商品ID ランク

品名

画像

JANコード

花色・特徴

ラベル

レモンの香りのする葉をハー

カテゴリ

248 A レモンバーム

4535487002484

○ ブティーやサラダに。

128 A ローマンカモミール

4535487001289

○ ブティーに。多年草。ジャーマ ティー

ティー

甘い香りのする花や葉をハー
ンと比べて花つきは少ない。

レモンの香りのするタイム。

281 B レモンタイム

4535487002811

○ ハーブティーや料理の風味付 ティー
けに。硬くカチッと育つ。

リンゴのような香りのする花を

125 B ジャーマンカモミール

4535487001258

○ ハーブティーに。1年草で葉に ティー
は香りがない。

白花・果実はデザート用・葉は

255 B ワイルドストロベリー

4535487002552

○ ティー用

25 B

4535487000251

○ イム。寄せ植えやハーブティー ティー

ティー

レモンの香りのする黄斑入りタ
ゴールデンレモンタイム

に。
フランスではベルベーヌ。レモ
ンの香りのする葉が爽やかな
ティー
ハーブティーになり、ハーブ
ティーの女王とも呼ばれる。

247 B レモンバーベナ

4535487002477

○

246 B レモングラス

4535487002460

葉をハーブティーに。トムヤン
○ クン等スープの風味付けにも。 ティー

218 B コモンマロウ

4535487002187

○ ティーになります。レモンいれ ティー

花がきれいなブルーのハーブ
るとピンクに。

251 C ローズゼラニウム

4535487002514

バラの香りのするゼラニウム。
○ ハーブバスやハーブティーに。 ティー

155 C ステビア

4535487001555

○ ハーブティーのブレンド素材

甘い葉を甘味料として利用。

ティー

に。
別名タイマツバナ、ヤグルマ
ハッカ。ハーブティーの素材。
ティー
存在感のある花を庭植え素材
に。

206 C

ベルガモット(モナルダ) レッド

4535487002064

○

252 D

ワイルドストロベリー白実

4535487002521

○ 赤実より実が甘い。

白実のワイルドストロベリー。

ティー

マシュマロの原料だった事か

219 D マーシュマロウ

4535487002194 市販 ら語源のハーブ。ハーブティー

ティー

の素材。

花はエルダーフラワーという名

400

限定

エルダー

4535487004006

白 でよく飲まれるハーブティーで ティー
す。

花はエルダーフラワーという名

631

限定

エルダー オーレア

4535487006314

白 でよく飲まれるハーブティーで ティー
す。葉が黄色い品種。
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1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

10月 11月 12月

品名

商品ID ランク

77

限定 ローゼル（ハイビスカス）

171

限定

画像

JANコード

花色・特徴

ラベル

赤いがくが酸味のあるきれい

カテゴリ

4535487000770

白 な赤色のハーブティーに。

4535487001715

白 ブティーに使う、野生の一重の ティー

ティー

果実をローズヒップとしてハー

ドッグローズ

バラ

220

限定

ムスクマロウ ピンク

4535487002200

白

ティー

221

限定 ムスクマロウ ホワイト

4535487002217

白

ティー

129

限定 ノンフラワーカモミール

4535487001296

白

別名ローンカモミール。花が咲
きづらいカモミール。背丈が低
ティー
く甘い香りのグランドカバー
に。

127

限定 ダブルフラワーカモミール

4535487001272 市販

491

限定

ネトル

4535487004914

白 る。ハーブティーに。

ティー

108

限定

アニスヒソップ

4535487001081

白

ティー

536

限定

ティーツリー レモン

4535487005362

白 モンの香りのする木。葉を

八重咲のローマンカモミール。
ハーブティーに。ローマンより
ティー
コンパクトに育ち草丈が伸びな
い。

メディカルハーブとして知られ

精油の原料としても知られるレ

ティー

ハーブティーに。

133 D キャットニップ

フィーバーフュー

571

限定

208

限定 ポットマリーゴールド（ｶﾚﾝﾃﾞｭﾗ）

4535487001333 市販

猫が大好きなハーブ。ハーブ
ティーにも。

メディカルハーブとして知られ

4535487005713

白 る。ハーブティーに。

4535487002088

白 く見るマリーゴールド

ティー

ティー

花をハーブティーに。花苗でよ

ティー

（Tagetes）とは別物。

596

限定

ダンデライオン

4535487005966

白 ﾀﾝﾎﾟﾎﾟ

625

限定 ベルガモット パープル

4535487006253

ハッカ。ハーブティーの素材。
白 存在感のある花を庭植え素材 ティー

ティー

別名タイマツバナ、ヤグルマ
に。

205

423

限定 ベルガモット ホワイト

限定 ベルガモット ラべンダー

4535487002057

4535487004235

白

白花のベルガモット。別名タイ
マツバナ、ヤグルマハッカ。
ティー
ハーブティーの素材。存在感
のある花を庭植え素材に。

白

ラベンダー色花のベルガモッ
ト。別名タイマツバナ、ヤグル
マハッカ。ハーブティーの素
材。存在感のある花を庭植え
素材に。
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ティー

