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2023 年 1 月リスト 

Cattleya Alliance Species  カトレヤ系原種 

L. anceps アンセプス ························································································· (7.5) 8,800 

1. (‘Disciplinata’ HCC/AOS × ‘Gigas Flair’) (US) 

‘Disciplinata’ HCC/AOS は lineata とも呼ばれているペタルに

細かなクサビ状の模様の入る個体。これに丸みを帯びた大変

大きなペタルが特徴の‘Gigas Flair’を交配した最新交配。リ

ップ、ペタルともに優れた形の lineata タイプを狙う交配。

在庫僅少。 

 

L. anceps アンセプス ························································································· (7.5) 7,700 

2. (‘Gigas Flair’ × ‘Ultimo’) (US) 

大きなペタルと先端にはいるクサビが特徴の‘Gigas Flair’

を、日本でも BM/JOGA 受賞している‘Ultimo’と交配。花形

や色はもちろんのこと、ペタルの大きさやクサビ模様の良い

良型花を期待する交配。 

在庫僅少。 

 

L. anceps アンセプス ························································································· (7.5) 7,700 

3. (‘SanBar Pink Inspiration’ × ‘South Africa’) (US) 

アメリカで数々の賞を得ている、段違いに幅広なペタルを持

つ‘SanBar Pink Inspiration’と、先端がやや濃色で丸いペタル

と濃色リップを持つバランスの良い良型花‘South Africa’を使

った交配。ペタルの大きさと共に花径、花形に期待する最新

交配。 

在庫僅少。  

L. anceps fma. disciplinata ‘Pastorale’ HCC/AJOS 

アンセプス，ディシプリナタ‘パストラレ’ ·························································· (BS) 11,000 

4. (FD) 

メキシコ原産、長茎の強健種。disciplinata と呼ばれる特異なペタルの色

彩を持つ色彩変異個体の入賞花。細弁だが、花径大きく迫力ある美花。 

オリジナル株。販売数 2 株。 

 

C. cernua, aurea strain セルヌア，オーレア系 ················································· (6.0, 1 作) 4,400 

5. (× sib.) (US) 

ブラジル、人気の多輪性極小型カトレヤ。通常はややオレンジがかった朱

色だが、本実生は黄花となるオーレアタイプを使ったシブリング実生。写

真は参考。 

 



 

2 
 

C. cernua fma. aurea  セルヌア，オーレア‘K-1256’ ·········································· (BS) 22,000 

6. (× sib.) 

ブラジル、人気の多輪性極小型カトレヤ。国内で実生された

オーレアタイプの実生選別株。2.5 号鉢、株の直径 15cm

程、15 バルブ程度、リード 4～5 本の良株。 

分け株無しのオリジナル株。 

 

C. intermedia fma.aquinii-orlata ‘R0011’  

インターメディア，アクイニーオルラタ‘R0011’ ················································· (BS) 16,500 

7. 6424 (marginata ‘F-2’ × tipo ‘Int-01’) 

幅広のペタルの中心に特徴的なクサビの入る花が咲いている交配からの選

別個体。全体にややピンクがかり、ボリューム感のあるシルエットで、大

きく開いたリップが特徴。初花での選別。 

分け株無しのオリジナル株。 

 

C. intermedia fma. orlata ‘R0061’ インターメディア，オルラタ‘R0061’ ················ (BS) 13,200 

8. (orlata ‘Old River’ SM/JOGA × orlata ‘Tsuboi’ SM/JOGA) 

SM 入賞花同士を使ったシブリングからの選別個体。非常に整った花形

で、両親をしのぐインパクトのあるリップで、しっかりと前面に開く縁が

くっきりと目立つ良花。 

分け株無しのオリジナル株。 

 

C. maxima fma. coerulea ‘Hector’ SM/JOGA マキシマ，セルレア‘ヘクター’ ······ (BS 大) 33,000 

9. (MC) 

これまでに数々のらん展で賞を受賞している本種セルレアでは最も有名な

個体。いわゆる低地性（海岸タイプ）で株はやや大型となり、10～20 輪

の豪華なボール咲きとなる。リードが 60cm 程となっている 10 バルブ以

上の良株。 

販売数１株。 
 

C. violacea ‘Tsiku Taiwan’ SM/TOGA ビオラセア‘ツィク・タイワン’ ······················ (BS) 8,800 

10. (MC) 

コロンビアなど。アメリカの有名入賞個体’Muse’ FCC/AOS のセルフから

生まれた形、色ともに良い濃色入賞個体。 

 

C. violacea, alba strain ビオラセア，アルバ系 ························································ (9.0) 4,400 

11. (× sib.) (US) 

ベネズエラ～コロンビアなど広くに分布。近年は全体がピンクでリップが

ラベンダーとなる通常色、もしくは白地のセパル、ペタルにピンクのフラ

メアタイプが良く見られるが、本実生は全体に白でリップ喉のみ黄色を彩

るアルバタイプの最新実生。写真は参考。 

 

Cattleya Alliance Hybrids  カトレヤ系交配種 

Bc. Carnival Kid’s ‘Green Gem’ BM/JOGA カーニバル・キッズ‘グリーン・ジェム’ ·· (BS) 3,300 

12. (B. nodosa × C. dormaniana) (MC) 

コンパクトな株姿で人気のノドサ系ミディカトレヤ。グリーンとリップの

ラベンダーのコントラストよく、花持ちも良い。しっかり伸びる花茎で大

株に仕立てたい一品。強健、秋咲き。 
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C. Cosmo-Blueheaven ‘Heavenly Blue’ コスモブルーヘブン‘ヘブンリー・ブルー’ ······ (BS) 16,500 

