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雪割草
標準花

雪割草の部

1 色無選別混合品色無選別混合品
濃淡含め良形、良品が期待
出来ます。咲くまで楽しみ。

2 県内産桃色県内産桃色
各地域の選別品で透き通
る様な出蕾期の美しさ。

3 県内産紫～青色県内産紫～青色
紫～青系の選別品で絞り、
底白等も含む混合品です。

¥2,200
¥3,850

●５Ｐ
●10Ｐ

¥550
¥4,950

●１Ｐ
●10Ｐ

¥550
¥4,950

●１Ｐ
●10Ｐ

20 越後美人越後美人（えちごびじん）（えちごびじん）
青軸サーモンピンクの代表銘花。
実生選抜品。

21 円楽円楽（えんらく）（えんらく）
円弁地合玉斑の佐渡産人気銘花。

22 円弁花円弁花
円弁花秀品同志の交配種である。色は様々で
あるが抜群の花容を見せてくれる。

23 阿国阿国（おくに）（おくに）
大輪円弁の赤色絞り咲の秀品でこのタイプの
中では誠に的を射た逸品です。¥1,980 ¥6,600 ¥2,750 ¥11,000

4 佐渡産赤色佐渡産赤色
佐渡ヶ島産の濃色系選別、
退色が少ないと人気。

5 濃赤選別品濃赤選別品
実生選抜の特選品。

6 濃紫色秀品濃紫色秀品
数タイプの混合ですがいずれも群を抜く色
合です。

7 紋り咲系混合紋り咲系混合
かなりの巾がありますがいずれも美しい花
を見せます。

¥880
¥7,000

●１Ｐ
●10Ｐ ¥1,650 ¥1,650 ¥1,650

8 赤覆輪咲秀品赤覆輪咲秀品
多数咲かせるとなかなか美しく楽しめる佳
品です。

9 覆輪咲系混合覆輪咲系混合
ピンク、紫共に可愛らしい美しさで人気の
高いグループです。

10 素心素心（青軸純白種）（青軸純白種）
清楚で上品そのもの。

11 葵祭り葵祭り（あおいまつり）（あおいまつり）
オオミスミソウとケスハマソウの交配種、株
分みで希少な美種。¥1,980 ¥1,650 ¥880 ¥11,000

12 旭旭（あさひ）（あさひ）
選抜実生品。際立った美しさで人気の佐渡
産銘花。

13 朝もや朝もや（あさもや）（あさもや）
紫ぼかし覆輪状の何とも言えない雰囲気を
持つ佳品。

14 漁火漁火（いさりび）（いさりび）
濃赤紋り咲の美麗品として早くから名高い
佐渡の銘花。

15 出雲出雲（いづも）（いづも）
紫青色の網目咲系の地合種。上品な美しい
秀花。¥3,300 ¥2,200 ¥2,650 ¥2,200

16 一番星一番星（いちばんぼし）（いちばんぼし）
円弁白覆輪の目を引く美麗品種。新潟大会
金賞。

17 浮雲浮雲（うきぐも）（うきぐも）
独特の色合いの濃色サーモンピンク。花形
もよく渋い美しさ。

18 絵あわせ絵あわせ
可愛らしい人気品種。第一回全国大会名誉
会長賞。登録銘花。

19 絵草紙絵草紙（えぞうし）（えぞうし）
赤色地合咲系の元祖とも言える佐渡産有名
種。¥30,000 ¥2,200 ¥4,400 ¥6,600

雪割草 標準花

2021 → 2022注目商品

錦織（にしきおり）▶P11
美しい斑入で二段咲の二芸品珍貴種です。
メス親としても有望です。 ¥30,000

春月（しゅんげつ）▶P15
青軸の黄花千重咲きの珍貴種です。
大変美しい個体です。 ¥50,000

草炎（そうえん）▶P5
青軸無毛のスダレ系濃色美麗品種です。
これからの交配親としても有望です。 ¥20,000

大丸白（だいまるしろ）▶P34
美しい花容の日輪咲です。
三段咲作出のメス親として定評があります。 ¥10,000

緋炎（ひえん）▶P23
青軸無毛のスダレ系濃色の三段咲の美麗品種です。
究極の逸品です。 価格拝答

雪の精（ゆきのせい）▶P33
地合白覆輪の希に見る美しさです。
千重咲きに移行することも有ります。 価格拝答



 雪割草の部 3

雪割草
標準花

雪割草の部

1 色無選別混合品色無選別混合品
濃淡含め良形、良品が期待
出来ます。咲くまで楽しみ。

2 県内産桃色県内産桃色
各地域の選別品で透き通
る様な出蕾期の美しさ。

3 県内産紫～青色県内産紫～青色
紫～青系の選別品で絞り、
底白等も含む混合品です。

¥2,200
¥3,850

●５Ｐ
●10Ｐ

¥550
¥4,950

●１Ｐ
●10Ｐ

¥550
¥4,950

●１Ｐ
●10Ｐ

20 越後美人越後美人（えちごびじん）（えちごびじん）
青軸サーモンピンクの代表銘花。
実生選抜品。

21 円楽円楽（えんらく）（えんらく）
円弁地合玉斑の佐渡産人気銘花。

22 円弁花円弁花
円弁花秀品同志の交配種である。色は様々で
あるが抜群の花容を見せてくれる。

23 阿国阿国（おくに）（おくに）
大輪円弁の赤色絞り咲の秀品でこのタイプの
中では誠に的を射た逸品です。¥1,980 ¥6,600 ¥2,750 ¥11,000

4 佐渡産赤色佐渡産赤色
佐渡ヶ島産の濃色系選別、
退色が少ないと人気。

5 濃赤選別品濃赤選別品
実生選抜の特選品。

6 濃紫色秀品濃紫色秀品
数タイプの混合ですがいずれも群を抜く色
合です。

7 紋り咲系混合紋り咲系混合
かなりの巾がありますがいずれも美しい花
を見せます。

¥880
¥7,000

●１Ｐ
●10Ｐ ¥1,650 ¥1,650 ¥1,650

8 赤覆輪咲秀品赤覆輪咲秀品
多数咲かせるとなかなか美しく楽しめる佳
品です。

9 覆輪咲系混合覆輪咲系混合
ピンク、紫共に可愛らしい美しさで人気の
高いグループです。

10 素心素心（青軸純白種）（青軸純白種）
清楚で上品そのもの。

11 葵祭り葵祭り（あおいまつり）（あおいまつり）
オオミスミソウとケスハマソウの交配種、株
分みで希少な美種。¥1,980 ¥1,650 ¥880 ¥11,000

