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ライトカタログ 2021-2022 

今号のおすすめ商品 

 

 

 Lycaste (Lyc.) virginalis 

6466 (‘Ohyama No.1’ × ‘Ohyama No.2’) 

リカステ バージナリス 

中米原産。薄桃色のグラデーションが綺麗な特別良個体を使ったシブリング実生。 

(p. 37 掲載) 

 

国際園芸株式会社 
〒259-1122 神奈川県伊勢原市小稲葉２６０５ 

Email    orchids@kokusaiengei.com 

TEL     0463-95-2237 

FAX     0463-93-5053 
http://kokusaiengei.com 

 

（ｼｰｽ付、花芽付などの状態表記及びサイズは 2021 年 7 月下旬時点でのものです） 

Cattleya (C.) intermedia (seedlings) 

カトレヤ インターメディア（実生） 

良花が咲きだしている４交配の開花例です。 

詳細は写真左上の４ケタの実生番号をご参考に 

カタログ本文をご覧ください。(p.3 掲載) 

Dendrophylax (Dlax.) lindenii 

デンドロフィラックス リンデニー 

幽霊蘭の名で有名なフロリダ周辺を原産とする 

無葉蘭です。これまでの流通品にはなかった格段に 

良い成株を入荷しました。 (p.34 掲載) 

6424 6423 

6389 6388 
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Cattleya Alliance Species  カトレヤ系原種 

L. anceps, Kang Kang strain  アンセプス，カンカン系････････････････････････････ (BS) 5,500 

  1 (FD) メキシコ、長茎の極強健種、4 倍体入賞個体’Kang Kang’ BM/JOGA のセ

ルフ実生より開花した良個体、写真は ’Kang Kang’ 

 

L. anceps fma. chilapensis  アンセプス， チラペンシス ･････････････････････････ (BS) 4,400 

  2 (FD) (= var. guerrero) メキシコ、ゲレーロタイプと言われていたもの、花弁に    

柔らかく入るクサビが特徴、未選別株、写真は参考 

 

L. anceps fma. dawsonii  アンセプス，ドーソニー ･･･････････････････････････････ (BS) 5,500 

  3 (FD) メキシコ、オハケナタイプといわれるもの、白色でリップ先に淡赤紫色を

彩る可憐花、写真は参考 

 

Gur. aurantiaca  オーランティアカ ･･････････････････････････････････････････････ (BS) 3,300 

  4 (FD) 中米、双葉系の強健種、4cm 前後の橙色系花を 10 輪以上つける多花性種、

冬～春咲、写真は参考 

 

Gur. bowringiana  ボーリンギアナ ･･････････････････････････････････････････････ (BS) 3,300 

  5 (FD) 中米原産の双葉系種、近年少なくなったティポタイプ、濃紫紅色、小輪多

花性の秋咲代表種、写真は参考 

 

Gur. bowringiana fma. coerulea  ボーリンギアナ，セルレア･･･････････････････････ (BS) 5,500 

  6 (FD) 中米原産の双葉系やや大型種、美しい紫青色小輪多花性、秋咲代表種、写

真は参考 

 
Gur. bowringiana fma. coerulea ‘Ono’ BM/JOGA   
    ボーリンギアナ， セルレア ‘オノ’･･･････････････････････････････････････････ (BS) 11,000 

  7 (FD) 本種中では良く知られた濃色良個体、株ができると花径 6cm くらいの    

良型花を 15 輪程度つける、秋咲代表種の一つ、オリジナル株 

 

C. coccinea, 4N strain  コクシネア，4 倍体系 ････････････････････････････････････ (BS) 3,300 

  8 (US) ブラジル、極小型で赤橙色の色彩が美しい有名種、花弁幅の広い丸形花が

期待できる 4 倍体系最新実生、写真は交配親参考 

 

C. forbesii, alba strain  フォーベシー，アルバ系 ･･････････････････････････････････ (1 作) 5,500 

  9 (fma. alba x self) (US) ブラジル、小型双葉系種、緑黄色の色彩が美しい alba

系個体のセルフ実生、6 月直輸入品、在庫少数 

 

C. harrisoniana  ハリソニアナ ･･･････････････････････････････････････････････････ (NBS) 4,400 

 10 (peloric ‘Next Generation Splash’ AM/AOS x self) (US) 夏～秋咲きの双葉系カ

トレヤ、ペタルの先端がリップ化することで生まれるスプラッシュが美しい

peloric タイプの入賞花セルフ実生、写真は’Next Generation Splash’ 
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C. harrisoniana  ハリソニアナ ･･･････････････････････････････････････････････････ (NBS) 4,400 

 11 (‘Vocano King’ FCC/AOS x peloric ‘Next Generation Splash’ AM/AOS) (US) 

夏～秋咲きの双葉系カトレヤ、上記のスプラッシュが美しい入賞花と、濃色

優良個体の’Volcano King’ FCC/AOS とのシブリング実生、写真は両親 

 

C. intermedia  インターメディア ････････････････････････････････････････ ①～④ 各(BS) 3,300 

 12 ①  orlata ‘Marr-Adetta’ SM/JOGA x orlata ‘Fujiwara’s select’ 

  6388 良型のオルラタ系～マルギナタ系花 

②  orlata ‘Fujiwara’s select’ x tipo ‘True’ 

6389 リップの形良いオルラタ系花 

③  marginata ‘F-1’ x tipo ‘Int-01’ 

  6423 幅広弁良型の特異なアクイニー花やマルギナタタイプ花 

④  marginata ‘F-2’ x tipo ‘Int-01’ 

  6424 覆輪状の色彩特異な花やマルギナタタイプ花 

 

 

（開花例写真は 

表紙をご覧ください） 

 

C. intermedia  インターメディア ････････････････････････････････････････ ⑤～⑥ 各(1 作) 2,750 

 13 ⑤  aquinii-coerulea ‘Alpha’ x tipo ‘Fujiwara 2’ 

  6425 良型のアクイニー花またはセルレア系花 

⑥  marginata ‘Sendai’ x self 

  6426 マルギナタ系大輪良型花 

（写真はありません。 

説明はあくまで 

開花予想です） 

C. intermedia  インターメディア ････････････････････････････････････････ ⑦～⑩ (2 作) 2,200 

 14 ⑦  aquinii-coerulea ‘Pleasant’ x coerulea-orlata 

  6485 濃色セルレア系アクイニーやオルラタ系花 

⑧  coerulea-orlata x aquinii-coerulea ‘Pleasant’ 

  6486 濃色セルレア系アクイニーやオルラタ系花 

⑨  concolor ‘Megumi’ x alba-aquinii ‘Fujiwara’ 

  6487 コンカラー～ティポ系またはアクイニー系花 
      

⑦、⑧の親’Pleasant’    ⑨の親’Megumi’ 

C. jongheana  ジョンゲアナ ･････････････････････････････････････････････････････ (BS) 3,300 

 15 (Select x sib.) (US) 最新の良型選別個体同士のシブリング実生、写真は開花例 

 

C. jongheana  ジョンゲアナ ･････････････････････････････････････････････････････ (1 作) 4,400 

 16 (Select x ‘Fire Bird’ SSM/JOGA) (US) 濃色大輪の SSM 受賞個体を親とした最

新のシブリング実生、写真は ‘Fire Bird’ 

 

C. jongheana  ジョンゲアナ ･････････････････････････････････････････････････････ (6.0) 2,750 

 17 (Select x ‘Tashiro’ BM/JOGA) (US) 大輪良型の BM 受賞個体を親とした最新の

シブリング実生、写真は ‘Tashiro’ 

 

C. labiata  ラビアタ ･････････････････････････････････････････････････････････････ (ｼｰｽ付) 5,500 

 18 (FD) ブラジルのカトレヤ原種代表種、良個体同士のシブリング実生からの既開

花株、秋咲強健種、有香、写真は開花例 

 

C. loddigesii  ロディゲシー ･･････････････････････････････････････････････････････ (1 作) 3,850 

 19 (‘Cali-Fu Second’ x ‘Marichan Smile’ SM/JOGA) (US) 最新の優良個体

同士のシブリング実生、冬～春咲、写真は両親 
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C. lueddemanniana  ルデマニアナ ･･････････････････････････････････････････････ (BS) 5,500 

 20 (‘Shonan Lady’ SBM/JOGA x coerulea ‘Golden Try’ GM/JOGA) (US) ベネズ

エラ、大輪良型の良個体同士のシブリング実生、中にはセルレア系花も期待、

写真は両親 

 

C.lueddemanniana  ルデマニアナ ･･････････････････････････････････････････････ (BS) 4,400 

 21 (‘Shonan Lady’ SBM/JOGA x rubra ‘Juan Pedro’) (US) ベネズエラ、大輪良

型の良個体同士のシブリング実生、濃色の整形花が期待できる、写真は両親 

 

C. lueddemanniana  ルデマニアナ ･･････････････････････････････････････････････ (7.5) 2,750 

 22 (flamea ‘T. K. M.’ BM/JOGA x ‘Shonan Lady’ SBM/JOGA) (US) ベネズエラ、

大輪良型の良個体同士のシブリング実生、フラメアの良型花期待、写真は両

親 

 

C. lueddemanniana  ルデマニアナ ･･････････････････････････････････････････････ (BS) 4,400 

 23 (flamea ‘T. K. M.’ BM/JOGA x coerulea ‘Nigua’) (US) ベネズエラ、大輪良型

の良個体同士のシブリング実生、中にはセルレア系フラメア花も期待、写真

は両親 

 

C. lundii fma. alba ‘Cotia’ CBM/JOGA  ルンディー，アルバ ‘コティア’ ･･････････ (BS) 3,300 

 24 (MC) ブラジルの極小型種、新芽を伸長させながら開花、純白色の可憐花が    

極美しい冬咲種 

 

C. maxima  マキシマ ･･･････････････････････････････････････････････････････････ (6.0) 2,750 

 25 (‘Osada’ BM/JOGA x self) (US) ハイランドタイプの入賞良個体を使用したセ

ルフ実生、リップの綺麗な良型花期待、写真は参考 

 

C. mossiae  モッシエ ･･･････････････････････････････････････････････････････････ (BS) 5,500 

 26 (5677st x sib.) (US) ベネズエラ、極大輪良花同士のシブリング実生、写真は

交配親参考 

 

C. nobilior  ノビリオール ････････････････････････････････････････････････････････ (BS) 5,500 

 27 (Paraguay type x self) (US) パラグアイ産の多輪性タイプ選別個体のセルフ    

実生、写真は参考 

 

C. perrinii, coerulea strain  ペリニー、セルレア系 ･･･････････････････････････････ (1 作) 4,400 

 28 (coerulea x self) (US) S，P 極淡ブルー、リップ濃青色の大輪良型花のセルフ    

実生、写真はセルフ親 

 

C. purpurata fma. alba ‘Shirasagi’  パープラタ，アルバ‘シラサギ’･･････････････ (BS) 16,500 

 29 (FD) ブラジル、近年少なくなった純白色アルバ系花の優良個体、大輪で花弁

幅広の目立つ花、オリジナル株 
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C. purpurata, carnea strain  パープラタ，カーネアチェリー系 ････････････････････ (1 作) 6,600 

 30 (‘Big Lip’ x self) (US) ブラジル、carnea-cherry と言われる赤味の強い濃色リップ

が特徴、写真は’Big Lip’、6 月直輸入品、在庫僅少 

 

C. purpurata, flamea strain  パープラタ，フラメア系 ････････････････････････････ (2 作) 3,850 

 31 (‘Best in Sao Paulo’ x ‘Mike’s Magic’) (US) ブラジルの選別で、ほぼ

ベタに入るフラメアが濃い個体と、全体にも色濃い個体の最新シブ

リング実生、写真は両親 

 

C. purpurata, russelliana strain  パープラタ，ルッセリアナ系 ････････････････････ (2 作) 3,850 

 32 (x sib.) (US) ブラジル、リップの淡い色彩が人気の russelliana タイプ花のシブリ

ング実生、写真は参考 

 

C. purpurata, schusteriana strain  パープラタ，シュステリアナ系 ････････････････ (7.5) 3,300 

 33 (‘Linwood’ AM/AOS x ‘Orchid Eros’ AM/AOS) (US) ブラジル、リップが

濃い青紫に彩られる変種のシブリング実生、写真は両親 

 

C. purpurata, striata strain  パープラタ，ストリアタ系 ･･･････････････ (1 作) 4,400・(2 作) 3,300 

 34 (‘K-1949’ x ‘5810-29’) (US) ブラジル、ストライプが密に入るタイプの

ストリアタ系良型花と濃色花のシブリング実生、写真は両親 

 

C. purpurata, werckhauseri strain  パープラタ，ワークハウゼリ系 ･･･････････････ (7.5) 4,950 

 35 (‘Black Lip’ x self) (US) ブラジル、ardosia タイプとも言われる濃黒青紫色のリッ

プを持つ個体のセルフ実生、写真は’Black Lip’、6 月直輸入品、在庫僅少 

 

C. pygmaea  ピグメア ･･･････････････････････････････････････････････････････ (木付 BS) 4,400 

 36 ブラジル、極矮性種、カトレヤ属の最小種、可憐、6 月直輸入品、在庫少数 

 

C. sanguiloba  サンギロバ ･･････････････････････････････････････････････････････ (BS) 4,400 

 37 ブラジルのロックレリア系の小型種、橙色～黄橙色系 4-5cm 程度の花を長茎に

10 輪程度、在庫僅少 

 

C. schilleriana  シレリアナ ･････････････････････････････････････････････････････ (7.5) 3,300 

 38 (‘Shonan Breeze’ BM/JOGA x ‘Super Nova’ SM/JOGA) (US) 両親にリ

ップの素晴らしい入賞花同士を使用した最新シブリング実生、写真は

両親 

 

C. schilleriana  シレリアナ ･････････････････････････････････････････････････････ (BS) 5,500 

 39 (‘The Flat’ x ‘Giant Gem’ SM/JOGA) (US) 特にフラットに展開する大

輪花とリップの筋が極めて美しい SM 受賞個体のシブリング実生、写

真は開花例 
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L. superbiens fma. alba ‘Don Hubert Cross’ CBM/AOS   

    スーパービエンス， アルバ‘ドン ヒューバート クロス’････････････････････････ (BS) 5,500 

 40 (FD) メキシコ、グアテマラ、元 Schomburgkia 属、花茎は長く花径 13-14cm の

白色花を 20 輪以上つけ豪華、リップ喉黄色、強健で成育旺盛、オリジナル株 

 

C. veltina, aurea strain  ベルティナ，オーレア系 ･････････････････････････････････ (1 作) 4,950 

 41 (fma. aurea x sib.) (US) ブラジルの小型双葉系種、全体に黄色味の強い aureum

個体同士のシブリング実生、6月直輸入品、写真は参考、在庫僅少 

 
C. violacea  ビオラセア ･････････････････････････････････････････････････････････ (7.5) 4,400 

 42 (semi-alba-flamea ‘Flaming Lips’ HCC/AOS x ‘Mirtha Isabel’ FCC/AOS) 

