ベンガル

ベンガル
(ミセラニアスカテゴリー)
配点
頭 (30)
頭蓋骨..........................
マズル..........................
横顔 ..........................
耳
..........................
目
..........................
顎
..........................

5
6
4
6
6
3

体 (20)
胴体
骨格
筋肉
四肢
尻尾

5
5
5
5

..........................
..........................
..........................
..........................

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。

コート＆カラー (25)
テクスチャー....................10
コートカラー....................10
目色 .......................... 5

首： しっかりとし筋肉質である、体に比べて長い。

パターン (25)
コントラスト.................... 5
パターン固有のポイント配分......15

骨格：しっかりとし、けっして華奢ではない。

体： 長くしっかりとし、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。

脚：中位の長さ、後ろ脚が僅かに長い、筋肉質。

ロゼット／スポットパターン：ツートーンのマーキング
マーブルパターン：ツートーンのマーキング
チャコールパターン：マスク、ゴークル及びキャップ
スノーパターン：ツートーンマーキング

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
た中位の長さ。

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。

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
のやや長い毛は許される。
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。子猫の時のやや長いコート。
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。

頭：幅広、丸みのある輪郭のくさび形、横幅よりも縦
長であり、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。

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。

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。

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。

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。
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ベンガルのパターンとカラー
ロゼット／スポテッドタビーパターン：ロゼットとス
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。

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。目周辺と唇は黒い色素である。ノー
ズレザー：煉瓦色または黒。パウパッド：黒。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青みがか
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、外周はスレートグレー。パウ
パッド：ブルー／グレー。目色：ゴールド、グリーン、
ヘーゼル。
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。背中の長さを走る広く
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。

ロゼット／スポテッドタビーとマーブルタビーのカ
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
黄、黄褐色、ハニーゴールドからオレンジまで地色と
して許される。マーキングは黄褐色、茶、黒の様々な
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、
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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：煉瓦色で外側は黒。パウパッド：
ピンクから煉瓦色。黒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
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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。

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。

ブラック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。

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黄褐色の
範囲で胸部と腹はより明るくなっている。マーキング
は中位の黄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：黒。
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
長さを走る広く濃いケープがあるのが望ましい。

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黄褐色の
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：黒。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。

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黒へと異なる。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：黒。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

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
キングは明るい黄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黒。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
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なる）。

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。

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）：地色は中位の黄褐色から中位の
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。

AOV パターン／カラー／コートの長さ
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。

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黒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。

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、マズルは黒。目、鼻、唇の色素
は黒。ノーズレザー：黒。パウパッド：黒。目色：グ
リーン、ゴールドまたはヘーゼル。

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
明るい黄褐色の範囲。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
色がかった濃い黒。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。

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）。

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黒と範囲がある。ノーズレ
ザー：茶色がかった黒。パウパッド：バラ色を基調と
した茶色がかった黒。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
色がかった黒。目色：グリーンかゴールド。

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
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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
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。

カラーが明るめに見えるだろうが、これは欠点ではな
い。毛の長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黒。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。

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。毛の長
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黒。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。

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。毛の長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黒。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、マズルは黒。ノーズレザー：黒。パウパッ
ド：黒。目色：グリーン、ゴールド、またはヘーゼル。

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。毛の長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。

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。毛の長さ
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。

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
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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。
コートは長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
長い場合がある。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、やや長めでなければならない。

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
明るめに見えるだろうが、これは欠点ではない。毛の
長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。

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
全てのカラー ．．．．．．．．．．9200 9201
ベンガルとアウトクロスする事の出来る猫種：なし

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黄褐色。ノーズレ
ザー：ピングがかった黄褐色。パウパッド：ピングが
かった黄褐色。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
かった黄褐色。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コートの長さ
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
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HEAD (30)

BONE: Substantial, never delicate.

LEGS: Medium long, slightly longer rear legs. Muscular.

(Miscellaneous Category)

PAWS: Large and round, with prominent knuckles.

POINT SCORE

TAIL: Thick, tapered at the end with rounded tip. Medium in length,
in proportion to body.

Skull ................................................................................................ 5
Muzzle .............................................................................................6
Profile ...............................................................................................4
Ears..................................................................................................6
Eyes .................................................................................................6
Chin..................................................................................................3

COAT: With qualities unique to the breed, the Bengal coat is short,
close lying, soft, silky, luxurious, and ideally glittered. Allowance for
slightly longer coat in kittens.

