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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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677 黒クモキリソウ黒クモキリソウ
クモキリソウの珍しい黒花品種です。

678 コクラン 黒タココクラン 黒タコ
コクランの八重咲き品種。異様な美しさの
まさしく珍奇品種。

679 酔白ノビネチドリ 酔白ノビネチドリ 
大型野生種の酔白の珍種です。

680 ハクサンチドリハクサンチドリ
野生ランとして良く知られる美しい人気種。

¥2,200 ¥2,200

 ハクサンチドリの仲間▶

NEW

¥3,300 ¥710

689 黄花大輪トキソウ黄花大輪トキソウ
鮮やかな花色が目を引く強健人気種。

690 白花タイリントキソウ白花タイリントキソウ
美しい純白、花付の良い優良個体。

691 オレンジ大輪トキソウオレンジ大輪トキソウ  
珍しい花色の交配作出の秀品です。

692 カキラン「加賀の緋」カキラン「加賀の緋」
現在発見されている中では最濃色の赤花稀
品。¥1,650 ¥1,100

NEW

¥1,980

 カキランの仲間 ▶

¥7,150

673 スズムシソウ 富嶽の光スズムシソウ 富嶽の光
スズムシソウの八重咲になる稀産種。

674 スズムシソウ 素心スズムシソウ 素心
マニア待望の純白の逸品。

675 四国クロスズムシソウ四国クロスズムシソウ
濃色の有名品、実生繁殖品。

676 阿里山スズムシ 阿里山スズムシ 
台湾産の秋咲ヒトツバの稀産種です。

 スズムシソウの仲間 ▶

¥9,900 ¥5,500 ¥4,400

NEW

¥2,750

681 白花ハクサンチドリ白花ハクサンチドリ
数少ない白花の貴重種。限定品。

682 テガタチドリ テガタチドリ 
ハクサンチドリと並ぶ人気品種です。

683 キンランキンラン
美しい黄花の人気種。

684 群千鳥群千鳥（ムレチドリ）（ムレチドリ）
ロゼット状の葉姿も美しくピンクの小花を穂
状に付ける野生ラン。秋咲。¥4,800

NEW

¥710 ¥1,650 ¥1,100

685 サギソウ 東北産野生種サギソウ 東北産野生種
貴重な野生種です。

686 純白サワラン純白サワラン
近年発見された純白の逸品。

687 濃色チャボサワラン濃色チャボサワラン
八甲田山系で発見された小型濃色の優良個
体。

688 トキソウ三蝶咲きトキソウ三蝶咲き
東北地方で発見された美麗品珍種です。芸
の安定した素晴らしい個体です。

 湿原に生育する仲間 ▶

¥660 ¥1,320 ¥660 ¥16,500

693 大輪カラス葉カキラン大輪カラス葉カキラン
茶花大輪系の強健品種です。葉の色も褪せ
ることなく見事です。

694 カキランカラス葉「大魔神」カキランカラス葉「大魔神」
東北産のカラス葉カキランの最高級品種。
葉幅広く後暗みしない逸品。

695 カキラン 青軸黄花カキラン 青軸黄花
青軸の希品。美しい黄花素心。

696 オレンジカキランオレンジカキラン
濃オレンジ色の美しい花色の個体。赤花と
は異なる美しさ。¥2,200 ¥33,000 ¥1,650 ¥2,750 
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709 ネジバナ「富士緑宝」ネジバナ「富士緑宝」
緑弁八重咲の珍種。稀にピンクが出ること
もあります。

710 巨大輪白花ネジバナ巨大輪白花ネジバナ
驚く程の大型種で丈夫で作り易い人気種。

711 舌ラン舌ラン（セラピアス）（セラピアス）
タン・オーキッドと呼ばれる面白い花。

712 セッコク 雷山セッコク 雷山
濃紅色の有名種。

¥4,400 ¥880 ¥1,100

 セッコクの人気種 ▶

¥1,320 

717 イサベリア・プルケライサベリア・プルケラ
小型の耐寒性の強健種。

718 ミヤマムギラン 覆輪ミヤマムギラン 覆輪
珍しい野生種の斑入りです。丈夫な個体で
す。

719 素心カシノキラン 素心カシノキラン 
青軸無点花の珍しい個体です。

720 カシノキラン 金牡丹カシノキラン 金牡丹
曙中斑入りで野生ランの珍貴種です。

 その他ラン科の仲間 ▶

¥1,320 ¥8,800

NEW

¥11,000 ¥19,800

713 雲南セッコク雲南セッコク
ブータン産の原種で耐寒性も有り作り易い
美しい品種です。

714 フウラン 黄花フウラン 黄花
濃色の良個体。

715 ボウラン 素心ボウラン 素心
美しくまた、珍しいボウランの珍品です。

716 デンドロビウム ロディゲシーデンドロビウム ロディゲシー
中国産の対暑性、耐寒性に優れた栽培容易
な強健種です。¥3,300 ¥3,300 ¥5,500

 デンドロビウム ▶

¥1,100

697 イソマカキラン「幸輝」イソマカキラン「幸輝」
鹿児島県磯間嶽特産種の本種の青軸黄花素
心の珍稀種。

698 三蝶咲白花シラン三蝶咲白花シラン
人気の二芸品の珍種。僅少。

699 濃色三蝶咲シラン 濃色三蝶咲シラン 
三蝶咲の変化咲として早くから知られる美
しい個体です。

700 三蝶咲チャボシラン三蝶咲チャボシラン
小型の三蝶咲新種。育てやすく小型のカト
レアのような美花。¥22,000 

 シランの仲間 ▶

¥3,300

NEW

¥990 ¥3,300

701 青花三蝶咲シラン青花三蝶咲シラン
美しい花色が魅力の希少種。限定品。

702 丹頂咲シラン丹頂咲シラン
白花に紫紅色の舌弁。美しい対比が魅力的。

703 濃色チャボアマナラン濃色チャボアマナラン
小型で花立の良い強健種。耐寒性有り。

704 斑入濃色チャボアマナラン斑入濃色チャボアマナラン
美しい縞斑の珍種。

¥11,000 ¥3,300 ¥1,100 ¥3,850

705 三蝶咲姫アマナラン 三蝶咲姫アマナラン 
近年作出の小型の美しい姿の変化咲希少種
です。

706 黄花小白黄花小白芨芨
珍しい黄花品の強健種。

707 三蝶咲黄花シラン 三蝶咲黄花シラン 
黄花小白芨から作出の小型の美しい姿の変
化咲希少種です。

708 日本種白花ネジバナ日本種白花ネジバナ
日本種の珍品。

NEW

¥1,980 ¥1,100

NEW

¥3,850 ¥1,650

山野草
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677 黒クモキリソウ黒クモキリソウ
クモキリソウの珍しい黒花品種です。

678 コクラン 黒タココクラン 黒タコ
コクランの八重咲き品種。異様な美しさの
まさしく珍奇品種。

679 酔白ノビネチドリ 酔白ノビネチドリ 
大型野生種の酔白の珍種です。

680 ハクサンチドリハクサンチドリ
野生ランとして良く知られる美しい人気種。

¥2,200 ¥2,200

 ハクサンチドリの仲間▶

NEW

¥3,300 ¥710

689 黄花大輪トキソウ黄花大輪トキソウ
鮮やかな花色が目を引く強健人気種。

690 白花タイリントキソウ白花タイリントキソウ
美しい純白、花付の良い優良個体。

691 オレンジ大輪トキソウオレンジ大輪トキソウ  
珍しい花色の交配作出の秀品です。

692 カキラン「加賀の緋」カキラン「加賀の緋」
現在発見されている中では最濃色の赤花稀
品。¥1,650 ¥1,100

NEW

¥1,980

 カキランの仲間 ▶

¥7,150

673 スズムシソウ 富嶽の光スズムシソウ 富嶽の光
スズムシソウの八重咲になる稀産種。

674 スズムシソウ 素心スズムシソウ 素心
マニア待望の純白の逸品。

675 四国クロスズムシソウ四国クロスズムシソウ
濃色の有名品、実生繁殖品。

676 阿里山スズムシ 阿里山スズムシ 
台湾産の秋咲ヒトツバの稀産種です。

 スズムシソウの仲間 ▶

¥9,900 ¥5,500 ¥4,400

NEW

¥2,750

681 白花ハクサンチドリ白花ハクサンチドリ
数少ない白花の貴重種。限定品。

682 テガタチドリ テガタチドリ 
ハクサンチドリと並ぶ人気品種です。

683 キンランキンラン
美しい黄花の人気種。

684 群千鳥群千鳥（ムレチドリ）（ムレチドリ）
ロゼット状の葉姿も美しくピンクの小花を穂
状に付ける野生ラン。秋咲。¥4,800

NEW

¥710 ¥1,650 ¥1,100

685 サギソウ 東北産野生種サギソウ 東北産野生種
貴重な野生種です。

686 純白サワラン純白サワラン
近年発見された純白の逸品。

687 濃色チャボサワラン濃色チャボサワラン
八甲田山系で発見された小型濃色の優良個
体。

688 トキソウ三蝶咲きトキソウ三蝶咲き
東北地方で発見された美麗品珍種です。芸
の安定した素晴らしい個体です。

 湿原に生育する仲間 ▶

¥660 ¥1,320 ¥660 ¥16,500

693 大輪カラス葉カキラン大輪カラス葉カキラン
茶花大輪系の強健品種です。葉の色も褪せ
ることなく見事です。

694 カキランカラス葉「大魔神」カキランカラス葉「大魔神」
東北産のカラス葉カキランの最高級品種。
葉幅広く後暗みしない逸品。

695 カキラン 青軸黄花カキラン 青軸黄花
青軸の希品。美しい黄花素心。

696 オレンジカキランオレンジカキラン
濃オレンジ色の美しい花色の個体。赤花と
は異なる美しさ。¥2,200 ¥33,000 ¥1,650 ¥2,750 
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709 ネジバナ「富士緑宝」ネジバナ「富士緑宝」
緑弁八重咲の珍種。稀にピンクが出ること
もあります。

710 巨大輪白花ネジバナ巨大輪白花ネジバナ
驚く程の大型種で丈夫で作り易い人気種。

711 舌ラン舌ラン（セラピアス）（セラピアス）
タン・オーキッドと呼ばれる面白い花。

712 セッコク 雷山セッコク 雷山
濃紅色の有名種。

¥4,400 ¥880 ¥1,100

 セッコクの人気種 ▶

¥1,320 

717 イサベリア・プルケライサベリア・プルケラ
小型の耐寒性の強健種。

718 ミヤマムギラン 覆輪ミヤマムギラン 覆輪
珍しい野生種の斑入りです。丈夫な個体で
す。

719 素心カシノキラン 素心カシノキラン 
青軸無点花の珍しい個体です。

720 カシノキラン 金牡丹カシノキラン 金牡丹
曙中斑入りで野生ランの珍貴種です。

 その他ラン科の仲間 ▶

¥1,320 ¥8,800

NEW

¥11,000 ¥19,800

713 雲南セッコク雲南セッコク
ブータン産の原種で耐寒性も有り作り易い
美しい品種です。

714 フウラン 黄花フウラン 黄花
濃色の良個体。

715 ボウラン 素心ボウラン 素心
美しくまた、珍しいボウランの珍品です。

716 デンドロビウム ロディゲシーデンドロビウム ロディゲシー
中国産の対暑性、耐寒性に優れた栽培容易
な強健種です。¥3,300 ¥3,300 ¥5,500

 デンドロビウム ▶

¥1,100

697 イソマカキラン「幸輝」イソマカキラン「幸輝」
鹿児島県磯間嶽特産種の本種の青軸黄花素
心の珍稀種。

698 三蝶咲白花シラン三蝶咲白花シラン
人気の二芸品の珍種。僅少。

699 濃色三蝶咲シラン 濃色三蝶咲シラン 
三蝶咲の変化咲として早くから知られる美
しい個体です。

700 三蝶咲チャボシラン三蝶咲チャボシラン
小型の三蝶咲新種。育てやすく小型のカト
レアのような美花。¥22,000 

 シランの仲間 ▶

¥3,300

NEW

¥990 ¥3,300

701 青花三蝶咲シラン青花三蝶咲シラン
美しい花色が魅力の希少種。限定品。

702 丹頂咲シラン丹頂咲シラン
白花に紫紅色の舌弁。美しい対比が魅力的。

703 濃色チャボアマナラン濃色チャボアマナラン
小型で花立の良い強健種。耐寒性有り。

704 斑入濃色チャボアマナラン斑入濃色チャボアマナラン
美しい縞斑の珍種。

¥11,000 ¥3,300 ¥1,100 ¥3,850

705 三蝶咲姫アマナラン 三蝶咲姫アマナラン 
近年作出の小型の美しい姿の変化咲希少種
です。

706 黄花小白黄花小白芨芨
珍しい黄花品の強健種。

707 三蝶咲黄花シラン 三蝶咲黄花シラン 
黄花小白芨から作出の小型の美しい姿の変
化咲希少種です。

708 日本種白花ネジバナ日本種白花ネジバナ
日本種の珍品。

NEW

¥1,980 ¥1,100

NEW

¥3,850 ¥1,650

山野草
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721 オナガカンアオイ「酔竜」オナガカンアオイ「酔竜」
白花の中心をピンクに染める人気品種。

722 オナガカンアオイ素心オナガカンアオイ素心
実に美しい素心花。一昔前は高嶺の花でし
た。

723 オニカンアオイ青軸青花オニカンアオイ青軸青花
大輪の美麗種。２タイプ有り。

724 素心タイリンカンアオイ素心タイリンカンアオイ  
大輪の美しい花色の早くから知られる人気
品種。

ウマノスズクサ科
 カンアオイの仲間 ▶

¥3,300 ¥5,500 ¥5,500

NEW

¥3,850

▶ラン科

 イワチドリの仲間

イワチドリ 大日章 ¥1,650
早くから知られる紅一点の人気品種。

イワチドリ 紅一点系 ¥1,320
日の丸、大日章系の秀品。

エノモトチドリ ¥880
イワチドリとコアニチドリとの雑種で非常に強健。

エノモトチドリ 紅一点 ¥2,200
大型で美しい花色の秀花。

コアニチドリ ¥880
新潟県産。

 エビネの仲間

タカネ系エビネ ¥990
黄花などの混合品。

キンセイラン ¥1,320
深山の名花。

地エビネ ¥660
九州産で、花色はさまざま。

夏エビネ ¥1,320
夏咲の人気種。

 アツモリソウの仲間

コアツモリソウ ¥880
小鉢向の人気種。

ホテイアツモリソウ 拝　答
大輪の人気種。

釜無ホテイアツモリ 拝　答
お問合せ下さい。

礼文アツモリソウ 拝　答
美しいクリーム色で有名な稀産種。

 スズムシソウの仲間

スズムシソウ 舌なし花 ¥2,750

富士スズムシソウ ¥1,320
色の良さで有名な特産種。

伊達スズムシソウ ¥1,650
大型の秀品で東北の稀産種。特大球。

クモキリソウ ¥660

黒花ジガバチソウ ¥2,200

ジガバチソウ ¥880
渋い小型の佳品。

 ハクサンチドリの仲間

ササバギンラン ¥880
作り易い人気種。

 湿原に生育する仲間

サギソウ青葉 ¥660
盛夏に咲く清楚な花容が美しい。数球入。

サギソウ「銀河」 ¥880
白覆輪の強健種。

サワラン ¥660

酔白サワラン ¥990
人気の高い丈夫な秀花。

濃色タイリントキソウ ¥1,100 
ストロンボリー。美しい交配強健種。

銀山湖トキソウ ¥660
強健で花付の良い優良種。

オオミズトンボ ¥3,300
美しい湿原の大型野生種。

 カキランの仲間

カキラン ¥880
強健な基本種。

カキラン カラス天狗 ¥33,000
カラスバカキランの葉幅の広い有名品種。

カキラン 夜叉丸 ¥22,000
面白い変わり咲の珍品。

カキラン 柿丸 ¥16,500
羅紗葉系で花も丸弁チャボ性の珍品。

カキラン 茶花（樺色）（樺色） ¥1,320
ベージュというか薄茶のような面白い花色の強健種。

 シランの仲間

青花シラン ¥660
珍しい青花の美しい品種。

濃色シラン ¥880
鮮やかな花色の引き立つ選抜秀品。

口紅シラン ¥660
白花の唇弁を彩る美しい強健種。

純白花シラン ¥1,100
清礎な強健種。

 セッコクの人気種

セッコク紅花系 ¥1,100
美しい秀品の混合。

アマミフウラン ¥1,320
大型の遅咲種。

フウラン ¥1,320
夏の夕方からの芳香が楽しい。

棒ラン ¥1,100
草姿と虫のような形の花が面白い。

ナゴラン 豹紋 ¥3,300 
面白い模様の交配品です。

ナゴラン 明玉丸の縞 ¥7,150
小型の丸葉系ナゴランに縞斑の入る珍種。

 その他ラン科の仲間

金陵辺ラン ¥4,400
ミツバチランとして人気の野生種。

白花金陵辺ラン ¥4,400
ミツバチランとして注目されている金陵辺ランの美しい白花種。

ウズラバトケンラン ¥990
油点の入る葉姿も面白い。

ヒメトケンラン ¥1,100
小型で作りやすい野生種。

紅花サイハイラン ¥1,650
花色の美しさで早くから知られる。

屋久島ネジバナ ¥1,100
国産最小の草姿で可愛らしさ満点。

礼文モジズリ ¥1,100
濃色短茎の小型人気種。
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725 マルミカンアオイ「日向獅子」マルミカンアオイ「日向獅子」
八重咲の大輪種。

