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邦産鉱物リスト（和名を五十音順に配列しています）  第一弾 

 

※５００円以下の標本は採集者が採集地で見つけた場合、リュックに入れようかどうか迷う

品質ですが、立ち入り禁止の産地も多くなった現在では、産地情報の記録用標本として後生

に残すための貴重な資料になります。 

※標本の多くはこの分野で活躍しているアマチュアコレクターが採集したものですが、ほと

んどが顕微鏡やルーペによる肉眼鑑定です。顕微鏡でも確認できないものはすべて廃棄して

います。本人の名前で専門誌に発表している標本もありますが、分析したものとは別の個体

になります。 

※（ ）内の数字は採集日です（西暦、月、日） 記入がないものは採集日不明です。 

※採集者本人のラベルを添付している場合は、かなり古くなっていることをご了承ください。 

※通販もいたしますが、実際にご覧になって購入されることをお勧めします。テーブルに余

裕がある場合は全国のミネラルショーなどでも展示いたします。ご希望の標本があればお知

らせくだされば持参します。 

 

ア 

○亜鉛スピネル   広島県尾道市瀬戸田町林瀬戸田鉱山 \500、\600、\900、\1,500 

○亜鉛満バン石榴石 岐阜県美濃市神矢洞矢坪鉱山牧泉坑    \500、\750、\850 

○アガード石（クリソコーラ）奈良県御所市龍神鉱山         \500、￥700 

○アーセニオシデライト(010331)同上                   \1,800 

○亜砒藍鉄鉱(030831)     岐阜県中津川市蛭川村一柳鉱山      \700、\1,200 

○アラレ石        愛知県新城市吉川               \500 

○アラレ石        愛媛県八幡浜市鴨山口             \500 

○アラレ石（S60-7 採集） 福岡県嘉穂郡筑穂町古屋敷            \300 

○アラレ石        千葉県銚子市外川長崎鼻双子島         \200 

○アラレ石(991221)        大阪府箕面市温泉町平尾旧坑          \500 

○アラレ石・方解石    長野県下伊那郡大鹿村鹿塩高原   \200、\500、\700 

○アラレ石・方解石    三重県伊勢市水晶谷              \500 

○アラレ石        埼玉県児玉郡児玉町              \700 

○アラレ石（粉状ビン入り）神奈川県足柄上郡湯河原町奥湯河原温泉不動の滝 \400 

○アルチニー石      愛知県新城市吉川         \300、\400、\500 

○アルチニー石      長野県南佐久郡佐久町十石峠大日クローム鉱山  \500 

○アルチニー石・水苦土石 熊本県益城町柿迫城山林道           \850 
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○アルモヒドロカルサイト(010701) 三重県多気郡勢和村   \500、\800，\1,000 

○アレガニー石      群馬県みどり市小中利東小畠鉱山     \500、\800 

○アレガニー石      京都府相楽郡和束町園鉱山           \600 

○アロフェン(991007)      兵庫県川辺郡猪名川町多田鉱山石金坑      ￥500 

○安四面銅鉱       群馬県桐生市菱町茂倉沢鉱山           \700 

 

イ 

○イエローオパール(900908) 福島県二本松市安達太良山硫黄山        \700 

○異極鉱(970824)          富山県新川郡大山町池ノ山神岡鉱山清五郎谷坑 ￥3,800 

○異極鉱         同上          \300、￥500、\1,200、\1,500 

○異極鉱（青色）     同上                 \1,200、\1,800 

○異極鉱         宮崎県西臼杵郡日之影町見立大吹鉱床      \200 

○異極鉱(080415)        滋賀県東近江市甲津畑御池鉱山         \500 

○異極鉱(040507)          滋賀県湖南市石部町石部鉱山          \500 

○異極鉱(000109)          滋賀県湖南市石部町灰山                      \500 

○異極鉱(990505)          福井県大野市中竜鉱山仙翁谷坑         \700 

○異極鉱(060521)          京都府福知山市梅谷梅谷鉱山          \500 

○異極鉱         埼玉県秩父市大滝村秩父鉱山六助坑路頭     \500 

○イネス石        静岡県下田市蓮台寺河津鉱山 \300、\500、\700、\800、\900 

○インディングス石    山梨県大月市大島               \700 

○イネス石（プレートにカット）静岡県田方郡天城湯ヶ島町湯ヶ島鉱山 \1,200、\1,500 

○岩城鉱         福島県いわき市田人町黒田塩ノ平御在所鉱山 \900、\1,200a 

 

ウ 

○ヴァニア石(020208)      三重県鳥羽市白木 \500（未鑑別）、\1,500、\2,000、\2,500 

○ウイッチヘン鉱(070312)  岡山県苫田郡鏡野町奥津伊茂岡鉱山 \1,200、\1,500、\2,500  

○ウッドワード石(000701)  兵庫県多可郡多可町加美区樺坂鉱山        \1,200 

○ウッドワード石(000422)  同上                     \1,200 

○ウルツ鉱        青森県下北郡大間町奥戸鉱山        \500、\800 

○ウルツ鉱        青森県南津軽郡碇ヶ関村湯ノ沢鉱山     \600、\800  

 

エ 

○鋭錐石(010330)          岐阜県瑞浪市大湫                \500 

○エリオン沸石・スコレス沸石 山口県長門市油谷町川尻海岸         \600 

○エレクトラムを含む鉱石 北海道千歳市美笛千歳鉱山            \600 

○塩素燐灰石       埼玉県秩父市大滝村秩父鉱山渦の沢     \500、\600 
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○塩素燐灰石(001103)      埼玉県秩父市大滝村秩父鉱山橋掛沢        \1,500 

 

オ 

○黄錫鉱(990327)          京都府亀岡市稗田野行者山            \1,500  

○黄鉄鉱         新潟県新発田市滝谷飯豊鉱山           ￥1,200 

○黄鉄鉱         静岡県賀茂郡河津町湯ヶ野鉱山           \400 

○黄鉄鉱・磁硫鉄鉱(081102)滋賀県東近江市甲津畑御池鉱山           \500 

○黄鉄鉱(080615)          滋賀県米原市醒ヶ井町上丹生丹生川         \300 

○黄鉄鉱(小結晶 5～9 個入り)奈良県桜井市針道大峠               \900 

○黄鉄鉱(060521)          京都府福知山市梅谷梅谷鉱山           \1,200 

〇黄鉄鉱         静岡県賀茂郡河津町湯ケ野鉱山           \400 

○黄鉄鉱(030909)          栃木県日光市猪倉文挟クレー                       \500 

○黄鉄鉱(050916)          秋田県北秋田郡阿仁町銀山阿仁鉱山         \500 

○黄鉄鉱         埼玉県秩父市大滝村秩父鉱山道神窪    \500、\1,500 

○黄鉄鉱         埼玉県秩父市大滝村秩父鉱山六助沢        \300 

○黄鉄鉱(結晶 5 個セット 050503) 新潟県新発田市滝谷飯豊鉱山       \1,950 

○黄鉄鉱（小さめ結晶 3 個セット）同上                  \1,200  

○黄鉄鉱（大きめ結晶 3 個セット）同上                  \5,000 

○黄鉄鉱（大きめ結晶 2 個セット）同上                  \6,000 

○黄鉄鉱         茨城県新治郡八郷町柿岡霞ヶ浦用水トンネル堆積場 \450 

○黄鉄鉱・黄銅鉱     秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山          \18,000   

○黄銅鉱         岩手県和賀郡岩崎村水沢鉱山           \800 

○黄銅鉱・輝銅鉱(050918)  秋田県大仙市協和町亀山盛鉱山          \800  

○黄銅鉱・閃亜鉛鉱(050919)栃木県鹿沼市板荷アワノ砕石鉱業         \300 

○大隅石         鹿児島県霧島市隼人町清水            \700 

○尾去沢石(010809)        秋田県大仙市協和町亀山盛鉱山         \2,500 

○オパール（蛋白石）   長崎県東彼杵郡波佐見町三股郷          \600 

○オパール（蛋白石）   鹿児島県鹿児島市茄子田          \300、\500  

○オリーブ銅鉱      広島県尾道市瀬戸田町林          \700、\900 

 

カ 

○灰十字沸石       長崎県北松浦郡生月町御岬海岸         \400 

○灰十字沸石       長崎県平戸市生月町大バエ灯台付近 \400、\500、\700 

○灰十字沸石       山口県下関市長府トンネル西側出口       \700 

○灰十字沸石・菱沸石   山口県長門市湯谷町川尻海岸          \400 

○灰十字沸石       埼玉県比企郡吉見町              \600 
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○灰重石(鉄重石、錫石と混在)兵庫県養父市大屋町明延鉱山         \500 