13. (sincorana × Purity) (FD) 

(labiata × warneri)に sincorana を交配した原種色の強いセルレア系交配よ

り、セルレア色強い選別個体。コンパクトな株姿で花径やや伸びて 3～4

輪。10 バルブ程度、2 リード株。 

オリジナル株、販売数１株。 

 

C. Cosmo-Vista ‘Ohyama Flash’ コスモビスタ‘オオヤマ・フラッシュ’ ················· (BS) 16,500 

14. (Tokyo Magic × intermedia) (FD) 

C. intermedia を使ったクサビ系交配。Tokyo Magic の親である C. briegeri

の黄色を受け継ぎ、地色はクリーム色、ペタル先端はラベンダー、ペタル

中央はやや濃い黄色を彩る可憐花。スマートに直立する株から花茎伸ばし

8 ㎝程の花を 5～6 輪。3 リード株。 

オリジナル株、販売数１株。 
 

Lc. Dubescens ‘Sendai’ デュベッセンス‘センダイ’ ·············································· (BS) 4,400 

15. (C. Dubiosa (1890) × L. rubescens) (MC) 

(harrisoniana × trianae)に小型でやや長茎となる L. rubescens の交配。淡

いピンクのグラデーションが非常に美しい。株姿はコンパクトで、強健。

花茎先端に可憐花を 4～5 輪。秋咲き。 

在庫少数。 

 

L. Finckeniana ‘Kennedys’ AM/AOS フィンケニアナ‘ケネディーズ’ ···················· (BS) 13,200 

16. (albida × anceps) (FD) 

メキシコの中型長茎種同士の交配で、鮮やかで艶のある桃色と、リップの

黄色が映える美花。株は albida に似て節間があまり伸びず、細身のバル

ブの先端から 50cm 程伸びる花茎に 10 輪以上。秋咲き。 

オリジナル株。販売数 2 株。 
※自然交雑として× finckeiana と記載される場合もありますが、AOS の入賞歴に

従い Finckeniana としています。  

Rlc. Fringe Benefits ‘Green Angel’ フリンジ・ベネフィッツ‘グリーン・エンジェル’ ····· (BS) 5,500 

17. (Rlc. Ports of Paradise × Rl. digbyana) (MC) 

全面黄緑の有名花 Ports of Paradise に digbyana を戻し交配。ペタルの大

きさ、インパクトを残しながら、リップがより丸みを帯びて整った 15cm

を超える整形大輪花。 

 

Lcn. High Guard ‘Cluster’ ハイ・ガード‘クラスター’ ········································ (BS) 11,000 

18. (Upstart × Star Rocket) (FD) 

旧 Schomburgkia 系や Ctt. Chocolate Drop などの面影を残す交配。

Schomburgkia 系とはいえ花茎は伸びすぎず、程よいクラスター咲きで艶

ある濃厚で独特な赤の色彩が目立つ。中小輪花を 5～8 輪ずつ。冬咲き。

大株に仕立てたい一品。 

オリジナル株、販売数 2 株。 

 

Rlc. Last Dream ‘Vivian’ SM/JOGA ラスト・ドリーム‘ビビアン’ ···························· (BS) 8,800 

19. (Success Dream × Dream Paradise) (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。冬咲き。 

在庫少数。 
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Lc. Rubescent Atreus ‘Patty’ BM/JOGA ルベッセント・アトレウス‘パティ’ ·········· (BS) 11,000 

20. (C. Atreus × L. rubescens) (FD) 

小ぶりな株から 30～40cm 程花茎を伸ばし、3～4 輪。丈夫で増えやす

く、大株づくりに好適。本個体は‘Pinkie’のメリクロン変異の入賞個体

で、’Pinky’に比べ花形はふっくらとし、ややくっきりとした発色。 

オリジナル株。販売数 3 株。 

 

Rlc. Taida Eagle Eye ‘All Victory’ タイダ・イーグル・アイ‘オール・ビクトリー’ ····· (BS) 5,500 

21. (Rlc. Meditation × C. Madeleine Knowlton) (MC) 

ふっくらとした印象の大きなペタルを持つ大輪花。全体に丸みのあるゆっ

たりとした咲き方が美しく、リップの黄目もややオレンジがかった深い色

合いで大きく入るのが特徴。10～11 月頃の秋咲きで、株もややコンパク

トなのが良い。 

 

Rlc. Young-Min Dancer ヤンミン・ダンサー ······················································· (NBS) 5,500 

22. (Hwa Yuan Eye × Elengant Dancer) (MC) 

濃色ラベンダー大輪花。やや濃いめのラベンダー地にスプラッシュが入る

ペタルと、くっきりとリップ上部を彩る黄目が綺麗。 

 

Rlc. (Picotee Flight ‘SVO Picotee’ × Izumi Charm ‘SVO’ AM/AOS) 

リンコレリオカトレヤ（ピコティー・フライト×イズミ・チャーム） ························ (1 作) 5,500 

23. (US) 

Picotee Flight は 5～6 輪の純黄色に鮮やかなフレアを持つ良

花のミディアムタイプ。Izumi Charm は C. Melody Fair を親

に持つミディ優しい黄色地。フレアの入る鮮やかな黄色の花

狙いで、程よく花茎が伸びて 5～6 輪開花する両親の特徴を

引き継ぐ良個体を期待。在庫少数。 
 

Other Major Genera  カトレヤ以外の大属 

Den. auricolor オウリカラー ··············································································· (BS) 16,500 

24. (FD) 

