


ごあいさつ
静岡県東部、駿河の地でクレマチスの生産を始め、まもなく40年になります。生産を行
う中、いつも考えている事は、「お客様に喜んでもらえる植物をつくりたい」との思いで
す。今ではパテント苗を取扱う事も増えましたが、創業以来自社生産にこだわり続けま
した。自社生産を行う事によって、環境に耐えられる株を選抜させる事、選抜した株を
親株にし、安定して丈夫な苗を出荷できるようになります。苗の選抜について、ある育
種家とお話をすることがありました。冷涼な地で大輪の名花を多く輩出された方ですが、
その方の品種を私たちの農場で枯らしてしまった時におっしゃった言葉です。「私の
作った品種で絶えてしまった物は生産をあきらめてよい。この環境で生き残るような品
種こそがお客様のところに行っても元気に育つのだから。」 そのお話をうかがい、今ま
で行ってきた丈夫な苗の選抜を、これからもずっと続けたいと思いました。まだまだ生
産している苗は十分ではありませんが、農場にある苗でより良い物を出荷しております。
お客様の植物と触れ合う生活の中で、私たちの作った苗が少しでも役立つことができ
ればと思います。
今回のカタログでは、品種ごとの画像をできるだけ多く掲載し、画像の入替えも行いま
した。今までなかなかクローズアップされなかった品種なども数多くございます。ぜひお
気に入りの一株をお探しください。
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◆系統と特徴

早春咲き
常緑アーマンディ系 常緑・一季咲き小輪 3p
常緑ウンシナータ系 常緑・一季咲き小輪 3p
常緑フォステリー系 常緑・一季咲き小輪 3～4p
モンタナ系 一季咲き小輪(一部に芳香性品種) 4～5p
パテンス系 四季咲き大輪(一部に一季咲き性品種) 5～8p
アトラゲネ系 四季咲き菊咲き(一部に一季咲き性品種) 3p

四季咲き
ラヌギノーサ系 四季咲き大輪 9～11p
パテンス＆ラヌギノーサ系 四季咲き大輪 14～16ｐ
早咲き大輪・遅咲き大輪系 四季咲き大輪 8～9p
ジャックマニー系 四季咲き中輪大輪 11～14p
フロリダ系 四季咲き大輪 16p
常緑フロリダ系 常緑・四季咲き中輪大輪 20p
ビチセラ系 四季咲き小輪中輪 17～18p
テクセンシス系 四季咲き小輪中輪 19p
ヴィオルナ系 四季咲き小輪中輪 19p
インテグリフォリア系 四季咲き小輪中輪・木立性 19～20p

秋冬咲き
常緑コンナータ系 冬咲き小輪ベル咲き 21p
常緑シルホサ系 冬咲き小輪ベル咲き 21p

原種
マーチクレマチス属 21p
原種フラムラー系 21p
メクラチス系 23p
原種パテンス系 23p
原種コンナータ系 23p
原種ヘラクレフォリア系 22p
原種ビタルバ系 22p
原種カンパネラ系 22p
原種ヴィオルナ系 22p
原種シルホサ系 22p
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花期：3下-4 花径：4-6 花期：3下-4 花径：4-6 花期：3下-4 花径：5-7 花期：3下-4 花径：5 花期：3下-4 花径：2-3

草丈：5-8 咲：旧枝 草丈：4-7 咲：旧枝 草丈：4-7 咲：旧枝 草丈：3-3.6 咲：旧枝 草丈：1.5-2 咲：旧枝

花期：5-9 花径：4～5 花期：4-9 花径：4-5 花期：4-6 花径：5-7 花期：4-5 花径：5-7 花期：4-9 花径：5-7 花期：4-7 花径：7.5-9

草丈：2.5-3 咲：旧枝 草丈：2.5-3 咲：旧枝 草丈：2-3 咲：旧枝 草丈：2-2.5 咲：旧枝 草丈：2.5-3 咲：旧枝 草丈：2.4-3 咲：旧枝

花期：4下-10 花径：4-6 花期：4-10 花径：5

草丈：2-3 咲：旧枝 草丈：2-2.5 咲：旧枝

花期：4-5 花径：5-7 花期：4-5 花径：4-5 花期：4-5 花径：6-7 花期：4-5 花径：3 花期：4-5 花径：3 花期：4-5 花径：4.5

草丈：1-2 咲：旧枝 草丈：0.6-1 咲：旧枝 草丈：1.5-3 咲：旧枝 草丈：2-3 咲：旧枝 草丈：0.6-0.8 咲：旧枝 草丈：2-2.5 咲：旧枝

サザン・クロス パニキュラータ・ロバータ ピクシー

Ａ・ヘルシンボリ プロペシアス

アーマンディ

フォステリー

マクロペタラ マクロペタラ・マーカムズピンク

アトラゲネ系

フォステリー系

アーリー・センセーション カートマニー・ジョー

アーマンディ系
常緑
フラムラー系

スノー・ドリフト リトル・ホワイト・チャームアップル・ブロッサム

Ａ・ウィリー

ウンシナータ

Ａ・コンスタンス Ａ・ピンク・プリンセス Ａ・ブルー・プリンセス

3



花期：4-5 花径：2-2.5 花期：4-5 花径：1-2

草丈：2 咲：旧枝 草丈：2-2.5 咲：旧枝

花期：5-6 花径：6-8 花期：4-5 花径：6-8 花期：4-5 花径：5-8 花期：4-5 花径：10 花期：4-5 花径：4-5 花期：4-5 花径：5-8

草丈：4-6 咲：旧枝 草丈：4-5 咲：旧枝 草丈：7-10 咲：旧枝 草丈：12 咲：旧枝 草丈：5-6 咲：旧枝 草丈：0.6-1 咲：旧枝

花期：4-5 花径：2.2 花期：4-5 花径：4.5-7 花期：4-5 花径：7.5 花期：4-5 花径：4.5-6 花期：4-5 花径：6-8 花期：4-5 花径：6-8

草丈：2-2.5 咲：旧枝 草丈：3-6 咲：旧枝 草丈：6 咲：旧枝 草丈：3-4 咲：旧枝 草丈：3-5 咲：旧枝 草丈：4-6 咲：旧枝

花期：4-5 花径：6-8 花期：4-5 花径：8-10 花期：4-5 花径：4-5 花期：4-5 花径：5-6 花期：4-5 花径：4-6 花期：4-5 花径：6-8

