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1613 1613 黄花クリンソウ 斑入黄花クリンソウ 斑入
　　

1614 1614 クルマバハグマ 大覆輪 クルマバハグマ 大覆輪 
後暗みですが安定したものです。後暗みですが安定したものです。

1615 1615 ケイビラン 曙虎斑ケイビラン 曙虎斑
珍しい虎斑の入る珍種。珍しい虎斑の入る珍種。

1616 1616 コクラン斑入コクラン斑入
コクランの斑入り品の人気品種です。耐寒コクランの斑入り品の人気品種です。耐寒
性も有り作り易いです。性も有り作り易いです。¥ 1,980

NEW

¥ 5,500 ¥ 2,750 ¥ 3,300

1609 1609 キバナイカリソウ 白散斑キバナイカリソウ 白散斑
東北産の美麗人気種。東北産の美麗人気種。

1610 1610 ギョウジャニンニク 黄金葉ギョウジャニンニク 黄金葉
出芽が黄金葉になる美しい人気種。出芽が黄金葉になる美しい人気種。

1611 1611 行者ニンニク 白縞行者ニンニク 白縞
美しい白縞の高級種です。美しい白縞の高級種です。

1612 1612 キリシマリンドウ斑入キリシマリンドウ斑入
美しい散斑縞の人気種。美しい散斑縞の人気種。

¥ 8,800 ¥ 1,100 ¥ 8,250 ¥ 1,100

1605 1605 カシワバハグマ 金閣 カシワバハグマ 金閣 
カシワバハグマの大覆輪です。安定したもカシワバハグマの大覆輪です。安定したも
のです。のです。

1606 1606 カタクリ 斑入カタクリ 斑入
県内産の珍しい個体。年により変化はしま県内産の珍しい個体。年により変化はしま
すが安定しています。すが安定しています。

1607 1607 曙斑カノコユリ曙斑カノコユリ
美しく珍しい曙斑の入る珍稀種。美しく珍しい曙斑の入る珍稀種。

1608 1608 キキョウラン 白覆輪キキョウラン 白覆輪
ユリ科で草姿の美しい珍種。花も可憐。ユリ科で草姿の美しい珍種。花も可憐。

NEW

¥ 22,000 ¥ 5,500 ¥ 11,000 ¥ 1,650

1617 1617 サンカヨウ 散斑サンカヨウ 散斑
安定した掃込散斑。安定した掃込散斑。

1618 1618 シャクヤク 斑入シャクヤク 斑入
一重咲の和芍薬に掃込斑の入る珍稀種。一重咲の和芍薬に掃込斑の入る珍稀種。

1619 1619 猩々バカマ 縞斑猩々バカマ 縞斑
斑入の人気種。斑入の人気種。

1620 1620 猩々バカマ 極散斑縞猩々バカマ 極散斑縞
散斑縞の秀品。北陸産。散斑縞の秀品。北陸産。

¥ 8,800 ¥ 5,500 ¥ 1,100 ¥ 5,500

1621 1621 猩々バカマ 黄金葉猩々バカマ 黄金葉
輝くような黄金色の美麗品。輝くような黄金色の美麗品。

1622 1622 ショウジョウバカマ「金剛宝」ショウジョウバカマ「金剛宝」
大型種の雪国ショウジョウバカマの黄曙散斑大型種の雪国ショウジョウバカマの黄曙散斑
の秀品。の秀品。

1623 1623 ショウジョウバカマ 白王冠ショウジョウバカマ 白王冠
白中斑の珍貴種です。希少種です。白中斑の珍貴種です。希少種です。

1624 1624 ショウジョウバカマ 福娘ショウジョウバカマ 福娘
丸葉で砂子散斑の人気品種。丸葉で砂子散斑の人気品種。

¥ 4,400 ¥ 3,300 ¥ 16,500 ¥ 3,300

1625 1625 ショウジョウバカマ 羅紗王ショウジョウバカマ 羅紗王
ツクシショウジョウバカマの羅紗葉斑入の珍ツクシショウジョウバカマの羅紗葉斑入の珍
品です。品です。

1626 1626 小白小白芨芨 覆輪白花 覆輪白花
偶然出現した珍種です。強健種です。偶然出現した珍種です。強健種です。

1627 1627 シライトソウ 斑入シライトソウ 斑入
数少ない人気品種です。数少ない人気品種です。

1628 1628 シラネアオイ 掃込シラネアオイ 掃込
人気高い稀少種。人気高い稀少種。

¥ 11,000 ¥ 1,650 ¥ 33,000 ¥ 55,000

斑入植物

102	 山野草の部

1601 1601 オケラ 萌黄散斑オケラ 萌黄散斑
オケラの珍品です。渋い柄ですが安定性はオケラの珍品です。渋い柄ですが安定性は
抜群です。抜群です。

1602 1602 オケラ白三光覆輪オケラ白三光覆輪
オケラの斑入りの高級種です。オケラの斑入りの高級種です。

1603 1603 オニシモツケソウ 極黄散斑オニシモツケソウ 極黄散斑 1604 1604 三光覆輪オニユリ三光覆輪オニユリ
美しい三光覆輪の珍種。美しい三光覆輪の珍種。

¥ 12,000 ¥ 18,000 ¥ 3,300 
¥ 3,300 
¥ 1,650

●１Ｐ
●小球

1597 1597 チャボオオバコ斑入チャボオオバコ斑入
小型の人気種です。小型の人気種です。

1598 1598 大葉マイヅルソウ 掃込縞大葉マイヅルソウ 掃込縞 1599 1599 オカトラノオ 黄金葉オカトラノオ 黄金葉
花も葉も美しい逸品。黄金葉ですが丈夫な花も葉も美しい逸品。黄金葉ですが丈夫な
強健種です。強健種です。

1600 1600 オキナワチドリ 魁オキナワチドリ 魁
紺覆輪の人気品種です。強健種。紺覆輪の人気品種です。強健種。

¥ 660 ¥ 2,200 ¥ 1,650 ¥ 1,650

1582 1582 ジャーマンアイリス 斑入ジャーマンアイリス 斑入
花も美しいアイリスの斑入珍種。花も美しいアイリスの斑入珍種。

1583 1583 ジャーマンアイリス 縞斑ジャーマンアイリス 縞斑
大型で見応え充分な秀品。大型で見応え充分な秀品。

1584 1584 アガパンサス「白晃蘭」アガパンサス「白晃蘭」
新潟県内に戦前から伝わる散斑縞の珍貴新潟県内に戦前から伝わる散斑縞の珍貴
種。種。¥ 1,890

斑入植物
 山野草 ▶

¥ 2,750 ¥ 3,850

1585 1585 アザミ 白覆輪 アザミ 白覆輪 
安定した芸の美しい斑入の珍品です。安定した芸の美しい斑入の珍品です。

1586 1586 斑入アズマイチゲ斑入アズマイチゲ
県内で発見された散斑の珍種。県内で発見された散斑の珍種。

1587 1587 アマドコロ「萱場錦」アマドコロ「萱場錦」
白大覆輪の美麗人気種。白大覆輪の美麗人気種。

1588 1588 アマドコロ「大河」アマドコロ「大河」
NEW

¥ 2,200 ¥ 2,200 ¥ 2,200 ¥ 2,200

1589 1589 アマドコロ「大黄河」アマドコロ「大黄河」 1590 1590 イカリソウ 三光斑夕映イカリソウ 三光斑夕映
赤花の夕映から出現した珍種。赤花の夕映から出現した珍種。

1591 1591 イワシャジン 白散斑イワシャジン 白散斑
　　

1592 1592 イワタバコ「珊瑚礁」イワタバコ「珊瑚礁」
美しい三光斑の話題の人気品種。美しい三光斑の話題の人気品種。

¥ 2,200 ¥ 5,500 ¥ 3,300 ¥ 11,000

1593 1593 ウラシマソウ 掃込散斑ウラシマソウ 掃込散斑
年による変化が楽しみな人気種。年による変化が楽しみな人気種。

1594 1594 斑入ウラシマソウ「望錦」斑入ウラシマソウ「望錦」
葉幅のある草姿に個性的な斑が入ります。葉幅のある草姿に個性的な斑が入ります。

1595 1595 覆輪葉地エビネ覆輪葉地エビネ
新潟県産。新潟県産。

1596 1596 肥前エビネ 散斑縞肥前エビネ 散斑縞
肥前エビネの斑入美麗品高級種。肥前エビネの斑入美麗品高級種。

¥ 5,500 ¥ 6,600 ¥ 3,850 ¥ 33,000

斑入植物

山野草の部
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1613 1613 黄花クリンソウ 斑入黄花クリンソウ 斑入
　　

1614 1614 クルマバハグマ 大覆輪 クルマバハグマ 大覆輪 
後暗みですが安定したものです。後暗みですが安定したものです。

1615 1615 ケイビラン 曙虎斑ケイビラン 曙虎斑
珍しい虎斑の入る珍種。珍しい虎斑の入る珍種。

1616 1616 コクラン斑入コクラン斑入
コクランの斑入り品の人気品種です。耐寒コクランの斑入り品の人気品種です。耐寒
性も有り作り易いです。性も有り作り易いです。¥ 1,980

NEW

¥ 5,500 ¥ 2,750 ¥ 3,300

1609 1609 キバナイカリソウ 白散斑キバナイカリソウ 白散斑
東北産の美麗人気種。東北産の美麗人気種。

1610 1610 ギョウジャニンニク 黄金葉ギョウジャニンニク 黄金葉
出芽が黄金葉になる美しい人気種。出芽が黄金葉になる美しい人気種。

1611 1611 行者ニンニク 白縞行者ニンニク 白縞
美しい白縞の高級種です。美しい白縞の高級種です。

1612 1612 キリシマリンドウ斑入キリシマリンドウ斑入
美しい散斑縞の人気種。美しい散斑縞の人気種。

¥ 8,800 ¥ 1,100 ¥ 8,250 ¥ 1,100

1605 1605 カシワバハグマ 金閣 カシワバハグマ 金閣 
カシワバハグマの大覆輪です。安定したもカシワバハグマの大覆輪です。安定したも
のです。のです。

1606 1606 カタクリ 斑入カタクリ 斑入
県内産の珍しい個体。年により変化はしま県内産の珍しい個体。年により変化はしま
すが安定しています。すが安定しています。

1607 1607 曙斑カノコユリ曙斑カノコユリ
美しく珍しい曙斑の入る珍稀種。美しく珍しい曙斑の入る珍稀種。

1608 1608 キキョウラン 白覆輪キキョウラン 白覆輪
ユリ科で草姿の美しい珍種。花も可憐。ユリ科で草姿の美しい珍種。花も可憐。

NEW

¥ 22,000 ¥ 5,500 ¥ 11,000 ¥ 1,650

1617 1617 サンカヨウ 散斑サンカヨウ 散斑
安定した掃込散斑。安定した掃込散斑。

1618 1618 シャクヤク 斑入シャクヤク 斑入
一重咲の和芍薬に掃込斑の入る珍稀種。一重咲の和芍薬に掃込斑の入る珍稀種。

1619 1619 猩々バカマ 縞斑猩々バカマ 縞斑
斑入の人気種。斑入の人気種。

1620 1620 猩々バカマ 極散斑縞猩々バカマ 極散斑縞
散斑縞の秀品。北陸産。散斑縞の秀品。北陸産。

¥ 8,800 ¥ 5,500 ¥ 1,100 ¥ 5,500

1621 1621 猩々バカマ 黄金葉猩々バカマ 黄金葉
輝くような黄金色の美麗品。輝くような黄金色の美麗品。

1622 1622 ショウジョウバカマ「金剛宝」ショウジョウバカマ「金剛宝」
大型種の雪国ショウジョウバカマの黄曙散斑大型種の雪国ショウジョウバカマの黄曙散斑
の秀品。の秀品。

1623 1623 ショウジョウバカマ 白王冠ショウジョウバカマ 白王冠
白中斑の珍貴種です。希少種です。白中斑の珍貴種です。希少種です。

1624 1624 ショウジョウバカマ 福娘ショウジョウバカマ 福娘
丸葉で砂子散斑の人気品種。丸葉で砂子散斑の人気品種。

¥ 4,400 ¥ 3,300 ¥ 16,500 ¥ 3,300

1625 1625 ショウジョウバカマ 羅紗王ショウジョウバカマ 羅紗王
ツクシショウジョウバカマの羅紗葉斑入の珍ツクシショウジョウバカマの羅紗葉斑入の珍
品です。品です。

1626 1626 小白小白芨芨 覆輪白花 覆輪白花
偶然出現した珍種です。強健種です。偶然出現した珍種です。強健種です。

1627 1627 シライトソウ 斑入シライトソウ 斑入
数少ない人気品種です。数少ない人気品種です。

1628 1628 シラネアオイ 掃込シラネアオイ 掃込
人気高い稀少種。人気高い稀少種。

¥ 11,000 ¥ 1,650 ¥ 33,000 ¥ 55,000

斑入植物

102	 山野草の部

1601 1601 オケラ 萌黄散斑オケラ 萌黄散斑
オケラの珍品です。渋い柄ですが安定性はオケラの珍品です。渋い柄ですが安定性は
抜群です。抜群です。

1602 1602 オケラ白三光覆輪オケラ白三光覆輪
オケラの斑入りの高級種です。オケラの斑入りの高級種です。

1603 1603 オニシモツケソウ 極黄散斑オニシモツケソウ 極黄散斑 1604 1604 三光覆輪オニユリ三光覆輪オニユリ
美しい三光覆輪の珍種。美しい三光覆輪の珍種。

