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2023 年 3 月リスト 

Cattleya Alliance Species  カトレヤ系原種 

C. aclandiae ‘Glitter’ SBM/JOGA アクランディエ‘グリッター’ ···························· (BS) 38,500 

1. (FD) 

鮮やかなリップと、野性味あふれる茶褐色の斑点が特徴のブラジルの双葉

系小型原種。入賞時花径 9.0cm と本種としては大きく、くっきりと大き

な点と、色濃いリップ、ローブのコントラストが綺麗な個体。 

オリジナル株。販売数 1 株。 

 

C. cernua セルヌア ······················································································ (木付 BS) 3,300 

2. 6554 (‘Koyama’ × aurea ‘Maravillosa’) (US) 

ブラジル、アルゼンチン、パラグアイ。Sophronitis 系小型可憐種。通常

色の良型選別個体と、近年人気の高い aurea 系選別個体のシブリングで

良型個体を狙ったシブリング実生。肉厚な葉と、丸っこいバルブの株姿も

面白い。写真は’Koyama’。 

 

C. harrisoniana ハリソニアナ ······································································· (6.0cm 鉢) 3,850 

3. (peloric ‘Next Generation Splash’ AM/AOS × punctata) (US) 

夏～秋咲きの双葉系カトレヤ。ペタル先端がリップ化してクリーム色のス

プラッシュとなる’Next Generation Splash’を使った最新交配。花弁先端

に濃紫色の斑点が入る punctata タイプとのシブリング。写真は’Next 

Generation Splash’。 

輸入植付後約 2 か月。在庫少数。 

 

C. intermedia ‘220320-7’ インターメディア‘220320-7’ ······································· (BS) 16,500 

4. 6423 (margianta ‘F-1’ × ‘Int-01’) 

ペタルに独特なフラメアタイプの模様が入った花の咲いている実生からの

選抜個体。ペタル中心の線はくっきりと濃い。昨年の初花はやや細弁だっ

たが咲く上がりに期待。初花での選別。 

分け株無しのオリジナル株。 

 

C. intermedia ‘220322-2’ インターメディア‘220322-2’ ······································· (BS) 16,500 

5. 6423 (margianta ‘F-1’ × ‘Int-01’) 

地色が淡いピンクの花が多く咲いている実生からの選別。昨年の初花はや

や抱え気味の開花となったが、幅広く、大きさのあるペタルが特徴。初花

での選別。 

分け株無しのオリジナル株。 
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C. intermedia ‘Chansey’ インターメディア‘チャンシー’ ····································· (BS) 33,000 

6. 6423 (margianta ‘F-1’ × ‘Int-01’) 

昨シーズン、本実生から咲いたティポタイプでは最も丸弁でバランスの取

れた開花となった個体。各部位のヨレや狭窄が少なく、根元からしっかり

した太さのあるバランスの取れた特選個体。 

オリジナル株。販売数 1 株。 

 

C. intermedia fma. aquinii ‘R0029’ インターメディア，アクイニー‘R0029’ ··········· (BS) 22,000 

7. 6423 (margianta ‘F-1’ × ‘Int-01’) 

地色が可憐な桃色の花が多く咲いた実生より、ペタルが特段に幅広く、中

心にまっすぐと模様の入る個体。昨シーズンの初花は aquinii タイプにあ

りがちな、やや展開の甘い抱え気味の開花となったが、花茎の伸びよく、

輪数が乗りやすいタイプなので、将来的にまとまってボール状の開花にな

ること期待。初花での選別。 

分け株無しのオリジナル株。  

C. intermedia fma. aquinii-orlata ‘R0013’ インターメディア，アクイニーオルラタ‘R0013’ · (BS) 16,500 

8. 6424 (margianta ‘F-2’ × ‘Int-01’) 

大きなリップに、すこし控えめな aquinii 系が咲いている実生からの選別

個体。各パーツが大きく、力のある印象。ペタルのクサビは中心部に留ま

るので、比較的フラットな開花を望める。初花での選別。 

分け株無しのオリジナル株。 

 

C. intermedia fma. coerulea-orlata ‘R0014’ インターメディア，セルレアオルラタ‘R0014’ · (BS) 11,000 

9. 6359 (aquinii-coerulea × aquinii-coerulea-orlata ‘100312’) 

シンプルながらも、うまく色が乗りにくいセルレアオルラタの選別個体。

ティポタイプに比べ、色むらが強く、色が乗る範囲が狭いセルレアオルラ

タ個体の中では比較的濃く、はっきりとした模様が出た個体。初花での選

別。 

分け株無しのオリジナル株。 

 

C. intermedia fma. marginata ‘R0011’ インターメディア，マルギナタ‘R0011’ ······· (BS) 16,500 

10. 6388 (orlata ‘Marr-Adetta’ SM/JOGA × orlata ‘Fujiwara’s Choice’) 

ひし形の幅広ペタルの良型オルラタ／マルギナタが咲いた実生からの選別

個体。’Marr-Adetta’ゆずりの幅広ペタルと、しっかり開き、模様がはっき

りと出るリップの選別個体。初花での選別。 

分け株無しのオリジナル株。 

 

C. intermedia fma. orlata ‘Hamada’ インターメディア，オルラタ‘ハマダ’ ············· (BS) 16,500 

11. (orlata × sib.) 

orlata タイプのシブリング実生から選抜した、力強いリップを持つ個体。

リップ先端部分が大きく、正面に向いて開くリップ全面が非常に印象的。 

分け株無しのオリジナル株。 

 

C. intermedia fma. orlata ‘R0049’ インターメディア，オルラタ‘R0049’ ················ (BS) 13,200 

12. 6346 (tipo ‘Int’ × self) 

orlata タイプの中でもやや特異なリップの個体。リップ先端と縁取りはほ

ぼ正面に向いて開き、このタイプの特徴的なリング模様がくっきりと現れ

る。初花での選別。 

分け株無しのオリジナル株。 
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C. loddigesii ロディゲシー ·········································································· (6.0cm 鉢) 3,850- 

13. (‘Izzy’ HCC/AOS × ‘Tete’ia’ AM/AOS) (US) 

ブラジル、冬～春咲きの双葉系カトレヤ。AOS の入賞花同

士の最新シブリング実生’Tete’ia’は特徴的に丸みを帯びた幅

5cm にもなるペタルと、先端にはいる細点が入る punctata

タイプ。 

輸入植付後約 2 か月。在庫少数。 

 

C. lueddeimanniana ルデマニアナ ······································································ (NBS) 6,600 

14. (rubra ‘Inferno’ × ‘Canaima’s Devil’) (US) 

ハワイ産の最新実生。両親はペタルがやや濃色となる rubra ’Inferno’と、

全体に濃色で、リップの黄目とのコントラストが綺麗な’Canaima’s 

Devil’。ペタル大きく、濃い目の花が咲いてきている最新実生。写真は同

実生からの兄弟株開花例。 

輸入植付後約 2 か月。在庫少数。 

 

C. lueddeimanniana ‘220222’ ルデマニアナ ‘220222’ ············································ (BS) 22,000 

15. T-454 (flamea ‘T.K.M.’ SBM/JOGA × coerulea ‘Nirgua’) (FD) 

セルレアを使った実生からの選別個体。全体にムラの少ない淡いピンクの

大輪で、リップ先端は色濃い筋がほぼベタ状にはいる。初花での選別。 

オリジナル株。販売数 1 株。 

 

C. praestans ‘Big Lip’ プレスタンス‘ビッグ・リップ’ ········································· (BS) 16,500 

16. (FD) 

ハワイで選別された、幅のあるペタルと、黄目とリップ縁の濃ラベンダー

が目を惹くラウンドリップが特徴の選別個体。花径も 10cm 近くあり、歴

代の入賞個体にも引けをとらない。 

輸入植付後約 2 か月。オリジナル株。販売数 1 株。 

 

C. praestans, concolor strain プレスタンス，コンカラー系 ······························ (6.0cm 鉢) 4,950 

17. (concolor × sib.) (US) 

ブラジル、pumila や bicalhoi (=dayana)に近い元 Laelia の小型カトレヤ。

10～15cm の小型株に花径 8~10cm ほどの可憐花。中でも最近人気の高い

concolor タイプの最新シブリング実生。写真は参考。 

輸入植付後約 2 か月。 

 

C. riograndensis* リオグランデンシス ··························································· (木付 1 作) 4,400 

18. 6582 (× sib.) (US) 

coccinea 近縁で人気の高い極小型可憐種。リップが黄色で

あることが特徴とされる。写真は両親。販売数 5 株。 

*C. riograndensis は C. mantiqueirae のシノニムとする場合もあります

が、KEW では現在認められておりません。 

 

C. schilleriana ‘Maui’ AM/AOS シレリアナ‘マウイ’ ············································ (BS) 44,000 

19. (FD) 

ハワイ州マウイ島で選別された AM 入賞個体。入賞時は 6 花茎に 36 輪を

付け、NS10cm 程。ローブは柔らかな桃色を彩る。 

輸入植付後約 2 か月。オリジナル株。販売数 1 株。 
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C. walkeriana ‘The President’ ワルケリアナ‘プレジデント’ ································· (BS) 27,500 

20. (FD) 

ハワイでの選別優良個体。４倍体と言われ、しっかりとフラットな開花し

て縦横にバランスの良い展開の個体。 

輸入植付後約 2 か月。オリジナル株。販売数 1 株。 

 

Cattleya Alliance Hybrids  カトレヤ系交配種 

Lc. Di Ciommo Lina Memoria ‘K-2’ ディ・シオモ・リナ・メモリア‘K-2’ ··············· (BS) 33,000 

21. (C. Bonanza Queen ‘Panamint’ AM/AOS × Lc. Liptonii)  