726 フタバアオイ 掃込斑フタバアオイ 掃込斑
安定した美しい秀品。

727 ミチノクサイシン掃込ミチノクサイシン掃込
小型で大変美しい安定した芸が楽しめる人
気種。

728 素心ウスバサイシン素心ウスバサイシン
佐渡産のうるみのない美麗種。強健。

¥11,000 ¥3,300 ¥3,300 ¥1,320

729 ウスバサイシン 掃込斑ウスバサイシン 掃込斑
黄白掃込散斑の秀品。

730 黄花ウマノスズクサ黄花ウマノスズクサ
銀色有毛の美しい葉と鮮やかな黄色の花。

731 姫カンアオイ「朝光」姫カンアオイ「朝光」
砂子散斑の斑入品種として個性的な美しさ。

732 「伊豆の八重」「伊豆の八重」
松笠の様な異様な花を付
ける稀品。¥4,400 ¥1,320 ¥6,600

¥3,300
¥1,650

●１株
●苗

733 姫カンアオイ 「錦絵巻」姫カンアオイ 「錦絵巻」 734 黒姫カンアオイ素心黒姫カンアオイ素心
美しい完全素心花の逸品。

735 コシノカンアオイ「黒人手」コシノカンアオイ「黒人手」
安定した五弁花の巨大輪珍種。

736 コシノカンアオイ「銀月」コシノカンアオイ「銀月」
砂子斑の美しい個体で知られる。

¥11,000 ¥6,600 ¥11,000 ¥6,600

737 コシノカンアオイ「風車」コシノカンアオイ「風車」
大型で八重咲になる珍
種。安定度高く人気。

738 コシノカンアオイ 羅紗丸コシノカンアオイ 羅紗丸
近年発見された肉厚羅紗芸の珍品。

739 コシノカンアオイ 裏面甲竜コシノカンアオイ 裏面甲竜
最近発見された超珍品。

740 スペシオーサスペシオーサ
アメリカ産の美麗有名種。¥11,000

¥2,200
●１株
●苗 ¥33,000 ¥16,500 ¥2,200

 外国種カンアオイ ▶

741 デラバイデラバイ
大型の美しい花で有名。

742 パンダカンアオイパンダカンアオイ
大輪美花の有名種。

743 パンダカンアオイ青軸青花パンダカンアオイ青軸青花 744 パンダカンアオイ 緑王冠パンダカンアオイ 緑王冠
赤花パンダ系で微かに緑帯びる花弁が美し
い人気種。¥3,300 ¥1,650 ¥13,200 ¥33,000

▶ウマノスズクサ科

 カンアオイの仲間

八重咲雲仙カンアオイ 有明 ¥8,800
早くから知られる人気品種。

オナガカンアオイ赤花 ¥3,300
早くから知られる人気種。

オナガカンアオイ ¥1,650
ユニークな花形が人気。

オニカンアオイ ¥2,200
巨大輪の屋久島産。

サンコカンアオイ白花 ¥4,400

シイノミカンアオイ ¥880
花がシイノミに似て可愛い。

シイノミカンアオイ裏面甲竜 ¥33,000
マニア向珍種。

尖閣カンアオイ ¥1,980
尖閣島の厚葉稀産種。

天城カンアオイ ¥880
青軸厚葉の人気品種。

天城カンアオイ素心 ¥8,800
美しい人気種。

山野草
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721 オナガカンアオイ「酔竜」オナガカンアオイ「酔竜」
白花の中心をピンクに染める人気品種。

722 オナガカンアオイ素心オナガカンアオイ素心
実に美しい素心花。一昔前は高嶺の花でし
た。

723 オニカンアオイ青軸青花オニカンアオイ青軸青花
大輪の美麗種。２タイプ有り。

724 素心タイリンカンアオイ素心タイリンカンアオイ  
大輪の美しい花色の早くから知られる人気
品種。

ウマノスズクサ科
 カンアオイの仲間 ▶

¥3,300 ¥5,500 ¥5,500

NEW

¥3,850

▶ラン科

 イワチドリの仲間

イワチドリ 大日章 ¥1,650
早くから知られる紅一点の人気品種。

イワチドリ 紅一点系 ¥1,320
日の丸、大日章系の秀品。

エノモトチドリ ¥880
イワチドリとコアニチドリとの雑種で非常に強健。

エノモトチドリ 紅一点 ¥2,200
大型で美しい花色の秀花。

コアニチドリ ¥880
新潟県産。

 エビネの仲間

タカネ系エビネ ¥990
黄花などの混合品。

キンセイラン ¥1,320
深山の名花。

地エビネ ¥660
九州産で、花色はさまざま。

夏エビネ ¥1,320
夏咲の人気種。

 アツモリソウの仲間

コアツモリソウ ¥880
小鉢向の人気種。

ホテイアツモリソウ 拝　答
大輪の人気種。

釜無ホテイアツモリ 拝　答
お問合せ下さい。

礼文アツモリソウ 拝　答
美しいクリーム色で有名な稀産種。

 スズムシソウの仲間

スズムシソウ 舌なし花 ¥2,750

富士スズムシソウ ¥1,320
色の良さで有名な特産種。

伊達スズムシソウ ¥1,650
大型の秀品で東北の稀産種。特大球。

クモキリソウ ¥660

黒花ジガバチソウ ¥2,200

ジガバチソウ ¥880
渋い小型の佳品。

 ハクサンチドリの仲間

ササバギンラン ¥880
作り易い人気種。

 湿原に生育する仲間

サギソウ青葉 ¥660
盛夏に咲く清楚な花容が美しい。数球入。

サギソウ「銀河」 ¥880
白覆輪の強健種。

サワラン ¥660

酔白サワラン ¥990
人気の高い丈夫な秀花。

濃色タイリントキソウ ¥1,100 
ストロンボリー。美しい交配強健種。

銀山湖トキソウ ¥660
強健で花付の良い優良種。

オオミズトンボ ¥3,300
美しい湿原の大型野生種。

 カキランの仲間

カキラン ¥880
強健な基本種。

カキラン カラス天狗 ¥33,000
カラスバカキランの葉幅の広い有名品種。

カキラン 夜叉丸 ¥22,000
面白い変わり咲の珍品。

カキラン 柿丸 ¥16,500
羅紗葉系で花も丸弁チャボ性の珍品。

カキラン 茶花（樺色）（樺色） ¥1,320
ベージュというか薄茶のような面白い花色の強健種。

 シランの仲間

青花シラン ¥660
珍しい青花の美しい品種。

濃色シラン ¥880
鮮やかな花色の引き立つ選抜秀品。

口紅シラン ¥660
白花の唇弁を彩る美しい強健種。

純白花シラン ¥1,100
清礎な強健種。

 セッコクの人気種

セッコク紅花系 ¥1,100
美しい秀品の混合。

アマミフウラン ¥1,320
大型の遅咲種。

フウラン ¥1,320
夏の夕方からの芳香が楽しい。

棒ラン ¥1,100
草姿と虫のような形の花が面白い。

ナゴラン 豹紋 ¥3,300 
面白い模様の交配品です。

ナゴラン 明玉丸の縞 ¥7,150
小型の丸葉系ナゴランに縞斑の入る珍種。

 その他ラン科の仲間

金陵辺ラン ¥4,400
ミツバチランとして人気の野生種。

白花金陵辺ラン ¥4,400
ミツバチランとして注目されている金陵辺ランの美しい白花種。

ウズラバトケンラン ¥990
油点の入る葉姿も面白い。

ヒメトケンラン ¥1,100
小型で作りやすい野生種。

紅花サイハイラン ¥1,650
花色の美しさで早くから知られる。

屋久島ネジバナ ¥1,100
国産最小の草姿で可愛らしさ満点。

礼文モジズリ ¥1,100
濃色短茎の小型人気種。

 山野草の部 49

725 マルミカンアオイ「日向獅子」マルミカンアオイ「日向獅子」
八重咲の大輪種。

726 フタバアオイ 掃込斑フタバアオイ 掃込斑
安定した美しい秀品。

727 ミチノクサイシン掃込ミチノクサイシン掃込
小型で大変美しい安定した芸が楽しめる人
気種。

728 素心ウスバサイシン素心ウスバサイシン
佐渡産のうるみのない美麗種。強健。

¥11,000 ¥3,300 ¥3,300 ¥1,320

729 ウスバサイシン 掃込斑ウスバサイシン 掃込斑
黄白掃込散斑の秀品。

730 黄花ウマノスズクサ黄花ウマノスズクサ
銀色有毛の美しい葉と鮮やかな黄色の花。

731 姫カンアオイ「朝光」姫カンアオイ「朝光」
砂子散斑の斑入品種として個性的な美しさ。

732 「伊豆の八重」「伊豆の八重」
松笠の様な異様な花を付
ける稀品。¥4,400 ¥1,320 ¥6,600

¥3,300
¥1,650

●１株
●苗

733 姫カンアオイ 「錦絵巻」姫カンアオイ 「錦絵巻」 734 黒姫カンアオイ素心黒姫カンアオイ素心
美しい完全素心花の逸品。

735 コシノカンアオイ「黒人手」コシノカンアオイ「黒人手」
安定した五弁花の巨大輪珍種。

736 コシノカンアオイ「銀月」コシノカンアオイ「銀月」
砂子斑の美しい個体で知られる。

¥11,000 ¥6,600 ¥11,000 ¥6,600

737 コシノカンアオイ「風車」コシノカンアオイ「風車」
大型で八重咲になる珍
種。安定度高く人気。

738 コシノカンアオイ 羅紗丸コシノカンアオイ 羅紗丸
近年発見された肉厚羅紗芸の珍品。

739 コシノカンアオイ 裏面甲竜コシノカンアオイ 裏面甲竜
最近発見された超珍品。

740 スペシオーサスペシオーサ
アメリカ産の美麗有名種。¥11,000

¥2,200
●１株
●苗 ¥33,000 ¥16,500 ¥2,200

 外国種カンアオイ ▶

741 デラバイデラバイ
大型の美しい花で有名。

742 パンダカンアオイパンダカンアオイ
大輪美花の有名種。

743 パンダカンアオイ青軸青花パンダカンアオイ青軸青花 744 パンダカンアオイ 緑王冠パンダカンアオイ 緑王冠
赤花パンダ系で微かに緑帯びる花弁が美し
い人気種。¥3,300 ¥1,650 ¥13,200 ¥33,000