(US) ベネズエラ～ブラジル、リップがくっきり目立つ個体と、ペタル、

セパルに非常に濃いフラメアの入りで花形も良い FCC 入賞個体の素晴

らしい両親を使った最新シブリング実生、在庫僅少  

C. walkeriana fma. aquinii ‘Gifu’  ワルケリアナ，アクイニー‘ギフ’･･････････････ (7.5) 3,850 

 43 (MC) セミアルバタイプのアクイニー花有名個体メリクロン、在庫少数 

 

 Cattleya Alliance Hybrids  カトレヤ類交配種 

Rlc. Ability Red ‘Sunset Memory’ SM/JOGA   
    アビリティー レッド ‘サンセット メモリー’ ･････････････････････････････････ (BS) 2,750 

 44 (Rlc. Bierthday Dream x C. Psyche (1902)) (MC) 真っ赤な色彩が大人気のミニ    

カトレヤ、展開良い主として冬～春咲種 

 

C. Aloha Case, coerulea  アロハ ケース， セルレア ･････････････････････････････ (BS) 3,300 

 45 (C. Mini Purple x C. walkeriana) (FD) ミディタイプのセルレア系花、草姿に比し大

輪の花をつける強健種、写真は開花例 

 

Bc. Amethyst ‘Red Firework’  アメジスト ‘レッド ファイアーワーク’･･･････････ (BS) 4,400  

 46 (C. purpurata x B. cuculata) (MC) B. cuculata の趣をそのままに、美しく赤紫色

を彩りリップ大きく濃色で目立つ、細身の株に大輪の花を咲かせる 

 

C. Angela, coerulea  エンジェラ， セルレア ･････････････････････････････････････ (BS) 5,500 

 47 (C. labiata x C. intermedia) (FD) 原種の趣を残す涼しげなブルー系花を 3～5輪、

主として夏咲、強健、写真は開花例参考 

 

C. Antonetta Mahan ‘Oda’ AM/AJOS  アントネッタ マハン‘オダ’･･･････････････ (2-3 作) 3,850 

 48 (C. Mercia Foster x C. J. A. Carbone) (MC) 間違いなく本交配中の最高個体、株

は細身だが幅広弁極整形の大輪系入賞個体、晩春咲、在庫少数 

 

C. Blue and Gold ‘Setsu’ BM/JOGA  ブルー アンド ゴールド‘セツ’･･････････････ (BS) 11,000 

 49 (C. Cornelia (1893) x C. pumila) (FD) ミディタイプのブルー系交配種、入賞時の花

径は13cmなるも、作りこめば 15cmを超えるリップ濃色な良型花、オリジナル株、在庫

僅少 
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C. Blue Velvet ‘Surprise’ SM/JOGA  ブルー ベルベット‘サープライズ’ ･････････････ (BS) 3,850 

 50 (C. Kazuko Takamatsu x C. Mini Purple) (MC) 草姿に比して大輪のミディカトレ

ヤ、入賞時は花径 10cm を超える花を 3 輪、主に冬～春咲なるもしばしば年 2

回咲 

 

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

 51 (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. Button Top ‘Pinky’ BM/JOGA  バトン トップ‘ピンキー’ ･･････････････････････ (BS) 2,200 

 52 (C. Angelwalker x C. lundii) (FD) 草姿極小型、新芽の伸長と共に開花するピンク    

系可憐花、大株仕立てに好適、強健な冬咲種、オリジナル株 

 

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

 53 (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  

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

 54 (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 

 55 (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 

 56 (Rlc. Orglade’s Moon Cheese x Rlc. Burdekin Wonder) (MC) 緑色花と整形白花

大輪の交配、リップの色合いや花弁の縁に digbyana の雰囲気を残す美花、淡い

ピンクもさす爽やかな色合い、在庫僅少 

 

Lc. Cosmo-Joy ‘K-12’  コスモ ジョイ‘K-12’･････････････････････････････････････ (BS) 3,300 

 57 (C. Our Joy x L. anceps) (FD) やや長茎で中輪の美花、花弁は濃色となり幅広弁

の良型で目立つ、強健、主に冬咲、オリジナル株 

 

C. Cosmo-Roebling ‘K-110’  コスモ レブリング‘K-110’･･････････････････････････ (BS) 5,500 

 58 (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、リップは際立って濃色、やや不定期に年 2 回開花、冬の花は更に濃色、 

オリジナル株、在庫僅少 

 

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

 59 (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、在庫僅少 

 

Lc. Curtis Star  カーチス スター ･････････････････････････････････････････････････ (BS) 3,300 

 60 (L. William Curtis x C. Mutsuraboshi) (FD) 鮮黄色系のロックレリア系交配、美花、

写真は開花例 
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Rlc. Dal’s Innocence ‘Pink Flash’ BM/JOGA  ダルズ イノセンス‘ピンク フラッシュ’ (BS) 5,500 

 61 (Rlc. Sylvia Fry x Rlc. Pastoral) (MC) パステルピンク系極大輪花、花径 16.5cm、    

リップの丸味と色彩が非常に美しく存在感抜群、冬咲、在庫僅少 

 
Rlc. Duh’s Eternal Love ‘Feeling’ SM/TOGA 

    デューズ エターナル ラブ‘フィーリング’･････････････････････････････････････ (NBS) 7,700 

 62 (Rlc. Taiwan Zeus x Rlc. Duh’s Angel) (MC) 人気の大輪カトレヤを数多く生ん

でいる Duh’s Orchid Nursery の交配、セミアルバ系からの入賞選別個体メリク

ロン、迫力のあるリップの先にはいるラベンダー色のクサビが特徴、在庫僅少 

 

Rlc. Durigan ‘Valley Isle’  デュリガン ‘バレー アイル’･････････････････････････ (BS) 5,500  

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

色彩が目立つ双葉系交配、人気の双葉系多花性点花、春～夏咲 

 

Ctt. El Cerrito  エル セリート ･･･････････････････････････････････････････････････ (BS) 3,300 

 64 (C. crispata x Gur. aurantiaca) (FD) 鮮やかで目立つ黄色小輪多花性花、強健で

大株作りに好適、写真は開花例 

 
C. Empress of Mercury ‘Gwo-Luen’ AM/AOS   

エンプレス オブ マーキュリー‘グォ ルェン’･････････････････････････････････ (2 作) 3,850 

 65 (C. Anzac (1921) x C. intermedia) (MC) かつて一世を風靡した 1978 年登録の

クラシックカトレヤ、リップと花弁が濃色で際立つ色彩の大輪系花 

 

Mcv. Frances Fox (MC)  フランセス フォックス (MC) ･････････････････････････････ (1 作) 3,850  

 66 (Bc. Polka Dot x Mcp. tibicinis) (MC) 属名はMyrmecatavola、咲き始め赤みが強

いオレンジ系色から時間がたつにつれ黄色味が強くなる、やや長茎に 12cm 前後の

大輪を 3～7輪程度 

 

Bc. Fuchs Star  フュークス スター ･･･････････････････････････････････････････････ (BS) 2,750 

 67 (C. maxima  x B. nodosa) (FD) 人気のノドサ系交配、白色～淡ピンクでリップ大き

く白色に桃紫色系筋と細点の趣ある花、写真は開花例 

 

Rlc George King ‘Serendipity’ AM/AOS  ジョージ キング‘セレンディピティー’･･ (BS) 7,700 

 68 (C. Bob Betts x Rlc. Butter Cup) (MC) 淡いサーモンピンクの大輪整形花、特異

な色彩が人気のオーバーラップする人気種、秋～冬咲、在庫少数 

 

Rlc. Goldenzelle ‘Lemon Chiffon’ AM/AOS  ゴールデンゼル ‘レモン シフォン’･･ (1-2 作) 5,500 

 69 (Rlc. Fortune x C. Horace) (MC) 鮮レモンイエローが目立つ大輪花、本交配の

黄色花中最も濃色なもののひとつ、オリジナル株からの少数限定再メリクロン、

在庫僅少 

 

Rlc. Hsinying Joy ‘Chief Wilson’  シンイン ジョイ‘チーフウィルソン’････････････ (1 作) 4,950 

 70 (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 
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Rlc. Idol Star ‘Desire’  アイドル スター ‘デザイアー’･････････････････････････････ (BS) 3,300 

 71 (Rlc. Elegant Dancer x C. Calypso (1890)) (MC) 草姿に比し大輪で花径 10cm

以上、リップの色彩も良くバランスの取れたミディタイプ美花 

 

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

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

と、パステルピンク系花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 

 

Bc. Keowee ‘Mendenhall’ AM/AOS  キウイー‘メンデンホール’･･････････････････ (BS) 5,500 

 73 (C.Lorreine Shirai x B. nodosa) (MC) 人気の nodosa 系交配の先駆けとなった

有名交配、赤色の大きなリップを持つ濃黄色大輪花、存在感ある花、久しぶり

の入荷 

 

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

 74 (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 

 

Gcy. Kyoguchi ‘Ace’  キョウグチ‘エース’･･･････････････････････････････････････ (BS) 5,500 

 75 (Gur. aurantiaca x E. incumbens) (FD) ‘Nishimino’ のメリクロン変異体、より大

輪で良く枝を打ち多数花をつける個体、香りの良さでも定評のあり、オリジナ

ル株、在庫僅少 

 

Rlc. Last Dream ‘Vivian’ SM/JOGA  ラスト ドリーム‘ビビアン’･･････････････････ (BS) 7,700  

 76 (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  

 77 (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’･･･････････････････ (2-3 作) 4,950 

 78 (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 

 79 (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 

 
Bc. Memoria Graciela Garcia  メモリア グラシエラ ガルシア ････････････････････ (BS) 3,300  

 80 (C. Mini Purple, coerulea x B. nodosa) (FD) 人気のノドサ系交配、小柄な株

で開花、リップの濃いピンク系の良花、写真は開花例参考 
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C. Menehune Princess ‘Kaleidoscope’ SBM/JOGA 
    メネフネ プリンセス‘カレイドスコープ’･･･････････････････････････････････････ (BS) 3,300  

 81 (C. Fire Fantasy x C. Little Dipper) (MC) 明るい色彩で目立つ花、厚弁で花も    

ち極良好、花立ち良く年 2 回開花することも多い 

 

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

 82 (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 

 

Rby. Pauwela Dawn ‘Tiger Butter’ AM/AOS  パウエラ ドーン‘タイガー バター’･･･ (BS) 4,400  

 83 (Rby. Haiku Dawn x Rlc. Toshie Aoki) (MC) リップの粗い点が特徴の趣ある黄 

色系中大輪花、主に秋咲 

 

Rdn. Pixie Valley ‘Piccolina’ BM/JGP  ピキシー バレー‘ピッコリーナ’･････････････ (BS) 11,000 

 84 (Rlc. Yen Corona x Epi. peperomia) (FD) カトレヤ系交配種中最も小型種の一つ

で株高数センチ、世界らん展にてもトロフィー賞受賞、オリジナル株、在庫少数 

 

Rlc. Purple Love ‘Petit Cake’  パープル ラブ‘プチ ケーキ’･･･････････････････････ (BS) 2,750 

 85 (Rlc. Love Call x C. Mini Purple) (MC) 草姿に比し大輪のミニカトレヤ、リップ濃色で

コントレストの良い強健種 

 

Rlc. Rose Whisper ‘Suisei’ SM/JOGA  ローズ ウィスパー‘スイセイ’･･･････････････ (BS) 11,000 

 86 (Rlc. Llano x C. Drumbeat) (MC) ラベンダーカトレヤの最高峰の一つ、20cm に

も及ぶ巨大輪となる冬咲種、在庫僅少 

 

Chz. Shyugetsu  シュウゲツ ･････････････････････････････････････････････････････ (BS) 3,300 

 87 (Bc. Maikai x Rlc. Creation) (FD) B. nodosa の特徴を強く持ったラベンダー系ミ

ディカトレヤ、秋～冬咲、写真は開花例参考 

 

C. Tydea, coerulea  ティデア， セルレア ･･･････････････････････････････････････ (BS) 3,300 

 88 (C. pumila x C. trianae) (MC) L の濃紫青色が際立って美しいセルレア系ミニカ

トレヤ、古くから流通している有名個体、主に冬～春咲、在庫僅少 

 

C. Walkerinter ‘K-471’  ワルケリンター‘K-471’･････････････････････････････････ (BS) 8,800 

 89 (C. walkeriana x C. intermedia) (FD) aquinii-coerulea タイプの選別個体、ブルー

系のクサビ模様がくっきりと美しいミディタイプ良型花、強健、主に冬咲、オ

リジナル株、販売数 1 株 

 

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

 90 (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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Unflowered seedlings of Cattleya Alliance  カトレヤ類実生未開花株 

「賞を得んとすれば、まず実生を買え」と言います。メリクロンや分株をお求めになることは咲く花が 

判っていますので、それなりの花が咲き確実ではありますが、それ以上の進歩もありません。他人より 

一歩進んだものをとお考えの方は、水準以下の花が咲くこともありうるという少々の危険をおかしても、 

実生未開花株をお求めください。良花が咲いた時の喜びはまた格別です。 

C. Alcides  アルシデス ･･････････････････････････････････････････････････････････ (6.0) 1,650 

101 (C. coccinea x C. jonheana ‘Tashiro’ BM/JOGA) (US) カトレヤ系小型原

種同士の実生の再交配 

  

Lcn. Cosmo-Izac  コスモ アイザック ････････････････････････････････････････････ (6.0) 1,650 

102 (Lcn. Cosmo-Irwin ‘Century 21’ x C. Anzac ‘Orchidhurst’ FCC/RHS) (US) 

草姿コンパクト、やや長茎の濃赤紫色系良型花、写真は両親 

 

Rlc. Cosmo-Peony  コスモ ピオニー ･････････････････････････････････････････････ (BS) 4,950 

103 (Rlc. Pamela Finney ‘All Victory’ BM/JOGA x Rlc. Owen Holmes 

‘Mendenhall’ SM/JOGA) (US) ラベンダー系巨大輪と赤色系整形花の交

配、独特で濃厚な色彩の良花が咲き始めている、秋～冬咲、写真は開花例 

  

Rlc. Cynthia  シンシア ･･････････････････････････････････････････････････････････ (BS) 3,300 

104 (C. walkeriana x Rl. digbyana) (US) 色彩良い桃色系のミディタイプ花、芳

香期待、写真は開花例参考 

  

Lc. Di Ciommo Lina Memoria  ディ シオモ リナ メモリア ････････････････････････ (BS) 4,400 

105 (C. Bonanza Queen ‘Panamint’ AM/AOS x Lc. Liptonii) (US) ピンク系中

輪良型花、写真は両親 

  