オーバーラップする良型花を生み出す親としても知られる Bonanza 

Queen と L. anceps 系の交配からの選別個体。Bonanza Queen の特性を

よく受け継ぎ、コンパクトな株で、しっかりとした花茎を伸ばし、フラッ

トに開花。根元から丸く幅広いペタルの極良型。 

分け株無しのオリジナル株。 
 

Rlc. Fascinations ‘Kaleidoscope’ ファッシネイションズ‘カレイドスコープ’ ········· (BS) 49,500 

22. (Tokyo Bay × Dick Smith) (FD) 

日本で作出されたラベンダー大輪の有名花 Tokyo Bay と、ハワイ産濃色

クサビ花 Dick Smith の交配より、ラベンダー地と鮮やかで大きく＠絵た

る先端を彩るクサビが綺麗な特選個体。 

輸入植付後約 2 か月。オリジナル株。販売数 1 株。 

 
Eny. Golden Sunburst ‘Exotic Orchids’ AM/AOS  

ゴールデン・サンバースト‘エキゾチック・オーキッズ’ ········································ (BS) 27,500 

23. (E. rufa × Ctt. Gold Digger) (FD) 

Encyclia 属中でも花茎特に長く伸び見事な開花特性を持つ rufa と黄～橙

の鮮やかな多花性中輪花 Ctt. Gold Digger を使った交配。入賞時は 8 花茎

に 110 輪以上を付け入賞。素直に伸びる中型株で大株づくりに好適な人

気種。 

輸入植付後約 2 か月。オリジナル株。販売数 1 株。 
 

C. Hardyana ハーディアナ ··········································································· (6.0cm 鉢) 3,850 

24. (dowiana var. rosita ‘B.Posey’ AM/AOS × warscewiczii 

‘Genesalq’ AM/AOS) (US) 

コロンビアの大型人気種同士のプライマリー交配。大きく

特徴的な目や模様を持つリップの花となる交配。AOS の入

賞花同士を使った最新リメイク実生。 

輸入植付後約 2 か月。 
 

C. Kazuko Takamatsu ‘Seto Blue’ BM/JOGA カズコ・タカマツ‘セト・ブルー’ ········ (BS) 5,500 

25. (warneri fma. coerulea × Mini Purple, coerulea) (FD) 

ミニ系セルレア交配の成功例としても知られる Mini Purple と一枚葉大輪

カトレヤ原種の中でもふっくらとした良型を生む warneri の交配。花径

15cm と大きく、ほかの入賞花に比べても全体に太さのあるペタルが特徴

の入賞花。 

オリジナル株。販売数 3 株。 
 

C. Maui’s Pink Crystal ‘Exotic Orchids’ AM/AOS  

マウイズ・ピンク・クリスタル‘エキゾチック・オーキッズ’·································· (BS) 22,000 

26. (Brabantiae × Peckaviensis) (FD) 

明るく鮮やかな桃色地が綺麗な点花の入賞個体。双葉系の株に 10cm の艶

ある花弁全体に細かく入る赤褐色の斑点が特徴の花を 3～4 輪。冬咲き。

輸入植付後約 2 か月。オリジナル株。販売数 1 株。 
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C. Memoria Alice Mathews ‘OA’s Solar Lights’  

メモリア・アリス・マシューズ‘OA’s ソーラー・ライツ’······································ (BS) 38,500 

27. (Tiffin Bells × Colorama) (FD) 

クサビ花のクラシック銘花 Colorama を使った交配からの選別個体。縁近

くまで大きく彩る黄目が特徴の大きなリップとペタル中心に現れる大きな

クサビが特徴の選別個体。 

輸入植付後約 2 か月。オリジナル株。販売数 1 株。 

 
C. Miranda’s Blue Berry ‘Miranda Orchids’ AM/AOS  

ミランダズ・ブルー・ベリー‘ミランダ・オーキッズ’ ····································· (6.0cm 鉢) 3,300 

28. (DiPozzi Tiziano × Marcello Miranda) (MC) 

親は C. intermedia 系セルレア交配とロックレリア系を使ったセルレア交

配。ペタル中央に入る aquinii タイプのクサビと濃いセルレア色が目を惹

くローブが特徴の可憐花。花茎やや伸びるがしっかり直立。入賞時 8 ㎝

程の花を 1 花茎に 3 輪。新発売の最新メリクロン。 

 

C. Peckaviensis ‘The King’ ペッカビエンシス‘ザ・キング’ ································· (BS) 27,500 

29. (aclandiae × schilleriana) (FD) 

人気の高い点花原種同士の一代交配より、ハワイで選別された個体。花径

10cm 近くになり、3～4 輪開花すると見事。特徴でもあるリップのマゼ

ンタカラーも鮮やか。 

輸入植付後約 2 か月。オリジナル株。販売数 1 株。 

 

Rlc. Pumpkin Mist ‘Exotic Orchids’ パンプキン・ミスト‘エキゾチック・オーキッズ’ ···· (BS) 44,000 

30. (Rlc. Memoria Seichi Iwasaki × C. Horace) (FD) 

Exotic Orchids of Maui が得意とする Horace を使った大輪整形シリーズの

一つで、鮮やかに映えるコーラルレッドのボリューム感ある花の特選個

体。貴重な分け株。 

輸入植付後約 2 か月。オリジナル株。販売数 1 株。 

 

C. Sweet Harmony ‘230126’ スウィート・ハーモニー‘230126’ ···························· (BS) 27,500 

31. (Horace ‘Maxima’ AM/AOS × Mini Purple, coerulea ‘S. G.’ HCC/AJOS) 

コンパクトな株ながら Horace ゆずりの整形花が咲いている交配より、本

交配中、最も大きい花径 13cm 越えのフラット花を付ける選別個体。花径

程よく伸び、2～3 輪を間隔を持って咲かせる開花習性も良い。3 リード

になっている分け株無しのオリジナル株。 

 

Rlc. Valley Isle Red ‘Red Radiance’ バレー・アイル・レッド‘レッド・ラディアンス’ ·· (BS) 33,000 

32. (James Clarkson × Miya’s Radiance) (FD) 

ハワイ作出の赤系中大輪花同士の交配より、花径 18cm を超える極大輪

花。太陽の光が似合う非常に深い赤の選別個体。 

輸入植付後約 2 か月。オリジナル株。販売数 1 株。 

 
Rlc. (C. aclandiae ‘Mirtha Isabel’ AM/AOS × Rlc. Little Mike ‘Orchid Eros’ AM/AOS) 

リンコレリオカトレヤ（アクランディエ×リトル・マイク） ····································· (6.0cm 鉢) 3,300 

33. (US) 

種子親は荒い斑点とグリーン地が特徴の aclandiae、花粉親

は黄緑系有名種 Memoria Helen Brown と bicolor の交配。

結果は予想がつかないが、リップが目立つ独特な雰囲気の

花が咲くかも？ 

輸入植付後約 2 か月。 
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Rby. (Rlc. Husky Boy × B. subulifolia) ‘Rouge’  

リンコブラソレヤ（ハスキー・ボーイ×スブリフォリア）‘ルージュ’ ································ (BS) 3,850 

34. (MC) 

リップ先端に赤を彩るコントラストの良いミディカトレヤと、輪数を多く

つけるやや長茎の Brassavola の交配より、リップ下半分を染める赤が良

く目立つ選別個体メリクロン。花径は nodosa 系交配ではやや大きめの

12cm 程、株が出来ると 1 花茎に 6 輪以上つける優良個体。 

 
C. (Mareeba Tiger ‘Darth Sidius’ AM/AOS × milleri ‘Fissure8’ HCC/AOS) 

カトレヤ（マリーバ・タイガー×ミレリ） ··························································· (7.5cm 鉢) 3,300 

35. (US) 

双葉系の点花交配とロックレリアの交配。Mareeba Tiger

は幾度となくリメイクされてきた人気交配でもあり、艶の

あるワイルドな雰囲気の花と、コンパクトな株の面白い花

を期待。 

輸入植付後約 2 か月。 
 

Other Major Genera  カトレヤ以外の大属 

Cym. elengas エレガンス ················································································· (2 作) 11,000 

36. (US) 

中国、ヒマラヤ、ミャンマーなど。JOGA 入賞花集の表紙に選ばれたこと

もある美しい希少原種。花一輪一輪は平開せず、すぼまった房のような開

花。貴重。 

在庫少数。 

 

Den. anosmum ‘220218’ アノスマム‘220218’ ···················································· (BS) 13,200 

37. (=superbum) (var. huttonii × fma. album 'Venus') 

基部から広がり太く伸びる幅広のペタルを持つ良型かが咲いている実生か

らの選別個体。色も比較的濃く、しっかりとした色合い。 

分け株無しのオリジナル株。 

 

Den. anosmum ‘220224’ アノスマム‘220224’ ···················································· (BS) 22,000 

38. (=superbum) (var. huttonii × fma. album 'Venus') 

上記と同様、実生からの選別個体。安定して幅の広いペタルで比較的フラ

ットに開花。作りこんで大株に仕立てたい一品。 

分け株無しのオリジナル株。 

 

Den. ceraula セラウラ ······················································································· (1 作) 4,400 

39. (=gonzalesii) (‘Ricardo’ × self) (US) 

フィリピン。victoriae-reginae に似るがやや色合い異なり、より青みが強

い花を 1 花茎に 1～3 輪。主にバルブ頂部付近の節から開花。開花は不定

期で、開花時期によって発色はやや変化する。写真はセルフ親。 

輸入植付後約 2 か月。 

 