▶ウマノスズクサ科

 カンアオイの仲間

八重咲雲仙カンアオイ 有明 ¥8,800
早くから知られる人気品種。

オナガカンアオイ赤花 ¥3,300
早くから知られる人気種。

オナガカンアオイ ¥1,650
ユニークな花形が人気。

オニカンアオイ ¥2,200
巨大輪の屋久島産。

サンコカンアオイ白花 ¥4,400

シイノミカンアオイ ¥880
花がシイノミに似て可愛い。

シイノミカンアオイ裏面甲竜 ¥33,000
マニア向珍種。

尖閣カンアオイ ¥1,980
尖閣島の厚葉稀産種。

天城カンアオイ ¥880
青軸厚葉の人気品種。

天城カンアオイ素心 ¥8,800
美しい人気種。

山野草



50 山野草の部

749 福寿草 佐渡素心 福寿草 佐渡素心 
昔から定評のある美しい素心の珍貴種で
す。

750 フクジュソウ「奥の山吹」実生フクジュソウ「奥の山吹」実生
東北産八重咲珍種の実生。未選別株ですが秀
花多数出ています。画像は一例。

751 福寿草 爪折笠 実生 福寿草 爪折笠 実生 
変り花の人気品種の実生選別品です。

752 四国フクジュソウ 四国フクジュソウ 
四国産の特産種。2倍体と言われています。

NEW

¥3,850 ¥22,000

NEW

¥4,400

NEW

¥1,320

745 福寿草「寿」福寿草「寿」
珍しい千重咲の逸品。

746 福寿草 七変化 福寿草 七変化 
咲分の有名種。栽培の良し悪しに関わらず
年による変異があります。

747 福寿草 白宝 福寿草 白宝 
交配作出の美しい花色の安定した強健種で
す。

748 福寿草「福寿海」福寿草「福寿海」
早くから知られる八重咲の強健種。

キンポウゲ科
 フクジュソウ ▶

¥5,500

NEW

¥3,850

NEW

¥7,700 ¥710

753 秩父白 セルフ秩父白 セルフ 754 八重咲アズマイチゲ八重咲アズマイチゲ
美しい八重咲の東北産稀種。

755 越前イチリンソウ越前イチリンソウ
帯紅色系の優良個体。花付も良い。

756 鈴鹿イチリンソウ鈴鹿イチリンソウ
極小型の草姿に大輪の花を咲かせる逸品。

 フクジュソウ銘花交配実生▶

¥4,400 ¥5,500

 イチリンソウの仲間 ▶

¥1,320 ¥1,320

トカラカンアオイ ¥2,750
大形照葉。

フタバアオイ ¥550
葵の紋で知られる人気種。

フタバアオイ白花 ¥1,100
珍しい青軸の白花種。

フタバアオイ泥軸白花 ¥880
花のみ白い芸が面白い。

マルミカンアオイ「緑千重」 ¥13,200
緑花千重咲の珍品。

ミチノクサイシン ¥880

クワイバカンアオイ青軸青花 ¥11,000
屋久島産の珍稀種。

ウスバサイシン ¥660
丈夫な県内産優良種。

青軸ウスバサイシン ¥1,100
東北産の青軸青花で別名マフユサイシン。大型の秀品。

青軸黒花ウスバサイシン ¥1,650
青軸の付根から泥軸となり花も色付く。

ウマノスズクサ黄散斑 ¥1,650
黄散斑の人気種。

姫カンアオイ裏紅銀葉種 ¥2,200
両面の色対比が面白い。

鈴鹿カンアオイ「白玲」 ¥3,300
亀甲で白花の美麗種。

黒姫カンアオイ ¥880
フォッサマグナ帯に分布する稀産種。

ユキグニカンアオイ ¥880
厚く光沢のある葉で、花も変異が多い。新潟県特産。

八重咲ユキグニカンアオイ ¥2,200
近年発見された珍品。

コシノカンアオイ ¥880
新潟県特産種。巨大な花を付ける大型種。

コシノカンアオイ青軸青花 無地葉 ¥5,500
花確認数タイプ有り。

コシノカンアオイ「佐渡錦」 ¥16,500
黄掃込の高級種。

コシノカンアオイ「大雪宝」 ¥16,500
雪白掃込の人気種。

コシノカンアオイ「琥珀」 ¥11,000
珍しい曙斑芸の人気種。

 外国種カンアオイ

厚葉サイシン ¥880
稀少品種。

サルマ・ヘンリー ¥880
少し立上がる草姿で黄色の花が珍しい。

青軸峨眉山サイシン ¥2,200
青軸種の珍品。

青城カンアオイ ¥880
巨大輪の異様な花。

パンダカンアオイ赤花 ¥11,000
美しい色合の選抜稀少種。

 山野草の部 51

769 キクザキイチゲ「越の紅」キクザキイチゲ「越の紅」
近年県内で発見された濃桃紅色の実に美し
い希少種。

770 キクザキイチゲ「白万重」キクザキイチゲ「白万重」
小輪の個性的なフルダブルで早くから知ら
れる佳品。

771 キクザキイチゲ「青万重」キクザキイチゲ「青万重」
東北産の小型の千重咲。淡いブルーの花色
が美しい。

772 桃花キクザキイチゲ 桃花キクザキイチゲ 
東北産の美しい花色の珍種です。

¥8,800 ¥3,300 ¥3,850

NEW

¥3,300

757 イチリンソウ「加賀緑宝」イチリンソウ「加賀緑宝」
近年発見された緑花八重咲の珍種。

758 アネモネ アペニン ダブルアネモネ アペニン ダブル
大変美しく珍しいイチゲの仲間の千重咲。
強健。

759 千重咲ボタンイチゲ千重咲ボタンイチゲ
Ａ.コロナリアダブル。強健な美麗種。

760 キクザキイチゲ「ねぶた」キクザキイチゲ「ねぶた」
巨大輪の異様な花容には驚かされる。

¥8,800 ¥5,500 ¥1,980 ¥5,500

761 キクザキイチゲ「七変化」キクザキイチゲ「七変化」
紫と緑と入り混った変化咲で年による若干の変
化も又面白い、ユニークな珍種。

762 キクザキイチゲ「姫神」キクザキイチゲ「姫神」
ピンクと緑の複色八重咲種。大輪豪華な花
容にはただ息を呑むばかり。

763 キクザキイチゲ「紫峰」キクザキイチゲ「紫峰」
北陸地方で発見された千重咲の逸品。小型
種で花付も良い方。充分肥培を。

764 キクザキイチゲ「藤牡丹」キクザキイチゲ「藤牡丹」
唐子咲秀花。上品な色合の大輪花でオシベ
はそのまま残る事が多い。¥5,500 ¥3,300 ¥3,300 ¥3,850

765 濃色キクザキイチゲ「蒼穹」濃色キクザキイチゲ「蒼穹」
東北産の美麗種で印象に残る深い色合。

766 キクザキイチゲ「雪の精」キクザキイチゲ「雪の精」
県内産の美麗種。肥培するとためいきの出
る様な美しさである。

767 キクザキイチゲ「素心」キクザキイチゲ「素心」
県内産の大変美しい純白の佳品。

768 キクザキイチゲ「慈光」キクザキイチゲ「慈光」
近年県内で発見された美しい花色の八重咲
秀花。¥2,200 ¥1,320 ¥3,300 ¥3,850

773 ミヤマイチゲ「丹後姫」ミヤマイチゲ「丹後姫」
極小輪の赤花美麗珍種。

774 ミヤマイチゲ「大源太」ミヤマイチゲ「大源太」
県内産の小型で白花の強健種。姫イチゲと
菊咲イチゲの雑種か。不稔性。

775 ヒメイチゲヒメイチゲ
国内のイチゲ類の中では最小の仲間。実に
可憐な姿で見飽きる事のない佳品。

776 アネモネネモローサ ピンクデライトアネモネネモローサ ピンクデライト
美しい花色で知られる千重咲の有名品種。

¥2,200 ¥2,200 ¥880 ¥5,500

777 ピンクユキワリイチゲピンクユキワリイチゲ
ピンク色の美しい花の珍種。

778 黄花ユキワリイチゲ黄花ユキワリイチゲ
珍しい花色の珍種。花弁がややカールする。

779 ユキワリイチゲ 三段咲きユキワリイチゲ 三段咲き
この種では珍しい変化咲き個体です。株に力が
無いと良い芸をしない年も有ります。

780 ハクサンイチゲハクサンイチゲ
有名なお花畑の人気者です。

¥2,750 ¥2,750 ¥5,500 ¥1,320

山野草



50 山野草の部

749 福寿草 佐渡素心 福寿草 佐渡素心 
昔から定評のある美しい素心の珍貴種で
す。

750 フクジュソウ「奥の山吹」実生フクジュソウ「奥の山吹」実生
東北産八重咲珍種の実生。未選別株ですが秀
花多数出ています。画像は一例。

751 福寿草 爪折笠 実生 福寿草 爪折笠 実生 
変り花の人気品種の実生選別品です。

752 四国フクジュソウ 四国フクジュソウ 
四国産の特産種。2倍体と言われています。

NEW

¥3,850 ¥22,000

NEW

¥4,400

NEW

¥1,320

745 福寿草「寿」福寿草「寿」
珍しい千重咲の逸品。

746 福寿草 七変化 福寿草 七変化 
咲分の有名種。栽培の良し悪しに関わらず
年による変異があります。

747 福寿草 白宝 福寿草 白宝 
交配作出の美しい花色の安定した強健種で
す。

748 福寿草「福寿海」福寿草「福寿海」
早くから知られる八重咲の強健種。

キンポウゲ科
 フクジュソウ ▶

¥5,500

NEW

¥3,850

NEW

¥7,700 ¥710

753 秩父白 セルフ秩父白 セルフ 754 八重咲アズマイチゲ八重咲アズマイチゲ
美しい八重咲の東北産稀種。

755 越前イチリンソウ越前イチリンソウ
帯紅色系の優良個体。花付も良い。

756 鈴鹿イチリンソウ鈴鹿イチリンソウ
極小型の草姿に大輪の花を咲かせる逸品。

 フクジュソウ銘花交配実生▶

¥4,400 ¥5,500

 イチリンソウの仲間 ▶

¥1,320 ¥1,320

トカラカンアオイ ¥2,750
大形照葉。

フタバアオイ ¥550
葵の紋で知られる人気種。

フタバアオイ白花 ¥1,100
珍しい青軸の白花種。

フタバアオイ泥軸白花 ¥880
花のみ白い芸が面白い。

マルミカンアオイ「緑千重」 ¥13,200
緑花千重咲の珍品。

ミチノクサイシン ¥880

クワイバカンアオイ青軸青花 ¥11,000
屋久島産の珍稀種。

ウスバサイシン ¥660
丈夫な県内産優良種。

青軸ウスバサイシン ¥1,100
東北産の青軸青花で別名マフユサイシン。大型の秀品。

青軸黒花ウスバサイシン ¥1,650
青軸の付根から泥軸となり花も色付く。

ウマノスズクサ黄散斑 ¥1,650
黄散斑の人気種。

姫カンアオイ裏紅銀葉種 ¥2,200
両面の色対比が面白い。

鈴鹿カンアオイ「白玲」 ¥3,300
亀甲で白花の美麗種。

黒姫カンアオイ ¥880
フォッサマグナ帯に分布する稀産種。

ユキグニカンアオイ ¥880
厚く光沢のある葉で、花も変異が多い。新潟県特産。

八重咲ユキグニカンアオイ ¥2,200
近年発見された珍品。

コシノカンアオイ ¥880
新潟県特産種。巨大な花を付ける大型種。

コシノカンアオイ青軸青花 無地葉 ¥5,500
花確認数タイプ有り。

コシノカンアオイ「佐渡錦」 ¥16,500
黄掃込の高級種。

コシノカンアオイ「大雪宝」 ¥16,500
雪白掃込の人気種。

コシノカンアオイ「琥珀」 ¥11,000
珍しい曙斑芸の人気種。

 外国種カンアオイ

厚葉サイシン ¥880
稀少品種。

サルマ・ヘンリー ¥880
少し立上がる草姿で黄色の花が珍しい。

青軸峨眉山サイシン ¥2,200
青軸種の珍品。

青城カンアオイ ¥880
巨大輪の異様な花。

パンダカンアオイ赤花 ¥11,000
美しい色合の選抜稀少種。

 山野草の部 51

769 キクザキイチゲ「越の紅」キクザキイチゲ「越の紅」
近年県内で発見された濃桃紅色の実に美し
い希少種。

770 キクザキイチゲ「白万重」キクザキイチゲ「白万重」
小輪の個性的なフルダブルで早くから知ら
れる佳品。

771 キクザキイチゲ「青万重」キクザキイチゲ「青万重」
東北産の小型の千重咲。淡いブルーの花色
が美しい。

772 桃花キクザキイチゲ 桃花キクザキイチゲ 
東北産の美しい花色の珍種です。

¥8,800 ¥3,300 ¥3,850

NEW

¥3,300

757 イチリンソウ「加賀緑宝」イチリンソウ「加賀緑宝」
近年発見された緑花八重咲の珍種。

758 アネモネ アペニン ダブルアネモネ アペニン ダブル
大変美しく珍しいイチゲの仲間の千重咲。
強健。

759 千重咲ボタンイチゲ千重咲ボタンイチゲ
Ａ.コロナリアダブル。強健な美麗種。

760 キクザキイチゲ「ねぶた」キクザキイチゲ「ねぶた」
巨大輪の異様な花容には驚かされる。

¥8,800 ¥5,500 ¥1,980 ¥5,500

761 キクザキイチゲ「七変化」キクザキイチゲ「七変化」
紫と緑と入り混った変化咲で年による若干の変
化も又面白い、ユニークな珍種。

762 キクザキイチゲ「姫神」キクザキイチゲ「姫神」
ピンクと緑の複色八重咲種。大輪豪華な花
容にはただ息を呑むばかり。

763 キクザキイチゲ「紫峰」キクザキイチゲ「紫峰」
北陸地方で発見された千重咲の逸品。小型
種で花付も良い方。充分肥培を。

764 キクザキイチゲ「藤牡丹」キクザキイチゲ「藤牡丹」
唐子咲秀花。上品な色合の大輪花でオシベ
はそのまま残る事が多い。¥5,500 ¥3,300 ¥3,300 ¥3,850

