
62 山野草の部

951 ミカエリソウ「藤原紅」ミカエリソウ「藤原紅」
近年鈴鹿山系で発見された濃色の秀品。

952 屋久島タツナミソウ屋久島タツナミソウ
極小型のマニア向人気種。

953 佐渡ウツボグサ佐渡ウツボグサ
佐渡ヶ島の高地に生育する小型の可憐種。

954 オチフジオチフジ
絶滅危惧種の貴重種。

¥660

 シソ科
 シソ科の仲間 ▶

¥660 ¥660 ¥1,100

955 中国ラショウモンカズラ中国ラショウモンカズラ
中国産の常緑の品種。強健で色も独特。

956 紅花ミヤマクワガタ紅花ミヤマクワガタ
北岳産の珍種。赤い花色が美しい。

957 白花ジャコウソウ白花ジャコウソウ
清礎な美しさは夏のお茶花に最適。

958 スズカケソウスズカケソウ
早くから知られる稀産種で盛夏に咲く有名
種。¥880

ゴマノハグサ科など
 ゴマノハグサ科の仲間▶

¥660 ¥880 ¥880

959 黄花ハシリドコロ黄花ハシリドコロ
普通種の紫紅色に対して黄花を咲かせる珍
種。 ¥8,800

ナス科
 ナス科の仲間 ▶

▶シソ科

 シソ科の仲間

ミカエリソウ ¥660
秋咲の美しい佳品で庭植や、切花にも最適。

白花ミカエリソウ ¥660
お茶花向の上品な美しさを持つ逸品。

クロバナヒキオコシ ¥660
渋い美しさが庭植やお茶花に最適。

アキチョウジ ¥660
錦秋に映える紫青色の美しさが魅力。

白花アキチョウジ ¥660
お茶花に人気抜群の上品な佳品。

シモバシラ ¥660
秋の定番山野草として知られる。

美濃黄花アキギリ ¥880
岐阜県で発見された小型種で花期が春の珍品。

濃色アキギリ ¥660
秋の野山でひときわ目を引く大輪の美花。

白花アキギリ ¥660
白花の珍種。

ピンクアキギリ ¥660
錦秋を彩る珍しく又美しいピンク色の佳品。

ヒイラギソウ ¥660
葉姿の面白い人気種。

タテヤマウツボグサ ¥660
日本海側の山地に自生する小型強健種。

ムシャリンドウ ¥660
庭植にも向く強健種。

白花ムシャリンドウ ¥660
白花で美しい。

▶ゴマノハグサ科など

 ゴマノハグサ科の仲間

ウルップソウ ¥1,980
北アルプスの稜線でも見かける有名種。

キクバクワガタ ¥550
ミヤマクワガタの基本種で多毛タイプ。

クガイソウ ¥660
庭植に又、お茶花に良く利用されます。

ジャコウソウ ¥660
花付の良い強健種。

ルリスズカケソウ ¥1,100
中国産。紫紅色の美しい強健種。

▶ナス科

 ナス科の仲間

紅丁子 ¥880
早くから知られる、夏ごろより咲く美しい花木。

▶クマツヅラ科

 クマツヅラ科の仲間

濃色カリガネソウ ¥660
花形の面白さで知られる本種の濃色種。

白大覆輪カリガネソウ ¥660
斑入の美しい珍種。

ピンクカリガネソウ ¥660
ピンク色の珍種で上品な美しさが人気。

 山野草の部 63

972 四川姫白花テンナンショウ四川姫白花テンナンショウ  
美しい姿の白花の珍種です。

973 車葉テンナンショウ車葉テンナンショウ
アマダレテンナンショウ。中国産の葉姿の面
白い人気種。

974 雪岳姫テンナンショウ雪岳姫テンナンショウ
韓国の高地産の極小型のヒロハテンナン
ショウタイプです。

975 芦生テンナンショウ芦生テンナンショウ
ヒロハテンナンショウの紫花個体の珍種。

NEW

¥3,300 ¥2,640 ¥1,320 ¥2,200

976 素心ムサシアブミ素心ムサシアブミ
素心となると大変上品な味わいとなる。

977 奄美青花ムサシアブミ奄美青花ムサシアブミ
小型の強健種。青花の清楚な美しさ。

978 ユキモチソウユキモチソウ
美しい人気種。

979 素心ユキモチソウ素心ユキモチソウ
実に美しい稀産種。

¥4,400 ¥1,320 ¥1,100 ¥13,200

980 オオハンゲ 羅紗無双オオハンゲ 羅紗無双
ラシャ丸葉の至芸品。

981 コビトハンゲコビトハンゲ
小型で可愛らしい花容で知られる強健種。

¥3,300 ¥660

960 ザゼンソウザゼンソウ
雪消えと同時に咲き出す異様な姿。

961 ミズバショウミズバショウ
湿原の春を告げる有名種。

962 赤花ウラシマソウ赤花ウラシマソウ
近年発見された美しい赤
色の珍品。希少種。

963 ウラシマソウ「彩」ウラシマソウ「彩」
やや緑を帯びる茶花系の
優良種。¥1,430

サトイモ科
 サトイモ科の仲間 ▶

¥1,430

 テンナンショウの仲間▶

¥22,000
¥5,500

● 
●小球

¥13,200
¥3,850

● 
●小球

964 ウラシマソウ「桃太郎」ウラシマソウ「桃太郎」
緑花に薄桃色を帯びる人
気種。

965 ウラシマソウ「珊瑚」ウラシマソウ「珊瑚」
異色の人気種。

966 白花ウラシマソウ白花ウラシマソウ
有名種。美しさ抜群。
中球１株は１～２作開花株。

967 銀葉ウラシマソウ銀葉ウラシマソウ
プラチナ系の秀品。¥13,200

¥3,850
● 
●小球

¥33,000
¥11,000

● 
●小球

¥5,500
¥2,750

● 
●中球 ¥5,500

968 赤花姫ウラシマソウ赤花姫ウラシマソウ
美しい色合いの珍種。希少品。

969 カラス葉ミツバテンナンショウカラス葉ミツバテンナンショウ
カラス葉の珍種。ブラックバイパー。

970 シマウマテンナンショウシマウマテンナンショウ
ユニークな花型で知られる珍種。

971 桃花テンナンショウ桃花テンナンショウ
中国産のピンク大輪の美しい人気品種。夏
咲の系統。¥11,000 ¥4,400 ¥3,300 ¥3,850

山野草
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山野草



64 山野草の部

994 イリス ベルナ アルバイリス ベルナ アルバ
白花の美しい品種として人気です。

995 グラジオラス ホモグロッサムグラジオラス ホモグロッサム
美しい色合いの南アフリカ産の原種。

996 ゲイゾリーザ モナンサゲイゾリーザ モナンサ
春咲きの南アフリカ産の美しい球根植物で
す。

997 イキシア ヴィリディフローライキシア ヴィリディフローラ  
翡翠のような美しい花色で知られる人気品
種です。¥880 ¥1,320 ¥660

NEW

¥1,100

990 三寸アヤメ三寸アヤメ
様々なタイプが有りますが、本種は本性品
として確認済の個体です。

991 白花五寸アヤメ白花五寸アヤメ
小型の白花アヤメとして早くから人気の美
しい品種です。

992 南京コアヤメ南京コアヤメ
早くから知られる小型の大輪種。

993 白花コアヤメ白花コアヤメ
I.C.アルバ。白花強健の人気種。

¥1,100 ¥880 ¥710 ¥660

986 カキツバタ 舞孔雀カキツバタ 舞孔雀
早くから知られる美しい花色の人気種。

987 白花ヒメシャガ白花ヒメシャガ
県内産。大輪の良タイプ。

988 濃色八重咲ヒメシャガ濃色八重咲ヒメシャガ
八重咲大輪の珍品。

989 武甲白花ヒメシャガ 武甲白花ヒメシャガ 
細葉で小型の美しい姿の人気品種です。

¥1,320 ¥660 ¥710

NEW

¥660

982 ノアヤメノアヤメ
野趣味あふれる佳草。

983 白花ノアヤメ 白花ノアヤメ 
野生でごく稀に見られる美しい花色のタイ
プです。

984 八重咲キショウブ八重咲キショウブ
キショウブの美しい八重咲珍種。

985 茶花ショウブ茶花ショウブ
珍しい花色の人気品種。

アヤメ科
 アヤメ科の仲間 ▶

¥660

NEW

¥1,100 ¥1,650 ¥2,200

▶サトイモ科

 サトイモ科の仲間

黄金姫石菖 ¥550
黄金葉の小型種。

正宗石菖 ¥550
片覆輪の人気有名種。

 テンナンショウの仲間

茶花ウラシマソウ
赤花とは又別の味わいを見せる美麗人気種。

ウラシマソウ ¥710
長いヒゲが面白い人気種。

南国ウラシマソウ ¥1,100

ヒメウラシマソウ ¥1,100
鉢作りに最適の小型種。

マイヅルテンナンショウ ¥1,100
姿の良い茶花向の上品な佳草。

ヒトヨシテンナンショウ ¥2,200
黒花の個性的な特産種。

キリシマテンナンショウ ¥1,980
別名ヒメテンナンショウ。

ムサシアブミ ¥710
異彩な花容で早くから知られる人気種。

ニオイハンゲ ¥660
芳香性の小型人気品種。

¥22,000
¥5,500

●１株

●小球

 山野草の部 65

998 イワタバコ白花イワタバコ白花
清澄な美しさの佳品。

999 イワタバコ桃花イワタバコ桃花
美しい花色で知られる人気種。

1000 イワタバコ濃色イワタバコ濃色
早くから知られる濃色の人気種。

1001 イワタバコ 紫の上イワタバコ 紫の上
美しい絞り咲分けの珍品。

¥880

イワタバコ科
 イワタバコ科の仲間 ▶

¥880 ¥880 ¥3,300

1002 姫イワタバコ 黄虎斑入姫イワタバコ 黄虎斑入
変化の多い斑入りで人気が高い。

1003 姫イワタバコ 白散斑姫イワタバコ 白散斑
白砂子散り斑の人気品種。

1004 姫岩タバコ赤花「夕陽」姫岩タバコ赤花「夕陽」
やや遅咲の小型種花は今までにない色。

1005 赤花イワギリソウ赤花イワギリソウ
普通の紫とは異なった珍種。

¥3,300 ¥1,650 ¥1,100 ¥710

1006 段咲イワギリソウ段咲イワギリソウ
葉姿も美しい中国産の強健種。

1007 牛耳イワギリソウ牛耳イワギリソウ
ユニークな花型が人気の中国産野生種。

1008 パンダイワギリソウパンダイワギリソウ
中国産の仲間の中では別格の美しさで大人
気。

1009 スミレイワギリスミレイワギリ
秋咲でスミレに似た花を咲かせる人気種。

¥1,100 ¥1,100 ¥1,320 ¥660

1010 マツムラソウマツムラソウ
秋咲の大輪人気種。

1011 蛾眉山シシンラン蛾眉山シシンラン
白花大輪咲の強健種。

1012 台湾シシンラン台湾シシンラン
美しい花色の強健種。

1013 断崖の女王断崖の女王（ブラジリアンエーデルワイス）（ブラジリアンエーデルワイス）
銀毛におおわれた葉姿と濃赤の花との調和
が美しい人気種。¥880 ¥710 ¥660 ¥2,200