○灰重石         山口県岩国市二鹿喜和田鉱山       \500、\700 

○灰柱石（塊、040502）   茨城県笠間市柊山               \700 

○灰鉄輝石(031012)        奈良県吉野郡天川村北角川迫鉱山        \500 

○灰鉄輝石        大分県南海部郡宇目町木浦鉱山         \400  

○灰鉄輝石        宮崎県西臼杵郡日之影町尾小八重        \400 

○灰鉄輝石        埼玉県秩父市大滝村秩父鉱山渦の沢      \1,500 

○灰鉄柘榴石(051012)   滋賀県伊香郡西浅井町小ツ組   \200、￥500 \700  

○灰鉄柘榴石（？）    滋賀県湖南市石部町灰山            ￥500 

○灰鉄柘榴石              三重県安芸郡芸濃町宝並            \500 

○灰鉄柘榴石(080510)      三重県亀山市関町加太             ￥500 

○灰鉄柘榴石       奈良県吉野郡天川村洞川白倉谷鉱山   ￥500、\1,200 

○灰鉄柘榴石       奈良県吉野郡天川村川迫            \500 

○灰鉄柘榴石       滋賀県東近江市永源寺町佐目子谷        \900 

○灰鉄柘榴石       三重県いなべ市北勢町新町           \500 

○灰鉄柘榴石       埼玉県秩父市大滝村秩父鉱山大黒坑       \500  

○灰鉄柘榴石・黄銅鉱(961124)滋賀県蒲生郡日野町平子採石場        \300 

○灰バナジン柘榴石(080420)福井県三方上中郡若狭町藤井鉱山        ￥800 

○灰バン柘榴石(淡い肌色、050410)三重県三重郡菰野町菰野宇利谷      \500 

○灰バン柘榴石   埼玉県岩間町上郷                  \300 

○海泡石（山皮、セピオライト）福岡県糟屋郡篠栗町大谷鉱山        \700 

○カオリピライト・菱マンガン鉱 福井県大飯郡おおい町槇谷槇谷鉱山小松谷坑\500 

○滑石          鹿児島県川辺郡川辺町八瀬尾          \500 

○褐簾石（1962 年採集）  三重県津市白山町福田山           \2,500  

○ガドリン石(1mm 以下 991024) 三重県四日市市水沢宮妻峡マメドチ谷   ￥500 

○ガドリン石(母岩中、070217)  同上               \800、\1,500 

○カニュク石       山梨県甲州市平沢鈴庫鉱山           \1,500 

○カレドニア石(000610)    兵庫県川辺郡猪名川町多田銀山     \800、\1,500 

○カレドニア石(980719)    秋田県大仙市協和町亀山盛鉱山         \500 

○含銀四面銅鉱(030819)    兵庫県養父市関宮町中瀬鉱山         ￥1,500 

○含銅アロフェン(050901)  秋田県大仙市協和町亀山盛鉱山         \800 

 

キ  

○輝安鉱(040229)     兵庫県養父市関宮町吉井中瀬鉱山        ￥500        

○輝安鉱         岐阜県加茂郡白川町金加鉱山          \500 

○輝安鉱         長野県南佐久郡川上村秋山           \400 
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○輝銀鉱         兵庫県養父市大藪養父鉱山     \400、\700、\800 

○擬孔雀石(050918)        秋田県大仙市協和町亀山盛鉱山   \500、\700、\900 

○輝コバルト鉱(030315) 和歌山県周参見町小松平三陽鉱山 

\600、\800、\1,000、\1,200、\1,500 

○輝コバルト鉱・デーナ石(030315) 同上                 \1,200 

○輝コバルト鉱     山口県美祢市美東町長登鉱山            \800  

○輝蒼鉛鉱・硫テルル蒼鉛鉱混在 福岡県田川郡香春町採銅所三ノ岳横鶴鉱山 \1,500 

○輝蒼鉛鉱       京都府福知山市宮垣金谷富国鉱山   \300、\400、\500 

○輝蒼鉛鉱        秋田県北秋田郡鷹ノ巣町揚ノ沢鉱山    \400、\700 

○輝蒼鉛鉱(970807)       北海道札幌市西区手稲山手稲鉱山        \1,500 

○輝蒼鉛鉱        栃木県日光市大井沢鉱山            \1,000  

○輝水鉛鉱        岐阜県大野郡白川村平瀬鉱山          \500 

○輝水鉛鉱(961027)       奈良県御所市朝町三盛鉱山           \500 

○輝水鉛鉱(030407)       京都府亀岡市畑野町広野            \500 

○キースラガーを含むジャスパー 滋賀県長浜市木之本町土倉鉱山      \500        

○輝銅鉱         静岡県下田市蓮台寺河津鉱山       ￥500、\1,200 

○絹雲母         愛知県北設楽郡東栄町振草粟代鉱山    \500、\950 

○絹雲母         茨城県日立市高鈴山日立高山       \500、\800 

○ギブス石（通称：饅頭石）鳥取県倉吉市駄経寺町             \500 

○ギブス石        京都府亀岡市稗田野町芦ノ山瀬々ヶ谷      \400 

○輝沸石         島根県松江市島根町多古七ツ穴         \500 

○輝沸石         神奈川県足柄上郡山北町中川地蔵平       \700 

○輝沸石・玉髄      新潟県東蒲原郡阿賀町津川柳新田        \500 

○輝沸石(050506)          同上                     \500   

○木村石         佐賀県肥前町新木場              \800 

○木村石         佐賀県唐津市満越        \500、\1,500、\2,000  

○鏡鉄鉱         岩手県和賀町仙人鉱山             ￥500  

○鏡鉄鉱         鹿児島県えびの市御鉢岳            \900 

○魚眼石         愛媛県上浮穴郡久万高原町槇ノ川        \600 

○魚眼石(060503)          岐阜県揖斐郡揖斐川町春日鉱山         \500 

○玉髄小片 7 個(050505)   新潟県川上村楢山               ￥500 

○玉髄（指状 2 本セット）島根県松江市島根町野井大津島           ￥900 

○玉髄（塊 1，2 個セット）同上                           ￥500 

○玉髄          鹿児島県霧島市牧園町坂下           \500 

○玉髄          茨城県久慈郡山方町北富田           \500 

○玉髄(050503)            新潟県東蒲原郡阿賀町津川柳新田        \700 
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○玉滴石(001015)          滋賀県湖南市石部町灰山            \500 

○玉滴石(030407)          京都府亀岡市畑野町広野            \600 

○魚卵状珪石       鹿児島県霧島市牧園町三体堂坂下        \500 

○金雲母         神奈川県足柄下郡湯ヶ原町鍛冶屋        \200 

○銀黒を含む菱マンガン鉱 山形県米沢市入田沢八谷鉱山          \500 

○銀黒・イネス石     静岡県田方郡湯ヶ島町上狩野湯ヶ島鉱山 \300、\900、\1,500 

○菫青石（トーナル岩中） 宮城県柴田郡川崎町安達 \800、\900、\1,200、\4500 

○菫泥石         愛媛県四国中央市土居町関川         \1,500 

 

ク 

○苦灰石（ドロマイト結晶）新潟県新発田市飯豊鉱山           ￥1,000   

○苦灰石         和歌山県有田郡広川町天皇山下海岸       ￥500 

○苦灰石（含ニッケル 020411 徳島県三好郡東祖谷山村落合          \500 

○苦灰石(S60,0102)        群馬県藤岡市下日野              \700  

○孔雀石         兵庫県朝来市山本新井鉱山           \500 

○孔雀石(041128)          兵庫県養父市大屋町明延鉱山          \500 

○孔雀石(010515)          滋賀県湖南市石部町灰山            \500 

○孔雀石（皮膜状）    山形県鶴岡市大針大張鉱山           \900 

○孔雀石         栃木県日光市小来川鉱山            \800 

○孔雀石(050306)          京都府南丹市園部町船岡船岡鉱山        \700 

○孔雀石(980720)          秋田県大仙市協和町日三市鉱山         \500 

○クテナス石(991206)      大阪府箕面市温泉町平尾旧坑         \700、\1,500 

○苦土大隅石(050522)      大分県速見郡日出町南畑             \500 

○苦土大隅石(070209)      岐阜県飛騨市河合町月ヶ瀬           \800  

○苦土華・ルドイヒ石   福島県伊達郡川俣町羽山鉱山       \600、\1,300 

○苦土橄欖石(980207)      岐阜県揖斐郡揖斐川町川合春日鉱山       \2,500 

○苦土電気石       奈良県吉野郡下北山村浦向奥地法六谷       ￥500   

○苦土電気石(031005)     奈良県吉野郡下北山村浦向奥地法六谷             ￥800 

○苦土電気石／燐灰石(031005) 奈良県吉野郡十津川村大野行仙岳             ￥500 

○苦土電気石       京都府舞鶴市東大浦大山大山西砕石跡      \300  

○苦土電気石       京都府船井郡京丹波町鐘打鉱山         \800 

○苦土電気石       茨城県常陸太田市長谷長谷鉱山         \400 

○苦土電気石       茨城県日立市白銀 3 丁目            \700 

○苦土沸石        北海道紋別市鴻舞鴻舞鉱山砕石地        \700 

○苦土ホイト電気石     山梨県山梨市三富村京ノ沢       ￥800、￥1,200 

○グメリン沸石      佐賀県唐津市鎮西町菖蒲早田           \1,300 
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○グラトン鉱       青森県平川市碇ヶ関湯ノ沢鉱山         \1,200  