¥ 12,000 ¥ 18,000 ¥ 3,300 
¥ 3,300 
¥ 1,650

●１Ｐ
●小球

1597 1597 チャボオオバコ斑入チャボオオバコ斑入
小型の人気種です。小型の人気種です。

1598 1598 大葉マイヅルソウ 掃込縞大葉マイヅルソウ 掃込縞 1599 1599 オカトラノオ 黄金葉オカトラノオ 黄金葉
花も葉も美しい逸品。黄金葉ですが丈夫な花も葉も美しい逸品。黄金葉ですが丈夫な
強健種です。強健種です。

1600 1600 オキナワチドリ 魁オキナワチドリ 魁
紺覆輪の人気品種です。強健種。紺覆輪の人気品種です。強健種。

¥ 660 ¥ 2,200 ¥ 1,650 ¥ 1,650

1582 1582 ジャーマンアイリス 斑入ジャーマンアイリス 斑入
花も美しいアイリスの斑入珍種。花も美しいアイリスの斑入珍種。

1583 1583 ジャーマンアイリス 縞斑ジャーマンアイリス 縞斑
大型で見応え充分な秀品。大型で見応え充分な秀品。

1584 1584 アガパンサス「白晃蘭」アガパンサス「白晃蘭」
新潟県内に戦前から伝わる散斑縞の珍貴新潟県内に戦前から伝わる散斑縞の珍貴
種。種。¥ 1,890

斑入植物
 山野草 ▶

¥ 2,750 ¥ 3,850

1585 1585 アザミ 白覆輪 アザミ 白覆輪 
安定した芸の美しい斑入の珍品です。安定した芸の美しい斑入の珍品です。

1586 1586 斑入アズマイチゲ斑入アズマイチゲ
県内で発見された散斑の珍種。県内で発見された散斑の珍種。

1587 1587 アマドコロ「萱場錦」アマドコロ「萱場錦」
白大覆輪の美麗人気種。白大覆輪の美麗人気種。

1588 1588 アマドコロ「大河」アマドコロ「大河」
NEW

¥ 2,200 ¥ 2,200 ¥ 2,200 ¥ 2,200

1589 1589 アマドコロ「大黄河」アマドコロ「大黄河」 1590 1590 イカリソウ 三光斑夕映イカリソウ 三光斑夕映
赤花の夕映から出現した珍種。赤花の夕映から出現した珍種。

1591 1591 イワシャジン 白散斑イワシャジン 白散斑
　　

1592 1592 イワタバコ「珊瑚礁」イワタバコ「珊瑚礁」
美しい三光斑の話題の人気品種。美しい三光斑の話題の人気品種。

¥ 2,200 ¥ 5,500 ¥ 3,300 ¥ 11,000

1593 1593 ウラシマソウ 掃込散斑ウラシマソウ 掃込散斑
年による変化が楽しみな人気種。年による変化が楽しみな人気種。

1594 1594 斑入ウラシマソウ「望錦」斑入ウラシマソウ「望錦」
葉幅のある草姿に個性的な斑が入ります。葉幅のある草姿に個性的な斑が入ります。

1595 1595 覆輪葉地エビネ覆輪葉地エビネ
新潟県産。新潟県産。

1596 1596 肥前エビネ 散斑縞肥前エビネ 散斑縞
肥前エビネの斑入美麗品高級種。肥前エビネの斑入美麗品高級種。

¥ 5,500 ¥ 6,600 ¥ 3,850 ¥ 33,000

斑入植物

山野草の部
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1661 1661 クルマバナルコユリ 斑入クルマバナルコユリ 斑入
中国産の美しい姿と花の人気種の斑入で中国産の美しい姿と花の人気種の斑入で
す。希少種です。す。希少種です。

1662 1662 ノコンギク 黄散斑ノコンギク 黄散斑
美しい斑入の珍種です。美しい斑入の珍種です。

1663 1663 ノハナショウブ 白縞 ノハナショウブ 白縞 
東北産の美しい人気品種です。東北産の美しい人気品種です。

1664 1664 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。アカンサス モリスの美しい斑入り品。

¥ 6,600 ¥ 880

NEW

¥ 1,980 ¥ 3,300

1657 1657 トンボソウ「赤頭巾」トンボソウ「赤頭巾」
白覆輪の美しい斑入り種。出芽の色合いが白覆輪の美しい斑入り種。出芽の色合いが
格別の美しさ。格別の美しさ。

1658 1658 ナガハシスミレ 斑入ナガハシスミレ 斑入
テングスミレの美しい曙散斑。テングスミレの美しい曙散斑。

1659 1659 ナツトウダイ 白散斑ナツトウダイ 白散斑
安定した美しい珍種。安定した美しい珍種。

1660 1660 ナベワリ 銀葉 ナベワリ 銀葉 
美しい葉姿の珍品です。美しい葉姿の珍品です。

¥ 2,200 ¥ 1,100 ¥ 2,200

NEW

¥ 2,750 

1669 1669 ヒトリシズカ 黄金葉ヒトリシズカ 黄金葉
鮮やかな葉色の人気種。鮮やかな葉色の人気種。

1670 1670 ヒトリシズカ 黄砂子散斑ヒトリシズカ 黄砂子散斑 1671 1671 ヒトリシズカ 青軸掃入ヒトリシズカ 青軸掃入
二芸品の珍種。二芸品の珍種。

1672 1672 ヒトリシズカ 黄大覆輪ヒトリシズカ 黄大覆輪
美麗人気種。美麗人気種。

¥ 3,300 ¥ 1,980 ¥ 18,000 ¥ 15,000

1673 1673 ヒトリシズカ 金屏風ヒトリシズカ 金屏風
葉型良く安定性の高い大覆輪銘品。葉型良く安定性の高い大覆輪銘品。

1674 1674 ヒメイズイ 流縞ヒメイズイ 流縞 1675 1675 姫リュウキンカ 散斑姫リュウキンカ 散斑
小型の美しい人気種。小型の美しい人気種。

1676 1676 ヒロハテンナンショウ 黄散斑ヒロハテンナンショウ 黄散斑
安定した美しい斑入の人気種。安定した美しい斑入の人気種。

¥ 15,000 ¥ 1,980 ¥ 1,980 ¥ 5,500

1653 1653 トクサ錦トクサ錦
昔から伝わる伝統的な虎斑入りの希産品種昔から伝わる伝統的な虎斑入りの希産品種
です。です。

1654 1654 トチバニンジン斑入トチバニンジン斑入
安定性の高い斑入を選抜いたしました。安定性の高い斑入を選抜いたしました。

1655 1655 トリカブト 白散斑トリカブト 白散斑
安定した白散斑で丈夫で作り易い人気種。安定した白散斑で丈夫で作り易い人気種。

1656 1656 トンボソウ 三光中斑トンボソウ 三光中斑
美しい強健種。美しい強健種。

¥ 2,750 ¥ 44,000 ¥ 1,650 ¥ 2,200

1665 1665 バイカカラマツ 散斑 バイカカラマツ 散斑 
バイカカラマツから偶然出現した貴重品種バイカカラマツから偶然出現した貴重品種
です。です。

1666 1666 八角蓮 白散斑八角蓮 白散斑
人気抜群の品種で強健。人気抜群の品種で強健。

1667 1667 ノハナショウブ白散斑縞ノハナショウブ白散斑縞
東北産の美しい珍品。東北産の美しい珍品。

1668 1668 ヒガンバナ 散斑縞ヒガンバナ 散斑縞
散斑縞の秀品。散斑縞の秀品。

NEW

¥ 2,750 
¥ 4,400

¥ 16,500
●１株
●大株 ¥ 4,400 ¥ 11,000

斑入植物
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1633 1633 ブルーシラン 白覆輪ブルーシラン 白覆輪
美しい花と葉芸が楽しめる人気品種です。美しい花と葉芸が楽しめる人気品種です。

1634 1634 ジンジソウ 白散斑ジンジソウ 白散斑
美しい白散斑の珍種。美しい白散斑の珍種。

1635 1635 斑入ムラサキジンジソウ斑入ムラサキジンジソウ
個性的な美しさが魅力的な佳品。個性的な美しさが魅力的な佳品。

1636 1636 日本スズラン 白縞日本スズラン 白縞
美しい東北産の珍種。美しい東北産の珍種。

¥ 1,320 ¥ 3,300 ¥ 1,100 ¥ 11,000

1649 1649 ヒロハテンナンショウ 三光斑ヒロハテンナンショウ 三光斑
県内で発見された珍品。県内で発見された珍品。

1650 1650 トガクシショウマ 黄散斑トガクシショウマ 黄散斑 1651 1651 トリアシショウマ カラスバ斑入りトリアシショウマ カラスバ斑入り
珍しくまた美しい希少種。珍しくまた美しい希少種。

1652 1652 タイリントキソウ 覆輪タイリントキソウ 覆輪
大覆輪に縞の入ることも多い優良タイプ。大覆輪に縞の入ることも多い優良タイプ。

¥ 11,000 拝　答 ¥ 11,000 ¥ 1,650

1645 1645 チゴユリ羽後美人チゴユリ羽後美人
赤花チゴユリの紺覆輪中透。近年秋田県で赤花チゴユリの紺覆輪中透。近年秋田県で
変化した貴重品種です。変化した貴重品種です。

1646 1646 チゴユリ 黄金月チゴユリ 黄金月
丸い葉性の黃中斑入の美しい人気品種で丸い葉性の黃中斑入の美しい人気品種で
す。す。

1647 1647 ツメレンゲ 斑入ツメレンゲ 斑入
掃込縞の入る美しい珍種。掃込縞の入る美しい珍種。

1648 1648 ヒメツワブキ黄白掃込散斑ヒメツワブキ黄白掃込散斑
珍しい小型の春咲種でコンパクトな姿。珍しい小型の春咲種でコンパクトな姿。

¥ 3,300 ¥ 660 ¥ 1,650 ¥ 1,650

1641 1641 タガネソウ 白中斑タガネソウ 白中斑
大変美しい雪白斑入りの美麗品種です。丈大変美しい雪白斑入りの美麗品種です。丈
夫で後暗みしません。夫で後暗みしません。

1642 1642 タツタソウ斑入タツタソウ斑入
散斑の安定した珍種。散斑の安定した珍種。

1643 1643 白花タツタソウ散斑白花タツタソウ散斑
稀少種。稀少種。

1644 1644 日本タンポポ 掃込斑日本タンポポ 掃込斑

¥ 1,100 ¥ 2,200 ¥ 19,800 ¥ 1,650

1637 1637 ドイツスズラン縞ＲＨＳ選抜品ドイツスズラン縞ＲＨＳ選抜品
従来のタイプと比べ縞斑の安定した美しさ従来のタイプと比べ縞斑の安定した美しさ
の別格品種です。の別格品種です。

1638 1638 雪白覆輪スズラン雪白覆輪スズラン
美しい雪白の稀品。美しい雪白の稀品。

1639 1639 大文字草「銀河錦」大文字草「銀河錦」
美しい砂子散斑の希少種。美しい砂子散斑の希少種。

1640 1640 ダイモンジソウ 大銀河錦ダイモンジソウ 大銀河錦
銀河錦の系統を引く更に美しい斑入の貴重銀河錦の系統を引く更に美しい斑入の貴重
品種です。品種です。¥ 3,300 ¥ 2,640 ¥ 1,320 ¥ 2,200

1629 1629 シラネアオイ 白掃込斑シラネアオイ 白掃込斑
美しい白斑の稀品。春の芽出し以後の販売美しい白斑の稀品。春の芽出し以後の販売
となります。となります。

1630 1630 シラネアオイ「米山錦」シラネアオイ「米山錦」
出芽から美しい黄砂子散斑。後暗みで強健。出芽から美しい黄砂子散斑。後暗みで強健。

1631 1631 シラン 縞斑 シラン 縞斑 
紫蘭の縞柄で人気の有る品種です。紫蘭の縞柄で人気の有る品種です。

1632 1632 シラン白中斑 シラン白中斑 
白中斑の美麗品種。後暗み性で丈夫です。白中斑の美麗品種。後暗み性で丈夫です。

拝　答 ¥ 44,000 

NEW

¥ 1,320 

NEW

¥ 2,200
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1661 1661 クルマバナルコユリ 斑入クルマバナルコユリ 斑入
中国産の美しい姿と花の人気種の斑入で中国産の美しい姿と花の人気種の斑入で
す。希少種です。す。希少種です。

1662 1662 ノコンギク 黄散斑ノコンギク 黄散斑
美しい斑入の珍種です。美しい斑入の珍種です。

1663 1663 ノハナショウブ 白縞 ノハナショウブ 白縞 
東北産の美しい人気品種です。東北産の美しい人気品種です。

1664 1664 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。アカンサス モリスの美しい斑入り品。

¥ 6,600 ¥ 880

NEW

¥ 1,980 ¥ 3,300

1657 1657 トンボソウ「赤頭巾」トンボソウ「赤頭巾」
白覆輪の美しい斑入り種。出芽の色合いが白覆輪の美しい斑入り種。出芽の色合いが
格別の美しさ。格別の美しさ。

