
白花ヤブツバキ（ツバキ科）▶P93
早くから選抜育成されてきた白花の秀品です。
大変美しい個体です。 ¥1,320

テコフィラエア シアノクロッカス（テコフィラエア科）▶P81
ペルーに稀産する球根植物。
アンデスの青い宝石と呼ばれる美麗種です。 ¥2,750

ホソバシャクナゲ 濃姫（ツツジ科）▶P84
葉姿の面白い特産種から発見された
濃色八重咲の美麗品種です。 ¥3,300

クサタチバナ 濃桃色（キョウチクトウ科）▶P79
白花が基本種の中で偶然見つかった
類稀な美しさの貴重品種です。 ¥22,000

ナツツバキ 涼風（ツバキ科）▶P94
青軸のスッキリした木姿が美しい強健種です。

¥1,650

キク 縁結び（キク科）▶P68
山陰地方に伝わる美しい花色の個性豊かな佳品です。

¥1,320

 山野草の部 43

2021 → 2022注目商品

福寿草 爪折笠 実生（キンポウゲ科）▶P50
変わり咲人気品種の交配選別品です。
親勝りの個体も見られます。 ¥4,400

イキシア ヴィリディフローラ（アヤメ科）▶P64
美しい翡翠色の花色で知られています。
是非一度実物を。 ¥1,100

三蝶咲黄花シラン（ラン科）▶P47
珍しい黄花の三蝶咲の美麗品種です。
丈夫で作りやすい個体です。 ¥3,850

緑花セツブンソウ（キンポウゲ科）▶P52
安定した美しい花色が魅力的な稀産種です。

¥22,000

赤花セツブンソウ（キンポウゲ科）▶P52
美しい花色の珍種です。
特に覆輪タイプに色の入る選別品です。 ¥22,000

素心アズマシロカネソウ（キンポウゲ科）▶P52
近年発見された美しい素心花の珍種です。
数量限定品です。 ¥5,500
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2021 → 2022注目商品
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親勝りの個体も見られます。 ¥4,400
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美しい翡翠色の花色で知られています。
是非一度実物を。 ¥1,100

三蝶咲黄花シラン（ラン科）▶P47
珍しい黄花の三蝶咲の美麗品種です。
丈夫で作りやすい個体です。 ¥3,850

緑花セツブンソウ（キンポウゲ科）▶P52
安定した美しい花色が魅力的な稀産種です。

¥22,000

赤花セツブンソウ（キンポウゲ科）▶P52
美しい花色の珍種です。
特に覆輪タイプに色の入る選別品です。 ¥22,000

素心アズマシロカネソウ（キンポウゲ科）▶P52
近年発見された美しい素心花の珍種です。
数量限定品です。 ¥5,500
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 山野草の部 45

