2022 年 3 月リスト
Cattleya Alliance Species

カトレヤ系原種

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

(US) (× sib.)ブラジル、coccinea 近縁の小型種、独特の赤色が特徴、良個
体同士のシブリング実生苗、写真は参考。

C. guttata albina strain
2.

グッタタ，アルビナ系･･････････････････････････････････

(BS) 16,500

インターメディア‘R0035’･･････････････････････････････

(BS) 33,000

コンカラー×ティポの実生からの選別個体。コントラストの良いセミアル
バタイプ。初花時から 4 輪着花、花茎、子房部が程よく伸びて咲き、寄
り添いつつもしっかりと展開する花序の良い個体。株の姿勢も良い。2 リ
ードの良株。分け株無しのオリジナル株。

C. intermedia ‘R0075’
5.

インターメディア‘キューティー・ケイティー’････････

ブラジル、双葉系中型強健種。ティポタイプの選別個体。コンカラーとテ
ィポの交配からの個体で、リップ先端の模様を除き、全体が淡い桃色とな
る。細身ながら姿勢よく真っ直ぐ伸び、花付きも良い良個体。分け株無し
のオリジナル株。

C. intermedia ‘R0035’
4.

(7.5) 3,850

(US) (albina 'Cetro de Esmeralda' BM/JOGA × self)
ブラジル、やや大型の双葉タイプ多花性種。薄黄緑色の花弁に褐色のスポ
ット、リップは色を持たず、純白となるアルビナ個体の入賞花のセルフ実
生。20 輪以上を密集して開花する房は見事。初夏咲き。写真はセルフ
親。

C. intermedia ‘Cutie Katie’
3.

(BS) 3,850

インターメディア‘R0075’･･････････････････････････････

ティポ系花の優良個体、ふくよかな弁となるペタル中央にうっすらと筋が
はいるタイプ。ティポ系では濃色の色彩の桃色にリップ先紫赤色が大きく
入る良型の大輪系花。分け株無しのオリジナル株。
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(BS) 22,000

C. intermedia fma. aquinii ‘R0026’ インターメディア，アクイニー‘R0026’ ･･････
6.

リップを平らに伸ばしたような極幅広のペタルの基部に軽くクサビの入る
独特の配色を持つ個体。ペタル先端に発色はないが、アクイニーの特徴で
もあるペタル先端のくびれと、中心のクリーム色が入る。初花での選別。
分け株無しのオリジナル株。

C. intermedia fma. aquinii ‘R0027’ インターメディア，アクイニー‘R0027’ ･････
7.

インターメディア‘アンディサイダブル’ (BS) 22,000

いろいろな色彩変異の間を行く、何とも定義しづらい唯一無二の模様の個
体。ペタルは先端中央に alba-aquinii のようなクリーム色を彩り、先端に
も色がのる。リップはやや orlata がかったリング状、全体は concolor の
ような薄い桃色が現れる。分け株無しのオリジナル株。

C. intermedia fma. aquinii-coerulea-orlata ‘R0008’
インターメディア，アクイニーセルレアオルラタ‘R0008’･････････････････････････
9.

(BS) 27,500

今年初花開花の選別品。ペタル、リップともにくっきりと大きく濃ラベン
ダーを彩り、しっかりと展開するアクイニータイプ。セパルやや太めでし
っかりと丸みがあるので、ペタル、リップもより大きく幅広に変化してい
くことを期待する一株。初花での選別、分け株無しのオリジナル株。

C. intermedia fma. aquinii ‘Undecidable’
8.

(BS) 33,000

(BS) 16,500

その存在感から根強い人気を誇るセルレアのアクイニーオルラタタイプ。
リップ、ペタルともに彩り鮮やかで濃くしっかりと発色。ペタル幅広で全
体に丸い印象の良型花。初花での選別で将来に改善期待。分け株無しのオ
リジナル株。

C. intermedia fma. aquinii-orlata ‘Electrum’
インターメディア，アクイニーオルラタ‘エレクトラム’････････････････････････

(BS) 55,000

10. クサビのくっきりとした優秀花を数多く輩出した(aquinii-vinicolor ‘Miho’ ×

flamea-orlata ‘Red N’)からの 選別個体。展開良く、 リップも目立つ良型
花。弁幅の広いタイプよりも大きな花径が特徴。展示会で注目を浴びるこ
と間違いなし。分け株無しのオリジナル株。

C. intermedia fma. concolor ‘R0003’ インターメディア，コンカラー‘R0003’･･････

(BS) 16,500

11. (FD)本種中では近年希少なペタル、セパル、リップともに同色となるコン
カラータイプ。原産地由来個体を使ったシブリング実生からの選別品。小
型ながら他にはない可憐な桃色の花を付ける。オリジナル株。

C. intermedia fma. marginata ‘R0007’ インターメディア，マルギナタ‘R0007’････
12. 大きく発達したリップと基部近くまで全面に開いて色が入るマルギナタタ

イプの選別個体。NS10cm を超え、intermedia としては大き目の花とな
り、インパクトある開花が望める。初花での選別。分け株無しのオリジナ
ル株。
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(BS) 22,000

C. intermedia fma. orlata ‘Bantha’

インターメディア，オルラタ‘バンサ’･･････････

(BS) 22,000

13. 弁幅の広い良型オルラタが咲いている(marginata 'F2' × 'Int-01')からの選別
個体。bergeriana と呼ばれるタイプでペタル中心にスジ状にリップ化の
影響を見る幅広弁が特徴。リップを縁取るオルラタの入りもバランスよい
良型花。初花での選別。分け株無しのオリジナル株。

C. intermedia fma. venosa ‘R0009’ インターメディア，ベノサ‘R0009’･･･････････

(BS) 13,200

14. ペタル、セパルともにムラの少ない優しい桜色で、全体に脈が出るベノサ

タイプで近年希少な色彩変異。開花初期から時間が経ってもあまり大きな
変化なく、綺麗な筋状の模様が現れる。初花での選別。分け株無しのオリ
ジナル株。

C. lueddemanniana ‘T413-0002’

ルデマニアナ‘T413-0002’･････････････････････

(BS) 22,000

15. ベネズエラ原産の一枚葉タイプ大輪種。ルブラとフラメアの個体を使った

実生からの開花。ペタル、セパルともに先端にやや濃色を彩り、
lueddemanniana らしい濃紫の模様と黄色のコントラストが綺麗なリッ
プ。ややオーバーラップするバランスの良い花形の個体。初花での選別。
分け株無しのオリジナル株。

C. lueddemanniana ‘T413-0022’

ルデマニアナ‘T413-0022’･････････････････････

(BS) 16,500

16. ベネズエラ原産の一枚葉タイプ大輪種。ルブラとフラメアの個体を使った

実生からの開花。全体にやや濃いめの桜色を彩り、リップは濃紫の模様部
分が大きくラベンダーの印象が強め。バランスの良い花形でペタル中心に
はうっすらとクサビを彩る。初花での選別。分け株無しのオリジナル株。

C. lueddemanniana fma. coerulea ‘K-422’ ルデマニアナ，セルレア‘K-422’ ･･

(2 リード BS) 27,500

17. ベネズエラ原産の一枚葉タイプ。大きいものでは 20cm 程になる大きな花

と独特の模様が特徴。(flamea 'T. K. M.' × coerulea 'Nirgua')から咲いたセ
ルレア個体。雄大に展開する大輪で、本年が初花ながら NS16cm とボリ
ューム感のある花となったペタル外側にも柔らかく色がのり、咲き進むと
写真よりやや濃いペタルになる。初花での選別、分け株無しのオリジナル
株。

Cattleya Alliance Hybrids カトレヤ類交配種
Ctt. Amazon Trick ‘Slender’ BM/JOGA アマゾン・トリック ‘スレンダー’････
18. (Trick or Treat × C. cinnabarina)(MC)

(BS) 6,600

鮮やかな中長茎多花性の代表種 Trick or Treat を使った交配の入賞花メリ
クロン。名前の通りスレンダーなコンパクトな株の頂点から花茎を伸ばし
10cm 程の鮮やかなオレンジの花。生育旺盛で株立ちに育てやすく、大き
くなれば 1 花茎 15 輪程。花もち良好。冬～春咲き。在庫僅少。

