ジャーマンアイリス･ヘメロカリス販売の(花さかじじいネット)商品カタログ(2021/4/1)

ジャーマンアイリス 商品一覧表
▲写真をクリックすると拡大写真表示！
※｢商品価格｣表示は、単品(1 株)の価格です

商品番号：A001

▲

商品番号：A002

▲

商品番号：A003

▲

商品名称：インディアン･チ

商品名称：うすい水色

商品名称：デコルタージュ

ーフ

商品価格：900 円

商品価格：700 円

商品価格：400 円･上弁ピン

･上弁､下弁とも薄い水色･ヒ ･上弁､下弁とも白に縁が薄

ク､下弁アズキ色

ゲは白とオレンジ色･透き通

紫のシマ模様、繊細な色合

･ヒゲはオレンジ色

るような淡い水色

い

･ヒゲの周りに白のシマ

･やさしい色合い花です

･ヒゲは白とオレンジ色

･古くに日本に来た強健品種 ･栽培し易い

･葉は細目で低く花茎は長く

初心者向き ･根強いファン

スマート､花小さめ

有

商品番号：A004

▲

商品番号：A005

▲

商品番号：A006

★在庫少く販売休止中★

商品名称：ミニ紫ヒゲ白

商品名称：ブラッドストーン

商品価格：300 円

(Rare Edition)

商品価格：300 円

･上弁､下弁とも紫

商品価格：800 円

▲

商品名称：レア・エディション

･上弁､下弁アズキ色に近い ･ヒゲは白､強健品種

･上弁下弁､白に紫の縁ど

紫

･草丈は２０ｃｍミニ品種

り･ヒゲは白とオレンジ色･IB

･ヒゲは紫

･ヒゲの白がアクセント

種(Intermediate Bd)中間の

･草丈は１５ｃｍミニ品種

･栽培し易い

背丈･草丈 30cm、花は大き

･強健品種です
･初心者向き
← 動画はこちら

← 動画はこちら

目･純白濃い紫のメリハリ
･とても可愛い花､1980,Gatty
← 動画はこちら
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商品番号：A007

▲

商品番号：A008

▲

商品番号：A009

▲

★在庫少く販売休止中★

商品名称：リンゴー

商品名称：シティーライツ

商品名称：ホール･クロス

商品価格：1,000 円

商品価格：1,000 円

･上弁白(微かに紫)

･上弁下弁青色ヒゲの周り

商品価格：1,000 円

･下弁明るい紫に縁は白

白

･上弁白､下弁薄い水色

･ヒゲはオレンジ、白

･ヒゲは白

･ヒゲは白とオレンジ色

･強健品種で美しい花

･青空色に中央が雲の様な

･上弁下弁の淡い組み合わ

･永遠の名花です！

白

(Whole Cloth)

せ

･春秋の二季咲き

･下弁の色合いは微妙に変

･涼しい色合いの花

化

商品番号：A010

▲

商品番号：A011

▲

商品番号：A012

▲

★在庫少く販売休止中★

商品名称：スノーマウント

★在庫少く販売休止中★

商品名称：ドーン･トレス

商品価格：1,100 円

商品名称：アバロンサンセッ

商品価格：1,000 円

･上弁純白下弁紫

ト

･上弁ピンク､下弁赤

･ヒゲは白、黄色

商品価格：1,000 円

･ヒゲはオレンジ

･株元の葉が紫色

･上弁下弁オレンジ色の花

･ヒゲ周り白のシマ模様

･富士山のような花

･ヒゲもオレンジ色

･大輪でダイナミックな花

･下弁の紫が幻想的

･鮮やかな明るいオレンジ花

･強健品種です！

･夏の夕焼け空の様な色合
い
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商品番号：A013

▲

商品番号：A014

▲

商品番号：A015

▲

商品名称：うすい黄色

商品名称：濃い紫

商品名称：ホワイトクラウド

商品価格：700 円

商品価格：700 円

商品価格：800 円

･上弁､下弁とも淡い黄色

･上弁下弁濃い紫

･上弁下弁とも純白

･ヒゲは白、黄色

･ヒゲは紫と微かに黄色

･ヒゲは白と黄色

･下弁の中央が少し白っぽ

･レトロな感じの紫花

･ヒゲ周りに黄色シマ模様

い

･花、ヒゲ全てが濃い紫

･純白で清潔な感じの花！

･ヒゲ周り薄い茶色シマ模様 ･和風な色合いの花！

･丈夫な品種で株も巨大！

･甘い香りが強い！

商品番号：A016

▲

商品番号：A017

▲

商品番号：A018

▲

商品名称：イーディスウルフ

商品名称：上弁青下弁紫花

商品名称：ブルースウェード

ォード

商品価格：400 円

シューズ

商品価格：1,300 円

･上弁青下弁紫

商品価格：1,300 円

･上弁クリーム色下弁青紫

･ヒゲはオレンジ

･上弁、下弁青紫

･ヒゲは白オレンジ

･古くに日本に入ってきた品

･ヒゲはブルー

･鮮やかなクリーム色が光輝 種

･波打ったフリルがダイナミッ

く

･和風庭園に合う和風花

ク！

･フリルがきれい！

･草丈が比較的低い 40cm

･濃いブルーの落着いた大

･春のお庭を華やかにする

･涼しい色合いの花！

輪！

花

･６月開花の遅咲き品種
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商品番号：A019

▲

商品番号：A020

▲

商品番号：A021

▲

商品名称：スーナーセレナ

商品名称：ギフト・オブ・ドリ

★在庫少く販売休止中★

ーデ

ームズ

商品名称：レディースファッ

商品価格：1,300 円

商品価格：1,100 円

ション

･上弁淡い紫、下弁赤ワイン ･上弁下弁薄紫に近いピン

商品価格：900 円

色

ク

･上弁薄い紫、下弁薄い紫

･ヒゲはオレンジ色

･ヒゲは紫とオレンジ

に中央が濃い紫に

･ヒゲ周り白いシマ模様

･ヒゲ周りｵﾚﾝｼﾞ色のシマ模

･ヒゲは紫とオレンジ

･情熱的なバイトーン！

様

･カロレア風のエレガントな

･赤ワインが飲みたくなる色

･秋にも花が咲くことあり

花

合いです！

･春のお庭を華やかにする

･ヒゲ周り白のシマ模様

花

商品番号：A022

▲

商品番号：A023

▲

商品番号：A024

▲

商品名称：ワナシー

商品名称：ウアバッシュ

★在庫少く販売休止中★

商品価格：1,100 円

(Wabash)

商品名称：モダン･クラシック

･上弁白、下弁サーモンピン

商品価格：700 円

（Modern Classic)

ク

･上弁:純白、下弁:紫

商品価格：1,100 円

･ヒゲはオレンジ色

･ヒゲはオレンジ

･上弁下弁ともに白に紫の

･やさしい貴婦人のような花

･下弁の縁は白

縁どり

♪

･ヒゲ周り白のシマ模様

･ヒゲは白オレンジ

･上弁のフリルが上品さを漂 ･少し小さめの可愛い花

･涼しい色合いの花♪

わせます！

･春のお庭を爽やかにする
花
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商品番号：A025

▲

商品番号：A026

▲

商品番号：A027

▲

商品名称：ギャランマドリッド 商品名称：マウンテンバイオ 商品名称：淡いオレンジ花
商品価格：1,200 円

レッド

商品価格：700 円

･上弁オレンジ色、下弁紫色 商品価格：1,300 円

･上弁下弁非常に淡いオレ

･ヒゲはオレンジ色

･上弁非常に薄いピンク

ンジ

･派手でにぎやかな色合

･下弁：非常に薄い紫

･ヒゲは白オレンジ

･下弁の明るい紫が神秘的

･ヒゲは白オレンジ色

･花色は肌色にも見える

･とても目立つ存在感のある ･繊細な色合いの綺麗な

･心が落ち着く癒し系の花で

花！

す

花！
･春風を感じる爽やかな花！

商品番号：A028

▲

商品番号：A029

▲

商品番号：A030

▲

商品名称：淡い紫花

商品名称：ペルシャンベリー 商品名称：シルクウッド

商品価格：1,000 円

商品価格：1,300 円

商品価格：1,100 円

･上弁下弁淡い紫色

･上弁下弁明るい薄い赤紫

･上弁下弁透き通るような白

･ヒゲはオレンジと白

･下弁ヒゲ周り濃い赤紫

･ヒゲは茶色のようなオレン

･爽やかな色合いの花

･ヒゲはオレンジ色

ジ

･涼しい感じの花です！

･桜のピンク色にも見える

･花はシルクのような白

･トール品種(TB)