草丈：6-10 咲：旧枝 草丈：3-5 咲：旧枝 草丈：5-8 咲：旧枝 草丈：6-9 咲：旧枝 草丈：3-5 咲：旧枝 草丈：2-3 咲：旧枝

フォステリー系

スポーネリ・ロゼア テトラローズ ピンク・パーフェクション フラグラント・スプリング プリムローズ・スター

ムーン・ビーム ルナ・ラス

モンタナ系

ウィルソニー

サンライズ ジェニー・キー ジャッキー スター・ライト スノー・フレーク スポーネリ

エリザベス オドラータ グランディフローラ グリーン・アイズ クリソコマ

フレーダ

ハンギング・寄せ植えにも
おすすめフォステリー系
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花期：4-5 花径：4-7 花期：4-5 花径：6-8 花期：4-5 花径：5-6 花期：4-5 花径：6-8 花期：5-6 花径：5-7.5 花期：4-5 花径：7-9

草丈：2.5-4 咲：旧枝 草丈：3-4 咲：旧枝 草丈：3-4 咲：旧枝 草丈：4-7 咲：旧枝 草丈：5-7 咲：旧枝 草丈：3-4 咲：旧枝

花期：4-5 花径：5-7 花期：4-5 花径：5-7 花期：4-5 花径：5-6.5 花期：4-5 花径：7-9

草丈：4-6 咲：旧枝 草丈：4-6 咲：旧枝 草丈：3-5 咲：旧枝 草丈：3-4 咲：旧枝

花期：4-5 花径：12-15 花期：5-10 花径：15-20 花期：5 花径：10-13 花期：5-9 花径：15-20 花期：4-5 花径：10-13 花期：5-9 花径：18-20

草丈：1.8-2.4 咲：旧枝 草丈：2.5-3.5 咲：旧枝 草丈：1.2 咲：旧枝 草丈：2.4-3 咲：旧枝 草丈：1.2-1.5 咲：旧枝 草丈：1.8-3 咲：旧枝

花期：4-10 花径：11-13 花期：5-9 花径：10-13 花期：5-9 花径：12-16 花期：5-10 花径：8-15 花期：4-9 花径：12-15 花期：5-9 花径：10-15

草丈：1-1.5 咲：旧枝 草丈：1.8-2.4 咲：旧枝 草丈：1.8-2.4 咲：旧枝 草丈：1.8-2.4 咲：新旧両枝 草丈：1.8-2.3 咲：旧枝 草丈：1.8-2.4 咲：旧枝

モンタナ系

ルーベンス ルーベンス・スペルバ ローズバッド ワーウィックシーレ・ローズ

パテンス系

麻生 アリス・フィスク アレグロ

ミス・クリスティーン

笑顔 エトワール・ド・パリ 花炎 柿生

アンドロメダ 砂子 ウォルター・ペンネル

うず潮

ブロウトンスター メイリーンベラ マーガレット・ジョーンズ マジョリー

カルセドニー

春に一年分の花を一気に

咲かせるモンタナ系（ルーベンス）
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花期：5-9 花径：10-12 花期：5-10 花径：12-15 花期：4-10 花径：12-15 花期：5-9 花径：15-16 花期：5-10 花径：10-13 花期：5-10 花径：12-16

草丈：2-2.5 咲：旧枝 草丈：2-4 咲：旧枝 草丈：2-2.5 咲：旧枝 草丈：2-2.5 咲：新旧両枝 草丈：1.8-2.4 咲：旧枝 草丈：1-2 咲：旧枝

花期：5-9 花径：8-12 花期：5-10 花径：13-16 花期：5-10 花径：15-18 花期：4下-9 花径：15-16 花期：5-10 花径：10-15 花期：5-11 花径：8-10

草丈：1.8-2.4 咲：旧枝 草丈：1.2-1.8 咲：新旧両枝 草丈：1.5-1.8 咲：旧枝 草丈：2-3 咲：旧枝 草丈：1.8-2.4 咲：旧枝 草丈：1.8-2.5 咲：旧枝

花期：5-10 花径：13-15 花期：5-9 花径：16-18 花期：5-10 花径：14-16 花期：4下-9 花径：8-13 花期：5-9 花径：7-10 花期：5-9 花径：13-14

草丈：1.2-1.5 咲：旧枝 草丈：1.5-1.8 咲：旧枝 草丈：2.5-3 咲：旧枝 草丈：2-2.5 咲：旧枝 草丈：1.5-2 咲：旧枝 草丈：2-3.5 咲：旧枝

花期：5-10 花径：10-15 花期：4下-9 花径：15-20 花期：4下-9 花径：15-18 花期：5-10 花径：10-12 花期：5-10 花径：12-15 花期：5-10 花径：15-17

草丈：1.8-3 咲：旧枝 草丈：2.5-3 咲：旧枝 草丈：1.2 咲：旧枝 草丈：1.5-2.5 咲：旧枝 草丈：2-4 咲：旧枝 草丈：2-2.5 咲：旧枝

ドーン ドクター・ルッペル ともしび ナハトムジーク ネリー・モーザ ネリー・モーザ・ニュー

パテンス系

立科 タルツ チャリシマ 都筑 天塩 デニーズ・ダブル

キース・リチャードソン 紀三井寺 キャサリン・ダンフォード キャピタン・ツィロー 月宮殿

胡蝶 コロナ サカラ 桜姫 ジリアン・ブレイズ ダッチェス・オブ・エジンバラ

ガンジー・クリーム



花期：5-10 花径：14-17 花期：5-10 花径：14-18 花期：5-10 花径：14-18 花期：5-9 花径：10-13 花期：5-10 花径：15-16 花期：5-10 花径：12-15

草丈：2.5-3 咲：旧枝 草丈：1.8-2.4 咲：旧枝 草丈：1.8-2.4 咲：旧枝 草丈：1.5 咲：旧枝 草丈：1.5-2 咲：旧枝 草丈：1.5 咲：旧枝

花期：5-9 花径：10-14 花期：5-9 花径：15-16 花期：5-10 花径：15-18 花期：6-9 花径：10-12 花期：5-10 花径：12-15 花期：5-9 花径：12-16

草丈：1.1 咲：旧枝 草丈：1.5-2 咲：旧枝 草丈：2.3-2.8 咲：旧枝 草丈：2.5-3 咲：旧枝 草丈：2.5-3 咲：旧枝 草丈：1.5-2.5 咲：旧枝

花期：5-9 花径：10-12 花期：5-10 花径：15-18 花期：5-9 花径：10-14 花期：5-10 花径：12-15 花期：5-10 花径：15 花期：5-10 花径：13-16