1658 1658 ナガハシスミレ 斑入ナガハシスミレ 斑入
テングスミレの美しい曙散斑。テングスミレの美しい曙散斑。

1659 1659 ナツトウダイ 白散斑ナツトウダイ 白散斑
安定した美しい珍種。安定した美しい珍種。

1660 1660 ナベワリ 銀葉 ナベワリ 銀葉 
美しい葉姿の珍品です。美しい葉姿の珍品です。

¥ 2,200 ¥ 1,100 ¥ 2,200

NEW

¥ 2,750 

1669 1669 ヒトリシズカ 黄金葉ヒトリシズカ 黄金葉
鮮やかな葉色の人気種。鮮やかな葉色の人気種。

1670 1670 ヒトリシズカ 黄砂子散斑ヒトリシズカ 黄砂子散斑 1671 1671 ヒトリシズカ 青軸掃入ヒトリシズカ 青軸掃入
二芸品の珍種。二芸品の珍種。

1672 1672 ヒトリシズカ 黄大覆輪ヒトリシズカ 黄大覆輪
美麗人気種。美麗人気種。

¥ 3,300 ¥ 1,980 ¥ 18,000 ¥ 15,000

1673 1673 ヒトリシズカ 金屏風ヒトリシズカ 金屏風
葉型良く安定性の高い大覆輪銘品。葉型良く安定性の高い大覆輪銘品。

1674 1674 ヒメイズイ 流縞ヒメイズイ 流縞 1675 1675 姫リュウキンカ 散斑姫リュウキンカ 散斑
小型の美しい人気種。小型の美しい人気種。

1676 1676 ヒロハテンナンショウ 黄散斑ヒロハテンナンショウ 黄散斑
安定した美しい斑入の人気種。安定した美しい斑入の人気種。

¥ 15,000 ¥ 1,980 ¥ 1,980 ¥ 5,500

1653 1653 トクサ錦トクサ錦
昔から伝わる伝統的な虎斑入りの希産品種昔から伝わる伝統的な虎斑入りの希産品種
です。です。

1654 1654 トチバニンジン斑入トチバニンジン斑入
安定性の高い斑入を選抜いたしました。安定性の高い斑入を選抜いたしました。

1655 1655 トリカブト 白散斑トリカブト 白散斑
安定した白散斑で丈夫で作り易い人気種。安定した白散斑で丈夫で作り易い人気種。

1656 1656 トンボソウ 三光中斑トンボソウ 三光中斑
美しい強健種。美しい強健種。

¥ 2,750 ¥ 44,000 ¥ 1,650 ¥ 2,200

1665 1665 バイカカラマツ 散斑 バイカカラマツ 散斑 
バイカカラマツから偶然出現した貴重品種バイカカラマツから偶然出現した貴重品種
です。です。

1666 1666 八角蓮 白散斑八角蓮 白散斑
人気抜群の品種で強健。人気抜群の品種で強健。

1667 1667 ノハナショウブ白散斑縞ノハナショウブ白散斑縞
東北産の美しい珍品。東北産の美しい珍品。

1668 1668 ヒガンバナ 散斑縞ヒガンバナ 散斑縞
散斑縞の秀品。散斑縞の秀品。

NEW

¥ 2,750 
¥ 4,400

¥ 16,500
●１株
●大株 ¥ 4,400 ¥ 11,000

斑入植物
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1633 1633 ブルーシラン 白覆輪ブルーシラン 白覆輪
美しい花と葉芸が楽しめる人気品種です。美しい花と葉芸が楽しめる人気品種です。

1634 1634 ジンジソウ 白散斑ジンジソウ 白散斑
美しい白散斑の珍種。美しい白散斑の珍種。

1635 1635 斑入ムラサキジンジソウ斑入ムラサキジンジソウ
個性的な美しさが魅力的な佳品。個性的な美しさが魅力的な佳品。

1636 1636 日本スズラン 白縞日本スズラン 白縞
美しい東北産の珍種。美しい東北産の珍種。

¥ 1,320 ¥ 3,300 ¥ 1,100 ¥ 11,000

1649 1649 ヒロハテンナンショウ 三光斑ヒロハテンナンショウ 三光斑
県内で発見された珍品。県内で発見された珍品。

1650 1650 トガクシショウマ 黄散斑トガクシショウマ 黄散斑 1651 1651 トリアシショウマ カラスバ斑入りトリアシショウマ カラスバ斑入り
珍しくまた美しい希少種。珍しくまた美しい希少種。

1652 1652 タイリントキソウ 覆輪タイリントキソウ 覆輪
大覆輪に縞の入ることも多い優良タイプ。大覆輪に縞の入ることも多い優良タイプ。

¥ 11,000 拝　答 ¥ 11,000 ¥ 1,650

1645 1645 チゴユリ羽後美人チゴユリ羽後美人
赤花チゴユリの紺覆輪中透。近年秋田県で赤花チゴユリの紺覆輪中透。近年秋田県で
変化した貴重品種です。変化した貴重品種です。

1646 1646 チゴユリ 黄金月チゴユリ 黄金月
丸い葉性の黃中斑入の美しい人気品種で丸い葉性の黃中斑入の美しい人気品種で
す。す。

1647 1647 ツメレンゲ 斑入ツメレンゲ 斑入
掃込縞の入る美しい珍種。掃込縞の入る美しい珍種。

1648 1648 ヒメツワブキ黄白掃込散斑ヒメツワブキ黄白掃込散斑
珍しい小型の春咲種でコンパクトな姿。珍しい小型の春咲種でコンパクトな姿。

¥ 3,300 ¥ 660 ¥ 1,650 ¥ 1,650

1641 1641 タガネソウ 白中斑タガネソウ 白中斑
大変美しい雪白斑入りの美麗品種です。丈大変美しい雪白斑入りの美麗品種です。丈
夫で後暗みしません。夫で後暗みしません。

1642 1642 タツタソウ斑入タツタソウ斑入
散斑の安定した珍種。散斑の安定した珍種。

1643 1643 白花タツタソウ散斑白花タツタソウ散斑
稀少種。稀少種。

1644 1644 日本タンポポ 掃込斑日本タンポポ 掃込斑

¥ 1,100 ¥ 2,200 ¥ 19,800 ¥ 1,650

1637 1637 ドイツスズラン縞ＲＨＳ選抜品ドイツスズラン縞ＲＨＳ選抜品
従来のタイプと比べ縞斑の安定した美しさ従来のタイプと比べ縞斑の安定した美しさ
の別格品種です。の別格品種です。

1638 1638 雪白覆輪スズラン雪白覆輪スズラン
美しい雪白の稀品。美しい雪白の稀品。

1639 1639 大文字草「銀河錦」大文字草「銀河錦」
美しい砂子散斑の希少種。美しい砂子散斑の希少種。

1640 1640 ダイモンジソウ 大銀河錦ダイモンジソウ 大銀河錦
銀河錦の系統を引く更に美しい斑入の貴重銀河錦の系統を引く更に美しい斑入の貴重
品種です。品種です。¥ 3,300 ¥ 2,640 ¥ 1,320 ¥ 2,200

1629 1629 シラネアオイ 白掃込斑シラネアオイ 白掃込斑
美しい白斑の稀品。春の芽出し以後の販売美しい白斑の稀品。春の芽出し以後の販売
となります。となります。

1630 1630 シラネアオイ「米山錦」シラネアオイ「米山錦」
出芽から美しい黄砂子散斑。後暗みで強健。出芽から美しい黄砂子散斑。後暗みで強健。

1631 1631 シラン 縞斑 シラン 縞斑 
紫蘭の縞柄で人気の有る品種です。紫蘭の縞柄で人気の有る品種です。

1632 1632 シラン白中斑 シラン白中斑 
白中斑の美麗品種。後暗み性で丈夫です。白中斑の美麗品種。後暗み性で丈夫です。

拝　答 ¥ 44,000 

NEW

¥ 1,320 

NEW

¥ 2,200
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1721 1721 ヤマユリ散斑縞ヤマユリ散斑縞
大変美しいヤマユリの斑入種。大変美しいヤマユリの斑入種。

1722 1722 ユキザサ 黄金葉ユキザサ 黄金葉
金葉黄金色の美麗種。金葉黄金色の美麗種。

1723 1723 ユキザサ 白覆輪ユキザサ 白覆輪 1724 1724 ユキザサ 天恵 ユキザサ 天恵 
三光斑の貴重品種です。三光斑の貴重品種です。

¥ 3,300 ¥ 3,300 ¥ 4,400

NEW

¥ 11,000 

1717 1717 ヤマシャクヤク「夢幻」ヤマシャクヤク「夢幻」（苗）（苗）
渋い斑が魅力的。渋い斑が魅力的。

1718 1718 ヤマシャクヤク「小島錦」ヤマシャクヤク「小島錦」（苗）（苗）
葉巾の広い優良タイプで上芸へ作上がりす葉巾の広い優良タイプで上芸へ作上がりす
ることが多く大人気。ることが多く大人気。

1719 1719 紅花ヤマシャクヤク土佐錦紅花ヤマシャクヤク土佐錦
紅花ヤマシャクヤクの美しい斑入秀品です。紅花ヤマシャクヤクの美しい斑入秀品です。

1720 1720 ヤマブキソウ 白散斑ヤマブキソウ 白散斑
従来品種とはレベルの違う美しい斑入の新従来品種とはレベルの違う美しい斑入の新
種です。種です。¥ 16,500 ¥ 22,000 ¥ 33,000 ¥ 2,750

1713 1713 ヤマシャクヤク 掃込散斑ヤマシャクヤク 掃込散斑
安定した美しさを持つ選抜秀品。安定した美しさを持つ選抜秀品。

1714 1714 ヤマシャクヤク 島トンビヤマシャクヤク 島トンビ
佐渡ヶ島産の掃込散斑。親勝りが多く出る佐渡ヶ島産の掃込散斑。親勝りが多く出る
ことで有名。ことで有名。

1715 1715 ヤマシャクヤク 白雪姫ヤマシャクヤク 白雪姫
四国産の無白軸白散斑の美しい強健種で四国産の無白軸白散斑の美しい強健種で
す。す。

1716 1716 ヤマシャクヤク 津軽小町錦ヤマシャクヤク 津軽小町錦
東北産の濃紅斑入の人気種。東北産の濃紅斑入の人気種。

¥ 22,000 ¥ 13,200 ¥ 3,850 ¥ 33,000 

1709 1709 ヤブレガサ亀甲斑ヤブレガサ亀甲斑 1710 1710 ヤブレガサ 散斑入ヤブレガサ 散斑入
ヤブレガサの斑入りとして昔からの人気品ヤブレガサの斑入りとして昔からの人気品
種です。種です。

1711 1711 斑入獅子ヤブレガサ斑入獅子ヤブレガサ
ヤブレガサの変りものの中でも白眉。ヤブレガサの変りものの中でも白眉。

1712 1712 掃込散斑中国ヤブレガサ掃込散斑中国ヤブレガサ
美しい珍種。美しい珍種。

¥ 3,300 ¥ 2,200 ¥ 22,000 ¥ 5,500

1705 1705 モミジハグマ 亀甲斑モミジハグマ 亀甲斑
年により若干の差は出るが年により若干の差は出るが人気の高い秀品。人気の高い秀品。

1706 1706 モミジハグマ 白三光斑 モミジハグマ 白三光斑 
雪白三光斑の貴重品種です。雪白三光斑の貴重品種です。

1707 1707 オクモミジハグマ 砂子散斑オクモミジハグマ 砂子散斑
美しく安定した芸が楽しめる人気品種です。美しく安定した芸が楽しめる人気品種です。

1708 1708 ヤグルマソウ 白散斑ヤグルマソウ 白散斑
早くから知られる東北産の人気品種。早くから知られる東北産の人気品種。

¥ 13,200

NEW

¥ 11,000 ¥ 5,500 ¥ 11,000

1701 1701 モミジガサ 緑雲モミジガサ 緑雲
萌黄散り斑の渋い美しさで知られる人気品萌黄散り斑の渋い美しさで知られる人気品
種です。種です。

1702 1702 モミジカラマツ 紺散り斑モミジカラマツ 紺散り斑
山野草の中でも良く知られる本種の珍しい山野草の中でも良く知られる本種の珍しい
斑入り品種です。斑入り品種です。

1703 1703 モミジハグマ 散斑モミジハグマ 散斑 1704 1704 モミジハグマ「熊の手」モミジハグマ「熊の手」
三光斑。三光斑。

¥ 4,950 ¥ 5,500 ¥ 5,500 ¥ 16,500

斑入植物
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1697 1697 ミヤマナルコ「残雪」ミヤマナルコ「残雪」
白三光中斑。白三光中斑。

