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本表は、ネイチャーワークス店主であった故 安藤洋康が縁をつないだＷＥＢＳＨＯＰ未掲載の石の一覧です。  

詳細が不明の石もございまして、できる限りの資料・購入履歴を調べ、一覧にしているところです。 

また、アースラブワークス 塩原代表にもご協力いただきながら、できる限り正しい情報であるよう努めております。 

仕事の合間をぬって体調をみながら作業しているため、とても時間がかかりますが、その間、可能な限りのサイトの継続等を含めて、無理なく進めた

いと思います。皆様が出会うべき時に出会う石がこの中にございましたら幸栄です。 

つたない情報と写真ではありますが、楽しんでいただければと思います。 

ネイチャーワークス 店主 安藤洋康 代理人  安藤 由美  

 

譲渡に際しましては、送料はこちらにて全額負担するつもりで譲渡価格に反映しております。 

ただし、関東以南であったり 1 万円に満たない際には送料の一部負担をお願いする 

ことがあります。くわしくは、ご希望をお伺いした際にご相談させていただきます。 

 

 

 

譲渡希望の方は、 n-wk@style43.net までご連絡ください。 

折り返しご相談させていただきます。 

 産地／石名 重量／サイズ 写真／過去ＷＥＢ ＳＨＯＰでご紹介していた同種石のＵＲＬ 譲渡価格 

H111 米国 アーカンソー州 

クリアクォーツ 結晶 

 

63ｇ 

6.4×2.7×2.2 

参考 http://n-wk.net/stones/stone09.html 

 

￥5,000- 

 

mailto:n-wk@style43.net
http://n-wk.net/stones/stone09.html


 産地／石名 重量／サイズ 写真／過去ＷＥＢ ＳＨＯＰでご紹介していた同種石のＵＲＬ 譲渡価格 

H112 米国 アーカンソー州 

クリアクォーツ 結晶 

 

42ｇ 

5.6×2.1×1.7 

参考 http://n-wk.net/stones/stone09.html 

 

￥5,000- 

 

 産地／石名 重量／サイズ 写真／過去ＷＥＢ ＳＨＯＰでご紹介していた同種石のＵＲＬ 譲渡価格 

H113 米国アーカンソー州 

クリアクォーツ 結晶 

 

 

67ｇ 

6.6×2.9×2.1 

参考 http://n-wk.net/stones/stone09.html 

 

タイムリンク、セルフヒールド 

￥5,000- 

 

http://n-wk.net/stones/stone09.html
http://n-wk.net/stones/stone09.html


 産地／石名 重量／サイズ 写真／過去ＷＥＢ ＳＨＯＰでご紹介していた同種石のＵＲＬ 譲渡価格 

H114 米国アーカンソー州 

クリアクォーツ 結晶 

 

タイムリンク 

※ウインドウではありません 

53ｇ 

7.0×2.5×1.6 

参考 http://n-wk.net/stones/stone09.html 

 

￥5,000- 

 

 産地／石名 重量／サイズ 写真／過去ＷＥＢ ＳＨＯＰでご紹介していた同種石のＵＲＬ 譲渡価格 

H115 米国アーカンソー州 

クリアクォーツ 結晶 

 

 

48ｇ 

5.7×2.1×2.5 

参考 http://n-wk.net/stones/stone09.html 

 

ダウ 

￥5,000- 

 

http://n-wk.net/stones/stone09.html
http://n-wk.net/stones/stone09.html


 産地／石名 重量／サイズ 写真／過去ＷＥＢ ＳＨＯＰでご紹介していた同種石のＵＲＬ 譲渡価格 

H116 米国アーカンソー州 

クリアクォーツ 結晶 

 

ダウ 

22ｇ 

4.7×1.8×1.2 

参考 http://n-wk.net/stones/stone09.html 

 

￥5,000- 

 

 産地／石名 重量／サイズ 写真／過去ＷＥＢ ＳＨＯＰでご紹介していた同種石のＵＲＬ 譲渡価格 

H117 米国アーカンソー州 

クリアクォーツ 結晶 

 