ALLOWANCES: Smaller size, in balanced proportion, in females.
Jowls in mature males. Slightly longer coat in kittens. Slightly larger
ears in kittens. Eyes slightly almond shaped. Incorrect paw pad
color.

BODY (20)

PENALIZE: Rosetted/Spotted Tabby Pattern – Rosettes or spots
running together vertically forming a mackerel tabby pattern. Marble
Tabby Pattern – Circular bull’s eye pattern. Snow Tabby Pattern –
Substantially darker point color as compared to color of body markings.

Torso:
Boning..............................................................................................5
Musculature .....................................................................................5
Legs/Feet ........................................................................................5
Tail ...................................................................................................5

DISQuALIFY: Rosetted/Spotted Tabby, Marble Tabby, Charcoal
Tabby, Snow Tabby Patterns - Belly not patterned. Any distinct
locket on neck, chest, abdomen, or anywhere else. Kinked, or otherwise deformed tail. Cow hocking. Crossed eyes.

COAT & COLOR (25)

Texture ..........................................................................................10
Coat Color .....................................................................................10
Eye Color ........................................................................................5

PATTERN (25)

BENGAL PATTERNS AND COLORS

Contrast .........................................................................................10
Pattern-Specific Point Allocation ...................................................15
Rosetted/Spotted Pattern: Two Tone Markings
Marble Pattern: Two Tone Markings
Charcoal Pattern: Mask, Goggles, and Cape
Snow Pattern: Two Tone Markings
GENERAL: The Bengal is a medium to large cat with a sleek, muscular build. Boning is substantial. Hindquarters slightly higher than
shoulders. The tail is thick, with rounded tip, and carried lower than
the back. The Bengal’s head, expressive nocturnal look, and stunning markings give the breed a wild appearance. The coat is like no
other: short, soft, silky to the touch, luxurious, and preferably glittered. Bengals are alert and active, with inquisitive, dependable dispositions. Males are generally larger than females.
HEAD: Broad, modified wedge with rounded contours, longer than
wide, with high cheekbones. Slightly small in proportion to body, not
to be taken to extreme. Top of skull flows back into the neck, with
visible back skull. No flat planes. Allowance for jowls on mature
males.
PROFILE: Gently curved forehead to nose bridge. Nose may have
a slight concave curve.
NOSE: Large and wide, slightly puffed nose leather. Bridge of nose
extends above the eyes.
CHIN: Strong, substantial, aligns with tip of nose in profile.
MuZZLE: Full and broad, with prominent whisker pads.
EARS: Medium to small, with a wide base, rounded tips being
desirable. Set far apart, following the contours of the face in frontal
view, slight tilt forward in profile view. Light, horizontal furnishings
acceptable, tufts are undesirable.
EYES: Shape is round to oval. Large, but not bugged. Set wide
apart, with a slight bias toward the base of ear, when oval in shape.
Eye color independent of coat color, except in the Lynx Points,
where Blue is the only acceptable color. Richness and depth of
color is always preferred.
NECk: Thick and muscular, long in proportion to the body.
BODY: Long and substantial, muscular, particularly the males.
Hindquarters slightly higher than shoulders.
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ROSETTED/SPOTTED TABBY PATTERN: Rosettes and spots
shall be random, with a horizontal flow to their alignment, and a pattern like no other breed. Ground color should be clear, and free of
ticking. Contrast with ground color must be extreme, showing distinct pattern with sharp edges. Rosettes are two toned, with dark
outlines, and a lighter center. Rosettes can be many different
shapes, such as round donut, open donut, pancake, paw print,
arrowhead, or clustered, and are preferred to single spotting.
Strong, bold chin strap and mascara markings desirable. Backs of
ears have a thumbprint. Color on chest and belly should be lighter
than ground color. Blotchy horizontal shoulder streaks, spotted legs,
and spotted, or rosetted tail are desirable. Belly must be spotted.
Allowance for spotted pattern without rosettes. These cats are not
required to have two tone markings.
MARBLE TABBY PATTERN: The Marble pattern is full of swirls,
with a pattern like no other breed. Ground color should be clear, and
free of ticking. Contrast with ground color must be extreme, showing
distinct markings with sharp edges. Markings are two toned, having
a horizontal or diagonal flow. Side pattern symmetry not required.
There should be no resemblance to the Classic Tabby pattern, and
a circular pattern or bullseye is undesirable. The more random the
pattern, the better. Additional color tones inside the pattern, giving a
“stained glass” effect is desirable. Patterned shoulder markings, and
multi-toned markings on legs and tail desirable. Rosettes and spots
can be present, particularly on the legs. Strong chin strap, mascara
markings desirable. Backs of ears have a thumbprint. Color on
chest and belly should be lighter than ground color. Belly must be
patterned. Allow for maturity for “stained glass” or full coloration to
appear.
ROSETTED/SPOTTED TABBY AND MARBLE TABBY COLORS:

BROWN (BLACk) TABBY: (Rosetted/Spotted, Marble): All variations of brown are allowed as the ground color, ranging from buff,
tan, honey gold, to orange. Markings may be various shades of tan,
brown, and black. There should be extreme contrast between
ground color and markings, with distinct shapes, and well defined
edges. Markings should be two toned. Lighter color spectacles
enhance the eyes. A much lighter to white ground color on the
whisker pads, chin, chest, belly, and inner legs, in contrast to the
ground color of the flanks and back is desirable. Nose leather:
Brick red, outlined in black. Paw pads: From pink, to brick red, with
allowances for black or brown. Eye color: Gold to green.
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BLACk SILVER TABBY (Rosetted/Spotted, Marble): Ground color
ranges from clear silver white to pewter gray. Markings are medium
gray to jet black, with good contrast to ground color. Minimal to no
warm tones present on face, back, and legs. Tarnish is undesirable.
Color on chest and belly will be lighter than ground color. Area
around eyes, temples, and muzzle are lighter than ground color.
Skin pigment around eyes, and lips is black. Nose leather: Brick
red, or black. Paw pads: Black. Eye color: Any color other than
blue.

BLuE TABBY (Rosetted/Spotted, Marble): Ground color is pale
blue gray to slate blue gray, with markings being medium blue to
darker blue. There should be good contrast between ground color
and markings. Warm fawn tones can be present on face, back, and
legs. Underside and chest will be lighter in color than ground color
found elsewhere. Area around eyes, temples, and muzzle are
lighter than ground color. Pigment around eyes, and lips is dark
blue. Nose leather: Rose, outlined in dark blue. Paw pads:
Aubergine/purple. Eye color: Any color other than blue.

BLuE SILVER TABBY (Rosetted/Spotted, Marble): Ground color is
light blue silver. Markings are blue gray. Underside and chest will be
glacial white to bluish silver. Area around eyes, temples, and muzzle is silvery white. Pigment around eyes and lips is slate gray.
Nose leather: Rose, outlined in slate gray. Paw pads: Blue/gray.
Eye color: Gold, green, hazel.

CHARCOAL TABBY PATTERN: There should be definite contrast
between ground color and markings, with distinct shapes, and clearly defined edges. Pattern should have a horizontal flow. Preference
will be given to very dark markings, with clear outlines, and well contrasted to the ground color. There must be white, or nearly white
spectacles or “goggles” encircling the eyes. A dark mask runs all the
way from the nose bridge to the nose, and connects from the mascara lines all the way to the nose bridge. A wide, dark, “cape” running down the length of the back is desirable. Color on chest and
belly should be lighter than ground color. Kittens are sometimes
rosetted, adults are usually spotted. Charcoals can be Spotted, or
Marble Pattern.
CHARCOAL TABBY COLORS:

BROWN (BLACk) CHARCOAL TABBY (Rosetted/Spotted,
Marble): Same as Brown (Black) Tabby except the Charcoal brown
colors are cold browns, with no warm gold, or amber tones and with
the addition of Mask, Goggles, and Cape.

BLACk SILVER CHARCOAL TABBY (Rosetted/Spotted, Marble):
Same as Black Silver Tabby with the addition of Mask, Goggles,
and Cape.

BLuE CHARCOAL TABBY (Rosetted/Spotted, Marble): Same as
Blue Tabby with the addition of Mask, Goggles, and Cape.

BLuE SILVER CHARCOAL TABBY (Rosetted/Spotted; Marble):
Same as Blue Silver Tabby with the addition of Mask, Goggles, and
Cape.

