
76 山野草の部

1197 雲南細葉ハラン雲南細葉ハラン
細長い特異な葉姿で花も独特な面白さ。

1198 ダウベニア・スティローサダウベニア・スティローサ
美しい黄花の小型種。

1199 カラス葉姫ユーコミスカラス葉姫ユーコミス  
パイナップルリリーの中でも小型で美しい花
色の品種です。

1200 ナギイカダ両性種ナギイカダ両性種
姿の面白さと赤い実で早くから知られる。本種
は両性花のため、単独で着果する。¥2,200

 ダウベニアの仲間 ▶

¥2,750 

 ヒヤシンスの仲間 ▶

NEW

¥1,980 ¥1,650

 ナギイカダ ▶

1193 八重咲「富士牡丹」八重咲「富士牡丹」
ギボウシの中では珍しい八重咲の人気種。

1194 朝鮮大マイヅルソウ朝鮮大マイヅルソウ
欝陵島産の超大型稀産種。

1195 ハラン クモヒトデハラン クモヒトデ
中国産。ユニークな花で知られる珍種。

1196 ハラン パンダハラン パンダ
中国産のハランの美しくまた面白い珍希種。

¥1,650

 マイヅルソウの仲間 ▶

¥1,650

 スズランの仲間 ▶

¥11,000 ¥16,500

1189 乙女ギボウシ「旭光」乙女ギボウシ「旭光」
白中透の人気種。

1190 ギボウシ ハンズアップギボウシ ハンズアップ
ユニークな葉姿で人気の小型覆輪種。

1191 ギボウシ ホワイトフェザーギボウシ ホワイトフェザー
新芽の出だしが素晴らしい曙斑。

1192 ギボウシ 覆輪渦の舞ギボウシ 覆輪渦の舞
葉変りで知られる渦の舞の覆輪珍種。

¥1,650 ¥1,980 ¥1,100 ¥5,500

1185 ギボウシ「ラッキーマウスイヤー」ギボウシ「ラッキーマウスイヤー」
姫トクダマ系の小型肉厚の優良種。

1186 ギボウシ タトウーギボウシ タトウー
面白い斑入りです。

1187 タチギボウシ「津軽錦」タチギボウシ「津軽錦」
東北産のタチギボウシの大型網目斑の高級
種。

1188 羅紗丸葉タチギボウシ「山宝丸」羅紗丸葉タチギボウシ「山宝丸」
東北で発見された葉変りの珍種。

¥1,980 ¥1,650 ¥22,000 ¥2,200

▶キジカクシ科

 ジャノヒゲの仲間

ジャノヒゲ「黒竜」 ¥710
草姿全体が黒色の珍種。

ジャノヒゲ「黒竜錦」 ¥1,650
黒竜に縞斑の入る珍種。

 アマドコロの仲間

アマドコロ甲竜 ¥1,100
紺地の強い葉表に甲竜の走る有名種。

アマドコロ裏甲竜 ¥1,320
表があれば裏もあるもの。

アマドコロ赤軸種 ¥880
紺地の強い葉と茎の赤さの色対比が美しい。

極姫アマドコロ ¥1,320
県内上越地方で発見されたアマドコロの珍種。まるでチゴユリかとおもうほどに小型。

赤花クルマバナルコユリ ¥3,300
十分に肥培して育てる。

トキワナルコユリ ¥990
耐寒性抜群の常緑性ナルコユリ。

ピンク姫ナルコユリ ¥710
丈夫で作り易く小鉢でも楽しめる。

ウスキワニグチソウ ¥1,100
対島産の珍種。丈夫で花付も良い。

 ギボウシの仲間

イワギボウシ「秩父錦」実生 ¥3,300
優良系選抜品。

イワギボウシ西国白縞 ¥3,850

渦の舞ギボウシ ¥880
葉姿が地に這う様に渦巻く面白いタイプ。

大葉ギボウシ「寒河江」 ¥2,200
寒河江ギボウシと呼ばれる大型の大覆輪人気種。

乙女ギボウシ「金牡丹」 ¥880
渋みのある斑入。

乙女ギボウシ「日光」 ¥880
大覆輪の人気種。

乙女ギボウシ「流星」 ¥1,650
白黄中斑の美しい品種。

乙女ギボウシ 白中斑 ¥880
美しい人気種。

ギボウシ「霊峰白中斑」 ¥2,200
雪白中斑の新種。

コガラシギボウシ ¥880
厚味のあるヘラ状の細葉で株立に面白い。

ギボウシ「シルバーストリーク」 ¥1,100
小形の雪白中斑で美しい種類。

ギボウシ「ファイア＆アイス」 ¥1,650
中型の美しい白中斑。

白花屋久島ギボウシ ¥880
白花の珍種。
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1209 赤花ネム 「赤富士」赤花ネム 「赤富士」
近年発見された濃紅の美麗種。日本種。

1210 オオケハギオオケハギ
超大型の雄大な草姿。

1211 トキワヒメハギトキワヒメハギ
常緑で小型の大変美しい春咲種。

1212 柿の葉草柿の葉草
盆栽風に作れる珍種。花も非常に美しい。

¥4,400 ¥1,100 ¥710

ヒメハギ科
 ヒメハギ科の仲間 ▶

¥1,650

1201 キンコウカキンコウカ
初夏の湿原を黄色く彩る美しい花。秋の草
紅葉も美しい。

1202 チゴユリ「風神」チゴユリ「風神」
新潟県産のオオチゴユリの八重咲種。大型
の草姿と花容は別格。

1203 赤花チゴユリ赤花チゴユリ
咲出より徐々に色が濃くなります。

1204 八重咲チゴユリ 八重咲チゴユリ 
美しい花容の人気品種です。希少種となり
ました。¥880

キンコウカ科
 キンコウカ科の仲間 ▶

¥2,200

イヌサフラン科
 チゴユリの仲間 ▶

¥1,100

NEW

¥1,320

1205 チゴユリ 緑星チゴユリ 緑星
緑色の花色の珍品です。

1206 錦セキショウ錦セキショウ
美しい葉模様の珍種。

1207 野州ハナゼキショウ野州ハナゼキショウ
花付の良い大型の人気種。

1208 日本種白花ネム日本種白花ネム
日本種の白花。美しい珍品。

¥2,200

チシマゼキショウ科など
 イワショウブの仲間 ▶

¥13,200 ¥710

マメ科
 マメ科の仲間 ▶

¥3,300

▶イヌサフラン科

 チゴユリの仲間

黄花チゴユリ ¥710
黄花の美しい選抜個体。

▶チシマゼキショウ科など

 イワショウブの仲間

イワショウブ ¥880
盛夏の頃白い花を咲かせる人気種。

白馬イワショウブ ¥1,100
北アルプス産の高山性矮性の稀産種。

黒髪ハナセキショウ ¥710
花容全体が丸味を感じさせる特産種。

鍾馗セキショウ ¥1,320
中国産。花石菖の中では一番大型の人気種。

ハナゼキショウ ¥710
イワゼキショウ。初夏に咲く渋味ある佳草。

アポイセキショウ ¥660
黒実のタイプが多い特産種。

チシマゼキショウ ¥660
石付や寄植に人気の小型種。

シュロソウ ¥880
チョコレート色の渋い味わいが魅力。

屋久島ケイビラン ¥660
小型の強健種で寄植にも最適。

▶マメ科

 マメ科の仲間

レブンソウ ¥710
特に濃色の選抜秀品。

白花レブンソウ ¥1,650
礼文草の白花の珍品です。

センダイハギ ¥710
黄花の強健種。庭植にも最適。

白花ムラサキセンダイハギ ¥1,650
美しい白花の佳品で植栽や切り花用に人気。

黄花センダイハギ「黄蝶」 ¥2,200
紫センダイハギのクリーム色小型種。

ニワフジ（イワフジ）（イワフジ） ¥660
盆栽や庭植にも向く強健種。

白花ニワフジ ¥660

 マイヅルソウの仲間

マイヅルソウ ¥660
可憐な草姿で人気。秋の赤い実も捨て難い。

オオバマイヅルソウ ¥880
東北産の大型種で見応え充分。

白実マイヅルソウ ¥1,100
青軸で白～淡黃色のみをつける素心系の小型種。

屋久島マイヅルソウ ¥710
極小型の佳品で人気が高い。

 スズランの仲間

日本スズラン ¥660
君影草の名で知られる佳草。

ドイツスズラン ¥660
大型の強健種。数芽入株立。

八重咲スズラン ¥1,650
ドイツスズラン八重咲の品種。

星斑細葉ハラン ¥2,200
中国産の強健種。

広葉吉祥草 ¥1,100
中国産の幅広の珍種。

山野草



76 山野草の部

1197 雲南細葉ハラン雲南細葉ハラン
細長い特異な葉姿で花も独特な面白さ。

1198 ダウベニア・スティローサダウベニア・スティローサ
美しい黄花の小型種。

1199 カラス葉姫ユーコミスカラス葉姫ユーコミス  
パイナップルリリーの中でも小型で美しい花
色の品種です。

1200 ナギイカダ両性種ナギイカダ両性種
姿の面白さと赤い実で早くから知られる。本種
は両性花のため、単独で着果する。¥2,200

 ダウベニアの仲間 ▶

¥2,750 

 ヒヤシンスの仲間 ▶

NEW

¥1,980 ¥1,650

 ナギイカダ ▶

1193 八重咲「富士牡丹」八重咲「富士牡丹」
ギボウシの中では珍しい八重咲の人気種。

1194 朝鮮大マイヅルソウ朝鮮大マイヅルソウ
欝陵島産の超大型稀産種。

1195 ハラン クモヒトデハラン クモヒトデ
中国産。ユニークな花で知られる珍種。

1196 ハラン パンダハラン パンダ
中国産のハランの美しくまた面白い珍希種。

¥1,650

 マイヅルソウの仲間 ▶

¥1,650

 スズランの仲間 ▶

¥11,000 ¥16,500

1189 乙女ギボウシ「旭光」乙女ギボウシ「旭光」
白中透の人気種。

1190 ギボウシ ハンズアップギボウシ ハンズアップ
ユニークな葉姿で人気の小型覆輪種。

1191 ギボウシ ホワイトフェザーギボウシ ホワイトフェザー
新芽の出だしが素晴らしい曙斑。

1192 ギボウシ 覆輪渦の舞ギボウシ 覆輪渦の舞
葉変りで知られる渦の舞の覆輪珍種。

¥1,650 ¥1,980 ¥1,100 ¥5,500

1185 ギボウシ「ラッキーマウスイヤー」ギボウシ「ラッキーマウスイヤー」
姫トクダマ系の小型肉厚の優良種。

1186 ギボウシ タトウーギボウシ タトウー
面白い斑入りです。

1187 タチギボウシ「津軽錦」タチギボウシ「津軽錦」
東北産のタチギボウシの大型網目斑の高級
種。

1188 羅紗丸葉タチギボウシ「山宝丸」羅紗丸葉タチギボウシ「山宝丸」
東北で発見された葉変りの珍種。

¥1,980 ¥1,650 ¥22,000 ¥2,200

▶キジカクシ科

 ジャノヒゲの仲間

ジャノヒゲ「黒竜」 ¥710
草姿全体が黒色の珍種。

ジャノヒゲ「黒竜錦」 ¥1,650
黒竜に縞斑の入る珍種。

 アマドコロの仲間

アマドコロ甲竜 ¥1,100
紺地の強い葉表に甲竜の走る有名種。

アマドコロ裏甲竜 ¥1,320
表があれば裏もあるもの。

アマドコロ赤軸種 ¥880
紺地の強い葉と茎の赤さの色対比が美しい。

極姫アマドコロ ¥1,320
県内上越地方で発見されたアマドコロの珍種。まるでチゴユリかとおもうほどに小型。

赤花クルマバナルコユリ ¥3,300
十分に肥培して育てる。

トキワナルコユリ ¥990
耐寒性抜群の常緑性ナルコユリ。

ピンク姫ナルコユリ ¥710
丈夫で作り易く小鉢でも楽しめる。

ウスキワニグチソウ ¥1,100
対島産の珍種。丈夫で花付も良い。

 ギボウシの仲間

イワギボウシ「秩父錦」実生 ¥3,300
優良系選抜品。

イワギボウシ西国白縞 ¥3,850

渦の舞ギボウシ ¥880
葉姿が地に這う様に渦巻く面白いタイプ。

大葉ギボウシ「寒河江」 ¥2,200
寒河江ギボウシと呼ばれる大型の大覆輪人気種。

乙女ギボウシ「金牡丹」 ¥880
渋みのある斑入。

乙女ギボウシ「日光」 ¥880
大覆輪の人気種。

乙女ギボウシ「流星」 ¥1,650
白黄中斑の美しい品種。

乙女ギボウシ 白中斑 ¥880
美しい人気種。

ギボウシ「霊峰白中斑」 ¥2,200
雪白中斑の新種。

コガラシギボウシ ¥880
厚味のあるヘラ状の細葉で株立に面白い。

ギボウシ「シルバーストリーク」 ¥1,100
小形の雪白中斑で美しい種類。

ギボウシ「ファイア＆アイス」 ¥1,650
中型の美しい白中斑。

白花屋久島ギボウシ ¥880
白花の珍種。
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1209 赤花ネム 「赤富士」赤花ネム 「赤富士」
近年発見された濃紅の美麗種。日本種。

1210 オオケハギオオケハギ
超大型の雄大な草姿。

1211 トキワヒメハギトキワヒメハギ
常緑で小型の大変美しい春咲種。

1212 柿の葉草柿の葉草
盆栽風に作れる珍種。花も非常に美しい。

¥4,400 ¥1,100 ¥710

ヒメハギ科
 ヒメハギ科の仲間 ▶

¥1,650

1201 キンコウカキンコウカ
初夏の湿原を黄色く彩る美しい花。秋の草
紅葉も美しい。

1202 チゴユリ「風神」チゴユリ「風神」
新潟県産のオオチゴユリの八重咲種。大型
の草姿と花容は別格。

1203 赤花チゴユリ赤花チゴユリ
咲出より徐々に色が濃くなります。

1204 八重咲チゴユリ 八重咲チゴユリ 
美しい花容の人気品種です。希少種となり
ました。¥880

キンコウカ科
 キンコウカ科の仲間 ▶

¥2,200

イヌサフラン科
 チゴユリの仲間 ▶

¥1,100

NEW

¥1,320

1205 チゴユリ 緑星チゴユリ 緑星
緑色の花色の珍品です。

1206 錦セキショウ錦セキショウ
美しい葉模様の珍種。

1207 野州ハナゼキショウ野州ハナゼキショウ
花付の良い大型の人気種。

1208 日本種白花ネム日本種白花ネム
日本種の白花。美しい珍品。

¥2,200

チシマゼキショウ科など
 イワショウブの仲間 ▶

¥13,200 ¥710

マメ科
 マメ科の仲間 ▶

¥3,300

▶イヌサフラン科

 チゴユリの仲間

黄花チゴユリ ¥710
黄花の美しい選抜個体。

▶チシマゼキショウ科など

 イワショウブの仲間

イワショウブ ¥880
盛夏の頃白い花を咲かせる人気種。

白馬イワショウブ ¥1,100
北アルプス産の高山性矮性の稀産種。

黒髪ハナセキショウ ¥710
花容全体が丸味を感じさせる特産種。

鍾馗セキショウ ¥1,320
中国産。花石菖の中では一番大型の人気種。

ハナゼキショウ ¥710
イワゼキショウ。初夏に咲く渋味ある佳草。

アポイセキショウ ¥660
黒実のタイプが多い特産種。

チシマゼキショウ ¥660
石付や寄植に人気の小型種。

シュロソウ ¥880
チョコレート色の渋い味わいが魅力。

屋久島ケイビラン ¥660
小型の強健種で寄植にも最適。

▶マメ科

 マメ科の仲間

レブンソウ ¥710
特に濃色の選抜秀品。

白花レブンソウ ¥1,650
礼文草の白花の珍品です。

センダイハギ ¥710
黄花の強健種。庭植にも最適。

白花ムラサキセンダイハギ ¥1,650
美しい白花の佳品で植栽や切り花用に人気。

黄花センダイハギ「黄蝶」 ¥2,200
紫センダイハギのクリーム色小型種。

ニワフジ（イワフジ）（イワフジ） ¥660
盆栽や庭植にも向く強健種。

白花ニワフジ ¥660

 マイヅルソウの仲間

マイヅルソウ ¥660
可憐な草姿で人気。秋の赤い実も捨て難い。

オオバマイヅルソウ ¥880
東北産の大型種で見応え充分。

白実マイヅルソウ ¥1,100
青軸で白～淡黃色のみをつける素心系の小型種。

屋久島マイヅルソウ ¥710
極小型の佳品で人気が高い。

 スズランの仲間

日本スズラン ¥660
君影草の名で知られる佳草。

ドイツスズラン ¥660
大型の強健種。数芽入株立。

八重咲スズラン ¥1,650
ドイツスズラン八重咲の品種。

星斑細葉ハラン ¥2,200
中国産の強健種。

広葉吉祥草 ¥1,100
中国産の幅広の珍種。
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78 山野草の部

1221 黄金葉タイツリソウ黄金葉タイツリソウ
草姿全体が黄金色の珍種。

1222 白花黄金葉タイツリソウ白花黄金葉タイツリソウ  
美しい黄金葉に白花の珍種です。

1223 オサバグサオサバグサ
シダかなと思わせる葉姿が面白い。

1224 エゾエンゴサクエゾエンゴサク
早春の山野草として人気の高い球根種。

¥1,650

NEW

¥1,980 ¥710 ¥660

1217 四季咲コマクサ四季咲コマクサ
交配種。花形は日本種。小型で強健。

1218 コマクサ 緋炎コマクサ 緋炎
早くから知られる濃色の有名品種。

1219 濃色交配コマクサ濃色交配コマクサ
濃色の色合は別格の迫力。

1220 濃色タイツリソウ濃色タイツリソウ
バレンタインの実生選抜と言われる美しい
花色の人気種。¥710 ¥2,200 ¥1,650 ¥1,320

1225 赤花エンゴサク赤花エンゴサク
鮮紅色の人気種。

1226 エゾエンゴサク「嵐山」エゾエンゴサク「嵐山」
珍しい緑花八重咲の希少種。

1227 撫子咲セリバヤマブキソウ撫子咲セリバヤマブキソウ
セリバヤマブキソウの撫子弁の珍種。

1228 利尻ヒナゲシ利尻ヒナゲシ
極小型で黄花の特産種。寄植にすると可愛
い。¥1,100 ¥5,500 ¥1,100 ¥550

1229 赤花ヒトリシズカ赤花ヒトリシズカ
佐渡産の大型種。黒軸で赤味帯びる姿。咲出し
から驚くような赤色を見せる珍品。

1230 ヒトリシズカ 緑彩剣ヒトリシズカ 緑彩剣
東北で近年発見された話題の逸品。

1231 青軸吉備ヒトリシズカ青軸吉備ヒトリシズカ
キビヒトリシズカの珍種で後冴の逸品。

1232 蛾眉シズカ蛾眉シズカ
中国四川省産の大型の人気種。

¥3,300

センリョウ科
 ヒトリシズカの仲間 ▶

¥4,400 ¥1,320 ¥1,650

1213 八重咲カナダケシ八重咲カナダケシ
海外の有名な美麗種。株立にするとさらに
見事。

1214 ピンク二重咲カナダケシピンク二重咲カナダケシ
帯桃色の美しいセミダブルの秀花。

1215 コマクサコマクサ
高山植物の女王として有名。

1216 コマクサ「丹頂」コマクサ「丹頂」
美しい丹頂咲の人気種。

¥880

ケシ科
 ケシ科の仲間 ▶

¥1,100 ¥660 ¥1,100 

雲南四季咲ハギ ¥880
ピンクの美しい色合で木姿も美しい。

ハギ「江戸絞り」 ¥660
白に紫の二色咲の人気種。

白ハギ ¥660
清楚な美しい早咲種。

宮城野ハギ ¥660
秋の定番山野草。
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1238 雲竜サクララン雲竜サクララン
葉姿の面白い人気種。

