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千重咲

雪割草の価格と芽の大きさについて
芽の大きさや繁殖状態により同一品種でも価格が異なります。当然の事ながら、大きな芽からは花も沢山咲き
ますし、新葉も多数出てすぐに増え始めます。１～２花程度の小芽では、まず大きな立派な芽になるまでに、１
作要します。種類にもより、繁殖率の良い悪いがあり、一概に言えませんが、力のある芽程良く増えると言えます。
従いまして、仮に大芽が10ならば中芽は８、小芽は６位の事もあります。当園の基準としましては最上芽を、葉
４～５枚程度花５輪位、充分に根のある株とし、小芽を、葉２枚、花２輪程度の開花苗としています。従って、大体、
葉３～４枚位、花３～４輪程度の芽の充実した根のしっかりした物が大体中芽の標準となります。葉の数、芽の大
きさ、根の数等どれをとっても大切な判断要素ですが、それらを平均して考慮し、出来るだけ良い品を御手頃
に御買上げ頂ける様努力致しております。価格等、お問合せの時は以上の様な点を、御理解頂きまして、芽の
大きさその他御考慮の上、遠慮なく御予算に応じて御申し付け下さい。
　（注）　極貴稀品となりますと、この基準はあてはまらない事があります。

千重咲

雪割草の部

204 絵日傘絵日傘（えひがさ）（えひがさ）
花色／桃。ややサーモン系のピンクに全体
に緑を混えるあでやかな雰囲気。

205 円佳円佳（えんか）（えんか）
花色／桃。花型良く美しい複色花として人
気。

206 鶯声鶯声（おうせい）（おうせい）
花色／紫桃。将来どこまで本芸を表してく
れるかが楽しみ。佐渡産。

207 大紫大紫（おおむらさき）（おおむらさき）
濃色大輪の千重咲高級種。黒真珠の兄弟。

¥3,000 ¥8,000 ¥8,000 ¥20,000

188 愛の香り愛の香り（あいのかおり）（あいのかおり）
花色／複色。紅流恋に似るがより個性的な花色で
ある。早くから知られる人気銘花。

189 愛物語愛物語（あいものがたり）（あいものがたり）
花色／複色。花形良く、複雑に入混る色合も美し
い。豪華な花容は見る人を酔わせる。

190 茜雲茜雲（あかねぐも）（あかねぐも）
花色／桃。美しい色合いの網目白覆輪系の
最新花。

191 茜鶴茜鶴（あかねづる）（あかねづる）
花色／桃緑。ピンクと緑の色調と端正な花形が華や
かさを見せる。第２回全国大会銅賞。¥20,000 ¥6,500 ¥30,000 ¥8,000

192 綾紬綾紬（あやつむぎ）（あやつむぎ）
スダレ系の交配ではなかなか出ない個性的
な底紅系の美しい最新花。

193 彩錦彩錦（あやにしき）（あやにしき）
紬系の選抜種。グラデーションの有る花色
が美しい。

194 綾姫綾姫（あやひめ）（あやひめ）
花色／白。小輪で可愛らしい多花性の強健
種。

195 安寿安寿（あんじゅ）（あんじゅ）
花色／赤。早くから知られた銘花。咲出か
らの丸い花形が人気。¥50,000 ¥25,000 ¥2,000 ¥2,000

196 あんみつ姫あんみつ姫（あんみつひめ）（あんみつひめ）
花色／桃。正形丸弁、中段に緑を入れた底白
花。可愛らしくて仕方のない花。

197 医王の光医王の光（いおうのひかり）（いおうのひかり）
花色／赤。北陸の人気銘花。花型、花色共
に美しい人気種。

198 雨月雨月（うげつ）（うげつ）
花色／紫覆輪。銘花「大雪嶺」の兄弟種として
良く知られる大輪紫覆輪咲の秀品。

199 海霧海霧（うみぎり）（うみぎり）
花色／桃。大輪の美しい花容で早くから知
られている。¥6,000 ¥6,000 ¥5,000 ¥10,000

200 雲海雲海（うんかい）（うんかい）
花色／紫白覆輪。「青鳳」に似るが更に中心が
白く抜けて華やかさを増している。

201 雲心雲心（うんしん）（うんしん）
花色／藤緑。紫底白の中段に渋い緑が入り、何
とも言えない美しい雰囲気を持つ。

202 越後紬越後紬（えちごつむぎ）（えちごつむぎ）
花色／紅紫。花形、色合、花芸、共に三拍子揃っ
た美しい新花。金賞授賞。

203 越後錦越後錦（えちごにしき）（えちごにしき）
後冴えの斑入の千重咲二芸品。佐渡市長賞。

¥18,000 ¥5,000 ¥50,000 拝　答
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184 一つ葉表甲竜一つ葉表甲竜（ひとつばおもてこうりゅう）（ひとつばおもてこうりゅう）  
一つ葉で表甲竜となる至芸品です。

185 不動不動（ふどう） ラシャ一ツ葉（ふどう） ラシャ一ツ葉
スプーン状の一ツ葉で羅沙の地合を持つ珍
種。赤い花も２～３弁の変化咲。

186 麗玉麗玉（れいぎょく） （れいぎょく） 
ヒトツバの美しい花色の千重咲き二芸品珍
貴種です。

187 裏面甲竜裏面甲竜
葉裏に甲竜を表す珍種。

NEW

¥50,000 ¥8,000

NEW

¥50,000 ¥3,300

172 キノコ葉キノコ葉
丸く盛り上った姿は森のキノコを思わせる珍
種。作って楽しい。

173 金魚葉金魚葉
誰が見ても雪割草と思う人はおりません。

174 紅の月紅の月（くれないのつき）（くれないのつき）
黄中斑で、紅色の入ることも多々ある人気
品種。

175 獅子葉獅子葉
波葉系のさらに切込みの増した完璧タイプ。

¥3,300 ¥4,400 ¥5,500 ¥15,000

176 四天王梅四天王梅（してんのうばい）（してんのうばい）
エリマキ咲の秀品で葉状に発達したガク部分
の変化が面白く花後まで楽しめる。

177 神仙神仙（しんせん）（しんせん）
青軸、無毛で裏甲竜の三芸品の珍品。見る
たびに感心。

178 神竜神竜（じんりゅう）（じんりゅう）
ヒトツバで緑花千重咲の珍品。

179 大文字葉大文字葉
芽数が多くなると異様なフンイキとなり驚か
されます。¥3,300 ¥13,000 ¥40,000 ¥3,300

180 玉錦玉錦（たまにしき）（たまにしき）
美しい銀葉系の一ツ葉種で小型の丸い姿が
何とも可愛らしい逸品。

181 蝶々葉蝶々葉
葉の中央がくびれて蝶の羽根の様に変化し
た珍種。

182 波葉波葉
豪快な波打芸は人気の中心です。

183 春の虹春の虹（はるのにじ）（はるのにじ）
斑入品。美しい斑入で早くから知られるが
現品の少ない希少種。¥5,500 ¥5,500 ¥3,300 ¥50,000

その他　葉芸品　斑入品・葉変り品

青軸大文字葉 ¥22,000
青軸大文字葉の二芸品。佐渡産の珍種。

冬紅葉（ふゆもみじ）（ふゆもみじ） ¥10,000
裏紅で胡麻斑の珍しい個体。

紅時雨（べにしぐれ）（べにしぐれ） ¥8,000
雪白散斑の人気種、花も濃赤で美しい。

満月（まんげつ）（まんげつ） ¥10,000
黄金葉。丸葉で後冴えの秀品。

朝顔葉 ¥3,300
葉変り品。文字通り朝顔の葉を思わせる珍種。

お多福葉 ¥3,300
ふくよかに捩れるタイプで踊り子芸の一種。花も美しい個体が多い。

カエル葉（八ツ房）（八ツ房） ¥5,500
葉変り品。カエデ葉でも良いと思います。極小珍稀品。

獅子王（ししおう）（ししおう） ¥30,000
迫力ある葉芸品として知られる逸品。

白波（しらなみ）（しらなみ） ¥3,300
地模様のある葉に雪白の図散斑。花茎は白く出る。坪取だが芸はほとんど同じ。

スクリュー葉 ¥4,400
三裂する葉が重なり合ってねじれた様になる珍種。

石化（せっか）（せっか） ¥3,300
葉変り品。小型の原葉ラシャで面白い。

茶杓丸（ちゃしゃくまる）（ちゃしゃくまる） ¥10,000
三裂葉が茶杓型に変化した能登産の珍品個体。

万葉（まんよう）八ツ房（まんよう）八ツ房 ¥3,300
一年中生育し続ける八ツ房性の珍種。帯化状に盛り上がり面白い。

葉変り４種セット ¥13,200

斑入葉３種セット ¥13,200
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248 春鶯春鶯（しゅんおう）（しゅんおう）
花色／紫。「大八州」と兄弟と思われる佐渡
産銘花。華やかで上品な逸品。

249 春月春月（しゅんげつ） （しゅんげつ） 
青軸黄花千重咲の美しくまた、珍しい個体
です。

250 春耀春耀（しゅんよう）（しゅんよう）
美しい花色が目を引く早咲き品種です。

251 松竹梅松竹梅（しょうちくばい）（しょうちくばい）
花色／複色。色合の変化が単なる緑色ではなく
複雑にかつ濃く彩る所が素晴らしい。¥10,000

NEW

¥50,000 ¥10,000 ¥5,000

232 斉白斉白（さいはく）（さいはく）
花色／白。一番最初に発見された千重咲と
言われている。

233 桜錦桜錦（さくらにしき）（さくらにしき）
花色／白。正形大輪、内弁全体を緑、茶の特
有な雰囲気で彩る渋くて美しい花。

234 細雪細雪（ささめゆき）（ささめゆき）
花色／白。上品な花色で早くから知られる
西山山系の銘花。

235 三重の塔三重の塔（さんじゅうのとう）（さんじゅうのとう）
花色／赤。「藤牡丹」の赤色版的な雰囲気。
「恋文」とは同一品種。¥2,000 ¥4,000 ¥4,000 ¥10,000

252 白鷺白鷺（しらさぎ）（しらさぎ）
花色／素心。佐渡産の大輪素心の人気品。
強健種。

253 白玉白玉（しらたま）（しらたま）
花色／素心。素心の円弁秀花。初雪の兄弟
木。

254 不知火不知火（しらぬい）（しらぬい）
大輪、複色系の濃赤秀品。佐渡産。

255 神童神童（しんどう）（しんどう）
花色／紫・緑。外弁紫の緑弁花千重咲。中
心赤味帯びて異様な美しさ。¥12,000 ¥30,000 ¥8,000 ¥10,000

236 三段菊三段菊（さんだんぎく）（さんだんぎく）
花色／白複色。大輪、中心緑茶色の重厚な花容を
誇る北陸の銘花。「兼六」と同種。

237 山王桜山王桜（さんのうざくら）（さんのうざくら）
花色／赤覆輪。赤覆輪咲の美麗種として発見当
初より人気の高い古都金沢の銘花。

238 紫雲紫雲（しうん）（しうん）
花色／紫。色合の良さで定評のある早くから
の銘品。色の濃さでも別格である。

239 紫晃殿紫晃殿（しこうでん）（しこうでん）
花色／紫。濃紫底白にわずかに緑を乗せる。
花形も良く、人気の高い銘花。¥12,000 ¥7,000 ¥3,000 ¥3,000

240 静静（しずか）（しずか）
花色／藤。大輪、花形良くやや覆輪咲、芳
香有り。

241 紫聖紫聖（しせい）（しせい）
花色／紫。個性的な花容で何となく目立つ
花。力が付くと迫力が出る。

242 紫泉水紫泉水（しせんすい）（しせんすい）
花色／紫。内弁の１枚１枚が底白となる美し
い大輪花。

243 竜紫峰竜紫峰（りゅうしほう）（りゅうしほう）
大紫峰の芽変り品で裏甲竜の珍種。

¥8,000 ¥5,000 ¥4,000 ¥30,000

244 紫白の夢紫白の夢（しはくのゆめ）（しはくのゆめ）
花色／紫。外弁の紫と内弁の白との対比が、絶
妙な美しさを生み出している逸品。

245 紫峰紫峰（しほう）（しほう）
花色／紫。中輪、剣弁の中央に白スジの入る
個性的な花。丈夫で良くふえる。

246 島の詩島の詩（しまのうた）（しまのうた）
花色／複色。重厚な花容がピンクと緑の色対比と良
く調和している見事な佐渡産銘花。

247 島の雪島の雪（しまのゆき）（しまのゆき）
花色／白。直上性の中輪花、強健。

¥6,000 ¥2,500 ¥15,000 ¥3,000
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228 越ノ舞越ノ舞（こしのまい）（こしのまい）
花色／紫複色。花形端正で重厚な花容が印
象的。色も素晴らしい逸品。

229 越の深雪越の深雪（こしのみゆき）（こしのみゆき）
上品な色合いの原種。強健種で作り易いで
す。

230 古都古都（こと）（こと）
花色／紫。上品な花色と花形の良さが調和。
北陸産の銘花。

231 寿寿（ことぶき）（ことぶき）
花色／赤。大輪で安定した花色を見せる。上
作時は盛り上りも良く素晴らしい。¥6,000 ¥3,500 ¥3,500 ¥4,000

216 玉彩玉彩（ぎょくさい）（ぎょくさい）
花色／茶ピンク。大輪円弁の堂々とした花
容に個性な色合を染め出す。

217 玉翠玉翠（ぎょくすい）（ぎょくすい）
深みのある美しい複色花。金賞受賞。

218 金盃金盃（きんぱい）（きんぱい）
佐渡産の原種。花形良く強健。

219 口紅口紅（くちべに）（くちべに）
花色／ピンク。淡いピンクに爪紅を彩る。中心に
わずかに緑を残す美しい花である。¥20,000 ¥20,000 ¥5,000 ¥5,000