SNOW TABBY PATTERN: Similar to the snow leopard, the snow
Bengal has a lighter, pattern. Rosettes and spots should be random, with a horizontal flow to their alignment. There are three main
patterns: Lynx Point, Mink Tabby, and Sepia Tabby, in Seal or Blue,
with or without the addition of the silver pattern. The Snows can be
Rosetted/Spotted, Marble, or Charcoal. Influence of the Charcoal
Pattern on the Snow Patterns result in ground color that is shades
darker than the individual color descriptions of the Snow Patterns
with color on chest and belly being lighter than ground color.
Markings will show good contrast, with a dark cape running down
the back, equal in color to the darkest markings. There must be
white, or nearly white “goggles” encircling the eyes. A dark mask
runs all the way from the nose bridge to the nose, and connects
from the mascara lines, all the way to the nose bridge. A wide, dark,
“cape” running down the length of the back is desirable.
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SNOW TABBY PATTERN COLORS:

SEAL LYNX POINT (Rosetted/Spotted, Marble, Charcoal): Ground
color can range from ivory to cream, with color on chest and belly
being lighter. Markings may vary from light tan to dark seal brown,
and be clearly visible. Points vary from warm brown to brownish
black. Markings are distinct and separated by lighter ground color.
Color around the eyes, temples, and muzzle is light. The point color
should not be significantly darker than the body markings. Tail tip
should be dark seal brown. Ears warm brown with lighter thumb
print in center. Nose leather: Pink to brick red. Paw pads: Black.
Eye color: Blue.
SEAL MINk TABBY (Rosetted/Spotted, Marble, Charcoal): Ground
color can range from cream to light tan, with color on chest and
belly lighter. Markings may vary from medium tan, to chocolate, to
dark seal brown, and be clearly visible. The point color should not
be significantly darker than the body markings. Color around the
eyes, temples, and muzzle is lighter. Tail tip should be dark seal
brown. Nose leather: Pink to brick red. Paw pads: Black. Eye
color: Aqua (varies from blue-green to turquoise).

SEAL SEPIA TABBY (Rosetted/Spotted, Marble, Charcoal):
Ground color can range from cream to tan, with color on chest and
belly lighter. Markings may vary from dark seal brown to rich dark
brown, and be clearly visible. The point color should not be significantly darker than the body markings. Color around the eyes, temples, and muzzle is lighter. Tail tip should be dark seal brown. Nose
leather: Pink to brick red. Paw pads: Black. Eye color: Green gold.

BLuE LYNX POINT (Rosetted/Spotted, Marble, Charcoal): Ground
color can range from ivory to cream, with color on chest and belly
being lighter. Markings may vary from light blue to dark slate blue,
and be clearly visible. Points vary from warm blue to slate blue.
Markings are distinct and separated by lighter ground color. Color
around the eyes, temples, and muzzle is light. The point color
should not be significantly darker than the body markings. Tail tip
should be dark slate blue. Ears blue with lighter thumb print in center. Nose leather: Pink to brick red. Paw pads: Slate blue. Eye
color: Blue.

BLuE MINk TABBY (Rosetted/Spotted, Marble, Charcoal): Ground
color can range from ivory to rich cream, with color on chest and
belly lighter. Markings may vary from medium blue to dark slate
blue, and be clearly visible. The point color should not be significantly darker than the body markings. Color around the eyes, temples,
and muzzle is lighter. Tail tip should be dark slate blue. Nose
leather: Pink to brick red. Paw pads: Slate blue. Eye color: Aqua
(varies from blue-green to turquoise).

BLuE SEPIA TABBY (Rosetted/Spotted, Marble, Charcoal):
Ground color can range from medium tan to medium blue, with
color on chest and belly lighter. Markings may be various shades of
darker blue with warm fawn overtones, and be clearly visible. The
point color should not be significantly darker than the body markings. Color around the eyes, temples, and muzzle is lighter. Tail tip
should be dark slate blue. Nose leather: Pink to brick red. Paw
pads: Slate blue. Eye color: Green gold.

