邦産鉱物 第 3 弾
ご注意
１．¥５００の標本は参考品程度とお考え下さい。
２．難しい標本は提供者のラベルに従っています。弊社で分析したわけではありません。明
らかに間違っている（提供者の思い込み）と思われるものは記載していません。
３．産地は旧住所と新住所が混在しています。気になる方はネットでお調べください。

ア
〇亜鉛スピネル 福岡県福岡市西区長垂山 ¥５００
〇亜鉛スピネル 010320 広島県尾道市瀬戸田町林瀬戸田鉱山 ¥５００
〇亜鉛満バンざくろ石 岐阜県美濃市神矢洞 矢坪鉱山牧泉坑 ¥５００
〇亜砒藍鉄鉱・アーセニオシデライト 040401 岐阜県中津川市蛭川村一柳鉱山
¥１，５００
〇アダム石（微細な球）040430 岐阜県山県郡美山町柿野洞金城鉱山 ¥５００
〇アフテンスク鉱 滋賀県高島市武曾横山高島鉱山

¥７００

〇アラレ石・方解石（蛍光鉱物） 長野県下伊那郡大鹿村鹿塩高原 ¥７００均一
〇アロフェン 021012 岩手県和賀郡岩崎村水沢鉱山 ¥１，０００

イ
〇異極鉱 富山県上新川郡大山町神岡鉱山池の山鉱床（清五郎谷）¥５００
〇イットリウムエシキン石

070915

三重県菰野町湯の山温泉泉三滝川神明清気橋下

¥８００、¥１，２００
〇インヨー石 岡山県高梁市備中地区布賀 ¥７，５００、¥３，５００

ウ
〇ウィチヘン鉱 岡山県奥津町伊茂岡鉱山 ¥１，５００
〇オリーブ銅鉱 010320 広島県豊田郡瀬戸田町林

瀬戸田鉱山 ¥５００、¥８００

〇鋭錐石 991221 大阪府箕面市温泉町平尾旧坑 ¥５００
〇鋭錐石（きわめて微小）041219 京都府薗部市若森若森鉱山 ¥５００

オ
〇黄銅鉱（表面が錆びた塊）081220 三重県いなべ市北勢町新町青川治田鉱山 ¥５００

カ
〇灰クロムザクロ石 010504 岡山県阿哲郡神郷町高瀬鉱山 ¥１，５００
〇灰重石（石英中の細脈）京都府亀岡市稗田野行者山 大谷鉱山 ¥５００
〇灰重石（塊）山口県岩国市喜和田鉱山 ¥７００
〇灰長石 東京都三宅島 ¥９００
〇灰柱石（塊状）040502 茨城県笠間市福原 ¥５００
〇灰鉄ザクロ石（小さいが透明な結晶）三重県鳥羽市菅島 ¥１，５００
〇灰鉄柘榴石（レインボーではないが美しい結晶）031012

奈良県吉野郡天川村北角川迫

鉱山 ¥５００、¥７００
〇灰バン柘榴石（花崗岩中にルーペサイズの微細結晶で散在）070217 三重県四日市市水
沢宮妻峡マメドチ谷 ¥５００
〇滑石（結晶）010311 愛媛県四国中央市土居町五百津 ¥８００
〇褐錫鉱 070312 岡山県美作市金生山金生鉱山 ¥５００
〇褐簾石 060503 岐阜県揖斐郡春日村美東 春日鉱山 ¥５００
〇ガドリン石 070212 三重県四日市市水沢宮妻峡マメドチ谷 ¥５００、¥７００
〇ガトリン石 991024 三重県四日市市水沢宮妻峡うそ谷 ¥７００