765 濃色キクザキイチゲ「蒼穹」濃色キクザキイチゲ「蒼穹」
東北産の美麗種で印象に残る深い色合。

766 キクザキイチゲ「雪の精」キクザキイチゲ「雪の精」
県内産の美麗種。肥培するとためいきの出
る様な美しさである。

767 キクザキイチゲ「素心」キクザキイチゲ「素心」
県内産の大変美しい純白の佳品。

768 キクザキイチゲ「慈光」キクザキイチゲ「慈光」
近年県内で発見された美しい花色の八重咲
秀花。¥2,200 ¥1,320 ¥3,300 ¥3,850

773 ミヤマイチゲ「丹後姫」ミヤマイチゲ「丹後姫」
極小輪の赤花美麗珍種。

774 ミヤマイチゲ「大源太」ミヤマイチゲ「大源太」
県内産の小型で白花の強健種。姫イチゲと
菊咲イチゲの雑種か。不稔性。

775 ヒメイチゲヒメイチゲ
国内のイチゲ類の中では最小の仲間。実に
可憐な姿で見飽きる事のない佳品。

776 アネモネネモローサ ピンクデライトアネモネネモローサ ピンクデライト
美しい花色で知られる千重咲の有名品種。

¥2,200 ¥2,200 ¥880 ¥5,500

777 ピンクユキワリイチゲピンクユキワリイチゲ
ピンク色の美しい花の珍種。

778 黄花ユキワリイチゲ黄花ユキワリイチゲ
珍しい花色の珍種。花弁がややカールする。

779 ユキワリイチゲ 三段咲きユキワリイチゲ 三段咲き
この種では珍しい変化咲き個体です。株に力が
無いと良い芸をしない年も有ります。

780 ハクサンイチゲハクサンイチゲ
有名なお花畑の人気者です。

¥2,750 ¥2,750 ¥5,500 ¥1,320

山野草



52 山野草の部

797 素心アズマシロカネソウ 素心アズマシロカネソウ 
偶然見つかった美しさ抜群の珍貴種です。

798 アルプスシロカネソウアルプスシロカネソウ
イソフィルム・タリクトロイデス。清楚な美しさで知ら
れるヨーロッパアルプスの佳品。丈夫。

799 バイカオウレンバイカオウレン
白い梅弁花が美しい早春に咲く人気種。

800 カモノアシオウレンカモノアシオウレン
葉姿の面白い中国産の人気種。

NEW

¥5,500 ¥1,100 ¥660

 オウレンの仲間 ▶

¥880

789 青軸セツブンソウ青軸セツブンソウ
珍しいセツブンソウの素心個体。

790 黄花セツブンソウ黄花セツブンソウ
鮮やかな黄金色の人気種。強健。

791 赤花セツブンソウ赤花セツブンソウ
大変珍しい花色の希産種。

792 緑花セツブンソウ 緑花セツブンソウ 
安定した花色の大変美しくまた珍しい個体
です。¥4,400 ¥660 ¥22,000

NEW

¥22,000

781 ニリンソウ「銀盃」ニリンソウ「銀盃」
小型で多弁咲のニリンソウ秀品。

782 ニリンソウ「二羽鶴」ニリンソウ「二羽鶴」
美しい千重咲でマニア垂涎の逸品。

783 ニリンソウ三段咲ニリンソウ三段咲
近年発見された変り咲珍種。強健で作り易
い。

784 緑花ニリンソウ緑花ニリンソウ
芸の安定しない品種が多い中、本種は安定した
美しい色合いを見せる本性品です。¥710

 ニリンソウの仲間 ▶

¥1,320 ¥1,320 ¥3,300

785 セツブンソウセツブンソウ
早春に咲く日本種の有名品。丈夫だが秋の
肥培を忘れずに。

786 セツブンソウ八重咲セツブンソウ八重咲
近年発見された八重咲の珍種。実生品。

787 八重咲黄花セツブンソウ八重咲黄花セツブンソウ
早くから知られる人気品種。

788 セツブンソウ 唐子咲セツブンソウ 唐子咲
セツブンソウ変化咲の貴重種。

¥880

 セツブンソウの仲間 ▶

¥5,500 ¥5,500 ¥16,500

793 乙女咲セツブンソウ乙女咲セツブンソウ
雄しべの退化した珍しい個体。

794 モデミソウモデミソウ
セツブンソウに似た韓国産の一族一種の稀
産品種。

795 ヒナマツリソウヒナマツリソウ
セツブンソウより一回り大輪の美しい大形強健
種。作り易く、人気の高い品種です。

796 交配ヒナマツリソウ交配ヒナマツリソウ
ヒナマツリソウ×セツブンソウの珍種。

¥3,300 ¥2,200 ¥1,320 ¥1,320

801 スミレバオウレンスミレバオウレン
葉姿の美しい中国産の佳品。

802 八重咲キクバオウレン八重咲キクバオウレン
マニア向け珍種。

803 バイカカラマツグリーンハリケーンバイカカラマツグリーンハリケーン
緑弁三段咲の見応えある秀品。

804 バイカカラマツ カメオバイカカラマツ カメオ
上品な色合の強健種。

¥710 ¥5,500 ¥710

 カラマツソウの仲間 ▶

¥710

 山野草の部 53

809 八重咲シキンカラマツ八重咲シキンカラマツ
高性でフルダブルの美麗種。ヒューイッツ・
ダブル。

810 八重咲ナガバカラマツ八重咲ナガバカラマツ  
個性的な花色で次第に美しいフルダブルに
変身します。

811 磐梯赤花オキナグサ磐梯赤花オキナグサ
珍しい日本種の色変り品で従来の暗い色に比べ
赤色系の美しい秀品。丈夫で作り易い。

812 黄花オキナグサ黄花オキナグサ
古くから有名な黄花の美しい佳品。

¥1,650

NEW

¥1,650 ¥880

 オキナグサの仲間 ▶

¥880

817 八重咲リュウキンカ八重咲リュウキンカ
姫リュウキンカではなく普通種の完全八重
咲種。

818 北岳草北岳草
南アルプス北岳の特産種。

819 白花トリカブト白花トリカブト
丈夫で作り易いヤマトリカブトの珍種。

820 緑花トリカブト緑花トリカブト
魅力的な花色の東北産の珍種。

¥1,650

 リュウキンカの仲間 ▶

¥4,400

 日高草の仲間 ▶

¥1,100

 トリカブトの仲間 ▶

¥1,320

805 バイカカラマツ 濃色八重咲バイカカラマツ 濃色八重咲
美しい有名種ショアフスダブル。

806 バイカカラマツ八重咲ピンク大輪バイカカラマツ八重咲ピンク大輪
ショアフスダブルから出現した美しい花色の
秀品。

807 赤花台湾バイカカラマツ赤花台湾バイカカラマツ
普通種から出現した新品種で今までにない美
しい色合を持つ。四季咲性も強い。

808 大花カラマツ大花カラマツ
中国産の大輪美麗種。

¥880 ¥1,100 ¥710 ¥1,650

813 八重咲オキナグサ 八重咲オキナグサ 
珍しい日本産オキナグサの八重咲個体です。

814 カシポオキナグサカシポオキナグサ
樺太産の珍種。紫青色の大輪花。

815 菊咲オキナグサ菊咲オキナグサ
洋種オキナグサの珍種。強健種だが肥培す
る事。

816 ルイコフイチゲルイコフイチゲ
樺太特産種。美しい花色で作りやすい。

NEW

¥2,200 ¥2,200 ¥990 ¥1,650

821 青軸ヤマシャクヤク青軸ヤマシャクヤク
清楚な姿で人気の珍稀
種。

822 ヤマシャクヤク桃鰓素ヤマシャクヤク桃鰓素 2年生苗 2年生苗
果肉が白い青軸素心の白花の中心にほんの
りピンクを彩る実に美しい逸品。

823 ヤマシャクヤク「八重垣」ヤマシャクヤク「八重垣」
北陸地方で発見された八重咲の美麗種。

824 南国系大輪ヤマシャクヤク南国系大輪ヤマシャクヤク
強健で作り易く花も大輪系で美しい。¥11,000

¥5,500
●１株

●苗

 ヤマシャクヤクの仲間▶

¥5,500 拝　答 ¥990

825 底紅ヤマシャクヤク底紅ヤマシャクヤク
実生作出の美麗種。大輪で花形もよい。

826 ヤマシャクヤク 帯緑円弁花 ヤマシャクヤク 帯緑円弁花 実生３年生実生３年生
円弁大輪で帯緑色という美しい優秀花の実
生苗です。

827 黄花系ヤマシャクヤク黄花系ヤマシャクヤク
クリーム色系の強健種。

肥後美人肥後美人

大輪赤覆輪大輪赤覆輪

828 大輪赤覆輪×肥後美人大輪赤覆輪×肥後美人
ヤマシャクヤク赤花種の中でも折り紙つきの
美しさ。実生２年生。¥44,000 ¥5,500 ¥2,640 ¥4,400

山野草



52 山野草の部

797 素心アズマシロカネソウ 素心アズマシロカネソウ 
偶然見つかった美しさ抜群の珍貴種です。

798 アルプスシロカネソウアルプスシロカネソウ
イソフィルム・タリクトロイデス。清楚な美しさで知ら
れるヨーロッパアルプスの佳品。丈夫。

799 バイカオウレンバイカオウレン
白い梅弁花が美しい早春に咲く人気種。

800 カモノアシオウレンカモノアシオウレン
葉姿の面白い中国産の人気種。

NEW

¥5,500 ¥1,100 ¥660

 オウレンの仲間 ▶

¥880

789 青軸セツブンソウ青軸セツブンソウ
珍しいセツブンソウの素心個体。

790 黄花セツブンソウ黄花セツブンソウ
鮮やかな黄金色の人気種。強健。

791 赤花セツブンソウ赤花セツブンソウ
大変珍しい花色の希産種。

792 緑花セツブンソウ 緑花セツブンソウ 
安定した花色の大変美しくまた珍しい個体
です。¥4,400 ¥660 ¥22,000

NEW

¥22,000

781 ニリンソウ「銀盃」ニリンソウ「銀盃」
小型で多弁咲のニリンソウ秀品。

782 ニリンソウ「二羽鶴」ニリンソウ「二羽鶴」
美しい千重咲でマニア垂涎の逸品。

783 ニリンソウ三段咲ニリンソウ三段咲
近年発見された変り咲珍種。強健で作り易
い。

784 緑花ニリンソウ緑花ニリンソウ
芸の安定しない品種が多い中、本種は安定した
美しい色合いを見せる本性品です。¥710

 ニリンソウの仲間 ▶

¥1,320 ¥1,320 ¥3,300

785 セツブンソウセツブンソウ
早春に咲く日本種の有名品。丈夫だが秋の
肥培を忘れずに。

786 セツブンソウ八重咲セツブンソウ八重咲
近年発見された八重咲の珍種。実生品。

787 八重咲黄花セツブンソウ八重咲黄花セツブンソウ
早くから知られる人気品種。

788 セツブンソウ 唐子咲セツブンソウ 唐子咲
セツブンソウ変化咲の貴重種。

¥880

 セツブンソウの仲間 ▶

¥5,500 ¥5,500 ¥16,500

793 乙女咲セツブンソウ乙女咲セツブンソウ
雄しべの退化した珍しい個体。

794 モデミソウモデミソウ
セツブンソウに似た韓国産の一族一種の稀
産品種。

795 ヒナマツリソウヒナマツリソウ
セツブンソウより一回り大輪の美しい大形強健
種。作り易く、人気の高い品種です。

796 交配ヒナマツリソウ交配ヒナマツリソウ
ヒナマツリソウ×セツブンソウの珍種。

¥3,300 ¥2,200 ¥1,320 ¥1,320

801 スミレバオウレンスミレバオウレン
葉姿の美しい中国産の佳品。

802 八重咲キクバオウレン八重咲キクバオウレン
マニア向け珍種。

803 バイカカラマツグリーンハリケーンバイカカラマツグリーンハリケーン
緑弁三段咲の見応えある秀品。

804 バイカカラマツ カメオバイカカラマツ カメオ
上品な色合の強健種。

¥710 ¥5,500 ¥710

 カラマツソウの仲間 ▶

¥710

 山野草の部 53

809 八重咲シキンカラマツ八重咲シキンカラマツ
高性でフルダブルの美麗種。ヒューイッツ・
ダブル。

810 八重咲ナガバカラマツ八重咲ナガバカラマツ  
個性的な花色で次第に美しいフルダブルに
変身します。

811 磐梯赤花オキナグサ磐梯赤花オキナグサ
珍しい日本種の色変り品で従来の暗い色に比べ
赤色系の美しい秀品。丈夫で作り易い。

812 黄花オキナグサ黄花オキナグサ
古くから有名な黄花の美しい佳品。

¥1,650

NEW

¥1,650 ¥880

 オキナグサの仲間 ▶

¥880

817 八重咲リュウキンカ八重咲リュウキンカ
姫リュウキンカではなく普通種の完全八重
咲種。

818 北岳草北岳草
南アルプス北岳の特産種。

819 白花トリカブト白花トリカブト
丈夫で作り易いヤマトリカブトの珍種。

820 緑花トリカブト緑花トリカブト
魅力的な花色の東北産の珍種。

¥1,650

 リュウキンカの仲間 ▶

¥4,400

 日高草の仲間 ▶

¥1,100

 トリカブトの仲間 ▶

¥1,320

805 バイカカラマツ 濃色八重咲バイカカラマツ 濃色八重咲
美しい有名種ショアフスダブル。

806 バイカカラマツ八重咲ピンク大輪バイカカラマツ八重咲ピンク大輪
ショアフスダブルから出現した美しい花色の
秀品。

807 赤花台湾バイカカラマツ赤花台湾バイカカラマツ
普通種から出現した新品種で今までにない美
しい色合を持つ。四季咲性も強い。

808 大花カラマツ大花カラマツ
中国産の大輪美麗種。

¥880 ¥1,100 ¥710 ¥1,650

813 八重咲オキナグサ 八重咲オキナグサ 
珍しい日本産オキナグサの八重咲個体です。

814 カシポオキナグサカシポオキナグサ
樺太産の珍種。紫青色の大輪花。

815 菊咲オキナグサ菊咲オキナグサ
洋種オキナグサの珍種。強健種だが肥培す
る事。

816 ルイコフイチゲルイコフイチゲ
樺太特産種。美しい花色で作りやすい。

NEW

¥2,200 ¥2,200 ¥990 ¥1,650

821 青軸ヤマシャクヤク青軸ヤマシャクヤク
清楚な姿で人気の珍稀
種。

822 ヤマシャクヤク桃鰓素ヤマシャクヤク桃鰓素 2年生苗 2年生苗
果肉が白い青軸素心の白花の中心にほんの
りピンクを彩る実に美しい逸品。

823 ヤマシャクヤク「八重垣」ヤマシャクヤク「八重垣」
北陸地方で発見された八重咲の美麗種。

824 南国系大輪ヤマシャクヤク南国系大輪ヤマシャクヤク
強健で作り易く花も大輪系で美しい。¥11,000

¥5,500
●１株

●苗

 ヤマシャクヤクの仲間▶

¥5,500 拝　答 ¥990

825 底紅ヤマシャクヤク底紅ヤマシャクヤク
実生作出の美麗種。大輪で花形もよい。

826 ヤマシャクヤク 帯緑円弁花 ヤマシャクヤク 帯緑円弁花 実生３年生実生３年生
円弁大輪で帯緑色という美しい優秀花の実
生苗です。

827 黄花系ヤマシャクヤク黄花系ヤマシャクヤク
クリーム色系の強健種。

肥後美人肥後美人

大輪赤覆輪大輪赤覆輪

828 大輪赤覆輪×肥後美人大輪赤覆輪×肥後美人
ヤマシャクヤク赤花種の中でも折り紙つきの
美しさ。実生２年生。¥44,000 ¥5,500 ¥2,640 ¥4,400

山野草



54 山野草の部

841 ミヤマハンショウヅルミヤマハンショウヅル
深山幽谷を感じさせる渋い美しさで人気。

842 富士ミヤマハンショウヅル富士ミヤマハンショウヅル
富士山系で発見された八重咲系優良個体。

843 土岐白花カザグルマ土岐白花カザグルマ
白花剣弁咲の個体。

844 ユキオコシ ユキオコシ 
カザグルマの八重咲き種として古くから伝
わる有名種です。¥1,100

 ハンショウヅルの仲間▶

¥3,850 ¥1,320

NEW

¥1,650

849 緑花シラネアオイ 緑花シラネアオイ 
咲き出し緑色で次第に緑覆輪に変わる美し
いの稀品。

850 シラネアオイ 帝シラネアオイ 帝 851 シラネアオイ 日の丸シラネアオイ 日の丸
早くから知られる白に底紫の日の丸咲きの
珍奇種です。

852 シラネアオイ 源氏シラネアオイ 源氏
シラネアオイの変化咲きの高級種として早
くより知られる貴重種です。

NEW

¥77,000
¥33,000
¥11,000

● 
●苗 ¥33,000 拝　答

833 紅花ヤマシャクヤク「佐渡小町」紅花ヤマシャクヤク「佐渡小町」
佐渡産ピンク大輪咲の優
良花。

834 紅花ヤマシャクヤク「緋宝」紅花ヤマシャクヤク「緋宝」
東北産の濃赤高級種。
大苗…１作開花株。

835 紅花山シャクヤク「緋の鳥」紅花山シャクヤク「緋の鳥」
色の濃さもさることなが
ら花容も見事な大輪種。

836 紅花ヤマシャクヤク「紅剣」紅花ヤマシャクヤク「紅剣」
覆輪系の花色が美しい。¥6,600

¥3,300
●１株
●大苗

¥9,900
¥4,400

●１株
●大苗

¥13,200
¥8,800

●１株
●大苗 ¥4,400

845 オオクサボタンオオクサボタン
九州、四国山地の石灰岩地帯に希産する大
型種。

846 シラネアオイシラネアオイ
日本特産の紫色の美花。

847 八重咲シラネアオイ八重咲シラネアオイ
東北産の珍種。株分品成株。

848 シラネアオイ白花シラネアオイ白花
美しい人気種で地植、鉢植共に作り易い。

¥1,320 ¥880

 シラネアオイの仲間 ▶

¥22,000 ¥1,650

肥後美人肥後美人

阿波美人阿波美人

829 阿波美人×肥後美人阿波美人×肥後美人
ヤマシャクヤク肥後美人交配。実生2年生。

肥後美人肥後美人

作州の華作州の華

830 作州の華×肥後美人作州の華×肥後美人
ヤマシャクヤク肥後美人交配。実生2年生。

緋紅緋紅

阿波美人阿波美人

831 阿波美人×緋紅阿波美人×緋紅
ヤマシャクヤクの美麗品種の交配です。実
生２年生。

832 紅花ヤマシャクヤク「羽前小町」紅花ヤマシャクヤク「羽前小町」
濃赤のヤマシャクヤクの中で色合の美
しさは格別。伸び上る姿も上品な佳品。¥5,500 ¥5,500 ¥5,500

¥13,200
¥8,800

●１株
●大苗

837 紅花ヤマシャクヤク「炎」紅花ヤマシャクヤク「炎」
北海道産の紅花種。普通種とは一味違う草
姿で人気。色も悪くない。

838 紅花ヤマシャクヤク 土佐茜紅花ヤマシャクヤク 土佐茜
丈低く花付きの良い優良選抜品種。

839 紅花ヤマシャクヤク 南部紅紅花ヤマシャクヤク 南部紅
東北産の紅花の強健種です。開花見込株で
す。

840 クリスマスローズ チベタヌス 実生品クリスマスローズ チベタヌス 実生品
クリスマスローズの人気種。実生品で生育
良好。¥3,300 ¥2,750 ¥2,750