SEAL SILVER LYNX POINT (Rosetted/Spotted, Marble, Charcoal):
Ground color ranges from icy white to pale cream, shading to lighter
color on belly and chest. There should be very little or no difference
between the color of the body markings and point color. Points silvery gray to brownish black barring, distinctly separated by silvery
ground color. Seal coloring will be colder than non-silver seal lynx
point. Underside of base of tail silver white. Ears silver toned with
lighter thumbprint in center. Nose leather: Pink to brick red. Paw
pads: Dark seal brown. Eye color: Blue.
SEAL SILVER MINk TABBY (Rosetted/Spotted, Marble,
Charcoal): Body color ranges from ivory to light tan. Tabby pattern
ranging from cold bitter chocolate to brown. Ivory or cream whisker
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pads and chin desirable. Tail tip dark brownish-black. Underside of
the base of the tail silver white. Ears, nose bridge, and extremities
grayish brown with lighter thumbprint in center of ear. Nose leather:
Brick red. Paw pads: Dark brown with rosy undertones. Eye color:
Aqua (varies from blue-green to turquoise).

SEAL SILVER SEPIA TABBY (Rosetted/Spotted, Marble,
Charcoal): Body color ranges from ivory to medium tan. Tabby pattern cold brown. Ivory or cream whisker pads and chin desirable.
Tail tip dark brownish black. Underside of the base of the tail silver
white. Seal coloring will be colder and duller than in the non-silver
sepia tabby. Fur on ears can have a silvery gray cast. Ears cold
brown with lighter thumbprint in the center. Nose leather: Brick red.
Paw pads: Dark brown with rosy undertones. Eye color: Gold to
green.
BLuE SILVER LYNX POINT (Rosetted/Spotted, Marble, Charcoal):
Ground color is ivory to light silver gray. Markings may be various
shades of blue gray to light caramel. Underside and chest will range
in color from silvery white to light cream. Pigment around the eyes,
temple, and muzzle is silvery white. Silvery blue-gray hues are most
detectable on face, legs, back of ears and tail. Nose leather: Pink
to brick red. Paw pads: Blue-gray with rose tones. Eye color: Blue.

BLuE SILVER MINk TABBY (Rosetted/Spotted, Marble, Charcoal): Ground color is cream to silvery blue. Markings may be various shades of blue-gray to caramel. Underside and chest will range
in color from white to cream. Pigment around the eyes, temple and
muzzle is light cream in color. Blue silver hues are most detectable
on face, legs, back of ears and tail. Nose leather: Pink to brick red.
Paw pads: Blue-gray with rose tones. Eye color: Aqua (varies from
blue-green to turquoise).
BLuE SILVER SEPIA TABBY (Rosetted/Spotted, Marble, Charcoal): Ground color is cream to light brown, or silvery blue with
warm fawn undertones. Markings may be various shades of bluegray to chocolate, with warm fawn overtones. Undersides and chest
will be lighter than background color. Pigment around the eyes, temple, and muzzle is cream to fawn in color. Blue silver hues are most
detectable on face, legs, back of ears and tail. Nose leather: Pink
to brick red. Paw pads: Blue-gray with rose tones. Eye color:
Green or gold.
AOV PATTERNS/COLORS/COAT LENGTH

AOV PATTERNS:

MELANISTIC PATTERN: The term “Melanistic”, when describing a
hybrid cat, is a Solid, but not in the sense of a Solid in a non-hybrid
breed. In the Bengal cat, the Melanistic shows ghost tabby markings. They can be either Rosetted/Spotted, Marble or Snow. The
Pattern is more visible in kittens. As adults, most appear more solid

MELANISTIC PATTERN COLORS:

BLACk MELANISTIC: Ground color is jet black, with sound color
throughout coat. Underside and chest will be jet black as the ground
color. No warm tones should be present. Markings will be faint to
ghost like. Color around the eyes, temples, and muzzle is black.
Skin pigment around eyes, nose, and lips is black. Nose leather:
Black. Paw pads: Black. Eye color: Green, gold, or hazel.

BLuE MELANISTIC: Ground color is an even blue, ranging from
blue-gray to deep slate gray. Underside and chest will be uniform to
body color. Markings will be faint to ghost like. Color around eyes,
temples, and muzzle is blue. Skin pigment around eyes, nose, and
lips is blue to slate gray. Nose leather: Dark blue, or rose. Paw
pads: Dark blue to slate gray, may have rosy undertones. Eye
color: Green, gold, or hazel.

SEAL POINT MELANISTIC: Ground color ranges from ivory to
creamy beige to tan, with chest and belly being a lighter shade of
ground color. Markings will be faint to ghost like. Point color ranges
from warm seal brown to brownish-black. Nose leather: Brownish-
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black. Paw pads: Brownish-black with rosy undertones. Eye color:
Blue.

