
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 年 5 月リスト 

今号のおすすめ品 

 
1. C. intermedia fma.aquinii ‘R0020’ 

インターメディア，アクイニー‘R0020’ 

(6423) ローブをそのまま広げたような幅広のペタルと、その

基部近くまで入るクサビと脈が独特な個体。本年春の初花で

の選別。オリジナル株、分け株無し。 

販売数１株 (BS) ¥11,000（未開花兄弟株販売中） 

 
2. C. intermedia fma.aquinii-coerulea ‘R0012’ 

インターメディア，アクイニーセルレア‘R0012’ 

peloric ともいえるようなペタルに強いリップの影響を持つ個

体。濃いセルレアとペタルにも表れるクリーム色が特徴。本年

春の初花での選別。オリジナル株、分け株無し。 

販売数１株 (BS) ¥11,000 

 
3. C. intermedia fma.orlata ‘R0026’ 

インターメディア，オルラタ‘R0026’ 

(6389) 全体に丸みが強く、ふっくらとした印象の良型花。弁

幅も広く、リップとのバランスが良い個体。本年春の初花での

選別。オリジナル株、分け株無し。 

販売数１株 (BS) ¥16,500（未開花兄弟株販売中） 

 
4. C. intermedia fma.orlata ‘R0036’ 

インターメディア，オルラタ‘R0036’ 

(6389) 丸弁の個体より大きく咲き、花弁肉厚で、リップの縁

取りがはっきりとした個体。本年春の初花での選別。オリジナ

ル株、分け株無し。 

販売数１株 (BS) ¥13,200（未開花兄弟株販売中） 

  
5. C. schilleriana ‘190604’ 

シレリアナ‘190604’ 

‘Sanderiana’ BM/JOGA を使ったシブリングからの選別個

体。全体のバランスよく濃色。平開するリップに黄色が目立

つ。コルク付け。オリジナル株、分け株無し。 

販売数１株 (BS) ¥14,300 

 
6. C. Angela, aquinii-coerulea ‘210502’ 

アンジェラ，アクイニーセルレア‘210502’ 

(labiata x intermedia) intermediaの特徴的なクサビを綺麗

に受け継いだセレクト品。花茎が程よく伸び、良い高さに 5輪

程。2 リードの良株。オリジナル株、分け株無し。 

販売数１株 (BS) ¥16,500 
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7. Rth. Cosmo-Goldcoin ‘210502’ 

コスモゴールドコイン‘210502’ 

(Cosmo-Sound x Bobby Brown) 黄～橙の模様が多様なミ

ディアムサイズの当社オリジナル交配種。はっきりした覆輪が

入る珍しいタイプ。オリジナル株、分け株無し。 

販売数１株 (BS) ¥8,800 

 
8. C. Crashleyi ‘K-57’ 

クラシュレイ ‘K-57’ 

(granulosa x loddigesii) グリーンの granulosa と loddigesii, 

albaを使った交配からの選別個体。二枚葉タイプの原種の

趣に優しい桃色が特徴の個体。オリジナル株、分け株無し。 

販売数１株 (BS) ¥11,000 

  
9. Den. lindleyi ‘Florida Sunshine’ SM/JOGA 

デンドロビウム リンドレイ ‘フロリダ・サンシャイン’ 

やや遅めの晩春～初夏咲き有名入賞個体。しっかり大き目

のバルブで大株づくり向き。花芽・蕾付。在庫僅少。 

15バルブ程度の大株（写真左参考） (BS) ¥16,500 

10バルブ程度（3号鉢）の中株（写真右参考） (BS) ¥9,900 

  
10. Den. secundum 

デンドロビウム セクンダム 

フィリピン、タイ。12cm程の花茎に 1cm程の桃紫色の小花を

多数。咲き進む過程のグラデーションや、アクセントとなるリッ

プのオレンジが綺麗。強健種。作り込みが楽しみ。 

株高 80cm前後の良株 (BS) ¥8,800 

  
11. Phal. lobbii fma.flavilabia 

ファレノプシス ロビー，フラビラビア 

ヒマラヤ～中国原産、2～2.5ｃｍの花を 5～10 輪程咲かせる

極小型の原種胡蝶蘭。通常種はリップに褐色の模様がはい

るが、本実生はほぼ全体に黄色となるタイプ。在庫少数。 

 (ほぼ BS) ¥5,500 

  
12. Van. {V. (lamellate x Noi Blue) x Rhy. coelestis} 

｛（ラメラタ x ノイ・ブルー）x セレスティス｝ 

(MC)V. lamellata タイプの珍しい交配。アイボリー色に褐色

を彩り、リップの濃青紫色が美しい花が咲き昇る小輪多花性

の綺麗な個体。在庫少数。 

 (BS) ¥6,600 

  
13. 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、棒状の多肉質な葉と鮮やかなピンク

のリップが特徴の人気強健種。小輪ながら花付き良く、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) ¥5,500 

  
14. Stanhopea sp. ‘K-13’ 

スタンホペア 種名不詳 ‘K-13’ 