12 旭旭（あさひ）（あさひ）
選抜実生品。際立った美しさで人気の佐渡
産銘花。

13 朝もや朝もや（あさもや）（あさもや）
紫ぼかし覆輪状の何とも言えない雰囲気を
持つ佳品。

14 漁火漁火（いさりび）（いさりび）
濃赤紋り咲の美麗品として早くから名高い
佐渡の銘花。

15 出雲出雲（いづも）（いづも）
紫青色の網目咲系の地合種。上品な美しい
秀花。¥3,300 ¥2,200 ¥2,650 ¥2,200

16 一番星一番星（いちばんぼし）（いちばんぼし）
円弁白覆輪の目を引く美麗品種。新潟大会
金賞。

17 浮雲浮雲（うきぐも）（うきぐも）
独特の色合いの濃色サーモンピンク。花形
もよく渋い美しさ。

18 絵あわせ絵あわせ
可愛らしい人気品種。第一回全国大会名誉
会長賞。登録銘花。

19 絵草紙絵草紙（えぞうし）（えぞうし）
赤色地合咲系の元祖とも言える佐渡産有名
種。¥30,000 ¥2,200 ¥4,400 ¥6,600

雪割草 標準花

2021 → 2022注目商品

錦織（にしきおり）▶P11
美しい斑入で二段咲の二芸品珍貴種です。
メス親としても有望です。 ¥30,000

春月（しゅんげつ）▶P15
青軸の黄花千重咲きの珍貴種です。
大変美しい個体です。 ¥50,000

草炎（そうえん）▶P5
青軸無毛のスダレ系濃色美麗品種です。
これからの交配親としても有望です。 ¥20,000

大丸白（だいまるしろ）▶P34
美しい花容の日輪咲です。
三段咲作出のメス親として定評があります。 ¥10,000

緋炎（ひえん）▶P23
青軸無毛のスダレ系濃色の三段咲の美麗品種です。
究極の逸品です。 価格拝答

雪の精（ゆきのせい）▶P33
地合白覆輪の希に見る美しさです。
千重咲きに移行することも有ります。 価格拝答



 雪割草の部 5

68 雪中華雪中華（せっちゅうか）（せっちゅうか）
真白に赤の色合は良く目立つ。日本人好み
とも言える、美しさ。

69 草炎草炎（そうえん） （そうえん） 
青軸無毛のスダレ系濃色の美麗種です。交
配親としても。

70 草春草春（そうしゅん）（そうしゅん）
紫と緑が美しく調和した複色花の秀品。

71 素月素月（そげつ）（そげつ）
佐渡産の青軸黄花の珍稀品種。花粉も黄色
で特異な美しさ。¥4,400

NEW

¥20,000 ¥2,750 ¥3,850

56 さやかさやか
青軸サーモンピンクの早くから知られる人
気品種。清礎な美しさの佳品。

57 紫艶紫艶（しえん）（しえん）
人気銘花。実生のため底白の抜け具合は若
干変化します。

58 潮風潮風（しおかぜ）（しおかぜ）  
青軸紫絞の選別秀品です。変化咲交配から
の分離です。

59 四天王梅四天王梅（してんのうばい）（してんのうばい）
エリマキ咲の有名品種。雪割草の葉変りの
ユニークさが楽しめる逸品。¥2,750 ¥5,500

NEW

¥5,500 ¥3,300

52 佐渡赤色系一級品佐渡赤色系一級品 実生 実生
佐渡産の最高級種数タイプの実生。

53 佐渡小町佐渡小町（さどこまち）（さどこまち）
中央より弁先にかけて濃桃色の網目模様が
広がり、目を奪う美しさ。

54 里桜里桜（さとざくら）（さとざくら）  
やや桜弁系の美しい爪紅咲の秀品です。

55 佐渡の夕映佐渡の夕映（さどのゆうばえ）（さどのゆうばえ）
佐渡産の濃色大輪系選抜改良種。色合、花
型共にバランスのとれた秀品。¥5,500 ¥2,200

NEW

¥4,000 ¥1,980

48 紺侘介紺侘介（こんわびすけ）（こんわびすけ）
濃色大輪でオシベ、メシベが退化した珍種。
ＪＨＳ登録銘花。

49 サーモンピンクサーモンピンク
美しい色合で人目を引く人気種。

50 彩鶴彩鶴（さいかく）（さいかく）
赤色アミメ咲系の早くから知られる人気品
種。実に美しい。

51 さざ波さざ波（さざなみ）（さざなみ）
ありそうでない絞り模様の美しい個体。

¥3,300 ¥1,320 ¥2,750 ¥3,300

60 島の地桜島の地桜（しまのじざくら）（しまのじざくら）
赤花に緑の玉斑が大きくはいる美し早くか
ら知られる佐渡の人気銘花。

61 島の春島の春（しまのはる）（しまのはる）
濡れた画用紙にインクを落した様な不思議
な模様を持つ佐渡の稀品。

62 島美人島美人（しまびじん）（しまびじん）
青軸でサーモンピンクの美しい銘花。花形
も良く抜群の人気を持つ。

63 白赤シベ咲白赤シベ咲
色対比の美しい花色として大変人気があり
ます。¥3,300 ¥5,500 ¥1,980 ¥2,200

64 白紫シベ咲白紫シベ咲
この種は銘花「波の音」が代表格と思います。
標準花としては充分楽しめる美しさ。

65 彗星彗星（すいせい）（すいせい）
色対比の美しさで早くから知られる人気銘
花。

66 清流清流（せいりゅう）（せいりゅう）
紫色とオシベの白色の対比が美しく上品な
やさしさを感じさせる早咲種。

67 惜春惜春（せきしゅん）（せきしゅん）
ピンクの網目咲として有名な系統で、若干の
幅があるがいずれも美しい選抜花。¥2,200 ¥2,640 ¥1,650 ¥1,320

雪割草 標準花

4 雪割草の部

44 越の山吹越の山吹（こしのやまぶき）（こしのやまぶき）
オオミスミソウとしては極稀な黄花種。花弁は
クリーム色、オシベは紫色の稀品。

45 古都古都（こと）（こと）
渋味のある特有の赤色。メシベが赤色で色
対比も良く、上品な北陸の秀品。

46 寿寿（ことぶき） （ことぶき） 
濃赤白シベの大輪花。全国大会銀賞。

47 坤晴坤晴（こんぱる）（こんぱる）
網目咲の極円弁巨大輪花。新潟大会金賞。

¥3,300 ¥1,650 ¥6,600 ¥20,000

40 紅白の舞紅白の舞（こうはくのまい）（こうはくのまい）
ケスハマソウの底白銘花。色対比抜群。

41 黒赤黒赤（こくせき）（こくせき）
黒味帯びた赤緑色がユニークで人目を引く
銘花。

42 越の春越の春（こしのはる）（こしのはる）
赤花に緑の玉斑が大きくはいる美しい珍種。

43 越の吹雪越の吹雪（こしのふぶき）（こしのふぶき）
青軸紫の霧点花で強健種。

¥4,950 ¥2,200 ¥16,500 ¥2,200

24 表白表白（おもてじろ）（おもてじろ）
昼夜芸として人気のある品種。表側の白色
との対比が美しい。

25 鬼太鼓鬼太鼓（おにだいこ）（おにだいこ）
巨大輪咲の佐渡産銘花。
原種。

26 鴨の月鴨の月（かものつき）（かものつき）
花色／赤。濃赤底白の目を引く美しさ。

27 黄花黄花（きばな）（きばな）
北陸の有名品種からの実生選抜品です。

¥2,200
¥16,500
¥3,150

●１Ｐ
●実生 ¥5,500 ¥7,000

28 京雛京雛（きょうびな）原種（きょうびな）原種
佐渡の銘花でピンクの糸覆輪。交配に利用
されている。

29 旭宴旭宴（きょくえん）（きょくえん）
北陸産の銘花として早くから知られ、濃桃
色に爪覆輪を彩り大変美しい。

30 霧雨霧雨（きりさめ）（きりさめ）
円弁に美しい紫網目模様の入る交配秀品。

31 金山晃金山晃（きんざんこう）（きんざんこう）
黄金葉の珍種でやや後冴気味。花も濃紫白
シベ型で美しい二芸品。¥5,500 ¥2,200 ¥3,300 ¥3,300