 クリスマスローズの仲間▶

¥2,200

 山野草の部 55

▶キンポウゲ科

 キンポウゲの仲間

ウメバチキンポウゲ ¥880
ウメバチソウではないが姿が良く似ている。

羽衣キンポウゲ ¥1,100
秋～春咲の美しい大輪咲。

八重咲イワキンポウゲ ¥880
白の千重咲の美花で人気が高い。強健種。

屋久島キンポウゲ ¥660
ウマノアシガタ属の小型種。

ボタンキンバイ ¥880
利尻島産の大輪有名種。

カンムリキンバイ ¥660
独特の美しい花容。群生させても見事。

 フクジュソウ

福寿草「車屋白」 ¥8,800
白花の安定した人気種。

福寿草「撫子」 ¥2,640
美しい撫子咲で有名。

福寿草「爪折笠」 ¥13,200 
不思議な花を咲かせる有名種。

北見フクジュソウ ¥880
大輪、一茎一花の固有種。

 フクジュソウ銘花交配実生

佐渡の幻♀×秩父真紅♂ ¥13,200
開花見込株

佐渡の幻♀×秩父銀♂ ¥13,200
開花見込株

秩父真紅♀×奥の山吹♂ ¥16,800
開花見込株

秩父真紅♀×弁天♂ ¥5,500
開花見込株

秩父真紅♀×爪折笠♂ ¥5,500
開花見込株

秩父白♀×奥の山吹♂ ¥16,800
開花見込株

秩父白♀×弁天♂ ¥5,500
開花見込株

奥の山吹♀×弁天♂ ¥22,000
開花見込株

秩父真紅 セルフ ¥3,300
開花見込株

秩父銀 セルフ ¥5,500
開花見込株

弁天 セルフ ¥3,300
開花見込株

 イチリンソウの仲間

薄黄イチリンソウ ¥710
クリーム色の美しい小型の人気種。シーマニー。

八重咲黄花イチリンソウ ¥660
珍しい黄花の八重咲小型種。花付良し。

緑花イチリンソウ ¥1,100
春オコシと同系で完全な緑弁花の珍種。

八重咲イチリンソウ（洋種）（洋種） ¥550
白色八重咲の小型強健種。

春オコシ ¥660
緑を混えた八重咲の珍種。

キクザキイチゲ 混合 ¥660
大輪の美しい花。群生は見事。

キクザキイチゲ「紫仙」 ¥6,600
まずまずの唐子咲でさらにオシベに稔性を残す。

雪割イチゲ（ルリイチゲ）（ルリイチゲ） ¥880
丈夫な関西系のイチゲで特有の花色はおだやかな春の陽を思わせる。

青花イチゲ ¥880
小型で青色の美しい花を咲かせます。二季咲で人気。

白花イチゲ ¥880
四季咲性の強健種。

赤花イチゲ ¥660
赤花の強健種。Ａ.レスリー。

アネモネ ドリーミングスワン ¥1,650
ワイルド・スワンを大輪、多弁にしたような豪華な花。

 ニリンソウの仲間

ニリンソウ青軸 ¥1,100
青軸と白い花との色対比の美しさは格別。

サンリンソウ八重咲 ¥880
東北地域に自生するサンリンソウの珍種。

 セツブンソウの仲間

サンインシロカネソウ ¥710
アズマシロカネソウに似るが幾分小型の佳品。

 オウレンの仲間

黄金葉バイカオウレン ¥1,650
黄金葉の美しい珍種。

屋久島ゴカヨウオウレン ¥880
オオゴカヨウオウレンの矮性珍種。

越路オウレン ¥880
ミツバノバイカオウレン。日本海側特産で大輪梅弁の美花。

蛾眉山オウレン ¥660
中国産の長葉種。

オタフク葉オウレン ¥2,200
葉姿の面白い珍種。フタバオウレンとも。

素心キクバオウレン ¥1,320
清楚な姿の美しさで人気の高い佳品。

コセリバオウレン ¥660
細やかな葉姿が美しく寄植にも最適。

 カラマツソウの仲間

青軸白花バイカカラマツ ¥1,100
青軸白花の清楚な美しさ。

バイカカラマツ濃色大輪 ¥710
美しい選抜優秀品種。

バイカカラマツ八重咲白花 ¥710
淡くピンクを帯びる。

バイカカラマツ八重咲緑花 ¥710
人目を引く緑色の珍種。グリーンドラゴン。

紫花台湾バイカカラマツ ¥880
珍しい花色の新品種。

素心ムラサキカラマツ ¥1,100
青軸の美しい草姿で早くから知られる。

シキンカラマツ ¥880
夏期美しい花を咲かせる。高性で茶花向き。

アポイチャボカラマツ ¥710
細やかな葉姿と濃色の花色が素敵な人気種。

ニシキカラマツ ¥880
バイカカラマツとナガバカラマツの交雑種。姿良く花も美しい。

ツクシカラマツ ¥660
極小型の人気品種。

モミジカラマツ ¥710
モミジ葉状の葉姿が美しく、茶花にも人気。

屋久島カラマツ ¥710
屋久島産の極小型種。

 リュウキンカの仲間

リュウキンカ ¥660

 ヒメリュウキンカの仲間

ヒメリュウキンカ 白大輪八重咲 ¥660
珍しいクリーム色の八重咲大輪。

ヒメリュウキンカ 三段咲 ¥550
渋い魅力的な花を咲かせる珍種。

ヒメリュウキンカ 八重咲 ¥550
早くから作られている人気品種。

 オキナグサの仲間

日本種オキナグサ ¥710
渋さと美しさを兼備した人気品種。

カタオカソウ ¥5,500
千島列島に生育する有名種。

 オダマキの仲間

エゾルリオダマキ ¥550
小型の人気種。

ピンクヒメルリオダマキ ¥660
花色の美しい人気種。

菊咲ミヤマオダマキ ¥710
近年発見された国産ミヤマオダマキの多弁花。珍種。

ヤマオダマキ ¥550 
高性で美しい花色の佳品。

カナダオダマキ ¥550
小型の赤花人気種。

 日高草の仲間

日高草 ¥1,100
アポイ岳の特産種で北岳草に良く似ている。

小葉性日高草 ¥1,320
小型で花付の良い優良個体。

 トリカブトの仲間

オクトリカブト ¥880
大型の強健種で大輪濃色の美しい品種。

雲南トリカブト ¥710
直立性で草姿がよい。

レイジンソウ ¥880
渋味のある茶花向人気種。

 クリスマスローズの仲間

クリスマスローズ八重咲種 ¥2,750
最新交配育種による美麗選抜品。

クリスマスローズ ゴールドブリオン ¥2,200 
黄金葉の木立クリスマスローズ。

山野草



54 山野草の部

841 ミヤマハンショウヅルミヤマハンショウヅル
深山幽谷を感じさせる渋い美しさで人気。

842 富士ミヤマハンショウヅル富士ミヤマハンショウヅル
富士山系で発見された八重咲系優良個体。

843 土岐白花カザグルマ土岐白花カザグルマ
白花剣弁咲の個体。

844 ユキオコシ ユキオコシ 
カザグルマの八重咲き種として古くから伝
わる有名種です。¥1,100

 ハンショウヅルの仲間▶

¥3,850 ¥1,320

NEW

¥1,650

849 緑花シラネアオイ 緑花シラネアオイ 
咲き出し緑色で次第に緑覆輪に変わる美し
いの稀品。

850 シラネアオイ 帝シラネアオイ 帝 851 シラネアオイ 日の丸シラネアオイ 日の丸
早くから知られる白に底紫の日の丸咲きの
珍奇種です。

852 シラネアオイ 源氏シラネアオイ 源氏
シラネアオイの変化咲きの高級種として早
くより知られる貴重種です。

NEW

¥77,000
¥33,000
¥11,000

● 
●苗 ¥33,000 拝　答

833 紅花ヤマシャクヤク「佐渡小町」紅花ヤマシャクヤク「佐渡小町」
佐渡産ピンク大輪咲の優
良花。

834 紅花ヤマシャクヤク「緋宝」紅花ヤマシャクヤク「緋宝」
東北産の濃赤高級種。
大苗…１作開花株。

835 紅花山シャクヤク「緋の鳥」紅花山シャクヤク「緋の鳥」
色の濃さもさることなが
ら花容も見事な大輪種。

836 紅花ヤマシャクヤク「紅剣」紅花ヤマシャクヤク「紅剣」
覆輪系の花色が美しい。¥6,600

¥3,300
●１株
●大苗

¥9,900
¥4,400

●１株
●大苗

¥13,200
¥8,800

●１株
●大苗 ¥4,400

845 オオクサボタンオオクサボタン
九州、四国山地の石灰岩地帯に希産する大
型種。

846 シラネアオイシラネアオイ
日本特産の紫色の美花。

847 八重咲シラネアオイ八重咲シラネアオイ
東北産の珍種。株分品成株。

848 シラネアオイ白花シラネアオイ白花
美しい人気種で地植、鉢植共に作り易い。

¥1,320 ¥880

 シラネアオイの仲間 ▶

¥22,000 ¥1,650

肥後美人肥後美人

阿波美人阿波美人

829 阿波美人×肥後美人阿波美人×肥後美人
ヤマシャクヤク肥後美人交配。実生2年生。

肥後美人肥後美人

作州の華作州の華

830 作州の華×肥後美人作州の華×肥後美人
ヤマシャクヤク肥後美人交配。実生2年生。

緋紅緋紅

阿波美人阿波美人

831 阿波美人×緋紅阿波美人×緋紅
ヤマシャクヤクの美麗品種の交配です。実
生２年生。

832 紅花ヤマシャクヤク「羽前小町」紅花ヤマシャクヤク「羽前小町」
濃赤のヤマシャクヤクの中で色合の美
しさは格別。伸び上る姿も上品な佳品。¥5,500 ¥5,500 ¥5,500

¥13,200
¥8,800

●１株
●大苗

837 紅花ヤマシャクヤク「炎」紅花ヤマシャクヤク「炎」
北海道産の紅花種。普通種とは一味違う草
姿で人気。色も悪くない。

838 紅花ヤマシャクヤク 土佐茜紅花ヤマシャクヤク 土佐茜
丈低く花付きの良い優良選抜品種。

839 紅花ヤマシャクヤク 南部紅紅花ヤマシャクヤク 南部紅
東北産の紅花の強健種です。開花見込株で
す。

840 クリスマスローズ チベタヌス 実生品クリスマスローズ チベタヌス 実生品
クリスマスローズの人気種。実生品で生育
良好。¥3,300 ¥2,750 ¥2,750