1239 斑入雲龍サクララン 斑入雲龍サクララン 
ホヤの珍種です。花も美しい人気品種です。

1240 サクラタデサクラタデ
秋の桜色の花が美しい佳品。

1241 南部トラノオ南部トラノオ
早池峰山特産の美しい小型種。

¥1,980

NEW

¥1,980

タデ科
 タデ科の仲間 ▶

¥550 ¥1,100

1233 紅花イチヤクソウ紅花イチヤクソウ
美しい色合いの人気種で、作りやすい。

イチヤクソウ科
 イチヤクソウ科の仲間▶

¥880

1234 クサタチバナクサタチバナ 1235 ピンククサタチバナピンククサタチバナ
美しい花色で人気の希少種。肥培、環境により花
色は若干変化することがあります。

1236 クサタチバナ 濃桃色クサタチバナ 濃桃色  
美しい濃桃色の花容となる稀産種です。

1237 ムラサキカモメヅルムラサキカモメヅル
渋味のある佳品。

¥990

キョウチクトウ科
 ガガイモの仲間 ▶

¥13,200

NEW

¥22,000 ¥880

▶ケシ科

 ケシ科の仲間

シラユキゲシ ¥710
中国産の美しい強健種。

ツノコマクサ（Ｄ.ククラリア）（Ｄ.ククラリア） ¥1,100
小型白花のユニークな強健種。

白花コマクサ ¥990
純白の清楚な珍種。

交配コマクサ「白鳳」 ¥1,100
白花大輪の強健種。

濃色姫ケマンソウ ¥880
濃色の強健種で大鉢作りや植栽にも最適。

ヤマブキソウ ¥710
大輪の黄花の人気種。

四季咲ヤマブキソウ ¥710
韓国産の強健種。

▶センリョウ科

 ヒトリシズカの仲間

ヒトリシズカ ¥550
早春の人気種。

青軸ヒトリシズカ ¥1,100
青軸の清礎な美しさの人気品種。

吉備ヒトリシズカ ¥1,100
ソハヤキ地域に自生する大輪の特産種。

小豆島ヒトリシズカ ¥1,100
極小型の佳品。かつては屋久島産とされた。

フタリシズカ ¥550
少し大型で野趣に富む姿で人気。

青軸フタリシズカ ¥1,100
青軸の清礎な美しさの人気品種。

▶キョウチクトウ科

 ガガイモの仲間

イヨカズラ ¥880
渋い草姿でお茶花などにもよく利用されます。

フナバラソウ ¥990
花後の実の型を舟の型に見立てた。

クサナギオゴケ ¥1,650
自生地の限られた稀産種。

スズサイコ ¥880
お茶花向の人気種。

▶タデ科

 タデ科の仲間

洋種赤花イブキトラノオ ¥880
美しい赤色の高性種。強健。

ハルトラノオ ¥660
早春に咲く小型の人気種。

山野草
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1221 黄金葉タイツリソウ黄金葉タイツリソウ
草姿全体が黄金色の珍種。

1222 白花黄金葉タイツリソウ白花黄金葉タイツリソウ  
美しい黄金葉に白花の珍種です。

1223 オサバグサオサバグサ
シダかなと思わせる葉姿が面白い。

1224 エゾエンゴサクエゾエンゴサク
早春の山野草として人気の高い球根種。

¥1,650

NEW

¥1,980 ¥710 ¥660

1217 四季咲コマクサ四季咲コマクサ
交配種。花形は日本種。小型で強健。

1218 コマクサ 緋炎コマクサ 緋炎
早くから知られる濃色の有名品種。

1219 濃色交配コマクサ濃色交配コマクサ
濃色の色合は別格の迫力。

1220 濃色タイツリソウ濃色タイツリソウ
バレンタインの実生選抜と言われる美しい
花色の人気種。¥710 ¥2,200 ¥1,650 ¥1,320

1225 赤花エンゴサク赤花エンゴサク
鮮紅色の人気種。

1226 エゾエンゴサク「嵐山」エゾエンゴサク「嵐山」
珍しい緑花八重咲の希少種。

1227 撫子咲セリバヤマブキソウ撫子咲セリバヤマブキソウ
セリバヤマブキソウの撫子弁の珍種。

1228 利尻ヒナゲシ利尻ヒナゲシ
極小型で黄花の特産種。寄植にすると可愛
い。¥1,100 ¥5,500 ¥1,100 ¥550

1229 赤花ヒトリシズカ赤花ヒトリシズカ
佐渡産の大型種。黒軸で赤味帯びる姿。咲出し
から驚くような赤色を見せる珍品。

1230 ヒトリシズカ 緑彩剣ヒトリシズカ 緑彩剣
東北で近年発見された話題の逸品。

1231 青軸吉備ヒトリシズカ青軸吉備ヒトリシズカ
キビヒトリシズカの珍種で後冴の逸品。

1232 蛾眉シズカ蛾眉シズカ
中国四川省産の大型の人気種。

¥3,300

センリョウ科
 ヒトリシズカの仲間 ▶

¥4,400 ¥1,320 ¥1,650

1213 八重咲カナダケシ八重咲カナダケシ
海外の有名な美麗種。株立にするとさらに
見事。

1214 ピンク二重咲カナダケシピンク二重咲カナダケシ
帯桃色の美しいセミダブルの秀花。

1215 コマクサコマクサ
高山植物の女王として有名。

1216 コマクサ「丹頂」コマクサ「丹頂」
美しい丹頂咲の人気種。

¥880

ケシ科
 ケシ科の仲間 ▶

¥1,100 ¥660 ¥1,100 

雲南四季咲ハギ ¥880
ピンクの美しい色合で木姿も美しい。

ハギ「江戸絞り」 ¥660
白に紫の二色咲の人気種。

白ハギ ¥660
清楚な美しい早咲種。

宮城野ハギ ¥660
秋の定番山野草。
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1238 雲竜サクララン雲竜サクララン
葉姿の面白い人気種。

1239 斑入雲龍サクララン 斑入雲龍サクララン 
ホヤの珍種です。花も美しい人気品種です。

1240 サクラタデサクラタデ
秋の桜色の花が美しい佳品。

1241 南部トラノオ南部トラノオ
早池峰山特産の美しい小型種。

¥1,980

NEW

¥1,980

タデ科
 タデ科の仲間 ▶

¥550 ¥1,100

1233 紅花イチヤクソウ紅花イチヤクソウ
美しい色合いの人気種で、作りやすい。

イチヤクソウ科
 イチヤクソウ科の仲間▶

¥880

1234 クサタチバナクサタチバナ 1235 ピンククサタチバナピンククサタチバナ
美しい花色で人気の希少種。肥培、環境により花
色は若干変化することがあります。

1236 クサタチバナ 濃桃色クサタチバナ 濃桃色  
美しい濃桃色の花容となる稀産種です。

1237 ムラサキカモメヅルムラサキカモメヅル
渋味のある佳品。

¥990

キョウチクトウ科
 ガガイモの仲間 ▶

¥13,200

NEW

¥22,000 ¥880

▶ケシ科

 ケシ科の仲間

シラユキゲシ ¥710
中国産の美しい強健種。

ツノコマクサ（Ｄ.ククラリア）（Ｄ.ククラリア） ¥1,100
小型白花のユニークな強健種。

白花コマクサ ¥990
純白の清楚な珍種。

交配コマクサ「白鳳」 ¥1,100
白花大輪の強健種。

濃色姫ケマンソウ ¥880
濃色の強健種で大鉢作りや植栽にも最適。

ヤマブキソウ ¥710
大輪の黄花の人気種。

四季咲ヤマブキソウ ¥710
韓国産の強健種。

▶センリョウ科

 ヒトリシズカの仲間

ヒトリシズカ ¥550
早春の人気種。

青軸ヒトリシズカ ¥1,100
青軸の清礎な美しさの人気品種。

吉備ヒトリシズカ ¥1,100
ソハヤキ地域に自生する大輪の特産種。

小豆島ヒトリシズカ ¥1,100
極小型の佳品。かつては屋久島産とされた。

フタリシズカ ¥550
少し大型で野趣に富む姿で人気。

青軸フタリシズカ ¥1,100
青軸の清礎な美しさの人気品種。

▶キョウチクトウ科

 ガガイモの仲間

イヨカズラ ¥880
渋い草姿でお茶花などにもよく利用されます。

フナバラソウ ¥990
花後の実の型を舟の型に見立てた。

クサナギオゴケ ¥1,650
自生地の限られた稀産種。

スズサイコ ¥880
お茶花向の人気種。

▶タデ科

 タデ科の仲間

洋種赤花イブキトラノオ ¥880
美しい赤色の高性種。強健。

ハルトラノオ ¥660
早春に咲く小型の人気種。

山野草
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1246 ネリネ「紅顔」ネリネ「紅顔」
ダイヤモンドリリーの濃赤人気種。

1247 ショウキズイセンショウキズイセン
リコリス・オーレア。黄花の大型品種。

1248 オレンジショウキズイセンオレンジショウキズイセン  
ショウキズイセンに混ざって自生していた花
色代わりの珍種。

1249 白花ヒガンバナ白花ヒガンバナ

¥1,650 ¥1,320

NEW

¥5,500 ¥1,320

1258 キクラミネウスキクラミネウス
極小型原種水仙の人気品。希少種。

1259 カンタブリクスカンタブリクス
白花の美しい小型種。

1260 ジョンキルジョンキル
小型で芳香の強い人気種。

1261 八重咲スノードロップ 「ヒッポリュテ」八重咲スノードロップ 「ヒッポリュテ」
大輪でフリル状になる先端が美しい珍種。

¥1,650

 原種水仙の仲間 ▶

¥880 ¥880 ¥3,300

1242 マユハケオモトマユハケオモト
秋、白の美しい花を咲かせる人気種。

1243 桃花マユハケオモト桃花マユハケオモト
ピンク色の美しい希
少種。

1244 マッソニアマッソニア
花、葉姿共に面白い冬咲の佳品。

1245 白花ネリネ 白花ネリネ 
早くから知られる人気品種。

¥1,650

ヒガンバナ科
 ヒガンバナ科の仲間 ▶

¥6,600 
¥2,640

●１株
●小球１株 ¥1,100 

NEW

¥2,200

1250 桃花ヒガンバナ桃花ヒガンバナ
珍しく又、美しいピンク色の珍奇種です

1251 八重咲ヒガンバナ八重咲ヒガンバナ
珍しい八重咲の珍種。

1252 黒花八重咲ヒガンバナ黒花八重咲ヒガンバナ
黒実を帯びた個性的な花色の八重咲珍種。

1253 リコリス 真夏のクリスマスリコリス 真夏のクリスマス
白花の人気品種。丈夫で花付き良し。

¥3,850 ¥1,650 ¥3,300 ¥1,650

1254 白花キツネノカミソリ白花キツネノカミソリ
盛夏に咲きだす白花の稀産種。

1255 キツネノカミソリ 桃花キツネノカミソリ 桃花
珍しい花色の珍種です。

1256 薄黄キツネノカミソリ薄黄キツネノカミソリ  
美しい花色の珍種です。

1257 ハブランサス アンダーソニーハブランサス アンダーソニー
南米産の球根植物。夏に鮮やかな黄色い花
を咲かせる強健種です。¥11,000 ¥11,000

NEW

¥13,200 ¥880

メイゲツソウ ¥880
オンタデの赤花種で、小型で美しい人気種。

ヒマラヤトラノオ ¥660
ピンクの大きな花穂が美しい強健種。

羅紗ミズヒキ ¥1,650
珍しい羅紗葉の個体。
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1270 アリウム チベチカムアリウム チベチカム
アリウムの仲間では珍しい赤花の美しい品
種です。

1271 コキンバイザサ コキンバイザサ 
美しい花色の日本産のアッツ桜の仲間です。

1272 アッツ桜 ジューンブライドアッツ桜 ジューンブライド
白花の清楚な美しさを持つ原種。

1273 アッツ桜「ルビーの輝」アッツ桜「ルビーの輝」
濃赤の輝くような美しい色。

¥880

キンバイザサ科
 アッツザクラの仲間 ▶

NEW

¥660 ¥550 ¥660

1274 アッツ桜 黄花八重咲アッツ桜 黄花八重咲
ルビーの輝きの芽変りで出現した珍種。

1275 星咲アッツ桜星咲アッツ桜
大輪の美しい人気種。

1276 ナベワリナベワリ
タケシマランみたいな花が面白いビャクブ科
の珍草。

1277 ヒメナベワリヒメナベワリ
日本南部に自生する小型種。

¥660 ¥660 ¥880

ビャクブ科
 ビャクブ科の仲間 ▶

¥1,100

1262 ピンクスズランズイセンピンクスズランズイセン
大変美しい小球根性秀品。レウコジウムの
仲間で春咲。

1263 姫鈴蘭水仙姫鈴蘭水仙
極小型の佳品。

1264 ダブル咲き鈴蘭水仙ダブル咲き鈴蘭水仙
小型のダブル咲きの珍希種

1265 テコフィラエア シアノクロッカス テコフィラエア シアノクロッカス 
アンデスの宝石とも呼ばれるペルー原産の
美しい稀産種です。¥1,650 ¥1,650 ¥13,200

テコフィラエア科
 テコフィラエア ▶

NEW

¥2,750

1266 黄花ラッキョウ黄花ラッキョウ
美しい黄花の早咲種。

1267 対馬ヤマラッキョウ対馬ヤマラッキョウ
常緑の品種で花も大変美しい。

1268 ヤマラッキョウ「小川錦」ヤマラッキョウ「小川錦」
平戸島で発見された絞り咲の人気種。

1269 白花イトラッキョウ白花イトラッキョウ
平戸島糸ラッキョウの純白種。

¥1,100

ネギ科
 ネギ科の仲間 ▶

¥1,650 ¥1,650 ¥880

▶ヒガンバナ科

 ヒガンバナ科の仲間

ヒガンバナ ¥440
リコリス・ラジアータ。

桃花ショウキズイセン ¥11,000
自然交雑種の美しい花色の大型種。

キツネノカミソリ ¥550
盛夏に咲く妖しい美しさ。

▶ネギ科

 ネギ科の仲間

ヤマラッキョウ ¥550
丈の伸びる姿の良さで人気。

白花ヤマラッキョウ ¥880
ヤマラッキョウの純白種。

済州島ヤマラッキョウ ¥660
矮性大輪の珍種。

イトラッキョウ ¥550
梅花咲の小型人気種。

千島ラッキョウ ¥550
小型でかわいい秋咲代表花。

白花千島ラッキョウ ¥660
珍しい白花種。

ギョウジャニンニク ¥660
山菜としても有名。

▶ビャクブ科

 ビャクブ科の仲間

リキュウソウ ¥1,650
別名タチビャクブという珍草で根の形も面白い。

山野草
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1246 ネリネ「紅顔」ネリネ「紅顔」
ダイヤモンドリリーの濃赤人気種。

1247 ショウキズイセンショウキズイセン
リコリス・オーレア。黄花の大型品種。

1248 オレンジショウキズイセンオレンジショウキズイセン  
ショウキズイセンに混ざって自生していた花
色代わりの珍種。

1249 白花ヒガンバナ白花ヒガンバナ

¥1,650 ¥1,320

NEW

¥5,500 ¥1,320

1258 キクラミネウスキクラミネウス
極小型原種水仙の人気品。希少種。

1259 カンタブリクスカンタブリクス
白花の美しい小型種。

1260 ジョンキルジョンキル
小型で芳香の強い人気種。

1261 八重咲スノードロップ 「ヒッポリュテ」八重咲スノードロップ 「ヒッポリュテ」
大輪でフリル状になる先端が美しい珍種。

¥1,650

 原種水仙の仲間 ▶

¥880 ¥880 ¥3,300

1242 マユハケオモトマユハケオモト
秋、白の美しい花を咲かせる人気種。

1243 桃花マユハケオモト桃花マユハケオモト
ピンク色の美しい希
少種。

1244 マッソニアマッソニア
花、葉姿共に面白い冬咲の佳品。

1245 白花ネリネ 白花ネリネ 
早くから知られる人気品種。

¥1,650

ヒガンバナ科
 ヒガンバナ科の仲間 ▶

¥6,600 
¥2,640

●１株
●小球１株 ¥1,100 

NEW

¥2,200

1250 桃花ヒガンバナ桃花ヒガンバナ
珍しく又、美しいピンク色の珍奇種です

1251 八重咲ヒガンバナ八重咲ヒガンバナ
珍しい八重咲の珍種。

1252 黒花八重咲ヒガンバナ黒花八重咲ヒガンバナ
黒実を帯びた個性的な花色の八重咲珍種。

1253 リコリス 真夏のクリスマスリコリス 真夏のクリスマス
白花の人気品種。丈夫で花付き良し。

¥3,850 ¥1,650 ¥3,300 ¥1,650

1254 白花キツネノカミソリ白花キツネノカミソリ
盛夏に咲きだす白花の稀産種。

1255 キツネノカミソリ 桃花キツネノカミソリ 桃花
珍しい花色の珍種です。

1256 薄黄キツネノカミソリ薄黄キツネノカミソリ  
美しい花色の珍種です。

1257 ハブランサス アンダーソニーハブランサス アンダーソニー
南米産の球根植物。夏に鮮やかな黄色い花
を咲かせる強健種です。¥11,000 ¥11,000

NEW

¥13,200 ¥880

メイゲツソウ ¥880
オンタデの赤花種で、小型で美しい人気種。

ヒマラヤトラノオ ¥660
ピンクの大きな花穂が美しい強健種。

羅紗ミズヒキ ¥1,650
珍しい羅紗葉の個体。
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1270 アリウム チベチカムアリウム チベチカム
アリウムの仲間では珍しい赤花の美しい品
種です。

1271 コキンバイザサ コキンバイザサ 
美しい花色の日本産のアッツ桜の仲間です。

1272 アッツ桜 ジューンブライドアッツ桜 ジューンブライド
白花の清楚な美しさを持つ原種。

1273 アッツ桜「ルビーの輝」アッツ桜「ルビーの輝」
濃赤の輝くような美しい色。

¥880

キンバイザサ科
 アッツザクラの仲間 ▶

NEW

¥660 ¥550 ¥660

1274 アッツ桜 黄花八重咲アッツ桜 黄花八重咲
ルビーの輝きの芽変りで出現した珍種。

1275 星咲アッツ桜星咲アッツ桜
大輪の美しい人気種。

1276 ナベワリナベワリ
タケシマランみたいな花が面白いビャクブ科
の珍草。

1277 ヒメナベワリヒメナベワリ
日本南部に自生する小型種。

¥660 ¥660 ¥880

ビャクブ科
 ビャクブ科の仲間 ▶

¥1,100

1262 ピンクスズランズイセンピンクスズランズイセン
大変美しい小球根性秀品。レウコジウムの
仲間で春咲。

1263 姫鈴蘭水仙姫鈴蘭水仙
極小型の佳品。

1264 ダブル咲き鈴蘭水仙ダブル咲き鈴蘭水仙
小型のダブル咲きの珍希種

1265 テコフィラエア シアノクロッカス テコフィラエア シアノクロッカス 
アンデスの宝石とも呼ばれるペルー原産の
美しい稀産種です。¥1,650 ¥1,650 ¥13,200

