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471 光泉光泉（こうせん）（こうせん）
花色／ピンク。サーモンピンクの正形花。二段弁
に緑を帯びた美しい色対比の稀品。

472 紅白の舞紅白の舞（こうはくのまい）（こうはくのまい）
整形端正な花容が素晴らしい。二段弁のま
とまりも理想的な明花。

473 紅陽紅陽（こうよう）（こうよう）
花色／赤。赤色円弁に二段弁も赤く重厚な美しさ
を見せる秀品。「紅風車」と同坪。

474 紅麗殿紅麗殿（こうれいでん）（こうれいでん）
花色／赤。色・花容共に見事に調和した銘
花。全国大会金賞受賞。¥6,000 ¥40,000 ¥10,000 ¥30,000

475 去年の雪去年の雪（こぞのゆき）（こぞのゆき）
花色／白。外弁と淡く色付いた二段弁との色の調
和が良く、落ち着いた雰囲気の秀品。

476 此春此春（このはる）（このはる）
花色／桃藤。咲出からの変化の激しい花。二
段弁は白く満開時に良く伸びる。

477 小判小判（こばん）（こばん）
青軸黄花の二芸品の珍種。

478 小雪小雪（こゆき）（こゆき）
花色／紫。二段弁は白く対比が良い。上品
な美しい花である。¥3,000 ¥2,500 ¥30,000 ¥3,000

479 紫白の月紫白の月（しはくのつき）（しはくのつき）
花色／紫。早い時期の実生新花。全国大会金賞受賞。
紫と白の色対比を求めた第一号。

480 紫陽紫陽（しよう）（しよう）
花色／紫。端正な花容を持つ。二段弁の発達は作
に左右され易い。発見時は三段咲。

481 白綾白綾（しろあや）（しろあや）
花色／白。美しい青軸純白の綾姫タイプ。

482 翠月翠月（すいげつ）（すいげつ）
花色／白。青軸の中でも花型、花容ともに
優れた逸品。¥12,000 ¥3,000 拝　答 ¥20,000

483 青雲青雲（せいうん）（せいうん）
大輪正型の特上品。

484 清月清月（せいげつ）（せいげつ）
花色／紫。実に美しい円弁秀花。

485 星山星山（せいざん）（せいざん）
花色／白。青軸絞りの二段咲。交配親とし
て利用されている。

486 雪炎雪炎（せつえん）（せつえん）
花色／赤。第一回新潟大会県知事賞。色対比の美しさで人気抜群。同系種
として「優艶」、「麗花」などいずれ劣らぬ銘花揃い。¥20,000 ¥20,000 ¥20,000 ¥30,000

487 雪虎雪虎（せっこ）（せっこ）
花色／白。三段咲系交配から出た個性的な秀品。
大輪正型の第５回全国大会入賞花。

488 雪舟雪舟（せっしゅう）（せっしゅう）
花色／白。正形大輪、二段弁は咲出し緑を帯び
良く伸びる。上品さこの上ない花。

489 鶴姫鶴姫（つるひめ）（つるひめ）
花色／赤。明るい雰囲気を漂わせる華やかな花容が
素晴らしい。第２回全国大会金賞受賞。

490 天朝天朝（てんちょう）（てんちょう）
花色／紫。花形と色合のバランスの良い人気
の高い二段咲秀品。ＪＨＳ登録銘花。¥5,000 ¥3,000 ¥6,000 ¥8,000

491 天女冠天女冠（てんにょかん）（てんにょかん）
花色／サーモン桃。初鏡と並んで人気の高
い希少種。佐渡産。

492 天梅天梅（てんばい）（てんばい）
早くから知られる花容のしっかりした秀花。
強健種。

493 刀泉刀泉（とうせん）（とうせん）
花色／紫青。花形良くメシベはやや退化。発見
時、千重咲であったと聞く。強健。

494 波の音波の音（なみのおと）（なみのおと）
花色／白。大輪で色対比の美しさで早くから知られ
る人気種。満作時の咲分けが面白い。¥25,000 ¥5,000 ¥3,000 ¥15,000
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467 恋姫恋姫（こいひめ）（こいひめ）
花色／桃。メタリックな色調のピンク色。花形良く二
段弁の重なりも厚く稀に見る美品種。

468 紅苑紅苑（こうえん）（こうえん）
花色／桃。端正な花容で早くから人気の高い有
名種。文句無しの堂々たる銘花。

469 紅嚇殿紅嚇殿（こうかくでん）（こうかくでん）
花色／赤。花形端正で濃赤で更に底白の言うなれば
「紅風車」を完成し上げたような逸品。

470 紅雪紅雪（こうせつ）（こうせつ）
花色／赤。二段咲弁の白色が際だつ美しさ。
雪炎系に比べ濁りが入りにくい。¥50,000 ¥8,000 ¥20,000 ¥20,000

463 月輪月輪（げつりん）（げつりん）
花色／紫。抜群の花型の良さで知られる。

464 源氏蛍源氏蛍（げんじぼたる）（げんじぼたる）
花色／紫。美しく花形も良い点から交配親とし
て利用されている。全国大会金賞。

465 幻翠幻翠（げんすい）（げんすい）
花色／紫。花形の良い重厚さを感じる雰囲気
でマニア好みの渋味のあるタイプ。

466 恋衣恋衣（こいごろも）（こいごろも）
花色／桃。巨大輪で華やかな花芸で圧倒され
る、「恋姫」系の実生優秀花。¥30,000 ¥8,000 ¥5,000 ¥25,000

448 旭鶴旭鶴（あさひづる）（あさひづる）
花色／紫。中輪、明るいメタルカラー。二段弁の
発達素晴らしく、二段芸の代表花。

449 綾姫綾姫（あやひめ）（あやひめ）
花色／桃。オシベの残った二段咲珍種。交
配に利用されている。

450 浮雲浮雲（うきぐも）（うきぐも）
花色／白。白の花弁に二段弁の配色が色対比良く、
全体にやわらかな落着きのある佳作。¥5,000 ¥10,000 ¥4,000

451 梅ヶ香梅ヶ香（うめがか）（うめがか）
花色／赤。濃赤の迫力ある花容が抜群である。
「鼓動」と並ぶ佐渡の逸品。

452 映紅映紅（えいこう）（えいこう）
濃赤底白の華やかな美しさの秀品。

453 大紫大紫（おおむらさき）（おおむらさき）
花色／紫。美しい古代紫の大輪花。全国大
会銀賞。

454 おけさ囃子おけさ囃子（おけさばやし）（おけさばやし）
花色／紫。端正な花形に複雑に変化する二段弁
が異様な迫力で見る人を引き付ける。¥15,000 ¥12,000 ¥30,000 ¥8,000

455 乙姫乙姫（おとひめ）（おとひめ）
花色／赤。極円弁で絞り咲の珍しい個体。

456 おぼろ月おぼろ月（おぼろづき）（おぼろづき）
花色／紫。典型的な二段咲としての花容を見せて
くれます。観賞的にも美しいタイプ。

457 おぼろ月おぼろ月（おぼろづき）（おぼろづき）
穏やかな花色と花形の調和した美しい品種。

458 寒紅梅寒紅梅（かんこうばい）（かんこうばい）
花色／赤。濃赤円弁の二段咲極上品。

¥20,000 ¥8,000 ¥5,000 ¥20,000

459 貴宝貴宝（きほう）（きほう）
花色／紫。外弁は形の良い藤色。二段弁の上
にさらに茜色の日輪を乗せ面白い。

460 玉梅玉梅（ぎょくばい）（ぎょくばい）
花色／桃。珍しい玉斑の極円弁花。交配親
としても注目。

461 旭輪旭輪（きょくりん）（きょくりん）
北陸の原種として貴重な個体。

462 紅錦紅錦（くれないにしき） （くれないにしき） 
赤花二段咲の美しい斑入複芸品。後輩親と
しても期待が。¥5,000 ¥25,000 ¥5,000

NEW

¥30,000
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471 光泉光泉（こうせん）（こうせん）
花色／ピンク。サーモンピンクの正形花。二段弁
に緑を帯びた美しい色対比の稀品。

472 紅白の舞紅白の舞（こうはくのまい）（こうはくのまい）
整形端正な花容が素晴らしい。二段弁のま
とまりも理想的な明花。

473 紅陽紅陽（こうよう）（こうよう）
花色／赤。赤色円弁に二段弁も赤く重厚な美しさ
を見せる秀品。「紅風車」と同坪。

474 紅麗殿紅麗殿（こうれいでん）（こうれいでん）
花色／赤。色・花容共に見事に調和した銘
花。全国大会金賞受賞。¥6,000 ¥40,000 ¥10,000 ¥30,000

475 去年の雪去年の雪（こぞのゆき）（こぞのゆき）
花色／白。外弁と淡く色付いた二段弁との色の調
和が良く、落ち着いた雰囲気の秀品。

476 此春此春（このはる）（このはる）
花色／桃藤。咲出からの変化の激しい花。二
段弁は白く満開時に良く伸びる。

477 小判小判（こばん）（こばん）
青軸黄花の二芸品の珍種。

478 小雪小雪（こゆき）（こゆき）
花色／紫。二段弁は白く対比が良い。上品
な美しい花である。¥3,000 ¥2,500 ¥30,000 ¥3,000

479 紫白の月紫白の月（しはくのつき）（しはくのつき）
花色／紫。早い時期の実生新花。全国大会金賞受賞。
紫と白の色対比を求めた第一号。

480 紫陽紫陽（しよう）（しよう）
花色／紫。端正な花容を持つ。二段弁の発達は作
に左右され易い。発見時は三段咲。

481 白綾白綾（しろあや）（しろあや）
花色／白。美しい青軸純白の綾姫タイプ。

482 翠月翠月（すいげつ）（すいげつ）
花色／白。青軸の中でも花型、花容ともに
優れた逸品。¥12,000 ¥3,000 拝　答 ¥20,000

483 青雲青雲（せいうん）（せいうん）
大輪正型の特上品。

484 清月清月（せいげつ）（せいげつ）
花色／紫。実に美しい円弁秀花。

485 星山星山（せいざん）（せいざん）
花色／白。青軸絞りの二段咲。交配親とし
て利用されている。

486 雪炎雪炎（せつえん）（せつえん）
花色／赤。第一回新潟大会県知事賞。色対比の美しさで人気抜群。同系種
として「優艶」、「麗花」などいずれ劣らぬ銘花揃い。¥20,000 ¥20,000 ¥20,000 ¥30,000

487 雪虎雪虎（せっこ）（せっこ）
花色／白。三段咲系交配から出た個性的な秀品。
大輪正型の第５回全国大会入賞花。

488 雪舟雪舟（せっしゅう）（せっしゅう）
花色／白。正形大輪、二段弁は咲出し緑を帯び
良く伸びる。上品さこの上ない花。

489 鶴姫鶴姫（つるひめ）（つるひめ）
花色／赤。明るい雰囲気を漂わせる華やかな花容が
素晴らしい。第２回全国大会金賞受賞。

490 天朝天朝（てんちょう）（てんちょう）
花色／紫。花形と色合のバランスの良い人気
の高い二段咲秀品。ＪＨＳ登録銘花。¥5,000 ¥3,000 ¥6,000 ¥8,000

491 天女冠天女冠（てんにょかん）（てんにょかん）
花色／サーモン桃。初鏡と並んで人気の高
い希少種。佐渡産。

492 天梅天梅（てんばい）（てんばい）
早くから知られる花容のしっかりした秀花。
強健種。

493 刀泉刀泉（とうせん）（とうせん）
花色／紫青。花形良くメシベはやや退化。発見
時、千重咲であったと聞く。強健。

494 波の音波の音（なみのおと）（なみのおと）
花色／白。大輪で色対比の美しさで早くから知られ
る人気種。満作時の咲分けが面白い。¥25,000 ¥5,000 ¥3,000 ¥15,000
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467 恋姫恋姫（こいひめ）（こいひめ）
花色／桃。メタリックな色調のピンク色。花形良く二
段弁の重なりも厚く稀に見る美品種。

468 紅苑紅苑（こうえん）（こうえん）
花色／桃。端正な花容で早くから人気の高い有
名種。文句無しの堂々たる銘花。

469 紅嚇殿紅嚇殿（こうかくでん）（こうかくでん）
花色／赤。花形端正で濃赤で更に底白の言うなれば
「紅風車」を完成し上げたような逸品。

470 紅雪紅雪（こうせつ）（こうせつ）
花色／赤。二段咲弁の白色が際だつ美しさ。
雪炎系に比べ濁りが入りにくい。¥50,000 ¥8,000 ¥20,000 ¥20,000

463 月輪月輪（げつりん）（げつりん）
花色／紫。抜群の花型の良さで知られる。

464 源氏蛍源氏蛍（げんじぼたる）（げんじぼたる）
花色／紫。美しく花形も良い点から交配親とし
て利用されている。全国大会金賞。

465 幻翠幻翠（げんすい）（げんすい）
花色／紫。花形の良い重厚さを感じる雰囲気
でマニア好みの渋味のあるタイプ。

466 恋衣恋衣（こいごろも）（こいごろも）
花色／桃。巨大輪で華やかな花芸で圧倒され
る、「恋姫」系の実生優秀花。¥30,000 ¥8,000 ¥5,000 ¥25,000