1698 1698 ミヤマナルコ白縞ミヤマナルコ白縞
東北産の逸品。東北産の逸品。

1699 1699 モミジガサ 散斑 モミジガサ 散斑 
安定した芸の人気品種です。安定した芸の人気品種です。

1700 1700 モミジガサ白黄散斑モミジガサ白黄散斑

¥ 2,750 ¥ 3,300

NEW

¥ 1,320 ¥ 1,980

1693 1693 マルバダケブキ散斑マルバダケブキ散斑
安定した美しい人気種。安定した美しい人気種。

1694 1694 ミヤマベニシダ 散斑ミヤマベニシダ 散斑
大型の人気種。大型の人気種。

1695 1695 ミヤマナルコ紺散斑縞ミヤマナルコ紺散斑縞 1696 1696 ミヤマナルコ紺覆輪ミヤマナルコ紺覆輪
極黄紺覆輪の美麗品。極黄紺覆輪の美麗品。

¥ 3,850 ¥ 13,200 ¥ 1,980 ¥ 5,500

1689 1689 マイヅルソウ 白覆輪マイヅルソウ 白覆輪
珍しい白覆輪の逸品。珍しい白覆輪の逸品。

1690 1690 マイヅルソウ 春雷マイヅルソウ 春雷
白三光斑入で知られる人気品種です。白三光斑入で知られる人気品種です。

1691 1691 マイヅルソウ 白帝マイヅルソウ 白帝
白中斑の人気種。希少種です。白中斑の人気種。希少種です。

1692 1692 八重咲斑入マツモトセンノウ八重咲斑入マツモトセンノウ
花も花も楽しめる二芸品の珍種。花も花も楽しめる二芸品の珍種。

¥ 3,300 ¥ 1,650 ¥ 9,900 ¥ 1,100

1677 1677 フタリシズカ 白覆輪フタリシズカ 白覆輪
雪白覆輪散斑の希少種。雪白覆輪散斑の希少種。

1678 1678 フタリシズカ 黄白散斑フタリシズカ 黄白散斑
美しい掃込散斑の人気種。美しい掃込散斑の人気種。

1679 1679 ホウチャクソウ「秋田誉」ホウチャクソウ「秋田誉」
雪白中斑の高級種。雪白中斑の高級種。

1680 1680 ホウチャクソウ「阿波の月」ホウチャクソウ「阿波の月」
安定した斑の美しさで古くから人気がある。安定した斑の美しさで古くから人気がある。

¥ 5,500 ¥ 1,980 ¥ 3,300 ¥ 880

1681 1681 ホウチャクソウ 群竹ホウチャクソウ 群竹
早くから知られる極小型の美麗品種。昔は早くから知られる極小型の美麗品種。昔は
チゴユリとされていた事も。チゴユリとされていた事も。

1682 1682 ホトトギス 白三光中斑ホトトギス 白三光中斑
美しい白中斑の強健種。美しい白中斑の強健種。

1683 1683 ジョウロウホトトギス 紺覆輪ジョウロウホトトギス 紺覆輪
紺覆輪中透の珍種。後暗み性ですので丈夫紺覆輪中透の珍種。後暗み性ですので丈夫
です。です。

1684 1684 トサジョウロウホトトギス流泉トサジョウロウホトトギス流泉
近年発見された白三光斑入りの美しい珍種。近年発見された白三光斑入りの美しい珍種。

¥ 880 ¥ 880 ¥ 2,750 ¥ 3,300

1685 1685 タカクマホトトギス覆輪タカクマホトトギス覆輪 1686 1686 マイヅルソウ黄覆輪マイヅルソウ黄覆輪 1687 1687 マイヅルソウ散斑縞マイヅルソウ散斑縞 1688 1688 マイヅルソウ紺覆輪マイヅルソウ紺覆輪

¥ 1,650 ¥ 1,980 ¥ 1,650 ¥ 1,650
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1721 1721 ヤマユリ散斑縞ヤマユリ散斑縞
大変美しいヤマユリの斑入種。大変美しいヤマユリの斑入種。

1722 1722 ユキザサ 黄金葉ユキザサ 黄金葉
金葉黄金色の美麗種。金葉黄金色の美麗種。

1723 1723 ユキザサ 白覆輪ユキザサ 白覆輪 1724 1724 ユキザサ 天恵 ユキザサ 天恵 
三光斑の貴重品種です。三光斑の貴重品種です。

¥ 3,300 ¥ 3,300 ¥ 4,400

NEW

¥ 11,000 

1717 1717 ヤマシャクヤク「夢幻」ヤマシャクヤク「夢幻」（苗）（苗）
渋い斑が魅力的。渋い斑が魅力的。

1718 1718 ヤマシャクヤク「小島錦」ヤマシャクヤク「小島錦」（苗）（苗）
葉巾の広い優良タイプで上芸へ作上がりす葉巾の広い優良タイプで上芸へ作上がりす
ることが多く大人気。ることが多く大人気。

1719 1719 紅花ヤマシャクヤク土佐錦紅花ヤマシャクヤク土佐錦
紅花ヤマシャクヤクの美しい斑入秀品です。紅花ヤマシャクヤクの美しい斑入秀品です。

1720 1720 ヤマブキソウ 白散斑ヤマブキソウ 白散斑
従来品種とはレベルの違う美しい斑入の新従来品種とはレベルの違う美しい斑入の新
種です。種です。¥ 16,500 ¥ 22,000 ¥ 33,000 ¥ 2,750

1713 1713 ヤマシャクヤク 掃込散斑ヤマシャクヤク 掃込散斑
安定した美しさを持つ選抜秀品。安定した美しさを持つ選抜秀品。

1714 1714 ヤマシャクヤク 島トンビヤマシャクヤク 島トンビ
佐渡ヶ島産の掃込散斑。親勝りが多く出る佐渡ヶ島産の掃込散斑。親勝りが多く出る
ことで有名。ことで有名。

1715 1715 ヤマシャクヤク 白雪姫ヤマシャクヤク 白雪姫
四国産の無白軸白散斑の美しい強健種で四国産の無白軸白散斑の美しい強健種で
す。す。

1716 1716 ヤマシャクヤク 津軽小町錦ヤマシャクヤク 津軽小町錦
東北産の濃紅斑入の人気種。東北産の濃紅斑入の人気種。

¥ 22,000 ¥ 13,200 ¥ 3,850 ¥ 33,000 

1709 1709 ヤブレガサ亀甲斑ヤブレガサ亀甲斑 1710 1710 ヤブレガサ 散斑入ヤブレガサ 散斑入
ヤブレガサの斑入りとして昔からの人気品ヤブレガサの斑入りとして昔からの人気品
種です。種です。

1711 1711 斑入獅子ヤブレガサ斑入獅子ヤブレガサ
ヤブレガサの変りものの中でも白眉。ヤブレガサの変りものの中でも白眉。

1712 1712 掃込散斑中国ヤブレガサ掃込散斑中国ヤブレガサ
美しい珍種。美しい珍種。

¥ 3,300 ¥ 2,200 ¥ 22,000 ¥ 5,500

1705 1705 モミジハグマ 亀甲斑モミジハグマ 亀甲斑
年により若干の差は出るが年により若干の差は出るが人気の高い秀品。人気の高い秀品。

1706 1706 モミジハグマ 白三光斑 モミジハグマ 白三光斑 
雪白三光斑の貴重品種です。雪白三光斑の貴重品種です。

1707 1707 オクモミジハグマ 砂子散斑オクモミジハグマ 砂子散斑
美しく安定した芸が楽しめる人気品種です。美しく安定した芸が楽しめる人気品種です。

1708 1708 ヤグルマソウ 白散斑ヤグルマソウ 白散斑
早くから知られる東北産の人気品種。早くから知られる東北産の人気品種。

¥ 13,200

NEW

¥ 11,000 ¥ 5,500 ¥ 11,000

1701 1701 モミジガサ 緑雲モミジガサ 緑雲
萌黄散り斑の渋い美しさで知られる人気品萌黄散り斑の渋い美しさで知られる人気品
種です。種です。

1702 1702 モミジカラマツ 紺散り斑モミジカラマツ 紺散り斑
山野草の中でも良く知られる本種の珍しい山野草の中でも良く知られる本種の珍しい
斑入り品種です。斑入り品種です。

1703 1703 モミジハグマ 散斑モミジハグマ 散斑 1704 1704 モミジハグマ「熊の手」モミジハグマ「熊の手」
三光斑。三光斑。

¥ 4,950 ¥ 5,500 ¥ 5,500 ¥ 16,500

斑入植物
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1697 1697 ミヤマナルコ「残雪」ミヤマナルコ「残雪」
白三光中斑。白三光中斑。

1698 1698 ミヤマナルコ白縞ミヤマナルコ白縞
東北産の逸品。東北産の逸品。

1699 1699 モミジガサ 散斑 モミジガサ 散斑 
安定した芸の人気品種です。安定した芸の人気品種です。

1700 1700 モミジガサ白黄散斑モミジガサ白黄散斑

¥ 2,750 ¥ 3,300

NEW

¥ 1,320 ¥ 1,980

1693 1693 マルバダケブキ散斑マルバダケブキ散斑
安定した美しい人気種。安定した美しい人気種。

1694 1694 ミヤマベニシダ 散斑ミヤマベニシダ 散斑
大型の人気種。大型の人気種。

1695 1695 ミヤマナルコ紺散斑縞ミヤマナルコ紺散斑縞 1696 1696 ミヤマナルコ紺覆輪ミヤマナルコ紺覆輪
極黄紺覆輪の美麗品。極黄紺覆輪の美麗品。

¥ 3,850 ¥ 13,200 ¥ 1,980 ¥ 5,500

1689 1689 マイヅルソウ 白覆輪マイヅルソウ 白覆輪
珍しい白覆輪の逸品。珍しい白覆輪の逸品。

1690 1690 マイヅルソウ 春雷マイヅルソウ 春雷
白三光斑入で知られる人気品種です。白三光斑入で知られる人気品種です。

1691 1691 マイヅルソウ 白帝マイヅルソウ 白帝
白中斑の人気種。希少種です。白中斑の人気種。希少種です。

1692 1692 八重咲斑入マツモトセンノウ八重咲斑入マツモトセンノウ
花も花も楽しめる二芸品の珍種。花も花も楽しめる二芸品の珍種。

¥ 3,300 ¥ 1,650 ¥ 9,900 ¥ 1,100

1677 1677 フタリシズカ 白覆輪フタリシズカ 白覆輪
雪白覆輪散斑の希少種。雪白覆輪散斑の希少種。

1678 1678 フタリシズカ 黄白散斑フタリシズカ 黄白散斑
美しい掃込散斑の人気種。美しい掃込散斑の人気種。

1679 1679 ホウチャクソウ「秋田誉」ホウチャクソウ「秋田誉」
雪白中斑の高級種。雪白中斑の高級種。

1680 1680 ホウチャクソウ「阿波の月」ホウチャクソウ「阿波の月」
安定した斑の美しさで古くから人気がある。安定した斑の美しさで古くから人気がある。

¥ 5,500 ¥ 1,980 ¥ 3,300 ¥ 880

1681 1681 ホウチャクソウ 群竹ホウチャクソウ 群竹
早くから知られる極小型の美麗品種。昔は早くから知られる極小型の美麗品種。昔は
チゴユリとされていた事も。チゴユリとされていた事も。

1682 1682 ホトトギス 白三光中斑ホトトギス 白三光中斑
美しい白中斑の強健種。美しい白中斑の強健種。

1683 1683 ジョウロウホトトギス 紺覆輪ジョウロウホトトギス 紺覆輪
紺覆輪中透の珍種。後暗み性ですので丈夫紺覆輪中透の珍種。後暗み性ですので丈夫
です。です。

1684 1684 トサジョウロウホトトギス流泉トサジョウロウホトトギス流泉
近年発見された白三光斑入りの美しい珍種。近年発見された白三光斑入りの美しい珍種。

¥ 880 ¥ 880 ¥ 2,750 ¥ 3,300

1685 1685 タカクマホトトギス覆輪タカクマホトトギス覆輪 1686 1686 マイヅルソウ黄覆輪マイヅルソウ黄覆輪 1687 1687 マイヅルソウ散斑縞マイヅルソウ散斑縞 1688 1688 マイヅルソウ紺覆輪マイヅルソウ紺覆輪

¥ 1,650 ¥ 1,980 ¥ 1,650 ¥ 1,650
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1741 1741 ヤマアジサイ 紅錦ヤマアジサイ 紅錦
美しい花色の人気品種の斑入珍品です。美しい花色の人気品種の斑入珍品です。

1742 1742 イタビ 黄散斑 イタビ 黄散斑 
イタビカズラの斑入の珍品です。安定したイタビカズラの斑入の珍品です。安定した
ものです。ものです。

1743 1743 斑入イチジク斑入イチジク
美しい掃込斑の入る珍種。実にも縞が。美しい掃込斑の入る珍種。実にも縞が。

1744 1744 イチョウ 掃込斑イチョウ 掃込斑
早くから知られる安定した秀品。早くから知られる安定した秀品。

¥ 2,200

NEW

¥ 3,300 ¥ 3,300 ¥ 3,850

1737 1737 斑入姫ツルアジサイ斑入姫ツルアジサイ
東北産の極小型の珍品。後冴えです。東北産の極小型の珍品。後冴えです。

1738 1738 フユアジサイ 斑入フユアジサイ 斑入
美しく丈夫なアジサイの斑入。美しく丈夫なアジサイの斑入。

1739 1739 ヤマアジサイ 藍姫錦ヤマアジサイ 藍姫錦
小型濃色の有名品種の斑入珍品。小型濃色の有名品種の斑入珍品。

1740 1740 ヤマアジサイ 伊予テマリ錦 ヤマアジサイ 伊予テマリ錦 
斑入の美しい珍品です。斑入の美しい珍品です。

¥ 3,300 ¥ 2,750 ¥ 3,300

NEW

¥ 1,650

1733 1733 アケビ 散斑アケビ 散斑 1734 1734 アジサイ「御殿場錦」アジサイ「御殿場錦」
近年芽変わりで誕生した雪白大覆輪の美麗近年芽変わりで誕生した雪白大覆輪の美麗
種。種。

