2021 年 3 月リスト
Cattleya Alliance Species

カトレヤ系原種

C. brevipedunculata ブレビペデュンキュラタ ･･･････････････････････････････････
1

(US) ブラジル、coccinea 近縁の小型種、独特の赤色が特徴、良個体同士の
シブリング実生苗、写真は参考、在庫僅少

C. intermedia ‘R0005’ インターメディア‘R0005’･････････････････････････････････
2

(BS) 16,500

(FD) ティポタイプ優良花、全体にむらのない桃色が強く出た色彩良い可憐
美花、初花での選別につき今後にも期待、分け株なしのオリジナル株、販売
数1株

C. intermedia fma. aquinii ‘R0014’ インターメディア，アクイニー‘R0014’････････
6

(BS) 11,000

(FD) ティポタイプ良型花、色彩良くリップが大きく見栄えのする花、分け
株なしのオリジナル株、販売数 1 株

C. intermedia ‘R0059’ インターメディア‘R0059’･････････････････････････････････
5

(BS) 13,200

(FD) ティポタイプ良型花、花弁幅広でバランスの良い淡ピンク系の可憐な
色彩、分け株なしのオリジナル株、販売数 1 株

C. intermedia ‘R0047’ インターメディア‘R0047’･････････････････････････････････
4

(BS) 11,000

(FD) ティポタイプ大輪花、基部に彩る桃色とリップの色彩に特徴あり、分
け株なしのオリジナル株、販売数 1 株

C. intermedia ‘R0045’ インターメディア‘R0045’･････････････････････････････････
3

(NBS) 4,950

(FD) アクイニータイプの選別個体、花弁のクサビがはっきり入りリップも
濃色な良型花、分け株なしのオリジナル株、販売数 1 株

1

(BS) 22,000

C. intermedia fma. aquinii-coerulea ‘R0007’
インターメディア，アクイニーセルレア‘R0007’･････････････････････････････････
7 (FD) アクイニーセルレアタイプの選別個体、花弁特に幅広でクサビもはっ
きり入る trilabelo 気味の大輪系花、分け株なしのオリジナル株、販売数 1 株

(BS) 22,000

C. intermedia fma. aquinii-vinicolor ‘Vino Amerata’
8

インターメディア， アクイニービニカラー‘ビノ アメラタ’･･････････････････････
(FD) アクイニービニカラータイプ色彩良い優秀花、クッキリと濃色なクサ
ビ模様入り、5 輪程度着花するブラジル選別個体、オリジナル株、販売数 1
株

C. intermedia fma. coerulea ‘Kibou’
9

インターメディア，セルレア‘キボウ’････････
(FD) 特異なセルレアタイプの選別個体、写真では表現し難い墨青色ともい
える変わった色彩、リップ濃色、オリジナル株、販売数 1 株

C. intermedia fma. marginata ‘R0001’
10

インターメディア，マルギナタ‘R0001’･････
(FD) マルギナタタイプの選別個体、リップが極めて目立つ大輪系花、分け
株なしのオリジナル株、販売数 1 株

(BS) 19,800

(BS) 27,500

(BS) 13,200

C. intermedia fma. orlata-venosa ‘R0001’ インターメディア，オルラタベノサ‘R0001’ (BS) 11,000
11

(FD) オルラタタイプの選別個体、リップ濃色で目立ち、全体に桃色が強く
周囲が筋状にわずかに venosa 状となる美花、分け株なしのオリジナル株、
販売数 1 株

C. intermedia fma. punctata ‘R0003’ インターメディア，プンクタタ‘R0003’･･････
12

(BS) 11,000

(FD) 少ないながらもセパル、ペタルに桃色の細点がまばらに入る、リップ
はややオルラタ状になる良型美花、分け株なしのオリジナル株、販売数 1 株

C. purpurata, flamea strain

パープラタ，フラメア系 ･･････････････････････････････
(7.5) 3,300
13 (‘Best in Sao Paulo’ x ‘Mike’s Magic’) (US) 人気堪えぬ初夏咲
きの原種、ブラジルの選別で、ほぼベタに入るフラメアが濃
い個体と、全体にも色濃い個体の最新シブリング実生、写真
は両親
(シース付) 7,700
C. purpurata, roxo-violeta strain パープラタ、ロショビオレタ系 ･･････････････
14 (‘Sancha’ x self) (US) 紫菫色系のリップが素晴らしい大輪良型花のセルフ実
生、花弁幅のある良花を期待、写真はセルフ親、在庫少数

C. purpurata, striata strain
15

パープラタ，ストリアタ系 ････････････････････････････
(‘K-1949’ x ‘5810-29’) (US) こちらはストライプが密に入るタ
イプのストリアタ系良型花と濃色花のシブリング実生、写真
は両親
2

(7.5) 3,300

Cattleya Alliance Hybrids

カトレヤ類交配種

C. Aloha Case, semi-alba ‘Hsinying’ SM/OIOS
アロハ ケース，セミアルバ ‘シンイン’･････････････････････････････････････････
16 (C. Mini Purple x C. walkeriana) (MC) ミディタイプの貴重なセミアルバタイプ
花、リップの色彩の良さは抜群、昨年の沖縄国際洋蘭博覧会で 2 輪の開花にて外
務大臣賞を受賞したことでもその実力は証明済み、主に冬咲

C. C. G. Roebling ‘Blue Indigo’ AM/AJOS,BM/JOGA
C. G. レブリング‘ブルー インディゴ’････････････････････････････････････････
17 (C. gaskelliana x C. purpurata) (FD) ブルー系大型種の最高人気種、やや原種
の趣を残し秋～春にかけやや不定期に開花、しばしば年 2 回、花もちも抜群、お
おきくゆったりと咲く様はオリジナル株ならでは、オリジナル株、販売数 1 株

Rlc. Cosmo-Corona ‘K-4’ コスモ コロナ‘K-4’･･････････････････････････････････

(BS) 5,500

(NBS) 16,500

(BS) 13,200

18 (C. loddigesii x Rlc. Pamela Hetherington) (FD) loddigesii の桃色が綺麗に表
れた美花、リップ喉の黄色がアクセント、大輪良型、冬～春咲、オリジナル株、販売
数1株

C. Cosmo-Queen Vista ‘K-2’ コスモ クイーン ビスタ‘K-2’･･････････････････････

(BS) 11,000

19 (C. Cosmo-Vista x C. Cosmo-Queen) (FD) 上品な色彩の中輪良型ミディタイプ
花、幅広弁でオーバーラップ、冬咲、オリジナル株、販売数 1 株

Rlc. Duh’s Creation ‘Peach’ デューズ クリエーション‘ピーチ’･･･････････････････

(BS) 6,600

20 (Rlc. Haw Yuan Gold x Rlc. Duh’s Fantasy) (MC) 色彩特徴のある橙赤色、コ
ンパクトな株に大輪系の目立つ花を 3 輪つける、あまり類を見ない特異な色
彩の美花、花もち良好、冬～春咲、在庫僅少

Rlc. Fire Phoenix ‘Koyama’ ファイアー フェニックス‘コヤマ’･･･････････････････

(BS) 38,500

21 (Rlc. Success Dream x Rlc. Princess Kumiko) (FD) 花弁に入るフラメア調の
色彩に特徴があり素晴らしい、リップも濃色で黄芽がくっきりとした美花、
大輪極良型、貴重、オリジナル株、販売数 1 株

Ryc. Intelligent ‘K-1’ インテリジェント‘K-1’････････････････････････････････････

(BS) 16,500

22 (L. anceps x Rlc. Goldenzelle) (FD) 極単黄色に弁先桃紅色を帯びリップ目
立つ色彩ではっきりした黄目入り、花茎はやや長く丈夫で花径 13-14cm の良
型花を 2-3 輪、主に冬咲、オリジナル株、販売数 1 株

Rby. Pam Stars ‘201018’ パム スターズ‘201018’･･･････････････････････････････
23 (B. Little Stars x Rlc. Pamela Hetherington) (FD) nodosa 系小輪多花性種と極
大輪パステルピンク花の交配、比較的桃色味が強くリップの色彩が良い良個
体、主に冬咲、オリジナル株、販売数 1 株

3

(BS) 8,800

Rchg. Paprika ‘201018’ パプリカ ‘201018’･･･････････････････････････････････････
24

(L. anceps x Rth. Coral Gold) (FD) やや長茎の中輪花、覆輪状に濃色を彩る
特徴ある色彩、リップは極濃紫紅色、秋咲、オリジナル株、販売数 1 株

Rlc. Pauwela Charm ‘K-1’ パウウェラ チャーム‘K-1’･･････････････････････
25

(NBS) 5,500

(Rlc. Yen Corona x Epi. peperomia) (FD) カトレヤ系交配種中最も小型種の一
つで株高数センチ、世界らん展にてもトロフィー賞受賞、不定期咲、オリジナル
株、在庫僅少

Rlc. Purple Dream ‘Valley Isle’ パープル ドリーム ‘バレー アイル’････････････････
29

(BS) 11,000

(C. jongheana x C. praestans) (FD) 抜群に展開良くフラットに咲く小型種、
草姿に比して大輪で目立つ美花、色彩花形共に優れた良個体、冬咲、分け株
なしのオリジナル株、販売数 1 株

Rdn. Pixie Valley ‘Piccolina’ BM/JGP ピキシー バレー‘ピッコリーナ’･･･････････
28

(1 作) 4,400

(Rby. Haiku Dawn x Rlc. Toshie Aoki) (MC) リップの粗い点が特徴の趣ある
黄色系中大輪花、主に秋～冬咲

C. Petitfleur ‘210211’ プティフルール‘210211’･･････････････････････････････････
27

(BS) 19,800

(Rlc. Sun Spots x C. amethystoglossa) (FD) amethystoglossa をより良型に
したような美花、くっきりとした点とリップの濃紫桃色が目立つ、香り良い
中輪花、冬咲、オリジナル株、販売数 1 株

Rby. Pauwela Dawn ‘Tiger Butter’ AM/AOS パウエラ ドーン‘タイガー バター’････
26

(BS) 11,000

(BS) 13,200

(Rlc. Bryce Canyon x Rlc. Fort Watson) (FD) 特異な色彩の素晴らしさが際
立つ大輪系花、リップ大きく黄色を彩る、花色が花形を補っても余りある美
花、秋～冬咲、オリジナル株、販売数 1 株

Lc. Roeblingceps ‘201018’ レブリングセプス‘201018’･･･････････････････････････

(BS) 16,500

30 (C. C. G. Roebling x L. anceps) (FD) やや長茎に 4-5 輪のセルレア系中輪花
をつける、リップの濃青菫色が際立つ美花、秋咲、分け株なしのオリジナル
株、販売数 1 株

Lc. Seaside Parasol ‘K-9’ シーサイド パラソル‘K-9’･･･････････････････････････

(BS) 16,500

31 (Lc. Cosmo-Horeps x C. intermedia) (FD) やや長茎、本交配としては色彩豊
かな幅広弁花、花弁のクサビ模様とリップの濃さが特徴、冬咲、オリジナル
株、販売数 1 株