○クリストバル石          大分県速見郡日ノ出町南畑                       \500 

○クリストバル石     鹿児島県霧島市隼人町清水            \900 

○クリプトメレーン    京都府亀岡市ひえ田野町佐伯高村鉱山      \200 

○クリプトメレーン    宮城県加美郡加美町宮崎鉱山          \400 

○クリントン石      埼玉県秩父市中津川秩父鉱山  

\700、\800、\900、\1,000、\1,500 

○黒雲母         滋賀県大津市比良山正面谷            \500 

○黒鉱(000223)            秋田県大館市雪沢深沢鉱山        \700、\1,100 

○黒辰砂(011209)          三重県多気郡多気町（勢和村）         \800 

○クロム鉄鉱／菫泥石(010729) 愛媛県四国中央市土居町東赤谷山山頂 \2,000、\2,500 

○クロム透輝石(010504)    岡山県新見市高瀬鉱山             \1,200 

○クロム透輝石      山梨県南巨摩郡南部町上佐野     \300、\400、\500 

○クロリトイド      茨城県日立市高鈴町鹿野場            \500  

 

ケ 

○珪灰石         岐阜県揖斐郡揖斐川町春日鉱山              \500 

○珪灰鉄鉱        埼玉県秩父市大滝村秩父鉱山大黒坑        \300 

○鶏冠石         三重県多気郡多気町（勢和村）          \700 

○珪孔雀石(080420)        兵庫県朝来市山本新井鉱山           \1,500 

○珪孔雀石(961027)        奈良県御所市朝町三盛鉱山            \900 

○珪孔雀石(970719)        秋田県大仙市協和町亀山盛鉱山 \200、\500、\800、\1,500 

○ゲイキ石／斜ヒューム石(020823)岐阜県揖斐郡揖斐川町川美東河原      \500 

○ゲイジ石(071028)        滋賀県木之本町土倉鉱山            \1,000 

○月長石(020208) 流紋岩中 富山県南砺市城端町細尾峠            \900 

○煙水晶（平成元年笹間岳砂防工事現場）滋賀県大津市田上山         \500 

○煙水晶（淡い煙色）    京都市亀岡市畑野町広野           \1,000   

○ゲーレン石        岡山県高梁市備中町布賀            \400 

○ゲルスドルフ鉱(031115) 兵庫県養父市大屋町夏梅鉱山           ￥500 

○ゲルスドルフ鉱     新潟県南魚沼市六日町大倉鉱山 \300、\400、\600、\700、 

                            \1,000  

○玄能石         長野県上田市越戸      \200、\300、\500、\600 

○玄能石    新潟県三島郡寺泊町国道 402 号野積橋下 \200、\300、\400、\500、\600 

○原油を含む石灰岩    高知県高岡郡佐川町水野     \300、\1,200、\1,500 

 

コ   
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○高温石英(040110)        滋賀県近江八幡市長命寺町            \800 

○鋼玉（サファイア、971012）富山県東礪波郡利賀村高沼       \500、\850 

○鋼玉（蝋石、紅柱石中）広島県安芸郡熊野町熊野鉱山        \500、\600 

○鋼玉（蝋石中）     広島県賀茂郡豊栄町豊蝋石鉱山          \800 

○鋼玉（紅柱石中）    茨城県北茨城市花園山              \500 

○香合石（褐鉄鉱）    鳥取県鳥取市国府町          \1,500、\2,500 

○紅柱石（空晶石）    京都府相楽郡和束町木屋             ￥500 

○紅柱石・鋼玉（1962 年採集） 三重県伊賀市青山町奥鹿野          \1,200 

○紅柱石         栃木県鹿沼市板荷鉱山              \500  

○コニカルコ石(020906)    山口県美祢市於福町山上鉱山           \800 

○コニカルコ石      山口県美祢市美東町絵堂喜多平鉱山       \1,000 

○紅砒ニッケル鉱     兵庫県養父市大屋町夏梅鉱山          \3,500 

○五水灰硼石(041126)      岡山県高梁市備中町布賀鉱山 4 号坑 \800、\1,500、\2,000 

○コバルト華(H16,0403)    奈良県吉野郡十津川村下延葛川堂ヶ谷鉱山     ￥500 

○コバルト華       滋賀県東近江市御池鉱山      \500、\900、\1,200 

○こぶり石（珪乳石）   石川県珠洲市本村                \300  

○コーンウオール石     奈良県御所市龍神鉱山          \1500，￥800 

 

サ 

○雑銀鉱・脆銀鉱(970820)  秋田県雄勝郡雄勝町院内鉱山          \2,000 

○砂鉄           富山県富山市浜黒崎海岸         \250、\500  

○サーピエリ石(000130)     滋賀県湖南市石部町灰山 \500、\1,200、\1,500  

○サーピエリ石(991101)   大阪府箕面市温泉町平尾旧坑       \500、\900 

○サーピエリ石       兵庫県多可郡多可町加美区樺坂鉱山   \700、\1,200 

○ザレシ石(150112)         三重県熊野市紀和町大栗須          \ 

 

シ 

○自然硫黄（火山岩中）   鹿児島県川辺郡知覧町赤石鉱山         \500 

○自然硫黄         栃木県那須郡那須町那須山殺生石    \250、\700  

○自然硫黄         宮崎県えびの市えびの高原    \600、\700、\1,200 

○自然硫黄         北海道登別市登別温泉             \700  

○自然銀(080420)           兵庫県穴栗郡一宮町富士野大身谷鉱山 \800、\3,500 

○自然金(081006)           長野県南佐久郡川上村甲武信鉱山       \700 

○自然金(030914)           埼玉県秩父市大滝村秩父鉱山神流川     \1,500 

○自然蒼鉛(120320)         鹿児島県熊毛郡屋久島町梅渓鉱山        \900 

○自然蒼鉛／鉄重石(020708) 兵庫県養父市大屋町明延鉱山          ￥900 
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○自然蒼鉛(020708)        同上                     ￥700 

○自然蒼鉛(041128)         同上                     \500 

○自然蒼鉛                 京都府福知山市宮垣富国鉱山      \500、\1,500 

○自然蒼鉛(991103)         栃木県鹿沼市唐沢鉱山 

○自然テルル(971102)       静岡県下田市蓮台寺河津鉱山大沢 4 号  

\300、\500、\600、\700、\800、\1,200、\1,500 

○自然銅(1998 年冬～夏数回訪問) 奈良県吉野郡東吉野村三尾鉱山 

 含まれている銅の量が確認できるように一面を切断。品質により￥500～￥2,500（良品） 

○自然銅・赤銅鉱・ハウスマン鉱 岡山県岡山市東区瀬戸町大久       \1,000 

○自然銅(021014)          秋田県大仙市協和町亀山盛鉱山         \500 

○磁赤鉄鉱(990719)        埼玉県秩父市大滝村秩父鉱山大黒坑      \1,000   

○磁鉄鉱(971218)          奈良県吉野郡天川村北角川迫鉱山         ￥800 

○磁鉄鉱          新潟県新発田市滝谷飯豊鉱山          ￥500、 

○磁鉄鉱・閃亜鉛鉱(050603) 同上                 \700、\1,000 

○磁鉄鉱         奈良県吉野郡東吉野村三尾鉱山          \500 

○磁鉄鉱（板状）970815    滋賀県湖南市石部町石部鉱山          \500 

○磁鉄鉱（緑泥石中の八面体微小結晶）茨城県陸前太田市長谷町長谷鉱山 \300、\600 

○磁鉄鉱         岡山県高梁市川上町山宝鉱山          \300 

○磁鉄鉱(001103)          埼玉県秩父市大滝村秩父鉱山中津川鉱床  \300、\500 

○斜開銅鉱        兵庫県川西市国崎小路旧坑 \400、\600、\1,200、\1,500 

○斜開銅鉱(030706)        栃木県塩屋町芦場日光鉱山            ￥500 

○斜開銅鉱(020906)        栃木県塩谷郡塩谷町日光鉱山          \1,800 

○斜開銅鉱／オリーブ銅鉱 奈良県御所市朝町龍神鉱山           ￥500 

○車骨鉱(991123)          埼玉県秩父市大滝村秩父鉱山大黒坑   \800、\1,000 

○斜ヒューム石(060503)    岐阜県揖斐郡揖斐川町美東春日鉱山       \700 

○斜ヒューム石      茨城県笠間市稲田               \400 

○シャモス石・水晶(130715) 秋田県大仙市協和荒川鉱山          \1,500 

○ジュウエイ石      三重県鳥羽市白木丸又鉱業砕石場     \200、\600  

○重晶石(021012)          岩手県和賀郡西和賀町鷲ノ巣鉱山   \600、\800、\1,500 

○重晶石(970718)          岩手県和賀郡西和賀町赤石鉱山         \900 

○重晶石(970718)          岩手県和賀郡西和賀町赤石鉱山         \800 

○重晶石(040507)          滋賀県湖南市石部町石部鉱山          \500 

○重晶石         石川県小松市尾小屋尾小屋鉱山         \800 

○重晶石（黒鉱鉱床）   京都府南丹市園部町船岡船岡鉱山        \500 

○重晶石（塊）      北海道白老郡白老町白老鉱山  \200、\300、\400 

○重晶石         北海道檜山郡上ノ国町早川(字)中外上国鉱山   \500 
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○重晶石(微細結晶 970806) 北海道札幌市西区手稲山手稲鉱山       \1,200 