1735 1735 エゾアジサイ 天三光 エゾアジサイ 天三光 
珍しい三光斑の珍品です。珍しい三光斑の珍品です。

1736 1736 常山アジサイ 斑入常山アジサイ 斑入

斑入植物
 樹　木 ▶

¥ 1,100 ¥ 2,750

NEW

¥ 2,750 ¥ 2,200

1745 1745 イヌビワ 散斑イヌビワ 散斑
白散斑の美しい人気種。大きく育つほど見白散斑の美しい人気種。大きく育つほど見
事に。事に。

1746 1746 イワガラミ 白散斑イワガラミ 白散斑 1747 1747 イワガラミ掃込散斑イワガラミ掃込散斑
黄白掃込散斑の秀品。黄白掃込散斑の秀品。

1748 1748 イワガラミ 白覆輪イワガラミ 白覆輪

¥ 2,750 ¥ 1,650 ¥ 4,400 ¥ 3,300

斑入植物

モミジハグマ カラス葉 ¥ 3,300
珍しい黒葉系の秀品。珍しい黒葉系の秀品。

ヤクシマケイビラン 散斑縞 ¥ 2,200

ヤグルマサワギク 掃込散斑 ¥ 2,200
花も美しい人気種。花も美しい人気種。

ヤグルマソウ 掃込斑 ¥ 11,000

ヤブカンゾウ 白縞 ¥ 1,100

ヤブレガサ 黄白掃込 ¥ 5,500

ヤブレガサ 黄金葉 ¥ 5,500

ヤブレガサ 白散斑 ¥ 11,000

ユキザサ 散斑縞 ¥ 3,300
安定した斑入を楽しめる人気種。安定した斑入を楽しめる人気種。

ユキザサ 砂子散斑 ¥ 3,300

ユキザサ 白縞 ¥ 22,000
年による変化はありますが白縞系で時に驚く程の美品を出す。年による変化はありますが白縞系で時に驚く程の美品を出す。

レンゲショウマ「滝沢錦」 ¥ 4,400
萌黄掃込の人気種。萌黄掃込の人気種。

ワニグチソウ 斑入 ¥ 3,300
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1729 1729 エチゴルリソウ 斑入エチゴルリソウ 斑入
県内産の珍貴種です。なかなか無いもので県内産の珍貴種です。なかなか無いもので
す。す。

1730 1730 レンゲショウマ 白散斑レンゲショウマ 白散斑
安定した芸を見せる秀品。安定した芸を見せる秀品。

1731 1731 ワサビ大覆輪ワサビ大覆輪
早くから知られる人気品種。早くから知られる人気品種。

1732 1732 ワニグチソウ 紺覆輪ワニグチソウ 紺覆輪
定評のあるの美しい秀品です。定評のあるの美しい秀品です。

¥ 11,000 ¥ 4,400 ¥ 5,500 ¥ 3,850

1725 1725 ユキノシタ「御所車」ユキノシタ「御所車」
雪白大覆輪。雪白大覆輪。

1726 1726 ヒマラヤユキノシタ 掃込散り斑ヒマラヤユキノシタ 掃込散り斑
有りそうで無い貴重品種です。有りそうで無い貴重品種です。

1727 1727 斑入ユキワリイチゲ斑入ユキワリイチゲ
近年見つかった美しい斑入の珍貴種。近年見つかった美しい斑入の珍貴種。

1728 1728 ルイヨウショウマ砂子散斑ルイヨウショウマ砂子散斑
この仲間ではこの個体しか有りません。この仲間ではこの個体しか有りません。

¥ 550 ¥ 5,500 ¥ 12,000 ¥ 5,500

▶斑入植物

 山野草

アマドコロ 雪白虎斑 ¥ 1,650

イカリソウ 白散斑 ¥ 2,200

キバナイカリソウ 覆輪 ¥ 11,000
東北産の美しい人気種。東北産の美しい人気種。

イタドリ「日月星」 ¥ 1,100
イタドリの斑入の中でもユニークな芸。イタドリの斑入の中でもユニークな芸。

イチハツ 白縞 ¥ 1,650

イヌヨモギ 三光斑 ¥ 1,650
美しい三光斑の珍種。美しい三光斑の珍種。

イワショウブ 散斑縞 ¥ 5,500
県内産の稀種。県内産の稀種。

エンレイソウ 散斑 ¥ 5,500
エンレイソウに掃込散斑の入る人気種。エンレイソウに掃込散斑の入る人気種。

赤花エンレイソウ 斑入 ¥ 5,500
エレクタムに散斑の入る珍品。エレクタムに散斑の入る珍品。

オウレン 白散斑 ¥ 3,300

オウレン 黄砂子散斑 ¥ 5,500
美しくまた珍しい希少種。美しくまた珍しい希少種。

オオバウマノスズクサ 白散斑 ¥ 3,300

オオバコ斑入 ¥ 660
たかがオオバコと言ってもその美しさはまた格別なものです。たかがオオバコと言ってもその美しさはまた格別なものです。

大葉マイヅルソウ 白砂子散斑 ¥ 1,650

大葉マイヅルソウ 黄覆輪 ¥ 2,200

大葉ユキザサ 縞 ¥ 16,500
柄の上下で価格も異なります。柄の上下で価格も異なります。

オカトラノオ 散斑 ¥ 1,650

カシワバハグマ 散斑 ¥ 16,500

斑入キクザキイチゲ ¥ 1,980 
美しい北陸産の珍品。美しい北陸産の珍品。

アグチフォリウス 白散斑 ¥ 1,650
アグチフォリウスの珍種。アグチフォリウスの珍種。

クリスマスローズ ニゲル 斑入 ¥ 1,980
ニゲルの斑入で安定した芸。ニゲルの斑入で安定した芸。

クリスマスローズ カレードスコープ ¥ 3,850
掃込斑の美品。掃込斑の美品。

クロクモソウ 白散斑 ¥ 2,200
大文字草の仲間で葉姿が美しい。大文字草の仲間で葉姿が美しい。

クロクモソウ 黄金葉 ¥ 2,200
美しい黄金葉の珍種。美しい黄金葉の珍種。

ケイビラン 散斑縞 ¥ 2,200

コンニャク 白掃込斑 ¥ 3,300
コンニャクの美しい斑入珍種。コンニャクの美しい斑入珍種。

シャガ 散斑縞 ¥ 3,300
大変珍しいシャガの本斑縞。大変珍しいシャガの本斑縞。

ジャノヒゲ「東海輪波」 ¥ 1,980
黄虎斑の入る美しい人気種。黄虎斑の入る美しい人気種。

ジャノヒゲ「輪虎」 ¥ 3,300
珍しい覆輪虎斑の二芸品。珍しい覆輪虎斑の二芸品。

黄花シラン 黄覆輪 ¥ 2,750
希少種。希少種。

白花八角蓮 白掃込

スズラン散斑縞 ¥ 2,200
２～３芽品、展示会での人気品種。２～３芽品、展示会での人気品種。

ソバナ 白散斑 ¥ 11,000

ソバナ 雪白大覆輪 ¥ 19,800

タガネソウ「長岡錦」 ¥ 1,650
雪白中斑、後暗み。雪白中斑、後暗み。

ダルマギク 白散斑 ¥ 1,650

タンチョウソウ 黄白掃込散斑 ¥ 1,650

タンチョウソウ 黄金葉 ¥ 1,100

黄花チゴユリ 白散斑 ¥ 2,200
珍しい黄花チゴユリの斑入種。珍しい黄花チゴユリの斑入種。

覆輪ツキミソウ ¥ 1,100
馴染みの月見草に大覆輪が誕生しました。馴染みの月見草に大覆輪が誕生しました。

トウゲブキ 黄掃込 ¥ 8,800

トキワイカリソウ 白黄掃込 ¥ 2,750

ドクダミ錦 ¥ 660
五色ドクダミとも呼ばれる美麗品。五色ドクダミとも呼ばれる美麗品。

トコロ 白散斑 ¥ 1,100

バイカイカリソウ 白散斑 ¥ 1,100

ヒトリシズカ 掃込散斑 ¥ 11,000
美しさで定評のある逸品。美しさで定評のある逸品。

ヒレフリカラマツ 黄散斑 ¥ 2,200

フキ 白散斑 ¥ 3,300
大変美しいフキの決定版。大変美しいフキの決定版。

ジョウロウホトトギス 散斑縞 ¥ 1,650

ヤマジノホトトギス「名月」 ¥ 1,320
白中斑。後冴。白中斑。後冴。

ミカエリソウ 三光斑 ¥ 1,320
葉姿も良い人気種。葉姿も良い人気種。

ミカエリソウ 白砂子散斑 ¥ 2,200
近年発見された様々な変化を見せる美しい個体。近年発見された様々な変化を見せる美しい個体。

ミヤマカタバミ 白黄散斑 ¥ 3,300

ミヤマナルコ「天ノ川」 ¥ 3,300
極黄縞。ビロードを思わせる葉姿が美しい。極黄縞。ビロードを思わせる葉姿が美しい。

ムサシアブミ 金閣宝 ¥ 11,000
黄散斑の有名種。黄散斑の有名種。

¥ 5,500
¥ 22,000

●苗１株
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1741 1741 ヤマアジサイ 紅錦ヤマアジサイ 紅錦
美しい花色の人気品種の斑入珍品です。美しい花色の人気品種の斑入珍品です。

1742 1742 イタビ 黄散斑 イタビ 黄散斑 
イタビカズラの斑入の珍品です。安定したイタビカズラの斑入の珍品です。安定した
ものです。ものです。

1743 1743 斑入イチジク斑入イチジク
美しい掃込斑の入る珍種。実にも縞が。美しい掃込斑の入る珍種。実にも縞が。

1744 1744 イチョウ 掃込斑イチョウ 掃込斑
早くから知られる安定した秀品。早くから知られる安定した秀品。

¥ 2,200

NEW

¥ 3,300 ¥ 3,300 ¥ 3,850

1737 1737 斑入姫ツルアジサイ斑入姫ツルアジサイ
東北産の極小型の珍品。後冴えです。東北産の極小型の珍品。後冴えです。

1738 1738 フユアジサイ 斑入フユアジサイ 斑入
美しく丈夫なアジサイの斑入。美しく丈夫なアジサイの斑入。

1739 1739 ヤマアジサイ 藍姫錦ヤマアジサイ 藍姫錦
小型濃色の有名品種の斑入珍品。小型濃色の有名品種の斑入珍品。

1740 1740 ヤマアジサイ 伊予テマリ錦 ヤマアジサイ 伊予テマリ錦 
斑入の美しい珍品です。斑入の美しい珍品です。

¥ 3,300 ¥ 2,750 ¥ 3,300

NEW

¥ 1,650

1733 1733 アケビ 散斑アケビ 散斑 1734 1734 アジサイ「御殿場錦」アジサイ「御殿場錦」
近年芽変わりで誕生した雪白大覆輪の美麗近年芽変わりで誕生した雪白大覆輪の美麗
種。種。

1735 1735 エゾアジサイ 天三光 エゾアジサイ 天三光 
珍しい三光斑の珍品です。珍しい三光斑の珍品です。

1736 1736 常山アジサイ 斑入常山アジサイ 斑入

斑入植物
 樹　木 ▶

¥ 1,100 ¥ 2,750

NEW

¥ 2,750 ¥ 2,200

1745 1745 イヌビワ 散斑イヌビワ 散斑
白散斑の美しい人気種。大きく育つほど見白散斑の美しい人気種。大きく育つほど見
事に。事に。

1746 1746 イワガラミ 白散斑イワガラミ 白散斑 1747 1747 イワガラミ掃込散斑イワガラミ掃込散斑
黄白掃込散斑の秀品。黄白掃込散斑の秀品。

1748 1748 イワガラミ 白覆輪イワガラミ 白覆輪

¥ 2,750 ¥ 1,650 ¥ 4,400 ¥ 3,300

斑入植物

モミジハグマ カラス葉 ¥ 3,300
珍しい黒葉系の秀品。珍しい黒葉系の秀品。

ヤクシマケイビラン 散斑縞 ¥ 2,200

ヤグルマサワギク 掃込散斑 ¥ 2,200
花も美しい人気種。花も美しい人気種。

ヤグルマソウ 掃込斑 ¥ 11,000

ヤブカンゾウ 白縞 ¥ 1,100

ヤブレガサ 黄白掃込 ¥ 5,500

ヤブレガサ 黄金葉 ¥ 5,500

ヤブレガサ 白散斑 ¥ 11,000

ユキザサ 散斑縞 ¥ 3,300
安定した斑入を楽しめる人気種。安定した斑入を楽しめる人気種。

ユキザサ 砂子散斑 ¥ 3,300

ユキザサ 白縞 ¥ 22,000
年による変化はありますが白縞系で時に驚く程の美品を出す。年による変化はありますが白縞系で時に驚く程の美品を出す。

レンゲショウマ「滝沢錦」 ¥ 4,400
萌黄掃込の人気種。萌黄掃込の人気種。

ワニグチソウ 斑入 ¥ 3,300
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1729 1729 エチゴルリソウ 斑入エチゴルリソウ 斑入
県内産の珍貴種です。なかなか無いもので県内産の珍貴種です。なかなか無いもので
す。す。

