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※掲載の内容は2021年6月中旬の状態です。

C. Cariad’s Mini-Quinee
‘Bantha Milk’
カトレヤ キャリアズ・ミニキニー ‘バンサ・ミルク’
オーバーラップしそうなほどの幅広ペタルにくっ
きりと濃いクサビとリップの縁取りが鮮やかな選
別個体。
分け株無しオリジナル株

BSサイズ 税込 ¥16,500

Den. Adastra ‘Krabi’
デンドロビウム アダストラ ‘クラビ’
aphyllumとanosmumを親にした下垂性デンドロの
交配。全体の桃色と吸い込まれるようなリップの
濃い脈目が美しく選別された個体。１節に２～３
輪着花する。
オリジナル株

１作サイズ 税込 ¥4,400

Dendrophylax lindenii
デンドロフィラックス リンデニー
フロリダ周辺を原産とする、有名な幽霊ランの良
株を入荷しました。輸入植付直後。在庫少数

BSサイズ大 税込 ¥19,800
（参考：左写真左、板は15cm x 30cm）

BSサイズ中 税込 ¥16,500
（参考：左写真右、板は10cm x 15cm）

Eria sp. ‘Miyata’
エリア 種名不詳 ‘ミヤタ’
フィリピン原産。蘭友会元会長である故宮田敏雄
氏の愛培株でJOGA入賞花集の表紙を飾ったことで
も有名。株分けは難しく、多くは出回らない一種。
２バックバルブに新芽伸長中の株。（写真右）
オリジナル分け株、１株限定

１作サイズ 税込 ¥27,500

V. lamellata (alba strain)
バンダ ラメラタ，アルバ系
南西諸島からマリアナ諸島など広くに分布する紅
頭翡翠蘭とも呼ばれるVanda lamellataのアルバ同
士のシブリング実生。地域によって色彩変化に富
む種類ですが、アルバ個体はいまだ非常に貴重で
す。（写真は参考）
在庫少数

(6.0) 税込 ¥4,950

Microcoelia gilpiniae
ミクロセリア ギルピネ
マダガスカル原産の無葉蘭。本属中でも珍しい、
鮮やかなオレンジの花を咲かせる種。１花茎には
１５輪程。今回の入荷の中で最も大きな株で、束
ねたバークボードにのせてます。（写真左下、鉢
は3.5号）
１株限定

BSサイズ大 税込 ¥16,500

Paraphalaenopsis labukensis
パラファレノプシス ラブケンシス
ボルネオ原産、長く下垂し伸びる肉質の葉を特徴
とする種。温暖な気候で時間をかけて成長します。
成長すると２メートルを超えるともいわれます。
2.5号鉢植え、板付けの２種類をご用意していま
す。
在庫少数

(株高15～20cm) 税込 ¥4,400

Guarianthe bowringiana 
‘Solten’
グアリアンセ ボーリンギアナ ‘ソルテン’
中米原産秋咲き代表種のセレクト個体。大型で昨
年は１花茎に２６輪着花。この輪数でもNSは
8.0cmあり、１花茎でも十分な見ごたえ。国内外
の入賞花を上回る優秀個体。オリジナル株

BSサイズ 税込 ¥55,000

Trichocentrum stacyi
トリコセントラム ステイシー
ボリビア、ペルー原産。細長く棒状の葉を伸ばす、
オンシジューム近縁種。黄色地に茶色の斑点がはい
る大きな花を１０輪以上咲かせます。バークボード
付けの８０センチ程ある良株。
在庫僅少

80cm程度BSサイズ 税込 ¥9,900



C. intermedia fma. 
venosa ‘R0009’
カトレヤ インターメディア，

ベノサ ‘R0009’

Ｐ、Ｓともに優しい桜色で、全
体に脈が出るタイプ。希少な変
種。本年春の初花での選別。
分け株無しオリジナル株

BSサイズ 税込 ¥12,100

C. Blue and Gold ‘Setsu’
カトレヤ ブルーアンドゴールド ‘セツ’

Corneliaとpumilaを使ったミ
ディのブルー系交配。NS15cm
にもなる良型花。喉の黄色、先
端の濃いブルーが鮮やかで形の
整ったリップが特徴的。
オリジナル株、２株限定

BSサイズ 税込 ¥11,000

C. Ortolan ‘Max Rebo’
カトレヤ オートラン ‘マックス・レボ’

(C. C. G. Roebling ‘Blue Indigo× C. 
intermedia)からの選別第１号。
C. G. Roeblingにはない喉奥のク
リーム色が菫色を際立たせる美
花。本年春の初花での選別。
分け株無しオリジナル株

