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平素は格別のご厚誼にあずかり、厚く御礼申し上げます。
2014年に「花きの振興に関する法律」が施行され早や4年が経過致しました。国産花きイノベー
ション推進事業により様々な取組が日本全国で始まり、国産花きのシェア奪還と輸出拡大を図るため
生産・供給体制の強化と需要拡大に向けた取組が行われており徐々に効果も表れてきております。
花や緑には癒しの効果があり、ストレスの軽減や社会性の向上、認知機能の改善等に素晴らしい効
果が科学的に証明されるようになりました。更に我が国の多様で高品質な花きや豊かな花き文化を通
して、花を飾り愛でることによって私たちの生活に潤いをもたらしてくれます。
来年2020年にはいよいよ東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。弊社としても花き
を通して心の豊かさと感動を世界中の方に提供していきたいと考えております。
今後とも皆様のご期待に添えるよう努力してまいりますので、より一層のご愛顧を賜りますようお
願い申し上げます。

株式会社ムラカミシード
代表取締役 社長

ご挨拶
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ブプレウルム P76

アスター P26～27
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ハイビスカス P70



6

新
商
品
紹
介

2019～2020 新品種紹介

ぴーちももか F1小町

レモンイエロー（Z450）

ローズピンク（Z493）

ワインレッド（Z441）

ファースト ブライト

ブルー（Z437）

パープル（Z444）

ファースト グローリー ファースト キス

レディイングリーン
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なでしこ P63
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アンゲロニア P29

ヘリクリサム P77

バコパ P69

セダム P58

センペルビウム P58ゼラニウム P58

イレシネ P31

ハーブ 他 P65

ラベンダー P88
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8 ＊表示価格は税抜き価格です　＊全ての品種の写真が掲載されておりませんことをご了承ください。

草
花
種
子

ビ
オ
ラ

百花繚乱 ビオラ F1ももかシリーズ

きいろぴーち

しろ
※桃淡色が数％出現します

暑い時期でも徒長しにくく、作りやすいと好評のももかシリーズ。素直に生育し、バランスの良い 
株に仕上がります。花上がりの良さには自信があります。
●各品種 〈1,000粒〉＠¥3,300　 512穴トレイ（450本保証）＠¥15　受注〆切り納品45日前　(キャンペーン企画ございます。P93）

全日本花卉
品種審査会
入賞

全日本花卉
品種審査会
入賞

全日本花卉
品種審査会
入賞

全日本花卉
品種審査会
入賞

あか （完売しました）

ひまわり たんぽぽ

みかん らいおん

ほたる らべんだー

れもん

おれんじ

おまつりちゅら

みるく

わいん

つばめ ※在庫限りくじら

わたあめ
※低温期には青みがかります

るびー
※色幅があります

ひよこ
※色幅があります

むらさき

ほむら
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草
花
種
子

ビ
オ
ラ

ふくろう

ももか オリジナルラベル　￥980（100枚）

※個別ラベルは一部品種のみ。共通ラベルはくりぬき。

全日本花卉
品種審査会
入賞

全日本花卉
品種審査会
入賞

全日本花卉
品種審査会
入賞

全日本花卉
品種審査会
入賞

全日本花卉
品種審査会
入賞

みやび

ももか混合

あおぞら

ぶどう

いるか
※色幅があります

るり

あんみつ

ぎおん
※色幅があります

あお ひこぼし ふじいろ

ほおずき

こうめ

かなりあ

りんご

きりん

ひぐれ

いんこぱんだ

〔販売中止〕
うずしお
くろしお
ぺんぎん
ゆき
なごみ らんらん

れんが

うみ

ゆうやけ

うさぎ
※低温期にはフェイスになります

農林水産
大臣賞

全日本花卉
品種審査会
入賞

こはる
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草
花
種
子

ビ
オ
ラ

かすみ
※色幅があります

おひさま

れんげ

全日本花卉
品種審査会
入賞

しんしん 
※色幅があります

ふぁんふぁん

かんかんとんとん 
※色幅があります

りんりん

F1ももかシリーズ 「なごみももか」
ももかシリーズの性質を持ち、それに加えて心を和ませるようなやわらかい花色を持つシリーズ。淡いパステル調の花
色はどんな花材にもマッチし、寄せ植えにも最適です。
●各品種〈1,000粒〉＠¥3,300　 512穴トレイ（450本保証）＠¥15　受注〆切り納品45日前　(キャンペーン企画ございます。P93）

F1ももかシリーズ 「ももKids」
ももかシリーズの性質を持ちながら、より花首が短く、コンパクトな株に仕上がるシリーズ。
「ももかの子供」をイメージして、ももKids（キッズ）と命名しました。暑い時期でも安心して栽培できるシリーズです。

●各品種、ももKids混合とも〈1,000粒〉＠¥3,300　 512穴トレイ（450本保証）＠¥15　受注〆切り納品45日前　(キャンペーン企画ございます。P93）

なごみももか混合（なごみ系以外の色も若干入ります）

ももKids混合

りょうくん

つばさくん ゆめくん

はるくんかずくん

そらくん

なごみももか オリジナルラベル ￥980（100枚）

全日本花卉
品種審査会
入賞

農林水産
大臣賞



11＊表示価格は税抜き価格です　＊全ての品種の写真が掲載されておりませんことをご了承ください。

草
花
種
子

ビ
オ
ラ

レモンイエロー（Z450）

ローズピンク（Z493）

ワインレッド（Z441）

ブルー（Z437）　※濃淡色幅があります

パープル（Z444）

※ラベルの追加は40円／枚（100枚単位）

ふっくらビオラ F1あいシリーズ
横張性が強く直径30cm以上に育ちます。這性の特長を活かしハンギングバスケットにも最適です。
●各品種〈1,000粒〉＠¥4,500　●各品種〈500粒〉＠¥2,500

512穴トレイ（450本保証）＠¥18　受注〆切り納品45日前　(キャンペーン企画ございます。P93）

ぞうさんビオラ プラグ専売
ぞうの顔のような花形が特徴のビオラ。性質は強健で花も長く楽しめます。寄せ植えに最適です。
【特許第4630845号】〈発明の名称〉異形下唇弁を有するパンジーおよびその作出方法
本特許登録に該当する遺伝素材と育種権利は法的保護下に置かれており、異形下唇弁を有するパンジーを許可なく使用、販売、育成することは本特許に抵触することになります。

512穴トレイ（450本保証） ラベル200枚付き ¥16,100　最低発注数8トレーより

※ぞうの出現率は50％程度でプラグ保証本数とは異なります。　※ぞう以外の株は一般的なビオラ、パンジーが開花します。
※品種ごとに花弁の大きさ等、性質は異なります。

ラベル･ポップのご提案
あいシリーズが持つ這性の特長をアピールするために、ラベルとポップのご使用をご提案します。
●あいシリーズオリジナルラベル〈100枚〉＠￥980　●あいシリーズポップ〈10枚〉＠￥500

あいちゃん るいちゃんまいちゃん

れいちゃん あけちゃん

みいちゃん

まこちゃん けいちゃん ピンキーキッズ
※ラベルはありません

ゆうちゃん
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わらくオリジナル挿しラベルのご案内
わらく オリジナルラベル ￥750（100枚）

小輪パンジー F1わらくシリーズ
花首が伸びにくく、バランスの良い草姿に仕上がる小輪パンジーです。冬期の開花性も抜群で、 
ビオラのようにたくさん花を咲かせるパンジーとして人気です。
●各品種〈1,000粒〉＠¥3,600　 512穴トレイ（450本保証）＠¥16　受注〆切り納品45日前　(キャンペーン企画ございます。P93）

ストロベリー 
※色幅があります

フレーバーティー わらく混合

レッドブロッチ

ミッドナイト

クリーミーレモン

アンティークピンク

クリアイエロー

エーゲブルーアプリコットティー

イエローブロッチ

アンティークブラウン

クリアオレンジ

サンセット

プラムビーコン パープルムーンマリーナ

クリアホワイト ホワイトブロッチ ルビーブロッチ

プチグレース

全日本花卉
品種審査会
入賞

イエローアンドブルー
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中輪パンジー F1みやびシリーズ
株張りの良い中輪多花性シリーズ。ポットだけではなく花壇でも性能を発揮し、植栽用としてもご使
用いただけます。ナチュラルカラーが可愛いと人気のキューティー各色がオススメです。
・ポットでも花壇でも良く咲く中輪パンジー。
・冬期の連続開花性に優れている。
●各品種〈1,000粒〉＠¥3,800　 512穴トレイ（出来高生産）＠¥16　受注〆切り納品45日前　(キャンペーン企画ございます。P93）

キューティージェラートキューティーローズ

ローズブロッチ

ホワイトブロッチ

キューティーピーチ

バーガンディーブロッチ

レッドブロッチ

クリアイエロー

イエローブロッチ

クリアレモン

ビーコンブルー マリーナ

キューティーハニー



14 ＊表示価格は税抜き価格です　＊全ての品種の写真が掲載されておりませんことをご了承ください。

草
花
種
子

パ
ン
ジ
ー

ゴールデンブロッチ

ホワイトブロッチクリアホワイト Imp

クリアライトブルー ラベンダー

ローズブロッチ

パープルフェイス（完売しました）

クリアオレンジ

イエローアンドレッド

ピーチシェードブルーブロッチ（完売しました）

クリアイエロー

レッドブロッチ

マリーナ（完売しました）

大輪パンジー F1きらりシリーズ
花径7ｃｍの大輪シリーズです。高温期の栽培でも花首が短くまとまりの良い草姿に仕上がり、好評を得ています。多
花性で連続開花性にも優れ、花壇に最適です。
・豪華な大輪シリーズ。
・高温期の栽培でも安心。
・連続開花性に優れる。
●各品種〈1,000粒〉＠¥3,800　 512穴トレイ（出来高生産）＠¥16　受注〆切り納品45日前　(キャンペーン企画ございます。P93）
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F1ビオラ ペニーシリーズ
カットパックから鉢まで幅広く使えるスタンダード
シリーズ。全品種、お取り扱いがございます。
●各品種〈1,000粒〉＠¥3,500
※ メーカー直送のため宅配送料がかかりますのでご
了承ください。

切花用パンジー 
花首が20～30cmになる切花用大輪パンジーシリーズ。1次分枝の整理により、太く長い切り花が収穫できます。
※品種特性上、色幅があり発芽が遅く、発芽揃いも良くありませんのでご了承下さい。　●各品種〈1000粒〉＠¥3,500

（おすすめ品種）
お勧めのロングセラー品種、およびユニーク品種。安定した人気があります。

小輪パンジー フローラルデイズ
個性的な花色をそろえたシリーズ。ミックスに近い花色幅があります。　●各品種〈1㎖〉＠¥1,200

F1 フリズルスイズル
シリーズ

大輪のフリル咲きシリーズ。
イエロー　イエローブルースワール
ブルー　バーガンディー　オレンジ　
ラズベリー　ミックス
●各品種〈1,000粒〉＠¥3,800

F1 デルタプレミアムシリーズ
F1デルタシリーズ
●各品種とも〈1,000粒〉＠¥4,500
※ メーカー直送のため宅配送料がかかります。

春の粧イエロークイーン葵ブルー しらさぎパープルクイーン

フリズルスイズル ミックス

メジャー ファジーブルー
●〈1㎖：約450粒〉＠¥1,200

パープルイエローフェイス
ヒゲ模様が可愛いユニーク花色。

クールサマーブリーズ
イエロー～クリーム×ブルー系のピ
コティータイプ。（花首が伸びやすい
性質）

モーニングデュー
明るいローズ～イエローのピコ
ティー柄を含んだ色幅。（花首が伸
びやすい性質）

ハロウィン Imp
●〈500粒〉＠¥1,700

ブルーエクリプス
●〈1㎖：約450粒〉＠¥1,500

イエローメイボー
●〈1㎖：約450粒〉＠¥1,500

ラズベリー
ピコティー柄の色幅豊富な品種。株
はコンパクトに仕上がり、棚もちよ
い。
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◯発芽温度：20℃前後
◯播種量：7,000粒／a
◯定植本数：約3,600本／a
◯定植間隔：株間12cm、条間12cm、通路60cm
固化培土プラグが標準規格となります

ソリール ハート

ソリール ブルーサウンズソリール ホワイト極早生

ソリール オレンジフラッシュソリール ホワイト ソリール イエロー

ソリール スカイ

全日本花卉
品種審査会
入賞

全日本花卉
品種審査会
入賞

八重品種406穴トレイ（375本保証）＠￥24.5～
種子冷蔵処理苗＠￥2プラス

ソリールシリーズ(早生)
早生系の中大輪･大輪のシリーズ。暖地･高冷地
の春から初夏にかけての季咲き栽培に適したシ
リーズ。流行に左右されないスタンダードな花型
は市場で安定した人気があります。

ソリール ホワイト極早生
ウェーブがかった花型が特徴の極早生種。低日照
期でもブラスティングしずらく冬･春出荷の作型
に適している。
ソリール ブルーサウンズ
早生の紫覆輪種。暖地の早春出荷の作型がお勧
め。覆輪の安定度も高く作りやすい。中下位節か
ら分枝します。低温期には色が流れる場合があり
ます。
ソリール オレンジフラッシュ
早生のオレンジフラッシュ。低温期、低日照期は発
色が淡くなる傾向にある。春から初夏出荷の作型
がお勧めです。
ソリール ホワイト
花弁が厚く茎が硬い品種。無駄芽が少なく作りや
すい品種。季咲き出荷の作型がお勧めです。
ソリール イエロー 
発色のよい黄色の中大輪種。草丈･ボリュームが
取りやすい品種。暖地･高冷地での季咲き出荷の
作型がお勧めです。
●上記各品種とも
　ペレット種子〈3,000粒〉＠￥9,500
ソリール ハート
大輪のピンクフラッシュ。芽整理をしなくても大輪
になる品種。草丈はやや低く、分枝もやや少ない。
季咲き出荷の作型がお勧めです。
ソリール スカイ
大輪のブルーフラッシュ。芽整理をしなくても大
輪になる品種。草丈はやや低く、分枝もやや少な
い。季咲き出荷の作型がお勧めです。
●上記各品種とも
　ペレット種子〈3,000粒〉@¥12,000

MSプラグ出荷基準
ユーストマ

  

規格　406穴プラグ（375本保証）
※写真は目安で品種等により苗の大きさは異なります。

規 格 406穴 375本保証 受 注 単 位 1品種1トレーより

品種名 規格
固化培土苗

種子冷なし 種子冷あり
一重咲き 406穴  22.5円／本  24.5円／本
八重咲き（ハニームーン、シャインホワイトは除く） 406穴  24.5円／本  26.5円／本
シャインホワイト 406穴  27.5円／本  29.5円／本
ハニームーン 406穴  30円／本  32円／本

MSプラグ規格変更のお知らせ
2019年5月受注分及び8月12日周納品分より「固化培土プラグ」が標準規格となります。
※新規受注分より全て固化培土プラグでの生産となります。
【種子冷蔵処理対象期間】4月～11月納品分（従来5月～10月納品分）
※種子冷蔵処理が不要の場合は注文時にご指示下さい。指示がない場合、種子冷蔵処理苗での納品となります。
※種子冷蔵処理代として、1本あたり2円の加算となります。
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ファンシー ラベンダーELTシャインホワイト（ME5613）

ファンシー ラベンダー ファンシー ブルーフラッシュ

ブーケ ホワイト ブーケ グリーン

アルベール ブルーサウンズアルベール スノー

アルベール グリーン

2010年ジャパンフラワーセレクション入賞

2015年ジャパンフラワーセレクション入賞

全日本花卉
品種審査会
入賞

アルベール ホワイト

ファンシーシリーズ(早生)
剣弁咲きの花型が特徴の早生種。冬から春出荷に
適したシリーズ。

ファンシー ラベンダーELT
淡いラベンダーの花色が特徴。ファンシーラベン
ダーと比べ作りやすい品種。暖地の年内出しから
春出荷、高冷地の春から初夏出荷の作型がお勧め
です。
ファンシー ラベンダー
日本人好みの淡いラベンダーの花色。開花は非
常に早い極早生種。暖地の年明けから早春出荷、
高冷地の初夏出荷の作型に適した品種。
手をかけて作りこむ方向けの品種です。
ファンシー ブルーフラッシュ
早生種
●上記各品種とも
　ペレット種子〈3,000粒〉＠￥9,500

ブーケシリーズ(中生)
花弁の重ねがよい花型が特徴のシリーズ。半促成
や抑制栽培など年内出荷に適しています。

ブーケ ホワイト
花弁数が多い中大輪の純白八重種。芽整理するこ
とで大輪に仕立てることも可能です。暖地の秋出
荷や高冷地のシェード栽培に適しています。
ブーケ グリーン
中大輪のグリーン八重。高温期に出荷する作型で
は花弁数が減少するので注意して下さい。
●上記各品種とも
　ペレット種子〈3,000粒〉@¥9,500

シャインホワイト（ME5613） 
大輪のフリンジ八重。高温、低温期に関わらず花
弁数が多い。低日照期は枝数がやや少なめ。花首
が長いので生育後半は締め気味に管理。
●ペレット種子〈3,000粒〉@¥15,000

406穴トレイ（375本保証）＠￥27.5
種子冷蔵処理苗＠￥2プラス

アルベールシリーズ(中生)
中生の中輪薔薇咲きで花弁が厚いのが特徴のシ
リーズ。省力栽培に最適です。

アルベール スノー
純白で薔薇咲きの花型が特徴の品種です。
アルベール ブルーサウンズ
花弁が厚く、巻が強い薔薇咲きの紫覆輪種。
※ 品種の特性上、紫単色が20～30％出現します。
アルベール ホワイト
分枝性がよくボリュームが取れ作りやすい品種。
アルベール グリーン
発色のよいグリーンの品種。草丈はやや低め。
●上記各品種とも
　ペレット種子〈3,000粒〉@¥9,500
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セレモニー ホワイトセレモニー キス

セレモニー オレンジ

セレモニー グリーン

セレモニー ピーチセレモニー オレンジフラッシュ

セレモニー ライトピンク

セレモニー ブルーフラッシュ セレモニー スノー

セレモニー ピンクフラッシュ

セレモニーシリーズ（中晩生）
業務用に適した中晩生の中大輪八重咲き種。草丈
ボリュームが取れ、幅広い作型で栽培が可能な中
晩生の代表的なシリーズです。

セレモニー キス
淡いピンクの中大輪八重咲種。草丈が取りやす
く、分枝もよくボリュームがある。花首が伸びやす
いので、生育後半の水管理に注意。

セレモニー ホワイト
白色八重咲き種。既存のスノーと比べ高温期でも
花弁数が減少しずらく、夏期の出荷に適している。
ロゼット性があるため、種子冷蔵処理等のロゼット
回避対策を行って下さい。
●上記各品種ともペレット種子〈3,000粒〉＠￥9,500

セレモニー ライトピンク
淡桃色の代表品種。
セレモニー オレンジ
黄色地にオレンジフラッシュが特徴の品種。
セレモニー ブルーフラッシュ
セレモニーシリーズの代表品種。吸肥力が強いの
で、やや控えめに栽培管理して下さい。
セレモニー グリーン
花弁の重ねがよい大輪のグリーン品種。
セレモニー スノー
純白種。高温期の出荷は避けて下さい。
セレモニー オレンジフラッシュ
オレンジより発色が濃い品種。
セレモニー ピーチ
やや青味がかる淡桃色。極端な水切をすると花弁
に奇形が発生することがあるので注意して下さい。
セレモニー ピンクフラッシュ
上品なピンクフラッシュ。発色には温度が必要で
す。葉先焼け、ロゼットに注意して下さい。
●上記各品種ともペレット種子〈3,000粒〉＠￥7,000
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クラウンシリーズ(中晩生～晩生）
花弁数が多い中輪･中大輪の中晩生種。すっきり
した花形で、季咲きや抑制栽培に適したシリーズ。

クラウン アジュール（MEX3258） 
花色は濃いブルーフラッシュ。花弁厚く、茎が硬
い。草丈はやや低いが分枝よくボリュームがあり
作りやすい品種。
クラウン ブルー
第60回全日本花卉品種審査会(10月出し)で一等
特別賞を受賞。中輪の薔薇咲き紫八重種。シリー
ズの中で開花は遅く晩生に近い品種。
クラウン イエロー
シリーズの中では小ぶりの薔薇咲き種。黄色の発
色がよい。季咲き出荷の作型がお勧めです。
クラウン ブルーサウンズ
中大輪の紫覆輪種。覆輪の色は濃い。暖地の年内
出しや高冷地の抑制栽培がお勧めです。
クラウン スノー
中大輪の白八重種。高温期でも花弁数が減少しず
らく花弁の重ねが良い品種。
●上記各品種とも
　ペレット種子〈3,000粒〉＠￥9,500
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審査会 一等特別賞受賞

パールシリーズ（晩生）
中小輪ばら咲きの晩生種。季咲き出荷や秋の抑制
栽培に適したシリーズです。

パールホワイト
中小輪薔薇咲きの晩生種。下位節からの無駄芽が
なく手間がかかりません。茎は硬く草丈も取れ作
りやすい。暖地･高冷地の季咲き出荷がお勧めで
す。
パールラベンダー
中晩生の淡いラベンダー。茎は硬く草丈の非常に
取りやすい品種。高温期でも花弁数が減少しづら
い。
●上記各品種とも
　ペレット種子〈3,000粒〉＠￥9,500

クラウン ブルーサウンズクラウン イエロー

クラウン ブルークラウン アジュール（MEX3258）

クラウン スノー

全日本花卉
品種審査会
入賞

クィンオブナイト

クィンオブナイト
中晩生の中輪紫種。花弁は厚く光沢があり紫色の
発色が非常に美しい。花弁の焼けにも強い。
ペレット種子〈1,000粒〉＠￥6,000

パールホワイト パールラベンダー（MEX4046）
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スレンダーピンク（MEX5720） 
晩生の濃ピンク色。高温期でも花弁の巻きがよい
品種。茎硬く、草丈は非常に高く作りやすい。季咲
き・抑制栽培にお勧め。
●ペレット種子〈3,000粒〉＠￥9,500

リップスティック
晩生の桃覆輪種。覆輪は安定している。茎硬く、草
丈、ボリュームがあり作りやすい。ブラスティング
がでにくい品種。
●ペレット種子〈3,000粒〉＠￥9,500

天女の羽衣
中晩生の大輪桃覆輪種。花弁はフリルがかる。草
丈･ボリュームが取りやすく作りやすい。季咲きや
秋の抑制栽培に適した品種です。
●ペレット種子〈3,000粒〉＠￥9,500

スレンダーピンク（MEX5720）

ハニームーン

リップスティック

ラブミー ピーチピコティー 中晩生

天女の羽衣

ラブミー ピーチ 中晩生

ラブミー ピンクピコティー 中晩生

ラブミー ブルーピコティー 中生

八重咲種 業務用に適した中大輪種。草丈･ボリュームが取りやすく作りやすい品種です。

ラブミーシリーズ（中生～中晩生）
中生～中晩生の中大輪種。季咲き出荷や秋の抑
制栽培に適したシリーズです。

ラブミー ブルーピコティー
大輪の紫覆輪種。覆輪の発色が安定している。
ラブミー ピンクピコティー
中大輪の桃覆輪種。優しい色合いの覆輪が特徴。
ラブミー ピーチピコティー
大輪の桃覆輪種。中心部分がグリーン。
ラブミー ピーチ
大輪の淡桃色種。
●上記各品種とも
　ペレット種子〈3,000粒〉@¥9,500

パーティピンク
大輪の淡桃色種。草丈･ボリューム取りやすく作り
やすい品種です
●ペレット種子〈3,000粒〉@¥9,500

ハニームーン
中晩生の大輪イエロー八重種。草丈・ボリューム取
りやすく作りやすい。季咲きや抑制栽培に適して
いる。
●ペレット種子〈1,000粒〉＠￥7,000

406穴トレイ（375本保証）＠￥30
種子冷蔵処理苗＠￥2プラス



21＊表示価格は税抜き価格です　＊全ての品種の写真が掲載されておりませんことをご了承ください。

草
花
種
子

ユ
ー
ス
ト
マ

スーパープリマピンクネクスピンク スーパープリマドンナ

ノビア ホワイト
中生の中小輪白八重種。花弁が非常に硬く花持
ちがよい。草丈はやや低いが、ステムは硬い。
●ペレット種子〈3,000粒〉＠￥9,500

ルーシーホワイト
中小輪八重咲きの早生種。茎は硬く作りやすい。
●ペレット種子〈3,000粒〉＠￥9,500

ネクスピンク
晩生の大輪桃色種。
●ペレット種子〈3,000粒〉＠￥7,000

スーパープリマピンク
晩生の大輪桃色種。
●ペレット種子〈3,000粒〉＠￥7,000

スーパープリマドンナ
晩生の大輪桃色種。
●ペレット種子〈3,000粒〉＠￥7,000

ルビーリング
小輪八重咲きの中生～中晩生種。
●ペレット種子〈3,000粒〉＠￥9,500

ルーシーホワイト

ジュエリー スノー

ジュエリー ピンク

ジュエリー ブルーサウンズ

ジュエリーシリーズ（中晩生～晩生）
硬いステムが特徴の中晩生の中大輪種。季咲き
栽培に適したシリーズです。

ジュエリー スノー
花色が純白の晩生種。茎が非常に硬く、生育揃い
がいい品種です。
ジュエリー ブルーサウンズ
大輪の紫覆輪種。花色に色幅があります。
ジュエリー チェリーフラッシュ
ジュエリー ピンク
ジュエリー ライラック 

●上記各品種とも
　ペレット種子〈3,000粒〉＠￥9,500

ノビア ホワイト

ジュエリーチェリーフラッシュ
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おすすめ一重咲種

ピーター ラベンダー

パレットブルー

フィリッチ ブルー

パレットピンク

フィリッチ ピンク

一重品種406穴トレイ（375本保証）＠￥22.5  
種子冷蔵処理苗＠￥2プラス

サマーウィンド
中生の紫覆輪種。安定した濃い紫の覆輪。茎硬く、
草丈、ボリュームがあり作りやすい。
●ペレット種子〈3,000粒〉＠￥8,500

ピ－タ－ シリ－ズ（極早生・早生）
ピーター ラベンダー
早生、やや淡い青紫色、中輪｡
ピ－タ－ ブル－ライン Ⅰ
極早生、濃い紫色の覆輪、中輪｡
ピ－タ－ ブル－ライン Ⅱ
早生、濃い紫色の覆輪、中輪｡
●ペレット種子〈3,000粒〉@¥6,500

ミッキー シリーズ（早生）
ミッキー バイカラー パープル 
紫色の覆輪、中輪。
ミッキー バイカラー ピンク
桃色の覆輪、中輪｡
●ペレット種子〈3,000粒〉＠￥6,500

フィリッチシリーズ（早生～中生）
フィリッチブルー 早生・中輪種
フィリッチピンク 中生・中輪種
桃色覆輪種。開花はブルーより少し遅れます。
●ペレット種子〈3,000粒〉＠￥8,500

せせらぎ （早生）
中小輪の紫覆輪種。
●ペレット種子〈3,000粒〉＠￥8,500

ふうりん （中生）
中生、紫色の覆輪、中小輪。
●ペレット種子〈3,000粒〉＠￥6,500

涼（りょう）（早生）
中輪の紫覆輪種。
●ペレット種子〈3,000粒〉＠￥8,500

こいもよう （中晩生） 
●ペレット種子〈3,000粒〉＠￥8,500

パレットシリーズ（中～中晩生）
パレット ブルー 中晩生種
パレット ピンク 中生種
●ペレット種子〈3,000粒〉＠￥8,500

アロハ シリーズ（中生）
アロハ ブルーライン
アロハ キッス
●ペレット種子〈3,000粒〉＠¥6,500

中輪中生種
ブルーシルエット
ピンクシルエット
スイートパープル 
●ペレット種子〈3,000粒〉＠￥6,500

サマーウィンド

涼（りょう）

ピーター ブルーライン Ⅰ ミッキー バイカラーピンク

せせらぎ ふうりん

アロハ ブルーライン

アロハ キッスブルーシルエット ピンクシルエット

固化培土プラグが標準規格となります
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固定種

サマー シリーズ（中晩生）
中晩生で、ステムが硬く花弁の厚い品種です。
夏から秋にかけての出荷に適します。
サマー エース
赤桃色の覆輪、中小輪｡
サマー キッス
鮮桃色に緑芯、中輪｡
サマー バイカラーパープル
紫の覆輪。中小輪。
サマー バイカラーレッド
サマー キング
サマー スノー
サマー スモールキング 
●ペレット種子〈3,000粒〉＠¥6,500

◯1㎖：約10,000粒
●中曽根尚次郎氏育成
※ 固定種は品種により、八重率、花色、草丈、開花
期等にバラツキが出ますのでご了承の上、お買
い上げ下さいますようお願い致します
ドレミ パステル（中晩生種）
白色に濃紅色の覆輪。中小輪。
ダブルミニホワイト（晩生種）
純白色、極小輪、八重咲き｡
小梅（晩生種）
白色に濃い紅色の覆輪、小輪
メモリ－ ピンク（晩生種）
晩生種。濃桃色。
●上記各品種とも〈１㎖〉＠¥10,000

プラチナ シリーズ（晩生）
晩生種で暖地での夏出荷、中間地での秋出荷と抑
制栽培に適しています。
プラチナ バイカラーレッド
赤色の覆輪、中輪｡
プラチナ キング
濃紫色の覆輪、中輪、紫色の分離あり。
プラチナ バイオレット
濃紫色の覆輪、中大輪｡紫色の分離あり。
●ペレット種子〈3,000粒〉＠¥6,500

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
播種

暖地(加温)
暖地(無加温)
寒・高冷地

出荷移植

ランデブー シリーズ
花径7～8cm、多花性で分枝が良くボリュームが
あるシリーズです。草丈は30cm程度ですが、矮
化剤を使えばよりコンパクトにできます。
ランデブーパープル　ランデブーピンク
●ペレット種子〈1,000粒〉＠¥3,000

サマー キッスサマー エース サマー バイカラーパープル

プラチナ バイカラーレッド

ランデブーパープル ランデブーピンク

プラチナ キング プラチナ バイオレット

ドレミ パステル ダブルミニホワイト

小梅 メモリ－ ピンク
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シリーズ名 品　種　名 花色 花芯 花形 花径 早晩性（季咲き）　 草姿
お勧め出荷期

草丈 茎の硬さ 備考暖地 高冷地 高冷地 暖地
極早生 早生 中生 中晩生 晩生 2～4月 5～8月 9～10月 11～12月

ファンシー
ラベンダー 淡ラベンダー 緑

八重
大輪 ● 上中部分枝 ◎ △ × × 低め やや軟い ダリア咲き。極早生に近い早さ。年明け出荷からの作型がお勧め

ラベンダー ELT 淡ラベンダー 緑 大輪 ● 上中部分枝 ◎ ○ △ ○ 中 やや柔い ファンシーラベンダーより開花は若干遅いが、草丈・ボリュームは取りやすい
ブルーフラッシュ 紫掠り 緑 大輪 ● 上中部分枝 ○ △ × × 高 やや柔い 低温期でもブルーフラッシュの発色がよい

ソリール

ホワイト極早生 白 緑

八重

大輪 ● 上中部分枝 ◎ ○ × ○ 中 やや硬い ややウェーブがかる大輪。分枝やや少なめ
ブルーサウンズ 紫覆輪 緑 大輪 ● 上中部分枝 ◎ ○ × ○ 高 やや軟い 冬期でも紫覆輪の花色が安定
ホワイト 白 緑 大輪 ● 上中部分枝 ◎ ◎ × △ 中 やや形 ややウェーブがかる大輪。分枝やや少なめ
オレンジフラッシュ オレンジ掠り 緑 大輪 ● 上中部分枝 ○ △ × × 中 中 早生系のオレンジフラッシュ
イエロー 黄 緑 大輪 ● 上中部分枝 ◎ ◎ × △ 高 中 芽整理することで花径が大きくなる
スカイ 紫掠り 緑 大輪 ● やや段咲き ◎ ○ × △ やや低い 中 花径10cmを越える大輪
ハート 桃掠り 緑 大輪 ● やや段咲き ◎ ○ × △ やや低い 中 花径10cmを越える大輪

ブーケ ホワイト 白 緑 八重 中大輪 ● 上中下部分枝 ○ ○ × ◎ 中 やや軟い 純白度が高く、花弁数も多く立体的な花型。高温期でも花弁数減少しずらい
グリーン グリーン 緑 中大輪 ● 上中部分枝 ○ ○ × ○ 中 やや軟い 分枝よく、秋～年内出しの作型でも枝数確保できる

アルベール

スノー 白 緑

八重

中輪 ● 上中部分枝 ○ × △ ○ 中 硬い 純白の薔薇咲き種
ホワイト 白 緑 中輪 ● 上中下部分枝 ○ ○ × ○ 中 硬い スノーよりやや開花遅い。分枝性がよくボリュームの取りやすい品種
グリーン グリーン 緑 中輪 ● 上中部分枝 ○ ○ × ○ 中 硬い グリーンの発色良く、ボリュームの取れる品種
ブルーサウンズ 紫覆輪 緑 中輪 ● 上部分枝 × ◎ ○ × 高 硬い 花弁の巻きが強く非常に綺麗な花型。紫単色が約30％出現します

ラブミー

ブルーピコティ 紫覆輪 緑

八重

大輪 ● 上部分枝 ○ × △ ○ 高 やや軟い 紫覆輪の花色が安定。大輪咲きでボリューム感がある
ピーチ 淡桃 緑 大輪 ● 上中部分枝 ○ × △ ○ 高 やや軟い 高温期の採花は不向きなので注意が必要
ピンクピコティ 桃覆輪 緑 中大輪 ● 上中部分枝 ○ × △ ○ 高 中 ピンクの覆輪はやや浅め
ピーチピコティ 桃覆輪 緑 中大輪 ● 上部分枝 △ × ○ ○ 高 中 緑地に桃覆輪。大輪でボリュームあり作りやすい

セレモニー

キス 桃 緑

八重

中大輪 ● やや段咲き × ◎ ○ ○ 高 硬い 草丈・ボリュームが取りやすい品種
スノー 白 緑 中大輪 ● やや段咲き × ◎ ○ △ 高 硬い 高温で花弁数が減少するため、作型に注意が必要
ホワイト 白 緑 中大輪 ● 上中部分枝 × ◎ △ △ 高 硬い 高温期でも花弁数が減少しずらい。ロゼット性ややあり
オレンジ 淡オレンジ掠り 緑 大輪 ● やや段咲き × ◎ ○ △ 中高 硬い チップバーン注意
オレンジフラッシュ オレンジ掠り 緑 大輪 ● やや段咲き × ◎ ○ △ 中高 硬い 蛍光灯下で映える花色
ブルーフラッシュ 紫掠り 緑 大輪 ● 上中部分枝 × ◎ ○ △ 高 硬い 草丈・ボリューム取りやすい品種
グリーン グリーン 緑 大輪 ● 上中部分枝 × ◎ ○ △ 高 硬い 樹勢が強いため茎折れに注意
ピンクフラッシュ 桃掠り 緑 中大輪 ● 上中部分枝 × ◎ ○ △ 高 硬い ステム・花首とも硬い。チップバーン注意
ピーチ 淡桃 緑 中大輪 ● 上中部分枝 × ◎ ○ △ 高 硬い ボリューム・草丈取りやすく、作りやすい
ライトピンク 淡桃 黒 中大輪 ● 上中部分枝 × ◎ ○ ◎ 中 中 蛍光灯下で映える花色。抑制栽培にも適している

ジュエリー
チェリーフラッシュ 桃掠り 緑

八重
大輪 ● 上中部分枝 × ◎ △ × 中 硬い 開花が進むにつれ花色が濃く発色

スノー 白 緑 大輪 ● 上中部分枝 × ◎ × △ やや低い 硬い 8月盆出荷が最適。ステムは非常に硬く、生育揃いが非常によい
ブルーサウンズ 紫覆輪 緑 大輪 ● 上中部分枝 × ◎ △ △ やや低い 硬い 高温で覆輪が淡くなるため注意が必要。覆輪に色幅あり

クラウン

アジュール（MEX3258） NEW 濃紫掠り 緑

八重

中大輪 ● 上中部分枝 × ◎ ◎ ○ やや低い 硬い 花弁厚く、茎が硬い。草丈はやや低いが分枝よくボリュームがあり作りやすい品種
スノー 白 緑 中大輪 ● 上中部分枝 × ○ △ ○ 中 硬い 高温期でも花弁数が減少せず、ボリューム取れる。
ブルーサウンズ 紫覆輪 緑 中輪 ● 上中部分枝 × ◎ △ ○ 中 硬い 高温で覆輪の入りが浅くなるため、注意が必要
イエロー 黄 緑 中小輪 ● 上中部分枝 × ○ △ △ 中 硬い 高温期でも花弁減少せず、綺麗なバラ咲きとなる
ブルー 紫 黒 中小輪 ● 上中部分枝 × ○ ◎ ○ 中高 硬い 花弁焼けにくい