SEAL MINk MELANISTIC: Ground color is tan to a warm medium
brown, with chest and belly being a lighter shade of ground color.
Markings will be faint to ghost like. Point color ranges from dark
chocolate to sable brown. Nose leather: Brownish-black. Paw
pads: Brownish-black with rosy undertones. Eye color: Aqua,
varies from blue-green to turquoise.
SEAL SEPIA MELANISTIC: Ground color is rich, warm, sable
brown, with chest and belly being a lighter shade of ground color.
Markings will be faint to ghost like. Point color will be slightly darker
than body color. Nose leather: Brownish-black. Paw pads:
Brownish-black with rosy undertones. Eye color: Green or Gold.

BLuE POINT MELANISTIC: Ground color ranges from ivory to
creamy blue to soft blue-gray, with chest and belly being a lighter
shade of ground color. Markings will be faint to ghost like. Point
color ranges from warm blue to slate blue. Nose leather: Blue. Paw
pads: Slate blue with rosy undertones. Eye color: Blue.

BLuE MINk MELANISTIC: Ground color is blue to a warm medium
blue, with chest and belly being a lighter shade of ground color.
Markings will be faint to ghost like. Point color ranges from dark
warm blue to dark slate blue. Nose leather: Slate blue. Paw pads:
Slate blue with rosy undertones. Eye color: Aqua, varies from bluegreen to turquoise.

BLuE SEPIA MELANISTIC: Ground color is rich, warm blue, with
chest and belly being a lighter shade of ground color. Markings will
be faint to ghost like. Point color will be slightly darker than body
color. Nose leather: Blue. Paw pads: Slate blue with rosy undertones. Eye color: Green or Gold.

SMOkE PATTERN: The smoke Bengal has ghost tabby markings,
which have a horizontal flow to their alignment. All colors of Smoke
have a whitish undercoat. Smokes can be Rosetted/Spotted,
Marble, or Snow.
SMOkE PATTERN COLORS:

BLACk SMOkE: Black with a silvery white undercoat. Chest and
belly may appear gray, shading down to silvery white at the roots.
Markings will be faint to ghost like. Color around the eyes, temple,
and muzzle is smoky gray. Skin pigment around eyes, nose, and
lips is black. Nose leather: Black. Paw pads: Black. Eye color:
Green, gold, or hazel.

BLuE SMOkE: Medium to slate blue with a bluish-white undercoat.
Chest and belly lighter blue shading down to bluish-white at the
roots. Markings will be faint to ghost like. Color around the eyes,
temples, and muzzle is smoky blue. Skin pigment around eyes,
nose, and lips is dark blue to slate gray. Nose leather: Dark blue, or
rose outlined in blue. Paw pads: Dark blue to slate gray. Eye color:
Green, gold, or hazel.

SEAL SMOkE POINT: Ground color is pale fawn to creamy beige,
with a white undercoat, which alters the appearance of the point
color. Point color will appear lighter, and this is not a fault. Where fur
is long enough to part, a white undercoat will be seen. White roots
are most apparent in a fully mature cat, but should be detectable on
and between kittens’ toes. Markings will be faint to ghost like. Nose
leather: Brownish-black. Paw pads: Brownish black, with rosy
undertones. Eye color: Blue.

SEAL MINk SMOkE: Ground color is grayish light brown, with a
white undercoat, which alters the appearance of the point color.
Point color will appear lighter, and this is not a fault. Where fur is
long enough to part, a white undercoat will be seen. White roots are
most apparent in a fully mature cat, but should be detectable on and
between kittens’ toes. Markings will be faint to ghost like. Nose
leather: Brownish-black. Paw pads: Brownish-black, with rosy
undertones. Eye color: Aqua, varies from blue-green to turquoise.
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SEAL SEPIA SMOkE: Ground color is grayish, smoky, sable
brown, with a white undercoat, which alters the appearance of the
point color. Point color will appear lighter, and this is not a fault.
Where fur is long enough to part, a white undercoat will be seen.
White roots are most apparent on a fully mature cat, but should be
detectable on, or between kittens’ toes. Markings will be faint, and
ghost like. Nose leather: Brownish-black. Paw Pad: Brownish-black
with rosy undertones. Eye color: Green or gold.

than ground color. Skin pigment around eyes, nose, and lips is dark
chocolate. Nose leather: Burnt rose. Paw pads: Chocolate, warm
rose, or salmon pink. Eye color: Any color other than blue.