BSサイズ 税込 ¥22,000

Den. helix
デンドロビウム ヘリックス

ニューギニア原産、スパチュ
ラータ系大型種。霞色のリップ
と、蝋質で茶～黄色が目立つペ
タルが綺麗。
株高90cm、１株限定

BSサイズ 税込 ¥19,800

Den. paplio
デンドロビウム パピリオ

フィリピン原産、細長いバルブ
に、その名の通り白い蝶のよう
な大輪を咲かせる原種。水を好
み、低温には強い種。
在庫少数

１作サイズ 税込 ¥4,400

Den. polyanthum
‘210307’
デンドロビウム ポリアンサム ‘210307’

生育旺盛な強健種。当園オリジ
ナル実生からの選別。花弁ふく
よかでリップの広い範囲に繊細
な脈が入る特徴的な個体。
１株限定

BSサイズ 税込 ¥13,200

Den. polyanthum
‘210313’
デンドロビウム ポリアンサム‘210313’

左と同じく当園オリジナル実生
からの選別。大きく開くリップ
はやや透明感のあるクリーム色
になる。
１株限定

BSサイズ 税込 ¥11,000

Rlc. Duh’s White 
‘Peppa Pig’
リンコレリオカトレヤ デューズ・
ホワイト ‘ペッパ・ピグ’
(Rl. digbyana × Rlc. Mount Hood)

フリンジリップとピンクが濃く
出た台湾の人気ブリーダー作出
のメリクロン。

BSサイズ 税込 ¥6,600

Den. shearmanii
デンドロビウム シェアルマンニー

ニューギニア原産、
Diplocaulobium系の一種で、比
較的低地に自生する小型種。玉
ねぎ型のバルブから松葉のよう
な細い葉を出し、花は２センチ
ほど。春咲。在庫少数

BSサイズ 税込 ¥3,300

Den. transparens
デンドロビウム トランスパレンス

インド～中国などを原産。やや
細めのノビル系といった感じの
株姿。落葉後、１節に２～３輪
程着花。リップ奥以外に花弁先
端も薄桃色となる可憐な花が特
徴。

BSサイズ 税込 ¥4,950

Den. Flamingo Gardens
‘210404’
デンドロビウム フラミンゴ・ガーデンズ
‘210404’

生育旺盛、スパチュラータ系の
最新交配。濃い桃色で１輪のサ
イズもある選別個体。
分け株無しオリジナル株

BSサイズ 税込 ¥16,500

Den. Lai’s Angel
デンドロビウム ライズエンジェル
(sanderae × Silver Bells)

最近人気上昇中のフォーモサナ
系交配種。実生はリップの色彩
に差があったが、今回は選別個
体のメリクロン。大株づくりに
好適。

BSサイズ 税込 ¥5,500

Den. (AndreéMillar ×
BuranaStripe) ‘Kawamoto #1’
（アンドレ・ミラー ×ブラナ・ス
トライプ） ‘カワモト #1’

デンファレ系とラトーリア系の
交配。濃色のストライプが美し
く目立つ選別個体。１花茎に７
～１０輪程つけて見事。
１株限定

BSサイズ 税込 ¥22,000

Paph. bellatulum
(album strain)
パフィオペディルム ベラチュラム，
アルバム系
(fma. album ‘Yashima’ × self)

bellatulumの特徴でもある斑点
が入らないアルバム個体のセル
フ実生。写真は’Yashima’

(6.0) LS約9cm 税込 ¥9,900

Paph. fairrieanum
パフィオペディルム フェイリアナム
(‘Red Reflection SM/JGP × ‘St.Elmo’sFire’)

近年盛んな交配で色、サイズと
もに進化している本種。SM受
賞花の’Red Reflection’（写真）
を使った実生。

BSサイズ 税込 ¥6,600

Paph. lowii(album strain)
パフィオペディルム ローウィー，
アルバム系

ボルネオ原産の多輪性のやや大
型種。通常、リップが茶褐色、
ペタルには斑点が入り先端が桃
紫色となるが本品は写真のよう
なアルバム個体のセルフ実生。

(6.0) LS約14-15cm 税込 ¥5,500



Phrag. besseae
(flavum strain)
フラグミペディウム ベッセ，フラバム系

(fma. flavum × self)

通常種は朱色だが、花全体が鮮
やかな黄色となるflavumタイプ
のセルフ実生。
販売数2株

(6.0) LS13cm程 税込 ¥9,900

Phrag. Glen Decker
フラグミペディウム グレン・デッカー
(Jason Fischer ‘Yashima’ HCC/JOS x 
kovachii ‘Yashima’)

濃色花の咲きだしている
besseaeやkovachiiの血を濃く受
け継ぐ交配国内実生。写真は兄
弟株開花例。
販売数３株

１作サイズ 税込 ¥7,700

Phal. tetraspis ‘Green’
ファレノプシス テトラスピス
‘グリーン’