Rlc. Shonan Gold ‘200818’ ショウナン ゴールド‘200818’･･･････････････････････
32 (Rlc. Golden Harbor x Rlc. Goldenzelle) (FD) 鮮レモンイエローの色彩が素
晴らしいミディタイプ花、完全にオーバーラップする幅広弁丸形良型花で展
開も素晴らしい、不定期咲、分け株なしのオリジナル株、販売数 1 株

4

(BS) 22,000

Chz. Shyugetsu ‘210205’ シュウゲツ‘210205’･････････････････････････････････

(BS) 8,800

33 (Bsn. Maikai x Rlc. Creation) (FD) 本交配中では極濃色、リップにはやや大
きな濃色の点がはっきりと入る、冬～春咲、オリジナル株、販売数 1 株

Chz. Shyugetsu ‘210129’ シュウゲツ‘210129’･･････････････････････････････････

(BS) 8,800

34 (Bsn. Maikai x Rlc. Creation) (FD) 本交配中では幅広弁良型、リップも大き
くやや粗い濃色の点が入る、濃色、冬咲、オリジナル株、販売数 1 株

C. Stephen Jewel ‘210204’ ステファン ジュエル‘210204’･･････････････････････

(BS) 22,000

35 (C. Stephen Oliver Fouraker x C. Hawaiian Jewel) (FD) 極美しいピンク系大
輪花、ペタルほぼオーバーラップ、リップの黄目が目立ち迫力あり、冬咲、
分け株なしのオリジナル株、販売数 1 株

C. Walkerinter ‘K-471’ ワルケリンター‘K-471’･････････････････････････････････

(BS) 8,800

36 (C. walkeriana x C. intermedia) (FD) aquinii-coerulea タイプの選別個体、ブ
ルー系のクサビ模様がくっきりと美しいミディタイプ良型花、強健、主に冬
咲、オリジナル株、販売数 1 株

Unflowered seedlings of Cattleya Alliance

カトレヤ類実生未開花株

Rlc. Cosmo-Peony コスモ ピオニー ･････････････････････････････････････････････

(BS) 4,950

37 (Rlc. Pamela Finney ‘All Victory’ BM/JOGA x Rlc. Owen Holmes ‘Mendenhall’
SM/JOGA) (US) ラベンダー系巨大輪花と特異な赤色系整形花の交配、独特で濃
厚な色彩の良花が咲き始めている、秋～冬咲、写真は開花例

Rby. Pam Stars パム スターズ ･･････････････････････････････････････････････････

(BS) 3,300

38 (B. Little Stars ‘31’ x Rlc. Pamela Hetherington ‘Coronation’ FCC/AOS)
(US) ノドサタイプの多花性種とパステルピンク系極大輪花の交配、秋～冬
咲、写真は開花例

Rlc. Taira-Machi Daybreak タイラマチ デイブレイク ･････････････････････････････

(BS) 4,950

39 (Rlc. Rose Whisper ‘Suisei’ SM/JOGA x Rlc. Goldenzelle ‘Lemon
Chiffon’ AM/AOS) (US) ラベンダー系巨大輪花と濃黄色系大輪花の交
配、秋～冬咲、写真は両親

Bc. Katherine H. Chatham ‘Alexandra’ SM/JOGA
x C. Shellie Compton ‘Touch of Class’ BM/JOGA
キャサリン H. チャザム‘アレキサンドラ’ x シェリー コンプトン‘タッチ オブ クラス’
40 (US) 大輪系花同様のボリュームに人気のノドサ系交配の魅力的な
リップをもつ素晴らしい花が咲き始めている、主に冬咲、写真は開花
例

Rlc. Pamela Hetherington ‘Coronation’ FCC/AOS
x Rlc. Goldenzelle ‘Lemon Chiffon’ AM/AOS
パメラ ヘザリントン‘コロネイション’ x ゴールデンゼル‘レモン シフォン’･････
41 (US) パステルピンク系巨大輪有名種と濃黄色系大輪花の交配、主に冬
咲、写真は両親

5

(BS) 4,950

(BS) 4,950

Other Major Genera

カトレヤ系以外の大属

Den. antennatum アンテナタム ････････････････････････････････････････････

(NBS) 3,300

42 オーストラリア、ニューギニア、その名の通りアンテナを上部に伸ばしている
Spatulata 系の小型美花、在庫僅少

Den. discolor var. broomfieldii ディスカラー，ブルームフィールディー ･･････････

(1 作) 11,000

43 (US) オーストラリア、ニューギニアの Spatulata 系やや大型種、カールした花形
が面白く色彩の変異も大きい本種なのかでも鮮黄色系の極美しいタイプの実生、7
～8cm の花を数十輪、写真は開花例、販売数 2 株

Den. farmeri ‘210206’ ファーメリ‘210206’･････････････････････････････････････

(BS) 11,000

44 (FD) シブリング実生からの選別個体、桃色覆輪になり花径 5cm を超える大輪花、冬
～春咲、オリジナル株、販売数 1 株

Den. farmeri ‘K-2344’ ファーメリ‘K-2344’････････････････････････････････････････ (BS) 16,500
45 (FD) タイ産の草姿小柄なタイプのシブリング実生からの選別個体、花径はやや小ぶ
りなるも桃色覆輪が美しく極丸形花、花付き良好、冬～春咲、オリジナル株、販売数
2株

Den. farmeri ‘K-2347’ ファーメリ‘K-2347’････････････････････････････････････････ (BS) 13,200
46 (FD) タイ産の草姿小柄なタイプのシブリング実生からの選別個体、桃色覆輪が濃色
で美しく極丸形大輪花、冬～春咲、オリジナル株、販売数 2 株

Den. friedericksianum ‘Lisa’ フリーデリックシアナム‘リサ’･････････････････

(BS 良株) 8,800

47 (FD) タイ、マレーシア、4-5cm のロウ質で艶のある花をバルブの節々に 2-4 輪ずつ
多数花をつける、黒目の入らない全花黄色の美花、山本デンドロビューム園秘蔵の良
個体、冬～春咲、オリジナル株、在庫僅少

Den. lineale ‘Sien’ BM/JOGA リネアレ ‘シーン’･････････････････････････････････

(BS) 37,800

48 (FD) ニューギニア、バルブしっかりと大きくなり上部の節より多くの花茎
を出す、青味のある淡紫色系の花を 1 茎に 20～30 輪、花径 4.5cm 位、冬
～春咲き、オリジナル株、販売数 1 株

Den. polyanthum (= primulinum) ‘210221’ ポリアンサム‘210221’･････････････････
49 (FD) ベトナムタイプの実生からの選別個体、黄目クッキリと大きく入り目立つ花、
花並び良く密につける選別個体、オリジナル株、販売数 1 株
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(BS) 16,500

Den. polyanthum (= primulinum) ‘210301’ ポリアンサム‘210301’･････････････････

(BS) 11,000

50 (FD) インドタイプの白色リップ花とベトナムタイプの黄目リップ花の実生からの色
彩良い選別個体、オリジナル株、販売数 1 株

Den. signatum (= hildebrandtii) ‘Yamamoto 97’

シグナタム‘ヤマモト 97’･･････････
51 (FD) タイ、ミャンマー、様々な色彩変異のある本種中の優良個体、山本デンドロビ
ューム園にて実生選別されたもの、花径 5cm 程度の可憐美花、有香、オリジナル株、
在庫僅少

Den. victoriae-reginae

ビクトリアレギネ ･･･････････････････････････････････････
52 (FD) フィリピンの高地、青味の強い紫色で色彩良い人気種、比較的基部まで青紫色
となり花径 5cm を超える良個体、嫌暑性あり、オリジナル株、在庫僅少

Den. Chanthaboon Sunrise ‘C.B.’

チャンタブーン サンライズ ‘C.B.’ ･･･････････
53 (lamyaiae x freidericksianum) (MC) 目立つ色彩の橙色花にリップ赤褐色脈がほぼベタ
状、草姿に比し大輪の花を節々に咲かせ見事

Den. Fire Wings ‘K-32’

ファイアー ウィングス‘K-32’･･････････
54 (Big Alex x Silver Wings) (FD) Latouria 系 3 種と bigibbum の交配、花
サイズ大きく桃紫色の大輪花を 5～8 輪、本交配中でもペタルの色彩
濃色な選別良個体の良株、オリジナル株、販売数 1 株

(BS) 6,600

(BS) 13,200

(BS) 3,850

(約 20 バルブ BS 良株) 49,500

Den. Hawaii Stripes ‘K-1’ ハワイ ストライプス‘K-1’･････････････････････････････ (BS) 16,500
55 (Roy Tokunaga x Nida) (FD) Latouria 系 交 配 種 で 人 気 の Roy Tokunaga に
Phalaenopsis 系濃色花を交配し厚肉で花もち極良好、色彩極めて目立つ良型花、デン
ファレとは一味違います、オリジナル株、販売数 1 株

Den. Hawaii Stripes ‘K-2’ ハワイ ストライプス‘K-2’･････････････････････････････ (BS) 16,500
56 (Roy Tokunaga x Nida) (FD) Latouria 系 交 配 種 で 人 気 の Roy Tokunaga に
Phalaenopsis 系濃色花を交配し厚肉で花もち極良好、色彩極めて上品な大輪整形花、
デンファレとは一味違います、オリジナル株、販売数 1 株
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Den. Rosy Cluster ‘Pink Shower’ SM/JOGA
ロージー クラスター‘ピンク シャワー’･･･････････････････････････････････････
57 (amabile x farmeri) (FD) 下垂性房咲きタイプの大型種、雄大な花房に 40 輪前
後をつける、全体にピンクの色彩がよく乗った SM 受賞個体、オリジナル株、
販売数 1 株

(BS) 27,500

Den. Tzeng-Wen Jewel ‘200323’ ツェンウェン ジュエル‘200323’･･･････････････

(BS) 16,500

58 (polyanthum x Jan Orinstein) (FD) polyanthum と aphyllum の交配
により株は長く下垂して多数花をつける、リップに桃色脈が鮮明に
浮き出る美しい個体、オリジナル株、販売数 1 株

Den. (Andree Millar x Burana Stripe) ‘Kawamoto #1’
(アンドレ ミラー x ブラナ ストライプ)‘カワモト #1’･･････････････････････････
59 (FD) Latouria 系と Phalaenopsis 系の有名交配種同士の新交配、濃
色のストライプが極めて美しく目立つ花、1 茎に 7～10 輪つける厚
肉花、デンファレとは一味違います、オリジナル株、販売数 1 株

(BS) 22,000

Den. (Stephen Batchelor x Nida) ‘0009’
(ステフェン バチェロー x ニダ)‘0009’･･･････････････････････････････････････
60 (FD) Latouria 系と Phalaenopsis 系のストライプ花の最新交配からの選別個体、本
交配中でも特に淡いストライプが美しい特徴ある可憐花、大輪、デンファレとは一
味違います、オリジナル株、販売数 1 株

(BS) 22,000

Paph. bellatulum

ベラチュラム ････････････････････････････････････････････････
61 (US) ストロベリータイプ、セミアルバムタイプなどとも言われる、点の色彩に特
徴がある花が開花している実生、確率は？、写真は開花例、在庫少数

(BS) 11,000

Paph. fairrieanum フェイリアナム ･･･････････････････････････････････････････････

(NBS) 7,700

62 (‘Red Reflection’ SM/JGP x ‘St. Elmo’s Fire’) (US) Orchid Zone 社選別の SM 受賞花
を使用したシブリング実生、写真は ‘Red Reflection’