･ダイナミックで美しい大輪

･洗い立てのワイシャツのよ

花

うな白花です♪
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商品番号：A031

▲

商品番号：A032

▲

商品番号：A033

▲

商品名称：薄いピンク花

商品名称：ソーンバード

★在庫少く販売休止中★

商品価格：600 円

商品価格：1,200 円

商品名称：ホットストリーク

･上弁下弁透き通る様なピン ･上弁:淡い肌色､下弁:濁っ

商品価格：1,300 円

ク

た肌色

･上弁:キャラメル色(オレン

･ヒゲはオレンジ色

･ヒゲ:薄い茶色、ヒゲ先に紫 ジ)､下弁:茶色縁に中央黄色

･繊細な色合いのピンク花

のホーン(角)有り

･ヒゲ:オレンジ色､目立つ

･草丈も低く花も小輪です！

･微妙な色合いの花(多花

花！

･強健品種です！

系)

･上弁に微妙に茶色が交ざ

･紫のホーンとヒゲ周り紫の

ります

シマ模様が神秘的

･下弁中央の黄色が際立ち
ます！

商品番号：A034

▲

商品番号：A035

▲

商品番号：A036

▲

商品名称：スーパーステー

商品名称：ダスキー･ダンサ

商品名称：ブラック･アズ･ナ

ション

ー

イト

商品価格：1,200 円

商品価格：800 円

商品価格：900 円

･上弁下弁:濃い紫

･上弁下弁:黒に近い濃い紫

･上弁下弁:濃い赤系紫

･ヒゲ:濃い紫

･ヒゲ:青

･ヒゲ:濃いオレンジ色

･ヒゲ周り:少し白あり、赤味

･シンプルな花形です！

･重厚な色合いにオレンジの

がかっています

･黒系紫の渋い花です！

ヒゲがアクセント♪

･落ち着いた色合いの花で

･上弁は少し明るめでしょう

･強健品種です！

す

か
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商品番号：A037

▲

商品番号：A038

▲

商品番号：A039

▲

商品名称：サーカス･ストライ 商品名称：フォーカス･レッド

★在庫少く販売休止中★

プス

商品価格：900 円

商品名称：カラタート

商品価格：1,100 円

･上弁下弁:濃い赤茶

商品価格：1,200 円

･上弁下弁:白に縁が紫、白

･ヒゲ:濃いオレンジ色

･上弁:赤紫､下弁:濃い赤紫

に紫のストライプ模様

･花びらの脈が分かりる！

に中央蛍光系イエロー

･ヒゲ:薄紫とオレンジ

･暗めの赤茶にオレンジのヒ ･ヒゲ:オレンジ色

･落着いた和服の様な花

げが目立つ

･下弁中央のイエローが光り

･上弁がねじれた様な巻きあ ･色の濃い下弁は光沢があ

ます

り

･下弁中央に赤紫の縦の線

ります！

･おもしろい模様の花！

商品番号：A040

あり

▲

商品番号：A041

▲

商品番号：A042

★在庫少く販売休止中★

商品名称：ゲイパラソル

商品名称：ブラタント

商品名称：ピンクスレイ

商品価格：1,000 円

商品価格：1,100 円

商品価格：1,400 円

･上弁:純白､下弁:薄紫

･上弁:黄色､下弁:紫

･上弁下弁:明るいピンク

･ヒゲ:白とオレンジ色

･ヒゲ:オレンジ色

･ヒゲ:オレンジ

･上弁はきれいな純白！

･上弁繊細なクリーム色

▲

･鮮やかでとても可愛い花！ ･下弁は紫の濃淡の混ざり

･下弁はアズキ色のような紫

･フリルが可愛いです！

･下弁ヒゲ周り白いシマ

･可憐なレディのような花！

･晴々とした花です！

･多花で秋にも開花する

7

ジャーマンアイリス･ヘメロカリス販売の(花さかじじいネット)商品カタログ(2021/4/1)

商品番号：A043

▲

商品番号：A044

▲

商品番号：A045

▲

商品名称：エコーデフランス

商品名称：肌色ヒゲオレンジ ★在庫少く販売休止中★

商品価格：1,200 円

商品価格：800 円

商品名称：コロナゴールド

･上弁:白､下弁:黄色

･上弁下弁:肌色

商品価格：1,300 円

･ヒゲ:オレンジ

･ヒゲ:鮮やかなオレンジ

･上弁下弁:明るい黄色

･とてもチャーミングな花！

･淡いサーモンピンク♪

･ヒゲ:オレンジ色

･上弁の花脈が黄色！

･透き通る様な繊細な花

･光に輝くゴールド花！

･お庭を華やかにする花！

･ヒゲのオレンジが目を引

･フリルが豪華です！

く！

･お庭を明るくする花♪

商品番号：A046

▲

商品番号：A047

▲

商品番号：A048

▲

商品名称：プライム･クレー

★在庫少く販売休止中★

★在庫少く販売休止中★

ジー

商品名称：ビクトリア･フォー

商品名称：ロゼッタ･ワイン

商品価格：1,200 円

ルズ

商品価格：1,300 円

･上弁:赤紫､下弁:白に縁赤

商品価格：1,300 円

･上弁:薄紫､下弁:薄紫に中

紫

･上弁下弁:水色

央白

･ヒゲ:白

･ヒゲ:白

･ヒゲ:白オレンジ

･ダイナミックな大輪です！

･爽やかな水色に純白ヒゲ

･淡い紫に引き付けられます

･下弁の中央の白が引き立

･花型もきれいです！

♪

つ

･すがすがしい色合いの

･神秘的な色合いの花！

･お庭を華やかにする花

花！

8

ジャーマンアイリス･ヘメロカリス販売の(花さかじじいネット)商品カタログ(2021/4/1)

商品番号：A049

▲

商品名称：ベンガル･タイガ
ー

商品番号：A050

▲

商品名称：ＯＢＬＩＶＩＯＮ

商品番号：A051

▲

★在庫少く販売休止中★

（品種：ＳＤＢ）

商品名称：上弁白下薄茶

商品価格：1,300 円

商品価格：800 円

商品価格：1,200 円

･上弁:黄色､下弁:黄色に赤

･上弁下弁:紫

･上弁:純白､下弁:ベージュ

霜降り

･ヒゲ:白オレンジ

･ヒゲ:白オレンジ

･ヒゲ:オレンジ

･ヒゲ周りの白がアクセント

･上弁の純白が引き立ちま

･上弁のクリーム色がきれ

･◆オレゴン直輸入品種◆

す

い！

･花脈が分かり易い！

･下弁は人の肌を思わせま

･下弁の花脈の赤が複雑で

･落着いた紫ミニ花♪

す

す

･珍しい色の組合せの花！

･名前の通りトラを思わせま
す

商品番号：A052

▲

商品番号：A053

▲

商品番号：A054

▲

★在庫少く販売休止中★

★在庫少く販売休止中★

商品名称：上うす紫下紫

商品名称：リアーズン

商品名称：I Feel lucky ア

商品価格：400 円

商品価格：1,200 円

イ･フィール･ラッキー

･上弁:薄紫､下弁:紫

･上弁:淡いピンク､下弁:紫

商品価格：1,500 円

･ヒゲ:オレンジ

･ヒゲ:白オレンジ

･上弁下弁:紫（ワイン系紫)

･ヒゲ回り白いシマ模様

･下弁の縁が白！

･ヒゲ:青紫

･透き通る様な上弁薄紫

･ヒゲ回りにシマ模様

･◆オレゴン直輸入品種◆

･古い品種ですが安心する

･上弁は白で微かにピンク

･落着いた色合いの花

花

･フリルがあります
･ヒゲの青紫が渋い！
9

ジャーマンアイリス･ヘメロカリス販売の(花さかじじいネット)商品カタログ(2021/4/1)

商品番号：A055

▲

商品番号：A056

▲

商品番号：A057

▲

★在庫少く販売休止中★

★在庫少く販売休止中★

★在庫少く販売休止中★

商品名称：ミニ白花

商品名称：Bye Bye Bluse

商品名称：Heart Of Glass

商品価格：300 円

バイ･バイ･ブルース

ハート･オブ･グラス

･上弁:下弁:純白

商品価格：1,300 円

商品価格：1,500 円

･ヒゲ:白黄色

･上弁下弁:水色

･上弁下弁:ピンク

･純白の白が光に輝きま

･ヒゲ:水色オレンジ

･ヒゲ:ピンクオレンジ

す！

･ヒゲが伸びてホーン状態

･◆オレゴン直輸入品種◆

･薄い繊細な花びらです

･涼しい色合いのフリル花

･ヒゲ回り白

･草丈 20cm と低めの白花

･春を爽やかにする花！

･レースが繊細さを強調

♪

商品番号：A058

･とてもエレガントな花

▲

商品番号：A059

▲

商品番号：A060

▲

商品名称：プレイ･ウィズ･フ

★在庫少く販売休止中★

★在庫少く販売休止中★

ァイアー

商品名称：スプリング･イメー 商品名称：エレガント･エラ

商品価格：1,100 円

ジ

商品価格：1,300 円

･上弁:薄い赤茶､下弁:赤茶

商品価格：1,300 円

･上弁:黄色､下弁:白に縁黄

･ヒゲ:オレンジ

･上弁下弁:淡い紫

色

･ヒゲ周り白シマ模様

･ヒゲ:白黄色

･ヒゲ:白(淡い紫)オレンジ

･フリルあり

･春を思わせる爽やかな花

･黄色に下弁白がアクセント

･燃えた炎のような花

･繊細な淡い紫の花です

･花びらがしっかり厚め

･赤系の多花品種♪

･レースがキレイです♪

･エレガントなレディーの様な
花♪
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ジャーマンアイリス･ヘメロカリス販売の(花さかじじいネット)商品カタログ(2021/4/1)