Lc. Anceps Glow ‘220301’ アンセプス・グロー‘220301’･････････････
19. (Sunset Glow × L. anceps fma. chilapensis ‘K. G. Guerrero’)
C. cinnabarina、C. coccinea、L. rubescens、L. anceps の 4 種が使われ
た交配、ペタルのクサビが特徴である chilapensis タイプの良さが出た選
別品。20cm 程伸びる花茎に 7～8cm の濃色のペタルと黄色のリップが目
立つ可憐な花を 5～6 輪咲かせる。株立ちにすれば展示会向きの一株。分
け株無しのオリジナル株。
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(2 リード BS) 16,500

Rlc. Cosmo-Blush ‘K-9’ コスモ・ブラッシュ‘K-9’･･･････････････････････････
20. (C. Stephen Oliver Fouraker × Princess Teresa)(FD)

(BS) 16,500

Rlc. Okayama Eyes ‘Enami’ BM/JOGA オカヤマ・アイズ‘エナミ’･････････････
21. (Portage Glacier × C. Old Whitey)(FD)

(BS) 16,500

Ctt. Sinsonte ‘Yellow Sparkle’ シンソンテ ‘イエロー・スパークル’･･･････････････
22. (Trick or Treat × C. Sun Mist) (FD)

(BS) 16,500

C. Stephen Jewel ‘211112’ ステファン・ジュエル ‘211112’･････････････････････
23. (Stephen Oliver Fouraker × Hawaiian Jewel)

(BS) 16,500

C. Suzanne Hye ‘Oyamazaki’ スーザン・ハイ ‘オオヤマザキ’･････････････････
24. (gaskelliana × mossiae) (FD)

(BS) 33,000

C. Waldemar Schilliga ‘Winter Sky’ ウォルデマー・シェリガ‘ウィンター・スカイ’･･
25. (Canhamiana × lobata)(FD)

(BS) 44,000

C. (Tiny Blue × labiata) ‘K-31’（タイニー・ブルー × ラビアタ）‘K-31’････････
26. ミニパープル系のブルーのミディカトレヤに一枚葉系大輪種を交配。全体

(BS) 11,000

セミアルバ系と淡いピンクの大輪同士の交配からの選別個体。本交配では
やや珍しい白系でリップ先端にピンクを彩る。ペタル幅広く、オーバーラ
ップする迫力ある大輪良型花。花付きよく安定した冬咲きの良個体。オリ
ジナル株、販売株３株

白花大輪整形同士の交配からの入賞個体。花径 15cm 程、オーバーラップ
する幅広花弁に先端にくっきりと入るマークが特徴的な太く、しっかりと
したリップの整形花。スロートが淡くピンクを彩る独特の色彩が綺麗。オ
リジナル株、販売株２株

鮮やかな中長茎多花性の代表種 Trick or Treat を使った交配で、本交配で
は黄色味が強い個体。ペタルやや幅広となり、前述の親を一回り大きくし
たような花径 8cm 程の中輪を 5～6 輪。くっきりとした黄橙の色合いが良
い個体。オリジナル株、販売株１株。

大輪セミアルバに大輪白花の当園オリジナル交配からの選抜品。本交配中
では珍しいムラの少ないラベンダーで、ペタル幅広く、オーバーラップ。
リップの形も整った整形花。初花での選別、分け株無しのオリジナル株。

1906 年登録。(gaskelliana × mossiae)のプライマリーのアルバタイプ。原
種の趣そのままに、リップ喉を彩る黄色部分と白い筋が非常に美しい個
体。大山崎の個体名を付けられた貴重なクラシックカトレヤ。オリジナル
株、販売株１株。

labiata, purpurata, lobata の 3 種で構成されたセルレア系交配。全体にム
ラの少ない菫色で、リップはリップ奥のクリーム色が、先端にリング状の
一段と濃い紫紺～牡丹色を際立たせます。昨年 12 月の初花での選別。オ
リジナル株、限定１株。

にマットで色濃いラベンダー鮮やかな 13cm 程の花。コンパクトな株に比
べ花大きく印象強い。分け株無しのオリジナル株。
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Other Major Genera

カトレヤ系以外の大属

Cym. lowianum ローウィアナム･････････････････････････････････････････････････
27. (× self)(US)

(2 作) 4,400

Den. anosmum ‘K-1399’ アノスマム‘K-1399’･･･････････････････････････････････
28. (=superbum) (var. huttonii × fma. album 'Venus')

(BS) 22,000

Den. farmeri ‘K-2347’
29. (× sib.)(FD)

(BS)16,500

アッサム～中国。1m にも伸びる花茎に 6～10cm 程の花を 20 輪以上つけ
る原種。全体に抹茶色～褐色。リップの先端を赤く彩る。英国においては
AGW（Award of Garden Merit：病気などに強く、栽培品として優れた種
に RHS より贈られる賞）を獲得している。写真はセルフ親。

実生からの選別個体。印象強く目につく幅広のペタルを持つバランスよい
整形花。本種中最も大きく 10cm を超える大きな花が咲く huttonii タイプ
を片親に持つので今後のサイズアップにも期待。初花での選別。分け株無
しのオリジナル株。

ファーメリ‘K-2347’････････････････････････････････････

小柄なタイプのシブリング実生から選抜で、ふくよかな花弁に丸形の花形
が特徴。リップ、ペタルの縁に入る細かなフリンジが柔らかな印象で、本
タイプとしては花径 5 センチと大輪の一株。オリジナル株。販売株１
株。

Den. lamyaiae ラミアイアエ･･････････････････････････････････････････
30. タイ、ラオス原産。unicum などに似る小型種でこちらも鮮やかなオレン

(板付 BS) 3,850

ジの花を多数咲かせる。バルブは 4～5 センチほどと小さいが、節々から
出る花茎に 3 輪程つけ、開花期はバルブが見えなくなるほどに見事な開
花を見せてくれる。寒さにも強く育て易い。輸入植え付け直後。

Den. mirbelianum ‘K-12’ ミルベリアナム‘K-12’･･･････････････････････････････
31. インドネシア～オーストラリア原産のスパチュラータ系。艶のある茶褐色

(BS) 16,500

Den. polyanthum ‘210126’ ポリアンサム‘210126’･････････････････････････････
32. (FD)黄目の入るベトナムタイプと白リップのインドタイプの実生からの選

(BS) 16,500

Den. polyanthum ‘210310’ ポリアンサム‘210310’･････････････････････････････
33. (FD)オリジナル実生からの選別品。ふっくらとして形良いリップのインド

(BS) 13,200

が美しい 5～6cm 程の花を 15～20 輪。捻じれは少なく、しっかりと前を
向いて展開する花は独特。分け株無しのオリジナル株。

別品。リップがふっくらと幅広く開き、黄目の中に紅色の脈が入る珍しい
個体。オリジナル株。販売数１株。

タイプ。良型で花並びよく、隙間を開けずにしっかりとバルブを覆うよう
に開花した良個体。分け株無しのオリジナル株。
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Den. polyanthum ‘220206-3’ ポリアンサム‘220206-3’･･･････････････････････
34. (FD)オリジナル実生からの選別品。リップ中心のクリーム色がやや濃く、

(BS) 13,200

Den. polyanthum ‘220206-4’ ポリアンサム‘220206-4’････････････････････････
35. 6442 ('LW No.4' × 'LW No.5')からの選別個体。リップの先端にピンクを彩

(BS) 11,000

Den. polyanthum ‘220225-8’ ポリアンサム‘220225-8’･････････････････････････
36. 6404 (Indian type × ‘Long Well’)より。リップの白いタイプのシブリング実生

(BS) 13,200

しっかりと残り、中心近くは脈目入り。リップ先端から覆輪状にピンクを
彩る。オリジナル株。販売数１株。

り、ペタル、セパルにくっきりとスジ模様が出るやや特異な個体。初花で
の選別。分け株無しのオリジナル株。

からの選別だが、黄目が強く入る個体。全体にバランスの取れた良型花
で、黄目はやや大きめ。しっかりと向きを揃えて開花する花序の良い個
体。分け株無しのオリジナル株。

Den. tortile (roseum) ‘Kurahashi’ BM/JOGA
トーティル（ロゼウム）
‘クラハシ’････････････････････････････････････････
37. (FD)インド、ミャンマー、タイなどを原産。 花弁の桃色が濃い入賞個

(BS) 16,500

体。 リップは乳白色で、花付きよく 7cm 程の花を多数つける強健種。オ
リジナル株。

Den. Chinsai チンサイ･･････････････････････････････････････････････････････
38. (moniliforme fma. aureum × unicum) (FD)