ニューギニア。元 Diplocaulobium 属の美花。やや膨らんだ根本から細長

く直立するバルブ先端、葉の根元部分に 4cm 程の黄～橙の花。花は短命

なるもバルブが増えると次々と開花させる。あまり流通の無い貴重な開花

サイズ株。写真は参考。 

在庫僅少。 
 

Den. capituliflorum カピツリフロラム ··································································· (BS) 3,850 

25. ニューギニアなど。バルブの節々にボール状に小花を密集させて、ネギ坊

主のように咲かせる小～中型種。古いバルブからも開花するので、株が大

きくなるにつれ豪華な開花が楽しめる。冬～春咲き。写真は参考。 

 

Den. cucumerinum ククメリナム ····································································(木付 BS) 3,850 

26. オーストラリア。葉とバルブが一体となり、表面にキュウリやゴーヤのよ

うな凸凹があり、株姿も面白い極小型種、花は草姿に比して大輪 2cm 位 

のクリーム色に赤茶色の筋入り。写真は参考。 
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Den. farmeri fma. petaloid-album ‘Hsinying’ GM/JOGA  

ファーメリ，ペタロイドアルバム‘シンイン’ ······················································· (BS) 13,200 

27. (MC) 

リップがペタル化したことで、コラム部分のみ黄色を残す純白の花となる

変異個体。豪華な房咲きとなり、全国のらん展で数々の賞を受賞している

大人気個体。房が長くなり、数本の花径でも豪華な開花を楽しめる。 

在庫少数。 

 

Den. palpebrae パルペブラエ ·········································································· (花芽付) 4,950 

28. (= farmeri var. album) (FD) 

タイ、ベトナム、ラオスなど。角ばったバルブの先端、葉の付け根部分か

ら白弁黄色リップの花を房状に着けるカリスタ系。farmeri var. album と

されていたが、現在はこの名前になっている。強健で栽培容易。写真は参

考。 

 

Den. polyanthum ‘220211’ ポリアンサム‘220211’ ·············································· (BS) 16,500 

29. 6443 (‘2 列’ × ’脈目’) 

ベトナム、インドなど。極強健の下垂系デンドロビウム。バルブが太く長

く伸び、乳白～白色のリップとなるインドタイプの実生より、リップには

いる繊細な脈目が綺麗な選別個体。 

分け株無しのオリジナル株。 

 

Den. polyanthum ‘220225-2’ ポリアンサム‘220225-2’ ········································ (BS) 11,000 

30. 6442 (‘Long Well No.4’ × ’Long Well No5’) 

ベトナム、インドなど。極強健の下垂系デンドロビウム。バルブが太く長

く伸び、乳白～白色のリップとなるインドタイプの実生より、大輪選別個

体。リップが大きくやや横長な楕円形となり、インパクトある開花。 

分け株無しのオリジナル株。 

 

Den. polyanthum ‘220305-6’ ポリアンサム‘220305-6’ ········································ (BS) 16,500 

31. JF16-4 (giganteum type × ‘Furukawa’ SM/JOGA) 

ベトナム、インドなど。極強健の下垂系デンドロビウム。白リップのイン

ドタイプと黄目が入るベトナムタイプの交配より。淡い黄色が入るリップ

は幅広く大きい。 

分け株無しのオリジナル株。 

 

Den. polyanthum ‘220307-1’ ポリアンサム‘220307-1’ ········································ (BS) 16,500 

32. JF16-8 (giganteum type × sib.) 

ベトナム、インドなど。極強健の下垂系デンドロビウム。インドタイプと

黄目が入るベトナムタイプの交配より。こちらも淡い黄目の入る大きなリ

ップが特徴の個体。株はややコンパクト。 

分け株無しのオリジナル株。 

 

Den. victoriae-reginae ビクトリアレギネ ····························································· (NBS) 5,500 

33. フィリピンの可憐種。細くやや中太りで伸びるバルブ先端付近の節からク

ラスター状に数輪をまとめて咲かせる。花は深い紫を彩り、中心は白く抜

ける。開花はやや不定期。濃色良花が咲いている特選実生苗。写真は参

考。 
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Den. Fire Wings ファイアー・ウィングス ······························································· (BS) 4,400 

34. (Big Alex × Silver Wings) (FD) 

ラトーリア系とデンファレ系の交配で、バルブ上部の葉の間から直立して

伸びる花茎に 5～8 輪の桃紫色の大輪花。花は葉に隠れず咲き、大株は非

常に豪華。花持ち抜群によく、2 カ月以上は楽しめる。写真は参考。 

 

Den. Red Meteor ‘Amanogawa’ レッド・メテオ‘アマノガワ’ ································ (BS) 4,400 

35. (loddigesii × parishii) (FD) 

極強健の小型下垂系デンドロの交配種。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で、バルブは

30～40cm 程に半下垂で伸びる。落葉後、バルブ長の 4 分の 3 ほどを濃色

の可憐花が密に開花。有香。 

オリジナル株。 

 

Paph. fairrieanum フェイリアナム ························································ (10 芽程の大株) 22,000 

36. (‘Dornflender’ × ‘Pointage’ AM/AOS) 

ヒマラヤ～アッサム。独特なフォルムで、日本でも積極的に育種が進む人

気種。アメリカの入賞花を使った濃色の良型花も多く咲いている実生。今

シーズンは花径 40cm 程伸ばし４輪開花。リーフスパン 40cm 程の開花バ

ルブ、伸長中の新芽合わせ 10 芽程の大株。 

販売数１株。 

 

Paph. liemianum リーミアナム ············································································· (BS) 6,600 