 クリスマスローズの仲間▶

¥2,200

 山野草の部 55

▶キンポウゲ科

 キンポウゲの仲間

ウメバチキンポウゲ ¥880
ウメバチソウではないが姿が良く似ている。

羽衣キンポウゲ ¥1,100
秋～春咲の美しい大輪咲。

八重咲イワキンポウゲ ¥880
白の千重咲の美花で人気が高い。強健種。

屋久島キンポウゲ ¥660
ウマノアシガタ属の小型種。

ボタンキンバイ ¥880
利尻島産の大輪有名種。

カンムリキンバイ ¥660
独特の美しい花容。群生させても見事。

 フクジュソウ

福寿草「車屋白」 ¥8,800
白花の安定した人気種。

福寿草「撫子」 ¥2,640
美しい撫子咲で有名。

福寿草「爪折笠」 ¥13,200 
不思議な花を咲かせる有名種。

北見フクジュソウ ¥880
大輪、一茎一花の固有種。

 フクジュソウ銘花交配実生

佐渡の幻♀×秩父真紅♂ ¥13,200
開花見込株

佐渡の幻♀×秩父銀♂ ¥13,200
開花見込株

秩父真紅♀×奥の山吹♂ ¥16,800
開花見込株

秩父真紅♀×弁天♂ ¥5,500
開花見込株

秩父真紅♀×爪折笠♂ ¥5,500
開花見込株

秩父白♀×奥の山吹♂ ¥16,800
開花見込株

秩父白♀×弁天♂ ¥5,500
開花見込株

奥の山吹♀×弁天♂ ¥22,000
開花見込株

秩父真紅 セルフ ¥3,300
開花見込株

秩父銀 セルフ ¥5,500
開花見込株

弁天 セルフ ¥3,300
開花見込株

 イチリンソウの仲間

薄黄イチリンソウ ¥710
クリーム色の美しい小型の人気種。シーマニー。

八重咲黄花イチリンソウ ¥660
珍しい黄花の八重咲小型種。花付良し。

緑花イチリンソウ ¥1,100
春オコシと同系で完全な緑弁花の珍種。

八重咲イチリンソウ（洋種）（洋種） ¥550
白色八重咲の小型強健種。

春オコシ ¥660
緑を混えた八重咲の珍種。

キクザキイチゲ 混合 ¥660
大輪の美しい花。群生は見事。

キクザキイチゲ「紫仙」 ¥6,600
まずまずの唐子咲でさらにオシベに稔性を残す。

雪割イチゲ（ルリイチゲ）（ルリイチゲ） ¥880
丈夫な関西系のイチゲで特有の花色はおだやかな春の陽を思わせる。

青花イチゲ ¥880
小型で青色の美しい花を咲かせます。二季咲で人気。

白花イチゲ ¥880
四季咲性の強健種。

赤花イチゲ ¥660
赤花の強健種。Ａ.レスリー。

アネモネ ドリーミングスワン ¥1,650
ワイルド・スワンを大輪、多弁にしたような豪華な花。

 ニリンソウの仲間

ニリンソウ青軸 ¥1,100
青軸と白い花との色対比の美しさは格別。

サンリンソウ八重咲 ¥880
東北地域に自生するサンリンソウの珍種。

 セツブンソウの仲間

サンインシロカネソウ ¥710
アズマシロカネソウに似るが幾分小型の佳品。

 オウレンの仲間

黄金葉バイカオウレン ¥1,650
黄金葉の美しい珍種。

屋久島ゴカヨウオウレン ¥880
オオゴカヨウオウレンの矮性珍種。

越路オウレン ¥880
ミツバノバイカオウレン。日本海側特産で大輪梅弁の美花。

蛾眉山オウレン ¥660
中国産の長葉種。

オタフク葉オウレン ¥2,200
葉姿の面白い珍種。フタバオウレンとも。

素心キクバオウレン ¥1,320
清楚な姿の美しさで人気の高い佳品。

コセリバオウレン ¥660
細やかな葉姿が美しく寄植にも最適。

 カラマツソウの仲間

青軸白花バイカカラマツ ¥1,100
青軸白花の清楚な美しさ。

バイカカラマツ濃色大輪 ¥710
美しい選抜優秀品種。

バイカカラマツ八重咲白花 ¥710
淡くピンクを帯びる。

バイカカラマツ八重咲緑花 ¥710
人目を引く緑色の珍種。グリーンドラゴン。

紫花台湾バイカカラマツ ¥880
珍しい花色の新品種。

素心ムラサキカラマツ ¥1,100
青軸の美しい草姿で早くから知られる。

シキンカラマツ ¥880
夏期美しい花を咲かせる。高性で茶花向き。

アポイチャボカラマツ ¥710
細やかな葉姿と濃色の花色が素敵な人気種。

ニシキカラマツ ¥880
バイカカラマツとナガバカラマツの交雑種。姿良く花も美しい。

ツクシカラマツ ¥660
極小型の人気品種。

モミジカラマツ ¥710
モミジ葉状の葉姿が美しく、茶花にも人気。

屋久島カラマツ ¥710
屋久島産の極小型種。

 リュウキンカの仲間

リュウキンカ ¥660

 ヒメリュウキンカの仲間

ヒメリュウキンカ 白大輪八重咲 ¥660
珍しいクリーム色の八重咲大輪。

ヒメリュウキンカ 三段咲 ¥550
渋い魅力的な花を咲かせる珍種。

ヒメリュウキンカ 八重咲 ¥550
早くから作られている人気品種。

 オキナグサの仲間

日本種オキナグサ ¥710
渋さと美しさを兼備した人気品種。

カタオカソウ ¥5,500
千島列島に生育する有名種。

 オダマキの仲間

エゾルリオダマキ ¥550
小型の人気種。

ピンクヒメルリオダマキ ¥660
花色の美しい人気種。

菊咲ミヤマオダマキ ¥710
近年発見された国産ミヤマオダマキの多弁花。珍種。

ヤマオダマキ ¥550 
高性で美しい花色の佳品。

カナダオダマキ ¥550
小型の赤花人気種。

 日高草の仲間

日高草 ¥1,100
アポイ岳の特産種で北岳草に良く似ている。

小葉性日高草 ¥1,320
小型で花付の良い優良個体。

 トリカブトの仲間

オクトリカブト ¥880
大型の強健種で大輪濃色の美しい品種。

雲南トリカブト ¥710
直立性で草姿がよい。

レイジンソウ ¥880
渋味のある茶花向人気種。

 クリスマスローズの仲間

クリスマスローズ八重咲種 ¥2,750
最新交配育種による美麗選抜品。

クリスマスローズ ゴールドブリオン ¥2,200 
黄金葉の木立クリスマスローズ。

山野草



56 山野草の部

853 青軸レンゲショウマ青軸レンゲショウマ
青軸のスッキリとした草姿の美しい個体。

854 白花レンゲショウマ白花レンゲショウマ
軸色は普通だがスッキリした白花の珍種。

855 純白レンゲショウマ純白レンゲショウマ
青軸白花の清楚な美しさは別格。

856 レンゲショウマ「紫玉」レンゲショウマ「紫玉」
青軸で濃色花の美しい佳品。

¥1,650

ショウマの仲間
 キンポウゲ科の仲間 ▶

¥1,650 ¥4,400 ¥11,000 

857 八重咲レンゲショウマ八重咲レンゲショウマ
近年発見された大変珍しく、又美しい稀種。

858 八重咲レンゲショウマ 御所車八重咲レンゲショウマ 御所車
従来の八重咲き品に比べて花弁数が多く、小花弁
が内側に端正に整った美しい花容です。

859 赤実ルイヨウショウマ赤実ルイヨウショウマ
黒い実の普通種の中で赤い実がひときわ美
しい稀産種。

860 白実ルイヨウショウマ白実ルイヨウショウマ
北海道東部で発見された雪白色の美しい実
の珍種。¥1,980 ¥5,500 ¥1,650 ¥2,200

861 カラスバサラシナショウマカラスバサラシナショウマ
銅葉の面白い葉色で人気。

862 キレンゲショウマキレンゲショウマ
黄色の美しい大輪花を咲かせる人気種。

863 トリアシショウマカラス葉赤花トリアシショウマカラス葉赤花
カラス葉で花も赤く美しい２芸品の珍種で
す。¥1,650 ¥990

 ユキノシタ科の仲間 ▶

¥3,850

 ハンショウヅルの仲間

ハンショウヅル ¥880
野趣ある草姿で人気。

高野ハンショウヅル ¥1,320
萼が二重になる面白い花形が個性的な佳品。

アケボノハンショウヅル ¥880
モンタナルーベンス。

白花アケボノハンショウヅル ¥880
モンタナの白花。

八重咲アケボノハンショウヅル ¥1,320
モンタナの八重咲。

センニンソウ ¥880
房咲の小輪花が可愛い。

伊勢青花カザグルマ ¥1,320
有色野生種でやや小輪の珍種。

佐渡産クサボタン ¥660
ドンデン山産の純系個体。強健種。

青花クサボタン ¥1,650
中国産の濃色種で人気。

 シラネアオイの仲間

シラネアオイ大株 ¥3,300
３～４芽立の大株。

シラネアオイ白花大株 ¥4,400
４～５芽立の大株。

シラネアオイ 濃色八重咲 拝　答
早くから知られる濃色系の逸品。

▶スイレン科

 スイレン科の仲間

西条コウホネ ¥6,600 
尾瀬コウホネと並ぶ関西の希少種。

斑入スイレン ¥1,650
白花で葉に美しい斑の入る人気種。

▶ショウマの仲間

 キンポウゲ科の仲間

レンゲショウマ ¥1,100
初夏を代表する美しい山野草として有名。

セリバレンゲショウマ ¥3,300 
切れ込みの多い小型の葉姿が面白い。

黒実ルイヨウショウマ ¥1,320
ルイヨウショウマの普通種。実も楽しめる。

白実ルイヨウショウマ 北米産 ¥1,890
北米産のルイヨウショウマ。独特な実の形が面白い。

サラシナショウマ ¥880
大型の美しい夏咲種。庭植やお茶花に。

 ユキノシタ科の仲間

丹那チダケサシ ¥550
草姿の美しい済州島産の有名種。

チヂミショウマ ¥660
八ツ房系の葉姿がユニークで花も美しい。

カラス葉トリアシショウマ ¥1,650
近年東北で発見された濃紫色の葉姿の珍種。花も美しい桃花の二芸品として話題。

 山野草の部 57

864 トガクシショウマトガクシショウマ
早春、紫の花を咲かせる珍品。葉姿はイカ
リ草に似ている。日本特産種。

865 トガクシショウマ白花トガクシショウマ白花
マニア向の珍品稀少種。

866 サンカヨウサンカヨウ
大型の美しい草姿が魅力。

867 イカリソウ「赤城桜」イカリソウ「赤城桜」
サーモンピンクの色合が魅力の佳品。

¥1,650

メギ科
 メギ科の仲間 ▶

¥11,000 ¥1,100

 イカリソウの仲間 ▶

¥1,650

868 イカリソウ「赤澪」イカリソウ「赤澪」（せきれい）（せきれい）
黒影を赤くしたような大輪でインパクトのあ
る美しい人気種。

869 イカリソウ「羽衣」イカリソウ「羽衣」
小型の源平咲系の佳品。

870 イカリソウ「楊貴妃」イカリソウ「楊貴妃」
四季咲性で黄花源平咲の美しい秀品。

871 イカリソウ「紅白の舞」イカリソウ「紅白の舞」
全体に大型の大変美しい源平咲きの交配品
種。¥5,500 ¥880 ¥1,320 ¥3,850

872 イカリソウ「更紗源平」イカリソウ「更紗源平」
赤い絞り咲の大変美しい個体。

873 イカリソウ「寿」イカリソウ「寿」
濃赤と白との色対比抜群の秀花。

874 イカリソウ「丹頂」イカリソウ「丹頂」
美しく強健な名花。

875 イカリソウ「白梅」イカリソウ「白梅」
可愛らしい花型の佳品。

¥3,850 ¥1,650 ¥3,300 ¥1,100

876 イカリソウ「前田錦」イカリソウ「前田錦」
白地に赤絞りの華やかな美麗種。

877 イカリソウ「都」イカリソウ「都」
踞の短い面白い花容の人気種。

878 イカリソウ「茜」イカリソウ「茜」
美しい花色の人気交配品種。

879 イカリソウ「貴婦人」イカリソウ「貴婦人」
美しい花色の人気交配種。

¥3,850 ¥2,750 ¥3,850 ¥3,850

880 イカリソウ かぐや姫イカリソウ かぐや姫
中国種との交配種で小型の個性的な美麗
種。

881 イカリソウ 桜狩イカリソウ 桜狩
美しい花色で人気の交配新花。

882 イカリソウ 花テマリイカリソウ 花テマリ
最新交配の人気品種。

883 イカリソウ 群千鳥イカリソウ 群千鳥
珍しい変わり咲の珍品。

¥3,300 ¥2,750 ¥3,850 ¥5,500

那智アワモリショウマ ¥550
小型の良タイプ。

赤花ヒトツバショウマ ¥710
美しい濃色系の選抜種。

屋久島ショウマ ¥550
ショウマの仲間でも最小の有名種。

 バラ科の仲間

ヤマブキショウマ ¥660
佐渡産の小型で花付良いタイプ。野趣溢れる姿で人気。

山野草



56 山野草の部

853 青軸レンゲショウマ青軸レンゲショウマ
青軸のスッキリとした草姿の美しい個体。

854 白花レンゲショウマ白花レンゲショウマ
軸色は普通だがスッキリした白花の珍種。

855 純白レンゲショウマ純白レンゲショウマ
青軸白花の清楚な美しさは別格。

856 レンゲショウマ「紫玉」レンゲショウマ「紫玉」
青軸で濃色花の美しい佳品。

¥1,650

ショウマの仲間
 キンポウゲ科の仲間 ▶

¥1,650 ¥4,400 ¥11,000 

857 八重咲レンゲショウマ八重咲レンゲショウマ
近年発見された大変珍しく、又美しい稀種。

858 八重咲レンゲショウマ 御所車八重咲レンゲショウマ 御所車
従来の八重咲き品に比べて花弁数が多く、小花弁
が内側に端正に整った美しい花容です。

859 赤実ルイヨウショウマ赤実ルイヨウショウマ
黒い実の普通種の中で赤い実がひときわ美
しい稀産種。

860 白実ルイヨウショウマ白実ルイヨウショウマ
北海道東部で発見された雪白色の美しい実
の珍種。¥1,980 ¥5,500 ¥1,650 ¥2,200

861 カラスバサラシナショウマカラスバサラシナショウマ
銅葉の面白い葉色で人気。

862 キレンゲショウマキレンゲショウマ
黄色の美しい大輪花を咲かせる人気種。

863 トリアシショウマカラス葉赤花トリアシショウマカラス葉赤花
カラス葉で花も赤く美しい２芸品の珍種で
す。¥1,650 ¥990

 ユキノシタ科の仲間 ▶

¥3,850

 ハンショウヅルの仲間

ハンショウヅル ¥880
野趣ある草姿で人気。

高野ハンショウヅル ¥1,320
萼が二重になる面白い花形が個性的な佳品。

アケボノハンショウヅル ¥880
モンタナルーベンス。

白花アケボノハンショウヅル ¥880
モンタナの白花。

八重咲アケボノハンショウヅル ¥1,320
モンタナの八重咲。

センニンソウ ¥880
房咲の小輪花が可愛い。

伊勢青花カザグルマ ¥1,320
有色野生種でやや小輪の珍種。

佐渡産クサボタン ¥660
ドンデン山産の純系個体。強健種。

青花クサボタン ¥1,650
中国産の濃色種で人気。

 シラネアオイの仲間

シラネアオイ大株 ¥3,300
３～４芽立の大株。

シラネアオイ白花大株 ¥4,400
４～５芽立の大株。

シラネアオイ 濃色八重咲 拝　答
早くから知られる濃色系の逸品。

▶スイレン科

 スイレン科の仲間

西条コウホネ ¥6,600 
尾瀬コウホネと並ぶ関西の希少種。

斑入スイレン ¥1,650
白花で葉に美しい斑の入る人気種。

▶ショウマの仲間

 キンポウゲ科の仲間

レンゲショウマ ¥1,100
初夏を代表する美しい山野草として有名。

セリバレンゲショウマ ¥3,300 
切れ込みの多い小型の葉姿が面白い。

黒実ルイヨウショウマ ¥1,320
ルイヨウショウマの普通種。実も楽しめる。

白実ルイヨウショウマ 北米産 ¥1,890
北米産のルイヨウショウマ。独特な実の形が面白い。

サラシナショウマ ¥880
大型の美しい夏咲種。庭植やお茶花に。

 ユキノシタ科の仲間

丹那チダケサシ ¥550
草姿の美しい済州島産の有名種。

チヂミショウマ ¥660
八ツ房系の葉姿がユニークで花も美しい。

カラス葉トリアシショウマ ¥1,650
近年東北で発見された濃紫色の葉姿の珍種。花も美しい桃花の二芸品として話題。

 山野草の部 57

864 トガクシショウマトガクシショウマ
早春、紫の花を咲かせる珍品。葉姿はイカ
リ草に似ている。日本特産種。

865 トガクシショウマ白花トガクシショウマ白花
マニア向の珍品稀少種。

866 サンカヨウサンカヨウ
大型の美しい草姿が魅力。

867 イカリソウ「赤城桜」イカリソウ「赤城桜」
サーモンピンクの色合が魅力の佳品。

¥1,650

メギ科
 メギ科の仲間 ▶

¥11,000 ¥1,100

 イカリソウの仲間 ▶

¥1,650

868 イカリソウ「赤澪」イカリソウ「赤澪」（せきれい）（せきれい）
黒影を赤くしたような大輪でインパクトのあ
る美しい人気種。

869 イカリソウ「羽衣」イカリソウ「羽衣」
小型の源平咲系の佳品。

870 イカリソウ「楊貴妃」イカリソウ「楊貴妃」
四季咲性で黄花源平咲の美しい秀品。

871 イカリソウ「紅白の舞」イカリソウ「紅白の舞」
全体に大型の大変美しい源平咲きの交配品
種。¥5,500 ¥880 ¥1,320 ¥3,850

872 イカリソウ「更紗源平」イカリソウ「更紗源平」
赤い絞り咲の大変美しい個体。

873 イカリソウ「寿」イカリソウ「寿」
濃赤と白との色対比抜群の秀花。

874 イカリソウ「丹頂」イカリソウ「丹頂」
美しく強健な名花。

875 イカリソウ「白梅」イカリソウ「白梅」
可愛らしい花型の佳品。

¥3,850 ¥1,650 ¥3,300 ¥1,100

876 イカリソウ「前田錦」イカリソウ「前田錦」
白地に赤絞りの華やかな美麗種。

877 イカリソウ「都」イカリソウ「都」
踞の短い面白い花容の人気種。

878 イカリソウ「茜」イカリソウ「茜」
美しい花色の人気交配品種。

879 イカリソウ「貴婦人」イカリソウ「貴婦人」
美しい花色の人気交配種。

¥3,850 ¥2,750 ¥3,850 ¥3,850

880 イカリソウ かぐや姫イカリソウ かぐや姫
中国種との交配種で小型の個性的な美麗
種。

881 イカリソウ 桜狩イカリソウ 桜狩
美しい花色で人気の交配新花。

882 イカリソウ 花テマリイカリソウ 花テマリ
最新交配の人気品種。

883 イカリソウ 群千鳥イカリソウ 群千鳥
珍しい変わり咲の珍品。

¥3,300 ¥2,750 ¥3,850 ¥5,500

那智アワモリショウマ ¥550
小型の良タイプ。

赤花ヒトツバショウマ ¥710
美しい濃色系の選抜種。

屋久島ショウマ ¥550
ショウマの仲間でも最小の有名種。

 バラ科の仲間

ヤマブキショウマ ¥660
佐渡産の小型で花付良いタイプ。野趣溢れる姿で人気。

山野草



58 山野草の部

884 イカリソウ黄花源平イカリソウ黄花源平
日本海側、フォッサマグナ帯の高地で発見さ
れた黄花イカリソウの珍種。

885 雪国イカリソウ「越後紅梅」雪国イカリソウ「越後紅梅」
美しい色の多い雪国イカリソウの選抜優色
種。

886 イカリソウ「雪国丹頂」イカリソウ「雪国丹頂」
雪国イカリソウの美しい丹頂咲美麗種。

887 イカリソウ アクミナータ「黒船」イカリソウ アクミナータ「黒船」
紫、大輪の人気種。中国産の大型種。

¥2,200 ¥3,300 ¥4,400 ¥1,650

888 イカリソウ 紫竜 イカリソウ 紫竜 
アクミナータム系の交配で個性的な花色が
魅力です。

889 イカリソウ ファルゲシーイカリソウ ファルゲシー
中国産のユニークな人気種。

890 イカリソウ「オギスイ」イカリソウ「オギスイ」
中国産の白花大輪美麗種。

891 イカリソウ オギスイ「ディアン」イカリソウ オギスイ「ディアン」
二色咲の美しい花色で葉姿も美しい。

NEW

¥2,750 ¥3,300 ¥4,400 ¥8,800

892 イカリソウ「ワルレイエンセ」イカリソウ「ワルレイエンセ」
オレンジ色の珍しい花色で知られる。

893 イカリソウ「ダビディ」イカリソウ「ダビディ」
濃黄色が美しい中国産の人気種。

894 イカリソウ「黄蝶」イカリソウ「黄蝶」
鮮やかな黄花の美しい人気品種。

895 イカリソウ マリコイカリソウ マリコ
ピンク大輪の中国産美麗種。

¥1,980 ¥1,650 ¥1,320 ¥5,500

896 イカリソウ「ラティセパラム」イカリソウ「ラティセパラム」
中国産の早咲大輪の大変美しい人気種。

897 イカリソウ 黄梅イカリソウ 黄梅
中国産の鮮やかな花色の希産品。

898 タツタソウ ホフマン系タツタソウ ホフマン系
早春に咲く有名な美花。強健。

899 タツタソウ ホフマン系白花タツタソウ ホフマン系白花
ホフマン系の白花の珍種。実生のため花色
には個体差があります。¥3,300 ¥4,400 ¥990 ¥5,500

