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2022 年 1 月リスト 

 

  

1. Laelia anceps ‘5974-0805’ レリア アンセプス 

チラペンシス（ゲレーロ）タイプを用いたの実生から選別

個体。ペタル先端のみが濃くなるのが通常だが、本個体は

先端のクサビ部分が目立たないほどペタル全体が濃い。 

 

分け株無しのオリジナル株（BS）¥27,500 

2. Cattleya intermedia fma. aquinii-orlata ‘Electrum’ 

カトレヤ インターメディア，アクイニーオルラタ‘エレクトラム’  

クサビのくっきりとした優秀花を数多く輩出した(aquinii-

vinicolor ‘Miho’×flamea-orlata ‘Red N’)からの選別個体。展

開良く、リップも目立つ良型花。良株。 

分け株無しのオリジナル株（BS）¥55,000 

  
3. C. Carol Easton ‘Kaliya’ 

カトレヤ キャロル・イーストン‘カリヤ’ 

(Pulcherrima(1898)×perrinii)(FD)(lobata×purpurata)にperriniiの

原種色の強い交配。perriniiらしいリップを受け継ぐ良個体で、

15cm程の花を1花茎に4輪程。（５ページにサイズ違いあり） 

オリジナル株、販売数１株（４リード BS）¥44,000 

4. 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）¥27,500 

  

5. C. Dorothy Oka ‘Sheba’ BM/JOGA 

カトレヤ ドロシー・オカ‘シェバ’ 

(Shellie Compton×dolosa) (FD)中型の株に 15cmを超える大

輪。小さくもクッキリ入るクサビと、紫紅色の濃いふくよ

かなリップが目を惹く入賞花。花持ち極良好。有香。 

オリジナル株、販売数２株（BS）¥22,000 

6. Den. anosmum fma. suavissimum ‘Pink Hawaii’ SM/JOGA 

デンドロビウム アノスマム，スアビッシマム‘ピンク・ハワイ’ 

(FD)下垂系デンドロの代表種。いくつかある色彩変化の中

で最も人気のあるスアビッシマムタイプ。ピンクのリップ

が美しい、花径 11cmにもなる大輪入賞個体の分け株。 

オリジナル株（NBS）¥13,200 

今号の新入荷・おすすめ品 
皆様にいち早くお知らせしたい新入荷品や、おすすめの品を巻頭にまとめました。 

在庫少数品が多くなっておりますので、ご希望の方はお早めにお知らせください！ 
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7. Den. nobile fma. carnea ‘May’  

デンドロビウム ノビル，カーネア‘メイ’ 

(FD)ネパール～中国。人気のあるカーネアタイプの選別個

体で、写真ではわかりにくいが、ペタル先端にもリップ同

様の色がはいる。 

オリジナル株、販売数２株（BS）¥16,500 

8. Den. tortile (roseum) ‘Jun’  

デンドロビウム ローティル，ロゼウム‘ジュン’ 

(FD)インド、ミャンマー、タイなどを原産。通常種に比べ、

特に桃色が濃いセレクト個体。リップは乳白色で、花付き

よく 7~8cmの花を多数つける強健種。 

オリジナル株、販売数３株（BS）¥11,000 

     

9. Den. Golden Aya ‘Yuu’ AM/JOS 

デンドロビウム ゴールデン・アヤ‘ユウ’ 

(albosanguineum×braianense)(FD) 1985 年登録の国産交

配で、珍しい選別入賞個体。braianense を大きくしたよう

な可憐な黄色花。本交配としては花持ちが良いのがこの個

体の特徴で貴重な分け株。 

オリジナル株、販売数１株（BS）¥27,500 

10. Den. Kuniko ‘Jun’ デンドロビウム クニコ‘ジュン’ 

(goldschmidtianum×victriae-reginae) (FD)脈の入るソフト

な紫の色彩が印象的な交配種。花付きよく、展示会向き。貴

重な 40バルブ程の特大株を１株限定でご紹介。 

 

 

オリジナル株、販売数１株（BS特大）¥33,000 

 

   

11. Coelogyne mooreana fma. alba 

セロジネ ムーレアナ，アルバ 

(FD)ベトナム原産、ほぼ直立する花茎に大輪花を咲かせる

原種。強健で生育旺盛。本個体はリップ中央の黄橙色が抜

けたアルバタイプの個体。白が際立つ美花。 

オリジナル株、販売数１株（３リード BS）¥16,500 

12. Eulophia streptopetala 

ユーロフィア ストレプトペタラ 

(FD)アフリカ大陸原産の地生蘭。１メートルほど伸びる花

茎に、やや上を向く黄色のペタルが目立つ可憐な花を次々

と咲かせる。 

販売数１株（BS）¥13,200 

    

13. Pescatoria violacea ‘Cosmo Violet’ 

ペスカトリア ビオラセア‘コスモ・バイオレット’ 