▶アヤメ科

 アヤメ科の仲間

ノハナショウブ ¥660
初夏の湿原を彩る人気種。

斑入ハナショウブ ¥1,650
丈夫で作り易い。

大輪ニワゼキショウ ¥550
星の輝きのような美しさです。

白花大輪ニワゼキショウ ¥550
白色も人気です。

カキツバタ ¥660
早咲の人気種。

ヒオウギアヤメ ¥660
初夏の湿原を彩るお花畑の女王。

ダルマヒオウギ ¥660
オレンジ色の美しい人気種。

濃色シャガ ¥1,320
中国産の色の美しい強健種。

ヒメシャガ ¥660
アヤメ科の小型人気種。

イチハツ ¥1,100
丈低く大輪の美麗種。早咲の有名品。

白花イチハツ ¥1,100
白花の美しい人気種。強健。

満州コアヤメ ¥660
極小型の人気種。

コアヤメ ¥880
小型で大輪花の人気種。イリス・クリスタータ。

ケイビアヤメ ¥660
葉姿の面白い小型強健種。花色も個性的。

シノティア ¥660
南アフリカ産のアヤメ科球根植物で、可愛らしい花を咲かせる小型種。作りやすい。

二色咲クロッカス ¥660
原種系の人気小型種。

山野草
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994 イリス ベルナ アルバイリス ベルナ アルバ
白花の美しい品種として人気です。

995 グラジオラス ホモグロッサムグラジオラス ホモグロッサム
美しい色合いの南アフリカ産の原種。

996 ゲイゾリーザ モナンサゲイゾリーザ モナンサ
春咲きの南アフリカ産の美しい球根植物で
す。

997 イキシア ヴィリディフローライキシア ヴィリディフローラ  
翡翠のような美しい花色で知られる人気品
種です。¥880 ¥1,320 ¥660

NEW

¥1,100

990 三寸アヤメ三寸アヤメ
様々なタイプが有りますが、本種は本性品
として確認済の個体です。

991 白花五寸アヤメ白花五寸アヤメ
小型の白花アヤメとして早くから人気の美
しい品種です。

992 南京コアヤメ南京コアヤメ
早くから知られる小型の大輪種。

993 白花コアヤメ白花コアヤメ
I.C.アルバ。白花強健の人気種。

¥1,100 ¥880 ¥710 ¥660

986 カキツバタ 舞孔雀カキツバタ 舞孔雀
早くから知られる美しい花色の人気種。

987 白花ヒメシャガ白花ヒメシャガ
県内産。大輪の良タイプ。

988 濃色八重咲ヒメシャガ濃色八重咲ヒメシャガ
八重咲大輪の珍品。

989 武甲白花ヒメシャガ 武甲白花ヒメシャガ 
細葉で小型の美しい姿の人気品種です。

¥1,320 ¥660 ¥710

NEW

¥660

982 ノアヤメノアヤメ
野趣味あふれる佳草。

983 白花ノアヤメ 白花ノアヤメ 
野生でごく稀に見られる美しい花色のタイ
プです。

984 八重咲キショウブ八重咲キショウブ
キショウブの美しい八重咲珍種。

985 茶花ショウブ茶花ショウブ
珍しい花色の人気品種。

アヤメ科
 アヤメ科の仲間 ▶

¥660

NEW

¥1,100 ¥1,650 ¥2,200

▶サトイモ科

 サトイモ科の仲間

黄金姫石菖 ¥550
黄金葉の小型種。

正宗石菖 ¥550
片覆輪の人気有名種。

 テンナンショウの仲間

茶花ウラシマソウ
赤花とは又別の味わいを見せる美麗人気種。

ウラシマソウ ¥710
長いヒゲが面白い人気種。

南国ウラシマソウ ¥1,100

ヒメウラシマソウ ¥1,100
鉢作りに最適の小型種。

マイヅルテンナンショウ ¥1,100
姿の良い茶花向の上品な佳草。

ヒトヨシテンナンショウ ¥2,200
黒花の個性的な特産種。

キリシマテンナンショウ ¥1,980
別名ヒメテンナンショウ。

ムサシアブミ ¥710
異彩な花容で早くから知られる人気種。

ニオイハンゲ ¥660
芳香性の小型人気品種。

¥22,000
¥5,500

●１株

●小球
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998 イワタバコ白花イワタバコ白花
清澄な美しさの佳品。

999 イワタバコ桃花イワタバコ桃花
美しい花色で知られる人気種。

1000 イワタバコ濃色イワタバコ濃色
早くから知られる濃色の人気種。

1001 イワタバコ 紫の上イワタバコ 紫の上
美しい絞り咲分けの珍品。

¥880

イワタバコ科
 イワタバコ科の仲間 ▶

¥880 ¥880 ¥3,300

1002 姫イワタバコ 黄虎斑入姫イワタバコ 黄虎斑入
変化の多い斑入りで人気が高い。

1003 姫イワタバコ 白散斑姫イワタバコ 白散斑
白砂子散り斑の人気品種。

1004 姫岩タバコ赤花「夕陽」姫岩タバコ赤花「夕陽」
やや遅咲の小型種花は今までにない色。

1005 赤花イワギリソウ赤花イワギリソウ
普通の紫とは異なった珍種。

¥3,300 ¥1,650 ¥1,100 ¥710

1006 段咲イワギリソウ段咲イワギリソウ
葉姿も美しい中国産の強健種。

1007 牛耳イワギリソウ牛耳イワギリソウ
ユニークな花型が人気の中国産野生種。

1008 パンダイワギリソウパンダイワギリソウ
中国産の仲間の中では別格の美しさで大人
気。

1009 スミレイワギリスミレイワギリ
秋咲でスミレに似た花を咲かせる人気種。

¥1,100 ¥1,100 ¥1,320 ¥660

1010 マツムラソウマツムラソウ
秋咲の大輪人気種。

1011 蛾眉山シシンラン蛾眉山シシンラン
白花大輪咲の強健種。

1012 台湾シシンラン台湾シシンラン
美しい花色の強健種。

1013 断崖の女王断崖の女王（ブラジリアンエーデルワイス）（ブラジリアンエーデルワイス）
銀毛におおわれた葉姿と濃赤の花との調和
が美しい人気種。¥880 ¥710 ¥660 ¥2,200

▶アヤメ科

 アヤメ科の仲間

ノハナショウブ ¥660
初夏の湿原を彩る人気種。

斑入ハナショウブ ¥1,650
丈夫で作り易い。

大輪ニワゼキショウ ¥550
星の輝きのような美しさです。

白花大輪ニワゼキショウ ¥550
白色も人気です。

カキツバタ ¥660
早咲の人気種。

ヒオウギアヤメ ¥660
初夏の湿原を彩るお花畑の女王。

ダルマヒオウギ ¥660
オレンジ色の美しい人気種。

濃色シャガ ¥1,320
中国産の色の美しい強健種。

ヒメシャガ ¥660
アヤメ科の小型人気種。

イチハツ ¥1,100
丈低く大輪の美麗種。早咲の有名品。

白花イチハツ ¥1,100
白花の美しい人気種。強健。

満州コアヤメ ¥660
極小型の人気種。

コアヤメ ¥880
小型で大輪花の人気種。イリス・クリスタータ。

ケイビアヤメ ¥660
葉姿の面白い小型強健種。花色も個性的。

シノティア ¥660
南アフリカ産のアヤメ科球根植物で、可愛らしい花を咲かせる小型種。作りやすい。

二色咲クロッカス ¥660
原種系の人気小型種。
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1014 イワウメイワウメ
イワウメ科を代表する高山植物の有名種。

1015 イワカガミイワカガミ
葉姿も美しい人気種。

1016 濃色イワカガミ濃色イワカガミ
中部山地に稀産する美しい濃色種。

1017 姫イワカガミ姫イワカガミ
裏日本から東北に自生する小形種で白花。

イワウメ科
 イワウメ科の仲間 ▶

¥990 ¥880 ¥1,650 ¥880

1018 イワウチワイワウチワ（関東イワウチワ）（関東イワウチワ）
小型の強健種。

1019 トクワカソウトクワカソウ
イワウチワの変異種。

1020 白花イワウチワ白花イワウチワ
純白の稀品。

1021 岩代草岩代草
関東イワウチワにトクワカソウをかけ合わせ
た交配種。¥880 ¥880 ¥3,300 ¥3,300

1026 アサマリンドウアサマリンドウ
紀州朝熊山の名前を持つ小型の強健種。

1027 八重咲ササリンドウ八重咲ササリンドウ
近年発見された八重咲の珍種。強健。

1028 エゾリンドウエゾリンドウ
高性の野生種。

1029 白花エゾリンドウ白花エゾリンドウ
白花の人気種。

¥880 ¥880 ¥660 ¥880

1022 ハルリンドウハルリンドウ
小型春咲。星の様な花が人気。発送は12
月以降。

1023 チャボリンドウチャボリンドウ（アルペンブルー）（アルペンブルー）
アコーリスの交配種で非常に強健。春咲。

1024 リンドウ 三段咲リンドウ 三段咲
リンドウの変わり咲珍貴種。

1025 赤花リンドウ赤花リンドウ
瑞紅系の実生からの美麗品種です。

¥440

リンドウ科
 春咲・秋咲各種 ▶

¥710 ¥13,200 ¥880

1030 白実ツルリンドウ白実ツルリンドウ
早くから知られる白実の珍種。花も白花。

1031 キキョウキキョウ
秋の七草の一つ。

1032 紋り咲キキョウ紋り咲キキョウ
美しい人気種。年による変化が又楽しみ。

1033 八重咲絞り咲キキョウ八重咲絞り咲キキョウ
美しい絞り咲が八重咲に変化した二芸品の
珍種。¥2,750 ¥550

キキョウ科
 キキョウ科の仲間 ▶

¥1,100 ¥1,320

▶イワタバコ科

 イワタバコ科の仲間

オニイワタバコ ¥880
洋種山草として早くから知られる人気種。ラモンダ・ミコニー。

白花イワギリソウ ¥710
美しい純白種。

ツルイワギリソウ ¥1,100 
ツルで良く増え大きな花も美しい中国産の人気種。

イワギリソウ ¥710
花立の良い秀品。

▶イワウメ科

 イワウメ科の仲間

姫トクワカソウ ¥1,320
トクワカソウの小型タイプで寄植などに最適。
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1034 ピンク八重キキョウピンク八重キキョウ
おだやかな花色と端正な花型で人気。