テコフィラエア科
 テコフィラエア ▶

NEW

¥2,750

1266 黄花ラッキョウ黄花ラッキョウ
美しい黄花の早咲種。

1267 対馬ヤマラッキョウ対馬ヤマラッキョウ
常緑の品種で花も大変美しい。

1268 ヤマラッキョウ「小川錦」ヤマラッキョウ「小川錦」
平戸島で発見された絞り咲の人気種。

1269 白花イトラッキョウ白花イトラッキョウ
平戸島糸ラッキョウの純白種。

¥1,100

ネギ科
 ネギ科の仲間 ▶

¥1,650 ¥1,650 ¥880

▶ヒガンバナ科

 ヒガンバナ科の仲間

ヒガンバナ ¥440
リコリス・ラジアータ。

桃花ショウキズイセン ¥11,000
自然交雑種の美しい花色の大型種。

キツネノカミソリ ¥550
盛夏に咲く妖しい美しさ。

▶ネギ科

 ネギ科の仲間

ヤマラッキョウ ¥550
丈の伸びる姿の良さで人気。

白花ヤマラッキョウ ¥880
ヤマラッキョウの純白種。

済州島ヤマラッキョウ ¥660
矮性大輪の珍種。

イトラッキョウ ¥550
梅花咲の小型人気種。

千島ラッキョウ ¥550
小型でかわいい秋咲代表花。

白花千島ラッキョウ ¥660
珍しい白花種。

ギョウジャニンニク ¥660
山菜としても有名。

▶ビャクブ科

 ビャクブ科の仲間

リキュウソウ ¥1,650
別名タチビャクブという珍草で根の形も面白い。

山野草
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▶セリ科

 セリ科の仲間

ミシマサイコ ¥660 
薬用としても重要な植物です。

セントウソウ ¥550
早春に白い小花を咲かせる迎春花。

青花ウマノミツバ ¥880
初夏に涼し気な青花を付ける小型種。

青花マルバウマノミツバ ¥880
中国産早咲種で青い美花の人気種。

礼文サイコ ¥710
小型の渋味のある佳草として人気。

アカバナ科

 アカバナ科の仲間

ヤナギラン ¥660
高原の初夏を告げる風物詩。

白花ヤナギラン ¥880
純白花の稀産種。

▶オミナエシ科

 オミナエシ科の仲間

ハクサンオミナエシ ¥880
高山の岩場に自生する小型の佳品。コキンレイカ。

オミナエシ ¥550
秋の七草として知られる強健種。

姫オミナエシ ¥660
中国産の小型で作り易い人気種。

82 山野草の部

山野草
（左上柱用）

1286 八重咲白丁花 八重咲白丁花 
小型の美しい姿の珍種です。丈夫な品種で
す。

1287 白花シチョウゲ白花シチョウゲ
希産種シチョウゲの白花美麗品種です。

1288 白実トチバニンジン白実トチバニンジン
近年県内で発見された青軸白実の珍種。

1289 ノコギリ葉トチバニンジンノコギリ葉トチバニンジン
羽衣芸の面白い葉姿の珍種。

NEW

¥880 ¥1,100

ウコギ科
 ウコギ科の仲間 ▶

¥19,800 ¥5,500

1278 赤毛ヤブコウジ赤毛ヤブコウジ
虎舌紅とも。全体赤い微毛におおわれる。

1279 黒実ヤブコウジ黒実ヤブコウジ
中国産の珍しい黒実品種。

1280 白実ヤブコウジ白実ヤブコウジ
珍しい白実の有名種。伊豆真珠とも。

1281 ヤブコウジ「青チリメン」ヤブコウジ「青チリメン」
細長いチリメン状の葉芸。実付も良い。

¥1,650

ヤブコウジ科
 ヤブコウジ科の仲間 ▶

¥1,100 ¥880 ¥750

1282 屋久島ヤブコウジ屋久島ヤブコウジ
小型で作込向。実も小さい。

1283 谷渡りの木谷渡りの木
花の型が面白い人気種。

1284 アメリカ谷渡りの木アメリカ谷渡りの木
玉状の面白い花が人気の強健種。

1285 ピンクツルアリドオシピンクツルアリドオシ
山陰地方で発見された珍しい花色のツルア
リドオシ。¥550

アカネ科
 アカネ科の仲間 ▶

¥880 ¥880 ¥1,100

▶ヤブコウジ科

 ヤブコウジ科の仲間

中国大実ヤブコウジ ¥710

中国大実ツルコウジ ¥880
実付の良い大型強健種。

▶アカネ科

 アカネ科の仲間

帯化クチナシ ¥1,650
茎の帯化した面白いタイプ。

▶ウコギ科

 ウコギ科の仲間

コシアブラ ¥710
山菜としても利用されている人気種。

トチバニンジン ¥880
赤に黒い面白い実で人気。
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1290 ムシカリ ピンクパラソルムシカリ ピンクパラソル
ムシカリの珍しいピンク花の珍種。花付き
もいい個体です。

1291 風鈴ガマズミ風鈴ガマズミ
実付良く房状に垂れ下る姿が美しい。

1292 オオチョウジガマズミオオチョウジガマズミ
ピンクの蕾で白花の房咲。この種一番の美
花。

1293 黄実のウグイスカグラ黄実のウグイスカグラ
白花で黄実の珍種。実の味の良さは別格。

レンプクソウ科
 レンプクソウ科の仲間▶

¥3,850 ¥1,100 ¥1,650 ¥1,100

スイカズラ科
 スイカズラ科の仲間 ▶

1294 リンネソウリンネソウ
高山のハイマツ帯で見かける可憐な人気
種。強健。

1295 桃花ツクバネウツギ桃花ツクバネウツギ
淡桃色の珍しい個体。

1296 房咲ツクバネウツギ房咲ツクバネウツギ
くす玉の様な美しさが魅力的な秀品。

1297 イワツクバネウツギイワツクバネウツギ
石灰岩地帯の特産種。渋味のある佳品。

¥880 ¥660 ¥1,320 ¥710

1298 黄花コツクバネウツギ黄花コツクバネウツギ
黄花小輪の人気種。

1299 紅花ツクバネウツギ紅花ツクバネウツギ
美しい赤花で小型の人気種。

1300 ナニワズナニワズ
日本海側に自生するナツボウズの仲間で黄
色の花が美しく人気があります。

1301 白花ナニワズ白花ナニワズ（接）（接）
近年発見された数少ない珍種。

¥880 ¥710 ¥880

ジンチョウゲ科
 ジンチョウゲ科の仲間▶

¥3,300

1302 八ッ房ナニワズ八ッ房ナニワズ（接）（接）
本種は八ッ房性の珍種で小
品盆栽にも向く逸品です。

1303 八重咲ナニワズ八重咲ナニワズ（接）（接）
新潟県産の珍品。

1304 ナニワズ「朱鷺」ナニワズ「朱鷺」
県内で発見された明るい赤色系の美麗種。

1305 赤花ミツマタ赤花ミツマタ
赤花の美しい人気種。¥4,400

¥3,300
●1Ｐ
●実生品 ¥5,500 ¥5,500 ¥1,100

▶レンプクソウ科

 レンプクソウ科の仲間

ムシカリ（オオカメノキ）（オオカメノキ） ¥880
白い装飾花に丸い大きな葉が印象的。

カンボク（肝木）（肝木） ¥880
秋の紅葉の美しさと赤い実の楽しめる人気種。

オトコヨウゾメ ¥880
秋の赤い実は垂れ下がる。

黄実のオトコヨウゾメ ¥1,650
青軸で黄実の珍種。

▶スイカズラ科

 スイカズラ科の仲間

バイカウツギ ¥880
梅花型の花が美しく良く知られる。

純白タニウツギ ¥1,320
清楚な美しさで人気が高い佳品。

四季咲一才ヤブデマリ ¥880
小型で花付の良い強健種。

ピンクヤブデマリ ¥1,320
美しいピンクの人気種。色は後から。

ヒメウツギ ¥660
極小型で作り易い人気種。

紅花ウツギ ¥660
濃赤の美しい強健種。タニウツギ。

▶ジンチョウゲ科

 ジンチョウゲ科の仲間

赤花ナニワズ（接）（接） ¥4,400
県内で近年発見された珍種。

緑花ナニワズ ¥3,300 
県内産の珍しい花色の珍種。

姫ナニワズ ¥3,300
極小型の珍種。

ミツマタ ¥880
早春に黄色の美しい花で人気。

ヤンバルガンピ ¥880
細い木姿に枝垂れる程に赤い実をつける。温度があれば常緑。

ダフネ・ペトラエア ¥3,850
花色の美しい小型の人気種です。

コショウノキ ¥1,980
沈丁花科の野生種。

山野草



82 山野草の部

▶セリ科

 セリ科の仲間

ミシマサイコ ¥660 
薬用としても重要な植物です。

セントウソウ ¥550
早春に白い小花を咲かせる迎春花。

青花ウマノミツバ ¥880
初夏に涼し気な青花を付ける小型種。

青花マルバウマノミツバ ¥880
中国産早咲種で青い美花の人気種。

礼文サイコ ¥710
小型の渋味のある佳草として人気。

アカバナ科

 アカバナ科の仲間

ヤナギラン ¥660
高原の初夏を告げる風物詩。

白花ヤナギラン ¥880
純白花の稀産種。

▶オミナエシ科

 オミナエシ科の仲間

ハクサンオミナエシ ¥880
高山の岩場に自生する小型の佳品。コキンレイカ。

オミナエシ ¥550
秋の七草として知られる強健種。

姫オミナエシ ¥660
中国産の小型で作り易い人気種。

82 山野草の部

山野草
（左上柱用）

1286 八重咲白丁花 八重咲白丁花 
小型の美しい姿の珍種です。丈夫な品種で
す。

1287 白花シチョウゲ白花シチョウゲ
希産種シチョウゲの白花美麗品種です。

1288 白実トチバニンジン白実トチバニンジン
近年県内で発見された青軸白実の珍種。

1289 ノコギリ葉トチバニンジンノコギリ葉トチバニンジン
羽衣芸の面白い葉姿の珍種。

NEW

¥880 ¥1,100

ウコギ科
 ウコギ科の仲間 ▶

¥19,800 ¥5,500

1278 赤毛ヤブコウジ赤毛ヤブコウジ
虎舌紅とも。全体赤い微毛におおわれる。

1279 黒実ヤブコウジ黒実ヤブコウジ
中国産の珍しい黒実品種。

1280 白実ヤブコウジ白実ヤブコウジ
珍しい白実の有名種。伊豆真珠とも。

1281 ヤブコウジ「青チリメン」ヤブコウジ「青チリメン」
細長いチリメン状の葉芸。実付も良い。

¥1,650

ヤブコウジ科
 ヤブコウジ科の仲間 ▶

¥1,100 ¥880 ¥750

1282 屋久島ヤブコウジ屋久島ヤブコウジ
小型で作込向。実も小さい。

1283 谷渡りの木谷渡りの木
花の型が面白い人気種。

1284 アメリカ谷渡りの木アメリカ谷渡りの木
玉状の面白い花が人気の強健種。

1285 ピンクツルアリドオシピンクツルアリドオシ
山陰地方で発見された珍しい花色のツルア
リドオシ。¥550

アカネ科
 アカネ科の仲間 ▶

¥880 ¥880 ¥1,100

▶ヤブコウジ科

 ヤブコウジ科の仲間

中国大実ヤブコウジ ¥710

中国大実ツルコウジ ¥880
実付の良い大型強健種。

▶アカネ科

 アカネ科の仲間

帯化クチナシ ¥1,650
茎の帯化した面白いタイプ。

▶ウコギ科

 ウコギ科の仲間

コシアブラ ¥710
山菜としても利用されている人気種。

トチバニンジン ¥880
赤に黒い面白い実で人気。
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1290 ムシカリ ピンクパラソルムシカリ ピンクパラソル
ムシカリの珍しいピンク花の珍種。花付き
もいい個体です。

1291 風鈴ガマズミ風鈴ガマズミ
実付良く房状に垂れ下る姿が美しい。

1292 オオチョウジガマズミオオチョウジガマズミ
ピンクの蕾で白花の房咲。この種一番の美
花。

1293 黄実のウグイスカグラ黄実のウグイスカグラ
白花で黄実の珍種。実の味の良さは別格。

レンプクソウ科
 レンプクソウ科の仲間▶

¥3,850 ¥1,100 ¥1,650 ¥1,100

スイカズラ科
 スイカズラ科の仲間 ▶

1294 リンネソウリンネソウ
高山のハイマツ帯で見かける可憐な人気
種。強健。

1295 桃花ツクバネウツギ桃花ツクバネウツギ
淡桃色の珍しい個体。

1296 房咲ツクバネウツギ房咲ツクバネウツギ
くす玉の様な美しさが魅力的な秀品。

1297 イワツクバネウツギイワツクバネウツギ
石灰岩地帯の特産種。渋味のある佳品。

¥880 ¥660 ¥1,320 ¥710

1298 黄花コツクバネウツギ黄花コツクバネウツギ
黄花小輪の人気種。

1299 紅花ツクバネウツギ紅花ツクバネウツギ
美しい赤花で小型の人気種。

1300 ナニワズナニワズ
日本海側に自生するナツボウズの仲間で黄
色の花が美しく人気があります。

1301 白花ナニワズ白花ナニワズ（接）（接）
近年発見された数少ない珍種。

¥880 ¥710 ¥880

ジンチョウゲ科
 ジンチョウゲ科の仲間▶

¥3,300

1302 八ッ房ナニワズ八ッ房ナニワズ（接）（接）
本種は八ッ房性の珍種で小
品盆栽にも向く逸品です。

1303 八重咲ナニワズ八重咲ナニワズ（接）（接）
新潟県産の珍品。

1304 ナニワズ「朱鷺」ナニワズ「朱鷺」
県内で発見された明るい赤色系の美麗種。

1305 赤花ミツマタ赤花ミツマタ
赤花の美しい人気種。¥4,400

¥3,300
●1Ｐ
●実生品 ¥5,500 ¥5,500 ¥1,100

▶レンプクソウ科

 レンプクソウ科の仲間

ムシカリ（オオカメノキ）（オオカメノキ） ¥880
白い装飾花に丸い大きな葉が印象的。

カンボク（肝木）（肝木） ¥880
秋の紅葉の美しさと赤い実の楽しめる人気種。

オトコヨウゾメ ¥880
秋の赤い実は垂れ下がる。

黄実のオトコヨウゾメ ¥1,650
青軸で黄実の珍種。

▶スイカズラ科

 スイカズラ科の仲間

バイカウツギ ¥880
梅花型の花が美しく良く知られる。

純白タニウツギ ¥1,320
清楚な美しさで人気が高い佳品。

四季咲一才ヤブデマリ ¥880
小型で花付の良い強健種。

ピンクヤブデマリ ¥1,320
美しいピンクの人気種。色は後から。

ヒメウツギ ¥660
極小型で作り易い人気種。

紅花ウツギ ¥660
濃赤の美しい強健種。タニウツギ。

▶ジンチョウゲ科

 ジンチョウゲ科の仲間

赤花ナニワズ（接）（接） ¥4,400
県内で近年発見された珍種。

緑花ナニワズ ¥3,300 
県内産の珍しい花色の珍種。

姫ナニワズ ¥3,300
極小型の珍種。

ミツマタ ¥880
早春に黄色の美しい花で人気。

ヤンバルガンピ ¥880
細い木姿に枝垂れる程に赤い実をつける。温度があれば常緑。

ダフネ・ペトラエア ¥3,850
花色の美しい小型の人気種です。

コショウノキ ¥1,980
沈丁花科の野生種。

山野草
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1318 ツル無しツルコケモモツル無しツルコケモモ  
ツルコケモモの八ッ房性の珍種です。味の
ある佳品です。

1319 大実ゴールテリア大実ゴールテリア
西洋ヤブコージ。赤い大きな実が沢山付く。

1320 唐子咲エゾムラサキ唐子咲エゾムラサキ
早くから知られる唐子咲の美しい珍種。

1321 至仏ヒメシャクナゲ至仏ヒメシャクナゲ
細葉の有名種。

NEW

¥660 ¥710 ¥1,650 ¥550

1310 エリモシャクナゲエリモシャクナゲ
ハクサン系の小型丸葉種の優良選別タイプ
です。

1311 小葉性エリモシャクナゲ小葉性エリモシャクナゲ
ハクサン系の小型品種で知られるエリモシャクナゲ
の実生から出現した超小型の珍種です。

1312 屋久島シャクナゲ 接木屋久島シャクナゲ 接木  
小型種の代表的な人気品種です。強健です。

1313 濃色吾妻シャクナゲ濃色吾妻シャクナゲ
国産種では類を見ない花色です。

¥880 ¥880

NEW

¥2,200 ¥3,300

1326 日光ツリガネ日光ツリガネ
鬼怒川ヨウラク系の仲間で花色と葉姿の美
しい秀品。

1327 ムラサキツリガネムラサキツリガネ
やや長目の花冠で濃色で美しく強健。

1328 黄花サラサドウダン黄花サラサドウダン
クリーム色の美しい花色の個体。

1329 柳葉ベニドウダン柳葉ベニドウダン
細葉の木姿の面白さと濃紅の花色が美し
い。¥3,300 ¥1,100 ¥1,260 ¥880

1306 ウラシマツツジウラシマツツジ
高山種のツツジの人気品種。秋の紅葉の美
しさが別格。

1307 トキワバイカツツジトキワバイカツツジ
常緑の照葉。耐寒性有り大変美しい希産品。

1308 黄花シャクナゲ黄花シャクナゲ
高山系の黄花種。高山性シャクナゲの人気
種。

1309 ホソバシャクナゲ 濃姫ホソバシャクナゲ 濃姫  
ホソバシャクナゲの濃色八重咲きの美麗種
です。

ツツジ科の仲間
 高山に生育する仲間 ▶

¥3,300 ¥1,650 ¥1,320

NEW

¥3,300

1314 アカモノアカモノ
イワハゼ。花も赤い実も楽しめる。

1315 紅花ミネズオウ紅花ミネズオウ
メアカン岳の紅花タイプで美しい。

1316 クロマメノキクロマメノキ
秋の紅葉と黒紺の実が美しい。

1317 コケモモコケモモ
定番の高山植物。

¥1,320 ¥880 ¥880 ¥880

1322 キヌガワヨウラクキヌガワヨウラク
ウラジロヨウラク系の濃色秀品タイプ。

1323 口紅ウラジロヨウラク 実生口紅ウラジロヨウラク 実生
ウラジロヨウラクの珍しい二色咲。実生。

1324 白花ウラジロヨウラク 実生白花ウラジロヨウラク 実生
ウラジロヨウラクの白花珍種。

1325 純系屋久島ヨウラク純系屋久島ヨウラク
現存する花、木姿共に最
上の個体からの実生品。¥2,200

 ツリガネツツジの仲間▶

¥1,650 ¥3,300
¥3,850 

¥22,000～
●1Ｐ
●大株

 山野草の部 85

1342 ミヤマキリシマ 御殿錦ミヤマキリシマ 御殿錦  
有名な島田氏作出の八ッ房性優秀個体で
す。

1343 ミヤマキリシマ 手児奈ミヤマキリシマ 手児奈  
木口氏作出のミヤマキリシマの八ッ房系優
良品種です。

1344 ミヤマキリシマ 石化紅小町ミヤマキリシマ 石化紅小町  
濃紅小輪の八ッ房系小型種の珍品です。

1345 赤花ハイヒカゲ 赤花ハイヒカゲ 
屋久島ハイヒカゲと姫中原との交配で作出
された小型種です。

NEW

¥1,100

NEW

¥1,320

NEW

¥880

NEW

¥880

1350 ツクシシャクナゲ「法聚」ツクシシャクナゲ「法聚」（接）（接）
美しくまた珍しい筒咲の貴重種。

1351 ネモトシャクナゲネモトシャクナゲ（接）（接）
ハクサンシャクナゲの八重咲
種。東北の産地に稀産する。

1352 サツキ 美和の舞サツキ 美和の舞
巻葉系サツキ立山の舞の実生から作出され
た秀品。

1353 八重咲エリモヤマツツジ八重咲エリモヤマツツジ
美しい八重咲の山ツツジ系珍種。

¥5,500 
¥5,500
¥3,300

●1Ｐ
●苗 ¥880 ¥1,320

1346 ツツジ「錦英」ツツジ「錦英」
美しい花色の八重咲珍種。

1347 白花錦英ツツジ白花錦英ツツジ
人気の美しい錦英ツツジの白花の珍種で
す。

1348 ミニシャクナゲ「レン」ミニシャクナゲ「レン」
小型の強健種で美しい黄花種。

1349 ツクシシャクナゲ 十六夜ツクシシャクナゲ 十六夜（接）（接）
美しい完全八重咲の人気種。

¥1,650 ¥1,650 ¥1,100 ¥5,500

1330 アクシバアクシバ
初夏にシクラメンのような花を咲かせ赤い
実。

1331 イワナシイワナシ
実生育成種で作れます。

1332 ウスノキウスノキ（カクミスノキ）（カクミスノキ）
姿の美しさと赤い実が楽しめる。

1333 スノキ スノキ 
黒い実のなる小型種です。寄植にも最適な
強健種です。¥1,100

 低地の野生種 ▶

¥1,650 ¥1,100

NEW

¥880

1334 ナツハゼナツハゼ
出芽と紅葉が美しい日本海側の小低木。黒
い実は食用。

1335 長穂ナツハゼ長穂ナツハゼ
東海地方に稀産するナツハゼの仲間。

1336 オオコメツツジオオコメツツジ
新潟県の一部産地に自生するコメツツジの
変異品種です。

1337 八ッ房箱根コメツツジ八ッ房箱根コメツツジ
箱根米ツツジの八ッ房性の珍種。

¥1,100 ¥1,320

 小型のツツジ科 ▶

¥1,100 ¥1,320

1338 常夏ツツジ常夏ツツジ
久留米ツツジ系統の美しい咲分の人気種。

1339 八重咲箱根コメツツジ八重咲箱根コメツツジ
箱根コメツツジのダブル咲珍種。

1340 カラフネツツジカラフネツツジ
黒味帯びた個性的な花色。

1341 神津島ツツジ神津島ツツジ
コメツツジと山ツツジの雑種。紅花コメツツ
ジの呼称もある。¥660 ¥2,200 ¥880 ¥880

山野草
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1318 ツル無しツルコケモモツル無しツルコケモモ  
ツルコケモモの八ッ房性の珍種です。味の
ある佳品です。