(FD)南米コロンビア、ブラジル等を原産。元 Bollea 属。ジ

ゴペタラムの近縁で、株元に 6~7cm の濃色花を咲かせる

セレクト個体。 

 

オリジナル株、販売数３株（BS）¥8,800 

14. Vandopsis lissochiloides 

バンドプシス リソキロイデス 

(FD)東南アジアに広く分布する大型のバンダ近縁種。表は

ヒョウ柄、裏は鮮やかなピンクのユニークな花を、直立す

る花茎に 20～30輪ほど咲かせる。 

 

販売数１株（株幅約 50cm）¥22,000 



 

  3   
 

カタセタム系新入荷品特集 
昨年、ご好評いただきましたカタセタム系の最新実生を本年もご用意しました。 

珍しい原種、良型花、高得点花など成果を出した交配のリメイクなど、期待の高まる実生ばかりです。 

15. Ctsm. sanguineum 

(‘Monkey Face’ × ‘Excellent Shape’) ................................................................................................................................ (BS) ¥7,700 

16. Ctsm. 

(Dark Tale ‘Black Surprise’ × Ryan Harrington ‘Best of the Best’) .................................................................................... (１作) ¥5,500 

17. Ctsm. 

(John C. Burchett ‘Ursa Major’ FCC/AOS × Dark Odyssey ‘Big Dark Lip’) ..................................................................... (NBS) ¥7,700 

18. Ctsm. 

(John C. Burchett ‘Ursa Major’ FCC/AOS × Millie’s Frilly Dragon ‘Chocolate Frills’) ........................................................ (NBS) ¥7,700 

19. Ctsm. 

(Jumbo Pearl ‘John Bouret’ × tenebrosum ‘Ed Wise #2’ AM/AOS) ................................................................................ (NBS) ¥6,600 

20. Ctsm. 

(Orchidglade ‘Davie Ranches’ AM/AOS × Memoria Raul Mortera Penedo ‘Great Lips’) ................................................ (NBS) ¥8,800 

21. Clo. After Glow 

(Cl. Rebecca Northern ‘Grapefruit Pink’ × Ctsm. spitzii ‘SVO Solid Gold’ FCC/AOS) ..................................................... (NBS) ¥7,700 

22. Clo. Cosmo-Grace 

(Cl. Grace Dunn ‘Live Oak’ HCC/AOS × Ctsm. pileatum ‘Oro Verde’) ........................................................................... (NBS) ¥7,700 

23. Clo. 

(Cl. Grace Dunn ‘Live Oak’ HCC/AOS × Ctsm. schunkei ‘SVO’) ................................................................................... (NBS) ¥6,600 

24. Fdk. Beverly Danielson  

(Fdk. After Midnight ‘SVO Dark Night’ FCC/AOS × Ctsm. Orchidglade ‘Davie Ranches’ AM/AOS)................................ (NBS) ¥8,800 

25. Morm. Roehampton’s Flame 

(Exotic Treat ‘SVO’ AM/AOS × Aftermath ‘Nuclear Fallout’ AM/AOS) ............................................................................ (NBS) ¥8,800 

26. Morm. 

(ignea ‘Orange Blaze’ × Aftermath ‘Nuclear Fallout’ AM/AOS) ....................................................................................... (NBS) ¥7,700 

※左の番号と写真が対応しています。写真は交配親です（左が種子親、右が花粉親） 

15 16 17 

   

18 19 20 

   

21 22 23 

   

24 25 26 
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27. C. amethystoglossa (aurea strain)  

カトレヤ アメジストグロッサ，オーレア系 

(sibling)(US)ブラジル原産の双葉系大型多花性種。通常は

桃色となるところ、黄色味が強い花弁になるオーレアタイ

プのシブリング実生。写真は参考。 

在庫僅少（7.5）¥7,700 

28. C. amethystoglossa (flamea strain)  

カトレヤ アメジストグロッサ，フラメア系 

(‘Tedesco'×'BCVZ')(US)ブラジル原産の双葉系大型多花性

種。花弁にはいる斑点が中心に集まってクサビ状の模様と

なる’Tedesco’を親とした実生。写真は’Tedesco’。 

在庫僅少（２作）¥9,900 

  
29. L. anceps fma. chilapensis ‘K-24’ 

レリア アンセプス，チラペンシス‘K-24’ 

メキシコ原産の長茎極強健種。チラペンシスタイプはペタ

ルにクサビ模様が入るタイプで、本個体はペタル幅広く、

グラデーションの綺麗な選別個体。 

オリジナル株、販売数１株（BS）¥13,200 

30. C. intermedia ‘R0075’ 

カトレヤ インターメディア‘R0075’ 

ブラジル原産、中型の極強健種。ティポタイプの中でも全

体が優しい桃色に染まる個体。 

 