(BS) 2,750

Den. Farmeri-Thyrsiflorum ‘Yatsufusa’ BM/JOGA ファーメリシルシフロラム‘ヤツフサ’･･････
39. (farmeri × thyrsiflorum)(MC)カリスタ系の代表種同士の交配。2017 年の

(BS) 33,000

Den. Hibiki ヒビキ ･････････････････････････････････････････････････････････
40. (bracteosum × laevifolium)(FD)桃色にオレンジのリップの小花が綺麗な人

(BS) 3,300

株高 30cm 程度のコンパクトな多花性極強健種。セッコク(=moniliforme)
の黄花を使うことで黄色～オレンジのバリエーションのある交配となっ
た。冬～春咲き、有香。写真は開花例。

JOGA 洋らん展にて高円宮妃牌を受賞した個体のメリクロン。大きな房に
びっしりと密に咲く個体。30 バルブ程で、花芽 7 つが大きくなりつつあ
る良株。メリクロン。販売数１株。

気強健種。花の少ない夏から秋が開花シーズンで、花持ち良く 2 か月近
く咲き続け長く楽しめるのがポイントの良品。前年のバルブから開花する
ため、バルブ数が増えるとより見事な開花を楽しめる。
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Den. Jan Orinstein ‘210321’ ジャン・オリンステイン‘210321’･･･････････････････
41. (FD) (aphyllum × polyanthum)という下垂系同士のリメイク交配からの選

(BS) 13,200

Den. Jan Orinstein ‘K-71’ ジャン・オリンステイン‘K-71’･･･････････････････････
42. (FD) (aphyllum × polyanthum)本交配では花弁色濃く、白とピンクのコン

(BS) 22,000

Den. Nicole Yoshikane ニコール・ヨシカネ････････････････････････････････････
43. (smillieae × goldschmidtianum)バルブ上部から房状に咲く smillieae とバ

(BS) 5,500

Den. Tzeng-Wen Jewel ‘210304’ ツェンウェン・ジュエル ‘210304’･･････････････
44. (FD) (Jan Orinstein × polyanthum)本個体は aphyllum の雰囲気強く、細長

(BS) 13,200

Den. Tzeng-Wen Jewel ‘210306’ ツェンウェン・ジュエル ‘210306’･････････････
45. (FD) (polyanthum × Jan Orinstein) 本交配中では最も濃い個体の一つ。強

(BS) 16,500

別個体。花付きよく、バルブ先端までびっしりと、時には一節から２輪開
花する良個体。オリジナル株。販売数１株。

トラストが良い個体が知られているが、こちらは polyanthum 由来の黄目
が出る選別個体。花弁のピンクもムラが少なく綺麗に発色する。オリジナ
ル株。販売数１株。

ルブの節々に密集して濃色の可憐花を咲かせる goldschmidtianum の交
配。長く直立するバルブの節々に桃色をベースとしたふっくらとした花を
つける。写真は開花例。在庫少数。

いリップに、濃色のペタルはややカールして可憐。ほぼすべての節に２輪
ずつ開花するので花数多く、見ごたえ良い良個体。オリジナル株。販売数
１株。

健で生育旺盛、良く伸びるバルブの元から先端までしっかりと着花する花
付きの良さも本交配の良い点。花並びもよく、観賞価値は高い。オリジナ
ル株、販売数１株。

Other Genera

その他の属

Acianthera crinita アシアンセラ クリニタ･･･････････････････････････････
46. (= Pleurothallis crinita)ブラジル～ボリビア。独特の斑入りの葉の中心部分

(板付 BS) 4,400

から 1.5cm 程の毛の生えたような小さな花を 3～5 輪程順に咲かせる極小
型種。在庫少数。

Anglocaste Kaede ‘Whtie Dove’ アグロカステ
47. (Lyc. Chita Sunset × Paul Gripp)(FD)

カエデ‘ホワイト・ドーブ’･･･････

銘花として知られる Lyc. Shoalhaven や Angcst. Olympus の血を受け継ぐ
交配。純白でふっくらと丸いセパルが印象的な個体。オリジナル株。販売
数１株。

7

(BS) 11,000

Bulbophyllum annandalei ‘Tashiro’ バルボフィラム アンナンダレイ‘タシロ’･･･
48. (FD)タイ～マレーシアの Cirrhopetalum タイプの中型種。やや不定期に開

(BS) 5,500

花。やや下垂して伸びる花茎に４～７輪ほど着花。時期によりやや発色が
異なるが、クリーム色地に褐色のラインの入る個体。オリジナル株。

Bulbophyllum dichromum ‘Fantasy’
バルボフィラム ディクロマム‘ファンタジー’･････････････････････････････
49. (FD) ベトナム、ラオス。中型で生育旺盛、株が出来ると 40cm 程伸びる

(BS) 16,500

Bulbophyllum maximum (oxpterum type)
バルボフィラム マキシマム（オキシプテラムタイプ）････････････････････････････
50. (FD)アフリカ広域、コブラタイプの薄めで幅広の穂に 5～7mm の小輪花

(BS) 11,000

花茎に 4～5cm 程の 20 輪程つけ見事。本個体は黄色地に明るい小豆色が
入るタイプ。オリジナル株。

を 20 輪以上、穂はやや褐色を帯びる緑色系で大きく存在感あり、強健で
生育良好。在庫少数。

Bulbophyllum orthosepalum バルボフィラム オルソセパラム･････････････････
51. (=hashimotoi)(FD)ニューギニア原産、phalaenopsis に似る大型の下垂す

(BS) 16,500

る厚葉をつける大型種。観葉としても価値のあるコレクターズアイテム。
あまり流通しない、葉が 50~60cm 程度の開花サイズ株をご用意しまし
た。販売数１株。

Chloraea beltioides クロラエア ブレティオイデス･････････････････････････
52. (FD) チリに自生する夏眠性の地生蘭。初夏、地表より 60cm 程の花茎を

(2-3 作) 3,300

Coelogyne flaccida ‘Ohyama’ BM/JOGA セロジネ フラクシダ‘オオヤマ’･･･････････
53. (=lactea ‘Ohayma’) (FD)タイ。弓なりに伸びる花茎に 4cm 程の花を 10 輪

(BS) 11,000

Cycnodes Bob Lewis ‘Marron’ シクノデス ボブ・ルイス‘マロン’････････････
54. (Cyc. warszewiczii × Morm. ignea)カタセタム系の原種同士の交配。Cyc.

(BS) 16,500

伸ばし、濃緑色の筋が美しい花を咲かせる。栽培は Thelymitra に準ず
る。在庫少数。

以上咲かせる。乳白色でリップに濃橙黄色味入り、ふっくらとした、捻じ
れやよれのない美花。株高は 30cm 弱程度でコンパクトながら、程よく伸
びる花茎で鑑賞価値高い。有香。オリジナル株。

warszewiczii に似てやや大型。半下垂する花茎は 30cm 程伸びて、赤褐色
のインパクトある 7~8cm の花を 7 輪程。分け株無しのオリジナル株。
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Epidendrum Rain Valley ‘220225’
エピデンドラム レイン・バレー‘220225’･･････････････････････････
55. (Little Valley × Flamingo Valley)ラディカンス系の交配種のシブリング実生

(2 リード BS) 16,500

からの選別株。極濃桃色で丸形良型。分け株無しのオリジナル株。

Eria sp. ‘Miyata’ エリア 種名不詳‘ミヤタ’･･････････････････････････････････
56. (FD) フィリピン原産。蘭友会元会長である故宮田敏雄氏の愛培株で

(BS) 33,000

Isabelia violacea イザベリア ビオラセア････････････････････････････････････
57. (× sib.) (US)ブラジル、以前は Sophronitella 属とされていた Cattleya の近

(NBS) 3,300

Isabelia violacea
58. (× sib.)