L. Furfuranceps  フルフランセプス ･･････････････････････････････････････････････ (BS) 3,300 

106 (L.anceps ‘Roeblingiana’ AM/AOS x L. furfuracea) (US) ancepsの花弁が

リップ化した三弁花とメキシコの全花ピンクの小輪花の交配、写真は両親 

  

Ryc. Intelligent  インテリジェント ･･････････････････････････････････････････････ (BS) 3,300 

107 (Rlc. Goldenzelle ‘Egg Nog’ x L. anceps fma. alba ‘Morelos’ BM/JOGA) 

(US) 黄色赤リップの極整形大輪花に anceps 白色花を交配、写真は開花例 

   

Lcn. Ireneceps  アイレンセプス ･････････････････････････････････････････････････ (BS) 3,300 

108 (L. anceps x Ctt. Little Irene ‘#6381’) (US) 長茎の中輪花と秋咲多輪性花の交

配、写真は開花例 

  

Ctyh. Lime Sherbet  ライム シャーベット ････････････････････････････････････････ (6.0) 3,300 

109 (Psh. mariae ‘Green Rock’ BM/JOGA x C. forbesii ‘Spring Grand’) (US) 緑色

でリップの大きなすっきりしたミディタイプ可憐花、写真は両親 
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C. Loddy in Hawaii  ロディー イン ハワイ ･･･････････････････････････････････････ (BS) 4,400 

110 (C. loddigesii fma. alba x C. Hawaiian Jewel ‘Coronation’) (US) ブラジル

の双葉系春咲き原種と極大輪整形花との交配、中大輪良型花、写真は開花

例 

  

C. Lynwood  リンウッド ････････････････････････････････････････････････････････ (7.5) 2,200 

111 (C. lawrenceana x C. jongheana ‘Tashiro’ BM/JOGA) (US) 初代交配が登

録されてから 95年、ピンク系ミディタイプ花 

  

C. Ortolan  オートラン ･･････････････････････････････････････････････････････････ (BS) 4,400 

112 (C. C. G. Roebling ‘Blue Indigo’ AM/AOS  

x C. intermedia fma. coerulea-aquinii-orlata) (US) C. G. Roeblingの

色彩を上回るブルー系良花が咲きだしている、写真は開花例 

  

Rby. Pam Stars  パム スターズ ･･････････････････････････････････････････････････ (BS) 3,300 

113 (B. Little Stars ‘31’ x Rlc. Pamela Hetherington ‘Coronation’ FCC/AOS) 

(US) ノドサタイプの多花性種とパステルピンク系極大輪花の交配、秋～冬

咲、写真は開花例 

  

Rchg. Paprika  パプリカ ･････････････････････････････････････････････････････････ (BS) 3,300 

114 (L. anceps fma. alba ‘Morelos’ BM/JOGA  

x Rth. Coral Gold ‘Pacific Rainbow’ CR/HOS) (US) ancepsの純白

色花と黄色系クサビのミディタイプ花の交配、写真は開花例 

    

Lc.Roeblingceps  レブリングセプス ･････････････････････････････････････････････ (BS) 4,400 

115 (C. C.G. Roebling ‘Blue Indigo’ AM/AOS  

     x L. anceps fma. veitchiana ‘Cosmo One’) (US) ブルー系の面白

い交配、アンセプスのセルレアを進化させたイメージ、写真は開花例 

 

Rlc. Shonan Gold  ショーナン ゴールド ･･････････････････････････････････････････ (BS) 4,400 

116 (Rlc. Golden Harbor ‘Lucky Valley’ SBM/JOGA  

     x Rlc. Goldenzelle ‘Lemon Chiffon’ AM/AOS) (US) 濃黄色系のオ

ーバーラップするミディタイプ花、写真は開花例 

  

C. Sweet Harmony  スイート ハーモニー ････････････････････････････････････････ (BS) 4,400 

117 (C. Horace ‘Maxima’ AM/AOS x C. Mini Purpule, coerulea ‘S.G.’ 

HCC/AJOS) (US) オーバーラップする中輪の丸形極整形花、写真は開花

例 

  

Rlc. Taira-Machi Daybreak  タイラマチ デイブレイク ･････････････････････････････ (2 作) 3,300 

118 (Rlc. Rose Whisper ‘Suisei’ SM/JOGA x Rlc. Goldenzelle ‘Lemon 

Chiffon’ AM/AOS) (US) ラベンダー系巨大輪花と濃黄色系大輪花の交

配、秋～冬咲、写真は両親 

   

C. Waldemar Scheliga  ワルデマー シェリガ ････････････････････････････････････ (BS) 3,850 

119 (C. Canhamiana, coerulea ‘Azule Sky’ AM/AOS 

     x L. lobata fma. coerulea ‘Paulo Hoppe’) (US) ブルー系濃色花を

使用した交配、写真は両親 

  
Lc. Canariensis ‘Cosmo One’ AM/AJOS x C. Anzac ‘Orchidhurst’ FCC/RHS 

    カナリエンシス‘コスモ ワン’ x アンザック‘オーキッドハースト’･････････････ (BS) 3,300 

120 (US) 草姿コンパクト、やや長茎に橙色系花、写真は両親 
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Rlc. Charming of Sakura Color x C. Cosmo-Pamela Fair ‘K-2’ 

    チャーミング オブ サクラ カラー x コスモ パメラ フェアー ‘K-2’･･････････････ (BS) 4,950 

121  (US) 淡ラベンダー系大輪整形花、写真は両親 

  
C. gloederiana x C. jongheana ‘Fire Bird’ SSM/JOGA 

     グロデリアナ x ジョンゲアナ‘ファイアー バード’ ･･･････････････････････････ (BS) 2,750 

122 (US) 鮮黄色のロックレリアに SSM受賞 jongheanaの濃色入賞花を交配、

写真は両親 

  
Rth. Golden Starbright ‘K-1’ x Rlc. Goldenzelle ‘Lemon Chiffon’ AM/AOS 

     ゴールデン スターブライト‘K-1’ x ゴールデンゼル‘レモン シフォン’ ････････ (BS) 3,850 

123 (US) 鮮黄色の中輪丸形花と大輪系濃黄色大輪花を交配、写真は両親 

  
Bc. Katherine H. Chatham ‘Alexandra’ SM/JOGA  

x C. Shellie Compton ‘Touch of Class’ BM/JOGA 

    キャサリン H. チャザム‘アレキサンドラ’ x シェリー コンプトン‘タッチ オブ クラス’ (BS) 4,950 

124 (US) 大輪系花同様のボリュームに人気のノドサ系交配の魅力的

なリップをもつ素晴らしい花が咲き始めている、主に冬咲、写真は

開花例 

  
C. lueddemanniana ‘Shonan Lady’ SBM/JOGA x C. jongheana ‘Fire Bird’ SSM/JOGA 

    ルデマニアナ‘ショウナン レディー’ x ジョンゲアナ‘ファイアー バード’ ･･････ (BS) 3,300 

125 (US) 極整形の lueddemannianaと極濃色大輪の jongheanaの交配、写

真は両親 

  
C. lueddemanniana fma. rubra ‘Saizan’ x C. jongheana ‘Fire Bird’ SSM/JOGA 

    ルデマニアナ， ルブラ‘サイザン’ x ジョンゲアナ‘ファイアー バード’ ････････ (BS) 3,300 

126 (US) 良型濃色の lueddemannianaと極濃色大輪の jongheanaの交配、

写真は両親 

  
C. liliputana x C. nobilior 

    リリプタナ x ノビリオール ････････････････････････････････････････････････････ (NBS) 3,300 

127 (US) 極ミニの桃色系ロックレリアと nobiliorの珍しい交配、写真は両親 

  
C. Melody Fair ‘Carol’ BM/JOGA x C. Circle of Life ‘New Ace’ AM/AOS 

    メロディー フェア‘キャロル’x サークル オブ ライフ‘ニュー エース’･･････････ (1 作) 4,400 

128  (US) 大輪整形のセミアルバ花とミディタイプ濃赤色花の期待の交配、写

真は両親 

  
C. Memoria Hiromi Nishii ‘Aphri’ x C. Cariad’s Mini-Quinee ‘214’ 

    メモリア ヒロミ ニシイ‘アフリ’ x キャリアズ ミニキニー‘214’･･･････････････ (1 作) 2,750 

129  (US) 特異な色彩のなブルー系花とミディタイプのクサビ状花の交配、写

真は両親 
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Rlc. Pamela Hetherington ‘Coronation’ FCC/AOS x C. Cosmo-Queen ‘Fragmet’ 

    パメラ ヘザリントン‘コロネイション’ x コスモ クイーン‘フラグメット’･･･････ (BS) 4,950 

130 (US) パステルピンク系巨大輪有名種と極整形の丸形大輪花の交

配、写真は両親 

  
Rlc. Pamela Hetherington ‘Coronation’ FCC/AOS  

x Rlc. Goldenzelle ‘Lemon Chiffon’ AM 

    パメラ ヘザリントン‘コロネイション’ x ゴールデンゼル‘レモン シフォン’･････ (1 作) 4,400 

131 (US) パステルピンク系巨大輪有名種と濃黄色系大輪花の交配、写真は

両親 

  
C. Shellie Compton ‘Touch of Class’ BM/JOGA x Rlc. Cosmo-Blush 

    シェリー コンプトン‘タッチ オブ クラス’x コスモ ブラッシュ ･････････････････ (7.5) 2,750 

132 (US) 大輪整形のセミアルバ入賞個体と純白色大輪花の交配、写真は両

親 

  
Rlc. Triumphal Coronation ‘Seto’ AM/AOS  

x Rlc. Dream Paradise ‘Temptation’ BM/JOGA 

    トライアンファル コロネイション‘セト’x ドリーム パラダイス‘テンプテイション’ (2 作) 3,300 

133 (US) パステルピンクの巨大輪整形花とクサビの目立つラベンダー系整形

花の交配、写真は両親 

  
Rlc. Triumphal Coronation ‘Seto’ AM/AOS  

x C. intermedia fma. flamea-orlata ‘Redonda’ SM/JOGA 

    トライアンファル コロネイション‘セト’x インターメディア， フラメアオルラタ‘レドンダ’ (2 作) 3,300 

134 (US) パステルピンクの巨大輪整形花と極幅広弁で派手な色彩の強健原

種の交配、写真は両親 

  
C. Walkerinter ‘K-471’ x C. C. G. Roebling ‘Blue Indigo’ AM/AOS 

    ワルケリンター‘K-471’x C. G. レブリング‘ブルー インディゴ’･････････････････ (2 作) 2,750 

135 (US) クサビのはっきり入るミディタイプブルー系花と大輪系人気ブルー系

花の交配、写真は両親 

   

Cymbidium  シンビディウム属 

Cym. dayanum  ダイアナム ･････････････････････････････････････････････････････ (BS) 3,300 

201 ベトナム、インド、タイなど、クリーム地の弁の中央に赤褐色筋、L 赤褐色、花

茎下垂して 4～5cm の花を 10～15 輪、冬～春咲 

 

Cym. dayanum (Red type)  ダイアナム，レッドタイプ ････････････････････････････ (BS) 4,400 

202 ボルネオ、通常はクリーム地の弁の中央に赤褐色筋、本種は全花赤色系のタイプ、

L 赤褐色、花茎下垂して 4～5cm の花を 10 輪前後、冬～春咲 
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Cym. devonianum  デボニアナム ････････････････････････････････････････････ (BS) 4,400 

203 インド、タイ、葉はやや幅広で本属としては小型、下垂する花茎に 3cm 程度の小輪

花を 20 輪前後つける、春から初夏咲 

 

Cym. wadae  ワダエ ････････････････････････････････････････････････････････ (1 作) 4,400 

204 (US) タイ、eburneum に近縁の中型種、8cm 程度のピンク系花を 1-2 花ずつ、やや

不定期に開花、開花時期により色彩の濃淡あり、芳香あり 

 

Cym. Green Valley Emerald ‘Tri Lips’  グリーン バレー エメラルド‘トリ リップス’ (1 作) 4,400 

205 (ensifolium x Green Plumage) (MC) スルガランを交配親に使用した小型種、花弁がリ

ップ化したトリラベロタイプ美花 

 

Cym. Miss Muffet  ミス マフェット ･･････････････････････････････････････････････ (BS) 4,400 

206 (devonianum x floribundum) (MC) 黄茶褐色にリップ濃赤色系、1 茎に 30～40 輪 

つけ株ができるといくつもの花茎を出し見事、強健、有香、写真は参考、春咲 

 

Dendrobium  デンドロビウム属 
 

Den. aduncum ‘Kurahashi’ BM/JOGA  アダンカム‘クラハシ’ ･･････････････････ (BS) 7,700 

207 (FD) インド、タイなど、淡桃色に L クリーム色、形良い入賞個体、オリジナル株、

在庫僅少 

 

Den. anosmum (= superbum)  アノスマム ･･･････････････････････････････････････ (BS) 3,300 

208 (FD) フィリピン、桃紫色の大輪花をつける、リップ喉濃紫色、美花、春～初夏咲、

有香 

 
Den. anosmum (= superbum) fma. album  アノスマム，アルバム ･････････････････ (BS) 4,400 

209 (FD) フィリピン、純白色の大輪花をつける、リップ喉にはクリーム色味、美花、春

～初夏咲、有香 

 

Den. anosmum (= superbum) fma. delacouri  アノスマム，デラコウリ ････････････ (BS) 3,300 

210 (FD) フィリピン、淡ピンクでリップに濃紫赤色目が二つくっきり入る個体、春～初
夏咲、有香 

 

Den. aphyllum (= pierardii) ‘Royal’  アフィラム‘ロイヤル’･････････････････････････ (BS) 4,400 

211 (MC) インド、下垂性、鮮紫桃色に L クリーム色、特に濃色で花付良好な選別個体の

メリクロン、春咲 
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Den. bellatulum  ベラチュラム ･･････････････････････････････････････････････････ (BS) 3,300 

212 タイ、ラオスなど、極矮性種、草姿に比し大輪、丸弁白色でリップ先濃橙色を彩り色

彩極美しい、春咲、有香 

 

Den. bensoniae  ベンソニエ ･･･････････････････････････････････････････････････ (BS) 5,500 

213 インド、株高 20-30cm 程度の株の節々に 5～6cm の花を 2～3 花ずつ、強健な可憐種、

近年入手し難いリップの褐色目がポイントの人気種、晩春咲、 

 

Den. bifalce  ビファルセ ････････････････････････････････････････････････････････ (BS) 3,300 

214 ボルネオ～オーストラリア、Latouria 系のやや小型種、黄色地に茶褐色斑、花もち抜

群な春～初夏咲種、在庫少数 

 