商品番号：A061

▲

商品番号：A062

▲

商品番号：A063

▲

★在庫少く販売休止中★

★在庫少く販売休止中★

★在庫少く販売休止中★

商品名称：ベルギアン･プリ

商品名称：ナバホ･ブランケ

商品名称：Kathy Chilton

ンス

ット

商品価格：1,600 円

商品価格：1,800 円

商品価格：1,200 円

･上弁:オレンジ系黄色､

･上弁:淡い紫､下弁:淡い紫の入

･上弁:淡い紫､下弁:ワイン

Belgian Prince

下弁:ワイン色

った白･ヒゲ:白オレンジ･◆オレゴ 色

･ヒゲ:渋いオレンジ色

ン直輸入品種◆･ヒゲ周り薄紫シ ･ヒゲ:白(薄紫)黄色

･◆オレゴン直輸入品種◆

マ模様･繊細な色合いの爽やか

･上弁の縁が肌色のよう

･濃い下弁に明るい上弁が

花･上弁の薄紫の花脈が分かり

･濃淡のメリハリ花！

引立つ

ます♪､ＴＢ(トール品種）

･上弁はやさしい感じ♪

･珍しい配色マニア向け花♪

商品番号：A064

▲

商品番号：A065

▲

商品番号：A066

▲

★在庫少く販売休止中★

商品名称：FORGED IN FIRE ★在庫少く販売休止中★

商品名称：バニティ

商品価格：1,300 円

商品名称：バター･アップ

商品価格：1,300 円

･上弁:薄い紫､下弁:紫

(Batter Up)

･上弁下弁:淡い肌色系ピン

･ヒゲはオレンジ

商品価格：1,300 円

ク

･◆オレゴン直輸入品種◆

･上弁:淡い黄色､下弁:黄色

･ヒゲ:明るいオレンジ

･ラズベリー色､草丈:40cm

が微かに入った白に縁は薄

･透き通るような淡い花

･紫の色合いが Good！

黄色･ヒゲは白と黄色ホーン

･ヒゲのオレンジがアクセント ･可愛い色合い良い花♪

状･◆オレゴン直輸入品種

･フリルがエレガントな花♪

◆･バターのような色合いの
花･優しい感じの小さめの花
♪
･ヒゲが突き上がっている！
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ジャーマンアイリス･ヘメロカリス販売の(花さかじじいネット)商品カタログ(2021/4/1)

商品番号：A067

▲

商品番号：A068

▲

商品番号：A069

▲

★在庫少く販売休止中★

商品名称：ワンダフル･ファッ 商品名称：純白花

商品名称：ビルダー･ビース

ション

商品価格：1,100 円

ト (Bewilderbeast)

商品価格：1,400 円

･上弁下弁:白

商品価格：1,400 円

･上弁下弁:白

･ヒゲは白と黄色

･上弁下弁:アズキ色白シモ

･ヒゲは白と黄色

･爽やかな純白花です♪

フリ

･微かにピンクが混ざる

･ヒゲ周り黄色のシマ

･ヒゲ:茶色

･フリルがありワンダフル！

･上弁は少しだけフリル♪

･珍しい配色のシモフリ

･花も大きく優雅♪

･お肉のシモフリの感じ

商品番号：A070

▲

商品番号：A071

▲

商品番号：A072

▲

★在庫少く販売休止中★

★在庫少く販売休止中★

★在庫少く販売休止中★

商品名称：マリポサ･スカイ

商品名称：ドライブ･ミイ･ワ

商品名称：コロナ･スター

ズ Mariposa Skies

イルド Drive Me wild

(Corona Star)

商品価格：1,200 円

商品価格：1,500 円

商品価格：1,300 円

･上弁:淡い水色､下弁:青

･上弁:紫､下弁:濃い紫中央

･上弁:淡い水色系の白

･ヒゲは淡い青とオレンジ

シマ模様

下弁:紫ヒゲ回り白シマ模様

･青系の濃淡が良い！

･ヒゲはオレンジ

･ヒゲは白黄色

･涼しそうな雰囲気の花♪

･◆オレゴン直輸入品種◆

･◆オレゴン直輸入品種◆

･トール品種(TB)

･下弁白シマ模様が良い♪

･涼しい色合いの花！

･ワイン色のワイルドな花

･下弁の白いシマ模様がア

･トール品種(TB)

クセント！
･トール品種(TB)
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ジャーマンアイリス･ヘメロカリス販売の(花さかじじいネット)商品カタログ(2021/4/1)

商品番号：A073

▲

商品番号：A074

▲

商品番号：A075

▲

★在庫少く販売休止中★

商品名称：メリー･マドリガル 商品名称：スプリング･マッド

商品名称：スタードック

Merry Madrigal

ネス Spring Madness

Stardock

商品価格：1,100 円

商品価格：1,600 円

商品価格：1,500 円

･上弁:淡い黄色､下弁:薄い

･上弁:淡いクリーム色

･上弁:ピンク､下弁:紫

紫

下弁:クリーム黄にアズキ色

･ヒゲは茶色

･ヒゲはオレンジ

のシマ模様

･◆オレゴン直輸入品種◆

･上弁下弁優しい色合い♪

･ヒゲは黄色

･ピンク紫の絶妙バランス

･上弁が柔らかい雰囲気

･◆オレゴン直輸入品種◆

･強健です(^^)v

･トール品種(TB)

･不思議な模様の珍しい花

･トール品種(TB)

･上弁下弁フリルあり
← 動画はこちら

商品番号：A076

▲

商品番号：A077

▲

商品番号：A078

▲

★在庫少く販売休止中★

商品名称：上黄色下紫フラ

商品名称：イン･タウン

商品名称：アンクル･チャー

ウンス(名称不明)

商品価格：1,300 円

リー Uncle Charlie

商品価格：1,500 円

･上弁:淡い紫､下弁:濃い紫

商品価格：1,700 円

･上弁:黄色､下弁:紫に縁が

･ヒゲはオレンジ

･上弁:微かな淡い紫の入っ

薄茶

･上弁下弁の濃淡の落差！

た白､下弁:微かな淡い紫の

･ヒゲはオレンジ

･上弁が爽やかです♪

入った白に中央白

･ヒゲの先がフラウンス！

･ヒゲは薄紫

･フリルも豪華！

･◆オレゴン直輸入品種◆
･上品できれいな花！
･フリルが豪華！
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ジャーマンアイリス･ヘメロカリス販売の(花さかじじいネット)商品カタログ(2021/4/1)

◆ 大変お得な★ジャーマンアイリス園作成セット★ ◆
※1 株と定価×株数の合計金額の 25 又は 30％割引とお得な価格です！

商品番号：S005

▲

商品番号：S006

▲

商品名称：昔懐かし系ﾐﾆｼﾞｬ 商品名称：昔懐かし系ﾐﾆﾐﾆ

商品番号：S007

▲

商品名称：丈夫なﾐﾆｼﾞｬｰﾏﾝ

ｰﾏﾝｱｲﾘｽ園ｾｯﾄ C6 品種 24 ｼﾞｬｰﾏﾝｱｲﾘｽ園ｾｯﾄ D6 品種 ｱｲﾘｽ園ｾｯﾄ E6 品種 24 株
株

12 株

商品価格：15,400 円
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ジャーマンアイリス･ヘメロカリス販売の(花さかじじいネット)商品カタログ(2021/4/1)

商品価格：10,640 円

商品価格：5,700 円

以下品種各 4 株(合計 24

以下品種各 4 株(合計 24

以下品種各 2 株(合計 12

株)

株)

株)

※詳細は画像クリック確

※詳細は画像クリック確

※詳細は画像クリック確

認！

認！

認！

･リンゴー(A008)

･インディアンチーフ(A001)

･インディアンチーフ(A001)

･うすい黄色(A013)

･うすい黄色(A013)

･うすい黄色(A013)

･濃い紫(A014)

･濃い紫(A014)

･濃い紫(A014)

･ブラタント(A042)

･ホワイトクラウド(A015)

･ホワイトクラウド(A015)

･肌色ヒゲオレンジ(A044)

･肌色ヒゲオレンジ(A044)

･肌色ヒゲオレンジ(A044)

･プライムクレイジー(A046)

･上うす紫下紫(A054)

･上うす紫下紫(A054)

★初心者に最適♪育て易い

★昔懐かしい田舎で観た花

★昔懐かしい田舎で観た花

★どれも丈夫で強健品種♪

♪

♪

★発送ゆうパック 80 サイズ

★どれも丈夫で強健品種♪ ★どれも丈夫で強健品種♪ ★定価 22,000 円-6,600 円
★発送ゆうパック 80 サイズ

★発送ゆうパック 80 サイズ

(30%)

