと
パウパッド︓ブルーが望ましい。 
 
クリームスモーク︓⽩いアンダーコートで、クリームー
のティップが深く⼊っている。猫が休んでいるときはク
リームに⾒える。動いた時に⽩のアンダーコートがくっ
きりと現れる。顔と脚と尾はクリームーで、被⽑を分け
た場合にのみ⾒える、⽪膚に隣接した⽑の根元部分に狭
い⽩の帯がある。ホワイトのフリルと、⽿のタフト。ノ
ーズレザーとパウパッド︓ピンクが望ましい。 
 
カメオスモーク（レッドスモーク）︓⽩いアンダーコー
トで、レッドのティップが深く⼊っている。猫が休んで
いるときはレッドに⾒える。動いた時に⽩のアンダーコ
ートがくっきりと現れる。顔と脚と尾はレッドで、被⽑
を分けた場合にのみ⾒える、⽪膚に隣接した⽑の根元部
分に狭い⽩の帯がある。ホワイトのフリルと、⽿のタフ
ト。ノーズレザーとパウパッド︓ローズが望ましい。 
 
スモークトーティーシェル︓⽩いアンダーコートで、ト
ーティーシェルのパターンのように、レッドとクリーム
のティップのある⽑のはっきりとした斑のある。ブラッ
クのティップが深く⼊っている。猫が休んでいるときは
トーティーシェルに⾒える。動いた時に⽩のアンダーコ
ートがくっきりと現れる。顔と⽿はトーティーシェルの
パターンで、被⽑を分けた場合にのみ⾒える、⽪膚に隣

接した⽑の根元部分に狭い⽩の帯がある。ホワイトのラ
フと、⽿のタフト。顔にレッドかクリームのテイップの
斑があるのが望ましい。 
 
ブルー-クリームスモーク:⽩いアンダーコートで、ブル
ークリームのパターンのように、クリームのはっきりと
した斑のあるブルーのティップが深く⼊っている。猫が
休んでいるときはブルークリームに⾒える。動いた時に
⽩のアンダーコートがくっきりと現れる。顔と脚と尾は
ブルークリームのパターンで、被⽑を分けた場合にのみ
⾒える、⽪膚に隣接した⽑の根元部分に狭い⽩の帯があ
る。ホワイトのラフと、⽿のタフト。顔にクリームのテ
イップの斑があるのが望ましい。 
 
クラッシックタビーパターン︓マーキングは濃く、はっ
きりと⾒えて、幅が広い。脚は均等なブレスレットのバ
ーがあり、体のマーキングとつながるように登っている。
尻尾は均等に輪がある。⾸、胸の上部に何本ものネック
レスがあり、ロケットがあるのは認められる。しかめ⾯
マークが額にあり、それは⼊り組んだ"Ｍ"の形になって
いる。途切れのないラインが⽬の外側の⾓から後ろへと
⾛っている。渦巻きが頬にある。縦のラインが頭の後ろ
を通って肩のバタフライマークにまで及んでいる、その
バタフライマークは、上⽻と下⽻の両⽅がくっきりと縁
取られ、輪郭の内側には斑点のマークがある。背中のマ
ークはバタフライから尻尾へと背⾻に沿って縦に降りて
いる⼀本のラインと、それに平⾏して両側にそれぞれ縦
の⼀本の縞からなり、この３本の縞は地⾊の縞によって、
よく離れている。⼀つかそれ以上の途切れない輪に取り
囲まれた⼤きな単⾊の班が両則にある。ホワイトのボタ
ンとロケット、またはそのいずれか⼀⽅は許される。 
 
マッカレルタビーパターン︓マーキングは濃く、くっき
りと⾒え、全ては狭い鉛筆書きのラインのようである。
脚には体のマークにつながる狭いブレスレットからなる
均等な縞がある。尻尾はバーがある。⾸と胸のネックレ
スがくっきりしている︔ホワイトのロケットは認められ
る。頭部には縞があり、額に"M"マークがある。⽬から
後ろにかけて途切れない線が⾛っている。ラインは頭部
から駆け下り、肩で出会っている。背⾻に沿った線は共
に流れて狭いサドルを形作る。狭いペンシルラインが体
の回りに⾛っている。ホワイトのボタンとロケット、ま
たはそのいずれか⼀⽅は許される。 
 
パッチドタビーパターン︓パッチドタビー（トビー）は
シルバー、ブラウン、ブルー、ブルー-シルバータビーで
出来ており、レッドまたはクリームのパッチがあ。ホワ
イトのボタンとロケット、またはそのいずれか⼀⽅は許
される。 
 
スポティッドタビーパターン︓体のマーキングはスポッ
トである。スポットは形や⼤きさは様々であるが、丸く、
均等に分布しているのが好まれる。スポットは切れたマ
ッカレルのパターンで⼀緒に流れていてはならない。背
の縞は、体の⻑さで、尾の先端まで⾛っている。その縞
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は、理想的にはスポットから構成されている。顔と額の
マークは典型的なタビーのマーキングになる。体の下側
は"ベストボタン"がある。脚と尻尾はバーになっている。
ホワイトのボタンとロケット、またはそのいずれか⼀⽅
は許される。 
 
ティックドタビーパターン︓体の⽑は模様の⾊と地⾊の
様々なシェードのあるティックドである。体は上から⾒
たときに背中の濃いシェード以外の、識別出来るような
スポットや縞や班がない。より明るい下側はタビーマー
クが⾒える場合もある。顔、脚、尻尾は明瞭な縞の筋を
⽰さなければならない。ホワイトのボタンとロケット、
またはそのいずれか⼀⽅は許される。 
 
ブラウンパッチドタビー︓地⾊は輝くカッパーがかった
ブラウンで、クラッシックかマッカレルタビーの濃いブ
ラックのマーキングがあり、レッドとクリームもしくは
そのいずれか⼀⽅のパッチがくっきりと明確に体と四肢
にある︔レッドかクリームの斑が顔にあるのが望ましい。
唇と顎は⽬の周りのリングと同じシェードである。 
 
ブルーパッチドタビー︓地⾊は、唇と顎を含み、薄いブ
ルーがかったアイボリーで、クラッシックかマッカレル
タビーのとても濃いブルーのマーキングがあり、地⾊と
良いコントラストをなしている。クリームのパッチが、
体と四肢にあるくっきりと明確に⾒える︔クリームの斑
が顔にあるのが望ましい。暖かいフォーンのトーンかパ
ティナが全体にかかっている。 
 
シルバーパッチドタビー︓地⾊は、唇と顎を含み、薄い
シルバーで、クラッシックかマッカレルタビーのとても
濃いブラックのマーキングがあり、レッドとクリームも
しくはそのいずれか⼀⽅のパッチがくっきりと明確に体
と四肢にある︔レッドかクリームの斑が顔にあるのが望
ましい。 
 
シルバータビー（クラッシック、マッカレル、スポッテ
ィッド、ティックド）︓地⾊は、唇と顎を含み、澄んだ
シルバーである。マーキングは濃いブラック。ノーズレ
ザー︓煉⽡⾊のレッドが望ましい。パウパッド︓⿊が望
ましい。 
 
ブルーシルバータビー（クラッシック、マッカレル、ス
ポッティッド、ティックド）︓地⾊は、薄い澄んだシル
バーである。マーキングは濃いブルーで地⾊と良いコン
トラストをなす。ホワイトのトリムが顎と唇の周りにあ
るのは許される。ノーズレザー︓オールドローズが望ま
しい。パウパッド︓ローズが望ましい。 
 
ブルーシルバーパッチドタビー（クラッシック、マッカ
レル、スポッティッド、ティックド）︓地⾊は薄い澄ん
だシルバーで、クラッシックかマッカレルタビーの濃い
ブルーのマーキングがあり、地⾊と良いコントラストを
なす。クリームのパッチがくっきりと明確に体と四肢に

ある︔顔にクリームの斑があるのが望ましい。ホワイト
のトリムが顎と唇の周りにあるのは許される。 
 
レッドタビー（クラッシック、マッカレル、スポッティ
ッド、ティックド）︓地⾊はレッド。マーキングは深く
豊かなレッド。唇と顎はレッド。ノーズレザーとパウパ
ッド︓煉⽡⾊のレッドが望ましい。 
 
ブラウンタビー（クラッシック、マッカレル、スポッテ
ィッド、ティックド）︓地⾊は輝く銅⾊のブラウン。マ
ーキングは濃いブラック。⾜の裏は、パウから踵にかけ
てブラック。ノーズレザー︓煉⽡⾊のレッド。パウパッ
ド︓ブラックかブラウンが望ましい。 
 
ブルータビー（クラッシック、マッカレル、スポッティ
ッド、ティックド）︓唇と顎を含み、地⾊は薄いブルー
がかったアイボリー。マーキングはとても深いブルーで、
地⾊と良いコントラストをなしている。暖かいフォーン
がかった雰囲気か、パティナが全体にかかっている。ノ
ーズレザーとパウパッド︓ローズが望ましい。 
 
クリームタビー（クラッシック、マッカレル、スポッテ
ィッド、ティックド）︓唇と顎を含み地⾊はとても薄い
クリーム。マーキングはバフかクリームで良いコントラ
ストをなすように、地⾊より充分に濃いが、ダイリュー
トカラーの範囲内ではある。ノーズレザーとパウパッ
ド︓ピンクが望ましい。 
 
クリームシルバータビー（クラッシック、マッカレル、
スポッティッド、ティックド）︓マーキングはクリーム。
アンダーコートはホワイト。ノーズレザーとパウパッ
ド︓ピンクが望ましい。 
 
カメオタビー（クラッシック、マッカレル、スポッティ
ッド、ティックド）︓マーキングはレッド。アンダーコ
ートはホワイト。ノーズレザーとパウパッド︓ローズが
望ましい。 
 
ゴールデンタビー（クラシック、マッカレル、スポティ
ッド、ティックド）︓地⾊は豊なゴールド。アンダーコ
ートは⻘⽩いはちみつ⾊から明るいアプリコット。マー
キングは濃い⿊で地⾊との良いコントラストをしている。
ノーズレザー︓ローズ。パウパッド︓⿊。 
 
ブルーゴールデンタビー（クラシック、マッカレル、ス
ポティッド、ティックド）︓地⾊は豊なゴールド。アン
ダーコートは⻘⽩いはちみつ⾊から明るいアプリコット。
マーキングは濃いブルーで地⾊との良いコントラストを
している。ノーズレザー︓ローズ。パウパッド︓ローズ。 
 
トーティーシェル︓ブラックにレッドかレッドが柔らか
に⼊り交じった部分のパッチが体と四肢の両⽅にある。
レッドの様々なシェードがあるのは受け⼊れられる。 
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キャリコ︓⽩にブラックとレッドの無秩序なパッチがあ
る。好ましい最少限度はとして、その猫はホワイトの⾜、
脚、体の下⾯、胸とマズルをもたなければならない。逆
さまの"V"の⽩斑が顔にあるのが望ましい。 
 
ダイリュートキャリコ︓⽩にブルーとクリームの無秩序
なパッチがある。好ましい最少限度はとして、その猫は
ホワイトの⾜、脚、体の下⾯、胸とマズルをもたなけれ
ばならない。逆さまの"V"の⽩斑が顔にあるのが望ましい。 
 
ブルークリーム︓ブルーでクリームのパッチがある。パ
ッチはくっきりと明確で、体と四肢の両⽅で、良く途切
れている。 
 
バイ-カラー︓ソリッドカラーとホワイト、タビーとホワ
イト、スモークアンドホワイト、シェーデットアンドホ
ワイト、カラーポイントアンドホワイト、ホワイトはど
のような量でも、場所でも許される。タビーの顎、胸、
腹のホワイト、またはオフホワイトは許される。 
 
バンバイ-カラー︓ブラックアンドホワイト、ブルーアン
ドホワイト、レッドアンドホワイト、またはクリームア
ンドホワイト。ホワイトの猫で、⾊の部分が体の先端部
分︔頭、尾、脚に限定されてある。⼀つか⼆つの⼩さな
⾊のパッチが体にあるのは許される。 
 
バンキャリコ︓ホワイトの猫で、ブラックとレッドの無
秩序なパッチが末端部分︔頭、尻尾、脚に限定されてあ
る。体に⼀つか⼆つの⼩さな⾊のあるパッチは許される。 
 
バンダイリュートキャリコ︓ホワイトの猫で、ブルーと
クリームの無秩序なパッチが末端部分︔頭、尻尾、脚に
限定されてある。体に⼀つか⼆つの⼩さな⾊のあるパッ
チは許される。 
 