その他
八重

シャインホワイト（MEX5613） NEW 白 緑

八重

大輪 ● 　 上中部分枝 ○ ◎ △ △ 高 中 高温・低温期に関わらず花弁数が多い。枝数はやや少い。花首が長いので後半の水管理に注意
ハニームーン 淡黄色 緑 大輪 ● 上中部分枝 × ◎ ○ ○ 中 硬い スタンダードな黄色品種
天女の羽衣 桃覆輪 緑 大輪 ● 上中部分枝 × ◎ △ ○ 中 硬い ややフリルがかる大輪品種。ボリュームあり作りやすい
ネクス ピンク 桃 黒 中大輪 ● 上中部分枝 × ○ ◎ △ 中 硬い 無駄芽なく省力的で作りやすい
クィーンオブナイト 紫 黒 中輪 ● やや段咲き × ○ ○ ○ 高 硬い 艶のある花色が人気。作りやすい
スレンダーピンク（MEX5720） NEW 桃 黒 中小輪 ● 上中部分枝 × ◎ ○ △ 高 硬い 高温期でも花弁の巻きがよい。草丈は非常に高く、季咲き・抑制栽培にお勧め品種
パールラベンダー ラベンダー 黒 中輪 ● 上中部分枝 × ◎ ○ △ 高 硬い 淡い上品なラベンダー色。茎は高く、高温期でも花弁が減少ししにくい草丈の表ウニ取りやすい品種
パールホワイト 白 緑 中小輪 ● やや段咲き × ◎ ○ △ 高 硬い 薔薇咲き品種。無駄芽がなく作りやすい
リップスティック 桃色覆輪 緑 中大輪 ● 上中部分枝 × ◎ ○ △ 高 硬い 発色の良い濃いローズピンクピコティー。茎硬く、草丈、ボリュームがあり作りやすい
スーパープリマピンク 淡桃 黒 中大輪 ● 上中部分枝 × ◎ ○ × 高 硬い 花弁の重ねがよく綺麗な花型
スーパープリマドンナ 淡桃 黒 中大輪 ● 多分枝 × ◎ ○ × 高 硬い 季咲き～秋の需要期の出荷に適している

フィリッチ ブルー 紫覆輪 緑 盃状 中輪 ● 上部分枝 ○ ○ × ○ 高 硬い ややフリルのある花弁で色流れし難い
ピンク 桃覆輪 緑 盃状 中輪 ● 上部分枝 ○ ○ × ○ 高 硬い ややフリルのある花弁で色流れし難い

その他 
一重

サマーウインド 紫覆輪 緑 鐘状 中輪 　 ● やや段咲き × ◎ ○ △ 中 やや硬い 安定した濃覆輪
せせらぎ 紫覆輪 緑 鐘状 中小輪 ● やや段咲き ○ ○ × ○ 中 やや硬い 覆輪の安定度が高い。多花性でボリュームがあり作りやすい
涼（りょう） 紫覆輪 緑 鐘状 中輪 ● やや段咲き ○ ○ × ○ 高 硬い 開花・草丈の揃いが非常によい
ブルーシルエット 紫掠り 緑 鐘状 中輪 ● 上中部分枝 ○ ○ × ○ 中 中 発色がよく、草姿の揃いが良好
ピンクシルエット 桃掠り 緑 鐘状 中輪 ● 上中部分枝 ○ ○ × ○ 中 中 発色がよく、草姿の揃いが良好

サマー

キッス 桃 緑 鐘状 中輪 ● 段咲き × ◎ ◎ ○ 高 硬い 秋のブライダルシーズンに最適
エース 桃覆輪 緑 漏斗状 中輪 ● 上中部分枝 × ○ ○ △ 高 硬い 草丈・開花揃いが良い
バイカラーパープル 紫覆輪 緑 鐘状 中小輪 ● やや段咲き × ○ ○ △ 高 中 覆輪濃く安定している
バイカラーレッド 赤覆輪 緑 漏斗状 中輪 ● 段咲き × ○ ○ △ 中 硬い 特に真夏の開会で花色鮮明

プラチナ
バイオレット 紫覆輪 緑 漏斗状 中輪 ● 段咲き × ◎ ○ × 高 硬い 花持ちが非常に良い。紫単色の分離あり
キング 紫覆輪 緑 漏斗状 中輪 ● やや段咲き × ◎ ○ × 高 硬い 花持ちが非常に良い。紫単色の分離あり
バイカラーレッド 赤覆輪 緑 漏斗状 中輪 ● 段咲き × ◎ ○ × やや低い 硬い 夜温の低下での色流れに注意

※栽培環境等により花色、早晩性が異なる場合がありますのでご了承ください

＜ユーストマ＞ 特性表 定植本数：約3,600本／a　定植間隔：株間12cm、条間12cm、通路60cm

漏斗状

ユーストマの花形
農林水産省、

種苗特性分類調査
報告書より抜粋

鐘 状

盃 状

平わん状
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シリーズ名 品　種　名 花色 花芯 花形 花径 早晩性（季咲き）　 草姿
お勧め出荷期

草丈 茎の硬さ 備考暖地 高冷地 高冷地 暖地
極早生 早生 中生 中晩生 晩生 2～4月 5～8月 9～10月 11～12月

ファンシー
ラベンダー 淡ラベンダー 緑

八重
大輪 ● 上中部分枝 ◎ △ × × 低め やや軟い ダリア咲き。極早生に近い早さ。年明け出荷からの作型がお勧め

ラベンダー ELT 淡ラベンダー 緑 大輪 ● 上中部分枝 ◎ ○ △ ○ 中 やや柔い ファンシーラベンダーより開花は若干遅いが、草丈・ボリュームは取りやすい
ブルーフラッシュ 紫掠り 緑 大輪 ● 上中部分枝 ○ △ × × 高 やや柔い 低温期でもブルーフラッシュの発色がよい

ソリール

ホワイト極早生 白 緑

八重

大輪 ● 上中部分枝 ◎ ○ × ○ 中 やや硬い ややウェーブがかる大輪。分枝やや少なめ
ブルーサウンズ 紫覆輪 緑 大輪 ● 上中部分枝 ◎ ○ × ○ 高 やや軟い 冬期でも紫覆輪の花色が安定
ホワイト 白 緑 大輪 ● 上中部分枝 ◎ ◎ × △ 中 やや形 ややウェーブがかる大輪。分枝やや少なめ
オレンジフラッシュ オレンジ掠り 緑 大輪 ● 上中部分枝 ○ △ × × 中 中 早生系のオレンジフラッシュ
イエロー 黄 緑 大輪 ● 上中部分枝 ◎ ◎ × △ 高 中 芽整理することで花径が大きくなる
スカイ 紫掠り 緑 大輪 ● やや段咲き ◎ ○ × △ やや低い 中 花径10cmを越える大輪
ハート 桃掠り 緑 大輪 ● やや段咲き ◎ ○ × △ やや低い 中 花径10cmを越える大輪

ブーケ ホワイト 白 緑 八重 中大輪 ● 上中下部分枝 ○ ○ × ◎ 中 やや軟い 純白度が高く、花弁数も多く立体的な花型。高温期でも花弁数減少しずらい
グリーン グリーン 緑 中大輪 ● 上中部分枝 ○ ○ × ○ 中 やや軟い 分枝よく、秋～年内出しの作型でも枝数確保できる

アルベール

スノー 白 緑

八重

中輪 ● 上中部分枝 ○ × △ ○ 中 硬い 純白の薔薇咲き種
ホワイト 白 緑 中輪 ● 上中下部分枝 ○ ○ × ○ 中 硬い スノーよりやや開花遅い。分枝性がよくボリュームの取りやすい品種
グリーン グリーン 緑 中輪 ● 上中部分枝 ○ ○ × ○ 中 硬い グリーンの発色良く、ボリュームの取れる品種
ブルーサウンズ 紫覆輪 緑 中輪 ● 上部分枝 × ◎ ○ × 高 硬い 花弁の巻きが強く非常に綺麗な花型。紫単色が約30％出現します

ラブミー

ブルーピコティ 紫覆輪 緑

八重

大輪 ● 上部分枝 ○ × △ ○ 高 やや軟い 紫覆輪の花色が安定。大輪咲きでボリューム感がある
ピーチ 淡桃 緑 大輪 ● 上中部分枝 ○ × △ ○ 高 やや軟い 高温期の採花は不向きなので注意が必要
ピンクピコティ 桃覆輪 緑 中大輪 ● 上中部分枝 ○ × △ ○ 高 中 ピンクの覆輪はやや浅め
ピーチピコティ 桃覆輪 緑 中大輪 ● 上部分枝 △ × ○ ○ 高 中 緑地に桃覆輪。大輪でボリュームあり作りやすい

セレモニー

キス 桃 緑

八重

中大輪 ● やや段咲き × ◎ ○ ○ 高 硬い 草丈・ボリュームが取りやすい品種
スノー 白 緑 中大輪 ● やや段咲き × ◎ ○ △ 高 硬い 高温で花弁数が減少するため、作型に注意が必要
ホワイト 白 緑 中大輪 ● 上中部分枝 × ◎ △ △ 高 硬い 高温期でも花弁数が減少しずらい。ロゼット性ややあり
オレンジ 淡オレンジ掠り 緑 大輪 ● やや段咲き × ◎ ○ △ 中高 硬い チップバーン注意
オレンジフラッシュ オレンジ掠り 緑 大輪 ● やや段咲き × ◎ ○ △ 中高 硬い 蛍光灯下で映える花色
ブルーフラッシュ 紫掠り 緑 大輪 ● 上中部分枝 × ◎ ○ △ 高 硬い 草丈・ボリューム取りやすい品種
グリーン グリーン 緑 大輪 ● 上中部分枝 × ◎ ○ △ 高 硬い 樹勢が強いため茎折れに注意
ピンクフラッシュ 桃掠り 緑 中大輪 ● 上中部分枝 × ◎ ○ △ 高 硬い ステム・花首とも硬い。チップバーン注意
ピーチ 淡桃 緑 中大輪 ● 上中部分枝 × ◎ ○ △ 高 硬い ボリューム・草丈取りやすく、作りやすい
ライトピンク 淡桃 黒 中大輪 ● 上中部分枝 × ◎ ○ ◎ 中 中 蛍光灯下で映える花色。抑制栽培にも適している

ジュエリー
チェリーフラッシュ 桃掠り 緑

八重
大輪 ● 上中部分枝 × ◎ △ × 中 硬い 開花が進むにつれ花色が濃く発色

スノー 白 緑 大輪 ● 上中部分枝 × ◎ × △ やや低い 硬い 8月盆出荷が最適。ステムは非常に硬く、生育揃いが非常によい
ブルーサウンズ 紫覆輪 緑 大輪 ● 上中部分枝 × ◎ △ △ やや低い 硬い 高温で覆輪が淡くなるため注意が必要。覆輪に色幅あり

クラウン

アジュール（MEX3258） NEW 濃紫掠り 緑

八重

中大輪 ● 上中部分枝 × ◎ ◎ ○ やや低い 硬い 花弁厚く、茎が硬い。草丈はやや低いが分枝よくボリュームがあり作りやすい品種
スノー 白 緑 中大輪 ● 上中部分枝 × ○ △ ○ 中 硬い 高温期でも花弁数が減少せず、ボリューム取れる。
ブルーサウンズ 紫覆輪 緑 中輪 ● 上中部分枝 × ◎ △ ○ 中 硬い 高温で覆輪の入りが浅くなるため、注意が必要
イエロー 黄 緑 中小輪 ● 上中部分枝 × ○ △ △ 中 硬い 高温期でも花弁減少せず、綺麗なバラ咲きとなる
ブルー 紫 黒 中小輪 ● 上中部分枝 × ○ ◎ ○ 中高 硬い 花弁焼けにくい

その他
八重

シャインホワイト（MEX5613） NEW 白 緑

八重

大輪 ● 　 上中部分枝 ○ ◎ △ △ 高 中 高温・低温期に関わらず花弁数が多い。枝数はやや少い。花首が長いので後半の水管理に注意
ハニームーン 淡黄色 緑 大輪 ● 上中部分枝 × ◎ ○ ○ 中 硬い スタンダードな黄色品種
天女の羽衣 桃覆輪 緑 大輪 ● 上中部分枝 × ◎ △ ○ 中 硬い ややフリルがかる大輪品種。ボリュームあり作りやすい
ネクス ピンク 桃 黒 中大輪 ● 上中部分枝 × ○ ◎ △ 中 硬い 無駄芽なく省力的で作りやすい
クィーンオブナイト 紫 黒 中輪 ● やや段咲き × ○ ○ ○ 高 硬い 艶のある花色が人気。作りやすい
スレンダーピンク（MEX5720） NEW 桃 黒 中小輪 ● 上中部分枝 × ◎ ○ △ 高 硬い 高温期でも花弁の巻きがよい。草丈は非常に高く、季咲き・抑制栽培にお勧め品種
パールラベンダー ラベンダー 黒 中輪 ● 上中部分枝 × ◎ ○ △ 高 硬い 淡い上品なラベンダー色。茎は高く、高温期でも花弁が減少ししにくい草丈の表ウニ取りやすい品種
パールホワイト 白 緑 中小輪 ● やや段咲き × ◎ ○ △ 高 硬い 薔薇咲き品種。無駄芽がなく作りやすい
リップスティック 桃色覆輪 緑 中大輪 ● 上中部分枝 × ◎ ○ △ 高 硬い 発色の良い濃いローズピンクピコティー。茎硬く、草丈、ボリュームがあり作りやすい
スーパープリマピンク 淡桃 黒 中大輪 ● 上中部分枝 × ◎ ○ × 高 硬い 花弁の重ねがよく綺麗な花型
スーパープリマドンナ 淡桃 黒 中大輪 ● 多分枝 × ◎ ○ × 高 硬い 季咲き～秋の需要期の出荷に適している

フィリッチ ブルー 紫覆輪 緑 盃状 中輪 ● 上部分枝 ○ ○ × ○ 高 硬い ややフリルのある花弁で色流れし難い
ピンク 桃覆輪 緑 盃状 中輪 ● 上部分枝 ○ ○ × ○ 高 硬い ややフリルのある花弁で色流れし難い

その他 
一重

サマーウインド 紫覆輪 緑 鐘状 中輪 　 ● やや段咲き × ◎ ○ △ 中 やや硬い 安定した濃覆輪
せせらぎ 紫覆輪 緑 鐘状 中小輪 ● やや段咲き ○ ○ × ○ 中 やや硬い 覆輪の安定度が高い。多花性でボリュームがあり作りやすい
涼（りょう） 紫覆輪 緑 鐘状 中輪 ● やや段咲き ○ ○ × ○ 高 硬い 開花・草丈の揃いが非常によい
ブルーシルエット 紫掠り 緑 鐘状 中輪 ● 上中部分枝 ○ ○ × ○ 中 中 発色がよく、草姿の揃いが良好
ピンクシルエット 桃掠り 緑 鐘状 中輪 ● 上中部分枝 ○ ○ × ○ 中 中 発色がよく、草姿の揃いが良好

サマー

キッス 桃 緑 鐘状 中輪 ● 段咲き × ◎ ◎ ○ 高 硬い 秋のブライダルシーズンに最適
エース 桃覆輪 緑 漏斗状 中輪 ● 上中部分枝 × ○ ○ △ 高 硬い 草丈・開花揃いが良い
バイカラーパープル 紫覆輪 緑 鐘状 中小輪 ● やや段咲き × ○ ○ △ 高 中 覆輪濃く安定している
バイカラーレッド 赤覆輪 緑 漏斗状 中輪 ● 段咲き × ○ ○ △ 中 硬い 特に真夏の開会で花色鮮明

プラチナ
バイオレット 紫覆輪 緑 漏斗状 中輪 ● 段咲き × ◎ ○ × 高 硬い 花持ちが非常に良い。紫単色の分離あり
キング 紫覆輪 緑 漏斗状 中輪 ● やや段咲き × ◎ ○ × 高 硬い 花持ちが非常に良い。紫単色の分離あり
バイカラーレッド 赤覆輪 緑 漏斗状 中輪 ● 段咲き × ◎ ○ × やや低い 硬い 夜温の低下での色流れに注意

※栽培環境等により花色、早晩性が異なる場合がありますのでご了承ください

※スペースの関係上、取扱品種全ては記載されておりません。　※栽培環境等により花色、早晩性が異なる場合がありますのでご了承ください。
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草
花
種
子

ア

くれない シリーズ
半八重の中輪咲きで、耐病性が強く作りやすい 
切り花アスターの代表品種です。
くれない
鮮緋赤色に黄芯の強健種です。
くれない ダブル
鮮緋赤色に黄芯で、「くれない」よりも花弁数が多
い極早生種の人気品種です。
くれない ローズ

光沢のある濃桃色で、特に性質が強い品種です。
くれない パープル
やや赤みを帯びた紫色
くれない ホワイト 純白色
くれない ピンク

非常に明るい桃色で、開花揃いがよい品種です。
くれない ブルー

非常に明るい澄んだ青色で開花がよく揃います。
●各品種とも〈10㎖〉@¥600

406穴トレイ（360本保証）＠￥19
受注〆切り納品35日前

○10㎖：約2,000粒　○発芽温度：20℃
○播種量：60㎖／a（移植）、80㎖／a（植播）
○定植本数・間隔
　露地：約2,000本／ａ・株間15cm、条間25cmの２条植え、通路60cm
　ハウス：約3,000本／a・株間15cm、条間15cm、通路60cm

2月出荷
6月出荷

7月出荷
8月出荷
9月出荷

9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9
播種 出荷

    加温ハウス、早･中生系品種、
最低温度8℃+電照

加温ハウス早･中生系品種
露地、早･中生系品種
露地、早･中生系品種
露地、早･中生系品種

サマータイム シリーズ
「新緋玉」タイプの大輪ポンポン咲きで、極早生種です。丁字の盛り上がりが
よい整形咲きの完全な箒立ち種で、開花揃いが極めてよい品種です。極淡い
桃色で咲き始めると澄んだ桃色になる逸品です。
サマータイム パールピンク　サマータイム ピンク
●〈10㎖〉@¥1,000

新緋玉
鮮緋赤色黄芯の八重咲き大輪で、長
年人気を保ち続けています。耐病性
が強く栽培しやすい早生の箒立ち種
です。
●〈10㎖〉@¥1,200

ミスニッポン
上品な極淡い桃色です。
●〈10㎖〉@¥1,000

ミスヨーロッパ
揃いの良い品種です。
●〈10㎖〉@¥1,000

オーロラ ピンク
花弁の繰り出し時がソフトな黄色で、次第に美し
い桃色に変化します。花径10cmの巨大輪で花弁
が強く、盆前後の出荷に適した早生種です。
●〈10㎖〉@¥1,000

サマーイエロー
大輪ポンポン咲きの晩生種。今までになかった黄
色の大輪です。
●〈10㎖〉@¥1,500

くれない ローズ くれない パープル

くれない ピンク

くれない ホワイト

くれない ブルー

オーロラピンク

新緋玉 ミスニッポン

サマーイエロー

サマータイム　パールピンク サマータイム　ピンク

ミスヨーロッパ
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草
花
種
子

ア

クラシック 混合

リボン シリーズ 
草丈約30cm～35cmの矮性種。大きなドーム型の鮮やかな花色が特徴。花弁に白く縁が入る。
●混合および各品種とも〈1,000粒〉@¥2,500

○発芽温度：20℃

クラシック シリーズ
花径5～7cm、草丈25～35cmの矮性種。開花期間
が長くポット苗から花壇用まで利用できる品種です。
クリムソン　ダークブルー　ブルー
スカーレット　ホワイト　混合
●各品種とも〈1,000粒〉@2,500

512穴トレイ（450本保証）＠￥18
受注〆切り納品45日前

（キャンペーン企画ございます。P93）

スイスターミックススターパステルミックス

ハーレカイン クリムソン

リボン レッド

ハーレカイン イエロー

リボン ブルー

ハーレカイン ピンク

タワー サーモン

ハーレカイン バイオレット

タワー バイオレットタワー ブルー（完売） タワー シルバーブルータワー チェリー

ハーレカイン ディープブルー

タワー シリーズ  
花径4～5cmの中輪で、花弁の重ねの良い品種です。
●各品種とも〈1,000粒〉@¥2,000

スターパステルミックス  
ニードルアスターより花弁は長く、パステル調の
色合いの混合。草丈は60cm～70cmとやや低い
為、ポット苗販売も可能です。
●〈1,000粒〉@¥2,000
スイスターミックス 
エキゾチックな星咲きのアスター。花弁中心から
外側に花火のように伸びる花型が特徴。草丈
50cm～60cm。
●〈1,000粒〉@¥2,000

ハーレカイン シリーズ  
花径3.5～4cmの小輪アスター。花弁強く花壇、切花としてお勧めします。
●各品種とも〈1,000粒〉@¥2,000
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草
花
種
子

ア

○発芽温度：18～20℃

ロッティシリーズ
草丈１０～１５cmで分枝や揃いの良さに加え、株が
密に上がってくる耐寒性のある宿根草です。
●各品種とも〈1,000粒〉＠¥2,500

○発芽温度：22～24℃
乾燥、多雨に強い種子系のアルテンナンテラ。 
ゴージャスな赤葉は花壇のコントラストとして最
適。切り葉としても利用できます。
●各品種とも〈250粒〉＠¥5,200

暖　地
寒・高冷地
秋出荷

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
播種 出荷

モナリザ混合

ブループラネットクラウドナイン混合

クラウドナイン混合 
極早生でそろい良くコンパクトにまとまる最新品
種の混合。
●〈ペレット種子1,000粒〉@¥2,000

512穴トレイ（450本保証）＠￥15
受注〆切り納品45日前

ピンクポップ

ルビーキング

○発芽温度：18～20℃

ピンクポップ
個体差が少なくコンパクトで分枝生に優れた品種
です。
●〈1,000粒〉＠¥3,000

○発芽温度：18～20℃

ルビーキング 
切花にお勧めのアマランサス。花色はグリーンか
ら成長につれ赤みが強くなる。
●〈5㎖〉＠¥3,000

ブループラネット  
草丈60cm～70cmの高性アゲラタム。
●〈ペレット種子1,000粒〉@¥2,500

アルテンナンテラ パープルプリンス（矮性） アルテンナンテラ パープルナイト（高性）

ロッティ ディープローズ ロッティ ホワイト

○発芽温度：15～20℃

F1モナリザ 混合
●〈100粒〉＠¥2,500

○発芽温度：20℃
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草
花
種
子

ア

○発芽温度：22～24℃
○覆土不要

セレナ シリーズ
待望のピンク系花色のローズが登場。優れた分枝
とスパイクのバランスが良い実生アンゲロニア。
高温多湿の条件でも強く育ち、夏場の花壇に最適
な品種です。
ローズ 　ブルー　パープル
ホワイト　混合 Imp
●各品種とも
　ペレット種子〈500粒〉＠¥8,500

セレニータ 混合 Imp  
セレナシリーズよりもコン
パクトで、寄せ植えやポット
苗生産に最適。ローズの追
加により全体の花色が明る
くなりました。
●ペレット種子
　〈500粒〉＠¥8,500

セレナ ローズ セレニータ 混合 Imp

○5㎖：約10,000粒
○発芽温度：20℃

スノークリスタル 
大輪の純白色で株張り旺盛な極早生種です。葉の
色が濃く花壇植えに好適です。
●〈5㎖〉＠¥1,700

イースターボネット シリーズ
花付き良く、花色と株の揃いが良い。横張り性の
強い品種。
●各品種とも〈5㎖〉¥1,500

512穴トレイ（450本保証）＠￥15（5粒播種）
受注〆切り納品40日前

○発芽温度：16～18℃

バレリーナ シリーズ
草丈20cm～25cmの極早生種。生産・出荷の計画を容易に立てられるアルメリア。
ライラック　レッド 　ホワイト 　混合　●各品種とも〈1,000粒〉＠¥4,500 モンタナ

小葉でほふく性があり、純白色の花を多数咲かせ
ませす。寒さにも強く、春先から初夏にかけての寄
せ植え材料として好適です。
●〈1,000粒〉＠¥2,300

512穴トレイ（450本保証）＠￥15
受注〆切り納品40日前

○発芽温度：20℃

モーニングスター シリーズ 
草丈15cmの極矮性種。株も非常に
コンパクトでかわいらしい草姿。
ディープローズ
ホワイト
●各品種とも
　〈1,000粒〉＠¥3,000

暖地・中間地
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
播種 出荷

アレナリア モンタナ

バレリーナ ホワイト バレリーナ レッド バレリーナ ライラック

モーニングスター ディープローズ モーニングスター ホワイト

スノークリスタル 

ディープローズラベンダー バイオレット

ホワイトディープピンク レモネードピーチ

暖　地
寒・高冷地

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2
播種 出荷
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草
花
種
子

ア

○発芽温度：25℃

=スピリットセカンドダブル
淡いピンクで変わり咲き西洋あさがお。
●〈100粒〉＠¥1,500

スピリットセカンドダブル

○発芽温度：20℃（好光性）

○発芽適温：22～25℃

ディバイン 混合
株張りが良く、カットパックから大鉢、花壇用と幅
広く利用できます。
●〈500粒〉＠¥3,800

F1スーパーエルフィンXP 混合
早咲き、豊富な花色、コンパクトなど、素晴らしい性質
を持つ標準品種です。よく分枝して高さ20～25cm
にコンパクトに生育し、株は完全に花で覆われます。
●〈1,000粒〉＠¥2,200

512穴トレイ（450本保証）＠￥18

○発芽温度：20℃

ホワイトアウト
従来品種より開花揃い、株揃いが良く、ピンチなし
でボリュームのできる品種です。
●〈1,000粒〉@¥3,500

ディバイン 混合

512穴トレイ（450本保証）＠￥18
受注〆切り納品40日前

（キャンペーン企画ございます。P93）

F1インプレザ シリーズ
サイドの分枝の勢いが増し、株のバランスがきれ
いな新シリーズです。
●混合および各品種とも〈1,000粒〉＠¥2,200

F1アテネ シリーズ 八重咲種
花の大きさは中輪で、分枝性が旺盛で、たくさん
の花をつけます。八重出現率が高く、成品率の非
常に良い品種です。
●各品種とも〈1,000粒〉＠¥7,800

512穴トレイ（450本保証）＠￥22

インプレザ パンチ

春出荷
秋出荷

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
播種 出荷

インプレザ ホワイト

インプレザ ピンク

インプレザ チェリースプラッシュ

インプレザ ブルーパール

F1スーパーエルフィンXP 混合 インプレザ サーモン

インプレザ バイオレット インプレザ ローズ

アテネ オレンジフラッシュ

アテネ アップルブロッサム

アテネ レッドアテネ混合

アテネ ブライトパープル

アテネ レッドフラッシュ

アテネ オレンジ

ホワイトアウト
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草
花
種
子

ア

カ

○発芽温度：18℃～20℃

パウワウ シリーズ
初年度開花の宿根草。草丈低くコンパクトに仕上がり、とても花付の良い品種です。
ホワイト　ワイルドベリー 　●各品種とも〈500粒〉@¥8,500

○発芽温度：15℃

ジプシー シリーズ
半八重咲きの品種で、ガーデンブライドより一層
コンパクトに仕上がります｡
ホワイト  品種登録 第24468号（登録名：SAKGYP001)
ディープローズ　ピンク
●各品種とも〈1,000粒〉＠¥1,800
ピクシースプラッシュ 
春先の宿根用アイテムとして人気。草丈8cm～12cm。
株張りも10cm～18cmで非常にコンパクトな品種。
●〈1,000粒〉@¥2,500

○発芽温度：22℃　○播種後約120日で出荷可能

フロリポットマイクロ ミックス
●〈100粒〉@¥3,000

○発芽温度：20℃　○生育温度：10℃～25℃

アキラ混合
実性で株のまとまりの良い完成度の高いシリーズで
す。分枝良く、多花性で株がコンパクトに仕上がります。
●〈100粒〉@¥3,500

アキラ グランドキャニオンミックス 
種子系として初めて黄色、ローズレッドなどの暖
色系の入ったミックス。
●〈100粒〉@¥3,500

パウワウ ホワイト パウワウ ワイルドベリー 

アキラ グランドキャニオンミックスアキラ混合

ジプシー ホワイト  

暖　地
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

播種 出荷

フロリポットマイクロ ミックス

○発芽温度：25℃

斑入りとうがらし アプローズ レッドアンドホワイト
●〈1,000粒〉@¥5,000

○10㎖：約5,000粒　○発芽温度：15℃～20℃

ミニチュアサンデュー
コンパクトな株に花茎4cm位の小さな花が咲き
ます。ポット苗販売に最適です。
●〈10㎖〉@¥1,500

○発芽温度：22℃～24℃

パープルレディー 
寄せ植えの素材やハンギングバスケット、グランドカバー
に利用可能。草丈15～20cm、株張りは90～120cm。
●〈100粒〉@¥2,300

○発芽温度：18℃～20℃

ブルースター

ミニチュアサンデュー

パープルレディー

ブルースター ピクシースプラッシュ

ジョイ 
●〈1,000粒〉@¥5,000

草丈40～50cm。
東京以西では簡単
な保護で越冬し、
越冬株では5～6月
から晩秋まで開花
します。
●〈1,000粒〉
　@¥8,500

レッドアンドホワイト ジョイ
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○発芽温度：20℃

F1ニューデイシリーズ
デイブレイクよりもコンパクトで管理しやすく、株
持ちも良く花弁も大きいシリーズです。
●混合および各品種とも〈1,000粒〉＠¥3,600

○発芽温度：20℃

アストラ シリーズ
非常にコンパクトに生育し、生育や開
花が極めて均一に揃います。開花期
間が長く、12cmポットに最適です。
寒さに強く、非常に強健な宿根草で
花壇に最適です。
セミダブルピンク　
セミダブルホワイト2
●各品種とも
　〈1,000粒〉＠¥5,800

○発芽温度：18～20℃

スパークルホワイト 
実生としての生産管理が可能です。
春生産では播種から12～13週。分枝
多くノーピンチで自然にコンパクトで
多花性の草姿になります。
●〈1,000粒〉＠¥8,500

○発芽温度：18～20℃

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
播種 出荷

暖　地

寒・高冷地

スパークルホワイト  

アストラ セミダブルホワイト2

アストラ セミダブルピンク

タレントミックス

マーベレッテ ブルー マーベレッテ ホワイト 

ベッドヘッド

ラピド ホワイトラピド ブルー

暖　地
寒・高冷地

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2
播種 出荷

○発芽温度：15～20℃

ラピド シリーズ
株のまとまりが良く早晩差のほとんどない早生品種。
ブルー　ホワイト
●各品種とも〈ペレット種子1,000粒〉@¥3,500

○発芽温度：20～24℃

ベッドヘッド
寄せ植え素材として人気のクッション
ブッシュ。実性からの生産が可能で乾
燥に強く、シルバーリーフとして利用
できます。
●〈500粒〉@¥5,000

512穴トレイ（450本保証）＠￥22
受注〆切り納品40日前

（キャンペーン企画ございます。P93）

F1タレントミックス
銀葉の有毛ガザニアで大輪の花と銀葉のコントラ
ストが美しく、乾燥にも強い丈夫な品種です。
●〈1,000粒〉＠¥3,200

ブロンズシェードピンクシェード

レッドシェードローズストライプレッドストライプイエロー Imp

ホワイト タイガーミックス

マーベレッテ シリーズ
春播きで夏開花の極早生種。青・白の小さい花を
多く咲かせ、苗物としておすすめします。
●各品種とも〈1,000粒〉＠¥3,000

○発芽温度：20℃　○10㎖：約500粒　

タンポポに似たかわいらしい花を多
数咲かせます。耐寒性があり、強健で
鉢物、花壇用に好適です。
●各品種とも
　〈10㎖〉＠¥1,000

クレピス ホワイトクレピス ピンク
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草
花
種
子

カ

スノープリンセス
きんせんかでは初めてのホワイトカラー。草丈60～
70cmで、花壇向けですが、切り花としても利用できます。
●〈1,000粒〉@¥3,000

○発芽温度：20℃　○10㎖：約３００～400粒

シンプリー シティーミックス
草丈60～70cmで、シンプルで黄色からオレンジ
系の明るい色合いのミックス。
●〈20㎖〉@¥1,500

○1㎗：約200～400 粒　○発芽温度：20℃

○発芽温度：20℃　○10㎖：約7,000粒

ホワイトエンジェル
花径3.5cmの大輪白花種。
●〈10㎖〉＠¥1,800
ノースポール
●〈10㎖〉＠¥1,200
ムルチコーレ イエロー
●〈10㎖〉＠¥1,000 （10㎖：約2,600粒）

512穴トレイ（450本保証）＠￥14

ホワリーバード シリーズ
草丈25～30cmの極矮性種。ハンギングやプラン
ターの寄せ植え材料として、幅広く利用できます。
●混合および各品種とも〈1㎗〉＠¥1,800
アラスカ
美しい斑入り葉で、花は葉の上に出て咲き続けま
す。播種後70～80日で出荷できます。
●〈1㎗〉＠¥1,500

ブロンズビューティー
珍しいブロンズ色のキンセンカで、芯の黒色とのコントラス
トも特徴です。草丈45～50㎝で、花壇向けに適しています。
●〈20㎖〉@¥1,200

スカーレット
緋赤色

マホガニーレッド
赤褐色

ゴールデンイエロー
濃黄色

チェリーローズ
桃紅色

タンジェリン
橙色

暖　地
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
播種 出荷

アラスカ ホワイトエンジェル

ブロンズビューティースノープリンセス シンプルシティーミックス 

ブラックドラゴン

スカーレットゴールデン ジェード

ベルベットレッド コーラルサンライズ モザイク

○発芽温度：20℃ 

ウィザード シリーズ
草丈25～30cmのコンパクトな矮性種で葉と株
のバランスがとれていて色数も豊富です。
●混合および各品種とも〈1,000粒〉＠¥1,300

512穴トレイ（450本保証）＠￥14
受注〆切り納品45日前

（キャンペーン企画ございます。P93）
ブラックドラゴン
エキゾチックな雰囲気を持った鋸歯状の大葉コリウス。
●〈1,000粒〉@¥1,300

512穴トレイ（450本保証）＠￥14
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草
花
種
子

カ

○発芽温度：18℃　○播種量：約8,000粒／a
○定植本数：約2,200本／a
○定植間隔：株間10cm、条間20cm、通路50cm

暖　地
寒・高冷地

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
播種 出荷

F1スマイルシリーズ
F1スマイルシリーズは極早生～早生の豊産種で
花持ちが良く、花を長く咲かせても下の花が色あ
せしたり落ちたりしにくい。暖地の促成用に適した
金魚草です。
F1スマイルピンクフラッシュ 
●〈1,000粒〉＠￥3,900

406穴トレイ（360本保証）＠￥24　

その他
●各品種とも〈1,000粒〉＠￥3,500

406穴トレイ（360本保証）＠￥20
全種受注〆切り納品50日前

F1スマイル イエロー
従来より開花が早くなり、鮮明な
濃い黄色。花は大きく穂が詰ま
る。定植適期は8月下旬～9月上
旬。

F1スマイル ローズピンク
早生で鮮明なローズ色。9月上旬～9
月下旬が定植適期。

F1スマイル ピンクフラッシュ
早生で淡いピンクのぼかしが入
る新花色。無駄な枝が少なく栽
培もしやすく秀品率のアップが
期待される品種です。

F1スマイルブロンズ
早生で鮮明なブロンズ色。栽培しや
すく草丈は良く伸びステムは剛直、花
弁も厚く花持ちの良い品種です。

F1スマイル ホワイト 早生
純白で花は大きく8月下旬～9月上旬
定植でも草丈は伸び、花穂がつまり
ボリュームのある切花が得られます。

F1スマイル ピンク
早生で鮮明なピンクと、花の中心がソ
フトなイエローの二色咲き。

F1スマイル ライトピンク
早生で花色は美しいライトピンク。

F1スマイル レッド
濃赤色で花は大きく、8月下旬～9月
上旬定植でも草丈がとれます。茎は硬
く花穂もつまり、ボリュームがでます。

F1スマイル ホワイトキング
スマイルホワイト早生の改良品
種で、ホワイト早生よりも開花が
一週間遅い純白の大輪種。

F1スマイル バイオレット
早生で花色は明るい紫色。花穂は詰
まり、ステムはしっかりした切花が得
られます。

F1スマイル ローズ
早生でスマイルローズピンクより濃い
ローズ。ステムは硬く、従来より草丈大き
く、花穂下の側枝少なく改良しました。花
色に若干濃淡が出ます。
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草
花
種
子

カ

フラッシュ パール 早生

クラークル＆ポップシリーズ 混合

フラッシュ ホワイト 中生 フラッシュ アプリコット 早生フラッシュ ピンク 中生

ピーチ バイオレット ホワイト

ローズ

イエロー

レッドバイカラー ラベンダーバイカラーパープル ホワイト

レッド オレンジ

アップルブロッサム

フラッシュ ローズピンク 中生
（シリーズ中少し遅れます）

○発芽温度：18℃　

F1クラークル＆ポップシリーズ 
草丈15cm～25cmの矮性種。早生でシリーズ間の揃い
が良く、従来品種よりも分枝性に優れボリュームが出る。
●混合および各品種とも〈1,000粒〉＠¥1,300

F1フラッシュシリーズ 
おなじみのフラッシュパールに追加色がでました。茎硬くボリュームのあるシリーズです。
●各品種とも〈1,000粒〉＠￥3,500

F1メモリアルシリーズ 
早生から中生の豊産種で、スマイルシリーズの優
れた花持ちの良さをキープし、さらに花弁の厚
さ、花穂のボリューム感、より栽培のしやすさを追
求した、開花揃いの良い日本人好みの新しいタイ
プの金魚草です。定植は暖地の場合８月中旬～９
月中旬をお勧めします。
●各品種とも〈1,000粒〉＠￥3,900

406穴トレイ（360本保証）＠￥24　

F1メモリアル ライトピンク
スマイルライトピンクの改良早生種で、花弁を厚
く、花穂のつまりも良くし、更にボリューム感が出
やすくなりました。

F1メモリアル ホワイト
ホワイトキングの改良中生種。開花は少し遅れま
すが、純白大輪で花弁厚く、花穂のつまりも良く、
ボリュームを追求した品種です。

イエローシェード

スナッピー 混合

上記全品種406穴トレイ（360本保証）＠￥20

F1スナッピー混合
極早生種、コンパクトで分枝が良く間伸びしにくいシリーズで
す。シリーズ間の開花差も少なく、作りやすいのが特徴です。
●〈1,000粒〉＠¥1,500