産地、種名ともに不詳だが、淡黄色に小豆色の細かい点が

多数。リップ基部のオレンジも鮮やか。展開良い大輪で、丈

夫な夏咲き種。オリジナル株 

販売数２株 (BS) ¥16,500 
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Cattleya Alliance Hybrids  カトレヤ類交配種 

C. Bonanza Queen ‘Panamint’ AM/AOS  ボナンザ クイーン‘パナミント’･･････････ (BS) 6,600 

 15 (C. Prophesy x C. Bonanza (Bracey)) (MC) 極幅広弁丸形整形でオーバーラッ

プするラベンダー系大輪花、冬咲 

 

C. Cally Kwong ‘Ohyama’ SBM/JOGA  カリー コン‘オオヤマ’･･･････････････････ (1-2 作) 4,400 

 16 (C. Purity x C. Canhamiana) (MC) 大輪系原種カトレヤとして良く知られる

labiata, warneri, mossiae, purpurata の 4 種の血を 25%ずつ受け継ぐ交配で、

株姿は小型のパープラタタイプ、'Ohyama'は濃く美しい菫色のリップが特徴

的な個体 

 

C. Century Twentyone ‘Gloria’  センチュリー トゥウェンティーワン‘グロリア’････ (BS) 6,600 

 17 (C. Bonanza x C. Seattle) (MC) リップの色彩と黄目が美しいラベンダー系

大輪系花、花付き良好な冬咲種、在庫少数 

 

Rlc. Chialin Ruby ‘King’  チアリン ルビー‘キング’･･････････････････････････････    (BS) 6,600 

 18 (Rlc. Shinfong Lucky x C. Chuan Tung Pride) (MC) 赤味の強い独特な色彩の

紫色系花、18cm以上になる極大輪、香り良い冬咲種 

 

Rlc. Chief Journey ‘First Choice’  チーフ ジャーニー‘ファースト チョイス’･･････ (7.5) 3,300 

 19 (Rlc. Chief Pink x C. Memoria Hideyuki Goto) (MC) 台湾の農園作出の中～

大輪系交配種、セミアルバタイプで、迫力のあるリップとペタル、セパル先

端に入るブロッチがポイントのメリクロン 

 
Rlc. Chunfong Apple ‘Chief Jade’ SM/TOGA   
    チュンフォン アップル‘チーフ ジェイド’ ････････････････････････････････････ (7.5) 3,850 

 20 (Rlc. Orglade’s Moon Cheese x Rlc. Burdekin Wonder) (MC) Rl.digbyana の

フリルを受け継ぐ Orglade’s Moon Cheese と整形白花大輪の交配、リップ

の色合いや花弁の縁に digbyana の雰囲気を残しつつ、形も良くなった入賞

選別個体のメリクロン、種子親の系統の影響で花弁の縁には淡いピンクがさ

す爽やかな色合い  

C. Cosmo-Roebling ‘K-106’  コスモ レブリング‘K-106’･･････････････････････････ (BS) 7,700 

 21 (C. Mini Purple x C. C.G. Roebling) (FD) ブルー系ミディタイプ、草姿に比

し大輪、花弁は濃青紫色スプラッシュがぼかし状に入り、リップ濃色、やや

不定期に年 2 回開花、オリジナル株、販売数 2 株 

 

C. Cosmo-Vista ‘Ohyama Flash’  コスモ ビスタ‘オオヤマ フラッシュ’･･･････････ (BS) 5,500 

 22 (C.Tokyo Magic x C. intermedia) (FD) やや長茎に 8cm 位の花を 5～6 輪、淡

黄色ベースに上品な色彩のトリラベロタイプ花、オリジナル株、5 月リスト

特価、販売数 2 株 
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Rlc. Durigan ‘Valley Isle’  デュリガン ‘バレー アイル’･･･････････････････････････ (1 作) 4,400  

 23 (Rlc. Waianae Leopard x C. Colcovado) (MC) 淡い茶色系に褐色の点、リップの

色彩が目立つ双葉系交配、人気の多花性点花 

 

Rlc. Hsinying Joy ‘Chief Wilson’  シンイン ジョイ‘チーフウィルソン’････････････ (2 作) 4,950 

 24 (Rlc. Chunyeah x Rlc. Liu’s Joyance) (MC) 鮮やかで必ず目を惹く黄弁赤リ

ップ大輪系交配、咲くタイミングやコンディションによって変化しやすい

が、ペタル全体に太くしっかりと現れる覆輪が特徴的な個体のメリクロン 

 

Rlc. Insect Wing ‘Junko’ SBM/JOGA  インセクト ウィング‘ジュンコ’･････････････ (BS) 8,800 

 25 (Rlc. Vicky Gold x C. Lulu) (MC) やや透明感のあるアイボリー地に桃色の細

点、リップに彩る桃色が際立つ中輪花、1 花茎に 5 輪前後つける大株作り好

適品、在庫僅少 

 

Rlc. Island Charm ‘Yoshie’ AM/AOS  アイランド チャーム‘ヨシエ’ ･････････････ (BS) 6,600 

 26 (Rlc.Donna Kimura x C. intermedia) (MC) 中大輪幅広弁で極整形のピンク系

花、ペタルの中央にクリーム色、’Harriet Y’と酷似する個体 

 