タビーアンドホワイト︓ホワイトで、⾊のついた部分が
あり、その猫の⾊の部分は、現在確⽴されているタビー
カラーのスタンダードに適合する。 
 
スモーク/シェーデット/シェルアンドホワイト︓ホワイ
トで、⾊のついた部分があり、その猫の⾊の部分は、そ
のカラーのスタンダードに適合する。 
 
トーティーシェルアンドホワイト︓ホワイトで、⾊のつ
いた部分があり、その猫の⾊の部分は、トーティーシェ
ルのスタンダードに適合する。 
 
ブルークリームアンドホワイト︓ホワイトで、⾊のつい
た部分があり、その猫の⾊の部分は、ブルークリームの
スタンダードに適合する。 
 
その他のサイベリアンのカラー︓あらゆるその他のカラ
ーとパターン、ハイブリダイゼーションの結果を表すも
のとしてのカラーである、チョコレート、ラベンダー/

ライラック、またはこれらとホワイトの組み合わせの猫
は除く。 
 

カラーポイントカラー 
 
サイベリアン（ポイント）パターン︓体︓鮮明な⾊が好
ましく、わずかなシェードは許される。年⻑の猫でのよ
り濃い⾊は考慮されるが、体の⾊とポイントの⾊の間に、
はっきりとしたコントラストがなければならない。ポイ
ントは⽿。脚、⾜、尾、マスクからなり、その猫の基本
となる⾊を⽰す。理想的なマスクは、⽬の上から顎にま
で降りて広がっており、⽬を超えて、⽬の横から横まで
広がっている。 
 
シールポイント︓体は均⼀な薄いフォーンからクリーム
⾊、暖かいトーンで、腹と胸にかけて、次第に明い⾊に
なっていくシェードがある。ポイント︓深いシールブラ
ウン。ノーズレザーとパウパッド︓シールブラウン。⽬
⾊︓ブルー。 
 
ブルーポイント︓ブルーがかったホワイト、冷たいトー
ンで、ポイントはブルー。ノーズレザーとパウパッド︓
スレートブルー。⽬⾊︓ブルー。 
 
フレーム（レッド）ポイント︓体はクリームがかったホ
ワイト。ポイントは深いオレンジの炎の様な⾊から深い
レッド。ノーズレザーとパウパッド︓肌⾊からサンゴ⾊
のピンク。⽬⾊︓ブルー。 
 
クリームポイント︓体はクリームがかったホワイト。ポ
イントはバフクリーム。ノーズレザーとパウパッド︓肌
⾊がかったピンクもしくはサンゴ⾊。⽬⾊︓ブルー。 
 
トーティーポイント︓体はクリームがかったホワイトか
薄いフォーン。ポイント︓レッドかクリーム、もしくは
その両⽅の不均⼀なパッチがあるシール。ノーズレザー
とパウパッド︓シールブラウンかサンゴのピンク⾊。⽬
⾊︓ブルー。 
 
ブルークリームポイント︓体はブルーがかったホワイト
か、クリームがかったホワイト、ポイントはクリームの
パッチのあるブルー。ノーズレザーとパウパッド︓スレ
ートブルーとピンク、もしくはそのいずれか⼀⽅。⽬⾊︓
ブルー。 
 
サイベリアンリンクス（ポイント）パターン︓マスクは
くっきりと濃いシマの線がなければならない、額に、垂
直で、クラッシックの”Ｍ”を形成している︔頬は⽔平の
ラインがなければならない。そのマスクは⽬の回りに明
るい輪をつくり、明るい⾊のウイスカーパッドに濃いス
ポットがあり、はっきりとした濃い輪郭で縁取られてい
る。⽿の内側は明るく、⽿の外側はティッキングがある。
マーキングは濃く、はっきりと⾒て取れ、幅広い。脚に
は均等なブレスレットがある。尾はバーがあり、下側は
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より明るい⾊あい。体のシェーディングはゴーストの縞
を形成することもある。 
 
シールリンクスポイント︓ポイントは、より濃いブラウ
ンタビーのマーキングがあるベージュ-ブラウンのティ
ックド。体の⾊は薄いクリームからフォーン、暖かいト
ーンである。ノーズレザー︓シールか煉⽡⾊の⾚。パウ
パッド︓シールブラウン。⽬⾊︓ブルー。 
 
ブルーリンクスポイント︓ポイントは明るい、銀⾊がか
ったブルー、より濃いブルータビーのマークあるティッ
クド。ノーズレザー︓ブルーかオールドローズ。パウパ
ッド︓ブルー。⽬⾊︓ブルー。 
 
フレーム（レッド）リンクスポイント︓ポイントは濃い
オレンジの炎のようなティックドで濃いレッドの縞模様
がある。体の⾊はクリームがかったホワイト。ノーズレ
ザーとパウパッド︓肌⾊と珊瑚のピンク。⽬⾊︓ブルー。 
 
クリームリンクスポイント︓ポイントは濃いクリームの
タビーマーキングが薄いクリームのティックド。体の⾊
は、クリームがかったホワイトで、ポイントより明らか
に明るいトーン。ノーズレザーとパウパッド︓肌⾊から
サンゴのピンク⾊。⽬⾊︓ブルー。 
 
トーティーリンクスポイント︓ポイントは濃いブラウン
タビーのマークがあるベージュブラウンで、レッドのパ
ッチがある。体の⾊はクリームがかったホワイトか薄い
フォーン。ノーズレザーとパウパッド︓シールブラウン、
煉⽡⾊の⾚と肌⾊かサンゴのピンクもしくはそのいずれ
か⼀⽅。⽬⾊︓ブルー。 
 
ブルークリームリンクスポイント︓ポイントは濃いブル
ータビーのマーキングのあるブルーで、クリームのパッ
チがある。体の⾊はブルーがかったホワイトで冷たいト
ーン。ノーズレザーとパウパッド︓ブルー、オールドロ
ーズとピンクまたはそのいずれか⼀⽅。⽬⾊︓ブルー 
 
以下の記載は参照の⽬的のみであって、ショースタンダ
ードの公式な部分ではない。 
 

 

サイベリアンのカラークラス番号 

 

全てのチャンピオンシップのカラー 

                  .................3700 3701 

(ショースタンダードで規定されている全て

のカラーとその他のサイベリアンカラー) 

 

AOV ...............................None None 

 

サイベリアンとアウトクロスする事の出来る猫種: 
なし 
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シンガプーラ 
( S i n g a p u r a ) 

配点 
頭部（１５） 

頭の形........................................4 

目の幅........................................4 

マズルの形....................................4 

横顔..........................................3 

耳（１０） 

大きさ........................................4 

形............................................4 

開き..........................................2 

目（１０） 

大きさ........................................6 

形............................................3 

色............................................1 

体、脚と尾（２０） 

首............................................3 

比率.........................................10 

脚と足........................................5 

尻尾..........................................2 

コート.......................................15 

色とマーキング（３０） 

色...........................................10 

ティッキング..................................9 

顔のマーキング................................6 

脚のマーキング................................5 

 

全般︓外⾒は敏捷で、健康的な、⼩さいから、中位まで
の⼤きさの、筋⾁質な体の猫で、その頭に釣り合って、
⼈⽬を引くような⼤きな⽬と⽿を持っている。優雅で、
繊細な⾊合いを感じさせる猫である。 
 
頭部︓頭蓋⾻は前から後ろへと、側⾯から側⾯へと丸味
があり、⽬の外側で丸く幅広く、はっきりしたウイスカ
ーブレークと、末端が真っ直ぐに終わっている⿐のある
中位から短い幅広のマズルへと、せばまっていってい
る。横からみると、丸味のある頭蓋⾻は、わずかな湾曲
が⽬の⾼さの下にある。⿐から顎先は真っ直ぐな線であ
る。顎は良く発達している。 
 
⽿︓⼤きく、いくぶん先が尖っており、根元は幅広く開
いており、深いカップ状になっている。中位の位置づけ
である。⽿の外側の線は平⾏よりわずかに幅広くなる⾓
度で上向きに広っている。⼩さな⽿は、重⼤な⽋点であ
る。 
 
⽬︓⼤きく、アーモンド型で、広く⾒開いていて、斜め
になっている。突き出ても、くぼんでもいない。⽬の付
き型は、⽬⼀つの幅より狭くはない。⾊は、ヘーゼル、
グリーンかイエローで、それ以外の⾊は認められない。
輝いているのが好まれる。⼩さな⽬は重⼤な⽋点であ
る。 
 

体︓⼩さいか、中位までの全体の⼤きさの猫である。適
度にがっちりして、筋⾁質な体で、脚と床で四⾓を形成
する。中央の部分は詰め込まれた感じではないが、がっ
しりしている。 
 
⾸︓短く、厚い傾向にある。 
 
脚と⾜︓⾜は体の所では、ずっしりとして、筋⾁質で、
⼩さく短い卵形の⾜へと先細りになっている。 
 
尾︓⻑さは、胴体に沿わせて置いた時に、肩までよりは
短い。細い傾向にあるが、鞭のようではない。ぷつんと
途切れたような先端。 
 
コート︓細く、とても短く、シルクの様な⼿触り。体に
密着して寝ている。弾⼒のあるコートは、⽋点である。 
 
減点︓コートの冷たい⾊合いやグレーのトーン、⽪膚に
隣接したグレーのアンダーコート、前⾜の外側のバー、
ネックレス、⽬に⾒えない尾の⽋点。 
 
失格︓ホワイトのスポット、尾のバー、頭頂部のティッ
キングがないこと、切れていないネックレスや、脚のブ
レスレット。とても⼩さな⽬、⼜は⽿。⽬に⾒える尾の
⽋点。⻘い⽬。シンガプーラアグーチ（オールドアイボ
リーのアンダーコートに濃いブラウンのティッキング）
以外のあらゆる⾊。 
 

シンガプーラのカラー 
 
セピアアグーチのみ、⾊は暖かいオールドアイボリーの
地⾊に濃いブラウンのティッキング。それぞれの⽑は、
明るいバンドによって隔てられた濃いティッキングのバ
ンドが、少なくとも⼆つある。⽪膚に隣接した所は明る
く、先端は濃い。尾の先端の⾊は濃く、体に向かって、
上⾯に広がっている。背⾻に沿った線は、⽋点ではな
い。マズル、顎胸、体の下⾯は漂⽩していないモスリン
の⾊。猫は前⾜の内側と膝の裏にのみ、いくつかのバー
があるだけである。⼦猫でティッキングが発達していな
いのは、考慮、酌量される。⾜の指の間の⽑は濃いブラ
ウン。顔のマーキング︓濃いラインが眉から⽬の外側の
⾓まで延びている、濃いラインは⿐橋に沿って、⽬の内
側の⾓から下向きに延びていて（チーターのライン）、
頬⾻のシェードは全く望ましい。アイライン、唇、ヒゲ
の⽳、⿐の線は濃いブラウン。ノーズレザー︓薄いか
ら、濃いサーモン。パウパッド︓ローズがかったブラウ
ン。サーモンのトーンが⽿の⿐橋にかかっているのは、
⽋点ではない。 
 
以下の記載は参照の⽬的のみであって、ショースタンダ
ードの公式な部分ではない。 
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シンガプーラ カラークラス番号 

 

セピア...................... 2700  2701 

AOV......................... なし  なし 

 

シンガプーラとアウトクロスする事の出来る猫 
種︓ なし 
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ソマリ 
( S o m a l i ) 

配点 
頭部（２５） 

頭蓋骨................................6 

マズル................................6 

耳....................................7 

目型..................................6 

体（２５） 

胴体.................................10 

脚と足...............................10 

尾....................................5 

コート（２０） 

手触り...............................10 

長さ.................................10 

カラー（３０） 

カラー...............................10 

マーキング............................5 

ティッキング.........................10 

目色..................................5 

 

全般︓ソマリの全般的な印象は、⽐率の良い中位から⼤
きい猫で、固く筋⾁が発達しており、しなやかで、敏捷
で、周りのもの全てに、愛らしい好奇⼼を⽰し、落ち着
いた気質で、ハンドリングしやすい。この種の猫は、活
発で、損なうところなく健康で、全般的に活発な外観を
呈する。 
 
頭部︓平らな⾯のない、いくぶん丸みを帯びたふうに緩
和された楔形で、額、頬、横顔の全てが、なだらかな輪
郭をしている。⿐筋から額にかけて幾分⾼くなってお
り、その額は⽿と⽿の間が広い、ちょうどいい⼤きさ
で、とぎれることなく、アーチ型に⾸へと続いていなけ
ればならない。 
 
マズル︓前⾯を横から⾒た場合に、頭蓋⾻に調和して、
なだらかな輪郭で続いている。顎は充分にあり、アンダ
ーショットでも、オーバーショットでもなく、丸みを帯
びた外観を呈する。マズルは鋭くとがってはいないし、
ぷつんと途切れてはいないし、狐の様でもなく、ウイス
カーピンチの形跡もない。 
 
⽿︓敏捷に構え、⼤きく、程良く尖っており、付け根は
広くカップ状になっている。⽿は頭蓋⾻の後ろに向かう
線上に位置している。⽿の内側は⽔平のタフトがあり、
それは⽿のもう⼀⽅の側にほぼ届きそうである︔⽿のタ
フトが望ましい。 
 