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

10月 11月 12月

品名

商品ID ランク

271

限定 ベルガモット ワイルド

画像

JANコード

4535487002712

花色・特徴

ラベル

カテゴリ

白

別名タイマツバナ、ヤグルマ
ハッカ。ハーブティーの素材。
ティー
存在感のある花を庭植え素材
に。
平べったい葉のパセリ。縮れ
たパセリと比べるとまろやか。
サラダやスープ肉料理魚料理 サラダ
に、刻んで散らす事で爽やか
さを加えられます。

112 A イタリアンパセリ

4535487001128

○

253 B ロケットサラダ（ルッコラ）

4535487002538

○ 年草。

ゴマの風味の葉をサラダに。1

サラダ

万能ネギに近いように使える
葉ネギ。何度切っても出てくる
サラダ
し多年草で毎年使えるのであ
ると便利。

169 B チャイブ

4535487001692

○

154 B スープセロリ

4535487001548

○ 風味付けやサラダに。何回も サラダ

葉を利用するセロリ。料理の
切って使える。

140 B クレソン

4535487001401

ピリ辛な葉をサラダや肉の付

○ け合わせに。

サラダ

別名セルフィーユ。羽状の葉
が美しく、サラダやスイーツの
トッピングに使われる。マリネ
サラダ
やピクルスにも。香りが繊細な
ので火を通さず最後に生葉を
散らす。
甘く爽やかな香りの生葉をサ
ラダやシーフードに。サーモン
サラダ
やピクルスによく使われてい
る。