Den. discolor var. bloomfieldii ディスカラー，ブルームフィールディー ··················· (NBS) 5,500 

40. (US) 

オーストラリア、ニューギニアの Spatulata 系。カールした花形が面白く

色彩の変異豊か。本種なのかでも比較的小型で咲く鮮黄色系の極美しいタ

イプの実生、7～8cm の花を数十輪、写真は開花例。 

販売数 3 株。 
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Den. glomeratum ‘Long Well’ SM/JGP, AM/AJOS グロメラタム‘ロングウェル’ ······ (BS) 27,500 

41. (FD) 

スラウェシ。やや大型で、節々から出る花茎にボール状に開花。言わずと

知れた、世界らん展 2017 日本大賞受賞花で、2020 年には沖縄国際洋蘭

博覧会で沖縄及び北方対策担当大臣賞を受賞した個体の分け株。 

オリジナル株。販売数 2 株。 

 

Den. lindleyi ‘Florida Sunshine’ SM/JOGA リンドレイ‘フロリダ・サンシャイン’ (BS 大) 27,500 

42. (FD) 

本種中でも特に遅い晩春～初夏咲きの有名個体。花径 5～6cm 近くになる

大輪個体で、花房も 30cm 近くまで伸びる。国内でもいくつかの良個体が

存在するが、強健、生育旺盛で人気の高い優良個体。25 バルブほどで、

今期も見事な開花が期待できる良株。 

オリジナル株。販売数 2 株。 

 

Den. polyanthum ‘220128’ ポリアンサム‘220128’ ·············································· (BS) 22,000 

43. N6443 (‘2 列’ x ‘脈目’) 

インドタイプ選別個体を使ったシブリング実生から選別品。インドタイプ

の白地リップに、脈目がしっかりと入り、株元近くからバルブ先端までし

っかりと花をつける良個体。 

分け株無しのオリジナル株。 

 

Den. polyanthum ‘220225-1’ ポリアンサム‘220225-1’ ········································ (BS) 16,500 

44. F16-4 (giganteum type x ‘Furukawa’ SM/JOGA) 

インドタイプ選別個体を使ったシブリング実生から選別品。脈目は少ない

が中心のクリーム色が濃く、ふっくらと丸い形の良いリップ。正面を向い

てしかっりと開くリップでボリューム感もある開花。 

分け株無しのオリジナル株。 

 

Den. polyanthum ‘K-1050’ ポリアンサム‘K-1050’ ·············································· (BS) 16,500 

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

リップ中央に大きく入る黄目が特徴のベトナムタイプを片親に使った実生

より。ふっくらと丸い楕円形のリップ中央は、黄色が目立ち、喉奥周辺に

は少しの脈目がはいる。黄目は時間とともにやや薄まるが、これまでのイ

ンドタイプ、ベトナムタイプとは明らかに変わった印象。 

分け株無しのオリジナル株。 

 

Den. polyanthum ‘K-1086’ ポリアンサム‘K-1086’ ·············································· (BS) 16,500 

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

前項同様、リップ中央に大きく、くっきりと入る黄目が特徴のベトナムタ

イプを片親に使った実生からの選別個体。開花直後は特にリップの黄目、

脈目、花弁のピンクは濃く、コントラストがはっきりしている。 

分け株無しのオリジナル株。 

 

Den. spectabile fma. aureum スペクタビレ，オーリューム····································· (BS) 11,000 

47. (fma. aureum × sib.) (FD) 

ニューギニアなど。Latauria タイプの中～大型種。バルブ頂部付近、葉の

間から伸びる花茎に、肉厚で、カールする非常に独特な花。明るく鮮やか

な全花黄色となる aureum タイプで、花持ちよく展示にも好適。 

輸入植付後約 2 か月。 
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Den. vexillarius ベキシラリウス ············································································ (BS) 8,800 

48. (US) 

ニューギニアなど。やや高地性の小型デンドロビウム原種。独特な株姿

で、上を向いて咲く小花が可憐。花持ちもよいが、やや不定期に咲き続け

る。写真は先日の世界らん展でブルーリボンを受賞した兄弟株開花例。 

 

Den. Chinsai チンサイ ···················································································· (花芽付) 2,750 

49. (moniliforme fma. aureum × unicum) (FD) 

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。 

 
Den. Cream Cascade クリーム・キャスケード ······················································· (BS) 3,850 

50. 6458 (thyrsiflorum × densiflorum) (US) 

角ばったバルブの先端付近から下垂して咲く花房が特徴の Callista 系有名

種同士の実生。thyrsifloum は冬～春を花期とする白弁黄色リップ、

densiflorum は春咲きで、全花黄色でリップは濃い黄橙で密に咲く。写真

は両親参考。 

 

Den. Omokage ‘P-6’ オモカゲ‘P-6’ ······························································· (花芽付) 3,300 

51. (hercoglossum × Snow Drop) (FD) 

hercoglossum の特徴が良く出ている花付きが抜群に良い、セッコク系小

型種との交配種。淡いピンクが可憐な小輪花を密につける。主に春咲きだ

が、しばしば年に 2 回開花。極強健。 

 

Den. Royal Chip ロイヤル・チップ ········································································ (BS) 6,600 

52. (Micro Chip × Roy Tokunaga) 

aberrans を使った Latauria 系の小型種 Micro Chip とやや大型の人気交配

交配 Roy Tokunaga を使った交配。コンパクトになった中型の株頂点付近

から花茎を直立させる。ペタルにピンクが入る可憐花も咲いている。写真

は兄弟株開花例。 

輸入植付後約 2 か月。 

 

Den. Silver Bells ‘Mt. Fuji’ SM/JOGA シルバー・ベルズ‘マウント・フジ’ ·············· (BS) 38,500 

53. (schuetzei × Alice Iwanaga) 

らん展のお立ち台に上ることも多い sanderae 系より、入賞実績も多い

schuetzei の入った交配。同交配が JOGA 洋ラン展で高円宮妃杯を受賞し

たことも記憶に新しい。大きくふっくらと開くペタル、リップの白とリッ

プ喉奥の小豆色のコントラストが綺麗な入賞花。冬～春咲き。 

オリジナル株。1 作開花株（¥27,500）もあり。それぞれ販売数 1 株。 

 

Den. (Roy Tokunaga × Kaila Quintal) （ロイ・トクナガ×カイラ・クインタル） ······· (BS) 6,600 

54. やや大型の Latauria 系同士の,最新交配。ペタルにピンクが差すタイプの

Roy Tokunaga 選抜個体を使用した交配で、本交配からも淡いピンクに斑

点入りのペタルの花が咲いてきている。写真は兄弟株開花例。 

輸入植付後約 2 か月。 
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Paph. Iona アイオナ ···························································································· (BS) 8,800 

55. (fairrieanum × bellatulum) (US) 

RHS への登録は 110 年前の 1913 年。原種個体の進化によってさらにレ

ベルの高い花を生み出しているリメイク実生。濃紫色の脈目もしっかりは

いり、展開もよい良花が咲き始めている。写真は兄弟株開花例。 

 

Phrag. Paul Eugene Conroy ポール・ユージン・コンロイ ······································ (BS) 13,200 

56. (warszewiczianum × longifolium, album) (US) 

ねじれながら長く伸びて垂れるペタルやドーサルの雰囲気が何とも独特な

warsczewiczianum を使った交配。Phragmipedium といえばピンクや赤系

交配が目立つが、こちらはやや珍しい緑系の多輪性交配。写真は両親参

考。 

輸入植付後約 2 か月。在庫僅少。 
 

Phrag. (Nicholle Tower × warsczewiczianum) 

（ニコール・ワター×ワーセウィッチアナム） ······················································· (BS) 16,500 

57. (US) 

上記同様、warsczewiczianum を使った赤系交配。Nicholle Tower は

(dalessandroi × longifolium)で、赤系可憐花。写真は兄弟株開花例で、す

でに赤色が強く、ペタルが長く迫力のある花が咲いてきている最新実生。 

輸入植付後約 2 か月。在庫僅少。 

 

Phal. lobbii fma. flavilabia ロビー，フラビラビア ···················································· (BS) 5,500 

58. (× sib.) 

中国、ヒマラヤ、ベトナムなど。極小型で花径 2cm ほどのミニファレノ

原種。通常はリップが褐色がかるが、こちらは鮮やかなレモンイエローに

なる色彩変異。 

 

V. sanderiana サンデリアナ ············································································ (1-2 作) 11,000 

59. フィリピン。大輪系の Vanda 原種代表種で、淡いピンクベースに花下半

分を彩る赤褐色斑点の独特な配色が特徴。改良の進む大輪系バンダ交配の

重要な親ともなっている種類。 

 

Other Genera  その他の属 

Aerangis kotchyana アングレカム コツキアナ ·················································· (1-2 作) 4,950 

60. (US) 

アフリカ大陸東岸から内陸部にかけて広範囲に分布。脈や斑点の入る葉に

しっかりと太い根を伸ばし、株ができると 30～45cm ほどに下垂する花

茎にやや肉厚でアイボリーホワイトの長い距を持つ花を 20 輪以上も咲か

せる。 

輸入植付後約 2 か月。 
 

Angraecum florulentum アングレカム フロルレンタム ······································ (1-2 作) 4,400 

61. (US) 

コモロ諸島。やや薄めの葉を互生する小型のアングレカム原種。5cm ほ

どのすっきりとした白で、距の長い花を咲かせる。 

輸入植付後約 2 か月。在庫少数。 
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Angraecum germinyanum ‘White’ アングレカム ジャーミニアナム‘ホワイト’ ······· (BS) 5,500 

62. (FD) 

