
・ホーリーバジル ・バーベイン
・フレンチマリーゴールド
・コキア ・ホワイトセージ
・カモミール　ジャーマン　＊春のみ
・ポポー

・エキナセア ・バーベイン
・ブラックペパーミント
・ストレリチア ・セダム
・ポポー ・モンキーバナナ

・ラベンダー　ラバンジン系
・ブラックペパーミント
・バーベイン
・ホーリーバジル
・カモミール　ジャーマン ＊春のみ
・セダム ・水仙 ＊春のみ

         オーナーエリア
・レモングラス ・ホーリーバジル
・ホワイトセージ ・ボリジ

         ヒーリングエリア
・ローズマリー ・ホーリーバジル
・セントジョーンズワート
・バーベイン
・カモミール　ジャーマン　＊春のみ
・ヤロウ　ホワイト
・ヤロウ　レッド
・ワイルドトマト（マイクロトマト）
・フレンチマリーゴールド
・ボリジ　クリーピング
・赤しそ ・青しそ
・花ショウガ ・クコ
・マルベリー（桑）

         木陰エリア
・クリスマスローズ
・カモミール　ジャーマン ＊春のみ
・青しそ 
・ミント　ペニーロイヤル
・イワダレソウ ・マルベリー（桑）
・ワイルドトマト（マイクロトマト）

・ボリジ
・セルバチコ（ワイルドルッコラ）
・青じそ ・ノビル
・マルベリー（桑） ・ヤブニッケイ
・金柑 ・スペアミント

   S　食用ハーブ花壇
・ナスタチウム
・オレガノ　コモン
・タイム　コモン
・タイム　レモン
・タイム　ラベンダー
・イタリアンパセリ
・コリアンダー
・ディル
・セージ　コモン
・ガーリックチャイブ（ニラ）
・サフラン

   　  食用ハーブ花壇＋
・ローリエ ・ヤロウ
・チコリ
・セルバチコ（ワイルドルッコラ）
・スイートバジル ・スープセロリ
・ベルガモット
・カモミールジャーマン　＊春のみ

           オーナーエリア前
・コキア ・ボリジ
・カモミールジャーマン ＊春のみ
・カレンデュラ（キンセンカ）＊
・ホーリーバジル ・バーベイン
・赤紫蘇 ・青紫蘇
・フレンチマリーゴールド
・コニファー ・セダム
・イワダレソウ
・レッドクローバー
・ダンデライオン（タンポポ）
・ボリジ
・カモミールジャーマン　＊春のみ
・スイートフェンネル
・クコ ・マルベリー（桑）
・桜 
・フレンチマリーゴールド
・彼岸花・ イワダレソウ

【ご注意】

ガーデン内のハーブたちは、つねに
更新を重ねています。その間に、植栽
の範囲が広がったり、随時、植え替え
を行ったりするため、変化していま
す。目安として、ご参照ください。
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GARDEN GUIDE
        スパイラルエリア
・カモミール　＊春秋のみ
・エルダーフラワー
・エキナセア ・レモンバーム
・レモングラス ・ローゼル
・ブラックペパーミント
・ローズマリーレッドクローバー
・ブロンズフェンネル
・ヤロウ ・ゼラニウム
・ベルガモット ・・ラズベリー
・チェストツリー（チェストベリー）
・スイートフェンネル
・レモンバーベナ
・よもぎ（マグワート）
・ハマユウ ・ヒース（エリカ）
・ラベンダー　イングリッシュ系
・ラベンダー　ラバンジン系
・バーベイン ・ホーリーバジル
・ヒソップ ・コモンセージ
・メドースイート
・タイム　いぶきじゃこうそう
・セントジョーンズワート
・バレリアン ・カウスリップ
・ジャスミン ・ハニーサックル
・ダンデライオン（タンポポ）
・ホーステール（スギナ）

        スパイラルの前面
・マートル
・ティーツリー　マヌカ
・ライムフレンチマリーゴールド
・アメジストセージ
・ラベンダー　デンタータ系
・ラムズイヤー ・コキア
・バーベイン
・ラベンダー　フレンチ系
・レッドクローバー
・エキナセア
・ブラックペパーミント
・エキナセア 
・アーティーチョーク
・ボリジ ・ヤロウ
・赤しそ

        食用ハーブエリア
・ベルガモット ・エキナセア
・コーンフラワー ・ポルトジンユ
・マロウ　コモン
・マロウ　ムスク
・セージ　コモン
・セージ　パープル
・ボリジ 
・セントジョーンズワート
・レモングラス ・月桃
・レモン　＊2種
・ライム ・シークワーサー
・スペアミント ・青しそ
・ホースラディッシュ
・メドーセージ（サルビア・ガラニチカ）
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・セルバチコ（ワイルドルッコラ）
・ダンデライオン（タンポポ）
・ノビル
・パンパスグラス　ホワイト
　　　

        ティーハーブ他
・オレガノ　コモン
・オレガノ　ゴールデン
・オレガノ　グリーク
・レモンバーベナ
・ステビア ・セージ　パープル
・ベルガモット　ピンク
・エキナセア ・コーンフラワー
・セントジョーンズワート
・ローズマリー ・バーベイン
・よもぎ(マグワート）
・スペアミント ・ヤロウ
・ターメリック ・ボリジ
・青しそ ・赤しそ
・ノビル ・柿　＊2種
・ザクロ ・温州ミカン

             メディカルハーブ  
         エリア
・エルダー ・ターメリック
・エキナセア ・フィーバーフュー
・メドースイート ・ヤロウ
・ボリジ ・バレリアン
・ベトニー
・フレンチマリーゴールド
・パープルルースストライフ（ミソハギ）
・よもぎ(マグワート）
・ノビル ・枇杷

       メディカル
          ～鑑賞ハーブ
・チェストツリー（チェストベリー）
・ティーツリー　ホワイト
・ティーツリー　メディカル
・サルビア　リラータ
・青じそ ・ブラックペパーミ
ント
・ツリージャーマンダー
・ウェストリンギア
・ニゲラ ・アニスヒソップ
・エキナセア ・ホーリーバジル

        ティーハーブ他
・セントジョーンズワート
・ベチバー ・ローズ　ドッグ
・ローズ　スィートブライアー
・ワイルドストロベリーミント
・キューバ（イエルバブエナ）
・サルビア　リラータ
・ノビル ・フェイジョア　
・アップルミント

・ライオンズイヤー

C

D

・テウクリウム　ヒルカニカム
・ボッグセージ ・月桃
・青しそ ・メドースイート
・キャットニップ ・キャットミント
・ルー ・カモミール＊春のみ
・アガパンサス ・キンモクセイ

         鑑賞植物～アロマ
・白ヤマブキ 
・ヒマラヤユキノシタ

・ハラン ・シラー
・沈丁花 ・月桃
・ミント　キューバ（イエルバブエナ）
・メドーセージ（サルビア・ガラニチカ）
・花桃

・クラブアップル
・チューリップ　＊春のみ
・カモミール　ジャーマン ＊春のみ

・ネモフィラ

・パンパスグラス　ピンク
・ローズマリー
・フレンチマリーゴールド
・エキナセア ・バーベイン
・コーンフラワー ・プラム
・タンジー
・ゼラニウム　フェアエレン

・ゼラニウム　ローズ
・ボリジ　クリーピング
・ミント　ペニーロイヤル
・サルビア　リラータ
・ユーカリ　ポポラス
・ユーカリ　レモン
・プラム　＊2種
・ポポー ・ライラック
・マグワート（よもぎ）
・カモミール　ジャーマン ＊春のみ
・クレオメ
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