Rlc. Izumi Beauty ‘Pastel Rouge’  イズミ ビューティー ‘パステル ルージュ’････ (1 作) 6,600 

 27 (Rlc. Goldenzelle x Rlc. Karbela Beauty) (MC) リップの色彩が繊細なセミイ

エロー系大輪花、実際は写真より淡色系でリップに桃色を帯びる、主に秋～

冬咲、在庫僅少 

 

Rlc. Jinn Feng Wish ‘Classical’  ジン フェン ウィッシュ‘クラシカル’･･･････････ (7.5) 3,300 

 28 (Rlc. Pamela Finney x Rlc. Mahina Yahiro) (MC) ラベンダー系大輪の有名交

配 Pamela Finney と、最近少し見る機会の減ったパステルピンク系有名交配

MahinaYahiro から生まれた優良個体のメリクロン、パステルピンクのリッ

プに花弁は極淡い色彩 

 

C. Kimberly Federighi ‘Rick’  キンバリー フェデリー‘リック’ ･･････････････････ (1 作) 5,500 

 29 (C. purpurata x C. Dorothy Warne) (MC) パープラタの面影を強く残す大輪

花、ペタル濃紫紅色で基部白色に抜け面白い色彩、在庫僅少 

 

Gcy. Kyoguchi ‘T. Sano’ BM/JOGA  キョウグチ‘T. サノ’････････････････････････ (BS) 3,300 

 30 (Gur. aurantiaca x E. incumbens) (MC) (= ‘Nishimino’) 小柄な株に濃黄色の

小輪花をまとめてつける、香りの良さでも定評のある人気種 
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Rlc. Last Dream ‘Vivian’ SM/JOGA  ラスト ドリーム‘ビビアン’･･････････････････ (1 作) 7,700  

 31 (Rlc. Success Dream x Rlc. Dream Pradise) (MC) 有名な 2 種のクサビ系大

輪花同士の交配から生まれた優秀花、花弁に入る大きなクサビとリップの黄

目が際立つ美花、JOGA 洋らん展において東京都知事賞受賞花 

 

Rlc. Liou Hope ‘Red in Snow’  リュウ ホープ‘レッド イン スノー’･･････････････ (BS) 6,600  

 32 (Rlc. Li Cheng Mary x Rlc. Mount Hood) (MC) 秋咲有名花 Mount Hood の交

配のセミアルバ大輪種、リップの赤色マーキングに特徴あり、主に冬咲 

 

Rlc. Liu’s Joyance ‘Leopard’  リウズ ジョイアンス ‘レパード’･･･････････････････ (2 作) 4,950 

 33 (Rlc. Chunyeah x Rlc. Tainan Gold) (MC) 台湾の有名黄色花同士の交配から

生まれた傑作交配中の優秀花、リップ素晴らしく花径 17～18cm になる極大

輪花、主に秋咲 

 
Rlc. Memoria Floyd Irvin Bachrach ‘Hsinying’ 

メモリア フロイド アーバイン バクラック‘シンイン’･･････････････････････････ (BS) 6,600 

 34 (C. Horace x Rlc. Saint Helena Sound) (MC) 淡黄色系で極めて美しい色彩、

オーバーラップする大輪良型の冬咲種 

 

Rlc. Momilani Jewel ‘Tiffany’  モミラニ ジュエル‘ティファニー’････････････････ (2 作) 5,500  

 35 (Rlｃ. California Girl x Rlc. Mahina Yahiro) (MC) 極美しいパステルピンク調

大輪花、ペタルほぼオーバーラップ、リップ大きく中央の黄色が目立つ整形

花、冬咲 

 

C. Orglade’s Grand ‘Tian Mu’  オーグレイズ グランド‘ティアン ム’･････････････ (BS) 6,600 

 36 (C. Mildred Rives x C. Persepolis) (MC) 有名セミアルバ花を両親に持つ大

輪整形の優秀花、リップ濃色で目立ち喉奥に黄色を彩る、大株作り好適品、

冬咲 

 

Rlc. Pastoral ‘Innocence’ BM/JOGA  パストラル‘イノセンス’･･････････････ (2-3 ﾘｰﾄﾞ株) 5,500 

 37 (C. Mademoiselle Louis Pauwels x Rlc. Deesse) (MC) 往年のベストセラー

の白色カトレヤ、独特な白さが人気のオーバーラップする大輪良型花、冬咲

強健種、5 月リスト特価、在庫僅少 

 

C. YNS Green Leopard ‘Yuen Shan’  YNS グリーン レパード‘ユェン シェン’････ (BS) 5,500 

 38 (C. Love Bourbon x C. Thospol Spot) (MC) セパル、ペタル淡緑色に赤茶色

の点、リップ白色に小さく桃赤色を彩る、明るい色彩の中輪良型美花、1 花

茎に 5～7 輪着花する春咲種、微香あり 
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Other Major Genera  カトレヤ系以外の大属 