⽬︓アーモンド型で、⼤きく、輝いており、表情に富ん
でいる。頭蓋⾻の（⽬の部分の）の開きは丸くもオリエ
ンタルでもない。⽬は明るい⾊の部分に取り囲まれた、
⾊の濃い瞼の⽪膚で、強調されている。上記のそれぞれ
は、短い濃い⽔平の、濃い鉛筆書きの様な線で⼀書きさ
れており、それは上瞼から⽿に向かって続いている。 

 
体︓胴は中位の⻑さで、︓中位の⻑さで、しなやかで、
優美であるが、よく発達した筋⾁の強さを⽰している。
胸郭は丸みを帯びている︔背は幾分弧を描いており、猫
にバネのような外観をもたらす︔側⾯は平らで、ひだの
ような盛り上がりはない。構成は中位で、コビーと、ほ
っそり⻑い両極端のタイプの中間である。 
 
脚と⾜︓脚は胴と釣り合いがとれている︔⾜は卵型で、
コンパクトである。⽴った時にソマリはすばしっこく、
敏捷な印象を与える。つま先︓前⾜は５本、後ろ⾜は４
本指。 
 
尾︓ふさふさとブラシの様で、根本が太く、幾分先細り
である。⻑さは胴体とバランスが取れている。 
 
コート︓触るととても柔らかい⼿触りで、極端に繊細
な、ダブルコートである。コートは厚い程良い。⻑さ︓
肩の上以外は中位の⻑さのコートで、肩の上は幾分短い
のは認められる。ラフと乗⾺ズボンの様な⽑があり、フ
ルコートの外観を猫に与えるのが好ましいとされる。 
 
減点︓⾊の⽋点-コールドグレー、またはうす茶⾊（砂
⾊）の⾊調のコートの⾊、ティッキングがない部分がま
だらや斑点になってある。パターンの⽋点-ネックレ
ス、脚のバー、タビーの縞、または体のバー︔頭と尾に
望ましいマーキングがないこと、体の根本の⿊い⾊。 
 
失格︓ホワイトロケット、股の付け根の斑、もしくは、
喉の上⽅、顎や⿐孔部分以外の体のあらゆる場所のホワ
イト。いかなる⾻格の異常。間違った⾊のパウパッドや
ノーズレザー。４つの受け⼊れられている⾊以外のあら
ゆる⾊。切れていないネックレス。正しくない⾜の指の
数。尾のキンク。 
 

ソマリのカラー 
 
コートカラー:温かく、輝いている。ティッキング︓く
っきりと識別でき、均⼀で、⽑の⼀本⼀本により明るい
⾊のバンドとコントラストをなす濃い⾊のバンドがあ
る。アンダーコートの⾊は⽪膚に対して鮮明で、明る
い。より深い⾊のシェードが望ましいが、ティッキング
の強度が⾊の深さのために、犠牲になってはならない。
体の下⽅、胸、⾜にマーキングのない猫、尾に輪がない
猫に優先権が与えられる。マーキング︓背⾻に沿って尾
の先端まで続くより濃いシェードがあり︔⾶節に及ぶよ
り濃いシェード、肘の先のシェードは許される︔⽬と眉
から延びていく濃いライン、頬⾻のシェード、ウイスカ
ーパッドの斑点とシェードは望ましい強調された部分で
あり、⽬は細い濃いラインと、その周りを取り囲むより
明るい⾊で強調されている。⽬⾊︓ゴールドもしくはグ
リーン、⾊が豊かで濃いほど良い。 
 
ルディー︓地⾊はバーントーシシエナ（焼いたシエナ
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⼟）、濃いブラウンか⿊のシェードが様々な程度に⼊っ
たティッキングがあり、︔外側の最先端の⽑先が最も濃
い。尻尾の先端は⿊。体の下側や脚の内側はメインの⾊
合いと調和して、濃淡がある。ノーズレザー︓タイルレ
ッド（⽡⾊の⾚）、パウパッド︓⿊かブラウン、⾜の指
と指の間は⿊で、その⾊がいくぶんポウにまでかかって
いる。 
 
レッド︓地⾊は豊かで暖かい燃えるような⾚、チョコレ
ート-ブラウンのティッキングがあり、⽑先の最も先端
は濃い。尻尾の先はチョコレート-ブラウン。体の下側
や脚の内側はメインの⾊合いと調和して、濃淡がある。
ノーズレザー︓ロージィーピンク（⾚みがかったピン
ク）。パウパッド︓ピンク、⾜の指と指の間はチョコレ
ート-ブラウンで、その⾊がいくぶんパウにまでかかっ
ている。 
 
ブルー︓地⾊は暖かいベージュ、スレートブルー（薄ま
ったトタン⾊）のティッキングがあり、⽑先の最も先端
は濃い。体の下側や脚の内側はメインの⾊合いと調和し
て、濃淡がある。ノーズレザー︓オールドローズ（くす
んだ⾚味がかったピンク）。パウパッド︓藤⾊、⾜の指
と指の間はスレートブルーで、その⾊がいくぶんパウに
までかかっている。 
 
フォーン︓地⾊は暖かい⾚みがかったベージュ、明るい
ココアブラウンのティッキングがあり、⽑先の最も先端
は濃い。尻尾の先はココアブラウン。体の下側や脚の内
側はメインの⾊合いと調和して、濃淡がある。ノーズレ
ザー︓サーモン。パウパッド︓ピンク、⾜の指と指の間
は明るいココアブラウンで、その⾊がいくぶんパウにま
でかかっている。 
 
以下の記載は参照の⽬的のみであって、ショースタンダ
ードの公式な部分ではない。 
 

ソマリのカラークラス番号 

 

ルディー...................... 1380  1381 

レッド........................ 1382  1383 

ブルー........................ 1384  1385 

フォーン...................... 1386  1387 

AOV........................... 1398  1399 

 

ソマリとアウトクロスする事の出来る猫種︓アビシニア
ン 
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スフィンクス 
( S p h y n x ) 

配点 
頭部（３５） 

大きさ/形.................................5 

耳.......................................10 

マズル/顎.................................5 

横顔......................................5 

頬骨......................................5 

目........................................5 

体 （３５） 

首........................................5 

胸.......................................10 

腹部と臀部...............................10 

脚と足....................................5 

尾........................................5 

コート/皮膚....................................30 

 

全般︓この猫の最も区別すべき特徴は、⽑がないその外
観である。しかし、スフィンクスは実際に完全に⽑が無
いわけではなく、⿐橋と⽿に“⽑”の形跡がある。スフィ
ンクスは中位の⼤きさで、体の構成は、その⼤きさに対
して驚くほどの重さがある。雌は⼀般に雄より⼩さい。
体は温かく柔らかい⼿触りが感じられ、⽪膚の⼿触り
は、柔らかいピーチ、またはスムーズなネクタリンのい
ずれかに似ている。スフィンクスは⽢い気質で、愛らし
く、ハンドリングに対して、従順である。 
 
頭部︓頭は修正楔型で、幾分横幅より縦が⻑く、突き出
た頬⾻と、はっきりとしたウイスカーブレークとウイス
カーパッドがあり、マズルに四⾓い外観をもたらしてい
る。頭骸⾻はわずかに丸みをおび、平らな⾯が⽿の前に
ある。⿐は真っ直ぐで、⿐橋に、わずかな、から、なだ
らかな程度までのストップがある。 
 
頬と頬⾻︓突き出ていて、丸い頬⾻で、⽬をはっきりと
させ、ウイスカーブレークの上にカーブを形成する。 
 
マズルと顎︓突き出たウイスカーパッドのあるウイスカ
ーブレークがある。強く、よく発達した顎が上唇と垂直
な線を形成している。 
 
⽿︓⼤きいからとても⼤きいまで。付け根は幅広く、開
いて、真っ直ぐ⽴っている。正⾯から⾒ると、⽿の外側
の付け根は⽬と同じ⾼さに始まり、頭の低い位置でも、
頭頂に位置してもいない。⽿の造作は、⾃然で飾り⽑は
ない。 
 
⽬︓⼤きくレモン型の⽬で、中央は⼤きく開き、両横
で、くっきりと尖っている。付き⽅は幾分上向きの⾓度
で、⽿の外側の根もとに並んでいなければならない。⽬
と⽬は広く離れて位置しており、最⼩でも、⽬⼀つ分の
幅がある。⽬⾊に配点はされていないが、全ての⽬⾊が
受け⼊れられ、コート/スキンの⾊と調和がとれていな
ければならない。 
 

体︓体は中位の⻑さで、固く筋⾁質で、広く丸い胸を持
ち、充分に丸い腹部である。臀部はしっかり丸く筋⾁質
である。背中のラインは肩胛⾻のちょうど後ろで上って
おり、⽴ったときに、より⻑い後ろ⾜に適合している。
⾻格は中位である。 
 
⾸︓⾸は⻑さは中位で、丸く、よく筋⾁が付いていて、
僅かに弧を描いている。⼤⼈の雄のしっかりとした筋⾁
に対しては、配慮がなされる。 
 
脚と⾜︓脚は中位で体と釣り合いがとれておいる。たく
ましく、よく筋⾁がついていて、前脚より後ろ脚が幾分
⻑い。ポウは卵型でよく拳⾻になった⾜先︔前⾜は５
本、後ろ⾜は４本指である。パウパッドは厚く、クッシ
ョンの上を歩いているような様⼦の印象を与える。 
 
尾︓細く柔軟な尾で、体の⻑さと釣り合いがとれてお
り、鞭のようで、細く尖った先端へと先細りになってい
る。 
 
コート/⽪膚︓この猫の⾒かけは、⽑がないと⾔うこと
である。短く、細い⽑が、脚、⽿の外側の⾓、尾、陰嚢
にあるだろう。⿐橋は正常にコートがなければならな
い。体の残りの部分は、完全に⽑がないから、柔らかい
ピーチのようなケバに覆われていたりと、幅があり、そ
の⻑さは、⽑がないという外観を妨げてはいない。この
コート/⽪膚の⼿触りは、この猫を撫でるときに抵抗の
ある⼿触りをもたらす。しわの寄った⽪膚が望ましく、
特にマズルの周り、⽿と⽿の間、肩の周りにしわが寄っ
ているのが望ましい。通常は髭はないが、もし髭があっ
たとしても、短くまばらである。 
 
カラー︓この猫は、⽑がないので、カラーとパターンを
⾒分けることは難しく、それらが猫の審査に影響を及ぼ
してはならない。ホワイトのロケットや、ボタンや、腹
の⽩斑は許される。 
 
減点︓体に記載された以外の⽑があること。デリケート
な、もしくは虚弱な外⾒。薄い腹部、または臀部、また
は狭い胸。曲がった前脚。デボンレックス、コーニッシ
ュレックス、またはオリエンタルなボディータイプに似
ていてはならない。 
 
失格︓キンク、もしくは異常な尾。構造的な異常。ジャ
ッジを危険にさらすような、攻撃的な態度ふるまい。 
 

スフィンクスのカラー 
 
全般︓全てのカラーとパターン、どんな組み合わせも、
猫に⾒いだされるものは、スフィンクスでは受け⼊れら
れる。注釈︓⽇にさらすことは、全てのカラーを強める
であろう。 
 
ホワイト︓ホワイトからピンク。ノーズレザーとパウパ
ッド︓ピンク。 
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ブラック︓ブラック。⿐から尾の先端まで、均⼀のレベ
ルのトーン。ノーズレザー︓ブラック。パウパッド︓ブ
ラックかブラウン。 
 
ブルー︓ブルー。⿐から尾の先端まで、均⼀のレベルの
トーン。ノーズレザーとパウパッド︓ブルー。 
 
レッド︓深く豊で、鮮明な、輝くレッド。マーキングが
ない。唇と顎ははコートと同じ⾊。ノーズレザーとパウ
パッド︓煉⽡⾊のレッド。 
 
クリーム︓マーキングのない単⼀なレベルのシェード。
ノーズレザーとパウパッド︓ピンク。 
 
チョコレート︓豊かな、栗⾊のブラウン、全体を通して
均⼀。ノーズレザー︓ブラウン。パウパッド︓ブラウン
またはシナモン。 
 
ラベンダー︓霜が降りたようなグレーでピンクがかった
トーン。全体を通して均⼀。ノーズレザーとパウパッ
ド︓ラベンダーピンク。 
 
シナモン︓シナモン。全体を通して均⼀。ノーズレザー
とパウパッド︓シナモン。 
 
フォーン︓薄いピンクがかったフォーン。全体を通して
均⼀。ノーズレザーとパウパッド︓薄いフォーン。 
 
クラッシックタビーパターン︓マーキングは、はっきり
と脚と尾に⾒える。パターンは⽑のない体に、薄らいで
いる。脚は体のマーキングとつながるように登っていく
ブレスレットの均⼀の縞がある。尻尾は均等に輪があ
る。⾸、胸の上部に途切れのない何本ものネックレスが
あり、ネックレスは多いほど良い。マーキングは⽪膚の
上に⾒える。しかめつらマークが額にあり、それは⼊り
組んだ"Ｍ"の形になっていいる。途切れのないラインが
⽬の外側の⾓から後ろへと⾛っている。渦巻きが頬にあ
る。縦のラインが頭の後ろを通って肩のバタフライマー
クにまで及んでいる、そのバタフライマークは、上⽻と
下⽻の両⽅がくっきりと縁取られ、輪郭の内側には斑点
のマークがある。背中のマークはバタフライから尻尾へ
と背⾻に沿って縦に降りている⼀本のラインと、それに
平⾏して両側にそれぞれ縦の⼀本の縞からなり、この３
本の縞は地⾊の縞によって、よく離れている。⼀つかそ
れ以上の途切れない輪に取り囲まれた⼤きな単⾊の班が
両則にある。側⾯のマークは両則ともに同じである。⼆
重の縦のボタンの列が胸と腹にある。 
 