448 旭鶴旭鶴（あさひづる）（あさひづる）
花色／紫。中輪、明るいメタルカラー。二段弁の
発達素晴らしく、二段芸の代表花。

449 綾姫綾姫（あやひめ）（あやひめ）
花色／桃。オシベの残った二段咲珍種。交
配に利用されている。

450 浮雲浮雲（うきぐも）（うきぐも）
花色／白。白の花弁に二段弁の配色が色対比良く、
全体にやわらかな落着きのある佳作。¥5,000 ¥10,000 ¥4,000

451 梅ヶ香梅ヶ香（うめがか）（うめがか）
花色／赤。濃赤の迫力ある花容が抜群である。
「鼓動」と並ぶ佐渡の逸品。

452 映紅映紅（えいこう）（えいこう）
濃赤底白の華やかな美しさの秀品。

453 大紫大紫（おおむらさき）（おおむらさき）
花色／紫。美しい古代紫の大輪花。全国大
会銀賞。

454 おけさ囃子おけさ囃子（おけさばやし）（おけさばやし）
花色／紫。端正な花形に複雑に変化する二段弁
が異様な迫力で見る人を引き付ける。¥15,000 ¥12,000 ¥30,000 ¥8,000

455 乙姫乙姫（おとひめ）（おとひめ）
花色／赤。極円弁で絞り咲の珍しい個体。

456 おぼろ月おぼろ月（おぼろづき）（おぼろづき）
花色／紫。典型的な二段咲としての花容を見せて
くれます。観賞的にも美しいタイプ。

457 おぼろ月おぼろ月（おぼろづき）（おぼろづき）
穏やかな花色と花形の調和した美しい品種。

458 寒紅梅寒紅梅（かんこうばい）（かんこうばい）
花色／赤。濃赤円弁の二段咲極上品。

¥20,000 ¥8,000 ¥5,000 ¥20,000

459 貴宝貴宝（きほう）（きほう）
花色／紫。外弁は形の良い藤色。二段弁の上
にさらに茜色の日輪を乗せ面白い。

460 玉梅玉梅（ぎょくばい）（ぎょくばい）
花色／桃。珍しい玉斑の極円弁花。交配親
としても注目。

461 旭輪旭輪（きょくりん）（きょくりん）
北陸の原種として貴重な個体。

462 紅錦紅錦（くれないにしき） （くれないにしき） 
赤花二段咲の美しい斑入複芸品。後輩親と
しても期待が。¥5,000 ¥25,000 ¥5,000

NEW

¥30,000
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519 幽谷幽谷（ゆうこく）（ゆうこく）
花色／紫・白。咲出し二段弁に若干色が出るが開花が進むにつ
れて、白さが増し、外弁の色合が少し出る。

520 夕映夕映（ゆうばえ） （ゆうばえ） 
スダレ系濃色の二段咲選別秀品です。雌親
にも期待。

521 雪あられ雪あられ（ゆきあられ） （ゆきあられ） 
青軸の紫絞二段咲です。三段咲交配ですの
で雌親にも。

522 雪千鳥雪千鳥（ゆきちどり）（ゆきちどり）
花色／白。素心千鳥咲の二芸品珍種。

¥30,000

NEW

¥10,000

NEW

¥15,000 ¥30,000

523 雪姫雪姫（ゆきひめ）（ゆきひめ）
花色／白。大輪豊かな花容。端正な花形に二段弁
が良くまとまり色合も上品な秀品。

524 夢丸夢丸（ゆめまる）（ゆめまる）
花色／紫。春の宴の交配による作出。花型
良く上品な佳品。

525 陽春陽春（ようしゅん）（ようしゅん）
花色／白・赤。色対比の美しさで早くから
知られる人気種。

526 吉野桜吉野桜（よしのざくら）（よしのざくら）
花色／ピンク。大輪やや覆輪帯びる花弁に二段弁
が小さくまとまった。個性的な花。¥12,000 ¥10,000 ¥5,000 ¥8,000

527 緑天光緑天光（りょくてんこう）（りょくてんこう）
花色／紫。二段弁に緑色を彩る個性的な秀花。日輪、
二段、三段の交配から出現したもの。

528 瑠璃鏡瑠璃鏡（るりかがみ）（るりかがみ）
花色／紫。瑠璃芸の上品な花。県の花大会
銀賞。

529 瑠璃重瑠璃重（るりがさね）（るりがさね）
花色／紫。瑠璃芸の美しい二段咲。新潟大
会金賞。

530 麗春麗春（れいしゅん）（れいしゅん）
花色／赤。極円弁の濃赤二段咲で、まとまり
も良く端正な風格を見せる逸品。¥8,000 ¥30,000 ¥40,000 ¥20,000

531 黎明黎明（れいめい）（れいめい）
花色／紫。何となく引かれる花で良く見ると二段
弁の赤色がポイント。あまり無い。 ¥12,000

その他　二段咲

青軸無毛（あおじくむもう）（あおじくむもう） ¥30,000
青軸無毛の二段咲珍種。

お嬢（おじょう）（おじょう） ¥50,000
花色／淡桃。人気銘花「恋姫」の同坪品。上品この上ない別格。

旭日（きょくじつ）（きょくじつ） ¥5,000
花色／赤。正形。真っすぐに伸びる二段弁が印象的。姫三段状となる。

小桜（こざくら）（こざくら） ¥10,000
花色／ピンク。ふくよかな花容と上品な色合が美しい佐渡産の美種。

小染（こぞめ）（こぞめ） ¥5,000
花色／白。白い花弁に赤い二段弁の色対比良く、人気が高い。

北紀行（ほっきこう）（ほっきこう） ¥5,000
花色／藤。正形端正秀花。弥彦山系の系統が強く交配親にも面白い。

28 雪割草の部

511 紅華山紅華山（べにかざん）（べにかざん）
花色／赤。濃赤のみの迫力で魅せる実生秀
花。

512 紅風車紅風車（べにふうしゃ）（べにふうしゃ）
花色／赤。赤色円弁に二段弁の基部が白く抜け、
美しく良く目立つ。代表的銘花。

513 星影星影（ほしかげ）（ほしかげ）
大輪で整形の交配種。親に最適です。

514 舞扇舞扇（まいおうぎ）（まいおうぎ）
花色／ピンク。ややサーモンがかる。やや不完全な
二段弁が可愛い。西山山系産で強健。¥10,000 ¥8,000 ¥4,000 ¥3,000

503 花富貴花富貴（はなふうき）（はなふうき）
花色／ピンク。ピンク大輪の標準花を混じえる咲分
タイプで交配親として知られる有名種。

504 花祭花祭（はなまつり）（はなまつり）
花色／ピンク。早くから有名。咲分ける事が多く、
最後に千重咲を咲かせる事も多い。

505 春雨春雨（はるさめ）（はるさめ）
花色／桃。ボカシ白覆輪咲の美しい最新花。
交配親としても注目。

506 緋威緋威（ひおどし）（ひおどし）
花色／赤。濃赤別格品二段咲。新潟大会銀
賞受賞。¥2,500 ¥20,000 ¥25,000 ¥20,000

495 白星白星（はくせい）（はくせい）
個性的な美しさで知られる。交配親に利用
され、数は少ない。

496 白天光白天光（はくてんこう）（はくてんこう）
大輪で花形の良い交配親として人気。

497 白輪白輪（はくりん）（はくりん）
花色／白。中輪、端正な花容を持ち、平均的
に発達した代表的な二段咲。強健。

498 羽衣羽衣（はごろも）（はごろも）
花色／桃。交配実生の最新花。恋姫系の更に
完成度の高い美しい品種。稀少。¥50,000 ¥3,000 ¥3,000 ¥20,000

515 舞姫舞姫（まいひめ）（まいひめ）
花色／赤紫。早くからの銘品であるが、初期の
頃の色合と少し違うような気がする。

516 都の月都の月（みやこのつき）（みやこのつき）
花色／桃。上品な花色と花型が調和した秀
品。

517 目覚目覚（めざまし）（めざまし）
花色／赤。実生新花一級品。その美しさで
有名になりました。

518 山桜山桜（やまざくら）（やまざくら）
花色／ピンク。やや小輪ながら外弁との白の二段弁
の色合が美しい。花形も端正な秀品。¥2,500 ¥15,000 拝　答 ¥2,500

499 初鏡初鏡（はつかがみ）（はつかがみ）
花色／赤。赤の花弁と二段弁の色対比が美し
く、発表後人気抜群の有名花。

500 花飾り花飾り（はなかざり）（はなかざり）
花色／ピンク。円弁大輪二段弁を赤く染めて不思議
な美しさを持つ。マニア好みの逸品。

501 花曇り花曇り（はなぐもり）（はなぐもり）
花色／藤。咲き始めは標準花と変わらないような
花で後になるほど弁化が進むタイプ。

502 花衣花衣（はなごろも）（はなごろも）
花色／ピンク。大輪、やや剣弁咲。全体に乱れ咲
く様な華やかな雰囲気を持つ。強健。¥10,000 ¥8,000 ¥4,000 ¥2,500

507 翡翠翡翠（ひすい）（ひすい）
花色／緑。大変珍しい個体で青軸緑弁の二
段咲。日輪状に咲く年もある。

508 日溜日溜（ひだまり）（ひだまり）
花色／桃紫。正形桃紫に二段弁は白でまとまり良
く、色対比の美しいかわいらしい花。

509 緋の鳥緋の鳥（ひのとり）（ひのとり）
花色／赤。すでに完成されていると言える
程の佐渡産銘花。

510 福丸福丸（ふくまる）（ふくまる）
花色／桃紫。緑帯びる二段弁が美しい。第１
回全国大会銀賞。ＪＨＳ登録銘花。¥10,000 ¥3,000 ¥8,000 ¥8,000



 雪割草の部 29

二段咲

519 幽谷幽谷（ゆうこく）（ゆうこく）
花色／紫・白。咲出し二段弁に若干色が出るが開花が進むにつ
れて、白さが増し、外弁の色合が少し出る。

520 夕映夕映（ゆうばえ） （ゆうばえ） 
スダレ系濃色の二段咲選別秀品です。雌親
にも期待。

521 雪あられ雪あられ（ゆきあられ） （ゆきあられ） 
青軸の紫絞二段咲です。三段咲交配ですの
で雌親にも。

522 雪千鳥雪千鳥（ゆきちどり）（ゆきちどり）
花色／白。素心千鳥咲の二芸品珍種。

¥30,000

NEW

¥10,000

NEW

¥15,000 ¥30,000

523 雪姫雪姫（ゆきひめ）（ゆきひめ）
花色／白。大輪豊かな花容。端正な花形に二段弁
が良くまとまり色合も上品な秀品。

524 夢丸夢丸（ゆめまる）（ゆめまる）
花色／紫。春の宴の交配による作出。花型
良く上品な佳品。

525 陽春陽春（ようしゅん）（ようしゅん）
花色／白・赤。色対比の美しさで早くから
知られる人気種。

526 吉野桜吉野桜（よしのざくら）（よしのざくら）
花色／ピンク。大輪やや覆輪帯びる花弁に二段弁
が小さくまとまった。個性的な花。¥12,000 ¥10,000 ¥5,000 ¥8,000

527 緑天光緑天光（りょくてんこう）（りょくてんこう）
花色／紫。二段弁に緑色を彩る個性的な秀花。日輪、
二段、三段の交配から出現したもの。

528 瑠璃鏡瑠璃鏡（るりかがみ）（るりかがみ）
花色／紫。瑠璃芸の上品な花。県の花大会
銀賞。

529 瑠璃重瑠璃重（るりがさね）（るりがさね）
花色／紫。瑠璃芸の美しい二段咲。新潟大
会金賞。

530 麗春麗春（れいしゅん）（れいしゅん）
花色／赤。極円弁の濃赤二段咲で、まとまり
も良く端正な風格を見せる逸品。¥8,000 ¥30,000 ¥40,000 ¥20,000

531 黎明黎明（れいめい）（れいめい）
花色／紫。何となく引かれる花で良く見ると二段
弁の赤色がポイント。あまり無い。 ¥12,000

その他　二段咲

青軸無毛（あおじくむもう）（あおじくむもう） ¥30,000
青軸無毛の二段咲珍種。

お嬢（おじょう）（おじょう） ¥50,000
花色／淡桃。人気銘花「恋姫」の同坪品。上品この上ない別格。

旭日（きょくじつ）（きょくじつ） ¥5,000
花色／赤。正形。真っすぐに伸びる二段弁が印象的。姫三段状となる。

小桜（こざくら）（こざくら） ¥10,000
花色／ピンク。ふくよかな花容と上品な色合が美しい佐渡産の美種。

小染（こぞめ）（こぞめ） ¥5,000
花色／白。白い花弁に赤い二段弁の色対比良く、人気が高い。

北紀行（ほっきこう）（ほっきこう） ¥5,000
花色／藤。正形端正秀花。弥彦山系の系統が強く交配親にも面白い。
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511 紅華山紅華山（べにかざん）（べにかざん）
花色／赤。濃赤のみの迫力で魅せる実生秀
花。