512穴トレイ（450本保証）＠￥16
受注〆切り納品45日前

（キャンペーン企画ございます。P93）

F1ツィニーシリーズ
ユニークな八重咲き金魚草が誕生しました。草丈
25～30cmで生育旺盛な強健種です。
●混合および各品種とも〈1,000粒〉＠¥2,200

512穴トレイ（450本保証）＠￥16
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草
花
種
子

カ

○10㎖：約11,000粒　○発芽温度：25℃～28℃

アジアンガーデン  
2016年AAS受賞
品種登録 第27334号（登録名：アジアンガーデン Ichiba Rose)
分枝よくボリュームがあり、ポット、花壇でのパ
フォーマンスに優れた品種。連続開花性が優れ、
初夏から晩秋まで咲き続けます。ガーデンの植栽
や、濃いローズの花色は、切花として品種特性が
発揮できます。
●〈1,000粒〉@¥2,000

288穴トレイ（265本保証、2～5本）＠￥10,500
406穴トレイ（360本保証,2～5本）＠￥30
全種受注〆切り納品50日前

アイスクリーム シリーズ
草丈25～30cmとなり茎の下方から分枝し、全体
にコンパクトにまとまってできます。
●各品種とも〈1,000粒〉@¥1,500

サマーラベンダー 
完全四季咲きのタイプの槍けいとう。春から秋ま
で季節を選ばず生産出来ます。高温期はやや色が
淡くなりますが、気温が下がってくると花色が鮮
明になります。生産可能なポットサイズも幅広く
対応出来る万能な品種です。
●プラグ専売

288穴トレイ（265本保証、2～5本）＠￥10,500
全種受注〆切り納品50日前

●オリジナルラベル100枚／@¥1,100

ゲラナ レッド
◎下田文夫氏育成
草丈が15～20cmの画期的な極矮性種として人
気が高い品種です。
●〈10㎖〉＠¥3,800

ゲラナ レッド

矮性羽毛けいとう

アイスクリームシリーズ

イエロー
ピンク ライトイエロー

オレンジ チェリー

アジアンガーデン オリジナルラベル
＠¥980／100枚

オリエント2号

アジアンガーデン アジアンガーデン プラグ苗（5粒播き）

サマーラベンダー

オリエントピンク

矮性くるめけいとう

オリエント2号
オリエントピンク

●各品種とも〈10㎖〉＠¥2,500
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草
花
種
子

カ

ハウス栽培

暖地7月出荷
暖地8月出荷

暖地9月出荷

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
播種 出荷○10㎖：約7,000粒　○発芽温度：25℃　

○播種量：約50㎖／a　○定植本数：約10,000本／a
○定植間隔：株間10cm、条間10cm、通路50cm
※各品種とも再生産は禁止されております。

くるめけいとう
丸形花で、鮮明な花色など、早出しから遅出しまで幅広く栽培できる万能品種で、切り花けいとうの代表品種です。
青軸
●〈10㎖〉@¥3,500

赤軸
●〈10㎖〉@¥3,500

アーリー ローズ
●〈10㎖〉@¥4,200

黄玉
●〈10㎖〉@¥4,500

八千代けいとう
紡錘形の花で、茎は緑色で硬く、一本立ちの高性種です。「くるめけいとう」とともに安定した人気があります。

火竜
●〈10㎖〉@¥4,500

サンデイワインレッド 
●〈1,000粒〉@¥10,000

金峰
●〈10㎖〉@¥4,500

緋竜2号
●〈10㎖〉@¥4,500

のげいとう

パンキーレッド 
草丈約60cm～70cm、ディープ
レッドの花穂はアレンジメントの素
材として好適。
●〈1,000粒〉@¥4,000

シャロン
●〈10㎖〉@¥2,000

アクトシリーズ 
早生で茎硬く花形の安定したボリュームのとりやすいシリーズ。
グリーン　オレンジ　ローズ　イエロー　ベルベット　●各品種とも〈1,000粒〉@¥10,000

アクト グリーン アクト オレンジ アクト ローズ アクト イエロー アクト ベルベット

緋竜2号

アーリーローズ緋玉 青軸

火竜サンデイワインレッド

シャロンパンキーレッド

緋玉 赤軸

金峰

黄玉
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草
花
種
子

カ

○発芽温度：20℃ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
播種 出荷

4～5月出荷
7～8月出荷

9～10月出荷

○1㎗：約6,000粒　○発芽温度：20℃
○播種量：約5㎗／a（直播）2㎗／a（移植）
○露地1本切り 定植本数：約 7,000本／a
○定植間隔：15×5cm、通路60cm
○ハウス1本切り 定植本数：約12,000本／a
○定植間隔：7×7cm、通路50cm

ダブルクリックシリーズ
八重咲きとなるユニークな花型で八重率も高く、現代の好みにマッチした人気品種。
●各品種とも〈1,000粒〉@¥3,000

イエロー ガーデン
◎玉川大学 佐俣氏、稲津氏育成
明るい黄色に黄白色の蛇の目にな
り、季咲きでは10月開花の晩生種。
切り花での作型
◎5月上旬～６月出荷：１月上旬～２月上旬播種
◎10月中旬から出荷：７月上中旬播種（露地栽培）
◎11～12月出荷：出荷90日前に播種（ハウス栽培）
●〈1㎗〉@ ¥3,000

ハッピーリング
○1㎗：約8,000粒
◎長田 潔氏 育成（登録名：ハッピーリング）
花径６cm位の中輪で草丈は70～100cmと
やや低く、播種後50～60日で咲く早生種。
花色は中心部が白色でその周囲に鮮赤紫色
のリング状の紋様が入り、花弁の先端部にか
けて鮮紫ピンクからピンク白になる新花色。
●〈1㎗〉@ ¥3,500

日の丸
白色の中心に鮮やかな紅色が入り日
の丸となるユニークな花色。丸弁で
花径6～7cmの中輪咲き。ステムは
細めであるが硬くてしっかりしてい
る。開花性はやや晩性。
●〈1㎗〉@ ¥3,500

ピコティー
白色地に赤色の覆輪、紅色地に白色
の絞りなどの複色花が混合した華や
かな色彩の品種で、現代の好みに
マッチした人気品種です。
●〈1㎗〉@¥3,000

エクセニア  
今までにない色のコスモス。草丈60cm～70cmで、光沢のある花
色は特に目を引きます。開花時期によって花色に濃淡が出ます。
●〈1,000粒〉@¥3,300

センセーション混合
●〈1㎗〉@ ¥1,500
●景観用種子〈1kg〉@ ¥18,000

播種 出荷 電照

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4～5月出荷
7～8月出荷

9～10月出荷
11～12月出荷

ダブルクリック混合 

エクセニア 

ダブルクリック ピンクバイカラー ダブルクリック クランベリー 

ダブルクリック ローズボンボン

ダブルクリック バイオレットバイカラー

ダブルクリック ホワイトボンボン

ピコティー

ハミングバード ピンク ハミングバード ホワイト

イエローガーデン

ハッピーリング 日の丸
ハミングバードシリーズ 
花弁が筒状になる独特な花形の矮性種。草丈は60cm～70cm程度、若干花形が乱れることがありま
す。
●〈1,000粒〉@ ¥3,800
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草
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○1㎗：約3,000粒　○発芽温度：20℃ 

シャンボス 
淡い黄色の矮性最新品種。同系のソ
ナタシリーズと合わせてご利用頂け
ます。
●〈1,000粒〉@¥3,300

サニー シリーズ
◎橋本昌幸氏育成
開花初めの草丈は15～20cmですが、Ｂナインの
使用により10cm程度にすることが容易です。最
盛期の草丈、株張りは30～60cmで、花を多くつ
け、コンパクトによくまとまります。播種から開花
まで70～80日ですが、短日下の育苗では40日で
開花することがあります。
サニーレッド
日照不足等の栽培環境下では、本来の花色が出
現しない場合があります。
ゴールド　オレンジ　イエロー　混合
●上記各品種とも〈1㎗〉@¥2,400

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
播種 出荷

暖　地

寒・高冷地

カサノバ 混合 

アポロ混合ルビーナート 

ソナタ混合 Imp ソナタ レッドシェード

シャンボス アンティーク 

サニー 混合

コスミック イエロー コスミック レッド コスミック オレンジ  リマラレモン

サンセット

アンティーク 
草丈40～50㎝、花経4～5㎝の中小輪早生
タイプ。花色は淡いアンティークカラーで、濃
い赤からブロンズ色サーモンと変化します。
●〈1,000粒〉@¥3,300

ルビーナート 
草丈約50cm、花色はローズレッドで
分枝性に優れた品種です。

●〈1,000粒〉@¥3,300

アポロ混合 
早生で開花揃いの良い品種。大輪
で、草丈約50cmでポット販売に最
適。
●〈1,000粒〉@¥3,300

ソナタ シリーズ
大輪咲きの矮性種で、花径７cm、草丈約50～60cmで、株張り約40cmほど
のコンパクトな草姿です。矮性の特長を活かした苗売りに好適です。
レッドシェード 　カーマイン 　ピンク 
ピンクブラッシュ 　ホワイト 　ソナタ混合 Imp 　
パープルシェード　　●各品種とも〈1,000粒〉@¥3,300

カサノバ シリーズ
従来品種よりもコンパクトで非常に
品種間の揃いの良いシリーズです。

●〈1,000粒〉@¥3,500

サンセット  
◎橋本昌幸氏育成
○1㎗：約3,500粒　
○発芽温度：20℃
○ 播種量：2～3㎗/a（移
植）、4～5㎗/a（直播）
●〈1㎗〉@¥1,800

コスミックシリーズ
草丈30cm程度で分枝良く、コンパクトにまとまります。花壇向け、ポット向けとして利用できます。
●混合および各品種とも〈1,000粒〉@¥1,500

リマラレモン
コスミックよりも矮性タイプで、人目をひく可愛ら
しいレモン色。花弁はセミダブルで分枝性良くコ
ンパクトな草姿になります。
●〈1,000粒〉@¥1,500

ドワーフ センセーション ミックス
○20㎖：約1,000粒
草丈は「ソナタ」よりも若干高めで60
～70cmになり、緑化、花壇等に好適
です。　
●〈20㎖〉@¥800　
●景観用種子〈1kg〉＠￥40,000
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草
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サ

○10㎖：約2,500粒

マーブルアーチシリーズ
上部の葉が着色して、透き通るような
美しい印象的な色彩になり、フラワー
アレンジメントなどに好適です。性質
は強く、栽培は容易です。
ブルー　ピンク　ホワイト
●各品種とも〈10㎖〉@¥2,000

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
播種 出荷

暖　地

レディー ブライトレッド

サルバション モハベレッド

レディー ピンク

レッド ビスタ

アモーレ スカーレット アモーレ スカーレットバイカラー アモーレ ホワイト アモーレ ラベンダー

マーブルアーチシリーズ

レディー ホワイトサプライズ

レディー サーモン

レッドアラート

レディー ホワイト

レディー スカーレットバイカラー

フラメックス2000

サルバノ

◯10㎖：約1,500粒 
512穴トレイ（450本保証）＠￥15(フラメックス2000を除く)
受注〆切り納品40日前

（キャンペーン企画ございます。P93）
サルバション 
早生でコンパクト、暑さにも強く、営利性に優れた
品種。
●〈1,000粒〉@¥2,000

モハベレッド 
濃赤色の花と濃緑色の葉が鮮やかな品種。
●〈1,000粒〉@¥1,800

レッド アラート
濃い緑色の葉に濁りのない濃赤色が引き立ちま
す。暑さに強く、花壇に最適です。
●〈1,000粒〉@¥1,800

レディー シリーズ
草丈20～25cmの極矮性のコンパクトタイプ。花穂が間伸びせず、ポット、花
壇用に好適です。
●各品種とも〈1,000粒〉@¥1,800

レッド ビスタ
明赤色の花で、花穂がよく詰まり大変
まとまりのよい花です。従来のサルビ
アと比べると葉色が非常に濃い品種
です。
●〈1,000粒〉@¥1,800

ボンファイアホットジャズ

フラメックス2000
鮮やかな緋紅色の早生種で、非常に
コンパクトにまとまり、耐暑性が強
い。
●〈1,000粒〉@¥2,800

中高生種

サルバノ
草丈25～30cmの早生
種で、性質強く従来のコ
ンパクトタイプに比べて
も花壇ではボリューム、
存在感を感じさせます。
●〈1,000粒〉@¥2,000

ホットジャズ
緋赤色、花穂が太く極めて多花性で、
濃緑色の照り葉になり、草丈は30cm
位になります。夏の暑さに強く、株張
りがよい中早生種です。
●〈10㎖〉@¥1,100

ボンファイア
晩生で緋赤色、草丈50～60cmの高
性種です。
●〈10㎖〉@¥800

アモーレシリーズ
花壇で草丈30～35cmの早生種で、性質強く、花壇では矮性タイプよりボリューム感を得られます。
●〈1,000粒〉@¥1,800
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アルテミス
葉が長い絹状の軟毛で覆われ株全体が銀白色の
サルビア。種まきして2年目の初夏に白色の花を
咲かせます。
●〈500粒〉@¥2,300

◯1㎖：約400粒～500粒 

○10㎖：約4,200粒 
512穴トレイ（450本保証）＠￥15
受注〆切り納品40日前

（キャンペーン企画ございます。P93）

ニューディメンションシリーズ
コンパクトな株と大きな花、そして良質な分枝が
特長の2色サルビア。幅広いポットサイズで出荷
が可能です。
●各品種とも〈1,000粒〉@¥3,400

アルテミス サギナ

ブルー  ローズ 

ストラータ 

シグナム ブルー シグナム ホワイト

エボリューション ホワイト

エボリューション バイオレット  

アカプルコ 
登録名：TL585

ユキプルコ 
出願中（出願名：TL707）

サクラプルコ 
登録名：TL589

フジプルコ 
出願中（出願名：TL758）

○発芽温度：16～18℃　

ミリオンサン
従来の実性赤品種に比べ、分枝性が良く横はり性
の強い旺盛な品種です。ハンギングや、グランドカ
バーとしても利用できる品種です。
●〈1,000粒〉@¥5,500

ミリオンサン

シリウス 

ストラータ
早生でシルバーホワイト
にクリアブルーの花が付
く色鮮やかな花色です。
●〈1,000粒〉@¥1,200

シリウス
早生の白花種で揃いの良い品種です。ステム白
色。
●〈1,000粒〉@¥1,200

エボリューション シリーズ
分枝性がよく花色と濃い緑の葉のコントラストが非常に良
いシリーズです。葉も濃緑色でポット、花壇用に最適です。
●各品種とも〈1,000粒〉@¥1,200

シグナム
花色が濃いブルーのファリナセアで、草丈が35～45cmの非常にコンパ
クトになる優れた品種です。鉢物、パック売り、花壇用などに最適です。
ホワイト　ブルー
●各品種とも〈10㎖〉@¥2,300

プルコ系 
播種から最短50日で開花する極早生種。特に長日
条件下となると3～7月播種でその特性を発揮する。
性質は強健で春から夏を通して秋まで出荷可能。
●各品種とも〈1㎖〉@¥2,200

○発芽温度：18～22℃　

サギナ 
モフモフなルックスで優しい手触り。トピアリー風、ミニ
盆栽、グランドカバーに向きます。高温、直射日光には
弱いので注意。春播きで夏前、秋播きで翌春出荷可能。
●〈1,000粒〉@¥1,500
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○発芽温度：20℃　
○播種量：約4000粒／a
○定植本数 ：約3,000本／a
○定植間隔：株間15cm、条間15cm、通路60cm

播種 出荷

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
暖　地

F1シリーズ
F1ジュリアス

開花時期がさきがけ雷山と雷山１号の中間位の
早生品種で７月上～下旬の出荷となります。花は
上向き開花で、ステムはやや細いが硬くしっかりし
てる。
F1ベガ 

ジュリアスよりやや遅く、暖地では七夕頃からの出
荷。ジュリアスより草丈がとりやすく、輪数の多い
有望品種。
F1オ－ガスタ

花の向きは最も見映えのよい45度前後の上向
き。開花性は中生で、暖地では８月上中旬、寒高冷
地では、８月中下旬が標準です。定植期を遅らせる
事により彼岸出しも十分可能です。
●各品種とも〈2000粒〉＠¥8,900

288穴トレイ（260本保証）＠￥30
受注〆切り納品90日前

●MSプラグ限定品種
F1エンドオーガスタ 

オーガスタの兄弟品種で、オーガスタより少し遅
くなります。8月下旬から9月中旬の出荷が標準と
なる為、オーガスタと同時期に定植することで、連
続して採花する事ができます。
F1セプタ

F1オーガスタと同様花は斜め上向き咲き。採花期
は雷山２号と３号の中間で９月上旬～中旬にかけて
出荷最盛期となります。

288穴トレイ（260本保証）＠￥30

MSプラグ受注生産、季節のお奨め苗（見込み生
産）を行っております。詳しくは本社・営業担当に
お問合せ下さい。

三拍子揃った

定植適期の苗の大きさ

F1ベガ

F1シリーズ
新鉄砲百合として開花期及び切花品
質の揃いが抜群に良く、実生1年目の採
花率が非常に高いのが特徴です。花の
向きは最も見栄えの良い45度前後に揃
い、包装箱詰め作業も容易です。

F1エンドオーガスタF1オーガスタ

F1ジュリアス

F1セプタ
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新鉄砲ユリ：品種と作型

1）暖地、中間地

出荷期※1 適応品種※2 播種期※3 定植期※4
7月上旬～下旬 ジュリアス、さきがけ、ベガ 11月中旬～12月上旬 3月下旬～4月上旬
7月中旬～8月中旬 ジュリアス、さきがけ、1号 12月中旬～1月上旬 4月上旬～中旬
8月上旬～中旬 オーガスタ、1号、2号セレクト、2号 1月上旬～中旬 4月中旬～5月上旬
8月下旬～9月中旬 オーガスタ、エンドオーガスタ、2号セレクト、2号、3号 2月上旬～中旬 4月下旬～5月中旬
9月上旬～下旬 エンドオーガスタ、2号セレクト、2号、3号、セプタ 2月中旬～下旬 5月上旬～中旬

1）寒地、高冷地

出荷期※1 適応品種※2 播種期※3 定植期※4
7月下旬～8月中旬 ジュリアス、さきがけ、1号、ベガ 12月中旬～1月上旬 4月上旬～下旬
8月中旬～9月上旬 オーガスタ、エンドオーガスタ、1号、2号セレクト、2号 1月上旬～中旬 4月中旬～5月上旬
8月下旬～9月下旬 オーガスタ、エンドオーガスタ、2号セレクト、2号、3号、セプタ 2月上旬～中旬 5月上旬～中旬

※1、その年の気候により前後します。
※2、極早生種：ジュリアス・さきがけ、早生種：雷山1号、中生種：オーガスタ・エンドオーガスタ・雷山2号、晩生種：セプタ・セプタⅡ・雷山3号。
※3、育苗温度が低い（無加温）場合は早めに播く。
※4、露地栽培基準。晩霜の心配があればトンネルを掛ける。ハウス栽培では開花が早まります。

ムラカミの新鉄砲ユリ

さきがけ雷山（登録名：さきがけ雷山）

雷山2号 雷山3号（登録名：雷山3号）

雷山シリーズ
●満生昌一氏育成
さきがけ雷山（登録名：さきがけ雷山）

雷山1号より開花が早くちょうど7月盆（7月中旬）
にかけて出荷最盛期となる極早生種です。
雷山1号

8月上旬から中旬にかけて出荷最盛期となる早生
種です。
雷山2号

8月中旬から9月上旬にかけて出荷最盛期となる
中生種です。
雷山2号セレクト

2号の選抜タイプでF1のように揃いが良く、上向
き性です。近年非常に需要が伸びてきています。
雷山3号（登録名：雷山3号）

8月下旬から9月中下旬にかけて出荷最盛期とな
る晩生種です。
●各品種とも〈2000粒〉@¥8,900

288穴トレイ（260本保証）＠￥30
受注〆切り納品90日前

ミニ雷山（中生）（登録名：ミニ雷山）
MSプラグ限定販売品種
草丈は110cm位で従来の雷山シリーズに比べ葉
は小葉の立葉でコンパクトに出来ます。花の大き
さは10cm位で従来の雷山の2/3位の大きさで
上向き性が高く輪は3ー4輪付きます。全体にコン
パクトに仕上がる。開花は暖地の4月中～下旬定
植で8月中～下旬開花です。
販売規格　♯288　1トレイ260本保証
1本@￥30　ご注文単位4トレイ以上
販売数量、販売地域限定のため詳しくは営
業担当・本社までお問い合せ下さい。雷山1号

雷山2号セレクト ミニ雷山

雷山シリーズ
花が上向きに咲き、開花が進んでも花
弁の展開が少なく全開しません。アレン
ジなどに使いやすく、収穫や出荷の際
に荷傷みがありません。芳香のある純
白色の大輪種。
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○発芽温度：18℃

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
11～12月出荷

出荷播種

舞姫
〈100粒〉@¥3,800

白が約若干出現し、色幅がありますのでご了承下
さい。

舞姫 オレンジ
〈100粒〉@¥3,800

色幅がありますのでご了承下さい。

舞姫 パープル
〈100粒〉@¥3,800

色幅がありますのでご了承下さい。

ドリーム パープル
〈100粒〉@¥3,300

シューベルト２
〈100粒〉@¥3,300

リップ オレンジ
〈100粒〉@¥3,300

リップ ローズ
〈100粒〉@¥3,300

ビクトリア スーパー
〈100粒〉@¥3,300

ピュアホワイトウェーブ
〈100粒〉@¥3,300

ビクトリア パープル
〈100粒〉@¥3,300

※「シクラメン 菱沼ストレイン」は播種前に次の方法で種子消毒（カビ対策）をしてから播種する事をお勧めします。
　次亜塩素酸ナトリウム6％（商品名：ピューラックス 薬局で販売）を100倍に薄め1～2時間浸せきし、1晩水洗いしてから播種してください。

シュトラウス
〈100粒〉@¥3,300

ドリーム ピンク
〈100粒〉@¥3,300

〔菱沼園芸育成〕
菱沼ストレイン シリーズ

数々の農林水産大臣賞の受賞に輝く栃木のシクラメンの篤農家、菱沼軍次氏の育成採種による逸品ぞ
ろいのシリーズです。その中でも早生で花立ちがよく、小葉で草姿とのバランスもよくボリュームが
出、消費者が購入しやすい品種をセレクトしました。4寸～8寸と幅広く作れる、作りやすい品種です。

ほほえみ・かぐや姫　〈100粒〉@¥4,000（ラベル80枚込み）

ロイヤルウェーブ
〈100粒〉@¥3,800

エンジェルウェーブ
〈100粒〉@¥3,800

ハーレービクトリア
〈100粒〉@¥3,800
ビクトリア系の出現があり、色幅
がありますのでご了承下さい。

ハーレーパープルビクトリア
〈100粒〉@¥3,800
ビクトリア系の出現があり、色幅
がありますのでご了承下さい。

プリンセスウェーブ
〈100粒〉@¥3,800

アメジストウェーブ
〈100粒〉@¥3,800

※ウェーブ系は、各品種とも若干単色の出現や、色幅がありますのでご了承下さい。
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〔林園芸育成〕
林ストレイン シリーズ

フリルコレクション
花色は白から単色の色幅、そしてエッジフリルのバリ
エーションも面白いシクラメン。強健で作りやすい品種
です。
さくらフリル 
白、淡いピンク、ピンクの混合。
すみれフリル 
白、淡いパープル、濃いパープルの混合。
●各品種とも〈100粒〉@¥2,500

林氏育成のパステルフリンジ咲き。花弁先端に白のエッジが入り、その対比が美しい。

大輪早生で花立ちが良く作りやすい。出現率も高い。

パーシカム系のフリンジ咲きで、中鉢～大鉢まで作りやすい品種です。

●各品種とも〈100粒〉@¥2,500

●各品種とも〈100粒〉@¥2,500

●各品種とも〈100粒〉@¥2,500

花立ちがよく、小葉で枚数が多く、草姿のバランスがよい品種です。５～６号鉢に適します。 ●各品種とも〈100粒〉@¥2,500

レッドパープルブラッシュ

さくらフリル

パープルブラッシュ

すみれフリル

フリンジ スカーレット

スカーレット

フリンジ サーモン

ハイドン

フリンジ ライラック

ホワイト

フリンジ ピンク

バッハ

フリンジ オレンジ

ピンクブラッシュ

ビクトリア レッドビクトリア ピンクビクトリア カイン
※ 若干ビクトリア系の出現があります。

ビクトリア パープル

※ 若干白の出現があります。
〈100粒〉@¥2,500

〈100粒〉@¥2,500 4～5寸向けのミディタイプ。
〈100粒〉@¥2,500

パープル ホワイトフリル ローズ ホワイトフリル ライトピンク ホワイトフリル ディープレッド ホワイトフリル

ミディチェリーブロッサム

ホワイトフリルシリーズ

ビクトリアシリーズ

フォレスト フリンジシリーズ

フォレスト シリーズ

ピュアリーフコーラル ブライダルピンク
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ミユキ シリーズ

ビネット シリーズ
刷毛目タイプの花色で、5～6号鉢向きです。ミユ
キシリーズと同様に小葉で作りやすい品種です。
●各品種とも〈100粒〉@¥2,500

黄色シクラメン
ゴールドイルミネーション ゴッデス 

黄花のフリンジ咲きに赤目の入る最新のシクラメ
ンです。栽培方法はイルミネーションに準じます。
種子取引を開始しました。
ゴールドイルミネーション

黄花フリンジ咲きシクラメンです。窒素は少しひかえ目にし
て、なだらかに効く様にして下さい。夏場の遮光は他品種よ
り強目に行って下さい。花がある程度咲き揃ってきたら夜温
を12℃位に下げると黄色の花色がのってきます。5～6号鉢
向きです。
●各品種とも〈100粒〉@¥6,000（ラベル80枚込み）
※ ご購入に際しましては、栽培許諾に関する覚書
が必要となります。

プラグ＃288（数量出来高本数＠￥150（ラベル込み））

ゴールドイルミネーション ゴッデス

花立ちがよく、小葉で枚数が多く、草姿のバランスがよい品種です。５～６号鉢に適します。
●各品種とも〈100粒〉@¥2,500

ミニゴールド 
品種登録出願中 受理番号第32823号
黄色のミニシクラメンが新登場。10.5cm～
12cmポット向けで、早生で花上がりが良い。期待
の商品。
●〈100粒〉@¥3,500

シルバーエッジ シリーズ
◎林康夫氏育成
花弁の先端に入る白いエッジとのコントラストが
美しいミニシクラメンです。4号鉢に適し、12月播
種で翌年10月頃の出荷が可能な早生種です。
ブライトレッド　パープル　ピンク　ディープレッド　混合
●各品種とも〈100粒〉@¥2,000

シルバーリング 混合
◎林康夫氏育成
エッジの幅が広く、丸弁のかわいらしいミニシクラ
メンです。
●〈100粒〉@¥2,000

フレーム シリーズ
◎林康夫氏育成
白地に刷毛目の入るミニシクラメンです。4号鉢
に適し、12月播種で翌年10月出荷が可能です。
●各品種とも〈100粒〉@¥2,000

ガーデンビクトリアミックス
●〈100粒〉@¥2,000

テーブルミニ 
●〈100粒〉@¥2,000

ミユキ サーモンミユキ ライトピンクミユキ フリンジライラック

ビネットピンクビネットオレンジ

ミユキ ライラックミユキ ローズミユキフリンジホワイト

ミユキ スカーレット

ミユキ ホワイト

テーブルミニガーデンビクトリア ミックス

ゴールドイルミネーション

シルバーエッジシリーズミニゴールド シルバーリング 混合

フレーム ピンクフレーム パープル
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花
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ジャイブ混合
優しいフリフリの花弁が特徴のミニシクラメン。早
生で株の育成が早くこんもりと出来上がる作りや
すい品種です。ステムも硬く、花上がりも良く、9
～10.5cmのポットにお勧めです。
※ 色によりフリルの強弱がありますのでご了承ください。
●〈100粒〉@¥3,500

F1ベラノ シリーズ 
小葉で葉数が多く高温環境下でもコンパクトにできます。花数が多く、水持ちの良い最近の主流品種です。
レッドソーラー サーモンレッド ダークサーモンピンク ライトサーモンピンク
サーモンウィズアイ ピンクウィズアイ ライトウィズアイ ホワイトウィズアイ
クリームホワイト ピュアホワイトソーラー ネオンピンク オーキッド ライトバイオレット
ディープダークバイオレット ダークバイオレットソーラー ディープワインレッド ワインレッド
ディープサーモンフレーム サーモンフレーム ネオンフレーム フレームソーラー
バイオレットフレーム ワインレッドフレーム 混合
●各品種とも〈100粒〉@¥3,000

ジャイブ混合メレンゲ混合富士混合

ベラノ 混合

富士混合
早生で花首が短く、均一性の高い品種です。花弁
先に向かって白くなるのが特徴です。
●〈100粒〉@¥3,500

メレンゲ混合
最新のフリンジシクラメンでフリンジが強くステ
ム硬く花もちの良い品種です。
※10～12cmポット向け
●〈100粒〉@¥3,500

ピカソ 混合

ピカソ シリーズ（シルバーリーフ）
従来種より株は少し大きめで丸くまとまりやすく、葉数が多い。葉も大きいのでよりシル
バーリーフが引き立ちます。
レッド サーモンウィズアイ ライトウィズアイ
クリームホワイト ピュアホワイト ネオンピンク
ダークバイオレット ワインレッド バイオレットフレーム
ワインレッドフレーム 混合
●各品種とも〈100粒〉@¥3,000

ミニビクトリア 遊（ゆう）ミニミニカシオペア 舞（まい）

カシオペアミックス

湘南ストレイン シリーズ

カシオペアミックス
播種から10ヶ月前後にて開花、耐暑性に優れてい
ます。バイカラー、ユニークな花型が特徴で花立
ち良く株もコンパクトにまとまります。多少の早蒔
きで早期出荷に対応、肥料過多に注意、花径4cm
前後。9cm～12cmポット向き。
●〈100粒〉@¥2,500

ミニミニカシオペア 舞（まい）
●〈100粒〉@¥2,000

ミニビクトリア 遊（ゆう）
●〈100粒〉@¥2,000

湘南 ミニ混合
従来のミニシクラメンよりも耐寒性が強く、多花
性で開花揃いが良く、コンパクトにまとまります。２
月播種でも10月からの出荷が可能な極早生種。
●〈100粒〉@¥2,000
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リゾートミックス（プラグ専売）

サ

タ

○1㎖：約2,000粒　○発芽温度：20℃

シネラリア各種512穴トレイ（450本保証）＠￥30
受注〆切り納品45日前

リゾートシリーズ
◎栃木県 鈴木篤則氏育成
中大輪の中性種で花色が鮮明でコンパクトにでき
る品種です。
マドリードレッド
品種登録 第18901号 （登録名：マドリードレッド）
販売規格　♯512（450本保証）＠￥30
混合のみの取扱いとなります。販売時期　10月より

○発芽温度：20℃
○播種量：約1,500粒／a
○定植本数：約800 本／a
○定植間隔：株間20㎝、条間30㎝、通路60㎝

コーカシカファーマシリーズ 
●各品種とも〈100粒〉@¥2,500

○発芽温度：15～20℃　○発芽日数：5～8日（光）

スタードリーム
●ペレット種子〈1,000粒〉@¥2,700

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ハウス

播種 出荷

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
播種 出荷

暖　地

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
播種 出荷

加温ハウス
無加温ハウス

寒・高冷地

ファーマディープブルー ファーマホワイト

リゾートセレクトミックス

うらら ムーンライトメロディー 混合 シレネ スタードリーム

リッツピンク リッツブルー

リッツシリーズ 
●各品種とも〈1,000粒〉@¥3,200

シルバーダスト ニュールック シルバーレースシルバラードクイックシルバー

ムーン ライト
●〈0.2㎖〉@¥1,800

メロディー混合
●〈0.2㎖〉@¥1,800

うらら
◎木下昭一氏育成
●〈0.2㎖〉@¥2,000

シネラリアリゾートセレクトミックス
カナリーイエロー、マドリードレッドの入らない混合。
●〈0.2㎖〉@¥2,000

○発芽温度：20℃
白からシルバー色、広葉やこまかい切葉等で揃いの良い
品種です。草丈は25cm位で株の揃いも良く花壇、ポット
苗販売におすすめです。

シルバーダスト
●ペレット種子〈1,000粒〉@¥1,000

512穴トレイ（450本保証）＠￥14
受注〆切り納品40日前

ニュールック
●〈1,000粒〉@¥1,200

512穴トレイ（450本保証）＠￥16

クイックシルバー 
コンパクトで株元からの分枝が良い最新品種。
シルバラード
●各品種とも〈1,000粒〉@¥1,200

シルバーレース 
●〈1,000粒〉@¥2,800

シネラリアリゾートミックス（プラグ販売）
人気のカナリーイエロー、マドリードレッドが入る
混合。
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アーリーピンク

パピヨンピンク

あやか 
品種登録 第27165号（登録名：たけだのあやか）
冬咲き系に近い品種で、さくらよりも濃いライトピ
ンク。花も大きく、ボリュームがとりやすい期待の
品種です。

シルビア
今までにない、光沢のある純白種。
（ご購入に際しましては栽培許諾契約が必要です。）
●〈1㎗〉@¥8,000

ネオグレース
人気のある淡いラベンダー色で市場評価も高くおすすめの品種です。
（ご購入に際しましては栽培許諾契約が必要です。）
●〈1㎗〉@¥8,000

ダイアナピンク
従来種よりも色が濃く、冬咲き系に近い花付きの
良い作り易い品種です。
（ご購入に際しましては栽培許諾契約が必要です。）
●〈1㎗〉@¥8,000

スザンヌ
花色は美しいライトサーモンピンクで輪付きも良
く作りやすい品種です。
（ご購入に際しましては栽培許諾契約が必要です。）
●〈1㎗〉@¥8,000

キャサリンパープル
赤味のない明るいブルーの花色に人気があります。
（ご購入に際しましては栽培許諾契約が必要です。）
●〈1㎗〉@¥8,000

ファーストレディー
◎福田  晃氏育成
上品な極淡い桃色の花色が特徴ですが、栽培面でも
秀品率・回転率ともに抜群に優れた実力品種です。
（ご購入に際しましては栽培許諾契約が必要です。）
●〈1㎗〉@¥8,000

パピヨンピンク
◎福田  晃氏育成
花色はローズピンクで、花型は両脇の翼弁が幅が狭く横に開くユ
ニークな花型となる。春咲き系の為35日位の種子冷蔵が必要です。
（ご購入に際しましては栽培許諾契約が必要です。）
●〈1㎗〉@¥8,000

ステラ
クリーム色
●〈1㎗〉@¥8,000

タケダ さくら タケダ 春風 タケダ あやか 

アーリーピンク
冬咲きに選抜された早出し専用種で、暖地では14～15日間
種子冷蔵して播種すれば、11月下旬より採花が可能です。
●〈1㎗〉@¥8,000
※ 冬咲系につきましては、性質上、若干の春咲き系が混入していることがあります。

ステラキャサリンパープル

ファーストレディー スザンヌ

ダイアナピンクシルビア ネオグレース

春風  
品種登録出願中 出願番号第31232号
さわやかな淡いラベンダー色。

さくら 
品種登録 第22981号（登録名：たけだのさくら）
淡いピンクにエッジの入る、人気の花色。

スイートピーはSTSの効果が高く、花もちが非常
によくなることから需要が大幅に伸びました。
○1㎗：約800粒　○発芽温度：18℃　○播種量：約8㎗／a
○定植本数：約1,800本／a　○定植間隔：床幅65㎝、2条2本植え、通路45cm

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
播種種子冷蔵 出荷

電照12～5月出荷
4～7月出荷
6～10月出荷

タケダシリーズ 
◎武田　忠一氏育成　（各品種とも、ご購入に際しましては栽培許諾契約が必要です。）
淡いやさしい色合いが特徴で、花付きよく、秀品率、回転率共に抜群に優れたシリーズです。

●各品種とも〈1㎗〉@¥8,000



50 ＊表示価格は税抜き価格です　＊全ての品種の写真が掲載されておりませんことをご了承ください。

草
花
種
子

サ

○10㎖：約2,600粒　○発芽温度：20℃　
○定植本数：約3,500本／a
○定植間隔：株間15cm、条間15cm、通路60cm
○播種量：オールダブルシリーズ30㎖／a、
　通常品種（エバースポーティング系）60㎖／a

スプレーストック早生系鑑別タイプ
シャンテ シリーズ 

◎坊田繁氏育成
早生、有毛のスプレー咲きストック。ステムが硬
く、頂花を摘芯することによって美しいスプレー咲
きとなります。新色のグレープも加わり、ブライダ
ル・セレモニーのアレンジや花束等、さらに多目的
に利用できます。
※ 八重鑑別が容易で草丈のとれやすい品種です。
◎寒・高冷地：11月下旬～12月上旬出荷＝７月上中旬播種
◎暖地：12月中下旬～1月出荷＝８月下旬播種
※ 早期出荷には、従来のスプレー種より5日くらい
播種を早めてください。
●各品種とも〈10㎖〉@¥3,200
●鑑別エースペレット種子
　〈3,000粒〉@¥4,700 
特許第4004257号
※ 加工を伴うため、納品希望日の20日前には
ご注文をお願いいたします。