1035 タカネツリガネニンジンタカネツリガネニンジン
高地～北方系のタイプより選別された秀品。

1036 桃糸ホタルブクロ桃糸ホタルブクロ
ピンクオクトパス。美しい采咲人気種。

1037 白糸ホタルブクロ白糸ホタルブクロ
細い花弁が面白い采咲人気種。

¥1,100 ¥880 ¥880

 ホタルブクロの仲間 ▶

¥880

1038 青糸ホタルブクロ青糸ホタルブクロ
今話題の珍しい采咲の新品種。

1039 八重咲イワシャジン八重咲イワシャジン
珍しいダブル咲の珍種。株分け増殖品。

1040 地蔵岳ホウオウシャジン地蔵岳ホウオウシャジン
草姿の美しい本性品。

1041 シデシャジンシデシャジン
異様な花姿で知られる珍種。

¥1,320 ¥5,500 

 シャジンの仲間 ▶

¥1,650 ¥880

1042 ノハラアザミノハラアザミ
アザミの仲間では早咲きで葉姿もおとなし
く、茶花にも利用される。

1043 白花ノアザミ白花ノアザミ
お茶花向けの人気高性種。

1044 斑入りハアザミ斑入りハアザミ
アカンサス モリスの美しい斑入り品。

1045 タムラソウタムラソウ
お茶花向け高性種。

¥660

キク科
 キク科の仲間 ▶

¥660 ¥3,300 ¥880

▶リンドウ科

 春咲・秋咲各種

ミヤマアケボノソウ ¥2,640
高山植物の中でも人気の高いものです。

ササリンドウ ¥880
丈夫な人気種。植栽にも最適。

甘木リンドウ ¥660
キリシマ系の大輪早咲種。

リンドウ「瑞紅」 ¥660
赤花系の人気種。

ツルリンドウ ¥710
ツル性の有名種で秋の赤紫の実も美しい。

▶キキョウ科

 キキョウ科の仲間

白花キキョウ ¥550
清楚な美しさの人気種。

ピンクキキョウ ¥550
庭植に最適。

藤色八重咲キキョウ ¥1,100
上品な色合の八重咲種。

小川キキョウ ¥660
濃色大輪で小型の草姿で人気。

皿ヶ峰キキョウ ¥660
極小型で大輪花の人気種。

ソバナ ¥660
初夏に使われる茶花向人気品。

ツリガネニンジン ¥660
初夏の山野草として良く知られている。

サワギキョウ ¥660
秋咲の人気種。丈夫で作り易い。

桃花サワギキョウ ¥710
日本種の花色変わり珍種。

白花サワギキョウ ¥710
日本種の花色変わり珍種。

 ホタルブクロの仲間

青花ホタルブクロ ¥660 
交配で作出された、今までにない花色で人気のホタルブクロ。

アケボノホタルブクロ ¥660
明るい濃赤色の美しい色合が大変美しい。

純白ホタルブクロ「白馬」 ¥660
純白の人気種。

二重ホタルブクロ「駿河」 ¥660

赤二重咲ホタルブクロ「紅衣」 ¥660

 シャジンの仲間

イワシャジン
秋の定番の人気品種。岩場に自生し垂れ下がる姿となる。

白花イワシャジン
青軸の清楚な姿で花も美しい白花種。

ヒメシャジン ¥710
初夏に咲く高山性の強健種。

白花ヒメシャジン ¥880
清楚な白花種。

大花ヒメシャジン ¥880
富士山系の濃色人気種。草姿大型。

¥1,980
¥710

●１Ｐ
●小苗１Ｐ

¥1,980
¥710

●１Ｐ
●小苗１Ｐ
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1014 イワウメイワウメ
イワウメ科を代表する高山植物の有名種。

1015 イワカガミイワカガミ
葉姿も美しい人気種。

1016 濃色イワカガミ濃色イワカガミ
中部山地に稀産する美しい濃色種。

1017 姫イワカガミ姫イワカガミ
裏日本から東北に自生する小形種で白花。

イワウメ科
 イワウメ科の仲間 ▶

¥990 ¥880 ¥1,650 ¥880

1018 イワウチワイワウチワ（関東イワウチワ）（関東イワウチワ）
小型の強健種。

1019 トクワカソウトクワカソウ
イワウチワの変異種。

1020 白花イワウチワ白花イワウチワ
純白の稀品。

1021 岩代草岩代草
関東イワウチワにトクワカソウをかけ合わせ
た交配種。¥880 ¥880 ¥3,300 ¥3,300

1026 アサマリンドウアサマリンドウ
紀州朝熊山の名前を持つ小型の強健種。

1027 八重咲ササリンドウ八重咲ササリンドウ
近年発見された八重咲の珍種。強健。

1028 エゾリンドウエゾリンドウ
高性の野生種。

1029 白花エゾリンドウ白花エゾリンドウ
白花の人気種。

¥880 ¥880 ¥660 ¥880

1022 ハルリンドウハルリンドウ
小型春咲。星の様な花が人気。発送は12
月以降。

1023 チャボリンドウチャボリンドウ（アルペンブルー）（アルペンブルー）
アコーリスの交配種で非常に強健。春咲。

1024 リンドウ 三段咲リンドウ 三段咲
リンドウの変わり咲珍貴種。

1025 赤花リンドウ赤花リンドウ
瑞紅系の実生からの美麗品種です。

¥440

リンドウ科
 春咲・秋咲各種 ▶

¥710 ¥13,200 ¥880

1030 白実ツルリンドウ白実ツルリンドウ
早くから知られる白実の珍種。花も白花。

1031 キキョウキキョウ
秋の七草の一つ。

1032 紋り咲キキョウ紋り咲キキョウ
美しい人気種。年による変化が又楽しみ。

1033 八重咲絞り咲キキョウ八重咲絞り咲キキョウ
美しい絞り咲が八重咲に変化した二芸品の
珍種。¥2,750 ¥550

キキョウ科
 キキョウ科の仲間 ▶

¥1,100 ¥1,320

▶イワタバコ科

 イワタバコ科の仲間

オニイワタバコ ¥880
洋種山草として早くから知られる人気種。ラモンダ・ミコニー。

白花イワギリソウ ¥710
美しい純白種。

ツルイワギリソウ ¥1,100 
ツルで良く増え大きな花も美しい中国産の人気種。

イワギリソウ ¥710
花立の良い秀品。

▶イワウメ科

 イワウメ科の仲間

姫トクワカソウ ¥1,320
トクワカソウの小型タイプで寄植などに最適。
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1034 ピンク八重キキョウピンク八重キキョウ
おだやかな花色と端正な花型で人気。