208 大八州大八州（おおやしま）（おおやしま）
花色／紫。濃色系の銘花とは評価は又、別。品の
良い美しさは見ていて気持が良い。

209 貝紫貝紫（かいむらさき）（かいむらさき）
花色／紫。美しい色合いで人気の佐渡産銘
花。

210 華々山華々山（かかざん）（かかざん）
花色／複色。千佳系の兄弟品種と言われ、
素晴しい花を楽しませてくれる。

211 かげろうかげろう
花色／白。純白円弁千重咲の一級品。大輪
で中心やや緑帯びる。¥10,000 ¥5,000 ¥10,000 ¥10,000

212 風花風花（かざはな）（かざはな）
花色／青。やや遅咲の美しい色合を持つ佳
品。強健種。

213 春日野春日野（かすがの）（かすがの）
花色／紫。なかなか渋味のある端正な花容。
珍しい覆輪花。

214 寒凪寒凪（かんなぎ）（かんなぎ）
花色／紫・赤。ユニークな花色で知られる人
気銘花。あまり見かけない色合。

215 北見桜北見桜（きたみざくら） （きたみざくら） 
花色／桃。白覆輪系の美しい人気種。

¥3,000 ¥3,000 ¥4,000 ¥25,000

220 黒真珠黒真珠（くろしんじゅ）（くろしんじゅ）
花色／濃紫。咲出し黒に近い紫色で異様な
美しさを見せる濃紫系一級品。

221 黒姫の里黒姫の里（くろひめのさと）（くろひめのさと）
花色／白・赤。白い外花弁と中の赤い小花
弁との色対比抜群の有名種。

222 化身化身（けしん）（けしん）
花色／紫。二段、標準花と咲き分ける。佐
渡産の珍品で育種用に最適。

223 月光月光（げっこう）（げっこう）
花色／白・緑。白と緑の花色が美しく調和。
花形も端正で気品が感じられる。¥30,000 ¥8,000 ¥3,000 ¥8,000

224 幻想幻想（げんそう）（げんそう）
花色／複色。大輪、咲出から満開まで何と
も言えない美しさの逸品。

225 光悦光悦（こうえつ）（こうえつ）
花色／紅紫。外弁紫、内弁赤覆輪の独特の
色合。あでやかな銘花。

226 紅星紅星（こうせい）（こうせい）
花色／白赤スジ。ピンクに白覆輪という非
常に珍しく、又、美しい逸品。

227 湖月湖月（こげつ）（こげつ）
中心の底白の抜け具合の美しさが印象的な
佳品。¥6,000 ¥5,000 ¥10,000 ¥12,000
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花色／複色。色合の変化が単なる緑色ではなく
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花色／白。一番最初に発見された千重咲と
言われている。
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253 白玉白玉（しらたま）（しらたま）
花色／素心。素心の円弁秀花。初雪の兄弟
木。

254 不知火不知火（しらぬい）（しらぬい）
大輪、複色系の濃赤秀品。佐渡産。

255 神童神童（しんどう）（しんどう）
花色／紫・緑。外弁紫の緑弁花千重咲。中
心赤味帯びて異様な美しさ。¥12,000 ¥30,000 ¥8,000 ¥10,000

236 三段菊三段菊（さんだんぎく）（さんだんぎく）
花色／白複色。大輪、中心緑茶色の重厚な花容を
誇る北陸の銘花。「兼六」と同種。

237 山王桜山王桜（さんのうざくら）（さんのうざくら）
花色／赤覆輪。赤覆輪咲の美麗種として発見当
初より人気の高い古都金沢の銘花。

238 紫雲紫雲（しうん）（しうん）
花色／紫。色合の良さで定評のある早くから
の銘品。色の濃さでも別格である。

239 紫晃殿紫晃殿（しこうでん）（しこうでん）
花色／紫。濃紫底白にわずかに緑を乗せる。
花形も良く、人気の高い銘花。¥12,000 ¥7,000 ¥3,000 ¥3,000

240 静静（しずか）（しずか）
花色／藤。大輪、花形良くやや覆輪咲、芳
香有り。

241 紫聖紫聖（しせい）（しせい）
花色／紫。個性的な花容で何となく目立つ
花。力が付くと迫力が出る。

242 紫泉水紫泉水（しせんすい）（しせんすい）
花色／紫。内弁の１枚１枚が底白となる美し
い大輪花。

243 竜紫峰竜紫峰（りゅうしほう）（りゅうしほう）
大紫峰の芽変り品で裏甲竜の珍種。

¥8,000 ¥5,000 ¥4,000 ¥30,000

244 紫白の夢紫白の夢（しはくのゆめ）（しはくのゆめ）
花色／紫。外弁の紫と内弁の白との対比が、絶
妙な美しさを生み出している逸品。

245 紫峰紫峰（しほう）（しほう）
花色／紫。中輪、剣弁の中央に白スジの入る
個性的な花。丈夫で良くふえる。

246 島の詩島の詩（しまのうた）（しまのうた）
花色／複色。重厚な花容がピンクと緑の色対比と良
く調和している見事な佐渡産銘花。

247 島の雪島の雪（しまのゆき）（しまのゆき）
花色／白。直上性の中輪花、強健。

¥6,000 ¥2,500 ¥15,000 ¥3,000
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228 越ノ舞越ノ舞（こしのまい）（こしのまい）
花色／紫複色。花形端正で重厚な花容が印
象的。色も素晴らしい逸品。

229 越の深雪越の深雪（こしのみゆき）（こしのみゆき）
上品な色合いの原種。強健種で作り易いで
す。

230 古都古都（こと）（こと）
花色／紫。上品な花色と花形の良さが調和。
北陸産の銘花。

231 寿寿（ことぶき）（ことぶき）
花色／赤。大輪で安定した花色を見せる。上
作時は盛り上りも良く素晴らしい。¥6,000 ¥3,500 ¥3,500 ¥4,000

216 玉彩玉彩（ぎょくさい）（ぎょくさい）
花色／茶ピンク。大輪円弁の堂々とした花
容に個性な色合を染め出す。

217 玉翠玉翠（ぎょくすい）（ぎょくすい）
深みのある美しい複色花。金賞受賞。

218 金盃金盃（きんぱい）（きんぱい）
佐渡産の原種。花形良く強健。

219 口紅口紅（くちべに）（くちべに）
花色／ピンク。淡いピンクに爪紅を彩る。中心に
わずかに緑を残す美しい花である。¥20,000 ¥20,000 ¥5,000 ¥5,000

208 大八州大八州（おおやしま）（おおやしま）
花色／紫。濃色系の銘花とは評価は又、別。品の
良い美しさは見ていて気持が良い。

209 貝紫貝紫（かいむらさき）（かいむらさき）
花色／紫。美しい色合いで人気の佐渡産銘
花。

210 華々山華々山（かかざん）（かかざん）
花色／複色。千佳系の兄弟品種と言われ、
素晴しい花を楽しませてくれる。

211 かげろうかげろう
花色／白。純白円弁千重咲の一級品。大輪
で中心やや緑帯びる。¥10,000 ¥5,000 ¥10,000 ¥10,000

212 風花風花（かざはな）（かざはな）
花色／青。やや遅咲の美しい色合を持つ佳
品。強健種。

213 春日野春日野（かすがの）（かすがの）
花色／紫。なかなか渋味のある端正な花容。
珍しい覆輪花。

214 寒凪寒凪（かんなぎ）（かんなぎ）
花色／紫・赤。ユニークな花色で知られる人
気銘花。あまり見かけない色合。

215 北見桜北見桜（きたみざくら） （きたみざくら） 
花色／桃。白覆輪系の美しい人気種。

¥3,000 ¥3,000 ¥4,000 ¥25,000

220 黒真珠黒真珠（くろしんじゅ）（くろしんじゅ）
花色／濃紫。咲出し黒に近い紫色で異様な
美しさを見せる濃紫系一級品。

221 黒姫の里黒姫の里（くろひめのさと）（くろひめのさと）
花色／白・赤。白い外花弁と中の赤い小花
弁との色対比抜群の有名種。

222 化身化身（けしん）（けしん）
花色／紫。二段、標準花と咲き分ける。佐
渡産の珍品で育種用に最適。

223 月光月光（げっこう）（げっこう）
花色／白・緑。白と緑の花色が美しく調和。
花形も端正で気品が感じられる。¥30,000 ¥8,000 ¥3,000 ¥8,000

224 幻想幻想（げんそう）（げんそう）
花色／複色。大輪、咲出から満開まで何と
も言えない美しさの逸品。

225 光悦光悦（こうえつ）（こうえつ）
花色／紅紫。外弁紫、内弁赤覆輪の独特の
色合。あでやかな銘花。

226 紅星紅星（こうせい）（こうせい）
花色／白赤スジ。ピンクに白覆輪という非
常に珍しく、又、美しい逸品。

227 湖月湖月（こげつ）（こげつ）
中心の底白の抜け具合の美しさが印象的な
佳品。¥6,000 ¥5,000 ¥10,000 ¥12,000
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280 天元天元（てんげん）（てんげん）
花色／紫・緑。紫と緑の色対比が抜群。境
目のグラデーションが無いタイプ。

281 天紫盃天紫盃（てんしはい）（てんしはい）
花色／紫。全国大会金賞の美しさには定評
がある。

282 天青天青（てんせい）（てんせい）
花色／紫。美しい色合を見せる早咲の豪華
な銘花。「大雪嶺」とは同一品。

283 天地人系天地人系（てんちじんけい） （てんちじんけい） 
地合紫の特有な美しい花色の秀品です。

¥5,000 ¥20,000 ¥5,000

NEW

¥7,000

300 春駒春駒（はるこま）（はるこま）
花色／紫。大輪、紫に中段を緑に彩る。人
気を誇る風格ある銘花。

301 春の淡雪春の淡雪（はるのあわゆき）（はるのあわゆき）
花色／桃。春の日を思わせる上品な花色が
楽しめる秀花。

302 春の光春の光（はるのひかり）（はるのひかり）
花色／ピンク。明るいピンク色の花弁と真白
に抜ける底白が美しく映える佳品。

303 春の舞春の舞（はるのまい）（はるのまい）
大輪で華やかな雰囲気を見せる最新人気銘
花。¥5,000 ¥4,000 ¥5,000 ¥30,000

284 天領天領（てんりょう）（てんりょう）
花色／複色。人気銘花「夕凪」同坪株と言われ、
負けず劣らずの美しさで人気が高い。

285 桃苑桃苑（とうえん）（とうえん）
花色／ピンク。大輪、中段に緑を彩るあまりにも
有名な銘花。実力、人気共にNo.1。

286 桃幻翠桃幻翠（とうげんすい）（とうげんすい）
花色／桃。少し唐子を感じさせる濃厚な花
容で複雑な芸を見せてくれる。

287 錦絵錦絵（にしきえ）（にしきえ）
花色／赤複色。美しい花色が魅力的な千重
咲。県の花大会金賞。¥10,000 ¥5,000 ¥3,000 ¥50,000

288 人魚姫人魚姫（にんぎょひめ）（にんぎょひめ）
花色／白・桃。花形良く、中段の淡いピンクの帯が
美しい。奇麗な花として定評あり。

289 梅里梅里（ばいり）（ばいり）
花色／白。端正な花容で人目を惹く純白の
秀花。

290 白梅白梅（はくばい）（はくばい）
花色／白。円弁正形の秀品。人気高い。

291 初雪初雪（はつゆき）（はつゆき）
花色／素心。素心千重咲の中でこれほど端
正な円弁花もないと思われる。¥10,000 ¥5,000 ¥5,000 ¥50,000

292 花織姫花織姫（はなおりひめ）（はなおりひめ）
花色／桃・複。繊細な色調の美しさを持つ
美麗種。全国大会金賞受賞。

293 花比べ花比べ（はなくらべ）（はなくらべ）
花色／地合紋り。サーモンピンクに赤絞りの稀に見
る美麗品。実生新花金賞、県知事賞。

294 花小町花小町（はなこまち）（はなこまち）
花色／サーモンピンク。個性的な美しさを持つ。
葉模様も美しい。県の花大会金賞。

295 花の宴花の宴（はなのえん）（はなのえん）
花色／赤複色。落ち着きのある華やかさを
見せる美麗種。¥30,000 ¥50,000 ¥12,000 ¥20,000

296 はな吹雪はな吹雪（はなふぶき）（はなふぶき）
花色／赤。赤色系複色の美しい佐渡の銘花。

297 花紅葉花紅葉（はなもみじ）（はなもみじ）
花色／赤。深味のある色合が魅力の美しい
赤色人気種。

298 針千本針千本（はりせんぼん）（はりせんぼん）
花色／紫。個性的な美しさで早くから知ら
れる人気銘花。

299 春一番春一番（はるいちばん）（はるいちばん）
花色／複色。本種のように紫の地合に複色が入る
のは少ない。花容も整い気品がある。¥8,000 ¥8,000 ¥5,000 ¥5,000