Den. biloculare  ビロクラレ ･････････････････････････････････････････････････････ (BS) 5,500 

215 ニューギニア、Latouria 系としては小柄で株高 30cm 前後、バルブの上部より花茎を

垂らし 3cm 前後の花を 10 輪前後つける、在庫少数 

 

Den. cucumerinum  キュキュメリナム ････････････････････････････････････ (木付 NBS) 3,300 

216 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のような凸凹があり面白い 

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 

 

Den. cymbidioides (= Epigeneium cymbidioides) シンビディオイデス ････････････････ (BS) 2,750 

217 スマトラ、ジャワ、バルブの上部から 20～30cm 花茎を伸ばし乳白色の花を 10 輪前

後、弱香あり、強健で花もち良好、冬咲、在庫少数 

 

Den. endertii  エンダーティー ････････････････････････････････････････････････････ (BS) 5,500 

218 ボルネオ、マレーシア、比較的小型で細身のバルブの節々に 3cm 程度の乳白色花を

数花ずつつける、リップ目は個体差による濃淡あり、在庫僅少 

 

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

219 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、在庫僅少 

 

Den. fimbriatum var. oculatum  フィンブリアタム，オキュラタム ･･････････････････ (BS) 5,500 

220 中国、ヒマラヤ～タイ、ミャンマー、全花鮮黄色でリップに黒目入り、本種としては

小型タイプでバルブ長 60-70cm 

 

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

221 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 
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Den. harveyanum  ハーベイアナム ･･･････････････････････････････････････････････ (BS) 3,850 

222 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、在庫少数 

 

Den. hekouense  ヘコウエンセ ･･････････････････････････････････････････････ (木付 BS) 5,500 

223 ベトナム～中国雲南省、2～3cmの小さなバルブに2.5cmくらいの大きな花をつける、

リップは円筒状で立体感のある可愛らしい花が人気、乳白色～乳白色に淡く紫桃色、

在庫少数 

 

Den. hercoglossum fma. album ‘White Angel’ BM/JOGA   

ヘルコグロッサム，アルバム‘ホワイト エンジェル’･････････････････････････････ (BS) 5,500 

224 (FD) タイ、ラオスなど、通常は桃色なるも本種は純白色、節々から 3～5 輪くらいず

つ多数花をつける、強健な初夏咲種、オリジナル株、在庫少数 

 
Den. jenkinsii  ジェンキンシー ･･･････････････････････････････････････････････ (木付 BS) 2,750 

225 ヒマラヤ、ミャンマー、全花鮮黄色、極小型の株に 3cm 程度の花を 2～5 輪ずつ、 

強健で生育旺盛 

 

Den. kingianum, dwarf type  キンギアナム， 小型タイプ ･････････････････････････ (BS) 1,650 

226 (FD) オーストラリア、普通種に比べ極矮性、バルブ高 3～5cm、紫桃色の可憐花、春

咲、6.0cm 鉢で十分な開花サイズ 

 

Den. kingianum var. silcockii  キンギアナム， シルコッキー ･･････････････････････ (BS) 1,650 

227 (FD) オーストラリア、本種中のセミアルバタイプ花、リップの紫紅色筋が濃色で目

立つ、強健 

 
Den. lichenastrum  リケナストラム ･････････････････････････････････････････ (木付 BS) 2,750 

228 オーストラリア、バルブと葉の一体となった多肉タイプの極小型種、粒状バルブ、1cm

弱のクリーム色黄色リップの可憐小花をポツポツと咲かせる、強健、春～夏咲 

 
Den. lindleyi (= aggregatum)  リンドレイ ･････････････････････････････････････････ (BS) 2,200 

229 タイ、ミャンマーなど、黄色でリップ大きく展開し濃色、花茎は半下垂し丸型花を房

状につける、草姿小柄な極強健種 

 

Den. lituiflorum  リツイフロラム ･････････････････････････････････････････････････ (1 作) 2,750 

230 中国、ヒマラヤ～タイ、ラオスなど、細身で長く伸びるバルブの節々に 6-8cm 程度の

花を数花ずつ、人気美花 

 
Den. macrophyllum var. macrophyllum  マクロフィラム，マクロフィラム ････････ (BS) 5,500 

231 フィリピン～ニューギニア、Latouria 系の代表種、花茎 30cm 位伸び緑色に紫褐色の

点入り、萼の外側には細毛、春咲強健種 
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Den. nakaharae (= Epigeneium nakaharae) ナカハラエ ････････････････････････ (木付 BS) 2,200 

232 台湾、極小柄な株に 3cm くらいのクリーム～淡茶色系の艶のある花を数花、秋～冬

咲、強健 

 

Den. nemorale  ネモラレ ････････････････････････････････････････････････････････ (BS) 3,300 

233 フィリピン、40cm 前後伸びるバルブの節々に 1～2cm 程度の小花を数花ずつ、乳白

色に茶色の網目模様が入る面白い柄 

 

Den. nobile ‘Cooksonii’  ノビル‘クックソニー’･････････････････････････････････ (BS) 3,300 

234 (FD) ペタルがリップ化した古くから知られる有名個体、ペタルの基部にも濃紫の目

が入る、オリジナル株 

 

Den. officinale (= catenatum, tosaense)  オフィシナレ ････････････････････････････ (BS) 2,750 

235 日本、中国など、黄花セッコク、3cm くらいの緑黄色花でリップ乳白色に赤茶色のマ

ーキング、可憐 

 

Den. papilio  パピリオ ･･････････････････････････････････････････････････････････ (BS) 4,400 

236 フィリピン、バルブ極細く直立、5～8cm の純白色、L に赤色、可憐美花、やや

嫌暑性あり 

 
Den. parishii (= rhodopterygium) fma. semi-alba ‘CH 2’   

パリシー，セミアルバ‘CH 2’･･････････････････････････････････････････････････ (BS) 4,400 

237 (MC) 東南アジア広域、本種中のセミアルバ個体中でも色彩良くリップが美しい個体

のメリクロン、強健な春～初夏咲種、有香 

 

Den. polyanthum (= primulinum)  ポリアンサム ･･････････････････････････････････ (BS) 3,300 

238 (giganteum type x sib.) (US) インド、花弁は桃色でリップ乳白色のタイプ、大輪良型

花期待のシブリング実生、写真は参考 

 

Den. polyanthum (= primulinum)  ポリアンサム ･･･････････････････････････････････ (BS) 3,850 

239 (Indian type x ‘Long Well’ SM/JOGA) (US) インド、花弁は桃色でリップ乳白色のタイ

プ、両親にいずれも大輪良型個体を使用したシブリング実生、良花の期待が高い、写

真は ‘Long Well’ 

 

Den. polyanthum (= primulinum)  ポリアンサム ･･･････････････････････････････････ (BS) 3,850 

240 (‘Long Well-R’ SBM/JOGA x ‘Long Well’ SM/JOGA) (US) インド、花弁は桃色

でリップ乳白色のタイプ、両親にいずれも大輪良型の入賞個体を使用したシ

ブリング実生、良花の期待が高い、写真は両親 

 

Den. polyanthum (= primulinum)  ポリアンサム ･･････････････････････････････････ (BS) 3,850 

241 (‘2 列’ x ‘脈目’) (US) インド、花弁は桃色でリップ乳白色のタイプ、花並び良くリップ

に脈目の強い個体を親として使用、良花花期待のシブリング実生、写真は参考 
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Den. polyanthum (= primulinum) ポリアンサム ･･･････････････････････････････････ (BS) 3,300 

242 (giganteum type x ‘Furukawa’ SM/JOGA) (US) インド系の giganteumタイプとベ

トナム系の黄目入りタイプの交配、写真は両親 

 

Den. schuetzei シュエッツェイ･･････････････････････････････････････････････････ (BS) 5,500 

243 フィリピン、formosae タイプの中型種、7～8cm の純白色花を節々に数花ずつ、リッ

プに緑黄色味、比較的高温多湿を好む、在庫僅少 

 

Den. secundum  セクンダム ･････････････････････････････････････････････････････ (BS) 8,800 

244 フィリピン、タイ、桃紫色、リップに黄色を彩り良いアクセントとなる、1cm 弱の小

花を多数密生する、強健、株高 80cm 程度の上作株、在庫僅少 

 

Den. shearmanii シャールマニー ･････････････････････････････････････････････････ (BS) 3,300 

245 ニューギニア、元 Diplocaulobium 属、比較的低地に自生、玉ねぎ型のバルブかる松

葉のような細い葉を出す、花径 2cm 程度の花を一斉に咲かせる、在庫少数 

 

Den. signatum (= hildebrandtii) ‘Yamamoto 97’  シグナタム‘ヤマモト 97’････････ (NBS) 5,500 

246 (FD) タイ、ミャンマー、様々な色彩変異のある本種中の明黄色系優良個体、山本デ

ンドロビューム園にて実生選別されたもの、花径 5cm 程度の可憐美花、有香、オリ

ジナル株、在庫僅少 

 

Den. transparens トランスパレンス ･････････････････････････････････････････････ (BS) 5,500 

247 インド、ミャンマー、白から淡ピンクにリップ赤紫色の目入り、バルブの節々に数花

ずつをつける花付きよい強健種 

 

Den. trigonopus  トリゴノパス ･･････････････････････････････････････････････････ (BS) 3,850 

248 タイの小型種、ロウ質で厚弁の鮮黄色花、リップに緑色を帯びる色彩が人気、近年希

少、有香 

 

Den. victoriae-reginae  ビクトリアレギネ ･･･････････････････････････････････････ (BS) 4,400 

249 (US) フィリピンの高地、青味の強い紫色で色彩良い人気種、良型の良花が咲いてい

る米国の実生、嫌暑性あり、写真は兄弟株開花例、在庫僅少 

 

Den. wardianum  ワーディアナム ････････････････････････････････････････････････ (BS) 5,500 

250 タイ、ベトナムなど、やや大柄になり節々に 2～3 花ずつ 6-8cm 程度の大輪花をつけ

る、在庫少数 

 

Den. Adastra ‘Krabi’  アダストラ‘クラビ’･･･････････････････････････････････････ (BS) 5,500 

251 (aphyllum x anosmum) (FD) 下垂性デンドロビウムの代表種同士の交配で130年程前

の登録、進化した良個体を使用した再交配、リップの目立つ選別良個体、オリジナル

株 
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Den. Chanthaboon Sunrise ‘C.B.’  チャンタブーン サンライズ ‘C.B.’ ･･･････････ (BS) 3,850 

252 (lamyaiae x freidericksianum) (MC) 目立つ色彩の橙色花にリップ赤褐色脈がほぼベタ

状、草姿に比し大輪の花を節々に咲かせ見事、在庫僅少 

 

Den. Chinsai  チンサイ ･･････････････････････････････････････････････････････････ (BS) 2,750 

253 (moniliforme fma. aureum x unicum) (FD) コンパクトタイプの多花性強健種、ク

リーム～オレンジ系、有香、写真は開花例 

  

Den. Cream Cascade  クリーム キャスケード ･････････････････････････････ (7.5 1-2 作) 3,300 

254 (densiflorum x thyrsiflorum) (US) Callista 系の有名種同士の実生、下記と逆交配、

写真は両親参考 

 

Den. Cream Cascade  クリーム キャスケード ･････････････････････････････ (7.5 1-2 作) 3,300 

255 (thyrsiflorum x densiflorum) (US) Callista 系の有名種同士の実生、上記と逆交配、

写真は両親参考 

 

Den. Flossie McGilligan ‘Sanaru’ BM/JOGA  フロッシー マックギリガン‘サナル’･･ (1 作) 5,500 

256 (williamsianum x atroviolaceum) (MC) Supatulata 系のブルー系美花とLatouria系の小

型種を交配、比較小型のブルー系花となった、花径 6cm 程度の花を 10-15 輪、在庫

少数 

 

Den. Jan Orinstein  ジャン オリンステイン ･･･････････････････････････････････････ (BS) 2,750 

257 (aphyllum ‘Shining Pink’ x polyanthum ‘Furukawa’ SM/JOGA) (US) aphyllum のトリ
ラベロタイプ花と黄目の目立つ polyanthum 入賞個体の交配、濃色黄色リップの良花
が咲き始めている、写真は両親 

 

Den. Lai’s Angel  ライズ エンジェル ････････････････････････････････････････････ (BS) 5,500 

258 (sanderae x Silver Bells) (MC) formosum 系大輪系花の新交配、比較的小型な株で開

花、白色の大輪花でリップ奥にあずき色の紋様、花もち良好、作り込んで展示会向

き強健種 

 

Den. Omokage ‘P-6’  オモカゲ‘P-6’･････････････････････････････････････････････ (BS) 3,300 

259 (hercoglossum x Snow Drop) (MC) hercoglossum の特徴が良く出て花付抜群、小輪の

淡いピンクが可憐なセッコク系小型種、しばしば年 2 回咲き、強健 

 

Den. Pixie Princess ‘H & R’  ピキシー プリンセス‘H & R’･･････････････････････ (NBS) 3,850 

260 (Pixie Nani x canaliculatum) (MC) コンパクトに直立するバルブの頂部付近からいく

つもの花茎を出し、黄色系細弁小輪花を 20～30 輪ずつきれいに並べる、リップの紫

色がアクセントとなる美花、花もち良好で展示会に好適、主として春咲 
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Den. Red Meteor ‘Amanogawa’  レッド メテオ‘アマノガワ’･････････････ (4-5 ﾘｰﾄﾞ BS) 6,600 

261 (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 

 

Den. Rosy Cluster  ロージー クラスター ･････････････････････････････････････････ (1 作) 3,850 

262 (farmeri ‘Pink Panther’ BM/JOGA x amabile ‘Super Nova’ BM/JOGA) (US) 下垂

性房咲多花タイプ交配、写真は両親 

 

Den. Senbazuru ‘Yoshino’ JC/JOGA  センバズル‘ヨシノ’ ･･･････････････････････ (BS) 11,000 

263 (stricklandianum x Nagasaki) (FD) 黄花セッコクを交配に使用したミディタイプ、ア

イボリーにリップに入る赤褐色がポイント、花付極良好で展示会には好適な一品、

高円宮妃牌受賞個体、オリジナル株、在庫少数 

 

Den. Tzeng-Wen Jewel  ツェンウェン ジュエル ･･･････････････････････････････････ (BS) 3,300 

264 (polyanthum x Jan Orinstein) (FD) 下垂性多花タイプの新交配、花付き良い強健種、

写真は開花例 

 

Paphiopedilum & Phragmipedium  パフィオペディラム & フラグミペディウム属 

Paph. bellatulum, album strain  ベラチュラム，アルバム系 ･･････････････ (6.0 LS約 9cm) 9,900 

301 (fma. album ‘Yashima’ x self) (US) タイ、良型の純白色花セルフ実生、写真は ’Yashima’、

在庫少数 

 