★定価 15200 円-4,560 円

★定価 7,600 円-1,900 円

★お得！1 株平均 642 円♪

(30%)

(25%)

★お得！1 株平均 443 円♪ ★お得！1 株平均 475 円♪
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ジャーマンアイリス･ヘメロカリス販売の(花さかじじいネット)商品カタログ(2021/4/1)

商品番号：S008

▲

商品名称：丈夫なﾐﾆﾐﾆｼﾞｬｰ
ﾏﾝｱｲﾘｽ園ｾｯﾄ F6 品種 12
株
商品価格：8,250 円
以下品種各 2 株(合計 12
16

ジャーマンアイリス･ヘメロカリス販売の(花さかじじいネット)商品カタログ(2021/4/1)

株)
※詳細は画像クリック確
認！
･リンゴー(A008)
･うすい黄色(A013)
･濃い紫(A014)
･ブラタント(A042)
･肌色ヒゲオレンジ(A044)
･プライムクレイジー(A046)
★初心者に最適♪育て易い
★どれも丈夫で強健品種♪
★発送ゆうパック 80 サイズ
★定価 11,000 円-2,750 円
(25%)
★お得！1 株平均 688 円♪
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ジャーマンアイリス･ヘメロカリス販売の(花さかじじいネット)商品カタログ(2021/4/1)

◆◇ ジャーマンアイリス品種別セット ◇◆
※1 株分を割引したお得なセット価格です！

商品番号：B001

▲

商品番号：B002

▲

商品番号：B003

▲

商品名称：インディアン･チ

商品名称：うすい水色 5 株ｾ ★在庫少く販売休止中★

ーフ 5 株ｾｯﾄ

ｯﾄ

商品名称：ホール･クロス 5

商品価格：1,600 円

商品価格：3,600 円

株ｾｯﾄ

･上弁ピンク､下弁アズキ色

･上弁､下弁とも薄い水色

商品価格：4,000 円

･ヒゲはオレンジ色

･ヒゲは白とオレンジ色

･上弁白､下弁薄い水色

･ヒゲの周りに白のシマ

･透き通るような淡い水色

･ヒゲは白とオレンジ色

･古くに日本に来た強健品

･やさしい色合い花です

･上弁下弁の淡い組み合わ

種､初心者向き

･栽培し易い

せ

･根強いファン有

･上弁の純白が綺麗♪
･下弁の色合いは微妙に変
化

商品番号：B004

▲

商品番号：B005

▲

商品番号：B006

▲

商品名称：リンゴー5 株ｾｯﾄ

★在庫少く販売休止中★

★在庫少く販売休止中★

商品価格：4,000 円

商品名称：シティーライツ 5

商品名称：ドーン･トレス 5

･上弁白(微かに紫)

株ｾｯﾄ

株ｾｯﾄ

･下弁明るい紫に縁は白

商品価格：4,000 円

商品価格：4,000 円

･ヒゲはオレンジ、白

･上弁下弁青色ヒゲの周り

･上弁ピンク､下弁赤

･強健品種

白･ヒゲは白･青空色に中央 ･ヒゲはオレンジ

･永遠の名花です！

が雲の様な白･春秋の二季

･ヒゲ周りに白のシマ模様

咲き･涼しい色合いの花

･大輪でダイナミックな花
･強健品種です！
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ジャーマンアイリス･ヘメロカリス販売の(花さかじじいネット)商品カタログ(2021/4/1)

商品番号：B007

▲

商品番号：B008

▲

商品番号：B009

▲

商品名称：薄いピンク花 5

★在庫少く販売休止中★

★在庫少く販売休止中★

株ｾｯﾄ

商品名称：ブラッドストーン 5 商品名称：ミニ紫ヒゲ白 5 株

商品価格：2,400 円

株ｾｯﾄ

ｾｯﾄ

･上弁下弁透き通る様なピン 商品価格：1,200 円

商品価格：1,200 円

ク

･上弁､下弁アズキ色に近い ･上弁､下弁とも紫

･ヒゲはオレンジ色

紫

･ヒゲは白､強健品種です

･繊細な色合いのピンク花

･ヒゲは紫

･草丈は２０ｃｍミニ品種

･草丈も低く花も小輪です！

･草丈は１５ｃｍミニ品種

･ヒゲの白がアクセント

･強健品種です！

･強健品種です

･栽培し易い

･初心者向き

← 動画はこちら

← 動画はこちら

商品番号：B010

▲

商品番号：B011

▲

商品番号：B012

▲

商品名称：ウアバッシュ 5 株 ★在庫少く販売休止中★

★在庫少く販売休止中★

ｾｯﾄ

商品名称：ゲイパラソル 5

商品名称：ギャランマドリッド

商品価格：2,800 円

株ｾｯﾄ

4 株ｾｯﾄ

･上弁:純白、下弁:紫

商品価格：4,000 円

商品価格：3,600 円

･ヒゲはオレンジ

･上弁:純白､下弁:薄紫

･上弁オレンジ色、下弁紫色

･下弁の縁は白

･ヒゲ:白とオレンジ色

･ヒゲはオレンジ色･派手で

･ヒゲの周りは白のシマ模様 ･上弁はきれいな純白！

にぎやかな色合い！･下弁

･ちょっと小さめの可愛い花

･下弁は紫の濃淡の混ざり

の明るい紫が神秘的！･と

･晴々とした花です！

ても目立つ存在感のある花
です！
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ジャーマンアイリス･ヘメロカリス販売の(花さかじじいネット)商品カタログ(2021/4/1)

商品番号：B013

▲

商品番号：B014

▲

商品番号：B015

▲

商品名称：デコルタージュ 5

★在庫少く販売休止中★

★在庫少く販売休止中★

株ｾｯﾄ

商品名称：ミニ白紫 5 株ｾｯﾄ 商品名称：ギフト・オブ・ドリ

商品価格：2,800 円

商品価格：3,200 円

ームズ 4 株ｾｯﾄ

･上弁､下弁とも白に縁が薄

･上弁下弁､白に紫の縁どり

商品価格：3,300 円

紫のシマ模様、繊細な色合

･ヒゲは白とオレンジ色

･上弁下弁薄紫に近いピン

い

･草丈 30cm ミニ、花は大き

ク

･ヒゲは白とオレンジ色

め

･ヒゲは紫とオレンジ

･葉は細目で低く花茎は長く

･純白に濃い紫のメリハリ

･ヒゲ周りｵﾚﾝｼﾞ色のシマ模

スマート、花は小さめ

･とても可愛い花です

様
･秋にも花が咲くこともある
･春のお庭を華やかにする
花

商品番号：B016

▲

商品番号：B017

▲

商品番号：B018

▲

★在庫少く販売休止中★

★在庫少く販売休止中★

商品名称：淡いオレンジ花 5

商品名称：レディースファッ

商品名称：モダン･クラシック 株ｾｯﾄ

ション 5 株ｾｯﾄ

4 株ｾｯﾄ

商品価格：2,800 円

商品価格：3,600 円

（Modern Classic)

･上弁下弁非常に淡いオレ

･上弁薄い紫、下弁薄い紫

商品価格：3,300 円

ンジ

に中央が濃い紫に

･上弁下弁ともに白に紫の

･ヒゲは白オレンジ

･ヒゲは紫とオレンジ

縁どり･ヒゲは白オレンジ

･花色は肌色にも見えま

･カロレア風のエレガントな

･涼しい色合いの花です！

す！

花

･春のお庭を爽やかにする

･心が落ち着く癒し系の花で

･ヒゲ周り白のシマ模様

花

す♪
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ジャーマンアイリス･ヘメロカリス販売の(花さかじじいネット)商品カタログ(2021/4/1)

商品番号：B019

▲

★在庫少く販売休止中★

商品番号：B020

▲

商品番号：B021

▲

商品名称：肌色ヒゲオレンジ 商品名称：上うす紫下紫 5

商品名称：サーカス･ストライ 5 株ｾｯﾄ

株ｾｯﾄ

プス 4 株ｾｯﾄ

商品価格：3,200 円

商品価格：1,600 円

商品価格：3,300 円

･上弁下弁:肌色

･上弁:薄紫､下弁:紫

･上弁下弁:白に縁が紫、白

･ヒゲ:鮮やかなオレンジ

･ヒゲ:オレンジ

に紫のストライプ模様

･とても淡いサーモンピン

･ヒゲ回りに白いシマ模様

･ヒゲ:薄紫とオレンジ

ク！

･透き通るような上弁の薄紫

･落着いた和服のような花

･透き通るような繊細な花！

･古い品種ですが安心する

･上弁がねじれた様な巻き

･ヒゲのオレンジが目を引

花

有

く！

･おもしろい模様の花です！

商品番号：B022

▲

商品番号：B023

▲

商品番号：B024

▲

商品名称：うすい黄色 5 株ｾ 商品名称：濃い紫 5 株ｾｯﾄ

商品名称：ホワイトクラウド 4

ｯﾄ

商品価格：2,800 円

株ｾｯﾄ

商品価格：2,800 円

･上弁下弁濃い紫

商品価格：2,400 円

･上弁､下弁とも淡い黄色

･ヒゲは紫と微かに黄色

･上弁下弁とも純白

･ヒゲは白、黄色

･レトロな感じの紫花

･ヒゲは白と黄色

･下弁の中央が少し白っぽ

･花、ヒゲ全てが濃い紫

･ヒゲ周りに黄色シマ模様

い

･和風な色合いの花！

･純白で清潔な感じの花！

･ヒゲ周り薄い茶色シマ模様

･丈夫な品種で株も巨大！

･甘い香りが強い！
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ジャーマンアイリス･ヘメロカリス販売の(花さかじじいネット)商品カタログ(2021/4/1)