Cym. eburneum fma. album  エバーネウム，アルバム ･････････････････････････ (BS) 16,500 

 39 (FD) 中国雲南省、一見すべて白花のように思われている本種は、そのほとんど

が色素アントシアニンを有し、リップの中心や弁の付け根、裏側などに淡く紅色

を表す、本個体はリップに黄色を表すのみで全く紅色を帯びないアルバム個体、

貴重、春咲、オリジナル株、販売数 1 株 

 

Den. eximium  エキシミウム ････････････････････････････････････････････････････ (BS) 5,500 

 40 ニューギニア、S 淡緑黄色、P 幅広く純白、L に入る赤色筋がアクセント、花も

ち 2ヶ月以上の人気種、春咲 

 

Den. grimesii  グリメシー ･･････････････････････････････････････････････････････ (BS) 4,400 

 41 オーストラリア、lingiforme と teretifolium の自然交雑種、2cm 程度の白色花を 1

茎に 10 輪以上、葉とバルブが一体化した棒状株、花もち良好な小型種、有香、

冬咲 

 

Den. harveyanum  ハーベイアナム ･･････････････････････････････････････････････ (BS) 3,850 

 42 タイ、全花鮮黄色、リップとペタルの周囲の深い欠刻が特徴、5cm 程度の花を節々

から出る花茎に 7～8輪ずつ、有香、育てやすい国産実生、春咲 

 

Den. tortile fma. album ‘Chie’ CHM/JOGA  トーティル，アルバム‘チエ’･･････････ (BS) 13,200 

 43 (FD) タイ、ラオスなど、セパル、ペタルが捩れるのが特徴、通常は桃色系花な

るも本個体はすっきりと純白に色が抜けた色彩変異個体、強健、晩春～初夏咲、

オリジナル株、販売数 1 株 

 

 

Den. Flamingo Gardens ‘210404’  フラミンゴ ガーデンズ‘210404’･････････････ (BS) 16,500 

 44 (Norma Jackson x stratiotes) (FD) Supatulata 系の最新交配種、色彩極めて目立つ

濃紫桃色選別個体美花、不定期咲、オリジナル株、販売数 1株 

 

Den. Flamingo Gardens ‘210405’  フラミンゴ ガーデンズ‘210405’･････････････ (BS) 16,500 

 45 (Norma Jackson x stratiotes) (FD) Supatulata 系の最新交配種、前種の兄弟個体、

色彩さらに濃色な濃紫桃色花、不定期咲、オリジナル株、販売数 1株 

 

Den. Red Meteor ‘Amanogawa’  レッド メテオ‘アマノガワ’･････････････ (3-4 ﾘｰﾄﾞ BS) 8,800 

 46 (loddigesii x parishii) (FD)リップが大きく、色彩良い桃色の花を密に咲かせる交
配種の選別個体、下垂系としては比較的コンパクトな株姿、濃色で香り良い美花、
晩春咲、オリジナル株、5月 20 日現在開花中 
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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’････････････････････････ (BS) 22,000 

 47 (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、不定期咲、オリジナ

ル株、販売数 1 株 

 
Den. (Andree Millar x Burana Stripe) ‘Kawamoto #15’ 

(アンドレ ミラー x ブラナ ストライプ)‘カワモト #15’･･･････････････････････ (BS) 13,200 

 48 (FD) Latouria 系とPhalaenopsis 系の有名交配種同士の新交配、前種の兄弟個体、

濃桃色系のストライプが美しく目立つ花、1 茎に 7～10 輪つける厚肉花、不定期

咲、オリジナル株、販売数 1株 

 

Den. (Stephen Batchelor x Nida)  (ステフェン バチェロー x ニダ) ････････････････ (NBS) 6,600 

 49 (US) Latouria系とPhalaenopsis 系のストライプ花の最新交配、大輪でフラット

に展開する良花が咲いていてデンファレとは一味違った良さがあります。写真は

開花例、不定期咲、販売数 2株 

 

Phal. schilleriana  シレリアナ ･･････････････････････････････････････････････････ (BS) 4,400 

 50 フィリピン、淡いピンクの中輪花でピンク系胡蝶蘭交配種の親となっている、株

が大きくなるにつれ花芽は枝を打ち、何十輪もの花をつけ大変豪華、葉の模様も

様々で面白く香りも良い人気種 

 

V. vietnamica  ベトナミカ ･･･････････････････････････････････････････････････････ (BS) 5,500 

 51 ベトナム、鮮緑色、リップ純白色の小輪花を斜上する花茎に 5～10 輪、色彩美く    

可憐な極小型人気種、主として秋咲、十分な開花サイズ、有香 

 

V. Pakchong Blue ‘Otokuni’ SM/JOGA  パクチョン ブルー‘オトクニ’････････････ (BS) 8,800 

 52 (Doctor Anek x coerulea) (MC) coerulea タイプの濃青紫色系大輪花、網目もはっ

きりし澄んだ色彩、花径 12cm 程度で本年最新入賞個体、在庫僅少 

 