マッカレルタビーパターン︓マーキングはくっきりと脚
と尾に⾒える。パターンは⽑のない体に、薄らいでい
る。脚には体のマークにつながる狭いブレスレットから
なる均等な縞がある。尻尾はバーがある。⾸と胸のネッ
クレスがくっきりしており、沢⼭のチェーンの様であ
る。頭部には縞があり、額に"M"マークがある。⽬から
後ろにかけて途切れない線が⾛っている。ラインは頭部
から駆け下り、肩で出会っている。背⾻に沿った線は共

に流れて狭いサドルを形作る。狭いペンシルラインが体
の回りに⾛っている。 
 
スポティッドタビーパターン︓体のマーキングはスポッ
トである。スポットは丸くなっているか、⻑⽅形かロゼ
ットの様な形であろう。それらはいずれも、等価である
が、しかしスポットの形や位置ははっきりしていなけれ
ばならない。スポットは切れたマッカレルのパターンで
⼀緒に流れていてはならない。背の縞は、体の⻑さで、
尾の先端まで⾛っている。この縞は、理想的にはスポッ
トから構成されている。顔と額のマークは典型的なタビ
ーのマーキングになる。体の下側は"ベストボタン"があ
る。脚と尻尾はバーになっている。マーキングはくっき
りと脚と尾に⾒える。パターンは⽑のない体に、薄らい
でいる。 
 
パッチドタビーパターン︓パッチドタビー（トビー）は
シルバー、ブラウン、ブルー、ラベンダー、フォーン、
シナモン、またはチョコレートタビーで出来ており、レ
ッド、クリームのパッチが、体と四肢の両⽅に、くっき
りとある︔顔に斑があるのが望ましい。 
 
シルバータビー︓唇と顎を含み、⽪膚の地⾊は薄い澄ん
だシルバーである。マーキングは濃いブラック。ノーズ
レザー︓煉⽡⾊のレッド。パウパッド︓⿊。 
 
ブラウンタビー︓⽪膚の地⾊は輝く銅⾊のブラウン。マ
ーキングは濃いブラック。唇と顎は、⽬の回りのリング
と同じシエードである。⾜の裏は、パウから踵にかけて
ブラック。ノーズレザー︓煉⽡⾊のレッド。パウパッ
ド︓ブラックかブラウン。 
 
ブルータビー︓唇と顎を含み、⽪膚の地⾊は薄いブルー
がかったアイボリー。マーキングはとても深いブルー
で、⽪膚の地⾊と良いコントラストをなしている。ノー
ズレザー︓オールドローズ。パウパッド︓ローズ。 
 
レッドタビー︓⽪膚の地⾊はレッド。マーキングは深く
豊かなレッド。唇と顎はレッド。ノーズレザーとパウパ
ッド︓煉⽡⾊のレッド。 
 
クリームタビー︓唇と顎を含み⽪膚の地⾊はとても薄い
クリーム。マーキングはバフかクリームで良いコントラ
ストをなすように、地⾊より充分に濃いが、ダイリュー
トカラーの範囲内ではある。ノーズレザーとパウパッ
ド︓ピンク。 
 
チョコレート（チェスナッツ）タビー︓⽪膚の地⾊は暖
かいフォーン、マーキングは豊かな栗⾊のブラウン。ノ
ーズレザー︓栗⾊か栗⾊の輪郭のあるピンク。パウパッ
ド︓シナモン。 
 
チョコレート-シルバータビー︓唇と顎を含み⽪膚の地
⾊はシルバー。マーキングは豊かな栗⾊。ノーズレザ
ー︓栗⾊か栗⾊の輪郭があるピンク。パウパッド︓シナ
モン。 
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シナモンタビー︓唇と顎を含み⽪膚の地⾊は薄い、温か
い蜂蜜⾊、マーキングは濃いシナモン、⽪膚の地⾊と良
いコントラストをなしている。ノーズレザー︓シナモン
またはシナモンで縁取りのあるサンゴ⾊。パウパッド︓
シナモン。 
 
シナモン-シルバータビー︓唇と顎を含み⽪膚の地⾊は
薄い輝くシルバー。マーキングは濃いシナモン。ノーズ
レザー︓シナモン。パウパッド︓サンゴ⾊。 
 
ラベンダータビー︓⽪膚の地⾊は薄いラベンダー、マー
キングは豊かなラベンダーで、⽪膚の地⾊と良いコント
ラストをなす。ノーズレザー︓ラベンダーかラベンダー
の輪郭があるピンク。パウパッド︓ラベンダーピンク。 
 
ラベンダー-シルバータビー︓唇と顎を含み⽪膚の地⾊
は冷たい澄んだシルバー。マーキングはラベンダー⾊。
ノーズレザー︓ラベンダーかラベンダーの輪郭があるピ
ンク。パウパッド︓ラベンダーピンク。 
 
フォーンタビー︓唇と顎を含み⽪膚の地⾊は薄いアイボ
リー。マーキングは濃いフォーンで⽪膚の地⾊と良いコ
ントラストをなす。ノーズレザーとパウパッド︓薄いフ
ォーン。 
 
トーティシェル︓ブラックにレッドかクリームのまだら
がある。顔に斑があるのが望ましい。 
 
ブルー-クリーム︓ブルーにクリームのまだらかパッチ
がある。顔に斑があるのが望ましい。 
 
チョコレート（チェスナッツ）トーティシェル︓豊かな
栗⾊のブラウン、レッドとクリーム、もしくはいずれか
⼀⽅のまだらか、パッチがある。顔に斑があるのが望ま
しい。 
 
シナモントーティシェル︓シナモン、レッドとクリー
ム、もしくはいずれか⼀⽅のまだらか、パッチがある。
顔に斑があるのが望ましい。 
 
ラベンダ-クリーム︓ラベンダーにクリームのまだらか
パッチがある。顔に斑があるのが望ましい。 
 
フォーン-クリーム︓フォーンにクリームのまだらかパ
ッチがある。顔に斑があるのが望ましい。 
 
キャリコ︓⽩にブラックとレッドの無秩序なパッチがあ
る。ホワイトが体の下の部分では優占している。 
 
バンキャリコ︓ホワイトの猫で、ブラックとレッドのパ
ッチが、末端部分︔頭、尻尾、脚に限定されてある。体
に⼀つか⼆つの⼩さな⾊のあるパッチは許される。 
 
ダイリュートキャリコ︓⽩に、ブルーとクリームの無秩
序なパッチがある。ホワイトが体の下の部分では優占し

ている。 
 
ダイリュートバンキャリコ︓ホワイトの猫で、ブルーと
クリームの無秩序なパッチが末端部分︔頭、尻尾、脚に
限定されてある。体に⼀つか⼆つの⾊の⼩さなパッチは
許される。 
 
バイ-カラー︓ソリッドカラーとホワイト、タビーとホ
ワイト、トーティシェルとホワイト。ポインティッドと
ホワイト。いずれかの⾊とホワイト等。 
 
バンバイ-カラー︓ソリッドカラーとホワイト、タビー
とホワイト、トーティシェルとホワイト等。⾊は先端部
分︔頭、尻尾、脚に限定される。体に⼀つか⼆つの⼩さ
なパッチは許される。 
 
フォーンキャリコ、ラベンダーキャリコ、とシナモンキ
ャリコ︓上記のキャリコのような、適切なマーキングの
カラー。 
 
フォーンバンキャリコ、ラベンダーバンキャリコ、とシ
ナモンバンキャリコ︓上記のバンキャリコのような、適
切なマーキングのカラー。 
 
ポインテッドパターン︓ポイントに限定されて⾊があ
り、成熟したスフィンクスにおいては、体とポイントの
間のコントラストは、僅かか、⽰さない。⽣まれた時は
明るい⾊であるが、ポイントのスフィンクスは濃くな
り、⼤⼈でのように、ソリッドのカラーが現れる。⽬
⾊︓鮮やかなブルー。ノーズレザーとパウパッド︓コー
トカラーに適合している。ポイントパターンはその他の
パターン（ミンク以外）といずれかの⾊が組合わさって
いるかもしれない。すなわち、ライラック- シルバーリ
ンクスポイントや、シールトーティーポイントウイズホ
ワイト（バイカラークラス参照）。 
 
ミンクパターン︓ポイントに限定されて⾊があり、成熟
したスフィンクスにおいては、体とポイントの間の⾊の
違いは、僅かか、ない。⽣まれた時は明るい⾊である
が、ミンクのスフィンクスは濃くなり、⼤⼈でのよう
に、ソリッドのカラーが現れる。⽬⾊︓アクア。ノーズ
レザーとパウパッド︓コートカラーに適合している。ミ
ンクパターンはその他のパターン（ポイント以外）とい
ずれかの⾊が組合わさっているかもしれない。すなわ
ち、ナチュラルミンク、ブルーミンク、シャンペーンミ
ンク、プラチナミンク、ナチュラルタビーミンク、ブル
ークリーム、トーティーミンク アンドホワイト（バイ
カラークラス参照）。 
 
セーブル︓成熟した例では、豊かで、暖かいセーブルブ
ラウンで、どんな種類のシェーディング、バー、マーキ
ングもない。（⼦猫はしばしば⾊が明るい）ノーズレザ
ーとパウパッド︓ブラウン。 
 
シャンペーン︓成熟した例では、豊かで、暖かいハニー
ベージュで、どんな種類のシェーディング、バー、マー
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キングもない。（⼦猫はしばしば⾊が明るい）ノーズレ
ザーとパウパッド︓暖かいピンクがかったタン。 
 
プラチナ︓成熟した例では、薄いシルバーグレーで、暖
かいセーブルブラウンで、どんな種類のシェーディン
グ、バー、マーキングもない。ノーズレザーとパウパッ
ド︓ラベンダーピンク 
 
O S C（その他のスフィンクスのカラー）︓その他の⾊
とパターン。ロケットとボタン、もしくはそのいずれか
⼀⽅を単に持っただけの猫はこのクラスに適合せず、そ
のような猫はそれらの基本となるカラークラスで、この
ようなロケットやボタンに対して減点されることなく審
査されるであろう。例︓⼀本、⼆本、三本、または四本
のホワイトの⾜を持つ、いずれかのカラー。全てのポイ
ントに限定されたカラー、シールポイント、チョコレー
トポイント、ナチュラルミンク、ブルーミンク、セーブ
ル、シャンペーン、プラチナ、等。 
 
以下の記載は参照の⽬的のみであって、ショースタンダ
ードの公式な部分ではない。 
 

スフィンクス カラークラス番号 

 

ソリッド......................... 5000  5001 

(ブラック、ブルー、レッド、クリーム、チ

ョコレート、ラベンダー、シナモン、フォ

ーン、ホワイト) 

 

バイ-カラー...................... 5060  5061 

(あらゆるカラーとパターンとホワイトの組み合わせ) 

 

その他のスフィンクスのカラー..... 5090  5091 

（その他のあらゆるカラーまたはパターン） 

 

スフィンクスとアウトクロスする事の出来る猫種︓アメ
リカンショートヘアー、デボンレックス、ドメスティッ
クショートヘアー/ドメスティックスフィンクスアウト
クロス。2018年12 ⽉31 ⽇以降に⽣まれる⼦猫は、ス
フィンクスだけの両親が許される。コートがあるスフィ
ンクスは繁殖⽤のみ登録出来る。 
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トンキニーズ 
( T o n k i n e s e ) 

配点 
頭部（２５） 

横顔.........................................8 

マズルと顎...................................6 

耳...........................................6 

目の形と付き方...............................5 

体（３０） 

胴体........................................15 

脚と足.......................................5 

尾...........................................5 

筋肉のトーン.................................5 

コート..........................................10 

カラー（３５） 

コートカラー................................25 

目の色......................................10 

 

全般︓理想的なトンキニーズとは、中間的なタイプの猫
で、コビーでもなく、すんなりもしていない。トンキニ
ーズは全体的に敏捷で、活発な印象を与えるべきで、よ
く発達した筋⾁を持つ。この猫は驚くほど重い。⼀⽅で
この猫種は、⼤きさは中くらいと⾒なされており、バラ
ンスとプロポーションがとても重要視される。 
 