○重晶石         福島県南会津郡只見町只見           \600  

○重土十字沸石      三重県鳥羽市加茂               \800 

○シューレンベルグ石(991221) 大阪府箕面市平尾旧坑     \500、\700、\900 

○磁硫鉄鉱          兵庫県養父市大屋町明延鉱山           ￥500 

○磁硫鉄鉱／灰鉄柘榴石(031012) 奈良県吉野郡天川村洞川神童谷大川口   \500 

○磁硫鉄鉱(031012)         同上                     \500 

○磁硫鉄鉱(071124)         滋賀県東近江市甲津畑御池鉱山         \200 

○磁硫鉄鉱（不完全ながらも微結晶）埼玉県秩父市大滝村秩父鉱山大黒坑   \700  

○白雲母(001124)           佐賀県佐賀市上巨勢金龍鉱山          \500 

○白雲母          茨城県常陸高田市里美村湯平          \300  

○針銀鉱（黄鉄鉱と混在）  静岡県下田市縄地縄地鉱山        \500、\900 

○針銀鉱         秋田県雄勝郡雄勝町院内鉱山          \800  

○辰砂（1998 年夏）    和歌山県日高郡日高川町上和佐和佐水銀鉱山 

               品質に応じて￥500，￥700，￥800，￥900、￥1,500 

○辰砂(020916)             北海道常呂郡置戸町旭水銀鉱山        \1,000 

○辰砂(011212)             奈良県桜井市針道多武峰鉱山      \500， ￥900 

○針鉄鉱          京都市北区鷹峰護法ヶ谷吉兆鉱山護法ヶ谷    \500 

 

ス 

○水亜鉛銅鉱・異極鉱(000109)滋賀県湖南市石部町灰山     \500、\800、\1,200 

○水亜鉛銅鉱・孔雀石(000109)滋賀県湖南市石部町灰山           \500 

○水亜鉛銅鉱(000116)       滋賀県湖南市石部町灰山  \500、\600、\1,200、\1,500 

○水亜鉛銅鉱(991021)       大阪府箕面市温泉町平尾旧坑       \500、\700 

○水亜鉛銅鉱・孔雀石(000116)大阪府箕面市温泉町平尾旧坑         \500 

○水亜鉛銅鉱・孔雀石(021012)岩手県和賀郡岩崎村水沢鉱山         \300 

○水亜鉛土(991021)        大阪府箕面市温泉町平尾旧坑 \500、\800、\950 \2,000 

○水亜鉛土(020903)         大阪府箕面市粟生間谷勝尾寺鉱山        \950 

○水苦土石         福岡県嘉穂郡筑穂町古屋敷           \700      

○水苦土石         愛媛県八幡浜市時鼻              \300 

○水マンガン鉱(061008)     北海道瀬棚郡今金町美利河美利河鉱山     \1,500  

○スオルン石（良品）    三重県鳥羽市白木白木駅前工事現場      \2,500    

○スコロド石        大分県南海部郡宇目町新木浦鉱山        \500 

○スコロド(030831)         大分県南海部郡宇目町木浦鉱山駄積形尾     \500 

○スコロド石(010331)       奈良県御所市朝町龍神鉱山          \1,500 

○スコレス沸石(X 線回析済み)長崎県平戸市平戸島               \600 
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○スコレス沸石      神奈川県足柄郡上郡山北町箒沢ザレノ沢 \300、\500、\900 

○スコレス沸石      新潟県柿崎町黒岩福田石材            \400 

○スコレス沸石      神奈川県相模原市緑区津久井神ノ川長者小倉地 \200、\300、

\700  

○水晶           福岡県北九州市小倉南区水晶山         \500 

○水晶(小結晶 6 個入り)   奈良県奈良市柳生北出             \400 

○水晶日本式双晶（微細）  長野県南佐久郡川上村居倉水路工事現場     \700 

○スコロド石        鹿児島県枕崎市春日鉱山            \800 

○スコロド石        大分県南海部郡宇目町木浦鉱山駄積形尾     \800 

○スコロド石       広島県尾道市瀬戸田町林         \600、\1,200 

○スコロド石       長野県南佐久郡佐久町本郷鉱山         \600 

○スコロド石(000905)      京都府亀岡市稗田野大谷鉱山繁恵坑       \1,500   

○錫石(970831)             兵庫県養父市大屋町明延鉱山      \250、 \500 

○錫石(５㎜以下の結晶片４０ｇ前後）京都府亀岡市大谷鉱山繁恵坑      \700 

○錫石（30 ㎜前後の川流れ 4 個セット）同上               \1,200 

○錫石（10 ㎜程度の川流れ 10 個セット）同上                \700 

○錫石（石英中）H.1,0319   茨城県東茨城郡城里町（七会村）高取鉱山錫高野 

 \500、\800  

○鈴木石          群馬県桐生市菱町茂倉沢鉱山          \1,500 

○ステラ沸石        静岡県田方郡土肥町大洞林道  \500、\700、\800、\900、

\1,000、\1,500 

○ズニ石          長野県上田市真田町信陽鉱山          \1,200 

○ズニ石          長野県南佐久郡佐久町余地友野組砕石   \850 \1,200  

○スピネル(980207)         岐阜県揖斐郡揖斐川町川合     ￥500、\800、\1,200 

○スピネル・ルチル(060810) 岐阜県揖斐郡揖斐川町春日美束川合春日鉱山  \1,500 

 

セ 

○青鉛鉱(990505)           福井県大野市中竜鉱山仙翁谷          \900 

○青鉛鉱(970918)           兵庫県川辺郡猪名川町多田鉱山         \800 

○青鉛鉱(010204)           滋賀県湖南市石部町灰山     \500、\800、\1500 

○青鉛鉱(980720)           秋田県大仙市協和町日三市鉱山         \600 

○青鉛鉱(130714)           秋田県大仙市協和町亀山盛鉱山        \900 

○青鉛鉱・白鉛鉱(080420)   兵庫県朝来市山本新井鉱山          \1,200 

○青鉛鉱・白鉛鉱(970719)   秋田県大仙市協和町亀山盛鉱山        \1,200 

○脆銀鉱          秋田県雄勝郡雄勝町院内鉱山         \3,500  

○正長石          滋賀県大津市比良堂満岳正面谷         \500 
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○正長石（石英斑岩中）   大阪府豊能郡能勢町長谷            \400 

○雪花石膏(090411)         島根県太田市長久町岩見鉱山延里鉱床      \700 

○石黄          青森県むつ市恐山       \200、\300、\1,200 

○赤鉄鉱（緑泥岩の石英脈中）鳥取県岩美郡岩美町陸上           \800 

○赤鉄鉱(13075)            秋田県大仙市協和町荒川荒川鉱山        \500 

○赤鉄鉱・水晶(021012)     岩手県和賀郡岩崎村水沢鉱山          \500 

○赤鉄鉱・水晶(970718)     秋田県北上市湯田町和賀仙人鉱山        \900 

○赤銅鉱(001203)           滋賀県湖南市石部町灰山           \1,200 

○赤銅鉱（毛状）      同上                     \700 

○赤銅鉱・硫カドミウム鉱(010318) 同上                  \800 

○赤銅鉱(050918)           秋田県大仙市協和町亀山盛鉱山         \500 

○石墨微細結晶(070708)     岐阜県飛騨市川合町月ヶ瀬天生鉱山         ￥500 

○石墨（微細結晶、柘榴石を伴う）富山県上新川郡大山町千野谷鉱山     \300 

○石膏（異極鉱上）     滋賀県湖南市石部町灰山            \300 

○石膏結晶（2～5 個セット）山形県山形市蔵王温泉童子平          \500 

○石膏（塊）       神奈川県秦野市澁沢 澁沢鉱山         \300  

○閃亜鉛鉱         石川県小松市沢日光鉱山            ￥500  

○閃亜鉛鉱         鹿児島県出水市小木場肥薩鉱山        \200 

○閃亜鉛鉱(071124)          滋賀県東近江市永源寺町佐目子谷       \200 

○閃亜鉛鉱(991021)         大阪府箕面市温泉町平尾旧坑          \500 

○閃亜鉛鉱(061203)         兵庫県朝来市生野町生野鉱山          \800 

○閃亜鉛鉱         岡山県小田郡矢掛町横谷弥高鉱山        \200 

○閃亜鉛鉱         富山県大山町奥山長棟鉱山          \200 

○閃亜鉛鉱(980111)         岐阜県山県市美山町相戸相戸鉱山       \1,500 

○閃亜鉛鉱        岐阜県吉城郡河合村神通鉱山一号坑        \500 

○閃亜鉛鉱         岐阜県飛騨市神岡町神岡鉱山          \600 

○閃亜鉛鉱         山梨県甲州市玉宮平沢増田鉱山         \300 

○閃亜鉛鉱・安四面銅鉱   群馬県甘楽郡下仁田町中丸鉱山         \800 

○閃マンガン鉱       三重県伊賀市大山田村真泥山田鉱山       \500 

 