V. Pure’s Wax ‘Blue PCH No.1’  ピュアーズ ワックス‘ブルー PCH No.1’･･････････ (BS) 6,600 

 53 (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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Other Genera  その他の属 

Aerangis articulata  アーティキュラタ ･･････････････････････････････ (木付 2 作開花程度) 3,850 

 54 マダガスカル、3～4cm 程度の平開する純白色花を花並び良く 1 茎に 20 輪前後つ

ける小型種、比較的香りの強い美花、3 月入荷品 

 

Aerangis fuscata (= umbonata)  エランギス フスカタ ･････････････････････････ (木付 BS) 7,700 

 55 マダガスカル、葉に特徴のある色彩の光沢がある、花は淡い橙茶色を帯びる色彩で    

距は長い、貴重な小型種、3月直輸入品 

 

Aerangis spiculata エランギス スピキュラタ ･････････････････････････････････ (木付 BS) 16,500 

 56 マダガスカル、本属中ではやや大型、花茎長く 40～70cm 前後下垂し距の長い白

色花を多数、3 月直輸入品、在庫僅少 

 

Aeranthes ramosa  エランテス ラモサ ･･･････････････････････････････････････････ (BS) 8,800 

 57  マダガスカル、花茎細長く伸び途中の節々と先端に 6cm 前後の

抹茶色の花を 1～2 花ずつつける、特異な色彩が人気、水を好む、

3月直輸入品 

 

Angraecum arachnites  アングレカム アラクニテス ･･･････････････････････････････ (BS) 9,900 

 58 マダガスカル、小さな葉を互生する極小型種、リップ白色その他は細長く褐桃色を

帯びる面白い花、3月直輸入品、在庫僅少 

 

Angraecum linearifolium  アングレカム リネアリフォリウム ･･････････････････････ (BS) 9,900 

 59 マダガスカル、松葉のような細い葉を互生していく、葉の付け根から花茎を出しリ

ップ白色でその他は細長く橙色味を帯びる面白い花、3 月直輸入品、在庫僅少 

 

Angraecum oblogifolium  アングレカム オブロンギフォリウム ･･･････････････ (木付 BS) 11,000 

 60 マダガスカル、短い堅葉を互生する小型種、3～4cm の展開良い白色花を 1 花ずつ、

3月直輸入品、在庫僅少 

 

Angraecum praestans  アングレカム プレスタンス ･･････････････････････････ (木付 BS) 13,200 

 61 マダガスカル、Vanda のように厚葉を展開する中型種、花径 10cm 程度の花を株

元から出す花茎に 5～10 輪、リップ白色でその他淡緑黄色美花、3月直輸入品、在

庫僅少 
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Angraecum urschianum  アングレカム ウルシアナム ･････････････････････････････ (BS) 9,900 

 62 マダガスカル、極々小型種、葉に白色細点が入り特徴あり、花は株より大きいくら

いで距は長い、3 月直輸入品、在庫僅少 

 

Arachnis Maggie Oei  アラクニス マギー オーイ･･･････････････････････････････････ (NBS) 5,500 

 63 (hookeriana x flos-aeris) (MC) Vanda の近縁、花径 7～8cm 前後の細弁花を 7～10

輪位、黄色地に赤茶色の大斑で目立つ花、芳香あり、在庫少数 

 

Bulbophyllum fascinator ‘K-129’  バルボフィラム ファッシネイター‘K-129’･････ (BS) 13,200 

 64 マレーシア、黒褐色系の濃色花、花径 15cm くらいの強健小型種で本種中の大輪良

型な選別良個体、オリジナル株、販売数 2株 

 

Bulbophyllum occultum  バルボフィラム オキュルタム ･･･････････････････････････ (BS) 8,800 

 65  マダガスカル、Megaclinium タイプで面白い花穂の中に小豆色の極小輪花を開花、

強健、3 月直輸入品 

 

Calanthe madagascariensis  カランセ マダガスカリエンシス ･････････････････････ (BS) 6,600 

 66 マダガスカル、常緑性の小型種、距の長い紫菫色花を 10 輪以上、紫桃～青

紫色まで色彩の個体差は大きい、本属中の最小種と思われる、3月直輸入品、

写真は参考 

 

Catasetum tenebrosum  カタセタム テネブロサム ････････････････････････････････ (1 作) 3,850 

 67   ベネズエラ、新芽の伸長と共に株元より花茎を出し黒褐色にリップ緑黄色が目

立つ中輪花を 10 輪以上 

 

Cryptopus paniculatus  クリプトパス パニキュラタス ･･････････････････････････ (1-2 作) 11,000 

 68 マダガスカル、株は単茎で細く直立し小さな葉を互生、茎の途中から花茎を出し株

ができるといくつかの枝打ちをし数十輪、花径 3cm くらい、貴重、3 月直輸入品、

在庫僅少 
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Cynorkis flexuosa  サイノルキス フレクスオサ ･･･････････････････････････････････ (BS) 7,700 

 69 マダガスカルの地生蘭、セパル、ペタルは緑色、リップ大きくアイボリーに基

部赤味、比較的乾燥地帯に自生、3 月直輸入品、球根での販売、在庫僅少 

 