分け株なしのオリジナル株（BS）¥22,000 

  
31. C. purpurata 

カトレヤ パープラタ 

(flamea ‘Finho’ 05#’×sanguinea ‘Barbara’)(US)ブラジル原

産、初夏咲きの人気種。Carol Gomes 氏による実生。写

真は両親参考。 

（7.5）¥4,950 

32. C. purpurata (sanguinea strain) 

カトレヤ パープラタ，サンギネア系 

(‘Finho 34 #1’×‘770 Garopada’)(US)ブラジル原産、初夏咲

きの人気種。Carol Gomes 氏による実生。花全体に濃色と

なるサンギネアタイプのシブリング実生。写真は参考。 

（7.5）¥4,950 

  
33. C. purpurata (oculata strain) 

カトレヤ パープラタ，オキュラタ系 

(‘Pedreira’ 4N×self)(US)ブラジル原産、初夏咲きの人気

種。Carol Gomes 氏による実生。リップの模様が左右に

分かれる oculataタイプのセルフ実生。写真はセルフ親。 

（7.5）¥4,950 

34. C. tigrina カトレヤ ティグリナ 

(‘Paul’ AM/AOS×‘SVO Dark Wonder’ 4N)(US)ブラジル原

産の双葉系大型種。米国 SVO 社製、入賞花を使った濃色

優良花同士のシブリング実生。初夏咲き。写真は両親。 

 

（9.0）¥6,600 
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35. C. walkeriana fma. alba ‘White Beauty’ AM/AOC 

カトレヤ ワルケリアナ，アルバ‘ホワイト・ビューティー’  

(FD)古くから交配親としても使われてきたアルバ個体の良

型入賞花。リップの展開良い肉厚花。 

 

オリジナル株、販売数１株（BS）¥13,200 

36. C. Angela ‘200604’ 

カトレヤ アンジェラ‘200604’ 

(intermedia×mossiae)(FD)春～初夏と冬の年に２回咲く原

種同士の一代交配。展開良く、花茎も程よく伸びて、澄ん

だブルーが清々しいセルレア個体。 

オリジナル株、販売数１株（BS）¥11,000 

  
37. C. Angela ‘210302’ 

カトレヤ アンジェラ‘210302’ 

(intermedia×mossiae)(FD)春～初夏と冬の年に２回咲く原種同

士の一代交配。リップ内部のクリーム色がやや目立つ個体。 

 

オリジナル株、販売数１株（BS）¥13,200 

38. 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’ 

(Mini Purple×intermedia)幅広弁に存在感抜群のクサビが

入り、リップもしっかり色がのる良個体。 

 

分け株なしオリジナル株（２リード BS）¥22,000 

  
39. C. Carol Easton ‘Kaliya’ 

カトレヤ キャロル・イーストン‘カリヤ’ 

(Pulcherrima(1898)×perrinii)(FD)(lobata×purpurata)にperriniiの

原種色の強い交配。perriniiらしいリップを受け継ぐ良個体で、

15cm程の花を1花茎に4輪程。冬咲き。 

オリジナル株、販売数１株（BS）¥11,000 

40. C. Claradiana ‘210308’ 

カトレヤ クララディアナ‘210308’ 

(lueddemanniana×intermedia)(FD)ペタルに乳白色のクサ

ビが入り、L、Pの色は lueddemannianaらしいピンク。 

 

オリジナル株、販売数１株（BS）¥7,700 

  
41. C. Cornelia ‘Big White’ 

カトレヤ コーネリア‘ビッグ・ホワイト’ 

(labiata×pumila)(FD)アルバタイプの選別個体。純白にリ

ップの黄色が映えるすっきりとした花姿の良型。 

 

オリジナル株、販売数２株（BS）¥8,800 

42. C. Cosmo-Blueheaven ‘One Two Three’ BM/JOGA 

カトレヤ コスモブルーヘブン‘ワン・ツー・スリー’ 

(sincorana×Purity)(FD)元レリアの小型種 sincorana を使

った交配からの入賞花分け株。花径 14cm程。 

 

オリジナル株、販売数１株（BS）¥11,000 
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43. C. Cosmo-Cabin ‘Stephanie’ 

カトレヤ コスモキャビン‘ステファニー’ 

(walkeriana×Log Cabin)(MC)選別個体メリクロン。株は

中型でコンパクト、ペタル先端にやや色がのり可憐。 

在庫僅少（BS）¥6,600 

44. Rlc. Cosmo-Kaleido ‘K-6’  

リンコレリオカトレヤ コスモカレイド‘K-6’ 

(Pamela Hetherington×C. Menehune Princess)パメラヘ

ザリントンにクサビ花の交配。鮮やかな色彩の中輪。 

分け株なしのオリジナル株（4リード BS）¥16,500 

  
45. Rlc. Cosmo-Pameleen ‘211123’  

リンコレリオカトレヤ コスモパメリーン‘211123’ 

(Pamela Hethrington×Cosmo-Queen)昨年登録の新交配。

グラデーションのあるピンクの花弁に、丸く形よいリップ

が印象的な個体。初花での選別。 

分け株なしのオリジナル株（BS）¥11,000 

46. C. Cosmo-Roebling ‘211114’  

カトレヤ コスモレブリング‘211114’ 