キ
〇輝安鉱 福岡県田川郡添田町妙法鉱山 ¥５００、¥６００
〇輝安鉱 991031 福井県足羽郡美山町赤谷鉱山 ¥５００
〇擬孔雀石 021012 岩手県和賀郡湯田町鷲ノ巣鉱山 ¥１，５００
〇擬孔雀石 050917 秋田県大仙市協和町日三市鉱山 ¥５００
〇輝コバルト鉱 山口県美祢市美東町長登鉱山 ¥５００、¥７００
〇輝コバルト鉱 030315 和歌山県周参見町山陽鉱山 ¥５００、¥７００
〇輝コバルト鉱（バラ輝石中の微晶） 030528 京都府綴喜郡井手町多賀鉱山 ¥５００
〇輝コバルト鉱・デーナ石（黄褐色微結晶破片）和歌山県すさみ町小松平山陽鉱山
¥７００

〇輝水鉛鉱 島根県仁田郡横田町小馬木 小馬木鉱山 ¥８００
〇輝銅鉱（クリソコーラを含む母岩に少量確認）愛知県新城市八名瓶割峠砕石場 ¥５００、
¥７００、¥９００
〇木村石（イットリウムを含む鉱物）佐賀県唐津市満越 ¥５００、¥７００、¥８００、
¥９００、¥１，０００、¥１，２００、
〇木村石・ネオジムランタン石（ルーペサイズながら透明な美晶）佐賀県唐津市満越
¥５，０００
〇玉滴石（長波紫外線で見事な蛍光）041125 岡山県岡山市飽浦剣山 ¥２，５００
〇金雲母・磁硫鉄鉱 060503 岐阜県揖斐郡揖斐川町春日美東春日鉱山 ¥５００

ク
〇くさび石 010311 愛媛県四国中央市土居町五百津 ¥７００
〇孔雀石 080415 滋賀県東近江市甲津畑御池鉱山

¥５００

〇孔雀石 愛知県新城市八名瓶割峠採石場 ¥５００、¥７００
〇苦土カンラン石 990116 岡山県阿哲郡哲西町新戸山 ¥５００
〇苦土カンラン石 060503 岐阜県揖斐郡春日村三束川合春日鉱山 ¥５００
〇苦土電気石 愛知県宝飯郡音羽町久田野 ¥３００、
〇苦土ヘイスチング閃石（ヒン岩ラブラドライト中）山梨県南部町佐野
¥５００、¥６００
〇グメリン沸石 000505 新潟県柏市大字小杉字面堂採石場 ¥１，２００

ケ
〇珪灰石 060503 岐阜県揖斐郡揖斐川町春日美東春日鉱山 ¥５００
〇月長石（カリ長石中の一部）041106 滋賀県大津市比良山正面谷 ¥５００
〇ゲーレン石 020425 岡山県吉井町三原鉱山 ¥５００
〇ゲーレン石仮晶 岡山県高梁市備中町布賀 ¥１，５００

コ
〇紅柱石（ホルンフェルス中の微細結晶）060503 岐阜県揖斐郡揖斐川町春日白川春日鉱
山 ¥５００

〇コウルス沸石 島根県隠岐郡西ノ島町小国賀 ¥８００
〇氷長石 長野県南佐久郡川上村甲武信鉱山 ¥８００

サ
〇サニデイン 和歌山県東牟田郡太地町 ¥５００
〇サーピエリ石 001203 滋賀県湖南市石部町灰山

¥１，２００

シ
〇自然金 981116 兵庫県朝来郡和田山町朝日金山

¥８００、¥４，５００

〇自然銀 030819 兵庫県穴栗郡一ノ宮町倉床大身谷鉱山 ¥７００
〇自然蒼鉛 020708 兵庫県養父市大屋町明延鉱山

¥７００

〇自然蒼鉛 010616 京都府福知山市宮垣富国鉱山

¥５００

〇自然砒（金平糖状砒素の破片をセット） 福井県福井市美山町赤谷鉱山 ¥５００
〇磁鉄鉱 奈良県吉野郡東吉野村三尾鉱山 ¥５００
〇磁鉄鉱 奈良県吉野郡天川村北角川迫鉱山 ¥８００
〇磁鉄鉱 新潟県新発田市滝谷飯豊鉱山 ¥５００
〇斜開銅鉱・オリーブ銅鉱

