
 

 

令和３年度京の苗木販売樹種一覧（57種） 

       ※ 10.5cmポットでの出荷，サイズの小さい苗木は 9cm ポットで出荷 

  科名 属名 種名 
樹高 cm 

（40cm～） 
在庫 

価格 
区分 

1 アサ科 エノキ属 エノキ ～80 50 本以上 D 

2 アサ科 ムクノキ属 ムクノキ ～80 50 本以上 D 

3 ウルシ科 ウルシ属 ヤマウルシ ～60 10 本以上 C 

4 エゴノキ科 エゴノキ属 エゴノキ ～60 50 本以上 C 

5 エゴノキ科 エゴノキ属 ハクウンボク ～60 10 本以上 B 

6 カバノキ科 クマシデ属 アカシデ ～60 10 本以上 D 

7 カバノキ科 クマシデ属 イヌシデ ～60 50 本以上 C 

8 カバノキ科 クマシデ属 クマシデ ～60 10 本以上 C 

9 クスノキ科 クロモジ属 クロモジ ～60 10 本以上 B 

10 クスノキ科 シロダモ属 シロダモ ～60 10 本以上 B 

11 クスノキ科 クロモジ属 ヤマコウバシ ～60 50 本以上 C 

12 クロウメモドキ科 ケンポナシ属 ケンポナシ ～60 少量 B 

13 シソ科 ムラサキシキブ属 ムラサキシキブ ～80 10 本以上 C 

14 シソ科 ムラサキシキブ属 ヤブムラサキ ～40 10 本以上 B 

15 ツツジ科 ツツジ属 コバノミツバツツジ ～40 10 本以上 B 

16 ツバキ科 ナツツバキ属 ナツツバキ ～60 10 本以上 A 

17 トウダイグサ科 シラキ属 シラキ ～80 50 本以上 C 

18 ニシキギ科 ニシキギ属 コマユミ（ニシキギ） ～80 50 本以上 C 

19 ニレ科 ケヤキ属 ケヤキ ～60 10 本以上 D 

20 ハイノキ科 ハイノキ属 クロミノニシゴリ ～40 10 本以上 B 

21 ハイノキ科 ハイノキ属 サワフタギ ～60 10 本以上 C 

22 バラ科 アズキナシ属 ウラジロノキ ～80 50 本以上 C 

23 バラ科 ウワミズザクラ属 ウワミズザクラ ～60 10 本以上 C 

24 バラ科 カマツカ属 カマツカ ～80 50 本以上 C 

25 バラ科 ザイフリボク属 ザイフリボク ～60 10 本以上 B 

26 バラ科 サクラ属 カスミザクラ ～100 100 本以上 C 

27 バラ科 サクラ属 キンキマメザクラ ～60 10 本以上 B 

28 バラ科 サクラ属 ヤマザクラ ～100 100 本以上 C 

29 バラ科 ナナカマド属 ナナカマド ～80 50 本以上 B 

30 バラ科 リンゴ属 ズミ ～80 少量 C 

31 バラ科 リンゴ属 オオウラジロノキ ～60 少量 B 

32 ブナ科 コナラ属 ナラガシワ ～60 50 本以上 C 

33 マツ科 モミ属 モミ ～40 50 本以上 A 

34 マンサク科 マンサク属 マルバマンサク ～60 10 本以上 B 

35 ミズキ科 ミズキ属 クマノミズキ ～100 10 本以上 C 

36 ミズキ科 ミズキ属 ヤマボウシ ～80 100 本以上 B 

37 ムクロジ科 カエデ属 イロハモミジ ～100 100 本以上 C 

38 ムクロジ科 カエデ属 ウリカエデ ～60 10 本以上 C 

39 ムクロジ科 カエデ属 ウリハダカエデ ～60 50 本以上 D 

40 ムクロジ科 カエデ属 オオモミジ ～60 10 本以上 B 

41 ムクロジ科 カエデ属 コハウチワカエデ ～80 10 本以上 C 

42 ムクロジ科 カエデ属 テツカエデ ～40 少量 C 