32 楠玉楠玉（くすだま）（くすだま）
極円弁の地合系玉斑咲で交配親として評価
が高い稀少種。

33 黒い瞳黒い瞳（くろいひとみ）（くろいひとみ）
黒紫色の乙女咲珍品。全国大会銀賞受賞。

34 源氏源氏（げんじ）（げんじ）
葉芸品だが花の美しさも中々のもの。

35 紅艶紅艶（こうえん）交配実生（こうえん）交配実生
有名な「紅艶」の実生選抜品で、個体により
異なるがいずれも一級品。¥20,000 ¥5,500 ¥4,400 ¥20,000

36 幸四郎幸四郎（こうしろう）（こうしろう）
玉三郎系の交配選抜品で藤色の地合を濃色
に染める玉斑が実に美しい。

37 香雪香雪（こうせつ）（こうせつ）
北陸産の銘花。個体差はあるが、成株とな
ると芸が良く出る場合が多い。

38 紅梅紅梅（こうばい）（こうばい）
ケスハマソウの濃色系選抜秀品。

39 紅白紅白（こうはく）（こうはく）
色対比の素晴しい人気品種。稀少。新潟大
会金賞。¥2,750 ¥2,200 ¥2,200 ¥3,300
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ありそうでない絞り模様の美しい個体。

¥3,300 ¥1,320 ¥2,750 ¥3,300

60 島の地桜島の地桜（しまのじざくら）（しまのじざくら）
赤花に緑の玉斑が大きくはいる美し早くか
ら知られる佐渡の人気銘花。

61 島の春島の春（しまのはる）（しまのはる）
濡れた画用紙にインクを落した様な不思議
な模様を持つ佐渡の稀品。

62 島美人島美人（しまびじん）（しまびじん）
青軸でサーモンピンクの美しい銘花。花形
も良く抜群の人気を持つ。

63 白赤シベ咲白赤シベ咲
色対比の美しい花色として大変人気があり
ます。¥3,300 ¥5,500 ¥1,980 ¥2,200

64 白紫シベ咲白紫シベ咲
この種は銘花「波の音」が代表格と思います。
標準花としては充分楽しめる美しさ。

65 彗星彗星（すいせい）（すいせい）
色対比の美しさで早くから知られる人気銘
花。

66 清流清流（せいりゅう）（せいりゅう）
紫色とオシベの白色の対比が美しく上品な
やさしさを感じさせる早咲種。

67 惜春惜春（せきしゅん）（せきしゅん）
ピンクの網目咲として有名な系統で、若干の
幅があるがいずれも美しい選抜花。¥2,200 ¥2,640 ¥1,650 ¥1,320

雪割草 標準花

4 雪割草の部

44 越の山吹越の山吹（こしのやまぶき）（こしのやまぶき）
オオミスミソウとしては極稀な黄花種。花弁は
クリーム色、オシベは紫色の稀品。

45 古都古都（こと）（こと）
渋味のある特有の赤色。メシベが赤色で色
対比も良く、上品な北陸の秀品。

46 寿寿（ことぶき） （ことぶき） 
濃赤白シベの大輪花。全国大会銀賞。

47 坤晴坤晴（こんぱる）（こんぱる）
網目咲の極円弁巨大輪花。新潟大会金賞。

¥3,300 ¥1,650 ¥6,600 ¥20,000

40 紅白の舞紅白の舞（こうはくのまい）（こうはくのまい）
ケスハマソウの底白銘花。色対比抜群。

41 黒赤黒赤（こくせき）（こくせき）
黒味帯びた赤緑色がユニークで人目を引く
銘花。

42 越の春越の春（こしのはる）（こしのはる）
赤花に緑の玉斑が大きくはいる美しい珍種。

43 越の吹雪越の吹雪（こしのふぶき）（こしのふぶき）
青軸紫の霧点花で強健種。

¥4,950 ¥2,200 ¥16,500 ¥2,200

24 表白表白（おもてじろ）（おもてじろ）
昼夜芸として人気のある品種。表側の白色
との対比が美しい。

25 鬼太鼓鬼太鼓（おにだいこ）（おにだいこ）
巨大輪咲の佐渡産銘花。
原種。

26 鴨の月鴨の月（かものつき）（かものつき）
花色／赤。濃赤底白の目を引く美しさ。

27 黄花黄花（きばな）（きばな）
北陸の有名品種からの実生選抜品です。

¥2,200
¥16,500
¥3,150

●１Ｐ
●実生 ¥5,500 ¥7,000

28 京雛京雛（きょうびな）原種（きょうびな）原種
佐渡の銘花でピンクの糸覆輪。交配に利用
されている。

29 旭宴旭宴（きょくえん）（きょくえん）
北陸産の銘花として早くから知られ、濃桃
色に爪覆輪を彩り大変美しい。

30 霧雨霧雨（きりさめ）（きりさめ）
円弁に美しい紫網目模様の入る交配秀品。

31 金山晃金山晃（きんざんこう）（きんざんこう）
黄金葉の珍種でやや後冴気味。花も濃紫白
シベ型で美しい二芸品。¥5,500 ¥2,200 ¥3,300 ¥3,300

32 楠玉楠玉（くすだま）（くすだま）
極円弁の地合系玉斑咲で交配親として評価
が高い稀少種。

33 黒い瞳黒い瞳（くろいひとみ）（くろいひとみ）
黒紫色の乙女咲珍品。全国大会銀賞受賞。

34 源氏源氏（げんじ）（げんじ）
葉芸品だが花の美しさも中々のもの。

35 紅艶紅艶（こうえん）交配実生（こうえん）交配実生
有名な「紅艶」の実生選抜品で、個体により
異なるがいずれも一級品。¥20,000 ¥5,500 ¥4,400 ¥20,000

36 幸四郎幸四郎（こうしろう）（こうしろう）
玉三郎系の交配選抜品で藤色の地合を濃色
に染める玉斑が実に美しい。

37 香雪香雪（こうせつ）（こうせつ）
北陸産の銘花。個体差はあるが、成株とな
ると芸が良く出る場合が多い。

38 紅梅紅梅（こうばい）（こうばい）
ケスハマソウの濃色系選抜秀品。

39 紅白紅白（こうはく）（こうはく）
色対比の素晴しい人気品種。稀少。新潟大
会金賞。¥2,750 ¥2,200 ¥2,200 ¥3,300
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104 満天の星満天の星（まんてんのほし）（まんてんのほし）
花型、花芸共に優れた青軸絞り咲の秀品。