(BS) 11,000

JOGA 入賞花集の表紙を飾ったことでも有名。20-30cm 程伸びる花茎に
1cm 程の小輪花をびっしりと咲かせる。株分けは難しく、多くは出回ら
ない一種の貴重な開花サイズ株。オリジナル株。販売数１株。

縁、極小柄な株で株高 10～15cm 程度で 2 号鉢サイズで充分な開花サイ
ズになる。桃紫色の展開良い 3cm 位の花を 1 花茎に 1～3 輪程度、株立
ちにして写真の様に咲かせると見事。

‘K-771’ イザベリア

ビオラセア‘K-771’････････････････････

シブリング実生からの選別個体。ほぼリップと同形の群を抜いて丸いペタ
ルが特徴。初花では１輪開花、花径 2.5cm だが、これからのレベルアッ
プに期待する一株。分け株無しのオリジナル株。

Leptotes unicolor レプトテス ユニカラー･･･････････････････････････････････
59. (US)ブラジル。本属中でも小ぶりな種で株高はおおよそ 10cm 弱。花径は

(BS) 3,300

Masdevallia coccinea ‘Leywoods’AM/AOS, SM/JOGA マスデバリア コクシネア‘レイウッズ’････
60. (FD) コロンビア。本属の代表的な原種で、多彩なカラーバリエーション

(BS) 8,800

2.5cm 程度で平開はしないが柔らかなで上品な色彩の桃色花を多数咲かせ
る。甘い弱香あり。

があり、どれも非常に色鮮やかな人気種。中でも本個体は緋紅色に黄色の
マーキングが美しい優良入賞個体。高地性のためその嫌暑性から栽培には
工夫が必要だが、いつかは栽培したい人気種。冬～春咲き。オリジナル
株。

Masdevallia coccinea fma. alba ‘Posada’
マスデバリア コクシネア，アルバ‘ポサダ’･･･････････････････････････････
61. (FD) コロンビア。本属の代表的な原種で、多彩なカラーバリエーション
の中でも美しいアルバ個体。原産地コロンビアでの選別個体で希少。年間
通して乾かしすぎないようたっぷり潅水するのがポイント。オリジナル
株。
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(BS) 7,700

Masdevallia coccinea fma. xanthina ‘Seattle Gold’ AM/AOS
マスデバリア コクシネア，ザンシナ‘シアトル・ゴ－ルド’･･････････････････
62. (FD) コロンビア。本属の代表的な原種で、多彩なカラーバリエーション

(BS) 8,800

がある。本個体は可憐な黄色花の美しい入賞個体。夏は暑さ対策が必要だ
が、冬場の最低温度は 10 度程度。オリジナル株。

Mormodes (ignea × Aftermath) ‘0005’ モルモデス（イグネア×アフターマス）
‘0005’ ･･･
63. (Morm. ignea 'Orange Blaze' × Morm. Aftermath 'SVO Nuclear Fallout' AM/AOS)

(BS) 13,200

Prosthechea mariae プロステケア マリエ･･･････････････････････････････････
64. (US)メキシコ。ペタル、セパル共に細く鮮やかな緑色で肉厚。白色で大

(NBS) 3,850

Rhyncholaelia digbyana リンコレリア
65. (‘Laura’ AM/AOS × self) (US)

(1 作) 5,500

米国 Sunset Valley Orchids の最新実生からの開花。燃えるようなオレン
ジの発色が印象的な個体。初花での選別。分け株無しのオリジナル株。

きく展開し前に突き出すような形をしたリップが特徴的。花茎は 5-7cm
程。近年はカトレヤ系との交配にも多用される人気小型種。写真は参考。

ディグビアナ･････････････････････････

ホンジュラスなど。カトレヤの近縁でフリル付きリップと光沢のある黄緑
色の大輪花が特徴のロングセラー。アメリカで入賞歴のある銘花のセルフ
実生。香りあり。写真はセルフ親。

Thelymitra macrophylla テリミトラ マクロフィラ････････････････････････････
66. オーストラリアの夏眠性球根蘭。日本では 9 月頃から芽を出して冬の間

(BS) 4,400

Thelymitra Goldfingers ‘#410’ テリミトラ ゴールドフィンガーズ‘#410’････････
67. (nuda × antennifera)(FD) オーストラリアの夏眠性球根蘭の交配種。9 月

(BS) 4,400

に生育、3 月頃に 30～60cm 程伸びた花茎の頂点に 4～10 輪程のやや緑
がかった青い花を咲かせる。マイナス 5 度程度までの耐寒性があり、大
変丈夫な種類。在庫僅少。

頃から芽を出して冬の間に生育、3 月頃に開花。花はアンバー系、花弁に
若干ピンクを彩る可憐な花を咲かせる。増えやすく丈夫な種類。オリジナ
ル株。在庫僅少。

Thelymitra (antennifera × variegata)
テリミトラ （アンテニフェラ×バリエガタ）････････････････････････････････････
68. オーストラリアの夏眠性球根蘭の交配種。macrophylla 同様、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。在
庫僅少。
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(BS) 4,400

以降、p12～p21 は、
カトレヤ インターメディアと春の蘭展示会 2022 への
協賛出店 5 社からの事前販売品リストです。
p1～p10 の国際園芸 3 月リストと一緒にご利用ください。
協賛出店社分のご予約・ご注文有効期限
2022 年 3 月 27 日（日）15:00
➢

ご予約、ご注文は、電話、郵送、Fax、E-mail などすべて国際園芸株式会社宛に
お願いいたします。

➢

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

➢

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

➢

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

➢

会期中のご来場がかなわないお客様は通信販売をご利用いただくことも可能です。
※ 国際園芸(株)分 No.1～No.68 以外の商品を含むご注文は、基本的に 3 月 28 日以降
の発送となります。ご予約後、発送までにお時間を頂きますがご了承ください。

➢

本リストの協賛 5 社分のご注文は 3 月 27 日（日）15:00 で締め切らせていただき
ます。
（国際園芸(株)分 No.1～No.68 に関しましては締切期限設定はございません。）

➢

ご予約・ご注文に関してご不明な点がございましたら国際園芸㈱宛にお問い合わせ
ください。
（TEL: 0463-95-2237 FAX: 0463-93-5053 E-mail: orchids@kokusaiengei.com）
本リストは下記のような構成となっております
ページ

商品番号

内容

p1~10

1~68

国際園芸㈱ 2022 年 3 月リスト

p12~13

101~120

仙台洋ラン園 協賛リスト

p14~15

201~220

αオーキッド 協賛リスト

p16~17

301~321

大垣園芸 協賛リスト

p18~19

401~421

ナーセリーイデ 協賛リスト

p20~21

501~521

p22~28

番号なし

オーキッドバレーミウラ

協賛リスト

国際園芸㈱ 資材関連
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No.101～120

Tel. 090-3981-7101

仙台洋ラン園

Aerides houlletiana ‘Selected’ エリデス ホウレティアナ‛選別品’･･････････････････････
101 花色のコントラストが鮮やかな選別個体。株も木付きでしっかりしており、
直立ではなく下垂している株姿。新芽も伸長中です。春～初夏咲き。
株高８０㎝、株幅１８㎝。
限定１株。

(BS) 33,000

Bulb. fascinator fma.semi-album バルボフィラム ファスシネイター セミアルバム ････
102 同種のセミアルバム個体のオリジナル分け株。花も大きく、見応えがあります。
木付きで、７～８バルブ程度のしっかり作りこんだ株。主に秋～冬咲き。
バルボフィラムの中でも乾燥に強く、栽培しやすい。株高１３㎝程度。
販売数３株。

(BS) 3,300

Bulb. (Trias) oblonga バルボフィラム オブロンガ････････････････････････････････････
103 小型で、大変増えやすい丈夫な種。黄色い花をいっせいに咲かせます。
プラ板付きで３０バルブ以上の極良株です！冬咲き。
販売数３株。

(BS) 4,400

Den. bensoniae (From Myanmar) ベンソニエ（ミャンマー産）･･････････････････････････
104 落葉性でリップの花色が特徴的な種。初夏咲き。
ミャンマー産で、前回輸入した株よりバルブも太く、背も高いため開花が
楽しみ。株高３５㎝程度、４～５バルブ。販売数３株。

(BS) 5,500

Den. goldschmidtianum (Dark) ゴールドシュミッディアナム(濃色) ･･･････････････････
105 以前はミヤケイとも呼ばれていた種。その中でも特に濃色な個体のメリクロン
株です。５バルブ以上の作りこんだ株で、株高も５０㎝程度。冬咲き。
すでに新芽が複数出てきています。販売数３株。

(BS) 11,000

Den. keithii ケイティー････････････････････････････････････････････････････････････
106 多肉植物のような面白い株姿をした小型種。乾燥にも強く栽培は容易。
バルブの高さは５～１０㎝と小型で、７～８バルブ以上になった木付きの良株。
販売数３株。

(BS)2,750

Den. lituiflorum (Dark) リツイフロラム（濃色）････････････････････････････････････････
107 同種の濃色個体のシブリング株。落葉性で冬～春咲き種。
５バルブ以上の木付き株で、株高は６０センチ程度。
既に濃色の優良花が咲いています！＊画像は開花例です。販売数３株。