V. Pure’s Wax ‘Blue PCH No.1’ ピュアーズ ワックス‘ブルー PCH No.1’･･････････
63 (Doctor Anek x Kasem’s Delight) (MC) 濃青紫系の良型花、上咢片と花弁は紫色点、
下咢片は紫色がベタ状になる、在庫少数
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(BS) 6,600

Other Genera

その他の属

Aerangis (= Microterangis hildebrandtii) hildebrandtii
エランギス ヒルデブランディー ･･･････････････････････････････････････
64 アフリカ、橙色系の極小輪花を長く伸びる花茎に数十輪、強健で生育旺盛、芳香有
る春咲種

(花芽 3-4 本付) 2,200

Aerides houlletiana fma. alba エリデス ホウレティアナ，アルバ ･････････････････

(NBS) 5,500

65 (MC) タイ、ベトナムなど、Vanda の近縁、通常は橙色系にリップ桃色となるが、
本個体はその変種で緑黄色にリップ白色、小さな株で先始めるが、株ができると
30cm 程度の花茎に 20-30 輪、有香

Angraecum germinianum ‘White’ アングレカム ジャーミニアナム‘ホワイト’･････

(BS) 4,400

66 (FD) マダガスカル、距が長い純白色花をいくつも咲かせる、強健で生育旺盛、株
立ちになりやすく大株仕立てに好適、冬～春咲、オリジナル株

Arpophyllum giganteum subsp. medium

(BS) 5,500

Bulbophyllum saltatorium

(BS) 4,400

アーポフィラム，メディウム ･････････････
67 中米、紫紅色の小花をヒヤシンスのようにつける、giganteum よりも草姿小柄で花
はややまばらだが濃色、強健、主に夏咲き

バルボフィラム サルタトリウム ･････････････････････････
68 アフリカ広域、花径 2cm 程度で桃色リップの欠刻が可憐で美しい小型種

Catasetum gnomus ‘Jumbo’ カタセタム グノマス‘ジャンボ’ ･････････････････

(1 作) 5,500

69 (MC) ペルー、しっかりしたバルブの基部より花茎を出し、6cm 前後の黒褐色
花を 10 輪以上、基部に緑黄色を彩りアクセントとなる、存在感ある強健種

Catasetum × wendlingeri

(BS) 5,500

Catasetum Gerhard Leiste カタセタム ゲルハルド ライステ ･･････････････････････

(BS) 5,500

カタセタム ウェンドリンゲリ ････････････････････････････
70 (MC) ギアナ、ベネズエラ、pileatum と planiceps の自然交雑種、鮮緑黄色美花、
希少

71 (pileatum x Jumbo Pearl) (MC) 濃褐色リップ丸形に黄色を彩りよい色彩となって
いる、8cm 程度のとても目立つ中輪丸形花を 1 茎に 10 輪前後、比較的花もちも良
い
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Catasetum Pileabrosum Green ‘Green Bat’
カタセタム ピレアブロサム グリーン‘グリーン バット’････････････････････････
72 (tenebrosum x pileatum) (MC) すっきりした色彩の緑色中輪花を 1 花茎に 10 輪く
らいまで、リップ基部の黄色がアクセントとなり美しい花

Catasetum (Dentigrianum x tigrinum) ‘K-1’
カタセタム (デンティグリアナム x ティグリナム)‘K-1’･････････････････････････
73 (FD) 小型 Catasetum の点花同士の実生からの選別良個体、セパル、ペタル一面に
小豆色の細点入り、リップ乳白色、花茎下垂して 10 輪前後、株分けしていないオ
リジナル株、販売数 1 株

Chiloschista lunifera キロスキスタ ルニフェラ ･･･････････････････････････

(BS) 4,400

(BS) 13,200

(小振りな BS) 4,950

74 タイ、強健な無葉蘭、ほぼ全花茶褐色系の 1cm 位の小花を 20cm 位下垂する花茎
に 20 輪以上、弱香あり、春咲、在庫少数

Cyrtorchis praetermissa

シルトルキス プレターミッサ ･････････････････････････
75 アフリカ広域、Angraecum の近縁、2cm 程度の純白色花を半下垂する花茎に
整然と 10 輪以上、芳香あり、在庫僅少

(1-2 作) 5,500

Encyclia bracteata

(BS) 3,300

Jumellea fragrans

(BS) 7,700

エンシクリア ブラクテアタ ･･･････････････････････････････････
76 ブラジル、本属中の最小種の一つ、セパル、ペタル緑色に黒褐色点少し、リップ美
しい桃紫色、花径 2.5cm 程度の可憐美花、花もち良好、在庫僅少

ジュメレア フレグランス ･････････････････････････････････････
77 レユニオン、モーリシャス、Angraecum の近縁、花径 7-8cm の純白色花を 1 花ず
つ、有香、強健で生育良好、在庫僅少

Lycaste Alan Saltzman ‘Takatsu’ リカステ アラン サルツマン‘タカツ’･････････

(BS) 16,500

78 (Island of Vulcorn x Shoalhaven) (FD) 深みのある濃赤色大輪花、大輪系交配の比
較的初期のものながら独特の良さがある、オリジナル株、販売数 1 株

Lycaste Auburn ‘Ditchling’ AM/RHS, SM/JOGA
リカステ オーバーン‘ディッチリング’････････････････････････････････････････
79 (Balliae x Sunrise) (MC) 一世を風靡した Auburn シリーズの最高峰、その色彩には
特筆すべきものがある、今では貴重となった有名個体、販売数 1 株
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(BS) 16,500

Maxillaria sanguinea ‘Mercedes Maria Rabago’
マキシラリア サンギネア‘メルセデス マリア ラバゴ’･･･････････････････････････
80 ニカラグア、茶褐色、リップ大きく白色に濃紫赤色の可憐花を株元から多数咲
かせる、大株作りに好適、冬～春咲、オリジナル株

Miltonia spectabilis ‘K-114’ ミルトニア スペクタビリス‘K-114’････････････････

(BS) 3,300

(花芽付) 3,300

81 (FD) ブラジル、本種中では匍匐茎が短くまとまって成長する選別個体、花も良型
で生育旺盛、初夏咲、オリジナル株

Mormodia Barnabas Collins ‘K-2’ モルモディア バルナバス コリンズ‘K-2’･････

(BS) 11,000

82 (Cl. Grace Dunn x Morm. topoyaensis) (FD) Clowesia タイプで下垂性房咲、Grace
Dunn を展開良くやや大輪にした感じの艶のある茶褐色系小輪花を 10 輪以上、株
分けしていないオリジナル株、販売数 1 株

Mormodia (Cl. Grace Dunn x Morm. hookeri ) ‘K-4’
モルモディア (グレース ダン x フーケリ)‘K-4’･･･････････････････････････････
83 (FD) 半下垂性房咲、5cm 程度の艶のある厚弁花、やや特殊なレンガ色の色彩がと
ても良い、強芳香あり、株分けしていないオリジナル株、販売数 1 株

(BS) 13,200

Oncidium cheirophorum, selected

(BS) 8,800

Polystachya rosea

(BS) 5,500

Prosthechea vitellina

(BS) 5,500

オンシディウム ケイロフォラム，選別個体 ･･･
84 (FD) メキシコ～コロンビア、本属中の小型可憐種、鮮レモンイエローの丸形小輪
花を 20cm 程度伸びる花茎に多数、実生を繰り返し選別した本種中の大輪良型個
体、オリジナル株、販売数 2 株

ポリスタキア ロゼア ･･･････････････････････････････････････
小柄な株の頂部から花茎を直立し 1.5cm 程度の淡ピンク可憐花を 5
85 マダガスカル、
～10 花、希少、在庫少数

プロステケア ビテリナ ･･･････････････････････････････････
86 (‘Orange Star’ SM/JOGA x self) (FD) メキシコ、バルブ頂部から花茎を直立し通常
は 4cm 前後で極めて美しい橙色花、リップ小さく黄色、株ができると枝打ちして
30 輪くらいつける、親に使用した ‘Orange Star’ は花径 5cm を超え、昨年 SM に
昇格した弁幅の広い優良個体、
親以上の良花も期待できる実生で作り込んだ数年後
が楽しみ、写真は ‘Orange Star’

Rhipidoglossum millari (= Diaphananthe millari) リピドグロッサム ミラリ ･････････
87 (US) 南アフリカ、angraecm の近縁の小型種、1.5cm 程度の白色小輪花を株
元から 15 輪前後、柱頭の緑色が美しい、販売数 2 株
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(1-2 作) 6,600

Rodriguezia decora ロドリゲジア デコラ ････････････････････････････････････････

(BS) 2,750

88 ブラジル、Oncidium 近縁の小型種、花茎弓型に伸ばし 3～4cm の可憐花を整
然と並べる、リップ大きくハート型で白色、セパル、ペタルに小豆色斑、強健
で生育旺盛、花もち良好

Sarcochilus Sherlock ‘Stardust’ サーコキラス シャーロック‘スターダスト’･････

(BS) 5,500

89 (Pinkie x hartmannii) (MC) 胡蝶蘭やバンダなどの近縁、極淡ピンク地に基部
桃赤色の斑が同心円状に入る可憐花、花上がり良い小型種、1 茎に 10～15
輪つける春咲花

Sarcochilus Top Shelf ‘K-1’ サーコキラス トップ シェルフ‘K-1’･･･････････････

(BS) 22,000

90 (Bessie x Burgundy Bubbles) (FD) 胡蝶蘭やバンダなどの近縁、オーストラリアか
らの輸入苗からの選別個体、極濃赤色に白色斑入りの目立つ花、極丸形で本属中で
も大輪、1 茎に 15～20 輪つける春咲花、オリジナル株、販売数 2 株

Sudamerlycaste costata

スダメルリカステ コスタタ ･･･････････････････････････
91 エクアドル、ペルー、本属中の中型種、花茎 30～40cm 直立し幅 4-5cm の縦長花
をつける、色彩特異な強健種、在庫少数

(BS) 7,700

Sudamerlycaste linguella スダメルリカステ リンゲラ ･･････････････････････････

(BS) 6,600

92 エクアドル、ペルー、本属中の中型種、アップルグリーンの花径 7-8cm の中輪花
を 1 茎 1 花ずつで多数つける、在庫少数

Trichocentrum (tigrinum x albococineum)
トリコセントラム（ティグリナム x アルボコクシネウム）･････････････････････
93 (MC) Oncidium の近縁、堅葉系小型種の珍しい交配種、草姿に比し大輪の花を咲か
せる、リップの白色が目立ち花もち良好、パインボードやコルク栽培が好適

(木付 BS) 3,850

マダガスカルの蘭 入荷予定のお知らせ
新型コロナウィルスの影響による移動制限により、世界各方面からの蘭の輸入が難しい状況が続いておりますが、
この度マダガスカルからの輸入に見通しが立ち、3 月下旬頃の入荷を期待しているところです。
今回入荷予定の蘭は下記のようなものですので、ご興味をお持ちの方のご連絡をお待ち申し上げます。
株のサイズ、価格等は入荷後の確認となりますのでご了承ください。
Aerangis fuscata,