草丈：2-2.5 咲：旧枝 草丈：2-3 咲：旧枝 草丈：0.9 咲：旧枝 草丈：1.8-2.4 咲：旧枝 草丈：1.8-2.4 咲：旧枝 草丈：3-3.6 咲：旧枝

花期：5-9 花径：15-16 花期：5-10 花径：12-18 花期：5-10 花径：10-12 花期：5-10 花径：10-14 花期：5-10 花径：15-18 花期：5-10 花径：10-15

草丈：2-3 咲：旧枝 草丈：2-4 咲：旧枝 草丈：1.8-2.4 咲：旧枝 草丈：1.2-3 咲：旧枝 草丈：1.8-2.4 咲：旧枝 草丈：1.8-2.4 咲：旧枝

ホーン・オブ・プレンティ マトカ・シェドリスカ ミス・ベイトマン ミセス・Ｎ・トンプソン ミセス・ジェームス・メイスン ミセス・スペンサー・キャッスル

ブルー・ライト ブルー・ラビン フロイデ 紅の粧 ペベリール・パール ヘンリー

花水川 早池峰 ビーズ・ジュビリー 光源氏 フェア・ロザモンド プリンセス・アレクサンドラ

パテンス系

ハーバード・ジョンソン バーバラ・ジャックマン バーバラ・ディブレイ 白鳥 白馬 パストラーレ



花期：5-10 花径：14-18 花期：5-10 花径：11-13 花期：5-9 花径：10-12 花期：5-9 花径：10-14 花期：5-9 花径：10-12 花期：5-10 花径：8-12

草丈：2-2.5 咲：旧枝 草丈：1-1.5 咲：旧枝 草丈：1.2 咲：旧枝 草丈：2-3 咲：旧枝 草丈：1.8-2.4 咲：旧枝 草丈：1.5-2 咲：旧枝

花期：5-10 花径：12-15 花期：5-9 花径：12-15 花期：5-9 花径：15-20 花期：5-10 花径：10-12 花期：6-9 花径：10-12 花期：5-9 花径：12-15

草丈：2.4-3 咲：旧枝 草丈：1.2-1.8 咲：旧枝 草丈：0.8 咲：旧枝 草丈：2-3.5 咲：旧枝 草丈：1.6-2.2 咲：旧枝 草丈：1.5-2.3 咲：旧枝

花期：5-9 花径：12-16 花期：5-10 花径：10-12 花期：5-9 花径：12-15 花期：5-10 花径：12-16 花期：4-10 花径：10-22 花期：5-9 花径：13-16

草丈：1.8-2.4 咲：新旧両枝 草丈：0.6-1.2 咲：新旧両枝 草丈：1.3 咲：新旧両枝 草丈：2-2.5 咲：新旧両枝 草丈：1.1-1.5 咲：新旧両枝 草丈：2-2.8 咲：新旧両枝

花期：5-9 花径：16 花期：5-9 花径：15-17 花期：5-9 花径：15-20 花期：5-10 花径：10-13 花期：5-10 花径：12-15 花期：5-10 花径：14-22

草丈：1-1.5 咲：新旧両枝 草丈：2.6-3 咲：新旧両枝 草丈：2-2.5 咲：新旧両枝 草丈：2.5-3 咲：新旧両枝 草丈：1.5-2 咲：新旧両枝 草丈：2.5-3 咲：新旧両枝

リンカーン・スター ルイーズ・ロー レクイエム レッド・スター レディ・ノース・クリフ ロード・ネビル

パテンス系

ミセス・チムリ ミゼット・ブルー むさしの 雪の粧 妖精 リトル・マーメイド

早咲き大輪系（旧：系統不明）

アイオラフェア ウェスタプラッテ 柿田川 キジェール 五条川 サマンサ・デニー

ソリダルノシチ パット・コールマン パミーナ ビビエンヌ ピンキー ベティ・リスドン



花期：5-9 花径：12-14 花期：5-10 花径：10-12.5 花期：5-9 花径：10 花期：6-9 花径：12-17 花期：5-9 花径：15-20 花期：5-9 花径：15-20

草丈：1.7 咲：新旧両枝 草丈：1.1 咲：新旧両枝 草丈：1.4 咲：新旧両枝 草丈：2.5-3.5 咲：新旧両枝 草丈：3-4 咲：新旧両枝 草丈：1.5-2 咲：新旧両枝

花期：4下-10 花径：15-18 花期：5-9 花径：14-20 花期：5-10 花径：15-20 花期：5-10 花径：15-25 花期：5-9 花径：16-18 花期：5-10 花径：8-14

草丈：1.2-1.8 咲：新旧両枝 草丈：3-3.6 咲：新旧両枝 草丈：2.2-3.5 咲：新旧両枝 草丈：2-2.5 咲：新旧両枝 草丈：2.5-3 咲：新旧両枝 草丈：1.8-2.4 咲：新旧両枝

花期：5-10 花径：15-18 花期：5-10 花径：12-15 花期：5-9 花径：12-16 花期：5-10 花径：12-15 花期：5-10 花径：12-15 花期：5-9 花径：20-23

草丈：3-3.6 咲：新旧両枝 草丈：2.4-3 咲：新旧両枝 草丈：2.5-3 咲：新旧両枝 草丈：1.8-2.4 咲：新旧両枝 草丈：1.6-2.5 咲：新旧両枝 草丈：1.8-2.4 咲：新旧両枝

花期：5-10 花径：14-15 花期：5-10 花径：15-18 花期：5-10 花径：10-15 花期：5-10 花径：15-18 花期：5-10 花径：14-15 花期：5-10 花径：10-15

草丈：2-2.5 咲：新旧両枝 草丈：1.8-2.5 咲：新旧両枝 草丈：2 咲：新旧両枝 草丈：1.8-2.4 咲：新旧両枝 草丈：0.8-1.5 咲：新旧両枝 草丈：2-3 咲：新旧両枝

早咲き大輪系（旧：系統不明）
遅咲き大輪系
（旧:系統不明）

ヨーロッパ ローズ・シュープリーム レイマン

Ｈ．Ｆ．ヤング Ｗ．Ｅ．グラッドストーン 朝霞 伊勢原 イデアール

ラヌギノーサ系

ウィリアム・ケネット ウィル・グッドウィン 江戸紫 絵日傘 カーナビー カクパー

キング・エドワードⅦ ケン・ドンソン ザ・プレジデント

紅富士 マーキュリー ミセス・ユキ

川崎 霧が峰 銀河

イワン・オルソン



花期：6-9 花径：10-14 花期：5-9 花径：8-12 花期：5-9 花径：15-20 花期：5-9 花径：17-20 花期：4下-10 花径：12-15 花期：5-9 花径：15-20