頭部とマズル︓頭部は幾分丸く修正された楔型で、幅よ
り幾分縦⻑で、⾼く、なだらかな⽔平になった頬⾻を持
っている。マズルは途切れたように終わっており、幅と
⻑さは同じである。わずかにウイスカーブレークがあ
り、くさび形のラインへと続く、なだらかなカーブを描
いている。⽬の⾼さにわずかなストップがある。横から
⾒ると、顎先のラインは、⿐先と同じ垂直の線上に並ん
でいる。⿐先から⽬の⾼さのストップに向かって、緩や
かな登りの坂になっている。⿐のストップから額にかけ
て、幾分上り坂になって、緩やかな輪郭である。額に向
かって、幾分凸の曲線になっている。 
 
⽿︓敏捷な感じで、中くらいの⼤きさである。先端は卵
型で、付け根は広い。⽿は頭頂と横に同じ距離の所に位
置している。⽿の⽑はとても短く、⽿に接近して寝てい
る。⽿の⽪膚が通して⾒える場合もある。 
 
⽬︓よく⾒開いたアーモンド型。頬⾻に沿って、⽿の外
側の端に向かって、斜めに傾いている。⽬は顔と⽐率の
よい⼤きさである。 
 
⽬⾊︓深く透明感のある輝く⾊合いが良い。⾃然光でも
っともよく⾒える。 
 
体︓胴体は中くらいの⻑さで、粗い感じはなく、よく発
達した筋⾁の強さが現れている。トンキニーズの構成
は、⻑くすんなりしたボディータイプの極端な例と、コ
ビーでコンパクトなボディータイプのちょうど中間に位
置する。バランスとプロポーションが⼤きさよりより重

要である。腹部はぴんとはって、筋⾁質で、堅固であ
る。 
 
脚と⾜︓わずかに細く、体と⻑さや⾻格が釣り合いがと
れている。。後ろ脚が前⾜より幾分⻑い。⾜先は丸より
は、卵型である。脚の指︓前が５本、後ろは４本。 
 
尾︓体と釣り合いのとれた⻑さ。先細りである。 
 
コート︓⻑さは、中くらいより短い、ぴったりと寝てい
て、繊細で、柔らかく、シルキーであり、光沢があり、
輝いている。 
 
体の⾊︓若い猫で、より明るい体の⾊に対して、また、
年⻑の猫でコントラストが少なくなるのは許容さる。ダ
イリュートカラーにおいては、特に充分なボディーカラ
ーにまで発達するのに、１６ヶ⽉を要する場合もある。
猫は年齢とともに⾊が濃くなる。 
 
ポイントカラー︓マスク、⽿、脚、尾の全ては濃いマー
クがあり、マーキングはボディーカラーへと緩やかにと
け込んでいく。⼦猫以外は、マスクと⽿は（ポイントの
⾊の）軌跡でつながっているべきである。ノーズレザー
の⾊はポイントのカラーの強さと⼀致しなければならな
い。ポイントと体のカラーの間には、ナチュラルやブル
ーより、シャンペーンやプラチナの⽅がよりコントラス
トがある。 
 
減点︓すらりとしすぎるか、コビーでありすぎる事。は
っきりした⿐のブレーク。丸い⽬。 
 
失格︓ミンクカラーにおける⻩⾊の⽬、⽩いロケットま
たはボタン。斜視。尾の異常。 
 

トンキニーズのカラー 
 
全般的な記載ーミンクカラー︓ミンクカラーにおける体
の⾊は、豊かで均⼀で、マークのない⾊、シェーディン
グはほとんど気付かない程度で、体の下の⽅の部分がい
くぶん明るい⾊調である。ボディーカラーとポイントの
⾊の間に明確なコントラストがなければならない。⽬
⾊︓アクア、ミンクカラーパターンに決定的な特徴であ
る。 
 
ナチュラルミンク︓体︓中くらいのブラウン。ルディー
の明るい部分は認められる。ポイント︓濃いブラウン。
ノーズレザー︓濃いブラウン。パウパッド︓中くらいか
ら濃いブラウン（基本のトーンがローズがかっている場
合もある）。 
 
シャンペーンミンク︓体︓バフクリームからベージュ。
もっとも明るい部分が⾚みがかっているのは許容され
る。ポイント︓中くらいのブラウン。ノーズレザー︓シ
ナモンブラウン。パウパッド︓シナモンピンクからシナ
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モンブラウン。 
 
ブルーミンク︓体︓柔らかい、ブルーグレーで、暖かい
トーンがかかっている。ポイント︓スレートブルー。ノ
ーズレザー︓ブルーグレー。パウパッド︓ブルーグレー
（基本のトーンがローズがかっている場合もある）。 
 
プラチナミンク︓体︓薄い、シルバーがかったグレーで
暖かいトーンがかかっている。ホワイトでも、クリーム
でもない。ポイント︓霜がかかったようなグレー。ノー
ズレザー︓ラベンダーピンクからラベンダーグレー。パ
ウパッド︓ラベンダーピンク。 
 
全般的な記載ーソリッドカラー︓ソリッドカラーの体の
⾊は、ポイントカラーにいくぶん、より明るいシェード
があり、ポイントとは、ほんのわずしかコントラストが
ない。⽬⾊︓グリーンからイエロー /グリーン。 
 
ナチュラルソリッド︓体︓セーブルブラウン。ポイン
ト︓濃いブラウン。ノーズレザー︓濃いブラウン。パウ
パッド︓中くらいから濃いブラウン（基本のトーンがロ
ーズがかっている場合もある）。 
 
シャンペーンソリッド︓体︓⾦⾊がかったタン（なめし
⾰⾊）から明るいコーヒーブラウン。ポイント︓中位の
ブラウン。ノーズレザー︓シナモンブラウン。パウパッ
ド︓シナモンピンクからシナモンブラウン。 
 
ブルーソリッド︓体︓スレートブルーで暖かいトーンが
かかっている。ポイント︓スレートブルー。ノーズレザ
ー︓ブルーグレー。パウパッド︓ブルーグレー（基本の
トーンがローズがかっている場合もある）。 
 
プラチナソリッド︓体︓やさしいグレー。ポイント︓フ
ロスティー（霜が降りたような）グレー。ノーズレザ
ー︓ラベンダーピンクからラベンダーグレー。パウパッ
ド︓ラベンダーピンク。 
 
全般的な記載ーポインティッドカラー︓ポインティッド
カラーの体の⾊は、オフホワイトでなければならない。
どんなシェーディングもポイントカラーと関連してい
て、全体の体の⾊はポイントの⾊とはっきりとコントラ
ストがなければばらない。⽬⾊︓ブルー 
 
ナチュラルポイント︓体︓フォーンからクリーム。ポイ
ント︓濃いブラウン。ノーズレザー︓濃いブラウン。パ
ウパッド︓中間から濃いダークブラウン（基本のトーン
がローズがかっている場合もある）。 
 
シャンペーンポイント︓体︓アイボリーでバフ-タンの
シェードがある。ポイント︓中位のブラウン。ノーズレ
ザー︓シナモンブラウン。パウパッド︓シナモンピンク
からシナモンブラウン。 
 

ブルーポイント︓体︓オフホワイトで暖かいブルーのシ
ェードがかかっている。ポイント︓スレートブー。ノー
ズレザー︓ブルーグレー。パウパッド︓ブルーグレー
（基本のトーンがローズがかっている場合もある）。 
 
プラチナポイント︓体︓パールがかったホワイト。ポイ
ント︓フロスティー（霜が降りたような）グレー。ノー
ズレザー︓ラベンダーピンクからラベンダーグレー。パ
ウパッド︓ラベンダーピンク。 
 
以下の記載は参照の⽬的のみであって、ショースタンダ
ードの公式な部分ではない。 
 

トンキニーズ カラークラス番号 

 

ブルーミンク.................... 2600  2601 

シャンペーンミンク.............. 2602  2603 

ナチュラルミンク................ 2606  2607 

プラチナミンク.................. 2608  2609 

ポインティドクラス.............. 2636  2637 

(ナチュラル、ブルー、シャンペーン、プラチナ） 

ソリッドクラス.................. 2626  2627 

(ナチュラル、ブルー、シャンペーン、プラチナ） 

AOV............................  2698  2699 

 

トンキニーズとアウトクロスする事の出来る猫種︓なし 
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トイボブ 
(Toybob) 

配点 
 

頭部（４０） 

 形．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ９ 

 目．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１０ 

 耳．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ５ 

 顎....................................  ３ 

 マズル................................  ３ 

 鼻....................................  １ 

 横顔..................................  ７ 

 首....................................  ２ 

 

体（４０） 

 胴．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１０ 

 足....................................  ４ 

脚....................................  ２ 

 尾.................................... １０ 

 骨格..................................  ７ 

 筋肉..................................  ７ 

 

コート（２０） 

 長さ..................................  ５ 

 手触り．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１０ 

 カラー／パターン......................  ５ 

 

総合︓トイボブは、主にロシアのロストフ地⽅とウラ
ル地⽅で発⽣した、天然の⼩型のボブテイル猫である。 
トイボブの名前は 2 つの単語から派⽣しており、ここ
で、「Toy」は遊び⼼のある⼩型の猫の種類を表し、
「bob」はボブテールを表す。トイボブは、いくつか
のねじれた椎⾻からなる短いボブ付きの尾を持つコ
ンパクトな筋⾁質の体を持っている。トイボブのボデ
ィは、⾒た⽬も洗練されたり繊細な感じもしない。猫
のボブテールテールは、品種に固有であり、そしてロ
シア原産の野良猫に⾒られた⾃然突然変異のためで
ある。トイボブは気持ちの良い気質を持ち、愛情深く、
その同伴者には従順である。サイズが⼩さいにもかか
わらず、彼らはアクティブで遊び⼼があり、敏捷であ
る。 
 
トイボブ（TB / TBS）︓釣り合いのとれたバランスの
とれた外⾒、中程度の筋⾁質と⾻格を持つ⼩さな猫。
猫のボブテールテールは、ロシアの野良猫に⾒られる
⾃然の突然変異によるものである。トイボブの気質は
とても穏やかで、猫は扱いやすい。 
 
トイボブロングヘアー（TBL）︓この品種のセミロング
ヘアー・バージョン。 

 
頭︓輪郭 – 中位の丸みがある楔形で眉⽑の上が平で
ある。頭は幅よりも少し⻑い、丸みを帯びた頬⾻は顔
からマズルの内側にカーブして僅かなウィスカーピ
ンチが作成され、丸く緩やかに四⾓いマズルを⼀周し
ている。⼤⼈のオスではジャウルが際⽴っている。 
⽬ - ⽬は⼤きく、表情豊かで楕円形で、わずかに上向
きに傾斜していなければならない。⽬の⾓を横切る線
は、⽿の外側の基部に繋がっている。⼤きく⾒開くと
⽬は⼤きく丸く⾒える。⼤きな⽬の表現は、トイボブ
にその美しい顔の表情を与える。⽬⾊ - 伝統的な⽬の
⾊はコートの⾊に関連し、ポイントの猫はブルー︔セ
ピアはゴールド/グリーン、ミンクはブルー/グリーン
である。⽿ – 中位の⾼さ、頭部の⾼い位置、⽿の幅ひ
とつぶん開いている。⽿は⻑さと同じくらいの⾼さで、
先端が丸みを帯びており、わずかに前⽅に傾斜してい
る。マズル – 短い、丸い、顔のプロポーションに対し
てやや四⾓い。⿐はローマンである。横顔 – くぼみの
ある明確に湾曲したプロファイルが額から⽬の中央
にある。はっきりとしたストップは許容されない。顎 
– 適度な深さで強く、⿐の先端に沿っている。顎は出
ていても引けていてもいけない。 
 
体︓⾸ – 短くしっかりしている。キツンのときの⻑め
の⾸は許容される。胴体 – しっかりとした胸部を持
ち、⼩さくコンパクと。幅広の胸郭とわずかな奥⾏き
の深さが、全⾝のバランスをしっかりさせる。猫が⾃
然な歩⾏位置にあるとき、側⾯から⾒たとき背中はほ
ぼまっすぐ。脚 - 強く、体に⽐例して中程度。後⾜は
前⾜よりわずかに⻑い。⾜ - 後ろ⾜は細⻑いつま先で
丸みを帯びている。尾 – ボブはキンクやカーブの任
意の組み合わせで、しかしまたはほとんどまっすぐか
もしれない。尾最⼩の⻑さは（ストレッチなしで）ホ
ックまでの最⼤⻑さ1インチ（最⼩ 2 つの椎⾻）です。
最後の⾻は優しく尖っているように感じられるかも
しれない、しかし尖ってはいない。筋⾁ – しっかりし
て、詰まっていて、よく発達しているがきれいなライ
ンで膨らんだ外観ではない。⾻格 – 強く、適度に洗練
されており体に⽐例している。重苦しくもなく、デリ
ケートでもない。 
 