1035 タカネツリガネニンジンタカネツリガネニンジン
高地～北方系のタイプより選別された秀品。

1036 桃糸ホタルブクロ桃糸ホタルブクロ
ピンクオクトパス。美しい采咲人気種。

1037 白糸ホタルブクロ白糸ホタルブクロ
細い花弁が面白い采咲人気種。

¥1,100 ¥880 ¥880

 ホタルブクロの仲間 ▶

¥880

1038 青糸ホタルブクロ青糸ホタルブクロ
今話題の珍しい采咲の新品種。

1039 八重咲イワシャジン八重咲イワシャジン
珍しいダブル咲の珍種。株分け増殖品。

1040 地蔵岳ホウオウシャジン地蔵岳ホウオウシャジン
草姿の美しい本性品。

1041 シデシャジンシデシャジン
異様な花姿で知られる珍種。

¥1,320 ¥5,500 

 シャジンの仲間 ▶

¥1,650 ¥880

1042 ノハラアザミノハラアザミ
アザミの仲間では早咲きで葉姿もおとなし
く、茶花にも利用される。

1043 白花ノアザミ白花ノアザミ
お茶花向けの人気高性種。

1044 斑入りハアザミ斑入りハアザミ
アカンサス モリスの美しい斑入り品。

1045 タムラソウタムラソウ
お茶花向け高性種。

¥660

キク科
 キク科の仲間 ▶

¥660 ¥3,300 ¥880

▶リンドウ科

 春咲・秋咲各種

ミヤマアケボノソウ ¥2,640
高山植物の中でも人気の高いものです。

ササリンドウ ¥880
丈夫な人気種。植栽にも最適。

甘木リンドウ ¥660
キリシマ系の大輪早咲種。

リンドウ「瑞紅」 ¥660
赤花系の人気種。

ツルリンドウ ¥710
ツル性の有名種で秋の赤紫の実も美しい。

▶キキョウ科

 キキョウ科の仲間

白花キキョウ ¥550
清楚な美しさの人気種。

ピンクキキョウ ¥550
庭植に最適。

藤色八重咲キキョウ ¥1,100
上品な色合の八重咲種。

小川キキョウ ¥660
濃色大輪で小型の草姿で人気。

皿ヶ峰キキョウ ¥660
極小型で大輪花の人気種。

ソバナ ¥660
初夏に使われる茶花向人気品。

ツリガネニンジン ¥660
初夏の山野草として良く知られている。

サワギキョウ ¥660
秋咲の人気種。丈夫で作り易い。

桃花サワギキョウ ¥710
日本種の花色変わり珍種。

白花サワギキョウ ¥710
日本種の花色変わり珍種。

 ホタルブクロの仲間

青花ホタルブクロ ¥660 
交配で作出された、今までにない花色で人気のホタルブクロ。

アケボノホタルブクロ ¥660
明るい濃赤色の美しい色合が大変美しい。

純白ホタルブクロ「白馬」 ¥660
純白の人気種。

二重ホタルブクロ「駿河」 ¥660

赤二重咲ホタルブクロ「紅衣」 ¥660

 シャジンの仲間

イワシャジン
秋の定番の人気品種。岩場に自生し垂れ下がる姿となる。

白花イワシャジン
青軸の清楚な姿で花も美しい白花種。

ヒメシャジン ¥710
初夏に咲く高山性の強健種。

白花ヒメシャジン ¥880
清楚な白花種。

大花ヒメシャジン ¥880
富士山系の濃色人気種。草姿大型。

¥1,980
¥710

●１Ｐ
●小苗１Ｐ

¥1,980
¥710

●１Ｐ
●小苗１Ｐ

山野草



68 山野草の部

1054 キク 縁結び キク 縁結び 
山陰地方に伝わる美しい中輪菊の珍種で
す。

1055 青花アズマギク 青花アズマギク 
美しい花色の強健種です。

1056 皿ヶ峰アズマギク 皿ヶ峰アズマギク 
カナリーバードとの交配で作出された白花
の秀品です。

1057 黄花サツマノギク 黄花サツマノギク 
サツマノギクから偶然見つかった黄花の珍
種です。

NEW

¥1,320

NEW

¥660

NEW

¥1,320

NEW

¥1,320

1050 ヤブレガサ 羽衣獅子ヤブレガサ 羽衣獅子
切込んだ葉姿が面白い珍種。

1051 獅子モミジガサ獅子モミジガサ
近年発見された珍しい葉芸の珍品。

1052 大花オケラ大花オケラ
中国産赤花種。大型で美しい人気種。

1053 ハナイソギク「白髪の誉」ハナイソギク「白髪の誉」
白く長い花弁が美しいイソギク系の珍品。

¥3,300 ¥2,750 ¥880 ¥880

1046 ハバヤマボクチハバヤマボクチ
オヤマボクチの仲間で、粗い鋸歯の葉を持
つ。

1047 ヒメツワブキヒメツワブキ
中国産、小型の春咲種として人気が高い。

1048 白花ツワブキ「大社白」白花ツワブキ「大社白」
咲出は黄色だが次第に白く移り白色となる。

1049 ヒゴタイヒゴタイ
夏にアザミに似た美しい青色の玉状花を咲
かせる。稀産種。¥880 ¥710 ¥1,650 ¥1,320

1058 八重咲リュウノウギク八重咲リュウノウギク  
珍しく美しい花容の珍種です。

1059 緑花タンポポ緑花タンポポ
緑花八重咲となる珍種。

1060 緋紅タンポポ緋紅タンポポ
美しい花色の桃花タンポポ。中央アジア産
の強健種。

1061 カントウタンポポ「桃日輪」カントウタンポポ「桃日輪」
日本種タンポポの花色変りの人気種。

NEW

¥1,980 ¥1,980 ¥1,100 ¥1,650

1062 カラス葉タンポポカラス葉タンポポ
黒い面白い葉色が個性的な話題の品種で
す。

1063 赤花センボンヤリ赤花センボンヤリ
濃色の有名品種。

1064 桃花遠州ハグマ桃花遠州ハグマ
普通種から選抜された美しい花色の佳品。

1065 フキ「羅紗王」フキ「羅紗王」
これがフキかと驚くばかりの見事なラシャ葉で圧
倒される。強健で盆養作込品に最高。¥1,650 ¥880 ¥880

 ハグマの仲間 ▶

¥2,200

1066 赤花フキ赤花フキ
美しい赤花で葉も銅葉の高級種。

1067 ルリソウルリソウ
ムラサキ科山野草の中でも美しい事で人気
です。

1068 ホタルカズラホタルカズラ
星型の青い色が印象的な人気品種です。

1069 ムラサキツユクサ 鷺娘ムラサキツユクサ 鷺娘
丈夫で良く知られる本種の美しい花色の人
気品種です。¥2,200

ムラサキ科
 ムラサキ科の仲間 ▶

¥660 ¥660

ツユクサ科
 ツユクサ科の仲間 ▶

¥880

 山野草の部 69

1074 白花フシグロセンノウ白花フシグロセンノウ
岐阜県で発見された珍種。

1075 松本センノウ 絞り咲松本センノウ 絞り咲
嵯峨せんのうげとも呼ばれる。

1076 センノウゲセンノウゲ
嵯峨の仙翁寺に由来する、センノウ類の美
しい基本種。

1077 ツマトリソウツマトリソウ
高知の湿原や草原に生育する、星を散りば
めたような花の可憐な佳草。¥880 ¥1,100 ¥880

サクラソウ科
 サクラソウ科の仲間 ▶

¥660 

1070 絞り咲カワラナデシコ絞り咲カワラナデシコ
美しい絞り咲分の人気種。

1071 伊勢ナデシコ伊勢ナデシコ
有名な古典植物で、茶花等に人気が高い。

1072 白花オグラセンノウ 白花オグラセンノウ 
近年発見された美しい秀品です。

1073 樺太エンビセンノウ樺太エンビセンノウ
鮮やかな緋赤が美しい人気種。

¥660

ナデシコ科
 ナデシコ科の仲間 ▶

¥660

 センノウの仲間 ▶

NEW

¥1,320 ¥660

▶キク科

 キク科の仲間

細葉姫タムラソウ ¥660
細い特有の草姿で人気が高い小型品種。

姫タムラソウ ¥660
済州島産の小型強健種。

白花姫タムラソウ ¥880
小型人気種の白花種。

コウリンカ ¥880 
個性的な花色で知られる強健な野生種。

中国ヤブレガサ ¥880
細葉のユニークな葉姿で人気。

ヤブレガサ 石化 ¥3,300
ラシャ芸の珍種。

テバコモミジガサ ¥880
モミジガサの中でも小型の珍種。

濃色フジバカマ ¥550
昔から庭植やお茶花に良く使用されている。

菊葉フジバカマ ¥660
キクの葉状の葉姿に玉咲状の花容が面白い。

白花フジバカマ ¥660
青軸で花も純白の人気種。

オケラ ¥880
渋い花で茶花向。

桃花オケラ ¥1,320
普通種の白花に比べ淡いながらも美しい桃色の逸品。

細葉オケラ ¥880
佐渡オケラとも呼ばれる稀産種。

ナカガワノギク ¥660
葉姿も美しい渋味のある秀花。

出雲乙立カンギク ¥660 
山陰の特産種。

サツマノギク ¥660
野ギクとは見えない美しさの人気種。

アシズリノジギク ¥660
ノジギクの変種で白毛の多い秀品。

モミジバタテヤマギク ¥880
葉姿の面白い珍種。

谷川コンギク ¥660
ノコンギクの変種で細葉小輪の佳品。

屋久島コンギク ¥550
極小型の葉姿で白花の佳草。強健。

オビトケノコンギク ¥880 
筒咲の珍種。

ノコンギク「桃山」 ¥880 
ノコンギクでは珍しいピンク色の珍種。

ノコンギク「桃仙」 ¥660 
ノコンギクの実生秀花。多花性で華やか。

ノコンギク「藍空」 ¥660 
ノコンギクの実生秀花。明るい空色の多花性種。

サワシロギク ¥710
細葉の美しい葉姿で早くから知られる。

清澄シラヤマギク ¥880
細身の葉姿と帯紫色の花色が調和。

ハコネギク ¥550
ミヤマコンギクの白花系小型種。

ダルマギク ¥660
太平洋側の海沿に自生する美麗種。

ヤグルマサワギク ¥660
蕾の頃からの移ろいが美しい佳品。

中国女王山ギク ¥660 
中国産の美しい花色の人気種。

アキノキリンソウ ¥660
丈夫で寄植にも最適。

屋久島一寸キンカ ¥550
屋久島産の極小型人気種。

アサギリソウ ¥550
銀色の美しい葉姿の人気種。

アポイアズマギク ¥710
蛇紋岩地帯種で白花。特産。

黄花アズマギク ¥660
濃黄色の美しい二季咲種。

屋久島ヒヨドリ ¥880
極小型の強健種です。

 ウスユキソウの仲間

千島ウスユキソウ ¥710
有名な高山植物。白い綿毛の姿で人気。個体差あり。

早池峰ウスユキソウ ¥710
日本産のエーデルワイスと呼ばれる人気種。

エーデルワイス ¥550
アルプスの星として知られる人気種。

 ハグマの仲間

吉野草 ¥880
茶色のお洒落な花。草八ツ手。

ピンク吉野草 ¥1,100
近年発見されたピンクの美しい優良個体。

カシワバハグマ ¥880
草姿が好ましい佳品。

クルマバハグマ ¥880
日本海側に自生する車輪状の大型種。

コウヤボウキ ¥880
お茶花向の佳品。

血潮葉屋久島モミジハグマ ¥1,100
赤い葉模様の珍しい個体。

屋久島細葉ハグマ ¥710
細い葉が車状に花茎を取り回く超小型の佳品。

テイショウソウ ¥710
葉模様の美しい佳品で上品な白い花。

▶ムラサキ科

 ムラサキ科の仲間

エゾルリソウ ¥660
葉も花も美しい山野草として有名です。

ヤマルリソウ ¥710
美しい花色と草姿の佳品。

山野草



68 山野草の部

1054 キク 縁結び キク 縁結び 
山陰地方に伝わる美しい中輪菊の珍種で
す。

1055 青花アズマギク 青花アズマギク 
美しい花色の強健種です。

1056 皿ヶ峰アズマギク 皿ヶ峰アズマギク 
カナリーバードとの交配で作出された白花
の秀品です。

1057 黄花サツマノギク 黄花サツマノギク 
サツマノギクから偶然見つかった黄花の珍
種です。

NEW

¥1,320

NEW

¥660

NEW

¥1,320

NEW

¥1,320

1050 ヤブレガサ 羽衣獅子ヤブレガサ 羽衣獅子
切込んだ葉姿が面白い珍種。

1051 獅子モミジガサ獅子モミジガサ
近年発見された珍しい葉芸の珍品。

1052 大花オケラ大花オケラ
中国産赤花種。大型で美しい人気種。

1053 ハナイソギク「白髪の誉」ハナイソギク「白髪の誉」
白く長い花弁が美しいイソギク系の珍品。

¥3,300 ¥2,750 ¥880 ¥880

1046 ハバヤマボクチハバヤマボクチ