Paph. fairrieanum  フェイリアナム ･･･････････････････････････････････････････････ (BS) 6,600 

302 (‘Red Reflection’ SM/JGP x ‘St. Elmo’s Fire’) (US) インド、D 大きく筋が濃色な入賞個

体を使用したシブリング実生、写真は ‘Red Reflection’、在庫少数 

 

Paph. insigne, sanderae  インシグネ，サンデレー ････････････････････････････････ (BS) 2,750 

303 (FD) インド、D 先部の白色以外全花緑黄色個体のセルフ実生、写真は開花例参考 

 

Paph. lowii, album strain  ローウィー，アルバム系 ･････････････････････ (6.0 LS 約 14cm) 5,500 

304 (US) ボルネオのやや大型多輪性種、全花黄色系個体のセルフ実生、写真はセルフ親、

在庫僅少 

 

Paph. wardii fma. album  ワーディー， アルバム ･･･････････････････････････････････ (BS) 5,500 

305 (FD) ミャンマー、花径 10cm くらい、ドーサル筋、ペタルの細点共に緑色、強健、

実生からの初花でアルバム個体確認済み株、写真は兄弟株開花例 
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Paph. (Amarillo ‘Muriel’ B/CSA x White Princess ‘T-10’) 
(アマリロ‘ムリエル’x ホワイト プリンセス‘T-10’)････････････ (7.5 LS 約 10-12cm) 3,300 

306 (US) 大輪系白花期待、画像は両親 

 
Paph. (Chou-Yi Green Apple ‘Sakawa’ x Izayoi Pixie ‘Ashigara’) 

(チョウイ グリーン アップル‘サカワ’x イザヨイ ピキシー‘アシガラ’) (6.0 LS 約 10cm) 3,300 

307 (US) 大輪系桃色花期待、画像は両親 

 
Paph. (Favorite Etching ‘Big Spot’ x Hunting Spot ‘Twilight Spot’ BM/JOGA) 

(フェボリット エッチング‘ビッグ スポット’x ハンティング スポット‘トワイライト スポット’) (6.0 LS 約 10-12cm) 3,300 

308 (US) 大輪系点花同士の交配、写真は花粉親 

 
Paph. (Hunting Spot ‘Flashball’ BM/JOGA x Norito Hasegawa ‘Super’) 

(ハンティング スポット‘フラッシュボール’x ノリト ハセガワ‘スーパー’) (6.0 LS 約 7-8cm) 3,300 

309 (US) 大輪整形の点花入賞花とパービ系優良個体の交配、写真は

両親 

 
Paph. (Hunting Spot ‘Flashball’ BM/JOGA x Thunder World ‘Black Stone’ BM/JOGA) 

(ハンティング スポット‘フラッシュボール’x サンダー ワールド‘ブラック ストーン’) (6.0 LS 約 12cm) 3,300 

310 (US) 大輪整形の点花入賞花同士の交配、写真は両親 

 
Paph. (Miya Green Parade ‘Ashigara’ x White Princess ‘Snow Ball’) 

(ミヤ グリーン パレイド‘アシガラ’x ホワイト プリンセス‘スノーボール’) (7.5 LS 約 12-15cm) 3,300 

311 (US) 大輪系白花期待、画像は両親 

 
Paph. (New Generation ‘Big Spot’ x Hunting Spot ‘Twilight Spot’ BM/JOGA) 

(ニュー ジェネレーション‘ビッグ スポット’x ハンティング スポット‘トワイライト スポット’) (7.5 LS 約 10-12cm) 3,300 

312 (US) 大輪良型の点花同士の交配、写真は花粉親 

 
Paph. (Tsuyuharai ‘Twilight’ x Norito Hasegawa ‘Super’) 

(ツユハライ‘トワイライト’x ノリト ハセガワ‘スーパー’)･･････ (6.0 LS 約 10cm) 3,300 

313 (US) 輪整形の点花入賞花とパービ系優良個体の交配、写真は両親

参考 

 

Phrag. Glen Decker  グレン デッカー ･･･････････････････････････････････････････ (1 作) 7,700 

314 (Jason Fischer ‘Yashima’ HCC/JOS x kovachii ‘Yashima’)(US) besseae や

kovachii の血を受け継ぐ国内実生、濃色良花が咲きだしている、写真は開花

例 
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Phalaenopsis  ファレノプシス属 

Phal. aphrodite subsp. formosana アフロダイテ，フォーモサナ ･･･････････････ (6.0 1 作) 2,200 

315 (US) 台湾、amabilis の formosana タイプ、原産地由来個体のセルフ実生 

 

Phal. bastianii  バスティアニー ････････････････････････････････････････････････ (2 作) 3,300 

316 (‘Red’ x sib.) (US) フィリピン、mariae と近縁と思われる、花径 4cm前後、全体に

赤味の強い個体のシブリング実生、花茎は 20-50cm 伸び艶のある厚肉花を 5 輪前後

咲かせる、写真はシブリング実生親 

 

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

317 スラウェシ、やや長く伸びる花茎に 2～3cm 程度の花を数十輪、白色でペタル

に茶色を彩る面白い色彩、斑入葉 

 

Phal. hieroglyphica, flava strain  ヒエログリフィカ，フラバ系 ･･･････････････････ (BS) 5,500 

318 (fma. flava x sib.) (US) フィリピン、花径 5～8cm 程度で 1 茎に3～5 花をつける強

健小型種、通常は白色地に赤茶～褐色の斑紋だが本種は黄色斑の flava 系花のシブリ

ング実生 

 

Phal. inscriptiosinensis  インスクリプショシネンシス ････････････････････････････ (NBS) 4,400 

319 (x sib.) (US) インドネシアの小型種、花径 3.5cm 前後の花を数花ずつ、クリーム～

黄色に茶色の斑紋、写真は開花例 

 

Phal. lindenii  リンデニー ････････････････････････････････････････････････････････ (BS) 5,500 

320 フィリピンのやや小型種、リップの発色やペタルに時折入るストライプなどの

個体差や、葉の白銀色の大理石模様も面白い 

 

Phal. lueddemanniana  ルデマニアナ ････････････････････････････････････････････ (BS) 4,400 

321 フィリピン、紫色系の斑紋が同心円状に一面に入る、花立良好、株ができ
ると枝打ちしてさらに多くの花をつける 

 

Phal. mariae  マリエ ･･･････････････････････････････････････････････････････････ (NBS) 4,400 

322 (x sib.) (US) フィリピン、lueddemannianaの近縁種、3.5cm 程度の星形の細弁花、

乳白色地に茶褐色系の大斑で目立つ花、株ができると多くの花茎を出し多数花をつ

ける、写真は開花例 
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Phal. schilleriana ‘Pink Butterfly’ AM/AOS  シレリアナ ‘ピンク バタフライ’･･････ (BS) 5,500 

323 (MC) フィリピン、ピンク系可憐花、色彩良く良型の入賞良個体メリクロン、
株ができると数十輪以上をつけ豪華、弱香あり 

 

Phal. stuartiana ‘Sogo’ HCC/AOS  ステュアーティアナ‘ソゴ’･････････････････････ (BS) 5,500 

324 (MC) フィリピン、花弁にもしっかり点が入る punctatissima タイプの良型入賞
個体、 

葉の模様も美しい 

 

Phal. sumatrana  スマトラナ ････････････････････････････････････････････････････ (BS) 4,400 

325 (x sib.) (US) ボルネオ、タイなど、zebrina とされていたもの、白色地に褐色の細長

い斑が面白い、花径 4-5cm 程度で芳香あり 

 

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

326 (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

やかな緑色が奇麗な個体、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. tetraspis (= speciosa) ‘MCSF-1’  テトラスピス‘MCSF-1’････････････････････ (BS) 5,500 

327 (MC) スマトラ、珍しい色彩のチョコレート色花、リップ基部に青紫色を帯び可

憐、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 

 

Phal. tetraspis ‘Yong Blue’  テトラスピス‘ヨン ブルー’･････････････････････････ (BS) 5,500 

328 (MC) スマトラ、特異なブルー系の珍しい色彩花、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 

 

Phal. violacea, Indigo strain  ビオラセア，インディゴ系 ･･････････････････････････ (BS) 6,600 

329 (FD) スマトラ、マレー半島、セルレア系花の改良から生まれた Indigo type と言わ

れる濃ブルー系個体同士のシブリング実生からの選別個体、花茎が上がると次々と

連続して開花し長く楽しめる、写真は開花例 

 

Phal. Little One  リトル ワン ････････････････････････････････････････････････････ (1 作) 3,300 

330 (hygrochila x japonica) (US) 名護蘭のを交配に使った人気交配、株は名護蘭に似て

小型で hygrochila の斑点を全体に受け継ぐ花が多い、写真は開花例 
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Vanda & Allied Genera  バンダとその属間交配種 

V. coerulea  セルレア ･･････････････････････････････････････････････････････････ (BS) 5,500 

331 (US) タイ、鮮青色濃色で網目の良く出た良型花を期待できる最新実生、写真は参考 

 

V. cristata  クリスタタ ･･････････････････････････････････････････････････････････ (BS) 5,500 

332 インド、ネパール、ブータンなど、本属中では比較的小型、花径 3-4cm の緑黄色系花

を 2-5 輪ずつ、リップは赤褐色、株ができると多くの花茎を出し多数花をつける、芳

香あり 

 

V. lamellata, alba strain  ラメラタ，アルバ系 ･････････････････････････････････････ (6.0) 4,950 

333 南西諸島からマリアナ諸島など広くに分布する紅頭翡翠蘭とも呼ばれる本種のアル

バ個体同士のシブリング実生、貴重、写真は参考 

 

V. tessellata  テッセラタ ････････････････････････････････････････････････････････ (BS) 5,500 

334 インドから中国まで広くに分布、趣ある灰色がかった茶色で艶のある花弁

に青紫のリップの花が特徴的、花持ち良く、芳香あり 

 

V. vietnamica  ベトナミカ ･･･････････････ (株高 20cm 程度の BS 良株) 5,500・(小ぶりな BS) 2,750 

335 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、芳香あり 

 

V. (Chavananand x Chindavat)  (チャバナナンド x チンダバット）･･････････････････ (BS) 7,700 

336 (MC) sanderiana の趣を強く表わす色彩良い大輪系丸形優秀花、在庫少数 

 
V. {(Prapathom Gold x sanderiana) x Padre Juan’s Angel Wings} 

{(プラパトム ゴールド x サンデリアナ）x パドレ フアンズ エンジェル ウィングス} ･･ (BS) 6,600 

337 (MC) ほぼ全花淡ピンク系の丸形中大輪美花、在庫少数 

 
Rhv. {V.(lamellata x Noi Blue) x Rhy. coelestis}   

    {(ラメラタ x ノイ ブルー) x セレスティス} ･･････････････････････････････････････ (BS) 6,600 

338 (MC) lamelata タイプの珍しい交配、アイボリー色に褐色を彩り、リップ濃紫青色が

美しい小輪多花性花、花付良好 
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Other Genera  その他の属 

Acineta hrubyana  アシネタ フルビアナ ･･････････････････････････････････････････ (2 作) 5,500 

401 コロンビア、Stanhopea 属に近いもの、4cm 程度の乳白色地に赤茶色の細点入り花を

下垂する花茎に 15 輪前後つける、芳香、嫌暑性あり 

 

Acineta superba  アシネタ スーパーバ ･･････････････････････････････････････････ (2 作) 5,500 

402 コロンビア、Stanhopea 属に近いもの、5cm 程度の小豆色系点入り丸形花を下垂する

花茎に 20 輪前後後つける、芳香、嫌暑性あり 

 

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

403 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、在庫僅少 

 
Aerangis (= Microterangis hildebrandtii) hildebrandtii   
    エランギス ヒルデブランディー ････････････････････････････････････････････････ (BS) 2,200 

404 アフリカ、橙色系の極小輪花を長く伸びる花茎に数十輪、強健で生育旺盛、芳香

有る春咲種 

 

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

405 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 

 
Ancistrochilus rothschildianus   

アンシストロキラス ロスチャイルディアナス ････････････････････････････････････ (NBS) 4,400 

406 ギニア～ウガンダ、小型玉ねぎのようなバルブ、花茎は直立し落葉したバルブの基 

部より淡ピンクでリップ紫紅色の 5cm 程度の美花を 5～6 花ずつ 

 

Angraecum curnowianum (=Aergs. curnowiana)  アングレカム カーノウィアナム  (木付 BS) 5,500 

407 マダガスカル、草姿極小柄、草姿に比し大輪で距が長い希少種、リップ白色その他は

褐桃色を帯びる 

 

Angraecum distichum  アングレカム ディスティカム ･････････････････････････････ (BS) 2,750 

408 中央～西アフリカ、草姿小柄で株幅 2cm 位で葉を互生、1cm 弱の純白色小輪花を葉    

の付け根より幾つも咲かせる可憐種 

 

Angraecum germinianum ‘White’  アングレカム ジャーミニアナム‘ホワイト’･････ (BS) 5,500 

409 (FD) マダガスカル、距が長い純白色花をいくつも咲かせる、強健で生育旺盛、株立

ちになりやすく大株仕立てに好適、春咲、オリジナル株 
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Angraecum sesquipedale  アングレカム セスキペダレ ････････････････････････････ (BS) 5,500 

410 マダガスカル、言わずと知れたダーウィンの蘭、本属中でも花の大きさは最大級

で 15cm を超える、距は 30cm 近く伸びインパクト大、比較的小型に収まる系統、

在庫僅少 

 

Angraecum Longiscot  アングレカム ロンギスコット ････････････････････････････ (BS) 5,500 

411 (longicalcar x scottianum) (MC) 比較的コンパクトで咲きやすい人気交配種のメリク

ロン、花は純白で距が特に長くなる、1 茎に 5 輪前後つけ花立ち良好 

 

Ansellia africana  アンセリア アフリカーナ ･･･････････････････････････････････････ (1 作) 4,400 

412 (‘Joe’ AM/SAOC x ‘Puffadder’) (US) アフリカ広域、シンビディウムの近縁、バルブ棒

状で直立し花は黄色に茶褐色の斑紋、斑紋に特徴のある入賞花を使用したシブリング

実生、写真は ‘Joe’ AM/SAOC 

 

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

413 (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 

 

Arpophyllum giganteum subsp. medium  アーポフィラム，メディウム ･････････････ (BS) 4,400 

414 中米、紫紅色の小花をヒヤシンスのようにつける、giganteum よりも花はまばらで少

ないが濃色、強健、主に夏咲き 

 

Arundina graminifolia  アルンディナ グラミニフォリア ･･･････････････････････････ (BS) 2,200 

415 成屋蘭、熱帯アジアには広く分布するも、八重山諸島にも自生、バンブーオーキッド
の愛称あり、5cm 前後の桃紫色花を数花ずつ、写真は参考 

 