(Mini Purple×C. G. Roebling)巻頭でご紹介している 

’April’ SM/JOGAの兄弟。本交配中一番といってよいほど

濃いリップで、弁幅も広く良型。初花での選別。 

分け株なしのオリジナル株（BS）¥11,000 

  
47. C. Cosmo-Roebling ‘Violaquinee’  

カトレヤ コスモレブリング‘ビオラクイニー’ 

(Mini Purple×C. G. Roebling)(FD)しっかりコラムを包む

印象的な大きなリップとペタルに入る直線的なクサビ模様

が特徴の選別個体。 

オリジナル株、販売数１株（BS）¥16,500 

48. C. Cosmo-Vista ‘Panda’ 

カトレヤ コスモビスタ‘パンダ’ 

(Tokyo Magic×intermedia)(FD)しっかりと直上に伸びるや

や長茎に 8cm程の花を 5~6輪。紫紅色のくっきりしたク

サビが独特。 

オリジナル株、販売数１株（BS）¥11,000 

   
49. Rlc. Durigan ‘Valley Isle’  

リンコレリオカトレヤ デュリガン‘バレー・アイル’ 

(Waianae Leopard×C. Colcovado)(MC)淡い茶緑色に褐色の

点、鮮やかなリップの色が目立つ人気の双葉系多花性点花。

花弁肉厚で花もち良い。 

（BS）¥5,500 

50. Ctt. El Cerrito 

カトリアンセ エル・セリート 

(C. crispata×Gur. aurantiaca)(FD)鮮やかで目立つレモンイエ

ローからオレンジの 6~7cmの花をボール状に咲かせる。株

は直立し、強健で大株づくりに好適。写真は開花例。 

花芽付き（BS）¥3,300 
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51. Rlc. Hoodcrest ‘Bill’s Pink’ HCC/AOS, OIOS 

リンコレリオカトレヤ フッドクレスト‘ビルズ・ピンク’ 

(C. trianae×Mount Hood)(FD)淡いほのかなピンクの大輪。

1970年登録のクラシック花とは思えない上品な美花。 

オリジナル株、販売数１株（BS）¥27,500 

52. Lcn. Ireneceps ‘211017’ 

レリオカタンセ アイレンセプス‘211017’ 

(L. anceps×Ctt. Little Irene)アンセプス系交配だが花茎は

ほぼ直立。弁厚でしっかりとした中輪濃色花。 

分け株なしオリジナル株（BS）¥11,000 

  
53. Lcn. Ireneceps ‘211031’ 

レリオカタンセ アイレンセプス‘211031’ 

(L. anceps×Ctt. Little Irene)艶のある美花で、ペタルにや

や幅広にフラメア状の模様が入る個体。主に秋咲き。 

 

分け株なしオリジナル株（BS）¥11,000 

54. Rlc. Island Charm ‘OC’  

リンコレリオカトレヤ アイランド・チャーム‘OC’ 

(Donna Kimura×C. intermedia)(FD)本交配中では特異な白

花で、オーバーラップする花弁中央に黄色を彩る極丸型の

中輪花。貴重。 

オリジナル株、販売数１株（BS）¥22,000 

  
55. Gcy. Kyoguchi ‘T. Sano’ BM/JOGA 

グアリシクリア キョウグチ‘T. サノ’ 

(Gur. aurantiaca×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。 

在庫僅少（蕾付き BS）¥3,300 

56. C. Lake Wateree ‘K-10’ 

カトレヤ レイク・ワテリー‘K-10’ 

(Stephen Oliver Fouraker×Log Cabin)(FD) 王道セミアル

バ同士の交配から、オーバーラップする幅広ペタルの選別

個体。リップのしまり良く、バランスよい良型花。 

オリジナル株、販売数１株（BS）¥13,200 

  
57. C. Mareeba Tiger 

カトレヤ マリーバ・タイガー 

(tigrina ‘Dark Blood’ 4N×schilleriana ‘SVO Yes’ 4N)(US) 

米国 SVO 社でリメイクされた 4N個体同士を使ったリメ

イク。 

（２作）¥6,600 

58. Ctt. Memoria Buddy Clark ‘Princess Michiko’ AM/AOS  
リンコレリオカトレヤ メモリア・バディ・クラーク‘プリンセス・ミチコ’ 

(George MacDonell×Ibbie)(FD)中大輪極丸形花。ペタル

は基部までしっかり濃色となる。貴重なクラシックカトレ

ヤの銘品。 

オリジナル株、販売数１株（BS）¥13,200 
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59. Bc. Memoria Graciela García ‘190521-2’ 

ブラソカトレヤ メモリア・グラシエラ・ガルシア ‘190521-2’ 

(C. Mini Purple × B. nodosa)(FD)本交配中やや Mini 

Purpleに近い形で、リップのベタな色彩が出た個体。 

 