奈良県御所市朝町龍神鉱山 ¥５００

〇斜開銅鉱 030706 栃木県塩谷町芦場日光鉱山
〇斜ヒューム石・苦土橄欖石 030818 茨城県笠間市福原
〇斜ヒューム石 060503 岐阜県揖斐川町春日美束

春日鉱山 ¥５００、¥７００

〇十字石片岩（小さな破片）富山県黒部市宇奈月深谷 ¥７００均一
〇重晶石 021012 岩手県和賀郡湯田町鷲ノ巣鉱山

¥８００、¥１，５００

〇重晶石 970718 岩手県和賀郡湯田町赤石鉱山 ¥８００
〇シューレンベルグ石 991101 大阪府箕面市温泉町平尾旧坑 ¥８００
〇磁硫鉄鉱・灰鉄柘榴石 031012 奈良県吉野郡天川村洞川 ¥５００
〇ジルコン（一面研磨した翡翠中）岡山県新見市大佐町大佐山 ¥６００
〇辰砂（蝋石中のわずかな赤み、カット面）岡山県和気郡和気町藤野和気水銀鉱山
¥５００
〇辰砂 011212 奈良県桜井市針道多武峰鉱山 ¥９００、¥５００
〇針ニッケル鉱 030104 京都府亀岡市保津鉱山 ¥５００、¥７００

ス
〇水亜鉛土 991021 大阪府箕面市温泉町平尾旧坑

¥５００、¥７００

〇水亜鉛銅鉱 021012 岩手県大仙市岩崎水沢鉱山

¥７００

〇錫石 080309 茨城県東茨城郡城里町大正鉱山 ¥８００
〇鈴木石 群馬県桐生市菱町４丁目茂蔵沢鉱山 ¥２，５００
〇スコロド石（微細結晶の集合）980405 京都府亀岡市稗田野町行者山 ¥１，０００
〇ズニ石 長野県南佐久郡佐久町余地 ¥５００、¥６００、¥７００、¥８００、
¥１，２００、¥１，８００

〇スピネル 060503 岐阜県揖斐川町春日美束 春日鉱山 ¥５００
〇スピネル・斜ヒューム石

060503 岐阜県揖斐川町春日美束 ¥５００、¥７００、

¥８００
〇スピネル・ルチル 060810 岐阜県揖斐川町春日美束 春日鉱山 ¥１，２００

セ
〇青鉛鉱 010202 滋賀県湖南市石部町灰山 ¥５００
〇赤銅鉱 990327 京都府亀岡市稗田野町行者山 大谷鉱山 ¥５００
〇閃亜鉛鉱 041126 岡山県倉敷市西坂原津三吉鉱山 ¥５００

タ
〇ダトー石 静岡県島田市千葉山 ¥９００
〇束沸石 990425 兵庫県飾磨郡家島町男鹿島 ¥８００

テ
〇テイレー石 岡山県高梁市備中町布賀 ¥９００
〇鉄ヘイスチング閃石

長野県南佐久郡川上村甲武信鉱山 ¥５００、¥７００

〇鉄マンガン重石 島根県仁多郡奥出雲町横田小馬木鉱山 ¥５００
〇テルル石・自然テルル 971102 静岡県下田市蓮台寺河津鉱山大沢 4 号坑
¥１，２００、¥１，５００、¥１，８００

ト
〇銅藍（コベリン）山梨県北杜市須玉町増冨鉱山 ¥５００、¥７００、¥１，２００、
¥１，５００
〇桃簾石（微細結晶） 050919 栃木県鹿沼市板荷アワノ砕石（板荷鉱山）¥７００
〇毒鉄鉱 広島県豊田郡瀬戸田町林 瀬戸田鉱山 ¥５００
〇毒鉄鉱 990327 京都府亀岡市稗田野町行者山 ¥７００
〇トムソン沸石・菱沸石 島根県隠岐郡西ノ島町国賀浦 ¥５００