ブルー

グレープ  
品種登録 第26843号（登録名：シャンテグレープ）

シャンテシリーズ混合
※裸種子のみ〈10㎖〉@¥3,200

ラベンダー（登録名：ヤワタラベンダー）

アプリコット

イエロー（登録名：ヤワタイエロー）

ホワイト（登録名：ヤワタホワイト2） レッド（登録名：ヤワタレッド）

ピュアホワイト（登録名：ヤワタホワイト1）ピンク（登録名：ヤワタピンク）チェリー
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アルトライトピンク 

セードホワイト セードアプリコット 

アルトレッド 

ピンクソレイユ 

スプレーストック
オールダブルタイプ

シャンテEZホワイト 
早生、有毛、（スプレー咲き）シャンテスタンダード
シリーズのオールダブル純白品種の登場で、八重
鑑別の時間と労力から解放されます。シャンテ同
様の作型に適応可能です。
※EZ（イージー）は易しいという意味で、鑑別の易
しさを実感して頂きたく名付けました。
●〈10㎖〉@¥8,500
●ペレット種子〈3,000粒〉@¥10,000 
※ 加工を伴うため、納品希望日の20日前には
ご注文をお願いいたします。
スノーフォレスト 

◎坊田繁氏育成
オールダブルタイプの晩生スプレー種で純白色
の晩生有毛種。高性でステムも硬くボリュームの
出来る品種です。
●〈10㎖〉@¥8,500
◎暖地：3月中旬出し＝9月上中旬播種
暖地での早播きは茎が太くなり開花が遅れる事
があります。暖地の彼岸出しにおすすめです。

オールダブル  スノーフォレストシャンテEZホワイト

シャンテ セードシリーズ 
※ セードはポルトガル語で「早い」を意味します。
シャンテ セードアプリコット 
品種登録出願中 受理番号第31031号
開花の揃い良く、草丈も取れ、茎の硬い品種です。
シャンテアプリコットより数日早く開花します。
シャンテ セードホワイト 
品種登録出願中 受理番号第31030号
草丈が取れ、八重鑑別が容易な品種です。シャン
テホワイトより2週間程度早く開花します。
●上記各品種とも〈10㎖〉@¥3,200
●鑑別エースペレット種子〈3,000粒〉@¥4,700
特許第4004257号
※ 加工を伴うため、納品希望日の20日前には
ご注文をお願いいたします。

シャンテ アルトシリーズ 
※ アルトはポルトガル語で「高い」を意味します。
シャンテ アルトレッド 
品種登録出願中 受理番号第31032号
非常に目を引く鮮やかな赤で、アレンジや花束のア
クセントに最適です。シャンテレッドよりやや開花は
遅れますが、その分ボリュームと草丈が増します。
シャンテ アルトライトピンク 
品種登録出願中 受理番号第31033号
使いやすい淡いピンクで、既存のシャンテシリー
ズより10日ほど開花が遅れますが、分枝が良く、
草丈がとりやすい品種です。
●上記各品種とも〈10㎖〉@¥3,200
●鑑別エースペレット種子〈3,000粒〉@¥4,700
特許第4004257号
※ 加工を伴うため、納品希望日の20日前には
ご注文をお願いいたします。

ピンクソレイユ  
◎早川大輔氏育成
品種登録出願中 受理番号第31036号
パステルカラーでピンクメイのスプレータイプが
登場。晩生の鑑別タイプで、暖地の開花時期は3月
頃となります。特徴的な色合いは開花が進むにつ
れて淡いピンク色に変わります。ピンクメイ同様に
茎も硬くアレンジ、花束など多目的に利用可能。若
干1本立ちの出現があります。
◎栽培環境によって花色の具合が変わります。
●〈10㎖〉@¥4,000
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オールダブル タイプ 
大好評の「ホワイトコランダム」に代表される、無
鑑別で95％以上の高八重率を誇る優れたシリー
ズです。
ホワイトコランダム（登録名：コランダムホワイト）

●坊田繁氏育成
今までにないステムの硬いオールダブル種です。
当社オールダブルではホワイトサーフに次ぐ極早
生有毛種で花穂が密で、開花揃いの良い品種で
す。
◎ 寒・高冷地：10月中旬～11月下旬出荷＝7月上旬～
8月上旬播種
◎暖地：12月下旬出荷＝8月中下旬播種
●〈10㎖〉@¥8,500
●ペレット種子〈3,000粒〉@¥10,000 
※ 加工を伴うため、納品希望日の20日前には
ご注文をお願いいたします。
ホワイト ビーチ（登録名：ホワイトマリン）

◎坊田慎太郎氏育成
純白、早生、大輪の一本立ち有毛種です。花穂が
密で抜群のボリュームがあり、草丈は100～
120cmで、首が太く硬い茎になります。
◎寒・高冷地：10月中下旬出荷＝７月上旬播種
◎暖地：１月中下旬出荷＝８月下旬播種
●〈10㎖〉@¥7,500
イエロービーチ

黄色の早生、一本立、有毛種。大輪咲きで、花穂が
密でボリュームがありステムも硬くできます。ホワ
イトビーチよりも開花は7～10日位遅れます。
●〈10㎖〉@¥8,000
ホワイト サーフ

◎坊田慎太郎氏育成
当社オールダブルの中で最も早生で、純白度が
高い一本立ち、大輪の有毛種です。
◎寒・高冷地：10月上中旬出荷＝７月上中旬播種
◎暖地：12月上中旬出荷＝８月下旬播種
●〈10㎖〉@¥8,000
ホワイトマウンテン

花色は純白色の一本立ち。照葉種。開花性は中性
種で、暖地では9月播種で2～3月の出荷になりま
す。
●〈10㎖〉@¥8,000

ヴィンテージブラウン 
◎坊田繁氏育成
中生、有毛、一本立ちで、ステムが硬く、やや細み
ながらボリュームのある穂となります。ステッキシ
リーズより若干遅れますが、合わせて利用できま
す。最大の特徴は、アンティークな独特な花色で、
シックで落ち着いたアレンジに最適です。
●〈10㎖〉＠¥4,000

ピンクメイ  
◎早川一久氏育成
品種登録 第22898号（登録名：ハヤカワパステル）
今までにないパステルカラーの一本立中生種、鑑
別タイプの最新品種です。特徴のある強いフリル
状の花弁で開花初期は淡いグリーン、そして開花
が進むにつれパステル調の淡いピンクに変わりま
す。茎も硬く生産性の良い品種です。アレンジメン
トや花束など多目的にご利用できます。暖地の開
花時期は2～3月となります。
◎栽培環境により発色の具合が変わります。
●〈10㎖〉＠¥4,000

ピンクメイ ヴィンテージブラウン

中生一本立ち鑑別タイプ

イエロービーチ

ホワイトサーフ

ホワイトビーチ

ホワイトマウンテン

ホワイトコランダム
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ステッキEZイエロー

ステッキ ホワイト 

ステッキ パープル ステッキ ピンク 

ステッキ チェリー 

ステッキオールダブル 
ステッキEZイエロー
中生、有毛、（一本立ち）ステッキシリーズのオール
ダブルタイプ黄色品種。鑑別タイプステッキシ
リーズよりやや遅く、パープルと同等の早さ。揃い
と茎の硬さが格段に向上しました。
※EZ（イージー）は易しいという意味で、鑑別の易
しさを実感して頂きたく名付けました。
若干白八重の出現があります。
●〈10㎖〉@¥8,500
●ペレット種子〈3,000粒〉@¥10,000

ステッキ鑑別タイプ 
名前の通りステムの硬い鑑別型1本立シリーズ！
　◎花穂が密でボリューム感のある中生種
　◎花穂の形が崩れにくく傷みにくい
　◎八重鑑別が容易
　◎開花揃いが良い
ステッキ チェリー  
従来より草丈がとれ、開花も早くなりました。
品種登録 第22022号（登録名：ステッキチェリー）
ステッキ ホワイト 
品種登録 第22125号（登録名：ステッキホワイト）
ステッキ ピンク 
品種登録 第24970号（登録名：ステッキピンク）
ステッキ パープル 
品種登録 第26842号（登録名：ステッキパープル）

〔出荷時期〕　
　◎寒・高冷地：11月出荷 ＝7月下旬播種
　◎暖地：1月出荷＝8月下旬播種
●各品種とも〈10㎖〉@¥3,400
●鑑別エースペレット種子
　〈3,000粒〉@¥4,900
特許第4004257号
※ 加工を伴うため、納品希望日の20日前には
ご注文をお願いいたします。

ステッキシリーズ

シャンテ、ステッキシリーズ
八重鑑別済 プラグ苗

規格：288穴トレイ（265本保証）
価格：25.0円/1本
納期：8月下旬～10月
※ 保証本数265本のうち、八重は80％前後にな
り、約20％の一重が混じります。

規　　格

・約80％の高八重率を実現
・繁忙期の八重鑑別作業を軽減
・年内～お彼岸までの計画出荷が可能
・既存の育苗スペースを他の品目で利用可能

ペレット種子
裸種子40㎖当り加工料金　¥4,200
※価格表示のない品種

「鑑別エース」で八重率向上！
特許第4004257号 発明の名称「ストックの八重鑑別法」
一般的にストックの八重は一重より発芽、生育が早く、子葉の
形や葉色とともに鑑別を行います。「鑑別エース」はストックの
種子を特別なペレット加工することによって、上述した八重の
性質が充分発揮できるようにデザインされています。このため
鑑別が容易になり、従来以上の八重の向上が期待されます。

メリット
①発芽の差が顕著に現れ、鑑別が容易になります。
②八重率の向上が期待できます。
※直播は勿論のこと箱播きやプラグ播きでもご使用頂けます。
※「鑑別エース」のペレット加工はムラカミシードの品種
に限ります。
●最低ロット一品種40㎖から
※価格表示のない品種
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セレナ チェリーセレナ ローズピンクホワイトエフ

ビューティー ワインレッド

ピンク ホワイト イエロー

セレナ ラベンダー

ダークラベンダー ダークパープル レッド

ビューティー レディッシュパープル ビューティー サーモンピンク

オータムチェリー オータムピンク

極早生種
ジャパンハイダブル シリーズ 

付加染色体の遺伝を利用した画期的なストック
で、無鑑別で八重率70％以上となるシリーズで
す。また、子葉による八重鑑別が極めて容易なた
め、八重鑑別により八重率は95％以上になります。
※環境により分枝が多く出る場合があります。
◎寒・高冷地：11月出荷＝７月下旬播種
◎暖地：1月出荷＝８月下旬播種
クリスタルチェリー
（登録名：ジャパンハイダブルクリスタルピンク）
極早生、一本立ち、有毛種。ステムが硬く締ったも
のができます。青味を帯びない淡い桃色。
ウインターピンク
明るく透明感のあるピンクで、揃いの良いボ
リュームがある切花となります。
●各品種とも〈10㎖〉@¥6,000
ジャパンハイダブル照葉種シリーズ 

極早生、照葉種、一本立ち、花穂が密で強健で作り
やすい品種です。
※環境により分枝が多く出る場合があります。
◎寒・高冷地：10月上旬出荷＝７月上中旬播種
◎暖地：12月上中旬出荷＝８月下旬播種
ライトピンクⅠ 淡桃色
ブルーⅡ 濃紫青色
●各品種とも〈10㎖〉 @¥5,700
オータムシリーズ 

オータム チェリー
極淡桃色、有毛種。
オータム ピンク
明桃色、有毛種。大輪でステムが硬く、花穂にボ
リュームが出ます。
●各品種とも〈10㎖〉@¥2,800
ビューティーシリーズ 

◎坊田繁氏育成
独特の濃い花色が特徴の極早生、有毛シリーズで
す。開花揃いがよく、ステムも硬く栽培が容易です。
ワインレッド 濃赤紫色
レディッシュパープル 濃赤味紫色
サーモンピンク 濃鮭桃色
●各品種とも〈10㎖〉@¥3,000
ホワイトエフ 
純白色、有毛葉種。花穂の詰まりがよく、ボリューム
が出ます。
●寒・高冷地：10月出荷＝7月中下旬播種
●暖地：12月出荷＝8月中下旬播種
●〈10㎖〉@¥3,000
セレナシリーズ 

舞シリーズに次ぐ極早生有毛シリーズ。ステムは
硬く、花穂詰まりも非常に良く、ボリュームがある
シリーズ。色数も増え、秋～年内出荷に計画も立
てやすくなりました。性質が旺盛の為、環境により
分枝が出る場合があります。
ローズピンク
光沢のある鮮やかな桃色で開花揃いが良く、秋出
荷、年内出荷に最適です。花穂の詰まりが良くな
り、花色もより淡くなりました。
チェリー
桜を思わせるような、光沢のある淡い桃色。特に
ステムが硬く、草丈もとれ花穂も密で草姿が良い
品種です。若干ピンク色の出現がありますので、
ご了承下さい。
ピンク　ホワイト　イエロー　ラベンダー
ダークラベンダー　ダークパープル　レッド
●各品種とも〈10㎖〉@¥3,000

クリスタルチェリー ウインターピンク

ライトピンクⅠ ブルーⅡ
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紫の舞
波の舞、青の舞よりやや濃い紫色。草丈80～
90cm。

波の舞
やや濃青紫色で、花の芯部の白みが少なく、すっ
きりとした花色です。草丈80～90cm。

青の舞
濃青紫色、開花が早く、草丈１mほどになる品種で
す。草丈80～90cm。

雪の舞
純白色で、花の芯部の緑が少なくすっきりした花
色。秋市場に一番早く出荷可能な極々早生種で
す｡草丈約1ｍに伸長します。

春の舞（登録名：春の舞）
明るい桃色、草丈80cm～90cm。寒・高冷地では
特にすばらしい明るい桃色となります｡

夢の舞（登録名：夢の舞）
｢春の舞｣よりも一段淡いソフトピンク色です。草
丈80～90cm｡

恋の舞
淡い桃色。「桜の舞」の姉妹品種で、「桜の舞」より
も若干濃くなります。ステムが硬く、草丈80cm～
90cmです。

桜の舞
鮮淡桃色、ステムが硬く、草丈は80～90cmです。
花穂にボリュームが出ます｡

風の舞（登録名：風の舞）
淡青色で、市場性が高く、｢雪の舞｣と同じく極々早
生種です。ステムが硬く、草丈90～100cmです。

朝の舞
アプリコット色（淡い橙黄色）で、草丈80～90cm
でよく揃い、切り上がりが早い品種です。

黄の舞（登録名：星の舞）
濃黄色、ステムが硬く、開花揃がよい品種です。草
丈80～90cm。

舞シリーズ 
◎坊田繁氏育成
大輪で花穂が密に詰まり、ボリュームが取れる極
早生、有毛シリーズです。開花揃いが良く、ステム
も硬く栽培が容易です。
◎寒・高冷地：10月中下旬出荷＝7月上旬播種
◎暖地：12月中下旬出荷＝8月下旬播種
●各品種とも〈10㎖〉@¥3,000

極早生種
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詩 シリーズ 
◎坊田繁氏育成
花穂が密に詰まり、ボリュームが取れる早生、有毛
シリーズ。開花揃いが良く、ステムも硬く仕上がり
ます。寒・高冷地の11月～12月出荷、暖地の1月
～2月出荷に最適です。
◎寒・高冷地：11月出荷＝7月上中旬播種
◎暖地：1月出荷＝8月下旬播種
●各品種とも〈10㎖〉@¥3,000

早生種

夢の詩
寒・高冷地又は暖地の1月咲きでは他にない素晴
らしい花色となり、市場性の高い品種です。草丈
90～100cm。

青の詩
濃青色、草丈90～100cm。

紫の詩
濃紫色、草丈は90～100cmになります。

風の詩（登録名：風の詩）
「風の舞」より濃いラベンダー色で花穂が詰まっ
て、円筒形となり、作りやすくボリュームが出ます。
草丈90～100cm。

紅の詩（登録名：紅の詩）
蛍光灯の下でも冴える明るい赤色で、寒・高冷地
に適します。極早生に近い品種です。

華の詩
明るい桃赤色（ローズレッド）です。

朝の詩
淡い橙黄色の早生有毛葉の一本立ち。「朝の舞」より花
色がやや淡く、開花もやや遅くなります。極早生に近い品
種ですので寒・高冷地、暖地とも年内出荷が可能です。

黄の詩
濃黄色の早生の１本立ち、有毛種。ステムが太く硬
く、花穂の詰まりがよくボリュームがあります。

真珠の詩
ごく淡い白に近い桃色。ステムが硬く、穂も大き
い。草丈は90～100cmになり作りやすい品種で
す。

桜の詩
極淡桃色の早生、一本立ち、有毛種。花穂は詰まっ
てボリュームがあり、ステムも非常に硬い品種で
す。

雪の詩（登録名：雪の詩）
純白色で花穂が詰まり、作りやすい品種です。
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その他晩生一本立ストック 
一本立ち、有毛種。ボリュームのある花穂で、ステ
ムが硬くよく伸び、非常に作りやすい品種です。
ホワイト ゴッデス 純白色
ボール ホワイト
一本立ち有毛種、白色、高性で作りやすい。晩生種。
●各色とも〈10㎖〉@¥2,800

輝 シリーズ 
◎坊田繁氏育成
花穂が密に詰まり、ボリュームが取れる中生、有毛
シリーズ。開花揃いが良く、ステムも硬く仕上がり
ます。暖地の2月～3月出荷が最適です。
●各品種とも〈10㎖〉@¥3,000

アンティーク シリーズ 
有毛葉の矮性種。早生で冬の寒さにも比較的強
く、分枝性に優れコンパクトにできます。暖地では
冬の開花も可能。混合にはイエロー、バーガン
ディーが加わります。
●混合および各品種とも〈10㎖〉@¥3,000

ホワイトゴッデス ボールホワイト

中生・晩生種

ストック矮性鑑別種

華の輝
明赤色でボリュームがあり、作
りやすい品種です。

月の輝（登録名：月の輝）
濃い黄色で花穂にボリュームが
あります。晩生種です。

桜の輝（登録名：ピンクの輝）
「恋の舞」より濃い桃色で芯部
のピンクが濃く、開花しても色
あせがありません。

朝の輝
アプリコット色（淡い橙黄色）で、ボ
リュームが出ます。

ホワイト

春の輝
明桃色の大輪で、ステムの硬い品種
です。

ブラウンローズ

雪の輝
白色、作りやすく、ボリュームがありま
す。

ピーチラベンダー

紅の輝（登録名：紅の輝）
「紅の詩」より明るい赤色で、蛍光灯
下でも冴えた赤色となります。暖地の
彼岸出しに適した品種です。

レッド

ライラック
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○発芽温度：20～25℃　
○播種後4～5か月で出荷、1年中播種することができます。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

播種 出荷

暖　地

寒・高冷地

ナノ混合

クァンタム サーモン

クァンタム レッド

クァンタム ライトピンク

クァンタム 混合

アパッチ スカーレット アパッチ ピンクバイカラーアパッチ ホワイト アパッチ スター アパッチ アップルブロッサム

F1クァンタムシリーズ 
星咲きで切れ込みの入った特徴的な葉を持つゼラニウム。混合にはピンクが入ります。
●各品種とも〈100粒〉@¥2,000

リーチアウト混合

F1ナノ混合
性質的に伸びにくく、自然にコンパクトに仕上がる
品種です。極早生で葉の色も濃く、大輪の多花性
でシーズンを通してコンパクトな草姿を保ちます。
●〈100粒〉@¥2,000

F1アパッチ シリーズ
早生で株元からの分枝が良い。旺盛で野性的なシリーズですがコンパクトに出来ます。
●各品種とも〈100粒〉@¥1,800

アイビーゼラニウム

リーチアウト混合 
従来品種よりも耐暑性が強く、各色間の開花揃い
の良い、早生で分枝性の強い品種。
●〈100粒〉@¥3,800

オラクルスピリットブードゥー ウィザード エケベリアピーコッキ

ぎゅっとつまった株、ローズがかった緑色のクッ
ション風な葉を持つ綺麗な多肉植物です。ポット
販売、寄せ植えや花壇に最適です。

セダム オラクル 
●〈1,000粒〉@¥1,500

セダム ウィザード
●〈1,000粒〉@¥1,500

エケベリア ピーコッキ 
●〈1,000粒〉@¥3,500

セダム スピリット 
●〈1,000粒〉@¥1,500

ブードゥー 
●〈1,000粒〉@¥1,500

ハーディーペレニアル

センペルビウム 
ハーディーペレニアル 
耐寒性は強いが高温多湿には弱い。生育期の発
色の変化が楽しめます。
●〈1,000粒〉＠¥1,500
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ファイヤーワークス

○粒数：品種ごとに記載　　○発芽温度：25℃
○播種量：約30～40㎖／a（直播）　○定植本数：約2,000本／a
○定植間隔：株間20cm、畝間120cm に2条植え

32 4 5 6 7 8 9 10 11 121
播種 出荷

暖　地

ストロベリーフィールド カーマインフィールド オレンジ

ラスベガス ピンク

バディ パープル

ラスベガス パープル

バディ ローズ

ラスベガス ホワイト

バディ ホワイト

ラスベガス 混合

バディ 混合

グロボーサシリーズ

ファイヤーワークス  
草丈100～120cm、従来の千日紅よりも株あた
りの花数が多く、また枝が幾層にも重なるユニー
クな草姿です。
●＜500粒＞ペレット種子＠￥9,000

グロボーサ シリーズ 
○10㎖：約1,700粒
花もちがよく、性質が強健なため、栽培が非常に
容易で、夏場の暑い時期でも切り続けることがで
きます。
ローズ　ピンク　パープル
ライラック　ホワイト
●各品種とも〈10㎖〉＠¥1,800

ハーゲアナ シリーズ 
ストロベリーフィールド
○10㎖：約450粒
美しい深紅色で、花径3.5cm 以上の大輪咲きに
なり、草丈は60cm位です。
カーマイン フィールド 
○10㎖：約500粒
花色は鮮明なカーマインローズで草丈は60cm
位になり、切花やポット苗用に好適。
オレンジ 
○10㎖：約500粒
オレンジ色の切り花用種で強健です。
●各品種とも〈10㎖〉＠¥1,500

ラスベガス シリーズ 
早生で分枝が良く揃いの良いシリーズ。暑さ乾燥
にも強く、コンテナや花壇におすすめ。
●各品種とも〈1000粒〉＠¥2,500

バディ シリーズ 
○10㎖：約1,400粒～1,700粒
花壇植で草丈30cm位、ポット栽培では約15cm
で開花する矮性の強健品種です。
●各品種とも〈10㎖〉@¥2,000

スクテラリア ベランダ

○発芽温度：21～24℃

ベランダ
つやのあるダークグリーンの葉上にブルーとパー
プルのバイカラーの花を付ける高温に強い植物
です。
●〈500粒〉@¥9,000
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草
花
種
子

タ

F1ティエラピンク

F1ファッション スカイ

F1ファッション ラベンダーF1ファッション マリン

F1エナジーブルーF1トッティートールスカイ

F1ファッション ブルー

○10㎖：約1,200 粒　○発芽温度：15℃
○播種量：約50㎖／a　○定植本数：約1,000本／a
○定植間隔：株間40cm、条間40cm、通路60cm

加温ハウス

無加温ハウス

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
播種 出荷

クリスタル ブルー

クリスタル ピンク

クリスタル ラベンダー

クリスタル ネオピンク

デルフィニウムは、八重咲き、一重咲き、高性、中
性など多くの品種が育成され、その華やかな色彩
とともに、切り花から鉢物まで幅広く需要が増加
しております。切り花後に落花しやすい問題があ
りましたが、延命剤STS の効果により、その不安は
なくなりました。

F1ファッションシリーズ 
発色、分枝性が良く、草姿の綺麗なシリーズです。
F1ファッションマリン
待望のマリン花色の追加。
F1ファッションラベンダー
若干丈は低いが人気の花色です。
F1ファッションブルー
濃い青色で分枝性が良く、草姿の綺麗な品種で
す。
F1ファッションスカイ
鮮やかなスカイブルーでブルー同様に草姿の綺
麗な品種です。
●各品種とも〈1,000粒〉@¥9,800

288穴トレイ＠￥45　406穴トレイ＠￥32
受注〆切り納品60日前

F1トッティートールスカイ 
淡いスカイブルーでステムが硬く草丈の取りやす
い品種です。
●〈1,000粒〉@¥9,800

F1エナジーブルー 
赤味のない鮮明な濃い青色が特徴で営利性に優
れている品種です。
●〈1,000粒〉@¥9,800

F1ティエラピンク 
桜色の花色で、ステムが硬く作り易い品種です。
●〈1,000粒〉@¥9,800

288穴トレイ＠￥45　406穴トレイ＠￥32

クリスタルシリーズ 
暖地では9月中旬定植で1番花は11月下旬頃か
ら採花でき草丈80～90cm、2番花は2～3月にか
けて採花できる早生種。ステムが硬く、上部分枝
タイプでボリュームが出る。
クリスタル ブルー（登録名：ムラクリスタルブルー）
鮮やかな青紫色で赤味がなく色あせしない。
クリスタル ラベンダー（登録名：ムラクリスタルラベンダー）
鮮青紫色。
クリスタル ピンク（登録名：ムラクリスタルピンク）
極淡桃色・草丈はやや低い。
クリスタル ネオピンク
クリスタルピンクより若干濃いピンク色、草丈はや
や低い。
●各品種とも〈1,000粒〉@¥9,800

288穴トレイ＠￥34　406穴トレイ＠￥25

クリスタルトールシリーズ 
寒高冷地の5～6月定植8～9月採花向けの晩生
品種。ブルー、スカイ、ホワイトについては限定販
売とさせて頂いております。詳しくは、本社・営業
担当者までお問い合せ下さい。
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草
花
種
子

タ

○発芽温度：15℃　

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
播種 出荷

加温ハウス
無加温ハウス

寒・高冷地

ブルーミラーブルーウィズホワイトアイ ダイヤモンドブルー

マジック ファンテンズ シリーズ 
草丈が1.5ｍ前後の八重咲きで、手ごろな草丈のものが採花できます。色別で、さらに白葯のためすっき
りした花色です。鉢植えにも適します。
●各品種とも〈1,000粒〉@¥3,800

F1ダイヤモンドブルー
花後ろに距のない初のF1品種。そのため、花が常
に上を向き、花数も多い品種です。
●〈500粒〉@¥5,300

デルフィニウムシネンシス
ブルーウィズホワイトアイ

○10㎖：約2,700 粒
花の中心部の花弁が白く、コントラストの美しい
品種です。中高性種のため鉢物使用としては矮化
剤の使用をおすすめいたします。
●〈10㎖〉@¥3,500

ブルーミラー
○5㎖：約1,500粒
青紫色で草丈は40～50cmの矮性種。肥培、灌水
管理をよくすると、草丈を伸ばすことができ切り花
にも利用できます。
●〈5㎖〉@¥2,500

サマー シリーズ
草丈30cm位の矮性種で分枝もよく多花性。
サマー ブルース サマー スター
サマー ナイト サマー モーニング
●混合および各品種とも〈1,000粒〉@¥3,500

288穴トレイ（260本保証）＠￥25

288穴トレイ（260本保証）＠￥34
受注〆切り納品60日前

ミッドブルー ダークブルー スカイブルーピュアホワイトラベンダー ライラックピンク

サマー ナイトサマー ブルース サマー スター サマー モーニング

○20㎖：約600粒　○発芽温度：20℃

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
播種 出荷

暖　地

フレスコハーレクインフィガロ混合

フィガロ混合
均一性と豊富な花色が特長のフィガロは、丸弁の
完全な八重咲き早生の矮性種で、鉢物、花壇向き
の優良種です。花つきポットはＢナインの１回散布
が有効です。
●〈1,000粒〉@¥3,000

ハーレクイン
矮性コラレット咲きで、他の品種よりも矮性になり
早咲きです。鮮明な花色の混合で、花壇、鉢物、苗
売りに好適です。
●〈1,000粒〉@¥4,000

フレスコ
矮性八重咲き種。草丈が均一で、開花揃いがよい
極早生種で、草丈15cm、花径８cmの大輪花にな
ります。花色も豊富で、花壇の植え込みに最適の
品種です。
●〈1,000粒〉@¥4,000
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草
花
種
子

タ

○発芽温度：20℃

カウアイ シリーズ
従来品種と比較してコンパクトで分枝の良い安定し
たシリーズです。ユニークな花色で発色が良くなり
色ぼけがしにくく、シリーズ間の開花差も少なくな
りました。
ブルーアンドホワイト　バーガンディー
ディープブルー　ローズ　レモンドロップ
マジェンタ　ホワイト　混合　
●各品種とも
　ペレット種子〈1,000粒〉@¥3,500

512穴トレイ（450本保証）＠￥18
受注〆切り納品45日前

（キャンペーン企画ございます。P93）

3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 2
播種

春出荷
秋出荷

出荷

カウアイ バーガンディーカウアイ ブルーアンドホワイト カウアイ ディープブルー

タッソ レッド タッソ ピンク タッソ ホワイト タッソ ディープローズ タッソ ストロベリークリーム

カウアイ レモンドロップ カウアイ マジェンタカウアイ ローズ カウアイ ホワイト

○発芽温度：20℃

暖　地
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

播種 出荷

ハバネラ レッド

バンバン レッド

ハバネラ ローズ

バンバン ローズ

ハバネラ ホワイト ハバネラ ホワイトウィズレッド 

タッソ シリーズ
中大輪のポンポネットタイプのデージーで、早咲き・多花性で、花色・開花揃い
が良い品種です。
レッド　ピンク　ホワイト　ディープローズ　ストロベリークリーム

バンバン シリーズ 
極矮性でコンパクトな最新のデージー。
レッド　ローズ
●ペレット種子〈1,000粒〉@¥3,800

ハバネラ シリーズ
花径6cm位の大輪八重咲きで覆色となるユニークな花色が特徴のデージー
です。

レッド　ローズ　ホワイト　ホワイトウィズレッド　混合
●各品種とも〈1,000粒〉@¥1,800

●各品種とも裸種子〈1,000粒〉@¥1,200
●ペレット種子〈1,000粒〉@¥1,500
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草
花
種
子

ナ

ブルーパンサー 

グリーンスパーク ライラック グリーンスパーク ローズ グリーンスパーク ホワイト グリーンとしての切花

ピンクパンサー

レディイングリーン
矮化処理をしたポット仕立て

○発芽温度：20℃

レディイングリーン  
めずらしいグリーンの切花ナデシコ。花が咲かな
い為、長期間楽しむことができます。定植時期を
変えることで、秋から初夏まで長期間出荷可能。
矮化処理することでポット販売、グリーン商材とし
て利用できます。
【販売企画】100本単位（50本／袋入り）
 500本／箱
【納　　期】周年
【単　　価】鉢物栽培：＠¥125（ラベル代込み）
※ 御注文の際「切花」「鉢物」のご利用方法をお知
らせ下さい。（ラベルは苗と別送扱いの為、送料
ご請求となります）
※ ご購入に際しましては、栽培許諾に関する覚書
が必要となります。

ふじなでしこ サマーラベンダー  
○10㎖：約5,000粒
●金井不二男氏育成（登録名：サマーラベンダー）
花色は赤味のほとんどない爽やかな青色で濃緑
色のつやのある茎葉との対比が美しい。草丈は
60～80cmになり、1回摘芯すると4～6本の切花
が得られます。切花の利用の他に低温栽培と
CCC等の矮化剤の併用で鉢物にもなります。や
や晩生。播種期9～10月、出荷期8～9月。
●〈10㎖〉@¥2,500

浜なでしこ グリーンスパークシリーズ   
光沢のある葉はグリーン商材としても利用できます。花色は従来のホワイトにライ
ラック、ローズが加わり、切花としても幅広く利用できます。9月～10月播きで、5月～
6月から出荷可能。ライラック、ローズはホワイトに比べやや横に広がります。

ふじなでしこ サマーラベンダー

○0.5㎖：約2,500粒
ライラック 　ローズ 　ホワイト
●〈5㎖〉@￥2,000

○発芽温度：20～22℃
ライトブルーとライトピンクの淡い花色で、夏花
壇、ポット苗、寄せ植えの材料としてお勧めします。
ブルーパンサー  　ピンクパンサー 
●各品種とも 〈1,000粒〉@¥2,000
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草
花
種
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セブンスヘブン ラベンダーバイカラー

プリティープリーズ ブルーバイカラー

セブンスヘブン ディープブルー

プリティープリーズ ローズバイカラー

セブンスヘブン ピンク セブンスヘブン ホワイト

サンドロップ 混合

ポエトリー ピンク ポエトリー ラベンダーピンクポエトリー ホワイトポエトリー ブルー

ＫＬＭ

ポエトリー 混合

○1㎖：約4,000粒　
○発芽温度：20℃ 

ポエトリーシリーズ
良質でとても旺盛な分枝を展開するのでピンチなしでもこんもりとした美し
い株姿へ短期間で仕上がります。ラベンダーピンクとホワイトは甘い良い香
りがします。

サンドロップ混合
●〈250粒〉@¥1,500

ＫＬＭ
●〈1㎖〉@¥1,200

ピンク　ブルー　ホワイト　ラベンダーピンク　混合
●各品種ともペレット種子（500粒）＠￥2,500

セブンスヘブンシリーズ 
従来品種よりもコンパクトで、ポットパフォーマンスの良いシリーズ。
ラベンダーバイカラー　ディープブルー　ピンク　ホワイト　ラズベリー　混合
●各品種とも（1,000粒）＠￥4,300

プリティープリーズシリーズ 
セブンスヘブンのコンパクトタイプ。草丈、開花揃
いの良い品種。
ブルーバイカラー　ローズバイカラー
●各品種とも（1,000粒）＠￥4,300

○10㎖：約4,000粒　○発芽温度：20℃
播種

ハウス

出荷

5 6 78 9 10 11 12 1 2 3 4

インシグニス ブルー スノー ストーム

ファイブスポットペニー ブラック

インシグニス ブルー
清んだ青色花。
●〈10㎖〉@¥1,000
スノー ストーム
白色で中心に黒の小さなスポット入り。花はやや
小型で花径1cm程度。
●〈10㎖〉@¥2,500
ペニー ブラック
黒色に白爪覆輪。花径1cm程度。矮性で株がコン
パクトにまとまる。
●〈10㎖〉@¥2,500
ファイブスポット
白色で5弁の縁に1つずつ紫色の斑入り。
●〈10㎖〉@¥1,000
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草
花
種
子

ハ

ベビーリーフ
サラダ形態が変化しつつある日本の食卓に新しいサラダ野菜を提案する『ベビーリーフ』です。野菜の
一番美味しくて、栄養がたっぷり詰まった幼葉（新葉）だけを手で摘み取るサラダ野菜。赤・緑・黄の小さな
葉が、さまざまな形状で見る目を楽しませ、香りと甘味・辛味・苦味で食感を楽しませてくれます。包丁で
カットした野菜でなく、畑から手摘みしたまま食卓に並ぶので小さな葉の中に含まれたビタミン・ミネラ
ル等の栄養価の流出も少なく、一度に多くの野菜を楽しむことが出来ます。

バジルアリストテレス ラベンダー ホワイトドルチェフレスカ

ルッコラ
ゴマの香りとクレソンに似た
ほのかな苦味がある。
●〈1㎗〉@¥650
●〈1ℓ〉＠￥4,800

ロロロッサ
プリーツ上の葉先が赤茶色に色
づき、やわらかい歯ごたえがある。
●〈1㎗〉@¥800
●〈1ℓ〉＠￥6,200

ロログリーン
歯ごたえが柔らかで、鮮緑色
の葉が引き立つ。
●〈1㎗〉@¥800
●〈1ℓ〉＠￥6,200

ビート（デトロイト）
鮮やかな葉の緑と茎の赤色
が料理のアクセントに。
●〈1㎗〉@¥500
●〈1ℓ〉＠￥2,200

スイスチャード
フダンソウの改良品種。鮮やかな
グリーンに茎の赤色が引き立つ。
●〈1㎗〉@¥500
●〈1ℓ〉＠￥2,200

早生ミズナ
鮮緑色で少し苦味があり、シャ
キッとした歯ごたえがある。
●〈1㎗〉@¥600
●〈1ℓ〉＠￥3,800

レッドからし水菜
赤紫色で切れ込みが入るミズナ
風からし菜、さっぱりとした辛さ。
●〈1㎗〉@¥800
●〈1ℓ〉＠￥6,200

グリーンオーク
鮮やかなグリーンが食欲を
そそり、ソフトな味わい。
●〈1㎗〉@¥800
●〈1ℓ〉＠￥6,200

レッドマスタード
ピリッとマスタードの風味が
あり、肉料理とも相性が良い。
●〈1㎗〉@¥700
●〈1ℓ〉＠￥5,200

チコリー（イタリアンレッド）
少し苦味があり、グリーンサラ
ダに混ぜると彩りをあたえる。
●〈1㎗〉@¥600
●〈1ℓ〉＠￥3,800

赤と緑と黄の小さな野菜

Baby Leaf

赤小松菜パープルプリンス 
鮮やかな赤紫色の小松菜。
●〈10㎖〉@¥1,000
●〈1㎗〉＠￥7,000

メリッサオレンジバーム  
容易に育てられる多年草ハーブ。
●〈1,000粒〉@¥2,800

マリーゴールドドロップショット  
分枝良く、魅力的な草姿は春から秋までランドス
ケープ用として最適。
●〈1,000粒〉@¥2,800

イタリアンバジル ドルチェフレスカ
丈が大きくならず、移植後も株がぐらつかない、しっかりと
簡単に楽しめるバジルです。ただ矮性ということではなく、
節間が詰まり、良く分枝する付加価値の高い品種です。
●〈1,000粒〉@¥1,200

