邦産鉱物リスト その２
「その１」の続きですが、個体は違いますが鉱物名のダブっているものも多くあります。
￥５００以下の標本は参考品程度です。

ア
〇亜鉛スピネル 広島県豊田郡瀬戸田町林 ¥５００
〇アダム石 040430 岐阜県山県市美山町柿野洞

¥５００

〇アダム石・チロル銅鉱 040430 岐阜県山県市美山町柿野洞 ¥５００、¥９００
〇アラレ石 970815 石川県珠洲郡内海町恋路海岸
〇アルモヒドロカルサイト

¥５００

020627 三重県多気郡多気町丹生倉谷 ¥５００

イ
〇硫黄 040622 宮崎県えびの市えびの高原韓国岳登山口硫黄山 ¥５００
〇異極鉱 Ｈ７，６．１０

長野県南佐久郡川上村大深山鉱山 ¥５００

〇磐城鉱 福島県いわき市田人町黒田 御在所鉱山

¥１，８００、¥２，０００

オ
〇黄鉄鉱（角閃岩中の立方体小結晶）010617 愛媛県四国中央市土居町関川
〇黄銅鉱 130714 秋田県大仙市協和町亀山盛鉱山

¥５００

〇黄銅鉱 130715 秋田県大仙市協和荒川荒川鉱山

¥５００

〇黄銅鉱 080619 宮城県仙台市太白区奥新川秋保鉱山

￥８００

¥１，５００

〇黄銅鉱 兵庫県養父市大屋町明延鉱山 ¥５００
〇黄銅鉱 081102 滋賀県東近江市甲津畑 御池鉱山 ¥２００
〇黄銅鉱・輝銅鉱・赤銅鉱

050918 秋田県大仙市協和町亀山盛鉱山 ¥７００

〇大隅石 鹿児島県姶良郡隼人町清水 ¥５００
〇尾去沢石 秋田県大仙市協和町亀山盛鉱山 ¥８００、¥１，５００

カ
〇灰鉄輝石 050504 新潟県三川村五十島川 ¥７００
○灰鉄ザクロ石・灰鉄輝石

021012 岩手県和賀郡湯田町和賀仙人鉱山 ¥５００

〇角閃石入り水晶 長野県南佐久郡川上村梓川甲武信鉱山 ¥５００
〇褐錫鉱（研磨面上の微細結晶） 070312 岡山県美作市金生山 金生鉱山

¥５００

○神南石（ミクロ単位のオレンジ色の脈、母岩を研磨）
愛媛県大洲市菅田町宇津神南山

￥１，２００

○含砒素燐灰石（肉眼での確認はできない。短波で桃色蛍光）050928
福島県いわき市田人町御在所鉱山 ￥１，５００

キ
〇輝銅鉱 031223 奈良県吉野郡東吉野村三尾鉱山

¥５００

〇ギブス石（まんじゅう石）鳥取県倉吉市駄経寺 ¥５００
〇魚眼石 961124 滋賀県蒲生郡日野町平子採石場
〇菫青石 宮城県柴田郡川崎町安達

¥５００

¥５００

ク
〇孔雀石 020925 石川県小松市尾小屋鉱山

¥５００

〇苦土電気石 031005 奈良県吉野郡下北山村浦向奥地法六谷 ¥５００
○黒辰砂（鶏冠石の間に黒い粒で散在、ルーペサイズの結晶）
三重県多気郡勢和町古江 ￥８００，￥１，２００、￥１，８００
〇黒辰砂（小さいが良品）母岩の破片を 7 個セット

¥８００

ケ
〇鶏冠石 三重県多気郡勢和村 ¥５００
○珪孔雀石 980720 秋田県仙北郡角館町日三市鉱山 4 個セット ¥８００
〇ゲルスドルフ鉱 031115

兵庫県養父市大屋町夏梅鉱山
¥５００、¥８００、¥１，０００、

コ
〇紅柱石 090214 三重県熊野市新鹿町採石場 ¥５００
○氷長石（こおりちょうせき）970720 秋田県水沢市雄勝町院内鉱山 ¥５００

サ
〇桜石（ホルンフェルス中の新鮮な状態の菫青石）京都市亀岡市奥条 ¥５００、¥７００
〇桜石（ホルンフェルス中の新鮮な菫青石の横断面）亀岡市奥条 ¥５００
〇雑銀鉱 970820 秋田県水沢市雄勝町院内鉱山 ¥７００
〇酸化角閃石 長野県富士見町池袋 ¥３００、¥５００

シ
〇自然硫黄（石英の空閑に微細結晶）050504 新潟県東蒲原郡三川村三川鉱山 ¥８００
〇自然銅 愛知県新城市中宇利鉱山 ¥３００
〇磁鉄鉱 970814 岡山県川上郡川上町山宝鉱山 ¥３００、¥５００
〇磁鉄鉱（方解石中）970814 岡山県川上郡川上町山宝鉱山 ¥５００、７００
〇磁鉄鉱（葉片状）福岡県田川郡香春町三ノ岳床屋間歩 ¥７００
〇磁鉄鉱 071124 滋賀県東近江市永源寺町佐目子谷 ¥３００
〇重晶石（白色結晶片 10 個程度） 940805 石川県小松市尾小屋 ¥３００