オリジナル株、販売数２株（BS）¥8,800 

60. Bc. Memoria Graciela García ‘210412’ 

ブラソカトレヤ メモリア・グラシエラ・ガルシア ‘210412’ 

(C. Mini Purple×B. nodosa)(FD)nodosaらしい細かい点が

入る丸く広いリップと優しい桃色が特徴の美花。 

 

オリジナル株、販売数２株（BS）¥11,000 

  
61. Ctt. Memoria Masaru Kajita ‘0001’ 

カトリアンセ メモリア・マサル・カジタ ‘0001’ 

(Blue Boy×C. warscewiczii)(FD)すっきりとした自然な色

彩が良好で、原種の趣を残す中～大輪。 

 

オリジナル株、販売数１株（BS）¥8,800 

62. Rby. Mikawa Palette ‘K-31’  

リンコブラソレヤ ミカワ・パレット‘K-31’ 

(B. nodosa×Rlc. Creation)(FD)模様のバリエーション豊か

な中型ノドサ系交配から、リップ、ペタルに入る細かな模

様が独特な選別個体。 

分け株なしのオリジナル株（BS）¥11,000 

  
63. Lc. Miss Wonderful ‘Showoff’ 

レリカトレヤ ミス・ワンダフル‘ショーオフ’ 

(C. Mari’s Song×L. anceps)(FD)やや長茎で直立。非常に

特異な中心が白く抜けるペタルの色彩が特徴の中輪花を

3~5 輪。 

オリジナル株、販売数１株（BS）¥16,500 

64. Ctt. Naranja en Flor ‘K-1’  

カトリアンセ ナランハ・エン・フロア‘K-1’ 

(Spring Fires×Trick or Treat)(FD)Trick or Treatのイメージよ

り赤味が強くはっきりとした発色で、7cm程の花を6~7輪ず

つ。花も若干ふくよかになった展示会向きの個体。 

オリジナル株、販売数１株（3リード BS）¥33,000 

  
65. Rlc. Nickie Holguin ‘PTA’ HCC/AOS  

リンコレリオカトレヤ ニッキー・ホルギン‘PTA’ 

(Baby Doll×C. Esbetts)(FD)NS約 15cm、最近少ない白花の

有名個体。コンパクトな株に15cm程の大輪花をつける。 

オリジナル株、販売数１株（BS）¥22,000 

66. Rlc. Pastel Pageant ‘Blumen Insel’ BM/JOGA 
リンコレリオカトレヤ パステル・ペイジェント‘ブルーメンインセル’ 

(Pamela Hetherington×Old Whitey)(FD)大輪銘花同士の交配

からの入賞個体。入賞時NS19.5cmの色彩良い整形巨大輪。 

オリジナル株、販売数１株（BS）¥16,500 
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67. Rby. Pam Starsリンコブラソレヤ パム・スターズ 

(B. Little Stars×Rlc. Pamela Hetherington)やや弁幅広いピン

クと、NS14cm程の大輪で見ごたえある白花が咲いている実

生。既開花、未開花をお選びください。（写真は開花例） 

（BS）¥3,300 

68. C. Petitfleur ‘210211’ カトレヤ プチフルール‘210211’ 

(jongheana×praestans)(FD)両親の特徴をしっかり持ち、

展開良くフラットに咲く良個体。株は praestans に近い小

型で花は株に比し大輪。 

分け株なしオリジナル株（BS）¥11,000 

  
69. Rlc. Pink Sansation ‘Takatsu’ 

リンコレリオカトレヤ ピンク・センセーション‘タカツ’ 

(C. Old Whitey×Llano)(FD)ソフトピンクの大輪良型花。

リップ中央は濃黄色を彩るふっくらとした良花。流通の少

ない貴重な個体。 

オリジナル株、販売数１株（BS）¥22,000 

70. Lc. Seaside Parasol ‘190831’  

レリオカトレヤ シーサイド・パラソル‘190831’ 

(Cosmo-Horeps×intermedia)(FD)幅広のペタルに太くクッ

キリとしたクサビを彩る中輪良型花をつける個体。 

 

オリジナル株、販売数１株（BS）¥13,200 

  
71. Lc. Seaside Parasol ‘210204’  

レリオカトレヤ シーサイド・パラソル‘210204’ 

(Cosmo-Horeps×intermedia)(FD)やわらかいピンクの色彩

にリップは左右に黄色の目が入る。ペタル幅やや広く、

Cosmo-Horeps の面影がやや強い個体。 

オリジナル株、販売数１株（BS）¥11,000 

72. Lc. Seaside Parasol ‘K-9’  

レリオカトレヤ シーサイド・パラソル‘K-9’ 

(Cosmo-Horeps×intermedia)(FD)色彩豊かで、クサビが濃

く、弁幅も広い本交配中最も目立つ個体。両親の特徴をし

っかり受け継いだ良個体。冬咲き。 

オリジナル株、販売数１株（BS）¥16,500 

  
73. Lc. Sunset Glow ‘K-38’ 

レリオカトレヤ サンセット・グロー‘K-38’ 