カラー／パターン︓すべて。 
 
コート︓⼿触り／⻑さ – ＴＢ コートは短く、柔らか
く、そして触れるとやや豪華で密度あがあるが、厚く
はない。コートはやや弾⼒性があり、体に密着してい
ない。このコートは、トップコートがアンダーコート
とほぼ同じ⻑さである。背⾻の⽑の質感はやや太くて
粗い⼀⽅、腹の⽑は短く柔らかい。キツンはややウー
ルのようなコートを持つ場合がある。 
 
ＴＢＬ コートはセミロングでショートコートより
も柔らかい。トップコートはアンダーコートよりもわ
ずかに⻑い、しかしそれはまた全体のボディを通して
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贅沢であるが厚すぎない感じを与える。もし猫の体全
体と⽬に⾒える⽿と⾜の飾り⽑があるなら、コートに
は最低限ラフがあるだろう。イヤータフトは無い。 
 
減点︓ＴＢ（Ｓ）︓⼩さな⽬、⼤⼈の⻑い⾸、フォーリ
ン過ぎるボディタイプ、オーバーサイズの猫、膝より
も⻑い尾。ＴＢＬ︓⼩さな⽬、⼤⼈の⻑い⾸、フォー
リン過ぎるボディタイプ、オーバーサイズの猫、膝よ
りも⻑い尾。パージャンのような⻑いコート、⽿のタ
フト。 
 
失格︓動かない尾、斜視、優性ブルーアイの突然変異
の兆候（例︓Ojos Azules, Russian Altai/Topaz）、マ
ンチカンの様な短い脚。⽝のような尻尾。無尾。栄養
不良または虚弱。 
 

以下の記載は参照の⽬的のみであって、 
ショースタンダードの公式な部分ではない。 

 

トイボブ 

カラークラスナンバー 

 

All Colors (Longhair and Shorthair) .. 7900 7901 

(Shorthair Specialty Ring) 

 

トイボブとアウトクロスする事の出来る猫種︓類似の
表現型を持つロシアのドメスティック・ショートヘア
とロングヘア。 （現在ロシアのウラル地⽅から輸⼊）。 
交配ポリシーは、品種の遺伝的健全性を確保するため
に、品種開発および認識プロセスにおいて現在許可さ
れる。 
 

206



  ターキッシュアンゴラ 

©2020 The Cat Fanciersʼ Association, Inc.  Turkish Angora Show Standard (revised 2020) 

ターキッシュアンゴラ 
(Turkish Angora) 

配点 
 
頭部（40） 
頭の形と横顔 ...........................15 
耳（大きさ 5; 位置 10)...................15 

目の大きさ、形、位置 ...................10 
 
体（35） 
大きさ骨格 .............................10 
胴体、首を含む .........................15 
脚と尾 ..................................5 

筋肉のトーン ............................5 
 
バランス ...............................10 
コート .................................10 
色.......................................5 
 

全般︓理想のターキッシュアンゴラはバランスのとれ
た、優美な猫で、あらゆる動きとともに、きらめく繊
細でシルキーなコートを持っており、そのコートの下
には対照に、しっかりとした、⻑く、筋⾁質な体があ
る。⾓と直線の猫で、特徴は中程度の⼤きさで、誇張
された特徴はない。ターキッシュ・アンゴラは、空気
のように流れるような動きの印象を作るべきである。 
 
頭部︓⼤きさ︓⼩いから中くらいの⼤きさで、体と四
肢の⻑さとバランスが取れている。形︓中くらいの⻑
さ、なだらかなくさび形。ジャウルは配慮される。横
顔︓２つの平らな頭頂部と、⿐の線が⼆つの平⾯を形
成し、それらが、⽬の少し上で、⾓度を持って出くわ
している。直線の⻑さのわずかな違いはペナルティを
課されるべきではないがありませんが、直線の⻑さが
等しいことが望ましい。ブレークはない。 
 
マズル︓くさび形のスムーズなラインに続いており、
明⽩なウイスカーパッドもピンチもない。 
 
⽿︓⼤きく、基部は広く、尖っていて、タフトがある。
ともに接近して、頭の⾼い位置に、垂直に、⽴って付
いている。 
 
⽬︓⼤きく、アーモンド型で、開放的な表情でいくぶ
ん上向きに傾いている。 
 
⽬⾊︓⽬⾊とコートのカラーの間には関連はなく、そ
れぞれの⽬⾊の記載には、限定せれたスペクトラムの
範囲内で、多くのバリエーションが含まれ、特に成熟
した猫はそのようである。許容される⾊は、ブルーを
含み、ブルーは、スカイブルーからサファイア、︔グリ
ーンはグースベリーからエメラルド︔グリーン -ゴー
ルドはゴールドとアンバーを含み、それは緑がかった
⾊であったり、リングがあったりする、︔アンバーは、

ゴールドから豊かなカッパーまで範囲であるが、グリ
ーンがかってはおらず、リングもない。オッドアイは
⼀つの⽬がブルーで、もう⼀⽅は、グリーン、グリー
ンゴールド、またはアンバーである。⽬⾊に関して、
ポイントは特には配分されていないが、深く、豊かな
トーンがより好まれる。オッドアイは両⽅の⽬の⾊の
深みが同じでなければならない。 
 
⿐︓⻑さは中位い。正⾯から⾒たとき⿐全体の幅は同
じ。 
 
顎︓しっかりして、緩やかに丸くなっている。横から
⾒ると、先端は⿐と垂直のラインを形成する。 
 
体︓中くらいの⼤きさ、しっかりした筋⾁を持ち⾻は
細く、全体的にバランスが取れており、⾻格の優美さ、
繊細さが実際の⼤きさよりより重要である。細い⾻格
が⼩さなフレームを反映したり、⼩さなフレームに利
点を与えたりするものと解釈してはならない。全体と
のバランスを考慮するべきである。雌は雄より⼀般的
に⼩さい。胴体は⻑く細っそりして、幅よりはるかに
⼤きな深みがあり、丸いというよりは、楕円形である
（チューブのようではない）。肩は腰と同じ⾼さであ
る。臀部は肩よりいくぶん⾼い。 
 
脚︓⻑い。後ろ⾜は前⾜より⻑い。ポウ︓⼩さく、丸
く上品である。⾜の指と指の間にタフトがある。 
 
尾︓⻑く広い根本から狭い末端まで、先細りになって
おり、ふさふさしたブラシの様になっている。 
 
コート︓シングルコート。体のコートの⻑さは様々で
あるが、尾とラフは⻑くふさふさして、繊細な⼿触り
でシルクのような輝きを持っている。 "Britches"が後
ろ脚にはっきりなければならない。 
 
バランス︓体の全ての外観が釣り合いが取れていて、
優美で上品な外⾒を持つ。 
 
減点︓明らかに特⼤の粗い外観、幅広の胸部またはお
尻、または⼩型化によるしわ寄せ。プロファイルで明
らかに気づくカーブ。（⼦猫で、額または⿐の端に成⻑
過程による隆起があるものはペナルティとしなくて
良い。） 
 
失格︓コビーな体のタイプ。キンクもしくは脊椎⾻部
分に奇形のある尾。斜視。 
 

ターキッシュアンゴラのカラー 
 
全般︓全てのカラーは等価であるとみなされなければ
ならない。シェーデットの猫の脚のバーやスモークの
猫のタビーマーキングのような⾊の⽋点は、しばしば
若い猫で⾒られるが、⾊の発達具合により、この猫種
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に⾒られるもので、次第に消えていく。ホワイトのロ
ケットやボタンは減点されてはならないが、正当な⾊
が優先される。 
 
ホワイト︓純粋なホワイト、それ以外の⾊がついてい
ない。ノーズレザーとパウパッド︓ピンク。 
 
ブラック︓濃い、⽯炭のようなブラック。被⽑の根本
から先まで陰りがない。⽑先の錆びた薄い⾊合いや、
スモークのアンダーコートがない。ノーズレザー︓⿊。
パウパッド︓⿊かブラウン。 
 
ブルー︓ブルー、より明るいシェードが望ましい、⿐
から尻尾の先まで単⼀のレベルのトーンである。根本
まで、陰りがない。不均⼀なより明るいシェードより、
陰りのない暗いシェードの⽅がより良い。ノーズレザ
ーとパウパッド︓ブルー。 
 
クリーム︓マーキングのない、淡⻩⾊かクリームの均
⼀なシェード。根本まで陰りがない。より明るいシェ
ードが好ましい。ノーズレザーとパウパッド︓ピンク 
 
レッド︓深い、豊かな、はっきりとした輝くレッド︔
シェードやマーキングや、ティッキングがない。唇と
顎はコートと同じ⾊。ノーズレザーとパウパッド︓煉
⽡⾊のレッド。 
 
クラッシックタビーパターン︓マーキングは濃く、は
っきりと⾒えて、幅が広い。脚は体のマーキングとつ
ながるように登っていくブレスレットの均等な縞が
ある。尻尾は均等に輪がある。⾸、胸の上部に途切れ
のない何本ものネックレスがあり、ネックレスは多い
ほど良い。しかめ⾯マークが額にあり、それは⼊り組
んだ "Ｍ"の形になっていいる。途切れのないラインが
⽬の外側の⾓から後ろへと⾛っている。渦巻きが頬に
ある。縦のラインが頭の後ろを通って肩のバタフライ
マークにまで及んでいる、そのバタフライマークは、
上⽻と下⽻の両⽅がくっきりと縁取られ、輪郭の内側
には斑点のマークがある。背中のマークはバタフライ
から尻尾へと背⾻に沿って縦に降りている⼀本のラ
インと、それに平⾏して両側にそれぞれ縦の⼀本の縞
からなり、この３本の縞は地⾊の縞によって、よく離
れている。⼀つかそれ以上の途切れない輪に取り囲ま
れた⼤きな単⾊の班が両則にある。側⾯のマークは両
則ともに同じである。⼆重の縦のボタンの列が胸と腹
にある。 
 
マッカレルタビーパターン︓マーキングは濃く、くっ
きりと⾒え、全ては狭い鉛筆書きのラインのようであ
る。脚には体のマークにつながる狭いブレスレットか
らなる均等な縞がある。尻尾はバーがある。⾸と胸の
ネックレスがくっきりしており、沢⼭のチェーンの様
である。頭部には縞があり、額に "M"マークがある。
⽬から後ろにかけて途切れない線が⾛っている。ライ

ンは頭部から駆け下り、肩で出会っている。背⾻に沿
った線は共に流れて狭いサドルを形作る。狭いペンシ
ルラインが体の回りに⾛っている。 
 
スポティッドタビーパターン︓体のマーキングはスポ
ットである。⼤きさや形は多様であるが、丸く均等に
分布した物が好ましい。スポットは切れたマッカレル
のパターンで⼀緒に流れていてはならない。背の縞は
体の⻑さで、尻尾の先まで流れている。その縞は理想
的にスポットから構成されている。顔と額のマークは
典型的なタビーのマーキングになる。唇と顎は⽬の周
りの輪と同じシェードである。腹は "ベストボタン "
がある。脚と尾は縞になっている。 
 
ティックドタビーパターン︓全体的な外観は、体に⽬
に⾒えるマーキングがなく、頭、⾸、脚、尻尾は明瞭
なタビーの縞を持つ猫である。マーキングカラー（縞）、
地⾊、⽬⾊はクラッシック、マッカレル、スポティッ
ドと同様である。体は上から⾒たときに背中の濃いシ
ェード以外の、識別出来るようなスポットや縞や班が
ない。より明るい下側はタビーマークが⾒える場合も
ある。顔、⾜、尾は明らかなタビーの縞がなくてはな
らない。猫は少なくとも⼀本の明らかなネックレスが
なければならない。跳節はタビーマーキングのカラー
と同じである。 
 
パッチドタビーパターン︓パッチドタビー（トビー）
はシルバー、ブラウン、もしくはブルータビーにレッ
ドかクリームもしくはその両⽅のパッチで構成され
ている。 
 
シルバータビー（クラッシック、マッカレル、スポッ
ティッド、ティックド）︓地⾊は薄い澄んだシルバーで
ある。マーキングは濃いブラック。唇と顎は⽬の周り
のリングと同じシェードである。ノーズレザー︓煉⽡
⾊のレッド。パウパッド︓⿊ 
 
レッドタビー（クラッシック、マッカレル、スポッテ
ッド、ティックド）︓地⾊はレッド。マーキングは深く
豊かなレッド。唇と顎は⽬の周りのリングと同じシェ
ードである。ノーズレザーとパウパッド︓煉⽡⾊のレ
ッド。 
 
ブラウンタビー（クラッシック、マッカレル、スポッ
ティッド、ティックド）︓地⾊は輝く銅⾊のブラウン。
マーキングは濃いブラック。唇と顎は、⽬の回りのリ
ングと同じシエードである。⾜の裏は、ポウから踵に
かけてブラック。ノーズレザー︓煉⽡⾊のレッド。パ
ウパッド︓ブラックかブラウン。 
 