657 イワチドリ 大紅点花 イワチドリ 大紅点花 
イワチドリの大輪系斑紋花の選別秀品です。

658 イワチドリ 笹の丸 イワチドリ 笹の丸 
昔から知られる円弁花の高級種です。希少
種です。

659 エノモトチドリ 紫宝エノモトチドリ 紫宝
大型強健の人気品種。

660 オキナワチドリオキナワチドリ
花色は変化多く楽しみ。

NEW

¥1,650

NEW

¥1,650 ¥660 ¥1,320 

669 日本クマガイソウ日本クマガイソウ
庭植やお茶花としても人気。

670 クマガイソウ純白クマガイソウ純白
純白色の稀種。特別な管理は不要だが直射
を避け通風良く作りたい。

671 黄花クマガイソウ黄花クマガイソウ
日本種の黄花の珍種。レブンアツモリソウの
ような花色が実に魅力的。

672 台湾クマガイソウ台湾クマガイソウ
鉢植でもコンパクトに良く作れる強健種。

 クマガイソウの仲間 ▶

¥1,980 ¥44,000 ¥66,000 ¥3,300

665 オナガエビネ オナガエビネ 
夏咲の美しい花色の野生ランとして知られ
る人気品種です。

666 アツモリソウ レギネアツモリソウ レギネ
北米産の大変美しい有名種。この仲間の中
では丈夫で作りやすい。

667 アツモリソウ レギネ アルバアツモリソウ レギネ アルバ
北米産レギネの純白美麗種。

668 パフィオ ミクランサムパフィオ ミクランサム
雲南兜蘭とも呼ばれる中国産の原種。早く
より人気の強健種。

 エビネの仲間 ▶

NEW

¥1,980

 アツモリソウの仲間 ▶

¥9,900 ¥13,200

 パフィオペディルム ▶

¥3,300

661 コアニチドリ ホテイコアニチドリ ホテイ
新潟県阿賀野川沿いの麒麟山で見つかった
巨大輪の人気品種です。

662 コアニチドリ紅一点花コアニチドリ紅一点花
東北の稀産種　１球入。

663 コアニチドリ「秋田美人」コアニチドリ「秋田美人」
秋田県で発見された別格濃色の人気種。

664 ヒナチドリ「極」ヒナチドリ「極」
紅一点の有名品種。ヒナチドリ自体が近年
では稀産種です。¥660 ¥1,650 ¥1,650 ¥5,500 

650 ウチョウラン秀品混合ウチョウラン秀品混合
受注２月下旬まで。以
降はお問合わせ下さい。

651 ウチョウラン 桃一点大輪ウチョウラン 桃一点大輪
美しい花色で人気。

652 ウチョウラン 朱一点大輪ウチョウラン 朱一点大輪
鮮やかな朱色の最新花。

ラン科
 ウチョウラン ▶

¥1,430
¥2,200
¥19,440

●５球
●10球
●100球 ¥1,980 ¥2,750

653 咲分ウチョウラン 咲分ウチョウラン 
珍しく美しい花色の人気種です。

654 クロカミラン クロカミラン 
九州黒髪山特産の野生種の貴重品種です。

655 ヒナチドリヒナチドリ 656 イワチドリ ピンク一点花イワチドリ ピンク一点花  
イワチドリの美しい人気種の秀品です。

NEW

¥1,650

NEW

¥1,100 ¥1,980

 イワチドリの仲間 ▶

NEW

¥1,650
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山野草  
▶アオイ科

アオイ科の仲間 95 95
▶アカネ科

アカネ科の仲間 82 82
▶アカバナ科

アカバナ科の仲間● － 82
▶アケビ科

アケビ科の仲間◆ 94 －
▶アジサイ科など

アジサイの仲間 61 61
▶アヤメ科

アヤメ科の仲間 64 65
▶イチイ科

イチイ科の仲間◆ 89 －
▶イチヤクソウ科

イチヤクソウ科の仲間◆ 79 －
▶イヌサフラン科

チゴユリの仲間 77 77
▶イネ科・カヤツリグサ科

イネ科・スゲの仲間 96 96
▶イワウメ科

イワウメ科の仲間 66 66
▶イワタバコ科

イワタバコ科の仲間 65 66
▶ウコギ科

ウコギ科の仲間 82 82
▶ウマノスズクサ科

外国種カンアオイ 49 50
カンアオイの仲間 48 49
▶ウリノキ科

ウリノキ科の仲間◆ 95 －
▶エゴノキ科

エゴノキ科の仲間 90 90
▶オミナエシ科

オミナエシ科の仲間● － 82
▶カタバミ科

カタバミ科の仲間 59 59
▶キキョウ科

キキョウ科の仲間 66 67
シャジンの仲間 67 67
ホタルブクロの仲間 67 67
▶キク科

ウスユキソウの仲間● － 69
キク科の仲間 67 69
ハグマの仲間 68 69
▶キジカクシ科

アマドコロの仲間 75 76
ギボウシの仲間 75 76
ジャノヒゲの仲間● － 76
スズランの仲間 76 77
ダウベニアの仲間◆ 76 －
ナギイカダ◆ 76 －
ヒヤシンスの仲間◆ 76 －
マイヅルソウの仲間 76 77
▶キブシ科