168 B チャービル

4535487001685

○

170 C ディル

4535487001708

○

286 C ナスタチウム サラダ

4535487002866

○ サビのような風味。

259 C サラダバーネット

4535487002590

○ 葉をサラダに。昔は傷の止血 サラダ

食用の為わい化剤不使用。ワ

サラダ

キュウリのような風味の持つ
に使われていた。

辛みと苦みのあるゴマ風味の

48 D

セルバチコ（ワイルドロケット）

4535487000480

○ 葉。サラダや肉料理に。多年

サラダ

草なので何度も獲れる

カラフルな茎の西洋野菜。丈

297

限定

スイスチャード

4535487002972 市販 夫で育てやすく、夏場の葉物と サラダ

して便利。

122

限定

チャイブ 白花

98 A ローズマリー立性

4535487001227

白 白花のチャイブ。

4535487000985

○ に。ハーブティーやハーブバス

立つタイプのローズマリー。肉
魚料理、ポテト等の香りづけ

サラダ

クッキング

にも。

102 A ローズマリー這性

2

B コモンセージ

這うタイプのローズマリー。立
性よりも枝が柔らかくやや生
育が早い。肉魚料理、ポテト等
の香りづけに。ハーブティーや
ハーブバスにも。

4535487001029

○

4535487000022

○ これの事

料理やお茶に使う"セージ"は
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クッキング

クッキング

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

10月 11月 12月

品名

商品ID ランク

画像

JANコード

花色・特徴

ラベル

カテゴリ

別名シャンツァイ。香りを活か

143 B パクチー（コリアンダー）

4535487001432

○ してサラダやシーフードやスー

クッキング

プに。

肉魚料理の風味付けに。主張

27 B コモンタイム

4535487000275

○ し過ぎないので幅広い料理に

クッキング

使える。

チーズやトマトに相性が良く、

117 B オレガノ

4535487001173

○ ピザや肉料理に使われます。

186 B スイートフェンネル

4535487001869

○ ハーブとして知られる。餃子の

クッキング

葉を食べるフェンネル。魚の
クッキング

具材にも。

爽やかさを兼ねたとても甘い

215 D スイートマジョラム

4535487002156 市販 香りが特徴的。肉料理の香り

クッキング

づけに。

ギリシャ・ローマ時代から重宝

268

限定

アーティーチョーク

4535487002682 市販 されていた西洋野菜。塩ゆで

クッキング

してがくの内部を食べる。

酸味の強い茎を加熱する事で

241 D ルバーブ

4535487002415 市販 ジャムに。巨大に株になる。葉

クッキング

は食べられない。

株元の茎が太くなるフェンネ

187

限定 フローレンスフェンネル

4535487001876

白 ル。スープの風味づけや、スラ

クッキング

イスしてオーブン焼きに。

137

限定

キャラウェイ

4535487001371

白

クッキング

167

限定

チコリ

4535487001678

白

クッキング

フレンチタラゴン

別名エストラゴン。甘く爽やか
な香りにほろ苦さのあるハー
4535487001647 市販
ブ。ビネガーやソースに使わ
れる。

164

限定

クッキング

最も一般的なミント。柔らかい

59 A スペアミント

4535487000596

○ 風味で汎用性高い。ハーブ

ミント

ティーやスイーツに。

ピリッとした強めの香り。香り

63 A ペパーミント

4535487000633

○ 成分が多いミント。

ミント

49 A アップルミント

4535487000497

○ ハーブティーやスイーツ、カク ミント

リンゴの香りのするミント。
テルに。水出しでミント水も。

375 B

本場キューバでモヒートの原
料として使わているミント。パ
ンチのあるスパイシーな香り
のするミント。

イエルバブエナ（ｷｭｰﾊﾞﾐﾝﾄ）

4535487003757

○

61 B パイナップルミント

4535487000619

○ ント。

白斑入りの甘い香りのするミ
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ミント

ミント

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

10月 11月 12月

商品ID ランク

品名

画像

JANコード

花色・特徴

ラベル

カテゴリ

オレンジのようなかんきつ系の

ミント

這うミント。ノミが嫌う匂いとさ

ミント

まろやかな風味のペパーミン

ミント

香水のような高貴な香りのす

ミント

69 B オレンジミント

4535487000695

○ 香りがするミント

62 C ペニーロイヤルミント

4535487000626

○ れる。食用にはしない。

66 D ホワイトペパーミント

4535487000664

白 ト。

53

限定

オーデコロンミント

4535487000534

○ るミント。

56

限定 グレープフルーツミント

4535487000565

白 のするミント。ごわごわした硬 ミント

グレープフルーツに似た香り
い葉。

354

限定

ニホンハッカホクト

4535487003542 市販

日本のハッカの育成品種。精
油量が多い。

ミント

極小葉がべったり這うミント。
這う性質を使ってグランドカ
バーや寄せ植えに。食用には
むかない。

ミント

57

限定

コルシカミント

4535487000572

白

587

限定

クールミント

4535487005874

白 爽やかな香りのミント。

732

限定

バナナミント

4535487007328 市販

430

限定

細葉マウンテンミント

4535487004303

58

限定

ジンジャーミント

4535487000589 市販 ショウガっぽいミントの香り。

68

限定

レモンミント

4535487000688

白 ミント。

67

限定

ラベンダーミント

4535487000671

白 りにほのかにラベンダーを思

バナナのような甘い香りのす
るミント

白

ミント

ミント

ミント

ほのかにレモンの風味がある

ミント

ミント

ペパーミントの1種。ミントの香

ミント

わせるフローラルな香り。

イチゴのような甘い香りのする

637

限定

ストロベリーミント

4535487006376

白 ミント。スイーツのトッピング

ミント

に。

54

限定

カーリーミント

4535487000541

白 ギザギザの葉のミント。

724

限定

ヒメハッカ

4535487007243

白 日本原産のハッカ。ティーに。 ミント
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ミント

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

10月 11月 12月

商品ID ランク

品名

画像

JANコード

花色・特徴

ラベル

カテゴリ

ペパーミントのようなシャープ

109

限定

キャンディーミント

4535487001098

白 な香りにちょっと甘い香りが合 ミント
わさったミント。

51

限定

イングリッシュミント

4535487000510

白 硬くて直線的に伸びるミント

4535487000404

○ のはこれ。サラダ、肉、魚、

ミント

一般的に'バジル'といわれる

40 特A スイートバジル

バジル

チーズ等幅広い料理に合う。

46

限定

レッドバジル

4535487000466

白 銅葉のバジル。サラダに。

47

限定

レモンバジル

4535487000473

白 ラダや料理の薬味に。

バジル

45

限定

ブッシュバジル

4535487000459

白 小さい葉のバジル

バジル

39

限定

シナモンバジル

4535487000398

白 するバジル。料理やサラダに。

42

限定

タイバジル

4535487000428

白 で硬いバジル

44

限定

ホーリーバジル

4535487000442

白 イ料理に使われているパンチ ﾊﾞｼﾞﾙ

レモンの香りのするバジル。サ

シナモンのような独特な香りの

タイで使われているスパイシー

バジル

バジル

バジル

別名トゥルシー。ガパオ等のタ
のきいたバジル。

6

C チェリーセージ ﾚｯﾄﾞ

4535487000060

赤色の観賞用セージ。花期が
長く丈夫なので庭植えに便

○ 利。花はエディブルフラワー

セージ

に。
サルビアガラニチカ。頑丈で横
に広がり秋にブルーの花を咲
かせる鑑賞用セージ。海外で”
セージ
ﾒﾄﾞｰｾｰｼﾞ”はｻﾙﾋﾞｱﾌﾟﾗﾃﾝｼｽ
の事だが、日本ではｶﾞﾗﾆﾁｶを
指す事が多い。