Aerangis modesta,

Angraecum linearifolium,
Angraecum teretifolium,
Bulbophyllum hamelini,

Aeranthes ramosa,

Angraecum oblongifolium,
Angraecum urschianum,

Bublbophylum occultum,

Cryptopus paniculatus,

Angraecum arachnites,

Angraecum popowii,

Angraecum viguieri,

Bulbophyllum occlusum,

Cynorchis gibbosa,

Cynorchis flexuosa,

Angraecum coutrixii

Angraecum praestans,

Beclardia macrostachya,
Calanthe madagascariensis,
Erasanthe henrici,

Eulophia plantaginea, Gastrorchis peyrotii, Microcoelia aphylla, Microcoelia gilpinae,
Microcoelia macrantha,

Neobathiea grandidieriana,
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Neobathiea perrieri,

Oeonia rosea など

以降、P14～P21 は、
インターメディアと春の蘭 展示会 2021 への
協賛 4 社からの事前販売品リストです。
P1～P12 の国際園芸 3 月リストと一緒にご利用ください。

協賛出店社分のご予約有効期限：令和 3 年 3 月 28 日（日）


ご予約、ご注文は、電話、郵送、Fax、e-mail、など、全て国際園芸㈱宛にお願いいたします。



リスト内の説明やサイズ表記は、各出店者の表記方法を使用しています。不揃いな点はご容赦
ください。



掲載品に関する詳細なご質問は、出品者に直接お問い合わせいただくことも可能です。



イベント当日に会場にてお買い上げいただけますが、数量限定品もございますので、事前にご
予約いただくことをお勧めいたします。



会期中のご来場がかなわないお客様は、通信販売をご利用いただくことも可能です。
＊ 国際園芸㈱分 No.1～No.93 以外の商品を含むご注文は、基本的に 3 月 28 日以降の
発送となります。ご予約後、発送までにお時間をいただきますがご了承ください。



本リストの協賛 4 社分のご注文は 3 月 28 日（日）15:00 で締め切らせていただきます。
（国際園芸分 [ No.1～No.93 ] に関しましては、締切期限設定はございません。）



ご予約・ご注文に関しご不明な点がございましたら国際園芸㈱宛にお問い合わせください。
(Tel : 0463-95-2237 Fax : 0463-93-5053 e-mail : orchids@kokusaiengei.com)

本リストは下記のような構成となっています
P 1～P12
P14～P15
P16～P17
P18～P19
P20～P21
P22～P28

商品番号

1～ 93
101～121
201～221
301～321
401～421
資材関係

国際園芸㈱
3 月リスト
仙台洋ラン園
協賛リスト
大垣園芸
〃
ナーセリーイデ
〃
オーキッドバレーミウラ
〃
国際園芸㈱
3 月リスト

13

No. 101～121 仙台洋ラン園

お問い合わせ専用 Tel. 090-3981-7101

Bulb. fascinator fma. semi-album Selected ファスシネーター セミアルバム 選別品
101

同種には珍しいセミアルバム個体の選別品。
開花は不定期で、年に数回開花する。
板付きの大株で、１０バルブ程度のしっかりした株です。限定１株。
２０バルブ程度の大株もあります。(¥8,800) 限定１株。

C. cinnabarina ‘Gon’ シンナバリナ ‛ゴン’ ････････････････････････････････････
102

インターメディア オルラタ フラメア ‛ショウイ′ (NBS) 19,800

インターメディア オルラタ フラメア ‛ゴン′････

(BS) 22,000

SM/JOGA (OG)４寸素焼き鉢
入賞個体のオリジナル分け株。輪数も多く着花し、ペタルもしっかりと展開す
る個体。５バルブ、株高４０㎝。限定１株。

C. intermedia fma. aquinii-coerulea ‘Gon5931’
インターメディア アクイニー セルレア‛ゴン 5931′････････････････････････････
106

(NBS) 66,000

SM/JOGA (OG) ３.５寸素焼き鉢
当園入賞花のオリジナル分け株です。株姿も太くしっかりと育ち、栽培しやすい個体。
４バルブ、株高２０ｃｍ。限定１株。

C. intermedia fma. orlata-flamea ‘Gon’
105

インターメディア オルラタ フラメア ‛リュウホ′

SSM/JOGA (OG) ３寸素焼き鉢
当園入賞花のオリジナル分け株です。ペタルも丸弁で、輪数も多く咲きます。栽培し
やすい個体。４バルブ、株高１６㎝。限定１株。

C. intermedia fma. orlata-flamea ‘Shoui’
104

(BS) 19,800

SM/JGP (OG) ３寸素焼き鉢
入賞個体のオリジナル分け株。ペタルの展開もよく、花色も濃色の大輪花。
５バルブ、株高２８㎝。限定 2 株。

C. intermedia fma. orlata-flamea ‘Ryuho’
103

(BS) 4,400

(BS) 55,000

SSM/JOGA (OG)３.５寸素焼き鉢
入賞個体のオリジナル分け株。アクイニー セルレアタイプではしっかりと展開
し、濃色でコントラストも鮮やか。３バルブ、株高１２㎝。限定１株。

C. intermedia fma. orlata ‘Sendai’ インターメディア オルラタ ‘センダイ’･･･････
SM/JOGA (OG)４寸素焼き鉢
当園入賞花のオリジナル分け株です。何よりも丈夫な個体で、作りこむと輪数も
４～５輪咲きます。ろう質な花弁で、花もちもよい。５バルブ、株高３５㎝。
限定１株。
C. schofieldiana Selected ショフィールディアナ 選別品････････････････････････
108 ４.５寸平鉢 (Red Castle×self)から出た選別品。
同種は緑色～赤茶色まで花色にばらつきがあるが、しっかりスポットも入り、
花色もはっきりした個体。花弁も厚く、花も大きい。６バルブ、株高５０㎝。
限定１株。
C. trianae ‘Mary Fennel’ トリアネ‘マリー フェネル’･･････････････････････････
109 AM/AOS (OG) ４寸素焼き鉢
入賞個体のオリジナル分け株。若干、弁先にクサビが入り、ふっくらとした花形の
有名個体。４バルブ、株高３０㎝。

(BS) 19,800

107

C. Cornelia (Coerulea) ‘Shizu’ コーネリア（セルレア）‘シズ’･･････････････････
110

SM/JOGA (OG) (labiata×pumila) ４寸素焼き鉢
入賞個体のオリジナル分け株。あまりない中大輪系のセルレアタイプの花を咲かせる
美花。５バルブ、株高２４㎝のしっかりとした株です。
14

(BS) 8,800

(BS) 8,800

(BS) 13,200

C. Mini Song ‘Sendai’ ミニ ソング‘センダイ’････････････････････････････････
111

(Mini Purple×Mari’s Song)４寸素焼き鉢
当園の実生苗から選別した優良個体。小型のしっかりとしたバルブに、濃色の
花を咲かせる。５バルブ、株高２０㎝。

C. Orbiter ‘Sendai’ オービター‘センダイ’･････････････････････････････････････
112

(BS) 8,800

ベトナム産の原種で、１～２月の蘭展時期に開花します。今回は板付きで、トップの数
が５芽以上のしっかりと作りこんだ株を販売します。株高５０㎝程度で、たくさんの花茎
をつけるので、大変見ごたえがあります。

V. Tere Camacho バンダ テレ カマチョ･････････････････････････････････････････
121

(BS) 3,300

(‘Chie’ SM/JOGA×‘Gon’) ２寸素焼き鉢
当園オリジナル入賞個体の珍しいグリーン系のビカラーと、４倍体の個体を使った
実生苗。既にグリーン系の花が咲いてきています！１０バルブ程度。初売り。

V. christensoniana バンダ クリステンソニアナ･････････････････････････････････
120

(BS) 5,500

（griffithianum×densiflorum） ４寸
両親の良いとこどりをした個体のメリクロン株。花もちも下垂性の原種と比べると長く、
花房も多くつきやすい。１０バルブ程度の良株で、株高３５㎝程度。

Leptotes bicolor (Green strain) レプトーテス ビカラー（グリーン系）･･････････
119

(BS) 3,300

板付き。平らなバルブに可愛らしい花を咲かせる種。
１０バルブ以上の良株で、株高は１５㎝程度。秋～冬咲き。

Den. Jairak Griffith ジャイラック グリフィス･･･････････････････････････････････
118

(BS) 19,800

CHM/JOGA (OG) ３.５寸素焼き鉢
当園入賞花のオリジナル分け株です。これまで純白に色が抜ける個体は他に
ありません！１０バルブ、株高４０㎝のしっかりとした株です。限定１株。

Den. ypsilon イプシロン･･･････････････････････････････････････････････････････
117

(BS) 2,750

ミャンマー原産。２.５寸素焼き鉢
細くスリムな株の先端に不定期に花を咲かせる美花。寒さや乾燥にも強く、
栽培しやすい。

Den. tortile fma. album ‘Chie’ トーティル アルバム‘チエ’････････････････････
116

(BS) 4,400

これまでのタイ産やインド産のデンシフロラムとは違ったリップ等の特徴があり、
開花時期も少し早い。

Den. sanguinolentum サンギノレンタム････････････････････････････････････････
115

(BS) 5,500

初夏咲きの落葉種。
タイ産のベンソニエよりも株高で、着花数も多い。５バルブ、株高３０㎝程度。
２.５寸素焼き鉢。

Den. densiflorum (From Myanmer) デンシフロラム（ミャンマー産）････････････
114

(BS) 11,000

BM/JOGA (OG) (coccinea×cerunua) ３寸平鉢
当園入賞花のオリジナル分け株です。小型の株に、セルヌアのように沢山の花
を咲かせる。芽吹きもよく増えやすい。６バルブ、株高６㎝。限定１株。

Den. bensoniae (From Myanmer) ベンソニエ（ミャンマー産）･････････････････
113

(BS) 11,000

(Sagarik Gold×curvifolia) 板付き
濃い赤色の花を咲かせる最新交配で、小型で乾燥に強く栽培しやすい。
年に数回開花しする。芽数の多いしっかりとした株です。
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(BS) 3,300

No.201～221 大垣園芸

お問い合わせ専用

Tel. 0584-89-3028

C. guttata fma. albina ‘Green Monster’ x verde ‘Paraiso’ グッタタ グリーン系･･･
201

グリーン地に淡い点跡残るアルビナに、グリーンに濃色点花’パライソ’を交配し
た、多花性人気原種の最新実生。草丈 10cm 前後、3 作開花サイズ。
販売数 10 株

C. intermedia fma. coerulea (selected) インターメディア セルレア選別株･･･････
202

(BS) 27,500

(fma. aquinii ‘Sakura Fancy’ x fma. orlata ‘No.1’) 実生から選別したフラメア優秀個
体、BM/JOGA 入賞花。花径１２ｃｍと大きく、スプラッシュも綺麗に入る。
オリジナル株 販売数 1 株

C. maxima fma. s/a ‘Zebra Stripe’ マキシマ セミアルバ ‘ゼブラストライプ’･･････
205

(2 号) 2,200

桜色コンカラーのフラメア美花に、淡いピンクのリップの優秀花’クルト’を実生。や
はり春咲きの淡いピンク花は日本人の心を揺さぶります。草丈 10cm 前後、2 作開
花サイズ。販売数 10 株

