
※掲載の内容は2022年6月初旬の状態です。

Pectabenaria Wow’s White Fairies
ペクタベナリア ワウズ・ホワイト・フェアリーズ
(Pec. susannae× Hab. medusa)珍しい東南アジア原
産の冬眠性地生蘭の交配種。兄弟株が世界らん展
2022で優良賞に選ばれたことも話題に。Hab. 
medusaの特徴的なリップを受け継ぎながらも、鮮
やかな若葉色のグラデーションが美しい。
在庫僅少

BS 税込 ¥16,500

Erasanthe henrici
エラサンセ ヘンリシ
Angraecum近縁のマダガスカル固有種。白く細長
いペタルや距の巨大輪がもつインパクトは強烈。
株が出来ると下垂して50～60cm程伸びる花茎に8
～10輪。2022年5月輸入品から貴重な太葉で、最
も大きいサイズをご紹介。葉の長さ20～25cm。株
幅約36cm。新根伸長中。販売数１株

板付BS大 税込 ¥33,000

Cyrtochilum edwardii
シルトキラム エドワーディー
コロンビア、エクアドル。元Odontoglossum。
2022年3月のJOGA洋らん展での展示も記憶に新し
い展示会向き大型種。3-4cm程の濃い紫の可憐な
花を90～120cm程伸びる花茎に多数。輸入植付後
約１か月。嫌暑性あり。
在庫少数

BS 税込 ¥16,500

Cynorkis gibbosa
サイノルキス ギボサ
マダガスカル。冬眠性地生蘭（球根）。春から斑
点模様の特徴的な葉を展開し、2.5cm程の目立つ赤
橙色の花を多くは20～40輪程つける。2022年5月
輸入植付後約１か月。地上部はまだありません。
球根での販売。

BS 税込 ¥9,900

Broughtonia sanguinea fma.
alba (4N)
ブロートニア サンギネア，アルバ（４Ｎ）
(FD)ジャマイカ。本属中も人気の高いsanguineaの
アルバ個体。4倍体と言われる花の大きな個体群。
輸入植付後約1か月。新根伸長中。写真は参考。

板付BS 税込 ¥4,400

Aerangis modesta
エランギス モデスタ
コロモ～マダガスカル。やや細葉でAerangisとして
は中～大型。40cm程下垂する花茎に純白～乳白色
の星形の可憐花を6～15輪。輸入植付後約1か月。
在庫少数

板付BS 税込 ¥11,000

C. Waldemar Schelliga ‘Winter Sky’
カトレヤ ウォルデマー・シェリガ ‘ウィンター・スカイ’
(Canhamiana× lobata)(FD)全体にムラの少ない菫
色で、リップ奥のクリーム色が、先端にリング状
の一段と濃い紫紺～牡丹色を際立たせる。小型の
purpurataといった感じのコンパクトで姿勢よい株
姿。初花での選別。実際は写真より青みが強い色
彩です。オリジナル株、販売数１株

BS 税込 ¥33,000

C. Hawaiian Jewel ‘Green Hill’ 
SM/JGP
カトレヤ ハワイアン・ジュエル‘グリーン・ヒル’
(Old Whitey × Princess Bells)(FD)株姿よく、花茎が
程よく伸び、開花時に干渉しづらい。入賞歴多数。
全日本蘭協会会長を務められた米本正氏の自慢の
一品。オリジナル株、販売数１株

BS 税込 ¥33,000

C. Cosmo-Roebling ‘April’ 
SM/JOGA
カトレヤ コスモレブリング ‘エイプリル’
(Mini Purple ×C. G. Roebling)(FD)グラデーションの
綺麗な菫色のリップが特徴のミディタイプ。本交
配中の最大花で、花径13cm以上。貴重な入賞個体
の分け株。オリジナル株、販売数１株

BS 税込 ¥27,500
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Phal. deliciosa
ファレノプシス デリシオサ
(× sibling)インド～ボルネオなど広くに分布。2cm
程の小花を次々と咲かせるタイプ。地色が黄色っ
ぽいsubsp. hookerianaタイプと地色が白の通常種を
使ったシブリング。写真のような黄色味のある花
が咲いている実生。※古い葉が赤褐色に変色しますが病
気ではなく本種の特徴とされています。

BS 税込 ¥3,850

Phal. amboinensis
ファレノプシス アンボイネンシス
(× sibling)(US)インドネシア、パプアニューギニア。
同心円状に大きく入る赤褐色の斑点が特徴の原種。
肉厚弁でコントラストの存在感ある花が2～3輪同
時に着くこともあり、古い花茎からも開花する。
主に夏咲き。