細く直立する株から、リップが大きくピュアホワイトの綺麗な花を咲かせ

る人気種。花付きよく、極強健。子株を増やし大株に育てて楽しむのもお

すすめ。 

オリジナル株。 

 

Clowesetum Cosmo-Grace ‘0002’ クロウェセタム コスモグレース‘0002’ ··········· (BS) 13,200 

63. (Cl. Grace Dunn ‘Live Oak’ HCC/AOS × Ctsm. pileatum ‘Oro Verde’) 

弊社で 1995 年に登録し、米国 SVO 社がリメイクした実生からの選別個

体。今シーズン、狙い通りの全面黄緑花が開花。全体に発色よく、作上が

りと輪数増加にも期待する個体。 

分け株なしのオリジナル株。 

 

Gongora quinquenervis ゴンゴラ キンケネルビス ················································ (BS) 8,800 

64. コロンビアなど。Stanhopea 近縁属で、卵型のバルブに大きな葉を伸ば

し、やや不定期に株元から長くて約 60cm ほどにもなる花茎を下垂させて

4～5cm ほどの独特な花を咲かせる。主には黄色地に茶褐色の斑点がはい

るが、ほぼ全体が褐色だったり、点が強いものなど色には個体差がある。 

 

Grammatophyllum scriptum グラマトフィラム スクリプタム ································· (BS) 4,400 

65. (‘Compact Leopard’ × self) (US) 

ニューギニアなどを原産とする種。日本でもギフト用の大型個体がみられ

るが、本実生はハワイで 5cm 程のバルブからも開花する矮性個体同士を

シブリング実生した三代目。未だに色、開花サイズともにややばらつきが

あるが、写真はプラグトレーから開花している黄花個体と点花個体。 

輸入植付後約 2 か月。 
 

Lycida Orion ‘K-7’ リシダ オリオン‘K-7’ ·························································· (BS) 16,500 

66. (Ida nana × Lycaste Shoalhaven) (=Lycamerlycaste Orion) 

元 Sudamerlycaste の nana と、日本大賞受賞花でも有名な Lycaste 

Shoalhaven との交配。白地にうっすらとピンクを彩り、リップとのコン

トラストも綺麗な初花でのセレクト。nana は花上がりよく、初花でも 3

花茎ほど。花数とクオリティを両立できる良個体に期待。 

分け株なしのオリジナル株。 
 

Miltoniopsis roezlii fma. xanthina ミルトニオプシス ロズリー，ザンシナ ················· (BS) 5,500 

67. (× self) 

コロンビア、エクアドル。通常は花弁基部に小豆色を彩るが、こちらは全

花黄色系となる可憐な変種。花径 6～8cm の花をバルブ基部から直立して

伸びる花茎に 5～8 輪。弱香あり。 

輸入植付後約 2 か月。 

 

Tolmunia guianensis トルムニア ギネンシス ··················································· (花芽付) 5,500 

68. (× self) 

コロンビア、エクアドル。通常は花弁基部に小豆色を彩るが、こちらは全

花黄色系となる可憐な変種。花径 6～8cm の花をバルブ基部から直立して

伸びる花茎に 5～8 輪。弱香あり。 
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以降、p12～p21 は、 

カトレヤ インターメディアと春の蘭展示会 2023 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 

2023 年 3 月 26 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 27 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 26 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 ナーセリーイデ 協賛リスト 

p18~19 401~421 オーキッドバレーミウラ 協賛リスト 

p20~21 501~521 大垣園芸 協賛リスト 

p22~28 番号なし 国際園芸㈱ 資材関連 
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No.101～120    仙台洋ラン園               お問い合わせ先：Tel. 090-3981-7101 

Bulb. depressum バルボフィラム デプレサム･･･････････････････････････････････････ (BS) 3,300 

101 ネパール～東南アジア北部原産。 

極小型種で、独特な色彩の花をたくさん咲かせる。 

２０バルブ以上がびっしりと詰まったしっかりとした株です。不定期咲き。 

販売数３株。  

Bulb. leopardinum (From Vietnum) バルボフィラム レオパルディナム（ベトナム産）････ (BS) 5,500 

102 ベトナム原産の最新品種。独特な花色で一輪もかなり大きく、下垂して咲く。 

その花茎は数本出ることもあり、見応えがあります。入手困難です。 

ヘゴ付きで、５バルブ以上のしっかりとした株。主に冬咲き。株高２０㎝程度。 

販売数３株。今回初売りです！ 

 

Bulb. polliculosum  バルボフィラム ポリクロサム･･･････････････････････････････････ (BS) 3,300 

103 ミャンマー原産。小型種で、冬場には落葉します。 

とても変わった花形と、他のバルボフィラムにはない花色が魅力的な種です。 

１０バルブ以上の良株です！冬～春咲き。 

販売数３株。  

Bulb. sphaericum (From Myanmar) バルボフィラム スファエリカム（ミャンマー産）･･ (BS) 4,400 

104 中国雲南省～ミャンマー原産。小型種ですが、大きな花を密に咲かせます。 

３０バルブ以上のバルブが密に詰まった極良株の販売です。冬～春咲き。 

販売数３株。今回初売りです！ 

 

Den. goldschmidtianum  ゴールドシュミッディアナム (濃色)････････････････････････ (BS) 11,000 

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。 

 

Den. guibertii (From Myanmar) グイバーティ―（ミャンマー産）･･････････････････････ (BS) 5,500  

106 ミャンマー原産。デンシフロラムによく似ていますが、バルブも太く、花茎も 

長く伸びるのが特徴。株高４０～５０㎝、５バルブ以上の良株のみ販売いたし

ます。冬～春咲き。販売数５株。今回初売りです！ 
 

Den. indivisum インディビサム････････････････････････････････････････････････････ (BS) 1,980 

107 タイ～ミャンマー原産。小型種で多肉植物のような面白い株姿をしています。 

花も不定期に黄色い可愛らしい花を咲かせます。 

乾燥や寒さにも強く、栽培は容易。板付きのバルブ数の多い株を販売します。 

販売数５株。     

Den. lindleyi (×sib) リンドレイ (シブリング株)･･････････････････････････････････････ (BS) 4,400 

108 (‛Florida Sunshine’ SM/JOGA×‛Misato’ SBM/JOGA) 木付き。 

有名な入賞個体同士のシブリング株。タイの農場で栽培したため、大幅に生育

期間を短縮。もうすっかり開花サイズです。バルブもしっかり太っていて、どん

な花が咲くか楽しみです。春咲き。花の画像は‛Florida Sunshine’です。 

販売数５株。今回初売りです！  

Den. nobile (From Myanmar) ノビル (ミャンマー産）････････････････････････････････ (BS) 19,800  

109 ミャンマー原産。濃色で、極大輪の花を咲かせる個体が出ている産地の株です。 

花径が１３㎝を超えるものもあります。原産地由来個体にもかかわらず、株分

けをしていないので、大株での販売となります。寒さに強い剛健種。 

株高４０㎝程度、２０バルブ以上。冬～春咲き。限定２株。  

Den. parishii fma.trilabero (Dark) パリシー トリラベロ（濃色系）･････････････････････ (BS) 4,400 

110 濃色でくっきりとクサビの入る個体のシブリング株。春～初夏咲き。 

花の画像は兄弟株の開花例。株高は３０㎝で、１０バルブ以上の良株です。 

落葉性で寒さにも強く、芳香があります。木付き。販売数５株。 
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Den. pendulum (From Myanmar) ペンデュラム（ミャンマー産）･･････････････････････ (BS) 6,600 

111 ボコボコとしたバルブの形状が特徴的な品種。ミャンマー産の同種は、バルブ
も太く、背も高くなり、輪数もたくさんつける。 

その中でも弁先の赤色のクサビがはっきりと入る個体のみを販売します。 

４～５バルブ、株高３０㎝程度。 

冬咲き。販売数５株。 
 

Rhy. coelestis リンコスティリス セレステス････････････････････････････････････････ 

 

(BS) 4,400 

112 濃色のブルーで、花茎が長く伸びる個体同士のシブリング株。 

株幅３０㎝、株高２０㎝程度の葉もきれいなしっかりとした株です。 

最近ブルーの個体は見かけなくなりました。 

春～初夏咲き。販売数５株。＊画像は参考写真です。  

Rhy. gigantea ‘Excellent Choice’ リンコスティリス ギガンテア ‘エクセレント チョイス’･･ (BS) 33,000  

113 濃赤色の選別個体で、一輪一輪もしっかりと開きます。花茎も長く伸び、 

かなり見応えのある花です。葉がとても肉厚で、その幅は１０㎝近くもあり、 

がっしりとした株です。株幅４０㎝、株高４５㎝程度。冬咲き。限定１株。 

 

Rhy. gigantea (Cartoon) ‘Deep Spots’ リンコスティリス ギガンテア ‘ディープ スポッツ’･･   (BS)16,500  

114 大きなスポットがしっかりと入る優良個体です。実生からの選別品です。 

花も丸みを帯びていて、花茎もしっかりと伸び、とても迫力があります。 

株幅６０㎝、株高３０㎝程度の良株です。冬咲き。 

限定１株。  

Rhy. retusa リンコスティリス レツサ･･･････････････････････････････････････････････ (BS) 4,400 

115 「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。  

Trichoglottis triflora トリコグロティス トリフロラ･･･････････････････････････････････ (BS) 3,300 

116 バンダの仲間でグリーンの花の可愛らしい花を咲かせる小型種。 

乾燥にも強く栽培しやすい種。今回の販売分は３芽以上の良株のみです！ 

株高１０㎝程度のしっかり作りこまれた株です。冬咲き。 

販売数５株。  

V. christensoniana バンダ クリステンソニアナ･･････････････････････････････････････ 
 

(BS) 4,400 

117 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６０㎝程度で脇芽が複数出ています。 

販売数５株。  

    