Barkeria skinneri  バーケリア スキンネリ ･････････････ ･････････････････････････ (NBS) 3,300 

416 中米、濃紫桃色、小型濃色タイプ、強健で花もち良好、冬～春咲 

 

Bifrenaria harrisoniae ‘Cosmo Blue’  ビフレナリア ハリソニエ‘コスモ ブルー’･･ (BS) 11,000 

417 (FD) ブラジル、ロワーセパルとリップに淡い紫菫色を帯びる珍しい個体、冬～春咲、
オリジナル株 

 

Bifrenaria tyrianthina  ビフレナリア チリアンシナ ･････････････ ･･･････････････････ (BS) 3,300 

418 (FD) ブラジル、濃桃紫色でリップに赤味、濃色で咲き易い個体 
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Brassavola cuculata  ブラサボラ キュキュラタ ･･････････････････････････････ (木付 BS) 4,400 

419 メキシコ～南米、カトレヤの近縁属で棒状葉、セパル、ペタルが長く垂れ面白い、15cm

くらいの花を 1 茎に 1-2 花ずつ 

 

Brassavola fragellaris  ブラサボラ フラゲラリス ････････････････････････････ (木付 BS) 4,400 

420 ブラジル、草姿細長い、花径 7～8cm の花を 5～10 輪くらい、淡緑黄色で L 大きく白
色基部に黄色を彩る可憐花、有香、強健 

 

Brassavola perrinii ブラサボラ ペリニー ･･････････････････････････････････････････ (BS) 3,300 

421 ブラジル、棒状多肉葉でやや長い、セパル、ペタル細長く緑黄白色、リップやや大き

く白色、有香 

 

Brasssia aurantiaca (= Ada aurantiaca)  ブラシア オーランティアカ ･･･････････････ (BS) 4,400 

422 コロンビア、花序弓型に射出し 10 輪前後をつける、花はやや平開せず鮮橙赤色、色

彩特に良い人気種 

 

Broughtonia sanguinea, alba strain  ブロウトニア サンギネア， アルバ系 ･･･ (木付 1 作) 4,400 

423 (US) ジャマイカ、キューバ、花茎やや伸びて 3cm 程度の展開良い花を数花ずつ、純

白個体のセルフ実生苗、写真は参考 

 

Bryobium hyacinthoides ‘Shinjuku’  ブリオビウム ヒアシンソイデス‘シンジュク’  (1 作) 2,200 

424 (FD) (=Eria hyacinthoides) スマトラ、ジャワ、花茎斜出して白色の小花を多数つける、

柱頭の赤色がアクセント、芳香あり、強健、オリジナル株 

 

Bulbophyllum cirrhoglossum  バルボフィラム シルホグロッサム ･･････････････････ (BS) 7,700 

425 マダガスカル、Megaclinium タイプで面白い花穂を順次開きその中に小豆色の極小輪

花を開花、強健 

 

Bulbophyllum falcatum  バルボフィラム ファルカタム ････････････････････････････ (BS) 1,650 

426 西アフリカ、小型のコブラオーキッド、強健で咲き易い小型種 

 
Bulbophyllum falcatum ‘Jungle Gem’  CBM/AOS 

バルボフィラム ファルカタム‘ジャングル ジェム’･･････････････････････････････ (BS) 2,750 

427 (FD) 西アフリカ、小型のコブラオーキッド、強健で咲き易い小型種、花穂は濃褐色、

オリジナル株 

 
Bulbophyllum fascination ‘Cosmo One’ CBR/JOGA   
    バルボフィラム ファッシネイション‘コスモ ワン’ ････････････････････････････ (BS) 5,500 

428 (FD) ニューギニア、fascinator と longissimum の自然交雑種、30cm 以上伸びる花を

1 茎に 2～3 輪ずつつける入賞個体、10 バルブ以上の良株、オリジナル株 
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Bulbophyllum grandiflorum  バルボフィラム グランディフロラム ･････････････････ (BS) 3,300 

429 ニューギニア、淡茶色に白色点が目立つ、草姿に比し大輪で 15cm 前後、 

 

Bulbophyllum graveolens  バルボフィラム グラベオレンス ･･･････････････････････ (BS) 5,500 

430 ニューギニア、黄色系にリップ赤色となる 5cm 位の花を扇状に 10 輪以上つけるやや

大型種、存在感ある美花、主として夏咲 

 
Bulbophyllum lobbii ‘Kathy’s Gold’ AM/AOS   
    バルボフィラム ロビー‘キャシーズ ゴールド’ ･････････････････････････････････ (BS) 3,300 

431 (MC) マレーシア、ボルネオ、普通種と比較して全体に褐色味が少なく黄色に近い、

7～8cm の大輪でリップが前後に動き面白い、強健で花立ち良好。 

 

Bulbophyllum longiflorum fma. aureum バルボフィラム ロンギフロラム，オーレウム (BS) 5,500 

432 (FD) マレーシア、ニューギニア、5cm 位の花を 1 茎に 7～8 輪、全花緑黄色の透き通

るような色彩が美しい美花、オリジナル株、在庫僅少 

 

Bulbophyllum macraei  バルボフィラム マクレイ ･････････････････････････････ (BS) 2,200 

433 沖縄県、シコウランとして有名、強健 

 

 

Bulbophyllum maxillare  バルボフィラム マキシラレ ･････････････････････････････ (BS) 2,750 

434 ニューギニア、Masdevallia を思わせるような 5cm 前後の花を 1 茎に 1 輪ずつ数花咲

かせる、花立ち良い小型種 

 

Bulbophyllum maximum ‘Arai’  バルボフィラム マキシマム‘アライ’･･････････････ (BS) 2,750 

435 (FD) 西アフリカ、小型のコブラオーキッド、花穂が長く伸びる個体、オリジナル株 

 

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

436 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、花穂は数か月つけている 

 
Bulbophyllum rothschildianum, FCC/RHS  
      バルボフィラム ロスチャイルディアナム‘FCC/RHS’････････････････････････ (BS) 5,500 

437 (FD) 乳白色地に鮮赤紫色の微細点が一面に入るふくよかな花を扇状に 8 輪くらい広

げる、強健な秋咲種、オリジナル株 
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Bulbophyllum unitubum  バルボフィラム ユニツバム ･････････････････････････････ (BS) 3,850 

438 ニューギニア、草姿小柄でやや細身な株に 10cm 以上の存在感ある面白い花をつけ  
る 

 

Bulbophyllum wendlandianum ‘Abe’  バルボフィラム ウェンドランディアナム‘アベ’ (BS) 1,650 

439 (MC) ミャンマー、タイ、10cm 程度の大輪花を扇状に数花、濃紫赤色で目立つ花、

小型強健種 

 
Bulbophyllum Emly Siegerist ‘A-Doribil 52’ 

バルボフィラム エムリー シーゲリスト‘A  ドリビル 52’･･･････････････････ (木付 BS) 2,750 

440 (Elizabeth Ann x lasiochilum) (FD) 珍しい交配、正に両親の中間的な花でElizabeth 

Ann の色彩で lasiochilum を大きくした感じの良個体、オリジナル株 

 
Calanthe madagascariensis  カランセ マダガスカリエンシス ･････････････････････ (BS) 7,700 

441 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 gnomus ‘Jumbo’  カタセタム グノマス‘ジャンボ’ ･･･････････････････ (1 作) 5,500 

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

 

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

443   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 

 

Catasetum × wendlingeri  カタセタム ウェンドリンゲリ ････････････････････････････ (BS) 5,500 

444 (MC) ギアナ、ベネズエラ、pileatum と planiceps の自然交雑種、鮮緑黄色美花、希

少 

 

Catasetum Gerhard Leiste  カタセタム ゲルハルド ライステ ･･････････････････････ (BS) 5,500 

445 (pileatum x Jumbo Pearl) (MC) 濃褐色リップ丸形に黄色を彩りよい色彩となってい

る、8cm 程度のとても目立つ中輪丸形花を 1 茎に 10 輪前後、比較的花もちも良い 

 
Chelonistele sulphurea  ケロニステレ スルフレア ････････････････････････････････ (BS) 2,750 

446 フィリピン、Coelogyne の近縁、花茎ほぼ直立、乳白色で L 橙黄色となる可憐花を

10 輪以上、強健 
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Chiloschista lunifera  キロスキスタ ルニフェラ ･･･････････････････････････ (小振りな BS) 4,400 

447 タイ、強健な無葉蘭、ほぼ全花茶褐色系の 1cm 位の小花を 20cm 位下垂する花茎に

20 輪以上、弱香あり、春咲、在庫少数 

 

Chysis bruennowiana (= costaricensis)  チシス ブルノウィアナ ････････････････ (7.5 2 作) 3,300 

448 コスタリカ～ペルー、本属中の中型種で新芽の伸長と共に開花、橙色が美しい 5-6cm

の花を 5-8 輪、春～初夏 

 

Chysis liminghei  チシス リミンゲイ ･････････････････････････････････････････････ (BS) 5,500 

449 メキシコ、本属中のやや小型種で新芽の伸長とともに開花、艶がある展開良いピンク

味の強い花を 1 茎に 5～10 輪、花径 7cm くらいの美花、春咲、在庫僅少 

 

Coelia bella (= Bothriochilus bellus)  セリア ベラ ･･･････････････････････････････････ (BS) 3,300 

450 メキシコ、球形のバルブ基部より多数花をつける、白色で弁先桃色の可憐花、芳香あ

り 

 

Coelogyne cristata ‘Tokyo Special’  セロジネ クリスタタ‘トウキョウ スペシャル’･ (BS) 3,300 

451 (FD) ヒマラヤ、花茎弓形に下垂して 6～7 輪、弁はやや波打ち純白色、L 喉黄金
色、普通種に比べ大輪の良個体で匍匐茎も短くコンパクトに育つ強健種、オリジ
ナル株 

 

Coelogyne flaccida (= lactea) セロジネ フラクシダ ････････････････････････････････ (BS) 2,750 

452 タイ、乳白色、リップに濃橙黄色味入り、ほぼ直立する花茎に 4cm くらいの花

を 10 輪程度を美しく並べる 

 

Coelogyne mooreana  セロジネ ムーレアナ ･････････････････････････････････････ (BS) 3,300 

453 ベトナム、純白色に L 喉橙黄色、花茎直立し 7～8 輪、大輪、大株作りにも好適
な主冬～春咲種、やや嫌暑性があるが当社実生でかなり丈夫になっている 

 

Coelogyne multiflora  マルチフローラ ･･･････････････････････････････････････････ (BS) 5,500 

454 スラウェシ、本属中では大型、花茎 40cm 位伸びて 3cm 位の小花を 100 輪以上つけ

見事、強健 

 

Coelogyne nitida (= ochracea)  セロジネ ニティダ ････････････････････････････････ (BS) 2,750 

455 アッサム、花茎直立、白色にリップ黄条入り、柑橘系の芳香あり、春咲 
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Coelogyne rochussenii ‘Tokumaru’  セロジネ ロクセニー‘トクマル’ ･･･････････ (1 作) 5,500 

456 (FD) ボルネオ、ジャワ、黄茶色にリップ白色の花を下垂して 60～70cm 伸びる花茎

に 40～50 輪つける、秋咲、非常に咲きやすい個体、オリジナル株 

 
Coelogyne speciosa  セロジネ スペシオサ ･･････････････････････････････････････ (BS) 2,200 

457 スマトラ、ジャワ、草姿小柄、緑黄色～淡茶色、リップ大きく黒褐色が目立つ、花立

ち良い強健種、主として秋～冬咲 

 
Coelogyne speciosa ‘Green & Black’  セロジネ スペシオサ‘グリーン & ブラック’ (BS) 5,500 

458 (FD) スマトラ、ジャワ、草姿小柄、本種中の色彩クリアーな選別良個体、リップ大

きく黒褐色が目立つ、花立ち良い強健種、主として秋咲、オリジナル株 

 
Coelogyne Cosmo-Crista  セロジネ コスモ クリスタ ･････････････････････････････ (BS) 1,650 

459 (Intermedia x cristata) (FD) 純白、L の黄色が目立つ、強健で花立ち良好 

 
Coelogyne Green Elf  セロジネ グリーン エルフ ･････････････････････････････････ (BS) 2,750 

460 (assamica x fuscescens) (FD) 艶のある緑黄色にリップ白色で基部橙褐色を彩
る、強健で花立良い小型種、弱香ある人気交配種、主として秋～冬咲 

 

Coelogyne Intermedia  セロジネ インターメディア ･･･････････････････････････････ (BS) 1,650 

461 (cristata x tomentosa) (FD) 純白、L の緑黄色が清々しい感じ、強健で花立ち良好、微

香あり 

 
Coelogyne Intermedia ‘Magnifica’  セロジネ インターメディア‘マグニフィカ’ ･･･ (BS) 2,750 

462 (cristata x tomentosa) (FD) 通常の Intermedia と比べ数段大輪となり、リップに彩る

黄色の橙黄色が目立つ、オリジナル株 

 
Coelogyne Linda Buckley ‘Cosmo One’ BM/JOGA 

    セロジネ リンダ バックレイ‘コスモ ワン’･････････････････････････････････････ (BS) 3,300 

463 (mooreana x cristata) (FD) 一般に普及流通しているセロジネの中でも最も花のボリ

ューム感のある交配、花径は 9～10cm 近くある入賞個体、オリジナル株 

 

Coelogyne Memoria Fukuba ‘S-3’  セロジネ メモリア フクバ‘S-3’･･･････････････ (BS) 3,300 

464 (Shinjuku x cristata) (FD) クリーム白色にリップ明茶褐色の大輪花を 4～8 輪、特徴の

ある色彩が人気、オリジナル株 

 
Coelogyne Memoria William Micholitz ‘Burnhum’ AM/RHS 
    セロジネ メモリア ウィリアム ミコリッツ‘バーンハム’･････････････････････････ (BS) 3,300 

465 (mooreana x lawrenceana) (MC) 乳白色で L 橙色を帯びる、花茎は斜上して 9cm 前後

の大輪花を 5 輪くらい、強健 
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Comparettia falcata  コンパレティア ファルカタ ･････････････････････････････････ (NBS) 3,300 

466 中南米広域に分布する Oncidium の近縁、小型の株に桃紫色の 2.5cm 程度の可憐

花を 3-8 輪程度つける 

 

Coryanthes bruchmuelleri  コリアンテス ブルクミュエレリ ･･････････････････････ (2 作) 7,700 

467 ペルー、ブラジルなど、バケツ蘭の愛称で親しまれているStanhopea の近縁属、本属

中の最大花の一つ、バルブ基部から花茎を下垂して 2 輪程度ずつ 

 

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

468 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、貴重な珍花、在庫僅少 

 