512 紅風車紅風車（べにふうしゃ）（べにふうしゃ）
花色／赤。赤色円弁に二段弁の基部が白く抜け、
美しく良く目立つ。代表的銘花。

513 星影星影（ほしかげ）（ほしかげ）
大輪で整形の交配種。親に最適です。

514 舞扇舞扇（まいおうぎ）（まいおうぎ）
花色／ピンク。ややサーモンがかる。やや不完全な
二段弁が可愛い。西山山系産で強健。¥10,000 ¥8,000 ¥4,000 ¥3,000

503 花富貴花富貴（はなふうき）（はなふうき）
花色／ピンク。ピンク大輪の標準花を混じえる咲分
タイプで交配親として知られる有名種。

504 花祭花祭（はなまつり）（はなまつり）
花色／ピンク。早くから有名。咲分ける事が多く、
最後に千重咲を咲かせる事も多い。

505 春雨春雨（はるさめ）（はるさめ）
花色／桃。ボカシ白覆輪咲の美しい最新花。
交配親としても注目。

506 緋威緋威（ひおどし）（ひおどし）
花色／赤。濃赤別格品二段咲。新潟大会銀
賞受賞。¥2,500 ¥20,000 ¥25,000 ¥20,000

495 白星白星（はくせい）（はくせい）
個性的な美しさで知られる。交配親に利用
され、数は少ない。

496 白天光白天光（はくてんこう）（はくてんこう）
大輪で花形の良い交配親として人気。

497 白輪白輪（はくりん）（はくりん）
花色／白。中輪、端正な花容を持ち、平均的
に発達した代表的な二段咲。強健。

498 羽衣羽衣（はごろも）（はごろも）
花色／桃。交配実生の最新花。恋姫系の更に
完成度の高い美しい品種。稀少。¥50,000 ¥3,000 ¥3,000 ¥20,000

515 舞姫舞姫（まいひめ）（まいひめ）
花色／赤紫。早くからの銘品であるが、初期の
頃の色合と少し違うような気がする。

516 都の月都の月（みやこのつき）（みやこのつき）
花色／桃。上品な花色と花型が調和した秀
品。

517 目覚目覚（めざまし）（めざまし）
花色／赤。実生新花一級品。その美しさで
有名になりました。

518 山桜山桜（やまざくら）（やまざくら）
花色／ピンク。やや小輪ながら外弁との白の二段弁
の色合が美しい。花形も端正な秀品。¥2,500 ¥15,000 拝　答 ¥2,500

499 初鏡初鏡（はつかがみ）（はつかがみ）
花色／赤。赤の花弁と二段弁の色対比が美し
く、発表後人気抜群の有名花。

500 花飾り花飾り（はなかざり）（はなかざり）
花色／ピンク。円弁大輪二段弁を赤く染めて不思議
な美しさを持つ。マニア好みの逸品。

501 花曇り花曇り（はなぐもり）（はなぐもり）
花色／藤。咲き始めは標準花と変わらないような
花で後になるほど弁化が進むタイプ。

502 花衣花衣（はなごろも）（はなごろも）
花色／ピンク。大輪、やや剣弁咲。全体に乱れ咲
く様な華やかな雰囲気を持つ。強健。¥10,000 ¥8,000 ¥4,000 ¥2,500

507 翡翠翡翠（ひすい）（ひすい）
花色／緑。大変珍しい個体で青軸緑弁の二
段咲。日輪状に咲く年もある。

508 日溜日溜（ひだまり）（ひだまり）
花色／桃紫。正形桃紫に二段弁は白でまとまり良
く、色対比の美しいかわいらしい花。

509 緋の鳥緋の鳥（ひのとり）（ひのとり）
花色／赤。すでに完成されていると言える
程の佐渡産銘花。

510 福丸福丸（ふくまる）（ふくまる）
花色／桃紫。緑帯びる二段弁が美しい。第１
回全国大会銀賞。ＪＨＳ登録銘花。¥10,000 ¥3,000 ¥8,000 ¥8,000
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551 鏡獅子鏡獅子（かがみじし）（かがみじし）
花色／白。花形良く中心部特有の変化を見せる。
未分化の二段弁も面白い雰囲気。

552 鶴声鶴声（かくせい）（かくせい）
鮮やかな花色の網目模様の備品。金賞受賞。

553 カクタス咲カクタス咲（かくたすざき）（かくたすざき）
始めて作出したカクタス咲きの超珍品交配
種です。

554 空海空海（くうかい）（くうかい）
花色／紫。大輪正形の唐子咲代表花。満作
の見事さは類を見ない。¥2,500 ¥20,000 ¥30,000 ¥6,000

548 あけぼのあけぼの
花色／藤。濃色ではないがなぜか目を惹きつ
ける上品な色合いの美しい個体。

549 海彦海彦（うみひこ）（うみひこ）
花色／紫青。濃紫青の引き込まれるような色調を
持つ唐子咲最新花。交配親にも魅力。

550 大瑠璃大瑠璃（おおるり）（おおるり）
花色／群青。色合いと花形の良さが調和し
た大変美しい巨大輪の秀品。¥20,000 ¥20,000 ¥12,000

567 紫雲嶺紫雲嶺（しうんれい）（しうんれい）
花色／紫。大輪で盛り上りの良い豪華な花容で色
合も上品。第５回全国大会奨励賞。

568 東雲東雲（しののめ）（しののめ）
花色／紫。藤紫色の濃淡の色合が美しい個性的な花
容。丈夫で作り易い交配実生の佳品。

569 駿馬駿馬（しゅんめ）（しゅんめ）
花色／紫緑。紫に緑を織り混ぜた様な豪華な色
合。年より若干花容は変化する。

570 曙光曙光（しょっこう）（しょっこう）
花色／紫。「大和」に似るが、全体に落着い
た雰囲気。オシベはそのまま残る。¥12,000 ¥8,000 ¥12,000 ¥3,000

555 組曲組曲（くみきょく）（くみきょく）
花色／赤。大輪濃赤の素晴しい花です。今だ
に数少なくマニア垂涎の逸品。

556 紅の輪紅の輪（くれないのわ）（くれないのわ）
花色／桃。華やかな美しさの人気銘花。農
林水産大臣賞受賞。

557 黒珊瑚黒珊瑚（くろさんご）（くろさんご）
花色／濃紫。黒味帯びる濃紫色の重厚な秀
花。

558 薫風薫風（くんぷう）（くんぷう）
花色／赤。大輪堂々とした風格のある秀花。
交配実生唐子咲。登録銘花。¥60,000 ¥25,000 ¥20,000 ¥8,000

559 黄金鶴黄金鶴（こがねづる）（こがねづる）
花色／黄。色はさほど濃くはないが美しい黄花系の
二段唐子咲の最新花。全国大会金賞。

560 越の幻越の幻（こしのまぼろし）（こしのまぼろし）
花色／ピンク。正形端正な花容。満作時にはほとんどの花形がみ
られる咲分芸はほかに例がない。咲分けの代表花。

561 小天狗小天狗（こてんぐ）（こてんぐ）
花色／赤。濃赤色の極小輪唐子咲で交配実生
ならではの珍品。新潟大会金賞。

562 彩蝶彩蝶（さいちょう）（さいちょう）
花色／ピンク。三段弁は外弁と同色。オシベ
は残る。華やかな雰囲気の秀品。¥50,000 ¥2,500 ¥20,000 ¥3,000

563 桜千鳥桜千鳥（さくらちどり）（さくらちどり）
花色／桃。美しくまた珍しい。サーモンピ
ンクの千鳥系唐子咲。

564 佐渡桜佐渡桜（さどざくら）（さどざくら）
花色／ピンク。本来千重咲であるが、満開時、中心部が
咲き乱れ、唐子状を呈する。色合も美しい。

565 里の雪里の雪（さとのゆき）（さとのゆき）
雪の精の兄弟品種。グラデーションのかか
る色対比の美しい逸品。

566 山河山河（さんが）（さんが）
大輪瀬型の白覆輪二段唐子咲。新潟大会金
賞。¥15,000 ¥3,000 ¥50,000 ¥25,000
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532 宴の輝（うたげのかがやき）
花色／白。白に赤い二段弁が美しい。メシベも弁
化傾向にある珍しい個性的な稀品。

533 宴の里（うたげのさと）
花色／桃。銘花「春の宴」に花型の類似した個
体。淡い色合も上品で好ましい。

534 砂也華（さやか）
花色／ピンク。アミメ芸の美しい個性的な
花容で知られる佐渡産の佳品。¥10,000 ¥8,000 ¥8,000

535 紫輝仙（しきせん）
花色／藤紫。交配実生による妖精咲新花でメタリッ
クな色調が美しい。全国大会金賞受賞。

536 鷲媛（しゅうえん）
花色／桃。美しい花色で知られる佐渡産の
美麗種。

537 紫妖（しよう）
花色／紫。個性的な美しさ。新潟大会銀賞。

538 青炎（せいえん）
花色／紫絞り。丁子咲と妖精咲との二芸品
の珍品。拝　答 ¥12,000 ¥12,000 ¥10,000

539 大紫宝（だいしほう）
花色／紫。早くからある品種だが数は少ない。稀
にメシベが出るので交配親としても。

540 桃妖（とうよう）
美しい花色の大輪美麗種。銀賞受賞。

541 白妖（はくよう）
花色／白。花形の良さは極付の実生新花。妖精
咲ならではの魅力を秘めた逸品。

542 春の宴（はるのうたげ）
花色／ピンク。正形大輪。何咲とも言えない個性を
持つ芸である。稀代の銘花であろう。¥12,000 ¥30,000 ¥20,000 ¥25,000

543 三浩（みつひろ）
花色／紫。上品な花色の妖精咲。大輪で花
型も良い佐渡産の秀花。

544 妖宴（ようえん）
艶やかな美しさを見せる妖精咲の佳品。

545 妖艶（ようえん）
花色／赤。濃赤に純白の色対比は輝くばかり。妖しいまでの
魅力。第３回大会金賞。農林水産大臣賞。

546 楊貴妃（ようきひ）
花色／赤。「妖精」と同じタイプの個体で、色合が
濃く特異な花容と雰囲気を持つ稀品。¥20,000 ¥30,000 ¥50,000 ¥5,000

547 妖精（ようせい）
花色／ピンク。正形丸弁の誠に可愛らしい妖精の
様な花容。妖精咲発見の第一号。 ¥10,000
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551 鏡獅子鏡獅子（かがみじし）（かがみじし）
花色／白。花形良く中心部特有の変化を見せる。
未分化の二段弁も面白い雰囲気。

552 鶴声鶴声（かくせい）（かくせい）
鮮やかな花色の網目模様の備品。金賞受賞。

553 カクタス咲カクタス咲（かくたすざき）（かくたすざき）
始めて作出したカクタス咲きの超珍品交配
種です。

554 空海空海（くうかい）（くうかい）
花色／紫。大輪正形の唐子咲代表花。満作
の見事さは類を見ない。¥2,500 ¥20,000 ¥30,000 ¥6,000

548 あけぼのあけぼの
花色／藤。濃色ではないがなぜか目を惹きつ
ける上品な色合いの美しい個体。

549 海彦海彦（うみひこ）（うみひこ）
花色／紫青。濃紫青の引き込まれるような色調を
持つ唐子咲最新花。交配親にも魅力。

550 大瑠璃大瑠璃（おおるり）（おおるり）
花色／群青。色合いと花形の良さが調和し
た大変美しい巨大輪の秀品。¥20,000 ¥20,000 ¥12,000

567 紫雲嶺紫雲嶺（しうんれい）（しうんれい）
花色／紫。大輪で盛り上りの良い豪華な花容で色
合も上品。第５回全国大会奨励賞。

568 東雲東雲（しののめ）（しののめ）
花色／紫。藤紫色の濃淡の色合が美しい個性的な花
容。丈夫で作り易い交配実生の佳品。

569 駿馬駿馬（しゅんめ）（しゅんめ）
花色／紫緑。紫に緑を織り混ぜた様な豪華な色
合。年より若干花容は変化する。

570 曙光曙光（しょっこう）（しょっこう）
花色／紫。「大和」に似るが、全体に落着い
た雰囲気。オシベはそのまま残る。¥12,000 ¥8,000 ¥12,000 ¥3,000

555 組曲組曲（くみきょく）（くみきょく）
花色／赤。大輪濃赤の素晴しい花です。今だ
に数少なくマニア垂涎の逸品。

556 紅の輪紅の輪（くれないのわ）（くれないのわ）
花色／桃。華やかな美しさの人気銘花。農
林水産大臣賞受賞。

557 黒珊瑚黒珊瑚（くろさんご）（くろさんご）
花色／濃紫。黒味帯びる濃紫色の重厚な秀
花。

558 薫風薫風（くんぷう）（くんぷう）
花色／赤。大輪堂々とした風格のある秀花。
交配実生唐子咲。登録銘花。¥60,000 ¥25,000 ¥20,000 ¥8,000