草丈：1.5-2 咲：新旧両枝 草丈：0.7-1 咲：新旧両枝 草丈：1.8-2.4 咲：新旧両枝 草丈：2.5-3 咲：新旧両枝 草丈：2-2.5 咲：新旧両枝 草丈：1.5-2 咲：新旧両枝

花期：5-10 花径：14-18 花期：5-10 花径：15-18 花期：5-10 花径：15-16 花期：5-10 花径：12-15 花期：5-10 花径：12-15 花期：5-10 花径：18-20

草丈：1.6-2.5 咲：新旧両枝 草丈：1.8-2.4 咲：新旧両枝 草丈：1.8-2.4 咲：新旧両枝 草丈：1.2-2 咲：新旧両枝 草丈：2.5-3 咲：新旧両枝 草丈：1.5-2 咲：新旧両枝

花期：5-9 花径：15-18 花期：5-10 花径：11-19 花期：5-10 花径：12-18 花期：5-10 花径：10-12 花期：5-10 花径：15-17 花期：5-10 花径：15-20

草丈：2-3 咲：新旧両枝 草丈：1.5-2.5 咲：新旧両枝 草丈：1.3-2.8 咲：新旧両枝 草丈：18-2.8 咲：新旧両枝 草丈：1.5-2 咲：新旧両枝 草丈：0.8-1.6 咲：新旧両枝

花期：5-11 花径：19-20 花期：5-9 花径：10-12 花期：5-10 花径：12-15 花期：5-10 花径：12-14 花期：5-9 花径：15-20 花期：5-9 花径：10-12

草丈：2-2.5 咲：新旧両枝 草丈：1.5-2 咲：新旧両枝 草丈：2.5-3 咲：新旧両枝 草丈：1.8-2.4 咲：新旧両枝 草丈：3-3.6 咲：新旧両枝 草丈：1.2-1.5 咲：新旧両枝

聖 ピンク・レディ ファイヤー・ワークス フービ フェアリー・クイーン フェアリー・ブルー

鶴の舞 ナデージダ 白王冠 花車 バルゲダーム 寿(ひさ）

シルバー・ムーン シンパティア スノー・クイーン 駿河 晴山 つばくろ

ラヌギノーサ系

サーロモン さのの紫 祥雲 ジョン・ウォーレン 白雪姫 シルス



花期：5-10 花径：12-15 花期：4-10 花径：14-17 花期：5-10 花径：15 花期：5-9 花径：18-22 花期：5-10 花径：18-20 花期：5-9 花径：8-12

草丈：1.2-1.5 咲：新旧両枝 草丈：1.5-2 咲：新旧両枝 草丈：2.4-3 咲：新旧両枝 草丈：2.5 咲：新旧両枝 草丈：2-2.5 咲：新旧両枝 草丈：0.9 咲：新旧両枝

花期：5-10 花径：15-18 花期：5-10 花径：15-18 花期：5-9 花径：12-14 花期：5下-10 花径：15-17 花期：5-9 花径：12-16 花期：6-9 花径：12-15

草丈：2.4-3 咲：新旧両枝 草丈：1.8-2.4 咲：新旧両枝 草丈：1.8-2.8 咲：新旧両枝 草丈：1.5-2 咲：新旧両枝 草丈：1.5-2 咲：新旧両枝 草丈：1.8-2.4 咲：新旧両枝

花期：5-11 花径：14-16 花期：5-10 花径：12-16 花期：5-10 花径：12-15 花期：5-10 花径：12-15 花期：5-10 花径：15-18 花期：6-10 花径：15-20

草丈：1.8-2.5 咲：新旧両枝 草丈：2.5-4 咲：新旧両枝 草丈：2.4-3 咲：新旧両枝 草丈：2-2.5 咲：新旧両枝 草丈：1.8-2.4 咲：新旧両枝 草丈：2.4-3 咲：新旧両枝

花期：5-10 花径：12-15 花期：5-10 花径：15-18 花期：5-10 花径：12-15 花期：5-10 花径：12-15 花期：6-9 花径：8-12 花期：6-9 花径：12-14

草丈：2.4-3 咲：新旧両枝 草丈：3-3.6 咲：新旧両枝 草丈：3-4 咲：新旧両枝 草丈：1.8-2.4 咲：新旧両枝 草丈：1.2-2 咲：新旧両枝 草丈：1-1.5 咲：新旧両枝

紫姫 モーリーン

ラザー・スターン ラモナ リチャード・ペンネル ルビー・グロー レッド・クーラー レディ・キャロライン・ネビル

マダム・ル・クルトル マリア・ルィーズ・イェンゼン

Ｗ．Ｓ．カリック アーネスト・マークハム アスコティエンシス アラーナ エーティカ エクストラ

ミーア 妙高

ジャックマニー系

ラヌギノーサ系

藤娘 フラウ・ミキコ プリンス・フィリップ ベル・ナンテス 穂高 マズルカ



花期：5-9 花径：10-14 花期：5-9 花径：15-20 花期：5-10 花径：13-15 花期：5-10 花径：6-8 花期：6-10 花径：11-12 花期：5-10 花径：10-15

草丈：2.5-3.5 咲：新旧両枝 草丈：2.3-2.8 咲：新旧両枝 草丈：2.5-3 咲：新旧両枝 草丈：1.8-2 咲：新旧両枝 草丈：2.2-2.8 咲：新旧両枝 草丈：2-3 咲：新旧両枝

花期：5-10 花径：12-15 花期：5-10 花径：12-15 花期：5-10 花径：10-14 花期：5-10 花径：6-8 花期：5-10 花径：11-14 花期：5-10 花径：10-15

草丈：2-3 咲：新旧両枝 草丈：2-2.5 咲：新旧両枝 草丈：2.4-3 咲：新旧両枝 草丈：2.5-3 咲：新旧両枝 草丈：2.5-3 咲：新旧両枝 草丈：3-3.6 咲：新旧両枝

花期：5-9 花径：11-14 花期：5-10 花径：13-14 花期：5-10 花径：9-12 花期：6-9 花径：9-12 花期：5-10 花径：10-12 花期：6-9 花径：14-20

草丈：3-3.4 咲：新旧両枝 草丈：3-3.6 咲：新旧両枝 草丈：3-3.6 咲：新旧両枝 草丈：2.5-4 咲：新旧両枝 草丈：2.5-3 咲：新旧両枝 草丈：1.5-2 咲：新旧両枝