1319 大実ゴールテリア大実ゴールテリア
西洋ヤブコージ。赤い大きな実が沢山付く。

1320 唐子咲エゾムラサキ唐子咲エゾムラサキ
早くから知られる唐子咲の美しい珍種。

1321 至仏ヒメシャクナゲ至仏ヒメシャクナゲ
細葉の有名種。

NEW

¥660 ¥710 ¥1,650 ¥550

1310 エリモシャクナゲエリモシャクナゲ
ハクサン系の小型丸葉種の優良選別タイプ
です。

1311 小葉性エリモシャクナゲ小葉性エリモシャクナゲ
ハクサン系の小型品種で知られるエリモシャクナゲ
の実生から出現した超小型の珍種です。

1312 屋久島シャクナゲ 接木屋久島シャクナゲ 接木  
小型種の代表的な人気品種です。強健です。

1313 濃色吾妻シャクナゲ濃色吾妻シャクナゲ
国産種では類を見ない花色です。

¥880 ¥880

NEW

¥2,200 ¥3,300

1326 日光ツリガネ日光ツリガネ
鬼怒川ヨウラク系の仲間で花色と葉姿の美
しい秀品。

1327 ムラサキツリガネムラサキツリガネ
やや長目の花冠で濃色で美しく強健。

1328 黄花サラサドウダン黄花サラサドウダン
クリーム色の美しい花色の個体。

1329 柳葉ベニドウダン柳葉ベニドウダン
細葉の木姿の面白さと濃紅の花色が美し
い。¥3,300 ¥1,100 ¥1,260 ¥880

1306 ウラシマツツジウラシマツツジ
高山種のツツジの人気品種。秋の紅葉の美
しさが別格。

1307 トキワバイカツツジトキワバイカツツジ
常緑の照葉。耐寒性有り大変美しい希産品。

1308 黄花シャクナゲ黄花シャクナゲ
高山系の黄花種。高山性シャクナゲの人気
種。

1309 ホソバシャクナゲ 濃姫ホソバシャクナゲ 濃姫  
ホソバシャクナゲの濃色八重咲きの美麗種
です。

ツツジ科の仲間
 高山に生育する仲間 ▶

¥3,300 ¥1,650 ¥1,320

NEW

¥3,300

1314 アカモノアカモノ
イワハゼ。花も赤い実も楽しめる。

1315 紅花ミネズオウ紅花ミネズオウ
メアカン岳の紅花タイプで美しい。

1316 クロマメノキクロマメノキ
秋の紅葉と黒紺の実が美しい。

1317 コケモモコケモモ
定番の高山植物。

¥1,320 ¥880 ¥880 ¥880

1322 キヌガワヨウラクキヌガワヨウラク
ウラジロヨウラク系の濃色秀品タイプ。

1323 口紅ウラジロヨウラク 実生口紅ウラジロヨウラク 実生
ウラジロヨウラクの珍しい二色咲。実生。

1324 白花ウラジロヨウラク 実生白花ウラジロヨウラク 実生
ウラジロヨウラクの白花珍種。

1325 純系屋久島ヨウラク純系屋久島ヨウラク
現存する花、木姿共に最
上の個体からの実生品。¥2,200

 ツリガネツツジの仲間▶

¥1,650 ¥3,300
¥3,850 

¥22,000～
●1Ｐ
●大株
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1342 ミヤマキリシマ 御殿錦ミヤマキリシマ 御殿錦  
有名な島田氏作出の八ッ房性優秀個体で
す。

1343 ミヤマキリシマ 手児奈ミヤマキリシマ 手児奈  
木口氏作出のミヤマキリシマの八ッ房系優
良品種です。

1344 ミヤマキリシマ 石化紅小町ミヤマキリシマ 石化紅小町  
濃紅小輪の八ッ房系小型種の珍品です。

1345 赤花ハイヒカゲ 赤花ハイヒカゲ 
屋久島ハイヒカゲと姫中原との交配で作出
された小型種です。

NEW

¥1,100

NEW

¥1,320

NEW

¥880

NEW

¥880

1350 ツクシシャクナゲ「法聚」ツクシシャクナゲ「法聚」（接）（接）
美しくまた珍しい筒咲の貴重種。

1351 ネモトシャクナゲネモトシャクナゲ（接）（接）
ハクサンシャクナゲの八重咲
種。東北の産地に稀産する。

1352 サツキ 美和の舞サツキ 美和の舞
巻葉系サツキ立山の舞の実生から作出され
た秀品。

1353 八重咲エリモヤマツツジ八重咲エリモヤマツツジ
美しい八重咲の山ツツジ系珍種。

¥5,500 
¥5,500
¥3,300

●1Ｐ
●苗 ¥880 ¥1,320

1346 ツツジ「錦英」ツツジ「錦英」
美しい花色の八重咲珍種。

1347 白花錦英ツツジ白花錦英ツツジ
人気の美しい錦英ツツジの白花の珍種で
す。

1348 ミニシャクナゲ「レン」ミニシャクナゲ「レン」
小型の強健種で美しい黄花種。

1349 ツクシシャクナゲ 十六夜ツクシシャクナゲ 十六夜（接）（接）
美しい完全八重咲の人気種。

¥1,650 ¥1,650 ¥1,100 ¥5,500

1330 アクシバアクシバ
初夏にシクラメンのような花を咲かせ赤い
実。

1331 イワナシイワナシ
実生育成種で作れます。

1332 ウスノキウスノキ（カクミスノキ）（カクミスノキ）
姿の美しさと赤い実が楽しめる。

1333 スノキ スノキ 
黒い実のなる小型種です。寄植にも最適な
強健種です。¥1,100

 低地の野生種 ▶

¥1,650 ¥1,100

NEW

¥880

1334 ナツハゼナツハゼ
出芽と紅葉が美しい日本海側の小低木。黒
い実は食用。

1335 長穂ナツハゼ長穂ナツハゼ
東海地方に稀産するナツハゼの仲間。

1336 オオコメツツジオオコメツツジ
新潟県の一部産地に自生するコメツツジの
変異品種です。

1337 八ッ房箱根コメツツジ八ッ房箱根コメツツジ
箱根米ツツジの八ッ房性の珍種。

¥1,100 ¥1,320

 小型のツツジ科 ▶

¥1,100 ¥1,320

1338 常夏ツツジ常夏ツツジ
久留米ツツジ系統の美しい咲分の人気種。

1339 八重咲箱根コメツツジ八重咲箱根コメツツジ
箱根コメツツジのダブル咲珍種。

1340 カラフネツツジカラフネツツジ
黒味帯びた個性的な花色。

1341 神津島ツツジ神津島ツツジ
コメツツジと山ツツジの雑種。紅花コメツツ
ジの呼称もある。¥660 ¥2,200 ¥880 ¥880

山野草
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1354 二重咲ヤマツツジ二重咲ヤマツツジ
筒型の花容がユニークな二重咲珍種。

1355 白二重咲ヤマツツジ 白二重咲ヤマツツジ 
純白の二重咲きの美しく珍しい個体です。

1356 咲分ヤマツツジ咲分ヤマツツジ
早くから知られる絞り咲の美しい咲分種。

1357 サツキ「加賀牡丹」サツキ「加賀牡丹」
八重咲川サツキ。八重咲の美しい珍種。

¥1,320

NEW

¥1,100 ¥1,320 ¥1,100

1358 サツキ「千羽鶴」サツキ「千羽鶴」
美しい黄花系の小輪花。新種。

1359 サツキ「日の丸」サツキ「日の丸」
人気の底紅小輪最新花。

1360 白散斑ヤマツツジ白散斑ヤマツツジ
野生種から発見された美しい斑入の珍種。

1361 ピンクヤマツツジピンクヤマツツジ
山陰地方で発見された珍しい花色。

¥1,650 ¥1,650 ¥1,980 ¥1,100

1362 ヤマツツジ 日光見染ヤマツツジ 日光見染
帯緑色の見染咲人気種。

1363 斑入吉野ツツジ斑入吉野ツツジ
早春咲きの人気品に美しい斑の入った人気
品種。

1364 信濃ツツジ 銀河信濃ツツジ 銀河
レンゲツツジの交配品種の秀品です。
丈夫で大変美しい事で大人気です。

1365 信濃ツツジ ジャック＆サンド信濃ツツジ ジャック＆サンド
レンゲツツジの交配品種の秀品です。
丈夫で大変美しい事で大人気です。¥1,320 ¥1,320

¥3,850
¥1,650

●大苗
●苗

¥3,850
¥1,650

●大苗
●苗

1366 佐渡レンゲツツジ佐渡レンゲツツジ
離島の隔離型原種個体。

1367 キレンゲツツジキレンゲツツジ
美しい黄花の人気種。強健。

1368 モチツツジ「手牡丹」モチツツジ「手牡丹」
濃桃八重咲の伝承品種。

1369 モチツツジ「雪車」モチツツジ「雪車」
白花采咲の伝承品種。

¥880 ¥880 ¥880 ¥880 

1370 モチツツジ「青海波」モチツツジ「青海波」
青崖とも呼ばれる細葉細弁の伝承品種。

1371 屋久島小田汲ツツジ屋久島小田汲ツツジ
屋久島産カワサツキ系、矮性細葉の珍種。

1372 絞り咲ミツバツツジ絞り咲ミツバツツジ
年による変化はあるが美しい芸の人気種。

1373 アセビ「パッション」アセビ「パッション」
バレーバレンタインと並ぶ濃色の人気種。

¥880 ¥880 ¥2,750 ¥1,100

 アセビの仲間 ▶

1374 赤花リョウブ赤花リョウブ
ピンク色の花穂が美しい人気種。

1375 赤花ヒサカキ赤花ヒサカキ
北陸地方で発見された珍品。

1376 ヒサカキ白実ヒサカキ白実
珍しいヒサカキの美しい白実品です。

リョウブ科
 リョウブ科の仲間 ▶

¥1,100 ¥1,650

モッコク科
 モッコク科の仲間 ▶

¥3,300

 山野草の部 87

1381 吉野スズバラ吉野スズバラ
銅葉の美しい葉姿の野生種。ロサ・グラウカ。

1382 ハマナスハマナス
北国の海辺を彩る美麗種

1383 コハマナスコハマナス
ノイバラとハマナスの天然雑種と言われて
います。

1384 八重咲ミツバツチグリ八重咲ミツバツチグリ
八重咲の珍種。強健。

¥1,100

 バラ科の仲間 ▶

¥880 ¥1,100 ¥880

1377 チングルマチングルマ
お花畑の主役。羽毛状の種子も楽しめる。

1378 八重咲エチゴキジムシロ八重咲エチゴキジムシロ 1379 白花オオタカネバラ白花オオタカネバラ
清楚な美しさで人気の原種系稀産種。

1380 ハナキイチゴハナキイチゴ
大輪の美花を咲かせる強健種。トゲは無い。

バラ科の仲間
 高山に生育する仲間 ▶

¥710 ¥2,200 ¥1,980 ¥1,980

▶ツツジ科の仲間

 高山に生育する仲間

イワツツジ ¥880
秋の紅葉と赤い実が美しい。

エゾイソツツジ ¥1,100
野趣溢れる姿の人気種。

ホロムイツツジ ¥1,100
道東の湿原に自生する個性的なツツジ科の仲間です。

日光黄花シャクナゲ ¥1,320
ハクサンシャクナゲ系の交雑種とされる人気種。

シャクナゲ「立山桜」（接）（接） ¥3,850
ホンシャクナゲ系の八重咲。力がつくと美しく開花。

西別コケモモ ¥880
小葉性で赤花系の人気種。

シラタマノキ ¥1,100
白い実と秋の昭葉の紅葉が美しい。

ウラジロハナヒリノキ ¥1,320
高山性の小型種で裏白の珍種。

越路ハナヒリノキ ¥1,100
谷川山系の小型照葉の佳品。

コメバツガザクラ ¥660
極小型の姿で花付が良い。

千島ツガザクラ ¥840
個性的な葉姿で知られる小型種。

大実ツルコケモモ ¥710
クランベリー。実付良く強健。

ヒメエゾムラサキ ¥990
盆栽向の矮性種で作り易い。

紅花ヒメシャクナゲ ¥660
濃色の色合が美しい人気種。

 ツリガネツツジの仲間

ウラジロヨウラク ¥1,320
葉姿とピンクの花が美しい深山の佳品。

サラサドウダン ¥710
色合の変化が多く、秋の紅葉も見事。

ベニサラサドウダン ¥880
濃色の人気種。

口紅サラサドウダン ¥710
二色咲の美しい花色で人気。

岩枝垂サラサドウダン ¥1,100
長穂の枝垂咲が面白い。

斑入葉ベニサラサドウダン ¥1,100
白大覆輪の珍種で、秋の紅葉が見事。

スズランの木 ¥1,100
ゼノビア。美しい釣鐘型の花が人気。

 低地の野生種

屋久島アクシバモドキ ¥1,650
屋久島特産の稀産種。

オオバスノキ ¥880
日本海側に自生するスノキの母種。大型で野趣溢れる。黒い実。

イワナンテン ¥880
岩場に生育する。照り葉の木姿が美しい。

 小型のツツジ科

箱根コメツツジ ¥880
小型の盆栽向人気種。

屋久島ハイヒカゲ ¥1,100
黄花の有鱗片種。

クロフネツツジ ¥1,100
韓国産でピンク大輪咲の強健種。

白花マルバサツキ ¥880
屋久島産のマルバサツキの珍種。

サツキ「はなびん」 ¥1,650
ユニークな花容で人気の新品種。

雲竜ヤマツツジ ¥2,200
曲がりくねる異様な面白さを見せる。

白花ヤマツツジ ¥880
山ツツジの珍しい白花種。

ヤマツツジ「錦孔雀」 ¥660
細い葉姿がユニークで面白い。

ヤマツツジ 紅長寿 ¥880
底緑の見染系の人気種。

カラスバツツジ ¥1,980
ユニークな葉色で人気の北米産の面白い珍種。

元之助ツツジ ¥1,320
ミツバツツジとの交配で二季咲性の優良種。

モチツツジ「白万葉」 ¥880
白唐子咲の伝承品種。

モチツツジ「駿河万葉」 ¥880
桃花采咲の伝承品種。

モチツツジ「花車」 ¥880
桃花采咲の伝承品種。

モチツツジ「藤万葉」 ¥880
紫花唐子咲の伝承品種。

モチツツジ「胡蝶揃」 ¥880
緑を帯びる筒咲で細葉の有名種。

姫ツツジ ¥660
実生の中から出現した超小型種。花も極小輪。

 アセビの仲間

八ツ房アセビ ¥880
極小型の珍種。

▶ビャクダン科

 ビャクダン科の仲間●
ツクバネ
可愛い実が人気。寄生種のため別種の木に種を蒔く。

¥1,650
¥6,600

●１P

●大株

山野草
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1354 二重咲ヤマツツジ二重咲ヤマツツジ
筒型の花容がユニークな二重咲珍種。

1355 白二重咲ヤマツツジ 白二重咲ヤマツツジ 
純白の二重咲きの美しく珍しい個体です。

1356 咲分ヤマツツジ咲分ヤマツツジ
早くから知られる絞り咲の美しい咲分種。

1357 サツキ「加賀牡丹」サツキ「加賀牡丹」
八重咲川サツキ。八重咲の美しい珍種。

¥1,320

NEW

¥1,100 ¥1,320 ¥1,100

1358 サツキ「千羽鶴」サツキ「千羽鶴」
美しい黄花系の小輪花。新種。

1359 サツキ「日の丸」サツキ「日の丸」
人気の底紅小輪最新花。

1360 白散斑ヤマツツジ白散斑ヤマツツジ
野生種から発見された美しい斑入の珍種。

1361 ピンクヤマツツジピンクヤマツツジ
山陰地方で発見された珍しい花色。

¥1,650 ¥1,650 ¥1,980 ¥1,100

1362 ヤマツツジ 日光見染ヤマツツジ 日光見染
帯緑色の見染咲人気種。

1363 斑入吉野ツツジ斑入吉野ツツジ
早春咲きの人気品に美しい斑の入った人気
品種。

1364 信濃ツツジ 銀河信濃ツツジ 銀河
レンゲツツジの交配品種の秀品です。
丈夫で大変美しい事で大人気です。

1365 信濃ツツジ ジャック＆サンド信濃ツツジ ジャック＆サンド
レンゲツツジの交配品種の秀品です。
丈夫で大変美しい事で大人気です。¥1,320 ¥1,320

¥3,850
¥1,650

●大苗
●苗

¥3,850
¥1,650

●大苗
●苗

1366 佐渡レンゲツツジ佐渡レンゲツツジ
離島の隔離型原種個体。

1367 キレンゲツツジキレンゲツツジ
美しい黄花の人気種。強健。

1368 モチツツジ「手牡丹」モチツツジ「手牡丹」
濃桃八重咲の伝承品種。

1369 モチツツジ「雪車」モチツツジ「雪車」
白花采咲の伝承品種。

¥880 ¥880 ¥880 ¥880 

1370 モチツツジ「青海波」モチツツジ「青海波」
青崖とも呼ばれる細葉細弁の伝承品種。

1371 屋久島小田汲ツツジ屋久島小田汲ツツジ
屋久島産カワサツキ系、矮性細葉の珍種。

1372 絞り咲ミツバツツジ絞り咲ミツバツツジ
年による変化はあるが美しい芸の人気種。

1373 アセビ「パッション」アセビ「パッション」
バレーバレンタインと並ぶ濃色の人気種。

¥880 ¥880 ¥2,750 ¥1,100

 アセビの仲間 ▶

1374 赤花リョウブ赤花リョウブ
ピンク色の花穂が美しい人気種。

1375 赤花ヒサカキ赤花ヒサカキ
北陸地方で発見された珍品。

1376 ヒサカキ白実ヒサカキ白実
珍しいヒサカキの美しい白実品です。

リョウブ科
 リョウブ科の仲間 ▶

¥1,100 ¥1,650

モッコク科
 モッコク科の仲間 ▶

¥3,300
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1381 吉野スズバラ吉野スズバラ
銅葉の美しい葉姿の野生種。ロサ・グラウカ。