商品番号：B025

▲

商品番号：B026

▲

商品番号：B027

▲

商品名称：スーナーセレナ

★在庫少く販売休止中★

★在庫少く販売休止中★

ーデ 4 株ｾｯﾄ

商品名称：ワナシー4 株ｾｯﾄ 商品名称：淡い紫花 4 株ｾｯ

商品価格：3,900 円

商品価格：3,300 円

ﾄ

･上弁淡い紫、下弁赤ワイン ･上弁白、下弁サーモンピン

商品価格：3,000 円

色

ク

･上弁下弁淡い紫色

･ヒゲはオレンジ色

･ヒゲはオレンジ色

･ヒゲはオレンジと白

･ヒゲ周り白いシマ模様

･やさしい貴婦人のような花

･爽やかな色合いの花

･情熱的なバイトーン！

♪

･涼しい感じの花です！

･赤ワインが飲みたくなる色

･上弁のフリルが上品さを漂 ･トール品種(TB)

合いです！

わせます！

商品番号：B028

▲

商品番号：B029

▲

商品番号：B030

▲

商品名称：ダスキー･ダンサ

★在庫少く販売休止中★

商品名称：プライム･クレー

ー5 株ｾｯﾄ

商品名称：ブラック･アズ･ナ

ジー5 株ｾｯﾄ

商品価格：3,200 円

イト 5 株ｾｯﾄ

商品価格：4,800 円

･上弁下弁:黒に近い濃い紫

商品価格：3,600 円

･上弁:赤紫､下弁:白に縁赤

･ヒゲ:青

･上弁下弁:濃い赤系紫

紫

･シンプルな花形です！

･ヒゲ:濃いオレンジ色

･ヒゲ:白

･黒系紫の渋い花です！

･重厚な色合いにオレンジの ･ダイナミックな大輪です！

･上弁は少し明るめでしょう

ヒゲがアクセント♪

･下弁の中央の白が引き立

か

･強健品種です！

つ
･お庭を華やかにする花
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ジャーマンアイリス･ヘメロカリス販売の(花さかじじいネット)商品カタログ(2021/4/1)

商品番号：B031

▲

商品番号：B032

▲

商品番号：B033

▲

★在庫少く販売休止中★

★在庫少く販売休止中★

★在庫少く販売休止中★

商品名称：ベンガル･タイガ

商品名称：ＯＢＬＩＶＩＯＮ5 株

商品名称：バター･アップ

ー4 株ｾｯﾄ

ｾｯﾄ

(Batter Up)4 株ｾｯﾄ

商品価格：3,900 円

（品種：ＳＤＢ）

商品価格：3,900 円

･上弁:黄色､下弁:黄色に赤

商品価格：3,200 円

･上弁:淡い黄色､下弁:黄色

霜降り

･上弁下弁:紫

が微かに入った白に縁は薄

･ヒゲ:オレンジ

･ヒゲ:白オレンジ

黄色

･上弁のクリーム色がきれ

･ヒゲ周りの白がアクセント

･ヒゲは白と黄色ホーン状

い！

･◆オレゴン直輸入品種◆

･◆オレゴン直輸入品種◆

･下弁の花脈の赤が複雑で

･花脈が分かり易い！

･バターのような色合いの花

す

･落着いた紫ミニ花♪

･優しい感じの小さめの花♪

･名前の通りトラを思わせま

･ヒゲが突き上がっている！

す

商品番号：B034

▲

商品番号：B035

▲

商品番号：B036

▲

★在庫少く販売休止中★

★在庫少く販売休止中★

★在庫少く販売休止中★

商品名称：マリポサ･スカイ

商品名称：スタードック

商品名称：メリー･マドリガル

ズ Mariposa Skies4 株ｾｯﾄ

Stardock4 株ｾｯﾄ

Merry Madrigal4 株ｾｯﾄ

商品価格：3,600 円

商品価格：4,500 円

商品価格：3,300 円

･上弁:淡い水色､下弁:青

･上弁:ピンク､下弁:紫

･上弁:淡い黄色､下弁:薄い

･ヒゲは淡い青とオレンジ

･ヒゲは茶色･◆オレゴン直

紫･ヒゲはオレンジ･上弁下

･青系の濃淡が良い！

輸入品種◆･ピンク紫の絶

弁優しい色合い♪･上弁が

･涼しそうな雰囲気の花♪

妙バランス･強健です(^^)v

柔らかい雰囲気･トール品種

･トール品種(TB)

･トール品種(TB)

(TB)
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ジャーマンアイリス･ヘメロカリス販売の(花さかじじいネット)商品カタログ(2021/4/1)

商品番号：B037

▲

商品番号：B038

▲

★在庫少く販売休止中★

商品名称：マウンテンバイオ

商品名称：スノーマウント 4

レッド 4 株ｾｯﾄ

株ｾｯﾄ

商品価格：3,900 円

商品価格：3,300 円

･上弁非常に薄いピンク

･上弁純白下弁紫

･下弁：非常に薄い紫

･ヒゲは白、黄色

･ヒゲは白オレンジ色

･株元の葉が紫色

･繊細な色合いの綺麗な

･富士山のような花

花！

･下弁の紫が幻想的

･春風を感じる爽やかな花！

ジャーマンアイリス ミニチュア･ドワーフ･ビアデット（ＭＤＢ）
※ＭＤＢは花茎 20cm 以下、草丈 10cm 位、花径は 4～8cm 位の超ミニ品種

商品番号：D001

▲

商品番号：D002

▲

商品番号：D003

▲

★在庫少く販売休止中★

★在庫少く販売休止中★

★在庫少く販売休止中★

商品名称：Add It Up

商品名称：Bright

商品名称：Ultimate

商品価格：800 円

ブライト

アルティメット

･上弁:下弁:黄色

商品価格：800 円

商品価格：800 円

･ヒゲ:薄紫黄色

･上弁:オレンジ下弁:オレン

･上弁:黄色下弁:茶色に縁黄

･ヒゲ周り白シマ模様

ジ中央紫

色

･黄色に薄紫ヒゲがアクセン ･ヒゲ:オレンジ

･ヒゲ:白黄色

ト

･目を引く鮮やかなオレンジ

･上弁の明るい黄色に下弁

･可愛い花です♪

･下弁中央紫がアクセント

の茶色が栄えます

･ミニにしては花大き目

･お庭を明るくする花♪

･明るい雰囲気の花！
･群生咲きすると良い感じ♪
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ジャーマンアイリス･ヘメロカリス販売の(花さかじじいネット)商品カタログ(2021/4/1)

商品番号：D004

▲

商品番号：D005

▲

商品番号：D006

▲

★在庫少く販売休止中★

★在庫少く販売休止中★

商品名称：アプリコット･キス

商品名称：ウィザード･リター 商品名称：フリーズ･フレー

(Aprict Kisse)

ン

商品価格：900 円

(Wizard Return)

★在庫少く販売休止中★
ム

商品価格：800 円

(Freeze Frame)

商品価格：900 円

･上弁･下弁：サーモンピンク ･上弁下弁:薄い青紫

･上弁､下弁：白に縁は青

･ヒゲは白と濃いオレンジ色

･ヒゲは薄紫とオレンジ

･ヒゲは薄青とオレンジ

･◆オレゴン直輸入品種◆

･◆オレゴン直輸入品種◆

･◆オレゴン直輸入品種◆

･草丈:15cm､花径 7cm

･草丈:18cm､花径 7cm

･草丈:15cm､花径 7cm

･ヒゲ周り薄いｵﾚﾝｼﾞに白ｼﾏ ･ヒゲ周り白のシマ

･小さいプリカータ花！

･可愛いレディのような花♪

･落着いた紫の色合い♪

･可愛い濃淡のﾒﾘﾊﾘ花♪

商品番号：D007

商品番号：D008

商品番号：D009

▲

▲

▲

★在庫少く販売休止中★

★在庫少く販売休止中★

★在庫少く販売休止中★

商品名称：Fires Of Fiji

商品名称：ボンベイ･サファ

商品名称：デビル･ベビー

イア

(Devil Baby)

(Fires Of Fiji)

(Bombay Sapphire)