Cynorkis gibbosa  サイノルキス ギボサ ･････････････････････････････････････････ (BS) 9,900 

 70  マダガスカルの地生蘭、2.5cm くらいの目立つ橙色花を 1 茎に 20-40 輪つけ

見事、葉の紋様も美しい、3 月直輸入品、球根での販売、在庫僅少 
残念ながら         

写真がありません 

Epidendrum atacazoicum  エピデンドラム アタカゾイカム ･･･････････････････････ (BS) 11,000 

 71 (FD) エクアドル、ボリビア、1cm 弱のピンク色の小花を多

数、株ができると枝打ちして見事、販売数 2 株 

 
Epidendrum (porpax x melanoporphyleum) ‘K-1’  

エピデンドラム (ポーパックス x メラノポルフィレウム) ‘K-1’ ････････････････････ (BS) 5,500 

 72 (FD) コロンビアの極小型タイプとペルーの黒色花の最新交配小型種、艶のある黒

褐色系花を数花、オリジナル株、在庫僅少 

 

Erasanthe henrici  エラサンセ  ヘンリシ ･････････････････････････ (NBS) 11,000～(BS) 16,500 

 73 マダガスカル、花序は下垂し 30～50cm くらい、花径 15cm 前後の大輪、アイボ

リーホワイトにリップに緑色を彩る、極めて存在感のある美花、3 月直輸入品 

 

Eulophia plantaginea  ユーロフィア プランタギネア ･･････････････････････････････ (BS) 8,800 

 74 マダガスカル、球根になるタイプのやや大型の地生種、直立する花茎に 4cm 前後

の花を 20～30 輪、強健、3 月直輸入品、球根にて販売、在庫僅少 

 

Gastrorchis peyrotii ガストロルキス ペイロティー ････････････････････････････････ (BS) 13,200 

 75 マダガスカルの地生種、エビネと近縁、本属中の小型種、4～5cm の桃色花を 5～10

輪つける美花、希少、3 月直輸入品、在庫少数 

 
Grammatocymbidium Star Festival ‘Golden Apple’ 

グラマトシンビディウム スター フェスティバル‘ゴールデン アップル’･･･････････ (NBS) 5,500 

 76 (Cym. Golden Elf x Gram. scriptum) (MC) 珍しい属間交配種、全花黄緑色で花

径 3-4cm の星形花を直立する花茎に 30 輪前後つける小型種、栽培はシンビデ

ィウムに準ずる、在庫少数 
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Holcoglossum amesianum  ホルコグロッサム アメシアナム･･･････････････････････ (BS) 7,700 

 77 ベトナム、ラオスなどのVanda の近縁、花茎は斜上して 5～6cm の花を 20 輪以上、

白色にリップ桃色を彩る、花もち良く芳香ある可憐美花 

 
Mediocalcar versteegii subsp. intermedium ‘Matsushima’ CBR/JOGA 

メディオカルカー ベルスティージー，インターメディウム‘マツシマ’････････････ (BS) 3,850 

 78 (FD) ニューギニア、通常の versteegii とは株姿、色彩共に違いがある、花はやや

大きく非常に目立つ色彩の美花、オリジナル株 

 
Microcoelia aphylla  ミクロセリア アフィラ ･･････････････････････････････････････ (BS) 8,800 

 79 マダガスカルの無葉蘭、細い茎の途中から何本もの花茎を出し白色小花を多数つけ 

る、無葉蘭としては強健、貴重、3 月直輸入品、在庫少数 

 

Neobathiea grandidieriana  ネオバシエア グランディディエリアナ ･････････････････ (BS) 7,700 

 80 マダガスカル、株は小柄で花径 3～4cm の緑味のある白色花を 4～6 輪、リップ白

色でやや大きい、距は 10cm 以上と長い、3 月直輸入品 

 

Neobathiea perrieri  ネオバシエア ペリエリ ･･････････････････････････････････････ (BS) 8,800 

 81  マダガスカル、株は小柄で花径 4～5cm の白色花、リップ白色でやや大きい、距は

長く 10cm 以上、貴重、3 月直輸入品、在庫少数 

 

Oeonia rosea (= oncidiflora)  エオニア ロゼア ･････････････････････････････････････ (BS) 8,800 

 82 マダガスカル、S, P 緑黄色、L 白色で基部に赤色のマーキングがアクセント、2～

3cm の可憐美花を 5～7 花、株は細身で節々より気根を出す、3 月直輸入品 

 

Oeonia volucris  エオニア ボルクリス ･･･････････････････････････････････････････ (BS) 5,500 

 83 マダガスカル、全花白色、2.5cm くらいの可憐花を 5～10 花、バルブ細く左右に

葉を互生しながら伸びる、小柄な株で開花、株の節々より気根を出す 
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Oncidium strictum (= Symphyglossum sanguineum)  オンシディウム ストリクタム ･･ (BS) 6,600 

 84 エクアドル、ペルー、草姿コンパクト、花径 2cm 前後の桃色の可憐花を下垂気味

に長く伸びる花茎に多数、数本の花茎を期待できる良株、在庫少数 

 