105 紫朱鷺紫朱鷺（むらさきとき）原種（むらさきとき）原種
濃紫白覆輪の美花としてあまりにも有名。
貴重な個体。

106 桃珊瑚桃珊瑚（ももさんご）原種（ももさんご）原種
佐渡産青軸サーモンピンクの人気銘花。独特
の色合を見せ実に上品な美しさ。

107 桃の里桃の里（もものさと） （もものさと） 
花型の良い美しい緑弁複色花の人気品種で
す。¥3,300 ¥11,000 ¥4,400

NEW

¥3,000

96 ひとみひとみ
古代紫の円弁底白で印象的な美しさ。

97 緋毛氈緋毛氈（ひもうせん）（ひもうせん）
ビロード光沢の花弁は輝くばかり。ケスハマ
ソウの白眉。

98 藤衣藤衣（ふじごろも）（ふじごろも）
大輪に網目の入る上品な多弁咲で上作する
と素晴しい。

99 紅烏紅烏（べにがらす）（べにがらす）
黒味帯びる極めつきの濃紅品として定評の
ある秀花。¥11,000 ¥20,000 ¥1,650 ¥3,300

116 瑠璃殿瑠璃殿（るりでん）（るりでん）
白シベ地合覆輪の人気銘花の実生選抜品。

117 麗山峰麗山峰（れいざんほう）（れいざんほう）
大輪華やかな美しさを見せる絞り咲の一級品。
三段咲良聖の交配から出現。¥11,000 ¥16,500

100 紅すだれ紅すだれ（べにすだれ）（べにすだれ）
好き嫌いあるが個性の強い芸で、一種異様
な迫力を見せる。

101 頬紅頬紅（ほほべに）ケスハマソウ（ほほべに）ケスハマソウ
弁先を赤く染める玉斑とメシベの赤が絶妙。
かわいらしさ抜群の人気品種。

102 マキシムマキシム
鬱陵島特産の世界一大型の雪割草として有
名。

103 まゆみまゆみ　原種　原種
早くからある銘花の割に少ない。原種でこ
れだけの円弁花はあまりない。¥3,300 ¥2,200 ¥3,300 ¥4,400

108 桃丸桃丸（ももまる）（ももまる）
丸弁で穏やかな花が美しい人気品種。

109 八重衣八重衣（やえごろも）（やえごろも）
ピンクと緑の調和した美しい八重咲種で、
乙女咲で咲き出す事が多い。

110 八重咲八重咲（多弁花）（多弁花）系系
千重咲ではありません。オシベ、メシベは
正常で花弁のみ多くなったタイプ。

111 八咫烏八咫烏（やたがらす）（やたがらす）
美しい地合玉斑の人気種。実生選抜品。

¥3,300 ¥3,300 ¥3,300 ¥5,500

112 ヤマツタイヤマツタイ
中国峨眉山の特産。葉芸の面白さで知られ
る人気種。

113 夜の梅夜の梅（よるのうめ）（よるのうめ）
円弁花の白シベ秀花の同系交配による実生選抜
品でグラデーションの美しい色合。

114 雷鳥雷鳥（らいちょう）（らいちょう）
紫青色の大きな覆輪が清々しい印象を与え
る。覆輪花の一級品。

115 瑠璃瑠璃（るり）（るり）
大変美しい色合いの実生新花として話題の
人気種。¥3,300 ¥3,300 ¥3,300 ¥16,500

雪割草 標準花

6 雪割草の部

92 花時雨花時雨（はなしぐれ）（はなしぐれ）
青軸サーモンピンクの地合で赤の紋りの入る
美麗種。第１回全国大会入賞花。

93 花吹雪花吹雪（はなふぶき）（はなふぶき）
青軸で白に赤の斑文の入る個体。原種実生
の選抜品です。

94 花紫花紫（はなむらさき）（はなむらさき）
日陰と陽光の下ではまた違った色合いにも
見える濃色の選抜種。

95 浜吹雪浜吹雪（はまふぶき）（はまふぶき）
千鳥咲の変り咲で美しい絞り咲の珍種。

¥11,000 ¥2,200 ¥1,650 ¥3,300

72 内裏雛内裏雛（だいりびな） （だいりびな） 
京雛系の交配です。美しい花色の地合咲の
秀品です。

73 伊達絞り伊達絞り（だてしぼり）（だてしぼり）
青軸系の地合絞り咲珍種。

74 玉緒玉緒（たまお）（たまお）
ピンクの地合に赤い玉斑が何とも美しい。
年により若干の濃淡が出る。

75 玉桜玉桜（たまざくら）（たまざくら）
花形、芸、共に稀に見る一級品。
実生選抜品。

NEW

¥5,000 ¥8,000 ¥3,300 ¥5,500

76 玉三郎玉三郎（たまさぶろう）（たまさぶろう）
佐渡産の人気銘花。紫の玉斑を弁先に浮か
べる洒落た芸を見せる。

77 玉緑玉緑（たまみどり）（たまみどり）
花形抜群の円弁花。咲出緑の玉斑を生じる
が次第に淡くなる。

78 地合紅艶地合紅艶（ぢあいこうえん） （ぢあいこうえん） 
花色／赤。地合の美しい色模様をした紅艶
系秀花。

79 昼夜錦昼夜錦（ちゅうやにしき）（ちゅうやにしき）
花弁の表側と裏側の色対比が美しく人気の
的。未だ少ない人気抜群の銘花。¥1,650 ¥1,650 ¥20,000 ¥5,500

80 爪紅爪紅（つまべに）（つまべに）
当園交配実生作出の人気タイプ。選別秀花。
花色等は個体差あります。

81 爪紫爪紫（つまむらさき）（つまむらさき）
当園交配実生作出の人気タイプ。選別秀花。
花色等は個体差あります。

82 鉄心鉄心（てっしん）（てっしん）
個性的な花色が育種の上でも貴重として注
目されている。

83 天神梅天神梅（てんじんうめ） ケスハマソウ（てんじんうめ） ケスハマソウ
ケスハマソウでメシベが赤く花弁は紅覆輪
の有名品種。¥5,500 ¥5,500 ¥8,800 ¥1,650

84 朱鷺の舞朱鷺の舞（ときのまい）原種（ときのまい）原種
「紫朱鷺」との坪兄弟で赤に白覆輪という
稀な美しさを持つ銘花。

85 常春常春（とこはる）（とこはる）
豊かな花容で早くから知られる爪紅系の美
しい人気銘花。

86 梅芯咲梅芯咲
オシベが良く伸びて広がる姿が寒中に咲く
梅の花を思わせる上品な花容。

87 伯星伯星（はくせい）（はくせい）
網目系、地合咲の早くから知られる人気種。
原種。¥5,000 ¥7,000 ¥2,200 ¥8,800

88 初春初春（はつはる）（はつはる）
明るい紫青色の地合咲で春らしさを感じさ
せる美しい色合が人気です。

89 花合わせ花合わせ（はなあわせ）（はなあわせ）
地合覆輪系の美しい花色の選抜品種です。

90 花霞花霞（はながすみ）（はながすみ）
円弁に美しい吹き掛け絞りの入る交配秀品
花。

91 花紅花紅（はなくれない）（はなくれない）
陽光の下で輝くばかりの美しさを見せる濃
色の選抜秀品。¥2,200 ¥6,000 ¥2,200 ¥1,650
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82 鉄心鉄心（てっしん）（てっしん）
個性的な花色が育種の上でも貴重として注
目されている。