43 ムクロジ科 カエデ属 ミツデカエデ ～60 10 本以上 B 

44 ムクロジ科 カエデ属 ハウチワカエデ ～60 10 本以上 C 

45 ムクロジ科 トチノキ属 トチノキ ～60 10 本以上 C 

46 モチノキ科 モチノキ属 アオハダ ～60 50 本以上 C 

47 モチノキ科 モチノキ属 イヌツゲ ～80 10 本以上 C 

48 モチノキ科 モチノキ属 ウメモドキ ～60 100 本以上 C 

49 モチノキ科 モチノキ属 ナナミノキ ～60 少量 C 



 

 

 

栽培中樹種一覧（３３種） 

 

 

                           

金額区分 

高さ（㎝） 
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

40～59 1,050 800 600 500 

60～79 1,350 1,000 750 640 

80～99 1,600 1,200 900 760 

100～119 1,850 1,350 1,050 880 

 

（京の苗木生産協議会） 

50 モチノキ科 モチノキ属 ミヤマウメモドキ ～80 10 本以上 C 

51 ヤナギ科 イイギリ属 イイギリ ～80 50 本以上 C 

52 リョウブ科 リョウブ属 リョウブ ～40 10 本以上 B 

53 レンプクソウ科 ガマズミ属 オトコヨウゾメ ～80 10 本以上 B 

54 レンプクソウ科 ガマズミ属 ガマズミ ～100 50 本以上 C 

55 レンプクソウ科 ガマズミ属 コバノガマズミ ～60 10 本以上 C 

56 レンプクソウ科 ガマズミ属 ミヤマガマズミ ～40 少量 C 

57 レンプクソウ科 ガマズミ属 ヤブデマリ ～60 10 本以上 C 

  科名 属名 種名 樹高 cm 在庫 

1 ウコギ科 コシアブラ属 コシアブラ － 栽培中 

2 ウコギ科 タカノツメ属 タカノツメ － 栽培中 

3 カバノキ科 カバノキ属 ミズメ － 栽培中 

4 クスノキ科 クロモジ属 シロモジ － 栽培中 

5 クスノキ科 クロモジ属 ダンコウバイ － 栽培中 

6 ツツジ科 ツツジ属 シャクナゲ － 栽培中 

7 ツツジ科 ツツジ属 モチツツジ － 栽培中 

8 ツツジ科 ネジキ属 ネジキ － 栽培中 

9 ツツジ科 スノキ属 ナツハゼ － 栽培中 

10 ツツジ科 スノキ属 シャシャンボ － 栽培中 

11 ツバキ科 ツバキ属 ヤブツバキ － 栽培中 

12 ニシキギ科 ニシキギ属 ツリバナ － 栽培中 

13 ニシキギ科 ニシキギ属 マユミ － 栽培中 

14 バラ科 アズキナシ属 アズキナシ － 栽培中 

15 ブナ科 コナラ属 アカガシ － 栽培中 

16 ブナ科 コナラ属 アラカシ － 栽培中 

17 ブナ科 コナラ属 ウラジロガシ － 栽培中 

18 ブナ科 コナラ属 シラカシ － 栽培中 

19 ムクロジ科 カエデ属 カラコギカエデ － 栽培中 

20 ムクロジ科 カエデ属 コミネカエデ － 栽培中 

21 ムクロジ科 カエデ属 チドリノキ － 栽培中 

22 モクセイ科 イボタノキ属 イボタノキ － 栽培中 

23 モクレン科 モクレン属 タムシバ － 栽培中 

24 モクレン科 モクレン属 ホオノキ － 栽培中 

25 モチノキ科 モチノキ属 タマミズキ － 栽培中 

26 ミカン科 サンショウ属 サンショウ － 栽培中 

27 ヤマモモ科 ヤマモモ属 ヤマモモ － 栽培中 

28 ユズリハ科 ユズリハ属 ユズリハ － 栽培中 