1730 1730 レンゲショウマ 白散斑レンゲショウマ 白散斑
安定した芸を見せる秀品。安定した芸を見せる秀品。

1731 1731 ワサビ大覆輪ワサビ大覆輪
早くから知られる人気品種。早くから知られる人気品種。

1732 1732 ワニグチソウ 紺覆輪ワニグチソウ 紺覆輪
定評のあるの美しい秀品です。定評のあるの美しい秀品です。

¥ 11,000 ¥ 4,400 ¥ 5,500 ¥ 3,850

1725 1725 ユキノシタ「御所車」ユキノシタ「御所車」
雪白大覆輪。雪白大覆輪。

1726 1726 ヒマラヤユキノシタ 掃込散り斑ヒマラヤユキノシタ 掃込散り斑
有りそうで無い貴重品種です。有りそうで無い貴重品種です。

1727 1727 斑入ユキワリイチゲ斑入ユキワリイチゲ
近年見つかった美しい斑入の珍貴種。近年見つかった美しい斑入の珍貴種。

1728 1728 ルイヨウショウマ砂子散斑ルイヨウショウマ砂子散斑
この仲間ではこの個体しか有りません。この仲間ではこの個体しか有りません。

¥ 550 ¥ 5,500 ¥ 12,000 ¥ 5,500

▶斑入植物

 山野草

アマドコロ 雪白虎斑 ¥ 1,650

イカリソウ 白散斑 ¥ 2,200

キバナイカリソウ 覆輪 ¥ 11,000
東北産の美しい人気種。東北産の美しい人気種。

イタドリ「日月星」 ¥ 1,100
イタドリの斑入の中でもユニークな芸。イタドリの斑入の中でもユニークな芸。

イチハツ 白縞 ¥ 1,650

イヌヨモギ 三光斑 ¥ 1,650
美しい三光斑の珍種。美しい三光斑の珍種。

イワショウブ 散斑縞 ¥ 5,500
県内産の稀種。県内産の稀種。

エンレイソウ 散斑 ¥ 5,500
エンレイソウに掃込散斑の入る人気種。エンレイソウに掃込散斑の入る人気種。

赤花エンレイソウ 斑入 ¥ 5,500
エレクタムに散斑の入る珍品。エレクタムに散斑の入る珍品。

オウレン 白散斑 ¥ 3,300

オウレン 黄砂子散斑 ¥ 5,500
美しくまた珍しい希少種。美しくまた珍しい希少種。

オオバウマノスズクサ 白散斑 ¥ 3,300

オオバコ斑入 ¥ 660
たかがオオバコと言ってもその美しさはまた格別なものです。たかがオオバコと言ってもその美しさはまた格別なものです。

大葉マイヅルソウ 白砂子散斑 ¥ 1,650

大葉マイヅルソウ 黄覆輪 ¥ 2,200

大葉ユキザサ 縞 ¥ 16,500
柄の上下で価格も異なります。柄の上下で価格も異なります。

オカトラノオ 散斑 ¥ 1,650

カシワバハグマ 散斑 ¥ 16,500

斑入キクザキイチゲ ¥ 1,980 
美しい北陸産の珍品。美しい北陸産の珍品。

アグチフォリウス 白散斑 ¥ 1,650
アグチフォリウスの珍種。アグチフォリウスの珍種。

クリスマスローズ ニゲル 斑入 ¥ 1,980
ニゲルの斑入で安定した芸。ニゲルの斑入で安定した芸。

クリスマスローズ カレードスコープ ¥ 3,850
掃込斑の美品。掃込斑の美品。

クロクモソウ 白散斑 ¥ 2,200
大文字草の仲間で葉姿が美しい。大文字草の仲間で葉姿が美しい。

クロクモソウ 黄金葉 ¥ 2,200
美しい黄金葉の珍種。美しい黄金葉の珍種。

ケイビラン 散斑縞 ¥ 2,200

コンニャク 白掃込斑 ¥ 3,300
コンニャクの美しい斑入珍種。コンニャクの美しい斑入珍種。

シャガ 散斑縞 ¥ 3,300
大変珍しいシャガの本斑縞。大変珍しいシャガの本斑縞。

ジャノヒゲ「東海輪波」 ¥ 1,980
黄虎斑の入る美しい人気種。黄虎斑の入る美しい人気種。

ジャノヒゲ「輪虎」 ¥ 3,300
珍しい覆輪虎斑の二芸品。珍しい覆輪虎斑の二芸品。

黄花シラン 黄覆輪 ¥ 2,750
希少種。希少種。

白花八角蓮 白掃込

スズラン散斑縞 ¥ 2,200
２～３芽品、展示会での人気品種。２～３芽品、展示会での人気品種。

ソバナ 白散斑 ¥ 11,000

ソバナ 雪白大覆輪 ¥ 19,800

タガネソウ「長岡錦」 ¥ 1,650
雪白中斑、後暗み。雪白中斑、後暗み。

ダルマギク 白散斑 ¥ 1,650

タンチョウソウ 黄白掃込散斑 ¥ 1,650

タンチョウソウ 黄金葉 ¥ 1,100

黄花チゴユリ 白散斑 ¥ 2,200
珍しい黄花チゴユリの斑入種。珍しい黄花チゴユリの斑入種。

覆輪ツキミソウ ¥ 1,100
馴染みの月見草に大覆輪が誕生しました。馴染みの月見草に大覆輪が誕生しました。

トウゲブキ 黄掃込 ¥ 8,800

トキワイカリソウ 白黄掃込 ¥ 2,750

ドクダミ錦 ¥ 660
五色ドクダミとも呼ばれる美麗品。五色ドクダミとも呼ばれる美麗品。

トコロ 白散斑 ¥ 1,100

バイカイカリソウ 白散斑 ¥ 1,100

ヒトリシズカ 掃込散斑 ¥ 11,000
美しさで定評のある逸品。美しさで定評のある逸品。

ヒレフリカラマツ 黄散斑 ¥ 2,200

フキ 白散斑 ¥ 3,300
大変美しいフキの決定版。大変美しいフキの決定版。

ジョウロウホトトギス 散斑縞 ¥ 1,650

ヤマジノホトトギス「名月」 ¥ 1,320
白中斑。後冴。白中斑。後冴。

ミカエリソウ 三光斑 ¥ 1,320
葉姿も良い人気種。葉姿も良い人気種。

ミカエリソウ 白砂子散斑 ¥ 2,200
近年発見された様々な変化を見せる美しい個体。近年発見された様々な変化を見せる美しい個体。

ミヤマカタバミ 白黄散斑 ¥ 3,300

ミヤマナルコ「天ノ川」 ¥ 3,300
極黄縞。ビロードを思わせる葉姿が美しい。極黄縞。ビロードを思わせる葉姿が美しい。

ムサシアブミ 金閣宝 ¥ 11,000
黄散斑の有名種。黄散斑の有名種。

¥ 5,500
¥ 22,000

●苗１株

●大株
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1793 1793 ネグンドカエデ 白覆輪 ネグンドカエデ 白覆輪 
丈夫で作りやすい美麗品種です。丈夫で作りやすい美麗品種です。

1794 1794 ネム 白散斑ネム 白散斑
花も葉も美しい人気種。花も葉も美しい人気種。

1795 1795 ネム カラス葉ネム カラス葉
サマーチョコレート。サマーチョコレート。

1796 1796 ネム 布智の曙ネム 布智の曙
実生から出現した曙散斑の美しい人気種。実生から出現した曙散斑の美しい人気種。

NEW

¥ 1,100 ¥ 3,850 ¥ 2,750 ¥ 6,600

1789 1789 ナナカマド 錦秋ナナカマド 錦秋（接）（接）
黄白掃込散斑の美しい逸品。黄白掃込散斑の美しい逸品。

1790 1790 三光斑ナニワズ三光斑ナニワズ（接）（接）
美しい三光斑の珍種。美しい三光斑の珍種。

1791 1791 掃込散斑ナニワズ掃込散斑ナニワズ（接）（接）
年による斑の変化が楽しみ。年による斑の変化が楽しみ。

1792 1792 白覆輪ナニワズ白覆輪ナニワズ（接）（接）
白覆輪の珍品。白覆輪の珍品。

¥ 5,500 ¥ 4,400 ¥ 5,500 ¥ 5,500

1785 1785 ツリバナ 白三光散り斑ツリバナ 白三光散り斑
雪白三光に散り斑の混じる美しい貴重品種。雪白三光に散り斑の混じる美しい貴重品種。

1786 1786 トチ 黄掃込斑トチ 黄掃込斑（接）（接）
美しい掃込斑の珍種。美しい掃込斑の珍種。

1787 1787 ナツツバキ「夜明け前錦」ナツツバキ「夜明け前錦」
花もピンクの美しい佳品。花もピンクの美しい佳品。

1788 1788 ナナカマド 曙斑ナナカマド 曙斑
曙覆輪の珍種です。芽出しの美しさは別格曙覆輪の珍種です。芽出しの美しさは別格
です。です。¥ 5,500 ¥ 11,000 ¥ 1,320 ¥ 4,400

1773 1773 ツクバネウツギ 散斑ツクバネウツギ 散斑
珍しい斑入品。珍しい斑入品。

1774 1774 ツタ 黄金葉ツタ 黄金葉
黄金色の珍種で輝くような美しさ。黄金色の珍種で輝くような美しさ。

1775 1775 斑入一つ葉ツタ斑入一つ葉ツタ
斑入でヒトツバの珍種。斑入でヒトツバの珍種。

1776 1776 斑入獅子葉ツタ斑入獅子葉ツタ
獅子葉と斑入の二芸品珍種。獅子葉と斑入の二芸品珍種。

¥ 3,300 ¥ 1,650 ¥ 1,320 ¥ 1,320

1777 1777 ツリバナ 紺覆輪ツリバナ 紺覆輪（接）（接）
紺覆輪の珍種。後暗み。紺覆輪の珍種。後暗み。

1778 1778 ツリバナ 白中斑ツリバナ 白中斑（接）（接）
県内産のエゾツリバナの雪白中斑。県内産のエゾツリバナの雪白中斑。

1779 1779 ツリバナ 白散斑ツリバナ 白散斑（接）（接）
東北産の美麗品。東北産の美麗品。

1780 1780 ツリバナ 白覆輪ツリバナ 白覆輪（接）（接）
東北産の珍品。東北産の珍品。

¥ 4,400 ¥ 3,300 ¥ 3,300 ¥ 5,500

1781 1781 ツリバナ 白掃込斑ツリバナ 白掃込斑（接）（接）
珍しい白掃込の逸品。珍しい白掃込の逸品。

1782 1782 ツリバナ 掃込斑ツリバナ 掃込斑（接）（接）
エゾツリバナの貴重品。エゾツリバナの貴重品。

1783 1783 ツリバナ 大覆輪ツリバナ 大覆輪（接）（接）
エゾツリバナの大覆輪。珍種。エゾツリバナの大覆輪。珍種。

1784 1784 ツリバナ 三光斑ツリバナ 三光斑（接）（接）
エゾツリバナの逸品。エゾツリバナの逸品。

¥ 4,400 ¥ 4,400 ¥ 5,500 ¥ 8,800

斑入植物
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1761 1761 ゴマギ 掃込散斑 ゴマギ 掃込散斑 
ガマズミの仲間で胡麻のような香りがしまガマズミの仲間で胡麻のような香りがしま
す。す。

1762 1762 カラス葉サルスベリカラス葉サルスベリ
面白い黒葉の濃色品種。強健。面白い黒葉の濃色品種。強健。

1763 1763 サンショ 白黄掃込サンショ 白黄掃込 1764 1764 シキミ 黄金葉シキミ 黄金葉
鮮やかな黄金葉の逸品。 鮮やかな黄金葉の逸品。 

NEW

¥ 5,500 ¥ 3,300 ¥ 3,300 ¥ 1,650

1757 1757 クワ 黄掃込散斑クワ 黄掃込散斑
美しさ抜群の人気品種。実の色との調和が美しさ抜群の人気品種。実の色との調和が
より美しさを増します。より美しさを増します。

1758 1758 コウヤマキ 縞コウヤマキ 縞（接）（接）
縞斑の入る人気種。縞斑の入る人気種。

1759 1759 斑入コケモモ斑入コケモモ
白覆輪の美しい人気種。白覆輪の美しい人気種。

1760 1760 ブータンコケモモ 曙斑 ブータンコケモモ 曙斑 
早くより知られる美しい人気品種です。早くより知られる美しい人気品種です。

¥ 2,200 ¥ 13,200 ¥ 880

NEW

¥ 1,650 

1749 1749 オオツリバナ白散斑オオツリバナ白散斑（接）（接）
オオツリバナの珍種。オオツリバナの珍種。

1750 1750 カイドウ 白曙散斑カイドウ 白曙散斑
出芽の雪白散斑が美しい。出芽の雪白散斑が美しい。

1751 1751 キヅタ 白斑キヅタ 白斑
美しい斑入の秀品です。美しい斑入の秀品です。

1752 1752 クサボタン 掃込散斑クサボタン 掃込散斑

¥ 4,400 ¥ 1,650 ¥ 1,100 ¥ 1,890

1753 1753 クリ 大覆輪クリ 大覆輪（接）（接）
白大覆輪の美麗種。白大覆輪の美麗種。

1754 1754 クロガネモチ 斑入クロガネモチ 斑入
徐々に白さを増す珍品。徐々に白さを増す珍品。

1755 1755 クロヅル 白覆輪クロヅル 白覆輪
雪白覆輪の美麗種。雪白覆輪の美麗種。

1756 1756 クロモジ 萌黄紺散斑クロモジ 萌黄紺散斑
萌黄紺散斑の美しい個体。萌黄紺散斑の美しい個体。

¥ 5,500 ¥ 3,300 ¥ 11,000 ¥ 1,980

1765 1765 ジンチョウゲ三光中斑ジンチョウゲ三光中斑
信濃錦の名称もある人気品種。信濃錦の名称もある人気品種。

1766 1766 ジンチョウゲ黄大覆輪ジンチョウゲ黄大覆輪
「前島」と呼ばれる美しい逸品。「前島」と呼ばれる美しい逸品。

1767 1767 スギ 石化白芽スギ 石化白芽 1768 1768 スノキ 白散斑スノキ 白散斑
白散斑の珍種です。丈夫で作りやすい個体白散斑の珍種です。丈夫で作りやすい個体
です。です。¥ 1,650 ¥ 1,980 ¥ 5,500 ¥ 3,850