83 天神梅天神梅（てんじんうめ） ケスハマソウ（てんじんうめ） ケスハマソウ
ケスハマソウでメシベが赤く花弁は紅覆輪
の有名品種。¥5,500 ¥5,500 ¥8,800 ¥1,650

84 朱鷺の舞朱鷺の舞（ときのまい）原種（ときのまい）原種
「紫朱鷺」との坪兄弟で赤に白覆輪という
稀な美しさを持つ銘花。

85 常春常春（とこはる）（とこはる）
豊かな花容で早くから知られる爪紅系の美
しい人気銘花。

86 梅芯咲梅芯咲
オシベが良く伸びて広がる姿が寒中に咲く
梅の花を思わせる上品な花容。

87 伯星伯星（はくせい）（はくせい）
網目系、地合咲の早くから知られる人気種。
原種。¥5,000 ¥7,000 ¥2,200 ¥8,800

88 初春初春（はつはる）（はつはる）
明るい紫青色の地合咲で春らしさを感じさ
せる美しい色合が人気です。

89 花合わせ花合わせ（はなあわせ）（はなあわせ）
地合覆輪系の美しい花色の選抜品種です。

90 花霞花霞（はながすみ）（はながすみ）
円弁に美しい吹き掛け絞りの入る交配秀品
花。

91 花紅花紅（はなくれない）（はなくれない）
陽光の下で輝くばかりの美しさを見せる濃
色の選抜秀品。¥2,200 ¥6,000 ¥2,200 ¥1,650



 雪割草の部 9

乙女・日輪
丁字咲系

雪割草の部

118 朝露朝露（あさつゆ）（あさつゆ）
紫～靑色の移り色系の美しい乙女咲き秀
品。

119 いにしえいにしえ　八重咲乙女原種　八重咲乙女原種
白色多弁花の乙女咲で花形の良い清楚な
花。

120 霞野霞野（かすみの） （かすみの） 
青軸の美しい花色の美麗品種です。

121 かんざしかんざし
赤色八重咲の有名種。

¥8,800 ¥3,300

NEW

¥10,000 ¥3,300

122 小夜時雨小夜時雨（さよしぐれ）（さよしぐれ）
青軸赤絞り咲の美しい乙女咲。変化咲の交
配雌親としても人気。

123 島の乙女島の乙女（しまのおとめ）実生選抜品（しまのおとめ）実生選抜品
佐渡産の乙女で万人に愛される美しさ。佐渡
小町と並びアミメ咲人気の立役者。

124 紅乙女紅乙女（べにおとめ）原種（べにおとめ）原種
特有な濃桃色が美しい佐渡の乙女咲秀品。第４回
ＪＨＳ大会銀賞受賞。ＪＨＳ登録銘花。

125 紅娘紅娘（べにむすめ）（べにむすめ）
濃紅色の色合いが美しい極円弁乙女咲。全
国大会銀賞。¥15,000 ¥4,400 ¥8,800 ¥15,000

126 夢あかり夢あかり（ゆめあかり）（ゆめあかり）
大輪底白の美しい乙女咲人気種。

¥8,800

その他　乙女・日輪・丁字咲系

乙女・日輪・丁字咲系混合

野生品からの選抜品ですが、芸は混合です。
作込大株は１鉢¥4,400 ～、選抜秀品は１Ｐ¥3,190 ～。

艶姿（あですがた）原種（あですがた）原種 ¥30,000
濃赤底白。数少ない乙女咲美麗種として人気抜群。

かんざし　八重咲乙女原種　八重咲乙女原種 ¥3,300
赤色多弁の乙女咲。佐渡産の名花。

¥1,320 　　　¥11,000●１Ｐ ●10Ｐ

この仲間は新潟県内でも極限られた山系の一部に分布し、今ではほとんど見られなくなりつつある貴重な遺伝
子を持つグループです。
特徴としてオシベに変化が見られる事です。退化傾向にあるものや、まったく退化してしまった乙女咲。小花
弁化したヘラシベ咲や日輪咲、さらに発達した丁字咲などがあげられ、これらすべて花粉が出ない、出にくい
という意味あいから、広い意味で 「乙女咲系」と呼ばれていて、それぞれの外見上の変化により特徴を表す
表現が使われています。しかし、注意しなければならない点として、このグループは芸の不安定な固体が多い
と言う事です。極端な場合、素晴らしい丁字芸だった株が翌年はヘラシベ咲や、乙女咲に変化すると言うこと
もありますし、又、その逆もある訳です。従って採集時における芸の出や翌年の芸により出来るだけの判別は
していますが、完全な同定は無理です。しかし、一回でも出現していると言う事は必ずや、その遺伝子を持っ
ていると言う事で、満作にさせての開花を期待できると思います。又、それだけに作って面白いと言えます。