16 雪割草の部

256 翠苑翠苑（すいえん）（すいえん）
花色／白。中輪、中心部を丸く緑黄色に彩
る上品な花。

257 瑞応瑞応（ずいおう）（ずいおう）
花色／赤。大輪の美しい佐渡の銘花。濃赤
にわずかに含んだ緑が個性的。

258 水巴水巴（すいは）（すいは）
表白系の美しい花色の円弁花。

259 厨子王厨子王（ずしおう）（ずしおう）
花色／白。大輪、中心部を緑茶に染める男
性的な銘花。¥2,000 ¥5,000 ¥10,000 ¥4,000

260 鈴の誉鈴の誉（すずのほまれ）（すずのほまれ）
大会受賞の人気品種。絞り覆輪系の別格品。

261 守門守門（すもん）（すもん）
花色／紫。男性的な花容が魅力的な人気種。

262 青鳳青鳳（せいほう）（せいほう）
花色／紫青。珍しい瓜白覆輪系で咲出から
大変美しい人気種。金賞授賞。

263 千佳千佳（せんか）（せんか）
花色／赤・緑。交配実生かどうかはどちらで
も良い話で、人気は相変らず。¥50,000 ¥20,000 ¥20,000 ¥10,000

264 扇景扇景（せんけい）（せんけい）
花色／桃・緑。銘花「和音」と共に「千佳」の兄弟品。
色合の調和の美しい佳品である。

265 仙寿仙寿（せんじゅ）（せんじゅ）
花色／桃・緑。佐渡産大輪複色の堂々とした一級
品。緑色の美しさを持つ人気銘花。

266 大閤大閤（たいこう）（たいこう）
花色／赤・緑。大輪で色合も美しい花。「扇景」、
「華々山」等の兄弟株と思われる。

267 大黒舞大黒舞（だいこくまい）（だいこくまい）
花色／紫複色。早くから知られる人気銘花。
「天剣」の坪兄弟と言われる。¥10,000 ¥10,000 ¥8,000 ¥8,000

268 大紫峰大紫峰（だいしほう）（だいしほう）
花色／紫。中輪、早くからの銘花で底白の
抜けの美しい品種、強健。

269 大寿春大寿春（だいじゅしゅん）（だいじゅしゅん）
花色／赤。大輪、剣弁の覆輪咲タイプの美
花。

270 大呂庵大呂庵（だいろあん）（だいろあん）
大輪で全体に和らいだ雰囲気の美しさを見
せる。

271 妙華妙華（たえか）（たえか）
花色／赤。中輪、やや覆輪状に咲く美しい
強健種。¥3,000 ¥10,000 ¥8,000 ¥2,000

272 玉紫艶玉紫艶（たましえん）（たましえん）
花色／紫。上品な色合いと花容が調和した
秀花。

273 玉虫玉虫（たまむし）（たまむし）
早くから知られる美しい花色の人気品種。

274 玉紫玉紫（たまむらさき）（たまむらさき）
花色／紫。大輪で美しい花色が魅力的な佐
渡産銘花。

275 丹渓丹渓（たんけい）（たんけい）
花色／紫。風格ある重厚な花容と美しい花色
が調和した実生新花。登録銘花。¥10,000 ¥8,000 ¥10,000 ¥70,000

276 遅恋遅恋（ちれん）（ちれん）
花色／赤。緑帯びた濃赤で次第に覆輪系に
変わる。独特のムードを持つ。

277 紬の里紬の里（つむぎのさと）（つむぎのさと）
花色／紫青。「越後紬」の兄弟株。色合は青味が
勝り幾分男性的な花容。登録銘花。

278 鶴の化身鶴の化身（つるのけしん）（つるのけしん）
花色／赤。巨大輪円弁、赤系色合と花形の良さを
合せ持つ豪華な花弁で屈指の銘花。

279 帝華帝華（ていか）（ていか）
佐渡産の人気品種。強健。

¥5,000 ¥30,000 ¥10,000 ¥4,000
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280 天元天元（てんげん）（てんげん）
花色／紫・緑。紫と緑の色対比が抜群。境
目のグラデーションが無いタイプ。

281 天紫盃天紫盃（てんしはい）（てんしはい）
花色／紫。全国大会金賞の美しさには定評
がある。

282 天青天青（てんせい）（てんせい）
花色／紫。美しい色合を見せる早咲の豪華
な銘花。「大雪嶺」とは同一品。

283 天地人系天地人系（てんちじんけい） （てんちじんけい） 
地合紫の特有な美しい花色の秀品です。

¥5,000 ¥20,000 ¥5,000

NEW

¥7,000

300 春駒春駒（はるこま）（はるこま）
花色／紫。大輪、紫に中段を緑に彩る。人
気を誇る風格ある銘花。

301 春の淡雪春の淡雪（はるのあわゆき）（はるのあわゆき）
花色／桃。春の日を思わせる上品な花色が
楽しめる秀花。

302 春の光春の光（はるのひかり）（はるのひかり）
花色／ピンク。明るいピンク色の花弁と真白
に抜ける底白が美しく映える佳品。

303 春の舞春の舞（はるのまい）（はるのまい）
大輪で華やかな雰囲気を見せる最新人気銘
花。¥5,000 ¥4,000 ¥5,000 ¥30,000

284 天領天領（てんりょう）（てんりょう）
花色／複色。人気銘花「夕凪」同坪株と言われ、
負けず劣らずの美しさで人気が高い。

285 桃苑桃苑（とうえん）（とうえん）
花色／ピンク。大輪、中段に緑を彩るあまりにも
有名な銘花。実力、人気共にNo.1。

286 桃幻翠桃幻翠（とうげんすい）（とうげんすい）
花色／桃。少し唐子を感じさせる濃厚な花
容で複雑な芸を見せてくれる。

287 錦絵錦絵（にしきえ）（にしきえ）
花色／赤複色。美しい花色が魅力的な千重
咲。県の花大会金賞。¥10,000 ¥5,000 ¥3,000 ¥50,000

288 人魚姫人魚姫（にんぎょひめ）（にんぎょひめ）
花色／白・桃。花形良く、中段の淡いピンクの帯が
美しい。奇麗な花として定評あり。

289 梅里梅里（ばいり）（ばいり）
花色／白。端正な花容で人目を惹く純白の
秀花。

290 白梅白梅（はくばい）（はくばい）
花色／白。円弁正形の秀品。人気高い。

291 初雪初雪（はつゆき）（はつゆき）
花色／素心。素心千重咲の中でこれほど端
正な円弁花もないと思われる。¥10,000 ¥5,000 ¥5,000 ¥50,000

292 花織姫花織姫（はなおりひめ）（はなおりひめ）
花色／桃・複。繊細な色調の美しさを持つ
美麗種。全国大会金賞受賞。

293 花比べ花比べ（はなくらべ）（はなくらべ）
花色／地合紋り。サーモンピンクに赤絞りの稀に見
る美麗品。実生新花金賞、県知事賞。

294 花小町花小町（はなこまち）（はなこまち）
花色／サーモンピンク。個性的な美しさを持つ。
葉模様も美しい。県の花大会金賞。

295 花の宴花の宴（はなのえん）（はなのえん）
花色／赤複色。落ち着きのある華やかさを
見せる美麗種。¥30,000 ¥50,000 ¥12,000 ¥20,000

296 はな吹雪はな吹雪（はなふぶき）（はなふぶき）
花色／赤。赤色系複色の美しい佐渡の銘花。

297 花紅葉花紅葉（はなもみじ）（はなもみじ）
花色／赤。深味のある色合が魅力の美しい
赤色人気種。

298 針千本針千本（はりせんぼん）（はりせんぼん）
花色／紫。個性的な美しさで早くから知ら
れる人気銘花。

299 春一番春一番（はるいちばん）（はるいちばん）
花色／複色。本種のように紫の地合に複色が入る
のは少ない。花容も整い気品がある。¥8,000 ¥8,000 ¥5,000 ¥5,000

16 雪割草の部

256 翠苑翠苑（すいえん）（すいえん）
花色／白。中輪、中心部を丸く緑黄色に彩
る上品な花。

257 瑞応瑞応（ずいおう）（ずいおう）
花色／赤。大輪の美しい佐渡の銘花。濃赤
にわずかに含んだ緑が個性的。

258 水巴水巴（すいは）（すいは）
表白系の美しい花色の円弁花。

259 厨子王厨子王（ずしおう）（ずしおう）
花色／白。大輪、中心部を緑茶に染める男
性的な銘花。¥2,000 ¥5,000 ¥10,000 ¥4,000

260 鈴の誉鈴の誉（すずのほまれ）（すずのほまれ）
大会受賞の人気品種。絞り覆輪系の別格品。

261 守門守門（すもん）（すもん）
花色／紫。男性的な花容が魅力的な人気種。

262 青鳳青鳳（せいほう）（せいほう）
花色／紫青。珍しい瓜白覆輪系で咲出から
大変美しい人気種。金賞授賞。

263 千佳千佳（せんか）（せんか）
花色／赤・緑。交配実生かどうかはどちらで
も良い話で、人気は相変らず。¥50,000 ¥20,000 ¥20,000 ¥10,000

264 扇景扇景（せんけい）（せんけい）
花色／桃・緑。銘花「和音」と共に「千佳」の兄弟品。
色合の調和の美しい佳品である。

265 仙寿仙寿（せんじゅ）（せんじゅ）
花色／桃・緑。佐渡産大輪複色の堂々とした一級
品。緑色の美しさを持つ人気銘花。

266 大閤大閤（たいこう）（たいこう）
花色／赤・緑。大輪で色合も美しい花。「扇景」、
「華々山」等の兄弟株と思われる。

267 大黒舞大黒舞（だいこくまい）（だいこくまい）
花色／紫複色。早くから知られる人気銘花。
「天剣」の坪兄弟と言われる。¥10,000 ¥10,000 ¥8,000 ¥8,000

268 大紫峰大紫峰（だいしほう）（だいしほう）
花色／紫。中輪、早くからの銘花で底白の
抜けの美しい品種、強健。

269 大寿春大寿春（だいじゅしゅん）（だいじゅしゅん）
花色／赤。大輪、剣弁の覆輪咲タイプの美
花。

270 大呂庵大呂庵（だいろあん）（だいろあん）
大輪で全体に和らいだ雰囲気の美しさを見
せる。

271 妙華妙華（たえか）（たえか）
花色／赤。中輪、やや覆輪状に咲く美しい
強健種。¥3,000 ¥10,000 ¥8,000 ¥2,000

272 玉紫艶玉紫艶（たましえん）（たましえん）
花色／紫。上品な色合いと花容が調和した
秀花。

273 玉虫玉虫（たまむし）（たまむし）
早くから知られる美しい花色の人気品種。

274 玉紫玉紫（たまむらさき）（たまむらさき）
花色／紫。大輪で美しい花色が魅力的な佐
渡産銘花。

275 丹渓丹渓（たんけい）（たんけい）
花色／紫。風格ある重厚な花容と美しい花色
が調和した実生新花。登録銘花。¥10,000 ¥8,000 ¥10,000 ¥70,000

276 遅恋遅恋（ちれん）（ちれん）
花色／赤。緑帯びた濃赤で次第に覆輪系に
変わる。独特のムードを持つ。

277 紬の里紬の里（つむぎのさと）（つむぎのさと）
花色／紫青。「越後紬」の兄弟株。色合は青味が
勝り幾分男性的な花容。登録銘花。

278 鶴の化身鶴の化身（つるのけしん）（つるのけしん）
花色／赤。巨大輪円弁、赤系色合と花形の良さを
合せ持つ豪華な花弁で屈指の銘花。

279 帝華帝華（ていか）（ていか）
佐渡産の人気品種。強健。

¥5,000 ¥30,000 ¥10,000 ¥4,000
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千重咲

336 夕鶴夕鶴（ゆうづる）（ゆうづる）
花色／ピンク。佐渡の代表銘花。千重咲の美
しさを世に知らしめた功績は高い。

337 優等星優等星（ゆうとうせい）（ゆうとうせい）
花色／赤。紅星と兄弟木の美しい人気種。

338 夕凪夕凪（ゆうなぎ）（ゆうなぎ）
花色／複色。迫力と美しさを兼ね備えた逸品。坪
兄弟に類似品があるが本芸が最高。

339 夕暁夕暁（ゆうやけ）（ゆうやけ）
花色／複色。複色の人気品種。第５回全国大会
農林水産大臣賞。重厚な美しさ。¥3,000 ¥25,000 ¥8,000 ¥10,000

328 夜寿良枝夜寿良枝（やすらぎ）（やすらぎ）
花色／紫複色。上品な色合いと花容で人気
急上昇。

329 大和大和（やまと）（やまと）
花色／複色。端正な花形と美しい色合が絶妙な逸
品。第一回大会銀賞受賞の実力派。

330 山彦山彦（やまびこ）（やまびこ）
花色／複色。佐渡山系には複色花を生み出す遺
伝子のグループがあるようです。

331 弥生の光弥生の光（やよいのひかり）（やよいのひかり）
北陸の人気銘花。調和の取れた美しい原種。

¥12,000 ¥8,000 ¥10,000 ¥6,000

348 涼月涼月（りょうげつ）（りょうげつ）
花色／紫。白覆輪系の美しい秀花。

349 緑星華緑星華（りょくせいか）（りょくせいか）
花色／白。門外不出の別名もある青軸系の
複色人気種。

350 緑桃緑桃（りょくとう）（りょくとう）
花色／桃。大輪と華やかな花色が美しく調
和した佐渡産銘花。

351 蓮月蓮月（れんげつ）（れんげつ）
花色／紫紅。一言で言えばワインレッド。
花形と色合の良い別格品。¥25,000 ¥4,000 ¥8,000 ¥8,000