V. coerulescens バンダ セルレッセンス････････････････････････････････････････････ 

 

(BS) 8,800 

118 紫の花の色彩がなんとも清楚な種。濃色で着輪数の多い個体同士のシブリング

株。花の画像は兄弟株のもので、リップの色も濃く、花茎も複数あがっていま

す。株幅４０㎝、株高４５㎝程度のしっかりとした株。販売数３株。 

 

V. nana バンダ ナナ（Asctm. pusillum）(旧：アスコセントラム プシラム)･････････････ 
    

(BS) 2,750 

119 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１０㎝、株高１０㎝程度。 

販売数３株。 

 

V. Pachara Delight バンダ パチャラ ディライト ････････････････････････････････････ (BS) 3,300 

120 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３０ｃｍ。すでに開花サイズの良株です。 

販売数３株。 
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No.201～220  αオーキッド   お問い合わせ先：Tel. 0463-83-8138 Fax. 0463-83-8137 

 

Cym.erythrostylum  エリスロステラム ････････････････････････････････････････････ (２作)5,500 

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 10 株 

 

Cym.whitea ホワイテア ･･･････････････････････････････････････････････ (２作)8,800 

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   

 

Cym.dayanum,redtype ダイアナム,レッド ･･････････ (3 作) 5,500 

203 花画像株の原産地由来個体のセルフです。 

ボルネオ産自生個体で入手困難。 

販売数 3株 

 

Cym.cooperii クーペリー･････････････････････････････ (２作) 8,800 

204 花画像のセルフ苗です。 

原産地由来で稀少種です。。 

販売数 3 株 

 

Cym.lowianum ローウイアナム ･････････････････････････････ (３作) 4,400 

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 

 

Cym.elegans エレガンス･･･････ (2 作)19,800 

206 最新国産実生です。 

暑がりの個体ですが国産実生のため耐暑性がややあります。 

販売数 2 株   

 

Cym.sanderae サンデラエ ･････････････ (NBS) 19,800 

207 最新国産実生です。 

 

販売数 2 株 

    

Cym.jiangchengense ジアングチェンゲンセ･･･････ (NBS) 19.800 

208 sp.で入荷した種で花はまだ確認してません。  

花画像は入荷先から貰ったものです。 

販売数 2株 
 

Cym.erythreum,flavm エリスレウム,フラバム･･･････････ (BS) 6,600 

209 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 

売数 2 株   

 

Cym.maguanense マグアエンセ･･････････ (BS) 16,500 

210 eburneum x mastersii の自然交雑種です。 

原産地由来個体です。有香性です。 

販売数 1 株   
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Cym.dayanum,album   ダイアナヌ,アルバム････････････ (BS)5,500 

211 詳しい産地等の詳細は分かりません。原産地由来個体。 

販売数 限定 3 株 

 

Vanda teres’Atsugi’SM/JOGA マテレス‘アツギ’･･････････････ (NBS)6,600 

212 オリジナル分け株です。 

販売数 3 株   

 

Ency.tempensis,alba テンペンシス,アルバ･････････ (1 作)3,300 

213 ‘Green Wood’AM/AOS のセルフ苗です。 

花画像は兄弟花です。 

販売数 5株 

 

Coelia bullus,album’Shonan’CHM/JOGA ベラス,アルバ‘ショウナン･･････････････････ (BS) 22,000 

214 オリジナル分け株です。稀少種です。 

南米産自生種で原産地由来です。 

販売数 1 株 

 

Max.funicaulis フニカウリス ･････････････････････････････ (BS) 3,300 

215 南米産自生種です。 

販売数 3 株 

 

Max.cogniauxiana コングナイシアナ･･･････ (BS) 3,300 

216 ブラジル自生種でよく咲きます。 

販売数 5 株   

 

Pollardia livida（Epi.lividum） リビダ ･････････････ (BS) 3,300 

217 南米産原種で花付きが良いです。 

販売数 3 株 

    

C.intermedia-sib- ･･･････ (BS)2,750 

218 ,orlata-flamea’Kimiko’SM/JOGA x ,orlata’Fusae’とのシブリング 

有名育種家の故岩下氏のセレクト個体同志です。 

販売数 10株 

 

Schombakia moyabambae オヤバンバエ･･･････････ (NBS)3,300 

219 エクアドル産自生種です。 

 

売数 1 株   

 

C.(S.)alaori アラオリ･･････････ (BS)5,500 

220 国産実生で優良花セルフ苗です。大輪花期待大です。 

花画像のセルフです。 

販売数 3 株   
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No.301～321  ナーセリーイデ               お問い合わせ先：Tel. 090-8868-9757 

 

 

Den.polyanthum(=primurinum)`Left Fuji’SM/JGP2002（OG） (BS) 66,000 

301 限定 1株。3バルブ 

花並び良く咲き、濃色花。リップの黄色がとても綺麗な個体。 

 

Den.canaliculatum (BS) 7,700 

302 ニューギニア、オーストラリアなどに自生するミニ系スパチュラータ 

とても花もちの良い可愛い花を沢山咲かせます。 

限定 5 株 板付き株  

Den.Frmeri-Thyrsiflorum (2 号)  3,300 

303 (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。 x  

Den.farmeri f.album x sib (2 号)  3,300 

304 (`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。 
x  

Den.Rosy Custer (4 号)  3,300 

305 (Den.farmeri `Pink Panther’ 

x Den.bronckartii`Super Nova’BM/JOGA ) 
濃色大輪花の期待ができる交配。 

x  

Den.amabile x sib (4 号)  4,400 

306 (`Benibotan’x `Supar Noba’BM/JOGA) 

濃色良花期待のシブリングクロス。限定 5 株。 

x  

Den.lindley x sib (3 号)3,300 

307 (`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。  

Den. Adastra Big Lip Type (2.5 号)3,300 

308 リップの大きい美花。 

 

Paph.bellatulum x sib (3 号)  6,600 

309 (`154-65—46-3’x `SH13-1’)  

ベラチュラムのシブリング。開花サイズ 

写真は片親画像 限定 5株 
 

Paph.Winter Pearl(Magic LAntun x emersonii) 16,500 

310 丸弁美花の期待できる交配種。 

淡いピンク花が咲いています。 

限定 3 株 
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C. cernua fma. aurea x sib (2 号) 4,400 

311 輪数を多く咲かせるセレクトのシブリングクロス 国内実生 

画像は片親の画像 

限定 10株 
 

C.Kiritsubo ‘Meg’ (2.5 号)2,200 

312 (alaori x C.nobilior) 

淡ピンクの可愛らしい花、香りあり。 

限定 5株 
 

Capanemia superflua (=uliginosa ) (2 号)4,400 

313 香りの良い小型種。 

限定 5 株 

 

Bulb.longiforum f.album (BS) 5,500 

314 アルバム個体分け株。 

限定 1 株。 

 

Bulbophyllum  dichromum 16,500 

315 限定 1 株。 
黄弁、濃色赤リップ。 

 

Bulbophyllum  dichromum 16,500 

316 限定 1 株。 

2バルブ、1リード。 

レッドタイプ。 
 

Bulbophyllum dasystachys fma.album 13,200 

317 限定 1 株。 

5バルブ。 

 
 

Fdk.Aftre Dark`SVO Black Pearl’ FCC/AOS(MC) (BS) 6,600 

318 黒に近い色をしたカタセタム系交配種。限定 5株 

 

 
 

Zygostates alleniana 5,500 

319 パラグアイ原産の極々小型種 開花サイズ。 

限定 5 株 

 

Rlc.Warm Color `Big Foot’ AM/NOS,SM/JOGA(MC) 13,200 

320 大輪整形美花、リップがとても鮮やかな交配カトレア 

限定 1 株。 

 

Fdk.Julio David Rios`Mars’ 8,800 

321 (Mo. Leopard Drops x Ctsm. Donna Wise) 

限定 2 株 
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No.401～421  オーキッドバレーミウラ   お問い合わせ先：Tel. & Fax 046-888-2885 

 

 

C. Purple Beat ( select 1656 ) パープル ビート 当園実生セレクト個体 ･･･････････ (BS) 16,500 

401 ( Mini Purple × Drumbeat ) 本品種で花弁にクサビやストライプ模様の入る
個体は希少。株はコンパクトで花大きめなので見応えあり、展示会でも目立つ
と思います。不定期咲き。オリジナル分け株 

販売数 1 株  

Eny. Tiny Magic ‘ Snow Drop ’ タイニー マジック ‘ スノー ドロップ ’ ････････････ (BS) 16,500 

402 ( C. Button Top × Gcy. Kyoguchi ) 世界らん展フレグランス (香り) 部門で優

良賞を受賞した個体。両親は石鹸 × ムスクの香り。オリジナル分け株 

販売数 限定 1 株 ( リメイク実生苗もあります。2 作 ￥2,750- ) 

 

Catyclia Toy Clown ‘ Best Nine ’ トイ クラウン ‘ ベスト ナイン ’ ･･････････････ (BS) 5,500 

403 ( Catyclia Tinker Toy × C. Dorado Splash ) エンシクリア原種タンペンシ

スの血を引くカトレア交配種。極厚弁花で、ペタルにクサビの入るトリラベロ

模様の個体。オリジナル分け株 

販売数 1株  

Rlc. Hua Young Gold ‘ Hua Young ’ ファ ヤン ゴールド ･･････････････････････････ (NBS) 4,400 

404 ( Haw Yuan Gold × Mystic Isles ) 新発売。黄色大輪の銘花とグリーン系の

交配から生まれたカトレア品種。とても目立つ色彩の最新花メリクロン。 

販売数 2 株 

 