花期：6-10 花径：8-13 花期：5-9 花径：8-12 花期：6-10 花径：12-14 花期：5-10 花径：8-13 花期：6-9 花径：12-14 花期：5-10 花径：8-10

草丈：2.5-3.5 咲：新旧両枝 草丈：1.2-1.5 咲：新旧両枝 草丈：2-3 咲：新旧両枝 草丈：1.6-2.5 咲：新旧両枝 草丈：2.5-3 咲：新旧両枝 草丈：1.5-2 咲：新旧両枝

ジャックマニー系

エンプレス・オブ・インディア カージナル・ウィシンスキー ガブリエル カロライン コメレイ コンテス・ド・ブーショ

ザ・ベルベット サンセット シーランド・ジェム ジェニー ジプシー・クイーン ジャックマニー

ジャックマニー・アルバ ジャックマニー・スペルバ ジュビリェーニ70 ジョルマ ジョン・ポールⅡ シルマキビ

スター・オブ・インディア スターシック セム セレナータ ゾロトイ・ユビレイ ツーチュカ



花期：6-9 花径：10-14 花期：5-10 花径：10-15 花期：6-9 花径：10-14 花期：5-10 花径：10-14 花期：6-10 花径：12-16 花期：6-10 花径：10-15

草丈：1.5-2 咲：新旧両枝 草丈：2.5-4 咲：新旧両枝 草丈：2-3 咲：新旧両枝 草丈：2.5-3 咲：新旧両枝 草丈：2.3-2.6 咲：新旧両枝 草丈：2.5-3 咲：新旧両枝

花期：6-9 花径：13-15 花期：5-10 花径：10-12 花期：5-10 花径：12-18 花期：5-9 花径：10-12.5 花期：6-10 花径：15 花期：5-9 花径：8-12

草丈：1.5-2 咲：新旧両枝 草丈：2.5-3.5 咲：新旧両枝 草丈：2.5 咲：新旧両枝 草丈：3-3.6 咲：新旧両枝 草丈：2-2.5 咲：新旧両枝 草丈：0.8-1.5 咲：新旧両枝

花期：5-10 花径：13-15 花期：5-10 花径：7-8 花期：5-10 10月18日 花期：5-10 花径：7-11 花期：5-10 花径：8-10 花期：5-9 花径：10-12

草丈：1.8-2.3 咲：新旧両枝 草丈：2.5-3 咲：新旧両枝 草丈：2.5-3 咲：新旧両枝 草丈：2.5-3 咲：新旧両枝 草丈：2-2.5 咲：新旧両枝 草丈：2.3-2.6 咲：新旧両枝

花期：6-10 花径：6-10 花期：5-10 花径：13-16 花期：5-10 花径：10-15 花期：6-9 花径：15-18 花期：5-10 花径：10-12 花期：5-10 花径：12-16

草丈：2.5-3.5 咲：新旧両枝 草丈：1.5-3 咲：新旧両枝 草丈：2.4-3 咲：新旧両枝 草丈：1.2-1.8 咲：新旧両枝 草丈：2.2-2.8 咲：新旧両枝 草丈：3-4 咲：新旧両枝

ビオラ ビクトリア ビノ ビル・ド・リヨン ピンク・ファンタジー プリバルティカ

ネグス ネグリチャンカ ハーグレイ・ハイブリッド パール・ダズール バルバラ ピール

ジャックマニー系

テクサ ドロシー・ウォルトン トワイライト ニオベ ニコライ・ルブツォフ ネオディナミア

ブレッキニー・アニオル ベラ ペリンズ・プライド ポージャナエル ボストーク ホノラ



花期：6-10 花径：10-15 花期：5-10 花径：11-12 花期：5-10 花径：8-12 花期：5-9 花径：18 花期：5-10 花径：12.5-15 花期：5-10 花径：10-13

草丈：2.4-3 咲：新旧両枝 草丈：3-3.6 咲：新旧両枝 草丈：1.8-2 咲：新旧両枝 草丈：1.8-2.4 咲：新旧両枝 草丈：2.4-3 咲：新旧両枝 草丈：3-4 咲：新旧両枝

花期：6-9 花径：8-12 花期：6-10 花径：5-9 花期：6-9 花径：10-13 花期：7-10 花径：10-16 花期：6-10 花径：8-12 花期：6-10 花径：14-16

草丈：2.5-3 咲：新旧両枝 草丈：0.8-1.2 咲：新旧両枝 草丈：2-3 咲：新枝 草丈：2.5-3.5 咲：新旧両枝 草丈：1.8-2.5 咲：新旧両枝 草丈：1.4-2 咲：新旧両枝

花期：7-9 花径：10-12 花期：6-10 花径：14-20 花期：5-10 花径：8-10 花期：5-10 花径：12-15 花期：6-10 花径：12-14 花期：6-9 花径：12-15

草丈：2-2.5 咲：新旧両枝 草丈：3-4 咲：新旧両枝 草丈：2-3 咲：新旧両枝 草丈：1.5-1.8 咲：新旧両枝 草丈：1.2-1.5 咲：新旧両枝 草丈：3-3.6 咲：新旧両枝

花期：5-9 花径：10-15 花期：5-9 花径：7-10 花期：6-9 花径：10-15 花期：6-9 花径：13-15

草丈：1.8-2.4 咲：新旧両枝 草丈：1.6-2.5 咲：新旧両枝 草丈：1.8-2.4 咲：新旧両枝 草丈：2.5-3 咲：新旧両枝

レモン・シフォン ロコ・コラ ロマンティカ ワルシャワ・ニキ

ジャックマニー系

ボルソー マーガレット・ハント マーモリ マスカレード マダム・グランジェ マダム・バロン・ベイヤール

ミケリテ ミニシーリク メフィストフェル ヤルテンスキー・エチュード 雪小町 ラハバリンネ

リメンブランス ルーサー・バーバンク ルーシー ルージュ・カージナル ルーテル レディ・ベティ・バルフォー

コンテス・ド・ブーショと

エトワール・バイオレット



花期：6-9 花径：10-14 花期：5-9 花径：12-15 花期：5-10 花径：15-18 花期：5-9 花径：10-13 花期：5-9 花径：16-18 花期：5-9 花径：10-12

草丈：2-2.5 咲：新旧両枝 草丈：2-2.5 咲：新旧両枝 草丈：2.5-3 咲：新旧両枝 草丈：2-2.5 咲：新旧両枝 草丈：1.8-2.4 咲：新旧両枝 草丈：1.2-1.8 咲：新旧両枝