オヤマボクチの仲間で、粗い鋸歯の葉を持
つ。

1047 ヒメツワブキヒメツワブキ
中国産、小型の春咲種として人気が高い。

1048 白花ツワブキ「大社白」白花ツワブキ「大社白」
咲出は黄色だが次第に白く移り白色となる。

1049 ヒゴタイヒゴタイ
夏にアザミに似た美しい青色の玉状花を咲
かせる。稀産種。¥880 ¥710 ¥1,650 ¥1,320

1058 八重咲リュウノウギク八重咲リュウノウギク  
珍しく美しい花容の珍種です。

1059 緑花タンポポ緑花タンポポ
緑花八重咲となる珍種。

1060 緋紅タンポポ緋紅タンポポ
美しい花色の桃花タンポポ。中央アジア産
の強健種。

1061 カントウタンポポ「桃日輪」カントウタンポポ「桃日輪」
日本種タンポポの花色変りの人気種。

NEW

¥1,980 ¥1,980 ¥1,100 ¥1,650

1062 カラス葉タンポポカラス葉タンポポ
黒い面白い葉色が個性的な話題の品種で
す。

1063 赤花センボンヤリ赤花センボンヤリ
濃色の有名品種。

1064 桃花遠州ハグマ桃花遠州ハグマ
普通種から選抜された美しい花色の佳品。

1065 フキ「羅紗王」フキ「羅紗王」
これがフキかと驚くばかりの見事なラシャ葉で圧
倒される。強健で盆養作込品に最高。¥1,650 ¥880 ¥880

 ハグマの仲間 ▶

¥2,200

1066 赤花フキ赤花フキ
美しい赤花で葉も銅葉の高級種。

1067 ルリソウルリソウ
ムラサキ科山野草の中でも美しい事で人気
です。

1068 ホタルカズラホタルカズラ
星型の青い色が印象的な人気品種です。

1069 ムラサキツユクサ 鷺娘ムラサキツユクサ 鷺娘
丈夫で良く知られる本種の美しい花色の人
気品種です。¥2,200

ムラサキ科
 ムラサキ科の仲間 ▶

¥660 ¥660

ツユクサ科
 ツユクサ科の仲間 ▶

¥880

 山野草の部 69

1074 白花フシグロセンノウ白花フシグロセンノウ
岐阜県で発見された珍種。

1075 松本センノウ 絞り咲松本センノウ 絞り咲
嵯峨せんのうげとも呼ばれる。

1076 センノウゲセンノウゲ
嵯峨の仙翁寺に由来する、センノウ類の美
しい基本種。

1077 ツマトリソウツマトリソウ
高知の湿原や草原に生育する、星を散りば
めたような花の可憐な佳草。¥880 ¥1,100 ¥880

サクラソウ科
 サクラソウ科の仲間 ▶

¥660 

1070 絞り咲カワラナデシコ絞り咲カワラナデシコ
美しい絞り咲分の人気種。

1071 伊勢ナデシコ伊勢ナデシコ
有名な古典植物で、茶花等に人気が高い。

1072 白花オグラセンノウ 白花オグラセンノウ 
近年発見された美しい秀品です。

1073 樺太エンビセンノウ樺太エンビセンノウ
鮮やかな緋赤が美しい人気種。

¥660

ナデシコ科
 ナデシコ科の仲間 ▶

¥660

 センノウの仲間 ▶

NEW

¥1,320 ¥660

▶キク科

 キク科の仲間

細葉姫タムラソウ ¥660
細い特有の草姿で人気が高い小型品種。

姫タムラソウ ¥660
済州島産の小型強健種。

白花姫タムラソウ ¥880
小型人気種の白花種。

コウリンカ ¥880 
個性的な花色で知られる強健な野生種。

中国ヤブレガサ ¥880
細葉のユニークな葉姿で人気。

ヤブレガサ 石化 ¥3,300
ラシャ芸の珍種。

テバコモミジガサ ¥880
モミジガサの中でも小型の珍種。

濃色フジバカマ ¥550
昔から庭植やお茶花に良く使用されている。

菊葉フジバカマ ¥660
キクの葉状の葉姿に玉咲状の花容が面白い。

白花フジバカマ ¥660
青軸で花も純白の人気種。

オケラ ¥880
渋い花で茶花向。

桃花オケラ ¥1,320
普通種の白花に比べ淡いながらも美しい桃色の逸品。

細葉オケラ ¥880
佐渡オケラとも呼ばれる稀産種。

ナカガワノギク ¥660
葉姿も美しい渋味のある秀花。

出雲乙立カンギク ¥660 
山陰の特産種。

サツマノギク ¥660
野ギクとは見えない美しさの人気種。

アシズリノジギク ¥660
ノジギクの変種で白毛の多い秀品。

モミジバタテヤマギク ¥880
葉姿の面白い珍種。

谷川コンギク ¥660
ノコンギクの変種で細葉小輪の佳品。

屋久島コンギク ¥550
極小型の葉姿で白花の佳草。強健。

オビトケノコンギク ¥880 
筒咲の珍種。

ノコンギク「桃山」 ¥880 
ノコンギクでは珍しいピンク色の珍種。

ノコンギク「桃仙」 ¥660 
ノコンギクの実生秀花。多花性で華やか。

ノコンギク「藍空」 ¥660 
ノコンギクの実生秀花。明るい空色の多花性種。

サワシロギク ¥710
細葉の美しい葉姿で早くから知られる。

清澄シラヤマギク ¥880
細身の葉姿と帯紫色の花色が調和。

ハコネギク ¥550
ミヤマコンギクの白花系小型種。

ダルマギク ¥660
太平洋側の海沿に自生する美麗種。

ヤグルマサワギク ¥660
蕾の頃からの移ろいが美しい佳品。

中国女王山ギク ¥660 
中国産の美しい花色の人気種。

アキノキリンソウ ¥660
丈夫で寄植にも最適。

屋久島一寸キンカ ¥550
屋久島産の極小型人気種。

アサギリソウ ¥550
銀色の美しい葉姿の人気種。

アポイアズマギク ¥710
蛇紋岩地帯種で白花。特産。

黄花アズマギク ¥660
濃黄色の美しい二季咲種。

屋久島ヒヨドリ ¥880
極小型の強健種です。

 ウスユキソウの仲間

千島ウスユキソウ ¥710
有名な高山植物。白い綿毛の姿で人気。個体差あり。

早池峰ウスユキソウ ¥710
日本産のエーデルワイスと呼ばれる人気種。

エーデルワイス ¥550
アルプスの星として知られる人気種。

 ハグマの仲間

吉野草 ¥880
茶色のお洒落な花。草八ツ手。

ピンク吉野草 ¥1,100
近年発見されたピンクの美しい優良個体。

カシワバハグマ ¥880
草姿が好ましい佳品。

クルマバハグマ ¥880
日本海側に自生する車輪状の大型種。

コウヤボウキ ¥880
お茶花向の佳品。

血潮葉屋久島モミジハグマ ¥1,100
赤い葉模様の珍しい個体。

屋久島細葉ハグマ ¥710
細い葉が車状に花茎を取り回く超小型の佳品。

テイショウソウ ¥710
葉模様の美しい佳品で上品な白い花。

▶ムラサキ科

 ムラサキ科の仲間

エゾルリソウ ¥660
葉も花も美しい山野草として有名です。

ヤマルリソウ ¥710
美しい花色と草姿の佳品。

山野草



70 山野草の部

1078 イワカガミダマシイワカガミダマシ（ソルダネラ）（ソルダネラ）
イワカガミに似た花の有名種。

1079 原種シクラメンコウム 赤花原種シクラメンコウム 赤花
春咲系の小型種で大変丈夫。

1080 原種シクラメンヘデリフォリウム原種シクラメンヘデリフォリウム
秋咲で葉模様が美しい。

¥710 ¥710 ¥710

1081 黄金オニユリ黄金オニユリ
黄金色の美しい強健種。

1082 オニユリ 青軸無点花オニユリ 青軸無点花
美しい青軸で無点花の珍
種。ムカゴも緑色で美しい。

1083 丹後コオニユリ丹後コオニユリ
海浜性のためか、普通種に比べ小型で作り
やすい。

1084 黄金葉コオニユリ黄金葉コオニユリ
美しい黄金葉の人気種。

¥880

ユリ科
 ユリの仲間 ▶

¥3,300  
¥1,650

●１Ｐ
●小球 ¥880 ¥3,300

1085 香水ユリ香水ユリ
中国産の人気品種ランコンゲンセです。芳
香が有ります。

1086 戸隠姫谷間ユリ戸隠姫谷間ユリ
戸隠山で発見された極小型の稀産種で直射だと
15cm程度で開花。マニア好みの逸品。

1087 阿蘚ヒメユリ阿蘚ヒメユリ
受咲小輪の野生種で姿良く、美しい。

1088 黄花ヒメユリ黄花ヒメユリ
ヒメユリの黄花種で小輪のかわいらしい受
咲種。¥1,320 ¥1,100 ¥880 ¥880

▶ナデシコ科

 ナデシコ科の仲間

佐渡カワラナデシコ ¥550
佐渡島産の純系種。

 センノウの仲間

小倉センノウ ¥880
九州産。渋い特有の赤色の珍種。

センジュガンピ ¥710
草姿が良く白い花が涼し気な佳品。

フシグロセンノウ ¥710
初夏に咲く野趣に富んだ佳草。

桃花フシグロセンノウ ¥880
桃花の美しい珍種。

松本センノウ 赤花 ¥550
庭植や切花に早くから知られる人気種。

松本センノウ 白花 ¥660
茶花向の佳品。

松本センノウ 桃花 ¥880
珍しい色調の希少種。

▶サクラソウ科

 サクラソウ科の仲間

クリンソウ ¥660
庭植にも向く大型の人気種。

黄花クリンソウ ¥660
純黄色の美しい強健種。

野桜草 ¥550
野趣味ある草姿。強健。

白花野桜草 ¥550
純白の美しい野性種です。

日本サクラソウ「天女」 ¥660
日本種桜草の中でも美しい人気種。

八重咲日本サクラソウ
見計らいとなり品種の指定はできません。

ヒマラヤサクラソウ ¥550
Ｐ.ロゼア。色合が素晴しい。

濃色四国カッコウソウ ¥880
濃紅紫色の美しい色合の有名種。

ユキワリコザクラ ¥550
ユキワリソウの優良タイプで花付良い。

ミチノクコザクラ ¥660

白花ミチノクコザクラ ¥660
美しい白花の佳品。

谷川コザクラ ¥1,100
ハクサンコザクラの変種。

シクラメンモドキ ¥710
北米産の人気品種で丈夫で作り易い。ドデカテオン。

オカトラノオ ¥660
夏を彩る強健種。

原種シクラメンコウム 白花 ¥710
春咲系の小型種で大変丈夫。

木立リシマキア ¥1,650
立性のユニークな草姿が面白い中国産の佳草。

¥880
¥2,200

●１Ｐ
●３種セット

 山野草の部 71

1097 細葉クルマユリ 細葉クルマユリ 
道東の一部に稀産する葉変りの珍種です。

1098 ヤマユリヤマユリ
初夏の定番人気種。

1099 ベニスジヤマユリベニスジヤマユリ
実生の花色確認株。ただし、年により普通
の花が咲くことがあります。

1100 そばかすヤマユリそばかすヤマユリ（苗）（苗）  
ヤマユリの実生から出現した全面に斑点が
散る美麗種。

NEW

¥1,650 ¥1,100 ¥3,300 

NEW

¥11,000

1105 シマカノコユリシマカノコユリ
甑島産の斜上性の珍種。丈低い選抜品。

1106 カノコユリ 「天女」 カノコユリ 「天女」 
ピンク色の美花。途絶えていたましたが復
活しました。

1107 阿州ユリ阿州ユリ
徳島県で発見されたヤマユリとカノコユリの
自然交配種。

1108 エゾスカシユリ エゾスカシユリ 
北の原野を染める美しい原種の個体です。

¥1,320

NEW

¥4,950 ¥3,850

NEW

¥880

1093 八重咲ササユリ「羽衣」八重咲ササユリ「羽衣」
北陸地方で発見された珍種でこの仲間では
稀に見る美しさ。

1094 日向ササユリ日向ササユリ
大型濃色の美しい原種個
体。

1095 神領ユリ神領ユリ
四国の一箇所に稀産するササユリの変種。
細い葉に濃色花の魅力的なユリ。

1096 白花神領ユリ白花神領ユリ
純白の稀貴品。１～２作開花球。

¥5,500●小球
¥4,400 
¥1,650

●１Ｐ
●小球 ¥2,750 ¥8,800

1089 ノヒメユリノヒメユリ
スゲユリ。赤色極小輪の花を下向に付ける
野生種の佳品。

1090 黄花ノヒメユリ黄花ノヒメユリ
夏咲きの小型品種として知られるノヒメユリ
の美しい黄花品です。

1091 クロユリクロユリ
北海道産の強健種。

1092 ササユリササユリ
優美な姿に美しい色合。

¥1,320 ¥1,650 ¥660 ¥1,650

1101 白花サクユリ白花サクユリ（苗）（苗）  
サクユリの白花となる珍貴種。まだ珍しい
逸品です。