(C. Psyche×L. rubescens)(FD)赤味の強いサンセットカラ

ー。展開良い可憐な花を１花茎に 7~8輪。コンパクトな

株で大株作りに好適。花持ち極良好。 

オリジナル株、販売数１株（BS）¥11,000 

74. Rby. Toshie Stars ‘K-61’ 

リンコブラソレヤ トシエ・スターズ‘K-61’ 

(B. Little Stars×Rlc. Little Toshie)(FD)株高 30cm程だが程

よく首が伸び、6~8cm程の綺麗な黄花を 1花茎に 4～5

輪。トップと１つ前のバルブからも同時開花で豪華。 

分け株なしオリジナル株（4リード BS）¥33,000 
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75. C. (Comet’s Tail ‘Super Nice’×aclandiae ‘Kathleen III’ AM/AOS) 

カトレヤ（コメッツ・テイル×アクランディ） 

(US) ぽってりとした幅広弁の良型花を使った米国 SVO

社の最新点花実生。肉厚丸葉で期待の実生苗。 

 

販売数５株（２作）¥5,500 

76. C. (tigrina fma.coerulea ‘Kathleen’×Pittiae ‘SVO Best Blue’) 

カトレヤ（ティグリナ，セルレア×ピッティエ） 

(US)loddigesii, schilleriana, tigrina の双葉系３原種を使っ

たセルレア交配。米国 SVO 社製の爽やかな菫色のボール

咲き期待の最新交配。 

販売数５株（7.5）¥6,600 

   
77. Den. apertum 

デンドロビウム アペルタム 

ニューギニア。細く直立するバルブの節々に赤く発色良い

1.5cm程の花を 4-5 輪ずつつける。冬～春咲き。 

花芽付き、在庫少数（BS）¥4,400 

78. Den. polyanthum ‘Ikeya’ BM/JOGA 

デンドロビウム ポリアンサム‘イケヤ’ 

(FD)リップの丸いみかん色の目が濃いベトナムタイプのポ

リアンアンサム入賞花分け株。強健で花付き良好。 

オリジナル株、販売数１株（4-5リード BS）¥13,200 

   
79. Den. Adastra ‘Krabi’ 

デンドロビウム アダストラ‘クラビ’ 

(aphyllum×anosmum)(FD)下垂性デンドロビウムの代表種

同士の交配で 130年ほど前の登録。進化した良個体を使

用した再交配より、リップの目立つ選別良個体。 

オリジナル株、花芽付き（BS）¥5,500 

80. Den. Blue Twinkle ‘Carmela’ 

デンドロビウム ブルー・トゥインクル‘カーメラ’ 

(Betty 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、花持ち

よい青紫色の小輪を数多くつける人気種。 

（１作）¥3,300 

   
81. Den. Fire Wings 

デンドロビウム ファイアー・ウィングス 

(Big Alex×Silver Wings)(FD)花もち極良好で展示会向きの大

人気交配。バルブ頂点から伸びる花茎に桃紫色の大輪を5~8

輪。葉に隠れない高さで咲くのが良いところ。（写真は開花例） 

在庫少数（BS）¥4,400 

82. Den. Jan Orinstein ‘Red & White’ SBM/JOGA  

デンドロビウム ジャン・オリンステイン‘レッド＆ホワイト’ 

(aphyllum×polyanthum)(MC)バルブ長く下垂し、両親以上の

濃色で、リップとのコントラスト良い花。株元から多くの節に

着花。入賞時は１バルブに50輪以上開花した優秀個体。 

（１作）¥4,400 



 

11 
 

    
83. Den. Red Meteor ‘Amanogawa’ 

デンドロビウム レッド・メテオ‘アマノガワ’ 

(loddigesii×parishii)(FD)リップ大きく、色彩良い桃色の花を

密に咲かせる交配の選別個体下垂系としてはコンパクト。 

オリジナル株、販売数１株（10リード BS）¥13,200 

オリジナル株、販売数１株（5リード BS）¥8,800 

84. Paph. Saeka Mochizukiパフィオペディルム サエカ・モチズキ 

(malipoense ‘No.1’×Lola Bird 'Yell from Heaven' SBM/JOGA) 

(US)emersonii, micranthum, malipoense の 3種による優

秀花を輩出したパービ系良交配のリメイク。写真は花粉親

（左）と開花例（右）。 

在庫僅少（LS10cm程度、6.0）¥9,900 

  
85. Phrag. kovachii フラグミペディウム コバチー 

(‘Yashima’×self)(US)ペルー原産、発見されてから約 20

年。鮮やかな紫紅色で花は 15cm程にもなる人気種。国内

選抜品のセルフ実生。写真はセルフ親。 

在庫僅少（LS10~12cm 程度、6.0）¥11,000 

86. V. Kapoho バンダ カポホ 

(lamellata×tricolor)(FD)色濃い茶色の lamellataといった

雰囲気の原種同士の交配。花上がりよく、斜上する花茎に

コンパクトにまとまって咲きます。写真は開花例。 

在庫少数（BS）¥11,000 

   
87. Angraecum urschianum アングレカム ウルシアナム 

マダガスカル、斑点のある葉を交互に着ける幅 2~3cm程

の極小型種。花は株より大きく、長い距も特徴。極貴重な

最人気種。 

 