332 幽艶幽艶（ゆうえん）（ゆうえん）
花色／赤。美しい花色の大輪崎人気銘花。

333 幽玄幽玄（ゆうげん）（ゆうげん）
花色／複色。渋い味わいの色調が面白い。年によ
り全体茶褐色に緑が入る事もある。

334 幽愁幽愁（ゆうしゅう）（ゆうしゅう）
花色／紫。数々の受賞歴を誇る三段千重咲
の人気種。

335 友情友情（ゆうじょう）（ゆうじょう）
花色／紫。花型良く覆輪咲の色合も美しい
バランスのとれた銘花。¥50,000 ¥10,000 拝　答 ¥5,000

340 雪紬雪紬（ゆきつむぎ）（ゆきつむぎ）
花色／紫。大輪の円弁花。個性的な色合い
のグラデーションが美しい。

341 雪童雪童（ゆきわらべ）（ゆきわらべ）
花色／白緑。白に中心緑が濃く入り良く目立つ。
小振の花だが、可愛らしい秀品。

342 夢扇夢扇（ゆめおうぎ）（ゆめおうぎ）
花色／赤。この美しさは現物を見ないと語れない。一
種独特の雰囲気で、人気の高い銘花。

343 陽光陽光（ようこう）（ようこう）
花色／赤桃。西山山系での発見より年を経
るが、今だに稀少。¥30,000 ¥3,500 ¥8,000 ¥12,000

344 来福来福（らいふく）（らいふく）
花色／濃桃。濃桃覆輪の美しい個体で華や
かさを感じさせる最新花。

345 乱紫峰乱紫峰（らんしほう）（らんしほう）
花色／紫。中心緑色を帯びる三段弁状とな
る事が多い。

346 利休利休（りきゅう）（りきゅう）
花色／緑。濃緑の色合で千重、三段と咲分
ける珍稀品。強健繁殖良し。

347 龍神龍神（りゅうじん）（りゅうじん）
花色／紫・緑。正形端正な花容に緑を混え
る美しい不思議な色合である。¥8,000 ¥3,000 ¥3,000 ¥8,000

18 雪割草の部

304 雛桜雛桜（ひなざくら）（ひなざくら）
花色／赤。赤色大輪の美しい剣弁咲。早咲
種。

305 緋牡丹緋牡丹（ひぼたん）（ひぼたん）
花色／サーモン赤。人気銘花。「花比べ」の兄弟実
生でこちらは色合の良さで知られる。

306 藤牡丹藤牡丹（ふじぼたん）（ふじぼたん）
花色／藤。大輪、すべての花弁が丸く整う
円弁代表花。誠に上品な花容。

307 紅おけさ紅おけさ（べにおけさ）（べにおけさ）
花色／赤。色の濃さですっかり有名になりま
した。¥10,000 ¥8,000 ¥10,000 ¥8,000

308 紅珊瑚紅珊瑚（べにさんご）（べにさんご）
花色／赤。「紅真珠」「島の恋」等の呼び名が有ったが、第３回大
会にて銘花登録した。別格濃赤銘花の人気種。

309 紅真珠紅真珠（べにしんじゅ）（べにしんじゅ）
花色／赤。濃赤丸弁花で中心の白い抜けが
美しい美麗種。

310 紅月紅月（べにづき）（べにづき）
花色／赤。初期に発表された濃赤秀品で色合、花
容共に素晴らしく、未だに数少ない。

311 紅流恋紅流恋（べにはぐれ）（べにはぐれ）
花色／複色。上作で出せば必ず入賞。このような
明るい美しさを持つ複色花は珍しい。¥15,000 ¥4,000 ¥8,000 ¥10,000

312 紅牡丹紅牡丹（べにぼたん）（べにぼたん）
スダレ系濃赤覆輪の秀花。全国大会銀賞。

313 宝冠宝冠（ほうかん）（ほうかん）
花色／藤。淡く美しい色合は花形の良さと重っ
て上品な美しさを見せてくれる。

314 星明り星明り（ほしあかり）（ほしあかり）
花色／ピンク。白に淡くピンクのスジが入る、
まことに可愛い佳品。

315 毬鈴毬鈴（まりりん）（まりりん）
花色／桃。面白い名前だが花容のしっかり
した美しい色合の秀花。拝　答 ¥4,000 ¥2,000 ¥10,000

316 帝帝（みかど）（みかど）
花色／赤。濃赤に白く抜けた月の部分の大き
い、色対比と花形の良い秀花。

317 御幸御幸（みゆき）（みゆき）
花色／紫。底白の美しい円弁花で、早くか
ら定評のある銘花。

318 妙春妙春（みょうしゅん）（みょうしゅん）
花色／藤桃。大輪、正形。底が白く大きく
抜けて美しいおだやかな銘花。

319 妙翔妙翔（みょうしょう）（みょうしょう）
花色／赤。色、形、共に定評のある美しい
佐渡の銘花。¥10,000 ¥10,000 ¥5,000 ¥10,000

320 叢雲叢雲（むらぐも）（むらぐも）
花色／白。白に緑の上品な色合が調和した
美しい佳品。

321 紫式部紫式部（むらさきしきぶ）（むらさきしきぶ）
花色／紫。大輪、外弁紫、中段緑、白と美しい色
合を見せる。女性的な美しさの銘花。

322 紫真珠紫真珠（むらさきしんじゅ）（むらさきしんじゅ）
花色／紫。色合の美しい佐渡産人気銘花。

323 紫帝紫帝（むらさきみかど）（むらさきみかど）
花色／紫。佐渡の新花で「帝」の紫版。美しさにお
いては正に両者共、おひな様的な魅力。¥3,000 ¥4,000 ¥5,000 ¥12,000

324 村正村正（むらまさ）（むらまさ）
花色／白。中心線帯びる白花種で強健。

325 恵恵（めぐみ）（めぐみ）
花色／紫・緑。大輪花ではないが色調のバランス
のとれた美しい花。見飽きない逸品。

326 愛姫愛姫（めごひめ）（めごひめ）
花色／白底赤。白色大輪花。満開時、中心を紅
色に染める丹頂咲の稀貴品。遅咲。

327 桃太夫桃太夫（ももだゆう）（ももだゆう）
大輪のピンク複色花。佐渡産の名花。

¥2,000 ¥10,000 ¥4,000 ¥12,000
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千重咲

336 夕鶴夕鶴（ゆうづる）（ゆうづる）
花色／ピンク。佐渡の代表銘花。千重咲の美
しさを世に知らしめた功績は高い。

337 優等星優等星（ゆうとうせい）（ゆうとうせい）
花色／赤。紅星と兄弟木の美しい人気種。

338 夕凪夕凪（ゆうなぎ）（ゆうなぎ）
花色／複色。迫力と美しさを兼ね備えた逸品。坪
兄弟に類似品があるが本芸が最高。

339 夕暁夕暁（ゆうやけ）（ゆうやけ）
花色／複色。複色の人気品種。第５回全国大会
農林水産大臣賞。重厚な美しさ。¥3,000 ¥25,000 ¥8,000 ¥10,000

328 夜寿良枝夜寿良枝（やすらぎ）（やすらぎ）
花色／紫複色。上品な色合いと花容で人気
急上昇。

329 大和大和（やまと）（やまと）
花色／複色。端正な花形と美しい色合が絶妙な逸
品。第一回大会銀賞受賞の実力派。

330 山彦山彦（やまびこ）（やまびこ）
花色／複色。佐渡山系には複色花を生み出す遺
伝子のグループがあるようです。

331 弥生の光弥生の光（やよいのひかり）（やよいのひかり）
北陸の人気銘花。調和の取れた美しい原種。

¥12,000 ¥8,000 ¥10,000 ¥6,000

348 涼月涼月（りょうげつ）（りょうげつ）
花色／紫。白覆輪系の美しい秀花。

349 緑星華緑星華（りょくせいか）（りょくせいか）
花色／白。門外不出の別名もある青軸系の
複色人気種。

350 緑桃緑桃（りょくとう）（りょくとう）
花色／桃。大輪と華やかな花色が美しく調
和した佐渡産銘花。

351 蓮月蓮月（れんげつ）（れんげつ）
花色／紫紅。一言で言えばワインレッド。
花形と色合の良い別格品。¥25,000 ¥4,000 ¥8,000 ¥8,000

332 幽艶幽艶（ゆうえん）（ゆうえん）
花色／赤。美しい花色の大輪崎人気銘花。

333 幽玄幽玄（ゆうげん）（ゆうげん）
花色／複色。渋い味わいの色調が面白い。年によ
り全体茶褐色に緑が入る事もある。

334 幽愁幽愁（ゆうしゅう）（ゆうしゅう）
花色／紫。数々の受賞歴を誇る三段千重咲
の人気種。

335 友情友情（ゆうじょう）（ゆうじょう）
花色／紫。花型良く覆輪咲の色合も美しい
バランスのとれた銘花。¥50,000 ¥10,000 拝　答 ¥5,000

340 雪紬雪紬（ゆきつむぎ）（ゆきつむぎ）
花色／紫。大輪の円弁花。個性的な色合い
のグラデーションが美しい。

341 雪童雪童（ゆきわらべ）（ゆきわらべ）
花色／白緑。白に中心緑が濃く入り良く目立つ。
小振の花だが、可愛らしい秀品。

342 夢扇夢扇（ゆめおうぎ）（ゆめおうぎ）
花色／赤。この美しさは現物を見ないと語れない。一
種独特の雰囲気で、人気の高い銘花。

343 陽光陽光（ようこう）（ようこう）
花色／赤桃。西山山系での発見より年を経
るが、今だに稀少。¥30,000 ¥3,500 ¥8,000 ¥12,000

344 来福来福（らいふく）（らいふく）
花色／濃桃。濃桃覆輪の美しい個体で華や
かさを感じさせる最新花。

345 乱紫峰乱紫峰（らんしほう）（らんしほう）
花色／紫。中心緑色を帯びる三段弁状とな
る事が多い。

346 利休利休（りきゅう）（りきゅう）
花色／緑。濃緑の色合で千重、三段と咲分
ける珍稀品。強健繁殖良し。

347 龍神龍神（りゅうじん）（りゅうじん）
花色／紫・緑。正形端正な花容に緑を混え
る美しい不思議な色合である。¥8,000 ¥3,000 ¥3,000 ¥8,000

18 雪割草の部

304 雛桜雛桜（ひなざくら）（ひなざくら）
花色／赤。赤色大輪の美しい剣弁咲。早咲
種。

305 緋牡丹緋牡丹（ひぼたん）（ひぼたん）
花色／サーモン赤。人気銘花。「花比べ」の兄弟実
生でこちらは色合の良さで知られる。

306 藤牡丹藤牡丹（ふじぼたん）（ふじぼたん）
花色／藤。大輪、すべての花弁が丸く整う
円弁代表花。誠に上品な花容。

307 紅おけさ紅おけさ（べにおけさ）（べにおけさ）
花色／赤。色の濃さですっかり有名になりま
した。¥10,000 ¥8,000 ¥10,000 ¥8,000

308 紅珊瑚紅珊瑚（べにさんご）（べにさんご）
花色／赤。「紅真珠」「島の恋」等の呼び名が有ったが、第３回大
会にて銘花登録した。別格濃赤銘花の人気種。

309 紅真珠紅真珠（べにしんじゅ）（べにしんじゅ）
花色／赤。濃赤丸弁花で中心の白い抜けが
美しい美麗種。

310 紅月紅月（べにづき）（べにづき）
花色／赤。初期に発表された濃赤秀品で色合、花
容共に素晴らしく、未だに数少ない。

311 紅流恋紅流恋（べにはぐれ）（べにはぐれ）
花色／複色。上作で出せば必ず入賞。このような
明るい美しさを持つ複色花は珍しい。¥15,000 ¥4,000 ¥8,000 ¥10,000

312 紅牡丹紅牡丹（べにぼたん）（べにぼたん）
スダレ系濃赤覆輪の秀花。全国大会銀賞。

313 宝冠宝冠（ほうかん）（ほうかん）
花色／藤。淡く美しい色合は花形の良さと重っ
て上品な美しさを見せてくれる。

314 星明り星明り（ほしあかり）（ほしあかり）
花色／ピンク。白に淡くピンクのスジが入る、
まことに可愛い佳品。

315 毬鈴毬鈴（まりりん）（まりりん）
花色／桃。面白い名前だが花容のしっかり
した美しい色合の秀花。拝　答 ¥4,000 ¥2,000 ¥10,000

316 帝帝（みかど）（みかど）
花色／赤。濃赤に白く抜けた月の部分の大き
い、色対比と花形の良い秀花。

317 御幸御幸（みゆき）（みゆき）
花色／紫。底白の美しい円弁花で、早くか
ら定評のある銘花。

318 妙春妙春（みょうしゅん）（みょうしゅん）
花色／藤桃。大輪、正形。底が白く大きく
抜けて美しいおだやかな銘花。

319 妙翔妙翔（みょうしょう）（みょうしょう）
花色／赤。色、形、共に定評のある美しい
佐渡の銘花。¥10,000 ¥10,000 ¥5,000 ¥10,000

320 叢雲叢雲（むらぐも）（むらぐも）
花色／白。白に緑の上品な色合が調和した
美しい佳品。

321 紫式部紫式部（むらさきしきぶ）（むらさきしきぶ）
花色／紫。大輪、外弁紫、中段緑、白と美しい色
合を見せる。女性的な美しさの銘花。

322 紫真珠紫真珠（むらさきしんじゅ）（むらさきしんじゅ）
花色／紫。色合の美しい佐渡産人気銘花。

323 紫帝紫帝（むらさきみかど）（むらさきみかど）
花色／紫。佐渡の新花で「帝」の紫版。美しさにお
いては正に両者共、おひな様的な魅力。¥3,000 ¥4,000 ¥5,000 ¥12,000