(BS) 5,500

Den. pendulum (From Myanmar) ペンデュラム（ミャンマー産）････････････････････････
108 ボコボコとした株の容姿が特徴的な品種。ミャンマー原産で、タイ産の同種より、株が
太く、株高も高い。株高４０㎝程度。５バルブ以上＋新芽。冬～春咲き。
販売数３株。

(BS) 4,400

Den. Jairak Griffith ジャイラック グリフィス････････････････････････････････････････
109 ( griffithianum × densiflorum ) 黄色の下垂性の品種同士のシブリング苗。
この交配は花もちが長くなり、花茎数も増える傾向にあります。
今回は新しい親を使った未開花株を販売いたします。販売数３株。

(BS) 2,750

Den. Jiaho Delight････････････････････････････････････････････････････････････････
110 (Hsynying Frostymaree × tobaense ) トバエンセを用いた交配で、その特徴が
よく出ている品種。メリクロン株。今回初売りです！
株高は２５～３０㎝ですが、すでに花芽が上がってきています。
花もちも良く、不定期に年に数回開花します。販売数５株。

(BS) 2,200
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Rhy. gigantea (Cartoon) リンコスティリス ギガンテア (カートゥーン)･････････････････
111 花形もよく、赤と白色のコントラストがはっきりとした個体のメリクロン株。
木枠のバスケット入りで、株幅４０㎝、株高２５㎝程度の作りこんだ株です。
冬咲き。販売数３株。

(BS) 4,400

Rhy. gigantea (Blue strain) リンコスティリス ギガンテア (ブルー系)･･････････････････
112 同種には珍しいブルー系のシブリング苗。木付きで、株幅３５㎝、株高１５㎝
程度のしっかりとした株です。既にブルー系の花が咲いている交配です！
冬咲き。販売数３株。＊画像は参考写真です。

(BS) 4,400

Rhy. retusa リンコスティリス レツサ･･･････････････････････････････････････････････
113 「フォックステイル・オーキッド」と呼ばれ、狐のしっぽのようにたくさんの花を下垂して
咲かせる品種。今回は２芽以上のボリュームのある株を販売します。
株幅４０㎝、株高２０㎝程度のしっかりとした株です。初夏咲き。
販売数５株。

(BS) 4,400

Schoenorchis scolopendria ショエノルキス スコロペンドリア･･･････････････････････
114 ムカデのような株姿が大変面白い品種。極小型種だが大変鮮やかで可愛らしい
花を咲かせます。板付き。いろいろなところから枝分かれして増えていくため
板を取り囲むように増えていきます。春～初夏咲き。販売数３株。

(BS) 2,750

V. christensoniana バンダ クリステンソニアナ ･････････････････････････････････････
115 ベトナム原産で最近では入手が難しくなった種。冬咲きで蘭展時期によく咲き
ます。乾燥にも強く、脇芽もたくさん出るため大株にしやすい。株高５０㎝
程度で脇芽が複数出ています。
販売数３株。 （大株）￥２２，０００ ２０芽以上の良株です。限定１株。
V. nana バンダ ナナ（Asctm. pusillum）(旧：アスコセントラム プシラム)････････････････
116 小型のバンダで鮮やかな赤色の花を咲かせる種。乾燥にも強く栽培しやすい。
今回の販売分は２芽以上の株のみです！冬咲き。株幅８㎝、株高５㎝程度。
販売数３株。

(BS) 4,400

V. tessellata バンダ テセラタ ･････････････････････････････････････････････････････
117 花色は赤褐色～紫とバラツキがある種ですが、今回の販売分は紫系の親を使っ
たシブリング苗です。株高４０㎝、株幅３５㎝程度の良株です。
販売数３株。

(BS) 6,600

V. vietnamica バンダ ベトナミカ ･･････････････････････････････････････････････････
118 ベトナム原産の小型種。グリーンの清楚な花を咲かせ、花もちも良い。
最近では入手困難です！株高１５㎝、株幅１０㎝程度。
販売数３株。

(BS) 3,300

V. Pachara Delight バンダ パチャラ ディライト ････････････････････････････････････
119 紫系バンダの代表格。株は小型でも花上りがよく、大きな花を咲かせます。
何よりその花色が魅力的な品種です！
株幅３５ｃｍ、株高２０ｃｍですでに開花しています。
販売数３株。

(BS) 3,300

V. Ratchaburi Beauty バンダ ラチャブリ ビューティー ･･････････････････････････････
120 最新交配種のメリクロン株。花色が咲き始めは黄色から、徐々にオレンジへと
変わっていく品種。株は小型だが、花は中～大輪で、何より上品な香りがありま
す。株幅３５㎝、株高１５㎝程度。販売数５株。

(BS) 2,750
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(BS) 2,750
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Cym.erythrostylum エリスロステラム ･････････････････････････････
201 ベトナム産自生種とドイツ育種家のリップ濃赤セレクト個体の最新シブリング
実生。どんな感じになるのか、咲いてのお楽しみ。
販売数 限定 3 株

(２作)6,600

Cym.whitea ホワイテア ････････････････
202 花画像株のセルフ苗です。
中国産自生種ですが親の詳細はわかりません。
販売数 3 株

(２作)8,800

Cym.suavissimum スワビシマム ･･････････
203 花画像株の原産地由来個体のセルフです。
ベトナム産自生個体で入手困難。蜂の誘引可能だそうです。
販売数 3 株

(２作) 11,000

Cym.erythraeum,flavum エリスレウム,フラバム･････････････････････････････
204 最実生でセレクト個体のセルフ苗です。
花画像は以前入荷株の開花例です。
販売数 3 株

(２作) 8,800

Cym.lowianum ローウイアナム ･････････････････････････････
205 マレーシア産の原産地由来個体で国内には１株しかない個体のセルフ苗です。
輪数（２０～３０輪）が多くこの種では珍しいです。
販売数 10 株

(３作) 4,400

C.brevidunculata ブレビデンキュラータ･･･････
206 最新国産実生です。
旧ソフロ属ですが耐暑性がややあります。
販売数 5 株

(１作) 4,400

C. cernua セルヌア ･････････････
207 最新国産実生です。
つぼみが確認できたら日当たりの良い暖かい場所をお薦めします。
販売数 5 株

(1 作) 3,300

RL.digbyana ディグビアナ･･･････
208 (‘Gleddon’ x ‘Shoko’SM/JOGA)
リップの切れ込みが美しい当園オリジナル実生です。
花画像は’Gleddon’です。
販売数 3 株
Coelia bullus,album’Shonan’CHM/JOGA ベラス,アルバム‘ショーナン’･･･････････
209 メキシコ自生種の変種で稀少種です。オリジナル分け株です。有香。
売数 1 株

(１作) 8,800

C.praestans’Hakushu’SM/JOGA プレスタンス‘ハクシュ’･･････････
210 セレクト有名個体。
オリジナル株
販売数 1 株

(BS) 16,500
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(BS) 22,000

C.lucasiana ルカシアナ ･････････････････････････････
211 この頃あまり流通のない原産地由来個体。
販売数 限定 2 株

(BS)5,500

Oeceoclades maculata マクラータ･･･････････････
212 アフリカ産自生種です。国産実生です。
販売数 3 株

(２作)2,750

Den.cucumerinum ククメリナム･･････････
213 オーストラリア自生種でキュウリのようなバルブをしてます。
販売数 3 株

(1 作) 3,850

Dendrochilum anfractum アンフラクタム･････････････････････････････
214 小型の割に花が大きく捻れて咲きます。花立の良い個体の分け株です。
販売数 3 株

(BS) 3,300

Pleurothalis tribuloides トリブロイデス ･････････････････････････････
215 メキシコ産自生種で春咲きです。鳥のくちばしにも見える可愛い花です。
販売数 3 株

(３作) 4,400

Coel.Flutty Bob フルティーボブ･･･････
216 人気の種でまだあまり出回って無いです。
４号 2 リード
販売数 2 株

(BS) 13,200

Scaphyglottis sp.
･････････････
217 もしかして violacea,alba らしいと？？南米産原種で花付きが良いです。
販売数 3 株

(BS) 3,300

Max.vernicosa ベルニコーサ･･･････
218 松葉見たいな葉に極小の花を、ブラジル産由来個体です。
販売数 3 株

(BS) 3,300

Bulb.ankylochele アンケロチェレ･･･････････
219 ニューギニア産自生種でマスデバリアのような花を咲かせます。
2 期咲きのようです？
売数 3 株