キブシ科の仲間● － 91
▶キョウチクトウ科

ガガイモの仲間 79 79
▶キンコウカ科

キンコウカ科の仲間◆ 77 －
▶キンバイザサ科

アッツザクラの仲間◆ 81 －
▶キンポウゲ科

イチリンソウの仲間 50 55

オウレンの仲間 52 55
オキナグサの仲間 53 55
オダマキの仲間 55 55
カラマツソウの仲間 52 55
キンポウゲの仲間● － 55
クリスマスローズの仲間 54 55
シラネアオイの仲間 54 56
セツブンソウの仲間 52 55
トリカブトの仲間 53 55
ニリンソウの仲間 52 55
ハンショウヅルの仲間 54 56
日高草の仲間 53 55
ヒメリュウキンカの仲間● － 55
フクジュソウ 50 55
フクジュソウ銘花交配実生 50 55
ヤマシャクヤクの仲間◆ 53 －
リュウキンカの仲間 53 55
▶クスノキ科

クスノキ科の仲間● － 95
▶クマツヅラ科

クマツヅラ科の仲間● － 62
▶ケシ科

ケシ科の仲間 78 79
▶ゴマノハグサ科など

ゴマノハグサ科の仲間 62 62
▶サクラソウ科

サクラソウ科の仲間 69 70
▶サトイモ科

サトイモ科の仲間 63 64
テンナンショウの仲間 63 64
▶サルナシ科

サルナシ科の仲間 95 95
▶シソ科

シソ科の仲間 62 62
▶シダの仲間

イワオモダカの変り 97 98
イワヒトデの変り◆ 97 －
コタニワタリの変り◆ 97 －
その他シダと珍種 97 98
ノキシノブ変り 97 98
ヒトツバの変り 97 98
ビロードシダの変り◆ 97 －
マメツタの変り 97 98
▶ショウマの仲間

キンポウゲ科の仲間 56 56
バラ科の仲間● － 57
ユキノシタ科の仲間 56 56
▶食虫植物

食虫植物の仲間 96 96
▶ジンチョウゲ科

ジンチョウゲ科の仲間 83 83
▶スイカズラ科

スイカズラ科の仲間 83 83
▶スイレン科

スイレン科の仲間● － 56
▶スグリ科

スグリ科の仲間◆ 60 －
▶スミレ科

スミレ科の仲間 59 59
▶セリ科

セリ科の仲間● － 82
▶センダン科

センダン科◆ 89 －

▶センリョウ科
ヒトリシズカの仲間 78 79

▶タデ科
タデ科の仲間 79 79
▶多肉植物

ウメバチソウの仲間◆ 96 －
▶チシマゼキショウ科など

イワショウブの仲間 77 77
▶ツツジ科の仲間

アセビの仲間 86 87
高山に生育する仲間 84 87
小型のツツジ科 85 87
ツリガネツツジの仲間 84 87
低地の野生種 85 87
▶ツバキ科の仲間 91 94
▶ツユクサ科

ツユクサ科の仲間◆ 68 －
▶ツリフネソウ科

ツリフネソウ科の仲間 60 61
▶テコフィラエア科

テコフィラエア◆ 81 －
▶ドクダミ科

ドクダミ科の仲間● － 59
▶ナス科

ナス科の仲間 62 62
▶ナデシコ科

センノウの仲間 69 70
ナデシコ科の仲間 69 70
▶ニシキギ科

ニシキギ科の仲間 90 90
▶ネギ科

ネギ科の仲間 81 81
▶ノボタン科

ノボタン科の仲間◆ 59 －
▶ハイノキ科

ハイノキ科の仲間● － 91
▶バラ科の仲間

高山に生育する仲間 87 88
サクラの仲間 88 88
シモツケソウの仲間 88 88
バラ科の仲間 87 88
バラ科の人気種◆ 88 －
ヤマブキの仲間◆ 88 －
ワレモコウの仲間 88 88
▶ヒガンバナ科