17 C メドーセージ

4535487000176

○

10 C パイナップルセージ

4535487000107

○ のする葉をポプリに。大きくな

秋に赤花をつける。甘い香り
セージ

るので庭植えに。

水色の花が咲く観賞用セー

15 C ボックセージ

4535487000152

○ ジ。

16 C

4535487000169

○ に白花を秋に咲かせる。存在

セージ

サルビアレウカンサ。紫のがく
メキシカンブッシュセージ

セージ

感のある観賞用セージ。

18 C ラベンダーセージ

4535487000183

○ 紫花・耐寒性強く花期長い

335 D コスミックブルーセージ

4535487003351

○ 賞用セージ

蛍光ブルーと銅葉が美しい鑑
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セージ

セージ

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

10月 11月 12月

商品ID ランク

品名

画像

JANコード

花色・特徴

ラベル

カテゴリ

白と赤のツートンカラーのチェ

710 D

チェリーセージ ホットリップス

4535487007106

○ リセージ。花期が長く丈夫で庭

チェリーセージ

植えに便利。

580 D

白色のチェリーセージ。花期長

ﾛｲﾔﾙﾁｪﾘｰｾｰｼﾞ ﾗｲﾗｯｸﾎﾜｲﾄ

4535487005805

○ く花壇におすすめ。

581

限定 ﾛｲﾔﾙﾁｪﾘｰｾｰｼﾞ ﾗｲﾗｯｸﾋﾟﾝｸ

4535487005812

○ ジ。花期長く花壇におすすめ。

712

限定 ﾛｲﾔﾙﾁｪﾘｰｾｰｼﾞ ｸﾘｰﾐｰｲｴﾛｰ

4535487007120

○ 花期長く花壇におすすめ。

713

限定 ﾛｲﾔﾙﾁｪﾘｰｾｰｼﾞ チェリーズ

4535487007137

○ ジ。花期長く花壇におすすめ。

333

限定 チェリーセージ ﾊﾞｲｵﾚｯﾄ

4535487003337

○ 春～秋までと花期が長く丈夫

蛍光ピンク色のチェリーセー

クリーム色のチェリーセージ。

濃いピンク色のチェリーセー

チェリーセージ

チェリーセージ

チェリーセージ

チェリーセージ

バイオレットのチェリセージ。
チェリーセージ

で庭植えに便利。

714

7

限定 ﾛｲﾔﾙﾁｪﾘｰｾｰｼﾞ オレンジ

限定

チェリーセージ斑入り

4535487007144

オレンジ色のチェリーセージ。

○ 花期長く花壇におすすめ。

赤花で斑入り葉のチェリー
セージ。花が咲いていなくても
カラーリーフとして存在感あ
る。

4535487000077

白

4535487007229

白 うな深い赤紫色のチェリーセー

チェリーセージ

チェリーセージ

ワインレッドやラズベリーのよ

694

限定 ﾁｪﾘｰｾｰｼﾞ ﾗｽﾞﾍﾞﾘｰﾛｲﾔﾙ

チェリーセージ

ジ。花期が長く丈夫。

さくら色のチェリーセージ。春

723

限定

ﾁｪﾘｰｾｰｼﾞ さくら

4535487007236

白 ～秋までと花期が長く丈夫で

チェリーセージ

庭植えに便利。

紫っぽい青のチェリセージ。春

696

限定

ﾁｪﾘｰｾｰｼﾞ ブルー

4535487006963

白 ～秋までと花期が長く丈夫で

チェリーセージ

庭植えに便利。
花の基部がサーモンピンクで
花がイエローのチェリーセー
ジ。春～秋までと花期が長く丈
夫で庭植えに便利。

716

限定 ﾁｪﾘｰｾｰｼﾞ ｻｰﾓﾝｲｴﾛｰ

4535487007168

白

722

限定 ﾁｪﾘｰｾｰｼﾞ ﾊﾟｰﾌﾟﾙﾛｰｽﾞ

4535487006925

白 リーセージ。春～秋までと花期

チェリーセージ

マゼンタっぽい赤紫色のチェ
チェリーセージ

が長く丈夫で庭植えに便利。

蛍光紫色の花が咲くチェリー

694

限定 ﾁｪﾘｰｾｰｼﾞ ﾛｲﾔﾙﾊﾟｰﾌﾟﾙ

4535487006949

白 セージ。春～秋までと花期が

チェリーセージ

長く丈夫で庭植えに便利。

個性的な紫花と赤紫色のが

715

限定 サルビア セミアトラータ

4535487007151

白 く。コンパクトに育つので鉢植

レアセージ

えにも。

3

限定

クラリーセージ

4535487000039

白

レアセージ
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1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