900 白花八角蓮白花八角蓮
良く知られた八角蓮の白花珍種。

901 湖南八角蓮湖南八角蓮
ビロード状の葉模様の美しい強健種。

902 広西八角蓮広西八角蓮
ビロード状の葉に大きな葉紋がある。珍し
い有毛種。

903 ヒマラヤ八角蓮ヒマラヤ八角蓮
ピンクの美花で有名。ミヤオソウ。

¥3,300

 ハッカクレンの仲間 ▶

¥1,980 ¥2,200 ¥2,200

▶メギ科

 メギ科の仲間

純白トガクシショウマ ¥22,000
ようやく発表できる珍種。

ルイヨウボタン ¥880
緑色の花と青い実の茶花向人気品種。

青軸ルイヨウボタン ¥3,300
東北産の青軸種で清楚な草姿は別格。

ナンブソウ ¥1,320
早くから知られる稀産種。

 イカリソウの仲間

荒川岳姫黄花イカリソウ ¥880
黄花イカリソウの高山型の小型品種。

クモイイカリソウ ¥1,980
上越国境に稀産する黄花の佳品。

トキワイカリソウ ¥660
県内に多い。冬期間も落葉しない。

黄花イカリソウ ¥550
東北に自生する人気種。

イカリソウ「赤城源平」 ¥880
色対比の鮮明な優良種。

 山野草の部 59

916 ハクサンフウロハクサンフウロ
紅紫色の美しい花が高山でよく映える。

917 絞り咲ゼラニウム絞り咲ゼラニウム 918 コバノミヤマノボタンコバノミヤマノボタン
沖縄産の常緑低木。小型で花付良い。

フウロソウ科
 フウロソウ科の仲間 ▶

¥710 ¥1,100 ¥1,100

ノボタン科
 ノボタン科の仲間 ▶

904 粟ヶ岳スミレ粟ヶ岳スミレ
県内に稀産するテリハタチツボスミレの変種
でマニア好みの小型種。

905 オオバキスミレオオバキスミレ
雪国産の大型黄花種。

906 エゾキスミレエゾキスミレ
北海道アポイ岳特産。オオバキスミレの蛇
紋岩変異種。

907 白花スミレサイシン白花スミレサイシン
日本海側に自生する大型種の白花珍種。

¥880

スミレ科
 スミレ科の仲間 ▶

¥710 ¥660 ¥2,200

908 テリハナガハシスミレテリハナガハシスミレ
県内の一部に稀産。厚身の照葉を持つテン
グスミレの珍種。

909 ナガハシスミレ「菅名岳」ナガハシスミレ「菅名岳」
濃色大輪の美しい野生種秀品。

910 スミレ「紅鶴」スミレ「紅鶴」
濃色の美麗種強健で作り易い。

911 八重咲黄スミレ八重咲黄スミレ
野生のスミレ中の珍貴種として知られる。種
子は出来ないが丈夫で作り易い方。¥880 ¥1,100 ¥660 ¥1,650

912 苗場キスミレ苗場キスミレ
新潟県の産地に希産するオオバキスミレの
高地型変異種です。

913 八重咲タチツボスミレ八重咲タチツボスミレ
近年発見されたナガバタチツボスミレの八
重咲珍種。

914 千重咲ミヤマカタバミ千重咲ミヤマカタバミ
八重咲の実生より出現した珍種個体。

915 八重咲ミヤマカタバミ八重咲ミヤマカタバミ
白花八重咲の珍品。

¥880 ¥1,320 ¥2,200

カタバミ科
 カタバミ科の仲間 ▶

¥880

イカリソウ「鈴掛」 ¥2,750
花色、花形、共に面白い珍種。

イカリソウ「夕映」 ¥880
濃赤の人気種。作り易い。

イカリソウ「ルブラム」 ¥710
赤色の美しい強健種。

白花タツタソウ ¥1,650
白花大輪の人気種。丈夫で作り易い。

 ハッカクレンの仲間

八角蓮 ¥2,750
赤い玉の様な花を咲かせる人気品種。

アメリカ八角蓮 ¥1,650
メイ・アップルと呼ばれる白色美花。

カラス葉八角蓮 ¥4,400
葉模様の美しい人気品種。

▶ドクダミ科

 ドクダミ科の仲間

八重咲ドクダミ ¥660
どこでも見られる草ですが花が咲くと急に注目。

ハンゲショウ ¥880
初夏の人気種。直射で肥培する。

▶スミレ科

 スミレ科の仲間

フギレオオバキスミレ ¥1,320
北海道の一部に稀産するオオバキスミレの珍種。

テリハタチツボスミレ ¥660
積雪山地に自生。厚味のある葉姿で人気。

肥後スミレ ¥550
特有の切れ込みの葉姿の白花人気種。

屋久島コケスミレ ¥660
早くから知られる屋久島産の極小種。丈夫で作りやすい。

桜タチツボスミレ ¥660
美しい花色の人気種です。

▶カタバミ科

 カタバミ科の仲間

紅花コミヤマカタバミ ¥660
早春の山野草として人気。

カラス葉ミヤマカタバミ ¥1,650
カラス葉の珍しい中国産野生種。

山野草



58 山野草の部

884 イカリソウ黄花源平イカリソウ黄花源平
日本海側、フォッサマグナ帯の高地で発見さ
れた黄花イカリソウの珍種。

885 雪国イカリソウ「越後紅梅」雪国イカリソウ「越後紅梅」
美しい色の多い雪国イカリソウの選抜優色
種。

886 イカリソウ「雪国丹頂」イカリソウ「雪国丹頂」
雪国イカリソウの美しい丹頂咲美麗種。

887 イカリソウ アクミナータ「黒船」イカリソウ アクミナータ「黒船」
紫、大輪の人気種。中国産の大型種。

¥2,200 ¥3,300 ¥4,400 ¥1,650

888 イカリソウ 紫竜 イカリソウ 紫竜 
アクミナータム系の交配で個性的な花色が
魅力です。

889 イカリソウ ファルゲシーイカリソウ ファルゲシー
中国産のユニークな人気種。

890 イカリソウ「オギスイ」イカリソウ「オギスイ」
中国産の白花大輪美麗種。

891 イカリソウ オギスイ「ディアン」イカリソウ オギスイ「ディアン」
二色咲の美しい花色で葉姿も美しい。

NEW

¥2,750 ¥3,300 ¥4,400 ¥8,800

892 イカリソウ「ワルレイエンセ」イカリソウ「ワルレイエンセ」
オレンジ色の珍しい花色で知られる。

893 イカリソウ「ダビディ」イカリソウ「ダビディ」
濃黄色が美しい中国産の人気種。

894 イカリソウ「黄蝶」イカリソウ「黄蝶」
鮮やかな黄花の美しい人気品種。

895 イカリソウ マリコイカリソウ マリコ
ピンク大輪の中国産美麗種。

¥1,980 ¥1,650 ¥1,320 ¥5,500

896 イカリソウ「ラティセパラム」イカリソウ「ラティセパラム」
中国産の早咲大輪の大変美しい人気種。

897 イカリソウ 黄梅イカリソウ 黄梅
中国産の鮮やかな花色の希産品。

898 タツタソウ ホフマン系タツタソウ ホフマン系
早春に咲く有名な美花。強健。

899 タツタソウ ホフマン系白花タツタソウ ホフマン系白花
ホフマン系の白花の珍種。実生のため花色
には個体差があります。¥3,300 ¥4,400 ¥990 ¥5,500