商品価格：800 円

商品価格：800 円

商品価格：900 円

･上弁･下弁：薄い青

･上弁､下弁：水色

･上弁､下弁：黒紫

･ヒゲは白とオレンジ色

･ヒゲは水色

･ヒゲは茶色

･◆オレゴン直輸入品種◆

･◆オレゴン直輸入品種◆

･◆オレゴン直輸入品種◆

･草丈:15cm､花径 7cm

･草丈:25cm､花径 9cm

･草丈:15cm､花径 8cm

･ヒゲの周りに白と薄紫シマ

･花は少し大きめで横長！

･ダークな小悪魔的花！

･爽やかな青花です♪

･幻想的な色合いの花♪

･ミニの黒系は珍しい♪
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ジャーマンアイリス･ヘメロカリス販売の(花さかじじいネット)商品カタログ(2021/4/1)

商品番号：D010

▲

★在庫少く販売休止中★
商品名称：ワイルド・パッショ
ン

(Wild Passion)

商品価格：800 円
･上弁:薄黄色､下弁:カラシ色
&薄茶
･ヒゲは薄紫
･◆オレゴン直輸入品種◆
･草丈:15cm､花径 7cm
･カラシ色下弁に薄紫ヒゲ！
･変わった色合いの花♪

ヘメロカリス 商品一覧表
▲写真をクリックすると拡大写真表示！
※｢商品価格｣表示は、単品(1 株、１芽)の価格です
※ヘメロカリスの花色は、土壌の性質や土壌の水分量により変わる場合がありますので、ご了承くださ
い。土壌が乾燥しているよりもある程度の水分量がある方が色が出ます。
ヘメロカリスとは･･･
･日本や中国原産のユウスゲやカンゾウが品種改良されてできた園芸品種をヘメロカリスと呼びます。花
色も花形も様々です。
･花は一日花のため『デイリリー』とも呼ばれます。･1 つの花茎につぼみが５～６できますが、一度に咲
かず日を変えて順次に花を咲かせます。･アブラムシが付きやすいので、開花前にオルトラン粒剤を株
元に施してください。･ユリ科、開花時期：６月～８月（種類により違う）、草丈：30～90cm、日照：日向、半
日陰、耐寒性、耐暑性が強い
･冬は葉が枯れるが、春に芽を出す。宿根草のため、株がよく増えるため絶えることが無いので安心。
･丈夫で栽培が容易であり植えたままでも大丈夫。地植え、鉢植えどちらでもＯＫ。
･株が密集したら株分けして株を増やしてください。
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ジャーマンアイリス･ヘメロカリス販売の(花さかじじいネット)商品カタログ(2021/4/1)

商品番号：H001

▲

商品名称：赤花ヘメロカリス

商品番号：H002

▲

商品名称：フランス･ハルス

商品価格：500 円(１芽)

(Frans Hals)

商品番号：H003

▲

商品名称：ブラックアイステ
ラ

･燃えるような濃い赤花で中

商品価格：600 円(１芽)

(Black Eyed Stella)

央奥は黄色

･赤と黄色(濃いｵﾚﾝｼﾞと薄ｵ

商品価格：600 円(１芽)

･花糸は赤と黄色

ﾚﾝｼﾞ？)の交互の花びらが

･オレンジに近いクリーム色

･花の大きさ(直径)13cm

目立ちます

･中央が濃いオレンジ色

･一日花ですが次々花が咲

･４月～８月が開花時期

く

･草丈は 25cm 位、ミニタイ

･栽培は簡単、株は増えま

プ

す

･栽培は簡単、株は増えま

･他の写真⇒こちら

す
･他の写真⇒こちら

商品番号：H004

▲

商品番号：H005

▲

商品名称：チェリー･バースト ★在庫少く販売休止中★
商品価格：2,000 円(１芽)

商品番号：H006

★在庫少く販売休止中★

商品名称：ラベンダー･トニッ 商品名称：ベラ･ルゴシ

･花：薄い赤に中央が濃い赤 ク
奥は黄色､花糸はピンク､花

▲

Bela Lugosi
Lavender Tonic

商品価格：1,700 円(１芽)

びらの縁が赤､フリル有

商品価格：1,300 円(１芽)

･花：黒に近い赤、奥は黄

･花の大きさ(直径)１３cm

･花：薄いピンク､奥は黄色､

色､花糸は黄色と黒に近い

･とでも目立つ華やかな花

花糸は黄色とピンク

赤

･微かにフリルあり

･ダークなイメージの花

･やわらかい色合いの花

･暗い赤に明るい黄色が引
き立ちます
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商品番号：H007

▲

商品番号：H008

▲

商品番号：H009

▲

商品名称：うす紫ミニ

★在庫少く販売休止中★

商品名称：Dixie Rooster

商品価格：700 円(１芽)

商品名称：リトル･ジプシー

商品価格：600 円(１芽)

(Little Gypsy Vagabond)

･花：濃い赤､奥は黄色

･ミニ品種です
･花：淡い紫(ピンク)

商品価格：700 円(１芽)

花糸は黄色と薄い赤

奥は黄色､縁は白

･ミニ品種です･花：クリーム色､中 ･花形は細長い

花糸は黄色と淡い紫

央側は黒紫、奥は黄色､花糸は

･花びらは巻が入っていま

･花の大きさ(直径)9cm

黄色･花の大きさ(直径)8cm･草

す！

･草丈:25cm､花茎:40cm

丈:30cm､花茎:50cm･クリーム色

･他の写真⇒こちら

･可憐な花です！

に濃い黒紫が引き立ちます！
･他の写真⇒こちら

商品番号：H010

▲

商品番号：H011

▲

商品番号：H012

▲

★在庫少く販売休止中★

商品名称：オール･アメリカ

商品名称：オール･フィール

商品名称：ムーン･リット･カ

ン･イーグル

ド･アップ

レス

商品価格：1,300 円(１芽)

商品価格：1,600 円(１芽)

商品価格：2,000 円(１芽)

･花：薄いオレンジ(ピンク系オレ

･花：鮮やかなオレンジ､

･花：非常に淡いオレンジ色、奥

ンジ)中央側と赤紫、

中央側はオレンジ､

は黄色､花糸は薄い黄色､花びら

花の奥は薄い黄緑花糸は黄色

花糸は薄いオレンジ

の縁に黄色の複雑なフリル有り･

に赤紫･花の大きさ(直径)9cm･薄 ･花の大きさ(直径)14cm

花の大きさ(直径)13cm･淡いオレ

いオレンジに中央の濃い赤紫が

ンジ色と淡い黄色が混ざりあった 引き立ちます･キュートな花で
ような微妙な色合いの美花です･

･鮮やかなオレンジ花
･中央の赤茶がアクセント

す！

黄色の複雑に波打ったフリルが
魅力
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商品番号：H013

▲

商品番号：H014

▲

商品番号：H015

▲

商品名称：りんごのような赤 商品名称：ジョリーン･ニコー 商品名称：Awesome Candy
花

ル

商品価格：1,300 円(１芽)

商品価格：1,300 円(１芽)

商品価格：1,400 円(１芽)

･花：レモンイエロー

･ミニ品種です

･花：淡いオレンジ(ピンク系オレ

中央側は赤茶、

･花：明るい赤、奥はオレンジ､花

ンジ)、中央側は赤紫、花の奥は

花の奥は黄緑

糸はオレンジと赤､花びらの先が

黄色、花糸は淡いオレンジに黄

花糸は黄色に赤茶

丸まっている･花の大きさ(直

色･花の大きさ(径)9cm･花の縁に ･花の大きさ(直径)8cm

径)12cm･りんごのような明るい

も濃い赤紫･カワイイ薄いオレン

赤花･中央奥は明るいオレンジ色 ジに中央の濃い赤紫が大きく主

▲

商品番号：H017

･とても明るく可愛い花♪
･他の写真⇒こちら

張

商品番号：H016

･花の縁にも赤茶があり

▲

商品番号：H018

▲

商品名称：アンコンディショ

商品名称：Cherry Eyed

★在庫少く販売休止中★

ナル･ラブ (Unconditional

Punpkin

商品名称：Cluster Muster

love)

商品価格：1,300 円(１芽)

商品価格：1,600 円(１芽)

商品価格：1,800 円(１芽)

･花：薄いオレンジ

･花：オレンジ色

･花：ピンク色

中央側は茶色、

八重咲き品種

中央側は淡い紫、花の奥は

花の奥は薄いオレンジ

花糸はオレンジ

黄色､花糸は黄色と少し淡

花糸は薄いオレンジ

･花の大きさ(直径)8cm

い紫､花びらフリルあり､縁は ･花の大きさ(直径)13cm

･ヤブカンゾウのような明る

黄色･花の大きさ(直

･かぼちゃ色の大き目の花

いオレンジ

径)13cm･とても上品でキレ

･花の縁はウェーブあり

･意外に人気があります

イな花♪･女性的な花で

･他の写真⇒こちら

す！
29

ジャーマンアイリス･ヘメロカリス販売の(花さかじじいネット)商品カタログ(2021/4/1)