10月 11月 12月

商品ID ランク

品名

画像

JANコード

花色・特徴

ラベル

カテゴリ

秋に大きな桃色の花をつける

717

限定 サルビア インボルクラータ

4535487007175 市販 観賞用サルビア。別名ローズ

レアセージ

リーフセージ。

ライムグリーンのがくとブルー

223

限定 サルビア ライムライト

4535487002231

白 の花、葉のグリーンのコントラ

レアセージ

ストが美しい鑑賞用サルビア。

19

限定

ロシアンセージ

4535487000190 市販

450

限定

ディスコロールセージ

4535487004501

紫色の花と白灰色の葉が美し
い植物。庭植えに。

レアセージ

白灰色の葉と黒花の観賞用

白 セージ。耐寒性はないので冬

レアセージ

は中に。

鮮やかな青色の花をつける観

413

限定

コバルトセージ

4535487004136

白 賞用セージ

11

限定

フルーツセージ

4535487000114 市販

458

限定

サルビア アズレア

4535487004587

白 庭植えに。

524

限定 サルビア ブレファロフィラ

4535487005249

白 観賞サルビア。地下茎で横に

甘い香りの葉に桃色の大きな
花。

空色の花。背が高くなるので

レアセージ

レアセージ

レアセージ

蛍光オレンジ色の花をつける
レアセージ

広がる珍しいサルビア。

ビロードのような花。マゼンダ

459

限定

ブキャナンズセージ

4535487004594

○ 系の花色

222

限定

サルビア イエローマジェスティー

4535487002224

白 用サルビア。庭植えに。

499

限定

ホワイトセージ

4535487004990

白 ハーブ。お香や精油として使

秋に黄色い花を咲かせる鑑賞

レアセージ

レアセージ

浄化のハーブとして知られる
レアセージ

われる。

649

限定 パイナップルセージ オーレウム

76 A ラバンジンラベンダー

黄色い葉のパイナップルセー

4535487006499

白 ジ。

4535487000763

○ 花穂が長くなるので、ラベン

暑さにも寒さにも強いラベン
ダーで庭植え素材として有用。

レアセージ

ラベンダー

ダースティックはこれで作る。
香り高く紫の花が美しいハー

87 B

イングリッシュラベンダー

4535487000879

○ ブ。ポプリや香料の原料、ハー

ラベンダー

ブティーなどに。

リボン状の花をつけるラベン

72 C ストエカスラベンダー

4535487000725

○ ダー

74 C デンタータラベンダー

4535487000749

○ かせるラベンダー。暑さに強い

ラベンダー

ギザギザの葉に薄紫の花を咲
が寒さに若干弱い。
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ラベンダー

