
在庫は店頭限りですので、なくなり次第販売終了となります。

系統 品種名 色 香り 花形

ゴトウナーセリー ＨＴ アシュラム オレンジ 微香

ＨＴ オクラホマ 黒赤 強香

ＨＴ オフェリア 淡ピンク 強香

ＨＴ クイーンエリザベス 明ピンク 微香

ＨＴ 黒真珠 黒赤 ―

ＨＴ ジャストジョーイ オレンジ 強香

ＨＴ シャルルドゴール ラベンダー紫 強香

ＨＴ ジュリア 淡茶 微香

ＨＴ シュワルツマドンナ 赤 微香

ＨＴ デンティベス 淡ピンク　一重 中香

ＨＴ ノスタルジィ 芯白地にローズ赤 中香

ＨＴ パパメイアン 黒赤 強香

ＨＴ ピース クリーム黄地にピンク 微香

ＨＴ ブラックティ 暗朱紅茶 中香

ＨＴ ブルームーン 藤紫 強香

ＨＴ 芳純 ピンク 強香

ＨＴ ホワイトクリスマス アイボリー 強香

ＨＴ ミスターリンカーン 黒赤 強香

ＦＬ アイスバーグ 純白 微香

ＦＬ アンダルシアン 赤 微香

ＦＬ エーデルワイス アイボリー 中香

ＦＬ エンジェルフェイス 紫 強香

ＦＬ ガルテンツァーバー 深赤 ―

ＦＬ ギィドゥモーパッサン ピンク 中香

ＦＬ ニコール 底白外ピンク 強香

ＦＬ グラスアンアーヘン クリームピンク 中香

ＦＬ ゲイシャ（ピンクエリザベスアーデン） 明ピンク 中香

ＦＬ ゴールドバニー 黄 微香

ＦＬ ジャルダンドゥフランス サーモンピンク 中香

ＦＬ スブニールドァンネフランク オレンジ 中香

ＦＬ チャールストン 黄地に赤 微香

ＦＬ ディスタントドラムス オレンジ地にピンク 中香

ＦＬ ニコロパガニーニ 鮮赤 ―

ＦＬ バーガンディーアイスバーグ 暗赤紅 微香

ＦＬ ハニーブーケ 淡アプリコット 中香

ＦＬ ピンクグラスアンアーヘン 淡ピンク 強香

ＦＬ ブラスバンド オレンジ 微香

ＦＬ フリージア 明黄 強香

ＦＬ フリュイテ 杏橙～赤 中香

ＦＬ ブルーバユー 淡藤紫 微香

ＦＬ フレグラントアプリコット アプリコット 中香

ＦＬ フレンチレース アイボリー 中香

ＦＬ マガリ 薄ピンク 強香

ＦＬ マチルダ 白地に淡ピンク 微香

ＦＬ ラバグルート 赤 微香

ＦＬ ラベンダーピノッキオ 紫がかった茶 中香



在庫は店頭限りですので、なくなり次第販売終了となります。

系統 品種名 色 香り 花形

大森プランツ 木立性四季咲き ファンタスティック 黄緑→黄色 中香 カップ咲

木立性四季咲き 舞娘 ピンク→薄ピンク 微香

木立性四季咲き カナリヤ 山吹色→黄色 微香 カップ咲

木立性四季咲き パーク・デ・ラ・ベル 明ピンク 中香 カップ咲

半つる性四季咲き ドクトール・マサド ルビーレッド弁裏白 強香

シュラブ四季咲き まほろば ラベンダー 強香 カップ咲

ＨＴ 青の軌跡 シルバーブルー 微香 剣弁高芯咲

ＨＴ 青のレクイエム 薄青 微香 剣弁高芯咲

ＦＬ 一葉 淡黄緑色 微香 波状丸弁抱咲

ＦＬ ベルベティ・トワイライト 濃赤紫 強香 波状丸カップ咲

ＦＬ オンディーナ 薄青 微香 セミダブル咲

ミニ 薔薇の海 薄青 強香 剣弁高芯咲

デビットオースチン 半つる四季 エミリー・ブロンテ ソフトピンク 強香 ロゼット

半つる四季 ザ・ミル・オン・ザ・フロス ピンク～ライラック 中～強香 カップ

半つる四季 ヴァネッサ・ベル 淡い黄 中～強香 カップ

半つる四季 ジ・エンシエント・マリナー ピンク 中～強香 カップ

半つる四～返 レディー・オブ・シャーロット オレンジ 中香 カップ

半つる返咲 オリビア・ローズ・オースチン ピンク 中香 クォーターロゼット

半つる返咲 グラハム・トーマス 黄 微香 カップ

半つる返咲 ゴールデンセレブレーション 山吹色 強香 カップ

木立性四季 ザ・ポエッツ・ワイフ 鮮黄 強香 ロゼット

木立性四季 ジュビリー・セレブレーション 深みのあるピンク 強香 ロゼット

木立性四季 グレイス オレンジ 強香 ロゼット