C. intermedia fma. flamea ‘Rosen Ritter’ インターメディア ‘ローゼン リッター’･
204

(BS) 11,000

(fma.aquinii-coerulea ‘Dark Miki’x coerulea ‘Esperansa’) 当園で開花確認した、花の
展開が良い濃色セルレア個体。ペタルにまで灰色っぽい紫色を彩る、近年流行りの
新しいブルー色彩。オリジナル株・個体名はご自由に。販売数 2 株

C. intermedia concolor-flamea ‘Cherry Chip’ x delicate ‘Kurt’ インターメディア
203

(2 号) 2,200

(NBS)22,000

花弁に赤い筋が走りまくる綺麗なセミアルバです。名花‘La Pedrena’の実生からの選
別個体。スジスジでビビビっと来ます。リード 3 バルブ、1 作開花サイズ。
オリジナル株 販売数 1 株

C. percivaliana fma. pincelada ‘Gnomos’ パーシバリアナ ﾋﾟﾝｾﾗｰﾀﾞ‘グノモス’････ (NBS) 16,500
206

ペタル先に赤いピンが入るパーシバリアナ優秀花、ブラジルのグノモス蘭園が園名
を冠した個体。3.5 号鉢で 3 バルブ、1 作開花サイズ。オリジナル株
販売数 1 株

C. purpurata fma. aco ‘Schusteriana’ x self パープラタ シュステリアナ x ｾﾙﾌ･･･
207

迫力ある大輪の白弁紫リップの名花中の名花‘シュステリアナ’のセルフ実生。親は花
も株も大柄で展示会でも目立つ個体です。草丈 15cm 前後、3 作開花サイズ。
販売数 10 株

C. purpurata fma. carnea ‘Lady Godiva’HCC/AOS x ‘Yamato’ ﾊﾟｰﾌﾟﾗﾀ ｶｰﾈｱ実生･
208

(2 号) 2,200

リップ鮮やかな濃ピンクに染まる大人気のロショ-ビスポ名花に、花弁広いフラメア
をクロス。これは美味しそうな実生苗です。草丈 10cm 前後、3 作開花サイズ。
販売数 10 株

C. purpurata fma. russeliana ‘Delicata’ x carnea ‘Scarlet’ ﾊﾟｰﾌﾟﾗﾀ ｶｰﾈｱ実生･
210

(NBS) 5,500

パープラタで誰もが惚れる、朱肉色のリップが美しいカーネア。アメリカの入賞花を親
にした限定実生。当園保存用に残してあった成長の良い厳選未開花株を大放出。5
号鉢・草丈 40cm 前後、ほぼ開花サイズ。
販売数 4 株

C. purpurata fma. roxo-bispo ‘St.George’ x flamea (Select)ﾊﾟｰﾌﾟﾗﾀ ﾛｼｮﾋﾞｽﾎﾟ実生
209

(2 号) 2,200

白弁で淡いピンクのデリカータに、当園自慢の大輪濃色リップのカーネア美花‘スカ
ーレット’を交配。小柄な個体×大柄な個体。草丈 10cm 前後、3 作開花サイズ。
販売数 10 株
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(2 号) 2,200

C. trianae fma. coerulescens ‘Armonia’ トリアネ セルレッセンス ‘アルモニア’･･
211

アメシアナのような淡いピンク紫のリップが、白い花弁に映えます。株は細めです
が花はパワフルでペタル幅も広い優秀個体。3.5 号鉢に 3 バルブ、1 作開花サイズ。
オリジナル株 販売数 2 株

C. trianae fma. flamea ‘Gilda’ トリアネ フラメア ‘ギルダ’･･･････････････････････
212

(2 号) 2,200

(Penny Kuroda ‘Spot’s’ x aclandiae) ペニークロダの子はピンクやクサビなど面白
い花が咲きますが、クサビ多輪性にタイガー模様のアクランディを交配。どう遺伝
するのか楽しみです。 草丈 10cm 前後、3 作開花サイズ。販売数 10 株

Stan. saccata スタンホペア サッカタ･･･････････････････････････････････････････
221

(3.5 号) 4,400

(Melody Fair ‘Summer King’ x Mishima Luster ‘Blumen Insel’) 夏咲きラベンダーに
芳香性の濃色ワインレッド花を交配。写真は開花例。グリーンやパステルピンクも
咲いてますが、どれも香りが良いです。草丈 30cm 前後、1 作開花サイズ。
販売数 5 株

C. Orglade’s Palette (= Penny Kuroda x aclandiae)オーグレイズ パレット 実生･･
220

(3.5 号) 3,300

(Melody Fair ‘Summer King’ x guttata tri-labelo ‘Veltinho’) 真夏に咲くラベンダー
大輪に多花性点花の交配。良いか悪いか個体差が激しそうですが、誰も持ってない
自分だけの花が咲きます。草丈 30cm 前後、1 作開花サイズ。販売数 10 株

C. Melody Fair x Mishima Luster メロディ フェア x ミシマ ラスター 実生･･････
219

(2 号) 2,200

(Love Knot x guttata tri-labelo ‘Veltinho’) 小型のミニカトレアに派手な花弁を持つ
多花性点花を交配。どんな花が咲くか全く想像が付きません。草丈 15cm 前後、1 作
開花サイズ。販売数 10 株

C. Melody Fair x guttata tri-labelo メロディフェア x グッタタ 実生････････････
218

(2 号) 2,200

(Eximia x maxima fma. rubra ‘Voldemort’) パープラタとワーネリの子にマキシマを
交配、しかも濃紫紅色ルブラ名花‘ヴォルデモート’で新しい交配種の夜明け。これ絶
対に面白い奴やん。草丈 10cm 前後、3 作開花サイズ。販売数 10 株

C. Love Knot x guttata tri-labelo ラブ ノット x グッタタ 実生･･････････････････
217

(2 号) 2,200

(trianae concolor ‘Akemi-T’ x schroederae ‘Fabiano Extra’) 1902 年登録の品種。花
型シャープでスッとした香りのトリアネに、ふわっとした花型で甘い香りがプンプ
ン漂うシュロデレを再実生。草丈 10cm 前後、3 作開花サイズ。販売数 10 株

C. Eximia x maxima fma. rubra エキシミア x マキシマ ルブラ 実生･････････････
216

(3.5 号) 2,750

(Black Jack ‘Universal’ x lueddemanniana semi-alba ‘Cerro Verde’) グッタタ系の小
柄な点花多花性に、白赤スプラッシュのルデマニアナを交配。面白い花が咲き始め
ました。写真は兄弟株からの開花例。草丈 25cm 前後、1 作開花サイズ。
販売数 10 株

C. Cappei (1902) = (trianae x schroederae) カッペイ コンカラー系実生･･････････
215

(NBS)11,000

名花‘オーキッドグレード’のセルフから生まれたワルケの白花美花。AM/AOS 入
賞花。2～3 バルブですが開花サイズです。オリジナル株
販売数 2 株

C. Black Jack x lueddemanniana ブラックジャック x ルデマニアナ 実生･･･････
214

(NBS) 22,000

ペタル先に爪のような赤いフラメア入ります。コロンビアの自生地由来株。3.5 号
鉢、やや小ぶりなリード 3 バルブ＋2 バックバルブ。オリジナル株
販売数 1 株

C. walkeriana fma. alba ‘Perfect Charm’ ワルケリアナ ‘パーフェクト チャーム’
213

(NBS) 19,800

比較的小柄な株姿に、鶏卵のような蕾をぶら下げ 10cm 程の大きな花を咲かせ
る。花は夏咲きで、とにかく水が大好き。耐寒性あり。30 年ほど前に入手した
株の分け株、3 号鉢にバルブ 3-4 個の開花サイズ。販売数 10 株
17

(BS) 3,300

No.301～321 ナーセリーイデ

お問い合わせ専用

Tel: 090-8868-9757

Den.Maroon Star`Cavalier’ BM/JGP2018 (OG)
301 (Den.Star of Riverdene x Den.tetragonum)
2018 年世界らん展日本大賞にてレッドリボン受賞。
1 バック、1 リード

11,000

Den. Maroon Star`Cavalier’ BM/JGP2018 (OG)
302 (Den.Star of Riverdene x Den.tetragonum)
2018 年世界らん展日本大賞にてレッドリボン受賞。
良株。限定 1 株

55,000

Den.Shining Pink シャイニング ピンク
303 (Farmeri-Thyrsiflorum x farmeri) 当園オリジナル交配種。
濃色大輪花が咲いています。カリスタ系としては花持ちが良く 3 週間以上咲い
ていた個体もありました。大株 限定 2 株
Den.smilliae fma album `The Giant’(OG)
304 アルバム個体分け株。大輪良花。限定 1 株

（BS）8,800

(BS)88,000

Chysis Langleyensis`Pink Fantasy’(OG)
305 限定 1 株。3 バルブ
(bractescens x Chelsonii )
美花。

55,000

Den.Rosy Custer
306 (Den.bronckartii`Super Nova’BM/JOGA
x Den.farmeri `Pink Panther’)
濃色大輪花の期待ができる交配。

3 号 3,300

Phal.schileriana
307 葉の模様もきれいなコチョウラン原種。限定 5 株

(BS)3,300

x

Den. Pandala‘Shining Fuji’SM/JOGA（OG)
308 オリジナル分け株。
1 月～2 月に綺麗な花を咲かせます。限定 1 株

Den.parishii fma semi-album (MC)
309 セミアルバ個体 メリクロン苗 限定 5 株

33,000

(BS)2,200

Paph.Yang-Ji Diamond
310 (Prince Edward of York x anitum)
国内実生。良花咲いています。

9,900
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Bulb.purpurascens
311 針金のような花茎を伸ばし、薄レモン色の美しい花を円盤状に多数付ける。
限定 2 株。

(2.5 号)5,500

Den.Flossie McGilligan`Sanaru’BM/JOGA(MC)
312

(BS)5,500

(williamsianum x atroviolaceum)
花もちの良い薄青紫色の花を数輪咲かせます。

Den. polyanthum ( primulinum ) fma.album x self ポリアンサム アルバム セルフ
313 ポリアンサム アルバムのセルフ苗。白色~淡い桃色が咲いています。
2.5 号開花サイズ。

Den.bensoniae（MC）
314 花は径 5～6cm、白色で、唇弁の中央部は橙黄色で栗色の目が 2 個入ります。
限定 3 株。

Den. peguanum fma.album ‛Chie' CHM/JOGA. ペグアナム アルバム ‛チエ' （OG）
315 花期 冬・花命 2 ケ月・草丈 1cm ・自生地 ﾀｲ 超小形種で丸く小さなﾊﾞﾙﾌﾞの頂
点から花茎を伸ばし長く咲き続けます。限定 2 株

Den.leucocyanum `Blue Fantasy’CBR/JOGA(OG)
316 2 号 小型デンドロビューム オリジナル分け株。限定 2 株。

Den.nobile fma carnea `Hama Arima’(OG)
317 有名個体 'F. Arima' と同時期に選抜された個体オリジナル分け株。
限定 1 株 2 号鉢 2 バルブ 開花サイズ
Vandopsis lissochiloides fma alba x self
318 バンダ系原種の珍しいアルバ変種の実生品です。
限定２株