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

10月 11月 12月

JANコード

ラベル

70 C ﾗﾊﾞﾝｼﾞﾝ ｸﾞﾛｯｿ

4535487000701

白

71

4535487000718

白 タラベンダーの交雑種。幅広

商品ID ランク

品名

画像

花色・特徴

カテゴリ

ラベンダー

スパイクラベンダーとデンター
限定

スイートラベンダー

ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ

い葉と長い花穂が特徴。

白花のラバンジンラベンダー。

589

限定 ﾗﾊﾞﾝｼﾞﾝ 白花（アルバ）

4535487005898

白 ラベンダーの中では暑さにも

ラベンダー

寒さにも育てやすい。

白のリボン状の花が咲くラベン

289

限定

ｽﾄｴｶｽ 白花

4535487002897

白 ダー

ラベンダー

503

限定

ｽﾄｴｶｽ ｼﾙﾊﾞｰｳｲﾝｸﾞ

4535487005034

白

ラベンダー

687

限定

ｽﾄｴｶｽ ｷｭｰﾚｯﾄﾞ

4535487006871

白 ベンダー。寒さにちょっと弱

ピンクのリボン状の花が咲くラ
ラベンダー

い。

630

限定

ｽﾄｴｶｽ ﾍﾙﾑｽﾀﾞｰﾙ

4535487006307

白

ラベンダー

590

限定

ﾗﾊﾞﾝｼﾞﾝ ｽｰﾊﾟｰ

4535487005904

白

ラベンダー

441

限定

ﾗﾊﾞﾝｼﾞﾝ ｱﾗﾋﾞｱﾝﾅｲﾄ

4535487004419

白

ラベンダー

628

限定 ﾗﾊﾞﾝｼﾞﾝ ｲﾝﾌﾟﾚｽﾊﾟｰﾌﾟﾙ

4535487006284

白

ラベンダー

482

限定

ﾗﾊﾞﾝｼﾞﾝ ﾃﾞｨﾘｰﾃﾞｨﾘｰ

4535487004822

白

ラベンダー

598

限定

ﾗﾊﾞﾝｼﾞﾝ ﾎﾞｺﾞﾝｸﾞ

4535487005980

白

ラベンダー

103

限定 ローズマリー トスカナブルー

4535487001036

白 ルーの花。分枝しやすく樹形

立性のローズマリー。薄いブ
ローズマリー

が美しく育つ。

立性のローズマリー。ピンクの

96

限定 ローズマリー マジョルカピンク

4535487000961

白 花。分枝少なく縦に伸びる。花

ローズマリー

つきやすい。

立性のローズマリー。太い葉

97

限定

ローズマリーレックス

4535487000978

白 で節間短くカチッと育つ。

501

限定

ローズマリー アープ

4535487005010

白 性品種のローズマリー。

耐寒性が強いとされている立
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ローズマリー

ローズマリー

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

10月 11月 12月

商品ID ランク

品名

画像

JANコード

花色・特徴

ラベル

カテゴリ

502

限定 ローズマリー ディープブルー

4535487005027

白 半立性

ローズマリー

99

限定 ローズマリー サンタバーバラ

4535487000992

白 這性

ローズマリー

509

限定

ローズマリー カプリ

4535487005096

白 柔らかい。花がつきやすい。

ローズマリー

512

限定 ローズマリー プロストラータス

4535487005126

白 這性

ローズマリー

283

限定

4535487002835

白 ブルーの花。花付きが良い。

ローズマリー

398

限定 ローズマリー セイレム

4535487003986

白 立性

ローズマリー

421

限定 ローズマリー マリンブルー

4535487004211

白

ローズマリー

101

限定 ローズマリー ホーターブルー

4535487001012

白 半立性

ローズマリー

95

限定 ローズマリー ホワイト

4535487000954

白 立性

ローズマリー

92

限定

4535487000923

白 立性

ローズマリー

4535487001470

○ 植えのさし色に。タンスの虫よ

ローズマリー モーツァルトブルー

ローズマリー ギルテッドゴールド

這性種のローズマリー。枝が

半立性のローズマリー。濃い

銀葉を活かして寄せ植えや庭

147 C サントリナ グレー

コンテナ

けに使われていたハーブ。

白斑入り葉の美しいタイム。寄

28 C シルバータイム

4535487000282

○ せ植え素材や料理素材に。

188 C ブロンズフェンネル

4535487001883 市販

119 C ゴールデンオレガノ

4535487001197

銅葉のフェンネル。カラーリー
フとして寄せ植えや庭植えのさ
し色に。普通のフェンネル同様
に魚料理のおともにも。

コンテナ

コンテナ

黄葉のオレガノ。寄せ植え素

○ 材や庭植え素材に。料理に

コンテナ

も。

カレーに似た香りのするハー

132 D カレープラント

4535487001326

○ ブ。美しい銀葉を庭や鉢植え

コンテナ

のアクセントに。

斑入り葉が美しいオレガノ。寄

120 D 斑入りオレガノ

4535487001203

○ せ植えや庭植えのさし色に。
料理にも。
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コンテナ

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

10月 11月 12月

品名

商品ID ランク

214 D ゴールデンマジョラム

画像

JANコード

4535487002149

花色・特徴

ラベル

黄色で縮み葉のオレガノ。寄

カテゴリ

○ せ植えの挿し色や、料理にも。