559 黄金鶴黄金鶴（こがねづる）（こがねづる）
花色／黄。色はさほど濃くはないが美しい黄花系の
二段唐子咲の最新花。全国大会金賞。

560 越の幻越の幻（こしのまぼろし）（こしのまぼろし）
花色／ピンク。正形端正な花容。満作時にはほとんどの花形がみ
られる咲分芸はほかに例がない。咲分けの代表花。

561 小天狗小天狗（こてんぐ）（こてんぐ）
花色／赤。濃赤色の極小輪唐子咲で交配実生
ならではの珍品。新潟大会金賞。

562 彩蝶彩蝶（さいちょう）（さいちょう）
花色／ピンク。三段弁は外弁と同色。オシベ
は残る。華やかな雰囲気の秀品。¥50,000 ¥2,500 ¥20,000 ¥3,000

563 桜千鳥桜千鳥（さくらちどり）（さくらちどり）
花色／桃。美しくまた珍しい。サーモンピ
ンクの千鳥系唐子咲。

564 佐渡桜佐渡桜（さどざくら）（さどざくら）
花色／ピンク。本来千重咲であるが、満開時、中心部が
咲き乱れ、唐子状を呈する。色合も美しい。

565 里の雪里の雪（さとのゆき）（さとのゆき）
雪の精の兄弟品種。グラデーションのかか
る色対比の美しい逸品。

566 山河山河（さんが）（さんが）
大輪瀬型の白覆輪二段唐子咲。新潟大会金
賞。¥15,000 ¥3,000 ¥50,000 ¥25,000

30 雪割草の部

妖精咲

雪割草の部

532 宴の輝（うたげのかがやき）
花色／白。白に赤い二段弁が美しい。メシベも弁
化傾向にある珍しい個性的な稀品。

533 宴の里（うたげのさと）
花色／桃。銘花「春の宴」に花型の類似した個
体。淡い色合も上品で好ましい。

534 砂也華（さやか）
花色／ピンク。アミメ芸の美しい個性的な
花容で知られる佐渡産の佳品。¥10,000 ¥8,000 ¥8,000

535 紫輝仙（しきせん）
花色／藤紫。交配実生による妖精咲新花でメタリッ
クな色調が美しい。全国大会金賞受賞。

536 鷲媛（しゅうえん）
花色／桃。美しい花色で知られる佐渡産の
美麗種。

537 紫妖（しよう）
花色／紫。個性的な美しさ。新潟大会銀賞。

538 青炎（せいえん）
花色／紫絞り。丁子咲と妖精咲との二芸品
の珍品。拝　答 ¥12,000 ¥12,000 ¥10,000

539 大紫宝（だいしほう）
花色／紫。早くからある品種だが数は少ない。稀
にメシベが出るので交配親としても。

540 桃妖（とうよう）
美しい花色の大輪美麗種。銀賞受賞。

541 白妖（はくよう）
花色／白。花形の良さは極付の実生新花。妖精
咲ならではの魅力を秘めた逸品。

542 春の宴（はるのうたげ）
花色／ピンク。正形大輪。何咲とも言えない個性を
持つ芸である。稀代の銘花であろう。¥12,000 ¥30,000 ¥20,000 ¥25,000

543 三浩（みつひろ）
花色／紫。上品な花色の妖精咲。大輪で花
型も良い佐渡産の秀花。

544 妖宴（ようえん）
艶やかな美しさを見せる妖精咲の佳品。

545 妖艶（ようえん）
花色／赤。濃赤に純白の色対比は輝くばかり。妖しいまでの
魅力。第３回大会金賞。農林水産大臣賞。

546 楊貴妃（ようきひ）
花色／赤。「妖精」と同じタイプの個体で、色合が
濃く特異な花容と雰囲気を持つ稀品。¥20,000 ¥30,000 ¥50,000 ¥5,000

547 妖精（ようせい）
花色／ピンク。正形丸弁の誠に可愛らしい妖精の
様な花容。妖精咲発見の第一号。 ¥10,000
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605 黄冠黄冠（おうかん）（おうかん）
花色／黄。黄花の日輪咲。青軸と黄花を合
わせて三芸品の珍種。

606 神楽神楽（かぐら）（かぐら）
花色／紫。濃紫多弁の見事な丁字芸。初花
は乙女咲となり易いくせがある。

607 春日錦春日錦（かすがにしき）（かすがにしき）
花色／赤。美しい斑入の二芸品。斑入は後冴で
暗まない。将来の交配親として注目。

608 吉祥吉祥（きっしょう）（きっしょう）
丁字咲。典型的な弥彦山系産の原種です。

¥15,000 ¥3,000 拝　答 ¥2,500

602 天ノ川天ノ川（あまのがわ）（あまのがわ）
花色／紫白覆輪。白覆輪咲の丁字咲で芸
の安定良く美しい個体。

603 海原海原（うなばら）（うなばら）
花色／紫青。美しい花色と大輪花。芸の安
定性は抜群。

604 炎華炎華（えんか）（えんか）
スダレ系の濃色日輪咲の選抜品種。

¥15,000 ¥10,000 ¥10,000

 雪割草の部 33

唐子咲 二段唐子咲
丁字・日輪咲系

595 緑牡丹緑牡丹（みどりぼたん）（みどりぼたん）
花色／紫。紫と緑帯びた唐子弁の色対比が美しい。
第２回全国大会金賞、登録銘花。

596 雪の精雪の精（ゆきのせい） （ゆきのせい） 
地合白覆輪の稀な美しさの最新花です。

597 雪の舞雪の舞（ゆきのまい）（ゆきのまい）
花色／白。大輪ややピンクを帯びる二段唐子
咲。咲出から満開時の変化は見事。

598 酔星酔星（よいぼし）（よいぼし）
花色／桃。珍しい色合いが個性的。全国大
会銀賞。¥15,000

NEW

拝　答 ¥3,000 ¥40,000

599 瑠璃蝶瑠璃蝶（るりちょう）（るりちょう）
花色／紫。濃紫青色の美しい色合いが魅力。
強健種。

600 蓮華蓮華（れんげ）（れんげ）
花色／桃紫。早くから知られる佐渡産の銘
花。強健種。

601 楼蘭楼蘭（ろうらん）（ろうらん）
花色／ピンク。個性的な薄赤色のあでやかな色
調。芸はかなり変化して面白い。¥10,000 ¥2,000 ¥15,000

その他　唐子咲 二段唐子咲

歌麿（うたまろ）（うたまろ） ¥20,000
花色／ピンク。大輪、豪華な花容である。満作満開時は見事。

円舞（えんぶ）（えんぶ） ¥20,000
花色／赤紫。大輪円弁で唐子弁は厚く盛り上り華やかな雰囲気の秀品。

踊り子（おどりこ）（おどりこ） ¥5,000
花色／赤。中心の緑色の唐子弁の色対比が抜群。時々千重も咲分ける。

咲耶姫（さくやひめ）（さくやひめ） ¥3,000
花色／赤。咲分種。標準花も咲く。西山産の交配親として利用。

写楽（しゃらく）（しゃらく） ¥10,000
花色／白。発見当初は千重咲だったと言われている。白花唐子咲の最右翼。

春風楽（しゅんぷうらく）（しゅんぷうらく） ¥20,000
花色／赤。大輪で華やかな花容。咲くほどに美しさが増すタイプ。登録銘花。

白鷺（しらさぎ）（しらさぎ） ¥3,000
花色／白。かなり早く発見された。安定し、丈夫で作り易い。

花暦（はなごよみ）（はなごよみ） ¥20,000
花色／ピンク。サーモンピンクに網目という美しい色合いを持つ銘花。

村まつり（むらまつり）（むらまつり） ¥6,000
花色／赤。稀に見る色合。唐子芸は中心まで良く発達し圧巻。丈夫。

32 雪割草の部

579 谷間鶴谷間鶴（たにまづる）（たにまづる）
花色／白。千重、唐子、二段と咲分ける芸を見せ
る不思議な花。花容も端正で美しい。

580 玉唐子玉唐子（たまからこ）（たまからこ）
玉桜交配。美しい玉斑の入る最新花。

581 珠姫珠姫（たまひめ）（たまひめ）
青い色が浮き出る美しい花色で人気。

582 蝶の里蝶の里（ちょうのさと）（ちょうのさと）
花色／桃。色合と花芸が良く調和している。花形
も整った美しさを見せる。登録銘花。¥2,500 ¥50,000 ¥6,000 ¥8,000

571 白揚羽白揚羽（しろあげは）（しろあげは）
花色／白。印象的な色対比が美しく華やか
さと上品さを併せ持つ秀花。

572 瑞雲瑞雲（ずいうん）（ずいうん）
花色／白。正形中輪。中段をピンクに染める重厚な
唐子咲。古典的な雰囲気を持つ銘花。

573 青竜角青竜角（せいりゅうかく）（せいりゅうかく）
花色／紫青。「小天狗」の兄弟株。花容は似てい
るがより先端が尖り気味で面白い。

574 雪月花雪月花（せつげつか）（せつげつか）
花色／白・赤絞り。青軸、絞りで唐子咲の３芸品。
全国大会金賞、銀賞、登録銘花。¥30,000 ¥5,000 ¥15,000 ¥30,000

575 千羽鶴千羽鶴（せんばづる）（せんばづる）
花色／桃。華やかな美しさを持つ交配実生
新花。第11回新潟大会銅賞。

576 潜龍潜龍（せんりゅう）（せんりゅう）
花色／紫。何とも言えない面白い花。小さな花に秘められ
た魅力に引き込まれる。花粉親としても人気。

577 素鵬素鵬（そほう）（そほう）
花色／白。素心の大輪種で交配親としても
注目。

578 沢庵沢庵（たくあん）（たくあん）
花色／白。素心唐子咲の珍種。丈夫で作り易
く原種ならではの味わいがある。¥20,000 ¥3,000 ¥20,000 ¥5,000

583 紬錦紬錦（つむぎにしき）（つむぎにしき）
花色／紫。美しい網目で人気。新潟大会金
賞。

584 天華天華（てんか）（てんか）
花色／赤。赤花複色咲の豪華この上ない唐
子咲実生最新花。

585 天心天心（てんしん）（てんしん）
花色／白。実生新花でおだやかな色合と芸
とが良く調和した秀品。

586 桃源桃源（とうげん）（とうげん）
花色／桃。全体に良く発達した美しい唐子
咲である。強健。¥15,000 拝　答 ¥4,000 ¥3,000

587 白眉白眉（はくび）（はくび）
花色／白。花形の点で抜群であろう。中心や
や緑帯び誠に上品な唐子咲の秀品。

588 初牡丹初牡丹（はつぼたん）（はつぼたん）
花色／白。正形多弁。白に紫の色覆輪が入る。四
段咲タイプである。稀に見る珍美品。

589 緋炎緋炎（ひえん）（ひえん）
スダレ系交配の秀品の中でも秀逸な濃色品
です。

590 福鳳福鳳（ふくほう）（ふくほう）
花色／ピンク。おだやかな色合のアミメ咲の
佳品。「鳳鳴」とは兄弟実生。¥2,500 ¥8,000 ¥30,000 ¥20,000

591 紅揚羽紅揚羽（べにあげは）（べにあげは）
花色／赤。色、芸、共に素晴らしい新花。
全国大会金賞。

592 紅目覚紅目覚（べにめざまし）（べにめざまし）
花色／赤。巨大輪で色対比の鮮やかな逸品。

593 舞霧舞霧（まいむ）（まいむ）
花色／紫。紫の吹掛絞りの美しい唐子咲。
芸の安定した実生新花。

594 乱雪乱雪（みだれゆき）（みだれゆき）
青軸唐子の千鳥咲の珍種。大会金賞花。

¥40,000 拝　答 ¥10,000 拝　答
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605 黄冠黄冠（おうかん）（おうかん）
花色／黄。黄花の日輪咲。青軸と黄花を合
わせて三芸品の珍種。