Bulbophyllum dichromum
319 限定 1 株。
黄弁、濃色赤リップ。
2 バルブ、1 リード。

（BS）11,000

（BS）6,600

(2 号)8,800

8,800

(BS)16,500

（6 号）5,500

16,500

Angcm.leonis
320 マダガスカル原産の代表的アングレカム.
花が咲くと夜に良い香りがします。

(BS)2,750

Lpt.bicolor`Jun’
321 多肉質の葉を持つカトレア近縁属の原種。
栽培は容易。ヘゴやコルクつけ栽培でもよく育ちます。

(BS)2,750
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No.401～421 オーキッドバレーミウラ

お問い合わせ専用 Tel. & Fax 046-888-2885

C. intermedia × sib. インターメディア シブリング ･････････････････････････････
401 ( fma. concolor × fma. orlata ) ブラジルの最新シブリング実生。花写真は両
親個体。どんな感じになるのか、咲いてのお楽しみ。
販売数 限定 3 株

(1 作) 5,500

Epc. Freedom Valley ( select 301 ) フリーダム バレー 大輪セレクト ･･･････････････
402 ( C. Hsinying Pub × Epi. calanthum ) 高円宮妃牌を受賞した類を見ない多
花性エピカトレア。花径 7.0 ㎝の大輪セミアルバ選抜個体。オリジナル株
販売数 1 株
実生苗もあります。( BS ¥4,400- )

(BS) 22,000

Rlc. Crown Princess Masako ( white select ) クラウン プリンセス マサコ ･････････
403 ( Rlc. Tickled Pink × C. Old Whitey ) 主に冬～春咲きの大輪白色花。国産品
種ですが、今では希少で入手困難。花撮影時の花径は 15 ㎝。オリジナル株
販売数 1 株

(BS) 27,500

Rlc. ( Kuwale Gem × Country Road ) ( select 1207 ) ････････････････････････････
404 ( クワレ ジェム × カントリー ロード ) 当園オリジナル実生。大輪セミア
ルバ系スプラッシュと白大輪での最新交配。鮮やかなリップが美しい初花個体。
花径 12 ㎝。ペタルは淡桃色で香りも有り。主に冬咲き。オリジナル株
販売数 1 株
Rlc. ( Kuwale Gem × Country Road ) ( select 1208 ) ････････････････････････････
405 ( クワレ ジェム × カントリー ロード ) セミアルバ系の初花で花径 16 ㎝。
数株咲いた兄弟の中では最も大輪の個体で、弁先に色が入ります。香り有り。
分け株のない 1 点もの。オリジナル株
販売数 1 株
Rlc. ( Kuwale Gem × Country Road ) ( select 1208-2 ) ･･････････････････････････
406 ( クワレ ジェム × カントリー ロード ) セミアルバで花径 13 ㎝。リップ
は存在感あり、初花ですので今後が楽しみな個体。1 点もの。オリジナル株
販売数 1 株
実生苗もあります。( BS ¥4,400- )

(BS) 11,000

C. Hina Shirotae ‘ Wataboshi ’ ( OG ) ヒナ シロタエ ‘ ワタボウシ ’ ･････････････
407 ( walkeriana × José Martí ) 世界らん展のフレグランス部門でトロフィー賞
を受賞した白花個体。洋蘭部門ではグランプリだったキョーグチに次いで 2 位。
スッキリした上品な香り。オリジナル分け株
販売数 1 株
C. The Inception ‘Spring Wing’ SM / JOGA ジ インセプション ‘スプリング ウィング’
408 ( Mini Purple × Imperial Wings ) 濃色リップの美しい当園実生からの入賞花。
20 ㎝程のコンパクトな株高の割に、花が大きいのも魅力的。花径 12～13 ㎝。不定期
でも咲きますが、主に冬咲き。オリジナル分け株
販売数 1 株
Chz. Miura Otome ( select 1209 ) ミウラ オトメ ･････････････････････････････････
409 ( Bsn. Maikai × Rlc. Mount Hood ) 当園オリジナル。淡桃色の美しい初花。
花径 13 ㎝。マイカイの子で丈夫ですので、初心者にもおすすめ。オリジナル株
販売数 1 株 実生苗もあります。( BS ¥3,300- )
Cycnodes Taiwan Black Pearl ( select 1228 ) タイワン ブラック パール ･････････
410 ( Cyc. Mass Confusion × Cycnodes Taiwan Yellow Diamond ) シクノチェス
系の最新品種。花径 14 ㎝の極大輪グリーン芳香花と赤花の芳香個体での交配。
香りも良い厚弁大輪のセレクト品。分け株なし。オリジナル株
販売数 1 株
実生苗もあります。( 1 作 ¥ 4,400- )
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(BS) 16,500

(BS) 11,000

(1 作) 16,500

(BS) 22,000

(BS) 8,800

(BS) 13,200

Clo. Diane Drisch ( select 1191 ) ダイアン ドリッシュ ･･･････････････････････････
411 ( Cl. Grace Dunn ' Live Oak ' HCC / AOS × Ctsm. tigrinum )
リップのフリルも美しいピンク系の可愛らしいタケノコ系品種。撮影時の花径
は 4.3 ㎝。ジンジャー系の香り有り。分け株なしの丸ごと販売。オリジナル株
販売数 1 株
Den. Yukidaruma ( select 224 ) ユキダルマ セレクト ････････････････････････････
412 ( Shiranami × Pinocchio ) ノビル系の古い品種ですが、メリクロン変異個体
同士の実生から生まれた、セパルもリップ化した最新個体。オリジナル株
販売数 1 株
似た個体のセルフ実生苗もあります。( BS ¥2,750- )

(BS) 19,800

Sarcochilus Kulnura One サーコキラス クルヌラ ワン ( 実生 ) ･････････････････
413 ( Bonanza × Sweetheart ) 梅の花に似た美しい花を多数咲かせるサーコキ
ラスのピンク系交配。写真は開花例で、丸く可愛らしい初花が咲いています。
販売数 2 株

(BS) 4,400

Bletilla ( Brigantes × striata ) ‘Coerulean Splash’ ( OG ) ‘セルレアン スプラッシュ’
414 ( ブリガンテス × ストリアータ ) まるでカトレアのようにも見える、ペタ
ルがリップ化したトリラベロ系のシラン交配種。美しいセルレアの選抜個体。
もちろん寒さにも強くて丈夫。オリジナル分け株、販売数 1 株

(BS) 11,000

Bletilla ( Brigantes × striata ) ( select 24 OG ) ( ブリガンテス × ストリアータ )
415 ペタルがリップ化したトリラベロ系のシラン交配種。実生から選抜したコント
ラストも良い濃色の美しい個体。オリジナル分け株
販売数 1 株
実生苗もあります。( BS ¥3,300- )

(BS) 16,500

Epi. Candy Valley ‘ Sakura Ball ’ SSM / JOGA キャンディー バレー ‘サクラ ボール’
416 ( Peach Valley × Sakura Valley ) 美しいピンク色の最高峰個体。桃色系交配
の貴重な親株。株が出来ると写真のようにボール状ではなく、通常の倍くらい
の輪数が咲き、房状になるので大変見事。高得点入賞花のオリジナル分け株
販売数 1 株
Epi. Candy Valley ‘ 丸 ’ キャンディー バレー ‘ マル ’ ･･････････････････････････
417 ( Peach Valley × Sakura Valley ) 上記の兄弟。写真は満作時ではありません
が、大きなボール状で迫力あり存在感抜群。丸弁のハイレベルな個体。
オリジナル分け株 販売数 1 株
未選別苗もあります。( BS ¥3,850- )

(BS) 88,000

Epi. ( World Valley × Paradise Valley ) ( select 415-13 ) ･････････････････････････
418 ( ワールド バレー × パラダイス バレー ) 最新交配のフラットに咲く初花
セレクト。花径 4.2cm の大輪花。1 点もので個体名の命名権付。オリジナル株
販売数 1 株

(BS) 11,000

Epi. ( Cherry Valley × Rabbit Valley ) ( select 316-1 ) ･･･････････････････････････
419 ( チェリーバレー × ラビットバレー ) 白色弁のリップに模様が入るセミア
ルバ系セレクト個体。撮影時の花径は初花で 3.3cm。1 点もの。オリジナル株
販売数 1 株

(BS) 27,500

Epi. Wonder Valley ( select 417-11 ) ワンダー バレー ････････････････････････････
420 ( Twinkle Valley × Fantasy Valley ) グラデーションの美しいセレクト個体。
撮影時の花径は初花で 3.4cm。1 点もの。オリジナル株
販売数 1 株

(BS) 11,000

Epi. Liqueur Valley ( select 324-13 ) リキュール バレー ･･････････････････････････
421 ( Cocktail Valley × Bright Valley ) 目を引く鮮やかな色彩の最新品種セレク
ト個体。撮影時の花径は初花で 3.3cm～。オリジナル株
販売数 1 株
未選抜苗もあります。( BS ¥ 3,300- )

(BS) 16,500
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(BS) 8,800

(BS) 66,000

洋 蘭 栽 培 用 資 材 ・ 器 材
◆ 植 込 材 料
輸入乾燥上質水苔
ニュージーランド産の最上級品質(AAAA 以上)のもののみを取り扱っております。

ミニパック
小袋
中袋
大袋
★特上大袋

(約 150g 5A 国内にて選別袋詰め) …….……………¥1,100
(約 500g 入 5A 国内にて選別袋詰め) ……………...¥3,300
(約 1kg 入 5A 国内にて選別袋詰め) ………………¥6,050
(約 3kg 入 4A ニュージーランドにて選別袋詰め) ..¥13,200
(約 3kg 入 5A ニュージーランドにて選別袋詰め) …¥15,400

アイデアルミックス
ラン専用の理想のコンポストを追求して開発した、趣味家向け当社オリジナル
特製配合コンポスト。主な材料：日向土、ゼオフィール、バーク、木炭など
ミックス 1 号 大粒 (5 ㍑入) .......................................................¥1,200

用途：カトレヤ類中株以上、ファレノプシス、シンビディウム、バンダなど。
ミックス 2 号 小粒 (5 ㍑入) ……………………………………….¥1,500
用途：パフィオペディラム、ミルトニア、マスデバリア、カトレヤ類の小株など。
※ 1 号、2 号ともに 1 袋でおよそ － 2.5 号鉢で 25 鉢、3.0 号鉢で 15 鉢、
3.5 号鉢で 10 鉢、4 号鉢で 7 鉢、4.5 号鉢で 5 鉢、5 号鉢で 4 鉢くらい植えられます。
ニュージーランド産バーク
…….L 粒・S 粒・SS 粒ともに (35 ㍑入大袋) ¥3,200
ラディアタパインの樹皮から製造されたもので、型崩れしにくく、空気及び水分
容量が高く、窒素安定化も行われている。ランの種類に適した粒サイズを選び、
鉢の材質により、軽石との混用もよいでしょう。（大袋の容量・価格変更しました）

(5 ㍑入袋) ¥750

L (大粒 = 9～12mm) カトレヤ、ファレノプシス、バンダなど
S (小粒 = 6～9mm)

デンドロビウム、セロジネ、シンビジューム、パフィオなど

SS (極小粒＝3～6mm) リカステ、マスデバリアなど、特に水を好む種類に
小粒 （5～10mm) …………………………………………..(5 ㍑入) 各¥1,300