スマトラ島原産、色彩バラエ
ティに富んだ一種より、花弁先
端が鮮やかなライムグリーンに
なる個体のメリクロン。花弁肉
厚で持ちも良い。

BSサイズ 税込 ¥5,500

Phal. tetraspis ‘MCSF-1’
ファレノプシス テトラスピス
‘MCFS-1’

一見同種とは思えない特異な濃
淡のある茶色の棒状斑点が花弁
全体に入る、いわゆるspeciosa
とされているタイプに近い個体
のメリクロン。

BSサイズ 税込 ¥5,500

Phal. tetraspis ‘Yong Blue’
ファレノプシス テトラスピス
‘ヤン・ブルー’

左の‘MCFS-1’同様、棒状斑点が
花弁全体に入るが、こちらはセ
ルレアに近いカスミ色の花とな
るタイプ。１つの花茎から次々
と咲き続ける。

BSサイズ 税込 ¥5,500

Phal. Little One
ファレノプシス リトル・ワン
(hygrochila × japonica)

ナゴランを使った人気交配種。
株はナゴランに似た小型で。
hygrochilaの斑点を全体に受け
継ぐ花が多い。実生未開花。写
真は開花例。

(7.5) 税込 ¥3,300

V. tessellata
バンダ テッセラータ

インド～中国原産、独特の灰褐
色の花弁にブルーのリップ、グ
レープのようと例えられる香り
が人気の原種。最近少ない通常
種のシブリング実生。

BSサイズ 税込 ¥5,500

Phal. lindenii
ファレノプシス リンデニー

フィリピン原産の原種胡蝶蘭の
シブリング実生。リップの発色
やペタルに時折入るストライプ
などの個体差や、葉の白銀色の
大理石模様も面白い一種。下垂
するため板付けも良い。

BSサイズ 税込 ¥5,500

V. vietnamica
バンダ ベトナミカ

鮮やかな黄緑の花弁と先端が白
く、奥行きある立体的なリップ
が可憐な小型のバンダ原種。輪
数にも期待が持てる株高20cm
程の良株。
在庫少数

BSサイズ 税込 ¥5,500

V. Kapoho
バンダ カポホ
(lamellata × tricolor)

珍しいバンダの原種同士を使っ
た交配。花弁全体に褐色濃く、
リップは優しい桃色。花弁の反
りが少ないのが特徴の個体。不
定期咲き。芳香あり。
１株限定

BSサイズ 税込 ¥11,000

V. {(PrapothomGold ×
sanderiana) ×Padre 
Juan’s Angel Wings}
バンダ 未登録交配

大輪系バンダ最新交配種メリク
ロン。珍しい鮮やかなピンクの
良型花で、セパルの頬紅のよう
な差し色が綺麗。

BSサイズ 税込 ¥7,700

Aerangis fuscata
エランギス フスカタ

マダガスカル原産、葉はやや光
沢があり濃緑～錆色、４センチ
程の花は淡い橙茶色を帯びる色
彩で距は長い小型種

BSサイズ木付 税込 ¥7,700

Aeranthes ramosa
エランテス ラモサ

マダガスカル、葉の間から花径
が細長く伸び。節々と先端に６
センチ前後の抹茶色の花を１～
２輪咲かせる。リーフスパン５
０センチ弱、コルク付けの良株、
花芽付き（花芽なし鉢植え株もございます）
販売数１株

BS大サイズ 税込 ¥16,500

Angraecum linearifolium
アングレカム リネアリフォリウム

マダガスカル原産。松葉のよう
な細い葉を交互に伸ばし、花は
葉の付け根から。リップ白、他
は茶～オレンジ色を帯びる造形
も面白い花。
在庫僅少

BSサイズ 税込 ¥9,900

Angraecum praestans
アングレカム プレスタンス

マダガスカル原産。Vandaのよ
うに左右に厚い葉が展開する中
型種。株元から伸びる花茎に花
径１０センチ程の花を５～１０
輪着花。薄黄緑に彩る花弁も美
しい。
在庫僅少

BSサイズ木付 税込 ¥13,200

Calanthe madagascariensis
カランセ マダガスカリエンシス

その名の通りマダガスカル原産
のカランセ。常緑性の本属中最
小種で距の長い紫菫色の花を１
０輪以上。桃紫～青紫色の花色
は個体差あり。

BSサイズ 税込 ¥6,600



Dendrolirium ornatum
デンドロリリウム オルナタム

元Eria ornata。タイ～マレーシ
ア原産。花径は株元から直上に
伸び、やや地味な花よりも鮮や
かな夕焼け色に紅葉する苞の部
分が目を惹く。葉も綺麗なオレ
ンジになる個体。
販売数２株