乙女・日輪・丁字咲系

8 雪割草の部

その他　雪割草 標準花

佐渡産紫色

佐渡ヶ島の紫～青色系の美麗品。大輪、正形の秀品を
多く出している。

弥彦産紫青色

弥彦山系に分布する特有な色合の紫花で青味が強く、
退色も少ない人気種。作込大株は１鉢¥5,500～。

葉紋美麗種

雪割草は葉に美しい斑模様を持つ品種があり、サイシ
ンの如く、美しい鑑賞価値の高いものです。

素心葉紋美麗種 ¥1,650
さらに葉にも美しい地模様の入る品種。

赤白シベ系 ¥2,200
花弁とオシベの色との対比が美しい。

赤頭巾（あかずきん）（あかずきん） ¥2,200
佐渡産の赤色変り咲で小輪で大変可愛らしい。

朝焼け（あさやけ）（あさやけ） ¥5,500
ピンクの花弁の外側が赤色となり、モクレンを思わせる美しい稀品。

秋祭（あきまつり）（あきまつり） ¥6,600
おだやかな藤紫色の花弁の中央を白く大きく抜いた芸。

網目咲系選抜品 ¥1,100
様々なタイプがありますがいずれも雪割草ならではの雰囲気。

インスラリス ¥880
済州島特産種。小型でこの仲間では珍しい落葉種。

歌舞伎（かぶき）（かぶき） ¥22,000
大輪濃色網目咲の美麗種。

紅月（こうげつ）（こうげつ） ¥8,800
大輪赤花底白咲で人目を引く美品。繁殖はあまり良くないが大株に作ると見事。

紅精（こうせい）（こうせい） ¥5,500
濃赤色の美麗稀種に同タイプを掛け合わせた育種用Ｆ１選抜種。

極紅（ごくべに）（ごくべに） ¥2,200
濃赤系のトップクラス。

桜月夜（さくらづきよ）（さくらづきよ） ¥22,000
アミ目咲の「歌舞伎」の交配で雰囲気の良く出ている選抜種。

紫艶梅（しえんばい）（しえんばい） ¥3,300
巨大輪系の実生による円弁秀花の選抜品。端正な美しい花容。

時雨（しぐれ）（しぐれ） ¥2,200
青軸絞り斑文花として寺泊付近で発見されている丈夫な個体。

島影（しまかげ）（しまかげ） ¥2,750
丸弁で濃紫に白覆輪状に紋りが入り単なる吹掛とは異なる美しさである。

白波（しらなみ）（しらなみ） ¥3,300
斑入品だが美しい白軸の花茎でも人気。

末っ子（すえっこ）（すえっこ） ¥8,800
濃桃大覆輪の麗種。大輪ではないが佐渡の別格品。

清々（せいせい）（せいせい） ¥3,300
弁先を淡く紫青に彩る実に上品な佳品。ありそうでないタイプ。

素心梅（そしんばい）（そしんばい） ¥8,800
葉のエリ合せも良く一級品。オシベも純白。

ダークサーモン ¥2,200
一口で言えばあずき色。大変珍しく面白い色合。花形も良い方。

内裏雛（だいりびな）（だいりびな） ¥16,500
銘花「内裏」、「京雛」との交配実生で個性的な美しさ。

田毎の月（たごとのつき）（たごとのつき） ¥11,000
濃赤底白の代表銘柄に同じタイプを掛け合わせた育種用Ｆ１選抜種。

玉旭（たまあさひ）（たまあさひ） ¥3,300
白地に濃桃の丸い玉斑を浮かべる美麗品稀種。実生選抜品。

丹頂梅（たんちょうばい）（たんちょうばい）ケスハマソウケスハマソウ ¥2,200
メシベの赤と花弁の純白との色対比が美しく、その中の梅弁系の逸品。

蝶の舞（ちょうのまい）（ちょうのまい） ¥4,400
「朱鷺の舞」の系統で完成された美麗選抜品。

椿姫（つばきひめ） エリマキ系（つばきひめ） エリマキ系 ¥1,650
エリマキ系の中でも珍しい赤色系の美麗種。

桃源郷（とうげんきょう）（とうげんきょう） ¥4,400
桃色と緑色の上品な美しさを見せる人気複色銘花。

トランシルバニカ ¥2,200
東欧産の葉変わり品。花色は紫青色。好石灰性と思われる。

初日の出（はつひので）（はつひので） ¥5,500
緑弁花で底赤の個性的な配色。花形も良い。

花絵紙（はなえがみ）（はなえがみ） ¥11,000
銘花「絵草紙」の交配実生で親株の美しさを再現させた選抜品。

花影（はなかげ）（はなかげ） ¥6,600
早くから知られるストライプ系の緑弁花で一味違う雰囲気。

春雨（はるさめ）（はるさめ） ¥3,300
ピンクの地の紋り咲に白覆輪をかける、誠に上品な美しい花。稀少種。

響（ひびき）（ひびき） ¥8,800
正形大輪の白地に紫青色の刷毛込が美しく、堂々とした銘花である。

姫蛍（ひめほたる）（ひめほたる） ¥5,500
赤にまっ白な底白とオシベの色が実にあざやか。印象的な秀品。

藤壷（ふじつぼ）（ふじつぼ） ¥2,200
青軸青花の秀品。「霞野」タイプで、花形の点で見所のある秀品。

紅甲竜（べにこうりゅう）（べにこうりゅう） ¥5,500
赤色の甲竜花の人気種。葉にも裏面甲竜の入る珍種。

紅千鳥（べにちどり） 赤花渦巻弁咲（べにちどり） 赤花渦巻弁咲 ¥2,200
「群千鳥」タイプの赤色種。沢山群れ咲く様は印象的。

星の子（ほしのこ）（ほしのこ） ¥2,200
早くから知られる覆輪系小型種。

霧笛（むてき）（むてき） ¥3,300
濃色系の銘花とは一味異なるおだやかな気品溢れる佳品。

群千鳥（むれちどり） 紫渦巻弁咲（むれちどり） 紫渦巻弁咲 ¥1,650
濃紫色の小さな花弁が可愛らしくシャレた感じの佳品。

緑雲（りょくうん）（りょくうん） ¥11,000
あまりにも有名な緑弁花銘品。実物の前では説明を要しない。

緑花系混合 ¥2,200
緑が混じり何とも言えない美しい複雑な色彩を持つ。

緑花系選抜品 ¥3,300
特に個性的な秀品を選んでみました。

¥880 　　　¥7,000●１Ｐ ●10Ｐ

¥880 　　　¥7,000●１Ｐ ●10Ｐ

¥880 　　　¥7,000●１Ｐ ●10Ｐ
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乙女・日輪
丁字咲系

雪割草の部

118 朝露朝露（あさつゆ）（あさつゆ）
紫～靑色の移り色系の美しい乙女咲き秀
品。

119 いにしえいにしえ　八重咲乙女原種　八重咲乙女原種
白色多弁花の乙女咲で花形の良い清楚な
花。

120 霞野霞野（かすみの） （かすみの） 
青軸の美しい花色の美麗品種です。

121 かんざしかんざし
赤色八重咲の有名種。

¥8,800 ¥3,300

NEW

¥10,000 ¥3,300

122 小夜時雨小夜時雨（さよしぐれ）（さよしぐれ）
青軸赤絞り咲の美しい乙女咲。変化咲の交
配雌親としても人気。

123 島の乙女島の乙女（しまのおとめ）実生選抜品（しまのおとめ）実生選抜品
佐渡産の乙女で万人に愛される美しさ。佐渡
小町と並びアミメ咲人気の立役者。

124 紅乙女紅乙女（べにおとめ）原種（べにおとめ）原種
特有な濃桃色が美しい佐渡の乙女咲秀品。第４回
ＪＨＳ大会銀賞受賞。ＪＨＳ登録銘花。

125 紅娘紅娘（べにむすめ）（べにむすめ）
濃紅色の色合いが美しい極円弁乙女咲。全
国大会銀賞。¥15,000 ¥4,400 ¥8,800 ¥15,000

126 夢あかり夢あかり（ゆめあかり）（ゆめあかり）
大輪底白の美しい乙女咲人気種。

¥8,800

その他　乙女・日輪・丁字咲系

乙女・日輪・丁字咲系混合

野生品からの選抜品ですが、芸は混合です。
作込大株は１鉢¥4,400 ～、選抜秀品は１Ｐ¥3,190 ～。

艶姿（あですがた）原種（あですがた）原種 ¥30,000
濃赤底白。数少ない乙女咲美麗種として人気抜群。

かんざし　八重咲乙女原種　八重咲乙女原種 ¥3,300
赤色多弁の乙女咲。佐渡産の名花。

¥1,320 　　　¥11,000●１Ｐ ●10Ｐ

この仲間は新潟県内でも極限られた山系の一部に分布し、今ではほとんど見られなくなりつつある貴重な遺伝
子を持つグループです。
特徴としてオシベに変化が見られる事です。退化傾向にあるものや、まったく退化してしまった乙女咲。小花
弁化したヘラシベ咲や日輪咲、さらに発達した丁字咲などがあげられ、これらすべて花粉が出ない、出にくい
という意味あいから、広い意味で 「乙女咲系」と呼ばれていて、それぞれの外見上の変化により特徴を表す
表現が使われています。しかし、注意しなければならない点として、このグループは芸の不安定な固体が多い
と言う事です。極端な場合、素晴らしい丁字芸だった株が翌年はヘラシベ咲や、乙女咲に変化すると言うこと
もありますし、又、その逆もある訳です。従って採集時における芸の出や翌年の芸により出来るだけの判別は
していますが、完全な同定は無理です。しかし、一回でも出現していると言う事は必ずや、その遺伝子を持っ
ていると言う事で、満作にさせての開花を期待できると思います。又、それだけに作って面白いと言えます。