1102 ウケユリウケユリ
奄美諸島の請島や他の地域に稀産する珍
種。

1103 タモトユリタモトユリ
トカラ列島の口之島の一部のみに稀
産する幻のユリと言われる有名種。

1104 白覆輪テッポウユリ白覆輪テッポウユリ
屋久島で発見された美しい珍種。強健。

NEW

¥6,600 ¥2,200
¥11,000
¥3,850

●１Ｐ
●小球 ¥5,500 

1109 礼文姫エゾスカシユリ礼文姫エゾスカシユリ
極矮性の野生種です。

1110 佐渡イワユリ佐渡イワユリ
佐渡ヶ島産の純系種。小型で強健。

1111 ヒメサユリヒメサユリ
東北に自生する小型で美しい人気種。

1112 白花ヒメサユリ白花ヒメサユリ
近年発見された白花の稀産種。新潟県産。

¥880 ¥880 ¥990 ¥6,600 

山野草



70 山野草の部

1078 イワカガミダマシイワカガミダマシ（ソルダネラ）（ソルダネラ）
イワカガミに似た花の有名種。

1079 原種シクラメンコウム 赤花原種シクラメンコウム 赤花
春咲系の小型種で大変丈夫。

1080 原種シクラメンヘデリフォリウム原種シクラメンヘデリフォリウム
秋咲で葉模様が美しい。

¥710 ¥710 ¥710

1081 黄金オニユリ黄金オニユリ
黄金色の美しい強健種。

1082 オニユリ 青軸無点花オニユリ 青軸無点花
美しい青軸で無点花の珍
種。ムカゴも緑色で美しい。

1083 丹後コオニユリ丹後コオニユリ
海浜性のためか、普通種に比べ小型で作り
やすい。

1084 黄金葉コオニユリ黄金葉コオニユリ
美しい黄金葉の人気種。

¥880

ユリ科
 ユリの仲間 ▶

¥3,300  
¥1,650

●１Ｐ
●小球 ¥880 ¥3,300

1085 香水ユリ香水ユリ
中国産の人気品種ランコンゲンセです。芳
香が有ります。

1086 戸隠姫谷間ユリ戸隠姫谷間ユリ
戸隠山で発見された極小型の稀産種で直射だと
15cm程度で開花。マニア好みの逸品。

1087 阿蘚ヒメユリ阿蘚ヒメユリ
受咲小輪の野生種で姿良く、美しい。

1088 黄花ヒメユリ黄花ヒメユリ
ヒメユリの黄花種で小輪のかわいらしい受
咲種。¥1,320 ¥1,100 ¥880 ¥880

▶ナデシコ科

 ナデシコ科の仲間

佐渡カワラナデシコ ¥550
佐渡島産の純系種。

 センノウの仲間

小倉センノウ ¥880
九州産。渋い特有の赤色の珍種。

センジュガンピ ¥710
草姿が良く白い花が涼し気な佳品。

フシグロセンノウ ¥710
初夏に咲く野趣に富んだ佳草。

桃花フシグロセンノウ ¥880
桃花の美しい珍種。

松本センノウ 赤花 ¥550
庭植や切花に早くから知られる人気種。

松本センノウ 白花 ¥660
茶花向の佳品。

松本センノウ 桃花 ¥880
珍しい色調の希少種。

▶サクラソウ科

 サクラソウ科の仲間

クリンソウ ¥660
庭植にも向く大型の人気種。

黄花クリンソウ ¥660
純黄色の美しい強健種。

野桜草 ¥550
野趣味ある草姿。強健。

白花野桜草 ¥550
純白の美しい野性種です。

日本サクラソウ「天女」 ¥660
日本種桜草の中でも美しい人気種。

八重咲日本サクラソウ
見計らいとなり品種の指定はできません。

ヒマラヤサクラソウ ¥550
Ｐ.ロゼア。色合が素晴しい。

濃色四国カッコウソウ ¥880
濃紅紫色の美しい色合の有名種。

ユキワリコザクラ ¥550
ユキワリソウの優良タイプで花付良い。

ミチノクコザクラ ¥660

白花ミチノクコザクラ ¥660
美しい白花の佳品。

谷川コザクラ ¥1,100
ハクサンコザクラの変種。

シクラメンモドキ ¥710
北米産の人気品種で丈夫で作り易い。ドデカテオン。

オカトラノオ ¥660
夏を彩る強健種。

原種シクラメンコウム 白花 ¥710
春咲系の小型種で大変丈夫。

木立リシマキア ¥1,650
立性のユニークな草姿が面白い中国産の佳草。

¥880
¥2,200

●１Ｐ
●３種セット

 山野草の部 71

1097 細葉クルマユリ 細葉クルマユリ 
道東の一部に稀産する葉変りの珍種です。

1098 ヤマユリヤマユリ
初夏の定番人気種。

1099 ベニスジヤマユリベニスジヤマユリ
実生の花色確認株。ただし、年により普通
の花が咲くことがあります。

1100 そばかすヤマユリそばかすヤマユリ（苗）（苗）  
ヤマユリの実生から出現した全面に斑点が
散る美麗種。

NEW

¥1,650 ¥1,100 ¥3,300 

NEW

¥11,000

1105 シマカノコユリシマカノコユリ
甑島産の斜上性の珍種。丈低い選抜品。

1106 カノコユリ 「天女」 カノコユリ 「天女」 
ピンク色の美花。途絶えていたましたが復
活しました。

1107 阿州ユリ阿州ユリ
徳島県で発見されたヤマユリとカノコユリの
自然交配種。

1108 エゾスカシユリ エゾスカシユリ 
北の原野を染める美しい原種の個体です。

¥1,320

NEW

¥4,950 ¥3,850

NEW

¥880

1093 八重咲ササユリ「羽衣」八重咲ササユリ「羽衣」
北陸地方で発見された珍種でこの仲間では
稀に見る美しさ。

1094 日向ササユリ日向ササユリ
大型濃色の美しい原種個
体。

1095 神領ユリ神領ユリ
四国の一箇所に稀産するササユリの変種。
細い葉に濃色花の魅力的なユリ。

1096 白花神領ユリ白花神領ユリ
純白の稀貴品。１～２作開花球。

¥5,500●小球
¥4,400 
¥1,650

●１Ｐ
●小球 ¥2,750 ¥8,800

1089 ノヒメユリノヒメユリ
スゲユリ。赤色極小輪の花を下向に付ける
野生種の佳品。

1090 黄花ノヒメユリ黄花ノヒメユリ
夏咲きの小型品種として知られるノヒメユリ
の美しい黄花品です。

1091 クロユリクロユリ
北海道産の強健種。

1092 ササユリササユリ
優美な姿に美しい色合。

¥1,320 ¥1,650 ¥660 ¥1,650

1101 白花サクユリ白花サクユリ（苗）（苗）  
サクユリの白花となる珍貴種。まだ珍しい
逸品です。

1102 ウケユリウケユリ
奄美諸島の請島や他の地域に稀産する珍
種。

1103 タモトユリタモトユリ
トカラ列島の口之島の一部のみに稀
産する幻のユリと言われる有名種。

1104 白覆輪テッポウユリ白覆輪テッポウユリ
屋久島で発見された美しい珍種。強健。

NEW

¥6,600 ¥2,200
¥11,000
¥3,850

●１Ｐ
●小球 ¥5,500 

1109 礼文姫エゾスカシユリ礼文姫エゾスカシユリ
極矮性の野生種です。

1110 佐渡イワユリ佐渡イワユリ
佐渡ヶ島産の純系種。小型で強健。

1111 ヒメサユリヒメサユリ
東北に自生する小型で美しい人気種。

1112 白花ヒメサユリ白花ヒメサユリ
近年発見された白花の稀産種。新潟県産。

¥880 ¥880 ¥990 ¥6,600 

山野草



72 山野草の部

1117 白雲キスゲ白雲キスゲ
大陸系のキスゲ。対馬特産種。

1118 三河ユウスゲ 三河ユウスゲ 
細葉で花もすっきりとした美しい姿の稀産種
です。

1119 カタクリカタクリ
早春の山腹を彩る山野草の人気品種。

1120 白花カタクリ白花カタクリ
清楚な美しさの稀品。新潟県産。

¥1,980

NEW

¥1,100 ¥550

 カタクリその他 ▶

¥13,200

1133 阿波コバイモ阿波コバイモ
四国産の稀産種。

1134 土佐コバイモ土佐コバイモ
四国山系の一部に希産するコバイモの希産
品種です。

1135 ホソバナコバイモホソバナコバイモ
中国～九州産。

1136 中斑ホソバナコバイモ中斑ホソバナコバイモ  
ホソバナコバイモの地模様が美しいタイプ。

¥1,650 ¥2,200 ¥1,650

NEW

¥3,850

1125 原種八重咲チューリップ原種八重咲チューリップ
美しく珍しい人気品。プルケラテタテタ。

1126 原種青花チューリップ原種青花チューリップ
白地に底青の美しい野生種。アルバ・コエ
ルレア・オクラータ。

1127 原種チューリップ トルケスタニカ原種チューリップ トルケスタニカ
大型のアマナのような野生強健種。

1128 出雲コバイモ出雲コバイモ
山陰の特産種。

¥550 ¥880 ¥550 ¥1,650

 コバイモの仲間 ▶

1113 ヒメタカサゴユリヒメタカサゴユリ
花弁の裏側を赤く彩る丈低い強健大輪種。

1114 リーガルリリー リーガルリリー 
強健で上品な野生種。

1115 ウバユリ 赤花ウバユリ 赤花
白花の普通種の中で発見された美しい稀産
種。

1116 黒花ニッコウキスゲ黒花ニッコウキスゲ
中部山岳の一部に稀産することが早くから
知られていた。異色の稀産種。¥660

NEW

¥880 ¥3,300 ¥880

1121 赤花カタクリ 赤花カタクリ 
県内産の珍種です。紫味のない珍しい赤花
美麗種です。

1122 カタクリ「ホワイトビューティ」カタクリ「ホワイトビューティ」
白花にブロチの入る美しい洋種カタクリ。

1123 カタクリ スノーフレークカタクリ スノーフレーク
野趣あふれる佳品。

1124 黄花カタクリ黄花カタクリ
美しい大型の人気種で強健。パゴダ。

NEW

¥11,000 ¥1,320 ¥2,200 ¥660

1129 素心出雲コバイモ素心出雲コバイモ
山陰で発見された珍貴種。

1130 越ノコバイモ越ノコバイモ
北陸～越後の特産種。

1131 素心越のコバイモ素心越のコバイモ
数少ない優良個体。

1132 コシノコバイモ 緑弁花コシノコバイモ 緑弁花
県内産の花色変わりの珍品。

¥11,000 ¥880 ¥16,500 ¥5,500

 山野草の部 73

1149 エンレイソウ「ヴァセイ」エンレイソウ「ヴァセイ」
エレクタムの変種。大輪で豪華な花容で知られ
る。やや下向きに咲く傾向がある。

1150 エンレイソウ「クネアツム」エンレイソウ「クネアツム」
美しい赤花の受咲種。セシレと同じ。

1151 エンレイソウ「エレクタム」エンレイソウ「エレクタム」
有名な濃色大輪の人気品種。

1152 エンレイソウ「グランディフローラ」エンレイソウ「グランディフローラ」
白花大輪の美花で次第に赤色を帯び、移り
紅芸を見せる人気種。¥3,300 ¥3,300 ¥3,300 ¥3,300

1141 甲斐コバイモ甲斐コバイモ
生育地の限られた希少種。1、2作開花球。
弱くはないが生育が遅い。

1142 湖南七葉蓮湖南七葉蓮
キヌガサ草そっくりな緑色の美品。

1143 細葉七葉蓮細葉七葉蓮
美しい草姿で知られる稀産種。

1144 ミヤマエンレイソウミヤマエンレイソウ
白花の野生種として知られる人気種。

¥11,000

 ツクバネソウの仲間 ▶

¥1,980 ¥13,200 

 エンレイソウの仲間 ▶

¥710

1137 素心美濃コバイモ素心美濃コバイモ
早くから知られる人気種。

1138 美濃コバイモ美濃コバイモ
コバイモの代表種。

1139 徳島コバイモ徳島コバイモ
近年発見された稀産種。

1140 素心ホソバナコバイモ素心ホソバナコバイモ
マニア向の逸品。

¥5,500 ¥880 ¥6,600 ¥5,500

1145 ピンクエンレイソウピンクエンレイソウ
ミヤマエンレイソウ系の美しい最新花。

1146 オオバナノエンレイソウオオバナノエンレイソウ
東北～北海道産の大輪白花の人気種で強
健。

1147 八重咲エンレイソウ八重咲エンレイソウ
大輪の人気美麗種。

1148 コジマエンレイソウコジマエンレイソウ
北海道に稀産。エンレイソウと他品種との天然雑
種起源と言われ、赤花大輪系が多い。¥13,200 ¥660 ¥1,980 ¥2,750