C. coccinea × sib. コクシネア ････････････････････････････････････････････････ (BS) 3,300 

405 旧ソフロニティスの小型カトレア原種。世界らん展トロフィー賞を受賞した丸

弁入賞花を使用した最新シブリング実生。既に大輪の丸弁花が咲いています。

最近は板付にするのも人気のようです。 

販売数 3 株  

C. alaorii ( fma. concolor × self. )  アラオリ コンカラー系実生 ････････････････ (1 作) 3,850 

406 可愛らしいブラジル原産の小型カトレア原種。美しい丸弁ピンク色のコンカラ

ー個体を使用したセルフ実生。写真は交配親。 

販売数 3 株 

 

Encyclia gallopavina エンシクリア原種 ガロパビナ ････････････････････････････ (2 作) 3,850 

407 ブラジル原産種。数あるエンシクリアの中でも、入手困難な希少種の一つ。花茎

は枝打ち、たくさんの花を咲かせる。表現の一つでお茶系の香りと言いますが、

こちらは緑茶ではなく甘みのある抹茶系。落ち着いた和の雰囲気がある色彩。

販売数 3 株   

Guaricyclia Kyoguchi × Encyclia gallopavina キョウグチ × ガロパビナ ････ (2 作) 2,750 

408 当園フレグランス最新実生。母体にムスクの香りで有名な黄色の多花性エピカトレア。

花粉親は花茎が枝打ち、甘みのある抹茶系の香り。開花が楽しみな組み合わせ。 

販売数 3株 

 

Bletilla Brigantes ( select No. 45 ) ブレティラ ブリガンテス ･････････････････ (BS) 6,600 

409 ( striata × ochracea ) ペタルがリップ化したトリラベロ系のシラン品種。 

セルレアとピンクの中間かのような今までになかった珍しい色彩で、とても上

品な個体。オリジナル分け株の初売りになります。 

販売数 1株  

Ctsm. Aileen Cruz Merced ( select 4-87 ) アイリーン クルーズ マーセド ･･････････ (BS) 38,500 

410 ( Chuck Taylor × Daniela Isabel ) ( SVO9584 ) 2021 年登録のカタセタム

最新品種。黄色系リップのセレクト品。分け株のないオリジナル 1 点もの。 

販売数 限定 1 株 
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Ctsm. Ana Cristina ( select 4-132 ) カタセタム アナ クリスティナ ･･･････････････ (BS) 27,500 

411 ( Memoria Raul Mortera Penedo × Orchidglade ) ( SVO9597 ) 昨年に登録さ

れたばかりの最新品種。分け株のないセレクト品。オリジナル 1点ものです。 

販売数 限定 1 株 

 

Fdk. After Dark ‘ S.V.O. ’ FCC / AOS アフター ダーク ‘ サンセット バレー オーキッズ ’ (BS) 4,950 

412 ( Mormodia Painted Desert × Ctsm. Donna Wise ) 最高賞を受賞した人気

品種。黒いブラックパールとは別個体で、こちらの方が希少で花も大きめ。 

販売数 2株 ( ' S.V.O Black Pearl ' もあります。) 

 

Cycnoches warscewiczii シクノチェス原種 ワーセウィッチ ･････････････････････ (1 作) 4,400 

413 コスタリカ～コロンビア原産のタケノコ系原種。12～14 ㎝ほどの極大輪花を 1

花茎に最高 8 輪ほど咲かせるので迫力満点。香りがあるのも魅力的。 

販売数 2 株 

 

Clowesia Grace Dunn  クロウェシア グレース ダン ( 実生 ) ･･････････････････ (NBS) 3,850 

414 ( warczewitzii × rosea ) 可愛らしい桃色花を咲かせるカタセタム系の小型

品種ですが、グリーン花も咲いている珍しい実生品。レベッカノーザンの親品

種。リップのフリルが綺麗で個体により香りもあります。 

販売数 3 株  

Fdk. Dark Matter ダーク マター ( 実生 ) ････････････････････････････････････････ (BS) 4,400 

415 ( Fdk. After Dark ' S.V.O Black Pearl ' × Ctsm. Orchidglade ) アフターダー

クの次世代品種。ブラックパールを使用した最新実生。品種名もカッコイイ。 

販売数 3 株 

 

Catasetum Pileabrosum Green ピレアブロッサム グリーン ( 実生 ) ････････････ (BS) 4,400 

416 ( pileatum ' Jumbo Green Gold ' × tenebrosum ) 大輪グリーンに黒系テネ

ブロッサムの組み合わせ。品種登録時とは逆交配・色彩違いで楽しみな実生。 

販売数 3 株 
 

Epi. Marchen Valley ( select 23228 ) メルヘン バレー セレクト個体 ･････････････ (BS) 16,500 

417 ( Marine Valley × Strawberry Valley ) リップ点花系のセレクト品で、やさし

い色合いのグラデーションも大変美しい個体。分け株のないオリジナル株です。 

販売数 1株 

 

Epi. Rose Valley ‘ Queen Coronation ’ ローズ バレー ‘ クイーン コロネーション ’ (BS) 33,000 

418 ( Queen Valley × Crystal Valley ) 兄弟で最も濃色で鮮やかな個体。他品種の

中にあっても特に目立つ存在。大きなボールになります。オリジナル分け株 

販売数 1株 

 

Epi. French Valley ‘ Winter Light ’ SM / JOGA フレンチ バレー ‘ ウィンター ライト ’ (BS) 16,500 

419 ( 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 

 

Epi. Magic Valley ‘ Phoenix ’ AM / OIOS マジック バレー ‘ フェニックス ’ ･････ (BS) 11,000 

420 ( Star Valley × King Valley ) 沖縄国際洋蘭博覧会にて鉢物で奨励賞、切り花

部門では農林水産大臣賞 ( 1 位 ) を受賞。濃赤色花でボールサイズも最大級に

大きく迫力ある個体。特価販売。 

販売数 1 株  

Epi. Tiny Valley ‘ Kaguyahime ’ SM / JOGA タイニー バレー ‘ カグヤヒメ ’ ･････ (BS) 5,500 

421 ( Pearl Valley × Moon Valley ) 黄色の花弁にリップ点模様の希少個体。赤の

アクセントがとても美しく、綺麗なボール状に咲くシルバーメダル入賞花。 

販売数 1 株 
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No.501～521  大垣園芸     お問い合わせ先：Tel.0584-89-3028 Fax 0584-89-7052 

 

C. intermedia coerulea ‘Le Grand Bleu’ x coerulea ‘ Cinderella’インターメディア (3 号) 2,750 

501 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 coerulea ‘Le Grand Bleu’ x coerulea ‘ Dark Sky’インターメディア (3 号) 2,750 

502 上記の花粉親違い、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。草丈 10cm 前後、1作開花サイズ。 

 

C. intermedia concolor-flamea ‘Cherry Chip’ x delicate ‘Kurt’ インターメディア (3 号) 2,750 

503 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以上、1作開花サイズ。 

 

C. intermedia flamea-rubra ‘Ruby Eyes’ x coerulea ‘Dark Sky’ インターメディア (2.5 号) 2,750 

504 濃ピンクのフラメア美花に、地色まで紫のセルレア優秀花を実生。繁殖旺盛で

強健な親譲りの丈夫さと開花しやすさを期待。 

草丈 10cm 以上、1作開花サイズ。 
 

C. intermedia vinicolor-aquinii ‘Joshin’ x self インターメディア ビニカラー実生 (3 号) 2,200 

505 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 (3 号) 2,750 

506 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以上、1作開花サイズ。 
 

C. purpurata fma. aco ‘Schusteriana’ x self パープラタ シュステリアナ x ｾﾙﾌ･･･ (3 号) 2,750 

507 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 20cm 前後、2作開花サイズ。 

  

C. purpurata fma. roxo-bispo ‘St.George’ x self パープラタ ロショビスポ実生 (3 号) 2,200 

508 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 15cm 前後、2-3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 (3 号) 2,750 

509 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 20cm 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･ (3 号) 2,750 

510 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 20cm以上、2作開花サイズ。 
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C. guttata fma. trilabelo ‘Veltinho’ x rubra (select) グッタタ実生 (トリラベロ x ルブラ) (3 号) 3,300 

511 ペタルがリップ化したトリラベロ名花に濃赤茶色のルブラを交配し、ペタル幅

の広い濃色花を期待。大型多花性の夏咲き、甘い香り。 

草丈 15cm 前後、2-3作開花サイズ。  

Psh. mariae x self プロステケア マリエ (国内実生)･･･････････････････････････ (2.5 号) 2,750 

512 明るいライムグリーンに大きな白いリップ、小柄な株から大きな花が咲くこと

でも人気のマリエさん。夏は涼しいのが好きですが猛暑の岐阜で育てられてる

丈夫な子。1作開花サイズ。 
 

C. schroederae ‘Tara’ x ‘Popayan’ シュロデレー実生 トップ苗･･････････････････ (3 号) 8,800 

513 桜餅のような甘い香りが人気のコロンビア産原種。特に香りが強く丸みのある

花型ふくよかな銘品を使った、マニア垂涎の贅沢な実生。 

草丈 15cm ほどのトップ苗を限定販売。2作開花サイズ。 
 

C. Cappei (1902) = (trianae x schroederae) カッペイ コンカラー系実生･･････････ (3 号) 2,750 

514 (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 20cm前後、2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 

515 (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 以上、2作開花サイズ 

 