900 白花八角蓮白花八角蓮
良く知られた八角蓮の白花珍種。

901 湖南八角蓮湖南八角蓮
ビロード状の葉模様の美しい強健種。

902 広西八角蓮広西八角蓮
ビロード状の葉に大きな葉紋がある。珍し
い有毛種。

903 ヒマラヤ八角蓮ヒマラヤ八角蓮
ピンクの美花で有名。ミヤオソウ。

¥3,300

 ハッカクレンの仲間 ▶

¥1,980 ¥2,200 ¥2,200

▶メギ科

 メギ科の仲間

純白トガクシショウマ ¥22,000
ようやく発表できる珍種。

ルイヨウボタン ¥880
緑色の花と青い実の茶花向人気品種。

青軸ルイヨウボタン ¥3,300
東北産の青軸種で清楚な草姿は別格。

ナンブソウ ¥1,320
早くから知られる稀産種。

 イカリソウの仲間

荒川岳姫黄花イカリソウ ¥880
黄花イカリソウの高山型の小型品種。

クモイイカリソウ ¥1,980
上越国境に稀産する黄花の佳品。

トキワイカリソウ ¥660
県内に多い。冬期間も落葉しない。

黄花イカリソウ ¥550
東北に自生する人気種。

イカリソウ「赤城源平」 ¥880
色対比の鮮明な優良種。

 山野草の部 59

916 ハクサンフウロハクサンフウロ
紅紫色の美しい花が高山でよく映える。

917 絞り咲ゼラニウム絞り咲ゼラニウム 918 コバノミヤマノボタンコバノミヤマノボタン
沖縄産の常緑低木。小型で花付良い。

フウロソウ科
 フウロソウ科の仲間 ▶

¥710 ¥1,100 ¥1,100

ノボタン科
 ノボタン科の仲間 ▶

904 粟ヶ岳スミレ粟ヶ岳スミレ
県内に稀産するテリハタチツボスミレの変種
でマニア好みの小型種。

905 オオバキスミレオオバキスミレ
雪国産の大型黄花種。

906 エゾキスミレエゾキスミレ
北海道アポイ岳特産。オオバキスミレの蛇
紋岩変異種。

907 白花スミレサイシン白花スミレサイシン
日本海側に自生する大型種の白花珍種。

¥880

スミレ科
 スミレ科の仲間 ▶

¥710 ¥660 ¥2,200

908 テリハナガハシスミレテリハナガハシスミレ
県内の一部に稀産。厚身の照葉を持つテン
グスミレの珍種。

909 ナガハシスミレ「菅名岳」ナガハシスミレ「菅名岳」
濃色大輪の美しい野生種秀品。

910 スミレ「紅鶴」スミレ「紅鶴」
濃色の美麗種強健で作り易い。

911 八重咲黄スミレ八重咲黄スミレ
野生のスミレ中の珍貴種として知られる。種
子は出来ないが丈夫で作り易い方。¥880 ¥1,100 ¥660 ¥1,650

912 苗場キスミレ苗場キスミレ
新潟県の産地に希産するオオバキスミレの
高地型変異種です。

913 八重咲タチツボスミレ八重咲タチツボスミレ
近年発見されたナガバタチツボスミレの八
重咲珍種。

914 千重咲ミヤマカタバミ千重咲ミヤマカタバミ
八重咲の実生より出現した珍種個体。

915 八重咲ミヤマカタバミ八重咲ミヤマカタバミ
白花八重咲の珍品。

¥880 ¥1,320 ¥2,200

カタバミ科
 カタバミ科の仲間 ▶

¥880

イカリソウ「鈴掛」 ¥2,750
花色、花形、共に面白い珍種。

イカリソウ「夕映」 ¥880
濃赤の人気種。作り易い。

イカリソウ「ルブラム」 ¥710
赤色の美しい強健種。

白花タツタソウ ¥1,650
白花大輪の人気種。丈夫で作り易い。

 ハッカクレンの仲間

八角蓮 ¥2,750
赤い玉の様な花を咲かせる人気品種。

アメリカ八角蓮 ¥1,650
メイ・アップルと呼ばれる白色美花。

カラス葉八角蓮 ¥4,400
葉模様の美しい人気品種。

▶ドクダミ科

 ドクダミ科の仲間

八重咲ドクダミ ¥660
どこでも見られる草ですが花が咲くと急に注目。

ハンゲショウ ¥880
初夏の人気種。直射で肥培する。

▶スミレ科

 スミレ科の仲間

フギレオオバキスミレ ¥1,320
北海道の一部に稀産するオオバキスミレの珍種。

テリハタチツボスミレ ¥660
積雪山地に自生。厚味のある葉姿で人気。

肥後スミレ ¥550
特有の切れ込みの葉姿の白花人気種。

屋久島コケスミレ ¥660
早くから知られる屋久島産の極小種。丈夫で作りやすい。

桜タチツボスミレ ¥660
美しい花色の人気種です。

▶カタバミ科

 カタバミ科の仲間

紅花コミヤマカタバミ ¥660
早春の山野草として人気。

カラス葉ミヤマカタバミ ¥1,650
カラス葉の珍しい中国産野生種。

山野草



60 山野草の部

919 宿根ツリフネソウ宿根ツリフネソウ
中国産の強健種。花は黄色。

920 ユキノシタ「御所車」ユキノシタ「御所車」
雪白大覆輪。

921 赤花ウメバチソウ赤花ウメバチソウ
東北で発見された珍稀種の実生株。

922 石化ウメバチソウ 石化ウメバチソウ 
ピンク系ウメバチソウの中から偶然見つかっ
た珍種です。¥1,100

ツリフネソウ科
 ツリフネソウ科の仲間▶

ユキノシタ科など
 ユキノシタ科の仲間 ▶

¥550 ¥990

NEW

¥1,980

923 神津ウメバチソウ神津ウメバチソウ
一名ソナレウメバチソウ。作り易い。

924 赤花神津ウメバチソウ赤花神津ウメバチソウ
従来の赤花種と神津系の交配による優良個
体の誕生。

925 シラヒゲソウシラヒゲソウ
細く切れ込んだ花弁が美しい。

926 赤花ヤグルマソウ赤花ヤグルマソウ
厚い葉に赤花の外国産人気種。作りやすく
強健。¥660 ¥1,650 ¥710 ¥1,980

927 常山アジサイ常山アジサイ
中国産の山アジサイの仲間。ブルーの花と
青い実の珍種。常緑。

928 大文字草「針竜」大文字草「針竜」
トゲだらけの異様な葉姿。花は赤。

929 大文字草「銀河錦」大文字草「銀河錦」
美しい砂子散斑の希少種。

930 大文字草「秋扇」大文字草「秋扇」
濃桃色の八重咲美麗種。

¥1,100 ¥2,200

 大文字草の仲間 ▶

¥1,320 ¥990

931 大文字草「妖精」大文字草「妖精」
美しい花色の八重咲人気種。

932 大文字草「達磨」大文字草「達磨」
近年発見された達磨芸の葉変り珍種。

933 大文字草「姫達磨」大文字草「姫達磨」
八ッ房葉変りの面白い草姿を楽しめる逸品。

934 斑入クモマグサ「紅小町」斑入クモマグサ「紅小町」
濃赤で斑入の人気種。

¥990 ¥3,300 ¥3,300 ¥550

935 八つ手シュウカイドウ八つ手シュウカイドウ
面白い葉姿で人気の中国産の人気種。

936 八重咲フサスグリ八重咲フサスグリ
美しくまた珍しい完全八重咲の珍種。

937 アカバナフサスグリアカバナフサスグリ
スグリの中でも赤花の美花を咲かせること
で知られる人気種。

938 ヤシャビシャクヤシャビシャク
ブナなどに着生する。別名テンノウメ。実
も面白い。¥1,650 ¥3,300 

スグリ科
 スグリ科の仲間 ▶

¥1,650 ¥1,100

▶フウロソウ科

 フウロソウ科の仲間

アサマフウロ ¥660
夏～秋咲種でタチフウロとも呼ばれる。

クロバナフウロ ¥660
珍しい黒紫色の珍種。強健で庭植にも大丈夫。

青花フウロ ¥660
美しい花色の強健種。

千島フウロ ¥990
紫紅色の美しい人気種。

白花ハクサンフウロ ¥1,100
高山のお花畑の人気種の珍しい純白個体。

▶ミソハギ科

 ミソハギ科

姫サルスベリ ¥880 
極小型で盆養に向く人気種。

 山野草の部 61

943 玉アジサイ てまり咲き玉アジサイ てまり咲き
玉アジサイの美しいてまり咲きの美麗品種
です。

944 玉アジサイ 玉段花玉アジサイ 玉段花
玉アジサイの八重咲き手まり咲きで、その
美しさには定評が有ります。

945 山アジサイ「藍姫」山アジサイ「藍姫」
印象的な紫青色で人気が高い。

946 ヤマアジサイ 井内錦 ヤマアジサイ 井内錦 
花に絞りの入る美しい人気品種です。

¥1,980 ¥1,650 ¥880

NEW

¥1,100

939 ガクナシノリウツギガクナシノリウツギ
装飾花のないすっきりとしたシベ咲の珍種。

940 霧ヶ峰赤花ノリウツギ霧ヶ峰赤花ノリウツギ
信州で発見された後冴えの美麗種。

941 アジサイ 大島緑花アジサイ 大島緑花
大変美しい緑弁花のガクアジサイです。病
的な変異では有りません。

942 アジサイ 紫式部 アジサイ 紫式部 
ヤマアジサイ系の大変美しい人気品種で
す。¥1,100

アジサイ科など
 アジサイの仲間 ▶

¥1,320 ¥2,200

NEW

¥1,650

947 ヤマアジサイ 黄金篤姫ヤマアジサイ 黄金篤姫
ヤマアジサイの黄金葉の中で唯一の色花品
種。

948 山アジサイ「クレナイ」山アジサイ「クレナイ」
白から赤い色へ移る美しい品種。

949 ヤマアジサイ「九重凜華」ヤマアジサイ「九重凜華」
八ッ房系の濃色個体。九州産の最新人気種。

950 クサアジサイ 豊節クサアジサイ 豊節
四国で発見された珍種で赤花てまり咲きの
美麗品種です。¥2,200 ¥880 ¥1,100 ¥1,980

▶ツリフネソウ科

 ツリフネソウ科の仲間

源平咲ツリフネソウ ¥660
※発送５月より。源平咲で大変美しい品種。

▶ユキノシタ科など

 ユキノシタ科の仲間

ウメバチソウ ¥660
秋の湿原や草原でおなじみの人気品種。

屋久島ウメバチソウ ¥710
屋久島産の極小型種で可愛らしい。

シラヒゲウメバチソウ ¥710
クリーム色の大輪花で強健で作り易い。

ギンバイソウ ¥1,100
ロウ細工のような美花を房状に咲かせる茶花向の佳品。

青花ギンバイソウ ¥1,320
銀梅草の色変りの美品。茶花向の人気種。

桃花ギンバイソウ ¥1,980
普通種の白花に比べて艶やかで美しい花色の珍種。

ヤグルマソウ
初夏に白い穂状の花を咲かせる車状の葉姿との対比が美しい強健種。

桃花ヤグルマソウ ¥2,200
淡い色合が美しい東北の稀産種。

コバノズイナ ¥710
葉姿が良く寄植材料にも人気。

タコノアシ ¥660
花序の姿と名前の面白さで人気。

屋久島チャルメルソウ ¥660
極小型の希産種です。

 大文字草の仲間

大文字草銘花セット
様々な美しい品種のセットです。花期9月下旬～。

屋久島大文字草 ¥660
極小型の人気種。

那智小葉大文字草 ¥660
カニ葉形の小型種で作りやすい。

越前大文字草 ¥660
越前地方の稀産種。春に咲くタイプ。

大文字草「飛騨銀閣」 ¥2,200
カニ葉の白曙斑。

ヤハタソウ ¥710
初夏に咲く茶花向の人気種。

ワタナベソウ ¥710
ヤハタソウの葉の切込の深いタイプ。

ムラサキジンジソウ ¥660
ビロード状の葉姿が美しい人気種。

中国赤花ズダヤクシュ ¥660
早くから注目される美しい紅花の佳草。

タンチョウソウ ¥550
イワヤツデ。大変丈夫で初心者でも大丈夫。

獅子葉タンチョウソウ ¥1,100 
珍しい石化芸の人気種。

丸葉タンチョウソウ ¥880
丸いヒトツバの珍しい葉変り品。

イシワリソウ ¥1,100
ピンクの美しい花と草姿が調和。

シコタンソウ ¥550
高山植物の有名種。

▶アジサイ科など

 アジサイの仲間

ノリウツギ「水無月」 ¥880
ノリウツギのてまり咲で盛夏に美しく咲く。

コアジサイ ¥1,100
繊細で美しい草姿の野生種。

奥多摩コアジサイ ¥880
作り易く人気。

秋芳台コアジサイ ¥880
小型で作りやすい選抜品。

山アジサイ「富士の滝」 ¥880

ヤマアジサイセット

赤花イワガラミ ¥1,650
中国産の珍種で今までにない色合の人気種。

赤花クサアジサイ ¥710
美しい濃赤色の稀産種。

¥880
¥2,200

●１Ｐ

●大株

¥3,850　　　¥7,100
¥8,800

●５種 ●10種

●15種

¥4,400
¥6,600

●５種

●10種

山野草
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919 宿根ツリフネソウ宿根ツリフネソウ
中国産の強健種。花は黄色。

920 ユキノシタ「御所車」ユキノシタ「御所車」
雪白大覆輪。

921 赤花ウメバチソウ赤花ウメバチソウ
東北で発見された珍稀種の実生株。

922 石化ウメバチソウ 石化ウメバチソウ 
ピンク系ウメバチソウの中から偶然見つかっ
た珍種です。¥1,100

ツリフネソウ科
 ツリフネソウ科の仲間▶

ユキノシタ科など
 ユキノシタ科の仲間 ▶

¥550 ¥990

NEW

¥1,980

923 神津ウメバチソウ神津ウメバチソウ
一名ソナレウメバチソウ。作り易い。

924 赤花神津ウメバチソウ赤花神津ウメバチソウ
従来の赤花種と神津系の交配による優良個
体の誕生。

925 シラヒゲソウシラヒゲソウ
細く切れ込んだ花弁が美しい。

926 赤花ヤグルマソウ赤花ヤグルマソウ
厚い葉に赤花の外国産人気種。作りやすく
強健。¥660 ¥1,650 ¥710 ¥1,980

927 常山アジサイ常山アジサイ
中国産の山アジサイの仲間。ブルーの花と
青い実の珍種。常緑。

928 大文字草「針竜」大文字草「針竜」
トゲだらけの異様な葉姿。花は赤。

929 大文字草「銀河錦」大文字草「銀河錦」
美しい砂子散斑の希少種。

930 大文字草「秋扇」大文字草「秋扇」
濃桃色の八重咲美麗種。

¥1,100 ¥2,200

 大文字草の仲間 ▶

¥1,320 ¥990

931 大文字草「妖精」大文字草「妖精」
美しい花色の八重咲人気種。

932 大文字草「達磨」大文字草「達磨」
近年発見された達磨芸の葉変り珍種。

933 大文字草「姫達磨」大文字草「姫達磨」
八ッ房葉変りの面白い草姿を楽しめる逸品。

934 斑入クモマグサ「紅小町」斑入クモマグサ「紅小町」
濃赤で斑入の人気種。

¥990 ¥3,300 ¥3,300 ¥550

935 八つ手シュウカイドウ八つ手シュウカイドウ
面白い葉姿で人気の中国産の人気種。

936 八重咲フサスグリ八重咲フサスグリ
美しくまた珍しい完全八重咲の珍種。

937 アカバナフサスグリアカバナフサスグリ
スグリの中でも赤花の美花を咲かせること
で知られる人気種。

938 ヤシャビシャクヤシャビシャク
ブナなどに着生する。別名テンノウメ。実
も面白い。¥1,650 ¥3,300 

スグリ科
 スグリ科の仲間 ▶

¥1,650 ¥1,100

▶フウロソウ科

 フウロソウ科の仲間

アサマフウロ ¥660
夏～秋咲種でタチフウロとも呼ばれる。

クロバナフウロ ¥660
珍しい黒紫色の珍種。強健で庭植にも大丈夫。

青花フウロ ¥660
美しい花色の強健種。

千島フウロ ¥990
紫紅色の美しい人気種。

白花ハクサンフウロ ¥1,100
高山のお花畑の人気種の珍しい純白個体。

▶ミソハギ科

 ミソハギ科

姫サルスベリ ¥880 
極小型で盆養に向く人気種。
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943 玉アジサイ てまり咲き玉アジサイ てまり咲き
玉アジサイの美しいてまり咲きの美麗品種
です。

944 玉アジサイ 玉段花玉アジサイ 玉段花
玉アジサイの八重咲き手まり咲きで、その
美しさには定評が有ります。

945 山アジサイ「藍姫」山アジサイ「藍姫」
印象的な紫青色で人気が高い。

946 ヤマアジサイ 井内錦 ヤマアジサイ 井内錦 
花に絞りの入る美しい人気品種です。

¥1,980 ¥1,650 ¥880

NEW

¥1,100

939 ガクナシノリウツギガクナシノリウツギ
装飾花のないすっきりとしたシベ咲の珍種。

940 霧ヶ峰赤花ノリウツギ霧ヶ峰赤花ノリウツギ
信州で発見された後冴えの美麗種。

941 アジサイ 大島緑花アジサイ 大島緑花
大変美しい緑弁花のガクアジサイです。病
的な変異では有りません。

942 アジサイ 紫式部 アジサイ 紫式部 
ヤマアジサイ系の大変美しい人気品種で
す。¥1,100

アジサイ科など
 アジサイの仲間 ▶

¥1,320 ¥2,200

NEW

¥1,650

947 ヤマアジサイ 黄金篤姫ヤマアジサイ 黄金篤姫
ヤマアジサイの黄金葉の中で唯一の色花品
種。

948 山アジサイ「クレナイ」山アジサイ「クレナイ」
白から赤い色へ移る美しい品種。

949 ヤマアジサイ「九重凜華」ヤマアジサイ「九重凜華」
八ッ房系の濃色個体。九州産の最新人気種。

950 クサアジサイ 豊節クサアジサイ 豊節
四国で発見された珍種で赤花てまり咲きの
美麗品種です。¥2,200 ¥880 ¥1,100 ¥1,980

▶ツリフネソウ科

 ツリフネソウ科の仲間

源平咲ツリフネソウ ¥660
※発送５月より。源平咲で大変美しい品種。

▶ユキノシタ科など

 ユキノシタ科の仲間

ウメバチソウ ¥660
秋の湿原や草原でおなじみの人気品種。

屋久島ウメバチソウ ¥710
屋久島産の極小型種で可愛らしい。

シラヒゲウメバチソウ ¥710
クリーム色の大輪花で強健で作り易い。

ギンバイソウ ¥1,100
ロウ細工のような美花を房状に咲かせる茶花向の佳品。

青花ギンバイソウ ¥1,320
銀梅草の色変りの美品。茶花向の人気種。

桃花ギンバイソウ ¥1,980
普通種の白花に比べて艶やかで美しい花色の珍種。

ヤグルマソウ
初夏に白い穂状の花を咲かせる車状の葉姿との対比が美しい強健種。

桃花ヤグルマソウ ¥2,200
淡い色合が美しい東北の稀産種。

コバノズイナ ¥710
葉姿が良く寄植材料にも人気。

タコノアシ ¥660
花序の姿と名前の面白さで人気。

屋久島チャルメルソウ ¥660
極小型の希産種です。

 大文字草の仲間

大文字草銘花セット
様々な美しい品種のセットです。花期9月下旬～。

屋久島大文字草 ¥660
極小型の人気種。

那智小葉大文字草 ¥660
カニ葉形の小型種で作りやすい。

越前大文字草 ¥660
越前地方の稀産種。春に咲くタイプ。

大文字草「飛騨銀閣」 ¥2,200
カニ葉の白曙斑。

ヤハタソウ ¥710
初夏に咲く茶花向の人気種。

ワタナベソウ ¥710
ヤハタソウの葉の切込の深いタイプ。

ムラサキジンジソウ ¥660
ビロード状の葉姿が美しい人気種。

中国赤花ズダヤクシュ ¥660
早くから注目される美しい紅花の佳草。

タンチョウソウ ¥550
イワヤツデ。大変丈夫で初心者でも大丈夫。

獅子葉タンチョウソウ ¥1,100 
珍しい石化芸の人気種。

丸葉タンチョウソウ ¥880
丸いヒトツバの珍しい葉変り品。

イシワリソウ ¥1,100
ピンクの美しい花と草姿が調和。

シコタンソウ ¥550
高山植物の有名種。

▶アジサイ科など

 アジサイの仲間

ノリウツギ「水無月」 ¥880
ノリウツギのてまり咲で盛夏に美しく咲く。

コアジサイ ¥1,100
繊細で美しい草姿の野生種。

奥多摩コアジサイ ¥880
作り易く人気。

秋芳台コアジサイ ¥880
小型で作りやすい選抜品。

山アジサイ「富士の滝」 ¥880

ヤマアジサイセット

赤花イワガラミ ¥1,650
中国産の珍種で今までにない色合の人気種。

赤花クサアジサイ ¥710
美しい濃赤色の稀産種。

¥880
¥2,200

●１Ｐ

●大株

¥3,850　　　¥7,100
¥8,800

●５種 ●10種

●15種

¥4,400
¥6,600

●５種

●10種
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