ソ 

○曹柱石(980722)           長野県南佐久郡川上村甲武信鉱山        \1,500  

○ソーダ雲母(970831)       兵庫県養父市大屋町加保         \500、\800 

○ソーダ珪灰石(991024)     三重県鳥羽市白木            \800、\2,000  

○ソーダ珪灰石       千葉県安房郡富山町中平久里          \500   

○ソーダ鉄明礬石      京都市西京区大原野石作町         \400、\500 
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○ソーダ南部石       岩手県下閉伊郡田野畑村田野畑鉱山       \850 

○ソーダ南部石       栃木県鹿沼市中栗野堂ノ入鉱山         \800  

○ソーダ沸石        佐賀県唐津市鎮西町菖蒲早田 \400、\500、\700、\1,400 

○ソーダ沸石        佐賀県玄海町石田               \400 

○ソーダ沸石        長崎県壱岐市芦辺町長者原岬          \200 

○ソーダ沸石       千葉県鴨川市太海               \500    

○ソーダ沸石・灰十字沸石混在（F 先生研究用試料）熊本県天草郡河浦町十三野 \150 

○ソーダ沸石・灰十字沸石  山口県長門市湯谷町川尻海岸          \400 

○園石／バスタム石     福井県三方上中郡若桜町藤井鉱山        ￥900 

○ゾノトラ石        高知県高知市円行寺   \700、\800、\1,300、\1,500 

 

タ 

○濁沸石・中沸石      神奈川県足柄上郡山北町玄倉林道       \500 

○束沸石(090316)           長崎県隠岐郡芦辺町長者原岬      \200、\400 

○束沸石／輝沸石(090316)   同上                    \400 

○束沸石          大分県豊後高田市夷 夷谷          \300 

○束沸石(010314)           滋賀県湖南市石部町灰山           \500 

○束沸石(071124)           滋賀県東近江市永源寺町佐目子谷       \1,000 

○束沸石(990425)           兵庫県飾磨郡家島町男鹿島           \700 

○束沸石          山梨県大月市初狩町下初狩甲州砕石      \400 

○束沸石          神奈川県足柄上郡山北町玄倉水晶谷   \300、\400 

○ダトー石(010416)     静岡県島田市千葉山 \150、\400、\900、\1,000、\1,500 

○種山石          熊本県八代郡東陽町種山鉱山     \1,700、\1,800 

○炭酸青針銅鉱(060504)     新潟県東蒲原郡三川村三川鉱山        \2,000 

○単斜灰簾石        福島県東白川郡塙町長久木       \200、\300 

○蛋白石(080516)           石川県小松市赤瀬町          \300、\800 

○たんばん(000310)         京都府亀岡市ひえ田野町行者山        \800 

 

チ 

○チタン鉄鉱(001103)       山梨県都留市珪石山             ￥700 

○チタン鉄鉱        長野県下伊那郡天龍村向方    \500、\700、\1,500 

○千葉石(110203)      千葉県南房総市荒川                          \1,500 

○チャーチ石        滋賀県湖南市石部町灰山       \800、\2,000 

○チャート（地学会館）   京都市左京区鞍馬二ノ瀬町大岩         \500 

○中沸石（火山岩中の塊）  長野県上田市野倉               \700   

○直閃石（石綿）      福島県石川郡浅川町里白石 \300、\550、\850、\1,100 
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○チンゼン斧石       京都府南丹市日吉町四ッ谷海老谷玉岩鉱山   \1,000  

 

ツ 

○都茂鉱          長野県茅野市向谷鉱山            \5,000 

 

テ 

○ティレー石        岡山県高梁市備中町布賀        \400、\600  

○デクロワゾー石（皮膜状） 福岡県遠賀郡岡垣町三吉野鉱山        \1,200 

○デクロワゾー石（皮膜）  山口県山口市𠮷敷西の谷日高鉱山       \1,200 

○鉄斧石／電気石／紅柱石  奈良県吉野郡天川村洞川道路工事現場      ￥500 

○鉄斧石(030201)           同上                     \500   

○鉄斧石(020623)           奈良県吉野郡天川村五代松鉱山         \500 

○鉄斧石          大分県大野郡緒方町尾平鉱山亜鉛び \400、\550、\700 

○鉄斧石          宮崎県西臼杵郡高千穂町土呂久鉱山      \500 

○鉄斧石          静岡県静岡市葵区梅ヶ島入島         \500 

○鉄斧石・ダトー石     静岡県静岡市葵区梅ヶ島入島         \500 

○鉄石英・塊状赤鉄鉱(050306) 京都府南丹市園部町船岡鉱山        \700  

○鉄重石(970831)           兵庫県養父市大屋町明延鉱山          \500  

○鉄電気石         大分県大野郡緒方町尾平鉱山センスジ谷 \300、\500 

○鉄電気石         大分県大野郡緒方町尾平鉱山菊座坑      \500 

○鉄電気石         宮崎県西臼杵郡高千穂町中野内～尾平トンネル \250 

○鉄電気石（塊、071124）   滋賀県東近江市永源寺町佐目子谷       \700 

○鉄電気石         福島県郡山郡田村町手代木          \700 

○鉄電気石         茨城県北茨城市華川町花園奥の院       \400 

○鉄天藍石         山口県阿武郡阿武町日の丸奈古鉱山 \400，\500，\800 

○鉄バン石榴石       山口県柳井市石井（単結晶 2～4 個入り）   \400 

○鉄バン石榴石       岐阜県恵那郡笠置町河合河合鉱山        \2000 

○鉄バン石榴石(010508)      愛媛県東温市川内町問屋白猪の滝     

○鉄バン石榴石角閃石片岩  愛媛県四国中央市関川河床 \500、\700、\800、\1,000 

○同上           愛媛県四国中央市五良津         \500、\700 

○鉄ヘイスチング閃石    大分県豊後大野市尾平鉱山          \700 

○鉄マンガン重石・砒鉄鉱  岐阜県中津川市蛭川村一柳鉱山    \1,200 \1,500 

○鉄マンガン重石      茨城県東茨城郡七会村高取鉱山    \400、\500 

○鉄明礬石         長野県茅野市諏訪鉱山      \300、\400、\500 

○鉄緑閃石         大阪府能勢町宿野           ￥500、\950  

○デーナ石(040724)         広島県庄原市西城町平子鉱山          \950 
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○デュモルチ石       栃木県那須塩原市百村西俣沢         \400    

○デュルレ鉱        山梨県西八代郡下部町一ノ浦妙法鉱山     \500 

○テルル石(971102)       静岡県下田市蓮台寺河津鉱山大沢 4 号 

                       \500、\600、\700、\1,200、\1,500 

 

ト 

○銅重石(031213)           山口県美祢市於福町山上鉱山      \800、\1,000 

○銅の粗鋼（精錬直後）   岡山県美作市金生山金生鉱山       \300、\800 

○透輝石(020823)           岐阜県揖斐郡揖斐川町美束河原         ￥500 

○透輝石(020823)           岐阜県揖斐郡揖斐川町川合春日鉱山      \1,200 

○透閃石(130607)           岐阜県揖斐郡揖斐川町川合春日鉱山      \1,500 

○透輝石          神奈川県足柄上郡山北町箒沢ザレノ沢     \600 

○透閃石（トレモライト）  茨城県北茨城市花園山          \200、\500 

○透閃石          新潟県新発田市赤谷鉱山           \400 

○透緑閃石         愛媛県四国中央市関川上流        \300、\500 

○桃簾石          静岡県静岡市横沢               \600 

○桃簾石（微細結晶 010929）兵庫県川西市国崎               ￥500 

○桃簾石          兵庫県川辺郡猪名川町槻並山王山柿ノ木鉱山  \400 

○桃簾石          長野県小県郡真田町入軽井沢新田       \400 

○毒鉄鉱(010331)           奈良県御所市龍神鉱山         \800、￥900 

○毒鉄鉱          広島県尾道市瀬戸田町林瀬戸田鉱山      \900   

○ドーソン石（000716）  大阪府(泉南市新家昭和池湖畔       \300、￥500 

○ドーソン石       大阪府泉佐野市下大木             ￥500 

○ドーソン石       群馬県藤岡市下日野金井砕石          \500 

○轟石      静岡県加茂郡松崎町池代鉱山 \500、\650、\900、\1,400、\2,600  

○轟石(黒鉱鉱床)   京都府南丹市園部町船岡船岡鉱山        \300、\700 

○トパーズ（微細）／曹長石 三重県四日市市宮妻峡水晶山         ￥500 

○ドミスタインバーガイト 群馬県沼田市片品村車沢            \2,500 

○トムソン沸石＆ソーダ沸石 長崎県唐津市肥前町梅崎            \500 

○トムソン沸石と共生する菱沸石（H10,2/8）長崎県平戸市女鹿海岸      \500 

○トムソン沸石・菱沸石(990927) 島根県隠岐郡西ノ島町国賀 \500、\700、\800、\950 

○トムソン沸石       佐賀県唐津市鎮西町早田  \300 

○トムソン沸石(981113)     島根県隠岐郡西ノ島町国賀           \700 

○トムソン沸石・菱沸石   埼玉県比企郡吉見町吉見丘陵          \400  

○トムソン沸石       神奈川県足柄上郡山北町湯本平         \300 

○トムソン沸石・ソーダ沸石 新潟県柏崎市小杉              \400  
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○トルコ石         栃木県日光市猪倉文挟クレー鉱山       \1,500 