乙女・日輪・丁字咲系

8 雪割草の部

その他　雪割草 標準花

佐渡産紫色

佐渡ヶ島の紫～青色系の美麗品。大輪、正形の秀品を
多く出している。

弥彦産紫青色

弥彦山系に分布する特有な色合の紫花で青味が強く、
退色も少ない人気種。作込大株は１鉢¥5,500～。

葉紋美麗種

雪割草は葉に美しい斑模様を持つ品種があり、サイシ
ンの如く、美しい鑑賞価値の高いものです。

素心葉紋美麗種 ¥1,650
さらに葉にも美しい地模様の入る品種。

赤白シベ系 ¥2,200
花弁とオシベの色との対比が美しい。

赤頭巾（あかずきん）（あかずきん） ¥2,200
佐渡産の赤色変り咲で小輪で大変可愛らしい。

朝焼け（あさやけ）（あさやけ） ¥5,500
ピンクの花弁の外側が赤色となり、モクレンを思わせる美しい稀品。

秋祭（あきまつり）（あきまつり） ¥6,600
おだやかな藤紫色の花弁の中央を白く大きく抜いた芸。

網目咲系選抜品 ¥1,100
様々なタイプがありますがいずれも雪割草ならではの雰囲気。

インスラリス ¥880
済州島特産種。小型でこの仲間では珍しい落葉種。

歌舞伎（かぶき）（かぶき） ¥22,000
大輪濃色網目咲の美麗種。

紅月（こうげつ）（こうげつ） ¥8,800
大輪赤花底白咲で人目を引く美品。繁殖はあまり良くないが大株に作ると見事。

紅精（こうせい）（こうせい） ¥5,500
濃赤色の美麗稀種に同タイプを掛け合わせた育種用Ｆ１選抜種。

極紅（ごくべに）（ごくべに） ¥2,200
濃赤系のトップクラス。

桜月夜（さくらづきよ）（さくらづきよ） ¥22,000
アミ目咲の「歌舞伎」の交配で雰囲気の良く出ている選抜種。

紫艶梅（しえんばい）（しえんばい） ¥3,300
巨大輪系の実生による円弁秀花の選抜品。端正な美しい花容。

時雨（しぐれ）（しぐれ） ¥2,200
青軸絞り斑文花として寺泊付近で発見されている丈夫な個体。

島影（しまかげ）（しまかげ） ¥2,750
丸弁で濃紫に白覆輪状に紋りが入り単なる吹掛とは異なる美しさである。

白波（しらなみ）（しらなみ） ¥3,300
斑入品だが美しい白軸の花茎でも人気。

末っ子（すえっこ）（すえっこ） ¥8,800
濃桃大覆輪の麗種。大輪ではないが佐渡の別格品。

清々（せいせい）（せいせい） ¥3,300
弁先を淡く紫青に彩る実に上品な佳品。ありそうでないタイプ。

素心梅（そしんばい）（そしんばい） ¥8,800
葉のエリ合せも良く一級品。オシベも純白。

ダークサーモン ¥2,200
一口で言えばあずき色。大変珍しく面白い色合。花形も良い方。

内裏雛（だいりびな）（だいりびな） ¥16,500
銘花「内裏」、「京雛」との交配実生で個性的な美しさ。

田毎の月（たごとのつき）（たごとのつき） ¥11,000
濃赤底白の代表銘柄に同じタイプを掛け合わせた育種用Ｆ１選抜種。

玉旭（たまあさひ）（たまあさひ） ¥3,300
白地に濃桃の丸い玉斑を浮かべる美麗品稀種。実生選抜品。

丹頂梅（たんちょうばい）（たんちょうばい）ケスハマソウケスハマソウ ¥2,200
メシベの赤と花弁の純白との色対比が美しく、その中の梅弁系の逸品。

蝶の舞（ちょうのまい）（ちょうのまい） ¥4,400
「朱鷺の舞」の系統で完成された美麗選抜品。
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桃源郷（とうげんきょう）（とうげんきょう） ¥4,400
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¥880 　　　¥7,000●１Ｐ ●10Ｐ

¥880 　　　¥7,000●１Ｐ ●10Ｐ

¥880 　　　¥7,000●１Ｐ ●10Ｐ
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152 玉錦白縞玉錦白縞（たまにしきしろしま）（たまにしきしろしま）  
玉錦系の銀糊のヒトツバに白縞の入る珍貴
種です。

153 錦織錦織（にしきおり） （にしきおり） 
美しい斑入の二段咲複芸珍品です。交配親
にも期待。

154 白王獅子白王獅子（はくおうじし）（はくおうじし）
斑入銘花。王星系斑入の白三段咲交配品種。 

155 白楽天白楽天（はくらくてん）（はくらくてん）
胡麻斑から散斑の個性的な葉芸に定評があ
る。

NEW

¥30,000

NEW

¥30,000 ¥15,000 ¥3,300

148 松雪松雪（しょうせつ） 上芸品（しょうせつ） 上芸品
地味柄の実生から生まれた優品で大型の地
模様葉の個性的な人気種。後冴。

149 白散斑白散斑（しろちりふ）（しろちりふ）
雪白散斑の美しい人気種。

150 神女仙神女仙（しんにょせん）（しんにょせん）
一つ葉の千重咲。花色も優しい美しさです。

151 翠神翠神（すいじん）（すいじん）
素心のエリマキ咲として人気抜群の二芸品。
開花後もエリマキ部分は残る。¥5,500 ¥5,500 ¥50,000 ¥3,300