37. (‘Macrura Ruriko’ AM/KPG × ‘Isabella’ BM/JOGA) (US) 

スマトラなど。やや波打つ淡い緑の葉の小～中型種。花茎はやや斜上し、

1～2 輪ずつ咲き進む。濃色個体同士を使った国内のシブリング実生で、

良個体が咲き始めている。リーフスパン 30cm 程の良株。写真は開花例。 

在庫少数。 

 

Paph. niveum ニベウム ······················································································· (BS) 7,700 

38. (‘SH18-2’ × ‘Suigen Bin’ HCC/KPG) (US) 

ボルネオ、タイなどに自生するブラキ系。斑のある葉の小型株から中心の

黄色が目立つ可憐な白花。ドーサルの大きな良型花同士のシブリング実

生。写真は参考。 

在庫僅少。 

 

Paph. sanderianum サンデリアナム ···························································· (LS 8-10cm) 5,500 

39. (‘30-1’ × ’Yashima’ AM/JOS) (US) 

ボルネオの固有種で、やや大型の多輪性種。リボンのようによじれて伸び

るペタルは数十センチから、長いときは 1m 程にもなる。日本・蘭協会の

審査にて AM を受賞している‘Yashima’ AM/JOS を使った最新のシブリン

グ実生。写真は参考。 

 

Paph. Emma Decker エマ・デッカー ························································· (LS 6-8cm 程) 3,300 

40. T-555 (Fumi’s Delight ‘Kintaro’ SM/JOGA× malipoense 

‘Sakawa’) (US) 

薄黄緑～緑ベースで、ペタルに入る褐色の脈目や、赤褐色の

入り方でやや個体差の出るパービ系交配。種子親の‘Kintaro’は

写真より全体に黄色味の強い SM 入賞個体。花粉親は参考。 
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Paph. Ma Belle マ・ベル ············································································· (LS 8cm 程) 3,300 

41. T-553 (malipoense ‘Keiko’ BM/JGP × bellatulum ‘Sekine’) (US) 

パービ系とブラキ系のプライマリー交配。良型で色も良い入

賞花 malipoense ‘Keiko’と整った花形の bellatulum ‘Sekine’を

使った交配。よれの少ない丸弁の整形花を期待。 

 

Phal. celebensis セレベンシス ·······································································(木付 BS) 5,500 

42. (× sib.) 

スラウェシ、やや長く半下垂して伸びる花茎に 2～3cm 程の白～乳白色ベ

ースの花を数十輪。ペタルは茶色を彩る面白い色彩。schilleriana や

stuartiana のような斑入りで、細めの下垂する葉。写真は参考。 

 

Phal. equestris ‘Red’ エクエストリス‘レッド’ ············································ (木付 NBS) 4,400 

43. (MC) 

フィリピン。小型のファレノプシス原種。株に比べ長茎で、斜上する花茎

の先端に 3cm 程の小輪花を多数。株が大きくなるにつれ花茎は枝をう

ち、花数も増える。通常、薄桃色の花だが、本個体は全体に濃色の個体。 

 

Phal. japonica ジャポニカ ···················································································· (BS) 2,750 

44. 南西諸島など。ナゴラン。日本に自生するコチョウラン。株幅 10～20cm

程の小柄な株から、地が黄緑で赤褐色の線状の模様を持つ小花を 5～6

輪。コチョウランの一種だが、凍らない程度の低温で管理できる強健種。

春～初夏咲き。写真は参考。 

 

Phal. philippinensis フィリピネンシス ····························································(木付 BS) 5,500 

45. (× sib.) (US) 

フィリピン。長楕円形の斑入りの葉は下垂。花茎はやや斜上して純白～や

やピンクを彩る花を多数咲かせる。花は amabilis に似るがリップの黄色

の入り方などがやや異なる。写真は参考。 

 

Phal. schilleriana シレリアナ ······································································ (木付 NBS) 4,950 

46. (× sib.) (US) 

フィリピン。コチョウラン原種でも常に人気上位に入る一種。他にはない

ピンクの可憐花で、株ができると花茎は枝を打ち数十輪の見事な開花を楽

しめる。個体差はあるが香りもある。実生が繰り返され、葉の大理石模様

の斑の入り方も様々で楽しみの多い種。写真は参考。 

 

Phal. stuartiana スチュアーティアナ ···························································· (木付 NBS) 4,400 

47. (× sib.) (US) 

フィリピン。本種も長楕円形の斑入りの葉で、花下部を黄色く彩り、リッ

プ、ローワーセパル（特に下半分）に褐色の斑点がはいる。schilleriana

同様、花茎が枝打ち、5～7cm ほどの花を多数咲かせる。写真は参考。 
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Phal. stuartiana ‘Sogo’ HCC/AOS スチュアーティアナ‘ソゴー’ ·······················(木付 BS) 6,600 

48. (MC) 

フィリピン。本種も長楕円形の斑入りの葉で、花下部を黄色く彩り、リッ

プ、ローワーセパル（特に下半分）に褐色の斑点がはいる。本個体はペタ

ル、セパルにもしっかり点が入る punctatissima タイプの良型入賞個体。 

 

Phal. tetraspis ‘C1’ テトラスピス‘C1’ ························································ (木付 1 作) 4,950 

49. (MC) 

スマトラ。speciosa としても扱われていた花弁に不規則な斑紋が入るタ

イプの人気個体。目を引くワインレッドの斑紋は同じ花茎でも一輪ずつ異

なる配色で開花する面白い性質を持つ。20cm ほど伸びる花茎に 5cm ほ

どの花を次々と咲かせるので長く楽しめる。 

 