 

51ｇ 

5.4×2.8×2.5 

参考 http://n-wk.net/stones/stone97.html 

 

DT、片側ダウ、片側セルフヒールド 

 

 

￥8,000- 

 

http://n-wk.net/stones/stone09.html
http://n-wk.net/stones/stone97.html


 産地／石名 重量／サイズ 写真／過去ＷＥＢ ＳＨＯＰでご紹介していた同種石のＵＲＬ 譲渡価格 

H118 米国アーカンソー州 

クリアクォーツ 結晶 

 

 

63ｇ 

6.5×2.8×3.0 

参考 http://n-wk.net/stones/stone09.html 

タイムリンク TOP 小さく欠損有 

 

￥5,000- 

 

 産地／石名 重量／サイズ 写真／過去ＷＥＢ ＳＨＯＰでご紹介していた同種石のＵＲＬ 譲渡価格 

H119 米国アーカンソー州 

クリアクォーツ 結晶 

 

 

27ｇ 

5.1×1.7×1.5 

参考 http://n-wk.net/stones/stone09.html 

ダウ 細かな結晶が背面に張り付く 

 

￥5,000- 

 

http://n-wk.net/stones/stone09.html
http://n-wk.net/stones/stone09.html


 産地／石名 重量／サイズ 写真／過去ＷＥＢ ＳＨＯＰでご紹介していた同種石のＵＲＬ 譲渡価格 

H120 米国アーカンソー州 

クリアクォーツ 結晶 

 

41ｇ 

6.2×2.8×1.8 

参考 http://n-wk.net/stones/stone09.html 

H111~H190 はほぼクリアーですが、H120 は白く見える部分が多いです 

 

￥5,000- 

 

 産地／石名 重量／サイズ 写真／過去ＷＥＢ ＳＨＯＰでご紹介していた同種石のＵＲＬ 譲渡価格 

H121 ペルー 

モリブデナイト in クォ

ーツ 結晶 

 

 

59ｇ 

7.8×2.3×2.8 

参考 http://n-wk.net/stones/stone1935.html 

 

 

￥8,000- 

 

http://n-wk.net/stones/stone09.html
http://n-wk.net/stones/stone1935.html


 産地／石名 重量／サイズ 写真／過去ＷＥＢ ＳＨＯＰでご紹介していた同種石のＵＲＬ 譲渡価格 

H122 ペルー 

モリブデナイト in クォ

ーツ 結晶 

 

50ｇ 

6.5×2.3×2.4 

参考 http://n-wk.net/stones/stone1935.html 

 

￥8,000- 

 

H123 ペルー 

モリブデナイト in クォ

ーツ 結晶 

 

27ｇ 

7.1×1.7×1.2 

参考 http://n-wk.net/stones/stone1935.html 

 

￥6,500- 

 

 

 

 

 

http://n-wk.net/stones/stone1935.html
http://n-wk.net/stones/stone1935.html


H124 ペルー 

モリブデナイト in クォ

ーツ 結晶 

 

ファセットの面に沿って

クラックが入るところが

1 か所あります 

38ｇ 

6.2×1.9×1.7 

参考 http://n-wk.net/stones/stone1935.html 

 

 

￥6,500- 

 

H125 ブラジル 

ファーデン・クォーツ 

 

25ｇ 

6.5×3.8×1.0 

参考（ブラジル） http://n-wk.net/stones/stone1298.html 

 

 

￥5,000- 

http://n-wk.net/stones/stone1935.html
http://n-wk.net/stones/stone1298.html


 

 産地／石名 重量／サイズ 写真／過去ＷＥＢ ＳＨＯＰでご紹介していた同種石のＵＲＬ 譲渡価格 

H126 ブラジルミナスジェラス 

メタモルフォーシス・ク

ォーツ タンブル  

※証明カード付 

25ｇ 

3.5×2.5×1.3 

参考 http://n-wk.net/stones/stone369.html  

  