1153 エンレイソウ「シミレ」エンレイソウ「シミレ」
白大輪花で子房部が赤く色対比が美しい。

1154 エンレイソウ「リヴァレ」エンレイソウ「リヴァレ」
極小型種。咲出しはピンク色。

1155 北陸シライトソウ北陸シライトソウ
日本海側に自生する大型の強健種。

1156 姫シライトソウ姫シライトソウ
済州島産の極小型の佳品で強健種。

¥3,300 ¥3,300 ¥710

 シライトソウの仲間 ▶

¥710

1157 チャボシライトソウチャボシライトソウ
緑花と同系の小型珍稀種。

1158 空色ショウジョウバカマ空色ショウジョウバカマ
珍しい色合いで知られる稀産種。

1159 白花猩々バカマ白花猩々バカマ
新潟県産の大型純白美麗種。

1160 ショウジョウバカマ 針葉ショウジョウバカマ 針葉
ショウジョウバカマとは思えない姿の珍種。

¥1,650 ¥1,320

 ショウジョウバカマの仲間▶

¥1,100 ¥3,850

山野草



72 山野草の部

1117 白雲キスゲ白雲キスゲ
大陸系のキスゲ。対馬特産種。

1118 三河ユウスゲ 三河ユウスゲ 
細葉で花もすっきりとした美しい姿の稀産種
です。

1119 カタクリカタクリ
早春の山腹を彩る山野草の人気品種。

1120 白花カタクリ白花カタクリ
清楚な美しさの稀品。新潟県産。

¥1,980

NEW

¥1,100 ¥550

 カタクリその他 ▶

¥13,200

1133 阿波コバイモ阿波コバイモ
四国産の稀産種。

1134 土佐コバイモ土佐コバイモ
四国山系の一部に希産するコバイモの希産
品種です。

1135 ホソバナコバイモホソバナコバイモ
中国～九州産。

1136 中斑ホソバナコバイモ中斑ホソバナコバイモ  
ホソバナコバイモの地模様が美しいタイプ。

¥1,650 ¥2,200 ¥1,650

NEW

¥3,850

1125 原種八重咲チューリップ原種八重咲チューリップ
美しく珍しい人気品。プルケラテタテタ。

1126 原種青花チューリップ原種青花チューリップ
白地に底青の美しい野生種。アルバ・コエ
ルレア・オクラータ。

1127 原種チューリップ トルケスタニカ原種チューリップ トルケスタニカ
大型のアマナのような野生強健種。

1128 出雲コバイモ出雲コバイモ
山陰の特産種。

¥550 ¥880 ¥550 ¥1,650

 コバイモの仲間 ▶

1113 ヒメタカサゴユリヒメタカサゴユリ
花弁の裏側を赤く彩る丈低い強健大輪種。

1114 リーガルリリー リーガルリリー 
強健で上品な野生種。

1115 ウバユリ 赤花ウバユリ 赤花
白花の普通種の中で発見された美しい稀産
種。

1116 黒花ニッコウキスゲ黒花ニッコウキスゲ
中部山岳の一部に稀産することが早くから
知られていた。異色の稀産種。¥660

NEW

¥880 ¥3,300 ¥880

1121 赤花カタクリ 赤花カタクリ 
県内産の珍種です。紫味のない珍しい赤花
美麗種です。

1122 カタクリ「ホワイトビューティ」カタクリ「ホワイトビューティ」
白花にブロチの入る美しい洋種カタクリ。

1123 カタクリ スノーフレークカタクリ スノーフレーク
野趣あふれる佳品。

1124 黄花カタクリ黄花カタクリ
美しい大型の人気種で強健。パゴダ。

NEW

¥11,000 ¥1,320 ¥2,200 ¥660

1129 素心出雲コバイモ素心出雲コバイモ
山陰で発見された珍貴種。

1130 越ノコバイモ越ノコバイモ
北陸～越後の特産種。

1131 素心越のコバイモ素心越のコバイモ
数少ない優良個体。

1132 コシノコバイモ 緑弁花コシノコバイモ 緑弁花
県内産の花色変わりの珍品。

¥11,000 ¥880 ¥16,500 ¥5,500

 山野草の部 73

1149 エンレイソウ「ヴァセイ」エンレイソウ「ヴァセイ」
エレクタムの変種。大輪で豪華な花容で知られ
る。やや下向きに咲く傾向がある。

1150 エンレイソウ「クネアツム」エンレイソウ「クネアツム」
美しい赤花の受咲種。セシレと同じ。

1151 エンレイソウ「エレクタム」エンレイソウ「エレクタム」
有名な濃色大輪の人気品種。

1152 エンレイソウ「グランディフローラ」エンレイソウ「グランディフローラ」
白花大輪の美花で次第に赤色を帯び、移り
紅芸を見せる人気種。¥3,300 ¥3,300 ¥3,300 ¥3,300

1141 甲斐コバイモ甲斐コバイモ
生育地の限られた希少種。1、2作開花球。
弱くはないが生育が遅い。

1142 湖南七葉蓮湖南七葉蓮
キヌガサ草そっくりな緑色の美品。

1143 細葉七葉蓮細葉七葉蓮
美しい草姿で知られる稀産種。

1144 ミヤマエンレイソウミヤマエンレイソウ
白花の野生種として知られる人気種。

¥11,000

 ツクバネソウの仲間 ▶

¥1,980 ¥13,200 

 エンレイソウの仲間 ▶

¥710

1137 素心美濃コバイモ素心美濃コバイモ
早くから知られる人気種。

1138 美濃コバイモ美濃コバイモ
コバイモの代表種。

1139 徳島コバイモ徳島コバイモ
近年発見された稀産種。

1140 素心ホソバナコバイモ素心ホソバナコバイモ
マニア向の逸品。

¥5,500 ¥880 ¥6,600 ¥5,500

1145 ピンクエンレイソウピンクエンレイソウ
ミヤマエンレイソウ系の美しい最新花。

1146 オオバナノエンレイソウオオバナノエンレイソウ
東北～北海道産の大輪白花の人気種で強
健。

1147 八重咲エンレイソウ八重咲エンレイソウ
大輪の人気美麗種。

1148 コジマエンレイソウコジマエンレイソウ
北海道に稀産。エンレイソウと他品種との天然雑
種起源と言われ、赤花大輪系が多い。¥13,200 ¥660 ¥1,980 ¥2,750