Pholidota cantonensis フォリドータ カントネンシス ･････････････････････････････ (BS) 2,750 

 85 中国、S, P 乳白色、L 黄色、花茎半下垂して 7～8mm の小花を整然と並べる

可憐種、強健 

 

Rl. digbyana ‘Mrs. Chase’ AM/AOS  ディグビアナ‘ミセス チェイス’･･ (10 ﾊﾞﾙﾌﾞ以上 BS) 16,500 

 86 (FD) 本種中最も色彩の優れた有名入賞個体、濁りのない鮮緑色の色彩で良型、    

オリジナル株、販売数 1 株のみ 

 

Rhynchostylis coelestis  リンコスティリス セレスティス ････････････････････････ (BS) 5,500 

 87 (MC) タイなど原産とするバンダ近縁属、草姿コンパクト、20cm 程度伸びる

花茎に 3cm ほどの白と濃い青が綺麗な花を密に咲かせる人気種、在庫少数 

 

Rhynchostylis coelestis, pink  リンコスティリス セレスティス，ピンク ･･････････ (BS) 5,500 

 88 (MC) 前種の変種で青色部分が桃色となる美花、在庫少数 

 

Stenosarcos Vanguard ‘Fireball’  ステノサーコス バンガード‘ファイアーボール’･ (BS) 8,800 

 89 (Srgt. speciosa x Strs. albidomaculatum) (FD) 南米の地生蘭の交配種、花茎 40～

50cm で直立する、真っ赤な色彩が目立つ花、葉の紋様も美しいやや大型種、オリ

ジナル株、在庫僅少 

 

Trichocentrum stacyi  トリコセントラム ステイシー ･･･････････････････････ (木付 BS) 9,900 

 90 ペルー、ボリビアなど、Oncidium の近縁属、下垂性棒状葉、花径 5-8cm で株

の根元より下垂して 5～15 輪つけ存在感あり、黄色地に茶系の模様で個体差

は大きい、在庫少数 
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◎ 本文中の記号、サイズ表記について 

・ (US) 実生未開花株  (Unflowered Seedlings) 

  ・ (MC) メリクロン株  (Mericlone) 

  ・ (FD)      既開花オリジナル株  (Flowered Division) (=OG, Origial) 

  ・ BS   開花サイズ（１年以内に開花予定の大きさ）  (Blooming Size) 

  ・ NBS ほぼ開花サイズ  (Near Blooming Size) 

  ・ 1 作   1 年栽培して開花サイズとなる（1 年～2 年で開花予定の大きさ） 

  ・ 2 作 2 年栽培して開花サイズとなる（2 年～3 年で開花予定の大きさ） 

  ・ 7.5    7.5cm 鉢植えの苗サイズ   (開花まで数年を要する鉢サイズでの表記) 

  ・ B   Pseudobulb（バルブ） 

  ・ S  Sepal（セパル＝咢片） 

  ・ D 又は DS Dosal Sepal（上咢片） 

・ LS Lateral Sepal（下咢片） 

・ P  Petal（花弁） 

・ L  Lip（唇弁） 

 

◎ 入賞歴を表す略号 

  ・ FCC First Class Certificate (90 点以上) 

  ・ AM Award of Merit (80～89 点) 

  ・ PC       Preliminary Commendation (77～79 点) 

  ・ HCC High Commended Certificate 又は High Class Cietificate (75～79 点) 

  ・ GM Golde Medal (90 点以上) 

  ・ SSM Superior Silver Medal (85～89 点) 

  ・ SM Silver Medal (80～84 点) 

  ・ SBM Superior Bronze Medal (78～79 点) 

  ・ BM Bronze Medal (75～77 点) 

  ・ CR Certificate of Recognition (PC に当たる) 

  ・ BC Botanical Certificate (珍しい原種又は原種の中の優れた個体に与えられる) 

  ・ CBM      Certificate of Botanical Merit (BC に当たる) 

  ・ CHM Certificate of Horticultural Merit (原種で園芸上優れた特色を持つ個体に与えられる) 

  ・ CBR Certificate of Botanical Recognition (原種で植物学上珍しい個体に与えられる) 

  ・ JC  Judge’s Commendation (審査員推奨) 

 

◎ 主な会の略号 

  ・ AOS American Orchid Society （アメリカ蘭協会） 

  ・ RHS Royal Horticultural Society  （英国王立園芸協会） 

  ・ JOGA     Japan Orchid Growers Association  （日本洋蘭農業協同組合） 

  ・ AJOS All Japan Orchid Society  （全日本蘭協会） 

  ・ JOS Japan Orchid Society  （日本・蘭協会） 

・ JGP Japan Grand Prix （世界らん展日本大賞） 

  



 

14 
 

 

 

 

洋 蘭 栽 培 用 資 材 ・ 器 材 

◆ 植 込 材 料   

輸入乾燥上質水苔   (2021 年 5 月価格改定) 

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   (約 150g 5A 国内にて選別袋詰め) …….……………¥1,320 