 

ナ 

○中宇利石         愛知県新城市中宇利八名中宇利鉱山      \900    

○鉛重晶石         秋田県湯沢市須川川原毛温泉  \300、\500、\900 

○鳴石(針鉄鉱)       沖縄県八重山郡西表島   \1,300、\2,400、\4,500  

○軟マンガン鉱       滋賀県栗東市下戸山五百井鉱山        \500 

 

ニ 

○錦石ジャスパー小片 青森県東津軽郡外ヶ浜町船岡 \300、\400、\600、\750、\1,000 

○ニフォントフ石      岡山県高梁市備中町布賀          \1,900 

 

ハ  

○ハイドロウッドワード石(071031) 滋賀県東近江市甲津畑町御池鉱山   \800 

○パイロクスマンガン鉱（2 個セット）愛知県北設楽郡設楽町田口鉱山   \5,000 

○パイロクスマンガン鉱    愛知県北設楽郡設楽町田口鉱山     \10,000 

○パイロファン石     愛知県豊川市音羽町久田野       \600、\1,200 

○パイロリュース鉱(軟マンガン)宮城県柴田郡村田町平        \600、\700  

○白鉛鉱(010513)          滋賀県湖南市石部町灰山        \500、\800 

○白鉛鉱・青鉛鉱(960102)  滋賀県湖南市石部町灰山           \800 

○白鉛鉱         秋田県大仙市協和町亀山盛鉱山 \200，\400、\500 

○白鉛鉱・サーピエリ石(010316) 滋賀県湖南市石部町灰山         \800 

○白鉛鉱         兵庫県養父郡和田山町朝日鉱山         \600 

○白鉛鉱(001119)          兵庫県川辺郡猪名川町多田鉱山        \1,200 

○白鉛鉱・異極鉱・方鉛鉱 岐阜県飛騨市神岡町神岡鉱山二十五山      \800 

○白鉛鉱(991016)          埼玉県秩父市大滝村秩父鉱山    \400、\500、\800  

○剥沸石         新潟県上越市柿崎町黒岩            \600 

○バスタム石       栃木県鹿沼市鹿ノ入鹿ノ入鉱山     \700， \800 

○バスタム石(010610)      岐阜県揖斐郡揖斐川町美束河原        \1,500 

○バスタム石       愛知県豊川市音羽町久田野 \200、\300、\600、\800 

○バビントン石(970629)    島根県八束郡美保関町北浦           \800 

○バビントン石      福島県いわき市四倉町八茎鉱山     \700、\800   

○バラ輝石(020823)        岐阜県揖斐郡揖斐川町美束河原         ￥500  

○バラ輝石        滋賀県彦根市正法寺町大堀鉱山         \300010 

○バラ輝石        愛知県北設楽郡設楽町八橋田口鉱山 \200、\800、\1,200 

○バラ輝石        愛知県北設楽郡設楽町田口鉱山         \700 
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○バラ輝石        福井県三方上中郡若狭町藤井藤井鉱山      \400 

○バラ輝石・テフロ石   京都府木津川市法花寺野相楽砕石        \500  

○バラ輝石        同上                  \600、\650 

○バラ輝石        京都府船井郡京丹波町実勢小屋ヶ谷鉱山     \600 

○バラ輝石        栃木県鹿沼市栗野町横根山鉱山         \300 

○バラ輝石        栃木県鹿沼市板荷大洋鉱業砕石場        \800 

○バラ輝石        群馬県みどり市東町小中萩平鉱山 \500、\600、\700  

○パラ珪灰石       岐阜県揖斐郡揖斐川町春日鉱山         \500  

○パラショルツ石(010213)  滋賀県湖南市石部町灰山           \3,000 

○ハルス石        宮崎県西臼杵郡日之影町千軒平鉱山\900、\1,200 \2,000 

○バレリー鉱（ルドイヒ石中）岐阜県高山市中尾黒滝            \1,000 

○バレンチン鉱      宮崎県東臼杵郡北方町鹿川鉱山         \500 

○バレンチン鉱      宮崎県東臼杵郡日之影町下鹿川         \800 

○斑銅鉱         兵庫県川辺郡猪名川町多田鉱山         \300 

○斑銅鉱         京都府綴喜郡井手町玉川            \400 

○パンペリー石(Al)        埼玉県秩父郡東秩父村朝日根         \1,500 

 

ヒ 

○微斜長石        岐阜県中津川市蛭川村田原          \1,600 

○微斜長石（4 個セット） 福島県石川郡石川町塩沢            \600 

○翡翠輝石(970831)        兵庫県養父市大屋町加保        \500、\1,500 

○翡翠輝石(07033)         岡山県新見市大佐町大佐山          \500 

○ピーターズ石            滋賀県湖南市石部町灰山        \800、\3,000 

○砒鉄鉱(030831)          岐阜県中津川市蛭川村一柳鉱山     \500、\700 

○ビーバー石(050503)      新潟県東蒲原郡三川村三川鉱山        \2,000 

○ビューダン石(000320)   京都府亀岡市稗田野行者山大谷鉱山       ￥500 

○ビューダン石(021012)    岩手県和賀郡岩崎村水沢鉱山          \700 

○氷長石         山梨県甲州市（旧；塩山市）平沢        \650 

○氷長石         鹿児島県川辺郡川辺町八瀬尾    \200、\300、\500 

○氷長石         長野県南佐久郡川上村川端下水晶山       \500 

○氷長石         京都府船井郡京丹波町鐘打鉱山         \500 

○ビンドハイム石     埼玉県秩父市大滝村秩父鉱山大黒坑 \300、\500、\700、\3,500 

 

フ 

○普通輝石        新潟県柏崎市女谷市野新田        \200、\300 

○普通輝石（単結晶袋入り）神奈川県小田原市城山一丁目          \300 
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○普通輝石（母岩中）   神奈川県足柄上郡山北町大田沢         \400 

○ぶどう石／透輝石    岐阜県関市洞戸村洞戸鉱山杢助鉱       ￥1,800 

○ぶどう石(071124)        滋賀県東近江市永源寺町佐目子谷        \500 

○ブドウ石(970629)        島根県八束郡美保関町北浦           \1,500 

○ブドウ石(070313)        岡山県新見市大佐山              \1,200 

○ブドウ石(岩石中の塊)  茨城県石岡市八郷町十三塚トンネル工事現場   \500 

○ブラウン鉱       長崎県西彼杵郡琴海町利根鉱山   \400、\500，\900 

○ブラウン鉱       埼玉県飯能市岩井沢岩井沢鉱山         \400 

○ブラウン鉱       福島県いわき市田人町黒田塩ノ平御在所鉱山 \800、\300 

○ブラウン鉱       東京都西多摩郡奥多摩町白丸鉱山   \450、\500、\800 

○ブーランジェ鉱(990719)  埼玉県秩父市大滝村秩父鉱山大黒坑 \600，\800、\1,500 

○ブルース石       岐阜県高山市黒谷               \700 

○ブロシャン銅鉱(961027)  奈良県朝町三盛鉱山                 ￥500 

○ブロシャン銅鉱(090920)  滋賀県東近江市甲津畑御池鉱山        \1,500 

○ブロシャン銅鉱(001203)  滋賀県湖南市石部町灰山            \500 

○ブロシャン銅鉱     兵庫県川辺郡猪名川町山王山柿ノ木鉱山     \200     

○ブロシャン銅鉱(080420)  兵庫県朝来市山本新井鉱山           \500 

○ブロシャン銅鉱(970824)  岐阜県飛騨市神岡町神岡鉱山          \800 

○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 

○ベイルドン石(041127)    岡山県高梁市成羽町小泉鉱山          ￥500 

○ヘスティング閃石    長野県南佐久郡川上村梓山甲武信鉱山   \500、\1,200 

○ベスブ石(980102)        滋賀県伊香郡西浅井町月出           ￥500 

○ベスブ石        宮崎県西臼杵郡日之影町小河内岩戸鉱山     \1,500  

○ベスブ石（方解石中）  同上                     \400 

○ベスブ石(060312)        滋賀県蒲生郡日野町綿向山          \1,200  

○ベスブ石        神奈川県足利上郡山北町箒沢白石沢 \200、\300、\400、\800 

○ベスブ石        岡山県高梁市川上町山宝鉱山       \300、\400 

○ベスブ石        岡山県新見市河本ダム             \700 

○ベスブ石        埼玉県秩父市大滝村秩父鉱山石灰沢 \500、\600、\700、\800 

○ベスブ石        埼玉県秩父市大滝村秩父鉱山道神窪 \200。\500、\700、\900 

○ベスブ石・灰鉄柘榴石  埼玉県秩父市大滝村秩父鉱山橋掛沢 \500、\700、\800、\900 

○ベスブ石        埼玉県秩父市大滝村秩父鉱山          \800 

○ベスブ石・緑簾石    神奈川県足柄上郡山北町箒沢ザレノ沢      \500 

○ベゼリ石                滋賀県湖南市石部町灰山         \500、\700   
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○ベッコウ亜鉛(080505)    山形県山形市下宝沢宝沢鉱山姫沢坑       ￥500  