Cynorkis angustipetala  サイノルキス アングスティペタラ ････････････････････････ (BS) 4,400 

469 マダガスカルの地生蘭、2-3cm の淡ピンクの丸形可憐花をボール状に数十輪、春から

新芽を伸ばしすぐに開花、秋以降地上部がなくなり球根にて越冬、在庫少数 

 

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

470 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、2021 年 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 

471  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、2021 年 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 

Dendrochilum convallariiforme ‘Walter Teague’ CHM/AOS  
    デンドロキラム コンバラリイフォルメ ‘ウォルター ティーゲ’ ･････････････････ (BS) 2,750 

472 (FD) フィリピン、橙桃色系の小輪花を整然と並べる可憐種、強健で花立ち極良好、

冬咲、オリジナル株 

 

Dendrochilum dempoense  デンドロキラム デンポエンセ ････････････････････････ (BS) 3,300 

473 スマトラ、本属中では花は特に大きく 1.5cm くらい、花穂は下垂して 20 輪以上つけ

る、冬咲 

 

Dendrocchilum glumaceum  デンドロキラム グルマセウム ･･･････････････････････ (BS) 2,200 

474 フィリピン、1cm 程度の乳白色小輪花を 50 輪くらいつける、有香 

 

Dendrochilum glumaceum (album type)  デンドロキラム グルマセウム（アルバム系） (BS) 2,750 

475 フィリピン、1cm 程度の小輪花を 50 輪くらいつける、通常は柱頭が橙茶色だが本種
は黄色、全体に白色味が強く新芽にも色素が乗らない、有香美花 
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Dendrochilum latifolium  デンドロキラム ラティフォリウム ･･･････････････････････ (BS) 3,300 

476 フィリピン、花穂長く下垂し黄橙色の小花を多数、magnum のような雰囲気を持つや

や大型種、強健 

 

Dendrochilum magnum  デンドロキラム マグナム ･･･････････････････････････････ (BS) 3,300 

477 フィリピン、花穂長く下垂しクリーム色の小花を多数つけるやや大型種人気種 

 

Dendrochilum wenzelii  デンドロキラム ウェンゼリー ････････････････････････････ (BS) 2,200 

478 フィリピン、草姿は立ち上がる細葉、本属には珍しい橙赤色系の色彩 

 

Dendrolirium lasiopetalum  デンドロリリウム ラシオペタラム  (ヘゴ付 BS 大) 4,400・(BS) 2,750 

479 (= Eria albidotomentosa) タイ、ビルマなど、草姿やや小柄で花茎はバルブ基部

より出て 8～15 花、径約 3cm の淡緑黄色美花、強健、在庫少数 

 

Dendrophylax lindenii  デンドロフィラックス リンデニー ････････ (BS 大) 16,500・(BS) 13,200 

480 米国フロリダ周辺原産、ゴーストオーキッド（幽霊蘭）として有名な無葉蘭、かつて

ないほどの良株を輸入 

 

Dimerandra stenopetala  ディメランドラ ステノペタラ ････････････････････････････ (1 作) 3,300 

481 メキシコ～南米北部、カトレヤの近縁、3cm 程度のフラットに展開する桃色美花、リ

ップ濃色で基部クリーム色がアクセント、強健で生育旺盛、 

 

Encyclia alata  エンシクリア アラタ ･･････････････････････････････････････････････ (BS) 4,400 

482 メキシコ、直立する花茎に枝打ちしながら 5cm 程度の花を多数つけ迫力あり、焦げ

茶色に基部淡緑色の美花、リップは乳白色に紫筋入り、夏咲、有香 

 

Encyclia randii  エンシクリア ランディー ････････････････････････････････････････ (BS) 4,400 

483 ブラジル、濃褐色花ながらリップの色彩が目立ちコントラストの良い美花、花茎伸び

て花径 6cm 前後の花を 10～20 輪つける、春咲、有香  

 

Epidendrum centropetalum (= centradenium) エピデンドラム セントロペタラム ･････ (BS) 3,300 

484 中米、鮮桃色の小輪花を多数つける、花は扁平で美しい、小柄な株で開花するも、

大株に仕立てると特に美しい、花もち良好、冬咲 
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Epidendrum falcatum  エピデンドラム ファルカタム ･････････････････････････････ (BS) 3,300 

485 メキシコ、葉は多肉質で下垂、葉の付け根から白色の大輪花を 3 輪ずつくらい、コル

ク付けなどの栽培も良い 

 

Epidendrum falcatum  エピデンドラム ファルカタム ･････････････････････ (ヘゴ付 2 作) 3,300 

486 (‘Okami’ x self) (US) メキシコ、葉は多肉質で下垂、葉の付け根から白色の大輪花を 3

輪ずつくらい、良個体のセルフ実生 

 

Epidendrum melanoporphyleum  エピデンドラム メラノポルフィレウム ･･････････ (BS) 4,400 

487 ペルー、やや長いバルブの頂部から花茎を出し黒色で細弁の面白い形の花をつける、

株ができると枝打ちして 20 輪以上 

 

Epidendrum porpax fma. album  エピデンドラム ポーパックス，アルバム ････ (木付 BS) 3,300 

488 コロンビア、極矮性種、株は短茎分岐し密生、本個体は全花緑色で光沢あり、極強健 

 
Epidendrum stamfordianum ‘Galaxy’ SM/TOGA   

エピデンドラム スタンフォーディアナム‘ギャラクシー’･････････････････････････ (BS) 5,500 

489 (MC) 主に中米、色彩変異の多い本種中でも特に黄色味が強く花付きの良い個体、台

湾国際蘭展にてトロフィー賞受賞 

 
Epidendrum Candy Valley ‘Morning Moon’   
    エピデンドラム キャンディー バレー‘モーニング ムーン’･･･････････････････････ (BS) 3,300 

490 (Peach Vally x Sakura Valley) (MC) 生育旺盛で花立ち良い個体、オレンジ黄色が目立

つ美花 

 

Epidendrum French Valley  エピデンドラム フレンチ バレー ･･････････････････････ (BS) 3,300 

491 (Wedding Valley x Candy Valley) (FD) 桃色系良型花、写真は開花例 

 

Epidendrum Rain Valley  エピデンドラム レイン バレー ･･････････････････････････ (BS) 3,300 

492 (Little Valley x Flamingo Valley) (FD) 濃桃色系良型花、写真は開花例 

 

Eulophia euglossa  ユーロフィア ユーグロッサ ･･･････････････････････････････････ (BS) 7,700 

493 (‘Pegasus’ SBM/JOGA x self) (US) アフリカ広域に自生する地生蘭、生育良

く強健、しっかり直立し 80-90cm 伸びる花茎に 3cm 程度の可憐花を 30 輪

前後つける 

 

Eulophia guineensis  ユーロフィア グイネエンシス ････････････････････････････････ (BS) 5,500 

494 アフリカ広域、花径 5cm 程度の地生種、花茎 60cm 位伸び 20 輪近くをつける、有香 
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Eulophia plantaginea  ユーロフィア プランタギネア ･･････････････････････････････ (BS) 8,800 

495 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、球根にて販売、在庫僅少 

 

Fredclarkeara After Dark ‘Sunset Valley Orchid’ FCC/AOS,SM/JOGA 

フレッドクラークアラ アフター ダーク‘サンセット バレー オーキッズ’･･････････ (BS) 5,500 

496 (Mo. Painted Desert x Ctsm. Donna Wise) (MC) Catasetum 系の 3 属間交配、大きく

なるバルブの根元から花茎を出し半下垂、チョコレート色の点が一面に入る美花、5

～6cm 程度の花を 1 茎に 20 輪くらいつけ見事 

 

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

497 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、在庫僅少 

 

Gomesa flexuosa (= Onc. flexuosum)  ゴメサ フレクスオサ ････････････････････････ (BS) 2,200 

498 ブラジル、花茎細く丈夫で 60～80cm で分岐、多数の鮮黄色小花をつける 

 
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 

499 (Hornet x Big Bee) (MC) オンシ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、強健で栽培容易 

 
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 

500 (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 

 

Habenaria medusa (= Habenaria myriotricha)  ハベナリア メデュサ ･･････････････････ (BS) 4,400 

501 タイ、ラオス、日本の鷺草の仲間、花後は球根にて休眠、花径 7-9cm の大輪花、リッ

プが多数のヒゲ状に展開、基部の赤色がアクセントとなる、夏咲きで花もち良好 

 

Holcoglossum amesianum  ホルコグロッサム アメシアナム･･･････････････････････ (BS) 7,700 

502 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 

 

Holcoglossum kimballianum  ホルコグロッサム キンバリアナム ･･･････････････････ (BS) 5,500 

503 タイ、ミャンマーなど、バンダの近縁、やや長い棒状葉、基部より 30cm くらいの花茎

を伸ばし 4cm 前後の花を 10～20 輪、L の紫桃色が目立つ美花 
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Leptotes bicolor  レプトテス ビカラー ･･･････････････････････････････････････････ (BS) 2,200 

504 ブラジル、S，P 細く白色、L 濃紫赤色で目立ち美しい、人気小形種 

 

Leptotes bicolor, selected  レプトテス ビカラー，選別個体 ･･･････････････････ (木付 BS) 3,850 

505 (FD) ‘Tokyo’ HCC/AJOS を使用したシブリング実生からの選別個体、’Tokyo’ と同様に

小輪ながら展開良く多数花をつけるタイプ、オリジナル株 

 

Leptotes bicolor ‘Tokyo’ HCC/AJOS  レプトテス ビカラー‘トウキョウ’････････････ (BS) 5,500 

506 (FD) 小輪ながら展開良い良型の入賞個体、花付きも良く可憐、オリジナル株 

 

Leptotes bohnkiana  レプトテス ボーンキアナ ･･･････････････････････････････････ (BS) 2,750 

507 ブラジル、株・花共に bicolor を小さくしたようなもの、不定期にポツポツと開花、強

健 

 

Leptotes pohlitinocoi  レプトテス ポーリティノコイ ･･････････････････････････････ (BS) 4,400 

508 ブラジルの極小型種、比較的新しく記載された種で桃色の可憐花、花付極良好、春咲 

 

Leptotes Spring Color ‘Cosmo Pink’  レプトテス スプリング カラー‘コスモ ピンク’ (BS) 5,500 

509 (bicolor x unicolor) (FD) 本交配中特に濃桃色系の選別良個体、咲き始め乳白色で時間と
共に濃桃色に変わっていく、オリジナル株、在庫僅少 

 

Lycaste aromatica  リカステ アロマティカ ･･･････････････････････････････････････ (BS) 2,750 

510 メキシコ、鮮黄色の小輪多花性種小型種、強健、有香、初夏咲 

 

Lycaste virginalis (= skinneri)  リカステ バージナリス ･････････････････････････････ (6.0) 3,850 

511 (‘Ohyama No.1’ x ‘Ohyama No.2’) (US) グアテマラ、数代にわた

る実生から選別の特別良個体同士のシブリング実生 

 

Lycaste Memoria Momomi Motohara  リカステ メモリア モモミ モトハラ ････････ (6.0) 2,200 

512 (Cherish ‘180129’ x virginalis fma. alba ‘1988’) (US) 白色～ピンク系の大

輪良型花、写真は両親 

 
Lycaste (Auburn ‘Ditchling’ AM/RHS,SM/JOGA x Cherish ‘180129’) 

リカステ (オーバーン‘ディッチリング’ x チェリッシュ‘180129’) ･････････････････ (6.0) 2,200 

513 (US) 淡黄色～セミアルバ～ピンク系大輪良型花、写真は両親 
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Lysdamuloa Winchester ‘Cosmo Pink’ BM/JOGA   
    リスダムロア ウィンチェスター‘コスモ ピンク’････････････････････････････････ (BS) 5,500 

514 (Lys. Tudor x Lyc. Auburn) (MC) クリーム地に全面鮮ピンクの細点が密に連なりべた

状にピンクとなる、L 白色に淡紅点、極大輪良型花、元Angulocaste 属 

 

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

515 マレーシア、ベトナムなど、Aerides などVanda 系に近いもの、小型の株か

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 

 
Maxillaria cucullata  マキシラリア キュキュラタ ･･･････････････････････ (30 ﾊﾞﾙﾌﾞ程度 BS) 5,500 

516 メキシコ、黄色地に茶褐色を重ねる 4～5cm くらいの花を 1 茎に 1 花ずつたくさん咲

かせる、強健、在庫僅少 

 
Maxillaria neowedii  マキシラリア ネオウィーディー ･････････････････････････････ (BS) 3,300 

517 ブラジル、密生する極小型種、1cm 弱程度の鮮黄色花を 1 花ずつ、強健、在庫僅少 

 
Maxillaria pulchra  マキシラリア プルクラ ･･･････････････････････････････････････ (BS) 3,300 

518 メキシコ、かつてMaxillaria alba として流通していたこともある、花径 5cm くらいで

純白色に L 奥黄色、香り良い美花、強健 

 

Maxillaria sanderiana  マキシラリア サンデリアナ ････････････････････････････････ (BS) 5,500 

519 エクアドル、ペルー、本属中の大型種、白色に基部赤褐色を彩る、大輪の迫力ある花、

嫌暑性あり 

 
Maxillaria sanguinea ‘Mercedes Maria Rabago’   

マキシラリア サンギネア‘メルセデス マリア ラバゴ’･･･････････････････････････ (BS) 3,300 

520 ニカラグア、茶褐色、リップ大きく白色に濃紫赤色の可憐花を株元から多数咲か

せる、大株作りに好適、冬～春咲、オリジナル株、在庫僅少 

 

Maxillaria schunkeana  マキシラリア シュンケアナ ･･･････････････････････････････ (BS) 3,300 

521 ブラジル、本属中の小型種、1 茎に 1 輪ずつで 1.5cm 程度の真っ黒な小輪花を多数咲

かせる 

 

Maxillaria spilotantha  マキシラリア スピロタンサ ･･･････････････････････････････ (BS) 3,300 

522 ベネズエラ、エクアドル、細い葉を互生するバルブから 2cm 程度の可憐な花をつけ

る、白色地に赤色の斑でリップ赤色、強健 

 

Maxillaria tenuifolia ‘Yamada’ AM/AOS  マキシラリア テヌイフォリア‘ヤマダ’ ･･･ (BS) 4,400 

523 (FD) メキシコ、通常は濃赤茶色、本種は aurea タイプで黄色にリップ僅かに桃色を

彩る美花、普通種より花つきが良く生育旺盛、ココナッツオーキッドの愛称ある香り

のラン、入賞個体オリジナル株、在庫少数 
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Maxillaria variabilis ‘Nana’  マキシラリア バリアビリス‘ナナ’ ･･･････････････････ (BS) 2,200 

524 (FD) メキシコ、草姿極コンパクト、濃黄色 L 濃褐色の小輪花を多数咲かせる強健種、

オリジナル株 

 