ゼオフィール

多孔質鉱物であり活性炭作用をもつので、通風をよくし、有害ガスを吸着し、コンポストを
清浄に保ちます。
園芸用木炭粒

..大粒(約 15～20mm 粒) 5 ㍑入り ¥2,300 中粒(約 10mm 粒) 5 ㍑入り ¥2,300

多種の微量要素を含む植物性炭素。鉢内の通気効果の促進、保水力増大、肥料
消費量節約などに効果があり、根腐れや肥料負けの減少に役立ちます。
粒のサイズは大小 2 種類。コンポストに混ぜて使用すると良いでしょう。

◆ 植 込 容 器
素焼鉢 ・素焼浅鉢
ランに適した、通気性に特に優れた根腐れしにくい素焼き鉢を
取り扱っております。浅鉢は、高さが直径のほぼ半分です。
サイズ

2号

2.5 号

3号

3.5 号

4号

4.5 号

5号

6号

7号

8号

9号

10 号

(直径 cm)

(6.0)

(7.5)

(9.0)

(10.5)

(12.0)

(13.5)

(15.0)

(18.0)

(21.0)

(24.0)

(27.0)

(30.0)

¥80

¥100

¥120

¥150

¥170

¥200

¥250

¥400

¥120

¥150

¥170

¥200

¥250

¥400

¥650

¥800

¥1,200

¥1,800

素焼鉢
素焼浅鉢
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プラポット

(プラスチック鉢 すべて濃緑色)
サイズ
(直径 cm)
プラポット

ポリポット

2.5 号
(7.5)

3号
(9.0)

3.5 号
(10.5)

4号
(12.0)

5号
(15.0)

6号
(18.0)

¥50

¥60

¥75

¥90

¥120

欠品中

(透明ビニール製 軟質鉢 － 10 個単位の価格です。小苗育成や内鉢用に。)
サイズ
(直径 cm)
ポリポット(10 個組)

2号
(6.0)

2.5 号
(7.5)

3号
(9.0)

¥120

¥150

¥180

チーク製バスケット
大 (内法約 18cm 角) …¥900 中 (内法約 13cm 角) …¥700 小 (内法約 8cm 角) …¥500
上記 3 個 1 組のセット販売 …¥1,800

◆ 着 生 栽 培 用 資 材
コルク板 (不整形) ……… 100g あたり ¥440（目安はハガキ大でだいたい 100ｇ～150ｇ程度。）
天然コルク樹皮は着生種との相性抜群！ ご希望の大きさをお知らせください。
ヘゴ棒 (厚さ約 3.5cm) …………………………..………………..……. 約 4.5cm x 45cm

¥ 880

ヘゴ板 (厚さ約 2.5cm) …………………………………..…………

¥2,200

約 19.5cm x 29.5cm

パインボード (厚さ約 2.5～3.5cm×幅約 13cm×長さ約 15cm) 1 個 ¥400

3 個セット ¥1,000

人気沸騰中の中国松の樹皮板。適度に保湿性があり、根張りの良さも実証済み。
フェゴ板 ...... (厚さ 1.8cm×ヨコ 29.6cm ×タテ 20.6cm ほぼ A4 サイズ)

欠品中

ヘゴ材の代用品として間伐材を使用して開発された植物着生用板。
フェゴ棒 ……………………………………….…(3.0cm×3.8cm×90.0cm) 欠品中
ヘゴ材の代用品として間伐材を使用して開発された植物着生用棒。

◆ ラ

ベ

ル

カラーラベル ………………………1.8cm ×11.5cm.(各色とも 1 袋 50 枚入) ¥275
種名を記すだけでなく、多色のラベルを目印としてランの管理に活用するのも
便利。油性ペンは褪色しやすいので、硬めの鉛筆の使用がおすすめです。
白、黄、緑、橙、桃、赤、藤、青、ベージュ、サーモン、グレー の 11 色。

◆ 肥

料

ピータース
洋蘭の肥料として米国でも最も広く使われ、日本の栽培業者の間でも好評です。プラスチック容器入。
3,000 倍～5,000 倍溶液で使用します。肥料の溶かし方の解説書付き。
(N)－ (P) － (K)
18 － 18 － 18

(一般洋ラン用) ………………(500g 入) ¥1,800

(200g 入) ¥950

30 － 10 － 10

(成長初期用) ………..………(500g 入) ¥1,800

(200g 入) ¥950

10 － 30 － 20

(開花促進用) ……………..…(500g 入) ¥2,200

(200g 入) ¥1,300

バイオゴールド・オリジナル (BO) ……………….(900g 入袋) ¥1,320 (5kg 入袋) ¥5,610
ビタミン、ミネラルを含む、バランスのとれた天然活性有機肥料。鉢に置くだけで簡単に使える
植物に優しく、効果が約 1 か月持続。油粕由来であるが、匂いもほとんどなく、虫もつきにくい。
水に溶かして液肥として使用することもできます。(N－P－K ＝ 5.5：6.5：3.5)
バイオゴールド・バイタル (BV) …………………………………………… (500cc 入) ¥2,310
農業、樹木用で実績を持つ天然 100%の活性液です。最初は目に見えない内部、特に植物の
基本である根を活性化し基礎をしっかり作り上げ、その後目に見える部分の成育に移ったとき、
かつてない成育をもたらし、さまざまな効果を長期にわたり持続。バイオゴールドオリジナルとの
併用も推奨されている。アブラムシ、ナメクジが寄りにくくなり、病気にも強くなる。
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スーパーシリーズ
Super F1 （花のための肥料） ........…………................................. (140g 入) ¥2,200
通常のリン酸より粒子の細かい亜リン酸を使用し吸収率抜群。花芽の充実、花色品質も向上。
Super X5 （芽のための肥料） ...…………...................................... (110g 入) ¥2,750
芽の数、太る速さ、伸びる速さで群を抜く効果！大株作りが短期間で可能となる。
Super R7（根のための肥料）………………………………..…….. (110g 入) ¥3,300
根の張りが見違えるようになります。植え替えの時の根痛みの軽減にも。

◆ 殺

菌

剤

リン酸三ナトリウム …………………..……………. (500g 入) ¥2,200 (200g 入) ¥1,100
ウイルス病対策に。ハサミ、ナイフなど器具類の消毒に使用。5%溶液で飽和液ができます。
水 1 ㍑に対し 50g を溶かします。2～3 分つけて使用して下さい。

◆ 病 害 虫 対 策
病害虫の被害を防ぐため、栽培場所の風通しを良くし、清涼な環境を整え、株を良く観察しましょう。
もし病気や害虫を見つけたら、すぐに対策を！そのまま使える、又は、簡単に希釈できる、使いやすい
薬品を選びました。ベンレート水和剤、オルトランＤＸ粒剤、ナメクリーン 3 は、被害が発生する前
の予防散布も効果的。商品本体に記載の効能・説明書もお読みの上ご利用下さい。
ベニカ X スプレー .........................................................................................(420ml 入り) ¥880
植物の病気の予防と治療、害虫退治に。植物への展着性が良く、安定性に優れた殺虫
殺菌剤。アブラムシの忌避作用有り。そのまますぐに使えるスプレーボトル入り
ベニカ X ファインスプレー .....................................................................(1,000ml 入り) ¥1,430
カイガラムシ、アザミウマ(スリップス)、アブラムシ、ハダニなどの洋蘭の大敵に効き、
スプレータイプなので気づいたときにサッと施せる便利な一品。病気の予防にも。
ベンレート水和剤 .....................(0.5g×10 袋入り)（=2,000 倍液 1 リットル×10 本分） ¥715
広範囲の病気(特にカビによる病気)にしっかり効く。予防効果とともに治療効果があります。
早春の萌芽前のほか、梅雨どき、秋雨の時期は、予防散布すると良い。
オルトラン DX 粒剤 .......................................................(200ｇ入り)¥1,100 (1kg 入り)¥1,430
殺虫成分を 2 種類配合。株元にばらまくだけで、浸透移行性の薬剤が植物に吸収され、
アブラムシ、カイガラムシなどの害虫を退治します。蕾が出る直前にも散布し、ランの
大敵スリップス(アザミウマ)の害も防ぎましょう。屋外から屋内へ取り込む時にも使用。

カイガラムシエアゾール …………………………….…………………………….. (480ml) ¥946
2 つの殺虫成分が浸透し、殺虫効果が持続するので、隠れている厄介なカイガラムシも
効果的に退治します。夏季だけでなく冬季の越冬成虫にも有効。強力なスプレータイプ
のジェット噴射でしっかり薬剤が届きます。
ナメクリーン３ ……………………………………….……………………….. (1kg 袋入) ¥1,980
なめくじ・カタツムリ駆除剤。顆粒状で使いやすいメタアルデヒド粒剤です。梅雨時
の他、予防的に時々鉢や栽培棚に撒くと良い。新芽や蕾が出る前の時期は特に忘れずに。

◆ 支 柱 用 針 金
洋ラン用カラー鉄線 (鉄線をカラー塩ビで被覆したもの)
(色)
(No.)
(太さ)
太
イエローグリーン
#8
外径約 4.0mm
中
〃
#10
外径約 3.2mm
〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

細

〃

#12

外径約 2.6mm

〃

〃

〃

〃

極細

〃

#14

外径約 2.0mm

〃

〃

〃

〃
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(長さ)
90cm
90cm
60cm
45cm
60cm
45cm
60cm
45cm

(20 本束)
¥1,700
¥1,000
¥800
¥650
¥600
¥520
¥400
¥350

(100 本束)
¥6,400
¥3,800
¥3,000
¥2,450
¥2,300
¥2,000
¥1,500
¥1,300

◆ 便利グッズ
便利な小物の利用で、支柱たてなどの作業が、とても楽に失敗なくできます！

ステムクリップ
クリップ式で支柱と花茎をワンタッチで固定できます。 No.1(大)は、カトレヤやデンドロ
ビウムのバルブを支柱へしっかり固定できる大きめのサイズです。
No.1（特大）約 2.0cm 幅 濃緑色 ……（10 個入）¥200（20 個入）¥400
No.2（大）約 1.5cm 幅 濃緑色 ………（20 個入）¥250（50 個入）¥500
No.3（中）約 1.2cm 幅 濃緑色 ………（20 個入）¥200（50 個入）¥400
止め吉
バルブや花茎を、無理なく、優しく誘引・固定できます。形よく仕立てると、蘭の見栄えが
ぐっと良くなり、管理もしやすくなります！……… （20 個入）¥550（50 個入）¥1,100
使い方 ： ①止め吉をつまみ、奥のくぼみに支柱（#10=3.2mm）を固定します。
②バルブや花茎を支柱に寄せ、止め吉の先端をひねってとめます。
③外す時もカンタン！ 何度も再利用できます。
支柱キャップ
洋ラン用カラー鉄線の先端切口部分にかぶせて使用。サビ防止や葉の保護にも有効。ソフトタイプ。
（細）カラー鉄線 #12（2.6mm）用（#10 にも可）…….（100 個入）¥400
（中）カラー鉄線 #10（3.2mm）用（#8 にも可）………（100 個入）¥450
（太）カラー鉄線 #8（4.0mm）用 ………………………（100 個入）¥500