(BS)3,300

Gongora maculata マクラータ･･････････
220 中南米自生個体で鎌倉の老舗洋蘭園が大昔に入荷した個体の分け株です。
鉢サイズ 5 号
販売数 1 株

(BS) 6,600
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C. guttata fma. albina ‘Green Monster’ x verde ‘Paraiso’ グッタタ グリーン系･･･
301

グリーン地に淡い点跡残るアルビナに、グリーンに濃色点花’パライソ’を交配
した、多花性人気原種の最新実生。
草丈 10cm 以上、2～3 作開花サイズ。

C. intermedia coerulea ‘Le Grand Bleu’ x coerulea ‘Dark Sky’ インターメディア
302

(1 作) 5,500

パープラタで誰もが惚れる、朱肉色のリップが美しいカーネア。大輪でリップ
丸い’スカーレット’を親にした実生。3.5 号プラ鉢
草丈 30cm 以上、1 作開花サイズ。

C. purpurata fma. carnea ‘Sylvia’ x ‘Perfect Rouge’ パープラタ カーネア実生･
310

(3 号) 2,750

迫力ある大輪の白弁紫リップの名花中の名花‘シュステリアナ’のセルフ実生。親
は花も株も大柄で展示会でも目立つ個体です。
草丈 15cm 以上、2～3 作開花サイズ。

C. purpurata fma. carnea ‘Scarlet’ x ‘Sylvia’ パープラタ カーネア実生･
309

(BS) 27,500

(fma. aquinii ‘Sakura Fancy’ x fma. orlata ‘No.1’) 実生から選別したフラメア優秀個
体、BM/JOGA 入賞花。花径１２ｃｍと大きく、スプラッシュも綺麗に入る。
開花サイズ オリジナル株 販売数 2 株

C. purpurata fma. aco ‘Schusteriana’ x self パープラタ シュステリアナ x ｾﾙﾌ･･･
308

(3 号) 2,750

赤ワイン色の展開良いクサビ花に、淡いピンクのリップの優秀花’クルト’
。どんな
色彩になるのか?
草丈 10cm、1～2 作開花サイズ。

C. intermedia fma. flamea ‘Rosen Ritter’ インターメディア ‘ローゼン リッター’
307

(3 号) 2,200

赤ワイン色のアクィニー、ペタルにクサビ模様入る展開良い個体をセルフ実生。普
通のフラメアとは趣の違う花です。親はバルブ伸びない小柄な個体。
草丈 10cm 弱、2 作開花サイズ。

C. intermedia vinicolor-aquinii ‘Joshin’ x delicate ‘Kurt’ インターメディア実生
306

(BS) 11,000

桜色の淡い色彩にピンクのリップ。清楚で可憐な印象の春に似合う個体です。株が
大きくならない小柄なサイズで可愛さマシマシ。3.5 号プラ浅鉢 開花サイズ。
オリジナル株 販売数 1 株

C. intermedia vinicolor-aquinii ‘Joshin’ x self インターメディア ビニカラー実生
305

(3 号) 2,750

桜色コンカラーのフラメア美花に、淡いピンクのリップの優秀花’クルト’を実
生。やはり春咲きの淡いピンク花は日本人の心を揺さぶります。
草丈 10cm、1～2 作開花サイズ。

C. intermedia fma. lilacina ‘Batom Rosa’ インターメディア‘バトム ローザ’
304

(3 号) 2,750

どちらの親も(fma.aquinii-coerulea ‘Dark Miki’x coerulea ‘Esperansa’)から選別した
展開良い濃色セルレア個体。ペタルにまで灰色っぽい紫色を彩る、近年流行りの新
しいブルー色彩。草丈 10cm 前後、2 作開花サイズ。

C. intermedia concolor-flamea ‘Cherry Chip’ x delicate ‘Kurt’ インターメディア
303

(3 号) 2,750

リップ濃色の「チェリー」と呼ばれるカーネアを狙った実生苗。’シルビア’×’パ
ーフェクトルージュ’
。3.5 号プラ鉢
草丈 30cm 以上、1 作開花サイズ。
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(1 作) 5,500

C. purpurata fma. roxo-bispo ‘St.George’ x self パープラタ ロショビスポ実生
311

リップ鮮やかな濃ピンクに染まる大人気のロショ-ビスポ名花をセルフ実生。白赤
のセミアルバとは一線を画す、白弁に濃ピンクのリップが独特の色彩。
草丈 10cm 前後、3 作開花サイズ。

C. purpurata fma. roxo-bispo ‘St.George’ x flamea (Select)ﾊﾟｰﾌﾟﾗﾀ ﾛｼｮﾋﾞｽﾎﾟ実生
312

(1 作) 33,000

ペタルにリップの白や赤のスジが入る、ピンセラーダとは一味違う珍しいトリラベ
ロ個体 先頭バルブは草丈 18cm、3 バルブ＋新芽 3 号鉢 1 作開花サイズ
オリジナル株 販売数 1 株

C. Cappei (1902) = (trianae x schroederae) カッペイ コンカラー系実生･･････････
317

(BS) 49,500

セルレアの優秀個体。リップは写真よりもっと濃色になります。
３号鉢 ４バルブ 1 作開花サイズ
オリジナル株 販売数 1 株

C. warneri fma. trilabelo ‘Influencer’ ワーネリー‘インフルエンサー’･････････････
316

(BS) 49,500

(=eldorado エルドラド) 素晴らしい花型でペタルに赤スジ入るピンセラーダ最高級
花 ３バルブ＋新芽 先頭バルブは草丈 19cm、1-2 作開花サイズ
オリジナル株 販売数 1 株

C. warscewiczii fma.coerulea ‘Jose Luis’ ワーセウィッチ セルレア‘ホセ ルイス’
315

(3 号) 2,750

白弁で淡いピンクのデリカータに、当園自慢の大輪濃色リップのカーネア美花
‘スカーレット’を交配。小柄な個体×大柄な個体。
草丈 15cm 以上、2 作開花サイズ。

C. wallisii fma. pincelada ‘Kastelia’ ワリシー‘カステリア’
314

(3 号) 2,750

リップ鮮やかな濃ピンクに染まる大人気のロショ-ビスポ名花に、花弁広いフラメ
アをクロス。これは美味しそうな実生苗です。
草丈 15cm 前後、2 作開花サイズ。

C. purpurata fma. russeliana ‘Delicata’ x carnea ‘Scarlet’ ﾊﾟｰﾌﾟﾗﾀ ｶｰﾈｱ実生･
313

(3 号) 2,200

(3 号) 2,750

(trianae concolor ‘Akemi-T’ x schroederae ‘Fabiano Extra’) 1902 年登録の品種。花
型シャープでスッとした香りのトリアネに、ふわっとした花型で甘い香りがプンプ
ン漂うシュロデレを再実生。草丈 12cm 以上、2～3 作開花サイズ。

C. Eximia x maxima fma. rubra エキシミア x マキシマ ルブラ 実生･････････････ (3 号) 2,750
318

(Eximia x maxima fma. rubra ‘Voldemort’) パープラタとワーネリの子にマキシマを
交配、しかも濃紫紅色ルブラ名花‘ヴォルデモート’で新しい交配種の夜明け。こ
れ絶対に面白い奴やん。草丈 10cm 前後、2～3 作開花サイズ。

C. Melody Fair x guttata tri-labelo メロディフェア x グッタタ 実生････････････
319

(3.5 号) 3,300

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

C. Orglade’s Palette (= Penny Kuroda x aclandiae)オーグレイズ パレット 実生･･ (3.5 号) 2,200
320

(Penny Kuroda ‘Spot’s’ x aclandiae) ペニークロダの子はピンクやクサビなど面
白い花が咲きますが、クサビ多輪性にタイガー模様のアクランディを交配。ど
う遺伝するのか楽しみです。 草丈 10cm 前後、2 作開花サイズ。

C. Sekigahara (Selected) 命名「関ヶ原」 セキガハラ選別個体･･･････････････････
321

(Black Jack ‘Universal’ x lueddemanniana semi-alba ‘Cerro Verde’) 実生からセ
レクトしたスプラッシュ個体。スッとした香水のような香り。咲き始めは淡グリー
ンで、次第に白くなる。分け株なしの 1 品モノ オリジナル株 販売数 1 株
17