324 村正村正（むらまさ）（むらまさ）
花色／白。中心線帯びる白花種で強健。

325 恵恵（めぐみ）（めぐみ）
花色／紫・緑。大輪花ではないが色調のバランス
のとれた美しい花。見飽きない逸品。

326 愛姫愛姫（めごひめ）（めごひめ）
花色／白底赤。白色大輪花。満開時、中心を紅
色に染める丹頂咲の稀貴品。遅咲。

327 桃太夫桃太夫（ももだゆう）（ももだゆう）
大輪のピンク複色花。佐渡産の名花。

¥2,000 ¥10,000 ¥4,000 ¥12,000
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371 孔雀王孔雀王（くじゃくおう）（くじゃくおう）
整形完璧な花容に緑の玉斑が美しく入る美
麗品種。

372 黒太陽黒太陽（くろたいよう）（くろたいよう）
花色／白複色。三段弁の黒味帯びた色合が魅力的な４元交配の
実生最新花。ここまでの色合はあまりない。

373 紅麗紅麗（こうれい） （こうれい） 
早くから知られる人気品種。雄親としても
優秀な個体です。

374 小鬼小鬼（こおに）（こおに）
よく発達した花容を持ち、小輪多花性の賑
やかな強健種。¥100,000 ¥10,000

NEW

¥5,000 ¥4,000

355 泉泉（いずみ）（いずみ）
花色／紫。唐子咲と三段咲の特性を合わせ持った
ユニークな個体。交配親として評判。

356 磯の春磯の春（いそのはる）（いそのはる）
佐渡産の素心無毛の三段咲珍種。

357 雲楼雲楼（うんろう）（うんろう）
花色／ピンク。内弁大輪の豊かな花容に赤の絞り咲。
気品を漂わせるあでやかな美麗種。

358 狄の華狄の華（えびすのはな）（えびすのはな）
花色／赤。色の良さで早くから知られる佐
渡産銘花。¥20,000 ¥30,000 ¥12,000 ¥8,000

352 赤鬼赤鬼（あかおに）（あかおに）
花色／赤。三段弁の中心迄完全に開く稀に見る
逸品。佐渡産三段咲の代表銘花。

353 旭獅子旭獅子（あさひじし）（あさひじし）
花色／ピンク。緑の三段弁が鋭く開く美しい北陸産
の銘花。植替を必ず行ってください。

354 飛鳥飛鳥（あすか）（あすか）
花色／紫。濃紫に緑の三段弁の色対比と花容の良
さとで早くから知られた代表銘花。¥30,000 ¥5,000 ¥10,000

359 王様王様（おうさま）（おうさま）
花色／赤。花粉を出し易い事から交配親と
しても人気が高い佐渡産の銘花。

360 鶯梅鶯梅（おうばい）（おうばい）
花色／緑。複色系緑弁八重咲の個性的な花容で珍
しさと美しさの良く調和した逸品。

361 桜鈴桜鈴（おうりん）（おうりん）
花色／桃。大輪、三段咲らしさを保ちながら、
華やかな美しさを見せる実生新花。

362 赫夜姫赫夜姫（かぐやひめ）（かぐやひめ）
花色／赤。濃赤大輪の目の覚める様な逸品。
華やかさこの上もない銘花。¥8,000 ¥12,000 ¥8,000 ¥8,000

363 花神花神（かしん）（かしん）
花色／赤。銘花「緑閃光」の兄弟と言われる北陸の
銘花。三段弁の緑色が印象に残る秀品。

364 景虎景虎（かげとら）（かげとら）
三段弁の美しい、色対比の良さで知られて
います。

365 蜉蝣蜉蝣（かげろう）（かげろう）
早くから発見された強健種

366 菊翠菊翠（きくすい）（きくすい）
花色／紫。花形の良いピンクの花弁に緑の三段弁
が良く発達した美しい北陸産の秀品。¥5,000 ¥5,000 ¥2,000 ¥5,000

367 貴宝冠貴宝冠（きほうかん）（きほうかん）
花色／紫。紫宝冠の兄弟木と言われる円弁
秀花。

368 行雲行雲（ぎょううん）（ぎょううん）
美しい花色で知られる僅少品種。

369 麒麟児麒麟児（きりんじ）（きりんじ）
花色／赤。迫力ある美しさを見せる。将来
楽しみ。

370 銀世界銀世界（ぎんせかい）（ぎんせかい）
花色／素心。完全素心の三段咲の野生種と
しては他に類例を見ない貴重種。¥30,000 ¥30,000 ¥40,000 ¥25,000
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その他　千重咲

青影（あおかげ）（あおかげ） ¥5,000
花色／紫。濃紫に少し緑帯びた特有の色合が落ち着きのある美しさを感じさせます。

遠州（えんしゅう）（えんしゅう） ¥25,000
花色／紫。咲出から満開までのうつろいには驚かされる。巨大輪。

遠雷（えんらい）（えんらい） ¥12,000
花色／赤。佐渡産特有のやや緑を帯びた色合。個性の強い秀品。

織姫（おりひめ）（おりひめ） ¥3,000
花色／ピンク。早くからの銘品。中心に緑を配し美しい花。

金彩（きんさい）（きんさい） ¥4,000
花色／紫。「春駒」と同坪で発見、一時弱らせ、ようやく増殖。

広楽（こうらく）（こうらく） ¥5,000
花色／紫。覆輪咲の美しい人気種。

越ノ春（こしのはる）（こしのはる） ¥2,000
花色／白。大輪、上作すると緑が乗る強健種。

古城（こじょう）（こじょう） ¥10,000
花色／紫覆輪。早くから知られる紫覆輪の人気銘花。

里の雪（さとのゆき）（さとのゆき） ¥3,000
花色／白。早くからの銘花。やや中心緑を帯びる中輪咲。

残雪（ざんせつ）（ざんせつ） ¥4,000
花色／白。大輪、豊かな花容。

紫蝶（しちょう）（しちょう） ¥3,000
花色／紫。紫色の千重咲としては作り易く増殖も良い。

酒天童子（しゅてんどうじ）（しゅてんどうじ） ¥5,000
花色／赤紫。古い品種で少し赤味を帯びた紫絞り。芸も安定している。

小白峰（しょうはくほう）（しょうはくほう） ¥3,000
花色／白。中輪、白色の強健種。

白雪姫（しらゆきひめ）（しらゆきひめ） ¥2,500
花色／白。青軸系の大輪花。やや色を含む。葉紋も美しい。

水中花（すいちゅうか）（すいちゅうか） ¥20,000
花色／紫絞り。珍しい絞り咲の美しい逸品。花形も良い。稀品。

酔白（すいはく）（すいはく） ¥2,000
花色／淡々桃。大輪、春の日を思わせるおだやかな花。

涼風（すずかぜ）（すずかぜ） ¥3,000
花色／桃。上品な色合いの強健種。

静山（せいざん）（せいざん） ¥12,000
花色／紫青。大輪、花茎直上性の濃いブルーの銘花。

清水（せいすい）（せいすい） ¥3,000
花色／紫。中輪、強健種。

千涯領（せんがいれい）（せんがいれい） ¥15,000
花色／桃複色。大和と混同されたこともあるが並べると違いがわかる。

千姫（せんひめ）（せんひめ） ¥4,000
花色／ピンク。やや小輪ながら千姫タイプと呼ばれる基本種となったかわいい銘花。

爽春（そうしゅん）（そうしゅん） ¥12,000
花色／桃。青軸、ピンクの稀種。花型も端正で色合も良く、このタイプの秀品。

大雪嶺（だいせつれい）（だいせつれい） ¥6,000
花色／紫。「天青」と同種。初期には弥彦の光等、様々に呼ばれていた。ＪＨＳ登録銘花。

大白峰（だいはくほう）（だいはくほう） ¥3,000
花色／白。大輪、花形の良い銘花。

竹笛（たけぶえ）（たけぶえ） ¥4,000
花色／桃・緑。大輪、中心部緑花を帯びた三段弁状となる個性的な花。

たまゆら ¥4,000
花色／紫。大輪の淡い紫にうっすらと緑を帯びるやさしげな佳品。強健。

手毬歌（てまりうた）（てまりうた） ¥5,000
花色／朱赤。個性的な濃色ダークサーモン系の色で人気が高い。

天剣（てんけん）（てんけん） ¥10,000
花色／紫緑。見事な正形円弁花で青紫に中程を緑に染める色調の美しい佳品。

藤宝（とうほう）（とうほう） ¥5,000
花色／紫。大輪、花弁の先端にスポットの入る端正な美花。

朱鷺（とき）（とき） ¥5,000
花色／複色。花形良く中心オレンジ帯びた赤褐色と花弁の調和が美しい。

日蓮（にちれん）（にちれん） ¥2,000
花色／白。中輪の強健種。やや菊葉系の葉芸を見せる。

白銀の舞（はくぎんのまい）（はくぎんのまい） ¥3,000
花色／白。大輪、中段を赤紫に彩る正形秀品。

白蝶（はくちょう）（はくちょう） ¥2,000
花色／白。古い品種ですが丈夫で作り易く、大株作りにも耐えます。

花占い（はなうらない）（はなうらない） ¥5,000
花色／複色。総包葉が多く花を取り巻く。中心の色合の変化も面白い。

華衣（はなごろも）（はなごろも） ¥8,000
花色／赤。早くから知られた人気品種で、緑を含んだ濃赤色の華やかな美しさを持つ。

春代鯉（はるよこい）（はるよこい） ¥6,000
花色／桃。よほど鯉好きな人の命銘か。花は個性的で大変美しい。

雛桜（ひなざくら）（ひなざくら） ¥20,000
花色／桃・緑。淡桃に若竹色を混じえる誠に優し気な美麗種。花形も良い佐渡産の佳品。

日の出（ひので）（ひので） ¥3,000
花色／複色。白地の中心に緑帯びたピンクの様な複雑な色合を重ねる銘花。

緋の海（ひのうみ）（ひのうみ） ¥6,000
花色／赤。北陸産濃赤千重咲の決定版。濃赤色が抜群の人気。

百万石（ひゃくまんごく）（ひゃくまんごく） ¥6,000
花色／赤。花形と色合の調和した堂々とした落着きのある美しさを見せる。

藤娘（ふじむすめ）（ふじむすめ） ¥2,000
花色／淡紫。小輪ながら繁殖良く可憐そのもの。

平成の輝（へいせいのかがやき）（へいせいのかがやき） ¥3,000
花色／赤。濃赤大輪の話題の銘花。やや遅咲の北陸産。

真澄（ますみ）（ますみ） ¥3,000
花色／淡青。淡色系の円弁秀品。上品この上ない。

真知子（まちこ）（まちこ） ¥8,000
花色／赤。やや小輪ながらサーモン系の独特な赤色が魅力的。円弁底白が可愛らしい。

都踊り（みやこおどり）（みやこおどり） ¥3,000
花色／ピンク。「夕鶴」と似るが年により段咲型の面白い芸を見せる。

明星（みょうじょう）（みょうじょう） ¥3,000
花色／白。大輪、咲出、ややベージュ帯びる正形花。

恵の蛍（めぐみのほたる）（めぐみのほたる） ¥4,000
花色／紫。品の良い紫青色で花形も良い。作り易く入門品種として最適。

夢工房（ゆめこうぼう）（ゆめこうぼう） ¥20,000
端正な花型と美しい複色花で知られる佐渡産の人気銘花。

良寛（りょうかん）（りょうかん） ¥5,000
花色／白。大輪、「夕鶴」の様な雰囲気を持つ上品な佳品。

緑映（りょくえい）（りょくえい） ¥8,000
花色／ピンク。「緑聖」と坪兄弟。青軸にトキ色の何とも言えない風情を持つ。

和音（わおん）（わおん） ¥8,000
花色／桃・緑。「千佳」タイプの美しい佳品で「扇景」や「千佳」の兄弟と言われる。

若駒（わかこま）（わかこま） ¥10,000
花色／複色。品の良い紫色の洒落た雰囲気の秀品。
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371 孔雀王孔雀王（くじゃくおう）（くじゃくおう）
整形完璧な花容に緑の玉斑が美しく入る美
麗品種。

372 黒太陽黒太陽（くろたいよう）（くろたいよう）
花色／白複色。三段弁の黒味帯びた色合が魅力的な４元交配の
実生最新花。ここまでの色合はあまりない。

373 紅麗紅麗（こうれい） （こうれい） 
早くから知られる人気品種。雄親としても
優秀な個体です。

374 小鬼小鬼（こおに）（こおに）
よく発達した花容を持ち、小輪多花性の賑
やかな強健種。¥100,000 ¥10,000

NEW

¥5,000 ¥4,000

355 泉泉（いずみ）（いずみ）
花色／紫。唐子咲と三段咲の特性を合わせ持った
ユニークな個体。交配親として評判。

356 磯の春磯の春（いそのはる）（いそのはる）
佐渡産の素心無毛の三段咲珍種。

357 雲楼雲楼（うんろう）（うんろう）
花色／ピンク。内弁大輪の豊かな花容に赤の絞り咲。
気品を漂わせるあでやかな美麗種。

358 狄の華狄の華（えびすのはな）（えびすのはな）
花色／赤。色の良さで早くから知られる佐
渡産銘花。¥20,000 ¥30,000 ¥12,000 ¥8,000