1153 エンレイソウ「シミレ」エンレイソウ「シミレ」
白大輪花で子房部が赤く色対比が美しい。

1154 エンレイソウ「リヴァレ」エンレイソウ「リヴァレ」
極小型種。咲出しはピンク色。

1155 北陸シライトソウ北陸シライトソウ
日本海側に自生する大型の強健種。

1156 姫シライトソウ姫シライトソウ
済州島産の極小型の佳品で強健種。

¥3,300 ¥3,300 ¥710

 シライトソウの仲間 ▶

¥710

1157 チャボシライトソウチャボシライトソウ
緑花と同系の小型珍稀種。

1158 空色ショウジョウバカマ空色ショウジョウバカマ
珍しい色合いで知られる稀産種。

1159 白花猩々バカマ白花猩々バカマ
新潟県産の大型純白美麗種。

1160 ショウジョウバカマ 針葉ショウジョウバカマ 針葉
ショウジョウバカマとは思えない姿の珍種。

¥1,650 ¥1,320

 ショウジョウバカマの仲間▶

¥1,100 ¥3,850

山野草



74 山野草の部

1169 ホトトギス 金閣ホトトギス 金閣
黄花ホトトギスの交配作出品で美しい花色
が人気。強健で作りやすい。

1170 ホトトギス「紫酔」ホトトギス「紫酔」
上品な美しさで知られる人気品種。

1171 黒花ホトトギス黒花ホトトギス
黒味帯びた個性的な花色で知られる珍品。

1172 白花ツキヌキホトトギス白花ツキヌキホトトギス  
近年発見された美しい花色の珍種です。

 ホトトギスの仲間 ▶

¥710 ¥710 ¥710

NEW

¥3,300

1173 ホトトギス 秋月ホトトギス 秋月
志那ホトトギス系の美しい花色の強健種。

1174 琥珀ジョウロウホトトギス琥珀ジョウロウホトトギス
ジョウロウとヤマの交雑種で強健。

1175 ダルマホトトギスダルマホトトギス
台湾系で丈の詰まったチャボタイプの珍品。

1176 姫曙ホトトギス姫曙ホトトギス
曙系で丈の詰まった極小型の珍種。

¥710 ¥880 ¥880 ¥880

1161 ピンク猩々バカマピンク猩々バカマ
近年発見された上品な色合の珍種。

1162 オオジロ猩々バカマオオジロ猩々バカマ
西南諸島産の稀産種。

1163 濃色屋久島ショウジョウバカマ濃色屋久島ショウジョウバカマ  
珍しく美しい花色の珍種です。

1164 ツクシショウジョウバカマ 春鹿の子ツクシショウジョウバカマ 春鹿の子  
珍しいタイプの花色で知られる珍種です。

¥2,200 ¥1,100

NEW

¥1,980

NEW

¥3,300

1165 三河姫ショウジョウバカマ三河姫ショウジョウバカマ
極小型で濃色の地方変異種。

1166 濃色八重咲猩々バカマ濃色八重咲猩々バカマ
完璧な八重咲の珍種。

1167 緑八重咲ショウジョウバカマ緑八重咲ショウジョウバカマ
雪国産の大型種。咲上がり緑色を帯びる珍
種。

1168 素心西表ショウジョウバカマ素心西表ショウジョウバカマ
極小型で知られる本種の素心花。

¥2,750 ¥1,980 ¥5,500 ¥1,980

▶ユリ科

 ユリの仲間

八重咲オニユリ ¥880
耐病性の強い珍しい八重咲種。

コオニユリ ¥660
小型の強健種で寄植にも最適。

コオニユリ白縞 ¥2,200
珍しい斑入種。

無点タニマユリ ¥3,300
南アルプス産の珍貴種。

メオトユリ ¥1,100
ヒメユリ系で成球になると花茎を２本ずつ出す珍種。

覆輪ササユリ ¥1,650
四国産のササユリです。葉に白い縁取りの入る事で知られます。

クルマユリ ¥1,100
高山のお花畑の主役。

リリウム・カナデンシス ¥1,650 
輪生する葉姿に釣鐘型の花を付ける。

赤カノコユリ ¥880 
夏咲きの美しい人気種。

白カノコユリ ¥880 
清楚な美しさを見せる佳品。

黄カノコユリ ¥880 
湖北ユリ。強健種。

マツバユリ ¥2,200
美しい姿とピンクの花色で知られる。

ウバユリ ラシャ葉 ¥5,500
迫力満点のマニア向珍種。花もチャボ咲。

オオウバユリ ¥1,100
東北地方の大型種。食用としても美味。

ニッコウキスゲ（ゼンテイカ）（ゼンテイカ） ¥660
草原のお花畑の主役として知られる。

ヒメカンゾウ ¥660
小型で花付の良い強健種。

ユウスゲ ¥880
夕方に開花する有香種。

シラーシビリカ ¥550
美しいブルーの花色で知られる早春咲きの球根種です。

 カタクリその他

アマナ ¥660
早春の野山に自生する佳草。

ヒロハノアマナ ¥880
白いストライプ入る葉模様の人気種。

ユキゲユリ ¥550 
早春咲きで小輪可憐な球根植物。

白花ユキゲユリ ¥550 
早春咲きの白花ユキゲユリ。強健で美しい。

白花ツルボ ¥550
秋を告げるツルボの純白種。

黄花ハナニラ ¥550 
青色が多いハナニラの仲間で本種は鮮やかな黄金色。

 山野草の部 75

1181 赤花イワギボウシ赤花イワギボウシ
岩場に異様な色が見えたことで発見された
珍種。実生。

1182 イワギボウシ「多摩の雪」イワギボウシ「多摩の雪」
白花の人気種。秋咲種。

1183 イワギボウシ縞斑イワギボウシ縞斑
銘品実生の選抜秀品。

1184 八丈ギボウシ 縞斑八丈ギボウシ 縞斑
イワギボウシの仲間で丸い葉姿の人気種。

¥2,200

 ギボウシの仲間 ▶

¥990 ¥3,300 ¥5,500

1177 緑花ホウチャクソウ緑花ホウチャクソウ
珍しい緑弁花の個体。

1178 ヒメミヤマナルコヒメミヤマナルコ
ミヤマナルコのチャボ性の珍種。

1179 オオバタケシマランオオバタケシマラン
大型の草姿で赤い実が美しい佳草。

1180 ワニグチソウワニグチソウ
包葉の大きく発達したユニークな花形。

キジカクシ科
 アマドコロの仲間 ▶

¥1,320 ¥1,100 ¥1,980 ¥1,320

桃花ハナニラ ¥550
美しい花色の強健種。

白花プスキニア ¥550 
ユリ科の早春咲小球根。本種は純白の美麗種。

 コバイモの仲間

バイモ ¥660
早春に咲き、古くからお茶花用に。アミガサユリとも。

フリチラリア・ウヴァヴルピス ¥660 
野趣に富んだ草姿が魅力。

 ツクバネソウの仲間

ツクバネソウ ¥880
上品な姿で作り易い。お茶花にも人気。

四川七葉蓮 ¥2,750 
中国四川省産の大型種で、４～５枚の葉を輪生させる。

ツバメオモト ¥660
白花で青い実も又美しい。

 エンレイソウの仲間

砥石エンレイソウ ¥3,300
緑弁で子房の黒い変異個体。

緑弁エンレイソウ ¥3,300
緑弁で子房も緑の珍種。

エンレイソウ ¥660
良く知られる美しい葉姿の人気種。

エンレイソウ レクレバタム ¥3,300
個性的な品種として知られる貴重種です。

 シライトソウの仲間

黒姫シライトソウ ¥2,200 
県内の石灰岩高地に自生する希少種。厚葉で直射に耐える。

美濃シライトソウ ¥880
ニオイシライトソウとも呼ばれる人気種。

石鎚シライトソウ ¥1,100 
愛媛県の渓谷に自生する小型種。花立ちよく作りやすい。

隠岐姫シライトソウ ¥880
小型で花立ちの良い佳品。

翁シライトソウ ¥2,200
北陸シライトソウの地模様のある珍品。

青軸チャボシライトソウ ¥1,650
小型の稀産種で緑色の美しい花を咲かせる。

 ショウジョウバカマの仲間

濃色猩々バカマ ¥710
紫色系の東北産濃色秀品。

白花姫ショウジョウバカマ ¥1,100
屋久島産と同じくらいのサイズで開花する極姫の珍種。

屋久島猩々バカマ ¥710
小型で可愛い人気種。

八重山猩々バカマ ¥880
最も小型の秋～冬咲種。強健。

八重咲猩々バカマ ¥1,980
大変珍しい子宝咲系の八重咲珍稀種。

猩々バカマ 羅紗斑入 ¥22,000
羅紗葉に白縞の珍品。

 ホトトギスの仲間

ヤマホトトギス ¥880
花弁がそり返るユニークな姿。

天ノ川ホトトギス ¥880
ツキヌキと白花の交配種。丈夫で作り易い。

黄花ホトトギス ¥880
鮮やかな黄花が美しい佳品。

ヤマジノホトトギス ¥660

玉川ホトトギス ¥710
初夏咲の黄花種として人気が高い。

屋久島チャボホトトギス ¥880
屋久島特産の極小型稀産種。

ツキヌキホトトギス ¥990
黄花の受咲で草姿も美しい。

紀伊ジョウロウホトトギス ¥880
枝垂咲の風情ある姿で人気。

八重咲ジョウロウホトトギス ¥1,650
紀伊ジョウロウホトトギスの八重咲の珍種。

相模ジョウロウホトトギス ¥880
花が先端に咲くタイプ。

土佐ジョウロウホトトギス ¥880
光沢のある葉姿で小型のタイプ。

大納言ホトトギス ¥880
極小型で葉脈斑が入る面白い珍種。

 ユキザサの仲間

ハルナユキザサ ¥1,650
超大型の姿で人気の上州産稀産種。

ユキザサ ¥660
姿の良さで良く作られている人気種。

山野草



74 山野草の部

1169 ホトトギス 金閣ホトトギス 金閣
黄花ホトトギスの交配作出品で美しい花色
が人気。強健で作りやすい。

1170 ホトトギス「紫酔」ホトトギス「紫酔」
上品な美しさで知られる人気品種。

1171 黒花ホトトギス黒花ホトトギス
黒味帯びた個性的な花色で知られる珍品。

1172 白花ツキヌキホトトギス白花ツキヌキホトトギス  
近年発見された美しい花色の珍種です。

 ホトトギスの仲間 ▶

¥710 ¥710 ¥710

NEW

¥3,300

1173 ホトトギス 秋月ホトトギス 秋月
志那ホトトギス系の美しい花色の強健種。

1174 琥珀ジョウロウホトトギス琥珀ジョウロウホトトギス
ジョウロウとヤマの交雑種で強健。

1175 ダルマホトトギスダルマホトトギス
台湾系で丈の詰まったチャボタイプの珍品。

1176 姫曙ホトトギス姫曙ホトトギス
曙系で丈の詰まった極小型の珍種。

¥710 ¥880 ¥880 ¥880

1161 ピンク猩々バカマピンク猩々バカマ
近年発見された上品な色合の珍種。

1162 オオジロ猩々バカマオオジロ猩々バカマ
西南諸島産の稀産種。

1163 濃色屋久島ショウジョウバカマ濃色屋久島ショウジョウバカマ  
珍しく美しい花色の珍種です。

1164 ツクシショウジョウバカマ 春鹿の子ツクシショウジョウバカマ 春鹿の子  
珍しいタイプの花色で知られる珍種です。

¥2,200 ¥1,100

NEW

¥1,980

NEW

¥3,300

1165 三河姫ショウジョウバカマ三河姫ショウジョウバカマ
極小型で濃色の地方変異種。

1166 濃色八重咲猩々バカマ濃色八重咲猩々バカマ
完璧な八重咲の珍種。

1167 緑八重咲ショウジョウバカマ緑八重咲ショウジョウバカマ
雪国産の大型種。咲上がり緑色を帯びる珍
種。

1168 素心西表ショウジョウバカマ素心西表ショウジョウバカマ
極小型で知られる本種の素心花。

¥2,750 ¥1,980 ¥5,500 ¥1,980

▶ユリ科

 ユリの仲間

八重咲オニユリ ¥880
耐病性の強い珍しい八重咲種。

コオニユリ ¥660
小型の強健種で寄植にも最適。

コオニユリ白縞 ¥2,200
珍しい斑入種。

無点タニマユリ ¥3,300
南アルプス産の珍貴種。

メオトユリ ¥1,100
ヒメユリ系で成球になると花茎を２本ずつ出す珍種。

覆輪ササユリ ¥1,650
四国産のササユリです。葉に白い縁取りの入る事で知られます。

クルマユリ ¥1,100
高山のお花畑の主役。

リリウム・カナデンシス ¥1,650 
輪生する葉姿に釣鐘型の花を付ける。

赤カノコユリ ¥880 
夏咲きの美しい人気種。

白カノコユリ ¥880 
清楚な美しさを見せる佳品。

黄カノコユリ ¥880 
湖北ユリ。強健種。

マツバユリ ¥2,200
美しい姿とピンクの花色で知られる。

ウバユリ ラシャ葉 ¥5,500
迫力満点のマニア向珍種。花もチャボ咲。

オオウバユリ ¥1,100
東北地方の大型種。食用としても美味。

ニッコウキスゲ（ゼンテイカ）（ゼンテイカ） ¥660
草原のお花畑の主役として知られる。

ヒメカンゾウ ¥660
小型で花付の良い強健種。

ユウスゲ ¥880
夕方に開花する有香種。

シラーシビリカ ¥550
美しいブルーの花色で知られる早春咲きの球根種です。

 カタクリその他

アマナ ¥660
早春の野山に自生する佳草。

ヒロハノアマナ ¥880
白いストライプ入る葉模様の人気種。

ユキゲユリ ¥550 
早春咲きで小輪可憐な球根植物。

白花ユキゲユリ ¥550 
早春咲きの白花ユキゲユリ。強健で美しい。

白花ツルボ ¥550
秋を告げるツルボの純白種。

黄花ハナニラ ¥550 
青色が多いハナニラの仲間で本種は鮮やかな黄金色。
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1181 赤花イワギボウシ赤花イワギボウシ
岩場に異様な色が見えたことで発見された
珍種。実生。

1182 イワギボウシ「多摩の雪」イワギボウシ「多摩の雪」
白花の人気種。秋咲種。

1183 イワギボウシ縞斑イワギボウシ縞斑
銘品実生の選抜秀品。

1184 八丈ギボウシ 縞斑八丈ギボウシ 縞斑
イワギボウシの仲間で丸い葉姿の人気種。

¥2,200

 ギボウシの仲間 ▶

¥990 ¥3,300 ¥5,500

1177 緑花ホウチャクソウ緑花ホウチャクソウ
珍しい緑弁花の個体。

1178 ヒメミヤマナルコヒメミヤマナルコ
ミヤマナルコのチャボ性の珍種。

1179 オオバタケシマランオオバタケシマラン
大型の草姿で赤い実が美しい佳草。

1180 ワニグチソウワニグチソウ
包葉の大きく発達したユニークな花形。

キジカクシ科
 アマドコロの仲間 ▶

¥1,320 ¥1,100 ¥1,980 ¥1,320

桃花ハナニラ ¥550
美しい花色の強健種。

白花プスキニア ¥550 
ユリ科の早春咲小球根。本種は純白の美麗種。

 コバイモの仲間

バイモ ¥660
早春に咲き、古くからお茶花用に。アミガサユリとも。

フリチラリア・ウヴァヴルピス ¥660 
野趣に富んだ草姿が魅力。

 ツクバネソウの仲間

ツクバネソウ ¥880
上品な姿で作り易い。お茶花にも人気。

四川七葉蓮 ¥2,750 
中国四川省産の大型種で、４～５枚の葉を輪生させる。

ツバメオモト ¥660
白花で青い実も又美しい。

 エンレイソウの仲間

砥石エンレイソウ ¥3,300
緑弁で子房の黒い変異個体。

緑弁エンレイソウ ¥3,300
緑弁で子房も緑の珍種。

エンレイソウ ¥660
良く知られる美しい葉姿の人気種。

エンレイソウ レクレバタム ¥3,300
個性的な品種として知られる貴重種です。

 シライトソウの仲間

黒姫シライトソウ ¥2,200 
県内の石灰岩高地に自生する希少種。厚葉で直射に耐える。

美濃シライトソウ ¥880
ニオイシライトソウとも呼ばれる人気種。

石鎚シライトソウ ¥1,100 
愛媛県の渓谷に自生する小型種。花立ちよく作りやすい。

隠岐姫シライトソウ ¥880
小型で花立ちの良い佳品。

翁シライトソウ ¥2,200
北陸シライトソウの地模様のある珍品。

青軸チャボシライトソウ ¥1,650
小型の稀産種で緑色の美しい花を咲かせる。

 ショウジョウバカマの仲間

濃色猩々バカマ ¥710
紫色系の東北産濃色秀品。

白花姫ショウジョウバカマ ¥1,100
屋久島産と同じくらいのサイズで開花する極姫の珍種。

屋久島猩々バカマ ¥710
小型で可愛い人気種。

八重山猩々バカマ ¥880
最も小型の秋～冬咲種。強健。

八重咲猩々バカマ ¥1,980
大変珍しい子宝咲系の八重咲珍稀種。

猩々バカマ 羅紗斑入 ¥22,000
羅紗葉に白縞の珍品。

 ホトトギスの仲間

ヤマホトトギス ¥880
花弁がそり返るユニークな姿。

天ノ川ホトトギス ¥880
ツキヌキと白花の交配種。丈夫で作り易い。

黄花ホトトギス ¥880
鮮やかな黄花が美しい佳品。

ヤマジノホトトギス ¥660

玉川ホトトギス ¥710
初夏咲の黄花種として人気が高い。

屋久島チャボホトトギス ¥880
屋久島特産の極小型稀産種。

ツキヌキホトトギス ¥990
黄花の受咲で草姿も美しい。

紀伊ジョウロウホトトギス ¥880
枝垂咲の風情ある姿で人気。

八重咲ジョウロウホトトギス ¥1,650
紀伊ジョウロウホトトギスの八重咲の珍種。

相模ジョウロウホトトギス ¥880
花が先端に咲くタイプ。

土佐ジョウロウホトトギス ¥880
光沢のある葉姿で小型のタイプ。

大納言ホトトギス ¥880
極小型で葉脈斑が入る面白い珍種。

 ユキザサの仲間

ハルナユキザサ ¥1,650
超大型の姿で人気の上州産稀産種。

ユキザサ ¥660
姿の良さで良く作られている人気種。

山野草