 小袋      (約 500g入 5A 国内にて選別袋詰め) ……………...¥3,500 

中袋      (約 1kg 入 5A 国内にて選別袋詰め) ………………¥6,300 

大袋      (約 3kg 入 4A ニュージーランドにて選別袋詰め) ..¥14,300 

             ★特上大袋 (約 3kg 入 5A ニュージーランドにて選別袋詰め) …¥16,500 

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   (5㍑入袋) ¥750 

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） 

 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 

ゼオフィール   小粒 （5～10mm) …………………………………………..(5㍑入) 各¥1,300 

        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 

(直径 cm) 

2 号 

(6.0) 

2.5 号 

(7.5) 

3 号 

(9.0) 

3.5 号 

(10.5) 

4 号 

(12.0) 

4.5 号 

(13.5) 

5 号 

(15.0) 

6 号 

(18.0) 

7 号 

(21.0) 

8 号 

(24.0) 

9 号 

(27.0) 

10 号 

(30.0) 

素焼鉢 ¥80 ¥100 ¥120 ¥150 ¥170 ¥200 ¥250 ¥400     

素焼浅鉢   ¥120 ¥150 ¥170 ¥200 ¥250 ¥400 ¥650 ¥800 ¥1,200 ¥1,800 
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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) 

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) 

 
プラポット 

¥50 ¥60 ¥75 ¥90 ¥120 欠品中 

ポリポット  (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) 

2 号 

(6.0) 

2.5 号 

(7.5) 

3 号 

(9.0) 

ポリポット(10 個組) ¥120 ¥150 ¥180 

チーク製バスケット （2021 年 5 月価格改定） 

       大 (内法約 18cm 角) …¥1,100 中 (内法約 13cm 角) …¥900  小 (内法約 8cm 角) …¥700 

       上記 3 個 1 組のセット販売 …¥2,300 

◆ 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) ……………………………  約 19.5cm x 29.5cm   ¥2,200 

パインボード  

      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。 

(厚さ約 2.5～3.5cm x幅約 11～13cm x長さ約 15cm)  1個 ¥400   3個セット ¥1,000 

      (厚さ約 2.5～3.5cm x 幅約 8～10cm x 長さ約 15cm)  1個 ¥300   4個セット ¥1,000 

◆ 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) (長さ) (20 本束) (100 本束) 

太 イエローグリーン #8 外径約 4.0mm 90cm ¥1,700 ¥6,400 

中 〃 #10 外径約 3.2mm 90cm ¥1,000 ¥3,800 

〃 〃 〃 〃 60cm ¥800 ¥3,000 

〃 〃 〃 〃 45cm ¥650 ¥2,450 

細 〃 #12 外径約 2.6mm 60cm ¥600 ¥2,300 

〃 〃 〃 〃 45cm ¥520 ¥2,000 

極細 〃 #14 外径約 2.0mm 60cm ¥400 ¥1,500 
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〃 〃 〃 〃 45cm ¥350 ¥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 

 

 

 

 

 

 

◆ 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。 

 （2021 年 5 月 取扱品目及び価格改定） 

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) (価格) 

ダイオラン#50 ラッセル編 黒 約 50％ 2m  50m 1 本 ¥21,340 

ダイオラン#50  ＊ 〃 〃 約 50％ 2m  切売 m ¥760 

ダイオランシルバー#50SG 〃 〃 約 45% 2m  50m 1 本 ¥24,750 

 

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

吊るして使います。 
S サイズは、壁面ネットに 

掛けて使います。 
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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) (長さ) (単位) (価格) 

ダイオミラー#40HB ラッセル編 銀・黒 約 40% 2m 50m 1 本 ¥33,080 

ダイオミラー#50HB ラッセル編 銀・黒 約 50% 2m 50m 1 本 ¥36,390 

ダイオミラー#60HB ラッセル編 銀・黒 約 60% 2m 50m 1 本 ¥39,160 

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) (長さ) (単位) (価格) 

ダイオネット#410 カラミ編み 黒 約 35% 2m 50m 1 本 ¥13,020 

ダイオネット#410SG 〃 銀灰 約 30% 2m 50m 1 本 ¥14,510 

ダイオネット#610 〃 黒 約 45% 2m 50m 1 本 ¥14,410 

ダイオネット#610SG 〃 銀灰 約 40% 2m 50m 1 本 ¥17,190 

ダイオネット#810 〃 黒 約 60% 2m 50m 1 本 ¥15,580 

ダイオネット#810SG 〃 銀灰 約 55% 2m 50m 1 本 ¥18,680 

※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 

アイクリップ   ......................  20 個入り1 袋  ¥1,070 

〃      ...................................  50 個入り1 袋  ¥2,140 

〃      ...................................  100 個入り1 袋   ¥3,210 

◆ 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。 

             
 

 kokusai_nursery 

@kokusainursery   

                                 @kokusai_nursery 
kokusaiengei.com 

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！ 

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！ 
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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。 

ご利用代金総額      33,000 円（税込）未満 330 円 

33,000 円（税込）円以上          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  Tel:0463-95-2237 Fax:0463-93-5053 