BS 税込 ¥4,950

Den. Blue Violetta
デンドロビウム ブルー・ビオレッタ
(Little Lilac × Udom Blue Angel)(MC)鮮やかな赤紫が
綺麗なデンファレ×スパチュラータ系交配種。バ
ルブ頂点付近から伸びる花茎に、花径5cm程の鮮
やかな花をの20～30輪程咲かせます。

NBS 税込 ¥5,500

Den. Blue Twinkle ‘Carmela’
デンドロビウム ブルー・トゥインクル‘カーメラ’
(Beppy Goto× canaliculatum)(MC) canaliculatumタ
イプの小型スパチュラータ系。株が小さいうちか
ら咲き、青紫色の小輪を多数つける。冬～春のら
ん展で展示を賑わす人気種で、花持ち抜群。1か月
以上は楽しめる。

１作 税込 ¥3,300

Den. devonianum
デンドロビウム デボニアナム
ブータン～中国。リップ、ペタル先端のピンクや
大きな黄色の目が特徴的な色彩豊かな美花を咲か
せる原種。ごく細いバルブながらも落葉したバル
ブにびっしりと咲くと見事。輸入植付後約1か月、
新根伸長中。

板付NBS 税込 ¥4,400

C. Waldemar Schelliga ‘220522’
カトレヤ ウォルデマー・シェリガ ‘220522’
(Canhamiana× lobata)本年５月開花の初花での選
別。’Winter Sky’に比べ幅広のペタルと、先端が大
きく広がる大きなリップが特徴。株はまだ未熟な
がらも14cm程の花を3輪開花。作上がりに期待。
分け株無しのオリジナル株

BS 税込 ¥22,000

C. Suzanne Hey ‘Oyamazaki’
カトレヤ スーザン・ハイ ‘オオヤマザキ’
(gaskelliana×mossiae)(FD)1906年登録のプライマ
リーのアルバタイプ。原種の趣そのままに、リッ
プ喉を彩る黄色部分と白い筋が非常に美しい個
体。大山崎の個体名を付けられた貴重なクラシッ
クカトレヤ。オリジナル、販売数１株

BS 税込 ¥27,500

Rlc. Cosmo-Blush ‘K-9’
リンコレリオカトレヤ コスモブラッシュ ‘K-9’
(C. Stephen Oliver Fouraker × Princess Teresa)(FD)
セミアルバ系と淡いピンクの大輪同士の交配から
の選別個体。本交配ではやや珍しい白系で、リッ
プ先端にピンクを彩る。ペタル幅広く、オーバー
ラップする迫力ある大輪良型花。花付きよく安定
した冬咲き良個体。販売数１株

BS 税込 ¥19,800

C. schilleriana ‘T416-0015’
カトレヤ シレリアナ ‘T416-0015’
ブラジルの双葉系中型種。同じく(rubra ‘Saizan’ ×
‘Giant Gem’ SM/JOGA)より、こちらも全体に赤味が
強く、ノーズ部分にも色がのる選別個体。撮影時
はやや抱え気味に咲いたが、ノーズの色の濃さは
本実生一番。
分け株無しのオリジナル株

BS 税込 ¥22,000

C. schilleriana ‘T416-0010’
カトレヤ シレリアナ ‘T416-0010’
ブラジルの双葉系中型種。野性味のある茶褐色の
点、強く目を惹く幅広のリップが人気(rubra
‘Saizan’ × ‘Giant Gem’ SM/JOGA)より、ペタル、セ
パルは全体に赤味かかり、ノーズ部分にも色がの
る選別個体。安定してフラットに開花する。
分け株無しのオリジナル株

BS 税込 ¥16,500

C. purpurata fma. roxo-violeta ‘K-
1489’
カトレヤ パープラタ，ロショ・ビオレタ‘K-1489’
初夏咲きの人気種。ブラジルの実生からペタルが
フラットで幅のある選別個体。前回開花時は4輪開
花で、花径16cm、ペタル幅5cm。
分け株無しオリジナル株

BS 税込 ¥22,000

C. bicalhoi fma. coerulea 
‘Chojamaru’
カトレヤ ビカルホイ，セルレア‘チョウジャマル’
(FD)(=dayana)本種中最も知られた有名個体。新芽
伸長時につぼみを持ち、夏～秋に開花。リップの
深い紫とクリーム色の地にはいる筋が特徴。2リー
ド、10バルブ以上のオリジナル株、販売数３株