606 神楽神楽（かぐら）（かぐら）
花色／紫。濃紫多弁の見事な丁字芸。初花
は乙女咲となり易いくせがある。

607 春日錦春日錦（かすがにしき）（かすがにしき）
花色／赤。美しい斑入の二芸品。斑入は後冴で
暗まない。将来の交配親として注目。

608 吉祥吉祥（きっしょう）（きっしょう）
丁字咲。典型的な弥彦山系産の原種です。

¥15,000 ¥3,000 拝　答 ¥2,500

602 天ノ川天ノ川（あまのがわ）（あまのがわ）
花色／紫白覆輪。白覆輪咲の丁字咲で芸
の安定良く美しい個体。

603 海原海原（うなばら）（うなばら）
花色／紫青。美しい花色と大輪花。芸の安
定性は抜群。

604 炎華炎華（えんか）（えんか）
スダレ系の濃色日輪咲の選抜品種。

¥15,000 ¥10,000 ¥10,000

 雪割草の部 33

唐子咲 二段唐子咲
丁字・日輪咲系

595 緑牡丹緑牡丹（みどりぼたん）（みどりぼたん）
花色／紫。紫と緑帯びた唐子弁の色対比が美しい。
第２回全国大会金賞、登録銘花。

596 雪の精雪の精（ゆきのせい） （ゆきのせい） 
地合白覆輪の稀な美しさの最新花です。

597 雪の舞雪の舞（ゆきのまい）（ゆきのまい）
花色／白。大輪ややピンクを帯びる二段唐子
咲。咲出から満開時の変化は見事。

598 酔星酔星（よいぼし）（よいぼし）
花色／桃。珍しい色合いが個性的。全国大
会銀賞。¥15,000

NEW

拝　答 ¥3,000 ¥40,000

599 瑠璃蝶瑠璃蝶（るりちょう）（るりちょう）
花色／紫。濃紫青色の美しい色合いが魅力。
強健種。

600 蓮華蓮華（れんげ）（れんげ）
花色／桃紫。早くから知られる佐渡産の銘
花。強健種。

601 楼蘭楼蘭（ろうらん）（ろうらん）
花色／ピンク。個性的な薄赤色のあでやかな色
調。芸はかなり変化して面白い。¥10,000 ¥2,000 ¥15,000

その他　唐子咲 二段唐子咲

歌麿（うたまろ）（うたまろ） ¥20,000
花色／ピンク。大輪、豪華な花容である。満作満開時は見事。

円舞（えんぶ）（えんぶ） ¥20,000
花色／赤紫。大輪円弁で唐子弁は厚く盛り上り華やかな雰囲気の秀品。

踊り子（おどりこ）（おどりこ） ¥5,000
花色／赤。中心の緑色の唐子弁の色対比が抜群。時々千重も咲分ける。

咲耶姫（さくやひめ）（さくやひめ） ¥3,000
花色／赤。咲分種。標準花も咲く。西山産の交配親として利用。

写楽（しゃらく）（しゃらく） ¥10,000
花色／白。発見当初は千重咲だったと言われている。白花唐子咲の最右翼。

春風楽（しゅんぷうらく）（しゅんぷうらく） ¥20,000
花色／赤。大輪で華やかな花容。咲くほどに美しさが増すタイプ。登録銘花。

白鷺（しらさぎ）（しらさぎ） ¥3,000
花色／白。かなり早く発見された。安定し、丈夫で作り易い。

花暦（はなごよみ）（はなごよみ） ¥20,000
花色／ピンク。サーモンピンクに網目という美しい色合いを持つ銘花。

村まつり（むらまつり）（むらまつり） ¥6,000
花色／赤。稀に見る色合。唐子芸は中心まで良く発達し圧巻。丈夫。

32 雪割草の部

579 谷間鶴谷間鶴（たにまづる）（たにまづる）
花色／白。千重、唐子、二段と咲分ける芸を見せ
る不思議な花。花容も端正で美しい。

580 玉唐子玉唐子（たまからこ）（たまからこ）
玉桜交配。美しい玉斑の入る最新花。

581 珠姫珠姫（たまひめ）（たまひめ）
青い色が浮き出る美しい花色で人気。

582 蝶の里蝶の里（ちょうのさと）（ちょうのさと）
花色／桃。色合と花芸が良く調和している。花形
も整った美しさを見せる。登録銘花。¥2,500 ¥50,000 ¥6,000 ¥8,000

571 白揚羽白揚羽（しろあげは）（しろあげは）
花色／白。印象的な色対比が美しく華やか
さと上品さを併せ持つ秀花。

572 瑞雲瑞雲（ずいうん）（ずいうん）
花色／白。正形中輪。中段をピンクに染める重厚な
唐子咲。古典的な雰囲気を持つ銘花。

573 青竜角青竜角（せいりゅうかく）（せいりゅうかく）
花色／紫青。「小天狗」の兄弟株。花容は似てい
るがより先端が尖り気味で面白い。

574 雪月花雪月花（せつげつか）（せつげつか）
花色／白・赤絞り。青軸、絞りで唐子咲の３芸品。
全国大会金賞、銀賞、登録銘花。¥30,000 ¥5,000 ¥15,000 ¥30,000

575 千羽鶴千羽鶴（せんばづる）（せんばづる）
花色／桃。華やかな美しさを持つ交配実生
新花。第11回新潟大会銅賞。

576 潜龍潜龍（せんりゅう）（せんりゅう）
花色／紫。何とも言えない面白い花。小さな花に秘められ
た魅力に引き込まれる。花粉親としても人気。

577 素鵬素鵬（そほう）（そほう）
花色／白。素心の大輪種で交配親としても
注目。

578 沢庵沢庵（たくあん）（たくあん）
花色／白。素心唐子咲の珍種。丈夫で作り易
く原種ならではの味わいがある。¥20,000 ¥3,000 ¥20,000 ¥5,000

583 紬錦紬錦（つむぎにしき）（つむぎにしき）
花色／紫。美しい網目で人気。新潟大会金
賞。

584 天華天華（てんか）（てんか）
花色／赤。赤花複色咲の豪華この上ない唐
子咲実生最新花。

585 天心天心（てんしん）（てんしん）
花色／白。実生新花でおだやかな色合と芸
とが良く調和した秀品。

586 桃源桃源（とうげん）（とうげん）
花色／桃。全体に良く発達した美しい唐子
咲である。強健。¥15,000 拝　答 ¥4,000 ¥3,000

587 白眉白眉（はくび）（はくび）
花色／白。花形の点で抜群であろう。中心や
や緑帯び誠に上品な唐子咲の秀品。

588 初牡丹初牡丹（はつぼたん）（はつぼたん）
花色／白。正形多弁。白に紫の色覆輪が入る。四
段咲タイプである。稀に見る珍美品。

589 緋炎緋炎（ひえん）（ひえん）
スダレ系交配の秀品の中でも秀逸な濃色品
です。

590 福鳳福鳳（ふくほう）（ふくほう）
花色／ピンク。おだやかな色合のアミメ咲の
佳品。「鳳鳴」とは兄弟実生。¥2,500 ¥8,000 ¥30,000 ¥20,000

591 紅揚羽紅揚羽（べにあげは）（べにあげは）
花色／赤。色、芸、共に素晴らしい新花。
全国大会金賞。

592 紅目覚紅目覚（べにめざまし）（べにめざまし）
花色／赤。巨大輪で色対比の鮮やかな逸品。

593 舞霧舞霧（まいむ）（まいむ）
花色／紫。紫の吹掛絞りの美しい唐子咲。
芸の安定した実生新花。

594 乱雪乱雪（みだれゆき）（みだれゆき）
青軸唐子の千鳥咲の珍種。大会金賞花。

¥40,000 拝　答 ¥10,000 拝　答
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丁字・ 日輪咲系

641 慕情慕情（ぼじょう）（ぼじょう）
花色／白。丁字弁に少し赤味が入り、落着
いた中にもあでやかさが残る。

642 見返り美人見返り美人（みかえりびじん）（みかえりびじん）  
日輪咲。表白の珍しい花色の秀品です。メ
ス親にも期待が。

643 御代の春御代の春（みよのはる）（みよのはる）
日輪咲。弥彦山系の有名品種。交配親で人
気。

644 佳の香佳の香（よしのか）（よしのか）
花色／紫。数少ない紫白覆輪の日輪咲。新潟大
会金賞の登録銘花。香りもある。¥3,000

NEW

¥10,000 ¥3,500 ¥15,000

649 綿帽子綿帽子（わたぼうし）（わたぼうし）
花色／白。青軸の丁子咲。花型がよいので
大変見栄えのする最新花。 拝　答

637 ひなまつりひなまつり
花色／桃。濃桃の目のさめる様な色合と安
定した芸で、抜群の人気を誇る。

638 緋龍緋龍（ひりゅう）（ひりゅう）
花色／赤。本来の赤色であり、時にメシベまで弁
化する丁字芸。豪華この上もない。

639 紅水晶紅水晶（べにすいしょう）（べにすいしょう）
赤白覆輪の交配実生新花選抜品種。

640 紅夜叉紅夜叉（べにやしゃ）（べにやしゃ）
鉄心系の交配品。二段丁字で継続性も高く
交配親にも人気。¥5,000 ¥5,000 ¥25,000 ¥50,000