ス
〇水晶 950504 滋賀県伊香郡浅井町小ツ組 小さな結晶を複数個セット ¥５００
〇水晶（小指位の水晶１０個）０００８１３

秋田県大仙市協和町亀山盛鉱山 ¥５００

〇水マンガン鉱・針鉄鉱 061008 北海道瀬棚郡今金町美利河鉱山 ¥８００
〇錫石 980404 茨城県西茨城郡七会村大正鉱山 ¥１，８００

セ
〇青鉛鉱・閃亜鉛鉱 021014 秋田県大仙市協和町亀山盛鉱山 ¥７００
〇青鉛鉱・白鉛鉱 970719 秋田県大仙市協和町亀山盛鉱山 ￥５００、¥７００
〇青鉛鉱・ブロシャン銅鉱

021014

秋田県大仙市協和町山盛鉱山

¥５００、¥７００、

¥８００
〇青鉛鉱・ブロシャン銅鉱・白鉛鉱 021014 秋田県大仙市協和町亀山盛鉱山 ¥５００、
¥６００ 、
〇赤鉄鉱 021012 岩手県和賀郡湯田町和賀仙人鉱山 ¥６００
〇赤鉄鉱 130715 秋田県大仙市協和町荒川鉱山 ¥５００、¥６００

〇赤銅鉱 050918 秋田県大仙市協和町亀山盛鉱山

¥１，５００、¥７００

〇赤銅鉱 001203 滋賀県湖南市石部町灰山 ¥１，５００

テ
〇鉄斧石 070103 岩手県奥州市江刺区伊出赤金鉱山 ¥５００
〇鉄電気石（微結晶の集合塊）奈良県吉野郡天川村北角 ￥３００、¥５００
〇鉄電気石 951103 福島県石川郡石川町曲木 ¥７００
〇鉄リチヤ雲母 福島県伊達郡川俣町水晶山 ¥５００、¥７００

ト
〇銅アルミナ石 000503 新潟県東蒲原郡三川村 三川鉱山 ¥１，５００
○銅の粗鋼（鉱石を溶かして最初にできる塊、カット面）
岡山県美作市金生山 金生山鉱山 ￥５００
〇毒鉄鉱 040313 奈良県御所市朝町竜神鉱山 ¥５００（被膜）、¥９００（結晶）

ノ
〇南田石（のうだいし）凝灰岩 100221 鳥取県鳥取市福部村南田（のうだ）¥３００

ハ
〇ハイドロウッドワード石

滋賀県東近江市甲津畑御池鉱山 ¥５００

○パイロクロイット-ファイトクネヒタイト（いわゆるキビマン）
滋賀県栗東市五百井鉱山 ￥７００
〇ハウスマン鉱・アレガニー石・テフロ石の混在 980822
福島県いわき市御在所鉱山

¥１，２００

〇白鉛鉱 021014 秋田県大仙市協和町亀山盛鉱山 ¥６００
〇白鉛鉱・閃亜鉛鉱 ０２１００１ 秋田県大仙市共和町亀山盛鉱山 ¥７００
〇白鉛鉱 000812 秋田県大仙市協和町亀山盛鉱山

¥５００、¥１，２００、

¥１，５００
〇班銅鉱・毒鉄鉱 040313 奈良県御所市朝町竜神鉱山 ¥５００

ヒ
〇ヒスイ輝石 岡山県新見市大佐山 ¥７００、¥１，５００
〇ヒーズルウッド鉱 愛知県新城市中宇利鉱山 ¥７００
〇砒鉄鉱 990410 京都府亀岡市行者山石切り場

¥５００

〇ビーバー石 000503 新潟県東蒲原郡三川村三川鉱山 ¥９００、¥１，５００
〇ビンドハイム石 埼玉県秩父市大滝村秩父鉱山大黒抗 ¥５００

フ
〇ぶどう石 970629 島根県八束郡美保関町北浦 ¥５００
〇ブラウン鉱（塊状、バラ輝石と共存）福島県いわき市田人町黒田 御在所鉱山 ¥７００
〇ブーランジェ鉱 991122 埼玉県秩父市大滝村秩父鉱山大黒抗 ¥５００
〇ブロシャン銅鉱 021014 秋田県大仙市協和町亀山盛鉱山 ¥５００、¥７００

へ
〇ベイルドン石 011127 岡山県川上郡成羽町小泉鉱山 ¥３００、¥５００、￥８００
〇ヘスチング閃石 岡山県高梁市備中町山宝鉱山 ¥３００、¥５００
〇べゼリ石 010204 滋賀県湖南市石部町灰山 ¥５００

ホ
〇方解石・アラレ石 010310 長野県下伊那郡大鹿村鹿塩塩川河原 ¥７００

ム
〇紫水晶 栃木県塩谷郡塩屋町万珠鉱山 微細な結晶の集合 ¥５００均一

メ
〇メタ砒銅ウラン石 041126 岡山県倉敷市西坂原津

三吉鉱山 ¥５００、¥１，２００

ラ
〇ラング石 090502 滋賀県東近江市甲津畑 御池鉱山 ¥５００、¥７００

リ
〇硫カドミウム鉱 040507 滋賀県湖南市石部町 石部鉱山 ¥１，２００
〇硫酸鉛鉱（白色の塊） 000503 新潟県東蒲原郡三川村 三川鉱山 ¥１，５００
〇硫砒鉄鉱 980111 岐阜県山県市美山町相戸相戸鉱山 ¥１，２００
〇緑鉛鉱

050918 秋田県大仙市協和町亀山盛鉱山 ¥５００、¥７００

〇緑鉛鉱 020925 石川県小松市尾小屋金平 尾小屋鉱山 ¥５００
〇緑簾石 010929 兵庫県川西市国崎国崎鉱山 ¥５００
〇燐灰石 960310 京都府綴喜郡井手町玉川多賀鉱山 ¥５００

ル
〇ルチル（雲母中に混在）

福島県須賀川市雲水峰鉱山 ¥７００