1382 ハマナスハマナス
北国の海辺を彩る美麗種

1383 コハマナスコハマナス
ノイバラとハマナスの天然雑種と言われて
います。

1384 八重咲ミツバツチグリ八重咲ミツバツチグリ
八重咲の珍種。強健。

¥1,100

 バラ科の仲間 ▶

¥880 ¥1,100 ¥880

1377 チングルマチングルマ
お花畑の主役。羽毛状の種子も楽しめる。

1378 八重咲エチゴキジムシロ八重咲エチゴキジムシロ 1379 白花オオタカネバラ白花オオタカネバラ
清楚な美しさで人気の原種系稀産種。

1380 ハナキイチゴハナキイチゴ
大輪の美花を咲かせる強健種。トゲは無い。

バラ科の仲間
 高山に生育する仲間 ▶

¥710 ¥2,200 ¥1,980 ¥1,980

▶ツツジ科の仲間

 高山に生育する仲間

イワツツジ ¥880
秋の紅葉と赤い実が美しい。

エゾイソツツジ ¥1,100
野趣溢れる姿の人気種。

ホロムイツツジ ¥1,100
道東の湿原に自生する個性的なツツジ科の仲間です。

日光黄花シャクナゲ ¥1,320
ハクサンシャクナゲ系の交雑種とされる人気種。

シャクナゲ「立山桜」（接）（接） ¥3,850
ホンシャクナゲ系の八重咲。力がつくと美しく開花。

西別コケモモ ¥880
小葉性で赤花系の人気種。

シラタマノキ ¥1,100
白い実と秋の昭葉の紅葉が美しい。

ウラジロハナヒリノキ ¥1,320
高山性の小型種で裏白の珍種。

越路ハナヒリノキ ¥1,100
谷川山系の小型照葉の佳品。

コメバツガザクラ ¥660
極小型の姿で花付が良い。

千島ツガザクラ ¥840
個性的な葉姿で知られる小型種。

大実ツルコケモモ ¥710
クランベリー。実付良く強健。

ヒメエゾムラサキ ¥990
盆栽向の矮性種で作り易い。

紅花ヒメシャクナゲ ¥660
濃色の色合が美しい人気種。

 ツリガネツツジの仲間

ウラジロヨウラク ¥1,320
葉姿とピンクの花が美しい深山の佳品。

サラサドウダン ¥710
色合の変化が多く、秋の紅葉も見事。

ベニサラサドウダン ¥880
濃色の人気種。

口紅サラサドウダン ¥710
二色咲の美しい花色で人気。

岩枝垂サラサドウダン ¥1,100
長穂の枝垂咲が面白い。

斑入葉ベニサラサドウダン ¥1,100
白大覆輪の珍種で、秋の紅葉が見事。

スズランの木 ¥1,100
ゼノビア。美しい釣鐘型の花が人気。

 低地の野生種

屋久島アクシバモドキ ¥1,650
屋久島特産の稀産種。

オオバスノキ ¥880
日本海側に自生するスノキの母種。大型で野趣溢れる。黒い実。

イワナンテン ¥880
岩場に生育する。照り葉の木姿が美しい。

 小型のツツジ科

箱根コメツツジ ¥880
小型の盆栽向人気種。

屋久島ハイヒカゲ ¥1,100
黄花の有鱗片種。

クロフネツツジ ¥1,100
韓国産でピンク大輪咲の強健種。

白花マルバサツキ ¥880
屋久島産のマルバサツキの珍種。

サツキ「はなびん」 ¥1,650
ユニークな花容で人気の新品種。

雲竜ヤマツツジ ¥2,200
曲がりくねる異様な面白さを見せる。

白花ヤマツツジ ¥880
山ツツジの珍しい白花種。

ヤマツツジ「錦孔雀」 ¥660
細い葉姿がユニークで面白い。

ヤマツツジ 紅長寿 ¥880
底緑の見染系の人気種。

カラスバツツジ ¥1,980
ユニークな葉色で人気の北米産の面白い珍種。

元之助ツツジ ¥1,320
ミツバツツジとの交配で二季咲性の優良種。

モチツツジ「白万葉」 ¥880
白唐子咲の伝承品種。

モチツツジ「駿河万葉」 ¥880
桃花采咲の伝承品種。

モチツツジ「花車」 ¥880
桃花采咲の伝承品種。

モチツツジ「藤万葉」 ¥880
紫花唐子咲の伝承品種。

モチツツジ「胡蝶揃」 ¥880
緑を帯びる筒咲で細葉の有名種。

姫ツツジ ¥660
実生の中から出現した超小型種。花も極小輪。

 アセビの仲間

八ツ房アセビ ¥880
極小型の珍種。

▶ビャクダン科

 ビャクダン科の仲間●
ツクバネ
可愛い実が人気。寄生種のため別種の木に種を蒔く。

¥1,650
¥6,600

●１P

●大株

山野草



88 山野草の部

1385 赤花ミツバシモツケ赤花ミツバシモツケ
ミツバシモツケの赤花となる珍種。

1386 ミツバシモツケミツバシモツケ
初夏に咲く美しい花と草姿で人気。

1387 シベ咲きヤマブキシベ咲きヤマブキ
花弁の退化した面白い珍種。

1388 八方ワレモコウ八方ワレモコウ
北アルプスの八方尾根の特産種。吾亦紅と唐糸
草の天然雑種と言われる珍種です。¥1,650 

 シモツケソウの仲間 ▶

¥880 ¥2,200

 ワレモコウの仲間 ▶

¥1,100

1389 濃色カライトソウ濃色カライトソウ
濃色で美しさを増した新品種。強健。

1390 赤花エゾウワミズザクラ赤花エゾウワミズザクラ
紫葉で美しい赤花の美麗種。

1391 八重咲山桜「山古志」八重咲山桜「山古志」
県内で発見された美しい山桜の八重咲種。

1392 チシマザクラチシマザクラ
最北端の小型野生種。

¥660 ¥1,650

 サクラの仲間 ▶

¥1,980 ¥880

1393 斑入ヤマザクラ斑入ヤマザクラ
県内産の散斑で安定している。

1394 トキンイバラトキンイバラ
古くから伝わる中国原産の大変美しい八重
咲キイチゴ。

1395 巨大輪八重咲ヤマブキ巨大輪八重咲ヤマブキ  
従来種とは全くレベルの違う巨大輪の強健
種です。

1396 サリックス ボイディーサリックス ボイディー
矮性種の柳の野生種です。丸い葉姿が魅力
的です。¥3,300 ¥1,650

 バラ科の人気種 ▶  ヤマブキの仲間 ▶

NEW

¥1,650

ヤナギ科
 ヤナギ科の仲間 ▶

¥880

▶バラ科の仲間

 高山に生育する仲間

チョウノスケソウ ¥1,100 
高山性の人気種。植え替えすれば意外と丈夫に育つ。

ナナカマド ¥660
秋の紅葉の美しさは有名。

ナンキンナナカマド ¥880
小葉性の人気種。

千島キンバイ ¥550
白毛に包まれたような姿が人気。

屋久島イワキンバイ ¥550
極小型の人気種。

千島ベニバナイチゴ ¥660
小型の強健種で花が美しい。

赤花キンバイ ¥660
濃赤の人気種。銀色の葉姿も美しい。

 バラ科の仲間

サンショウバラ ¥880
淡紅色の大輪花で美しい人気種。

八重咲サンショウバラ ¥1,650
野生種から発見された珍しい個体。

赤花ノイバラ「雅」 ¥880
小型でピンクの美麗種。強健。

ミニバラ「ゼブラ」 ¥880
美しい絞り咲の小型人気種。

八重山ノイバラ ¥1,100
カカヤンバラ。白に底紅の大変美しい花。

白花ハマナス ¥880
清楚な白花種。

クサボケ ¥660
シドミ。ボケの原種で野趣に富む。

雲竜ボケ ¥2,200
作り込むほど迫力を増す逸品。更紗雲竜。

長寿梅 ¥880
ボケの八ツ房タイプで小鉢作りに向く。

 シモツケソウの仲間

白花キョウガノコ ¥880
夏雪草とも呼ばれる人気種。

越路シモツケソウ ¥660
日本海側に自生する美麗種。

血潮シモツケソウ ¥1,100
葉脈が赤く色づく珍種。新潟、群馬の県境に自生。

ミツデイワガサ ¥880
花と木姿の調和した人気種。

蘇州八重咲コデマリ ¥710
コデマリの美しい八重咲秀品。

リキュウバイ ¥1,100
中国産。白花の美麗種。

イソザンショウ ¥1,100
テンノウメ。美しい葉姿の小型人気種。

 ワレモコウの仲間

白覆輪丹那ワレモコウ ¥660
小型で作りやすい丹那ワレモコウに白覆輪の入る珍種。

エゾノトウウチソウ ¥660
カライトソウに似るが本種は花穂の下から咲上がる。

タカネトウウチソウ ¥880
お茶花向の強健種。白花。

南部トウウチソウ ¥2,200 
早池峰山の稀産種。小型の美しい佳品。

 サクラの仲間

おかめ桜 ¥1,320
濃色小輪の美しい花。

十月桜 ¥1,320
春・秋二季咲の人気種。

富士桜「御殿場桜」 ¥1,320
小型の強健種で変異が多く鉢作りに最適。

斑入富士桜 ¥1,320
白散斑。

湖上の舞 ¥1,320
雲竜芸の珍種。

八ツ房（淋宝）（淋宝） ¥990

おしどり ¥880

 山野草の部 89

1397 松笠マツ松笠マツ
松笠から芽吹いた演出が面白い人気品。

1398 アカエゾマツアカエゾマツ
姿の良い山実生育成品。

1399 キタゴヨウマツキタゴヨウマツ
小型で小品盆栽向。

1400 赤松「折鶴」赤松「折鶴」
葉先の折曲る折鶴芸の有名種。

¥1,100

マツ科
 マツ科の仲間 ▶

¥660 ¥1,650 ¥2,750

1401 五葉松「吹雪錦」五葉松「吹雪錦」
白斑入の珍稀種。

1402 五葉松「吉沢錦」五葉松「吉沢錦」
近年発見された白蛇の目芸の秀品。年中美
しい。

1403 蛇ノ目松蛇ノ目松
赤松で黄～橙色の斑入が美しい。

1404 斑入りイチイ斑入りイチイ
覆輪の珍種。

¥2,750 ¥13,500 ¥1,650 ¥3,300

イチイ科
 イチイ科の仲間 ▶

1405 斑入真柏斑入真柏
盆栽仕立にすると見事。

1406 朝霧ヒノキ 朝霧ヒノキ 
珍しいタイプの斑入の珍品です。

1407 一才センダン一才センダン
実生２、３年で開花する小型種。

¥1,980 

ヒノキ科
 ヒノキ科の仲間 ▶

NEW

¥1,320 ¥1,650

センダン科
  センダン科 ▶

▶ヤナギ科

 ヤナギ科の仲間

黒ネコヤナギ ¥660
珍しい黒いビロードの花が美しい。

ピンクネコヤナギ ¥660
ピンク帯びたビロードの美しい花。

四万十川ヤナギ ¥710
小型で姿の良い盆栽向け品種。

千島マルバヤナギ ¥880
盆養向の小型強健種。

▶マツ科

 マツ科の仲間

雌阿寒ハイマツ ¥660
北海道産の強健種。

白馬ハイマツ ¥1,100
葉性の短い優良系。

八ツ房エゾマツ ¥1,100
コンパクトな姿の人気種。

石化黒松「扇松」 ¥2,750
扇松とも呼ばれる人気種。

カラマツ ¥660
落葉松。新芽と秋の黃葉の美しさで人気です。

トドマツ ¥660
オオシラビソに似た特徴ある針葉樹で美しい。

▶ヒノキ科

 ヒノキ科の仲間

一本スギ ¥1,100
ほとんど枝分かれしない不思議な姿が面白い。

▶マキ科

 マキ科の仲間

帯化マキ ¥3,300
珍しい帯化芸の珍品。

山野草
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1385 赤花ミツバシモツケ赤花ミツバシモツケ
ミツバシモツケの赤花となる珍種。

1386 ミツバシモツケミツバシモツケ
初夏に咲く美しい花と草姿で人気。

1387 シベ咲きヤマブキシベ咲きヤマブキ
花弁の退化した面白い珍種。

1388 八方ワレモコウ八方ワレモコウ
北アルプスの八方尾根の特産種。吾亦紅と唐糸
草の天然雑種と言われる珍種です。¥1,650 

 シモツケソウの仲間 ▶

¥880 ¥2,200

 ワレモコウの仲間 ▶

¥1,100

1389 濃色カライトソウ濃色カライトソウ
濃色で美しさを増した新品種。強健。

1390 赤花エゾウワミズザクラ赤花エゾウワミズザクラ
紫葉で美しい赤花の美麗種。

1391 八重咲山桜「山古志」八重咲山桜「山古志」
県内で発見された美しい山桜の八重咲種。

1392 チシマザクラチシマザクラ
最北端の小型野生種。

¥660 ¥1,650

 サクラの仲間 ▶

¥1,980 ¥880

1393 斑入ヤマザクラ斑入ヤマザクラ
県内産の散斑で安定している。

1394 トキンイバラトキンイバラ
古くから伝わる中国原産の大変美しい八重
咲キイチゴ。

1395 巨大輪八重咲ヤマブキ巨大輪八重咲ヤマブキ  
従来種とは全くレベルの違う巨大輪の強健
種です。

1396 サリックス ボイディーサリックス ボイディー
矮性種の柳の野生種です。丸い葉姿が魅力
的です。¥3,300 ¥1,650

 バラ科の人気種 ▶  ヤマブキの仲間 ▶

NEW

¥1,650

ヤナギ科
 ヤナギ科の仲間 ▶

¥880

▶バラ科の仲間

 高山に生育する仲間

チョウノスケソウ ¥1,100 
高山性の人気種。植え替えすれば意外と丈夫に育つ。

ナナカマド ¥660
秋の紅葉の美しさは有名。

ナンキンナナカマド ¥880
小葉性の人気種。

千島キンバイ ¥550
白毛に包まれたような姿が人気。

屋久島イワキンバイ ¥550
極小型の人気種。

千島ベニバナイチゴ ¥660
小型の強健種で花が美しい。

赤花キンバイ ¥660
濃赤の人気種。銀色の葉姿も美しい。

 バラ科の仲間

サンショウバラ ¥880
淡紅色の大輪花で美しい人気種。

八重咲サンショウバラ ¥1,650
野生種から発見された珍しい個体。

赤花ノイバラ「雅」 ¥880
小型でピンクの美麗種。強健。

ミニバラ「ゼブラ」 ¥880
美しい絞り咲の小型人気種。

八重山ノイバラ ¥1,100
カカヤンバラ。白に底紅の大変美しい花。

白花ハマナス ¥880
清楚な白花種。

クサボケ ¥660
シドミ。ボケの原種で野趣に富む。

雲竜ボケ ¥2,200
作り込むほど迫力を増す逸品。更紗雲竜。

長寿梅 ¥880
ボケの八ツ房タイプで小鉢作りに向く。

 シモツケソウの仲間

白花キョウガノコ ¥880
夏雪草とも呼ばれる人気種。

越路シモツケソウ ¥660
日本海側に自生する美麗種。

血潮シモツケソウ ¥1,100
葉脈が赤く色づく珍種。新潟、群馬の県境に自生。

ミツデイワガサ ¥880
花と木姿の調和した人気種。

蘇州八重咲コデマリ ¥710
コデマリの美しい八重咲秀品。

リキュウバイ ¥1,100
中国産。白花の美麗種。

イソザンショウ ¥1,100
テンノウメ。美しい葉姿の小型人気種。

 ワレモコウの仲間

白覆輪丹那ワレモコウ ¥660
小型で作りやすい丹那ワレモコウに白覆輪の入る珍種。

エゾノトウウチソウ ¥660
カライトソウに似るが本種は花穂の下から咲上がる。

タカネトウウチソウ ¥880
お茶花向の強健種。白花。

南部トウウチソウ ¥2,200 
早池峰山の稀産種。小型の美しい佳品。

 サクラの仲間

おかめ桜 ¥1,320
濃色小輪の美しい花。

十月桜 ¥1,320
春・秋二季咲の人気種。

富士桜「御殿場桜」 ¥1,320
小型の強健種で変異が多く鉢作りに最適。

斑入富士桜 ¥1,320
白散斑。

湖上の舞 ¥1,320
雲竜芸の珍種。

八ツ房（淋宝）（淋宝） ¥990

おしどり ¥880
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1397 松笠マツ松笠マツ
松笠から芽吹いた演出が面白い人気品。

1398 アカエゾマツアカエゾマツ
姿の良い山実生育成品。

1399 キタゴヨウマツキタゴヨウマツ
小型で小品盆栽向。

1400 赤松「折鶴」赤松「折鶴」
葉先の折曲る折鶴芸の有名種。

¥1,100

マツ科
 マツ科の仲間 ▶

¥660 ¥1,650 ¥2,750

1401 五葉松「吹雪錦」五葉松「吹雪錦」
白斑入の珍稀種。

1402 五葉松「吉沢錦」五葉松「吉沢錦」
近年発見された白蛇の目芸の秀品。年中美
しい。

1403 蛇ノ目松蛇ノ目松
赤松で黄～橙色の斑入が美しい。

1404 斑入りイチイ斑入りイチイ
覆輪の珍種。

¥2,750 ¥13,500 ¥1,650 ¥3,300

イチイ科
 イチイ科の仲間 ▶

1405 斑入真柏斑入真柏
盆栽仕立にすると見事。

1406 朝霧ヒノキ 朝霧ヒノキ 
珍しいタイプの斑入の珍品です。

1407 一才センダン一才センダン
実生２、３年で開花する小型種。

¥1,980 

ヒノキ科
 ヒノキ科の仲間 ▶

NEW

¥1,320 ¥1,650

センダン科
  センダン科 ▶

▶ヤナギ科

 ヤナギ科の仲間

黒ネコヤナギ ¥660
珍しい黒いビロードの花が美しい。

ピンクネコヤナギ ¥660
ピンク帯びたビロードの美しい花。

四万十川ヤナギ ¥710
小型で姿の良い盆栽向け品種。

千島マルバヤナギ ¥880
盆養向の小型強健種。

▶マツ科

 マツ科の仲間

雌阿寒ハイマツ ¥660
北海道産の強健種。

白馬ハイマツ ¥1,100
葉性の短い優良系。

八ツ房エゾマツ ¥1,100
コンパクトな姿の人気種。

石化黒松「扇松」 ¥2,750
扇松とも呼ばれる人気種。

カラマツ ¥660
落葉松。新芽と秋の黃葉の美しさで人気です。

トドマツ ¥660
オオシラビソに似た特徴ある針葉樹で美しい。

▶ヒノキ科

 ヒノキ科の仲間

一本スギ ¥1,100
ほとんど枝分かれしない不思議な姿が面白い。

▶マキ科

 マキ科の仲間

帯化マキ ¥3,300
珍しい帯化芸の珍品。

山野草
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1420 細葉トキワツリバナ細葉トキワツリバナ（接）（接）
中国産の常緑性の珍種。実も長い翼があり
面白い。