(BS) 11,000

No.401～421 ナーセリーイデ

Tel: 090-8868-9757
11,000

Den.Maroon Star`Cavalier’ BM/JGP2018 (OG)
401 (Den.Star of Riverdene x Den.tetragonum)
2018 年世界らん展日本大賞にてレッドリボン受賞。
1 バック、1 リード 限定 3 株

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

Den.Shining Pink シャイニング ピンク
403 (Farmeri-Thyrsiflorum x farmeri) 当園オリジナル交配種。
濃色大輪花が咲いています。カリスタ系としては花持ちが良く 3 週間以上咲い
ていた個体もありました。

11,000

（BS）3,300

Den.farmeri f.album x sib 初売り。
404 (`Left Fuji’BM/JOGA f.petaloid `Hsinying’GM/JOGA)
オリジナル実生苗
アルバムタイプ入賞花とぺタロイドフォームの GM 入賞花とのシブリング苗。

(2 号)3,300

Den.lindley x sib
405 (`Select’x Florida Sunshine’)
リンドレイ（アグレガタム）のシブリングクロス
花茎が約５０ｃｍの大輪セレクト花とフロリダサンシャインとのシブリング。
国内生産株です。

(3 号)3,300

Den.(=Epigeneium) amplum `Fantasy’BM/JOGA (OG)
406 アムプラム ファンタジーオリジナル分け株。
4 バルブ 限定 1 株。

(BS)22,000

Den.Frmeri-Thyrsiflorum 初売り。
407 (faemeri f.petaloid `Hsinying’GM/JOGA
x thyrsiflorum`Select’)
ぺタロイドフォームの GM 入賞花を使用した一代交配。

(2 号)3,300

x

x

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

33,000

3 号 3,300

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

x

Den.aberrans
410 パプア・ニューギニア原産のラトーリア系デンドロビューム
ミニチュアタイプのデンドロビュームで花もちもかなり良いです。
限定 4 株
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(BS)3,300

Den. shixingense x sib
411 花期 春・花命 1 ケ月・草丈 60cm ・自生地 中国 広東省 始興(ｼｼﾝ) 紫がかった
ﾋﾟﾝｸ系の綺麗な花を咲かせます。

(2 号)2,200

Den. Nestor fma. coerulea 'Urara'
412 ネスターのセルレア選抜個体。

(2.5 号)3,850

Den. anosmum suavissimum ‘Seto'
413 オリジナル分株
リップの中心にほんのり淡朱色が入るアノスマムの大変希少な個体。
限定 5 株

(2.5 号)6,600

Den.Jan Orinstein 'Red & White' SBM/JOGA(MC)
414 濃いピンクの花弁と大きく丸いリップが特徴の花付き抜群の入賞個体

(2.5 号)3,300

(3 号)3,850

Rlc.Aladdi
415 (C.alaorii x Rl.digbyana)
3 号鉢実生。芳香あり。限定 5 鉢

Paph.(Hung Sheng Greyhawk x anitum )
Hung Sheng Greyhawk(leucochilum × wenshanense)
416
x anitum
アニータムとブラキ系との交配。濃色の美花が咲いています。3 号鉢 限定 3 株

16,500

(3 号)6,600

Paph.bellatulum x sib
417 (`148-37-17’x `Suigen-Ken’)
ベラチュラムのシブリング。開花サイズ
写真は兄弟開花例 限定 5 株
Sarcochilus Fitzhart
418 梅の花に似た可愛らしい花を多数咲かせます。
開花サイズ。

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

（3 号）2,640

55,000

Bulb.maxillare `Fantasy’BM/JOGA
420 小型のバルボフィラム。暑さにも強く、丈夫で栽培しやすいバルボフィラム
オリジナル分け株。5 号素焼き平鉢 8 バルブ。限定 1 株。

Bulb.comosum
421 白色で、ふわふわとした花を密に咲かせる。
限定 3 株 3 号素焼鉢水苔植え。

(BS)16,500

(BS)5,500
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No.501～521

Tel. & Fax 046-888-2885

オーキッドバレーミウラ

C. trianae fma. coerulea ‘ Turquesa ’ FCC / CCO トリアネ ‘ トゥルクエサ ’ ････
501 コロンビア原産のカトレア原種。原産地由来セルレアの最高峰個体。魅力的な
濃色リップで最高賞を受賞。9 バルブの良株。オリジナル株
販売数 限定 1 株

(BS) 88,000

Rlc. ( Kuwale Gem × Country Road ) ( select 1128 ) 当園オリジナル実生 セレクト
502 ( クワレ ジェム × カントリー ロード ) セミアルバ系の大輪スプラッシュ
と白色大輪での最新交配。ストライプ模様の初花 1 点もの。花径 15 ㎝。
オリジナル株
販売数 1 株

(BS) 22,000

Rlc. ( Kuwale Gem × Country Road ) ( select 1128-2 ) セレクト 1 点もの ････････
503 ( クワレ ジェム × カントリー ロード ) セミアルバで花径 14 ㎝。リップ
は存在感あり、初花ですので今後が楽しみ。オリジナル株
販売数 1 株 実生苗の在庫僅か ( BS ¥4,950- )

(BS) 11,000

Rlc. ( Kuwale Gem × Country Road ) ( select 1202-10 ) ･････････････････････････
504 ( クワレ ジェム × カントリー ロード ) 鮮やかなリップが美しい初花個
体。花径 16 ㎝の大輪花。分け株のない 1 点もの。オリジナル株
販売数 1 株

(BS) 16,500

C. ( Prima Donna × Horace ) ( select 1109 ) プリマ ドンナ × ホーレース ･････
505 銘花同士での最新交配からセレクトしたオーバーラップする初花個体。
花径 14 ㎝で香りも有り。分け株のない 1 点もの。オリジナル株
販売数 1 株

(BS) 8,800

C. Mini Purple ‘ Spring Time ’ SM / JGP ミニ パープル ‘ スプリング タイム ’ ･･･
506 ( pumila × walkeriana ) 入手困難な堂ヶ島洋ランセンター ( らんの里堂ヶ
島 ) の保存株。コンパクトな株に大きな花を咲かせ交配親にも優秀な個体。
写真よりもっと丸弁で大きく咲きます。オリジナル株
販売数 1 株

(BS) 11,000

Catyclia Leon Glicenstein ‘ Miura ’ BM / JGP カティクリア レオン グリセンステイン
507 ( Encyclia cordigera × C. intermedia ) エンシクリアとカトレアの特殊交
配。小型の株に鮮やかな花を咲かせる丈夫な入賞個体。オリジナル株
販売数 1 株

(BS) 5,500

Sarcochilus Gwyneth ( select 415-7 ) サーコキラス グウィネス 1 点もの ････････
508 ( Roberta × Sunny ) 梅の花に似た美しい花を多数咲かせるサーコキラス。
珍しい黄色系のセレクト。新芽も多く今後が楽しみな個体。オリジナル株
販売数 1 株

(BS) 13,200

Fredclarkeara After Midnight アフター ミッドナイト ( MC ) ･････････････････････
509 ( Fdk. After Dark × Ctsm. Mark Dimmitt )
ブラジルの最新メリクロン。黒いアフターダークの次世代品種。
販売数 2 株

(NBS) 8,800

Clowesetum Rebecca Express ‘ M ’ レベッカ エクスプレス ( MC ) ･････････････
510 ( Clowesia Rebecca Northen × Catasetum expansum )
レベッカノーザン系のタケノコ最新花。両親の良い所を受け継いだ個体のメリ
クロン。色彩はもちろん、リップのフリルが美しい。
販売数 2 株

(BS) 5,500
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Phal. Kenneth Schubert ケネス シューベルト セルレア･･･････････････････････････
511 ( pulcherrima × violacea ) 原種同士の交配から生まれたブルー系の小型コ
チョウラン品種。グラデーションの美しい花でオススメ。
販売数 3 株
Phrag. Suzanne Decker ‘ Sea Girt ’ SSM / JOGA スザンヌ デッカー ‘ シー ガート ’
512 ( kovachii × Cape Sunset ) 本品種中の最高峰花。コバチーの子供で花径 15
㎝～の大輪花。メダル審査では高得点入賞、各展示会でも上位入賞。写真では良
さが出ていませんが、赤みの強い大変美しい個体。2 芽。オリジナル株
販売数 限定 1 株
Den. Dragon Jade デンファレ ドラゴン ジェード ( MC ) ･････････････････････････
513 グリーンの覆輪が美しいデンファレ系品種。コレクションにはもちろん、展示
会ではとても目を引きそうな色彩。メリクロン。
販売数 2 株