645 離宮離宮（りきゅう）（りきゅう）
花色／紫。ようやく現品が出たため復活し
ました。

646 緑風緑風（りょくふう）（りょくふう）
花色／白・緑。日輪弁の緑色が鮮やかな大
輪の青軸日輪咲稀少種。

647 瑠璃光瑠璃光（るりこう）（るりこう）
花色／紫。美しい花色で定評のある人気種。

648 麗人麗人（れいじん）（れいじん）
文句なしの見事な丁子咲の花容を持つ万人
向けの美麗種。¥30,000 ¥30,000 ¥30,000 ¥20,000

633 白龍白龍（はくりゅう）（はくりゅう）
花色／白。やや黄味を帯びる丁字弁が美し
い。

634 華鏡華鏡（はなかがみ）（はなかがみ）
花色／紫。芸の安定良く華やかな美しい花。出現
の過程は不明だが実生によるもの。

635 華千鳥華千鳥（はなちどり）（はなちどり）
千鳥咲の日輪が生まれました。面白さと貴
重性を併せ持つ珍種。

636 緋雲緋雲（ひうん）（ひうん）
花色／赤。濃赤の迫力ある実生新花。新潟
大会銀賞受賞。¥8,000 ¥4,000 ¥10,000 ¥8,000

● その他の丁字咲、日輪咲の銘花、無銘品を少量ずつですが、多くのタイプを保持しております。お問い合わせ下さい。

その他　丁字・ 日輪咲系

折鶴（おりづる）（おりづる） ¥2,000
花色／桃。丁字の程度よりも全体にきれいな印象を受ける。初期からの銘花。

喝采（かっさい）（かっさい） ¥3,000
花色／白。渋味のある安定した芸を見せる早くからの有名種。

乾盃（かんぱい）（かんぱい） ¥4,000
花色／紫青。丁字弁が波打つ如く中心部を飾る華やかな秀品。

銀月（ぎんげつ）（ぎんげつ） ¥5,000
花色／白。中輪ながら良く安定した芸を見せる。

春酔（しゅんすい）（しゅんすい） ¥3,000
花色／藤。淡い色であるが安定した丁字を出す。

春耀（しゅんよう）（しゅんよう） ¥2,000
花色／ピンク。丁字芸は平均的であるが、美しい花容の銘品である。

翔雲（しょううん）（しょううん） ¥4,000
花色／紫。上品な藤紫色に安定した丁字芸を見せる秀品。

せせらぎ ¥2,000
花色／白。やや小輪であるが、二段がかった面白い丁字弁である。強健。

卑弥呼（ひみこ）（ひみこ） 拝　答
花色／紫。実生作出の日輪咲としては別格。第３回全国大会金賞。数は少ない。

藤重（ふじがさね）（ふじがさね） ¥3,000
花色／紫。紫色の大輪、丁字弁も安定して見事。

舞妓（まいこ）（まいこ） ¥3,000
花色／紫。外弁の紫と丁字弁の色の変化がさらに美しさを引立てている。

舞泉（まいせん）（まいせん） ¥10,000
花色／紫。安定した丁字芸の秀品。

丸山（まるやま）（まるやま） ¥2,000
花色／青紫。青紫の小さくまとまった佳品で安定性も良く、強健。

湧泉（ゆうせん）（ゆうせん） ¥10,000
花色／ピンク。緑帯びた丁字弁の発達が嬉しい。

雪明り（ゆきあかり）（ゆきあかり） ¥2,000
花色／白。ふくよかな花容を持つ人気銘花。

34 雪割草の部

629 大丸白大丸白（だいまるしろ） （だいまるしろ） 
日輪咲。三段咲雌親として知られる美しい
花色の人気品種です。

630 桐玉桐玉（とうだま）（とうだま）
花色／桃紫。藤桃色の美しい丁字咲として
有名。

631 桃麗桃麗（とうれい）（とうれい）
花色／桃。濃桃色丁字咲の代表銘花。

632 波吹雪波吹雪（なみふぶき）（なみふぶき）
丁字咲。今では見られない弥彦山の原種で
す。

NEW

¥10,000 ¥2,500 ¥5,000 ¥2,500

621 翔雲翔雲（しょううん）（しょううん）
丁字咲。典型的な弥彦山系産の原種です。

622 彗星彗星（すいせい）（すいせい）
花色／ピンク白覆輪。濃桃白覆輪の安定し
た丁字咲。

623 翠陽翠陽（すいよう）（すいよう）
花色／白・緑。素心日輪咲で日輪弁の鮮や
かな緑色が印象的な人気種。

624 青翠青翠（せいすい）（せいすい）
日輪咲。大人しい感じですが交配用に人気
です。¥2,500 ¥10,000 ¥10,000 ¥3,500

625 青嵐青嵐（せいらん）（せいらん）
花色／紫青。鋭角的な丁字弁を持つ個性的
な花。

626 夕雲夕雲（せきうん） （せきうん） 
丁子咲。端正な花型と美しい花色の調和し
た秀品です。

627 夕照夕照（せきしょう）（せきしょう）
花色／ピンク。上品な色合の円弁花秀品と
して早くから定評のある人気銘花。

628 千一夜千一夜（せんいちや）（せんいちや）
花色／紫。濃紫の美しい花で丁字芸の安定。

¥2,500

NEW

¥4,000 ¥5,000 ¥3,000

617 彩露彩露（さいろ）（さいろ）
花色／白。安定した白花丁字咲として早く
から知られた数少ない有名種。

618 紫雲紫雲（しうん）（しうん）
花色の美しさと芸の安定した秀花。金賞受
賞。

619 時雨錦時雨錦（しぐれにしき）（しぐれにしき）
日輪咲。浮世錦の血を引く青軸の大輪銘花。

620 春来春来（しゅんらい）（しゅんらい）
早くから知られる大輪花。

¥3,000 ¥12,000 ¥30,000 ¥3,000

613 剣竜剣竜（けんりゅう）（けんりゅう）
花色／紫。紫覆輪の丁字咲秀品。シャープ
な花容が魅力的。

614 光竜光竜（こうりゅう）（こうりゅう）
大輪で安定した芸を見せる人気種。

615 越路の春越路の春（こしじのはる）（こしじのはる）
花色／紫・縞。花弁に緑や白の縞模様の入る特有
な芸を見せる。更に日輪咲の２芸品。

616 彩霞彩霞（さいか）（さいか）
花色／紫。おだやかな花容が好ましく全体
に上品な雰囲気を漂わせる佳品。¥4,000 ¥3,000 ¥10,000 ¥3,000

609 金環飾金環飾（きんかんしょく）（きんかんしょく）
花色／ピンク。あまりにも有名な日輪咲銘
花。

610 銀鈴銀鈴（ぎんりん）（ぎんりん）
花色／白。美しい丁字咲で花芸の安定はも
ちろんの事。全国大会金賞受賞。

611 月下泉月下泉（げっかせん）（げっかせん）
早くから知られる人気種。

612 幻花幻花（げんか）（げんか）
花色／紫。濃紫正形大輪に見事な丁字芸が重なり
合い、一見して印象的な銘花である。¥8,000 ¥5,000 ¥3,000 ¥7,000
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641 慕情慕情（ぼじょう）（ぼじょう）
花色／白。丁字弁に少し赤味が入り、落着
いた中にもあでやかさが残る。

642 見返り美人見返り美人（みかえりびじん）（みかえりびじん）  
日輪咲。表白の珍しい花色の秀品です。メ
ス親にも期待が。

643 御代の春御代の春（みよのはる）（みよのはる）
日輪咲。弥彦山系の有名品種。交配親で人
気。

644 佳の香佳の香（よしのか）（よしのか）
花色／紫。数少ない紫白覆輪の日輪咲。新潟大
会金賞の登録銘花。香りもある。¥3,000

NEW

¥10,000 ¥3,500 ¥15,000

649 綿帽子綿帽子（わたぼうし）（わたぼうし）
花色／白。青軸の丁子咲。花型がよいので
大変見栄えのする最新花。 拝　答

637 ひなまつりひなまつり
花色／桃。濃桃の目のさめる様な色合と安
定した芸で、抜群の人気を誇る。

638 緋龍緋龍（ひりゅう）（ひりゅう）
花色／赤。本来の赤色であり、時にメシベまで弁
化する丁字芸。豪華この上もない。

639 紅水晶紅水晶（べにすいしょう）（べにすいしょう）
赤白覆輪の交配実生新花選抜品種。

640 紅夜叉紅夜叉（べにやしゃ）（べにやしゃ）
鉄心系の交配品。二段丁字で継続性も高く
交配親にも人気。¥5,000 ¥5,000 ¥25,000 ¥50,000

645 離宮離宮（りきゅう）（りきゅう）
花色／紫。ようやく現品が出たため復活し
ました。

646 緑風緑風（りょくふう）（りょくふう）
花色／白・緑。日輪弁の緑色が鮮やかな大
輪の青軸日輪咲稀少種。

647 瑠璃光瑠璃光（るりこう）（るりこう）
花色／紫。美しい花色で定評のある人気種。

648 麗人麗人（れいじん）（れいじん）
文句なしの見事な丁子咲の花容を持つ万人
向けの美麗種。¥30,000 ¥30,000 ¥30,000 ¥20,000

633 白龍白龍（はくりゅう）（はくりゅう）
花色／白。やや黄味を帯びる丁字弁が美し
い。

634 華鏡華鏡（はなかがみ）（はなかがみ）
花色／紫。芸の安定良く華やかな美しい花。出現
の過程は不明だが実生によるもの。

635 華千鳥華千鳥（はなちどり）（はなちどり）
千鳥咲の日輪が生まれました。面白さと貴
重性を併せ持つ珍種。

636 緋雲緋雲（ひうん）（ひうん）
花色／赤。濃赤の迫力ある実生新花。新潟
大会銀賞受賞。¥8,000 ¥4,000 ¥10,000 ¥8,000

● その他の丁字咲、日輪咲の銘花、無銘品を少量ずつですが、多くのタイプを保持しております。お問い合わせ下さい。

その他　丁字・ 日輪咲系

折鶴（おりづる）（おりづる） ¥2,000
花色／桃。丁字の程度よりも全体にきれいな印象を受ける。初期からの銘花。

喝采（かっさい）（かっさい） ¥3,000
花色／白。渋味のある安定した芸を見せる早くからの有名種。

乾盃（かんぱい）（かんぱい） ¥4,000
花色／紫青。丁字弁が波打つ如く中心部を飾る華やかな秀品。

銀月（ぎんげつ）（ぎんげつ） ¥5,000
花色／白。中輪ながら良く安定した芸を見せる。

春酔（しゅんすい）（しゅんすい） ¥3,000
花色／藤。淡い色であるが安定した丁字を出す。

春耀（しゅんよう）（しゅんよう） ¥2,000
花色／ピンク。丁字芸は平均的であるが、美しい花容の銘品である。

翔雲（しょううん）（しょううん） ¥4,000
花色／紫。上品な藤紫色に安定した丁字芸を見せる秀品。

せせらぎ ¥2,000
花色／白。やや小輪であるが、二段がかった面白い丁字弁である。強健。

卑弥呼（ひみこ）（ひみこ） 拝　答
花色／紫。実生作出の日輪咲としては別格。第３回全国大会金賞。数は少ない。

藤重（ふじがさね）（ふじがさね） ¥3,000
花色／紫。紫色の大輪、丁字弁も安定して見事。

舞妓（まいこ）（まいこ） ¥3,000
花色／紫。外弁の紫と丁字弁の色の変化がさらに美しさを引立てている。

舞泉（まいせん）（まいせん） ¥10,000
花色／紫。安定した丁字芸の秀品。

丸山（まるやま）（まるやま） ¥2,000
花色／青紫。青紫の小さくまとまった佳品で安定性も良く、強健。

湧泉（ゆうせん）（ゆうせん） ¥10,000
花色／ピンク。緑帯びた丁字弁の発達が嬉しい。

雪明り（ゆきあかり）（ゆきあかり） ¥2,000
花色／白。ふくよかな花容を持つ人気銘花。

34 雪割草の部

629 大丸白大丸白（だいまるしろ） （だいまるしろ） 
日輪咲。三段咲雌親として知られる美しい
花色の人気品種です。

630 桐玉桐玉（とうだま）（とうだま）
花色／桃紫。藤桃色の美しい丁字咲として
有名。

631 桃麗桃麗（とうれい）（とうれい）
花色／桃。濃桃色丁字咲の代表銘花。

632 波吹雪波吹雪（なみふぶき）（なみふぶき）
丁字咲。今では見られない弥彦山の原種で
す。

NEW

¥10,000 ¥2,500 ¥5,000 ¥2,500

621 翔雲翔雲（しょううん）（しょううん）
丁字咲。典型的な弥彦山系産の原種です。

622 彗星彗星（すいせい）（すいせい）
花色／ピンク白覆輪。濃桃白覆輪の安定し
た丁字咲。

623 翠陽翠陽（すいよう）（すいよう）
花色／白・緑。素心日輪咲で日輪弁の鮮や
かな緑色が印象的な人気種。

624 青翠青翠（せいすい）（せいすい）
日輪咲。大人しい感じですが交配用に人気
です。¥2,500 ¥10,000 ¥10,000 ¥3,500

625 青嵐青嵐（せいらん）（せいらん）
花色／紫青。鋭角的な丁字弁を持つ個性的
な花。

626 夕雲夕雲（せきうん） （せきうん） 
丁子咲。端正な花型と美しい花色の調和し
た秀品です。

627 夕照夕照（せきしょう）（せきしょう）
花色／ピンク。上品な色合の円弁花秀品と
して早くから定評のある人気銘花。

628 千一夜千一夜（せんいちや）（せんいちや）
花色／紫。濃紫の美しい花で丁字芸の安定。

¥2,500

NEW

¥4,000 ¥5,000 ¥3,000

617 彩露彩露（さいろ）（さいろ）
花色／白。安定した白花丁字咲として早く
から知られた数少ない有名種。

618 紫雲紫雲（しうん）（しうん）
花色の美しさと芸の安定した秀花。金賞受
賞。

619 時雨錦時雨錦（しぐれにしき）（しぐれにしき）
日輪咲。浮世錦の血を引く青軸の大輪銘花。

620 春来春来（しゅんらい）（しゅんらい）
早くから知られる大輪花。

¥3,000 ¥12,000 ¥30,000 ¥3,000

613 剣竜剣竜（けんりゅう）（けんりゅう）
花色／紫。紫覆輪の丁字咲秀品。シャープ
な花容が魅力的。

614 光竜光竜（こうりゅう）（こうりゅう）
大輪で安定した芸を見せる人気種。

615 越路の春越路の春（こしじのはる）（こしじのはる）
花色／紫・縞。花弁に緑や白の縞模様の入る特有
な芸を見せる。更に日輪咲の２芸品。

616 彩霞彩霞（さいか）（さいか）
花色／紫。おだやかな花容が好ましく全体
に上品な雰囲気を漂わせる佳品。¥4,000 ¥3,000 ¥10,000 ¥3,000

609 金環飾金環飾（きんかんしょく）（きんかんしょく）
花色／ピンク。あまりにも有名な日輪咲銘
花。

610 銀鈴銀鈴（ぎんりん）（ぎんりん）
花色／白。美しい丁字咲で花芸の安定はも
ちろんの事。全国大会金賞受賞。

611 月下泉月下泉（げっかせん）（げっかせん）
早くから知られる人気種。

612 幻花幻花（げんか）（げんか）
花色／紫。濃紫正形大輪に見事な丁字芸が重なり
合い、一見して印象的な銘花である。¥8,000 ¥5,000 ¥3,000 ¥7,000
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1 実生新花変化咲選抜品 見計らい混合
　すべて開花確認済みの秀花。お求めやすい見計らい品と
なります。

　　３P…¥  7,500　　　５P…¥ 10,000
　　10P…¥ 18,000

2 実生新花標準花選抜品 見計らい混合
　近年人気の標準花の実生新花混合品。もちろん開花保証
です。

　　３P…¥  7,500　　　５P…¥ 10,000
　　10P…¥ 18,000 5 来春開花予定 実生混合

　両親共に一級品を使用した当園オリジナル実生品。様々
な交配の組み合わせなので、変化咲が咲くこともあります。

　　１P　　 …¥ 　 600　　　10P…¥ 5,000
　　１c／s54P…¥ 25,000

6 来春開花予定 変化咲実生混合
　当園の優秀な交配親を使用し過去様々な銘花が誕生して
います。変化咲の咲く確率は組み合わせにより様々ですが、
平均して20%。

　　１P　　 …¥ 　 800　　　10P…¥ 7,000
　　１c／s54P…¥ 33,000

ご自分で実生を試みたいと思われる方に、親木も分譲いたしております。各種Ｆ１、原種等ありますので何なりと
お問い合わせください。
例） 三段咲 跳珠Ｆ１ …… ¥ 33,000
例） 三段咲 赤鬼Ｆ１ …… ¥ 33,000