1421 屋久島アオツリバナ屋久島アオツリバナ
屋久島産の珍種。青白い木姿が美しい。

1422 エゴノキ メリオデンドロンエゴノキ メリオデンドロン
エゴの仲間で中国産の巨大輪種。美しい花
色の強健種。

1423 姫ヒイラギモクセイ「香り姫」姫ヒイラギモクセイ「香り姫」
ごく小型で秋咲の美しい芳香種。

¥3,300 ¥1,650 ¥1,980

エゴノキ科
 エゴノキ科の仲間 ▶

モクセイ科
 モクセイ科の仲間 ▶

¥880

1416 糸葉トキワマユミ糸葉トキワマユミ
中国産の珍貴種　小苗です。

1417 エゾヒロハツリバナエゾヒロハツリバナ
道東に自生するタイプで、明
るい桃紅色の実をよく付ける。

1418 風鈴ツリバナ風鈴ツリバナ
長く垂れ下る実の姿と形
が面白い。

1419 トゲ実トキワツリバナトゲ実トキワツリバナ
中国産の珍貴種。小苗です。

¥2,200
¥1,650
¥2,640

●1Ｐ
●大株

¥2,200
¥3,300

●1Ｐ
●接木株 ¥3,300

1408 赤実ノイヌツゲ赤実ノイヌツゲ
赤い実が美しい日本海側の特産種。

1409 ツルツゲツルツゲ
深山に自生する這性の赤実種。

1410 白実ツルツゲ白実ツルツゲ
普通種の赤色に対して白実。近年発見され
た大変珍しい希少種。

1411 風鈴ウメモドキ風鈴ウメモドキ
垂れ下る実の付き方が面白い。

¥1,650

モチノキ科
 モチノキ科の仲間 ▶

¥1,100 ¥1,650 ¥1,320

1412 白実風鈴ウメモドキ白実風鈴ウメモドキ
風鈴ウメモドキの実生から発見された白実
の純系種。短茎タイプです。

1413 奄美ヒメヒイラギ奄美ヒメヒイラギ
奄美大島特産種。極小型の佳品。

1414 斑入りコマユミ斑入りコマユミ
美しい斑入りで実も着きます。16

1415 トキワ柿葉マユミトキワ柿葉マユミ（接）（接）
中国産の常緑種。ピンクの大きな実をつけ
る珍種。¥3,300 ¥1,100

ニシキギ科
 ニシキギ科の仲間 ▶

¥1,100 ¥3,300

▶モチノキ科

 モチノキ科の仲間

白実イヌツゲ ¥1,100
珍しい白実種。

雲竜イヌツゲ ¥1,650
曲のある枝が出る珍種。

ヒメモチ ¥1,100
日本海側に自生。赤い実が美しい。

ウメモドキ ¥1,650
実付の良いタイプ。

▶ニシキギ科

 ニシキギ科の仲間

緋玉マユミ ¥1,320
濃紅色の実が秋を彩る人気種。

白実マユミ ¥1,320
白実の珍種で強健。

コシノコマユミ ¥660
小さな赤い実が紅葉に映えて美しい。

ニシキギ コンパクタ ¥660
幹に翼を持ち紅葉が美しい。

サワダツ ¥1,100
渋い茶色の花と、美しい実が楽しめる。

ムラサキマユミ ¥1,320
常緑で茶褐色の花の珍種。実も美しい。

ツルウメモドキ ¥880
黄色と赤色の美しい実が秋を彩る。

エゾツリバナ
大きな実が面白い。新潟県産。

オオツリバナ
丸い実に５本の低い翼を持つ東北の人気種。

▶エゴノキ科

 エゴノキ科の仲間

赤花枝垂エゴノキ ¥1,320
小品にも向く珍種。

¥1,100
¥2,200

●1Ｐ

●大株

¥1,100
¥2,200

●1Ｐ

●大株

 山野草の部 91

1432 椿 韓の雪 椿 韓の雪 
韓国野生種から発見された美しい雪白三光
斑散斑。

1433 椿「白雁」椿「白雁」
散斑。

1434 椿「覆輪西王母」椿「覆輪西王母」
北陸の銘花西王母に大覆輪のはいる美しい
個体。

1435 斑入椿「満月」斑入椿「満月」
雪椿黄中斑。

NEW

¥1,650 ¥1,650 ¥1,650 ¥1,320

1436 椿「御所錦」椿「御所錦」
京都産の白掃込美麗種。

1437 椿「弁天一楽」椿「弁天一楽」
ユキツバキ「一楽」の斑入葉。

1438 椿「朝日の雪」椿「朝日の雪」
ユキツバキの中斑美麗種。

1439 椿 黃覆輪紅唐子椿 黃覆輪紅唐子
美しい唐子咲きに黃大丈夫覆輪の入った２芸
品の人気品種。¥2,200 ¥1,320 ¥1,320 ¥1,650

1424 斑入椿「金世界」斑入椿「金世界」
雪椿黄中斑。

1425 斑入椿「越ノ吹雪」斑入椿「越ノ吹雪」
雪椿砂子覆輪二芸品。

1426 椿 五頭錦椿 五頭錦
打ち込み系の派手な散り斑入りの希産品種
です。

1427 椿「多福弁天」椿「多福弁天」
底赤の美しい花で、斑入。

ツバキ科の仲間

¥1,320 ¥1,320 ¥2,750 ¥1,320

1440 椿 黄覆輪弁天椿 黄覆輪弁天 1441 雪椿 弁天不識庵雪椿 弁天不識庵
上越産の美しい雪椿の珍品。

1442 千種川千種川
花も大変美しい散斑入の人気種。

1443 椿 錦葉千羽鶴椿 錦葉千羽鶴
様々な芸を見せる複芸品の珍種です。

¥1,650 ¥1,980 ¥2,200 ¥2,200

1428 椿「弁天一休」椿「弁天一休」
白弁天覆輪の濃赤小輪美麗種。

1429 椿 弁天神楽椿 弁天神楽
太神楽の白弁天斑入り。花も豪華で美しい。

1430 錦葉黒椿錦葉黒椿
黒椿に大覆輪の入った美しい個体。

1431 椿「錦葉覆輪一休」椿「錦葉覆輪一休」
花も葉も美しい早くからの人気銘花。

¥1,320 ¥1,650 ¥1,650 ¥1,650 

▶モクセイ科

 モクセイ科の仲間

一才ヒトツバタゴ ¥1,980
小型で花付の良い人気種。

▶ハイノキ科

 ハイノキ科の仲間

サワフタギ ¥1,650
秋の紺色の実が美しい人気種。

▶キブシ科

 キブシ科の仲間

キブシ ¥990
マンサクと共に早春の山地を彩る人気種。

赤花キブシ ¥1,320
帯紅色の個体。

山野草
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1420 細葉トキワツリバナ細葉トキワツリバナ（接）（接）
中国産の常緑性の珍種。実も長い翼があり
面白い。

1421 屋久島アオツリバナ屋久島アオツリバナ
屋久島産の珍種。青白い木姿が美しい。

1422 エゴノキ メリオデンドロンエゴノキ メリオデンドロン
エゴの仲間で中国産の巨大輪種。美しい花
色の強健種。

1423 姫ヒイラギモクセイ「香り姫」姫ヒイラギモクセイ「香り姫」
ごく小型で秋咲の美しい芳香種。

¥3,300 ¥1,650 ¥1,980

エゴノキ科
 エゴノキ科の仲間 ▶

モクセイ科
 モクセイ科の仲間 ▶

¥880

1416 糸葉トキワマユミ糸葉トキワマユミ
中国産の珍貴種　小苗です。

1417 エゾヒロハツリバナエゾヒロハツリバナ
道東に自生するタイプで、明
るい桃紅色の実をよく付ける。

1418 風鈴ツリバナ風鈴ツリバナ
長く垂れ下る実の姿と形
が面白い。

1419 トゲ実トキワツリバナトゲ実トキワツリバナ
中国産の珍貴種。小苗です。

¥2,200
¥1,650
¥2,640

●1Ｐ
●大株

¥2,200
¥3,300

●1Ｐ
●接木株 ¥3,300

1408 赤実ノイヌツゲ赤実ノイヌツゲ
赤い実が美しい日本海側の特産種。

1409 ツルツゲツルツゲ
深山に自生する這性の赤実種。

1410 白実ツルツゲ白実ツルツゲ
普通種の赤色に対して白実。近年発見され
た大変珍しい希少種。

1411 風鈴ウメモドキ風鈴ウメモドキ
垂れ下る実の付き方が面白い。

¥1,650

モチノキ科
 モチノキ科の仲間 ▶

¥1,100 ¥1,650 ¥1,320

1412 白実風鈴ウメモドキ白実風鈴ウメモドキ
風鈴ウメモドキの実生から発見された白実
の純系種。短茎タイプです。

1413 奄美ヒメヒイラギ奄美ヒメヒイラギ
奄美大島特産種。極小型の佳品。

1414 斑入りコマユミ斑入りコマユミ
美しい斑入りで実も着きます。16

1415 トキワ柿葉マユミトキワ柿葉マユミ（接）（接）
中国産の常緑種。ピンクの大きな実をつけ
る珍種。¥3,300 ¥1,100

ニシキギ科
 ニシキギ科の仲間 ▶

¥1,100 ¥3,300

▶モチノキ科

 モチノキ科の仲間

白実イヌツゲ ¥1,100
珍しい白実種。

雲竜イヌツゲ ¥1,650
曲のある枝が出る珍種。

ヒメモチ ¥1,100
日本海側に自生。赤い実が美しい。

ウメモドキ ¥1,650
実付の良いタイプ。

▶ニシキギ科

 ニシキギ科の仲間

緋玉マユミ ¥1,320
濃紅色の実が秋を彩る人気種。

白実マユミ ¥1,320
白実の珍種で強健。

コシノコマユミ ¥660
小さな赤い実が紅葉に映えて美しい。

ニシキギ コンパクタ ¥660
幹に翼を持ち紅葉が美しい。

サワダツ ¥1,100
渋い茶色の花と、美しい実が楽しめる。

ムラサキマユミ ¥1,320
常緑で茶褐色の花の珍種。実も美しい。

ツルウメモドキ ¥880
黄色と赤色の美しい実が秋を彩る。

エゾツリバナ
大きな実が面白い。新潟県産。

オオツリバナ
丸い実に５本の低い翼を持つ東北の人気種。

▶エゴノキ科

 エゴノキ科の仲間

赤花枝垂エゴノキ ¥1,320
小品にも向く珍種。

¥1,100
¥2,200

●1Ｐ

●大株

¥1,100
¥2,200

●1Ｐ

●大株

 山野草の部 91

1432 椿 韓の雪 椿 韓の雪 
韓国野生種から発見された美しい雪白三光
斑散斑。

1433 椿「白雁」椿「白雁」
散斑。

1434 椿「覆輪西王母」椿「覆輪西王母」
北陸の銘花西王母に大覆輪のはいる美しい
個体。

1435 斑入椿「満月」斑入椿「満月」
雪椿黄中斑。

NEW

¥1,650 ¥1,650 ¥1,650 ¥1,320

1436 椿「御所錦」椿「御所錦」
京都産の白掃込美麗種。

1437 椿「弁天一楽」椿「弁天一楽」
ユキツバキ「一楽」の斑入葉。

1438 椿「朝日の雪」椿「朝日の雪」
ユキツバキの中斑美麗種。

1439 椿 黃覆輪紅唐子椿 黃覆輪紅唐子
美しい唐子咲きに黃大丈夫覆輪の入った２芸
品の人気品種。¥2,200 ¥1,320 ¥1,320 ¥1,650

1424 斑入椿「金世界」斑入椿「金世界」
雪椿黄中斑。

1425 斑入椿「越ノ吹雪」斑入椿「越ノ吹雪」
雪椿砂子覆輪二芸品。

1426 椿 五頭錦椿 五頭錦
打ち込み系の派手な散り斑入りの希産品種
です。

1427 椿「多福弁天」椿「多福弁天」
底赤の美しい花で、斑入。

ツバキ科の仲間

¥1,320 ¥1,320 ¥2,750 ¥1,320

1440 椿 黄覆輪弁天椿 黄覆輪弁天 1441 雪椿 弁天不識庵雪椿 弁天不識庵
上越産の美しい雪椿の珍品。

1442 千種川千種川
花も大変美しい散斑入の人気種。

1443 椿 錦葉千羽鶴椿 錦葉千羽鶴
様々な芸を見せる複芸品の珍種です。

¥1,650 ¥1,980 ¥2,200 ¥2,200

1428 椿「弁天一休」椿「弁天一休」
白弁天覆輪の濃赤小輪美麗種。

1429 椿 弁天神楽椿 弁天神楽
太神楽の白弁天斑入り。花も豪華で美しい。

1430 錦葉黒椿錦葉黒椿
黒椿に大覆輪の入った美しい個体。

1431 椿「錦葉覆輪一休」椿「錦葉覆輪一休」
花も葉も美しい早くからの人気銘花。

¥1,320 ¥1,650 ¥1,650 ¥1,650 

▶モクセイ科

 モクセイ科の仲間

一才ヒトツバタゴ ¥1,980
小型で花付の良い人気種。

▶ハイノキ科

 ハイノキ科の仲間

サワフタギ ¥1,650
秋の紺色の実が美しい人気種。

▶キブシ科

 キブシ科の仲間

キブシ ¥990
マンサクと共に早春の山地を彩る人気種。

赤花キブシ ¥1,320
帯紅色の個体。

山野草
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1464 椿「出雲大社赤藪」椿「出雲大社赤藪」
早くから知られる山陰の銘花。

1465 椿「夢」椿「夢」
新潟県で育成された小型の咲分人気種。

1466 椿「白花」椿「白花」
雪バタ系の県内産小輪白花の野生種からの
選抜秀品。

1467 孔雀椿 孔雀椿 
柳葉枝垂性で百合咲きの大変美しい有名種
です。¥1,320 ¥1,320 ¥1,100

NEW

¥1,320

1456 茶花向椿「雪舟」茶花向椿「雪舟」
筒シベの端正な花形が印象的な銘花。

1457 椿 隠れ磯 椿 隠れ磯 
昔から有名な白覆輪の銘花です。

1458 椿 華厳 椿 華厳 
枝垂性として有名な椿で、花も美しい珍種
です。

1459 茶花向椿「越の麗人」茶花向椿「越の麗人」
上品な色合いの宝珠咲の人気種。

¥1,320

NEW

¥1,320

NEW

¥1,650 ¥1,320

1444 サザンカ ユーレタイド錦サザンカ ユーレタイド錦
濃赤の人気種に三光斑の入る珍種。

1445 サザンカ「帝」サザンカ「帝」
銀斑掃込の珍品。

1446 サザンカ 翁衣サザンカ 翁衣
紅覆輪の花も美しい斑入人気種。

1447 サザンカ 孔雀錦サザンカ 孔雀錦
細い柳葉に紺三光斑入り。白い花も美しい
珍種。¥2,200 ¥2,750 ¥1,320 ¥1,320

1448 サザンカ 錦サザンカ 錦 1449 サザンカ 三光錦 サザンカ 三光錦 
サザンカの三光斑の珍種です。

1450 寒椿 三光覆輪寒椿 三光覆輪
花も美しい人気種。

1451 まどかまどか
円。椿の葉芸品の中では最右翼でしょう。
まさに奇想天外。¥1,320

NEW

¥1,320 ¥3,300 ¥1,320

1452 銀葉椿銀葉椿
大島産のヤブツバキの変化葉。花も美しい。

1453 茶花向椿「秋一番」茶花向椿「秋一番」
美しい縦絞りの早咲種。大型で強健。

1454 椿 愛宕 椿 愛宕 
大変美しい花色で知られる希少な人気品種
です。

1455 茶花向椿「村下」茶花向椿「村下」
小輪で燃えるような緋赤色。侘芯咲。

¥1,980 ¥1,320

NEW

¥3,300 ¥1,320

1460 椿 酒中花椿 酒中花
早くから美しさに定評の有る古典品種。

1461 椿 天倫寺月光椿 天倫寺月光
多くの銘花で知られる松江の椿の有名品種
です。

1462 椿 トムタム椿 トムタム
白覆輪の千重咲きの美しい人気品種です。

1463 椿「百合絞」椿「百合絞」
百合咲に絞りの入る珍種。

¥1,320 ¥1,320 ¥1,320 ¥1,320

 山野草の部 93

1476 椿「普門院」椿「普門院」
山陰松江の銘花。上品な美しさは別格。

1477 グレープソーダグレープソーダ
紫色系の人気種。花色も比較的安定。

1478 白花ヤブツバキ 白花ヤブツバキ 
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。

1479 侘介咲椿「湊晨侘助」侘介咲椿「湊晨侘助」
珍しい白覆輪の最新花。

¥1,320 ¥2,200

NEW

¥1,320 ¥1,980

1480 椿「友の浦」椿「友の浦」
玉の浦から改良された八重咲白覆輪の美麗
種。

1481 椿 ナイトライダー椿 ナイトライダー
黒椿の交配種の中でも異色の人気品種で
す。

1482 金花茶金花茶
中国産の有名種。鮮やかな黄花の美しい原種。
施設内なら０℃くらいまで大丈夫。

1483 椿「ハイドゥン」椿「ハイドゥン」
ベトナム産の有名種。造花のような美しさ。
0℃くらいは耐えます。¥1,650 ¥1,320 ¥3,850 ¥2,750

1484 アザレア椿アザレア椿
不定期咲の大変美しい葉
姿の人気種。

1485 椿「初黄」椿「初黄」（しょこう）（しょこう）
耐寒性のある黄花椿の新品種。

1486 椿 ダローネガ椿 ダローネガ
クリーム色の千重咲の大変美しい人気種。

1487 雪椿雪椿
日本海側の積雪地帯に隔離分布する野生
種。

¥1,650
¥5,500 

●1Ｐ
●（接） ¥1,650 ¥1,650 ¥1,100

1468 椿「白孔雀」椿「白孔雀」
雪白の美しい百合咲き。

1469 椿「卜伴」椿「卜伴」
白の唐子弁が美しい銘品。月光。

1470 椿 桃色卜伴椿 桃色卜伴
色対比の美しい豪華な花容が見事です。

1471 椿「白唐子」椿「白唐子」
白花唐子咲の有名種。

¥2,200 ¥1,320 ¥1,650 ¥1,650 

1472 椿「赤唐子」椿「赤唐子」
美しい赤唐子咲。日光。

1473 椿「笑顔雲竜」椿「笑顔雲竜」
春サザンカの系統。美しい八重咲に雲竜芸
の二芸品人気種。

1474 椿 昇竜椿 昇竜
雲龍芸の秀でた新品種。花も端正で美しい

1475 椿「最小白花」椿「最小白花」
ヤブツバキの極小輪白花種として知られる。
茶花向きの逸品。¥1,650 ¥2,750 ¥1,650 ¥1,320

1488 雪椿「栃姫」雪椿「栃姫」
雪椿の中では特異な矮性種。最も小輪花とい
われる。新潟県栃尾市での発見。

1489 雪椿「どんちょう」雪椿「どんちょう」
重厚な美しさで人気の有名種。東洋の光。

1490 雪椿「麗山峰」雪椿「麗山峰」
奥只見山系で発見された白掃込散斑の逸
品。

1491 椿「炉開き」椿「炉開き」
新潟県栃尾市で発見された雪椿と茶の天然
雑種。秋から咲き始める人気品種。¥1,320 ¥1,650 ¥1,980 ¥880

山野草
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1464 椿「出雲大社赤藪」椿「出雲大社赤藪」
早くから知られる山陰の銘花。

1465 椿「夢」椿「夢」
新潟県で育成された小型の咲分人気種。

1466 椿「白花」椿「白花」
雪バタ系の県内産小輪白花の野生種からの
選抜秀品。

1467 孔雀椿 孔雀椿 
柳葉枝垂性で百合咲きの大変美しい有名種
です。¥1,320 ¥1,320 ¥1,100

NEW

¥1,320

1456 茶花向椿「雪舟」茶花向椿「雪舟」
筒シベの端正な花形が印象的な銘花。

1457 椿 隠れ磯 椿 隠れ磯 
昔から有名な白覆輪の銘花です。

1458 椿 華厳 椿 華厳 
枝垂性として有名な椿で、花も美しい珍種
です。

1459 茶花向椿「越の麗人」茶花向椿「越の麗人」
上品な色合いの宝珠咲の人気種。

¥1,320

NEW

¥1,320

NEW

¥1,650 ¥1,320

1444 サザンカ ユーレタイド錦サザンカ ユーレタイド錦
濃赤の人気種に三光斑の入る珍種。

1445 サザンカ「帝」サザンカ「帝」
銀斑掃込の珍品。

1446 サザンカ 翁衣サザンカ 翁衣
紅覆輪の花も美しい斑入人気種。

1447 サザンカ 孔雀錦サザンカ 孔雀錦
細い柳葉に紺三光斑入り。白い花も美しい
珍種。¥2,200 ¥2,750 ¥1,320 ¥1,320

1448 サザンカ 錦サザンカ 錦 1449 サザンカ 三光錦 サザンカ 三光錦 
サザンカの三光斑の珍種です。

1450 寒椿 三光覆輪寒椿 三光覆輪
花も美しい人気種。

1451 まどかまどか
円。椿の葉芸品の中では最右翼でしょう。
まさに奇想天外。¥1,320

NEW

¥1,320 ¥3,300 ¥1,320

1452 銀葉椿銀葉椿
大島産のヤブツバキの変化葉。花も美しい。

1453 茶花向椿「秋一番」茶花向椿「秋一番」
美しい縦絞りの早咲種。大型で強健。

1454 椿 愛宕 椿 愛宕 
大変美しい花色で知られる希少な人気品種
です。

1455 茶花向椿「村下」茶花向椿「村下」
小輪で燃えるような緋赤色。侘芯咲。

¥1,980 ¥1,320

NEW

¥3,300 ¥1,320

1460 椿 酒中花椿 酒中花
早くから美しさに定評の有る古典品種。

1461 椿 天倫寺月光椿 天倫寺月光
多くの銘花で知られる松江の椿の有名品種
です。

1462 椿 トムタム椿 トムタム
白覆輪の千重咲きの美しい人気品種です。

1463 椿「百合絞」椿「百合絞」
百合咲に絞りの入る珍種。

¥1,320 ¥1,320 ¥1,320 ¥1,320
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1476 椿「普門院」椿「普門院」
山陰松江の銘花。上品な美しさは別格。