花期：5-9 花径：16-18 花期：5-9 花径：15-20 花期：5-9 花径：15-20 花期：6-9 花径：15-18 花期：5-9 花径：15-20 花期：5-10 花径：10-15

草丈：2 咲：新旧両枝 草丈：2-3 咲：新旧両枝 草丈：1.8-2.4 咲：新旧両枝 草丈：1.8-2.4 咲：新旧両枝 草丈：2.4-3 咲：新旧両枝 草丈：1.8-2.5 咲：新旧両枝

花期：5-10 花径：15-19 花期：5-9 花径：11-15 花期：5-10 花径：8-10 花期：5-9 花径：10-14 花期：5-9 花径：10-12 花期：5-9 花径：14-17

草丈：1.4-2 咲：新旧両枝 草丈：2.5-3 咲：新旧両枝 草丈：1.4 咲：新旧両枝 草丈：1.8-2.4 咲：新旧両枝 草丈：2-2.8 咲：新旧両枝 草丈：2.5-3 咲：新旧両枝

花期：6-9 花径：13 花期：5-10 花径：12-15 花期：5-10 花径：12-15 花期：5-9 花径：12-18 花期：5-9 花径：16-18 花期：5-10 花径：12-14

草丈：2 咲：新旧両枝 草丈：1.1 咲：新旧両枝 草丈：1.8-3 咲：新旧両枝 草丈：1.5-3 咲：新旧両枝 草丈：1.1 咲：新旧両枝 草丈：1- 咲：新旧両枝

バイオレット・エリザベス 花便り ビビアン・ペンネル ビューティ・オブ・ウーセスター 冬の旅 フラウ・スザンネ

ダニエル・デロンダ チリスルンド 敦煌 ナターシャ(剣弁) ナターシャ(丸弁) ハーモニー

クラーラ ザ・ファースト・レディ ジェームス・メイスン ジェネラル・シコルスキー シグネ シルビア・デニー

パテンス＆ラヌギノーサ系

アイノール イーディス エトワール・ド・マリコルヌ カウンテス・オブ・ラブレース キャサリン・ウィーラー キリ・テ・カナワ



花期：6-9 花径：10-15 花期：5-9 花径：15-20 花期：5-10 花径：12-20 花期：5-10 花径：8-12 花期：5-9 花径：15-20 花期：5-10 花径：12-15

草丈：1.2-2.4 咲：新旧両枝 草丈：1.8-2.4 咲：新旧両枝 草丈：1.8-2.4 咲：新旧両枝 草丈：2-2.5 咲：新旧両枝 草丈：1.8-2.4 咲：新旧両枝 草丈：1.5-2 咲：新旧両枝

花期：5-10 花径：12-15 花期：5-9 花径：15-18 花期：5-10 花径：8-12 花期：5-9 花径：10-13 花期：5-10 花径：14-16 花期：5-9 花径：12-14

草丈：1.5-2 咲：新旧両枝 草丈：1.8-2.4 咲：新旧両枝 草丈：1.2 咲：新旧両枝 草丈：1.2-2 咲：新旧両枝 草丈：2-2.5 咲：新旧両枝 草丈：1.5-2 咲：新旧両枝

花期：5-10 花径：12-16 花期：5-10 花径：10-15

草丈：1.2-1.5 咲：新旧両枝 草丈：1.8-2.4 咲：新旧両枝

花期：6-10 花径：12-15 花期：6-9 花径：7.5-10 花期：5-11 花径：12-18

草丈：3-4 咲：新旧両枝 草丈：2-2.5 咲：新旧両枝 草丈：2-3 咲：新旧両枝

ベル・オブ・ウォーキング ヘレン・クロッパー ベロニカズ・チョイス

レッド・パール ロイヤルティ

ペンネルズ・ピュリティ ミセス・ジョージ・ジャックマン 紫丸 ムルチ・ブルー

フロリダ系

フォンド・メモリーズ フロリダ・ソーンクロフト メイヤー・イサオ

パテンス＆ラヌギノーサ系

ラドスト ラプソディ

フリュディック・ショパン プリンス・ヘンドリック プロテウス



花期：6-9 花径：12.5 花期：5下-10 花径：5-7 花期：6-9 花径：6-8 花期：5下-10 花径：6-8 花期：6-10 花径：3-5 花期：5下-10 花径：7-10

草丈：3-4 咲:新枝 草丈：2.5-3.8 咲:新枝 草丈：3-4 咲:新枝 草丈：2.5-3 咲:新枝 草丈：3-4 咲:新枝 草丈：2.2-3.2 咲:新枝

花期：5下-10 花径：4-6 花期：5下-10 花径：8-10 花期：5下-10 花径：12 花期：6-9 花径：10-15 花期：6-9 花径：4-5 花期：5下-10 花径：6

草丈：2.2-3.2 咲:新枝 草丈：2.5-3 咲:新枝 草丈：1.8-2.5 咲:新枝 草丈：2.5-3 咲:新枝 草丈：2-3.5 咲:新枝 草丈：3-4 咲:新枝

花期：6-10 花径：1.5-2.5 花期：5-9 花径：7-8 花期：5下-10 花径：6-8 花期：5下-10 花径：10-15 花期：5下-10 花径：4-6 花期：5下-10 花径：5

草丈：4-5 咲:新枝 草丈：2-3 咲：新旧両枝 草丈：2.5-3 咲:新枝 草丈：1.8-3 咲:新枝 草丈：2.2-2.8 咲:新枝 草丈：3-4 咲:新枝

花期：5下-10 花径：8-12 花期：5下-10 花径：3-4 花期：6-9 花径：9-11 花期：6-9 花径：7-9 花期：6-10 花径：2.5-4 花期：6-10 花径：4-6

草丈：1.6-2.2 咲:新枝 草丈：2-3 咲:新枝 草丈：1.8-2.2 咲:新枝 草丈：2-2.6 咲:新枝 草丈：2.2-3.2 咲:新枝 草丈：2.5-3 咲:新枝

カンパニフローラ サニー・サイド ジェニー・カディック シレナ ソーダティーヤ タンゴ

エトワール・バイオレット エトワール・ローズ エミリア・プラター

エレバン エンテル カール カスム カルーレア・ラグジュリアンス カルメンシータ

ビチセラ系

テンテル ドギー トリカトリ ナイト・ベール パープレア・プレナ・エレガンス パゴダ

アオテアロア アバンダンス アルバ・ラグジュリアンス



花期：6-9 花径：4-6 花期：6-9 花径：7-10 花期：6-9 花径：4-6 花期：5下-10 花径：6-10 花期：5下-10 花径：6-10 花期：6-10 花径：6-8