コンテナ

三色斑入りのコモンセージ。料
理やティーに使える。

コンテナ

8

D トリカラーセージ

4535487000084 市販

4

D ゴールデンセージ

4535487000046 市販 黄斑入葉のコモンセージ

9

D パープルセージ

4535487000091 市販 る紫葉のコモンセージ。料理に コンテナ

コンテナ

カラーリーフとしても利用でき
も。

サザンウッド

145

限定

179

限定 ハニーサックル ゴールデン

185

限定 フィーバーフューゴールデン

4535487001456

蚊よけに使われているハー

白 ブ。銀葉を活かして庭植えに。
精油の原料になっているハ
ニーサックルの黄色葉。花が
甘い香り。壁や網に這わせて
壁面緑化に。

コンテナ

白

メディカルハーブとして知られ
る。ハーブティーに。黄色葉を
活かして寄せ植えや庭植えの
さし色に。

コンテナ

星型の青い花を食用に。庭植
えにおすすめ。イチゴのコンパ
ニオンプランツとしても知られ
る。

ガーデン

4535487301792 市販

4535487001852

コンテナ

210 C ボリジ パープル

4535487002101

○

239 C ラムズイヤー

4535487002392

○ 銀葉を活かして庭植えに。

240 C ルー

4535487002408 市販 て使われる事がある。観賞

羊のようにふわふわした葉。

ガーデン

黄花。独特な香りを猫除けとし
ガーデン

用。

○

茎の繊維がリネンに利用され
ていた植物。繊細な草姿につ
く空色の花が特徴的で庭植え
に利用される。

190 D フラックスペレニアル

4535487001906

135 D キャットミント（ブルー）

4535487001357 市販 ブ。丈夫で庭植えに便利な

ガーデン

初夏に紫の花を咲かせるハー
ガーデン

ハーブ。

白色花のキャットミント。丈夫

775

限定 キャットミント ホワイト

4535487007755

白 で花付きよく花壇植えに便利。

302

限定

キャットミント ピンク

4535487003023

白 で花付きよく花壇植えに便利。

126 D ダイヤーズカモミール

4535487001265

○ ハーブ。カモミールだけど食用

桃色花のキャットミント。丈夫

ガーデン

ガーデン

昔染料として使われていた
ガーデン

ではなく観賞用。

166 D タンジー

4535487001661

ハエよけとして使われてた

○ ハーブ。観賞用。
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ガーデン

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

10月 11月 12月

商品ID ランク

品名

画像

JANコード

花色・特徴

ラベル

カテゴリ

夏に大きなピンクの花をつけ

279 D エキナセア（ﾌﾟﾙﾌﾟﾚｱ）

4535487002798 市販 る。免疫力を高めるハーブ

ガーデン

ティーになる事で有名。

レモンの香りのするマリーゴー

467 D レモンマリーゴールド

4535487004679

○ ルド。宿根草。

181 D ヒソップ パープル

4535487001814 市販 ハーブティーやポプリに。庭植 ガーデン

ガーデン

ミントのような香りがする。
え素材に有用。

474 D セントジョーンズワート

別名セイヨウオトギリソウ。抗

4535487004747

白 うつ材の素材として知られる。

4535487001838

白 ハーブティーやポプリに。庭植

ガーデン

ミントのような香りがする。

183

限定

ヒソップ ピンク

ガーデン

え素材に有用。

ミントのような香りがする。

184

限定

ヒソップ 白

4535487001845

白 ハーブティーやポプリに。庭植

ガーデン

え素材に有用。

別名ブラックオレガノ。銅葉で

393

限定 オレガノ ローゼンクッペル

4535487003931

○ がくは濃い紫、花はピンク。

419

限定

オレガノ ネオンライト

4535487004198

白 ノ。株がコンパクトにまとまる

ガーデン

花付きの良い鑑賞用オレガ
ガーデン

ので鉢植えに。

花がかわいい鑑賞用オレガ

471

限定 オレガノ ケントビューティー

4535487004716

白 ノ。株がコンパクトにまとまる

ガーデン

ので鉢植えに。

シルバーリーフとコンパクトな

675

限定 オレガノディクタムナス

4535487006758

白 花が美しい鑑賞用オレガノ。

ガーデン

560

限定 オレガノ ヘレンハウゼン

4535487005607

白

ガーデン

671

限定

オレガノ ミクロフィラ

4535487006710

白 オレガノ

178

限定

ハニーサックル 赤花

4535487301785 市販

211

限定

ボリジ ホワイト

4535487002118

小さい銀葉が特徴的な観賞用

精油の原料になっているハ
ニーサックルの赤花園芸種。
花が甘い香り。壁や網に這わ
せて壁面緑化に。

ガーデン

ガーデン

星型の白花を食用に。庭植え

白 におすすめ。イチゴのコンパニ

ガーデン

オンプランツとしても知られる。

230

限定

ヤロウ 白

古代ギリシャの英雄アキレス
が傷の止血に使ったとされる
4535487002309 市販 事が学名アキレアの語源。丈
夫で庭植えにおすすめ。別名
西洋ノコギリソウ。

572

限定

ボリジ クリーピング

4535487005720

白

ガーデン

ガーデン
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1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