1477 グレープソーダグレープソーダ
紫色系の人気種。花色も比較的安定。

1478 白花ヤブツバキ 白花ヤブツバキ 
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。

1479 侘介咲椿「湊晨侘助」侘介咲椿「湊晨侘助」
珍しい白覆輪の最新花。

¥1,320 ¥2,200

NEW

¥1,320 ¥1,980

1480 椿「友の浦」椿「友の浦」
玉の浦から改良された八重咲白覆輪の美麗
種。

1481 椿 ナイトライダー椿 ナイトライダー
黒椿の交配種の中でも異色の人気品種で
す。

1482 金花茶金花茶
中国産の有名種。鮮やかな黄花の美しい原種。
施設内なら０℃くらいまで大丈夫。

1483 椿「ハイドゥン」椿「ハイドゥン」
ベトナム産の有名種。造花のような美しさ。
0℃くらいは耐えます。¥1,650 ¥1,320 ¥3,850 ¥2,750

1484 アザレア椿アザレア椿
不定期咲の大変美しい葉
姿の人気種。

1485 椿「初黄」椿「初黄」（しょこう）（しょこう）
耐寒性のある黄花椿の新品種。

1486 椿 ダローネガ椿 ダローネガ
クリーム色の千重咲の大変美しい人気種。

1487 雪椿雪椿
日本海側の積雪地帯に隔離分布する野生
種。

¥1,650
¥5,500 

●1Ｐ
●（接） ¥1,650 ¥1,650 ¥1,100

1468 椿「白孔雀」椿「白孔雀」
雪白の美しい百合咲き。

1469 椿「卜伴」椿「卜伴」
白の唐子弁が美しい銘品。月光。

1470 椿 桃色卜伴椿 桃色卜伴
色対比の美しい豪華な花容が見事です。

1471 椿「白唐子」椿「白唐子」
白花唐子咲の有名種。

¥2,200 ¥1,320 ¥1,650 ¥1,650 

1472 椿「赤唐子」椿「赤唐子」
美しい赤唐子咲。日光。

1473 椿「笑顔雲竜」椿「笑顔雲竜」
春サザンカの系統。美しい八重咲に雲竜芸
の二芸品人気種。

1474 椿 昇竜椿 昇竜
雲龍芸の秀でた新品種。花も端正で美しい

1475 椿「最小白花」椿「最小白花」
ヤブツバキの極小輪白花種として知られる。
茶花向きの逸品。¥1,650 ¥2,750 ¥1,650 ¥1,320

1488 雪椿「栃姫」雪椿「栃姫」
雪椿の中では特異な矮性種。最も小輪花とい
われる。新潟県栃尾市での発見。

1489 雪椿「どんちょう」雪椿「どんちょう」
重厚な美しさで人気の有名種。東洋の光。

1490 雪椿「麗山峰」雪椿「麗山峰」
奥只見山系で発見された白掃込散斑の逸
品。

1491 椿「炉開き」椿「炉開き」
新潟県栃尾市で発見された雪椿と茶の天然
雑種。秋から咲き始める人気品種。¥1,320 ¥1,650 ¥1,980 ¥880

山野草
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1496 夏椿「夜明け前」夏椿「夜明け前」
中国産の美しいピンク花の夏椿。

1497 赤花トキワマンサク赤花トキワマンサク
常緑の小型種。耐寒性の美しい人気品種。

1498 一才コナラ ２年生苗一才コナラ ２年生苗
実生3年目で結実する個体の選抜を重ねた
もので小品盆栽向けの最新種。

1499 三度栗三度栗
一才性の実付きの良い小型種。

¥1,100 ¥880

マンサク科
 マンサク科の仲間 ▶

¥2,200 

ブナ科
 ブナ科の仲間 ▶

¥3,300

1492 中斑炉開き中斑炉開き
珍しい炉開きの斑入。

1493 炉開き 絞り咲炉開き 絞り咲
絞り咲分となる珍品。

1494 二季咲雪椿二季咲雪椿
栃尾産の春・秋二季咲の珍種。銘花炉開き
の片親といわれている。

1495 ナツツバキ 涼風 ナツツバキ 涼風 
青軸の美しい姿の人気品種です。

¥1,650 ¥1,320 ¥1,320

NEW

¥1,650

1500 三度栗「紅茜」三度栗「紅茜」
小型種で夏から秋まで咲き続け、赤い小イ
ガが鈴なりとなる最新種。

1501 深山レンゲ深山レンゲ
鉢植でも良く開花する日本産の小型種で作
り易い。

1502 シデコブシ「平井紅」シデコブシ「平井紅」（接）（接）
シデコブシの中で最も濃色と定評のある人
気種。

1503 緑花アケビ緑花アケビ
ミツバアケビの緑弁花の珍種

¥5,500

モクレン科
 モクレン科の仲間 ▶

¥1,320 ¥2,750 ¥4,400

アケビ科
 アケビ科の仲間 ▶

▶ツバキ科の仲間

雲竜椿 ¥1,320
曲がりくねった枝振りが面白い。

七変化椿 ¥1,320
様々な葉姿を交える珍奇種。

孔雀椿 ¥1,650
美しい八重レンゲ咲。枝垂性の有名種。

椿「華厳」 ¥1,650
白花枝垂椿の珍種。大株になるほど見事。

錦魚葉椿 ¥1,320
刃先が金魚の尾状に変化する面白い人気種。

茶花向椿「小夜侘介」 ¥1,320
小輪の侘芯咲で美しい人気種。紅一休。

白花ヤブツバキ ¥1,320
早くからお茶花に使用されている佳品。

椿「ことじ」 ¥1,320
金沢の兼六園椿として有名。美しい人気品種。

茶花向銘花椿セット
開花は10月～４月頃が適期です。

侘介咲椿「太郎冠者」 ¥1,320
明るい色合いが美しい古典椿。有楽。

侘介咲椿「白侘助」 ¥1,320
早咲きの人気種。茶花の定番。

侘介咲椿「赤侘助」 ¥1,320
小輪筒咲の上品な佳品。

侘介咲椿「胡蝶侘助」 ¥1,320
赤に白いスポットが美しい古典椿。

佗介咲椿セット ¥3,600
太郎冠者、白佗介、赤佗介等。

椿「白菊」 ¥1,320
白花八重咲の美しい佳品。

椿 王冠 ¥1,320
大変美しい肥後椿の人気種。

椿「夏炉冬扇」 ¥1,320
極小型の雪椿で花も小輪で実に可憐。

椿「紅三光」 ¥1,320
極小型の雪椿の珍種。花も2、3弁の小輪。

雪椿 銘花セット ¥5,940
新潟県特産の美しい雪椿のセットです。

赤花茶 ¥880
珍しい淡紅色の佳品。

八ツ房ヒメシャラ ¥1,320
木姿の面白い珍種。

▶マンサク科

 マンサク科の仲間

マルバノキ ¥1,100
赤い花を咲かせ、秋の紅葉が美しい。

ヒメミズキ ¥660
小型の多花性で、鉢作りに最適な人気種。

トキワマンサク「花吹雪」 ¥2,640
絞り咲分の美しい個体。

白花ホザキマンサク ¥880
北米産の強健種。早春に白い房状花。

▶ブナ科

 ブナ科の仲間

ミヤマナラ ¥1,100
日本海側の山地から高山帯の一部に自生。ミズナラの高山変異種で、小型に生育する。

白神ブナ ¥660
東北の有名種。

越後ブナ ¥660
多雪地帯の原種。

▶モクレン科

 モクレン科の仲間

大山レンゲ（接）（接） ¥2,200
大輪強健の韓国産人気種。

受咲大山レンゲ（接）（接） ¥2,200
ホオノキとの天然雑種と言われる。

¥5,940
¥11,000

●５種

●10種

●３種

●５種

 山野草の部 95

1504 ムクゲ「宗旦」ムクゲ「宗旦」
暑い頃に涼風を感じさせる美しい銘花。

1505 ムクゲ 「紫玉」ムクゲ 「紫玉」
紫青色八重咲の鮮やかな美しさ。

1506 ムクゲ スターバーストシフォンムクゲ スターバーストシフォン
ムクゲの美しい最新品。丈夫で何処でも育
てられます。

1507 スイフヨウスイフヨウ
移り色の人気種。

¥880

アオイ科
 アオイ科の仲間 ▶

¥1,100 ¥1,980 ¥1,650

1508 楠玉スイフヨウ楠玉スイフヨウ
移り色の八重咲美麗種。

1509 チョウセンゴミシチョウセンゴミシ
皮質、落葉のツル性で赤い実を房状に付け
る。

1510 アメリカシキミアメリカシキミ
濃赤の美しい花で知られる品種。

1511 中国ハナイカダ ♂♀中国ハナイカダ ♂♀
常緑の細葉種で赤い実が美しい。オス、メ
ス各1,100円。¥1,650 ¥880

マツブサ科
 マツブサ科の仲間 ▶

¥1,980

ミズキ科
 ミズキ科の仲間 ▶

¥2,200●２Ｐ

1512 ゴゼンタチバナゴゼンタチバナ
花も実も美しい人気種。

1513 エゾゴゼンタチバナエゾゴゼンタチバナ
ゴゼンタチバナと比べ葉が対生。

1514 ウリノキ ウリノキ 
ウリノキ科の１属1種の葉姿花共に面白い人
気品種です。

1515 中国赤花マタタビ中国赤花マタタビ
美しい赤花の珍種。秋の紅葉も美しい。

¥880●９㎝ ¥880

ウリノキ科
 ウリノキ科の仲間 ▶

NEW

¥1,320

サルナシ科
 サルナシ科の仲間 ▶

¥1,890

▶アオイ科

 アオイ科の仲間

ムクゲ 角倉花笠 ¥1,100
美しいピンクの八重咲。

ムクゲ 大徳寺白 ¥1,100
白一重の大輪花。

ムクゲ 白祇園守 ¥1,100
白の半八重。

白花フヨウ ¥1,320
純白の美花。

赤花フヨウ ¥1,320
鮮紅色の美麗品種。

▶マツブサ科

 マツブサ科の仲間

ビナンカズラ大株 ¥2,640

▶ミズキ科

 ミズキ科の仲間

八ツ房ヤマボウシ ¥1,980
珍しい八ツ房性の矮性種で枝張り良く小品盆栽向けの珍種。

黄花ヤマボウシ ¥1,650
常緑の黄花の美しい個体。中国産。

赤花ヤマボウシ ¥1,100
美しい赤花の人気種。

ハナイカダ　オス ¥880
葉の上に付く花や実が面白い人気種。

ハナイカダ　メス ¥880

▶サルナシ科

 サルナシ科の仲間

一才サルナシ（コクワ）（コクワ） ¥880
小型で実付の良い人気種。

▶クスノキ科

 クスノキ科の仲間

アブラチャン ¥1,320
春の山野を彩る黄色の小花が美しい。

シロモジ ¥1,650
三裂した葉姿が面白い。

ダンコウバイ ¥1,650
葉の出る前に咲く黄色の花が美しい。

ヤマコウバシ ¥1,320
冬でも葉を良く保ち木姿も美しい。

山野草
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1496 夏椿「夜明け前」夏椿「夜明け前」
中国産の美しいピンク花の夏椿。

1497 赤花トキワマンサク赤花トキワマンサク
常緑の小型種。耐寒性の美しい人気品種。

1498 一才コナラ ２年生苗一才コナラ ２年生苗
実生3年目で結実する個体の選抜を重ねた
もので小品盆栽向けの最新種。

1499 三度栗三度栗
一才性の実付きの良い小型種。

¥1,100 ¥880

マンサク科
 マンサク科の仲間 ▶

¥2,200 

ブナ科
 ブナ科の仲間 ▶

¥3,300

1492 中斑炉開き中斑炉開き
珍しい炉開きの斑入。

1493 炉開き 絞り咲炉開き 絞り咲
絞り咲分となる珍品。

1494 二季咲雪椿二季咲雪椿
栃尾産の春・秋二季咲の珍種。銘花炉開き
の片親といわれている。

1495 ナツツバキ 涼風 ナツツバキ 涼風 
青軸の美しい姿の人気品種です。

¥1,650 ¥1,320 ¥1,320

NEW

¥1,650

1500 三度栗「紅茜」三度栗「紅茜」
小型種で夏から秋まで咲き続け、赤い小イ
ガが鈴なりとなる最新種。

1501 深山レンゲ深山レンゲ
鉢植でも良く開花する日本産の小型種で作
り易い。

1502 シデコブシ「平井紅」シデコブシ「平井紅」（接）（接）
シデコブシの中で最も濃色と定評のある人
気種。

1503 緑花アケビ緑花アケビ
ミツバアケビの緑弁花の珍種

¥5,500

モクレン科
 モクレン科の仲間 ▶

¥1,320 ¥2,750 ¥4,400

アケビ科
 アケビ科の仲間 ▶

▶ツバキ科の仲間

雲竜椿 ¥1,320
曲がりくねった枝振りが面白い。

七変化椿 ¥1,320
様々な葉姿を交える珍奇種。

孔雀椿 ¥1,650
美しい八重レンゲ咲。枝垂性の有名種。

椿「華厳」 ¥1,650
白花枝垂椿の珍種。大株になるほど見事。

錦魚葉椿 ¥1,320
刃先が金魚の尾状に変化する面白い人気種。

茶花向椿「小夜侘介」 ¥1,320
小輪の侘芯咲で美しい人気種。紅一休。

白花ヤブツバキ ¥1,320
早くからお茶花に使用されている佳品。

椿「ことじ」 ¥1,320
金沢の兼六園椿として有名。美しい人気品種。

茶花向銘花椿セット
開花は10月～４月頃が適期です。

侘介咲椿「太郎冠者」 ¥1,320
明るい色合いが美しい古典椿。有楽。

侘介咲椿「白侘助」 ¥1,320
早咲きの人気種。茶花の定番。

侘介咲椿「赤侘助」 ¥1,320
小輪筒咲の上品な佳品。

侘介咲椿「胡蝶侘助」 ¥1,320
赤に白いスポットが美しい古典椿。

佗介咲椿セット ¥3,600
太郎冠者、白佗介、赤佗介等。

椿「白菊」 ¥1,320
白花八重咲の美しい佳品。

椿 王冠 ¥1,320
大変美しい肥後椿の人気種。

椿「夏炉冬扇」 ¥1,320
極小型の雪椿で花も小輪で実に可憐。

椿「紅三光」 ¥1,320
極小型の雪椿の珍種。花も2、3弁の小輪。

雪椿 銘花セット ¥5,940
新潟県特産の美しい雪椿のセットです。

赤花茶 ¥880
珍しい淡紅色の佳品。

八ツ房ヒメシャラ ¥1,320
木姿の面白い珍種。

▶マンサク科

 マンサク科の仲間

マルバノキ ¥1,100
赤い花を咲かせ、秋の紅葉が美しい。

ヒメミズキ ¥660
小型の多花性で、鉢作りに最適な人気種。

トキワマンサク「花吹雪」 ¥2,640
絞り咲分の美しい個体。

白花ホザキマンサク ¥880
北米産の強健種。早春に白い房状花。

▶ブナ科

 ブナ科の仲間

ミヤマナラ ¥1,100
日本海側の山地から高山帯の一部に自生。ミズナラの高山変異種で、小型に生育する。

白神ブナ ¥660
東北の有名種。

越後ブナ ¥660
多雪地帯の原種。

▶モクレン科

 モクレン科の仲間

大山レンゲ（接）（接） ¥2,200
大輪強健の韓国産人気種。

受咲大山レンゲ（接）（接） ¥2,200
ホオノキとの天然雑種と言われる。

¥5,940
¥11,000

●５種

●10種

●３種

●５種
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1504 ムクゲ「宗旦」ムクゲ「宗旦」
暑い頃に涼風を感じさせる美しい銘花。

1505 ムクゲ 「紫玉」ムクゲ 「紫玉」
紫青色八重咲の鮮やかな美しさ。

1506 ムクゲ スターバーストシフォンムクゲ スターバーストシフォン
ムクゲの美しい最新品。丈夫で何処でも育
てられます。

1507 スイフヨウスイフヨウ
移り色の人気種。

¥880

アオイ科
 アオイ科の仲間 ▶

¥1,100 ¥1,980 ¥1,650

1508 楠玉スイフヨウ楠玉スイフヨウ
移り色の八重咲美麗種。

1509 チョウセンゴミシチョウセンゴミシ
皮質、落葉のツル性で赤い実を房状に付け
る。

1510 アメリカシキミアメリカシキミ
濃赤の美しい花で知られる品種。

1511 中国ハナイカダ ♂♀中国ハナイカダ ♂♀
常緑の細葉種で赤い実が美しい。オス、メ
ス各1,100円。¥1,650 ¥880

マツブサ科
 マツブサ科の仲間 ▶

¥1,980

ミズキ科
 ミズキ科の仲間 ▶

¥2,200●２Ｐ

1512 ゴゼンタチバナゴゼンタチバナ
花も実も美しい人気種。

1513 エゾゴゼンタチバナエゾゴゼンタチバナ
ゴゼンタチバナと比べ葉が対生。

1514 ウリノキ ウリノキ 
ウリノキ科の１属1種の葉姿花共に面白い人
気品種です。

1515 中国赤花マタタビ中国赤花マタタビ
美しい赤花の珍種。秋の紅葉も美しい。

¥880●９㎝ ¥880

ウリノキ科
 ウリノキ科の仲間 ▶

NEW

¥1,320

サルナシ科
 サルナシ科の仲間 ▶

¥1,890

▶アオイ科

 アオイ科の仲間

ムクゲ 角倉花笠 ¥1,100
美しいピンクの八重咲。

ムクゲ 大徳寺白 ¥1,100
白一重の大輪花。

ムクゲ 白祇園守 ¥1,100
白の半八重。

白花フヨウ ¥1,320
純白の美花。

赤花フヨウ ¥1,320
鮮紅色の美麗品種。

▶マツブサ科

 マツブサ科の仲間

ビナンカズラ大株 ¥2,640

▶ミズキ科

 ミズキ科の仲間

八ツ房ヤマボウシ ¥1,980
珍しい八ツ房性の矮性種で枝張り良く小品盆栽向けの珍種。

黄花ヤマボウシ ¥1,650
常緑の黄花の美しい個体。中国産。

赤花ヤマボウシ ¥1,100
美しい赤花の人気種。

ハナイカダ　オス ¥880
葉の上に付く花や実が面白い人気種。

ハナイカダ　メス ¥880

▶サルナシ科

 サルナシ科の仲間

一才サルナシ（コクワ）（コクワ） ¥880
小型で実付の良い人気種。

▶クスノキ科

 クスノキ科の仲間

アブラチャン ¥1,320
春の山野を彩る黄色の小花が美しい。

シロモジ ¥1,650
三裂した葉姿が面白い。

ダンコウバイ ¥1,650
葉の出る前に咲く黄色の花が美しい。

ヤマコウバシ ¥1,320
冬でも葉を良く保ち木姿も美しい。

山野草



96 山野草の部

1516 コタヌキラン 黄覆輪コタヌキラン 黄覆輪
コタヌキランの斑入りの美しい珍種。

1517 斑入イワノガリヤス 斑入イワノガリヤス 
飯豊山系で発見された斑入の珍品です。

1518 黒軸天竺スゲ黒軸天竺スゲ
黒軸細身の美しい姿が魅力。中国産の佳品。

1519 ショタイソウ 斑入ショタイソウ 斑入
美しい葉姿の人気品種に斑が入った美麗珍
種です。¥1,320

イネ科・カヤツリグサ科
 イネ科・スゲの仲間 ▶

NEW

¥1,980 ¥1,100 ¥1,100

1520 白縞フウチソウ白縞フウチソウ
美しい白縞の涼やかな美麗品種。

1521 虫取スミレ虫取スミレ
タヌキモ科。紫色の美花で有名な高山性の
有名種。

1522 八重咲ムシトリスミレ八重咲ムシトリスミレ
美しい八重咲の人気種。

1523 八重咲サラセニア八重咲サラセニア
サラセニア科。美しく珍しい食虫植物の稀
産種。¥880

食虫植物
 食虫植物の仲間 ▶

¥1,100 ¥1,320 ¥8,800

1524 ディオネアディオネア
ハエジゴクの別名を持つ人気種。

1525 カラス葉ディオネア カラス葉ディオネア 
黒色の個性的な秀品です。

1526 セファロータスセファロータス
フクロユキノシタとも呼ばれるオーストラリ
ア産の人気種。

1527 ウメバチバンダイソウウメバチバンダイソウ
ランナーで良く増える小型の佳草です。

¥660

NEW

¥1,100 ¥2,750 

多肉植物
 ウメバチソウの仲間 ▶

¥660

▶ロウバイ科

 ロウバイ科の仲間

黄花ニオイロウバイ ¥2,200
萌黄色の美しい花と香りの良さで人気。

大輪赤花ニオイロウバイ ¥2,750
巨大輪の実に美しい佳品。

大輪白花ロウバイ ¥2,750
香りの良い白花の美麗種。ホワイトドレス。

▶イネ科・カヤツリグサ科

 イネ科・スゲの仲間

シラサギカヤツリグサ ¥660
初夏より白い花を秋まで咲かせ続ける。

ヒメワタスゲ ¥550
小型の花穂が美しい強健種。

コタヌキラン ¥880
小型で寄植の材料にも人気。

タヌキラン ¥660
タヌキのシッポの様な花穂が面白い。

糸ススキ ¥660
スッキリした細身の上品な姿が人気。

縞糸ススキ ¥660
美しい白縞のイトススキ。

金華山ススキ ¥880
上品な草姿の人気種。

矢羽根糸ススキ ¥1,650
糸ススキに矢羽根斑が入る珍しい品種。

矢羽根ススキ ¥660
虎斑の入る人気種。

姫矢羽根ススキ ¥1,320
丈低く小型の新タイプ。素晴らしい草姿。

アケボノアシ ¥550
美しい白縞の佳品として人気。

黄金フウチソウ ¥880
春の出芽から美しい人気種。

縞フウチソウ ¥710

フウチソウ ¥660
野趣ある姿で寄植にも最適。

紅フウチソウ ¥990
葉先を紅色に染める人気種。

ススキ、ナンバンギセル入り ¥1,320
ススキ等に寄生する秋咲の人気種。９月上旬頃より出ます。

▶食虫植物

 食虫植物の仲間

アシナガムシトリスミレ ¥880
ピンク大輪の美花。冬は軽く凍る位はＯＫ。

白花アシナガムシトリスミレ ¥990

東海コモウセンゴケ ¥660
モウセンゴケ科。小型で赤味の強い美しい姿で花はピンク。

黄花サラセニア ¥1,320
花、葉姿共に黄色で美しい。
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1548 金魚葉ゼンマイ金魚葉ゼンマイ
獅子葉の人気種。