1769 1769 斑入センダン斑入センダン
白散斑の美しい佳品。白散斑の美しい佳品。

1770 1770 茶の木 散斑茶の木 散斑
安定した曙白散斑の人気種。安定した曙白散斑の人気種。

1771 1771 茶の木 白散り斑茶の木 白散り斑
白掃込散斑入りの美しい貴重種。白掃込散斑入りの美しい貴重種。

1772 1772 チョウセンゴミシ 散斑チョウセンゴミシ 散斑
薬用としても有名な五味子の斑入です。実薬用としても有名な五味子の斑入です。実
もなります。もなります。¥ 2,750 ¥ 1,100 ¥ 3,300 ¥ 5,500
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1793 1793 ネグンドカエデ 白覆輪 ネグンドカエデ 白覆輪 
丈夫で作りやすい美麗品種です。丈夫で作りやすい美麗品種です。

1794 1794 ネム 白散斑ネム 白散斑
花も葉も美しい人気種。花も葉も美しい人気種。

1795 1795 ネム カラス葉ネム カラス葉
サマーチョコレート。サマーチョコレート。

1796 1796 ネム 布智の曙ネム 布智の曙
実生から出現した曙散斑の美しい人気種。実生から出現した曙散斑の美しい人気種。

NEW

¥ 1,100 ¥ 3,850 ¥ 2,750 ¥ 6,600

1789 1789 ナナカマド 錦秋ナナカマド 錦秋（接）（接）
黄白掃込散斑の美しい逸品。黄白掃込散斑の美しい逸品。

1790 1790 三光斑ナニワズ三光斑ナニワズ（接）（接）
美しい三光斑の珍種。美しい三光斑の珍種。

1791 1791 掃込散斑ナニワズ掃込散斑ナニワズ（接）（接）
年による斑の変化が楽しみ。年による斑の変化が楽しみ。

1792 1792 白覆輪ナニワズ白覆輪ナニワズ（接）（接）
白覆輪の珍品。白覆輪の珍品。

¥ 5,500 ¥ 4,400 ¥ 5,500 ¥ 5,500

1785 1785 ツリバナ 白三光散り斑ツリバナ 白三光散り斑
雪白三光に散り斑の混じる美しい貴重品種。雪白三光に散り斑の混じる美しい貴重品種。

1786 1786 トチ 黄掃込斑トチ 黄掃込斑（接）（接）
美しい掃込斑の珍種。美しい掃込斑の珍種。

1787 1787 ナツツバキ「夜明け前錦」ナツツバキ「夜明け前錦」
花もピンクの美しい佳品。花もピンクの美しい佳品。

1788 1788 ナナカマド 曙斑ナナカマド 曙斑
曙覆輪の珍種です。芽出しの美しさは別格曙覆輪の珍種です。芽出しの美しさは別格
です。です。¥ 5,500 ¥ 11,000 ¥ 1,320 ¥ 4,400

1773 1773 ツクバネウツギ 散斑ツクバネウツギ 散斑
珍しい斑入品。珍しい斑入品。

1774 1774 ツタ 黄金葉ツタ 黄金葉
黄金色の珍種で輝くような美しさ。黄金色の珍種で輝くような美しさ。

1775 1775 斑入一つ葉ツタ斑入一つ葉ツタ
斑入でヒトツバの珍種。斑入でヒトツバの珍種。

1776 1776 斑入獅子葉ツタ斑入獅子葉ツタ
獅子葉と斑入の二芸品珍種。獅子葉と斑入の二芸品珍種。

¥ 3,300 ¥ 1,650 ¥ 1,320 ¥ 1,320

1777 1777 ツリバナ 紺覆輪ツリバナ 紺覆輪（接）（接）
紺覆輪の珍種。後暗み。紺覆輪の珍種。後暗み。

1778 1778 ツリバナ 白中斑ツリバナ 白中斑（接）（接）
県内産のエゾツリバナの雪白中斑。県内産のエゾツリバナの雪白中斑。

1779 1779 ツリバナ 白散斑ツリバナ 白散斑（接）（接）
東北産の美麗品。東北産の美麗品。

1780 1780 ツリバナ 白覆輪ツリバナ 白覆輪（接）（接）
東北産の珍品。東北産の珍品。

¥ 4,400 ¥ 3,300 ¥ 3,300 ¥ 5,500

1781 1781 ツリバナ 白掃込斑ツリバナ 白掃込斑（接）（接）
珍しい白掃込の逸品。珍しい白掃込の逸品。

1782 1782 ツリバナ 掃込斑ツリバナ 掃込斑（接）（接）
エゾツリバナの貴重品。エゾツリバナの貴重品。

1783 1783 ツリバナ 大覆輪ツリバナ 大覆輪（接）（接）
エゾツリバナの大覆輪。珍種。エゾツリバナの大覆輪。珍種。

1784 1784 ツリバナ 三光斑ツリバナ 三光斑（接）（接）
エゾツリバナの逸品。エゾツリバナの逸品。

¥ 4,400 ¥ 4,400 ¥ 5,500 ¥ 8,800

斑入植物
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1761 1761 ゴマギ 掃込散斑 ゴマギ 掃込散斑 
ガマズミの仲間で胡麻のような香りがしまガマズミの仲間で胡麻のような香りがしま
す。す。

1762 1762 カラス葉サルスベリカラス葉サルスベリ
面白い黒葉の濃色品種。強健。面白い黒葉の濃色品種。強健。

1763 1763 サンショ 白黄掃込サンショ 白黄掃込 1764 1764 シキミ 黄金葉シキミ 黄金葉
鮮やかな黄金葉の逸品。 鮮やかな黄金葉の逸品。 

NEW

¥ 5,500 ¥ 3,300 ¥ 3,300 ¥ 1,650

1757 1757 クワ 黄掃込散斑クワ 黄掃込散斑
美しさ抜群の人気品種。実の色との調和が美しさ抜群の人気品種。実の色との調和が
より美しさを増します。より美しさを増します。

1758 1758 コウヤマキ 縞コウヤマキ 縞（接）（接）
縞斑の入る人気種。縞斑の入る人気種。

1759 1759 斑入コケモモ斑入コケモモ
白覆輪の美しい人気種。白覆輪の美しい人気種。

1760 1760 ブータンコケモモ 曙斑 ブータンコケモモ 曙斑 
早くより知られる美しい人気品種です。早くより知られる美しい人気品種です。

¥ 2,200 ¥ 13,200 ¥ 880

NEW

¥ 1,650 

1749 1749 オオツリバナ白散斑オオツリバナ白散斑（接）（接）
オオツリバナの珍種。オオツリバナの珍種。

1750 1750 カイドウ 白曙散斑カイドウ 白曙散斑
出芽の雪白散斑が美しい。出芽の雪白散斑が美しい。

1751 1751 キヅタ 白斑キヅタ 白斑
美しい斑入の秀品です。美しい斑入の秀品です。

1752 1752 クサボタン 掃込散斑クサボタン 掃込散斑

¥ 4,400 ¥ 1,650 ¥ 1,100 ¥ 1,890

1753 1753 クリ 大覆輪クリ 大覆輪（接）（接）
白大覆輪の美麗種。白大覆輪の美麗種。

1754 1754 クロガネモチ 斑入クロガネモチ 斑入
徐々に白さを増す珍品。徐々に白さを増す珍品。

1755 1755 クロヅル 白覆輪クロヅル 白覆輪
雪白覆輪の美麗種。雪白覆輪の美麗種。

1756 1756 クロモジ 萌黄紺散斑クロモジ 萌黄紺散斑
萌黄紺散斑の美しい個体。萌黄紺散斑の美しい個体。

¥ 5,500 ¥ 3,300 ¥ 11,000 ¥ 1,980

1765 1765 ジンチョウゲ三光中斑ジンチョウゲ三光中斑
信濃錦の名称もある人気品種。信濃錦の名称もある人気品種。

1766 1766 ジンチョウゲ黄大覆輪ジンチョウゲ黄大覆輪
「前島」と呼ばれる美しい逸品。「前島」と呼ばれる美しい逸品。

1767 1767 スギ 石化白芽スギ 石化白芽 1768 1768 スノキ 白散斑スノキ 白散斑
白散斑の珍種です。丈夫で作りやすい個体白散斑の珍種です。丈夫で作りやすい個体
です。です。¥ 1,650 ¥ 1,980 ¥ 5,500 ¥ 3,850

1769 1769 斑入センダン斑入センダン
白散斑の美しい佳品。白散斑の美しい佳品。

1770 1770 茶の木 散斑茶の木 散斑
安定した曙白散斑の人気種。安定した曙白散斑の人気種。

1771 1771 茶の木 白散り斑茶の木 白散り斑
白掃込散斑入りの美しい貴重種。白掃込散斑入りの美しい貴重種。

1772 1772 チョウセンゴミシ 散斑チョウセンゴミシ 散斑
薬用としても有名な五味子の斑入です。実薬用としても有名な五味子の斑入です。実
もなります。もなります。¥ 2,750 ¥ 1,100 ¥ 3,300 ¥ 5,500
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1821 1821 ロウヤガキ 白散斑ロウヤガキ 白散斑
実生の正木美麗種。実生の正木美麗種。

¥ 3,300

斑入植物

▶斑入植物

 樹　木

アカメガシワ 斑入 ¥ 1,650
大型で見ごたえのある品種。大型で見ごたえのある品種。

アケビ 白花 ¥ 1,100
斑入ではないが青軸白花で果実も白い。斑入ではないが青軸白花で果実も白い。

アワブキ 斑入 ¥ 5,500
なかなか数のない珍品。なかなか数のない珍品。

イタヤカエデ 掃込斑 ¥ 5,500
イタヤカエデの美しい掃込散斑。東北産の正木。イタヤカエデの美しい掃込散斑。東北産の正木。

イワガラミ 黄ボタ斑 ¥ 1,980

ウコギ 大覆輪 ¥ 1,100
山菜で知られるウコギの美しい斑入種。山菜で知られるウコギの美しい斑入種。

ガマズミ 黄白散斑 ¥ 1,980

木フヨウ 黄白掃込 ¥ 2,200

キンズ覆輪（接）（接） ¥ 5,500
数の少ない珍品。数の少ない珍品。

クロベ 白散斑 ¥ 2,750
雪白斑の美しい人気種。雪白斑の美しい人気種。

クロモジ 三光斑 ¥ 3,300
三光斑覆輪系の珍種。三光斑覆輪系の珍種。

コウゾ 黄砂子斑 ¥ 2,750
細かい黄散斑が美しい。細かい黄散斑が美しい。

コウゾ 白砂子斑 ¥ 2,750
白い砂子斑が美しい。白い砂子斑が美しい。

コムラサキシキブ 白散斑 ¥ 1,100
紫軸と斑入葉の美しい佳品。紫軸と斑入葉の美しい佳品。

ゴンズイ 掃込斑（接）（接） ¥ 16,500
白掃込斑の珍種。白掃込斑の珍種。

サルナシ 黄白掃込 ¥ 2,200

サルナシ 白覆輪 ¥ 2,200

サンショ カラス葉 ¥ 1,650

タニウツギ 黄覆輪 ¥ 880

アメリカツタ 散斑 ¥ 1,650

ツルウメモドキ 白散斑 ¥ 1,650
近年発見された珍品。近年発見された珍品。

トキワガマズミ 掃込 ¥ 2,200
中国産の長葉種。中国産の長葉種。

トサミズキ 黄金葉 ¥ 1,320
春芽出しから黄金色に輝く美しい葉芸。春芽出しから黄金色に輝く美しい葉芸。

トチ 白掃込散斑 ¥ 8,800
美しい白散斑の人気種。美しい白散斑の人気種。

トベラ白覆輪 ¥ 1,500
常緑の美しい斑入りで早くから人気。常緑の美しい斑入りで早くから人気。

ニシキギ 白散斑 ¥ 2,750

ハギ 黄白散斑 ¥ 660

ハクウンボク「浮雲」（接）（接） ¥ 33,000
三光斑の希少種。三光斑の希少種。

ハクサンボク 黄白掃込 ¥ 1,980

ヒサカキ 黄散斑 ¥ 1,100

ヒサカキ 白散斑 雪姫 ¥ 1,100

ブナ 白散斑 ¥ 4,000
白散斑の美しい人気品種。白散斑の美しい人気品種。

フユイチゴ 曙三光斑 ¥ 1,320
常緑の美しい斑入りの人気品種。常緑の美しい斑入りの人気品種。

屋久島フユイチゴ斑入 ¥ 2,750
美しい掃込斑の入る小型種の珍種。美しい掃込斑の入る小型種の珍種。

ベニサラサドウダン 覆輪 ¥ 1,650
白覆輪の葉と濃赤の花色が美しい。白覆輪の葉と濃赤の花色が美しい。

ボケ 白砂子散斑 ¥ 1,650
美しい安定した美麗種。美しい安定した美麗種。

マキ 白散斑 ¥ 1,650

マキ 黄縞 ¥ 4,400

マサキ 斑入 ¥ 1,650
古くから知られる人気種。古くから知られる人気種。

マルバノキ 白覆輪「恵那錦」 ¥ 2,200

ヤマガキ「秋茜」（接）（接） ¥ 11,000
白掃込の新品種。白掃込の新品種。

ロウヤガキ 白散斑（接）（接） ¥ 19,440
美しい白散斑。メス木。美しい白散斑。メス木。
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1809 1809 マツブサ斑入マツブサ斑入
マツブサ基本種の斑入は珍しい。マツブサ基本種の斑入は珍しい。