ブルータビー（クラッシック、マッカレル、スポッテ
ィッド、ティックド）︓地⾊は薄いブルーがかったアイ
ボリー。マーキングはとても深いブルーで地⾊と良い
コントラストをなしている。唇と顎は⽬の周りのリン
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グと同じシェード。暖かいフォーンがかった雰囲気か、
パティナが全体にかかっている。ノーズレザー︓オー
ルドローズ。パウパッド︓ローズ 
 
クリームタビー(クラッシク、マッカレル、スポッティ
ッド、ティックド）︓地⾊はとても薄いクリーム。マー
キングは淡⻩⾊かクリームで良いコントラストをな
すように、地⾊より充分に濃いが、ダイリュートカラ
ーの範囲内ではある。唇と顎は⽬の周りのリングと同
じシェードである。ノーズレザーとパウパッド︓ピン
ク 
 
レッドシルバータビー（クラッシク、マッカレル、ス
ポッティッド、ティックド）︓地⾊はオフホワイト。マ
ーキングはレッド。唇と顎は⽬の周りのリングと同じ
シェードである。ノーズレザーとパウパッド︓ローズ
が望ましい。 
 
クリームシルバータビー（クリームシルバー）（クラッ
シック、マッカレル、スポッティッド、ティックド）︓
地⾊はオフホワイト。マーキングはクリーム。唇と顎
は⽬の周りのリングと同じシェードである。ノーズレ
ザーとパウパッド︓ピンク。 
 
ブルーシルバータビー（クラッシック、マッカレル、
スポッティッド、ティックド）︓地⾊は薄い、ブルーが
かったシルバー。マーキングは深いブルーで地⾊とよ
いコントラストをなしている。唇と顎は⽬の周りのリ
ングと同じシェードである。ノーズレザー︓オールド
ローズが望ましい。パウパッド︓ローズが望ましい。 
 
ブルーシルバーパッチドタビー（クラッシック、マッ
カレル、スポッティッド、ティックド）︓地⾊は薄いブ
ルーがかったシルバー。マーキングは陰りのないブル
ー。クリームタビーのパッチか、クリームタビーが柔
らかく混ぜ合わされた部分が体や四肢の両⽅にある。
唇と顎は⽬の周りのリングと同じシェードである。ノ
ーズレザー︓ブルーかオールドローズでブルーかピン
ク、もしくはその両⽅の縁取りがある。パウパッド︓
ブルーまたはオールドローズかピンク、もしくはその
両⽅。 
 
タビーアンドホワイト︓（あてはまる部分は、クラッシ
ック、マッカレル、スポッティッド、ティックド）着
⾊部分は現在確⽴されているタビーカラーのスタン
ダードに準拠する。受け⼊れられるタビーカラーは、
ブラウン、シルバー、ブルー、ブルーシルバー、レッ
ド、クリーム、レッドシルバー、クリームシルバーで
ある。 
 
トーティシェル︓体と四肢にレッドかレッドが柔らか
に混ざったパッチのあるブラック。レッドの多くのシ
ェードは認められる。ノーズレザーとパウパッド︓ブ
ラックと煉⽡⾊のレッドもしくはその両⽅。 

 
キャリコ︓ブラックとレッドのはっきりとしたパッチ
があるホワイト。レッドのパッチの部分のタビーのマ
ーキングは認められる。体の下の部分は⽩が優占して
いる。 
 
ダイリュートキャリコ︓ブルーとクリームのはっきり
としたパッチのあるホワイト。クリームのパッチの部
分のタビーのマーキングは認められる。体の下の部分
は⽩が優占している。 
 
トーティシェルアンドホワイト︓顔に⽩の有無にかか
わらず、体や四肢に⿊に⾚のパッチまたは⾚の柔らか
く混ざった部分がある。いくつかの⾚いシェードの存
在は許容される。顔に逆の "V"の⽩斑があるのが望ま
しい。尾の下側と襟の⽩は許容される。 
 
ブルークリームアンドホワイト︓顔に⽩の有無にかか
わらず、体や四肢にブルーにクリームのパッチまたは
クリームの柔らかく混ざった部分がある。明るい⾊合
いが望ましい。顔に逆の "V"の⽩斑があるのが望まし
い。尾の下側と襟の⽩は許容される。 
 
ブルークリーム︓ソリッドのクリームのパッチがある
ブルー。パッチは明瞭で、体と四肢の両⽅で、よく途
切れている。シェードは明るい⽅が、よりよい。ノー
ズレザーとパウパッド︓ブルーまたはピンク、もしく
は両⽅。 
 
スモークアンドシェーデッドカラー︓シェーデッドの
猫で脚にバーがある、スモークの猫でタビーマーキン
グがある等のカラーの⽋点は若い猫にはしばしば⾒
られる。しかし、⾊が出来上がるにつれ徐々に衰退す
るであろう。 
 
ブラックスモーク︓⽩いベースコートで、⿊のティッ
プが深く⼊っている。猫が休んでいるときはブラック
に⾒える。動いた時に⽩のアンダーコートがくっきり
と現れる。（四肢の）先端と顔は⿊で、被⽑を分けた場
合にのみ⾒える、⽪膚に隣接した⽑の根元部分に狭い
⽩の帯がある。ノーズレザーとパウパッド︓⿊ 
 
ブルースモーク︓⽩いベースコートで、ブルーのティ
ップが深く⼊っている。猫が休んでいる時はブルーに
⾒える。動いた時に⽩いアンダーコートがくっきりと
現れる。（四肢）の先端と顔はブルーで、⽪⽑を分けた
場合にのみ⾒える、⽪膚に隣接した⽑の根本部分に狭
い⽩の帯がある。ノーズレザーとパウパッド︓ブルー 
 
レッドスモーク︓⽩いベースコートで、レッドのティ
ップが深く⼊っている。猫が休んでいる時はレッドに
⾒える。動いた時に⽩いアンダーコートがくっきりと
現れる。（四肢）の先端と顔レッドで、⽪⽑を分けた場
合にのみ⾒える、⽪膚に隣接した⽑の根本部分に狭い
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⽩の帯がある。ノーズレザーとパウパッド︓ローズが
望ましい。 
 
クリームスモーク︓⽩いベースコートで、クリームの
ティップが深く⼊っている。猫が休んでいる時はクリ
ームに⾒える。動いた時に⽩いアンダーコートがくっ
きりと現れる。（四肢）の先端と顔はクリームで、⽪⽑
を分けた場合にのみ⾒える、⽪膚に隣接した⽑の根本
部分に狭い⽩の帯がある。ノーズレザーとパウパッ
ド︓ピンクが望ましい。 
 
ブルークリームスモーク︓⽩いベースコートで、ブル
ーとクリームのティップが深く⼊っている。猫が休ん
でいる時はブルー -クリームに⾒える。動いた時に⽩
いアンダーコートがくっきりと現れる。（四肢）の先端
と顔はブルーで、⽪⽑を分けた場合にのみ⾒える、⽪
膚に隣接した⽑の根本部分に狭い⽩の帯がある。ノー
ズレザーとパウパッド︓ローズピンク、またはブルー、
斑があるだろう。 
 
トーティーシェルスモーク︓⽩いベースコートで、ブ
ラック、レッド、レッドのシェードのティップが深く
⼊っている。猫が休んでいる時はトーティシェルに⾒
える。動いた時に⽩いアンダーコートがくっきりと現
れる。（四肢）の先端と顔はブルーで、⽪⽑を分けた場
合にのみ⾒える、⽪膚に隣接した⽑の根本部分に狭い
⽩の帯がある。ノーズレザーとパウパッド︓ローズピ
ンクまたはブラック、斑があるだろう。 
 
注︓タビーのマーキングが若いスモークの猫たちには
しばしば現れるが、⼀才以下の猫に対しては、それを
減点してはならない。 
 
シェーデットシルバー︓ベースコートはホワイトで体
の側⾯、顔、尾から次第に薄くなっていくブラックの
シェードに被われており、顎、胸、腹と尻尾の下側は
より薄い⾊になっている。脚と顔は体よりより濃いシ
ェードがあるだろう。⽬の縁取り、唇と⿐は⿊く縁取
られているのが望ましい。ノーズレザー︓煉⽡⾊のレ
ッド。パウパッド︓⿊。 
 
ブルーシェーデットシルバー︓ベースコートはホワイ
トで体の側⾯、顔、尾から次第に薄くなっていくブル
ーのシェードに被われており、顎、胸、腹と尻尾の下
側はより薄い⾊になっている。脚と顔は体よりより濃
いシェードがあるだろう。⽬の縁取り、唇と⿐はブル
ーで縁取られているのが望ましい。ノーズレザー︓ロ
ーズ。パウパッド︓ブルーまたはローズ。 
 
レッドシェーデット︓ベースコートはホワイトで体の
側⾯、顔、尾から次第に薄くなっていくレッドのシェ
ードに被われており、顎、胸、腹と尻尾の下側はより
薄い⾊になっている。脚と顔は体よりより濃いシェー
ドがあるだろう。ノーズレザー、⽬の縁取り、パウパ

ッド︓ローズ 
 
クリームシェーデット︓ベースコートはホワイトで体
の側⾯、顔、尾から次第に薄くなっていく、クリーム
のシェードに被われており、顎、胸、腹と尻尾の下側
はより薄い⾊になっている。脚と顔は体よりより濃い
シェードがあるだろう。ノーズレザー、⽬の縁取り、
パウパッド︓ローズ。 
 
トーティーシェルシェーデット︓ベースコートはホワ
イトで体の側⾯、顔、尾から次第に薄くなっていくブ
ラックとレッドのシェードに被われており、顎、胸、
腹と尻尾の下側はより薄い⾊になっている。脚と顔は
体よりより濃いシェードがあるだろう。ノーズレザー、
⽬の縁取り、パウパッド︓ローズとブラック、斑にな
っているだろう。 
 
ブルークリームシェーデット︓ベースコートはホワイ
トで体の側⾯、顔、尾から次第に薄くなっていくブル
ーとクリームのシェードに被われており、顎、胸、腹
と尻尾の下側はより薄い⾊になっている。脚と顔は体
よりより濃いシェードがあるだろう。ノーズレザー、
⽬の縁取り、パウパッド︓ローズピンクとブルー、斑
になっているだろう。 
 
パーティカラー ＆ バイカラー︓トーティシェル、
ブルークリーム、トーティシェルアンドホワイト、ブ
ルークリームアンドホワイト、キャリコ、ダイリュー
トキャリコと現在確⽴されている全てのアンドホワ
イトのスタンダードに準拠する。バイカラーには、下
の部分の⽩からバン・パターンまでの⽩いスポット遺
伝⼦のすべての表現が含まれる。ボタンやロケットし
か持たない猫は、このカラークラスの対象にはならな
い。そのような猫はアンドホワイトではない適切な⾊
のクラスで判断されるものとする。 
 
スモークアンドホワイト︓ブラックスモークアンドホ
ワイト、ブルースモークアンドホワイト、レッドスモ
ークアンドホワイト、クリームスモークアンドホワイ
ト、キャリコスモーク、ダイリュートキャリコスモー
ク、トーティシェルスモークアンドホワイト、ブルー
クリームスモークアンドホワイト。⽩い⾜、脚、体の
下側、胸部、マズルなど現在確⽴されているカラース
タンダードに準拠した⾊付きの部分をもっている。バ
イカラーには、下の部分の⽩からバン・パターンまで
の⽩いスポット遺伝⼦のすべての表現が含まれる。ボ
タンやロケットしか持たない猫は、このカラークラス
の対象にはならない。そのような猫はアンドホワイト
ではない適切な⾊のクラスで判断されるものとする。 
 
キャリコスモーク︓ブラックとレッドの斑のあるホワ
イト。ブラックとレッドの斑は、ホワイトのアンダー
コートである。体の下の部分はホワイトが優占してい
る。 
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ダイリュートキャリコスモーク︓ブルーとクリームの
斑のあるホワイト。ブルーとクリームの斑は、ホワイ
トのアンダーコートである。体の下の部分はホワイト
が優占している。  
 
トーティシェルスモークアンドホワイト︓顔の⽩の有
無に関わらず、⽩のベースコート、深い⿊・⾚のティ
ップド、⾚のシェード。休息中の猫はトーティシェル
アンドホワイトに⾒える。動いているときは、⽩いベ
ースコートがはっきり⾒える。（四肢）の先端と顔はト
ーティシェルパターンで、⽪⽑を分けた場合にのみ⾒
える、⽪膚に隣接した⽑の根本部分に狭い⽩の帯があ
る。顔に逆の "V"の⽩斑があるのが望ましい。尾の下
側と襟の⽩は許容される。 
 