￥2,800- 

H127 ブラジルミナスジェラス 

メタモルフォーシス・ク

ォーツ タンブル  

※証明カード付 

18ｇ 

3.2×2.2×1.5 

参考 http://n-wk.net/stones/stone369.html  

 

￥2,800- 

 

 

 

 

 

http://n-wk.net/stones/stone369.html
http://n-wk.net/stones/stone369.html


 産地／石名 重量／サイズ 写真／過去ＷＥＢ ＳＨＯＰでご紹介していた同種石のＵＲＬ 譲渡価格 

H128 米国  アーカンソー州 

Mt.アイダ 

ゴールデンヒーラー・ク

リスタル 結晶 

52ｇ 

4.9×2.6×2.7 

参考 http://n-wk.net/stones/stone1041.html 

 

￥5,800- 

H129 米国  アーカンソー州 

Mt.アイダ 

ゴールデンヒーラー・ク

リスタル 結晶 

 

48ｇ 

6.6×2.4×2.3 

参考 http://n-wk.net/stones/stone1041.html 

 

￥5,800- 

 

 

 

 

 

 

http://n-wk.net/stones/stone1041.html
http://n-wk.net/stones/stone1041.html


 産地／石名 重量／サイズ 写真／過去ＷＥＢ ＳＨＯＰでご紹介していた同種石のＵＲＬ 譲渡価格 

H130 コロンビア・サンタンデ

ール州 Jesus Maria( ヘ

ススマリア)近郊 

エンジェルブレッシン

グ・クォーツ 

29ｇ 

6.4×1.6×1.5 

参考 http://n-wk.net/stones/stone696.html 

    

￥8,000－ 

 

 

H133 マダガスカル 

フローライト in クォー

ツ 結晶 

サイドにウィンドウ形状が

みられます。 

ＴＯＰ一部欠損しています。 

 

４ｇ 

3.8×0.7×0. 6 

参考 http://n-wk.net/stones/stone1494.html 

 

 

￥5,000- 

 

http://n-wk.net/stones/stone696.html
http://n-wk.net/stones/stone1494.html


 産地／石名 重量／サイズ 写真／過去ＷＥＢ ＳＨＯＰでご紹介していた同種石のＵＲＬ 譲渡価格 

H131 産地不明 

スモーキー・クォーツ 

結晶 カテドラル 

サイトで過去にマラウィ 

ゾンバ産のスモーキーが紹

介されています。 

他産地のスモーキーと比べ

まして、こちらではないか、

と推察しております。 

160ｇ 

8.0×4.6×2.7 

参考 http://n-wk.net/stones/stone1148.html 

 

￥10,000－ 

H132 産地不明 

スモーキー・クォーツ 

結晶  

サイトで過去にマラウィ 

ゾンバ産のスモーキーが紹

介されています。 

他産地のスモーキーと比べ

まして、こちらではないか、

と推察しております。 

 

173ｇ 

8.7×3.9×3.0 

参考 http://n-wk.net/stones/stone1146.html 

 

￥8,500－ 

 

 

 

http://n-wk.net/stones/stone1148.html
http://n-wk.net/stones/stone1146.html


Ｈ134 産地不明 

ファーデン・クォーツ 

過去に扱っていたものはパ

キスタン、ブラジルのいずれ

かとなっております。 

 

16ｇ 

3.9×3.3×0.6 

参考（ブラジル） http://n-wk.net/stones/stone1298.html 

参考（パキスタン） http://n-wk.net/stones/stone1210.html 

 

￥4,000- 

Ｈ135 産地不明 

ファーデン・クォーツ 

過去に扱っていたものはパ

キスタン、ブラジルのいずれ

かとなっております。 

 

12ｇ 

3.7×2.6×1.6 

参考（ブラジル） http://n-wk.net/stones/stone1298.html 

参考（パキスタン） http://n-wk.net/stones/stone1210.html 

 

 

￥3,800- 

 

http://n-wk.net/stones/stone1298.html
http://n-wk.net/stones/stone1210.html
http://n-wk.net/stones/stone1298.html
http://n-wk.net/stones/stone1210.html