◆ 吊 金 具
自家製鉢吊り用金具 (カラー鉄線を利用した簡易吊金具)
2 号鉢 (6.0cm) ～4 号鉢 (12.0cm) までの通常の鉢に利用可能。 当社温室や各地の洋蘭展などで使
用しており、お客様からのご要望が多いため手作り品の販売をいたします。 (価格はいずれも 10 本束の価格)
L (長さ約 60cm) ¥1,650
M (長さ約 30cm) ¥1,320
S (長さ約 10cm) ¥1,100

ワンタッチで鉢（縁のある形のも
の）にはめるだけ。
M サイズ・L サイズは、このように

S サイズは、壁面ネットに

吊るして使います。

掛けて使います。

◆ 栽 培 用 日 除 け (遮光ネット)

（切売以外の工場直送品はセール時の割引対象外です）
洋蘭栽培用の遮光ネットは、材料、遮光率、大きさなど種々ありますので、栽培する蘭の種類、温室
の日当たり、季節などにより、組み合わせて使用したり、張り替えたりすると便利です。

ダイオラッセル
特に洋蘭用として開発した＃50 は、市松模様編み (ラッセル編み) で、通風がよく丈夫です。
シルバー＃50SG はアルミ混入の特殊原糸を使用しており，従来のブラックに比べて光線を
反射し遮光性に優れています。
(品名及び品番)
(編み方)
(色) (遮光率)
(幅) (長さ) (単位)
ダイオラン#50
ラッセル編 黒
約 50％
2m
50m
1本
ダイオラン#50 ＊
〃
〃
約 50％
2m
切売
m
ダイオランシルバー#50SG
〃
〃
約 45%
2m
50m
1本
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(価格)
¥21,010
¥760
¥24,310

ダイオミラー
光線反射率の高いアルミ蒸着糸を使用、カラミ編みで遮光効果抜群。
(品名及び品番)
(編み方)
(色) (遮光率)
(幅)
(長さ)
ダイオミラー#610MS
カラミ編
銀
約 45%
2m
50m
ダイオミラー#810MS
〃
〃
約 55%
2m
50m

(単位)
1本
1本

(価格)
¥25,080
¥31,240

ダイオミラー
表は銀色で太陽熱をカットし、裏は黒で花や緑を引き立て保護します。
(品名及び品番)
(編み方)
(色) (遮光率) (幅)
ダイオミラー#50HB
ラッセル編 銀・黒 約 50%
2m

(長さ)
50m

(単位)
1本

(価格)
¥35,750

ダイオネット
スダレ編みの最もポピュラーなもので、経済性にも優れている。
(品名及び品番)
(編み方)
(色) (遮光率) (幅)
ダイオネット#410
カラミ編み
黒
約 35%
2m
ダイオネット#410SG
〃
銀灰 約 30%
2m
ダイオネット#610
〃
黒
約 45%
2m
ダイオネット#610SG
〃
銀灰 約 40%
2m
ダイオネット#810
〃
黒
約 60%
2m
ダイオネット#810SG
〃
銀灰 約 55%
2m

(長さ)
50m
50m
50m
50m
50m
50m

(単位)
1本
1本
1本
1本
1本
1本

(価格)
¥12,760
¥14,300
¥13,750
¥16,940
¥15,290
¥18,260

※以上いずれも 50m 物(原反)は工場渡しの価格です。（代引便はご利用いただけません。
）
送料：1 本～3 本までは ¥1,320 をご加算ください。4 本以上の場合はメーカー負担となります。
沖縄、離島は実費申し受けます。
（金額はお問い合わせください）
＊印はメートル単位でご希望の長さにカットして当社よりお送りします。

◆ 吊

具 (ダイオネット、ダイオミラー、ダイオラン用)

蝶型パンチ ............................

20 個入り1 袋

¥660

〃

...................................

50 個入り1 袋

¥1,320

〃

................................... 100 個入り1 袋

¥1,980

......................

20 個入り1 袋

¥1,070

〃

...................................

50 個入り1 袋

¥2,140

〃

...................................

100 個入り1 袋

¥3,210

アイクリップ

◆ 温 室 保 温 材

（200cm x 20m の弊社在庫品以外はセール時の割引対象外です）

サニーコート
省エネの温室内張用として開発されたもの。ポリエチレン系で中に空気の層をもたせて二重に張り合わ
せた厚さ 2mm のフィルム。保温力にすぐれ、取り扱い容易で張り易い。冷暖房時にご利用ください。
(品 名)
(幅)
(長さ)
(単位)
(価 格)
サニーコート内張用

115cm－原反－

100m

1本

¥20,240

〃

135cm－原反－

100m

1本

¥23,760

〃

150cm－切断加工－

50m

1本

¥15,840

〃

150cm－原反－

100m

1本

¥26,400

〃

185cm－切断加工－

50m

1本

¥19,540

〃

185cm－原反－

100m

1本

¥32,560

〃

200cm－切断加工－＊

20m

1枚

¥10,560

〃

200cm－切断加工－

50m

1本

¥21,120

〃

200cm－原反－

100m

1本

¥35,200

〃

230cm－原反－

100m

1本

¥40,480

〃

270cm－原反―

100m

1本

¥47,520

〃

300cm－原反－

100m

1本

¥52,800
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※
※
※
※
※

＊印のもの(20m)は弊社在庫品です。
その他のもの(50m、100m)は工場直送品です。（代引便はご利用いただけません。）
工場直送品の送料は 1 本 ¥1,320 をご加算ください。2 本以上の場合はメーカー負担となります。
沖縄、離島の送料は実費申し受けます。（金額はお問い合わせください）
原反単位の加工(中継ぎ加工など)をお受けいたします。(加工費別)

サニーコート用両面接着テープ ……………………….. (幅 50mm x 長さ 20m) 1 巻 ¥1,980
サニーコートの接着用に開発された強力な農業用両面接着テープです。

◆ 洋 ラ ン の 書 籍
あなたの‘ランをいつくしむ暮らし’が大きく広がる、おすすめの本！

洋ラン大全

(誠文堂新光社刊) ………………………… ¥3,960（本体￥3,600）送料 ¥350

最新の図鑑であり、栽培の指南書でもあり、また洋ラン栽培の文化・歴史・エピソードが
語られた、ちょっとディープな楽しい読み物でもある。一見難しそうな、ランの学名の話、
交配・品種改良、ランの審査システム・審査基準等も、本書では、大変わかり易く書かれて
いる。これまでなかった、魅力あふれる 1 冊。あなたの興味のあるところから、ページを
繰ってみてください！とても良い本だと思います。おすすめします。

ＪＯＧＡ入賞花集 Vol.38 書籍版(日本洋蘭農業協同組合刊)...¥2,000（消費税込）送料 ¥100
入賞花の写真とデータをすべて掲載した入賞花集です。トップクラスの花を知ると、洋ラン観賞、
栽培の楽しみも大きく広がります。2019 年の入賞花を収録した最新号が 2020 年 7 月発行予定。
ご予約を承ります！バックナンバー（一部￥1,800 消費税込）もございます。
（右の画像は Vol.37）
ＪＯＧＡ入賞花集 データベース ………… ¥16,500（消費税込）アップデートのみ ¥2,750
1973 年の審査開始以来 2019 年までの、約 17,000 点に及ぶすべての入賞花の記録と画像を一発検索。
一度本体をお求めいただければ後はアップデートで最新データを追加可能。時代とともに進化する
入賞花の変遷を知ることができます。
※書籍等はセール時の割引対象外です。

3 月末に 3 日間開催！
C. intermedia を中心に、
様々な春の蘭が温室を彩
ります。出品もお買い物も
お楽しみください！
イベントに合わせリスト
も発行します！

11 月上旬に 3 日間開催！
秋～冬はシース・つぼみ付
き株がたくさん揃い、お買
い物も楽しみ。温室の冬支
度のご相談もお気軽にど
うぞ。 イベントに合わせ
リストも発行します！

kokusai_nursery
@kokusainursery
kokusaiengei.com
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@kokusai_nursery

ご注文に際しご一読ください
本リストに掲載した商品の価格はすべて消費税 10%込の価格となっております。

◎ ご注文とご送金
・ ご注文には同封の注文書をご利用いただくと便利です。
・ 代金引換便、クレジットカードご利用の場合以外は、ご注文はすべて前金でお願いいたします。
ご送金前に、現品確保の上で作成する引受書をご請求いただきますと、送料を含む合計金額を
お知らせいたします。
・ ご送金は現金書留、為替、郵便振替、銀行振込いずれでも結構です。
送金先の口座は下記のとおりです。
（銀行での送金手数料はお客様のご負担になります）
郵便振替：００１４０－５－３４３１１
三井住友銀行 伊勢原支店 普通預金 ：６５６２３８３
み ず ほ 銀 行 平 塚 支 店 普通預金 ：１９８９５６８
横浜銀行 伊勢原支店 普通預金
：６０５９７９５
領収書は郵便振替、銀行振込の場合は原則としてお送りしておりませんので、窓口での受領書を
保存してください。特に領収書が必要な場合はその旨お申し出下されば別途お送りいたします。
・ 通信販売では下記のクレジットカードがご利用いただけます。

VISA，MasterCard，American Express, JCB, Diners
電話、注文書でご注文の場合は、カード番号、ご名義、有効期限、セキュリティーコード(カード
裏面の数字下３桁、American Express は表面右上４桁）を正確にお伝えください。メール、注文
フォームでのご注文の場合は、注文確定後、E メールにて請求書をお送りいたしますのでオンライ
ンにてお支払手続きをお願いいたします。

・ 代金引換便 (一部の書籍や資材・器材のメーカー直送品にはご利用いただけません)
商品代金、送料などを含めたご利用代金すべてのお支払いを着払いでご利用いただけます。
代金引換手数料は下記のとおりです。
33,000 円（税込）未満
33,000 円（税込）円以上

ご利用代金総額

330 円
サービス

◎ 発送と荷造送料
・ 株の発送は通常 ゆうパック、ゆうパック代金引換便を利用いたします。
・ 荷造り・取り扱いには万全を期しておりますが、万一事故がありましたら折り返しお知らせく
ださい。洋蘭は原則として鉢付きのままお送りしておりますが、栽培用素焼き鉢の性質上、輸
送中の振動によるヒビ割れ・破損につきましては何卒ご容赦願います。到着後 8 日を過ぎたも
の、また到着後植え替えをされた株の交換・返品は承りかねますのでご了承ください。
・ 資材、器材は洋蘭と一緒に梱包できない場合が多いため、送料は別途ご負担ください。
荷造・送料一覧表
Ⓐ
洋蘭お買上金額 33,000 円未満
（税込）

Ⓑ
洋蘭お買上金額 33,000 円以上
（税込）

①

関東、南東北、北陸、中部、信越

一律 ￥1,200

サービス

②

北東北、関西

一律 ￥1,400

サービス

③

中国、四国

一律 ￥1,500

サービス

④

北海道、九州

一律 ￥1,600

サービス

⑤

沖縄

一律 ￥1,800

サービス

カタログ発行元：

国際園芸株式会社

〒259-1122 神奈川県伊勢原市小稲葉 2605
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Tel:0463-95-2237 Fax:0463-93-5053