1810 1810 斑入りコマユミ斑入りコマユミ
美しい斑入りで実も付きます。美しい斑入りで実も付きます。

1811 1811 マンサク 楽翁 マンサク 楽翁 
黄金葉の美しいマンサクです。黄金葉の美しいマンサクです。

1812 1812 ミツバウツギ 白散斑ミツバウツギ 白散斑
美しい雪白散斑の佳品。美しい雪白散斑の佳品。

¥ 11,000 ¥ 1,100

NEW

¥ 3,300 ¥ 1,650

1805 1805 ビナンカズラ「紅吹雪」ビナンカズラ「紅吹雪」
雪白の散斑が入り大変美しい。雪白の散斑が入り大変美しい。

1806 1806 フッキソウ 白掃込フッキソウ 白掃込
新たに発見された掃込斑の美品。新たに発見された掃込斑の美品。

1807 1807 フッキソウ 白曙斑フッキソウ 白曙斑
出芽から純白の美品。夏以降やや緑を帯び、出芽から純白の美品。夏以降やや緑を帯び、
派手な割に丈夫な優良種。派手な割に丈夫な優良種。

1808 1808 ホウノキ 散斑ホウノキ 散斑（接）（接）
東北産の掃込散斑の安定した芸を見せる逸東北産の掃込散斑の安定した芸を見せる逸
品。品。¥ 2,200 ¥ 3,850 ¥ 3,300 ¥ 19,800

1801 1801 ハナイカダ 散斑ハナイカダ 散斑 1802 1802 黄金葉ハンショウヅル黄金葉ハンショウヅル
安定した美しい斑入が楽しめる強健種です。安定した美しい斑入が楽しめる強健種です。

1803 1803 ヒイラギモクセイ 斑入ヒイラギモクセイ 斑入
珍しい個体です。花も良い香りの珍種です。珍しい個体です。花も良い香りの珍種です。

1804 1804 ヒロハツリバナ 白三光覆輪ヒロハツリバナ 白三光覆輪（接）（接）
美しい珍種。美しい珍種。

¥ 1,320 ¥ 1,650 ¥ 3,300 ¥ 19,800

1817 1817 ヤマグリ 掃込散斑ヤマグリ 掃込散斑
柴栗とも呼ばれる野生種から発見された、柴栗とも呼ばれる野生種から発見された、
安定した芸を持つ秀品。安定した芸を持つ秀品。

1818 1818 ヤマザクラ 斑入ヤマザクラ 斑入
県内産の散斑で安定している。県内産の散斑で安定している。

1819 1819 リョウブ 武田錦 リョウブ 武田錦 
安定した芸で知られる人気品種です。安定した芸で知られる人気品種です。

1820 1820 リョウブ 掃込散斑リョウブ 掃込散斑

¥ 5,500 ¥ 3,300

NEW

¥ 1,320 ¥ 1,100

1813 1813 ムクゲ 白散斑ムクゲ 白散斑
雪白散り斑の美しい品種。花の色との対比雪白散り斑の美しい品種。花の色との対比
が絶妙。が絶妙。

1814 1814 ムシカリ 斑入ムシカリ 斑入
オオカメノキとも呼ばれる本種の斑入珍種。オオカメノキとも呼ばれる本種の斑入珍種。

1815 1815 モミジ「花纏」モミジ「花纏」
枝垂性の中では最も美しい斑入で知られま枝垂性の中では最も美しい斑入で知られま
す。す。

1816 1816 ヤマガキ掃込斑「金津錦」ヤマガキ掃込斑「金津錦」

¥ 1,100 ¥ 6,600 ¥ 3,850 ¥ 5,500

1797 1797 ノブドウ 黄金葉ノブドウ 黄金葉
美しい原種のノブドウの黄金葉珍種です。美しい原種のノブドウの黄金葉珍種です。

1798 1798 ノリウツギ 白散斑ノリウツギ 白散斑
丈夫で育てやすい斑入。丈夫で育てやすい斑入。

1799 1799 屋久島ハイヒカゲ 斑入屋久島ハイヒカゲ 斑入
小型の人気種に斑の入る美しい姿の珍貴種小型の人気種に斑の入る美しい姿の珍貴種
です。です。

1800 1800 ハギ「朱金」ハギ「朱金」
美しい黄金葉のハギ。芽出しが大変美しい。美しい黄金葉のハギ。芽出しが大変美しい。

¥ 1,650 ¥ 1,980 ¥ 2,200 ¥ 1,320
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1821 1821 ロウヤガキ 白散斑ロウヤガキ 白散斑
実生の正木美麗種。実生の正木美麗種。

¥ 3,300

斑入植物

▶斑入植物

 樹　木

アカメガシワ 斑入 ¥ 1,650
大型で見ごたえのある品種。大型で見ごたえのある品種。

アケビ 白花 ¥ 1,100
斑入ではないが青軸白花で果実も白い。斑入ではないが青軸白花で果実も白い。

アワブキ 斑入 ¥ 5,500
なかなか数のない珍品。なかなか数のない珍品。

イタヤカエデ 掃込斑 ¥ 5,500
イタヤカエデの美しい掃込散斑。東北産の正木。イタヤカエデの美しい掃込散斑。東北産の正木。

イワガラミ 黄ボタ斑 ¥ 1,980

ウコギ 大覆輪 ¥ 1,100
山菜で知られるウコギの美しい斑入種。山菜で知られるウコギの美しい斑入種。

ガマズミ 黄白散斑 ¥ 1,980

木フヨウ 黄白掃込 ¥ 2,200

キンズ覆輪（接）（接） ¥ 5,500
数の少ない珍品。数の少ない珍品。

クロベ 白散斑 ¥ 2,750
雪白斑の美しい人気種。雪白斑の美しい人気種。

クロモジ 三光斑 ¥ 3,300
三光斑覆輪系の珍種。三光斑覆輪系の珍種。

コウゾ 黄砂子斑 ¥ 2,750
細かい黄散斑が美しい。細かい黄散斑が美しい。

コウゾ 白砂子斑 ¥ 2,750
白い砂子斑が美しい。白い砂子斑が美しい。

コムラサキシキブ 白散斑 ¥ 1,100
紫軸と斑入葉の美しい佳品。紫軸と斑入葉の美しい佳品。

ゴンズイ 掃込斑（接）（接） ¥ 16,500
白掃込斑の珍種。白掃込斑の珍種。

サルナシ 黄白掃込 ¥ 2,200

サルナシ 白覆輪 ¥ 2,200

サンショ カラス葉 ¥ 1,650

タニウツギ 黄覆輪 ¥ 880

アメリカツタ 散斑 ¥ 1,650

ツルウメモドキ 白散斑 ¥ 1,650
近年発見された珍品。近年発見された珍品。

トキワガマズミ 掃込 ¥ 2,200
中国産の長葉種。中国産の長葉種。

トサミズキ 黄金葉 ¥ 1,320
春芽出しから黄金色に輝く美しい葉芸。春芽出しから黄金色に輝く美しい葉芸。

トチ 白掃込散斑 ¥ 8,800
美しい白散斑の人気種。美しい白散斑の人気種。

トベラ白覆輪 ¥ 1,500
常緑の美しい斑入りで早くから人気。常緑の美しい斑入りで早くから人気。

ニシキギ 白散斑 ¥ 2,750

ハギ 黄白散斑 ¥ 660

ハクウンボク「浮雲」（接）（接） ¥ 33,000
三光斑の希少種。三光斑の希少種。

ハクサンボク 黄白掃込 ¥ 1,980

ヒサカキ 黄散斑 ¥ 1,100

ヒサカキ 白散斑 雪姫 ¥ 1,100

ブナ 白散斑 ¥ 4,000
白散斑の美しい人気品種。白散斑の美しい人気品種。

フユイチゴ 曙三光斑 ¥ 1,320
常緑の美しい斑入りの人気品種。常緑の美しい斑入りの人気品種。

屋久島フユイチゴ斑入 ¥ 2,750
美しい掃込斑の入る小型種の珍種。美しい掃込斑の入る小型種の珍種。

ベニサラサドウダン 覆輪 ¥ 1,650
白覆輪の葉と濃赤の花色が美しい。白覆輪の葉と濃赤の花色が美しい。

ボケ 白砂子散斑 ¥ 1,650
美しい安定した美麗種。美しい安定した美麗種。

マキ 白散斑 ¥ 1,650

マキ 黄縞 ¥ 4,400

マサキ 斑入 ¥ 1,650
古くから知られる人気種。古くから知られる人気種。

マルバノキ 白覆輪「恵那錦」 ¥ 2,200

ヤマガキ「秋茜」（接）（接） ¥ 11,000
白掃込の新品種。白掃込の新品種。

ロウヤガキ 白散斑（接）（接） ¥ 19,440
美しい白散斑。メス木。美しい白散斑。メス木。

112	 山野草の部

1809 1809 マツブサ斑入マツブサ斑入
マツブサ基本種の斑入は珍しい。マツブサ基本種の斑入は珍しい。

1810 1810 斑入りコマユミ斑入りコマユミ
美しい斑入りで実も付きます。美しい斑入りで実も付きます。

1811 1811 マンサク 楽翁 マンサク 楽翁 
黄金葉の美しいマンサクです。黄金葉の美しいマンサクです。

1812 1812 ミツバウツギ 白散斑ミツバウツギ 白散斑
美しい雪白散斑の佳品。美しい雪白散斑の佳品。

¥ 11,000 ¥ 1,100

NEW

¥ 3,300 ¥ 1,650

1805 1805 ビナンカズラ「紅吹雪」ビナンカズラ「紅吹雪」
雪白の散斑が入り大変美しい。雪白の散斑が入り大変美しい。

1806 1806 フッキソウ 白掃込フッキソウ 白掃込
新たに発見された掃込斑の美品。新たに発見された掃込斑の美品。

1807 1807 フッキソウ 白曙斑フッキソウ 白曙斑
出芽から純白の美品。夏以降やや緑を帯び、出芽から純白の美品。夏以降やや緑を帯び、
派手な割に丈夫な優良種。派手な割に丈夫な優良種。

1808 1808 ホウノキ 散斑ホウノキ 散斑（接）（接）
東北産の掃込散斑の安定した芸を見せる逸東北産の掃込散斑の安定した芸を見せる逸
品。品。¥ 2,200 ¥ 3,850 ¥ 3,300 ¥ 19,800

1801 1801 ハナイカダ 散斑ハナイカダ 散斑 1802 1802 黄金葉ハンショウヅル黄金葉ハンショウヅル
安定した美しい斑入が楽しめる強健種です。安定した美しい斑入が楽しめる強健種です。

1803 1803 ヒイラギモクセイ 斑入ヒイラギモクセイ 斑入
珍しい個体です。花も良い香りの珍種です。珍しい個体です。花も良い香りの珍種です。

1804 1804 ヒロハツリバナ 白三光覆輪ヒロハツリバナ 白三光覆輪（接）（接）
美しい珍種。美しい珍種。

¥ 1,320 ¥ 1,650 ¥ 3,300 ¥ 19,800

1817 1817 ヤマグリ 掃込散斑ヤマグリ 掃込散斑
柴栗とも呼ばれる野生種から発見された、柴栗とも呼ばれる野生種から発見された、
安定した芸を持つ秀品。安定した芸を持つ秀品。

1818 1818 ヤマザクラ 斑入ヤマザクラ 斑入
県内産の散斑で安定している。県内産の散斑で安定している。

1819 1819 リョウブ 武田錦 リョウブ 武田錦 
安定した芸で知られる人気品種です。安定した芸で知られる人気品種です。

1820 1820 リョウブ 掃込散斑リョウブ 掃込散斑

¥ 5,500 ¥ 3,300

NEW

¥ 1,320 ¥ 1,100

1813 1813 ムクゲ 白散斑ムクゲ 白散斑
雪白散り斑の美しい品種。花の色との対比雪白散り斑の美しい品種。花の色との対比
が絶妙。が絶妙。

1814 1814 ムシカリ 斑入ムシカリ 斑入
オオカメノキとも呼ばれる本種の斑入珍種。オオカメノキとも呼ばれる本種の斑入珍種。

1815 1815 モミジ「花纏」モミジ「花纏」
枝垂性の中では最も美しい斑入で知られま枝垂性の中では最も美しい斑入で知られま
す。す。

1816 1816 ヤマガキ掃込斑「金津錦」ヤマガキ掃込斑「金津錦」

¥ 1,100 ¥ 6,600 ¥ 3,850 ¥ 5,500

1797 1797 ノブドウ 黄金葉ノブドウ 黄金葉
美しい原種のノブドウの黄金葉珍種です。美しい原種のノブドウの黄金葉珍種です。

1798 1798 ノリウツギ 白散斑ノリウツギ 白散斑
丈夫で育てやすい斑入。丈夫で育てやすい斑入。

1799 1799 屋久島ハイヒカゲ 斑入屋久島ハイヒカゲ 斑入
小型の人気種に斑の入る美しい姿の珍貴種小型の人気種に斑の入る美しい姿の珍貴種
です。です。

1800 1800 ハギ「朱金」ハギ「朱金」
美しい黄金葉のハギ。芽出しが大変美しい。美しい黄金葉のハギ。芽出しが大変美しい。

¥ 1,650 ¥ 1,980 ¥ 2,200 ¥ 1,320