商品番号：H019

▲

商品番号：H020

▲

商品番号：H021

▲

商品名称：ピンクオレンジ蛍 商品名称：リョーデ･アイスラ 商品名称：ハダ色うすピンク
光フリル

ンド･レッド

商品価格：1,400 円(１芽)

商品価格：1,700 円(１芽)

商品価格：1,600 円(１芽)

･花：サーモンピンク

･花：ピンク､淡い紫混合色

･花：濃い赤

花の奥は黄色､

花の奥は黄色

花糸はピンク､

花糸は黄色と赤

花びらレースあり､縁は黄

花の奥は黄緑色
花糸は薄い黄緑色
･花の大きさ(直径)13cm

･花の大きさ(直径)14cm

･やさしい色合いの花！

色

･情熱的な赤花です！

･落着いた癒される花♪

･花の大きさ(直径)10cm

･花の縁が少しウエーブ！

･他の写真⇒こちら

･色が混ざった複雑な色合

･生命力を感じる花♪

い♪
･エキゾチックな花です！

商品番号：H022

▲

商品番号：H023

▲

商品番号：H024

▲

商品名称：キィシィ･ミイ

商品名称：赤花小輪

商品名称：Narajo Princess

商品価格：2,000 円(１芽)

商品価格：500 円(１芽)

商品価格：800 円(１芽)

･花：ピンク色

･花：濃い赤

･花：クリーム色、中央側は

花の奥は黄色､

花の奥は黄色

淡い紫、花の奥は黄緑色

花糸は黄色にピンク､

花糸は黄色と赤

花糸はクリーム色

花びらにフリルあり

･花の大きさ(直径)6cm

･花の大きさ(直径)8cm

･花の大きさ(直径)13cm

･赤の小花です！

･花びらは外側に反り返って

･とても綺麗なピンク花

･花びらの先が反り返ってい います ･やさしいクリーム色

･気品の漂う美花です♪

ます！

に淡い紫がアクセント

･他の写真⇒こちら

･多花咲きです♪

･やわらかい雰囲気の花♪
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商品番号：H025

▲

商品番号：H026

▲

商品番号：H027

▲

商品名称：ピンク紫花

★在庫少く販売休止中★

商品名称：スカーレット･オル

商品価格：1,400 円(１芽)

商品名称：ローズカラー

ビット (Scrlet Orbit)

･花：ピンク色

商品価格：1,200 円(１芽)

商品価格：1,400 円(１芽)

･花：薄い紫

･花：濃い赤

中央側は紫、
花の奥は黄緑色､

中央側は濃い紫、

花の奥は黄色と赤

花糸はピンク色､

花の奥は黄色､

花糸は黄色と赤

花びらに小さなフリル

花糸は黄色に紫､

花びら縁に少しウェーブ

･花の大きさ(直径)9cm

･花の大きさ(直径)13cm

･花の大きさ(直径)10cm

･薄いピンクに紫が引き立

･紫系の大輪花！

･濃い赤に花の奥の黄色が

つ！

･濃淡のパープルのコラボ！ アクセント

･かわいい花です♪

･ダイナミックな花♪

･凛とした優等生の様な花♪
･他の写真⇒こちら

商品番号：H028

▲

商品名称：ヤブカンゾウ
商品価格：400 円(１芽)
･花：オレンジ色

商品番号：H029

▲

商品名称：レモンライム
(Lemom lime)

商品番号：H030

▲

商品名称：ハイサワー
(High sour)

商品価格：1,100 円(１芽)

商品価格：1,000 円(１芽)

八重咲き

★当店オリジナル品種★

★当店オリジナル品種★

花糸はオレンジ

･花：薄い黄色

･花：薄い黄色と淡い黄色

･花の大きさ(直径)10cm

中央側は濃い紫、

･群馬県産の野生のヤブカ

花糸は黄色､

ンゾウ

･花の大きさ(直径)13cm

･鮮やかなオレンジが目立ち ･とても爽やかな花♪
ます！

花糸は黄色
･花の大きさ(直径)10cm
･黄色の濃淡が混ざった感じ
･花は巻きが入っている♪

･若干フリルあり！
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商品番号：H031

▲

商品名称：枝咲オレンジ小
輪

商品番号：H032

▲

商品名称：ソフト･フラグ

商品番号：H033

▲

商品名称：ライト･クラス

(Soft flag)

(Light class)

商品価格：1,100 円(１芽)

商品価格：1,000 円(１芽)

商品価格：800 円(１芽)

･花：明るいオレンジ色

★当店オリジナル品種★

★当店オリジナル品種★

･花：薄い赤と淡い

･花：薄いクリーム色

クリーム色の交互色花

･花の大きさ(直径)10cm

枝咲多花
･花の大きさ(直径)3cm
･花は小さ目ですが

センターライン有

･オレンジ花が沢山咲く

･優しい感じの花です♪

･花の大きさ(直径)10cm

･淡い色の花好きの方へ！

･H002:ﾌﾗﾝｸﾞﾎﾙｽの改良花
･柔らかい感じの花♪

商品番号：H034

▲

商品番号：H035

▲

商品名称：グッド･モーニン

商品名称：クリアー･オレン

グ

ジ

(Good morninng)

(Clear orange)

商品番号：H036

▲

商品名称：リトル･パラダイス
(Little paradise)
商品価格：1,000 円(１芽)

商品価格：1,200 円(１芽)

商品価格：1,000 円(１芽)

★当店オリジナル品種★

★当店オリジナル品種★

★当店オリジナル品種★

･花：薄い赤

･花：薄いクリーム色

･花：明るいオレンジ

中央若干濃い赤

中央若干鈍いオレンジ

･花の大きさ(直径)10cm

･花の大きさ(直径)12cm

･花の大きさ(直径)10cm

･草丈の低いミニ系品種

･爽やかな花です♪

･草丈の低いミニ系品種

･トロピカルは色合いの花

･早朝のお庭を爽やかに！

･お庭を明るくします♪♪

･お庭を南国風に♪

フリルあり
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商品番号：H037

▲

商品名称：ヌード･モデル
(Nude model)

商品番号：H038

▲

商品番号：H039

▲

商品名称：シャッフル･スター 商品名称：レッド･センターラ
(Shuffle star)

イン (Red center line)

商品価格：1,200 円(１芽)

商品価格：1,100 円(１芽)

商品価格：1,100 円(１芽)

★当店オリジナル品種★

★当店オリジナル品種★

★当店オリジナル品種★

･花：薄い赤と

･花：黄色と薄い黄色の混合 ･花：赤と

クリーム色の交互花

花びらは細長い

センターにライン有

薄赤＋薄黄色の交互花

･花の大きさ(直径)12cm

花びらセンターライン有

･花の大きさ(直径)12cm

･中央寄りに黄色が濃い

･H002:ﾌﾗﾝｸﾞﾎﾙｽの改良花

･H002:ﾌﾗﾝｸﾞﾎﾙｽの改良花

･黄色の濃淡が良い♪

･花の大きさ(直径)12cm

･実物は写真より薄い色！

･赤い花に白のセンターライ

･裸を思わせる色合い♪

ンが目立つ！
･情熱的な赤花♪

商品番号：H040

▲

商品番号：H041

▲

商品番号：H042

▲

商品名称：トロピカル･ムード 商品名称：ハーツ･オブ･ファ 商品名称：ギニバーズ･ギフ
(Tropical mood)

イアー (Hearts of fire)

ト (Guiniver's Gift)

商品価格：1,500 円(１芽)

商品価格：1,800 円(１芽)

商品価格：1,800 円(１芽)

★当店オリジナル品種★

･花：濃い赤

･花：微かにオレンジ

フリルあり

の入ったクリーム色

･花：明るいオレンジ
花弁後ろに反転

･花の大きさ(直径)12cm

黄色のフリル

･花の大きさ(直径)12cm

･中央寄りに黄色が濃い

･花の大きさ(直径)11cm

･明るいオレンジ花！

･南国風の花です♪

･蛍光系クリームに黄色の

･トロピカルな雰囲気♪

･他の写真⇒こちら

細かいフリルが綺麗♪
･他の写真⇒こちら
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商品番号：H043

▲

商品番号：H044

▲

商品番号：H045

▲

商品名称：ビューティフル･エ 商品名称：赤黒花

商品名称：不思議な紫花

ッジングス

商品価格：1,500 円(１芽)

商品価格：1,500 円(１芽)

(Beautiful Edgings)

･花：黒っぽい赤

･花：深い色の紫

商品価格：1,500 円(１芽)
･花：クリーム色
フリルが淡いピンク
･花の大きさ(直径)12cm

花弁反りかえり

縁はうすい紫

･花の大きさ(直径)10cm

･花の大きさ(直径)11cm

･ダーク系赤花

･花形が独特で

･花弁に縦の白ライン♪

夜叉的イメージ♪

･淡いピンクのフリルが
優雅な感じ♪
･他の写真⇒こちら

商品番号：H046

▲

商品番号：H047

▲

商品番号：H048

▲

商品名称：榛名山系赤花

商品名称：ナイト・エンバー

商品名称：バット･マスターソ

商品価格：1,１00 円(１芽)