バジル アリストテレス
小さい葉で香り良く病気に強い品種です。きれい
なドーム型になり見た目だけでなく味も良い。
●〈1,000粒〉@¥2,500

バジル フローラルスピアーシリーズ
花が美しいバジルですが、食用としても美味しい
品種です。揃いも良く旺盛なタイプです。ラベン
ダー、ホワイトで若干草姿が異なります。
●〈1,000粒〉@¥2,500
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草
花
種
子

ハ

○10㎖：約1,600粒
○発芽温度：20℃

暖　地
寒・高冷地

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
播種 出荷

高性種

◎ムラカミオリジナル育成

F1クレオパトラ 
高性桃色フリルタイプの新品種です。やや遅めに
発色し、中心部が淡い桃色になります。切花、ポット
栽培ともに適しますが特に切り花栽培では頭部が
コンパクトに仕上がり魅力的な草姿になります。
●〈1,000粒〉@¥5,800

F1レイクスワン
高性丸葉タイプのF1でとても強健で、耐寒性もあ
ります。白の発色はとても早く、暖冬でも色戻りす
ることなく鮮やかに発色します。特に早期出荷に
向く品種です。葉は「紅神楽」よりもやや大葉にな
ります。
●〈1,000粒〉@¥3,200

F1紅神楽
小葉の高性種で、発色が早く明るい紅色になりま
す。
●〈1,000粒〉@¥3,200

全日本花卉
品種審査会
入賞

全日本花卉
品種審査会
入賞

F1楊貴妃
草丈の伸長が良く、早い時期からハッキリと発色
する高性品種です。従来品種よりも葉形がコンパ
クトになり立性で形良く仕上がります。ポット栽培
では葉数が多く、コンパクトで作りやすいとの評価
を頂いております。
●〈1,000粒〉@¥5,800

F1小町（M283） 
高性丸葉タイプで小雪より草丈の取りやすい品
種。クリームにピンクの葉色で、葉枚数も多く、切
花、ポット両方で利用できます。
●〈1,000粒〉@¥5,800

F1小雪
高性丸葉タイプのF1で発色部は外側が白く中心
が淡いピンクに発色します。小葉で葉枚数が非常
に多く特にポット栽培ではバランスが良くコンパク
トな草姿になります。切花用としては従来品種より
も若干草丈が取りにくいのでご注意ください。
●〈1,000粒〉@¥5,800
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草
花
種
子

ハ

マ

ヤ

ラ

ワ

矮性種 

その他個性派・高性種  

ローパー
白から明るい淡いピンク。発色は早い。環境により
結球しやすい。
葉色 葉形 中心色 発色 茎硬さ お勧め
白 丸 白 早 ◎ 切鉢

スリットホワイト
ゆるいフリルの切葉が特徴。切花では発色が遅く
なります。
葉色 葉形 中心色 発色 茎硬さ お勧め
白 やや切 薄ピンク やや遅 ◎ 鉢

マドンナ
明るい赤。発色が早く、伸長性も良い。切花にもお
すすめ。
葉色 葉形 中心色 発色 茎硬さ お勧め
赤 丸 赤 極早 ○ 切鉢

スリットピンク
やや強い切葉。切花では葉が大葉になりやすい。

葉色 葉形 中心色 発色 茎硬さ お勧め
赤 やや切 サーモン 遅い ◎ 鉢

ブリキ
独特な葉形とブリキを思わせるような色合いが特
徴。環境により結球しやすい。
葉色 葉形 中心色 発色 茎硬さ お勧め
ピンク 丸 ピンク 早 ○ 鉢

ブッシュ
発色は非常に遅く、切り花には不向き。

葉色 葉形 中心色 発色 茎硬さ お勧め
赤 強切 赤 極遅 ◎ 鉢

F1雪の宴
「紅の宴」と対になる矮性丸葉種です。外葉は早期か
ら白に発色し、芯部は鮮やかなピンク色になります。

F1紅の宴
花壇・ポット栽培に適する矮性品種です。従来品種より
も、葉が小さく枚数が多いため、より美しく見えます。

F1赤い稲妻
矮性の切葉種で、従来の品種よりも葉の切れ込み
がゆるく、柔らかい印象を与えます。濃いピンク色
に発色するため、紅や白のハボタンと組み合わせ
ることで、よりバランス良い出荷が可能です。

F1ピンクパラソル
半高性の丸葉種で、特にポット栽培で能力を発揮
します。葉枚数が多く、きれいなピンク色に発色し
ます。

F1ちりめん白爵
縮みが強く、発色の早い純白色のちりめん種で、緑と
白のコントラストが美しい品種です。従来のちりめん
種よりも強い耐寒性を持ちます。外葉の締まりも良
いハボタンで、花壇用にもポット栽培にも適します。

個性的な葉形・葉色が特徴の高性種です。ただし、品種により発色が遅いなど様々な特性があります。切花はもちろん、ポット苗向けとしても
利用できます。変わった品種をお探しの方におすすめです。特性をご理解いただき、お試しください。

●各品種とも〈1,000粒〉@¥5,800

●各品種とも〈1,000粒〉@¥3,200
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草
花
種
子

ハ

白寿
紅寿

◎石井育種場育成
甘藍の育種で著名な石井育種場により育成された、優れたF1ハボタンで、花壇用、ポット用、切花用と多彩な品種が揃っています。

高性種 

F1アンサンブル
切葉系の高性種で草姿、葉色に変化のあるミック
スタイプ。着色部は白系から赤系までバリエー
ションがあります。葉の切れ込みは細かく、コンパ
クトにまとまります。切り花用のほかポット栽培に
も適性が高く、摘心後の腋芽の発生が多いため、
踊り作りにも向きます。
●〈10㎖〉@¥5,360

F1スノーブライト
草姿は立性で頭部がコンパクトにまとまります。
草丈もよく伸び、葉枚数も多くポット作りにも適し
ます。色は淡いクリーム色で中心に紅色が入る日
の丸タイプですが、駿河の初日ほど中心部の紅色
が目立たないので白系としても使えます。耐寒性
は白寿より強く、サニーブライトと対になる品種で
す。発色はやや晩生になります。
●〈10㎖〉@¥5,360

F1紅寿2号
やや桃色がかった赤色で草丈はよく伸び、頂部の
外径はコンパクトにまとまります。黒腐病、ベト病
にも強い品種です。
●〈10㎖〉@¥4,920

F1紅寿
鮮明な紅色。細茎で草丈がよく伸び、頂部は小さ
い盃状型で、切り花にふさわしい美しい形になり
ます。極めて揃いがよく、花壇の中心部や背景に
も利用できます。
●〈10㎖〉@¥4,920

F1駿河の初日
初期は淡いピンク色で、寒期に入ると中心部が鮮
明な桃紅色に彩られ、大変美しい日の丸の色彩に
なります。立葉の盃状型で締まった草姿になりま
す。耐寒性はかなり強いほうですが、年末出荷は
霜除けをおすすめします。なお、10月以降の遅い
追肥は、気温が高いと緑の斑が少し残り、発色が
遅れる場合があります。
●〈10㎖〉@¥4,920

F1白寿
「F1紅寿２号」と対になる白色種です。白色に中心
が淡いピンクになります。なお、寒害を受けること
がありますので、霜除けをおすすめします。
●〈10㎖〉@¥4,920

F1ムーンライト
白寿の改良系の高性丸葉種です。淡いクリーム系
の花色で芯部はごく小さなサーモンピンク色とな
ります。草姿は立葉で切花用、ポット用にもすぐれ
白寿より使いやすい品種です。
●〈10㎖〉@¥4,920
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草
花
種
子

ハ

ハーモニー リアス

F1白帆 F1紅鏡

ピンク トピア

F1赤ずきん1号

ブルー トピア

F1白ずきん1号

スノー トピア

矮性種 
ハーモニー
◎石井育種場育成
レッドウィングより切れこみはやや荒くなるが、従来のものより細かいものが
多い。色は薄桃から濃赤まで幅があり、外葉も様々で、全体としては切葉レッ
ドウィングよりもバリエーションが豊富です。葉枚数は多くポット作りに適しま
す。
●〈10㎖〉@¥4,920

リアス
◎石井育種場育成
草姿に変化のあるミックスタイプ、白色と紫紅色の株の割合がほぼ半々とな
る2色の混合種。コンパクトで切れ込みが細かく、葉枚数が多い。耐寒性が強
く丈夫で作りやすく、ポット及び露地栽培に適します。
●〈10㎖〉@¥4,920

東京丸葉系
F1白帆
「F1紅鏡」と対になる白色種。白色の
面積が際立って大きく、外葉とのコン
トラストが美しい品種です。
●〈10㎖〉@¥4,490

大阪丸葉系
F1紅鏡
濃紅色で着色が早く、揃いも抜群に
よく、移植にも強い品種です。
●〈10㎖〉@¥4,490

名古屋ちりめん系
F1赤ずきん1号
非常に明るい紅色で、大変細かく緻密
なちりめんになり、鉢植えにも適しま
す。播種が遅れると締まりが悪いの
で、暖地では7月播種を標準にします。
●〈10㎖〉@¥4,490

F1白ずきん1号
「F1赤ずきん」と対になる白色種。ち
りめんが細かく、外葉もよく締まり、
株がよくまとまります。鉢植えにも適
します。
●〈10㎖〉@¥4,490

トピア シリーズ 
バコパ品種として唯一実生系の品種。ピンチは不要でロスも少なく、安定的な大量生産が可能。
ピンク　ブルー　スノー　●各品種ともペレット種子〈500粒〉@¥10,000
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草
花
種
子

ハ

江月花菜 景観用花菜

○発芽温度：20℃　

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
中間地

播種 出荷

クオーツXP 混合

イマジネーション

マホガニースプレンダーサントスパープル

フィネス

○発芽温度：20℃　
小鉢やポット向けのミニ観葉で、周年を通して出
荷でき、花壇等の寄せ植えにも利用できます。
スプラッシュセレクト シリーズ
分枝および揃いがよく、ノーピンチでもコンパクト
にできます。
●各品種とも〈1,000粒〉@¥2,000 レッド ローズ ホワイトピンク

○1㎗：約20,000粒　○発芽温度：20℃
○播種量：約3㎗／a（直播、間引き）　
○定植本数：約9,000本／ａ
○定植間隔：株間6cm、条間15cm、通路50cm

クォーツXP 混合
品種間の開花差も短く、開花も速くなりました。き
れいな葉と大輪花、株のバランスも良くすばらし
いガーデンパフォーマンスが期待できます。
●プライム種子〈1,000粒〉@¥3,500

512穴トレイ（400本保証）＠￥22
受注〆切り納品50日前

江月花菜
保田系寒咲花菜を選抜
した耐寒性にすぐれた
中晩生種。ちぢみが強
く、均整のとれた草姿
となる。高収益性品種。
●馬賀忠幸氏育成
●〈1㎗〉@¥1,900

黒川寒咲き花菜
●黒川春治氏元詰め品
葉のちぢみが細かく、9月中旬播種で
12月末に最盛期になる極早生種で、
一斉に開花する性質があります。
黒川寒咲き花菜 2号
「黒川寒咲き花菜」よりも2～3週間開
花が遅く、茎が硬く高性です。
●上記各品種とも
　〈1㎗〉@¥1,500

景観用寒咲き花菜
●〈1kg〉@¥15,000

サントスパープル
高温乾燥から低温まで適応できるタフな品種で
す。切花、花壇、コンテナなど多様に利用できま
す。
●〈1,000粒〉@¥1,800

イマジネーション 
ハンギングタイプのユニークな品種。草丈30cm
程度でふんわりした草姿になる。
●〈1,000粒〉@¥2,000

フィネス 
草丈80cm～120cmの大柄な品種。圧倒的なボ
リュームで、花壇や造園に最適。
●〈1,000粒〉@¥2,500

マホガニースプレンダー 
先端に刻みの入った木目のような葉が特徴。高温や乾
燥に強く、花壇や造園に最適。草丈90cm～150cm。
●〈500粒〉@¥10,000
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○発芽温度：25℃　○定植本数：約5,000本／a
○定植間隔：株間12cm、条間12cm、通路50cm

ホワイトナイト  
白い花弁に芯黒のニューカラー。草
丈は100cm～120cm、開花まで約
60日。
●〈1,000粒〉@¥5,800

3～5月出荷
6～7月出荷

10～12月出荷
8～9月出荷

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
播種 出荷 電照

プロカットオレンジソルナレモン

F₁ムーランルージュF₁ムーランルージュ

F₁レモンオーラF₁レモンエクレア

ホワイトナイトホワイトライト グリーンヒル パープルヒル

F₁ルビーエクリプス

F1プロカット オレンジ
●〈1,000粒〉@¥4,500

F1レモンエクレア
●〈1,000粒〉@¥4,500

F1レモンオーラ
○20㎖：約360粒
●〈20㎖〉@¥2,000

F1ルビーエクリプス
●〈1,000粒〉@¥3,800

ホワイトライト   
白クリームの花弁に黄色芯。草丈
100cm～120cm。開花までは約60
日。
●〈1,000粒〉@¥5,800

グリーンヒル   
芯は鮮やかな黄色で、開花前のグ
リーンでも映える。草丈100cm～
120cm。開花までは約55日。
●〈1,000粒〉@¥6,800

パープルヒル   
芯は黒いパープルで、グリーンヒルよ
りやや遅く、草丈も低い。開花までは
約60日。
●〈1,000粒〉@¥6,800

ソルナレモン   
分枝性のよい小輪のヒマワリ。草丈
120cmで切花ブーケ、花壇におすすめ。
2019年9月～発売予定

○発芽温度：25℃　

F1ムーランルージュ
●〈1,000粒〉@¥3,800

F1ジュニア
○20㎖：約350粒
●〈20㎖〉@¥1,200

サンバズ 
草丈30cm～50cm、長日期でもコン
パクトで葉の大きさも小さく、2番花
も色持続して開花する新品種。
●〈1,000粒〉@¥9,500

ジュニアジュニアサンバズサンバズ
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バーガンディー

チェリーレッド

バーミリオンアイ

ダークレッド

シルバーピンク

ライトブルー

バーミリオン

バイカラーディープローズ

サーモンピンク

ペパーミント

サーモンピンクアイ

ホワイト

スカイブルー

ライトスカーレット

ビンカは、華やかな花色で開花期間が長く、強光線
や公害にも強いので、花壇などに非常に多く使わ
れています。鉢物や苗物にも需要が多く、最も多く
使われる花の一つとして安定した人気があります。
ジャイオ シリーズ

花径5cmの巨大輪咲きで、花弁の重なりが良く、ま
た株元から良く分枝して、非常にコンパクトな草姿
となります。播種後約60日前後で開花する極早生
種で、パシフィカシリーズと性質はほぼ同じでパシ
フィカシリーズとセットにした販売も十分可能です。
バーガンディー 
ダークレッド 濃赤色 
チェリーレッド
シルバーピンク 極淡桃色
バーミリオンアイ 朱赤色に白目
ライトブルー 淡青色、コンパクトにできます。
バイカラーディープローズ
ペパーミント 純白色に赤目
ホワイト 純白色
ライトスカーレット
バーミリオン
サーモンピンク 鮭桃色に白目
サーモンピンクアイ
鮭桃色に赤目、目の色がはっきりしています。
スカイブルー
明るい空色、高温期には赤味が入ります。
●各品種とも〈1,000粒〉@¥900

512穴トレイ（450本保証）＠￥18（2粒播種）
受注〆切り納品50日前

（キャンペーン企画ございます。P93）

○発芽温度：25℃

暖　地

寒・高冷地

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
播種 出荷

ブラックベリー ブルーベリー

ジャムズ＆ジェリーズ
ブルーベリー
ブルーの発色が良く、色褪せしにくい品種です。
ブラックベリー 
濃いパープルに白目が入るインパクトのあるビン
カです。高温乾燥の条件に適していて、水切れし
やすい夏の花壇でもしっかりとした耐久性があり
ます。草姿、早晩性はジャイオシリーズと合います
ので、合わせてお考えください。
●各品種とも〈1,000粒〉@¥5,800
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パシフィカXP
パシフィカXPは、シリーズの全花色において同期
性が高く、5～7日以内で揃って開花します。また、
株の性質にも統一性があります。高温、乾燥の条
件では最良のパフォーマンスを見せ、一方の低温
で湿った条件でも耐病性があります。花数が多く、
花弁が重なった丸弁タイプで、花弁の間にすき間
ができず、きれいな正円形を作ります。
●各品種とも〈1,000粒〉＠¥1,200

512穴トレイ（450本保証）＠￥18（2粒播種） ホワイトXP

アプリコット

ラベンダーブルーハロー

ラズベリーXP

メディテレニアンXP 混合

クランベリーXP

アイシーピンクリアルレッド

ポルガドット

ピュアホワイト

ローズハローXP

オレンジXP

アプリコットXPブラッシュXPポルカドットXP

リアリーレッドXP

パンチXPアイシーピンクXP

バーガンディハローXP 

パンチ

ローズハロー

ライラックXPバーガンディーXPダークレッドXP ディープオーキッドXP

チェリーレッドハローXPマジェンタハローXP

ダークレッド

ローズ

F1タイタンシリーズ
世界で最も大輪のF1ビンカ。開花の早さ株の環境適応性に関して高い優位性を持っています。
●混合および各品種とも〈500粒〉＠¥2,800

メディテレニアンXP 混合
ハンギング向きのビンカで、分枝性がよく枝が横
に広がって生育し、垂下型となるシリーズです。早
咲きで丸弁の大輪花を多くつけ、耐暑性にも優
れ、新しいタイプのビンカとして、今後期待されま
す。
●〈1,000粒〉@¥3,500
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シンデレラ ライラック シンデレラ ピーチ 

クイーン ライム クイーン レッドライム クイーン ライムブロッチ 

セニョリータピンクMIX セニョールジャイアントMIX

○発芽温度：20℃　　○播種量：80㎖／a
○定植本数：約6,000本／a
○定植間隔：株間10cm、条間10cm、通路：50cm 暖　地

寒・高冷地

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
播種 出荷

エンジェル ピンク

エンジェル イエロー

クイーン ライムオレンジ 

エンジェル ローズ

エンジェル クリームホワイト

エンジェル パステルミックス

エンジェル ディープオレンジ

クイーンシリーズ 
草丈60～70cm花径は6～8cmでユニークカラーで大人気の八重咲き品種です。分枝性が良く上向きで切花としても使用できます。
●各品種とも〈1,000粒〉@¥5,500

シンデレラシリーズ 
エンジェルシリーズより若干小柄ですが、淡い色
合いが人気の品種です。
ライラック 
ピーチ 
●各品種とも〈1,000粒〉＠¥4,800

エンジェルシリーズ 
カラーバリエーション豊富な高性の百日草です。花壇、切花としてお勧めします。開花時期により花弁が少なくなることがあります。
●各品種とも〈1,000粒〉＠¥4,800

カクタスシリーズ 
○50㎖：約1,300～1,600粒
セニョリータピンクMIX
草丈70～90cmの桃色系の混合、カクタス咲きで
開花直後は草丈低いが、開花が進むにつれて伸び
てきます。
セニョールジャイアントMIX
草丈70～100cm以上で、セニョリータより分枝
性が多く、草丈、ボリュームがでます。
●各品種とも〈50㎖〉@¥3,000
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ザハラXL ホワイト ザハラXL イエロー ザハラXL ファイヤ ザハラXL ピンク

ダブルザハラ ストロベリーダブルザハラ イエロー

ダブルザハラ ブライトオレンジ ダブルザハラ サーモン ダブルザハラ ホワイト

ダブルザハラ 混合

ダブルザハラ ラズベリーリップル

ザハラ レッド ザハラ ラズベリー

 ダブルザハラ チェリー ダブルザハラ ファイア

ザハラ ファイヤー

ザハラ スターライトローズ 

ザハラ イエロー ザハラ 混合ザハラ ホワイト

ザハラ チェリー

ザハラXLシリーズ 
草丈50cmと従来より株が大きくなり、暑さに強く耐病性もあり、ストレスによ
る花の矮小化も少なくなりました。花壇、造園向けにお勧めです。

ダブルザハラシリーズ 
花弁の枚数も多く大輪で見栄えも良く、シングル
のザハラシリーズ同様に耐病性の高いシリーズで
す。

ザハラシリーズ 
2008年北京オリンピックの会場に公式採択された花壇用品種。高温乾燥の
条件に強く耐病性のある新しい大輪の品種です。

ブライトオレンジ 　サーモン 　ホワイト 　ラズベリーリップル　イエロー
ストロベリー　チェリー 　ファイア　混合
●各品種とも〈1,000粒〉＠¥5,500

レッド　ラズベリー 　チェリー　スターライトローズ 
ファイヤー　ホワイト　イエロー　混合
●各品種とも〈1,000粒〉＠¥5,500

ホワイト　イエロー　ファイヤ　ピンク　混合
●各品種とも〈1,000粒〉＠¥5,500
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ポップスターシリーズ 
非常にコンパクトで鮮やかな色のスター咲き。
ディープブルー　ローズアイ　
パープルアイ　レッド　ブルー　
ホワイト　混合
●各品種とも〈500粒〉@¥4,000

暖　地
寒・高冷地

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2
播種 出荷

ポップスター ディープブルー

ポップスター レッド

ポップスター ローズアイ

ポップスター ブルー

ポップスター パープルアイ

ポップスター ホワイト

グリフティ（早生種）ファイヤーワークス グリフティ（普通種）左：従来品種　右：ファイヤーワークス

セトノブルー  

ホワイトブルーピンク

○10㎖：約2,000粒　○発芽温度：15℃
○播種量：約50㎖／a（直播）　○定植本数：約2,500本／a
○定植間隔：株間15cm、条間15cm、通路60cm

○20㎖：約1,800粒　○発芽温度：20℃
○播種量：約100㎖／a　○定植本数：約1,200本／a
○定植間隔：株間15cm、条間15cm、通路60cm

ソフトな花色と繊細な花容がフラワーアレンジメントに
非常によく使われています。水あげ、花もちがよい、長日
性の一年草ですが、暑さ、寒さに弱いので注意します。
セトノブルー  
◎岡山県育成品種
品種登録出願中 受理番号第27156号
品種登録名 岡山BLF1号
従来品と比べ着生角度が小さく立ち性の強い品
種。コンパクトな草姿は密植栽培でも作業性が良
いため収穫しやすくエコな品種です。
●〈1,000粒〉@¥2,500

288穴トレイ（260本保証）＠￥29
受注〆切り納品50日前

ピンク　ブルー　ホワイト
●上記各品種とも〈20㎖〉@¥2,500

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
播種 出荷

寒・高冷地

4～5月出荷

6～7月出荷

12月出荷
1月出荷
2月出荷
5月出荷

最低夜温8℃
最低夜温8℃

最低夜温8℃
最低夜温8℃

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
播種 出荷

暖　地
寒・高冷地

グリフィティ（普通種）
●〈10㎖〉@¥2,000

グリフティ（早生種）
●〈10㎖〉@¥2,000

406穴トレイ（360本保証）＠￥22～￥27
受注〆切り納品45日前

ファイヤーワークス（プラグ専売）   
2019年9月～
品種登録出願中 受理番号第32802号
切花に欠かせないアイテムの一つ。従来品種に比べ、花の広がりが大きく、一
つの花が大きく見える。早さは普通と同じ。
※ ご購入に際しましては、栽培許諾に関する覚書が必要となります。

セトノブルー 従来品種
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ブルーブーケ

ファーストラブ 
品種登録 第22613号（登録名：ALL LOVE）

○発芽温度：25℃　○播種期：1～6月、播種後3～4ケ月後開花

ジョイ

○10㎖：約4,000粒　○発芽温度：20℃　
○播種量：10㎖／a　○定植本数：約1,000本／a
○定植間隔：株間20cm、畝間60cmの1条植え

○1㎗：約1,200粒　○発芽温度：20℃

丸葉赤花種
●〈1㎗〉@¥1,000

シルバーミスト アトラクション混合ジョイ

丸葉赤花種

ホワイトレースフラワー グレースランド
花がフラットに咲き、切
花しやすい草姿になる
最新種。
●〈1,000粒〉@¥1,200○1㎖：約600粒～900粒　

○発芽温度：20℃

3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 2
播種 出荷

ハウス
高冷地

ホワイトレースフラワー
グレースランドホワイトレースフラワー

ホワイトレースフラワー
純白の小花を多数咲
かせ、花束、アレンジメ
ント等、幅広く利用で
きます。
●〈1㎖〉@¥1,000

○発芽温度：20～25℃

トップノット シリーズ
草丈20cm位の矮性種。完全な八重咲きで頂点咲きになり、コンパクトにまとまりますので鉢物や花壇に最適です。

暖　地

播種 出荷

3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 2

ローズ バイオレット ホワイト

シルバーミスト  
実生品種で栄養系に比べピンチなしでも良く分枝する。
●マルチペレット種子〈500粒〉＠¥10,000

アトラクション 混合 
美しいパステルカラー
の花色で、花もちがよ
く、ドライフラワーとし
ても利用できます。草
丈は80cm位で、播種
後3か月で出荷でき、栽
培は容易です。
●〈10㎖〉@¥1,000

ブルーブーケ
鮮やかな紫青色の小花が、多数
尖った穂状に開花し、濃緑色の葉
とよくマッチしています。草丈は、
鉢植で15～20cm、地植えで
30cm位になり、播種後130～
140日で開花します。
●ペレット種子
　〈1,000粒〉＠¥5,800

○発芽温度：18℃

栄養系ベロニカ「ファーストシリーズ」
ベロニカの常識を覆す、オランダ生まれの生育旺
盛なベロニカ。病気・害虫に強く、短期間で大きな
株に育つ、省力化品種です。その上、耐暑性に極め
て優れ、花壇のメイン植物としても春から秋まで
鮮やかなピンクの花が楽しめます。
適合鉢サイズ
 鉢物＝4～5号鉢／ラベル苗＝10.5cm
栽培 ○草丈：35～40cm
 ○ 発根：地温18～20℃で約4週間（発根剤不要）
 ○育成適温：16～18℃
 ○ 鉢上げ後、ボリュームを出すために2節を残してピンチ
 ○電照により開花が促進し花数が増加
規　格：カット苗（未発根穂）／各種500本単位
納　期：2019年10月下旬
単　価：75円（パテント代、ラベル込）
※プラグ苗出荷承ります。合計4トレイよりアソート可。
※送料、消費税は別途ご請求
※ 栽培に当たっては栽培契約を交わさせて頂きます。
※ラベルは苗と別送扱いの為、送料ご請求となります。

ファースト ブライト 
品種登録出願中 出願番号第32994号

ファースト グローリー 
品種登録 第27056号（登録名：ALLLORD）

ファースト キス 
品種登録出願中 出願番号第32462号

7～10cmのブラシの
ような花穂にシルバー
グリーンの厚い葉で、
栽培期間も短く寄せ植
えの脇役にもなり、主
役にもなります。
●〈100粒〉@¥3,000

スカーレット
ローズ
バイオレット
ホワイト
混合
●各品種とも
　〈1,000粒〉@¥2,500
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ニュー富士 シリーズ
最もポピュラーな大栽培向きの品種です。色数も
増え早生で年内出荷に最適のシリーズです。市場
に出荷されるマラコイデスのほとんどが、「富士シ
リーズ」で占められるほど普及しています。
●各品種とも〈0.2㎖〉@¥2,800

512穴トレイ（出来高）＠￥25
受注〆切り納品55日前（1～2本立）

○0.2㎖：約700～800粒　○発芽温度：18℃（好光性）
播種

中間地

出荷

5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

ニュー富士の紅梅ニュー富士のかがやき ニュー富士むすめ

ニュー富士おとめ ニュー富士の白雪ニュー富士の青空

ニュー富士のくれないニュー富士のあさひ

ニュー富士混合 ニュー富士バイカラーミックス
※単色の出現もありますのでご了承下さい。

ニュー富士のさくらかんざし　　

ニュー富士ざくら ニュー富士の夕映えニュー富士の山ざくら
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アリアン 混合（ジュリアン系）
9cm～10.5cm仕立てが最適な極早生ジュリアン。5月下旬の播種でも年内の出荷が平地でも出来ます。
●〈1㎖〉@¥3,500

512穴トレイ（出来高）＠￥25
受注〆切り納品55日前

○1㎖：約700～800粒　○発芽温度：18℃（好光性）

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
播種 出荷

中間地

アリアン 混合

マンゴー

ローザミックス

ワンダーランドシャンパン

F1タッチミー シリーズ
●各品種とも〈1,000粒〉@¥6,000

○発芽温度：18℃（好光性）

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
播種 出荷

寒・高冷地

タッチミー ダークオレンジタッチミー レッドバイカラータッチミー ブルーバイカラー タッチミー ホワイトタッチミー ピンクタッチミー ブルー

デュエットシリーズ

雲南さくら草
性質が強く旺盛で、耐寒性のある雲南
さくら草。通常マラコイデスより短期
間で出荷できます。草丈30～40cm、
早春2月頃の鉢物商品としておすすめ
です。性質はマラコイデスに似てお
り、栽培管理もほぼ同じにできます。
チュチュ スノーホワイト  （プラグ苗専売）
◎金澤大樹氏育成
品種登録 第26354号（登録名：プリティモトコ）

1箱#128×6枚（ラベル込み）＠￥49,000

チュチュ オーロラ（種子、プラグ苗販売）
◎金澤美浩氏育成
●種子〈1㎖〉@¥3,500

1箱#128×6枚（ラベル込み）＠￥39,000

※プラグ受注締切：2019年5月20日

デュエットシリーズ
珍しい八重咲き大輪のマラコイデ
ス。八重率が高く、1、2月の苗物、鉢
物としておすすめします。
シャワーMIX　混合
●各品種とも〈0.2㎖〉@¥3,500

ローザミックス（ジュリアン系）
花弁の八重の重なりが非常に厚くバラのようにきれいに巻く花形が特徴です。平地でも
12月下旬から出荷が可能な品種です。花弁が強く花持ちも良いので豪華に見えます。
●〈1㎖〉@¥6,000

512穴トレイ（出来高）＠￥32

シャンパン
バラ咲きで花弁先にエッジが入る鮮やかなパステルカラーの混合。
●〈1,000粒〉@¥6,000

512穴トレイ（出来高）＠￥32

マンゴー
明るいオレンジエードの混合。
●〈1,000粒〉@¥8,000

512穴トレイ（出来高）＠￥32

ワンダーランド
小輪で細かい花弁が特徴。花数多く、作りやすい品種です。
●〈1,000粒〉@¥8,000

512穴トレイ（出来高）＠￥32

チュチュ オーロラチュチュ スノーホワイト 
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センパーフローレンスは、花つきが多く、鮮やかな花が長期間株を覆
うように咲き続けるので、花壇などに最も多く使われている花の一つ
です。特にF1種は、鮮明な花色で花つきと揃いがよく、非常に強健
で、暑さや雨に強いので、高品質のものが生産できます。苗物、鉢物
に好適で、播種期をずらすことにより長期間の出荷が可能です。○発芽温度：20℃（好光性）

播種 出荷

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

アンバサダー スカーレット

スプリントプラス レッド

スプリントプラス オレンジ スプリントプラス ホワイトスプリントプラス ブラッシュ スプリントプラス アップルブロッサム

スプリントプラス ローズ スプリントプラス ピンク

アンバサダー ピンク

アンバサダー ローズ アンバサダー ローズフラッシュ

セネタIQ ホワイト

アンバサダー バイカラー

セネタIQ ローズバイカラー

アンバサダー ホワイト2

クイーン レッド クイーン ピンク クイーン ホワイト

セネタIQ スカーレット セネタIQ ローズ セネタIQ ピンク

緑葉種

スプリントプラス シリーズ 
シリーズ内の性質差が少なく、早生で開花揃いが良く
大輪、そしてガーデンパフォーマンスの良い品種です。
●各品種ともペレット種子〈1,000粒〉@¥1,200

512穴トレイ（450本保証）＠￥16（2粒播種）
受注〆切り納品65日前

（キャンペーン企画ございます。P93）

銅葉種

F1セネタIQ シリーズ 
四季咲きで開花が早く、花付きが良い。銅葉で「ア
ンバサダーシリーズ」と対の品種。
●各品種とも
　ペレット種子〈1,000粒〉@¥1,200

F1クイーン シリーズ
センパーフローレンス系初のF1八重咲き種です。
播種後85～90日前後で開花し、八重の重ねもよ
く丈夫な性質で、栽培しやすく花壇およびポット用
に好適です。
●各品種とも
　ペレット種子〈1,000粒〉@¥3,500

F1アンバサダー シリーズ
花径3～4cmの中大輪の早生種。分枝がよく多花
性で草姿もコンパクトにまとまる。
●各品種とも
　ペレット種子〈1,000粒〉@¥1,200
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草
花
種
子

ハ

F1イルミネーション　混合
ハンギング用に最適な種子系の球根
ベゴニアの混合種です。花径5cm位
の八重咲の花を多数咲かせます。
●〈1,000粒〉@¥5,000

○発芽温度：20℃　

イルミネーション　混合レッド グリフォンピンク

ウイスキーテキーラ

ビッグデラックス レッドグリーンリーフ ビッグデラックス レッドブロンズリーフ

ビッグ レッドブロンズリーフ

ビッグデラックス ローズグリーンリーフ

ビッグ ローズグリーンリーフ

ビッグ レッドグリーンリーフ

ビッグ ピンクグリーンリーフ

ビッグデラックス ローズブロンズリーフ

ビッグ ローズブロンズリーフ

ジン ブランデーウオッカ

F1洋酒 シリーズ
銅葉の代表品種。強健で作りやすく、多花性のため、花壇苗、鉢物などの大量生産用品種として非常に多く栽培されています。
テキーラ　ウオッカ 輝赤色　ジン 明桃色　ウイスキー 純白色　ブランデー 淡ピンク　●各品種ともペレット種子〈1,000粒〉@¥1,300

ビッグデラックス シリーズ 
ビッグより一回り大きく、大鉢植えに向く巨大なベゴニア。直射日光下でも大輪の花を咲かせ続ける。造園にもおすすめ。
レッドグリーンリーフ　ローズグリーンリーフ　レッドブロンズリーフ　ローズブロンズリーフ　●ペレット種子〈500粒〉@¥9,500

ビッグ シリーズ 
性質の強い早生の大輪種。大輪の花とグリーン
リーフとのコントラストが鮮やかで、性質も非常に
丈夫なため、花壇造園用におすすめします。
ローズグリーンリーフ　ピンクグリーンリーフ
レッドグリーンリーフ　ローズブロンズリーフ
レッドブロンズリーフ
●ペレット種子〈500粒〉@¥9,000

ドラゴンウイング シリーズ
巨大輪咲き木立性ベゴニアです。耐暑性に優れ垂下性があるのでハンギング
用に最適です。
レッド 緋赤色
●ペレット種子〈500粒〉@¥9,500
ピンク 桃色
●ペレット種子〈500粒〉@¥11,500

グリフォン
栄養系品種よりも格段に発根活着し
やすい観葉ベゴニア、従来の斑入り
品種に比べて条件の良くない環境で
もストレスを受けにくい品種です。
●マルチペレット種子
　〈100粒〉@¥2,500
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草
花
種
子

ハ

ピンク

ローズ

ローズベイン

ローズベイン

レッドベイン

レッドベイン

オーキッドベイン

ディープパープル

サーモン

レッド

ホワイトスカイブルー

ホワイト

ピーチ

スイートピンク ピーチ リンボ混合

レッドモーン

ピンクモーン

ピンクモーン ローズモーン

ブルーベイン

スイートピンク

サーモンモーン

パープルバイオレット

スカイブルー

ディープパープル

ローズモーン

ローズ

サーモン

ミッドブルー

ミッドブルー

ブルー

ブルー

レッド

バーガンディー

バーガンディー

バイオレット

○発芽温度：20℃（好光性）　

4月出荷
5月出荷
6月出荷

10月出荷
3月出荷

播種 出荷

8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 7

中輪咲系

大輪咲系
F1マンボGP シリーズ
株が非常にコンパクトに仕上がる中輪種。次世代ペチュニアGPが登場。矮化
剤を使用しなくても伸びず、早生でそろいが良く計画生産が容易になりま
す。大輪で開花期が長く、ガーデンでもグッドパフォーマンスを持続します。
●混合および各品種ともペレット種子〈1,000粒〉@¥1,800

512穴トレイ（450本保証）＠￥17
受注〆切り納品50日前

（キャンペーン企画ございます。P93）

F1リンボGP シリーズ
マンボGPに続き、リンボGPが登場です。株がコンパクトに仕上
がる大輪種。
●各品種ともペレット種子〈1,000粒〉@¥2,000

512穴トレイ（450本保証）＠￥17
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草
花
種
子

ハ

ブラックベリートワイライト ライムグリーン ブルーモーンアンティークシェード ライムバイカラー

ホライズン ストロベリーサンデーF1プリズムサンシャイン

ピンク

デュオ レッド＆ホワイト

ピロエット パープル 

ブルー

デュオ ローズ＆ホワイト デュオ 混合

ピロエット ローズ

バーガンディー

ピロエット レッド

オーキッドミスト

F1ソフィスティカ コレクション
ユニークな花色が特徴の大輪種、開花タイミングも近く各色ともに生産計画の立てやすい品種です。
●各品種ともペレット種子〈500粒〉@¥5800

八重系

F1ダブルカスケード シリーズ
八重咲きで花径は10cm以上の大輪種。従来の八重品種より早咲きで、風雨にも強い性質を持っています。
●混合および各品種ともペレット種子〈1,000粒〉@¥2,500