352 赤鬼赤鬼（あかおに）（あかおに）
花色／赤。三段弁の中心迄完全に開く稀に見る
逸品。佐渡産三段咲の代表銘花。

353 旭獅子旭獅子（あさひじし）（あさひじし）
花色／ピンク。緑の三段弁が鋭く開く美しい北陸産
の銘花。植替を必ず行ってください。

354 飛鳥飛鳥（あすか）（あすか）
花色／紫。濃紫に緑の三段弁の色対比と花容の良
さとで早くから知られた代表銘花。¥30,000 ¥5,000 ¥10,000

359 王様王様（おうさま）（おうさま）
花色／赤。花粉を出し易い事から交配親と
しても人気が高い佐渡産の銘花。

360 鶯梅鶯梅（おうばい）（おうばい）
花色／緑。複色系緑弁八重咲の個性的な花容で珍
しさと美しさの良く調和した逸品。

361 桜鈴桜鈴（おうりん）（おうりん）
花色／桃。大輪、三段咲らしさを保ちながら、
華やかな美しさを見せる実生新花。

362 赫夜姫赫夜姫（かぐやひめ）（かぐやひめ）
花色／赤。濃赤大輪の目の覚める様な逸品。
華やかさこの上もない銘花。¥8,000 ¥12,000 ¥8,000 ¥8,000

363 花神花神（かしん）（かしん）
花色／赤。銘花「緑閃光」の兄弟と言われる北陸の
銘花。三段弁の緑色が印象に残る秀品。

364 景虎景虎（かげとら）（かげとら）
三段弁の美しい、色対比の良さで知られて
います。

365 蜉蝣蜉蝣（かげろう）（かげろう）
早くから発見された強健種

366 菊翠菊翠（きくすい）（きくすい）
花色／紫。花形の良いピンクの花弁に緑の三段弁
が良く発達した美しい北陸産の秀品。¥5,000 ¥5,000 ¥2,000 ¥5,000

367 貴宝冠貴宝冠（きほうかん）（きほうかん）
花色／紫。紫宝冠の兄弟木と言われる円弁
秀花。

368 行雲行雲（ぎょううん）（ぎょううん）
美しい花色で知られる僅少品種。

369 麒麟児麒麟児（きりんじ）（きりんじ）
花色／赤。迫力ある美しさを見せる。将来
楽しみ。

370 銀世界銀世界（ぎんせかい）（ぎんせかい）
花色／素心。完全素心の三段咲の野生種と
しては他に類例を見ない貴重種。¥30,000 ¥30,000 ¥40,000 ¥25,000
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その他　千重咲

青影（あおかげ）（あおかげ） ¥5,000
花色／紫。濃紫に少し緑帯びた特有の色合が落ち着きのある美しさを感じさせます。

遠州（えんしゅう）（えんしゅう） ¥25,000
花色／紫。咲出から満開までのうつろいには驚かされる。巨大輪。

遠雷（えんらい）（えんらい） ¥12,000
花色／赤。佐渡産特有のやや緑を帯びた色合。個性の強い秀品。

織姫（おりひめ）（おりひめ） ¥3,000
花色／ピンク。早くからの銘品。中心に緑を配し美しい花。

金彩（きんさい）（きんさい） ¥4,000
花色／紫。「春駒」と同坪で発見、一時弱らせ、ようやく増殖。

広楽（こうらく）（こうらく） ¥5,000
花色／紫。覆輪咲の美しい人気種。

越ノ春（こしのはる）（こしのはる） ¥2,000
花色／白。大輪、上作すると緑が乗る強健種。

古城（こじょう）（こじょう） ¥10,000
花色／紫覆輪。早くから知られる紫覆輪の人気銘花。

里の雪（さとのゆき）（さとのゆき） ¥3,000
花色／白。早くからの銘花。やや中心緑を帯びる中輪咲。

残雪（ざんせつ）（ざんせつ） ¥4,000
花色／白。大輪、豊かな花容。

紫蝶（しちょう）（しちょう） ¥3,000
花色／紫。紫色の千重咲としては作り易く増殖も良い。

酒天童子（しゅてんどうじ）（しゅてんどうじ） ¥5,000
花色／赤紫。古い品種で少し赤味を帯びた紫絞り。芸も安定している。

小白峰（しょうはくほう）（しょうはくほう） ¥3,000
花色／白。中輪、白色の強健種。

白雪姫（しらゆきひめ）（しらゆきひめ） ¥2,500
花色／白。青軸系の大輪花。やや色を含む。葉紋も美しい。

水中花（すいちゅうか）（すいちゅうか） ¥20,000
花色／紫絞り。珍しい絞り咲の美しい逸品。花形も良い。稀品。

酔白（すいはく）（すいはく） ¥2,000
花色／淡々桃。大輪、春の日を思わせるおだやかな花。

涼風（すずかぜ）（すずかぜ） ¥3,000
花色／桃。上品な色合いの強健種。

静山（せいざん）（せいざん） ¥12,000
花色／紫青。大輪、花茎直上性の濃いブルーの銘花。

清水（せいすい）（せいすい） ¥3,000
花色／紫。中輪、強健種。

千涯領（せんがいれい）（せんがいれい） ¥15,000
花色／桃複色。大和と混同されたこともあるが並べると違いがわかる。

千姫（せんひめ）（せんひめ） ¥4,000
花色／ピンク。やや小輪ながら千姫タイプと呼ばれる基本種となったかわいい銘花。

爽春（そうしゅん）（そうしゅん） ¥12,000
花色／桃。青軸、ピンクの稀種。花型も端正で色合も良く、このタイプの秀品。

大雪嶺（だいせつれい）（だいせつれい） ¥6,000
花色／紫。「天青」と同種。初期には弥彦の光等、様々に呼ばれていた。ＪＨＳ登録銘花。

大白峰（だいはくほう）（だいはくほう） ¥3,000
花色／白。大輪、花形の良い銘花。

竹笛（たけぶえ）（たけぶえ） ¥4,000
花色／桃・緑。大輪、中心部緑花を帯びた三段弁状となる個性的な花。

たまゆら ¥4,000
花色／紫。大輪の淡い紫にうっすらと緑を帯びるやさしげな佳品。強健。

手毬歌（てまりうた）（てまりうた） ¥5,000
花色／朱赤。個性的な濃色ダークサーモン系の色で人気が高い。

天剣（てんけん）（てんけん） ¥10,000
花色／紫緑。見事な正形円弁花で青紫に中程を緑に染める色調の美しい佳品。

藤宝（とうほう）（とうほう） ¥5,000
花色／紫。大輪、花弁の先端にスポットの入る端正な美花。

朱鷺（とき）（とき） ¥5,000
花色／複色。花形良く中心オレンジ帯びた赤褐色と花弁の調和が美しい。

日蓮（にちれん）（にちれん） ¥2,000
花色／白。中輪の強健種。やや菊葉系の葉芸を見せる。

白銀の舞（はくぎんのまい）（はくぎんのまい） ¥3,000
花色／白。大輪、中段を赤紫に彩る正形秀品。

白蝶（はくちょう）（はくちょう） ¥2,000
花色／白。古い品種ですが丈夫で作り易く、大株作りにも耐えます。

花占い（はなうらない）（はなうらない） ¥5,000
花色／複色。総包葉が多く花を取り巻く。中心の色合の変化も面白い。

華衣（はなごろも）（はなごろも） ¥8,000
花色／赤。早くから知られた人気品種で、緑を含んだ濃赤色の華やかな美しさを持つ。

春代鯉（はるよこい）（はるよこい） ¥6,000
花色／桃。よほど鯉好きな人の命銘か。花は個性的で大変美しい。

雛桜（ひなざくら）（ひなざくら） ¥20,000
花色／桃・緑。淡桃に若竹色を混じえる誠に優し気な美麗種。花形も良い佐渡産の佳品。

日の出（ひので）（ひので） ¥3,000
花色／複色。白地の中心に緑帯びたピンクの様な複雑な色合を重ねる銘花。

緋の海（ひのうみ）（ひのうみ） ¥6,000
花色／赤。北陸産濃赤千重咲の決定版。濃赤色が抜群の人気。

百万石（ひゃくまんごく）（ひゃくまんごく） ¥6,000
花色／赤。花形と色合の調和した堂々とした落着きのある美しさを見せる。

藤娘（ふじむすめ）（ふじむすめ） ¥2,000
花色／淡紫。小輪ながら繁殖良く可憐そのもの。

平成の輝（へいせいのかがやき）（へいせいのかがやき） ¥3,000
花色／赤。濃赤大輪の話題の銘花。やや遅咲の北陸産。

真澄（ますみ）（ますみ） ¥3,000
花色／淡青。淡色系の円弁秀品。上品この上ない。

真知子（まちこ）（まちこ） ¥8,000
花色／赤。やや小輪ながらサーモン系の独特な赤色が魅力的。円弁底白が可愛らしい。

都踊り（みやこおどり）（みやこおどり） ¥3,000
花色／ピンク。「夕鶴」と似るが年により段咲型の面白い芸を見せる。

明星（みょうじょう）（みょうじょう） ¥3,000
花色／白。大輪、咲出、ややベージュ帯びる正形花。

恵の蛍（めぐみのほたる）（めぐみのほたる） ¥4,000
花色／紫。品の良い紫青色で花形も良い。作り易く入門品種として最適。

夢工房（ゆめこうぼう）（ゆめこうぼう） ¥20,000
端正な花型と美しい複色花で知られる佐渡産の人気銘花。

良寛（りょうかん）（りょうかん） ¥5,000
花色／白。大輪、「夕鶴」の様な雰囲気を持つ上品な佳品。

緑映（りょくえい）（りょくえい） ¥8,000
花色／ピンク。「緑聖」と坪兄弟。青軸にトキ色の何とも言えない風情を持つ。

和音（わおん）（わおん） ¥8,000
花色／桃・緑。「千佳」タイプの美しい佳品で「扇景」や「千佳」の兄弟と言われる。

若駒（わかこま）（わかこま） ¥10,000
花色／複色。品の良い紫色の洒落た雰囲気の秀品。
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三段咲

415 春衣春衣（はるごろも）（はるごろも）
花色／淡桃。淡いピンクのおとなしい花容で
あるが、三段弁も良く開き美しい。

416 春車菊春車菊（はるしゃぎく）（はるしゃぎく）
花色／紫。大輪正形の落着きのある花容が好まし
く、色合も上品なマニア好みの佳品。

417 緋炎緋炎（ひえん） （ひえん） 
青軸無毛のスダレ系濃色三段咲の美麗珍貴
種です。

418 飛天飛天（ひてん）（ひてん）
花色／紫・緑。花型、芸共に調和した定評
のある品。¥3,000 ¥12,000

NEW

拝　答 ¥6,000

399 玉孔雀玉孔雀（たまくじゃく）（たまくじゃく）
花色／白。緑～ピンクを帯びた玉斑が形の良い
花弁に浮出る様は一見の価値あり。

400 跳珠跳珠（ちょうしゅ）（ちょうしゅ）
花色／赤。赤色大輪咲の人気銘花。全体的に迫
力を感じさせる。交配親にも人気。

401 照姫照姫（てるひめ）（てるひめ）
花色／ピンク。丸い花弁の可愛らしさと色調
の美しさを調和した実生新花。

402 天山天山（てんざん）（てんざん）
花色／ピンク。大輪、三段弁の発達は驚く程
で、全体のバランスも良い秀品。¥4,000 ¥50,000 ¥5,000 ¥5,000

419 平城の里平城の里（ひらじょうのさと）（ひらじょうのさと）
花色／桃。発見の新しい花だが個性的な芸が将来性を思わせる。色
合、芸、共にバランスのとれた佐渡の最新銘花。

420 風神風神（ふうじん）（ふうじん）
花色／赤。鮮紅色の三段弁が美しい華やか
な最新花。

421 福包福包（ふくづつみ）（ふくづつみ）
面白い雰囲気をもつ交配種。個性的な魅力。

422 紅孔雀紅孔雀（べにくじゃく）（べにくじゃく）
花色／紫。早くから知られる人気銘花。円
弁正形の端正な花容が美しい。¥20,000 ¥30,000 ¥5,000 ¥5,000

403 天寿天寿（てんじゅ）（てんじゅ）
花色／濃桃。明るい濃桃～赤色の美しい個
体。華やかさが身上の人気銘花。

404 天心天心（てんしん）（てんしん）
花色／赤。早くに発見された個性的な美し
さを見せる秀花。

405 天馬天馬（てんま）（てんま）
花色／赤。佐渡の親木として知られる種馬
からうまれた美しい人気銘花。

406 透翠透翠（とうすい）（とうすい）
花色／白。三段弁の複色の美しさが抜群。

¥4,000 ¥12,000 ¥70,000 ¥10,000

407 踏青踏青（とうせい）（とうせい）
花色／桃・緑。三段弁のこれほど美しい緑色も少ない。淡い
花弁との調和も美しい。交配実生最新花。

408 桃鈴桃鈴（とうりん）（とうりん）
花色／桃。三段弁の発達は類を見ぬ見事さ。花色、
花弁共にバランスのとれた銘花。

409 白牡丹白牡丹（はくぼたん）（はくぼたん）
花色／白。素心三段咲秀品。花型、三段咲
弁の発達ともに申し分ない。

410 羽衣羽衣（はごろも）（はごろも）
花色／赤覆輪。赤覆輪の美しい個体。花形も良
く華やかな雰囲気を感じさせる。¥20,000 ¥8,000 ¥20,000 ¥20,000