原種水仙の仲間◆ 80 －
ヒガンバナ科の仲間 80 81
▶ヒノキ科

ヒノキ科の仲間 89 89
▶ヒメハギ科

ヒメハギ科の仲間◆ 77 －
▶ビャクダン科

ビャクダン科の仲間● － 87
▶ビャクブ科

ビャクブ科の仲間 81 81
▶フウロソウ科

フウロソウ科の仲間 59 60
▶ブナ科

ブナ科の仲間 94 94
▶マキ科

マキ科の仲間● － 89
▶マツ科

マツ科の仲間 89 89

▶マツブサ科
マツブサ科の仲間 95 95

▶マメ科
マメ科の仲間 77 77
▶マンサク科

マンサク科の仲間 94 94
▶ミズキ科

ミズキ科の仲間 95 95
▶ミソハギ科

ミソハギ科● － 60
▶ムラサキ科

ムラサキ科の仲間 68 69
▶メギ科

イカリソウの仲間 57 58
ハッカクレンの仲間 58 59
メギ科の仲間 57 58
▶モクセイ科

モクセイ科の仲間 90 91
▶モクレン科

モクレン科の仲間 94 94
▶モチノキ科

モチノキ科の仲間 90 90
▶モッコク科

モッコク科の仲間◆ 86 －
▶ヤナギ科

ヤナギ科の仲間 88 89
▶ヤブコウジ科

ヤブコウジ科の仲間 82 82
▶ユキノシタ科など

大文字草の仲間 60 61
ユキノシタ科の仲間 60 61
▶ユリ科

エンレイソウの仲間 73 75
カタクリその他 72 74
コバイモの仲間 72 75
ショウジョウバカマの仲間 73 75
シライトソウの仲間 73 75
ツクバネソウの仲間 73 75
ホトトギスの仲間 74 75
ユキザサの仲間● － 75
ユリの仲間 70 74
▶ラン科

アツモリソウの仲間 45 48
イワチドリの仲間 45 48
ウチョウラン◆ 45 －
エビネの仲間 45 48
カキランの仲間 46 48
クマガイソウの仲間◆ 45 －
湿原に生育する仲間 46 48
シランの仲間 47 48
スズムシソウの仲間 46 48
セッコクの人気種 47 48
その他ラン科の仲間 47 48
デンドロビウム◆ 47 －
ハクサンチドリの仲間 46 48
パフィオペディルム◆ 45 －

▶リョウブ科
リョウブ科の仲間◆ 86 －
▶リンドウ科

春咲・秋咲各種 66 67
▶レンプクソウ科

レンプクソウ科の仲間 83 83
▶ロウバイ科

ロウバイ科の仲間● － 96

 写真 表  写真 表  写真 表  写真 表

古典植物  
▶アオキの仲間 117 118
▶アリドオシ◆ 114 －
▶イワヒバ● － 117
▶万年青（オモト）◆ 114 －
▶百両金（カラタチバナ） 112 114
▶琴糸南天 117 118

▶細辛（サイシン） 116 117
▶長生蘭● － 116
▶ツワブキの仲間 116 117
▶錦葉（斑入）石楠花 118 118
▶葉ランの仲間 116 117
▶斑入ヤブコウジ（紫金牛） 111 113

▶富貴蘭 115 115
▶マツバラン 116 117
▶万両 112 114
▶八ツ手の仲間 118 118

 写真 表  写真 表  写真 表
斑入植物  
▶斑入山野草 99 105
▶斑入樹木 106 110

 写真 表

山野草の部　項目一覧〈五十音順〉

山野草価格表本文中、  色の表は、科を通じて写真掲載の無い商品です。
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