F1ピロエット シリーズ
グランディフローラタイプの八重咲種で花径は10～13cmの巨大輪咲き。早生でコンパクトに仕上がります。
●各品種ともペレット種子〈1,000粒〉@¥2,500

F1デュオ シリーズ
中輪系の八重品種。優れた分枝で、多数の八重の花を開花させます。
●各品種ともぺレット種子〈1,000粒〉@¥2,500

ユニーク花色系

ホライズン ストロベリーサンデー
かわいらしいユニークな花色が目を
引きます。
●ペレット種子
　〈1,000粒〉@¥1,200

F1プリズムサンシャイン
淡い黄色の花色で、花弁の外側はや
やフリルがかります。大輪早咲きでコ
ンパクトな草姿です。
●ペレット種子
　〈1,000粒〉@¥1,400
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草
花
種
子

マ

アロハオレンジ 
草丈約120cmの大輪種。花弁の重なりも良く、強
健で植栽、切り花としても利用できます。
●〈1,000粒〉@¥2,500

ガーデンオレンジ 
花径5cm～6cmで栽培環境への対応力が
優れ、株も非常に作りやすい。造園、花壇に
最適の品種です。
●〈1㎗〉@¥1,000

○発芽温度：20℃　○播種量：約100㎖／a
○定植本数：約2,000本／a
○定植間隔：株間15cm、条間15cm、通路：60cm

5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
播種

春出荷

秋出荷

出荷

ライムグリーン スノーストームアロハオレンジ

ガーデンオレンジ オレンジイエロー（2020年発売予定）

ホットパック オレンジ ホットパック スプレー ホットパック イエロー

ホットパック ファイヤ ホットパック フレーム ホットパック ゴールド ホットパック ハーモニー

ソラン ミニレモンモーグリ オレンジレモンイエロー モーグリ バイカラー

スノーストーム 
アイボリーホワイトの高性種。中輪で細みながら
茎は硬く、植栽、花壇、切り花にも利用できます。
●〈1,000粒〉@¥3,000

F1ライムグリーン
●〈1,000粒〉@¥8,500

モーグリシリーズ
●〈1,000粒〉@¥1,000

ソラン
●〈1,000粒〉@¥1,800

ミニレモン
●〈1,000粒〉@¥1,000

ホットパックシリーズ
高温多湿の条件でも、株が伸び上がらず開花を休
まない、機能性の高い小輪マリーゴールドです。
●混合および各品種とも羽切り種子
〈1,000粒〉@¥1,200
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草
花
種
子

マ

デュランゴ イエロー デュランゴ タンジェリン デュランゴ レッド

デュランゴ オレンジ デュランゴ ゴールドデュランゴ フレーム

サファリ タンジェリン サファリ ボレロ サファリ レッド

ボナンザ オレンジディープオレンジImp ボナンザ ビーボナンザ フレーム ボナンザ ゴールド ボナンザ イエロー

F1バニラ
●〈1,000粒〉@¥9,800

タイザンシリーズバニラ

ディスコ イエロー ディスコ オレンジ ディスコ レッドディスコ グラナダ ディスコ マリエッタ

デュランゴ ビー

サファリ オレンジ サファリ イエロー

デュランゴ ボレロ

デュランゴシリーズ
平弁大輪タイプで均一性に優れ、早生で分枝良く
生産性の良いシリーズです。
●混合および各品種とも
　羽切り種子〈1,000粒〉@¥900

ボナンザ シリーズ
●混合および各品種とも羽切り種子〈1,000粒〉@¥900

サファリ シリーズ
●混合および各品種とも羽切り種子〈2,000粒〉@¥1,500

ディスコ シリーズ
●混合および各品種とも羽切り種子〈1,000粒〉@¥1,000

タイザン シリーズ
強健で茎が太くしっかりとし、花弁の
中心が硬くしまる矮性のアフリカンマ
リーゴールド。
イエロー　オレンジ　
ゴールド　混合
●各品種とも
　〈1,000粒〉@¥4,500
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草
花
種
子

ハ

マ

ラッキースター混合 
従来品種より花が葉に隠れず開花が持続し、長期
間開花色を楽しめる品種。コンパクトな草姿は乱
れにくく、色間での開花揃いも良い。
●ペレット種子〈500粒〉@¥5,500

3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 2
播種

暖　地

出荷

グラフィティ ピンク

グラフィティ ホワイト

グラフィティ ラベンダーグラフィティ バイオレット グラフィティ ローズ

グラフィティ レッドベルベット

ラッキースター混合

グラフィティ ブライトレッド

○発芽温度：25℃

F1ハッピーアワー 混合
短日条件でも他品種よりも開花を休まない品種
です。大輪のセミダブルで開花揃いも良いおすす
め品種です。
●マルチペレット種子〈1,000粒〉@¥3,500

3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 2
播種 出荷

暖　地

F1ハッピーアワー 混合 F1ハッピートレイル 混合

○発芽温度：20℃

ダービー
花径３cm位の黄色の小花を多数つけます。草丈
20～30cmの矮性で早咲き種です。耐暑性に優
れ、花期も長く、苗売り鉢物用に最適です。
●〈1,000粒〉@¥2,800

512穴トレイ（450本保証）＠￥21
受注〆切り納品40日前

播種 出荷

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
暖地・中間地

○発芽適温：20℃　○50㎖：約4,000粒
○播種量：約30㎖／a
●〈50㎖〉@¥2,000

モルセラ ダービー

F1ハッピートレイル混合
日照時間の影響を受けにくい品種です。分枝の良
い這い性タイプ。
●マルチペレット種子〈1,000粒〉@¥3,500

F1グラフィティ シリ－ズ
早咲きで、分枝性に優れた矮性種で矮化剤は使用
しなくてもコンパクトに仕上がります。花は大きく
葉の上に咲くので見ばえがよい。耐暑性に優れた
作りやすい品種です。
●混合および各品種とも
　ペレット種子〈500粒〉@¥4,800

512穴トレイ（出来高）＠￥31
受注〆切り納品55日前

（キャンペーン企画ございます。P93）

512穴トレイ（450本保証）＠￥20
受注〆切り納品60日前

（キャンペーン企画ございます。P93）
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草
花
種
子

マ

ヤ

シルバードロップ
○1㎖：約800粒
葉は小葉でややだ円形
となります。種子のた
め性質上葉の形にバラ
ツキがでます。
●〈1㎖〉@¥4,500

F1グリッツ 
品種登録出願中
No.29790
（出願名PAS782694)
寄せ植えの商材として
定番のユーフォルビア
実生系品種。夏場の直
射日光にも強く春から
秋まで白い苞が美しい
状態を保ち長期間の出
荷が可能です。
●〈100粒〉@¥3,300
（ロイヤリティ・ラベル代金含む）
※ ご購入に際しましては
栽培許諾に関する覚
書が必要となります。シルバードロップ グニー F1グリッツ 

パルセニューム シリーズ 
長日開花性の為、加温や電照の組み合わせにより周
年出荷が可能な営利用切花種。切前は１株の花の３
分の２位が開花した頃で早切りはさけて下さい。
ダブルラテ 
2019年9月～
かわいらしい八重のマトリカリア。草丈は80cm～
90cmとやや低いが、早生で生産性の良い品種。
シングルスノー
純白色黄芯の一重の花がスプレー状に多数開花し、草
丈は1～1.2mに伸長します。すっきりした新鮮な雰囲
気があり、フラワーアレンジメントの素材に好適です。
クラウンホワイト
純白色ポンポン咲き。夏期栽培向き。
ダブルイエロー
黄色のポンポン咲き種。
●上記各品種
　ペレット種子〈1,000粒〉@¥2,800

○発芽温度：20℃　○定植本数：約4,000本／a
○定植間隔：株間12cm、条間12cm、通路：60cm

高冷地

暖　地

播種 出荷

2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 1

ダブルイエロー

ホワイトスター

シングルスノーダブルラテ

クラウンホワイト

カルロスイエローサンタナ

ホワイトスター  
サンタナより大柄で、25cm～30cm程度。花上がりが良
く、強健で鉢物として好適。
●〈1,000粒〉@¥2,000

サンタナシリーズ 
○1㎖：約2,800粒
イエローサンタナ
花径2cmほどの小輪八重咲きの花が、15～20cmの
コンパクトな株に多数開花します。分枝が多く多花性
で、小葉が花とよくマッチし、鉢物、花壇用に好適です。
●〈1㎖〉@¥4,500

グニー
銀緑色の小丸葉で、葉
は厚く、分枝性の優れ
ている品種です。
●〈1㎖〉@¥3,500

カルロス
輪が大きくなり、ボリューム感が出ました。日長に
左右されず揃いが良い。
●〈1,000粒〉@¥2,000
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草
花
種
子

ラ

ミニブルー

バンデラ パープルバンデラ ピンクバンデラ ディープローズ

エレガンスパープル 

バンデラ ディープパープル

○発芽温度：15℃

マシェ 混合 
花径10cm程度の早咲きタイプ。安
定した高い発芽率を誇ります。
●ペレット〈500粒〉@¥5,000

マシェ混合

○発芽温度：15～20℃　

デュモサ

シンジー シルバー シンジー ラベンダー シンジー ディープラベンダー 

スウォロウィー

マドンナ 
草丈と草姿が良くそろ
うように改良された最
新品種。
●〈1,000粒〉
　@¥5,000

マドンナ

○発芽温度：15～20℃

○発芽温度：15～20℃
秋播きで春から、春播きでも夏に開花
します。かわいらしい黄色と白の花が
カーペット状に低く横に広がります。
暑さには弱いのでご注意下さい。
●〈1,000粒〉@¥1,000

リムナンテス

エレガンスパープル
●〈1,000粒〉@¥3,500

バンデラシリーズ  
コンパクトで分枝良く、ピンチなしでも栽培可能なフレンチラベンダー。開花に低温と長日を要求しない
画期的なシリーズ。
●各品種とも〈1,000粒〉@¥7,500

ミニブルー  
●〈1,000粒〉@¥3,500

ハイブリッドリモニウム シンジーシリーズ
シュニアタ X ペレジーのハイブリッド品種
耐暑性、耐カビ性に優れ、高温期でも比較的容易
に草丈が確保しやすい品種です。ブラシが小型で
添え花・アレンジ花材として期待されています。

スウォロウィー 
○1㎖：約3,500粒
○播種量：100㎖／a
○定植本数：約700本／a
○ 定植間隔：株間30cm、
条間30cm、通路60cm
●クリーンシード
　〈1㎖〉@¥1,000

カスピア 
○1㎖：約5,000 粒
○播種量：5㎖／a　○定植本数：約1,000 本／a
○定植間隔：株間25cm、条間25cm、通路60cm
●クリーンシード〈1㎖〉@¥3,500

シルバー 
品種登録 第26934号（登録名：26934）
ペレジータイプの極淡ピンク。今までのリモ
ニュームにない花色が特徴。
ラベンダー 
品種登録 第26933号（登録名：08LPS13）
ステムが素直に伸長する淡ラベンダー色。上部分
枝タイプで切り花長が確保出来ます。
ディープラベンダー 
品種登録 第26935号（登録名：04LDS2008）
シュニアタタイプ。発色の良いブルー。草姿のバ
ランスが良く、ボリュームが確保出来ます。

栽培地域 寒高冷地 暖地・中間地
納 期 平成31年４月中旬～ 平成31年８月中旬～
販売規格７．５ｃｍポット苗 ７．５ｃｍポット苗
受注単位４０本 ４０本
受注締切 平成30年１０月上旬 平成31年２月上旬
販売価格１本＠４３０円 １本＠４３０円
栽培に当たり、弊社との栽培に関わる「栽培契約
書」の締結をして頂く事で、切り花栽培を目的とす
る種苗の販売と栽培が可能になります。詳しくは、
本社、営業担当へお問い合わせ下さい。

デュモサ 
○2㎖：約1,600 粒
○播種量：2㎖／a　○定植本数：約300本／a
○定植間隔：株間45cm、条間45cm、通路60cm
●クリーンシード〈2㎖〉@¥3,300
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4.5寸鉢仕立て

10.5cmロングポット苗仕立て
高温期の定植は厳禁で気温が下がった10月頃定植
を行い、定植後は基本的には無加温で管理し葉柄
の徒長を防ぎながら栽培しますが、厳冬期は0℃
を目安に温度設定をします。肥料管理はNPKが均
等に入った液肥を週に1～2回程度追肥します。

ラベルご提案
ルピナス オーロラ ラベル
100枚@¥980

栽培ポイント

ラ

ワ

○発芽温度：20℃

ロベリアは近年のガーデニングブームで需要が伸
びてきており、鉢物や花壇用として人気があります。

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
播種 出荷

暖地・中間地

リビエラ マリンブルー リビエラ ホワイト リビエラ ローズ 

リビエラ スカイブルー リビエラ ブルースプラッシュ リビエラ ライラック

○発芽適温：20℃

オーロラミックス（プラグ専売）
（数量限定販売品種）
今までにない極早生矮性ルピナスの登場です。花穂
が非常に密につき、色が濃く鮮やかで、早春の鉢物商
材として注目を浴びる事が出来る極早生のルピナス
です。ご注文は8月末で締め切りとさせて頂きます。
オーロラ混合
販売規格 ＃288　@￥43
 ＃288播種出来高生産（本数200本前後）
販売時期 10月より

ミニギャラリー混合

エリーゼ混合
耐寒性のある開花期間の非常に長い品種です。播種後
4～5ヶ月で開花、春播き、秋播きどちらでもできます。
●〈500粒〉@¥7,500

エリーゼ混合

ギャラリー混合

ギャラリー混合
草丈約50cm
●〈1,000粒〉@¥4,500

ミニギャラリー混合
●〈500粒〉@¥4,500

リビエラ シリーズ
●混合および各品種とも
　マルチペレット種子〈1,000粒〉@¥1,200

512穴トレイ（450本保証）＠￥17
受注〆切り納品60日前

（キャンペーン企画ございます。P93）

○発芽温度：21～23℃

モナミシリーズ
ピンク 
原稿のブルーと同じ草姿だが、開花はやや早く、
葉はやや淡い緑色となります。
ブルー
かわいらしいライトブルーの花をつけパンジーと
ほぼ同じ作型で開花します。
ミックス 
単色にはないホワイトを含む3色の今号。
●各品種とも〈1,000粒〉@¥4,200

モナミ ピンク モナミ ブルー モナミ ミックス
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ムラカミシードの栄養系苗
2019年～2020年 栄養系苗取り扱い品種については、9月上旬に最新品種を紹介致します。お問い合せ下さい。

巨大輪のガリバー系3色と大輪の花つきが非常に
良いグレート系3色。3.5寸のポットでも、大鉢でも
ピンチを仕立てて簡単に早く仕上がります。
（ラベルは共通ラベル・苗と別送扱いの為、送料ご請求となります）

アーモンドブロッサム

アルティメイトピンク

ダークピンクカーニバル メガマゼンタダークパープルImp

ピーチ

スノー

バイオレット バイオレットグリント

サンライト ウルトラパープル

プリンセス レッドImp

ブラックパープル

ダブル ラベンダーダブル インディゴ

グレート クラシックピンクガリバー ブルーセンセーション

イエロー

サンセット

ブルーレジェンド

ホワイト

グレート ピンクリンググレート バイオレットマジック

ガリバー ダイナミックホワイト

メガピンク

パパイヤ

サンライズ

メガバイオレット

アプリコット バナナ チェリーブロッサム

レッドワイン

ダークレッド ディープパープル

ガリバー ピンクハート

ダブル スノーボール

色鮮やかで、花色が豊富な全30色。従来の品種よ
り分枝性が優れ、花つき多く、こんもりとしたバラ
ンスの良い草姿。
（ラベルは共通ラベル・苗と別送扱いの為、送料ご請求となります）

暑さに強い夏の商材トレニアムーンシリーズ。プ
ラグ苗もカット苗も取り揃えて、お求め安くなって
おります。
（ラベルは共通ラベル・苗と別送扱いの為、送料ご請求となります）

インディゴムーン パープルムーン ローズムーンマゼンダムーンイエロームーン ホワイトムーン

・MSプラグ#200 195本保証　1本＠￥74　発注単位 1トレイ（4トレイ／箱）
・カット苗　1本＠¥49　発注単位 100本　※パテント管理ラベル付
・受注から出荷まで約60日（カット苗30日）　出荷時期11月～翌年6月

・MSプラグ#200　出来高　1本＠￥74　発注単位 1トレイ（4トレイ／箱）
・カット苗　1本＠￥49　発注単位 100本　※パテント管理ラベル付
・受注から出荷まで70日（カット苗30日）　出荷時期10月～翌年7月

・MSプラグ#128　出来高　1本＠￥82　発注単位 1トレイ（4トレイ／箱）
・カット苗　1本＠￥58　発注単位　100本※パテント管理ラベル付
・受注から出荷まで90日（カット苗30日）　出荷時期1月～4月



91

栄
養
系
苗

＊表示価格は税抜き価格です　＊全ての品種の写真が掲載されておりませんことをご了承ください。　※生産の都合上、掲載品種の中止の場合がございます。その際はご了承お願い致します。

細葉で矮性、葉色とのコントラストが非常によく合
う花色です。コンパクトな草姿に花つきが多い品
種です。
（ラベルは共通ラベル・苗と別送扱いの為、送料ご請求となります）

チェリーレモネード トロピカルレモネード ピンクレモネードストロベリーレモネード

マーガレットの八重咲き品種が5色・一重咲き3色。
コンパクトな草姿で、分枝性に優れ、見事な花つき
となります。花揃いが良く、花持ちが良い品種です。
（ラベルは共通ラベル・苗と別送扱いの為、送料ご請求となります）

ピンクデライト エベレストベビーピンクアルプス ジャイアントピンク レモンパステル メイズ マーズバーガンディ フクシア
従来の品種に比べ徒長せずコンパクトに仕上がり
ます。花つきよく草姿が乱れにくい。また、蒸れに
も強く改良されています。
（ラベルは共通ラベル・苗と別送扱いの為、送料ご請求となります）

ピンクグローリージャイアントピンク オレンジ Impクラシックホワイト ピンクマンダリン ラズベリー

温度が高い時期でも花付きが良く、従来品より開
花期間が長いことが特徴です。
（ラベルは共通ラベル・苗と別送扱いの為、送料ご請求となります）

ピンク Imp パープル Impハニービーブルーアイ パイナップル パープルアイ バイオレット イエローバーガンディ メレンゲ

中大輪系の一重咲き品種。株張りが良く、4～5寸
鉢・ガーデン用と幅広く利用出来ます。
（ラベルは共通ラベル・苗と別送扱いの為、送料ご請求となります）

ディープピンク スカーレットマゼンダ バイオレット ホワイトディープオレンジベイビーピンク
中輪完全八重咲きでコンパクトな草姿で花つき良
く、1株でもボリュームが出来る商材です。
（ラベルは共通ラベル・苗と別送扱いの為、送料ご請求となります）

バイカラーチェリーオレンジ ピュアホワイト プリンセスピンクエレガントレッド

スイートタルト パプリカ シナバーシルバー ピーチクリスプオプシディアン ギャラクシー

寄せ植のアクセントに最適な花材で葉色が美しい
品種をセレクトいたしました。
（品種によりデザイン変更・苗と別送扱いの為、送料ご請求となります）

・MSプラグ#128　出来高　1本＠￥80
・発注単位 1トレイ（4トレイ／箱）　※パテント管理ラベル付
・受注から出荷まで80日　出荷時期8月～3月

・MSプラグ#128　出来高　1本＠￥74　発注単位 1トレイ（4トレイ／箱）
・カット苗　1本＠￥49　発注単位 100本　※パテント管理ラベル付
・受注から出荷まで80日（カット苗30日）　出荷時期12月～2月

・MSプラグ#200　出来高　1本＠￥74　発注単位　1トレイ（4トレイ／箱）
・カット苗　1本＠￥49　発注単位 100本　※パテント管理ラベル付
・受注から出荷まで70日（カット苗30日）　出荷時期10月～翌年7月

・MSプラグ#128　出来高　1本＠￥82
・発注単位 1トレイ（4トレイ／箱）　※パテント管理ラベル付
・受注から出荷まで80日　出荷時期11月～5月

・MSプラグ#128　出来高　1本＠￥82
・発注単位 1トレイ（4トレイ／箱）　※パテント管理ラベル付
・受注から出荷まで80日　出荷時期11月下旬～5月中旬

・MSプラグ#128　125本保証　1本＠￥102
・発注単位 1トレイ（4トレイ／箱）　※パテント、管理ラベル付
・受注から出荷まで70日　出荷時期2月～5

・MSプラグ#72　70本保証　1本＠¥114～￥202
・発注単位　1トレイ　※パテント管理ラベル付
・掲載品種以外にも取扱いがあります。お問い合わせ下さい。
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お買い得情報 ※ユーストマ及び新鉄砲百合のMSプラグ苗を3月～6月納期分生産あり！詳細は担当まで。
品種選定は42ページ～43ページ参照

品種選定は50ページ～57ページ参照
品種選定は34ページ～35ページ参照

品種選定は8ページ～17ページ参照

1トレイから注文出来るMSプラグ苗、産直・物日出荷をサポート致します。 切花用

※ 品種指定の御注文については、ご遠慮下さい。御注文については色指定
のみで、品種については見計らいとなります。
※生産の都合上、御注文をお断りする場合が御座います。
※注文締切日：12月末日

・中間地域
　4月下旬～5月上旬定植
・高冷地～寒冷地
　2月～4月上旬定植

・中間～暖地
　8月中旬～8月下旬定植
・寒高冷地
　8月上旬定植

・中間～暖地
　4月中旬～4月下旬

・中間～暖地
　9月定植
・寒高冷地
　8月～9月定植

・中間地域
　5月下旬～6月上旬
・高冷地～寒冷地
　5月上旬～5月下旬
※ 気候によっては、開花に差
が出ます。
※ 種子冷蔵処理御希望の方
は、別途1本に付き2円請
求になります。

・中間～暖地
　10月～11月定植
・寒高冷地
　9月～10月定植

・中間～暖地
　4月下旬～5月中旬
・寒高冷地
　4月中旬～5月上旬
※ ハウス栽培では開花が1～
2週間早まります。

・ 8月～10月定植の1回切り
より2番花を採荷

8月お盆出荷

8月お盆向け品種  4月下旬～5月上旬納期予定
・お盆シーズン向け品種で、お墓参りに向く作りやすい品種です。

9月お彼岸向け品種  5月下旬～6月上旬納期予定
・多数の9月咲き品種群の中から厳選した品種をお届けします。

12月暮～正月出荷

8月お盆出荷

12月暮～正月出荷

9月お彼岸出荷

3月お彼岸出荷

9月お彼岸出荷

3月お彼岸出荷

白小菊 赤小菊 黄小菊

8～9月開花用小菊苗、花色は赤・白・黄系品種

鑑別品種80％前後の八重率プラグ苗受注承り中！

288穴トレイ（260本保証）＠￥30

406穴トレイ（360本保証）＠￥20～

MSプラグ＃406　375本保証　1本＠￥24.5（八重品種）
（固化培土使用）

288穴トレイ（265本保証） 1本＠￥25

MSプラグ＃１６２　150本保証　1本＠￥70　発注単位1トレイ（3～4トレイ／箱）

各品目の栽培マニュアルについては、お気軽にお問い合せ下さい。
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春・秋シーズンの花壇苗キャンペーン企画先取り案内！
2019年6月30日締切りキャンペーン企画実施中

ももかシリーズ
＠10.99円／本（480本保証）

わらくシリーズ
＠12.99円／本（出来高）

みやびシリーズ
＠12.99円／本（出来高）

毎年9月より早割りキャンペーン実施
納期別に注文締切日指定の計画生産型

ニューデイシリーズ（混合）
512穴トレイ
（470本保証） ●15.8円／本

クラシックシリーズ（混合）
512穴トレイ
（470本保証） ●14.8円／本

カウアイシリーズ（混合）
512穴トレイ
（470本保証） ●14.8円／本

スプレンデス＆ファリナセア
512穴トレイ
（470本保証） ●10.8円／本

クラクル＆ポップシリーズ（混合）
512穴トレイ
（470本保証） ●10.8円／本

インプレザシリーズ（混合）
512穴トレイ
（470本保証） ●14.8円／本

ハッピーシリーズ（各混合）
512穴トレイ
（470本保証） ●15.8円／本

マンボGPシリーズ（単色）
512穴トレイ
（470本保証） ●12.8円／本

ウィザードシリーズ（混合）
512穴トレイ
（470本保証） ●11.8円／本

アンバサダーシリーズ（単色）
512穴トレイ
（470本保証） ●12.8円／本

パシフィカXPシリーズ（単色）
512穴トレイ
（470本保証） ●13.8円／本

スプリントプラスシリーズ（単色）
512穴トレイ
（470本保証） ●12.8円／本

リビエラシリーズ混合
512穴トレイ
（470本保証） ●10.8円／本

ミリオンサン
512穴トレイ
（470本保証） ●19.8円／本

セネターIQシリーズ（単色）
512穴トレイ
（470本保証） ●12.8円／本

グラフィティシリーズ（単色・混合）
512穴トレイ
（出来高） ●26.8円／本

キャンペーン企画の詳細については、代理店又は営業担当者までお問い合せ下さい。

○発注単位：8トレイ／箱（シリーズアソート可）　＃512　480本保証＆出来高生産
○納期予定：8月13日週～9月30日週（8週間の期間中開催）
○対象品種 ・ももかシリーズ ・なごみももか ・ももKids ・混合含む全種　＠￥10.99／本（480本保証）
 ・わらくシリーズ（小輪パンジー） ・みやびシリーズ（中輪パンジー） ・きらりシリーズ（大輪パンジー）　＠￥12.99／本（出来高）
 ・ふっくら這い性ビオラあいシリーズ ・フリル咲きフリズルスイズルシリーズ　＠￥13.99／本（出来高）

全16品種

●アスター ●インパチェンス ●ガザニア ●金魚草

●コリウス

●ビンカ

●ペチュニア

●サルビア

●ベゴニア

●ペンタス

●サンビタリア

●ベゴニア

●松葉ほたん

●トレニア

●ベゴニア

●ロベリア

フリズルスイズルシリーズ
＠13.99円／本（出来高）
※2トレイより受注承ります。

○数量：同納期6トレイ以上（各品目アソート可） ※品種によっては種子の都合により生産を中止する場合がございます。
 ※生産農場の都合により、同送出荷が出来ない場合がございます。
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グラッセレッド プチぷよ レッドグラッセオレンジ プチぷよ イエローTYグラッセレッド TYグラッセオレンジ

パパイヤ栽培風景
（ハワイオウロ）

白願寺ゴーヤー島豊

ビッグフィンガー

オキテング25号

台農2号

ベニテング

ハワイオウロ

島の唄

フィンガー5 ハラペーニョ

ハバネロレッド

島の恋 沖縄島とうがらし

レッドサン

白ひすい アンチョ

ハバネロオレンジ

沖縄島オクラ バナナクリーム

タバスコ

島心

TYまなつレッド キャンディーレッド

でかうま 甘美人 金美人 黒美人

プチぷよTYグラッセシリーズ グラッセシリーズ

島娘

白せんぼん・緑せんぼん

沖縄純白ゴーヤー

すずめゴーヤー沖縄あばしゴーヤー

沖縄願寺ゴーヤー

沖縄中長ゴーヤー

●〈100粒〉@¥6,300
願寿ゴーヤーの白タイプで果重は700g
になる。果長は約30～35cm、苦味が少
なくサラダにも好適。

●〈100粒〉@¥6,300
アバシタイプのF1品種、豊産型。果長
32cm、果重は800gになる大型種。ハウ
ス、露地栽培に兼用でき、長期収穫が可
能。

●〈1㎗約1,000粒〉@¥2,550
莢長20cmでもスジが入りにくく、
柔らかい5角オクラ。暑さに非常に
強く、生育剛健で作りやすい

●〈20㎖約180粒〉@¥3,800
●〈1㎗約900粒〉@¥17,000

●〈20㎖約220粒〉@¥3,800
●〈1㎗約1,100粒〉@¥17,000

●〈20㎖約200粒〉@¥5,800
●〈1㎗約1,000粒〉@¥25,500

●〈20㎖約260粒〉@¥3,300
●〈1㎗約1,300粒〉@¥14,000

●〈1㎗約1,000粒〉@¥2,550
在来種と比べ2～3週間早く収穫
でき、角オクラと比べ、やわらかい
ので食味は良く、獲り遅れても固く
ならず、スジが入りにくい。

●〈1㎗約1,000粒〉@¥2,400
極早生の五角オクラ。
小葉で節間がつまり密
植栽培が可能。 ●〈1,000粒〉@¥18,500

辛さ ★★☆☆☆

●〈1,000粒〉@¥4,500
辛さ ★★★★★

●〈1㎗約1,000粒〉@¥3,000
収量の多い丸莢オクラ“島の唄”
の赤色莢タイプ。スジが入りにくい
ため食味が良い。

●〈20㎖約1,200粒〉@¥1,600 
●〈1㎗約6,000粒〉@¥5,000
果は2～3cmくらいの小型
の品種。非常に辛く、沖縄
では泡盛に漬けて調味料
として日常的に利用してい
る。西洋料理にも応用で
きオリーブオイル漬けなど
にも使うことができる。

野菜として利用の場合は、青い
うちに収穫し皮と中の未熟種子
を取り除き、千切りにして油いた
めやキンピラにしたり、汁物の具
として利用。果物では表皮が半
分ほど黄色く色付いた頃に収穫
し、常温で追熟させる。暖地、中
間地の露地植えでも3～4月に
定植すると10月頃に収穫が可
能。温度さえあれば周年を通し
て収穫が可能。

●〈1㎗約1,000粒〉@¥2,850
莢色が鮮やかな赤紫色の五角オ
クラ。F1五角オクラと同等かそれ
以上の収量性がある。

●〈1㎗約1,000粒〉@¥1,800
果色が白に近い珍しい
オクラ。島オクラと同
様の丸莢で柔らかく食
味が良い。

●〈1,000粒〉@¥18,500
辛さ ★☆☆☆☆

●〈1,000粒〉@¥4,500
辛さ ★★★★☆

●〈1㎗約1,000粒〉@¥800
沖縄在来の丸莢オクラ。角オ
クラと比べ、やわらかいので
食味は良く、獲り遅れても固
くならず、スジが入りにくい。

●〈1,000粒〉@¥21,000
辛さ ☆☆☆☆☆

●〈1,000粒〉@¥4,500
辛さ ★★★☆☆

●〈1㎗約180粒〉@¥6,000
●〈1ℓ約1,800粒〉@¥48,000
大型で果長25～30cm、果重は平均で
400g位になり、肉厚でほどよい苦さがあ
り、バランスの良い食味に優れる

●〈100粒〉@¥3,400
春まき初夏～初秋獲り専用の耐暑性プ
ラム型ミニトマト。

●〈100粒〉@¥4,400
丸形で果重約20gの赤色ミニトマ
ト。糖度は8度前後、果皮が口に
残らずジューシーで食味が良い。

●〈100粒〉@¥5,000
果重約12kgになる俵型の大玉スイカ。果皮は薄緑
色で縞は無い。糖度は12度前後と安定し、肉質が
しっかりして崩れにくい。

●〈100粒〉@¥5,000
果皮は緑色で黒縞が入る楕円型品種。果重は3～
4kgで糖度は12～13度と甘みがある。

●〈100粒〉@¥5,000
珍しい黄色皮の品種。果重2～3kgで糖度12度前後
と安定する。夏季収穫の目安は着果後35日前後。

●〈100粒〉@¥5,000
果皮が極濃緑で薄く縞が入り、果重2～3.5kgになる。
糖度は12度以上に安定する。果皮が厚いため日持ち
が非常に良い。夏季収穫の目安は着果後40日前後。

●〈100粒〉@¥5,300
赤ちゃんのほっぺのような果型、果皮がとても薄く、
とろけるような食感のミニトマト。イエロータイプも登
場！

●各品種〈100粒〉@¥4,150
トマト黄化葉巻病に対して耐病性を示
す。果重22～25gのやや大きめのミニト
マト。糖度は約9度に安定する。

●各品種〈100粒〉@¥1,950
果重18～23g、糖度9～10度、甘さとコ
クの中に少しの酸味がある。

●〈100粒〉@¥5,700
節 に々成る多収量ゴーヤー。果長30cm
位で果重は250～300g、ハウス栽培、
露地栽培に兼用でき長期収穫が可能。

●〈1㎗約200粒〉@¥8,000
●〈1ℓ約2,000粒〉@¥65,000
果重50g～100gになるミニゴーヤー。炒め
物、天ぷら、漬物などに利用。白と緑の混植
でグリーンガーデンを作るのも面白い。

●〈1㎗約180粒〉@¥6,500
●〈1ℓ約1,800粒〉@¥53,000
大型で果長25～30cm、果重は平均で
400g位になり、肉厚でみずみずしく苦瓜
が初めての方でも無理なく食べられる。

●〈1㎗約200粒〉@¥8,000
●〈1ℓ約2,000粒〉@¥65,000
果重約30gの小型の苦瓜。ピクルスなどの漬物、
天ぷら、炒め物などに利用。比較的苦味は強い。
緑のカーテンなどの観賞用としてもおもしろい。

●〈1㎗約180粒〉@¥1,700
●〈1ℓ約1,800粒〉@¥14,500
沖縄在来の品種で果長20～25m、果重
は200g位になり、中長に比べみずみず
しく苦味はマイルド。

●〈1㎗約180粒〉@¥3,200
●〈1ℓ約1,800粒〉@¥23,000
超大型で果長30～35cm、果重は平均
で500g位。肉厚でみずみずしく食味良
い。

●〈1㎗約180粒〉@¥1,700
●〈1ℓ約1,800粒〉@¥14,500
沖縄在来の品種で果長25～30cm、果重は
250g位になり、豊富に含まれている苦瓜のビタミ
ンCは熱を加えても壊れにくく夏バテ防止に最適。

沖縄産種子をメインとし、おいしい野菜の種を御提供いたします。
変わり品種も多数！ 春のポット苗販売に注目が集まります。

ゴーヤー

トマト

スイカ

パパイヤ　オキテング・台農2号とうがらしオクラ

●1㎗ 約180粒
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1年大株苗（裸苗）

●〈1箱10～50株バラ入ります〉@¥200／1株
予納締切日：12月下旬　納期：1月中旬～

春ウコン

島らっきょう らくだらっきょう

ドダレ 三州セレベス 近江

島にんにく

秋ウコン 紫ウコン

ウェルカムパッケージ3株入

ホワイト六片

●〈20kg入〉@¥24,000　●〈300gネット入・50P入〉@¥480
春ウコンは肝臓機能改善の漢方薬として飲用。

納期：7月～9月
●〈20kg入〉@¥35,500　●〈120gネット入・５０P入〉@¥480
沖縄在来の小粒らっきょうで、香りが強く肉がしまって
います。

●〈ネット2kg袋〉@¥2,000
※1箱10kg～20kg入ります。
予納締切日：6月上旬　納期：8月上旬～

●各品種とも〈1箱20kg入〉価格はお問い合わせ下さい　予納締切日：12月下旬　納期：3月上旬～ ●各品種とも〈1箱20kg入〉価格はお問い合わせ下さい　予納締切日：2月下旬　納期：3月下旬～

納期：7月～9月
●〈20kg入〉@¥51,000　●〈120gネット入・５０P入〉@¥550
沖縄で古くから栽培されているにんにくです。小粒で
りん片が多く、香りが強いのが特徴です。

●〈20kg入〉@¥24,000　●〈300gネット入・50P入〉@¥480
有効成分クルクミンの含有量が多く、別名ターメリックとして知られて
います。胃や肝臓の漢方薬として飲用。

●〈20kg入〉@¥33,500　●〈300gネット入・50P入〉@¥660
別名ガジュツ。シネオール、カンファーなど有効成分を含み健胃の漢
方薬として飲用。

●〈1箱30袋～〉@¥600／1袋（3株入）
予納締切日：12月下旬　納期：1月中旬～

●〈ネット1kg袋〉L・Mサイズ
価格はお問い合わせ下さい
※1箱10kg入ります
予納締切日：7月下旬　納期：8月下旬～

●品種：紅東、金時、玉豊
●〈50本1束〉@¥1,000～
※1箱30束入ります、品種の組み合わせは可能です。
※天候の影響で納期に変更があります。
予納締切日：2月上旬　納期：5月上・中旬

●〈2kg入〉@¥3,800（約400球入）
※1箱10kg～20kg入ります。
予納締切日：2月上旬　納期：7月下旬～
早たま：収穫時期 年内～4月

●〈1箱20kg入〉@¥10,000
予納締切日：11月下旬　納期：11月下旬～
※傷み防止の為、芋は洗浄していません。
農林大臣賞受賞の生産者が特別栽培にこだわった
赤城大玉です。

●〈25g×5袋入1箱〉@¥650／1箱
※25g1袋で蒟蒻芋1kgをこんにゃくにできます。
誰でも簡単にご家庭で作れる「こんにゃくの素」をご
利用下さい。

変わり野菜の苗物から球根類を多数御用意致しました。
季節商品となりますので、お早めのお問い合わせお願い致します。

ウコン　●出荷時期：3月～5月　●植付け時期：4月～6月　●収穫時期：11月～12月

さといも種芋　品種・ドダレ・八つ頭・石川早生・セレベス

らっきょう種球

玉ネギ種球 玉ネギ苗 ネギ苗 サツマイモ苗

アスパラガス苗

ショウガ種芋　品種・三州・近江

ニンニク種球

赤城大玉コンニャク芋＆こんにゃくの素

●品種：OP黄、ネオアース、赤玉ねぎ
●〈50本1束〉@¥380
※1箱50～70束入ります、品種の組み合わせは可能です。
予納締切日：8月下旬(1,000束以上の場合は5月下旬)
納期：10月下旬～11月上旬