ネ
〇ネオジムランタン石（ネオジムとランタンを含む鉱物）並み品 佐賀県唐津市満越
¥５００、¥６００、¥８００、¥１，５００、

ハ
〇パイロクスマンガン鉱 愛知県北設楽郡設楽町田口鉱山 ¥８００
〇バスタム石 010610 岐阜県揖斐郡揖斐川町春日美東河原 ¥５００
〇バビントン石 961010 島根県八束郡美保関町稲積古浦ヶ原 小片丸箱入 ¥５００
〇バラ輝石（一面研磨）大分県大野郡朝地町 朝地鉱山 ¥８００
〇バラ輝石 020823 岐阜県揖斐郡春日村美束河原

¥５００

〇バラ輝石 愛知県北設楽郡設楽町 田口鉱山 ¥５００
〇バレンチン鉱 090221 広島県福山市駅家町正和鉱山 ¥８００

ヒ
〇備中石 岡山県高梁市備中地区布賀 ¥５００
〇ヒレブランド石 岡山県高梁市備中町布賀 ¥８００、¥９００

フ
〇ファウスト石（１個のみ） 070128 静岡県下田市蓮台寺河津鉱山大沢 2 号坑 ¥２，５
００
〇フォッシャグ石 岡山県高梁市備中町布賀 ¥５００

〇ぶどう石 041219 岡山県新見市大佐町大佐山 ¥５００
〇ブロシャン銅鉱 080420 兵庫県朝来郡朝来町山本新井鉱山 ¥７００

へ
〇ベイルドン石 041127 岡山県高梁市成羽町小泉鉱山 ¥５００、¥７００
〇ベスブ石（１個のみ） 991123 埼玉県秩父市秩父鉱山石灰沢 ¥９００
〇ベゼリ石 滋賀県湖南市石部町灰山 ¥５００、¥９００、¥１，２００
〇同上（小片数個プラスチックケース入り） ¥９００
〇ベルチェ鉱 兵庫県関宮町中瀬鉱山 ¥５００

ホ
〇方沸石 新潟県新潟市西蒲区間瀬海岸 ¥５００
〇蛍石 070128 和歌山県田辺市本宮町請川 大塔鉱山 ¥５００
〇蛍石（花崗岩中に埋没，非晶質）大津市比良山正面谷 ¥５００

マ
〇マグネシオカトフォラ閃石 010705 愛媛県四国中央市土居町伊予鉱山 ¥５００、
¥９００
〇マラヤ石 広島県三原市宗郷町神武鉱山 ¥２，５００

ラ
〇ラムスベック石 991206 大阪府箕面市温泉町平尾旧坑 ¥１，２００

リ
〇硫カドミウム鉱 滋賀県湖南市石部町灰山 ¥５００、¥６００、¥８００、¥１，０００、
¥１，２００、¥１，５００、¥２，５００
〇硫酸鉛鉱・方鉛鉱 060902 岐阜県吉城郡神岡町神岡鉱山二十五山 ¥７００
〇硫砒鉄鉱 060503 岐阜県揖斐郡春日村美束 春日鉱山 ¥５００
〇硫砒銅鉱 長野県南佐久郡佐久穂町貝瀬 本郷鉱山 ¥５００、¥７００
〇菱沸石 010418 島根県隠岐郡島前西ノ島町さんじダム ¥８００

〇菱マンガン鉱 埼玉県秩父市大滝村秩父鉱山大黒坑 ¥５００、¥７００
〇緑ばん 昭和４５年ごろ

岡山県久米郡美咲町柵原鉱山 ¥５００、¥６００、¥８００、

¥１，２００、¥１，５００（表面は変色しているが新鮮な内部アリ）

〇燐灰石 031012 奈良県吉野郡天川村洞川神童谷大川口 ¥５００

ル
〇ルチル・スピネル 061021 岐阜県揖斐郡春日村美束 春日鉱山 ¥５００、¥８００
〇ルチル・ゲイキ石・金雲母 060503 岐阜県揖斐郡春日村三束春日鉱山 ¥７００

ロ
〇ロードストーン（天然磁石）大分県豊後大野市緒方町尾平トンネル手前の法面
磁力は弱いが小さなホッチキスの針なら引き付けます。¥５００、¥７００、¥９００