Rlc. Hawaiian Futurea ハワイアンフューチャー 実生････････････････････････････ (2 号) 1,650 

516 (Pastoral ‘Innocense’ x Pamela Hetherington ‘Coronation’) 1991年登録のハワ

イ産で入賞花も出た名交配をリメイク。パストラルにパメラヘザリントン、誰

もが知る名花同士の交配。草丈 10cm以上、3作開花サイズ。 
 

Rlc. Pamela Hetherington x C. George Hausermann パメラ x ジョージ 実生･･ (2 号) 1,650 

517 (Pamela Hetherington ‘Coronation’ x George Hausermann ‘York’) 冬咲きの淡ピ

ンク極大輪名花パメラヘザリントンに、オレンジ赤リップの名花ジョージハウ

ザーマンを交配。草丈 10cm以上、3作開花サイズ。 
 

C. Statteriana(1893) スタッテリアナ実生････････････････････････････････････････ (3 号) 2,200 

518 (perrinii x labiate rubra ‘Neverland’ 秋咲きの旧レリア属ペリニーにラビアタ濃

色花ネバーランドを交配、130年前の登録品種をリメイク。 

草丈 20cm 前後、1-2作開花サイズ。 
 

Bc. tramandahyana x C. intermedia coerulea トラマンダイ x インターメディア･･･ (2 号) 1,650 

519 (tramandahyana ‘Sendaya’ x intermedia coerulea ‘Dark Sky’) ブラサボラとレオポ

ルディの自然交雑種に、灰色がかったインターメディアのセルレアを交配。 

どんな花が咲くか? 面白そうな交配。1-2作開花サイズ。 

 

Grt. Why Not x self グアリトニア ホワイ ノット セルフ実生････････････････････ (2 号) 1,650 

520 (aurantiaca x sanguinea) 1979年登録の品種。株はミニカトレア程度で小柄。

立ち上がる花茎に花径 4cm程度の真っ赤な小輪を多数咲かせる、リップ奥には

鮮やかな黄色の目玉入る。兄弟株も咲き始めた 1作開花サイズ。 
 

Rlc. William Stewart ’First Love’ x self ウィリアムスチュワート セルフ実生･･････ (2 号) 1,650 

521 (Xanthette x Golden Slippers) 1973年登録の品種。黄色コンカラータイプでリ

ップ奥が山吹色。夏～秋咲きながらも花弁肉厚で花もち良好。 

草丈 10cm 前後、3作開花サイズの小苗。 
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洋 蘭 栽 培 用 資 材 ・ 器 材 

◆ 植 込 材 料   

輸入乾燥上質水苔        〈安定供給復活までセール時の割引対象外とさせていただきます。〉 

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

ニュージーランド産の最上級品質(AAAA以上)のもののみを取り扱っております。 

ミニパック  (約 150g 5A 国内にて選別袋詰め) …….……………¥1,980 

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

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

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

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

アイデアルミックス   

       ラン専用の理想のコンポストを追求して開発した、趣味家向け当社オリジナル 

特製配合コンポスト。主な材料：日向土、ゼオフィール、バーク、木炭など 

             ミックス 1号 大粒 (5㍑入) .......................................................¥1,300 

               用途：カトレヤ類中株以上、ファレノプシス、シンビディウム、バンダなど。 

              ミックス 2号 小粒 (5㍑入) ……………………………………….¥1,600 

               用途：パフィオペディラム、ミルトニア、マスデバリア、カトレヤ類の小株など。 

※ 1号、2号ともに 1袋でおよそ － 2.5号鉢で 25鉢、3.0号鉢で 15鉢、 
3.5号鉢で 10鉢、4号鉢で 7鉢、4.5号鉢で 5鉢、5号鉢で 4鉢くらい植えられます。 

 
ニュージーランド産バーク  ….….….….  各粒ともに  (35㍑入大袋) ¥4,500  (5㍑入袋)  ¥1,000  

ラディアタパインの樹皮から製造されたもので、型崩れしにくく、空気及び水分 

容量が高く、窒素安定化も行われている。軽石との混用もよいでしょう。 

L (大粒 = 9～12mm)  カトレヤ、ファレノプシス、バンダなど 

S (小粒 = 6～9mm)  デンドロビウム、セロジネ、シンビジューム、パフィオなど 

SS (極小粒＝3～6mm)  リカステ、マスデバリアなど、特に水を好む種類に 

ゼオフィール  小粒 （5～10mm) ……………………………………………..(5㍑入) ¥1,400 

多孔質鉱物であり活性炭作用をもつので、通風をよくし、有害ガスを吸着し、 

コンポストを清浄に保ちます。 

園芸用木炭粒 大粒(約 15～20mm粒) 5㍑入り ¥2,500  中粒(約 10mm粒) 5㍑入り ¥2,500 

多種の微量要素を含む植物性炭素。鉢内の通気効果の促進、保水力増大、 

肥料消費量節約などに効果があり、根腐れや肥料負けの減少に役立ちます。 

粒のサイズは大小 2種類。コンポストに混ぜて使用すると良いでしょう。 

◆ 植 込 容 器   

素焼鉢 ・素焼浅鉢 

ランに適した、通気性に特に優れた根腐れしにくい素焼き鉢を 

取り扱っております。浅鉢は、高さが直径のほぼ半分です。 

サイズ 

(直径 cm) 

2 号 

(6.0) 

2.5 号 

(7.5) 

3 号 

(9.0) 

3.5 号 

(10.5) 

4 号 

(12.0) 

4.5 号 

(13.5) 

5 号 

(15.0) 

6 号 

(18.0) 

7 号 

(21.0) 

8 号 

(24.0) 

9 号 

(27.0) 

10 号 

(30.0) 

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

素焼浅鉢   ¥120 ¥150 ¥170 ¥200 ¥250 ¥400 ¥650 ¥800 ¥1,200 ¥1,800 
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プラポット  (プラスチック鉢 すべて濃緑色)  

サイズ 

 
(直径 cm) 

2.5 号 

(7.5) 

3 号 

(9.0) 

3.5 号 

(10.5) 

4 号 

(12.0) 

5 号 

(15.0) 

6 号 

(18.0) 

プラポット ¥50 ¥60 ¥75 ¥90 ¥120 ¥180 

ポリポット  (透明ビニール製 軟質鉢 － 10個単位の価格です。小苗育成や内鉢用に。) 

サイズ 

(直径 cm) 

2 号 

(6.0) 

2.5 号 

(7.5) 

3 号 

(9.0) 

ポリポット(10 個組) ¥120 ¥150 ¥180 

チーク製バスケット   

      大 (内法約 18cm 角) …¥1,200 中 (内法約 13cm 角) …¥1,000  小 (内法約 8cm 角) …¥800 

      上記 3 個 1 組のセット販売 …¥2,500 

◆ 着 生 栽 培 用 資 材   

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

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

コルク (不整形) ……… 100gあたり ¥440（目安はハガキ大でだいたい 100ｇ～150ｇ程度。） 

   天然コルク樹皮は着生種との相性抜群！ ご希望の大きさをお知らせください。 

ヘゴ棒 (厚さ約 3.5cm) …………………………..……. 約 4.5cm x 45cm    ¥ 880 

ヘゴ板 (厚さ約 2.5cm) ……………………………  約 19.5cm x 29.5cm    ¥2,200 

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

      正方形に整形され、軽量で柔らかく、加工もしやすい。 

パインボード   

人気沸騰中の中国松の樹皮板。適度に保湿性があり、 

根張りの良さも実証済み。天然素材のため形やサイズは様々です。 

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

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

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

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

◆ ラ  ベ  ル   

カラーラベル ………………………1.8cm ×11.5cm.(各色とも 1 袋 50 枚入) ¥275 

種名を記すだけでなく、多色のラベルを目印としてランの管理に活用するのも 

便利。油性ペンは褪色しやすいので、硬めの鉛筆の使用がおすすめです。     

白、黄、緑、橙、桃、赤、藤、青、ベージュ、サーモン、グレー の 11色。 

◆ 肥   料   

ピータース 

    洋蘭の肥料として米国でも最も広く使われ、日本の栽培業者の間でも好評です。プラスチック容器入。 

    3,000倍～5,000倍溶液で使用します。肥料の溶かし方の解説書付き。 

    (N) － (P) － (K) 

    18 － 18 － 18 (一般洋ラン用) ………………(500g 入) ¥2,000    (200g 入) ¥1,000 

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

    10 － 30 － 20 (開花促進用) ……………..…(500g 入) ¥2,400    (200g 入) ¥1,200 
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バイオゴールド・オリジナル (BO) ……………….(900g 入袋) ¥1,320  (5kg 入袋) ¥5,610 

    ビタミン、ミネラルを含む、バランスのとれた天然活性有機肥料。鉢に置くだけで簡単に使える 

植物に優しく、効果が約 1か月持続。油粕由来であるが、匂いもほとんどなく、虫もつきにくい。 

水に溶かして液肥として使用することもできます。(N－P－K ＝ 5.5：6.5：3.5) 