● 品種：石倉一本、ホワイトツリー、下仁田、赤ネギ系
●〈50本1束〉@¥380
※1箱50束入ります、品種の組み合わせは可能です。
予納締切日：9月下旬　納期：3月上旬
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ライトピンク（春～秋咲性）

ペンタローズ（秋咲性）

ホワイト（春～秋咲性） ラベンダー（春～秋咲性）

バーシカラー（秋咲性）

サンラック（春咲性）

ゴールドアイランド（秋咲性）パルマピンク（秋咲性）

◎産地：新潟県
掲載品種以外にも取扱できますのでご照会下さい｡

◎価格はご照会下さい｡ タヒチ バルドローム

ブライダルクラウン

ガーデンジャイアント ピンクチャーム

フロスティスノー ステンレス

キングアルフレット アーリーセンセーション

バーレンワイン ブリティッシュギャンブル テータテータ（房咲き）

レッドパワー

ストロングゴールド

ピンクインプレッション

オーリアンズ

クイーンオブナイト

クリスマススィート

ジュディスレスター

アラジン

ゴールドラッシュ

アンジェリケ

◎産地：新潟県
輸入球他､掲載品種以外にも取扱できますのでご
照会下さい｡

◎価格はご照会下さい｡
 チューリップ球根の規格 3.3当たりの

植え付け球数規格（球周） 入数
13cm（13cmup） 600球 約240球
12cm（12～13cm） 700球 約250球
11cm（11～12cm） 900球 約270球
10cm（10～11cm） 1200球 約300球

（球根サイズ） 約8cmサイズ球
 （Ⓡ管理ラベル付き）
（受注単位） 100球単位

〈商品概要〉
実生から生産したレアな球根植物。国内で流通実績
があり、葉のカールとバランスの良い花が人気。

〈栽培の注意点〉
▷ 0度以下にならない（霜が当たらない）ように温室で
栽培。但し、気温が高い時期であれば露地でも栽培
可能。
▷鉢サイズは一球植えで10.5ｃｍ～12ｃｍ。
▷Phは5.2、EC1.2程度で管理（オランダでの実績）。
▷芽が動き出すまでは灌水しないでください。
▷ 光が多いほど葉は良くカールします。室内の太陽
光が少ないところでは葉がカールしなくなります。
日光に当てると再びカールします。
▷ 球根定植後にトップジン等で消毒を行ってくださ
い。
▷定植から約3ヶ月で花茎が伸び始めます。
▷定植直後の過灌水、病気の発生にご注意ください。
▷ 発芽処理済みの球根をお届けしますが、その後の
管理によって生産ロスが出ることがあります。

 水仙球根の規格（二芽､三芽は異なる場合があります｡）
球周 入数 球周 入数
12cm 600球 15cm 350球
13cm 500球 16cm 300球
14cm 400球 17cm 200球以下

ラッパ咲き カップ咲き 変り咲き

1月上旬　5月下旬
※航空便にてオランダより輸入

納期

（品種登録出願中　受理番号　第26393号）

6～8月納期

国産無処理球8月上旬～納期

8月下旬～納期

ブラジルイエロー（秋～冬咲性） ブラジルホワイト（秋～冬咲性）
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オリエンタル

LAハイブリッド

6～8月
10～11月

納期

2～4月納期開花期

◎産地：種子島
掲載品種以外にも取扱できますのでご照会下さい｡

◎価格はご照会下さい｡
フリージア球根の出荷規格

特大球 2000球
大球 3000球
中球 4000球
小球 6000球
極小球 10000球

アラジン サンドラ

スカーレットインパクト

ブルーシー

ラピッドイエロー

アンバサダー ピンクサンレッドビューティー

アヌーク

◎産地：新潟県・オランダ産
掲載品種以外にも輸入冷蔵球など取扱できますので
ご照会下さい｡
◎価格はご照会下さい｡

百合球根の規格 3.3当たりの
植え付け球数規格（球周） 入数

20～22cm 100球位 約50球
18～20cm 150球位 約60球
16～18cm 200球位 約80球
14～16cm 300球位 約100球
12～14cm 400球位 約120球
10～12cm 500球位 約140球

シベリア ソルボンヌ

イエローダイヤモンド

テーブルダンス

アルブフェイラ

アウトバック

リッチモンドアルバタックス

※P88にもありますのでご参照下さい。
エレガンス シリーズ
花色豊富な中生種
ライトピンク　クリーム　オレンジ　
サーモン　ホワイトストライプ
フリアンダイン シリーズ
早生のピコティー系
ゴールドピコティー
リビエラフェスティバル混合

エレガンス ライトピンク エレガンス オレンジ

リビエラフェスティバル混合

エレガンス クリーム

フリアンダイン ゴールドピコティー

ラナンキュラス球根の出荷規格
LL 約50球～70球/L
L 約130球/L
M 約220球/L

ミスタージョン

アルビベッタ

エレガンス

ビアンカパーララジアータ オーレア アルビフローラ

ボーデニー

パトリシア

国産無処理球9月上旬～納期

高温くん煙処理球8月中旬～納期

8月上旬～納期
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ロータスピンク（シャローム）
定番桃花品種

メージョーインプレッション
大型種

メージョーNEWピンク
中型種 桃花

チョコトップ
中型種

紫苑（パープルガーデン）
中型種

テクラ
矮性大輪種 濃桃

ラッタワン
大型種

メージョーNEWホワイト
中型種 白に薄桃

メージョージャスミン
中型種 白花

チェリープリンセス
ミニ 白に桃

チェンライスノー
白花大輪種

フラッシングスター
バイカラー大輪種

レッドトーチ
超大輪新品種

メーテンNo.1
切花向き品種

ロータスホワイト（チェンマイホワイト）
大輪白花品種

メージョースノー
中輪白花品種

ロータスローズ
生産少量品種

マスターピース
桃花中型種

エメラルドパゴタ
緑花、切花向き

エメラルドチョコゼブラ
緑花、切花向き

2～4月納期

掲載品種以外にも取扱いがございますので、ご照会
下さい。タイ産。
※ 現地の作況により、入荷状況が変動しますので、お
問合せ下さい。
※栽培環境・品種により収穫量は異なります。
※作柄により、供給出来ない事が御座います。
販売規格：100球／品種より
●定植（4月末～6月中旬）→出荷時期（7月～10月）
●収穫量：約10本／株　切花
〈栽培ポイント〉
発芽には、気温・地温共に16℃以上確保出来る環境
が必要で、温度不足では発芽不良を起こします。用土
は、保水力が強く腐食に富んだ用土に、緩効性肥料
を施肥、育成中の肥料切れに注意します。鉢物栽培
の場合の鉢サイズは、5～7寸の深鉢に2球植えてボ
リュームを確保します。覆土は2～3cm行います。

2月～納期

スカーレットフレーム

タマノナガレ

オーキントンブルーアイ

ダニエルクッション モンブラン

オータムローズ

アメージンググレース

ピンクパール
ミニ 桃

中型品種

大輪品種 大型品種ミニ・矮性品種 草丈が低く鉢物にできます。
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®印の品種は、増殖等の切り花生産以外のご使用はできませんので、ご注意ください。

〈オランダ直輸入球〉
厳正なる国の規準に合格した球根のみが輸入を許されております。安心してお使い下さい。
● カタログ以外の品種についてもお取扱いしております。当社までお問合せ下さい。
抑制用冷蔵球の冷蔵保管料は、4月発送の分から1箱につき、1か月ごとに400円を加算させていただきます。
●ご注文の際には、ご希望の納期・規格をご指定ください。
●輸入球の入数が変更になる場合は、ご注文時にお知らせいたします。
●納期：（輸入球）2月中旬～　●価格はご照会ください。
●早期受注は常時受付いたします。2月中旬～納期のご予約は、10月末までにお願いします。

規格（ｃｍ） 目安（球根の周径） 入　　数
14/+ 14cm以上 400球
12/14 12～14cm 625球
10/12 10～12cm 1,000球
8/10   8～10cm 1,500球
6/8   6～  8cm 3,000球

シマローサⓇ

草丈
100～

120

（cm）

【倒花日数】85～110
【 作 型 】促成・季咲き・半抑制
【 特 性 】採花率が良、促成向き。

バックスター

草丈
120～

130

（cm）

【倒花日数】85～100
【 作 型 】促成・季咲き・抑制
【 特 性 】花の上りが遅いが、栽培し

易い。

ジェシカ

草丈
110～
120

（cm）

【倒花日数】70～85
【 作 型 】促成・抑制
【 特 性 】抑制では小花が出易い。

ファットボーイⓇ

草丈
120～

130

（cm）

【倒花日数】75～100
【 作 型 】季咲き・抑制
【 特 性 】やや柔らかめな品種、花色

が良い。

カルマⓇ

草丈
110～

130

（cm）

【倒花日数】70～90
【 作 型 】促成・季咲き・抑制
【 特 性 】雨が多い時期の栽培は注

意。鮮やかなピンク。

マンハッタン

草丈
110～

130

（cm）

【倒花日数】90～100
【 作 型 】促成・抑制
【 特 性 】大輪で花が密に付く。

オアシスⓇ

草丈
110～

130

（cm）

【倒花日数】70～90
【 作 型 】促成・季咲き・抑制
【 特 性 】ボリュームのある大輪種。

マグマⓇ

草丈
110～

140

（cm）

【倒花日数】85～100
【 作 型 】促成・季咲き・抑制
【 特 性 】ボリュームのある品種。

アドレナリンⓇ

草丈
110～

130

（cm）

【倒花日数】80～95
【 作 型 】促成・季咲き・抑制
【 特 性 】曲がり難い、出穂時の水分

不足に奇形、茎折れ注意。

マスカーニ

草丈
100～

120

（cm）

【倒花日数】70～85
【 作 型 】促成・抑制
【 特 性 】開花揃い・採花率が良い。

フェアリーテイルピンクⓇ

草丈
120～

130

（cm）

【倒花日数】75～95
【 作 型 】促成・季咲き・抑制
【 特 性 】多雨時でも耐病性あり、細めの草姿。

ハンティングソング

草丈
100～

130

（cm）

【倒花日数】65～80
【 作 型 】促成・季咲き・抑制
【 特 性 】促成に好適な品種。抑制も可能。穂が

堅く曲がり難い品種。

チノンⓇ

草丈
110～

130

（cm）

【倒花日数】75～95
【 作 型 】促成・季咲き・抑制
【 特 性 】穂焼けし難い。広い作型が可能。

ビッグビジネス

草丈
130～

140

（cm）

【倒花日数】80～100
【 作 型 】促成・季咲き・抑制
【 特 性 】ボリュームがあり、抑制でも栽培可。

フレボエフェクトⓇ

草丈
120～
140

（cm）

【倒花日数】85～100
【 作 型 】促成・季咲き・半抑制
【 特 性 】草丈が取れる。

ベンベヌートⓇ

草丈
110～

130

（cm）

【倒花日数】85～95
【 作 型 】促成・季咲き・抑制
【 特 性 】大輪で花が密に付く。窒素過多に注

意、早めの消毒要。

バンプⓇ

草丈
120～

130

（cm）

【倒花日数】70～90
【 作 型 】促成・季咲き・抑制
【 特 性 】暗室開花は花色が薄くなる。

シュガーベイブⓇ

草丈
110～

130

（cm）

【倒花日数】75～95
【 作 型 】促成・季咲き・抑制
【 特 性 】評価の高い桃、夏場の穂焼け注意。
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®印の品種は、増殖等の切り花生産以外のご使用はできませんので、ご注意ください。

パフォーマーⓇ

草丈
120～

130

（cm）

【倒花日数】70～90
【 作 型 】促成・季咲き・抑制
【 特 性 】草丈が取れ、作りやすい品種。

プリンスオブオレンジ

草丈
110～

120

（cm）

【倒花日数】70～95
【 作 型 】促成・季咲き・抑制
【 特 性 】草丈を取るには8/10cmサイズをお

すすめ。

ビオレッタⓇ

草丈
100～

120

（cm）

【倒花日数】80～95
【 作 型 】半促成・季咲き・抑制
【 特 性 】紫の定番、地温上昇に注意。

フレボビーチⓇ

草丈
120～

140

（cm）

【倒花日数】90～110
【 作 型 】促成・抑制
【 特 性 】草姿バランスの良い品種。

カシスⓇ

草丈
120～

130

（cm）

【倒花日数】
【 作 型 】促・季・抑
【 特 性 】暗室開花は赤色。

コパークイーンⓇ

草丈
120～

130

（cm）

【倒花日数】85～100
【 作 型 】促成・季咲き・抑制
【 特 性 】花首が伸び易い。

スノードンⓇ

草丈
120～

140

（cm）

【倒花日数】90～100
【 作 型 】促成・季咲き・抑制
【 特 性 】ソフィーの代替え品種として期待。抑

制向き。

ペシュメルバⓇ

草丈
130～

150

（cm）

【倒花日数】80～100
【 作 型 】促成・季咲き・抑制
【 特 性 】ボリュームのある、オレンジの有望

種。

ノバゼンブラⓇ

草丈
110～

120

（cm）

【倒花日数】85～100
【 作 型 】季咲き
【 特 性 】ボリュームのある品種。

フレボアイスⓇ

草丈
130～

150

（cm）

【倒花日数】80～100
【 作 型 】促成・季咲き・抑制
【 特 性 】調査中。

フレボスノーⓇ

草丈
120～

130

（cm）

【倒花日数】75～95
【 作 型 】促成・季咲き・抑制
【 特 性 】耐病性がある。ソフィー代品候補。

ソフィーⓇ

草丈
110～

130

（cm）

【倒花日数】80～90
【 作 型 】促成・季咲き・抑制
【 特 性 】白花代表種。穂焼けし難い。

ニューウェーブⓇ

草丈
110～

120

（cm）

【倒花日数】75～90
【 作 型 】促成・抑制
【 特 性 】低温低日照条件下に抵抗性あり。

グランプリⓇ

草丈
100～

120

（cm）

【倒花日数】75～95
【 作 型 】促成・抑制
【 特 性 】低温低日照に対応可、高温期には花弁薄く桃

入る。定植後の地温上昇に注意。

エッセンシャルⓇ

草丈
110～

120

（cm）

【倒花日数】75～90
【 作 型 】促成・季咲き・抑制
【 特 性 】バランスの良い草姿、抑制向き。

ファドⓇ

草丈
120～

140

（cm）

【倒花日数】85～100
【 作 型 】半促成・季咲き・抑制
【 特 性 】花上りが緩やか。

モヒートⓇ

草丈
110～

130

（cm）

【倒花日数】65～80
【 作 型 】促成・抑制
【 特 性 】穂首が太く、花が回りなが

ら咲く。

ミルカⓇ

草丈
120～

130

（cm）

【倒花日数】70～90
【 作 型 】促成・季咲き・抑制
【 特 性 】茎が硬く、ボリュームのあ

る人気種。

ノリⓇ

草丈
110～

120

（cm）

【倒花日数】65～75
【 作 型 】促成・抑制
【 特 性 】しなやかな品種。

コスタⓇ

草丈
110～

130

（cm）

【倒花日数】60～85
【 作 型 】促成・季咲き・抑制
【 特 性 】コントラストの良い花色。

採花までが早い。
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●一部オランダのデータを参照しています。栽培地によって異なりますので、参考として下さい。

栽培ポイント ●グラジオラス●

作　　型 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 産　　地

沖永良部／山川

山川

沖縄／沖永良部

沖縄

暖地（伊豆では露地）

平地

平地／準高冷地

高冷地

高冷地

準高冷地

平地

暖地

沖縄／沖永良部

三浦半島／和歌山

栽培上の留意点・その他

露地促成栽培

露地普通栽培

露地抑制栽培

露地２度切り栽培

被覆下促成栽培
（ハウス・トンネル）

低温処理（休眠打破のための） 冷蔵（発芽抑制のための） 植つけ 開花 被覆

小～極小球を植えて自家養成し、6～7月に収穫。6℃内外で30～42日低温処
理。
小～極小球を植えて自家養成し、7～8月に収穫。6℃内外で30～42日低温処
理。
低温処理済みの早掘り球を使用。日照をよくするために疎に植える（100～120球
/3.3）。ブラインド発生の少ない品種の選択が重要。
沖縄では4月中旬以降の切り花出荷はむれやすいので、植えつけは1月中旬以降
にならないように。
6葉期の晩霜に要注意。被覆下でも凍結しないように保温に努める。早生品種を
選ぶ。
ハウス暮出し切り花の後作に有利。ただし、鉄砲ゆり・水仙の後作にはネダニがつ
きやすく不向き。

根つけ後1～2か月曇天が続くと切り花が遅れるので、植つけ時の天候に留意。夏
期朝日が強く当る所では葉先が傷みやすいので注意。

出穂時以降台風にあうと被害甚大。夏期の乾燥時葉ダニの防除に努める。

植つけ後、低日照が続くとブラインドをおこしやすくなりますので、大きめの球根を
ご利用ください。

植つけ時の高温の害を避けるためやや深植えにし、敷ワラなどにより地温を下げ、適温を保つ。日照を
よくするため疎に植える。ブラインド発生の少ない品種を選ぶ。
抑制栽培の切り花を球根を残して採花。1回目の採花は12月初めまでに終わる必
要がある。

●適　地
日当たりと排水がよい処女地が理想的で、連作は最低3年間は避け、水
稲との輪作ができれば最適です。梅雨、秋雨時期の比較的高温多湿の
時期や真夏の生育適温以上の高温の時期に、4～5葉期までの幼苗期が
重なると発病しやすいため、この悪条件を避けた作型を選択する必要が
あります。鉄砲ゆりや水仙の後作はネダニがつきやすく、特にマルチ栽
培、ハウス栽培は避けた方がよいでしょう。
●施　肥
窒素過多は発病しやすく、特にアンモニア態窒素の過剰は、根の枯死、けん引
根の不発生、葉先の枯れ込み、球根の腐敗などを生じます。元肥は、N.P.K.各
成分とも10a当たり、中球以上で５～10kg、小球以下で10～15kgを全面に
すき込みます。pH：5 ～6.5。ハウス栽培は、乾燥しすぎると肥料濃度が高ま
り、生育不良になりやすいので、チューブ灌水などで適湿を保ちます。
●定　植
被覆下の促成栽培は、浅植えにして、高地温で発芽を促します。高温時
に植えつける抑制栽培は、10cmぐらいにやや深植えにし、敷ワラなどで
地温を下げます。抑制栽培用の球根は、定植が遅いほど大きい球根を植
えつけます。

●品質のよい切り花を咲かせる条件
・４～６葉期に日照が十分であることが必要で、この時期の低照度は、開
花率の低下、小花の減少を生じます。
・６葉期の低温は、花芽の形成が止まります。また、０～３葉期に低温を受
け、その後低照度短日下で栽培するとブラインド株が生じます。
・乾燥地を避け、適湿を保つことが必要です。
●グラジオラスアザミウマの防除
・球根生産では完全に防除を行い、良球の生産をしていますが、切り花生
産をする場合に次のことに留意のうえ防除してください。
・被害の症状
花に白い斑点が生じ、形が崩れ、開花しないことがあります。茎葉にウイ
ルス症状に似た白い縞模様が生じます。黒い排泄物がつきますので、ウ
イルスと区別できます。
・防除法
定植前に、球根をオルトラン水和剤1,000倍液に10分間浸漬します。栽
培中は、オルトラン水和剤1,000倍液を２週間おきに２回程度散布しま
す。

ドルチェビタⓇ

草丈
110～

120

（cm）

【倒花日数】
【 作 型 】促・抑
【 特 性 】1番花から曲りが出易いが咲揃いは

良い。

プリシラ

草丈
130～

150

（cm）

【倒花日数】75～95
【 作 型 】促成・抑制
【 特 性 】草丈が取れ、抑制向きの品種。

ピンクパロットⓇ

草丈
120～

130

（cm）

【倒花日数】85～100
【 作 型 】促成・季咲き・抑制
【 特 性 】フリンジの入る鮮やかなピンク。

ビッグイベントⓇ

草丈
120～

130

（cm）

【倒花日数】75～95
【 作 型 】促成・季咲き・抑制
【 特 性 】赤穂で鮮やかな花色。

ジェスターⓇ

草丈
120～

130

（cm）

【倒花日数】80～100
【 作 型 】促成・抑制
【 特 性 】花が密に付く。

チョップスⓇ

草丈
110～

120

（cm）

【倒花日数】
【 作 型 】季・抑
【 特 性 】ボリューム有。

バナナラマⓇ

草丈
120～
130

（cm）

【倒花日数】70～90
【 作 型 】促成・季咲き・抑制
【 特 性 】花首が細いが、草丈が取

れる。

ダイナマイトⓇ

草丈
120～

140

（cm）

【倒花日数】
【 作 型 】季
【 特 性 】花色注目。

スピードデイトⓇ

草丈
120～

140

（cm）

【倒花日数】65～80
【 作 型 】促成・季咲き・抑制
【 特 性 】薄い黄色。生育揃いが良

い。

プリンセスマーガレットローズ

草丈
100～

110

（cm）

【倒花日数】65～80
【 作 型 】促成・季咲き・半抑制
【 特 性 】小花が密に付く、低日照時

ブラインド注意。

カリスマⓇ

草丈
110～

130

（cm）

【倒花日数】85～100
【 作 型 】季咲き・抑制
【 特 性 】花穂が堅く太い。

ケインⓇ

草丈
120～

130

（cm）

【倒花日数】
【 作 型 】促・季・抑
【 特 性 】鮮やかなアプリコット色。

グリーンスターⓇ

草丈
100～

120

（cm）

【倒花日数】85～100
【 作 型 】促成・季咲き・抑制
【 特 性 】咲き始め緑、開花後は黄色くな

る。低日照時ブラインド注意。

エスタボニータⓇ

草丈
120～

140

（cm）

【倒花日数】80～100
【 作 型 】半促成・季咲き・半抑制
【 特 性 】草丈の伸びが良く、花持ち

が良い。肥料控えめが良い。
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「オクタマ園芸培土シリーズ」

システムソイル

メトロミックス® レディアースシリーズ

プロフェショナルソイル

ベラボン（ヤシの実チップ）生産者用

おすすめ

生産者用培養土　安心して使える専用培土

長年プロ農家に愛用されてきました。そのまま使える育苗培土!!
草花から野菜・高級鉢花の育苗に安心して使える培養土です。
特　　長

・大量ロット生産を行っておりますので、品質が安定しております。
・天然有機資材を使用しており保水性・通気性に優れております。
・添加している肥料により、初期生育から安定した生育を促します。
・赤玉腐葉土・ピートモス・パーライト・完熟堆肥・他の入った高級培土
・EC0.7以下・PH6～6.5

商品名 タイプ 規格 10トン車 4トン車 価格 備考
プロフェショナルソイルG フレコンバック 1,000ℓ 18袋 10袋 ￥15,800 送料： 関東30,000円

～50,000円プロフェショナルソイルG40 ポリ袋 40ℓ 600袋 300袋 ￥850
※フレコンバック注文に際してはフォークリフトの準備をお願いいたします。
※フレコンバックとポリ袋の混在も可能です。　※ご希望に応じてブレンドもいたします。 1,000ℓフレコンバック

微量要素入りの安心して使える専用土
特　　長

①粒子がサラッとしており均一な用土詰めができ、軽くて作業が楽です。
② 三相のバランスが良く良質なブラックピートを使用しており、吸収性排水性が抜群。
③ 苗の生育に合わせた速効・中効・緩効性肥料を使用しており、生育初期の施肥は不要。

商品名 規格 用途 N-P-K(㎎/ℓ) 価格
システム ソイル101号 花用 50ℓ・約18kg 播種専用土 100-1,000-100 ￥2,580
※発送単位：１袋より　送料別途　※春期・秋期にキャンペーン有！詳しくは各営業担当者までお問い合わせください。

101号播種専用

オクタマ培土・花用 オクタマ培土N-80

オクタマ培土N-120（草花用）オクタマ培土N-190

トルコキキョウ育苗や草花・野菜の播種に最適。

① 天然ゼオライトを主成分とし植物の生育に必要な養分をバランス良く配合し、長期間効きます。
② 保肥力が高く、生育に応じてチッソ成分を徐々に溶出するため高温期でも従長しにくい。
③ 発芽揃いが良く、従長・肥切れしにくく、長期の無追肥育苗が可能です。

商品名 特長・用途 規格 価格
オクタマ培土・花用 トルコキキョウ・長期育苗向 50ℓ・約18㎏ ￥2,500
オクタマ培土 N-80 草花用・短期育苗向 50ℓ・約12㎏ ￥2,300
オクタマ培土 N-120 草花用・高温期・短期育苗向 50ℓ・約12㎏ ￥2,300
オクタマ培土 N-190 オールシーズン対応 50ℓ・約12㎏ ￥2,300
※ 送料別途

 播種・挿し芽にお勧め！！ 信頼と実績の人工培養土
プラグ・箱播き・挿し木・鉢物・苗物等に最適の培養土です。

商品名 特長・用途 規格 価格
メトロミックスたねまき用 赤玉とマグアンプ配合の播種用 40ℓ・約8～12kg ￥1,900 
メトロミックス350 播種・挿し芽・鉢物・花壇苗 約79ℓ・約15～20kg ￥4,000
メトロミックス360 播種用には不向き・定植用 約79ℓ・約15～20kg ￥4,000
メトロミックス250 パーライトが均一になりました 約79ℓ・約15～20kg ￥4,100
レディアースパーライト パーライト混合 約79ℓ・約14～18kg ￥4,000
レディアース 400穴以上のプラグトレイにお勧め 約79ℓ・約14～18kg ￥4,000
※送料別途・5t車225袋・10t車450袋 送料元払

メトロミックスメトロミックスたねまき用

特　　長

吸水・保水・排水性にすぐれています!!
「ベラボン」は天然ヤシの実のスポンジ状繊維を特殊加工によりチップ状
にしたコンポストです。洋ランなどの鉢花用から、切花、野菜などの床土用
まで幅広い実績があり、園芸初心者から生産者まで親しまれております。

商品名 容量 用　途
ゴールド・ベラボン 100ℓ （３M＋SのMIX）オールラウンド
スーパーベラボン 100ℓ （チップ＋繊維＋粉）土壌改良・マルチング
ベラボン 5M／L 100ℓ （チップ状）住粘土質用土壌改良
あく抜きベラボン 3M／5M／L 100ℓ （チップ状）小～大鉢混合用
あく抜きスーパーベラボン 100ℓ （チップ＋繊維＋粉）養液栽培・鉢物
※20袋以上特価設定あり　※送料別途　※1ケース3袋入り
※あく抜きベラボン3Mのみ20袋からの受注となります

ベラボン スーパーベラボン

ゴールド・ベラボン

小さく
なったり

大きく
なったり

水を吸って

乾いて

1.5倍水に浸すと1.5倍に膨張！！
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エクセルソイルセット

エクセルソイル＆PPトレイ

ニュージーランド産 水苔

マルチング資材

ハンディータイプの苗抜き具（特許申請中）
　　　　　　　・1列用でハンディタイプだから持ち運び便利
　　　　　　　・これ1本であらゆるトレイに対応可能
　　　　　　　・ トレイの種類が変わっても、セル間ピッチやピンの本数を変

える事が出来ます。
商品名 規格 付属品 価格

苗ヌッキーな 295×30㎜ 4φ・6φ×30㎜×各16本 ￥9,000
※送料別途（1c/s10本で元払）北海道・沖縄・離島は別途

特　　長

苗ヌッキーな！

育苗固化培土（エクセルソイル） おすすめ
■ エクセルソイル育苗タイプの特長 ■
ユーストマ育苗に最適　根の生育に段違いの効果!!

培土をトレイに充填後、100℃で加熱
処理してお届けします。

培土が固化されているので、根巻を待
たずに移植作業が容易。

●根巻前の稚苗が移植可能
（ユーストマ）

●稚苗移植による直根（右）

パンジーの稚苗移植が可能

再充填タイプエクセルソイル・トレイセット406

エクセルソイル＆PP512

3kg

150g

インテリアバーク 50ℓ

定植適期苗

パンジー普通育苗（左）・エクセル苗育苗（右）

1kg

500g

ナチュラルバーク 50ℓ

※送料別途
商品名 形　式 箱単位 ソイル単価 トレイ単価 合計価格

エクセルソイル・トレイセット 128 播種・挿木用 10枚 ￥620 ￥430 ￥1,050
エクセルソイル・トレイセット 200 播種・挿木用 10枚 ￥580 ￥430 ￥1,010
エクセルソイル・トレイセット 288 播種・挿木用 14枚 ￥580 ￥430 ￥1,010
エクセルソイル・トレイセット 406 播種 18枚 ￥480 ￥430 ￥910
エクセルソイル・トレイセット 512 播種 18枚 ￥480 ￥430 ￥910
〔ポイント〕
・ 用土は無肥料の状態ですので、発芽後に極薄い液肥を散布して生育を促してください。
・ 商品到着後はカビ防止の為速やかに開封して清潔な湿度の低い所で管理してください。
・カビが発生した場合には、殺菌剤等で洗い流してからご使用願います。

ポリプロピレン製のトレイの為割れにくく使い易い。 ※送料別途
商品名 規　格 色 センターリブ 形　式 箱入数 価格

エクセルソイル&PPトレイ128 128穴 黒 有 播種・挿木用 10枚 ￥770
エクセルソイル&PPトレイ200 200穴 黒 無 播種・挿木用 12枚 ￥750
エクセルソイル&PPトレイ288（深） 288穴 黒 無 播種・挿木用 12枚 ￥750
エクセルソイル&PPトレイ406（深） 406穴 黒 有 播種用 18枚 ￥630
エクセルソイル&PPトレイ406（深） 406穴 白 有 播種用 18枚 ￥680
エクセルソイル&PPトレイ512 512穴 黒 無 播種用 18枚 ￥630

輸入水苔の中でも最も高品質なニュージーランド産。　※送料別途
商品名 容量 入数 価格

NZ産水苔

3kg 1

オープン1kg 6
500g 10
150g 30

自然な風合いのグランドカバーとして。 ※送料別途
商品名 容量 入数 規格 サイズ（ｃｍ）

インテリアバーク
50ℓ 1 2L～３C ２L（8～10） ２S（１～２）
6ℓ 8 2L～３C L（6～8） ３S（1以下）
2ℓ 24 M～３C M（４～６）

ナチュラルバーク 50ℓ 1 L・M・S S（２～４）

トレイを工場に返却して頂き、
ソイル代金のみで充填致します。再充填タイプ

「苗ヌッキーな」
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 枠付き新機能トレー・システムトレー・カゴトレー

システムトレー90

01型（フラコントレーサイズ）

枠付き新機能トレーAC-KT105

02型（小深トレーサイズ）

中粒
約1.5g φ13mm

小粒
約0.8g φ9mm

ミニ
約0.4g φ8mm

枠付き新機能トレー… ポットが穴に入っているから、飛び出し
事故が激減。

商品名 従×横×高 穴数 入数
AC-KT28（9cmポット用28穴） 39.5×50×7.5 28 50枚
AC-KT40（9cmポット用40穴） 38.6×57.7×7.0 40 50枚
AC-KT105（10.5cmポット用24穴） 38.5×52.5×8.6 24 50枚
システムトレー90 48.5×32.5×7.5 24 30枚
システムトレー105 47×37.5×8.5 20 30枚
01型（フラコントレーサイズ） 52.8×38.3×10 － 50枚
02型（小深トレーサイズ） 50×34×8.5 － 50枚
※送料別途 

オススメの生産資材

肥料（置肥錠剤肥料）
特　　長

①苗物・鉢物専用の置肥錠剤肥料です。Sサイズ1錠0.8g・Mサイズ1錠2g
② 窒素・リン酸・カリの他マグネシウム・カルシウムを含み、植物の生育に必素の成分をバラ
ンスよく配合しています。
③肥効期間は約3～5週間、施用初期から後期まで段階的に溶出し植物に吸収されます。

商品名 規格 施肥量 1箱粒数 価格
グローアー錠剤Sサイズ 9.3㎏ 3号鉢（1粒）・4号鉢（1～2粒）・5号鉢（1～3粒） 約11,400錠 ￥5,980
グローアー錠剤Mサイズ 9.3㎏ 3.5号鉢（1～2粒）・4号鉢（1～2粒）・5号鉢（1～3粒） 約4,500錠 ￥5,980
※送料別途　5c/s以上元払　北海道・沖縄・離島は別途

グローアー錠剤

プロミック錠剤 オキサミドタイプ

粒状施肥・薬剤供給器「ショットくん」

0.5G 1G

0.5g用 1g用

スライドコマ

・正確な施肥・薬剤供給が可能になり、作業能率大幅UP！！
・薬剤に触れる回数を大幅に削減で安心
・スライドコマ交換で、0.5g、1g、1.5gと正確に供給できます。

商品名 付属用コマ 容器 適用 価格

ショットくん（肥料用） 1g・1.5g用 500g コーティング肥料 ￥14,500

ショットくん（薬剤用） 0.5g・1g用 500g オルトラン・アクタラ・
アドマイヤー・ベストガード ￥14,500

肥料用コマ 1g・1.5g／2g用 ￥1,080／￥1,200
薬剤用コマ 0.3g・0.5g・1g・1.5g用 各￥1,080
肥料用バネ／薬剤用バネ（ステンレス製） ￥530／￥1,000
※送料別途

粒状施肥・薬剤供給器「ショットくん」

特　　長
・ゆっくり効く成分（オキサミド）を配合しており、安定した効果が持続
・鉢花・花壇苗・野菜苗・観葉植物・花木類など幅広く使用可
・植物の生育に必須の成分をバランスよく配合
・1錠の重量がほぼ均一のため、生育がそろいます

種類・タイプ 品名・成分 サイズ
日本肥料登録保証書 分析値 ケース

重量
入数

（1ケース当たり）窒素 リン酸 カリ マグネシウム マンガン ホウ素 カルシウム

プロミック錠剤
オキサミドタイプ 8-25-8

中粒 約1.5g
8 25 8 5 0.1 0.05 9 9.3kg

約  6,000粒
小粒 約0.8g 約11,400粒
ミニ 約0.4g 約22,500粒

※送料別途　2c/s以上元払　北海道・沖縄・離島は別途

オキサミドとは
化学的に合成された、水に溶解しにくい窒素肥料です。窒素成分は、微生物によっ
てゆっくりと分解されます。植物に対して、ゆっくりと長く効果を発揮し、特に根の生
育以降かがあります。過剰な成分の溶出がありませんので、土中の微生物環境、土
壌成分に影響が少ない肥料です。

ピータース液肥

高純度粉末液肥
液肥（水溶性肥料）
高純度な成分、微量要素を配合した粉末液肥で、キレート処理をしているため非常に吸収され
やすく、また、肥料による過度の塩類集積が起きません。沈殿しにくく、完全に水に溶けます。
商品名 用　途 規格/入数 特　長 価格

20-20-20 植物全般 10kg／１袋 最もよく使われ、あらゆる植物に効果があります。 ￥8,450
13-2-13 プラグ育苗・花壇苗 10kg／１袋 プラグ育苗と花壇苗、鉢物生産用に効果 ￥8,300
15-2-20 パンジー・サルビア・ビンカ用 10kg／１袋 コンパクトな生育と鮮やかな花色に設計 ￥8,800
10-30-20 開花促進用・花芽分化 10kg／１袋 花つき、花色をよくし、大きく咲かせる効果があります。 ￥10,350
15-30-15 リン酸補強用 10kg／１袋 リン酸不足を補うのに効果的です。 ￥9,300
15-0-15 曇天・冬季向、カルシウム補強用 10kg／１袋 硝酸態窒素主体、カルシウム16％配合 ￥9,000
※送料：5袋以上運賃元払い　北海道・沖縄・離島は別途規定運賃。

ピータース 即効で純度の高い水溶性肥料
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セルトレー・プラグトレー

サイズ、色豊富な安定品質の定番商品です。
サイズ
(cm) 入数 黒 白 カラー  カラー 標準高さ

(cm) 穴数
7.5 6,000入 ● ● ●（15色） 6.7 底1カ所
8.0 5,000入 ● ● ●（14色） 7.1 底1カ所
9.0 4,000入 ● ● ●（24色） 7.8 底1カ所
10.5 3,000入 ● ● ●（24色） 9.0 底1カ所
12.0 2,000入 ● ● ●（17色） 10.1 底1カ所
※送料：5c/s以上運賃元払い（北海道・沖縄・離島は別途）

黒・白・カラー　ポリポット

挿しラベルが抜けにくく、水はけ良好
商品名 入数（トレー数） 黒 白 カラー  カラー 挿しラベル 底穴 スリット

SSP90 3,600（4） ● － ●（24色） ● 1カ所 なし
CSP90 3,600（4） ● － ●（24色） ● なし スリット4
CSP105 3,000（4） ● － ●（24色） ● なし スリット4
CSP105（底穴） 3,000（4） ● － ●（24色） ● 1カ所 なし
※送料：5c/s以上運賃元払い（北海道・沖縄・離島は別途）