Phal. tetraspis ‘Green’ テトラスピス‘グリーン’ ·············································(木付 BS) 5,500 

50. (MC) 

スマトラ。斑紋の入らない個体の中でも花弁の先に行くほど濃色となる鮮

やかな緑色が綺麗な個体。花径 5cm 程度の花を数輪ずつ順次開花し、長

く楽しめるのもうれしい一種、芳香あり。 

 

Phal. Lyndon Mix Zebra ‘806’ リンドン・ミックス・ゼブラ‘806’ ·····················(木付 BS) 5,500 

51. (Lyndon Mixture × KS Super Zebra) (MC) 

amboinensis や violacea などの面影を残す交配。太い鮮やかな紫の斑紋

が同心円状に花全体を彩る。葉は若葉色で卵型に大きく広がり、花茎は

15~20cm ほど伸び 3～4 輪の良型花を咲かせる。 

 

Phal. Tetrasambo ‘764’ テトラサンボ‘764’ ···················································(木付 BS) 5,500 

52. (tetraspis × amboinensis) (MC) 

名前の通り、花弁上に細かな点のはいる tetraspis と、赤褐色の太い斑紋

が入る amboinensis の交配。株はやや tetraspis に似て、20cm ほど伸び

る反下垂する花茎に数輪ずつ開花。斑点の入り方は開花ごとにやや異な

る。 

 

Phal. Tying Shin Fly Eagle タイイング・シン・フライ・イーグル ························(木付 BS) 6,600 

53. (tetraspis × Dragon Tree Eagle) (MC) 

黄色地に赤褐色の大きな斑紋が不規則に入る特異な配色のノベルティ交

配。同交配中でも色彩のバリエーションは様々。花上がりよく、複数花茎

が次々と咲き続けると写真のような豪華な開花が楽しめる個体。 

 

V. Green Light (green flower) グリーン・ライト（緑花タイプ） ································ (BS) 3,300 

54. (vietnamica × falcata) 

ライトグリーンが可憐な小型種とフウランの交配。奥行きある白～黄緑の

可憐花が咲く交配より、写真のような緑花の開花を確認した個体。フウラ

ンほどのコンパクトな株で、花上がりよく、強健。写真は開花例。 
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Other Genera  その他の属 

Aerides magnicfica エリデス マグニフィカ ······················································ (2-3 作) 5,500 

55. (× sib.) (US) 

フィリピン。バンダ近縁の単茎種。全体に淡い桃色、カシューナッツのよ

うな奥行きある形のリップはやや濃い桃色となる。互生する葉の間から伸

びる花茎は 50cm ほどまでに伸び、2～3 ㎝程の花を多数咲かせる。写真

は参考。 

在庫少数。 
 

Angraecum sesquipedale アングレカム セスキペダレ ······································· (2-3 作) 3,850 

56. (× sib.) (US) 

マダガスカル。ダーウィンの蘭として有名な本属中の代表的な大型種。花

径 15cm ほどになる大輪で、乳白色で厚弁の星形の花は 20～30cm にも伸

びる特徴的な長い距をもつ。写真は参考。 

 

Angraecum (germinyanum × conchoglossum)  

アングレカム（ジャーミニアナム×コンコグロッサム） ·································· (木付 1~2 作) 3,850 

57. (US) 

特徴的なリップと花姿で、“宇宙人”や“タコ”とも例えら

れる個性的な種同士の交配。どちらも花付きよく、木や棒に

着生させてよく育つ種類で、大きく丸いリップの花を期待。 

 

Bulbophyllum ankylochele バルボフィラム アンキロケレ ······································ (BS) 3,850 

58. ニューギニア。20cm ほどの小型株の根元から、株に比して大きい、マス

デバリアのようなクリーム色～橙色の花を咲かせる。やや不定期に年に数

回咲くこともある。写真は参考。 

 

Bulbophyllum lindleyanum バルボフィラム リンドレイアナム ································ (BS) 3,300 

59. タイ、ミャンマー。玉ねぎのような形の可愛らしい小型のバルブの根本か

ら細長く 15～30 ㎝程伸びる花茎の先端に 1cm に満たないほどの小花を

房状に多数。花一つ一つはクリーム地に褐色のストライプが入り、細かい

毛におおわれている。写真は参考。 

 

Caladenia emarginata カラデニア エマルギナタ ················································ (1 作) 16,500 

60. (FD) 

西オーストラリア。エナメルオーキッドともいわれる、蝋質でツヤのある

濃桃色の花を咲かせる夏眠性球根蘭。本属中では比較的大きな 3~5cm ほ

どの花をつける。春咲き。来季開花見込みの 1 作サイズの株。写真は参

考。 

在庫僅少。 
 

Caladenia flava ‘Haya Scott River’ カラデニア フラバ‘ハヤ・スコット・リバー’ ······ (BS) 13,200 

61. (FD) 

西オーストラリア。本属中ではやや小柄で、本個体は花茎があまり伸び

ず、株に比して大きく、鮮やかな黄色と、くっきりと入る赤のストライプ

が非常に目を惹く個体。花付きよい人気個体。今季開花見込み株。 

オリジナル株、在庫僅少。 
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Caladenia Harlequin カラデニア ハーレクイン······················································ (BS) 4,400 

62. (latifolia × flava) (FD) 

オーストラリアの夏眠性球根蘭の交配種。春のらん展でも見事に咲きそろ

った出品がみられ、近年人気の高まっている本種。先端にピンクを彩る黄

色地の花は唯一無二の美しさ。増えやすく、栽培しやすい人気種。今季開

花見込み株。 

在庫少数。 
 

Catasetum pileatum fma. album カタセタム ピレアタム，アルバム ······················· (1 作) 4,400 