例） 三段咲 王様Ｆ１ …… ¥ 22,000
例） 二段咲 恋姫Ｆ１ …… ¥ 22,000

例） 三段咲 初鏡Ｆ１ …… ¥ 16,500
例） 三段咲 幽谷Ｆ１ …… ¥ 33,000

 など

3 変化咲鉢入大株 見計らい
　4号以上のボリュームある作込品。仕立鉢入りですぐに展
示できます。

　　１鉢…¥ 4,000　　　５鉢…¥ 15,000

4 斑入・葉変り実生品混合
　常緑の雪割草は斑入品種も通年楽しめます。寄植でも楽
しめるお買い得なセットです。

　　５P…¥ 10,000　　　10P…¥ 18,000

お楽しみサービス品 ※写真はイメージです。

36 雪割草の部

セット／
限定品 他

雪割草の部

交配実生選抜株　御徳用セット
当園オリジナルの交配実生新花選抜品の完全開花保証株です。
初めての方でも安心してお楽しみ頂ける良品を、色彩も美しくセットしました。
２セット以上お求めの場合は合計金額の10％引と致します。

４色セット
白
紫
ピンク
赤

 
計４種 ¥8,000

３色セット
白
紫
ピンク

 
計３種 ¥6,600

４色セット
赤
白
紫
桃

 
計４種 ¥8,000

３色セット
白
紫
ピンク

 
計３種 ¥6,600

４色セット
赤
白
紫
桃

 
計４種 ¥8,800

３色セット
白
ピンク
紫

 
計３種 ¥6,600

千重咲セット 三段咲セット唐子咲セット

　赤　色 　　　　
　紫　色 　　　　
　白　色 　　　　
　桃　色 　　　　
　素心（青軸純白）
 
計５種 ¥2,750

標準花セット

４色セット
白
紫
桃
赤

 
計４種 ¥8,000

３色セット
白
紫
ピンク

 
計３種 ¥6,600

４色セット
白
紫
ピンク
赤

 
計４種 ¥8,000

３色セット
白
紫
ピンク

 
計３種 ¥6,600

日輪咲４色セット
白・紫・ピンク・赤

 
計４種　¥8,000

標準花銘花５種セット 　　　
¥8,250

標準花銘花10種セット 見計い
¥16,500

変化咲10種セット　　 見計い
¥16,500

二段咲セット 丁子咲セット
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変化咲実生苗

１特 1 斑入赤二段特選×斑入赤二段／斑入紫三段
2 斑入赤二段咲×斑入赤三段 セルフ

3 青軸赤絞二段円／青軸三段×青軸ヒトツバ セルフ

4 赤日輪千鳥×スダレ二段／赤白覆輪三段咲
5 赤白覆輪二段咲×宮桜 セルフ

１本 ¥5,500 ／ ５本 ¥23,000

１Ａ 1 青散斑円弁×赤千重／平城の里 セルフ

2 赤散斑×ピンク白覆輪二段／宮桜 セルフ

3 赤白覆輪二段咲特選×三段咲赤武者 セルフ

4 赤白覆輪円二段×赤白覆輪／赤三段咲 セルフ

5 瑠璃二段咲×赤白覆輪二段Ｆ１ セルフ

１本 ¥4,400 ／ ５本 ¥18,700

１Ｂ 1 赤白覆輪二段×木漏日／スダレ二段・跳珠 セルフ

2 佳の香×赤白覆輪／ピンク三段咲 セルフ

3 雪炎二段咲×覆輪葉ヒトツバ セルフ

4 紫白覆輪二段×木漏日／赤地合 セルフ

5 白風車×波の音／夕潮・スダレ セルフ

１本 ¥3,300 ／ ５本 ¥14,000

１Ｃ 1 赤白覆輪／花神×赤白覆輪二段／佐渡の春三段咲
2 赤白覆輪円二段×赤二段／宮桜Ｆ１ セルフ

3 目覚系二段×宮桜 セルフ

4 スダレ系二段×スダレ系二段／夕潮・スダレ セルフ

5 白風車×スダレ系二段／夕潮・スダレ セルフ

１本 ¥2,750 ／ ５本 ¥11,600

１Ｄ 1 赤二段丁子×鉄心 セルフ

2 雪炎二段咲×宮桜Ｆ１ セルフ

3 赤斑入×雪炎／紅風車・王様 セルフ

4 斑入赤二段咲×綾姫 セルフ

5 斑入王星×三段咲酔竜 セルフ

１本 ¥2,200 ／ ５本 ¥9,300

標準花実生苗

１Ｅ 1 佳の香×紅艶系三段咲 セルフ

2 佳の香×夕潮／紅すだれ セルフ

3 麗春二段咲×夕潮・スダレ セルフ

4 ピンク円弁二段×原種紅すだれ セルフ

5 ピンク網目二段咲×呑殿 セルフ

１本 ¥1,650 ／ ５本 ¥7,400

１Ｆ 1 紫地合二段咲×瑠璃殿 セルフ

2 赤白覆輪二段×木漏日Ｆ１ セルフ

3 ピンク白覆輪二段×赤二段／宮桜Ｆ１ セルフ

4 金環飾×初鏡／夕潮・スダレ セルフ

5 金環飾×夕潮・スダレ セルフ

１本 ¥1,300 ／ ５本 ¥5,900

１Ｇ 1 深海Ｆ１ セルフ

2 濃赤×宮桜 セルフ

3 絞り咲島影 セルフ

4 紅精×内裏雛 セルフ

5 桃珊瑚×越後美人 セルフ

１本 ¥1,100 ／ ５本 ¥4,900

１Ｈ 1 変化咲混合  50本 ¥9,900 ／ 100本 ¥16,800
2 標準花混合  50本 ¥6,600 ／ 100本 ¥11,800
3 札落混合  50本 ¥5,500 ／ 100本 ¥ 9,900

　　　　21秋～  苗価格表  （令和元年播種／令和３年以降 1、2年開花見込）

（Ｈはポリ鉢寄植での発送となります。）

38 雪割草の部

変化咲実生小苗

２特 1 斑入赤千重×夕潮／スダレ セルフ

2 赤白覆輪チドリ二段×赤白覆輪三段Ｆ１ セルフ

3 斑入赤二段咲×斑入赤三段咲 セルフ

4 青軸赤絞二段×青軸赤絞二段／青軸三段咲 セルフ

5 斑入赤二段×斑入赤二段Ｆ１

1 本 ¥3,300 ／ ５本 ¥14,800

２Ａ 1 青軸黄花二段×青軸黄花 セルフ

2 青軸波葉×青軸三段咲 セルフ

3 金環飾×赤白覆輪三段咲 セルフ

4 青軸赤絞×青軸赤絞二段／青軸赤絞三段 セルフ

5 瑠璃二段×瑠璃殿 セルフ

１本 ¥2,700 ／ ５本 ¥11,400

２Ｂ 1 青軸赤絞二段×青軸円日輪／青軸赤絞三段 セルフ

2 白風車×波の音／夕潮・スダレ セルフ

3 赤散斑×白覆輪二段／宮桜 セルフ

4 斑入赤二段×斑入特選 セルフ

星山×青軸赤絞二段／青軸三段咲 セルフ

１本 ¥2,200 ／ ５本 ¥9,300

２Ｃ 1 白風車×スダレ系二段／夕潮・紅すだれ セルフ

2 青軸千鳥咲×青軸唐子／香雪 セルフ

3 緋の丸×唐子咲Ｆ１ セルフ

4 斑入王星×赤覆輪三段咲 セルフ

5 瑠璃二段×幽谷／瑠璃殿 セルフ

１本 ¥1,900 ／ ５本 ¥8,500

２Ｄ 1 花時雨×香雪／銀世界 セルフ

2 青軸二段唐子×青軸円日輪／青軸三段 セルフ

3 青軸紫絞特選×青軸赤絞二段／青軸三段 セルフ

4 金環飾×夕潮／紅すだれ
5 赤白覆輪二段×白覆輪二段／宮桜

１本 ¥1,650 ／ ５本 ¥7,000

２Ｅ 1 唐子咲特選×佐渡小町特選 セルフ

2 紫白覆輪二段×白覆輪／宮桜
3 青軸二段唐子×青軸赤絞／銀世界 セルフ

4 裏甲竜ピンク二段×種馬 セルフ

5 青軸大輪唐子×青軸赤絞二段／青軸三段咲 セルフ

１本 ¥1,400 ／ ５本 ¥5,900

２Ｆ 1 紫艶／紫大輪三段×紫艶／三段咲赤武者
2 ピンク円弁二段特選×紅すだれ セルフ

3 スダレ系二段×スダレ系二段／夕潮・すだれ セルフ

4 濃赤二段／宮桜Ｆ１×紫白シベ二段／宮桜Ｆ１

5 種馬（紅風車×三段咲） セルフ

１本 ¥1,200 ／ ５本 ¥5,100

２Ｇ 1 鬼太鼓／赤鬼×赤日輪咲／赤鬼
2 佐渡赤特選／紅佐州×鬼太鼓／赤鬼
3 黄冠×青軸赤絞り特選 セルフ

4 紫波葉×初鏡／跳珠 セルフ

5 二段咲翡翠×初鏡／跳珠 セルフ

１本 ¥880 ／ ５本 ¥3,900

２Ｈ 1 変化咲混合  50本 ¥6,600 ／ 100本 ¥11,800
2 標準花混合  50本 ¥4,400 ／ 100本 ¥ 7,900
3 札落混合  50本 ¥3,850 ／ 100本 ¥ 6,900 

Si＝標準花　2D＝２段咲　3D＝３段咲

　　　　21秋～  小苗価格表 （令和２年播種／令和４年以降 2、3年開花見込）

交配実生価格表
●交配実生苗は１月いっぱいの受注とさせていただきます。
●各種取り合わせ100本を超える場合（101本以上）は、合計金額より10％割引いたします。
●生産用に大量御入用の方は、別途見積もりさせていただきます。
●５本の価格は同一交配の場合です。各種とりあわせて５本の場合、価格は１本の単価×５となります。
●交配用の各種変化咲Ｆ１についてはお問い合わせ下さい。

（Ｈはポリ鉢寄植での発送となります。）
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変化咲実生苗

１特 1 斑入赤二段特選×斑入赤二段／斑入紫三段
2 斑入赤二段咲×斑入赤三段 セルフ

3 青軸赤絞二段円／青軸三段×青軸ヒトツバ セルフ

4 赤日輪千鳥×スダレ二段／赤白覆輪三段咲
5 赤白覆輪二段咲×宮桜 セルフ

１本 ¥5,500 ／ ５本 ¥23,000

１Ａ 1 青散斑円弁×赤千重／平城の里 セルフ

2 赤散斑×ピンク白覆輪二段／宮桜 セルフ

3 赤白覆輪二段咲特選×三段咲赤武者 セルフ

4 赤白覆輪円二段×赤白覆輪／赤三段咲 セルフ

5 瑠璃二段咲×赤白覆輪二段Ｆ１ セルフ

１本 ¥4,400 ／ ５本 ¥18,700

１Ｂ 1 赤白覆輪二段×木漏日／スダレ二段・跳珠 セルフ

2 佳の香×赤白覆輪／ピンク三段咲 セルフ

3 雪炎二段咲×覆輪葉ヒトツバ セルフ

4 紫白覆輪二段×木漏日／赤地合 セルフ

5 白風車×波の音／夕潮・スダレ セルフ

１本 ¥3,300 ／ ５本 ¥14,000

１Ｃ 1 赤白覆輪／花神×赤白覆輪二段／佐渡の春三段咲
2 赤白覆輪円二段×赤二段／宮桜Ｆ１ セルフ

3 目覚系二段×宮桜 セルフ

4 スダレ系二段×スダレ系二段／夕潮・スダレ セルフ

5 白風車×スダレ系二段／夕潮・スダレ セルフ

１本 ¥2,750 ／ ５本 ¥11,600

１Ｄ 1 赤二段丁子×鉄心 セルフ

2 雪炎二段咲×宮桜Ｆ１ セルフ

3 赤斑入×雪炎／紅風車・王様 セルフ

4 斑入赤二段咲×綾姫 セルフ

5 斑入王星×三段咲酔竜 セルフ

１本 ¥2,200 ／ ５本 ¥9,300

標準花実生苗

１Ｅ 1 佳の香×紅艶系三段咲 セルフ

2 佳の香×夕潮／紅すだれ セルフ

3 麗春二段咲×夕潮・スダレ セルフ

4 ピンク円弁二段×原種紅すだれ セルフ

5 ピンク網目二段咲×呑殿 セルフ

１本 ¥1,650 ／ ５本 ¥7,400

１Ｆ 1 紫地合二段咲×瑠璃殿 セルフ

2 赤白覆輪二段×木漏日Ｆ１ セルフ

3 ピンク白覆輪二段×赤二段／宮桜Ｆ１ セルフ

4 金環飾×初鏡／夕潮・スダレ セルフ

5 金環飾×夕潮・スダレ セルフ

１本 ¥1,300 ／ ５本 ¥5,900

１Ｇ 1 深海Ｆ１ セルフ

2 濃赤×宮桜 セルフ

3 絞り咲島影 セルフ

4 紅精×内裏雛 セルフ

5 桃珊瑚×越後美人 セルフ

１本 ¥1,100 ／ ５本 ¥4,900

１Ｈ 1 変化咲混合  50本 ¥9,900 ／ 100本 ¥16,800
2 標準花混合  50本 ¥6,600 ／ 100本 ¥11,800
3 札落混合  50本 ¥5,500 ／ 100本 ¥ 9,900