Mediocalcar decoratum  メディオカルカー デコラタム ････････････････････････････ (BS) 2,750 

525 ニューギニア、草姿極矮性で匍匐して連なる、花は提灯型で橙色先端黄色の可憐花 

 
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) 4,400 

526 (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、オリジナル株 

 
Meiracyllium trinasutum  メイラシリウム トリナスタム ･･････････････････････ (木付 BS) 2,750 

527 メキシコ、葉は幅広く丸形で厚葉、葉の付け根に 2～3cm の桃紫色の可憐な小花を数

輪ずつつける、有香、主に春～初夏咲き 

 
Meiracyllium trinasutum fma. album ‘Hihimanu’  

メイラシリウム トリナスタム，アルバム‘ヒヒマヌ’･･････････････････････････ (木付 BS) 3,300 

528 メキシコ、葉は幅広く丸形で厚葉、葉の付け根に 2～3cm の純白色小花を数輪ずつけ

る、有香、主に春～初夏咲 

 

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

529 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 5mm 程度の白色小花
を多数つける、無葉蘭としては強健、貴重 

 

Miltonia moreliana ‘Carl’ AM/AOS  モレリアナ‘カール’ ･････････････････････････ (BS) 2,750 

530 (MC ) ブラジル、本種中の有名入賞個体、全体に紫味が濃色で特にリップ濃色、艶が

ある美花 

 

Miltonia spectabilis ‘K-114’  ミルトニア スペクタビリス‘K-114’･･････････････････ (BS) 2,750 

531 (FD) ブラジル、本種中では匍匐茎が短くまとまって成長する選別個体、花も良型で 

生育旺盛、初夏咲、オリジナル株 

 

Miltonia spectabilis ‘Waltz’ SM/JOGA  ミルトニア スペクタビリス‘ワルツ’････････ (BS) 3,850 

532 (FD) ブラジル、弁幅広く大輪良型の入賞個体、リップの色彩も良いで大株作り好
適品、初夏咲、オリジナル株 

  

 

Miltonia spectabilis fma. alba  ミルトニア スペクタビリス，アルバ･････････････････ (BS) 3,300 

533 (FD) ブラジル、本種中では匍匐茎が短くまとまって成長する選別個体、アルバ個体 

としては花も良型、生育旺盛、初夏咲、オリジナル株 
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Neobathiea grandidieriana  ネオバシエア グランディディエリアナ ････････････ (木付 BS) 7,700 

534 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 

 

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

535  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 

 

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

536 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 

 

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

537 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 

 

Oncidesa Aloha Iwanaga  オンシデサ アロハ イワナガ ･･･････････････････････････ (BS) 2,200 

538 (Oncsa. Goldeiana x Gom. Star Wars) (MC) あまりにも有名なオンシディウム系人気

種、強健 

 
Oncidiium ghiesbreghitianum ‘La Joya’   

オンシディウム ギースブレイティアナム ‘ラ ホヤ’･････････････････････････････ (BS) 5,500 

539 メキシコ、元 Mexicoa 属で小型種、普通種は花茎がやや長く伸び花がまばらにつく

が本個体は花茎が直立し花は密につく、オリジナル株 

 

Oncidium Twinkle ‘Yellow Days’  オンシディウム ツインクル‘イエロー デイズ’ ･･ (BS) 2,750 

540 (cheirophorum x sotoanum) (MC) 全花濃黄色のインパクトある色彩の小輪花を房状

に多数つける、有香、小型強健種 

 
Pabanisia Eva’s Blue Amazon ‘Hiromi’ SBM/JOGA   

    パバニシア エバズ ブルー アマゾン‘ヒロミ’･･･････････････････････････････････ (BS) 3,300 

541 (Aganisia cyanea x Pabstia jugosa) (MC) ‘Fujimusume’という個体のメリクロン変異

から生まれた珍しい色彩、白色地に紫青色の斑点入り、5～6cm の花を 5～6 輪 

 

Papilionanthe teres  パピリオナンセ テレス  ････････････････････････････････････ (BS) 4,400 

542 タイ、ラオスほか、棒状葉タイプ、delicata タイプの極淡ピンク系の色彩良い良花、

花径 8cm 前後の花を 4～5 輪までつける、強光線を好む、写真は開花例 
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x Papilisia taiwaniana  パピリシア タイワニアナ ･･････････････････････････････････ (BS) 5,500 

543 元 Papilionanthe taiwaniana であるが、現在は Papilionanthe teres と Luisia 

megasepala の自然交雑とされている、台湾、棒状葉タイプ、花径 4～5cm のクリー

ム色にややピンクを彩る花、リップ褐色、生育旺盛で株立ちになりやすく花立ち良

好 

 

Paraphalaenopsis labukensis  パラファレノプシス ラブケンシス ･････ (株高 15-20cm の苗) 4,400 

544 ボルネオ、長く下垂し伸びる棒状葉が特徴のVanda の近縁、本属中では大型になるタ

イプ、じっくり育てたい方向きの苗、茶褐色の 5-7cm の花を 5-15 輪つけ見事、有香、

主に夏咲 

 

Pescatoria cerina ‘J.E.M.’  ペスカトリア セリナ‘J.E.M.’････････････････････････ (BS) 3,300 

545 (FD) コスタリカ、パナマ、バルブはほとんどなく葉を扇状に広げる、株元から全体

クリーム色の丸形花を 1 茎に 1 輪ずつ、大輪丸形良形の良個体、オリジナル株 

 

Pescatoria dayana  ペスカトリア ダイアナ ･･････････････････････････････････････ (BS) 4,400 

546 コスタリカ、エクアドル、バルブはほとんどなく葉を扇状に広げる、株元から白色に
弁先紫色を彩る丸形花を 1 茎に 1 輪ずつ数輪を咲かせる、L 紫色 

 

Pescatoria violacea  ペスカトリア ビオラセア ･･･････････････････････････････････ (BS) 4,400 

547 コロンビア、バルブはほとんどなく葉を扇状に広げる、花径約 6cm、紫青色、厚肉 

 

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

548 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 

 

Pinalia obesa (= Eria obesa)  ピナリア オベサ ･････････････････････････････････････ (BS) 3,850 

549 タイ、ミャンマー、草姿小柄、落葉したバルブの節々から花茎を出し多数花をつける、

花径 2cm 程度、世界らん展にてトロフィー賞を受賞し話題 

 

Pleurothallis allenii  プレウロタリス アレニー ････････････････････････････････････ (BS) 2,750 

550 エクアドル、草姿小柄、チョコレート色にP 周辺黄色の縁取り、花は平開して目立つ、

強健 

 

Podangis dactyloceras  ポダンギス ダクティロセラス ････････････････････････････ (BS) 3,850 

551 西アフリカ、Angraecum 近縁の小型種、扇状に広がるような草姿の株元に透明感の

ある白色丸形花を密集させる 

 

Prosthechea calamaria  プロステケア カラマリア ･････････････････････････････････ (BS) 1,620 

552 ブラジル、バルブ頂部より花茎を出し、緑白色で L に僅かに小豆色の筋入り小輪花を
5～7 輪くらいつける小型種、秋咲、有香、強健で生育旺盛 
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Prosthechea prismatocarpa  プロステケア プリズマトカーパ ･････････････････････ (BS) 3,850 

553 中米、花茎直立して 4～5cm の花を多数をつける、緑白色に黒紫色鮮点、

リップ紫紅色、特に強健で大株仕立てにも好適、初夏咲 

 

Renanthera citrina  レナンセラ シトリナ ･････････････････････････････････････････ (BS) 5,500 

554 ベトナム、すっきりした黄クリーム色に赤点が少し入る美花、株ができると
5-6cm の花を 50cm 以上の花茎を伸ばし多数をつける、既に数回開花している
充分な開花サイズ株 

 

Restrepis contorta  レストレピア コントルタ ････････････････････････････････････ (BS) 3,300 

555 ペルー、エクアドルの 2,000m 程度の高地、色彩の変異は多く 5cm 程度の面白い花を

咲かせる小型種、本属中の強健種、写真は参考 

 

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

556 (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 

 

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

557 (MC) 前種の変種で青色部分が桃色となる美花、在庫少数 

 

Rodriguezia decora ロドリゲジア デコラ ････････････････････････････････････････ (BS) 2,750 

558 ブラジル、Oncidium 近縁の小型種、花茎弓型に伸ばし 3～4cm の可憐花を整然

と並べる、リップ大きくハート型で白色、セパル、ペタルに小豆色斑、強健で生

育旺盛、花もち良好 

 
Rossioglossum Rawdon Jester ‘Great Bee’   

ロシオグロッサム ロードン ジェスター‘グレート ビー’･･･････････････････････ (NBS) 4,950 

559 (grande x williamsianum) (MC) Rossioglossum は中米原産で Odontoglossum

とされていた属、とにかく雄大に開く花が特徴の原種同士の交配、花芽はバル

ブ基部から出て、株ができると 10 輪以上開花 

 
Sarcochilus Sherlock ‘Stardust’  サーコキラス シャーロック‘スターダスト’･････ (BS) 5,500 

560 (Pinky x hartmannii) (MC) オーストラリア原産の Vanda や Phalaenopsis の近縁

属の交配種、白色に基部赤色を彩る丸形花を 1 茎に 10 輪以上つけ可憐 
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Scaphyglottis prolifera  スカフィグロティス プロリフェラ ････････････････････････ (BS) 2,750 

561 中米、南米に広く分布、1cm 程度の乳白色、リップ淡桃色の可憐小花を 1花ずつバル

ブ頂部につける、小さなバルブの上にまたバルブを作りながら生育し面白い、強健で

生育旺盛 

 

Schoenorchis frangrans  ショエノルキス フラグランス ･･････････････ (木付 小振りな BS) 2,750 

562 インド、タイなど、極小型のVanda の近縁属、桃色の数ミリサイズの小輪花を 10-20

花ずつつける可憐種、7 月に輸入植付直後 

 

Sobennikoffia humbertiana  ソベニコフィア フンバーティアナ ･･････････････････ (BS) 11,000 

563 マダガスカル、Angraecum 近縁の属、30～40cm 斜上する花茎に 5cm 程度の白色花
を 10 輪くらいずつ、強健 

 

Spathoglottis affinis  スパソグロティス アフィニス ･･･････････････････････････････ (BS) 2,750 

564 ミャンマー、ベトナム、紫蘭などに近い地生種、4cm 程度の鮮黄色良型花を 6～8 輪 

ずつ、強健 

 

Spathoglottis eburnea  スパソグロティス エバーネア･･････････････････････････････ (BS) 2,200 

565 タイ、ベトナム、紫蘭などに近い地生種、3cm 程度のクリーム色良型花を 6～10 輪ず 

つ、強健 

 

Spathoglottis kimballiana スパソグロティス キンバリアナ･･････････････････････････ (BS) 3,300 

566 ボルネオ、紫蘭などに近い地生種、鮮やかな黄色が美しい大輪花で花径 8cm 程度で 

極めて人目をひく 

 

Stanhopea tigrina var. nigro-violacea  スタンホペア ティグリナ，ニグロビオラセア (BS) 5,500 

567 メキシコ、クリーム黄色に黒褐色の大斑ほぼベタ状、大輪 15～18cm、夏咲、強健 

 

Stanhopea oculata  スタンホペア オキュラタ ･････････････････････････････････････ (BS) 6,600 

568 メキシコ～ブラジルの中南米広域、12cm 前後の大輪花を 5-10 輪つけ見事、黄橙色地

に褐色の細点がはっきりと入る美花、有香、夏咲 

 

Stelis quadrifida (= Pths. racemiflora)  ステリス クアドリフィダ ･････････････････････ (BS) 2,750 

569 メキシコ、1cm 前後の縦長の鮮黄色美花を多数つける、強健で花立抜群、芳香あ

り 
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Stelis superbiens  ステリス スーパービエンス ････････････････････････････････････ (BS) 4,400 

570 パナマ、直立する花茎に 1cm 前後の花を 20-30 輪、濃茶褐色 S，P 同形で展開良

い 

 

Thecopus maingayi (= Thecostele maingayi)  テコパス メインガイ ････････････････ (BS) 4,400 

571 ボルネオ、シンビディウムに近縁の小型種、下垂する花茎に 2.5cm 程度の黄緑色系の

小花を 10 輪くらい、強健 

 

Thunia brymeriana ‘Arima’  ツニア ブリメリアナ‘アリマ’････････････････････････ (BS) 5,500 

572 (FD) ミャンマー、タイなど、本種中の良個体、花径 15cm 以上の大輪良型花、冬期

は完全に休眠、オリジナル株、在庫少数 

 

Thunia Cosmo-Brymer ‘Blue Lip’  ツニア コスモ ブライマー‘ブルー リップ’･････ (BS) 5,500 

573 (alba x brymeriana) (FD) 比較的小型の交配種、本交配中唯一のブルーリップ花、S, P 

白色、L 淡青菫色で中央黄脈、冬期は完全に休眠、オリジナル株、在庫少数 

 

Tolmunia guianensis  トルムニア ギアネンシス ････････････････････････････  (木付 BS) 5,500 

574 イスパニョーラ島、剣葉系小型オンシディウム、本属中では比較的幅広葉タイプ、

30-40cm 伸びる花茎に三弁花のような黄色花を 10 輪以上、希少 

 

Tolmunia variegata (= velutina)  トルムニア バリエガタ ･･････････････････････  (木付 BS) 3,300 

575 キューバ、極小型の剣葉系オンシディウム、30cm 以上伸びる花茎に 2～3cm の淡ピ 

ンクでリップの大きな可憐花を 10 輪前後、希少 

 

Trichocentrum stacyi  トリコセントラム ステイシー ･････ (木付 BS) 9,900・(木付 2-3 作) 3,850 

576 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、在庫僅少 

 
Trichoglottis rosea var. breviracema   

トリコグロティス ロゼア，ブレビラセマ ･･･････････････････････････････････ (木付 BS) 4,400 

577 フィリピン、バルブ下垂して節々に固まって 1cm 弱の花を多数をつける、アイ

ボリーにリップ桃紫色を帯びる可憐花 

 

 

Zelenkoa onusta (= Onc. onustum)  ゼレンコア オナスタ ･････････････････････ (木付 BS) 3,850 

578 コロンビア、ペルー、小型のオンシディウム系、2～3cm の丸形鮮黄色花を整然 

と多数咲かせる、乾燥を好む、在庫僅少 
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◎ 本文中の記号、サイズ表記 

・ (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（ペタル＝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） 
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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   

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 欠品中  (5㍑入袋)  ¥750  

輸入量の減少に伴う品薄状態が続いており、当面は５リットル入袋の限定数販売のみとさせていただきます。 

入荷再開は 11月頃の予定です。ご迷惑をおかけいたしますが、予めご了承ください。 

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。 
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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 

〃 〃 〃 〃 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 

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 