ス (Night Embers)

ン

･花：明るい赤

商品価格：2,000 円(１芽)

(Bat Masterson) 商品価格：

･花の大きさ(直径)10cm

･花：ダークレッド

1,900 円(１芽)

･目を引く明るい赤花♪
･花弁細長くスマート！

八重咲

･花：うすい紅色中央赤

･花の大きさ(直径)9cm

･花の大きさ(直径)11cm

･ダーク系の八重咲赤花

･うす紅色に中央の

･花弁のエッジ白♪
･他の写真⇒こちら

濃い赤が引立つ♪
･他の写真⇒こちら
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商品番号：H049

▲

商品番号：H050

▲

商品番号：H051

▲

商品名称：サン･イグナシオ

商品名称：レーニイビスボロ 商品名称：黄砂

(San Ignacio)

ー

商品価格：1,700 円(１芽)

商品価格：1,600 円(１芽)

商品価格：1,800 円(１芽)

･花：明るい黄色のフリル花

･花：明るいピンク

･花：紫大輪

･花の大きさ(直径)12cm

フリルあり

中央黄色

･花の大きさ(直径)13cm

･花の大きさ(直径)15cm

･明るいピンク花！

･地上 20cm で咲く大輪

･フリルが華やか♪

･ダイナミックな花♪

･フリルが豪華な花♪

･他の写真⇒こちら

★ へメロカリス 交配種 ★※２品種の親ヘメロカリスを交配し採取した種を販売します！
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商品番号：T001
商品名称：交配ヘメロカリス種 A(20 粒)
商品価格：3,000 円
商品番号：T002
商品名称：交配ヘメロカリス種 B(30 粒)
商品価格：4,200 円
商品番号：T003
商品名称：交配ヘメロカリス種 C(40 粒)
商品価格：5,600 円
商品番号：T004
商品名称：交配ヘメロカリス種 D(50 粒)
商品価格：6,500 円
商品番号：T005
商品名称：交配ヘメロカリス種 E(80 粒)
商品価格：9,600 円
商品番号：T006
商品名称：交配ヘメロカリス種 F(100 粒)
商品価格：11,000 円
商品番号：T007
商品名称：交配ヘメロカリス種 G(150 粒)
商品価格：13,500 円
商品番号：T008
商品名称：交配ヘメロカリス種 H(200 粒)
商品価格：16,000 円
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･販売する種は、2020 年 8 月に採取したての新しい種です。
･様々な２品種のヘメロカリスを交配して採取した写真１枚目のようなヘメロカリスの様々
な交配の混在種の販売です。
･親がどの品種かは管理していないため、どんな花が咲くかは分かりません。
※交配した種は親がどんな品種か分かっていてもどんな花が咲くかは分からないもの
です。
･同じ親から採取した種でも 1 粒 1 粒同じ花が咲くとも限りません。
･どんな花が咲くかは花を咲かせて見ないと分かりません。
･種は 8 月下旬～3 月下旬に蒔いて、9 月 10 月か春(3 月)に発芽します。発芽して 1 年
後の７月頃開花します。(関東北部の場合)
･種蒔きから開花までの手順書を同封します。
･上の 15 枚の開花写真は、当ショップの畑で栽培している 2 品種のヘメロカリスを交配し
て開花させたヘメロカリスの花の一例です。
･種 2 ですが、2 パターン以上の交配から採取した種を混ぜて送ります。
･発送は、レターパックライト(送料：370 円)か第 4 種郵便植物種子等 75ｇ(送料：110 円)で
す。
･種からヘメロカリスの株を育てて花を咲かせてみませんか♪
･★種の発芽のための注意事項★
◆ヘメロカリスの発芽は 2 週間～1 ヵ月半くらいかかります。
◆とにかく発芽には水が必要です。1 ヵ月くらいは毎日たっぷり水遣りしてください！！
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お得なセット商品一覧表

▲写真をクリックすると拡大写真表示！

◆◇◆ ヘメロカリス ◆◇

商品番号：C001

▲

※1 株分を割引した価格となります

商品番号：C002

▲

商品番号：C003

▲

商品名称：赤花ヘメロカリス

商品名称：フラングホルス 4

商品名称：ブラックアイステ

4 芽ｾｯﾄ

芽ｾｯﾄ

ラ 4 芽ｾｯﾄ

商品価格：1,500 円(4 芽付)

商品価格：1,800 円(4 芽付)

商品価格：1,800 円(4 芽付)

･ヘメロカリスです

･ヘメロカリスです！

･ヘメロカリスです！

･燃えるような濃い赤花で中

･赤と黄色(濃いｵﾚﾝｼﾞと薄ｵﾚﾝ

･オレンジに近いクリーム色

央奥は黄色

ｼﾞ？)の交互の花びらが目立ちま

･中央が濃いオレンジ色

･花糸は赤と黄色

す･一日花ですが次々花が咲く･

･４月～８月が開花時期

･花の大きさ(直径)13cm

栽培は簡単、株は増えます

･草丈は 25cm 位、ミニタイプ･栽
培は簡単､株は増えます

商品番号：C004

▲

商品番号：C005

▲

商品番号：C006

▲

商品名称：ヤブカンゾウ 4

商品名称：オール･フィール

商品名称：りんごのような赤

芽ｾｯﾄ

ド･アップ 5 芽ｾｯﾄ

花 5 芽ｾｯﾄ

商品価格：1,500 円(4 芽付)

商品価格：6,400 円(5 芽付)

商品価格：5,200 円(5 芽付)

･花：オレンジ色、八重咲き

･花：鮮やかなオレンジ､

･ミニ品種です･花：明るい赤

花糸はオレンジ･花の大きさ(直

中央側はオレンジ､

奥はオレンジ､花糸はオレンジと

径)10cm･群馬県産の野生のヤ

花糸は薄いオレンジ

赤､花びらの先が丸まっている･

ブカンゾウ

･花の大きさ(直径)14cm

花の大きさ(直径)12cm

･鮮やかなオレンジが目立ち ･鮮やかなオレンジ花

･りんごのような明るい赤花

ます！

･中央奥は明るいオレンジ色

･中央の赤茶がアクセント

39

ジャーマンアイリス･ヘメロカリス販売の(花さかじじいネット)商品カタログ(2021/4/1)

商品番号：C007

▲

商品番号：C008

▲

商品番号：C009

▲

商品名称：りんごのような赤 商品名称：赤花小輪 5 芽ｾｯ 商品名称：枝咲オレンジ小
花 10 芽ｾｯﾄ

ﾄ

輪 5 芽ｾｯﾄ

商品価格：9,100 円(10 芽付) 商品価格：2,000 円(5 芽付)

商品価格：4,400 円(5 芽付)

･ミニ品種です

･花：明るいオレンジ色

･花：明るい赤
奥はオレンジ､
花糸はオレンジと赤､

･花：濃い赤
花の奥は黄色
花糸は黄色と赤
･花の大きさ(直径)6cm

花びらの先が丸まっている ･赤の小花です！
･花の大きさ(直径)12cm

･花びらの先が反り返ってい

･りんごのような明るい赤花

ます！

枝咲多花
･花の大きさ(直径)3cm
･花は小さ目ですが
･オレンジ花が沢山咲く

･中央奥は明るいオレンジ色 ･多花咲きです♪
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＜ご注文方法＞
下記の当ショップの通信販売ホームページの「注文フォーム」よりご注文ください。
※インターネットでの通信販売ホームページのご注文ができない場合は、下記のメール宛
か電話にて、以下の情報を伝えてご注文ください。
①ご購入希望商品の情報：商品番号、商品名、数量
②配送先情報：郵便番号、住所、氏名、電話番号
③代金お支払い情報：お振込先金融機関を以下からお選びいただきます。
●ゆうちょ銀行●ジャパンネット銀行●楽天銀行●群馬銀行
④商品配送情報：
配達希望時間：希望無し､午前中､12～14 時､14～16 時､16～18 時､18～20 時､20～21 時
※配達希望日がありましたら、
「備考」欄にご記入ください。
商品梱包姿(※1)：
・リサイクルダンボールでの梱包で構わない(梱包料無料)
・プレゼントとして発送するため新品の箱で梱包を希望(梱包料有料 200 円)
発送は『ゆうパック』(※2)となります。ゆうパックの詳細説明は → こちら です。
※株数が少ない場合は、送料が格安な第 4 種郵便植物種子等での発送にも対応可能。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
ハッピー・ライフ・サポーター 花さかじじいネット
代表 清水 祐二
〒370-3521 群馬県高崎市棟高町 906-11
TEL:080-5196-4662
e-mail: info@hanasakajijii.net ジャーマンアイリス通信販売花さかじじいネット
http://hanasakajijii.net/ ヘメロカリス通信販売花さかじじいネット
http://hanasakajijii.net/hemerocallis/
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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