11月輸入、在庫僅少（BS）¥11,000 

88. Bulb. lasiochilum fma. album ‘Daisen’ CBR/JOGA 

バルボフィラム ラシオキラム，アルバム‘ダイセン’ 

(FD)ミャンマー、マレー半島原産の小型種。通常種は褐

色、斑点が入るが、本個体は花全体が特徴的な黄緑色とな

るアルバム個体。強健種。 

オリジナル株（BS）¥4,400 

   
89. Clowesia Rebecca Northern ‘Mikkabi’ 

クロウェシア レベッカ・ノーザン‘ミッカビ’ 

(Grace Dunn×rosea)(FD)落葉したバルブの基部から花茎

を出し、2.5cmくらいのスパイシーな香りと、可憐な淡い

桃色の花を 10輪前後。冬～春咲き。 

花芽付き（BS）¥3,300 

90. Coelogyne cristata ‘Tokyo Special’ 

セロジネ クリスタータ‘トウキョウ・スペシャル’  

(FD)ヒマラヤ、花茎弓なりに下垂して 6~7輪。波打つ純

白の花弁にリップ喉は黄金色、大輪だが、匍匐茎短く、コ

ンパクトに育つ強健種。 

花芽付き（BS）¥3,300 
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91. Coelogyne ecarinata ‘#5’ 

セロジネ エカリナタ‘#5’ 

(FD)ミャンマー、中国など。伸びていく花茎に次々と濃い

橙色の 1.5cm程の小花を咲かせる。 

 

オリジナル株、販売数１株（BS）¥16,500 

92. Coelogyne pandulata, select 

セロジネ パンデュラタ，選別個体 

(FD)スマトラ、ボルネオ。本属中ではやや大型で花径

10cm程の花を 10 輪以上。鮮緑色にリップは黒を彩る。

サイズ、形良い大輪花。春～夏咲き。 

オリジナル株、販売数３株（BS）¥11,000 

  
93. Coelogyne Linda Urchin セロジネ リンダ・アーチン 

(Linda Buckley×lentiginosa)(US)昨年登録したばかりの新

交配。やや細めのコンパクト中型斜上する花茎に、花径 5

～6cmで、リップに広く鮮やかな橙色が入る花を 6～7

輪。写真は兄弟株開花例。 

（１作）¥2,750 

94. Coelogyne Memoria Fukuba ‘S-3’ 

セロジネ メモリア・フクバ‘S-3’ 

(Shinjuku×cristata)(FD)クリーム白色に明茶褐色のグラデーシ

ョンが綺麗な大輪花を4~8輪。白花の多い開花期に目立つ、特

徴ある色彩が人気。 

オリジナル株、花芽付き（BS）¥3,300 

  
95. Gastrorchis francoisii ガストロルキス フランコイシー 

マダガスカルの地生蘭、エビネの近縁で桃色。リップは大

きく開き、紫桃色に黄色の細点。花径 4cm程の花を 7～

12輪程。貴重。 

11月輸入、在庫僅少（BS）¥13,200 

96. Gastrorchis humblotii ガストロルキス フンブロティー 

マダガスカルの地生蘭、エビネの近縁。紫桃色、リップは

白に桃色の縁取り、花茎は 50~70cmに伸び、10～15 輪

付ける美花。花径は本属中では大輪の 5cm以上。 

11月輸入、在庫僅少（BS）¥13,200 

  
97. Gomesa croesus ゴメサ クロエサス 

(= Oncidium croesus)ブラジル。草丈 10~15cm程度の小

型オンシ。リップ中央の赤褐色の点が目立つ 3cm程の小

輪花を１花茎に 7 輪程。主に春咲き。 

 

（BS）¥3,300 

98. Leptotes bicolor レプトテス ビカラー 

(‘Tokyo’ HCC/AJOS×self)ブラジル。原産地由来の入賞個

体’Tokyo’ HCC/AJOS のセルフ実生。’Tokyo’は花弁の抱え

込みが少なく展開の良い個体。人気の強健小型種。板付け

での管理もおすすめ。 

（BS）¥2,200 
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99. Masdevallia Grand Sun ‘Dai Dai Star’ GM/JOGA 

マスデバリア グランド・サン‘ダイ・ダイ・スター’ 

(Monarch×Kimballiana)鮮やかで灯火のような橙が美しい

交配種。花茎 30cm程伸び、花は幅 4cm、ドーサル先端ま

で入れると縦 14cm程。グラデーションが美しい。 

オリジナル株、在庫少数（BS）¥4,400 

100. Masdevallia Lyn Sherlock ‘No.1’ 

マスデバリア リン・シャーロック‘No.1’ 