板付BS 税込 ¥11,000
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Aerangis fuscata
エランギス フスカタ
マダガスカル。同属中でも茶色味が強い3cm程の
花をつける小型種。 1花茎に2～5輪程。先太りす
る丸みのある葉もやや光沢がかって、時折フチを
銅色に彩る。比較的丈夫で咲きやすい。輸入植付
後約1か月。

板付BS 税込 ¥7,700

Aerangis citrata
エランギス シトラタ
マダガスカル。濃緑色の薄葉を広げ、株元から20
～30cm程花茎を伸ばし、純白～乳白色のペタルが
大きく蝶のような可憐な花を多くは30輪程つける。
その名の通りシトラス系の香り。2022年5月輸入
株より、株幅25cm強、3芽の大株です。根は動き
出しています。販売数１株

板付BS大 税込 ¥19,800

Pda. Robina
パピリオナンダ ロビナ
(Ple. teres× V. coerulea)(US)棒状の葉で特徴的な
リップの冬咲きバンダ近縁種Papilionanthe teresと
お馴染みのブルー系バンダのリメイク交配。やや
細身で尖った葉の株姿。写真は以前弊社で実生し
た際の開花例。

NBS 税込 ¥5,500

V. foetida
バンダ フォエティダ
(US)スマトラ。淡いピンクのグラデーションが綺
麗な珍しい原種。バンダには珍しく、葉よりも短
いステムに4-6輪程の花をつける。主に夏咲き。
在庫少数

BS 税込 ¥13,200

Phal. tetraspis ‘Mauve’
ファレノプシス テトラスピス‘モーヴ’
(=speciosa)(MC)スマトラなど。赤、青、紫、茶な
どバラエティ豊かな本種。こちらは全花、珍しい
色彩の淡い灰菫色となるタイプ。

BS 税込 ¥5,500

Phal. tetraspis ‘Miki Purple’
ファレノプシス テトラスピス‘ミキ・パープル’
(=speciosa)(MC)スマトラなど。さまざまな色彩の
掛け合わせによってバラエティ豊かな交配がされ
ている種。本個体はペタル、セパルともにベタ状
に特異な光沢ある鮮やかな紫色を彩る。

NBS 税込 ¥5,500

Phal. tetraspis ‘C2’
ファレノプシス テトラスピス ‘C2’
(=speciosa)(MC)スマトラなど。同じ花径でも一輪
ずつ不規則に彩られるワインレッドと白のコント
ラストがユニークな人気種。20cm程伸びる花茎に
5cm程の花を次々と咲かせる。

1作 税込 ¥5,500

Phal. sumatrana
ファレノプシス スマトラナ
(× sibling)(=zebrina)ボルネオ、タイなど。白地に
褐色の細長い斑が面白い。主に同心円状に入る斑
点はタイプによって差があるが、写真のような細
かい点の入るタイプ。花径4-5cm程度で芳香有。

BS 税込 ¥4,400

Phal. stuartiana (var. nobilis)
ファレノプシス スチュアーティアナ，ノビリス
(var. nobilis ‘Xiuya’ × sib.)フィリピン。セパル、ペ
タルが黄色地となるvar. nobilisのシブリング実生。
リップ、ローワーセパルの下半分を中心に茶褐色
の斑点を彩る。成育と共に徐々に変化するが、
schilleriana同様、大理石模様の葉も楽しめる。写
真は参考。

1作 税込 ¥5,500

Phal. schilleriana
ファレノプシス シレリアナ
(× sibling)フィリピン。おそらく最も人気の高い
ファレノプシス原種。他にはない美しい桜色の花
と、大理石模様の葉が特徴で、香りも楽しめる。
大株は50輪以上を付け、高芽で増えることから大
株づくりにも好適。

1作 税込 ¥4,400

Phal. pantherina
ファレノプシス パンセリナ
(× sibling)Phal. cornu-cerviに似る黄色地に茶褐色の
斑点が目立つボルネオ原産。やや扁平した花茎を
20cm以上に伸ばし、パンサー柄の5cm程の花を数
輪ずつつける。

BS 税込 ¥4,400

Phal. modesta
ファレノプシス モデスタ
(× sibling)インドネシア、マレーシア。白地にピン
ク～青紫の斑点や筋状の模様で構成されるグラ
デーションが綺麗な一種。花は2～3cmと小型だが、
複数輪が同時に開花すると鮮やか。