BSサイズ 税込 ¥8,800

Gastrorchis payrotii
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。
在庫僅少

BSサイズ 税込 ¥13,200

Holcoglossum amesianum
ホルコグロッサム アメシアナム

ベトナム、ラオスなどを原産と
するバンダ近縁種。細く肉厚な
葉の間から斜上する花径に５～
６センチほどのリップの桃色が
目立つ花を２０輪程。花持ち良
く、芳香ある美花。

BSサイズ 税込 ¥7,700

Leptotes bicolor ‘Tokyo’
HCC/AJOS
レプトテス ビカラー ‘トウキョウ’

ブラジル～パラグアイ原産。多
肉質な葉と鮮やかなリップが特
徴の人気強健種。小輪ながら抱
え込みの少ない開花が特徴の入
賞個体。オリジナル株

BSサイズ 税込 ¥5,500

Lycaste virginalis
リカステ バージナリス
6466 (‘Ohyama No.1’ ×’Ohyama No.2’)

元Lycaste skinneri。中米原産、
リカステの代表的原種。薄桃色
のグラデーションが綺麗な良型
花の当園オリジナルのシブリン
グ実生。
初売り

(6.0) 税込 ¥3,300

Maxillaria spilotantha
マキシラリア スピロタンサ

ベネズエラなどを原産。一見デ
ンドロのような細い葉を交互に
つけるバルブから２センチ程度
の可憐な花を咲かせる。花持ち
良く、寒さにも強い強健種。

BSサイズ 税込 ¥3,300

×Papilisia taiwaniana
パピリシア タイワニアナ
(Lsa. megasepala ×Ple. teres)

元Ple. taiwanianaで、現在KEW
ではLuisiaとの自然属間交雑と
されている。バルブ、葉ともに
棒状で、茶褐色に黄色のスジが
特徴的なリップの花をつける

NBSサイズ 税込 ¥5,500

Gomesa Moon Shadow 
‘Tigertail’ BM/JOGA
ゴメサ ムーン・シャドウ
‘タイガーテイル’

オンシジュームらしい鮮明な
リップの濃黄色と非常に濃い黒
褐色のコントラストが良い人気
強健種。入賞個体メリクロン。

BSサイズ 税込 ¥3,300

Pinalia obesa
ピナリア オベサ

タイ原産、親指ほどの大きさの
バルブの節々から斜上する花径
に１～２センチほどの可憐な花
を多数。１輪は小さいがボール
状に開花すると株が見えないほ
どに花で溢れる。

NBSサイズ 税込 ¥3,850

Sobennikoffiahumbertiana
ソベニコフィア フンバーティアナ

マダガスカル原産。Angraecum
近縁属で、強健。花茎は３０セ
ンチ以上伸び、５センチ程度の
可憐な白花を多数咲かせる。
リップ喉奥の黄緑も鮮やか。
在庫僅少

BSサイズ 税込 ¥11,000

Stanhopea oculata
スタンホペア オキュラタ

メキシコ～コロンビア。ペタル、
セパルの斑点が特徴的な原種。
花茎は下垂し、１０センチ強の
花を５～８輪程。爽やかな芳香
あり。バスケットなどに植えて
大株にしたい一種。強健。

BSサイズ 税込 ¥6,600

Stenosarcos Vanguard 
‘Fireball’ JC/AOS
ステノサーコス バンガード
‘ファイアーボール’

南米の地生蘭の交配種。４０セ
ンチほど真っ直ぐ伸ばす花茎に
真っ赤な花。斑が入ったような
葉も面白い。在庫僅少

BSサイズ 税込 ¥8,800

Thecopus maingayi
テコパス メインガイ

インドシナ～マレーシアを原産
とするシンビ近縁属。小型で、
やや幅広の葉を持つバルブの根
元から花茎は２０センチほど伸
び、芥子色～抹茶色の花を１０
輪以上。

BSサイズ 税込 ¥3,850

Thunia alba var. alba
ツニア アルバ，アルバ

(=marshalliana) 東南アジア原産、
春からタケノコのようなバルブ
が伸び、夏には先端にインパク
トのある大輪を咲かせる。冬は
落葉し完全な休眠期となる。全
体の白に黄橙のリップがきれい。

BSサイズ 税込 ¥4,400

Thunia Cosmo-Brymer
‘Blue Lip’
ツニア コスモブライマー
‘ブルー・リップ’
(alba × brymeriana)

本交配唯一の発色となったリッ
プを縁取る青菫色が特徴の選別
個体。リップ中央の黄脈も綺麗。
オリジナル株

BSサイズ 税込 ¥5,500

Tolumnia guianensis
トルムニア ギアネンシス

イスパニョーラ島原産、極小型
オンシジューム近縁種。剣葉タ
イプの小型株より４０センチ以
上伸び、花茎の先に三弁花のよ
うな変わった花を１０輪以上。
輸入植付後約１か月

木付BSサイズ 税込 ¥5,500