10月 11月 12月

商品ID ランク

品名

画像

JANコード

花色・特徴

ラベル

香水の原料になっているハー

199

限定 ヘリオトロープ パープル

4535487001999

白 ブ。花から甘い香り。

200

限定 ヘリオトロープ ホワイト

4535487002002

白 ブ。花から甘い香り。白花。

535

限定 ティーツリー メディカル

4535487005355

白 ハーブ。ハーブティーにはしな

香水の原料になっているハー

カテゴリ

ガーデン

ガーデン

精油の原料に使われている
ガーデン

い。
香りがタラゴンに似てる事から
メキシカンタラゴンとも呼ばれ
タラゴンの代用として料理にも
用いられる。

225

限定

ミントマリーゴールド

4535487002255

白

141

限定

クローブピンク

4535487001418

白 漬けやシロップに。

159

限定

ソープワート

4535487001593

白 て使われていた植物。庭植え

クローブに似た香り。花を砂糖

ガーデン

ガーデン

別名シャボンソウ。昔石鹸とし
ガーデン

素材に。

葉をにおい袋にしてタンスの

146

限定

サントリナ グリーン

4535487001463

白 虫よけに使われていたハー

ガーデン

ブ。

クリームイエロー色の花が咲く

4535487005256

白 サントリナ。

ガーデン

限定 ｽｲｰﾄﾊﾞｲｵﾚｯﾄ ﾊﾟｰﾌﾟﾙ

4535487001524

白

ガーデン

限定

ｽｲｰﾄﾊﾞｲｵﾚｯﾄ ｲｴﾛｰ

4535487003962

白

ガーデン

153

限定

ｽｲｰﾄﾊﾞｲｵﾚｯﾄ ﾋﾟﾝｸ

4535487001531

白

ガーデン

624

限定

ｽｲｰﾄﾊﾞｲｵﾚｯﾄ ﾎﾜｲﾄ

4535487006246

白

ガーデン

739 B ロンギカウリスタイム

4535487007397

○ バーや寄せ植えに。春にカー タイム

525

限定

152

396

サントリナ ﾚﾓﾝｸｲｰﾝ

丈夫な這性タイム。グランドカ
ペット状に花が咲く。

24 C クリーピングタイム赤

4535487000244

赤花の這性タイム。グランドカ

白 バーや寄せ植えに。

白斑入り葉の這性タイム。タイ
ムの中では葉が硬く丈夫。這
タイム
性を活かして寄せ植えやグラ
ンドカバーに。

34 C フォックスリータイム

4535487000343

白

196

4535487001968

白 バーや寄せ植えに。

限定

クリーピングタイム白

タイム

白花の這性タイム。グランドカ
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タイム

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

10月 11月 12月

商品ID ランク

品名

画像

JANコード

花色・特徴

ラベル

カテゴリ

星くず状に黄色の斑が入る這

543

限定 ゴールドストリームタイム

4535487005430 市販 性タイム。寄せ植えやグランド タイム

カバーに。

黄色い葉のタイム。コンパクト
タイム
に育つ。

584

限定

ゴールデンタイム

4535487002774 市販

29

限定

ドーンバレータイム

4535487000299

白 黄斑入りの這性タイム

582

限定

カンファータイム

4535487005829

白 イム。甘い香り。

505

限定

シルバーレモンタイム

4535487005058

レモンの香りのする白斑入りタ
白 イム。料理やハーブティーに。 タイム

30

限定

イブキジャコウソウ

4535487000305

白 花。

263

限定

ウーリータイム

4535487002637

白 の葉とピンクの花。

タイム

32

限定

ラベンダータイム

4535487000329

白

タイム

613

限定

レイタータイム

4535487006130

白 のタイム。

20

限定 オレンジバルサムタイム

4535487000206

白 タイム。

599

限定 オレンジスパイスタイム

4535487005997

白 ほふく性

301

限定

フレンチタイム

4535487003016

白 種。硬く育ち育てやすい。料理 タイム

コンパクトにまんまるに育つタ

日本のタイム。這性でピンク

毛の生えた這性タイム。グレー

細かい葉でペタッと這うタイプ

オレンジのような香りが特徴の

オレンジの香りのするタイム。

タイム

タイム

タイム

タイム

タイム

タイム

コモンﾀｲﾑの香りの強い選抜
の香りづけに

384 D レモンゼラニウム

4535487003849 市販

707

4535487007076

限定 ヘーゼルナッツゼラニウム

レモンの香りのするゼラニウ
ム

ヘーゼルナッツの香りのする
ゼラニウム。コンパクトに育

白 ち、あざやかな赤色の花をつ

ゼラニウム

ゼラニウム

ける。

葉に黒い斑が入りピンクの小

白 花が咲くゼラニウム。

414

限定

チョコレートペパーミントゼラニウム

4535487004143

402

限定

アップルゼラニウム

4535487004020 市販

甘い香りと白い花が特徴的な
ゼラニウム。
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ゼラニウム

ゼラニウム

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

10月 11月 12月

商品ID ランク

品名

画像

JANコード

ラベル

花色・特徴

カテゴリ

411

限定

ナツメグゼラニウム

4535487004112

白

ゼラニウム

369

限定

ジンジャーゼラニウム

4535487003696

白 うすピンクの花のゼラニウム

ゼラニウム

731

限定

クロリンダゼラニウム

4535487007311

白 ゼラニウム

545

限定

シナモンゼラニウム

4535487005454

白 ム。

382

限定

オレンジゼラニウム

4535487003825

白 クの花が特徴的なゼラニウ

大きなピンクの花が特徴的な

ピンク花がきれいなゼラニウ

ゼラニウム

ゼラニウム

オレンジに似た香りの葉とピン
ゼラニウム

ム。

強いレモンの香りのするゼラ

767

限定 ｸﾘｽﾋﾞｭｰﾑﾚﾓﾝｾｲﾝﾄｾﾞﾗﾆｳﾑ

4535487007670

白 ニウム

ゼラニウム

670

限定

ｽﾉｰﾌﾚｰｸｾﾞﾗﾆｳﾑ

4535487006703

白

ゼラニウム

539

限定

ﾚﾃﾞｨﾌﾟﾘﾏｽｾﾞﾗﾆｳﾑ

4535487005393

白 ズの香り。

ゼラニウム

766

限定

ﾚﾓﾝﾊﾞｰﾑｾﾞﾗﾆｳﾑ

4535487007663

白

ゼラニウム

547

限定

ミントゼラニウム

4535487005478

白

ゼラニウム

546

限定

パインゼラニウム

4535487005461

白 ラニウム。

ゼラニウム

518

限定

ﾐｾｽﾃｲﾗｰｾﾞﾗﾆｳﾑ

4535487005188

白

ゼラニウム

652

限定 ストロベリーゼラニウム

4535487006529

白 薄ピンク花をつけるゼラニウム

斑入り葉のゼラニウム。ロー

ブロッチの入ったピンク花のゼ

イチゴのような甘い香りのする
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ゼラニウム

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

10月 11月 12月