168 大覆輪系大覆輪系
覆輪の幅の広い高級種。一般に夏頃から秋に
かけてハッキリする後冴系が多い。

169 菊葉菊葉（きくば）（きくば）
切れ込みのあるユニークな葉姿。花も紫で
美しい。

170 鬼笑鬼笑（きしょう）（きしょう）
羅紗系の角出しとスプーン葉の両芸品。

171 鬼面甲竜鬼面甲竜（きめんこうりゅう）（きめんこうりゅう）
葉変りと裏甲竜の二芸品。大型で迫力があ
る。花にも甲竜芸。¥8,600

葉変り品 ▶

¥3,300 ¥6,600 ¥13,000

156 白麗光白麗光（はくれいこう）（はくれいこう）
黄白砂子散斑の美しい品種で安定性も良く、派手
柄になっても丈夫な作り易い秀品。

157 春景色春景色（はるげしき）（はるげしき）
紺地強い無地葉に図散斑。芽出し赤く美しく、
冴の白斑となる。作上りが楽しみ。

158 久子の舞久子の舞（ひさこのまい）（ひさこのまい）
大覆輪。円弁のサーモンピンクの花が美しい
事でも知られる二芸品の人気種。

159 覆輪一つ葉覆輪一つ葉（ふくりんひとつば）（ふくりんひとつば）
一つ葉で覆輪芸の珍種。

¥10,000 ¥5,500 ¥10,000 ¥30,000

160 紅吹雪紅吹雪（べにふぶき）（べにふぶき）
新葉展開時に実に美しい紅色を呈し斑の安
定性も抜群。

161 満月満月（まんげつ）（まんげつ）
佐渡産の大覆輪として定評のある逸品。

162 道の端道の端（みちのは）（みちのは）
早くから知られる葉型の良い重厚な掃込散
斑。数タイプ知られている。

163 羅生門羅生門（らしょうもん）（らしょうもん）
何とも言えない斑芸で葉先に爪を出す事も
あり迫力満点。¥3,300 ¥15,000 ¥15,000 ¥30,000

164 龍虎龍虎（りゅうこ）（りゅうこ）
羅紗一つ葉の重厚な珍種。数少ない。

165 緑鳳緑鳳（りょくほう）（りょくほう）
紺覆輪の美麗種。後暗みはするが萌黄紺覆
輪となり、完全に暗む事はない。

166 雪景色雪景色（ゆきげしき）（ゆきげしき）
葉肉厚く雪白の図散斑の美しい派手柄。出芽時
は、白斑の部分がピンクで美しい。

167 覆輪葉覆輪葉
本葉３～４枚程度の開花株。大芽は本葉２～
３枚程度の苗。¥50,000 ¥8,800 ¥25,000 ¥3,300

葉芸品

10 雪割草の部

葉芸品

雪割草の部
雪割草の葉は年間を通して常に青々とした姿で楽しませてくれます。
この可憐な三角の葉姿からはとても想像も付かない様々な葉変り品が
時折発見されてマニアの話題となっております。又斑入につきまして
も変化の幅が広く見るべき固体も多く、錦葉ブームの今日非常な人
気を博しております。当園では現在迄の所、記載種の他、多数の珍、
稀品のタイプ別固体を栽培、管理しております。常設展示販売致し
ておりますので是非御来園お待ち致しております。
◦ 葉芸品、斑入品、カタログ品以外多種、豊富にございます。お問合せ下さい。
◦ ５月中旬頃が一番芸の良く出る見頃です。是非御来園の上、現物をお確か

め下さい。

132 赤富士赤富士（あかふじ）（あかふじ）
芽出しより赤色の継続する美しい人気種。

133 磯の波磯の波（いそのなみ）（いそのなみ）
掃込散斑の美しい人気種。時に胡麻斑も混
じる。

134 一寸法師一寸法師（いっすんぼうし） （いっすんぼうし） 
青軸絞り咲三段咲の八ッ房性の珍品です。
少し斑入です。

135 襟巻き錦襟巻き錦（えりまきにしき） （えりまきにしき） 
漸く作出された赤花エリマキ咲の斑入の珍
貴種です。¥25,000 ¥8,600

NEW

¥30,000

NEW

¥30,000

127 青軸裏甲竜青軸裏甲竜（あおじくうらこうりゅう）（あおじくうらこうりゅう）
素心の裏甲龍。花にも甲龍が入る。

斑入品 ▶

¥15,000

128 青軸紺散斑青軸紺散斑（あおじくこんちりふ）（あおじくこんちりふ）
青軸で紺地に萌黄散斑の珍種。

129 青軸一つ葉青軸一つ葉（あおじくひとつば）（あおじくひとつば）
一つ葉で素心の二芸品珍種。

130 青軸覆輪散斑青軸覆輪散斑（あおじくふくりんちりふ）（あおじくふくりんちりふ）
青軸で覆輪散斑の三芸品。

131 青軸覆輪葉青軸覆輪葉（あおじくふくりんば）（あおじくふくりんば）
二芸品の珍種。

¥20,000 ¥30,000 ¥35,000 ¥10,000

136 王星王星（おうせい）（おうせい）
大変美しい砂子中斑の逸品。出芽はピンク。
数少ない人気種。

137 黄蝶黄蝶（きちょう）（きちょう）
黄掃込散斑の安定した人気種。

138 銀甲銀甲（ぎんかぶと）（ぎんかぶと）
銀紋斑のカニ葉系の美しい個体で楽しめる。

139 金山晃金山晃（きんざんこう）（きんざんこう）
後冴。黄金葉の人気種。花も美しい。

¥8,800 ¥5,500 ¥3,300 ¥3,300

140 金鶴金鶴（きんつる）（きんつる）
佐渡産の赤花実生から誕生した美しい逸
品。

141 雲の峰雲の峰（くものみね）（くものみね）
佐渡産の美しい安定した芸を見せる人気
種。

142 黄金錦黄金錦（こがねにしき）（こがねにしき）
後冴。濃黄斑の人気品種。強健。

143 さざ波さざ波（さざなみ）（さざなみ）
覆輪系とも異なる独特の芸が個性的。

¥40,000 ¥8,600 ¥4,400 ¥20,000

144 佐渡若女佐渡若女（さどわかめ）（さどわかめ）
美しい赤色の芽出しで知られる人気種。夏頃か
らは緑が戻り美しい斑入が現れる。

145 残雪残雪（ざんせつ）（ざんせつ）
雪白掃込に胡麻斑を混じえる最高級種。秋
には紅を差す事も多い。強健。

146 時雨錦時雨錦（しぐれにしき）（しぐれにしき）
胡麻斑に近い散斑で芽出しから紅色を帯び
美しい。

147 春雪春雪（しゅんせつ） 素心斑入葉（しゅんせつ） 素心斑入葉
素心の白掃込散斑。葉形エリ合せ良く萌黄
と白斑の安定して入る逸品。¥30,000 ¥25,000 ¥5,500 ¥6,600
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142 黄金錦黄金錦（こがねにしき）（こがねにしき）
後冴。濃黄斑の人気品種。強健。

143 さざ波さざ波（さざなみ）（さざなみ）
覆輪系とも異なる独特の芸が個性的。

¥40,000 ¥8,600 ¥4,400 ¥20,000

144 佐渡若女佐渡若女（さどわかめ）（さどわかめ）
美しい赤色の芽出しで知られる人気種。夏頃か
らは緑が戻り美しい斑入が現れる。

145 残雪残雪（ざんせつ）（ざんせつ）
雪白掃込に胡麻斑を混じえる最高級種。秋
には紅を差す事も多い。強健。

146 時雨錦時雨錦（しぐれにしき）（しぐれにしき）
胡麻斑に近い散斑で芽出しから紅色を帯び
美しい。

147 春雪春雪（しゅんせつ） 素心斑入葉（しゅんせつ） 素心斑入葉
素心の白掃込散斑。葉形エリ合せ良く萌黄
と白斑の安定して入る逸品。¥30,000 ¥25,000 ¥5,500 ¥6,600
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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

12 雪割草の部

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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