(Bella Donna×coccinea)ふっくらと幅のあるロアーセパル

が印象的なビビットな色彩の選別個体。中心はやや白く抜

け、ロアーセパルには黄色が差す。 

オリジナル株、販売数３株（BS）¥3,300 

   
101. Masdevallia Maclnnes’ Golden Heart ‘Tokyo’ 

マスデバリア マックルンズ・ゴールデン・ハート‘トウキョウ’  

(Falcata×Grand Sun)元気の出る明るいレモンイエローが

可憐な選別個体。ロアーペタルにやや濃淡のある筋あり、

先端へ行くほどややオレンジがかる。 

オリジナル株、販売数３株（BS）¥3,300 

102. Phaius pulcherrus var. pulcherrus  

ファイウス プルケラス，プルケラス 

マダガスカルの地生蘭。エビネ近縁種。本属としては比較

的小型。幅広に開く桃紫色のグラデーションが入る 6cm

程の花を 10～15輪。 

11月輸入、在庫僅少（BS）¥11,000 

  
103. Phaius pulcherrus var. sandrangatensis 

ファイウス プルケラス，サンドランガテンシス 

マダガスカルの地生蘭。エビネ近縁種。本属としては比較

的小型。var. pulchellus とは異なる色彩の花。 

11月輸入、在庫僅少（BS）¥13,200 

104. Polystachya galeata ポリスタキア ガレアタ 

アフリカ西部。特徴的にリップを上にして 3~4cm程の花

を咲かせる。初夏咲きだが、花持ち良好。 

 

30バルブ程の良株、販売数１株（BS）¥8,800 

   
105. Rhyncholaelia glauca fma. alba ‘K-337’ 

リンコレリア グラウカ，アルバ‘K-337’ 

メキシコ、ガテマラなど。リップがふくよかなカトレヤ近

縁の小型種。花弁クリーム～薄緑色、リップ白。コラム付

近リップ中央に入る小豆色の点が入らないアルバ個体。 

オリジナル株、販売数３株（BS）¥5,500 

106. Rhynchostylis retusa fma. alba 

リンコスティリス レトゥサ，アルバ 

(MC)東南アジア。60cm程に伸びる房に 2cm程の小花を

数十輪から百輪以上。主に晩春咲き。長い穂を下垂させて

咲く姿から Foxtail Orchid とも呼ばれる。写真は参考。 

在庫少数（BS）¥8,800 
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洋 蘭 栽 培 用 資 材 ・ 器 材 

◆ 植 込 材 料   

輸入乾燥上質水苔 品薄状態が継続しており、品切れの際は入荷までしばらくお待ちいただく場合がございます。

また、輸送費などの高騰により３月より価格の改定を予定しております。 

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  ….……..…..….  各粒ともに  (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。軽石との混用もよいでしょう。 

 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) 

プラポット ¥50 ¥60 ¥75 ¥90 ¥120 

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 

       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。 



 

16 
 

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 

〃 〃 〃 〃 45cm ¥350 ¥1,300 
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◆ 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 8 月 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 ¥24,420 

ダイオラン#50  ＊ 〃 〃 約 50％ 2m  切売 m ¥800 

ダイオランシルバー#50SG 〃 銀灰 約 45% 2m  50m 1 本 ¥28,270 

 

 

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-6 ラッセル編 銀・

黒 

約 40% 2m 50m 1 本 ¥37,840 

ダイオミラー#50HB-6 ラッセル編 銀・

黒 

約 50% 2m 50m 1 本 ¥41,580 

ダイオミラー#60HB-6 ラッセル編 銀・

黒 

約 60% 2m 50m 1 本 ¥44,770 

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 ¥14,850 

ダイオネット#410SG 〃 銀灰 約 30% 2m 50m 1 本 ¥16,610 

ダイオネット#610 〃 黒 約 45% 2m 50m 1 本 ¥15,950 

ダイオネット#610SG 〃 銀灰 約 40% 2m 50m 1 本 ¥19,690 

ダイオネット#810 〃 黒 約 60% 2m 50m 1 本 ¥17,710 

ダイオネット#810SG 〃 銀灰 約 55% 2m 50m 1 本 ¥21,340 

※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   ¥880 

〃      ...................................   50 個入り1 袋  ¥1,650 

〃      ...................................  100 個入り1 袋  ¥2,530 

アイクリップ   ......................  20 個入り1 袋  ¥1,290 

〃      ...................................  50 個入り1 袋  ¥2,420 

〃      ...................................  100 個入り1 袋   ¥3,850 

◆ 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

  2019 年の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。2020年版は、2021年の入賞花と共に 2022年 

7月頃発行予定。  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.38） 

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 2020 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、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） 

いずれも 国際園芸株式会社 口座です。 

 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 
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