草丈：1.5-2.5 咲:新枝 草丈：1.8-2.5 咲:新枝 草丈：3-5 咲:新枝 草丈：2.2-3.2 咲:新枝 草丈：2.5-4 咲:新枝 草丈：3-4 咲:新枝

花期：5下-10 花径：4-6 花期：6-10 花径：6-10 花期：5下-10 花径：6-9 花期：6-9 花径：4-5 花期：5下-10 花径：5-10 花期：6-9 花径：3-5

草丈：1.8-2.8 咲:新枝 草丈：2.5-3 咲:新枝 草丈：2.5-3 咲:新枝 草丈：2.5-3 咲:新枝 草丈：2.5-4.5 咲:新枝 草丈：3-4 咲:新枝

花期：5下-10 花径：8-11 花期：5下-10 花径：7-10 花期：5下-10 花径：6-10 花期：5下-10 花径：4-6 花期：6-9 花径：4-6 花期：6-10 花径：4-6

草丈：2.5 咲:新枝 草丈：2.5-3.5 咲:新枝 草丈：2.5-3.5 咲:新枝 草丈：1.5-2.5 咲:新枝 草丈：2-3 咲:新枝 草丈：2-3 咲:新枝

花期：6-10 花径：4-6 花期：5下-10 花径：4-6 花期：5下-10 花径：3-5 花期：5下-10 花径：6-8

草丈：3-4 咲:新枝 草丈：2.2-3.2 咲:新枝 草丈：1.5-2.5 咲:新枝 草丈：2.5-3 咲:新枝

ビチセラ系

ルブラ ロイヤル・ヴェロアーズ ロゼア ワーレンバーグ

ハンナ ピーコ ビチセラ（Ｖ） プリンス・チャールズ ブルー・ベル フルディーン

ベティ・コーニング ベノサ・バイオラシア ホーゲルビー・ピンク ホーゲルビー・ホワイト ポリッシュ・スピリット ホワイト・マジック

マーゴット・コスター マダム・ジュリア・コレボン ミセス・Ｔ・ルンデル メアリー・ローズ メヌエット リトル・ネル



花期：5-10 花径：6-8 花期：5-10 花径：5-8 花期：5-10 花径：4-5 花期：5-9 花径：4-6 花期：5-10 花径：4-6 花期：5-10 花径：4-5

草丈：2-3 咲:新枝 草丈：3-4 咲:新枝 草丈：4-5 咲:新枝 草丈：4 咲:新枝 草丈：2-3 咲:新枝 草丈：2-3 咲:新枝

花期：5-10 花径：2-3 花期：5-10 花径：3-5 花期：5-10 花径：2-3 花期：6-10 花径：2-2.5 花期：5-9 花径：2.5-3

草丈：3-4 咲:新枝 草丈：2-4 咲:新枝 草丈：3-5 咲:新枝 草丈：2-4 咲:新枝 草丈：3-4 咲:新枝

花期：6-10 花径：10-12 花期：5-10 花径：4-7 花期：5-10 花径：4-5 花期：5-10 花径：4-5 花期：5-10 花径：4-5 花期：5-10 花径：5-10

草丈：0.7-0.8 咲:新枝 草丈：1.5-2 咲:新枝 草丈：0.5-0.6 咲:新枝 草丈：1 咲:新枝 草丈：0.6-1.2 咲:新枝 草丈：1.5-2 咲:新枝

花期：5-10 花径：4-5 花期：6-9 花径：9-11 花期：6-9 花径：8-13 花期：6-9 花径：3-4 花期：5-9 花径：2-3 花期：5-10 花径：8-14

草丈：0.7-2 咲:新枝 草丈：2-2.5 咲:新枝 草丈：1.5-2.5 咲:新枝 草丈：0.6-1 咲:新枝 草丈：0.3-0.5 咲:新枝 草丈：1-1.5 咲:新枝

Ｓ・スウェーディッシュ・ベルズ ソシアリス ドゥランディ

ヴィオルナ系

カイウ スカーレット テクセンシス ポンパドール・ピンク 踊場

インテグリフォリア系

アラベラ アリョヌーシュカ アルバ アンダンテ インテグリフォリア エリオステモン

テクセンシス系

グレイブタイ・ビューティ サー・トレボー・ローレンス レディ・バード・ジョンソン

オルガ ジェフリー・トルヴァー シザイア・プティッサ

ダッチェス・オブ・アルバニー プリンセス・ケイト プリンセス・ダイアナ



花期：6-9 花径：6-8 花期：5-10 花径：4-5 花期：6-9 花径：4-5 花期：6-9 花径：4-5 花期：5-10 花径：3-4 花期：6-9 花径：6-8

草丈：0.8-1 咲:新枝 草丈：0.6-0.7 咲:新枝 草丈：0.6-0.9 咲:新枝 草丈：0.6-0.9 咲:新枝 草丈：0.2-0.3 咲:新枝 草丈：1-1.8 咲:新枝

花期：6-9 花径：4-5 花期：5-10 花径：4-5 花期：5-10 花径：5-8 花期：6-9 花径：4-6 花期：6-9 花径：4-6 花期：5-10 花径：4-5

草丈：0.6-0.9 咲:新枝 草丈：0.2-0.3 咲:新枝 草丈：1.5-2 咲:新枝 草丈：1 咲:新枝 草丈：1-1.5 咲:新枝 草丈：0.8-1 咲:新枝

花期：5-10 花径：5-7 花期：6-9 花径：4-5 花期：5-10 花径：5-6 花期：5-10 花径：4-5

草丈：1.5-2 咲:新枝 草丈：1.5-2 咲:新枝 草丈：1.8-3 咲:新枝 草丈：0.6-0.8 咲:新枝

花期：5-11 花径：5-10 花期：5-11 花径：8-12 花期：5-11 花径：8-12

草丈：2.5-3 咲：新旧両枝 草丈：2.5-4 咲：新旧両枝 草丈：2-3 咲：新旧両枝

ユーリ リトル・ボーイ 篭口 ロゼア

白万重 テッセン フロリダ

常緑
フロリダ
系

パンボーン・ピンク ブルー・ベル ブルー・ボーイ フローリスV ヘザー・ハーシェル

インテグリフォリア系

ニュー・ヘンダー・ソニー

ヘンダー・ソニー

白麗 パステル・ピンク パステル・ブルー 花島 パミャーチ・セルツァ

インテグリフォリア系で

グランドカバー（アラベラ）

フロリダ系

テッセン



花期：10-4 花径：5-7 花期：10-4 花径：3-4 花期：10-3 花径：2-3 花期：10-4 花径：2-3 花期：10-4 花径：4-5 花期：10-4 花径：4-6