63. (MC) 

ベネズエラ、コロンビアなどの低地。本属の代表種でもあり、近年も人気

の高い交配種の重要な親としても知られる。本属中でも最大クラスの大き

な花は 10cm ほどにもなるリップが特徴的。下垂する花茎に 4～10 輪。

色彩変異の多い本種中の純白花のメリクロン。 

 
Catasetum (Dentigrianum ‘Very Nice’ × Susan Fuchs ‘Burgundy Chips’ FCC/AOS) 

カタセタム（デンティグリアナム×スーザン・フュークス） ····································· (NBS) 6,600 

64. (US) 

花を密につけ、まとまった房前となる小型カタセタム交配

に、pileatum 系の大輪系有名種で交配親としても好成績を残

している Susan Fuchs を交配。各パーツが大きく良型とな

ることを期待。 

在庫少数。 
 

Catasetum Jamie Lawson XOXO カタセタム ジェイミー・ローソン XOXO ············ (NBS) 7,700 

65. (‘SVO’ × self) (US) 

pileatum の血が強い王道の大輪系カタセタムより、赤褐色が強く、イン

パクトある大輪花を密に咲かせる選別個体のセルフ実生。赤褐色の入り

方、特徴であるリップの色合いも含めバラエティに富んだ花を期待する実

生。 

在庫少数。 
 

Catasetum (Melana Davison ‘Snow White’ × Diana’s Dots ‘SVO’) 

カタセタム（メラナ・デビソン×ダイアナズ・ドッツ） ··········································· (NBS) 7,700 

66. (US) 

様々な花色を生んだ交配 Melana Davison の一つで白花とな

った‘Snow White’に、大きなペタル、セパルが特徴で、全体

に優しい黄色系の Diana’s Dots ‘SVO’を交配。年に複数回開

花する両親の特徴を引き継いだ花付き良い白～黄色系の小型

交配。在庫少数。 
 

Catasetum (Millie’s Frilly Dragon ‘Chocolate Frills’ × Dagny ‘Windy Hill’s Falkor’ FCC/AOS) 

カタセタム（ミリーズ・フリリー・ドラゴン×ダグニー） ········································ (NBS) 6,600 

67. (US) 

名前の通りのチョコレートカラーで、リップの欠刻が面白い

個体と、tenebrosum に似る色合いで、一花茎に約 20 輪以上

の見事な開花で FCC 入賞花の交配。人気の高いチョコレー

トブラウン系の最新交配で、リップが大きくリッチな色合い

の花を期待。在庫少数。 
 

Catasetum (Portagee Star ‘Brian Lawson’s Sunrise’ HCC/AOS × ivanae ‘Purple Fantasy’) 

カタセタム（ポーテジー・スター×イバナエ） ······················································· (NBS) 7,700 

68. (US) 

pileatum 系でリップの黄色と赤褐色の染め分けが面白い良型

花と、赤紫の小輪花が密集して咲いて非常に目を惹く房咲き

の原種 ivanae の交配。茶褐色の斑点や、リップの色合いの

バリエーションに期待。 

在庫少数。 
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Clowesetum (Sandy Kasner ‘Gramma Susan Price’ AM/AOS × Ctsm. expansum ‘SVO Midori’ AM/AOS) 

クロウェセタム（サンディ・カスナー×エクスパンサム） ········································ (NBS) 7,700 

69. (US) 

Sandy Kasner ‘Gramma Susan Price’は鮮やかなグリーンに

白リップで、1 花茎に 30 輪もつける入賞花。これにグリー

ンをさらに強める狙いで抹茶のような深い緑が特徴の

expansum を交配。鮮やかなグリーンの房咲きとなる良型花

を期待。在庫少数。 
 

Clowesetum Amazing Grace クロウェセタム アメージング・グレーズ ················· (NBS) 6,600 

70. (Cl. Grace Dunn ‘Live Oak’ HCC/AOS × Ctsm. Orchidglade 

‘Davie Ranches’ AM/AOS) (US) 

花の密集した房咲きになる Clowesia の性質を保ちつつ、

Orchidglade の特徴でもある輪の大きさを形の良さを兼ね備

える、花持ち良い良型花を生んだアタリ交配のリメイク。ご

好評につき再入荷。在庫少数。 
 

Clowesetum (Cl. Rebecca Northen ‘Grapefruit Pink’ × Ctsm. Chuck Taylor ‘SVO Sunshine’)  

クロウェセタム（レベッカ・ノーザン×チャック・タイラー）·································· (NBS) 6,600 

71. (US) 

日本でもおなじみの Rebecca Northen に、小型で色彩豊か

な交配の Catasetum を交配。‘SVO Sunshine’はピンクとリ

ップの鮮やかな黄色が特徴。コンパクトな株で、花持ち良い

可憐なピンク系を期待する実生。 

在庫少数。 
 

Comparettia speciosa コンパレティア スペシオサ ··················································· (BS) 5,500 

72. (‘Dark’ × self) 

エクアドル、ペルー。オンシディウム近縁の小型種。大きなリップの鮮や

かなオレンジが魅力的な一種。株は小型だが、花茎 30cm 以上伸ばし 4～

5cm 程の花を 5～10 輪。濃色選別個体を使用した国内実生。冬咲き。や

や嫌暑性あり。写真は兄弟株開花例。 

 

Encyclia fowliei エンシクリア フォーリエイ ························································· (NBS) 5,500 