411 初美仙初美仙（はつびせん）（はつびせん）
花色／紫。紫色に鮮やかな若竹色が見事に調和し、舞い上る
様である。第４回全国大会農林水産大臣賞。

412 花暦花暦（はなごよみ）（はなごよみ）
花色／桃。美しく又やさしさの感じられる花。
弁先に緑を残し桜弁状となる佳品。

413 遥遥（はるか）（はるか）
花色／紫。紫の花弁に緑の三段弁が良く広がり、
嫌味の無い悠然とした花容を見せる。

414 春霞春霞（はるがすみ）（はるがすみ）
花色／桃。華やかな美しさを見せる新花秀
品。¥8,000 ¥5,000 ¥3,000 ¥50,000
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395 青嵐青嵐（せいらん）（せいらん）
花色／紫。色、形、共にバランスの良い秀品。
花粉が出易く、交配親として人気。

396 雪月花雪月花（せつげつか）（せつげつか）
面白いナデシコ弁で先端に入る緑色が個性
的。

397 雪紅冠雪紅冠（せっこうかん） （せっこうかん） 
赤色白覆輪の稀な美しさの最新花です。花
粉も期待が。

398 伊達錦伊達錦（だてにしき）（だてにしき）
花色／紫紋り。青軸紫地合絞りの咲分珍種。
全国大会銀賞受賞。¥8,000 ¥5,000

NEW

¥30,000 ¥20,000

383 春曲春曲（しゅんきょく）（しゅんきょく）
花色／桃。濃色ではないが大変美しい色調。
咲くほどに美しさを増す花。

384 春風春風（しゅんぷう） （しゅんぷう） 
美しい花色の早咲種で、早くから知られる
人気品種です。

385 松園松園（しょうえん）（しょうえん）
花色／紫。大輪、花形の整った秀品。三段弁は黄
緑で重厚な感じがする。西山山系産。

386 松月松月（しょうげつ）（しょうげつ）
花色／紫。交配実生新花。花型端正で三段弁の発
達も良く色合共、見飽きしない秀品。¥20,000

NEW

¥5,000 ¥3,000 ¥12,000

375 黒牡丹黒牡丹（こくぼたん）（こくぼたん）
よく発達した花容を持ち、小輪多花性の賑
やかな強健種。

376 薩摩薩摩（さつま）（さつま）
花色／赤。鮮やかな緑色の玉斑が出易く、
色対比の美しさが人目を引く。

377 佐渡の幻佐渡の幻（さどのまぼろし）（さどのまぼろし）
花色／紫。早くから銘花の誉高い人気種。第７
回全国大会、農林水産大臣賞。

378 侍侍（さむらい）（さむらい）
花色／紫。千重咲の部、三段咲の部の両方で受
賞した人気銘花。重厚な花芸は別格。¥10,000 ¥8,000 ¥50,000 拝　答

379 三彩三彩（さんさい）（さんさい）
花色／紫・緑。「彦神」系実生の選抜優良個体で
玉斑の個性的な美しさが素晴しい。

380 潮騒潮騒（しおさい）（しおさい）
花色／紫青。小輪、オシベ・メシベ共に未分化の
まま入り乱れ咲く面白い珍花。強健。

381 紫宝冠紫宝冠（しほうかん）（しほうかん）
花色／紫。原種ならではの色合の美しさと花形の
良さで早くから知られる人気銘花。

382 樹海樹海（じゅかい）（じゅかい）
花色／白緑。一見千種咲かと見られる程に
濃緑色の三段弁が発達している。¥10,000 ¥2,000 ¥30,000 ¥5,000

387 松輪松輪（しょうりん）（しょうりん）
早くから発見された強健種。

388 蜀紅錦蜀紅錦（しょっこうにしき）（しょっこうにしき）
花色／赤複色。個性的な色合と花形の良さが
調和した魅力的な実生最新花。

389 紫雷光紫雷光（しらいこう）（しらいこう）
花色／紫。早くから知られる佐渡産人気銘
花。

390 神鏡神鏡（しんきょう）（しんきょう）
花色／複色。円弁、ピンク帯びた地合色に緑の玉斑を
わずかに掛ける誠に上品な花容である。¥2,500 ¥30,000 ¥35,000 ¥3,000

391 翠嵐翠嵐（すいらん）（すいらん）
花色／白。素心三段の絞り咲。珍しいのみ
でなく花容も美しい。

392 酔竜酔竜（すいりゅう）（すいりゅう）
花色／桃。裏甲竜三段咲の珍品。花もなか
なか美しい。全国大会銀賞。

393 翠蓮翠蓮（すいれん）（すいれん）
花色／緑。緑弁花系の三段咲の中でも端正な美し
さを感じさせる。中心は良く開く。

394 墨衣墨衣（すみごろも）（すみごろも）
花色／赤。渋さと華やかさを併せ持った迫
力ある佳草。¥30,000 ¥50,000 ¥10,000 ¥20,000
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415 春衣春衣（はるごろも）（はるごろも）
花色／淡桃。淡いピンクのおとなしい花容で
あるが、三段弁も良く開き美しい。

416 春車菊春車菊（はるしゃぎく）（はるしゃぎく）
花色／紫。大輪正形の落着きのある花容が好まし
く、色合も上品なマニア好みの佳品。

417 緋炎緋炎（ひえん） （ひえん） 
青軸無毛のスダレ系濃色三段咲の美麗珍貴
種です。

418 飛天飛天（ひてん）（ひてん）
花色／紫・緑。花型、芸共に調和した定評
のある品。¥3,000 ¥12,000

NEW

拝　答 ¥6,000

399 玉孔雀玉孔雀（たまくじゃく）（たまくじゃく）
花色／白。緑～ピンクを帯びた玉斑が形の良い
花弁に浮出る様は一見の価値あり。

400 跳珠跳珠（ちょうしゅ）（ちょうしゅ）
花色／赤。赤色大輪咲の人気銘花。全体的に迫
力を感じさせる。交配親にも人気。

401 照姫照姫（てるひめ）（てるひめ）
花色／ピンク。丸い花弁の可愛らしさと色調
の美しさを調和した実生新花。

402 天山天山（てんざん）（てんざん）
花色／ピンク。大輪、三段弁の発達は驚く程
で、全体のバランスも良い秀品。¥4,000 ¥50,000 ¥5,000 ¥5,000

419 平城の里平城の里（ひらじょうのさと）（ひらじょうのさと）
花色／桃。発見の新しい花だが個性的な芸が将来性を思わせる。色
合、芸、共にバランスのとれた佐渡の最新銘花。

420 風神風神（ふうじん）（ふうじん）
花色／赤。鮮紅色の三段弁が美しい華やか
な最新花。

421 福包福包（ふくづつみ）（ふくづつみ）
面白い雰囲気をもつ交配種。個性的な魅力。

422 紅孔雀紅孔雀（べにくじゃく）（べにくじゃく）
花色／紫。早くから知られる人気銘花。円
弁正形の端正な花容が美しい。¥20,000 ¥30,000 ¥5,000 ¥5,000

403 天寿天寿（てんじゅ）（てんじゅ）
花色／濃桃。明るい濃桃～赤色の美しい個
体。華やかさが身上の人気銘花。

404 天心天心（てんしん）（てんしん）
花色／赤。早くに発見された個性的な美し
さを見せる秀花。

405 天馬天馬（てんま）（てんま）
花色／赤。佐渡の親木として知られる種馬
からうまれた美しい人気銘花。

406 透翠透翠（とうすい）（とうすい）
花色／白。三段弁の複色の美しさが抜群。

¥4,000 ¥12,000 ¥70,000 ¥10,000

407 踏青踏青（とうせい）（とうせい）
花色／桃・緑。三段弁のこれほど美しい緑色も少ない。淡い
花弁との調和も美しい。交配実生最新花。

408 桃鈴桃鈴（とうりん）（とうりん）
花色／桃。三段弁の発達は類を見ぬ見事さ。花色、
花弁共にバランスのとれた銘花。

409 白牡丹白牡丹（はくぼたん）（はくぼたん）
花色／白。素心三段咲秀品。花型、三段咲
弁の発達ともに申し分ない。

410 羽衣羽衣（はごろも）（はごろも）
花色／赤覆輪。赤覆輪の美しい個体。花形も良
く華やかな雰囲気を感じさせる。¥20,000 ¥8,000 ¥20,000 ¥20,000

411 初美仙初美仙（はつびせん）（はつびせん）
花色／紫。紫色に鮮やかな若竹色が見事に調和し、舞い上る
様である。第４回全国大会農林水産大臣賞。

412 花暦花暦（はなごよみ）（はなごよみ）
花色／桃。美しく又やさしさの感じられる花。
弁先に緑を残し桜弁状となる佳品。

413 遥遥（はるか）（はるか）
花色／紫。紫の花弁に緑の三段弁が良く広がり、
嫌味の無い悠然とした花容を見せる。

414 春霞春霞（はるがすみ）（はるがすみ）
花色／桃。華やかな美しさを見せる新花秀
品。¥8,000 ¥5,000 ¥3,000 ¥50,000

22 雪割草の部

395 青嵐青嵐（せいらん）（せいらん）
花色／紫。色、形、共にバランスの良い秀品。
花粉が出易く、交配親として人気。

396 雪月花雪月花（せつげつか）（せつげつか）
面白いナデシコ弁で先端に入る緑色が個性
的。

397 雪紅冠雪紅冠（せっこうかん） （せっこうかん） 
赤色白覆輪の稀な美しさの最新花です。花
粉も期待が。

398 伊達錦伊達錦（だてにしき）（だてにしき）
花色／紫紋り。青軸紫地合絞りの咲分珍種。
全国大会銀賞受賞。¥8,000 ¥5,000

NEW

¥30,000 ¥20,000

383 春曲春曲（しゅんきょく）（しゅんきょく）
花色／桃。濃色ではないが大変美しい色調。
咲くほどに美しさを増す花。

384 春風春風（しゅんぷう） （しゅんぷう） 
美しい花色の早咲種で、早くから知られる
人気品種です。

385 松園松園（しょうえん）（しょうえん）
花色／紫。大輪、花形の整った秀品。三段弁は黄
緑で重厚な感じがする。西山山系産。

386 松月松月（しょうげつ）（しょうげつ）
花色／紫。交配実生新花。花型端正で三段弁の発
達も良く色合共、見飽きしない秀品。¥20,000

NEW

¥5,000 ¥3,000 ¥12,000

375 黒牡丹黒牡丹（こくぼたん）（こくぼたん）
よく発達した花容を持ち、小輪多花性の賑
やかな強健種。

376 薩摩薩摩（さつま）（さつま）
花色／赤。鮮やかな緑色の玉斑が出易く、
色対比の美しさが人目を引く。

377 佐渡の幻佐渡の幻（さどのまぼろし）（さどのまぼろし）
花色／紫。早くから銘花の誉高い人気種。第７
回全国大会、農林水産大臣賞。

378 侍侍（さむらい）（さむらい）
花色／紫。千重咲の部、三段咲の部の両方で受
賞した人気銘花。重厚な花芸は別格。¥10,000 ¥8,000 ¥50,000 拝　答

379 三彩三彩（さんさい）（さんさい）
花色／紫・緑。「彦神」系実生の選抜優良個体で
玉斑の個性的な美しさが素晴しい。

380 潮騒潮騒（しおさい）（しおさい）
花色／紫青。小輪、オシベ・メシベ共に未分化の
まま入り乱れ咲く面白い珍花。強健。

381 紫宝冠紫宝冠（しほうかん）（しほうかん）
花色／紫。原種ならではの色合の美しさと花形の
良さで早くから知られる人気銘花。

382 樹海樹海（じゅかい）（じゅかい）
花色／白緑。一見千種咲かと見られる程に
濃緑色の三段弁が発達している。¥10,000 ¥2,000 ¥30,000 ¥5,000

387 松輪松輪（しょうりん）（しょうりん）
早くから発見された強健種。

388 蜀紅錦蜀紅錦（しょっこうにしき）（しょっこうにしき）
花色／赤複色。個性的な色合と花形の良さが
調和した魅力的な実生最新花。

389 紫雷光紫雷光（しらいこう）（しらいこう）
花色／紫。早くから知られる佐渡産人気銘
花。

390 神鏡神鏡（しんきょう）（しんきょう）
花色／複色。円弁、ピンク帯びた地合色に緑の玉斑を
わずかに掛ける誠に上品な花容である。¥2,500 ¥30,000 ¥35,000 ¥3,000