CSPポット＆SSPポット

陶器のような質感で寄せ植えや大鉢作りに最適
品番 品名 外径×高（mm） 色 入数 価格
#1453 セラアート平鉢18号 178×89 白・黒 100×2 白 ￥80 黒 ￥72
#1451 セラアート平鉢21号 210×115 白・黒 130 白 ￥162 黒 ￥133
#1441 セラアート平鉢27号 270×150 白・黒 30×2 白 ￥267 黒 ￥225
#1442 セラアート平鉢33号 335×173 白・黒 20×2 白 ￥433 黒 ￥358
#1449 セラアート長鉢5寸 144×170 白・黒 40×3 白 ￥127 黒 ￥97
#1443 セラアート長鉢6寸 184×197 白・黒 18×3 白 ￥275 黒 ￥233
#1444 セラアート長鉢7寸 210×228 白・黒 15×2 白 ￥383 黒 ￥333
#1445 セラアート長鉢8寸 238×260 白・黒 13×2 白 ￥433 黒 ￥383
#1446 セラアート長鉢尺 285×320 白・黒 10×2 白 ￥850 黒 ￥642
※送料：5c/s以上運賃元払い（北海道・沖縄・離島は別途）

セラアートシリーズ

単体・連結育苗ポット・カットパック

挿しラベルポットに
広穴タイプができました。

トレーをセット 連結ポットをセット 押し機で押す

CPS105底1穴

プラグトレー

SSP90

セルトレー

#1453 #1451 #1441 #1442

平鉢

#1449 #1443 #1444 #1445 #1446

長鉢

黒ポット各種

連結ポット

ポットカッター
単体ポット AC-90Tポット

カラーポット4連カットパック

・ポリプロピレン製でとっても丈夫な割れにくい製品です。
・再利用には殺菌処理が不可欠ですが、割れにくい為とっても長持ち。

商品名 センターリブ トレー寸法 色 入数 価格 備考
セルトレー128 有 545×280×38 黒

1ケース
100枚入

¥100
段ボール梱包の場合

1枚＋10円

〈受注生産〉
白トレー＠＋30円

セルトレー162 × 545×280×44 黒 ¥100
セルトレー200 × 545×280×40 黒 ¥100
セルトレー288 × 545×280×39 黒 ¥100
セルトレー288SH × 545×280×26 黒 ¥100
セルトレー406 有 545×280×20 黒 ¥110
セルトレー406DP 有 545×280×26 黒 ¥110 上穴加工＠＋20円セルトレー512I × 545×280×22 黒 ¥110
プラグトレー200 × 589×300×43 黒 1ケース

100枚入
¥80 白トレー＠＋30円

プラグトレー288 × 589×300×39 黒 ¥80 段ボール梱包
※セルトレー…通常育苗トレイタイプ　※プラグトレイ…水稲育苗箱タイプ
※10c/s 以上運賃元払い（北海道・沖縄・離島は別途）

・単体：安価で抜群の抜けの良さ
・連結：ポットカッターと併用すれば作業効率更にUP!!
・カットパック：4連POTで02出荷トレーにピッタリ！！

商品名 タイプ 規格 1c/s入数 カラー
AC-75

単体
7.5cm 8,000個

黒・カラー

AC-90 9cm 5,000個
AC-105 10.5cm 3,000個
AC-75-40

連結

7.5cm 200枚
AC-90-24 9cm 200枚
AC-105-20 10.5cm 150枚
AC-90-35 9cm 150枚 黒
AC-90 L 単体

ラベル挿し
9cm 3,840個

黒・カラーAC-105 L 10.5cm 3,000個
AC-90-24 L 連結

ラベル挿し
9cm 160枚

AC-105-20 L 10.5cm 150枚
4連カットパック2×2 ラベル挿し4連 1,200個 黒・カラー
ポットカッター 契約書及び使用料が必要となります。
・単・連結ポット…カラー全16色・　カットパックカラー全11色
・送料：10c/s以上運賃元払い（北海道・沖縄・離島は別途運賃）

オススメの生産資材
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・手作り玄人風の伝統品で非常に軽くて疲れない。
・水溜まりが丸形で、非常に柔らかい水が大量・均一に出ます。
・噴盤がネジ式の為、脱着が簡易です。

商品名 穴サイズ 水量 価格
PRO-30K ねじ0.5mm 外部0.4mm 毎分10～30ℓ ￥16,000
PRO-30K用噴板 直径約5cm ￥1,950
　　〃　パッキン 0.35mm ￥350
PRO-50K 毎分20～50ℓ ￥19,800
PRO-50K用噴板 直径約7cm ￥5,500
　　〃　パッキン ￥350
※柄の長さ：2種共に35cm　特注にて変更可能
※送料：PRO-30K・50K送料元払、部品については送料別途

ハスグチ「グローイングシャワー」 おすすめ

散水ノズルセット ドラム ウォーターリングツール

収穫台車

オススメの生産資材

PRO-50K

PRO-30K
30K 噴盤

50K噴盤

商品名 ハスグチタイプ／色 穴サイズ 水量 穴数 全長 価格 商品名 全長 価格
■MS40RD 標準／赤 0.3mm 26.5ℓ/2.7bar 1000 57cm ￥5,800 MS60RD 77cm ￥6,000
■MS40GR 狭域／緑 0.3mm 24.8ℓ/2.7bar 1000 ５７cm ￥5,800 MS60GR 77cm ￥6,000
■MS40OR ワイド／オレンジ 0.3mm 26.5ℓ/2.7bar 1000 ５７cm ￥5,800 MS60OR 77cm ￥6,000
■MS40AL 大型鉢物・植木 0.9mm 42ℓ/2.7bar 400 ５７cm ￥6,100 MS60AL 77cm ￥6,300
ハスグチ 赤・緑・オレンジ － － 1000 － ￥2,600 発送単位：2ヶより
ハスグチ アルミニウム 0.9mm － 400 － ￥2,900 発送単位：1ヶより
シャットオフバルブ アルミニウム － － － － ￥3,800 発送単位：1ヶより
シャットオフバルブ プラスチック － － － － ￥1,280 発送単位：2ヶより
タッチ＆フロー シャットオフバルブグリップ － － － － ￥2,600 発送単位：1ヶより
インラインフィルター － － － － ￥4,000 発送単位：1ヶより
※送料別途

アメリカ製生産者向け耐圧ホース対応型散水ノズル
・ホースコネクター外径18mm
　 ※耐圧ホース内径18mm（国内規格 園芸6号）への接続が可能

シャットオフバルブ
アルミニウム

シャットオフバルブ
プラスチック

タッチ＆フロー
シャットオフバルブグリップ インラインフィルター

MS60GR

MS40RD

①正確：ベンチュリー方式のため、高精度です。
②故障が少ない：動く部分がないため故障が少ない。
③安全：水圧が変化しても混入比率は変わりません。 ※送料別途
商品名 口径（mm） 流水量（ℓ／分） 混入倍率 価格
FPS-1S 15・20・25 3～15 200倍 ￥3,800
FPS-2S 15・20・25 15～50 800倍 ￥3,800
FPS-3S 25 50～150 400倍 ￥3,800
FPS-4S 15・20・25 15～50 400倍 ￥3,800

（注）形式は流水量でお選びください。範囲を外れると混入しないことがあります。
 粘度の高い液肥や、水より比重が小さな液は使用できません。

液肥混入器「エフピーエス」

アルミ製でとっても軽く丈夫な収穫台車
・開閉式タイプは側枠が開く為お花を傷めず取り出せます。
・ハンドルを付けると更に操作性UP。
商品名 タイプ サイズ（長×幅×高） 重量 価格 備考
AH-310 ノーパンクタイヤ 82×31×76cm 7.1kg ￥２６,５0０ 側枠開閉式タイプ
AH-410 エアー入りタイヤ 82×31×76cm 7.2kg ￥３０,０００ 側枠開閉式タイプ
AH-510 ノーパンクタイヤ 74×31×80cm 6.3kg ￥26,800 側枠固定式タイプ
ハンドル ￥3,100 AH-310・410・510取付可
シート 116×176cm ￥780 発送単位10枚
※送料：2台で元払い（沖縄・北海道・離島は別途）
商品名 サイズ（長×幅） 積載重量 価格 備考

CN-200S 160～205×53.5cm 80kg ￥27,000 カゴトレー4～5枚積可
CNT-360S 160-205×53.5cm 80kg ￥41,500 カゴトレー9枚積載可
※送料：2台で元払い（北海道・沖縄・離島は別途）

AH-510

CN-200S

AH-410

CNT-360S

ハンドル ラックスカーゴ

・棚板は6cm間隔で高さの調整が可能。
・荷物の移動や陳列に最適。

商品名 サイズ（長×幅×高）積載重量 価格 備考
ラックスカーゴRC-B3 175×64×160cm 200kg ￥82,000 棚板2枚付（3段）
ラックスカーゴ棚板 160×58cm 80kg ￥19,500
※送料：1台元払い（北海道・沖縄・離島は別途）※ 棚板別途

アルミ製フラコン台車

液肥混入器「エフピーエス」

・非常に柔らかい水が大量に出ます
・ 水量 毎分10～26ℓでの利用をお勧めします
　（MS40ALは、毎分35～45ℓがお勧め）

おすすめ

AL
GR OR

RD



107＊表示価格は税抜き価格です　＊全ての品種の写真が掲載されておりませんことをご了承ください。

資
　
　
材

単糸標準・強力フラワーネット（黒色・黄色黒線入り）

耐候性がよく、耐用年数が長く強風に強い、冬でも柔らかく露地栽培に最適です。
升目（cm） 2目 3目 4目 5目 6目 7目 8目 9目 10目

10・11・12cm角 ￥2,800 ￥3,300 ￥3,750 ￥4,300 ￥4,800 ￥5,300 ￥5,800 ￥6,350
13・14cm角 ￥2,600 ￥3,200 ￥3,700 ￥4,200 ￥4,700 ￥5,200 ￥5,700 ￥6,200
15・16cm角 ￥2,600 ￥3,150 ￥3,600 ￥4,100 ￥4,600 ￥5,100 ￥5,550 ￥6,050
17・18・20角 ￥2,500 ￥3,000 ￥3,600 ￥4,100 ￥4,600 ￥5,100 ￥5,550

22・24・26・27・28・29・30～40cm ￥2,650 ￥3,150 ￥3,800 ￥4,200 ￥4,600 ￥5,100
・素材：ポリエチレン　・長さ100m　・400デニール24本

撚糸フラワーネット（茶色・黒色）

升目（cm） 2目 3目 4目 5目 6目 7目 8目 9目 10目
10・11・12cm角 ￥3,100 ￥3,600 ¥4,150 ¥4,700 ¥5,300 ¥5,850 ¥6,400 ¥7,000
13・14cm角 ¥2,850 ¥3,550 ¥4,050 ¥4,650 ¥5,200 ¥5,750 ¥6,250 ¥6,800
15・16cm角 ¥2,850 ¥3,450 ¥3,950 ¥4,500 ¥5,050 ¥5,600 ¥6,100 ¥6,650
17・18・20角 ¥2,800 ¥3,300 ¥4,000 ¥4,500 ¥5,100 ¥5,600 ¥6,100

22・24・26・27・28・29・30～40cm ¥2,900 ¥3,450 ¥4,150 ¥4,650 ¥5,050 ¥5,600
・素材：ポリエチレン　・長さ100m　・400デニール30本　・送料：20枚以上元払い

撚糸フラワーネット（シルバー）

耐候性がよく、耐用年数が長く強風に強い、冬でも柔らかく露地栽培に最適です。
商品名 直径（mm） 長さ（m） 価格 備考
ポリ紐1号 2 830 ￥3,900 標準・強力ネットに最適
ポリ紐2号 2.9 520 ￥3,550 撚糸ネットに最適
黒撚72本 2.7 660 ￥3,000 撚糸ネットに最適
ハイクレ 3 440 ￥3,400 滑らず、取り扱い易い

・送料：20玉以上元払い　※上記全商品、北海道･離島は送料別途

〈ポイント〉
①電源不要の自動換気扇
　 ハウス内の温度が上昇すると内部弁が自動で開き、上部
に滞留する熱気を廃熱。
②台風・強風から大切なハウスを守ります
　 強風時、エコ扇のファンが激しく回転し、ハウス内の気圧
を下げます。
③ハウス内の空気循環・生育環境を整えます
　 エコ扇によって空気の滞留が減少し、カビや病気が発生し
にくくなります。

【製品仕様】
材質 本体部分／プラスチック成形
センサー部分 形状記憶合金
本体寸法 外径約300mm×高約650mm
温度調節範囲 0℃から40℃で自由に設定可能
設定アロウアンス ±5℃
※詳細については本社営業までお問い合せください。

撚糸フラワーネット用ポリ紐（茶色・黒色）

NEW エコ扇 自動温度調節換気扇

単糸強力フラワーネット

撚糸フラワーネット

フラワーネット用ポリ紐

黒撚72本

ハイクレ

ハイクレ
ポリ紐

フラワーネット

太陽光線による老化や硬化現象に極めて強く、耐用年数の長いことで好評を得ています。
升目（cm） タイプ 3目 4目 5目 6目 7目 8目 9目 10目

10・11・12cm角 標準 ￥2,450 ￥2,850 ￥3,100 ￥3,350 ￥3,600 ￥3,850
15cm角 標準 ￥2,050 ￥2,450 ￥2,800 ￥3,150 ￥3,550 ￥3,950 ￥4,300 ￥4,650

10・11・12cm角 強力 ￥2,850 ￥3,150 ￥3,450 ￥3,750 ￥4,050 ￥4,300
13・14・15・16cm角 強力 ￥2,300 ￥2,700 ￥3,150 ￥3,550 ￥4,000 ￥4,400 ￥4,800 ￥5,200
17・18・20cm角 強力 ￥2,700 ￥3,150 ￥3,550 ￥4,000 ￥4,400 ￥4,850 ￥5,350 ￥5,800
23・25・30cm角 強力 ￥2,900 ￥3,250 ￥3,650 ￥4,000 ￥4,450 ￥5,050

・素材：ポリエチレン　・長さ100m　・標準タイプ4,500デニール　・強力タイプ7,000デニール　・送料：20枚以上元払い

作業効率を高める抜群の使いやすさ

オススメの生産資材

設置方法 シンプルで取り付け簡単！ 
設置後のメンテナンスも殆どありません。電源不要！ 配線工事一式無用！

コンパスカッターを
用いて直径15cmの
穴を開けます。

エコ扇を下からビ
ニールに差し込みま
す。

補助パイプを沿えて
エコ扇を挟み込むよ
うに固定。

写真のような収まり
でエコ扇設置完了！

❶ ❷ ❸ ❹10～15坪に1台設置でOK!
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・特殊サイズ・オリジナル印刷もご希望に応じて製造致します。
・送料：1c/s以上運賃元払
 （1c/s未満別途・1,000枚単位組合せ出荷可能）
・フラワーシューター運賃別途

特記事項

商品名 サイズ（厚さ※上幅×下幅×高さ） 箱入数 1枚単価 1箱価格
R-1MH #20※320×150×400＋40 3,000枚 ￥11.6 ￥34,800
R-2MH #20※370×175×400＋40 3,000枚 ￥12.9 ￥38,700
R-3MH #20※400×200×400＋40 3,000枚 ￥14.1 ￥42,300
R-4MH #20※450×250×400＋40 3,000枚 ￥17.1 ￥51,300

フラワーシューター スタンドタイプ ￥75,000

フラワーシューター用フラワースリーブ

切り花用フラワースリーブ

直売所用の化粧切花スリーブ
デザイン性が高く、直売所などで他品と差別化
商品名 厚 上幅 下幅 高さ 上部形上 箱入数 1枚単価 1箱価格
フラワー小 #30 150 40 500 波抜 4,000枚 ￥5.7 ￥22,800
フラワー中 #30 200 50 500 波抜 4,000枚 ￥6.5 ￥26,000
フラワー大 #40 250 50 500 波抜 4,000枚 ￥8.4 ￥33,600
フラワー特大 #40 300 50 550 波抜 4,000枚 ￥9.9 ￥39,600
※送料：1c/s以上運賃元払（1c/s未満別途1,000枚単位組合せ出荷可能）

切花用フラワーコート

灌水チューブ スミサンスイNEWマルチ

植物のダメージを防ぎます。
商品名 厚 上幅 下幅 高さ 箱入数 1枚単価 1箱価格 柄

ポリアソ4寸 #30 310 145 250 5,000枚 ￥5.7 ￥28,500 無地
4.5寸 #40 385 170 300 4,000枚 ￥10.9 ￥43,600 無地
5寸（大） #40 420 195 350 4,000枚 ￥13.4 ￥53,600 無地

5寸（大）－涼風 #40 435 195 350 2,600枚 ￥16.3 ￥42,380 無地穴開
6寸－涼風 #40 465 240 350 2,600枚 ￥18.2 ￥47,320 無地穴開

※送料：1c/s以上運賃元払（1c/s未満別途1,000枚単位組合せ出荷可能）

鉢物用フラワーコート

縦裂き

〈他社製品〉 〈自社製品〉

特殊加工により
縦裂きしにくい
フイルム加工

特殊加工技術による高品質切花スリーブ
ミクロの穴が酸素の通りをよくし、鮮度を長時間保持致します。レー
ザーで穴を開ける為、バリがなく滑らか。

・鮮度保持…特殊原料と徴孔により蒸れ、変色を防ぎます。
・輸送・運搬…輸送時の花へのダメージを最小限に抑えます。
・作業性…“サラッ”としており作業効率UP。
・品質…特殊加工により、破れにくく品質が安定しています。

商品名 サイズ（厚さ※上幅×下幅×高さ） 箱入数 1枚単価 1箱価格
スプレー6H #20※300×150×450 6,000枚 ￥6.3 ￥37,800
スプレーL6H #20※320×180×450 6,000枚 ￥7.3 ￥43,800
S-1MH #20※320×140×450 6,000枚 ￥10.3 ￥61,800
S-2MH #20※370×150×450 6,000枚 ￥11.4 ￥68,400
S-3MH #20※400×170×450 6,000枚 ￥12.3 ￥73,800
トルコMH #20※450×250×450 6,000枚 ￥15.4 ￥92,400
アストロメリア #20※350×150×450 6,000枚 ￥6.5 ￥39,000
ガーベラ中MH #25※112×22×85 60,000枚 ￥0.96 ￥57,600
※MH表記はメッシュタイプになります。

特　　長
・細かいピッチで密栽栽培に最適です。
・水平散水のため、マルチ下灌水に最適です。
・花や葉に水がかからず、病気の発生が防げます。

商品名 規格 仕様 発送単位 価格
スミサンスイNEWマルチ60 100m巻 3cmピッチ

1.5cm千鳥

5巻

￥5,500
スミサンスイNEWマルチ60 200m巻 ￥11,000
スミサンスイNEWマルチ100 100m巻

5cmピッチ
2.5cm千鳥

￥5,500
スミサンスイNEWマルチ100 200m巻 ￥11,000
スミサンスイNEWマルチ100-03 100m巻 ￥5,500
スミサンスイNEWマルチ100-03 200m巻 ￥11,000
※送料別途

特　　長

フラワーシューターフラワーシューター用フラワースリーブ

鉢花用フラワーコート
※全体をすっぽり覆うため、出荷から流通まで、花や葉を保護します。

鉢花用フラワーコート

スミサンスイマルチ60

切花用フラワースリーブ

ヒートシール孔径0.2mmΦ

スミサンスイNEWマルチ60

散水孔

3cm

ヒートシール孔径0.2mmΦ

スミサンスイNEWマルチ100

散水孔

5cm

ヒートシール孔径0.3mmΦ

スミサンスイNEWマルチ100-3

散水孔

5cm

オススメの生産資材
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オリジナル・既製カラーラベル

ハイフローラ 生産者用切り花鮮度保持剤

ファンタジー液に切り花をそのまま原液に漬けるだけの吸い上げタイプ。
商品名 規格 1箱入数 色の種類 価格

ファンタジー全22色

100㎖×5本入 50本 レッド・ブルー・イエロー・グリーン・ピンク・ブラック・グランブルー
ラベンダー・ロイヤルブルー・オレンジ・ミント・セピア
パープル・メロン・マスタード・チョコレート・モカ
ルビー・アプリコット・キャメル・コバルト・モスグリーン

￥1,500
1ℓ 4本 ￥1,600
5ℓ 2本 ￥7,500
20ℓ 1本 ￥26,500

ファンタジーグリセリン 1ℓ 4本 ファンタジー1＋グリセリン1で
枝物類をソフトドライ加工

￥1,600
5ℓ 2本 ￥7,500

・各色組み合わせにて注文承ります。5ℓ・20ℓタイプは受注生産　・送料：1ケース以上元払

切り花染色剤ファンタジー（19色）

切花や鉢物を染色して、ゴージャスに演出できます。
商品名 種類・用途 規格 入数 価格

デザイナーズ・グリッター グリーン・ボルドー・ブルー・パール・ メタリック・ゴールド 全6色
65g 18本 ￥1,350
300g 4本 ￥5,400

デザイナーズ・グルー 色専用スプレーのり 100㎖ 18本 ￥550
2ℓ 6本 ￥5,000

デザイナーズ・スノー スノーパウダー 125g 12本 ￥3,000
スノーシフター 専用振り掛け機 ̶ 6個 ￥1,380

プランツカラー ブルー・グリーン・イエロー・オレンジ・
レッド・バイオレット・ブラック 全7色

85㎖ 30本 ￥950
1ℓ 6本 ￥5,000

※送料：1ケース以上元払　各色組み合わせにてご注文承ります。

デコレーション染色剤

花苗用カラーラベル

・ポット苗の高級感イメージアップに役立ちます。
・ラベルを付けることによって、市場でも注目度up！
・ オリジナルラベルポップは、販売者・販売店に商品をア
ピールする重要なアイテムです。 ※送料別途

タイプ サイズ（幅×高）発送単位 製作・版代 価格
ももか・あいシリーズラベル 90×160 100枚 ̶ ￥980　
わらくシリーズラベル 48×145 100枚 ̶ ￥750　
オリジナルノーマルタイプ 38×125 5,000枚 ￥9,000～ ＠￥7.5～
既製ワイドタイプ 48×145 100枚 ̶ ￥750～
オリジナルワイドタイプ 48×145 3,000枚 ￥12,000～ ＠￥7.8～
既製ビッグタイプ 60×145 100枚 ̶ ￥980～
オリジナルビッグタイプ 60×145 3,000枚 ￥12,000～ ＠￥9.8～

タイプ サイズ（幅×高）発送単位 製作・版代 価格
ACラベル 1型既製

40×130
1,000枚 ̶ ￥4.5

ACラベル 1型オリジナル 5,000枚 ￥6,000～ ￥5.0
ACラベル 2型既製

50×126
1,000枚 ̶ ￥6.0

ACラベル 2型オリジナル 5,000枚 ￥6,000～ ￥6.5
ACラベル 3型既製

62×144
1,000枚 ̶ ￥7.5

ACラベル 3型オリジナル 5,000枚 ￥6,000～ ￥8.0
トレーポップ

190×260
1,000枚 ̶ ￥60

トレーポップオリジナル 1,000枚 ￥6,000～ ￥65

既製ラベル

オリジナルラベル

ガーデンシクラメン プリムラ

きいろももか

なごみももか りんりん

わらくビーコン

うみももか

まいちゃん

みるくももか

ゆうちゃん

わいんももか

あいちゃん

ルピナス オーロラ

共通ラベル

なごみももか ふぁんふぁん

わらくストロベリー アジアンガーデンピンクのベロニカ

カフナバイオレット ロベリアイソトマ

（ワイドタイプ） （ノーマルタイプ）

オススメの生産資材

ハイフローラ製品一覧

STS単剤処理 ハイ/トルコ処理

バラ・ブルーバラ・ロイヤルブルー

デザイナーズ・グリッター プランツカラー

デザイナーズ・スノー

ハイフローラは切り花の生産から消費まで鮮度保持をトータルサポート。
商品名 規格 1箱入数 1本単価 有効品種 特長 使用倍率 処理時間

ハイフローラ
／20（STS剤）

5ℓ 2 ￥6,300 ・カーネーション・デルフィニューム
・トルコキキョウ

エチレン発生を抑制し、花弁収縮、
しおれ、落下を防止します。 200倍 10～24時間処理20ℓ 1 ￥20,000

ハイフローラ
／コンク（STS剤）

1ℓ 6 ￥4,000 〃 ハイフローラ／20の5倍濃縮タイプ １０００倍 10～24時間処理5ℓ 2 ￥16,000
ハイフローラ
／トルコ

5ℓ 2 ￥5,000 トルコキキョウ 従来のSTS錠剤では補えない花弁の発色蕾開花等に効果があります。 100倍 12～48時間処理20ℓ 1 ￥16,000
ハイフローラ
／スターチス（STS剤）

5ℓ 2 ¥4,500 スターチス 栄養成分とSTS処理により花弁の落下を
抑え花色を鮮やかにし花を大きくします。 20～30倍 6～24時間処理20ℓ 1 ¥14,500

ハイフローラ
／リリー

5ℓ 2 ¥9,500 百合 花を大きく美しく咲かせることができ、花弁
の退色低減や葉の黄変も抑制可能です。 100倍 3時間処理20ℓ 1 ¥32,300

ハイフローラ
／ガーベラ

1ℓ 6 ¥1,600 ガーベラ 茎を変色させることなくバクテリアの繁
殖を抑え水揚げをスムーズに行います。 500倍 2～3時間処理5ℓ 2 ¥7,000

ハイフローラ／バケット
バケット輸送用鮮度保持剤

1ℓ ６ ￥1,600 切花全般 バケット輸送用の鮮度保持剤で500倍に希釈でき低コスト
です。水あげを良くすると共に高い防腐性能を示します。 500倍 5～6時間処理5ℓ 2 ￥6,500

※送料：1ケース以上元払
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ご注文について
＊ご注文はファックス等にて、ご住所・お名前・電話番号・商品名・数
量・納期を正確にお知らせください。
＊ご注文の数量はカタログ記載の単位以上かつ記載単位の倍数
でお願いいたします。
＊商品に対するクレームは、到着後3日以内とさせていただきます。

お支払いについて
＊ご注文は原則として前金でお願いいたします。
＊ご注文の際は送料をご加算の上ご送金ください。入金後に商品
を発送させていただきます。
＊当カタログに記載の価格には、消費税、送料は含まれておりません。
＊ご送金は下記のいずれかでお願いいたします。口座名義はいず
れも、株式会社ムラカミシードです。
銀行口座振込……………… 常陽銀行 友部支店
 普通1467578
郵便振替…………口座番号00160-1-147129
 株式会社 ムラカミ　シード
郵便為替および小切手……必ず書留にてお送りください。
現金書留：金額の間違えにつきましては、責任を負いかねますの
で、ご送金時に再度ご確認ください。万一、普通便で着金せず紛失
しても弊社では責任を負いません。

送料について
＊お客様のご負担とし、実費をご請求させていただきます。

お願い
＊ご注文商品で出回り期および入荷時期が異なる商品等は分送と
なりますので、予めご了承ください。
＊価格はカタログまたは価格表に記載の価格に基づきますが、農
作物の特性として変動することがありますのでご了承ください。
＊品種登録の表示のある品種については、育成者保護のため、販
売・譲渡の目的の増殖は禁止されています。商品によっては購入
の際に栽培契約を締結させていただく場合がございます。
＊弊社営業時間は午前9時から午後6時までです。土曜・日曜・祝祭
日は営業を休ませていただきます。
＊カタログ記載の写真・本文・イラストの無断複写・転載は固くお断
りいたします。

種苗と責任
● 播種・植つけ後の栽培条件・天候等により、その結果が異なるこ
とがあります。いかなる結果でも、種苗の責任はお買い上げ代
金の範囲内とさせていただきます。お買い上げいただいた種
子にコート・シードテープ等の加工されたものについては、責
任を負いかねます。
● ㎖、㎗当たりの標準種子粒数は、同じ種子でも、生産時の状況
により、また花色によっても大幅に変わることがあります。あく
までも一つの目安としてください。
● 試験販売、カタログ外商品につきましては、クレームの対象外
となります。

MSプラグ＆栄養系苗について
〔ご注文について〕

■MSプラグは受注生産が基本です。ご希望納期から育苗日数を逆
算して、播種予定日の10日以上ある場合について、ご注文をお受
け致します。10日未満の場合はご注文をお断りする場合もありま
すので、余裕をもってご計画下さい。
■ご注文はセル数でいただき、1ロットの取引単位は1トレイ以上で
そのトレイの保証の倍数単位でお願い致します。
　トレイ別の保証本数
　♯512：450本　♯406：360本（ユーストマ：は375本）
　♯288：260本　♯200：180本
　（キャンペーン企画の場合変更あり）

〔納品について〕
■天候その他により多少日数・苗の大きさ等に違いが生じる場合が
ありますので、予めご承知下さい。
■出荷のご連絡は、その商品の出荷日が確定次第、ファックス等で
ご連絡致します。
■厳寒地域の輸送は、輸送中の凍結等のトラブルを防止する為、航
空便でその運送会社の空港止めで輸送し、その営業所までの引
取を原則と致します。
■苗の到着の際は、その時点で苗の確認をして頂き、万一、苗の不
良・異常が確認された場合、現品到着後2日以内に弊社までご連
絡下さい。
　ダンボール箱の破損等輸送中の過失と思われる場合は運送会社
への連絡が必要な場合があります。
■返品・交換は原則としてお受け出来ません。

MSプラグの仕様について

種子・球根・苗・資材について

〔固化培土仕様〕
　2019年よりユーストマMSプラグ御注文は全て、固化培土使用
にて承ります。御不明な点がございましたら、お問い合せ下さい。

〔多粒播種〕
　弊社では、1セル1本仕立てが標準ですが、多粒播種した方が定植
後メリットのある品目について、多粒播種をお引受けしています。
（ベゴニア・センパフローレンスとビンカは標準で2粒播種です。）
※多粒播種の場合、その種子代金は別途掛かります。

〔種子冷蔵処理〕
　種子冷蔵の技術の進歩により、ユーストマ抑制栽培の安定生産
が可能になりました。ロゼット回避のため種子冷蔵処理をお奨め
致します。
追加料金
　♯406 1本に付き2円　♯288 1本に付き3円　♯200 1本に
付き4円
※ 定植後の環境・管理によってはロゼットが発生する場合があります。

〔苗の責任と保証について〕
■弊社では万全を期してご要望に添えるよう生産管理を行って生
産いたしますが、万一不慮の事故を生じた場合、補償はお買い上
げの代金の範囲とさせていただきます。
■お受け渡し後は、栽培条件・天候等により栽培結果などが異なる
ことがありますので、病害を含めその場合でも補償はいたしかね
ますのでご容赦ください。
■苗は到着後直ちに植え付け（又は穂挿し）していただくことを想定
してお届けしております。放置による品質の低下につきましては
弊社は責任を負いかねますのでご容赦ください。
寒冷地地域への出荷について
　凍結防止の為、防寒梱包（別途ご請求）いたしますが、配送中の凍
結による苗傷み等については、苗代の保障は致しかねますので、
ご了承お願い致します。

〔価格について〕
■価格は各商品のとおりとなっておりますので、規格・数量と合わせ
て価格をご確認ください。
■苗の価格には送料および消費税は含まれておりませんので、別
途ご請求させていただきます。
■送料については実費ご請求になります。

〔栽培契約について（栄養系苗）〕
■本商品は全て農林水産省種苗登録商品（申請中を含む）ですの
で、営利目的の無断増殖は出来ませんのでご注意ください。
■単価は全てロイヤリティー・ラベル込みの価格となっております
が、苗及びラベルの送料は別途請求となります。
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アガスタチェ ·········································28
アゲラタム ············································28
アスター ················································26
変わり咲きアスター······························27
小輪アスター ········································27
矮性アスター ········································27
アネモネ ················································28
アラビス ················································28
アリッサム ·············································29
アルテンナンテラ ·································28
アルブカ フリズルシズル（球根＆苗物） ···96
アルメリア ·············································29
アレナリア ·············································29
アマランサス ········································28
アンゲロニア·········································29
イベリス ················································30
イポメア（西洋あさがお） ······················30
イレシネ ················································31
インパチェンス······································30
ニューギニア インパチェンス ··············30
インパチェンス サンハーモニー（栄養系苗） ···91
ダブルインパチェンス ムシカ（栄養系苗） ···91
エキナセア ············································31
エスコルチア ········································31
オキザリス（球根＆苗物） ·······················96
オキシペタラム ·····································31
オステオスペルマム ·····························31
オステオスペルマム オスティカ（栄養系苗） ···91

ガウラ ····················································32
ガザニア ················································32
かすみ草 ···············································31
カプシカム ············································31
カラミンサ ネペタ ································32
カリブラコア ノア（栄養系苗） ··············90
カロケファルス ······································32
カンパニュラ ·········································32
ガーベラ ················································31
ききょう（矮性種） ··································32
金魚草 ··········································34～35
金魚草（矮性種） ····································35
金魚草（ハウス栽培・加温）（MSプラグ） ···92
きんせんか ············································33
きんれんか ············································33
グラジオラス（球根＆苗物） ······· 99～101
クリサンセマム ······································33
クルクマ（球根＆苗物） ··························98
クレピス（モモイロタンポポ） ···············32
けいとう（矮性種） ·································36
けいとう（切花種） ·································37
小菊苗（露地栽培） ································92
コスモス ················································38
矮性コスモス ·······························38～39
矮性黄花コスモス ································39
コリウス ·················································33
コレオプシス レモネード（栄養系苗） ···91

サギナ（アイリッシュモス） ····················41
サルビア アルゲンティア ·····················41
サルビア コクシネア ····························41
サルビア スプレンデンス ·····················40
サルビア ネモローサ ···························41

サルビア ファリナセア ·························41
サルビア ホルミナム ····························40
サンビタリア ·········································41
シクラメン ····································44～46
ミニシクラメン ·····························46～47
F₁ミニ シクラメン ·································47
シネラリア ·············································48
芝桜（球根＆苗物） ·································98
シレネ ····················································48
新鉄砲ユリ ···································42～43
新鉄砲百合（露地栽培）（MSプラグ） ····92
水仙（球根＆苗物） ·································96
スイートピー ·········································49
スカビオサ ············································48
スクテラリア ·········································59
ストック ·········································50～57
ストック（ハウス栽培）（MSプラグ） ·······92
セダム他················································58
ゼラニウム ············································58
千日紅 ···················································59

ダスティミラー 他 ································48
ダリア ····················································61
チューリップ（球根＆苗物） ····················96
ディアスシア ジェンタ（栄養系苗） ·······91
デルフィニウム·····························60～61
矮性デルフィニウム ······························61
デージー ···············································62
特殊苗・野菜球根 ··································95
トレニア ·················································62
トレニア ムーン（栄養系苗） ··················90

なでしこ ················································63
ネペタ ···················································63
ネメシア ················································64
ネモフィラ ·············································64
ネリネ（球根＆苗物） ······························97

ハイビスカス ·········································70
バコパ ···················································69
バコパ スコーピア（栄養系苗） ·············90
花菜 ·······················································70
ハボタン ·······································66～69
春花壇苗・MSプラグ苗 ························93
パンジー ·······································12～15
パンジーMSプラグ苗 ··························93
ハーブ 他 ··············································65
バーベナ ···············································70
ビオラ ············································· 8～11
ビオラMSプラグ苗 ······························93
ヒポエステス ·········································70
ひまわり ················································71
矮性ひまわり ·········································71
百日草 ··········································74～75
ヒューケラ・ヒューケレラ・ティアレラ（栄養系苗） ···91
ビンカ（日々草） ····························72～73
プティロータス ·····································77
ブプレウルム ·········································76
プリムラ オブコニカ ·····························79
プリムラ ポリアンサ ·····························79
プリムラ マラコイデス ················78～79
フリージア（球根＆苗物） ·······················97

ブルーレースフラワー ··························76
フロックス ·············································76
ベゴニア（センパーフローレンス） ···80～81
木立性ベゴニア ····································81
球根ベゴニア ········································81
ペチュニア ···································82～83
紅花 ·······················································77
ヘリクリサム（帝王貝細工） ···················77
ベロニカ ················································77
ペンタス ················································86
ほうせんか ············································77
ホワイトレースフラワー ·······················77

松葉ぼたん ···········································86
マトリカリア···········································87
マリーゴールド（切り花用） ···················84
マリーゴールド（フレンチ種） ·······84～85
マリーゴールド（アフリカン種） ·············85
マーガレット アンジェリック（栄養系苗） ···91
メランポジウム ·····································86
モルセラ ················································86

野菜種子 ···············································94
百合（球根＆苗物） ·································97
ユーカリ ················································87
ユーストマ ····································16～25
矮性ユーストマ ·····································23
ユーストマ（ハウス栽培）（MSプラグ） ··92
ユーフォルビア ·····································87

ラナンキュラス ·····································88
ラナンキュラス（球根＆苗物） ···············97
ラベンダー ············································88
リコリス（球根＆苗物） ···························97
リムナンテス ·········································88
リモニウム ·············································88
ルピナス················································89
レウィシア··············································89
レウカンセマム（ジャスターデージー） ···88
ロベリア ················································89

わすれな草 ············································89

平素は格別のご厚誼にあずかり、厚く御礼申し上げます。
2014年に「花きの振興に関する法律」が施行され早や4年が経過致しました。国産花きイノベー
ション推進事業により様々な取組が日本全国で始まり、国産花きのシェア奪還と輸出拡大を図るため
生産・供給体制の強化と需要拡大に向けた取組が行われており徐々に効果も表れてきております。
花や緑には癒しの効果があり、ストレスの軽減や社会性の向上、認知機能の改善等に素晴らしい効
果が科学的に証明されるようになりました。更に我が国の多様で高品質な花きや豊かな花き文化を通
して、花を飾り愛でることによって私たちの生活に潤いをもたらしてくれます。
来年2020年にはいよいよ東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。弊社としても花き
を通して心の豊かさと感動を世界中の方に提供していきたいと考えております。
今後とも皆様のご期待に添えるよう努力してまいりますので、より一層のご愛顧を賜りますようお
願い申し上げます。

株式会社ムラカミシード
代表取締役 社長
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