73. ブラジル、明茶色系の地味目な色彩ながら筋状模様とリップに入る桃色が

アクセントとなり美しい、小柄な株で開花、花径 4cm 前後で 10～20 輪

つける。写真は開花例。 

 
Fredclarkeara (After Dark ‘S.V.O. Black Pearl’ FCC/AOS × Ctsm. tenebrosum)  

フレッドクラーケアラ（アフター・ダーク×テネブロサム） ····································· (NBS) 4,950 

74. (US) 

真っ黒の花として一世を風靡した After Dark ‘S.V.O. Black 

Pearl’に、茶褐色系交配の親でもあり小型でリップとのコン

トラスト良い tenebrosum を交配した最新交配。 

 
Gomesa imperatoris-maximiliani fma. alba 

ゴメサ インペラトリスマキシミリアニ，アルバ ·················································· (NBS) 19,800 

75. (=Oncidium crispum) 

ブラジル。ペタルが太く左右に張り出し、リップとドーサルと合わさって

大きな十文字のような印象的な花を咲かせる元オンシの中型種。通常、全

体に茶褐色でリップ基部のみ黄色を彩るが、本品は花全面が鮮やかな黄色

となる非常に珍しい個体。写真は開花例。 

販売数２株。 
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Gomesa Moon Shadow ‘Tigertail’ BM/JOGA  

ゴメサ ムーン・シャドー‘タイガーテイル’ ························································· (BS) 3,300 

76. (Hornet × Big Bee) (MC) 

オンシディウムらしい鮮明な濃黄色のリップと、非常に濃い黒褐色のコン

トラストが抜群で人気の色彩の入賞個体メリクロン。コンパクトな株であ

りながら花茎は枝をうち、10 輪以上楽しめる。強健で栽培容易。 

 

Guarechea Black Comet グアレケア ブラック・コメット ······································· (BS) 4,400 

77. (Grc. Miva Etoile Noire × Psh. cochleata) (MC) 

(Guarianthe bowringiana × Prosthechea cochleata)に cochleata を戻した

珍しい交配。株は Prosthechea に近くなりコンパクトだが、バルブ頂部

から直立して伸びる花茎に 4～8 輪。形は“タコ蘭”の愛称でも知られる

cochleata に似て、濃い紫のリップを上に向けて開花する。写真は参考。 

 

Ida nana イダ ナナ ····························································································· (BS) 7,700 

78. (=Sudamerlycaste nana, Lycaste nana) 

エクアドル、ペルー。元 Lycaste で、Sudamerlycaste を経て最近 Ida 属

に戻った鮮やかな緑の美花。丸く大きく太るバルブ基部からやや短めな

10～20cm の花茎を複数伸ばし、見ごたえある花を咲かせる。比較的丈夫

でよく咲く冬咲き。写真は参考。 

 

Lycaste Memoria Momomi Motohara ‘6519-0127’  

リカステ メモリア・モモミ・モトハラ‘6519-0127’ ··················································· (BS) 13,200 

79. (Cherish ‘180129’ × virginalis fma. alba ‘1988’) 

大輪良型花に virginalis の良型白花を交配した実生からの選別品。丸みあ

る太めのセパルが力強い純白花。本シーズン開花した花径 15cm 越え、セ

パル幅 5.5cm の初花での選別。 

分け株無しのオリジナル株。 

 

Macropodanthus alatus マクロポダンサス アラタス ····································· (木付・花芽付) 5,500 

80. (× sib)(US) 

マレーシア、ベトナムなど。Aerides や Vanda 系に近い小型種。コンパク

トな株から花茎を下垂して、白色に茶褐色の点一面、リップ桃紫、花径 

3cm くらいの花を 1 茎に 20 輪以上、強健で成育旺盛。写真は開花例。 

 

Oncidium cheirophorum, selected オンシディウム ケイロフォラム，選別個体 ······· (BS) 11,000 

81. (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 程度伸びる花茎は枝をうって開花。実生を繰り返し選別され

た本種中の大輪良型個体。普通個体と比較すると格段の差がある。 

オリジナル株、販売数２株 

 

Papilionanthe teres パピリオナンセ テレス ·················································· (つぼみ付) 4,400 

82. (× sib.) (FD) 

タイ、ラオス他。インゲン豆のような棒状の葉が特徴的なバンダ近縁種。

delicata タイプの淡いピンク系の色彩良い良花。花径 8cm 援護の花を 1

花茎に 4～5 輪までつける。バンダの近縁ではあるが、極強健で寒さにも

強い。強光線を好み、直射日光下での栽培が良い。1～2 月が花期。写真

は開花例。 
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Renanthera bella レナンセラ ベラ ···································································· (NBS) 4,400 

83. (× sib.) (US) 

ボルネオ。バンダ近縁の小～中型種。コンパクトな細葉の株で、葉の間か

ら花茎を斜上させ、5cm 程の鮮やかな朱肉色の花を多数。地色は黄色だ

が、赤の細点が密に入り、ほぼベタ状に深みある赤色花となる。写真は開

花例。 

 

Renanthera monachica レナンセラ モナキカ ····················································· (NBS) 3,850 

84. (× sib.) (US) 

フィリピン。バンダ近縁の小～中型種。コンパクトな細葉の株で、葉の間

から花茎を斜上させ、3～4cm 程の、黄色地に赤の細が目立つ花を多数。

花もちよく、成長につれ、枝をうち花数も増える。写真は開花例。 

 

Renanthera Wynn McPheeters レナンセラ ウィン・マクピータース ························ (BS) 3,850 

85. (bella × monachica) 