○ヘルシェライト型菱沸石 佐賀県東松浦郡鎮西町早田       \400、\1,200 

○ベルチェ鉱       大分県杵築市山香町新馬上鉱山        \500 

○ベルチェ鉱       兵庫県養父市関宮町中瀬鉱山 \200、\350、\400，\500 

○ベルチェ鉱       茨城県久慈郡大子町袋田鉱山          \300 

○ベルチェ鉱       茨城県久慈郡大子町日永鉱山          \400  

○ベルトラン石      岐阜県中津川市蛭川村田原           \800  

○ヘルビン(040224)        滋賀県彦根市大堀町大堀鉱山    \300，\600、\800 

○ヘルビン        栃木県鹿沼市大芦大芦鉱山  

\300、\400、\500、\600、\700、\1,200、\1500、\3,000 

 

ホ 

○方鉛鉱(000408)          兵庫県川辺郡猪名川町多田鉱山石金坑      ￥500   

○方鉛鉱／閃亜鉛鉱    富山県新川郡大山町池ノ山神岡鉱山清五郎谷坑  ￥500 

○方鉛鉱・閃亜鉛鉱    新潟県東蒲原郡三川村三川鉱山         \300  

○方鉛鉱         富山県新川郡大山町池ノ山神岡鉱山清五郎谷\500、\800 

○方鉛鉱         北海道虻田郡洞爺湖町洞爺鉱山         \500 

○方鉛鉱（ヨルダン鉱に交代）青森県南津軽郡碇ヶ関村湯ノ沢鉱山      \500 

○方解石(100310)          長野県下伊那郡大鹿村鹿塩             \500 

○方解石（蛍光鉱物）   岐阜県飛騨市神岡町神岡鉱山栃洞坑      \4,000 

○方解石（990224）    滋賀県湖南市石部町灰山    \500、\1,200、\1,500 

○方解石／孔雀石     岩手県和賀郡岩崎村水沢鉱山          \700 

○方解石(030202)     岐阜県揖斐郡赤坂町金生山                    \1,000 

○方解石         千葉県鴨川市八岡海岸             \400 

○方解石         埼玉県東松山市東平              \300 

○方沸石(050320) 二枚貝化石表面    三重県松阪市嬉野森本        \1,500 

○方沸石(071124)          滋賀県東近江市永源寺町佐目子谷     \500、\700 

○方沸石         山梨県南巨摩郡身延町西島月見橋上流      \500 

○方沸石         山梨県北都留郡道志村             \200 

○方沸石(S60.0929)    群馬県藤岡市下日野                            \600 

○星砂（有孔虫の殻）   沖縄県八重山郡竹富町鳩間           \500 

○ホセ鉱(120320)         鹿児島県熊毛郡屋久島町梅渓鉱山       \2,500  

○ポスンジャク石(000109)  滋賀県湖南市石部町灰山            \1,500 

○ポスンジャク石(991206)  大阪府箕面市温泉町平尾旧坑       \500、\800 

○ホタル石(050616)        岐阜県関市上之保村平岩鉱山         ￥500 

○ホタル石(020916)        福井県和泉村面谷鉱山             \500 
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○ホタル石(970831)        兵庫県養父市大屋町明延鉱山          \500 

○ホタル石        栃木県南会津郡舘岩村蛍鉱山       \400、\500  

○ボトリオ石（ダトー石） 愛媛県上浮穴郡久万高原町高殿        \1,800 

 

マ 

○マイカ・ランプロファイヤー 北海道浦河郡浦河町乳呑川上流 \200、\800、\1,200 

○マックギネス石    埼玉県児玉郡神川町二ノ宮            \500 

○マラヤ石       宮崎県西臼杵郡高千穂町土呂久鉱山         \3,000 

○マンガン灰鉄輝石  福井県大野市中竜鉱山               \400 

○マンガンパイロスマライト(020921)栃木県日光市足尾町久良沢鉱山 \400、\1,500  

〇マンガン方解石   静岡県田方郡湯ヶ島湯ヶ島鉱山           \700  

○マンガン方解石   愛知県豊川市音羽町久田野           \400、\500 

○マンガンノジュール 沖縄県中頭郡読谷村喜名              \900 

○マンガンパイロスマライト 栃木県鹿沼市上粕尾鷹ノ巣鉱山        \3,000 

○マンガンパイロスマライト 栃木県日光市足尾町久良沢鉱山  

\500，\700、\1,300、\1,700 

○マンガンベルゼリウス(050928) 福島県いわき市田人町御在所鉱山     \1,200   

○満バン柘榴石    佐賀県唐津市厳木町巌木鉱山新坑          \300 

○満バン柘榴石（流紋岩中）長野県小県郡長和町和田峠           \2,100 

○満バン柘榴石（石英中） 京都府木津川市加茂町法花寺野      \300、\500 

○満バン柘榴石（石英中） 茨城県笠間市岩間町長沢 \200、\300、\500、\1,500 

 

ミ 

○ミアジル鉱    大分県杵築市山香町三井大高鉱山 \300、\400、\500、\900、\1,200 

○緑マンガン鉱(021123)    滋賀県高島市朽木村雲洞谷熊畑鉱山       \500 

○ミニキャンドル水晶   滋賀県大津市田上山御仏河原近く        \500 

○ミメット鉱(041128)      兵庫県養父市大屋町明延鉱山          \500 

○ミメット鉱       宮崎県西臼杵郡日之影町見立大吹鉱床   \400、\900 

○ミメット鉱       新潟県南魚沼郡湯沢町土樽湯沢鉱山    \500、\600 

○ミョウバン石（塊）   兵庫県朝来市生野町栃原鉱山          \700  

 

ム 

○紫水晶         石川県小松市尾小屋鉱山金平          \800   

○紫水晶         滋賀県高島市マキノ町山崎山真砂取り場     \5,000 

○紫水晶（2 個セット）  京都府亀岡市畑野町広野            \7,500 

○紫水晶         京都府亀岡市畑野町広野            \7,500 
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○紫石英(021012)          岩手県和賀郡岩崎町水沢鉱山            ￥500 

 

メ 

○メノウ         福岡県福津市恋の浦              \300 

 

モ 

○杢地鉱(平板状にカット) 長野県南佐久郡佐久穂町都沢都沢鉱山      \700  

○モットラム石(970918)    兵庫県川辺郡猪名川町多田鉱山玄能坑       \500 

○モットラム石(040502)    栃木県塩谷郡塩屋町万珠鉱山           \800 

○モナズ石        三重県一志郡美杉村美杉鉱山          \3,500 

○モリブデン鉛鉱(991101)  大阪府箕面市平尾旧坑   \700、\800、\1,500、\2,000 

○モリブデン鉛鉱     兵庫県川西市国崎林道途中を左に入った所     \400 

○モリブデン鉛鉱(990505)  福井県大野市中竜鉱山仙翁谷坑 \700、\1,500、\1,800 

○モルデン沸石(971101)    静岡県賀茂郡河津町菖蒲沢海岸         \1,000 

○モルデン沸石（塊 040918）宮城県仙台市青葉区上愛子針東北化学工業沸石鉱山 \900 

○モルデン沸石      神奈川県足柄下郡奥湯ヶ原            \500 

○モルデン沸石(050505)    新潟県津川町柳新田            \200、\600  

○モンブラ石（白い塊）  茨城県常陸太田市里美村小妻妙見山     \600、\1,500 

 

ヤ 

○山サンゴ（アラレ石 020528）三重県多気郡多気町勢和村丹生       \500  

ヨ 

○溶岩（桜島、学習用標本）鹿児島県桜島                 \500 

○葉片状磁鉄鉱      福岡県北九州市小倉南区呼野吉原鉱山      \700  

○吉村石         愛知県北設楽郡設楽町田口鉱山        \2,000 

○ヨハンセン輝石（黒変） 岡山県真庭郡勝山町寺河内大名草鉱山     \1,200 

〇ヨハンセン輝石     静岡県下田市蓮台寺河津鉱山猿喰坑    \500、\800 

    