391 翠嵐翠嵐（すいらん）（すいらん）
花色／白。素心三段の絞り咲。珍しいのみ
でなく花容も美しい。

392 酔竜酔竜（すいりゅう）（すいりゅう）
花色／桃。裏甲竜三段咲の珍品。花もなか
なか美しい。全国大会銀賞。

393 翠蓮翠蓮（すいれん）（すいれん）
花色／緑。緑弁花系の三段咲の中でも端正な美し
さを感じさせる。中心は良く開く。

394 墨衣墨衣（すみごろも）（すみごろも）
花色／赤。渋さと華やかさを併せ持った迫
力ある佳草。¥30,000 ¥50,000 ¥10,000 ¥20,000



 雪割草の部 25

三段咲

447 若武者若武者（わかむしゃ）（わかむしゃ）
花色／紫。爽やかな色調の佐渡産人気種。

¥4,000

その他　三段咲

伊万里（いまり）（いまり） ¥8,000
花色／赤。赤色三段咲として、美しい花容が人気抜群の銘花。

越後獅子（えちごじし）（えちごじし） ¥8,000
花色／ピンク。作により色の濃淡がある。良く知られた代表的な銘品。

炎梅（えんばい）（えんばい） ¥30,000
花色／赤。濃赤の美しい花色が魅力的な美麗品。

麒麟（きりん）（きりん） ¥10,000
花色／緑。濃色ではないが良く整った花容が素晴らしい。佐渡の野生品。

黒耀（こくよう）（こくよう） ¥3,000
花色／紫。全体に黒味帯びた三段弁は、異彩な美しさを見せる。

残雪（ざんせつ）（ざんせつ） ¥5,000
花色／白。黄緑の三段弁は良くひらく。二段弁はややオシベのまま残る。

紫鏡（しきょう）（しきょう） ¥12,000
花色／紫。独特の渋味のある紫色の花弁に玉斑が大きく乗り、何とも言えぬ色合。

静香（しずか）（しずか） ¥8,000
花色／紫。紫の花弁と白味帯びた二段、三段弁との色対比も美しい佐渡の銘花。

寿紅（じゅこう）（じゅこう） ¥12,000
花色／赤紫。赤紫色の渋味のある重厚な花容。大輪で花形も良く、玄人好みの人気品。

春園（しゅんえん）（しゅんえん） ¥6,000
花色／桃。佐渡産の新花。明るい美しい花容でこれからの作上りに期待したい。

翠泉（すいせん）（すいせん） ¥8,000
花色／紫。黒姫山系。同坪銘花「菊翠」があり花形の点でこちらが勝るかと言うところ。

墨染（すみぞめ）（すみぞめ） ¥15,000
花色／桃。渋い色合のピンク地に黒味の強い玉斑系の墨をかける個性的な色合。

千代祝（ちよいわい）（ちよいわい） ¥20,000
花色／白／緑。白い円弁に鮮緑色の二段咲が実に美しい。人気銘花。

花鏡（はなかがみ）（はなかがみ） ¥15,000
花色／桃。あでやかな美しさ。三段弁良く開き発達する。色も上品な逸品。

彦神（ひこがみ）（ひこがみ） ¥8,000
花色／緑。珍しい緑弁紫覆輪の三段咲。中心の三段弁は良く発達する。

髭武者（ひげむしゃ）（ひげむしゃ） ¥5,000
花色／白。渋い迫力を持つ銘花。緑の玉斑は、兄弟株「玉孔雀」とは一味違った雰囲気。

福包（ふくづつみ）（ふくづつみ） ¥15,000
花色／紫。三段弁が外弁を覆うほどに伸長して異様な迫力。最新花。

緑麗（りょくれい）（りょくれい） ¥3,000
花色／淡桃。古くからある品種で目立つ花ではないが花粉親として利用価値が高い。

●その他の銘品はお問い合せ下さい。

24 雪割草の部

427 宝泉宝泉（ほうせん）（ほうせん）
花色／白。円弁で落着きのある花。花粉親
としても利用されている。

428 北極星北極星（ほっきょくせい）（ほっきょくせい）
白覆輪の安定した芸の別格人気品種。

429 万華鏡万華鏡（まんげきょう）（まんげきょう）
花色／複色。大輪、複雑な色合を持つ。虹の様な
不思議な美しさを持つ。稀に見る美花。

430 紫の上紫の上（むらさきのうえ）（むらさきのうえ）
美しい花色が印象的な優秀品種。

¥2,000 ¥30,000 ¥4,000 ¥50,000

423 紅獅子紅獅子（べにじし）（べにじし）
赤系三段咲きの優秀花。

424 紅千羽紅千羽（べにせんば）（べにせんば）
花色／赤。佐渡産の赤花秀花。大輪で迫力あ
る花容。実生親としても期待。

425 紅吹雪紅吹雪（べにふぶき）（べにふぶき）
青軸赤絞り咲の三段咲交配実生新花。

426 弁財天弁財天（べんざいてん）（べんざいてん）
花色／赤。大臣賞受賞。登録銘花。花色花容
共に美しく申し分ない人気銘花。¥30,000 ¥20,000 ¥35,000 ¥40,000

431 桃山錦桃山錦（ももやまにしき）（ももやまにしき）
花色／桃複色。唐子咲の特徴も兼ね備えた花容
で個性的な花色との調和が魅力的。

432 八彦八彦（やひこ）（やひこ）
花色／サーモン。特有のサーモン赤に緑の
玉斑が美しい個性派。

433 雪景色雪景色（ゆきげしき）（ゆきげしき）
花色／白。中輪、良く開く緑色の三段弁が美しい。
本芸は花弁を緑色に染める。強健。

434 雪の女王雪の女王（ゆきのじょおう）（ゆきのじょおう）
美しい花色の人気銘花。入賞多数の実力花。

¥30,000 ¥10,000 ¥2,000 ¥50,000

435 陽山陽山（ようざん）（ようざん）
花色／赤。実生新花の優良品。全体のバラン
スが良く美しさには定評有り。

436 夜桜夜桜（よざくら）（よざくら）
花色／ピンク。ピンクに緑色の玉斑が妖しい美し
さを見せる。第４回全国大会銀賞。

437 雷雲雷雲（らいうん）（らいうん）
花色／赤。色合いの美しい秀花。更に変化
しそう。

438 良聖良聖（らみ）（らみ）
花色／紫。教えてもらわなければ読めません。銘花「飛鳥」
と同坪の有名種。不思議な位増えません。¥60,000 ¥12,000 ¥15,000 ¥15,000

439 緑翔緑翔（りょくしょう）（りょくしょう）
花色／ピンク。北陸産の美しい個体。やさしい感
じであるが、三段弁の迫力は見事。

440 緑翠緑翠（りょくすい）（りょくすい）
花色／緑ピンク。珍しいエリマキタイプの珍
種。色合もなかなか魅力的である。

441 緑閃光緑閃光（りょくせんこう）（りょくせんこう）
花色／赤。初期に話題となった北陸の銘花。特有の美し
さの三段弁を持ち、「花神」とは坪兄弟。

442 緑陽殿緑陽殿（りょくようでん）（りょくようでん）
花色／緑。佐渡産緑弁花の三段咲で良く目
立つ。作により変身も期待。¥3,000 ¥2,500 ¥5,000 ¥5,000

443 緑柳花緑柳花（りょくりゅうか）（りょくりゅうか）
目を引くリング状の濃緑色が個性的で美し
い。

444 緑輝殿緑輝殿（りょっきでん）（りょっきでん）
花色／白。花形良く重厚な花容を見せる実
生新花秀品。ＪＨＳ登録銘花。

445 麗華麗華（れいか）（れいか）
花色／ピンク。端正な正形円弁花。三段弁は美しい緑
色で良く発達する申し分のない優秀品。

446 若草若草（わかくさ）（わかくさ）
淡い緑弁の花色と三段弁の調和が美しい。

¥15,000 ¥10,000 ¥3,500 ¥12,000
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447 若武者若武者（わかむしゃ）（わかむしゃ）
花色／紫。爽やかな色調の佐渡産人気種。

¥4,000

その他　三段咲

伊万里（いまり）（いまり） ¥8,000
花色／赤。赤色三段咲として、美しい花容が人気抜群の銘花。

越後獅子（えちごじし）（えちごじし） ¥8,000
花色／ピンク。作により色の濃淡がある。良く知られた代表的な銘品。

炎梅（えんばい）（えんばい） ¥30,000
花色／赤。濃赤の美しい花色が魅力的な美麗品。

麒麟（きりん）（きりん） ¥10,000
花色／緑。濃色ではないが良く整った花容が素晴らしい。佐渡の野生品。

黒耀（こくよう）（こくよう） ¥3,000
花色／紫。全体に黒味帯びた三段弁は、異彩な美しさを見せる。

残雪（ざんせつ）（ざんせつ） ¥5,000
花色／白。黄緑の三段弁は良くひらく。二段弁はややオシベのまま残る。

紫鏡（しきょう）（しきょう） ¥12,000
花色／紫。独特の渋味のある紫色の花弁に玉斑が大きく乗り、何とも言えぬ色合。

静香（しずか）（しずか） ¥8,000
花色／紫。紫の花弁と白味帯びた二段、三段弁との色対比も美しい佐渡の銘花。

寿紅（じゅこう）（じゅこう） ¥12,000
花色／赤紫。赤紫色の渋味のある重厚な花容。大輪で花形も良く、玄人好みの人気品。

春園（しゅんえん）（しゅんえん） ¥6,000
花色／桃。佐渡産の新花。明るい美しい花容でこれからの作上りに期待したい。

翠泉（すいせん）（すいせん） ¥8,000
花色／紫。黒姫山系。同坪銘花「菊翠」があり花形の点でこちらが勝るかと言うところ。

墨染（すみぞめ）（すみぞめ） ¥15,000
花色／桃。渋い色合のピンク地に黒味の強い玉斑系の墨をかける個性的な色合。

千代祝（ちよいわい）（ちよいわい） ¥20,000
花色／白／緑。白い円弁に鮮緑色の二段咲が実に美しい。人気銘花。

花鏡（はなかがみ）（はなかがみ） ¥15,000
花色／桃。あでやかな美しさ。三段弁良く開き発達する。色も上品な逸品。

彦神（ひこがみ）（ひこがみ） ¥8,000
花色／緑。珍しい緑弁紫覆輪の三段咲。中心の三段弁は良く発達する。

髭武者（ひげむしゃ）（ひげむしゃ） ¥5,000
花色／白。渋い迫力を持つ銘花。緑の玉斑は、兄弟株「玉孔雀」とは一味違った雰囲気。

福包（ふくづつみ）（ふくづつみ） ¥15,000
花色／紫。三段弁が外弁を覆うほどに伸長して異様な迫力。最新花。

緑麗（りょくれい）（りょくれい） ¥3,000
花色／淡桃。古くからある品種で目立つ花ではないが花粉親として利用価値が高い。

●その他の銘品はお問い合せ下さい。
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427 宝泉宝泉（ほうせん）（ほうせん）
花色／白。円弁で落着きのある花。花粉親
としても利用されている。

428 北極星北極星（ほっきょくせい）（ほっきょくせい）
白覆輪の安定した芸の別格人気品種。

429 万華鏡万華鏡（まんげきょう）（まんげきょう）
花色／複色。大輪、複雑な色合を持つ。虹の様な
不思議な美しさを持つ。稀に見る美花。

430 紫の上紫の上（むらさきのうえ）（むらさきのうえ）
美しい花色が印象的な優秀品種。

¥2,000 ¥30,000 ¥4,000 ¥50,000

423 紅獅子紅獅子（べにじし）（べにじし）
赤系三段咲きの優秀花。

424 紅千羽紅千羽（べにせんば）（べにせんば）
花色／赤。佐渡産の赤花秀花。大輪で迫力あ
る花容。実生親としても期待。

425 紅吹雪紅吹雪（べにふぶき）（べにふぶき）
青軸赤絞り咲の三段咲交配実生新花。

426 弁財天弁財天（べんざいてん）（べんざいてん）
花色／赤。大臣賞受賞。登録銘花。花色花容
共に美しく申し分ない人気銘花。¥30,000 ¥20,000 ¥35,000 ¥40,000

431 桃山錦桃山錦（ももやまにしき）（ももやまにしき）
花色／桃複色。唐子咲の特徴も兼ね備えた花容
で個性的な花色との調和が魅力的。

432 八彦八彦（やひこ）（やひこ）
花色／サーモン。特有のサーモン赤に緑の
玉斑が美しい個性派。

433 雪景色雪景色（ゆきげしき）（ゆきげしき）
花色／白。中輪、良く開く緑色の三段弁が美しい。
本芸は花弁を緑色に染める。強健。

434 雪の女王雪の女王（ゆきのじょおう）（ゆきのじょおう）
美しい花色の人気銘花。入賞多数の実力花。

¥30,000 ¥10,000 ¥2,000 ¥50,000

435 陽山陽山（ようざん）（ようざん）
花色／赤。実生新花の優良品。全体のバラン
スが良く美しさには定評有り。

436 夜桜夜桜（よざくら）（よざくら）
花色／ピンク。ピンクに緑色の玉斑が妖しい美し
さを見せる。第４回全国大会銀賞。

437 雷雲雷雲（らいうん）（らいうん）
花色／赤。色合いの美しい秀花。更に変化
しそう。

438 良聖良聖（らみ）（らみ）
花色／紫。教えてもらわなければ読めません。銘花「飛鳥」
と同坪の有名種。不思議な位増えません。¥60,000 ¥12,000 ¥15,000 ¥15,000

439 緑翔緑翔（りょくしょう）（りょくしょう）
花色／ピンク。北陸産の美しい個体。やさしい感
じであるが、三段弁の迫力は見事。

440 緑翠緑翠（りょくすい）（りょくすい）
花色／緑ピンク。珍しいエリマキタイプの珍
種。色合もなかなか魅力的である。

441 緑閃光緑閃光（りょくせんこう）（りょくせんこう）
花色／赤。初期に話題となった北陸の銘花。特有の美し
さの三段弁を持ち、「花神」とは坪兄弟。

442 緑陽殿緑陽殿（りょくようでん）（りょくようでん）
花色／緑。佐渡産緑弁花の三段咲で良く目
立つ。作により変身も期待。¥3,000 ¥2,500 ¥5,000 ¥5,000

443 緑柳花緑柳花（りょくりゅうか）（りょくりゅうか）
目を引くリング状の濃緑色が個性的で美し
い。

444 緑輝殿緑輝殿（りょっきでん）（りょっきでん）
花色／白。花形良く重厚な花容を見せる実
生新花秀品。ＪＨＳ登録銘花。

445 麗華麗華（れいか）（れいか）
花色／ピンク。端正な正形円弁花。三段弁は美しい緑
色で良く発達する申し分のない優秀品。

446 若草若草（わかくさ）（わかくさ）
淡い緑弁の花色と三段弁の調和が美しい。

¥15,000 ¥10,000 ¥3,500 ¥12,000
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