1549 ヒメクジャクシダヒメクジャクシダ
極小型の美しい葉姿。極地孔雀シダ。

1550 フギレクジャクシダフギレクジャクシダ
国産クジャクシダの葉変り珍種。

1551 羅紗イヌガンソク羅紗イヌガンソク
東北地方で発見された大型種の珍品です。

¥1,650 ¥1,320 ¥1,320 ¥11,000

1544 獅子シシラン獅子シシラン
珍品の最右翼と言えます。

1545 ヨロイシダヨロイシダ
重厚な葉芸で人気の稀産種。

1546 白毛イワデンダ白毛イワデンダ
本州中部に稀産する美しい白毛種。

1547 アルプスイワデンダ アルプスイワデンダ 
アスプレニウムセテラチです。美しい姿の
高山性の珍種です。¥8,800 ¥8,800 ¥1,320

NEW

¥3,300

1540 獅子ビロードシダ獅子ビロードシダ 1541 コタニワタリ「扇獅子」コタニワタリ「扇獅子」
丸味のある葉先の個性的な獅子芸。

1542 豆ツタ獅子豆ツタ獅子 1543 獅子トラノオシダ獅子トラノオシダ
小型の珍種で強健な人気種。

¥1,650

 ビロードシダの変り ▶  コタニワタリの変り ▶

¥2,200

 マメツタの変り ▶

¥1,100

 その他シダと珍種 ▶

¥1,320

1536 イワオモダカ「小天狗」イワオモダカ「小天狗」
イワオモダカの人気を高めた有名種。

1537 イワオモダカ「七宝剣」イワオモダカ「七宝剣」
枝打ち獅子葉の珍種。

1538 イワオモダカ「斑入葉」イワオモダカ「斑入葉」
矢羽根に散斑を混える人気種。

1539 イワヒトデ 斑入獅子イワヒトデ 斑入獅子
美しい二芸品の珍種。

¥4,400 ¥33,000 ¥8,800

 イワヒトデの変り ▶

¥2,750

1532 ノキシノブ「吹上錦」ノキシノブ「吹上錦」
散斑の入る珍種。

1533 ノキシノブ「松永雲竜」ノキシノブ「松永雲竜」 1534 ヒトツバ高級種「土佐大王」ヒトツバ高級種「土佐大王」
獅子芸の最高峰。

1535 イワオモダカ「高麗獅子」イワオモダカ「高麗獅子」
扇葉系の最新人気種。

¥3,300 ¥4,400 ¥4,400

 ヒトツバの変り ▶

¥4,400

 イワオモダカの変り※▶

1528 ノキシノブ「黒竜」ノキシノブ「黒竜」
ラシャ小型の逸品。

1529 ノキシノブ 彗星 ノキシノブ 彗星 
美しい白散斑の珍品です。

1530 ノキシノブ「天女扇」ノキシノブ「天女扇」 1531 ノキシノブ「ラシャノコギリ」ノキシノブ「ラシャノコギリ」
静岡産の珍品。

¥11,000

シダの仲間
 ノキシノブ変り ▶

NEW

¥5,500 ¥3,300 ¥4,400

山野草



96 山野草の部

1516 コタヌキラン 黄覆輪コタヌキラン 黄覆輪
コタヌキランの斑入りの美しい珍種。

1517 斑入イワノガリヤス 斑入イワノガリヤス 
飯豊山系で発見された斑入の珍品です。

1518 黒軸天竺スゲ黒軸天竺スゲ
黒軸細身の美しい姿が魅力。中国産の佳品。

1519 ショタイソウ 斑入ショタイソウ 斑入
美しい葉姿の人気品種に斑が入った美麗珍
種です。¥1,320

イネ科・カヤツリグサ科
 イネ科・スゲの仲間 ▶

NEW

¥1,980 ¥1,100 ¥1,100

1520 白縞フウチソウ白縞フウチソウ
美しい白縞の涼やかな美麗品種。

1521 虫取スミレ虫取スミレ
タヌキモ科。紫色の美花で有名な高山性の
有名種。

1522 八重咲ムシトリスミレ八重咲ムシトリスミレ
美しい八重咲の人気種。

1523 八重咲サラセニア八重咲サラセニア
サラセニア科。美しく珍しい食虫植物の稀
産種。¥880

食虫植物
 食虫植物の仲間 ▶

¥1,100 ¥1,320 ¥8,800

1524 ディオネアディオネア
ハエジゴクの別名を持つ人気種。

1525 カラス葉ディオネア カラス葉ディオネア 
黒色の個性的な秀品です。

1526 セファロータスセファロータス
フクロユキノシタとも呼ばれるオーストラリ
ア産の人気種。

1527 ウメバチバンダイソウウメバチバンダイソウ
ランナーで良く増える小型の佳草です。

¥660

NEW

¥1,100 ¥2,750 

多肉植物
 ウメバチソウの仲間 ▶

¥660

▶ロウバイ科

 ロウバイ科の仲間

黄花ニオイロウバイ ¥2,200
萌黄色の美しい花と香りの良さで人気。

大輪赤花ニオイロウバイ ¥2,750
巨大輪の実に美しい佳品。

大輪白花ロウバイ ¥2,750
香りの良い白花の美麗種。ホワイトドレス。

▶イネ科・カヤツリグサ科

 イネ科・スゲの仲間

シラサギカヤツリグサ ¥660
初夏より白い花を秋まで咲かせ続ける。

ヒメワタスゲ ¥550
小型の花穂が美しい強健種。

コタヌキラン ¥880
小型で寄植の材料にも人気。

タヌキラン ¥660
タヌキのシッポの様な花穂が面白い。

糸ススキ ¥660
スッキリした細身の上品な姿が人気。

縞糸ススキ ¥660
美しい白縞のイトススキ。

金華山ススキ ¥880
上品な草姿の人気種。

矢羽根糸ススキ ¥1,650
糸ススキに矢羽根斑が入る珍しい品種。

矢羽根ススキ ¥660
虎斑の入る人気種。

姫矢羽根ススキ ¥1,320
丈低く小型の新タイプ。素晴らしい草姿。

アケボノアシ ¥550
美しい白縞の佳品として人気。

黄金フウチソウ ¥880
春の出芽から美しい人気種。

縞フウチソウ ¥710

フウチソウ ¥660
野趣ある姿で寄植にも最適。

紅フウチソウ ¥990
葉先を紅色に染める人気種。

ススキ、ナンバンギセル入り ¥1,320
ススキ等に寄生する秋咲の人気種。９月上旬頃より出ます。

▶食虫植物

 食虫植物の仲間

アシナガムシトリスミレ ¥880
ピンク大輪の美花。冬は軽く凍る位はＯＫ。

白花アシナガムシトリスミレ ¥990

東海コモウセンゴケ ¥660
モウセンゴケ科。小型で赤味の強い美しい姿で花はピンク。

黄花サラセニア ¥1,320
花、葉姿共に黄色で美しい。
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1548 金魚葉ゼンマイ金魚葉ゼンマイ
獅子葉の人気種。

1549 ヒメクジャクシダヒメクジャクシダ
極小型の美しい葉姿。極地孔雀シダ。

1550 フギレクジャクシダフギレクジャクシダ
国産クジャクシダの葉変り珍種。

1551 羅紗イヌガンソク羅紗イヌガンソク
東北地方で発見された大型種の珍品です。

¥1,650 ¥1,320 ¥1,320 ¥11,000

1544 獅子シシラン獅子シシラン
珍品の最右翼と言えます。

1545 ヨロイシダヨロイシダ
重厚な葉芸で人気の稀産種。

1546 白毛イワデンダ白毛イワデンダ
本州中部に稀産する美しい白毛種。

1547 アルプスイワデンダ アルプスイワデンダ 
アスプレニウムセテラチです。美しい姿の
高山性の珍種です。¥8,800 ¥8,800 ¥1,320

NEW

¥3,300

1540 獅子ビロードシダ獅子ビロードシダ 1541 コタニワタリ「扇獅子」コタニワタリ「扇獅子」
丸味のある葉先の個性的な獅子芸。

1542 豆ツタ獅子豆ツタ獅子 1543 獅子トラノオシダ獅子トラノオシダ
小型の珍種で強健な人気種。

¥1,650

 ビロードシダの変り ▶  コタニワタリの変り ▶

¥2,200

 マメツタの変り ▶

¥1,100

 その他シダと珍種 ▶

¥1,320

1536 イワオモダカ「小天狗」イワオモダカ「小天狗」
イワオモダカの人気を高めた有名種。

1537 イワオモダカ「七宝剣」イワオモダカ「七宝剣」
枝打ち獅子葉の珍種。

1538 イワオモダカ「斑入葉」イワオモダカ「斑入葉」
矢羽根に散斑を混える人気種。

1539 イワヒトデ 斑入獅子イワヒトデ 斑入獅子
美しい二芸品の珍種。

¥4,400 ¥33,000 ¥8,800

 イワヒトデの変り ▶

¥2,750

1532 ノキシノブ「吹上錦」ノキシノブ「吹上錦」
散斑の入る珍種。

1533 ノキシノブ「松永雲竜」ノキシノブ「松永雲竜」 1534 ヒトツバ高級種「土佐大王」ヒトツバ高級種「土佐大王」
獅子芸の最高峰。

1535 イワオモダカ「高麗獅子」イワオモダカ「高麗獅子」
扇葉系の最新人気種。

¥3,300 ¥4,400 ¥4,400

 ヒトツバの変り ▶

¥4,400

 イワオモダカの変り※▶

1528 ノキシノブ「黒竜」ノキシノブ「黒竜」
ラシャ小型の逸品。

1529 ノキシノブ 彗星 ノキシノブ 彗星 
美しい白散斑の珍品です。

1530 ノキシノブ「天女扇」ノキシノブ「天女扇」 1531 ノキシノブ「ラシャノコギリ」ノキシノブ「ラシャノコギリ」
静岡産の珍品。

¥11,000

シダの仲間
 ノキシノブ変り ▶

NEW

¥5,500 ¥3,300 ¥4,400
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1552 獅子ニシキシダ獅子ニシキシダ
葉模様も美しい人気品種。

1553 獅子白斑ニシキシダ獅子白斑ニシキシダ
白散斑で獅子葉の二芸品珍種。

1554 白斑ニシキシダ白斑ニシキシダ
地模様の美しいニシキシダに白掃込斑の入
る珍稀種。

1555 獅子斑入イヌワラビ獅子斑入イヌワラビ
近年発見された二芸品珍種。

¥2,640 ¥22,000 ¥11,000 ¥3,300

1556 斑入イヌワラビ斑入イヌワラビ
芸の安定した人気種。

1557 ペンナマリナシシガシラペンナマリナシシガシラ
極小型の獅子頭の人気種。

1558 ナチシケシダ「竜王」ナチシケシダ「竜王」
ナチシケシダの変りでラシャ系の逸品。

1559 蓮葉シダ蓮葉シダ
中国産の珍種。蓬莱一ツ葉孔雀とも。

¥1,650 ¥880 ¥4,400 ¥1,980

※ イワオモダカの銘品の価格は、株の大きさで開きがございます。
　 おおよそ葉３～５枚上芸品の株の価格を表示しておりますが状態、希望価格等につきましては何なりとお問合せ下さい。

▶シダの仲間

 ノキシノブ変り

ノキシノブ「大千鳥」 ¥2,200
大型の鈴虫剣。

ノキシノブ「折鶴」 ¥3,300

ノキシノブ「鬼面童子」 ¥3,300
小型の鈴虫剣。安定した芸の逸品。

ノキシノブ「麒麟獅子」 ¥3,300

ノキシノブ「象の鼻」 ¥1,650

ノキシノブ「多度雲竜」 ¥3,300

ノキシノブ「土佐雲竜」 ¥3,300

ノキシノブ「土佐五芸」 ¥3,300
甲竜、獅子、鈴虫剣他多芸を持つ珍品。早くから知られる人気種。

 ヒトツバの変り

ヒトツバ「エボシ丸」 ¥1,650

ヒトツバ「鶏冠」 ¥1,650

ヒトツバ「黄金丸」 ¥1,650

ヒトツバ「獅子頭」 ¥1,650

ヒトツバ「立葉甲龍」 ¥1,650

ヒトツバ ４種 ¥5,500

ヒトツバ高級種「島波甲竜」 ¥5,500
二面甲竜の珍品。

ヒトツバ高級種「羽衣甲竜獅子」 ¥8,800

ヒトツバ高級種「篠山甲竜」 ¥5,500
丹波竜。

ヒトツバ高級種「万葉集」 ¥5,500
七変化芸の人気種。

ヒトツバ高級種「東雲」 ¥5,500

ヒトツバ高級種「四海波」 ¥3,300

ヒトツバ高級種「四芸」 ¥8,800
羽衣、甲竜、獅子、鈴虫剣

ヒトツバ高級種「羽衣獅子」 ¥3,300

ヒトツバ高級種「孔雀獅子」 ¥3,300
小型の獅子芸。

モウコヒトツバ ¥1,100
中国産の小形人気種。

獅子モウコヒトツバ ¥3,300
人気の珍種。

 イワオモダカの変り※

イワオモダカ「播磨王」 ¥5,500
特異な葉芸で注目される人気抜群の稀少種。

イワオモダカ「播磨獅子」 ¥3,850
有名な播磨王の同坪品種。

イワオモダカ「三笠山」 ¥1,650
岩オモダカの秀品個体として人気。

大葉ラシャシダ獅子角出 ¥11,000

大葉ラシャシダ「獅子」 ¥6,600
強健な品種で素晴らしい芸を見せる。

 マメツタの変り

獅子琉球豆ツタ ¥2,200

 その他シダと珍種

オサシダ ¥660
小型の盆栽向人気種。

フユノハナワラビ ¥880
秋～冬の観賞用に人気抜群。

カミガモシダ ¥710
光沢のある葉姿が美しい。

チャセンシダ ¥880

北岳デンダ ¥1,650
岩デンダの小型種で日強く作ると素晴らしい。

木曽デンダ ¥2,200
南アルプスの一部に自生する姫デンダの珍種。

クジャクシダ ¥660
庭植にも最適の美麗種。

源竜寺シダ ¥1,650
極性チリメン状の小型珍種。

石化台湾アオネカズラ ¥1,650
根茎の先端が帯化状となる珍種。

羽衣アオネカズラ ¥11,000
数少ない珍品。

アオネカズラ ¥1,100
日本種。ビロード状の美しい人気種。

獅子イシカグマ ¥1,980

獅子オニヤブソテツ ¥5,500
野鳥獅子系と呼ばれる優良個体。

紀ノ国ウラボシ ¥1,320
タカノハウラボシの優良個体。

亀甲ウラボシ ¥1,100
小型の珍種。

ニシキシダ ¥1,650
大変美しい葉模様を持つシダ。

オコゼシダ（細葉カナワラビ）（細葉カナワラビ） ¥1,650
特異な姿で人気抜群の小型種。

石化トキワシノブ（猫の手）（猫の手） ¥1,650

獅子イワガネソウ ¥2,200
早くから知られる人気種。

ハコネシダ ¥1,100
美しい日本産のアジアンタム。

獅子タマシダ ¥1,640
タマシダの葉変り珍種。

マツバラン  ¥1,100
野生種に近い実生品。

NEW
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1579 チャボオオバコ斑入チャボオオバコ斑入
小型の人気種です。

1580 大葉マイヅルソウ 掃込縞大葉マイヅルソウ 掃込縞 1581 オカトラノオ 黄金葉 オカトラノオ 黄金葉 
花も葉も美しい逸品。黄金葉ですが丈夫な
強健種です。

1582 オキナワチドリ 魁オキナワチドリ 魁
紺覆輪の人気品種です。強健種。

¥660 ¥2,200

NEW

¥1,650 ¥1,650

1575 肥前エビネ 散斑縞肥前エビネ 散斑縞
肥前エビネの斑入美麗品高級種。

1576 エンレイソウ 散斑エンレイソウ 散斑
エンレイソウに掃込散斑の入る人気種。

1577 オオバコ斑入オオバコ斑入
たかがオオバコと言ってもその美しさはまた
格別なものです。

1578 オオバコ 紅獅子 オオバコ 紅獅子 
色形共に面白いオオバコの珍種です。

¥33,000 ¥5,500 ¥660

NEW

¥1,650

1560 ジャーマンアイリス 斑入ジャーマンアイリス 斑入
花も美しいアイリスの斑入珍種。

1561 ジャーマンアイリス 縞斑ジャーマンアイリス 縞斑
大型で見応え充分な秀品。

1562 アガパンサス「白晃蘭」アガパンサス「白晃蘭」
新潟県内に戦前から伝わる散斑縞の珍貴
種。¥1,890

斑入植物
 山野草 ▶

¥2,750 ¥3,850

1563 斑入アズマイチゲ斑入アズマイチゲ
県内で発見された散斑の珍種。

1564 アマドコロ「萱場錦」アマドコロ「萱場錦」
白大覆輪の美麗人気種。

1565 アマドコロ「大河」アマドコロ「大河」 1566 アマドコロ「大黄河」アマドコロ「大黄河」

¥2,200 ¥2,200 ¥2,200 ¥2,200

1567 アマドコロ 雪白虎斑アマドコロ 雪白虎斑 1568 イカリソウ 三光斑夕映イカリソウ 三光斑夕映
赤花の夕映から出現した珍種。

1569 イヌヨモギ 三光斑イヌヨモギ 三光斑
美しい三光斑の珍種。

1570 イワショウブ 散斑縞イワショウブ 散斑縞
県内産の稀種。

¥1,650 ¥5,500 ¥1,650 ¥5,500

1571 イワタバコ「珊瑚礁」イワタバコ「珊瑚礁」
美しい三光斑の話題の人気品種。

1572 ウラシマソウ 掃込散斑ウラシマソウ 掃込散斑
年による変化が楽しみな人気種。

1573 斑入ウラシマソウ「望錦」斑入ウラシマソウ「望錦」
葉幅のある草姿に個性的な斑が入ります。

1574 覆輪葉地エビネ覆輪葉地エビネ
新潟県産。

¥11,000 ¥5,500 ¥6,600 ¥3,850
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