　　　　21秋～  苗価格表  （令和元年播種／令和３年以降 1、2年開花見込）

（Ｈはポリ鉢寄植での発送となります。）

38 雪割草の部

変化咲実生小苗

２特 1 斑入赤千重×夕潮／スダレ セルフ

2 赤白覆輪チドリ二段×赤白覆輪三段Ｆ１ セルフ

3 斑入赤二段咲×斑入赤三段咲 セルフ

4 青軸赤絞二段×青軸赤絞二段／青軸三段咲 セルフ

5 斑入赤二段×斑入赤二段Ｆ１

1 本 ¥3,300 ／ ５本 ¥14,800

２Ａ 1 青軸黄花二段×青軸黄花 セルフ

2 青軸波葉×青軸三段咲 セルフ

3 金環飾×赤白覆輪三段咲 セルフ

4 青軸赤絞×青軸赤絞二段／青軸赤絞三段 セルフ

5 瑠璃二段×瑠璃殿 セルフ

１本 ¥2,700 ／ ５本 ¥11,400

２Ｂ 1 青軸赤絞二段×青軸円日輪／青軸赤絞三段 セルフ

2 白風車×波の音／夕潮・スダレ セルフ

3 赤散斑×白覆輪二段／宮桜 セルフ

4 斑入赤二段×斑入特選 セルフ

星山×青軸赤絞二段／青軸三段咲 セルフ

１本 ¥2,200 ／ ５本 ¥9,300

２Ｃ 1 白風車×スダレ系二段／夕潮・紅すだれ セルフ

2 青軸千鳥咲×青軸唐子／香雪 セルフ

3 緋の丸×唐子咲Ｆ１ セルフ

4 斑入王星×赤覆輪三段咲 セルフ

5 瑠璃二段×幽谷／瑠璃殿 セルフ

１本 ¥1,900 ／ ５本 ¥8,500

２Ｄ 1 花時雨×香雪／銀世界 セルフ

2 青軸二段唐子×青軸円日輪／青軸三段 セルフ

3 青軸紫絞特選×青軸赤絞二段／青軸三段 セルフ

4 金環飾×夕潮／紅すだれ
5 赤白覆輪二段×白覆輪二段／宮桜

１本 ¥1,650 ／ ５本 ¥7,000

２Ｅ 1 唐子咲特選×佐渡小町特選 セルフ

2 紫白覆輪二段×白覆輪／宮桜
3 青軸二段唐子×青軸赤絞／銀世界 セルフ

4 裏甲竜ピンク二段×種馬 セルフ

5 青軸大輪唐子×青軸赤絞二段／青軸三段咲 セルフ

１本 ¥1,400 ／ ５本 ¥5,900

２Ｆ 1 紫艶／紫大輪三段×紫艶／三段咲赤武者
2 ピンク円弁二段特選×紅すだれ セルフ

3 スダレ系二段×スダレ系二段／夕潮・すだれ セルフ

4 濃赤二段／宮桜Ｆ１×紫白シベ二段／宮桜Ｆ１

5 種馬（紅風車×三段咲） セルフ

１本 ¥1,200 ／ ５本 ¥5,100

２Ｇ 1 鬼太鼓／赤鬼×赤日輪咲／赤鬼
2 佐渡赤特選／紅佐州×鬼太鼓／赤鬼
3 黄冠×青軸赤絞り特選 セルフ

4 紫波葉×初鏡／跳珠 セルフ

5 二段咲翡翠×初鏡／跳珠 セルフ

１本 ¥880 ／ ５本 ¥3,900

２Ｈ 1 変化咲混合  50本 ¥6,600 ／ 100本 ¥11,800
2 標準花混合  50本 ¥4,400 ／ 100本 ¥ 7,900
3 札落混合  50本 ¥3,850 ／ 100本 ¥ 6,900 

Si＝標準花　2D＝２段咲　3D＝３段咲

　　　　21秋～  小苗価格表 （令和２年播種／令和４年以降 2、3年開花見込）

交配実生価格表
●交配実生苗は１月いっぱいの受注とさせていただきます。
●各種取り合わせ100本を超える場合（101本以上）は、合計金額より10％割引いたします。
●生産用に大量御入用の方は、別途見積もりさせていただきます。
●５本の価格は同一交配の場合です。各種とりあわせて５本の場合、価格は１本の単価×５となります。
●交配用の各種変化咲Ｆ１についてはお問い合わせ下さい。

（Ｈはポリ鉢寄植での発送となります。）
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　雪割草専用鉢　●丹波焼特製 「雪」印入オリジナル作品

3.5号 １コ　1,510円（内税）
　4号 １コ　1,720円
4.5号 １コ　1,980円
　5号 １コ　2,200円

　ロクロを使用した手造り品で、昔からの登り窯で焼成したものです。
　全体に多孔質で水排良く成育にすぐれた特性をそなえています。高杯型の美し
い形をしており、天然の土と灰釉とが落ちついた美しさを作り出し、雪割草の美
しさをさらに引立たせます。そのまま鑑賞用に、又展示会への出品にも最適です。 丹波焼雪割草専用鉢

10コ以上
10％引

　楽焼　銀胴縄縁　●最上級の雪割草鉢としてお楽しみ頂けます。 　　サイズ…… ５号

　楽焼　縁金 　楽焼　白胴縄縁
絵柄４種あります。

　サイズ…… ４号
重厚な美しさと豪華さとが調和した高級鉢。

　サイズ…… ５号
明るく華やかな絵柄です。

　サイズ…… ４号／５号

　楽焼　白胴

楽焼　雪割草鉢
信楽の美しい錦鉢で春雪氏による絵付は鑑賞するだけでも楽しい美術品です。又、乾きが早いので生育にも大変勝れています。

※制作中止となり現品限りとなりました。価格はお問い合わせ下さい。

40 肥料・鉢

肥　料
下記の肥料は共に当園生産農場で実際に使用しており、その肥効力は実証されております。もち
ろん他にも多くの種類がありますが主力としてお勧めいたします。また、雪割草以外の山野草や
野生ランなどにも同様な効力がありますので安心してお使い下さい。

　置肥用〔3～6月、9～10月使用〕

　バイオゴールド 900g入 ￥ 1,320 5kg入 ￥ 5,610 ３号～５号鉢あたり２～５粒使用。春秋２回で充分。
肥当りなく持続性に優れ、安心して使用できます。

　グリーンキング 1kg入 ￥ 1,400 5kg入 ￥ 5,650 粒が小さいので小さなポットに使ったり、植込みにばらまくのにも
便利です。

　ライトブルー（春用） 1kg入 ￥ 1,650 9kg入 ￥12,920
業務用の錠剤型化成肥料で成分割合の大変優れた品です。３～４号
鉢に１、２錠、５～６号鉢に２、３錠。施肥後約45日間の肥効が
あります。

　ライトレッド（秋用） 1kg入 ￥ 1,650 9kg入 ￥12,920 花芽の形成促進に効果的な成分割合で秋の成長期に効果がありま
す。

　液肥用〔3～6月・9～10月使用〕

　トップドレッシング
170g入 ￥ 3,290 2.3kg入 ￥12,340 完全有機質で500倍程度に薄めて使用。特に生育初期や実生育成に抜群

の効果。葉の上からの散布で差し支えありません。耐病性も出ます。460g入 ￥ 4,630 12kg入 ￥31,350

山草鉢
　山草用仕立鉢　●通気性に富み根の発育も良い経済品。

　3号 １個　380円　　　10個　2,800円
3.5号 １個　430円　　　10個　3,650円
　4号 １個　500円　　　10個　4,230円
4.5号 １個　630円　　　10個　5,340円
　5号 １個　750円　　　10個　6,360円

　雪割草用仕立鉢　●少し深目で生育良好。

3.3号 １個　440円　　　10個　3,650円
3.5号 １個　490円　　　10個　3,750円
　4号 １個　580円　　　10個　4,610円
4.5号 １個　750円　　　10個　5,800円
　5号 １個　990円　　　10個　8,400円

雪割草
山野草

肥料・鉢

　雪割草オリジナル用土（中粒）
10ℓ入 ￥1,320 １梱包４袋→￥6,280（送料込） 

20ℓ入 ￥2,200 １梱包２袋→￥5,400（送料込） 

　山野草オリジナルブレンド用土
小粒20ℓ入 ￥1,650 １梱包２袋→￥4,300（送料込）
中粒20ℓ入 ￥1,650 

当園で使用している配合用土で、特に雪割草で良い生育が見られます。

高山植物から低地の山野草まで幅広く使用できる混合となっております。

栽培用土
下記の用土は実際に当園で使用しているもので、多くの山野草の栽培に適した便利な用土でおすすめです。
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　雪割草専用鉢　●丹波焼特製 「雪」印入オリジナル作品

3.5号 １コ　1,510円（内税）
　4号 １コ　1,720円
4.5号 １コ　1,980円
　5号 １コ　2,200円

　ロクロを使用した手造り品で、昔からの登り窯で焼成したものです。
　全体に多孔質で水排良く成育にすぐれた特性をそなえています。高杯型の美し
い形をしており、天然の土と灰釉とが落ちついた美しさを作り出し、雪割草の美
しさをさらに引立たせます。そのまま鑑賞用に、又展示会への出品にも最適です。 丹波焼雪割草専用鉢

10コ以上
10％引

　楽焼　銀胴縄縁　●最上級の雪割草鉢としてお楽しみ頂けます。 　　サイズ…… ５号

　楽焼　縁金 　楽焼　白胴縄縁
絵柄４種あります。

　サイズ…… ４号
重厚な美しさと豪華さとが調和した高級鉢。

　サイズ…… ５号
明るく華やかな絵柄です。

　サイズ…… ４号／５号

　楽焼　白胴

楽焼　雪割草鉢
信楽の美しい錦鉢で春雪氏による絵付は鑑賞するだけでも楽しい美術品です。又、乾きが早いので生育にも大変勝れています。

※制作中止となり現品限りとなりました。価格はお問い合わせ下さい。

40 肥料・鉢

肥　料
下記の肥料は共に当園生産農場で実際に使用しており、その肥効力は実証されております。もち
ろん他にも多くの種類がありますが主力としてお勧めいたします。また、雪割草以外の山野草や
野生ランなどにも同様な効力がありますので安心してお使い下さい。

　置肥用〔3～6月、9～10月使用〕

　バイオゴールド 900g入 ￥ 1,320 5kg入 ￥ 5,610 ３号～５号鉢あたり２～５粒使用。春秋２回で充分。
肥当りなく持続性に優れ、安心して使用できます。

　グリーンキング 1kg入 ￥ 1,400 5kg入 ￥ 5,650 粒が小さいので小さなポットに使ったり、植込みにばらまくのにも
便利です。

　ライトブルー（春用） 1kg入 ￥ 1,650 9kg入 ￥12,920
業務用の錠剤型化成肥料で成分割合の大変優れた品です。３～４号
鉢に１、２錠、５～６号鉢に２、３錠。施肥後約45日間の肥効が
あります。

　ライトレッド（秋用） 1kg入 ￥ 1,650 9kg入 ￥12,920 花芽の形成促進に効果的な成分割合で秋の成長期に効果がありま
す。

　液肥用〔3～6月・9～10月使用〕

　トップドレッシング
170g入 ￥ 3,290 2.3kg入 ￥12,340 完全有機質で500倍程度に薄めて使用。特に生育初期や実生育成に抜群

の効果。葉の上からの散布で差し支えありません。耐病性も出ます。460g入 ￥ 4,630 12kg入 ￥31,350

山草鉢
　山草用仕立鉢　●通気性に富み根の発育も良い経済品。

　3号 １個　380円　　　10個　2,800円
3.5号 １個　430円　　　10個　3,650円
　4号 １個　500円　　　10個　4,230円
4.5号 １個　630円　　　10個　5,340円
　5号 １個　750円　　　10個　6,360円

　雪割草用仕立鉢　●少し深目で生育良好。

3.3号 １個　440円　　　10個　3,650円
3.5号 １個　490円　　　10個　3,750円
　4号 １個　580円　　　10個　4,610円
4.5号 １個　750円　　　10個　5,800円
　5号 １個　990円　　　10個　8,400円

雪割草
山野草

肥料・鉢

　雪割草オリジナル用土（中粒）
10ℓ入 ￥1,320 １梱包４袋→￥6,280（送料込） 

20ℓ入 ￥2,200 １梱包２袋→￥5,400（送料込） 

　山野草オリジナルブレンド用土
小粒20ℓ入 ￥1,650 １梱包２袋→￥4,300（送料込）
中粒20ℓ入 ￥1,650 

当園で使用している配合用土で、特に雪割草で良い生育が見られます。

高山植物から低地の山野草まで幅広く使用できる混合となっております。

栽培用土
下記の用土は実際に当園で使用しているもので、多くの山野草の栽培に適した便利な用土でおすすめです。
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