草丈：3-4 咲：旧枝 草丈：2.5-3 咲：旧枝 草丈：2-2.5 咲：旧枝 草丈：2-2.5 咲：旧枝 草丈：2.5-3 咲：旧枝 草丈：2.5-3 咲：旧枝

花期：12-2 花径：3 花期：10-3 花径：3-5 花期：12-2 花径：3-4 花期：12-2 花径：3-4.5 花期：12-2 花径：3-4

草丈：2-3.5 咲：旧枝 草丈：2.5-3 咲：旧枝 草丈：3-4 咲：旧枝 草丈：12 咲：旧枝 草丈：3-4 咲：旧枝

花期：6-9 花径：2 花期：5-10 花径：3-4 花期：6-10 花径：2.5-4.8 花期：8-9 花径：2-3

草丈：0.8-1 咲：旧枝 草丈：1-1.5 咲：新枝 草丈：3-4 咲：新旧両枝 草丈：3-4 咲：旧枝

花期：8-9 花径：2-3 花期：8-9 花径：2-3 花期：6-10 花径：2-3 花期：8-9 花径：3-4 花期：6-9 花径：1.5-3 花期：6-9 花径：2-3

草丈：3-4 咲：旧枝 草丈：3-4 咲：旧枝 草丈：2.5-4 咲：新枝 草丈：4-7 咲：新旧両枝 草丈：1-2.2 咲：新枝 草丈：0.9-1.8 咲：新枝

常緑シルホサ系

オーリカバレー カリシナ シルホサ シルホサ・ウィズレイ・クリーム シルホサ・ジングル・ベル シルホサ・フレックルス

レクタ・パープレア

アルテルナータ アロマチカ オブスクラ 仙人草

常緑
コンナー
タ系

ウンナンエンシス グレウィフローラ ホワイト・エンジェル

アーチク
レマチス
属

原種
フラム
ラー系

タイの仙人草 チネンシス トライテルナータ・
ルブロマルギナータ

ナパウレンシス 日枝

香白 レクタ



花期：7-10 花径：2 花期：6-9 花径：3-4 花期：6-9 花径：3-4 花期：6-9 花径：3.5-4 花期：7-9 花径：2

草丈：0.6 咲：旧枝 草丈：1 咲：旧枝 草丈：2-2.5 咲：旧枝 草丈：1.5-4 咲：新旧両枝 草丈：0.6 咲：旧枝

花期：8-9 花径：2-2.5 花期：6-9 花径：2-2.5 花期：8-9 花径：3 花期：8-9 花径：1.5-2.5 花期：7-9 花径：2.5-4

草丈：0.9-1.2 咲：旧枝 草丈：1 咲：旧枝 草丈：1.5-1.8 咲:新枝 草丈：12 咲：旧枝 草丈：4-8 咲:新枝

花期：8-9 花径：2 花期：5-6 花径：2.5 花期：5-6 花径：2-3 花期：4-9 花径：2-3 花期：5-6 花径：2.5

草丈：3-5 咲：旧枝 草丈：3 咲：旧枝 草丈：2.5-3 咲：旧枝 草丈：1-2.2 咲：旧枝 草丈：3 咲：旧枝

花期：6-10 花径：4-5 花期：5-6 花径：2.5

草丈：2.5 咲:新枝 草丈：2 咲：旧枝

クリスパ 白花半鐘ヅル

原種
ヴィオル
ナ系

原種
シルホサ
系

ボタンヅル 白半鐘ヅル トリガタハンショウヅル 半鐘ヅル

原種
カンパネ
ラ系

愛鷹半鐘ヅル

ヘラクレフォリア・スタンス ヘラクレフォリア・ダヴィディアナ ミセス・ロバート・ブライトン ビタルバ ファルゲシ・オイデス

原種
ビタルバ
系

原種

伊吹山の草ボタン カッサンドラ サンダー ジュイニアナ・プレコックス 富士の草ボタン

原種
ヘラクレ
フォリア系



花期：4-9 花径：9-12 花期：4下-9 花径：7-8 花期：4下-9 花径：13-15 花期：4-9 花径：12-15 花期：5-9 花径：8-12

草丈：1.2-1.8 咲：旧枝 草丈：1.5-2.3 咲：旧枝 草丈：1.5-1.8 咲：旧枝 草丈：1.8-4 咲：旧枝 草丈：1.8-2.3 咲：旧枝

花期：5-9 花径：8-10 花期：8-9 花径：3-4 花期：8-10 花径：2-3 花期：5-10 花径：3-5

草丈：1.2-2.5 咲：旧枝 草丈：5-7 咲：旧枝 草丈：3-4 咲：旧枝 草丈：1.5-3 咲：旧枝

花期：7-10 花径：2.5 花期：8-9 花径：4-6 花期：6-9 花径：3-4 花期：6-9 花径：3-5 花期：6-9 花径：6.5-9

草丈：3-4.5 咲：旧枝 草丈：2.5-4.5 咲：旧枝 草丈：2-3 咲：旧枝 草丈：2-4 咲：旧枝 草丈：2 咲：旧枝

花期：6-9 花径：5 花期：6-9 花径：5 花期：6-10 花径：3

草丈：3-4 咲：旧枝 草丈：2-2.5 咲：旧枝 草丈：3 咲：新旧両枝

原種
コンナー
タ系

雪おこし

タングチカ・ヘリオス

メクラチス
系

タングチカ・ラムトンパーク タングチカ・レイダー・ラブ マイ・エンジェル

ルリオコシ コンナータ タカネハンショウヅル レペンス

原種
パテンス
系

オリエンタリス・ビル・マッケンジー セラティフォリア タングチカ・アニタ タングチカ・オーレオリン

原種

風車 三田の風車 土岐の風車 満州黄



ご注文・お問い合わせは下記までお願い致します。

駿河のクレマチス＆クリスマスローズ
株式会社 クレマコーポレーション

〒411-0931 静岡県駿東郡長泉町東野八分平270-17
TEL ０５５（９８６)８７７８ FAX  ０５５（９８６)７４８７

e-mail   info@clematis.co.jp
URL  http://clematis.co.jp/