BLuE MINk SMOkE: Ground color is grayish light blue, with a
white undercoat, which alters the appearance of the point color.
Point color will appear lighter, and this is not a fault. Where fur is
long enough to part, a white undercoat will be seen. White roots are
most apparent in a fully mature cat, but should be detectable on and
between kittens’ toes. Markings will be faint to ghost like. Nose
leather: Blue. Paw pads: Slate blue with rosy undertones. Eye
color: Aqua, varies from blue-green to turquoise.

FAWN TABBY (Rosetted/Spotted, Marble): Ground color is pale
ivory, with underside and chest being lighter than ground color.
Markings are pinkish beige to taupe. Color around eyes, temples,
and muzzle is lighter than ground color. Skin pigment around eyes,
nose, and lips is dusty rose. Nose leather: Dusty rose, with no blue
or lavender tones. Paw pads: Dusty rose, with no blue or lavender
tones. Eye color: Any color other than blue.

BLuE SMOkE POINT: Ground color is pale cream to creamy blue,
with a white undercoat, which alters the appearance of the point
color. Point color will appear lighter, and this is not a fault. Where fur
is long enough to part, a white undercoat will be seen. White roots
are most apparent in a fully mature cat, but should be detectable on
and between kittens’ toes. Markings will be faint to ghost like. Nose
leather: Blue. Paw pads: Slate blue with rosy undertones. Eye
color: Blue.

BLuE SEPIA SMOkE: Ground color is grayish, smoky blue, with a
white undercoat, which alters the appearance of the point color.
Point color will appear lighter, and this is not a fault. Where fur is
long enough to part, a white undercoat will be seen. White roots are
most apparent on a fully mature cat, but should be detectable on, or
between kittens’ toes. Markings will be faint, and ghost like. Nose
leather: Blue. Paw Pad: Slate blue with rosy undertones. Eye
color: Green or gold.
AOV COLORS

The following colors, come in the Rosetted/Spotted, and
Marble Patterns:
CHOCOLATE TABBY (Rosetted/Spotted, Marble): Ground color is
a rich caramel, with underside and chest being a warm nougat
color, lighter than ground color. Markings are chocolate to dark
chocolate. Color around the eyes, temples, and muzzle is lighter

CINNAMON TABBY (Rosetted/Spotted, Marble): Ground color is a
warm honey, with underside and chest being lighter than ground
color. Markings are a rich cinnamon brown. Color around eyes, temples, and muzzle is lighter than ground color. Skin pigment around
eyes, nose, and lips is pinkish tan. Nose leather: Pinkish tan. Paw
pads: Pinkish tan. Eye color: Any color other than blue.

LILAC TABBY (Rosetted/Spotted, Marble): Ground color is pale,
frosty, lavender-pink, with underside and chest being lighter than
ground color. Markings are dark lavender. Color around eyes, temples, and muzzle are lighter and brighter than ground color. Skin
pigment around eyes, nose, and lips is pinkish tan. Nose leather:
Pink. Paw pads: Lavender pink. Eye color: Any color other than
blue.

AOV COAT LENGTH

LONGHAIR BENGAL (CASHMERE):

The Longhair Bengal can come in any described color/pattern combination. Coat is semi long haired, with a fine texture, and luxurious,
not cottony or wooly. The coat should create an all over harmonious
impression with the longer parts flowing gently into the shorter ones.
Long hair sticking out on any part of the body is undesirable. Coat
shall lay close to the body. Silky coat and satin glitter are desirable,
but not required. Pattern shall be clearly visible, with a horizontal
flow to its alignment. Hair around head and neck may be slightly
longer. A slightly fuller coat on the back of neck is accepted, but not
required. A corona of hair around the head, extremely thick, full coat
on back of neck, or a ruff, is undesirable. Ears shall not be tufted,
but slight ear tips are allowed. Strong ear tufts, spoiling the rounded
impression of the ear are not desirable. Tail shall be slightly longer
haired creating a plumed impression.
The following information is for reference purposes only
and not an official part of the CFA Show Standard.

Bengal Color Class Number
All Colors........................................................... 9200
Bengal allowable outcross breeds: none.

©2016 The Cat Fanciers' Association, Inc.®

4 of 4

9201

Bengal Miscellanous Show Standard (2016)