BS 税込 ¥4,400
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Pleurothallis ruscifolia
プレウロタリス ルシフォリア
中央アメリカ広域。卵型に大きく広がる葉の根元
部分に密集してクリーム～黄色の可憐な花を多数
つける。主に春～夏咲き。8バルブ程度。
販売数１株

板付BS 税込 ¥6,600

Pleurothallis phalangifera fma. aurea
プレウロタリス ファランギフェラ，オーレア
コロンビア、ベネズエラなど。時に葉よりも長く
20cm程伸びる花茎にクモのような細い花弁が特徴
の花を多数。色彩変異が多い中の黄色花の個体。
不定期開花。やや嫌暑性あり。20バルブ程度。
販売数１株

板付BS 税込 ¥11,000

Pleurothallis microcardia
プレウロタリス ミクロカーディア
ボリビア、エクアドル、ペルーなど。細長い葉の
ソファーに腰かけているように縦に細長い可憐な
花を咲かせる。不定期開花。30バルブ程度。
販売数１株

板付BS 税込 ¥11,000

Pleurothallis akyloglossa
プレウロタリス アンキログロッサ
エクアドル。若干細めの葉の中心から垂れ下がる
花茎は長くて20cm程に伸び、小豆色の3～4cmの長
さでやや下を向く細長く花を次々と咲かせる。や
や嫌暑性あり。9バルブ程度。
販売数１株

板付BS 税込 ¥8,800

Pleurothallis alvaroi
プレウロタリス アルバロイ
コロンビア原産。細いバルブ先端に丸く広がる葉
の中心から伸びる花茎に1cm程の黄色～橙の筋状
を彩る花を15～20輪。不定期開花。嫌暑性あり。
25バルブ程度。
販売数１株

板付BS 税込 ¥11,000

Oncidium harryanum
オンシディウム ハリアナム
コロンビア～ペルー。元Odontoglossum。写真の個
体はほぼベタ状だが、ペタル、セパルは茶褐色の
大きな斑点で地は黄色。コントラストが綺麗な鮮
赤紫～藤色のリップがきれいな10cm程ある花を10
輪程。輸入植付後約1か月。やや嫌暑性あり。

BS 税込 ¥7,700

Gastrorchis peyrotii
ガストロルキス ペイロティー
マダガスカル原産、エビネ近縁の地生種。本属中
でも特に小型で、４～５センチほどの花を５
～１０輪程咲かせる。若葉色で全体に波打つ葉も
おもしろい。輸入植付後約1か月。貴重種。
在庫少数

BS 税込 ¥13,200

Epidendrum medusae
エピデンドラム メデューサ
エクアドル原産のクール系エピデンドラム。リッ
プのフリンジがメデューサをイメージさせる。
porpaxを大きくしたような太いバルブの先端に
6cm程の株に比し大きな花を1～3輪咲かせる。冷
涼で多湿な環境を好む。輸入植付後約1か月。
販売数３株

板付BS 税込 ¥11,000

Epidendrum falcatum ‘50-A’
エピデンドラム ファルカタム’50-A’
メキシコ原産のやや大型の原種。30～40cm程伸び
る肉厚の葉の根元かたカトレヤのように花を出す。
本個体は有名個体’Colossal’のセルフからの選別品
で、やや桃色がかった花弁の大輪花。自重でバル
ブを折ることもあるため、コルク付けになってい
ます。オリジナル、販売数１株

BS 税込 ¥19,800

Dyakia hendersoniana
ディアキア ヘンダーソニアナ
ボルネオ。一属一種だが、AeridesやVandaの近縁
単茎種。小型、小輪ながらも真っ直ぐと伸びる花
茎に20～40輪と目を惹く濃桃色の花をびっしりと
つける。成長期は水を好み、日は強めが良いとさ
れる。

BS 税込 ¥5,500

Angraecum sp. (aff. humblotianum)
アングレカム 種名不詳
マダガスカルからの入荷株に混ざって入荷した株
で、極小型。松の葉のような細い多肉質の葉で、
純白で肉厚弁の1cm程の小花。株姿は
humblotianumに似るがこの株では開花未確認。
写真は以前に入荷した株の開花写真。
販売株１株

板付BS 税込 ¥11,000

Aerangis hyaloides
エランギス ハイアロイデス
(=pumilio)マダガスカル。やや透明感ある純白の小
花を5～7cm程伸びる花茎にびっしりと密集させる。
株幅15cm程度、3芽の良株。花芽付き（通常1～2
月が開花期なので昨年11月の輸入の時差ぼけがま
だあるようです）販売数１株

板付BS大 税込 ¥19,800