  

ラ 

○ラムスデル鉱   静岡県下田市寝姿山（万蔵山）\300、\400、\500、\600、\1,500 

○ラムスベック石(991206)  大阪市箕面市温泉町平尾旧坑  

\500 \800、\1,200、\1,500 

○ラング石／サーピエリ石(000318) 兵庫県多可郡多可町加美区観音寺樺坂鉱山 \500 

○ラング石(000422)        兵庫県多可郡多可町加美区観音寺樺坂鉱山   \1,200 

○ラング石(071031)        滋賀県東近江市甲津畑御池鉱山        \500 
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○ラング石(031229)        大阪府箕面市粟生間谷勝尾寺鉱山       \1,200 

○ラング石(040313)        奈良県御所市朝町龍神鉱山           \800 

○ランシー鉱(990426)      静岡県下田市高根鉱山       \400、\500、\800 

○ランシー鉱（方解石表面、回析済み）静岡県下田市蓮台寺河津鉱山     \500 

○藍晶石         愛媛県新居浜市東平          \300、\1,000 

○藍閃石         埼玉県寄居町西ノ入          \400 

○藍鉄鉱(100907)          三重県桑名市多度町             \1,500  

○藍銅鉱(070312)          岡山県美作市金生山金生鉱山          \900 

○藍銅鉱         栃木県日光市小来川鉱山            \800 

○藍銅鉱         岡山県井原市芳井町東三原三原鉱山       \800 

○藍銅鉱(000503)          新潟県東蒲原郡阿賀町三川村三川鉱山      \600 

 

リ 

○リチア輝石       茨城県常陸太田市里美村妙見山   \600、\800、\1,500 

○リチア電気石      茨城県常陸太田市里美村妙見山 \400、\500、\600、\800 

○リプスクーム石     兵庫県神戸市西区平野町堅田         \1,300 

○リーベック閃石     奈良県吉野郡東吉野村三尾鉱山     \700、\900 

 

ル 

○硫カドミウム鉱(041217)  滋賀県湖南市石部町石部鉱山       \500、\800 

○硫酸鉛鉱(060902、微結晶）岐阜県飛騨市神岡町神岡鉱山二十五山  \400、\500 

○硫酸鉛鉱(001103)        埼玉県秩父市大滝村秩父鉱山大黒坑      \1,500 

○硫酸鉛鉱(白い塊 000503) 新潟県東蒲原郡阿賀町三川鉱山         \500 

○硫テルル蒼鉛鉱     福岡県田川郡香春町三ノ岳横鶴閒歩       \500 

○硫砒鉄鉱（塊、071031） 滋賀県東近江市甲津畑町向山鉱山        \500 

○硫砒鉄鉱(041128)        兵庫県養父市大屋町明延鉱山          \700 

○硫砒鉄鉱(041127)        岡山県高梁市成羽町小泉鉱山      \800、\900 

○硫砒鉄鉱        山口県萩市青長谷志津木鉱山         \300 

○硫砒鉄鉱・金雲母(061021)岐阜県揖斐川町春日美束川合春日鉱山     \1,200 

○硫砒鉄鉱        愛知県北設楽郡東栄町振草粟代鉱山      \1,200 

○硫砒鉄鉱        茨城県東茨城郡城里町錫高野          \500 

○硫砒鉄鉱        栃木県日光市小来川小来川鉱山      \500、\700 

○硫砒鉄鉱・黄鉄鉱・閃亜鉛鉱・方鉛鉱の混在 秩父鉱山大黒坑    \500 

○硫砒銅鉱        長野県南佐久郡佐久町余地本郷鉱山       \400 

○硫砒銅鉱(020921)        青森県下北郡大間町奥戸鉱山          \800 

○菱亜鉛鉱(010316)        滋賀県湖南市石部町灰山            \500 
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○菱亜鉛鉱(991101)        大阪府箕面市温泉町平尾旧坑          \500 

○菱苦土鉱（苦灰石に伴う）和歌山県有田郡広川町天王山下海岸   ￥500、￥1,200 

○菱鉄鉱(990410)          京都府亀岡市行者山石切場           \500 

○菱鉄鉱(970815) 微細良結晶 滋賀県湖南市石部町金山鉱山        \1,200 

○菱沸石複雑貫入双晶   佐賀県唐津市鎮西町早田            \900 

○菱沸石(071124)          滋賀県東近江市永源寺町佐目子谷        \500 

○菱沸石(S63,3,23)         山梨県上野原市金山              \800 

○菱マンガン鉱(銀黒を含む)山形県米沢市八谷鉱山  \200、\300、\400、\500 

○菱マンガン鉱      長野県上伊那郡辰野町浜横川鉱山        \500 

○菱マンガン鉱・重晶石  北海道山越郡八雲町上船川八雲鉱山    \500、\800 

○菱マンガン鉱・黄鉄鉱  埼玉県秩父市大滝村中津川秩父鉱山       \400 

○菱マンガン鉱(050919)    栃木県鹿沼市板荷アワノ砕石鉱業     \500、\900 

○緑鉛鉱(130714)          秋田県大仙市協和亀山盛鉱山     \500、￥1,500  

○緑鉛鉱(971011)          富山県上新川郡大山町清五郎谷  

￥500、\1,200、\1,500 \1,800 

○緑鉛鉱(120320)          秋田県大仙市協和町荒川大倉沢         \300 

○緑鉛鉱(030524)          石川県小松市尾小屋尾小屋鉱山         \700 

○緑鉛鉱・モリブデン鉛鉱(020925)石川県小松市尾小屋尾小屋鉱山     \1,500 

○緑鉛鉱         岐阜県飛騨市神岡町神岡鉱山      \700、\1,500 

○緑柱石         佐賀県小城郡南山村杉山佐賀鉱山     \500、\400 

○緑柱石         京都府南丹市園部町埴生円郷山鉱山       \500  

○緑鉛鉱(H4,4/16)         大分県宇目町観音滝旧坑        \600、\1,800 

○緑バン         岡山県久米郡美咲町柵原鉱山          \700 

○緑簾石(090429)          長野県上田市東内奈              ￥700 

○緑簾石         山口県岩国市周東町藤ヶ谷鉱山         \500 

○緑簾石(6 個セット 000910) 福島県東白川郡塙町矢塚           \1,500  

○緑簾石（単結晶）    福島県郡山市中田町中津川城ノ内        \700 

○菱鉄鉱(071031)          滋賀県東近江市甲津畑町御池鉱山        \1,200 

○菱鉄鉱         山梨県北巨摩郡白洲町下教来石宝来鉱山      \300 

○菱鉄鉱・カオリン    栃木県鹿沼市引田引田岩花鉱山         \300  

○菱沸石         福岡県志摩町芥屋                \300 

○菱沸石         埼玉県比企郡吉見町北吉見           \400 

○燐灰ウラン鉱      京都府木津川市法花寺野      \600、\700、\800 

○鱗珪石         静岡県伊東市宇佐見大崎海岸           \150 

○鱗珪石         群馬県北群馬郡小野上村村上          \500   

○燐鉄鉱(970104)          滋賀県湖南市石部町灰山         \300、\1,200 
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○燐鉄鉱         北海道檜山郡上ノ国町勝山鉱山         \800 

○リンドグレナイト(020623)奈良県御所市栗坂三盛鉱山           \1,800 

○リンバーグ岩      岡山県津山市久米町糘塚（すくも）  \300、\900 

○燐礬土石(980810)        山口県阿武郡阿武町日の丸奈古鉱山 \1,300、\1,500 

○燐灰石(031012)          奈良県吉野郡天川村洞川神童谷大川口       \300 

○燐灰石(031012)          奈良県吉野郡天川村洞川神童谷大川口       \300 

 

ル 

○ルチル(010607)      愛媛県四国中央市土居町関川          ￥800 

○ルドイヒ石       福島県伊達郡川俣町羽山羽山鉱山  

\200、\500、\600、\750、\850 

 

レ 

○レインボーガーネット（単結晶セット）奈良県吉野郡天川村北角川迫 \1,760、\4,290 

○レグランド石(021214)    岡山県新見市小阪扇平鉱山           \2,000 

○レッドジャスパー    滋賀県長浜市木之本町土倉鉱山          \500 

○レピドライト(紅雲母）  福岡市西区今宿青木長垂山            \500 

○レビ沸石        長崎県北松浦郡生月島番岳西麓 \400、\500、\900、\1,000 

○レビ沸石        島根県隠岐郡西ノ島小国賀    \300、500、\600、\800 

○レビ沸石        新潟県上越市柿崎区黒岩        \300、\500、\600 

 

ロ 

○ロングバン石      福島県いわき市田人町黒田塩ノ平御在所鉱山  \1,950 