鮮やかな赤と、黄色地に赤の点を彩る原種同士の交配。両親同様、小柄な

株ながら枝を打ってよく目立つ花を 10 輪以上。Vanda 系にはあまりない

強い赤味が綺麗な交配。写真は兄弟株開花例。両親は前項参照。 

 

Rhynchodenia Magic Wand リンコデニア マジック・ワンド ·································· (BS) 5,500 

86. (Rhy. coelestis × Sei. mitrata) (MC) 

両親と同様、本交配にもピンクや白などのバリエーションがあるが、本個

体は深くムラの少ない青で、特に花茎が長く伸び、びっしりと筒状に花を

つける選別個体。 

 

Thelymitra megacalyptra テリミトラ メガカリプトラ ············································ (BS) 3,850 

87. (FD) 

オーストラリア南部原産、夏眠性球根蘭。本属でも人気のブルー系原種

で、中でも色濃く、すらっとコンパクトな株姿に見ごたえのある鮮やかな

花を咲かせる。写真は開花例。今季開花見込み株。 

在庫少数。 

 

Thelymitra (anntenifera×variegata) テリミトラ（アンテニフェラ×バリエガタ） ······· (BS) 3,850 

88. (FD) 

オーストラリアの夏眠性球根蘭の交配種。日本では 9 月頃から芽を出し

て冬の間に生育、3 月頃に赤に濃色斑点を持つ可憐な花を咲かせる。マイ

ナス 5 度程度までの耐寒性があり、大変丈夫な種類。今季開花見込み

株。 

在庫僅少。 
 

Zelenkoa onusta ゼレンコア オナスタ ································································· (BS) 4,400 

89. (=Oncidium onustum) (FD) 

コロンビア、ペルー。小型のオンシディウム近縁種。特徴的な形のリップ

と丸いペタルが印象的。2～3cm 程の丸形鮮黄色花を弓なりに伸びて枝打

つ花茎に多数咲かせる。渇きの良い環境を好む。写真は開花例。 
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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        〈安定供給復活までセール時の割引対象外とさせていただきます。〉 

      引き続き、入荷不安定な状況が続いております。ご迷惑をおかけしますが、在庫状況は都度お問い合わせください。 

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) ........................... ¥1,980 

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

中袋 (約 1kg 入 5A 国内にて選別袋詰め) .................... ¥10,000 

大袋 (約 3kg 入 4A ニュージーランドにて選別袋詰め) ... ¥21,000 

特上大袋 (約 3kg 入 5A ニュージーランドにて選別袋詰め) ... ¥24,000 

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) .......................................................¥1,300 

               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) ……………………………………….¥1,600 

               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) ¥4,500  (5㍑入袋)  ¥1,000  

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) ¥1,400 

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 ¥2,500  中粒(約 10mm粒) 5㍑入り ¥2,500 

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 

 



 

15 
 

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 ¥180 

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) …¥1,200 中 (内法約 13cm 角) …¥1,000  小 (内法約 8cm 角) …¥800 

      上記 3 個 1 組のセット販売 …¥2,500 

◆ 着 生 栽 培 用 資 材   

着生栽培の楽しさが注目されています。根を直接見ることができ、自生地の森にいるような、着生ランの 

自然なたくましい姿を楽しめます。着生栽培に向く種を選び、空中湿度を保てると良く育ちます。 

コルク (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 

炭化コルク板 （厚さ約 3cm）……………………..……. 約 30cm x 30cm    ¥ 1,000 

      正方形に整形され、軽量で柔らかく、加工もしやすい。 

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。天然素材のため形やサイズは様々です。 

下記を目安にご注文ください。                                   使用例→ 

Ｌ：広幅（幅 10～15cm 程度 長さ 15cm 程度） ........................ ¥500 

Ｍ：中幅（幅  7～10cm 程度 長さ 15cm 程度） ........................ ¥400 

Ｓ：細幅（幅  5～7cm 程度 長さ 15cm 程度） ........................ ¥300 

◆ 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) ¥2,000    (200g 入) ¥1,000 

    30 － 10 － 10 (成長初期用) ………..………(500g 入) ¥2,000    (200g 入) ¥1,000 

    10 － 30 － 20 (開花促進用) ……………..…(500g 入) ¥2,400    (200g 入) ¥1,200 
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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。 

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。 
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◆ 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 ¥1,800 ¥6,750 

〃 〃 〃 〃 60cm ¥1,400 ¥5,250 

中 〃 #10 外径約 3.2mm 90cm ¥1,100 ¥4,100 

〃 〃 〃 〃 60cm ¥850 ¥3,200 

〃 〃 〃 〃 45cm ¥650 ¥2,450 

細 〃 #12 外径約 2.6mm 60cm ¥700 ¥2,600 

〃 〃 〃 〃 45cm ¥550 ¥2,100 

極細 〃 #14 外径約 2.0mm 60cm ¥500 ¥1,800 

〃 〃 〃 〃 45cm ¥400 ¥1,500 

◆ 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

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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◆ 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) (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 

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 枚 ¥15,840 
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〃 150cm－原反－ 100m 1 本 ¥26,400 

〃 185cm－切断加工－  50m 1 枚 ¥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 枚 ¥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 

※ ＊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      ※以下、書籍等はセール時の割引対象外です。 

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.39 書籍版(日本洋蘭農業協同組合刊)...¥2,310（消費税込）送料 ¥100

  2020～2021 年 2 年分の入賞花の写真とデータを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。 

  バックナンバーVol.32 以降（各¥1,800 ～ ¥2,000 消費税込）もございます。 

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 2021 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。 

                       

 

 

 



 

 

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 

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

 