ブルークリームスモークアンドホワイト︓顔の⽩の有
無に関わらず、⽩のベースコート、ブルーとクリーム
のティップド。休息中の猫はブルークリームアンドホ
ワイトに⾒える。動いているときは、⽩いベースコー
トがはっきり⾒える。（四肢）の先端と顔はトーティシ
ェルパターンで、⽪⽑を分けた場合にのみ⾒える、⽪
膚に隣接した⽑の根本部分に狭い⽩の帯がある。顔に
逆の "V"の⽩斑があるのが望ましい。尾の下側と襟の
⽩は許容される。 
 
OTAC（その他のターキッシュアンゴラのカラー） :ハ
イブリダイゼーションの結果を表すものとしての、チ
ョレート、ラベンダー、ヒマラヤンパターン、もしく
はこれらとホワイトの組み合わせ以外の、その他の全
ての⾊とパターン。 
 
以下の記載は参照の⽬的のみであって、ショースタン
ダードの公式な部分ではない。 
 

ターキッシュアンゴラカラークラス番号 

 
ホワイトカラークラス ............1802  1803  
(ブルーアイホワイト、グリーンアイホワイ
ト、グリーン-ゴールドアイホワイト、アン
バーアイホワイト、オッドアイホワイト ) 
 
その他のリッドカラークラス ......1800  1801 

（ブラック、ブルー、クリーム、レッド） 
 
タビーカラークラス ..............1836  1837  
[ブルータビー、ブラウンタビー、シルバー
タビー、ブルーシルバータビー、クリームタ
ビー、レッドタビー、レッドシルバータビー、

クリームシルバータビー (クラッシック、マ
ッカレル、スポッティッド、ティックド、パ
ッチドも適用 )] 
 
 

パーティーカラーとバイカラークラス  

..........1848  1849  
(ブラックアンドホワイト、ブルークリーム、
ブルークリームアンドホワイト、ブルーアン
ドホワイト、キャリコ、トーティシェル、ト
ーティシェルアンドホワイト、タビーアンド
ホワイト［ブラウン、シルバー、ブルー、ブ

ルーシルバーレッド、クリーム、レッド・シ
ルバー、クリームシルバー、マッカレル、ス
ポテッド、ティックド、パッチドも適用］；
スモークアンドホワイト［ブラックスモーク
アンドホワイト、ブルースモークアンドホワ
イト、レッドスモークアンドホワイト、クリ

ームスモークアンドホワイト、トーティシェ
ルスモークアンドホワイト、ブルークリーム
スモークアンドホワイト］、キャリコスモー
ク、デイリュートキャリコスモーク） 
 
OTAC(その他のターキッシュアンゴラのカラー ) 

           ...................1890  1891 
(ハイブリダイゼーションの結果を表すもの
としての、チョレート、ラベンダー、ヒマラ
ヤンパターン、もしくはこれらとホワイトの
組み合わせ以外の、その他の全ての色とパタ
ーン。）  
AOV...........................1898  1899 
 
ターキッシュアンゴラとアウトクロスする事の出来

る猫種：なし 
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ターキッシュバン 
( T u r k i s h V a n ) 

配点 
頭部（３０） 

形（骨格、顎、鼻、頬骨、横顔）...............18 

耳（形、位置と大きさ .........................7 

目（形、位置と大きさ）........................5 

体（３０） 

タイプ（骨格、筋肉、長さ、大きさ）...........18 

脚と足........................................5 

尾............................................7 

コート.........................................15 

色とパターン...................................20 

バランス........................................5 

 

全般︓ターキッシュバンは中東の起伏に富んだ、⼈⾥離
れた、気候的には変化に富んだ地域からの⾃然発⽣の品
種である。この品種はそのユニークで特徴的なパターン
で知られている...”バン”とい⽤語は⾊の付いた頭と尾の
マーキングを持った⽩い猫を記述するために、様々な品
種で⽤いられている。ターキッシュバンは堅固な体格
の、セミロングの⽑の猫で、とても幅の広い胸を持って
いる。この猫の強さと⼒は、そのサブスタンシャルな体
と⾜で実証される。この品種は完全に成熟し発達するの
に、まる３年から５年を要する、それ故に、年齢と性に
対して配慮がなされなければならない。ターキッシュバ
ンはとても賢く、機敏な猫で、それゆえに、四本の脚が
堅い表⾯にあることで、よりしっかりと捕定された感じ
で、よりよくハンドリングされる。 
 
バランス︓年齢や性に関わらず、⼤⼈のそれぞれの猫
は、全体にわたって、良くバランスのとれた、⽐率の良
い外観を持っているような印象をかもし出すべきであ
り、弱さや、極端さを感じさせる誇張のある造作はな
い。 
 
頭︓サブスタンシャルな幅広のくさび形、なだらかな輪
郭を持ち、中くらいの⻑さの⿐で、⼤きな筋⾁質な体と
調和している、⽿はこのくさび形の中には含まれない。
頬⾻が顕著である。横顔は、⿐は、⽑の倒れる⽅向の変
化で印づけられる、わずかなくぼみが⽬の位置の下にあ
る。雄では、ジャウルは考慮される。四⾓い顎は⿐と上
唇が同⼀線上にまっすぐ位置する︔マズルは丸い。 
 
⽿︓適度に⼤きく、体と釣り合いがとれており、かなり
⾼い位置に付き、よく離れている︔⽿の内側の縁は、わ
ずかな⾓度で外側に向いており、外側の縁はかなりまっ
すぐであるが、顔の側⾯と⼀直線である必要性はない︔
付け根は広い。先端は幾分丸くなっている。内側はよく
⽑で覆われている。 
 
⽬︓適度に⼤きく、丸く開いて、幾分⾓が⻑くなってお
り、斜めに、⽿の外側の付け根から⿐先まで等距離の所
にある。⽬は澄んでいて、機敏な感じで、表情豊かであ

る。 
 
体︓適度に⻑く、たくましく、幅広く、筋⾁質で厚い胸
である。成熟した雄は著しい⾸と肩の筋⾁の発達を⽰し
ている。肩は少なくとも頭と同じ幅であり、よく湾曲し
た胸郭へ、さらに、筋⾁質な腰から⾻盤の部分へと通じ
ている。ターキッシュバンの雄は雌よりだいたいにおい
て⼤きく、より際って発達している。 
 
脚と⾜︓適度に⻑く筋⾁質な脚である。それらは広く離
れて位置しており、丸く適度に⼤きい⾜へと先細りにな
っている。脚と⾜は体と釣り合いがとれている。つま先
は前が５本、後ろは４本の指。 
 
尾︓⻑いが、体と釣り合いがとれており、ブラシのよう
な外観。尾の⽑の⻑さはセミロングのコートの⻑さを保
持している。 
 
コート︓セミロングでカシミヤのような⼿触り︔根本ま
で柔らかでアンダーコートの形跡はない。彼らの⽣まれ
た地域の気候の厳しさのゆえに、この品種は⼆種の明ら
かなコートの⻑さを持ち、季節によるコートへの配慮は
なされなければならない。夏のコートは短く、ショート
ヘアーの外観を呈する︔冬のコートはしっかりと⻑く厚
い。⽿と脚と⾜と腹にふさ⽑がある。顔の⽑は短い。前
⾸のラフとふさふさしたブラシのような尾は年齢ととも
に際だってくる。上記の記載は⼤⼈に対してのもので、
短いコートや尾の⽑は、⼦猫や、まだ若い⼤⼈の猫に対
しては、考慮されなければならない。 
 
カラーとパターン︓バンパターン、輝くチョークのよう
なホワイトの体で頭と尾に限定された⾊のついたマーキ
ングがあることがより好ましいとされる。⼀つか、それ
以上のランダムなマーキングの体全体の１５％まで（頭
と尾の⾊は除く）⾊があるのは許される。ランダムなマ
ーキングがバンパターンを損なうような⼤きさや数、バ
イカラーのような外観であってはならない。頭のマーキ
ングが対象なパターンで、少なくとも⽿の前の縁までの
ホワイトで隔てられているのが望ましい。 
 
減点︓⾏き過ぎ（たとえば短く、コビーであったり、ほ
っそりしたり、細い⾻組み）へと向かう、あらゆる形
跡︔尾の20%を越えるホワイト、まっすぐな横顔。 
 
失格︓⽬の⾼さから、頭の後ろに達する部分と、尾に⾊
がないこと︔明確な⿐のブレーク、平らな胸郭のような
遺伝的な /⾻格の⽋損、キンクや異常な尾、正しくない
⾜の指の数、斜視といったようなもの。体全体の１５％
を越える⾊（頭と尾の⾊を除く）。 
 

ターキッシュバンのカラー 
 
すべてのコートカラーにおける⽬⾊︓アンバー、ブ 
ルーとオッドアイ、⽬⾊は年齢とともに褪せてくる場合 
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もある。すべてのコートカラーにおけるノーズレザー︓
ピンク。すべてのコートカラーにおけるパウパッド︓ピ
ンクが望ましいが、パウパッドにおけるスポットはパタ
ーンが２⾊のゆえに、認められる。 
 

ソリッドアンドホワイトカラー 
 
レッド︓暖かいレッドから深い⾚褐⾊間での幅がある
が、単⼀レベルのシェードで根本まで陰りがない。クリ
ーム︓淡⻩⾊のクリームで単⼀レベルのシェード。根本
まで陰りがない。 
 
ブラック︓濃い⽯炭のようなブラックで、根本まで陰り
がない。⽑先のどんな⾊の退⾊やスモークのアンダーコ
ートがない。 
 
ブルー︓単⼀レベルのブルーのトーン、根本まで陰りが
ない。 
 

タビーアンドホワイトカラー 
 
タビーマークは濃くくっきりとしている。どのくらいの
タビーマークがみられるかは、頭と体のスポットのサイ
ズと位置に強く依存する。⼀つのスポットは地⾊だけ
か、タビーの⼀つの縞がみられるだけの場合もあり、従
ってそのマーキングがクラッシックかマッカレルか決定
するのに⼗分なカラーでないこともある。 
 
レッドタビー︓地⾊はクリームのようなレッド。タビー
マーキングは暖かいレッドから深い⾚褐⾊までの幅があ
る。 
 
クリームタビー︓地⾊はとても薄いクリーム。淡⻩⾊の
クリームのタビーマーキングは地⾊より⼗分に暗く、よ
いコントラストをかもしだしているが、ダイリュートの
範囲内ではある。 
 
ブラウンタビー︓地⾊はクリーミィーなベージュ。タビ
ーマークは濃いブラック。 
 
ブルータビー︓地⾊は薄いブルーがかったアイボリー。
タビーマーキングは深いブルーで地⾊とよいコントラス
トをなしている。暖かいフォーンかパティナが⾊のつい
た部分にかかっている。 
 

パーティカラーアンドホワイトカラー 
 
トーティーシェル︓ブラックとレッドのパッチ、レッド
の部分にタビーマーキングがあるのは許される。 
 
ダイリュートトーティーシェル︓ブルーとクリームのパ
ッチ、クリームの部分のタビーマーキングは許される。 
 
ブラウンパッチドタビー（トビー）︓ブラウンタビーの

記述でレッドかレッドタビーのパッチがある。 
 
ブルーパッチドタビー（ダイリュートトビー）︓ブルー
タビーの記述でクリームかクリームタビーのパッチがあ
る。 
 
*注釈︓トーティーシェルカラーのレッドかクリームの
部分にタビーマーキングがあるのは、このターキッシュ
バンの品種の特徴である。 
 
O T V C（その他のターキッシュバンのカラー）︓バン
パターンのみ-その他のあらゆる⾊とホワイト（シルバ
ータビー、スモーク等）の組み合わせ、ハイブリダイゼ
ーションの結果の証拠を⽰すヒマラヤンパターン(ポイ
ントに限る）と⾊（チョコレート、ライラック等）は除
く。 
 
以下の記載は参照の⽬的のみであって、ショースタンダ
ードの公式な部分ではない。 
 

ターキッシュバン カラークラス番号 

 

ソリッド＆ホワイト.....................3560 3561 

（ブラック＆ホワイト、ブルー＆ホワイト、

クリーム＆ホワイト、レッド＆ホワイト） 

 

パーティカラー＆ホワイト................- - 3585 

（ブルーパッチドタビー＆ホワイト、ブラ

ウンパッチドタビー＆ホワイト、トーティ

シェル＆ホワイト、ダイリュートトーティ

シェル＆ホワイトタビー＆ホワイト） 

 

タビー＆ホワイト.......................3590 3591 

（ブルータビー＆ホワイト、ブラウンタビ

ー＆ホワイト、クリームタビー＆ホワイ

ト、レッドタビー＆ホワイト） 

 

その他の全てのターキッシュバンのカラー 

..............................3500 3501 

（バンパターンに限定̶その他のあらゆるカラーとホワ

イト（シルバータビー、スモーク等）、ハイブリダイゼ

ーションの結果の証拠を示すものとしてヒマラヤンパタ

ーン（ポイントに限る）と色（チョコレート、ライラッ

ク等）は除外される。） 

AOV.....................................なし なし 

 

ターキッシュバンとアウトクロスする事の出来る猫種︓ 
なし 
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