(BS) 2,750

(1 作) 22,000

(BS) 5,500

Den. Yukidaruma ( ‘ Pierrot ’ × self. ) ( select 227 ) ユキダルマ セレクト ････････
514 ( Shiranami × Pinocchio ) ノビル系の古い品種ですが、メリクロン変異個体
のセルフ実生から生まれた、セパルもリップ化した最新個体。オリジナル株
販売数 1 株
実生苗あります。( BS ¥2,750- )

(BS) 6,600

Epi. Strawberry Valley ( select 501 ) ストロベリー バレー セレクト ･･････････････
515 ( Feather Valley × Aqua Valley ) 極濃色の美しい選抜品。全体に丸みがあり、
株姿はとてもコンパクトで親にするにも作り込むにも楽しみな個体。
オリジナル株
販売数 1 株

(BS) 55,000

Epi. Strawberry Valley ( select 401-3 ) ストロベリー バレー セレクト ････････････
516 ( Feather Valley × Aqua Valley ) 白色リップとのコントラストも良く、大き
なボール状になる点花系のセレクト個体。交配親候補。オリジナル株
販売数 1 株

(BS) 55,000

Epi. Cocktail Valley ( select 318-3 ) カクテル バレー セレクト ･･･････････････････
517 ( Cute Valley × Marine Valley ) リップ点花のセレクト個体。リップと弁先
に黄色が入る珍しい色彩。芽吹きも良い性質。オリジナル株
販売数 1 株

(BS) 16,500

Epi. ( radicans × Shiny Valley ) ( select 308-1 ) ラディカンス × シャイニー バレー
518 原種ラディカンスの GM 受賞花を使用した交配。フラットに咲くセレクト。
花径 4.5cm のオレンジ大輪花。1 点もので個体名の命名権付。オリジナル株
販売数 1 株

(BS) 33,000

Epi. Unicorn Valley ( select 326-6 ) ユニコーン バレー セレクト ･････････････････
519 ( Cherry Valley × Rabbit Valley ) 最新登録品種。白色弁のリップに模様が入
るセミアルバ系セレクト個体。分け株のない 1 点もの。オリジナル株
販売数 1 株

(BS) 27,500

Epi. French Valley ‘ Winter Light ’ SM / JOGA フレンチ バレー ‘ ウィンター ライト ’
520 ( Wedding Valley × Candy Valley ) JOGA 洋らん展にて農林水産大臣賞、沖
縄美ら島財団理事長賞を受賞した個体。ボールサイズも最大級。特価販売。
販売数 1 株

(BS) 16,500

Epi. Angel Valley × sib. エンジェル バレー 最新実生･･･････････････････････････
521 ( Utopia Valley × Mermaid Valley ) 丸弁明桃色系の最新シブリング実生。
バレーシリーズ中でも特に矮性の品種。写真は交配親でサクラ色の上品な色彩。
販売数 3 株

(1 作) 3,300
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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

３月中旬現在、ほとんどすべてのサイズが欠品しており、今後しばらくの間は入荷不安定な状況
が続くと思われます。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
小袋
中袋
大袋
特上大袋

(約 150g 5A 国内にて選別袋詰め) …….……………¥1,430
(約 500g 入 5A 国内にて選別袋詰め) ……………...¥3,800
(約 1kg 入 5A 国内にて選別袋詰め) ………………¥7,300
(約 3kg 入 4A ニュージーランドにて選別袋詰め) ..¥15,400
(約 3kg 入 5A ニュージーランドにて選別袋詰め) ..¥17,600

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) ¥3,800 (5 ㍑入袋) ¥900
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
小粒 （5～10mm) ……………………………………………..(5 ㍑入) ¥1,400

ゼオフィール

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

..大粒(約 15～20mm 粒) 5 ㍑入り ¥2,500 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

2号

2.5 号

3号

3.5 号

4号

4.5 号

5号

6号

7号

8号

9号

10 号

(直径 cm)

(6.0)

(7.5)

(9.0)

(10.5)

(12.0)

(13.5)

(15.0)

(18.0)

(21.0)

(24.0)

(27.0)

(30.0)

¥80

¥100

¥120

¥150

¥170

¥200

¥250

¥400

¥120

¥150

¥170

¥200

¥250

¥400

¥650

¥800

¥1,200

¥1,800

素焼鉢
素焼浅鉢
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プラポット

(プラスチック鉢 すべて濃緑色)
サイズ
(直径 cm)
プラポット

ポリポット

2.5 号
(7.5)

3号
(9.0)

3.5 号
(10.5)

4号
(12.0)

5号
(15.0)

¥50

¥60

¥75

¥90

¥120

(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
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

W→

NL→

Ｗ：広幅（幅 15cm 程度 長さ 25cm 程度）…………… 面で広がるように繁る植物に

¥1,000

ＷＬ：広幅ロング（幅 15cm 程度 長さ 35cm～）………

〃

¥1,200

1 方向へ伸びる植物に

¥ 800

〃

¥1,000

Ｎ：細幅（幅 10cm 程度

長さ 25cm 程度）………………

ＮＬ：細幅ロング（幅 10cm 程度 長さ 35cm～）…………

◆ 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 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。
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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)
太
イエローグリーン
#8
外径約 4.0mm
中
〃
#10
外径約 3.2mm
〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

細

〃

#12

外径約 2.6mm

〃

〃

〃

〃

極細

〃

#14

外径約 2.0mm

〃

〃

〃

〃

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

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

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

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

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

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

ワンタッチで鉢（縁のある形のも
の）にはめるだけ。

M サイズ・L サイズは、このように

S サイズは、壁面ネットに

吊るして使います。

掛けて使います。
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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)
ダイオラン#50
ラッセル編
黒
約 50％
2m
50m
1本
ダイオラン#50 ＊
〃
〃
約 50％
2m
切売
m
ダイオランシルバー#50SG
〃
銀灰
約 45%
2m
50m
1本
ダイオミラー
表は銀色で太陽熱をカットし、裏は黒で花や緑を引き立て保護します。
(品名及び品番)
(編み方)
(色) (遮光率) (幅)
ダイオミラー#40HB-6
ラッセル編 銀・ 約 40%
2m
黒
ダイオミラー#50HB-6
ラッセル編 銀・ 約 50%
2m
黒
ダイオミラー#60HB-6
ラッセル編 銀・ 約 60%
2m
黒
ダイオネット
スダレ編みの最もポピュラーなもので、経済性にも優れている。
(品名及び品番)
(編み方)
(色) (遮光率) (幅)
ダイオネット#410
カラミ編み
黒
約 35%
2m
ダイオネット#410SG
〃
銀灰 約 30%
2m
ダイオネット#610
〃
黒
約 45%
2m
ダイオネット#610SG
〃
銀灰 約 40%
2m
ダイオネット#810
〃
黒
約 60%
2m
ダイオネット#810SG
〃
銀灰 約 55%
2m

(価格)
¥24,420
¥800
¥28,270

(長さ)
50m

(単位)
1本

(価格)
¥37,840

50m

1本

¥41,580

50m

1本

¥44,770

(長さ)
50m
50m
50m
50m
50m
50m

(単位)
1本
1本
1本
1本
1本
1本

(価格)
¥14,850
¥16,610
¥15,950
¥19,690
¥17,710
¥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

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

20 個入り1 袋

¥1,290

〃

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

50 個入り1 袋

¥2,420

〃

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

100 個入り1 袋

¥3,850

アイクリップ

◆ 温 室 保 温 材

（200cm x 20m の弊社在庫品以外はセール時の割引対象外です）

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

115cm－原反－

100m

1本

¥20,240

〃

135cm－原反－

100m

1本

¥23,760

〃

150cm－切断加工－

50m

1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

※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.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 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。
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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
33,000 円（税込）円以上

330 円
サービス

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

Ⓑ
洋蘭お買上金額 33,000 円以上
（税込）

①

関東、南東北、北陸、中部、信越

一律 ￥1,200

サービス

②

北東北、関西

一律 ￥1,400

サービス

③

中国、四国

一律 ￥1,500

サービス

④

北海道、九州

一律 ￥1,600

サービス

⑤

沖縄

一律 ￥1,800

サービス

カタログ発行元：国際園芸株式会社 〒259-1122 神奈川県伊勢原市小稲葉 2605
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Tel:0463-95-2237 Fax:0463-93-5053