バイオゴールド・バイタル (BV) …………………………………………… (500cc 入) ¥2,310 

農業、樹木用で実績を持つ天然 100%の活性液です。最初は目に見えない内部、特に植物の 

基本である根を活性化し基礎をしっかり作り上げ、その後目に見える部分の成育に移ったとき、 

かつてない成育をもたらし、さまざまな効果を長期にわたり持続。バイオゴールドオリジナルとの 

併用も推奨されている。アブラムシ、ナメクジが寄りにくくなり、病気にも強くなる。 

スーパーシリーズ 

    Super F1 （花のための肥料） ........…………................................. (140g 入) ¥2,200 

      通常のリン酸より粒子の細かい亜リン酸を使用し吸収率抜群。花芽の充実、花色品質も向上。 

    Super X5 （芽のための肥料） ...…………...................................... (110g 入) ¥2,750 

         芽の数、太る速さ、伸びる速さで群を抜く効果！大株作りが短期間で可能となる。 

    Super R7（根のための肥料）………………………………..…….. (110g 入) ¥3,300 

         根の張りが見違えるようになります。植え替えの時の根痛みの軽減にも。 

◆ 殺  菌  剤   

リン酸三ナトリウム …………………..……………. (500g 入) ¥2,200  (200g 入) ¥1,100 

    ウイルス病対策に。ハサミ、ナイフなど器具類の消毒に使用。5%溶液で飽和液ができます。 

水 1㍑に対し 50gを溶かします。2～3分つけて使用して下さい。 

◆ 病 害 虫 対 策   

病害虫の被害を防ぐため、栽培場所の風通しを良くし、清涼な環境を整え、株を良く観察しましょう。 

もし病気や害虫を見つけたら、すぐに対策を！そのまま使える、又は、簡単に希釈できる、使いやすい

薬品を選びました。ベンレート水和剤、オルトランＤＸ粒剤、ナメクリーン 3 は、被害が発生する前

の予防散布も効果的。商品本体に記載の効能・説明書もお読みの上ご利用下さい。 

ベニカ X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) (長さ) (20 本束) (100 本束) 

太 イエローグリーン #8 外径約 4.0mm 90cm ¥1,800 ¥6,750 

〃 〃 〃 〃 60cm ¥1,400 ¥5,250 

中 〃 #10 外径約 3.2mm 90cm ¥1,100 ¥4,100 

〃 〃 〃 〃 60cm ¥850 ¥3,200 

〃 〃 〃 〃 45cm ¥650 ¥2,450 

細 〃 #12 外径約 2.6mm 60cm ¥700 ¥2,600 

〃 〃 〃 〃 45cm ¥550 ¥2,100 

極細 〃 #14 外径約 2.0mm 60cm ¥500 ¥1,800 

〃 〃 〃 〃 45cm ¥400 ¥1,500 

◆ 便利グッズ     

便利な小物の利用で、支柱たてなどの作業が、とても楽に失敗なくできます！ 

ステムクリップ  

     クリップ式で支柱と花茎をワンタッチで固定できます。 No.1(大)は、カトレヤやデンドロ 

ビウムのバルブを支柱へしっかり固定できる大きめのサイズです。 

         No.1（特大）約 2.0cm 幅 濃緑色 ……（10 個入）¥200（20 個入）¥400 

         No.2（大）約 1.5cm 幅 濃緑色 ………（20 個入）¥250（50 個入）¥500 

         No.3（中）約 1.2cm 幅 濃緑色 ………（20 個入）¥200（50 個入）¥400 

止め吉 

    バルブや花茎を、無理なく、優しく誘引・固定できます。形よく仕立てると、蘭の見栄えが 

ぐっと良くなり、管理もしやすくなります！……… （20 個入）¥550（50 個入）¥1,100 

使い方 ： ①止め吉をつまみ、奥のくぼみに支柱（#10=3.2mm）を固定します。 

②バルブや花茎を支柱に寄せ、止め吉の先端をひねってとめます。  

③外す時もカンタン！ 何度も再利用できます。 

支柱キャップ 

    洋ラン用カラー鉄線の先端切口部分にかぶせて使用。サビ防止や葉の保護にも有効。ソフトタイプ。 

          （細）カラー鉄線 #12（2.6mm）用（#10にも可）…….（100 個入） ¥400 

          （中）カラー鉄線 #10（3.2mm）用（#8にも可）………（100 個入） ¥450 

          （太）カラー鉄線 #8（4.0mm）用 ………………………（100 個入 ）¥500 

◆ 吊 金 具   

自家製鉢吊り用金具 (カラー鉄線を利用した簡易吊金具) 

    2号鉢 (6.0cm) ～4号鉢 (12.0cm) までの通常の鉢に利用可能。 当社温室や各地の洋蘭展などで使 

   用しており、お客様からのご要望が多いため手作り品の販売をいたします。 (価格はいずれも 10本束の価格) 

                    L (長さ約 60cm) 欠品中    M (長さ約 30cm) 欠品中    S (長さ約 10cm) ¥1,100 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワンタッチで鉢（縁のある形のも

の）にはめるだけ。 

M サイズ・L サイズは、このように

吊るして使います。 
S サイズは、壁面ネットに 

掛けて使います。 
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◆ 栽 培 用 日 除 け (遮光ネット)   （切売以外の工場直送品はセール時の割引対象外です） 

    洋蘭栽培用の遮光ネットは、材料、遮光率、大きさなど種々ありますので、栽培する蘭の種類、温室の

日当たり、季節などにより、組み合わせて使用したり、張り替えたりすると便利です。 

ダイオラッセル 

    特に洋蘭用として開発した＃50は、市松模様編み (ラッセル編み) で、通風がよく丈夫です。 

シルバー＃50SGはアルミ混入の特殊原糸を使用しており，従来のブラックに比べて光線を 

反射し遮光性に優れています。 

(品名及び品番) (編み方) (色) (遮光率) (幅) (長さ) (単位) (価格) 

ダイオラン#50 ラッセル編 黒 約 50％ 2m  50m 1 本 ¥24,420 

ダイオラン#50  ＊ 〃 〃 約 50％ 2m  切売 m ¥800 

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

ダイオミラー 

    表は銀色で太陽熱をカットし、裏は黒で花や緑を引き立て保護します。 
(品名及び品番) (編み方) (色) (遮光率) (幅) (長さ) (単位) (価格) 

ダイオミラー#40HB-6 ラッセル編 銀・

黒 

約 40% 2m 50m 1 本 ¥37,840 

ダイオミラー#50HB-6 ラッセル編 銀・

黒 

約 50% 2m 50m 1 本 ¥41,580 

ダイオミラー#60HB-6 ラッセル編 銀・

黒 

約 60% 2m 50m 1 本 ¥44,770 

ダイオネット 

    スダレ編みの最もポピュラーなもので、経済性にも優れている。 

(品名及び品番) (編み方) (色) (遮光率) (幅) (長さ) (単位) (価格) 

ダイオネット#410 カラミ編み 黒 約 35% 2m 50m 1 本 ¥14,850 

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

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

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

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

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

※以上いずれも 50m 物(原反)は工場渡しの価格です。（代引便はご利用いただけません。） 

  送料：1 本～3 本までは ¥1,320 をご加算ください。4 本以上の場合はメーカー負担となります。 

        沖縄、離島は実費申し受けます。（金額はお問い合わせください） 

  ＊印はメートル単位でご希望の長さにカットして当社よりお送りします。 

◆ 吊  具 (ダイオネット、ダイオミラー、ダイオラン用)   

蝶型パンチ ............................   20 個入り1 袋   ¥880 

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

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

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

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

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

◆ 温 室 保 温 材    （200cm x 20m の弊社在庫品以外はセール時の割引対象外です） 

サニーコート 

    省エネの温室内張用として開発されたもの。ポリエチレン系で中に空気の層をもたせて二重に張り合わ

せた厚さ 2mmのフィルム。保温力にすぐれ、取り扱い容易で張り易い。冷暖房時にご利用ください。 

(品 名) (幅) (長さ) (単位) (価 格) 

サニーコート内張用 115cm－原反－ 100m 1 本 ¥20,240 

〃 135cm－原反－ 100m 1 本 ¥23,760 

〃 150cm－切断加工－  50m 1 枚 ¥15,840 



 

27 
 

〃 150cm－原反－ 100m 1 本 ¥26,400 

〃 185cm－切断加工－  50m 1 枚 ¥19,540 

〃 185cm－原反－ 100m 1 本 ¥32,560 

〃 200cm－切断加工－＊  20m 1 枚 ¥10,560 

〃 200cm－切断加工－  50m 1 枚 ¥21,120 

〃 200cm－原反－ 100m 1 本 ¥35,200 

〃 230cm－原反－ 100m 1 本 ¥40,480 

〃 270cm－原反― 100m 1 本 ¥47,520 

〃 300cm－原反－ 100m 1 本 ¥52,800 

※ ＊印のもの(20m)は弊社在庫品です。 

※ その他のもの(50m、100m)は工場直送品です。（代引便はご利用いただけません。） 

※ 工場直送品の送料は 1本 ¥1,320をご加算ください。2本以上の場合はメーカー負担となります。 

※ 沖縄、離島の送料は実費申し受けます。（金額はお問い合わせください） 

※ 原反単位の加工(中継ぎ加工など)をお受けいたします。(加工費別) 

サニーコート用両面接着テープ ……………………….. (幅 50mm x 長さ 20m) 1 巻 ¥1,980 

    サニーコートの接着用に開発された強力な農業用両面接着テープです。 

◆ 洋 ラ ン の 書 籍      ※以下、書籍等はセール時の割引対象外です。 

あなたの‘ランをいつくしむ暮らし’が大きく広がる、おすすめの本！ 

洋ラン大全  (誠文堂新光社刊) ………………………… ¥3,960（本体￥3,600）送料 ¥350 

最新の図鑑であり、栽培の指南書でもあり、また洋ラン栽培の文化・歴史・エピソードが 

語られた、ちょっとディープな楽しい読み物でもある。一見難しそうな、ランの学名の話、 

交配・品種改良、ランの審査システム・審査基準等も、本書では、大変わかり易く書かれて 

いる。これまでなかった、魅力あふれる 1 冊。あなたの興味のあるところから、ページを 

繰ってみてください！とても良い本だと思います。おすすめします。 

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

  2020～2021 年 2 年分の入賞花の写真とデータを掲載した入賞花集です。トップクラスの花を 

知ると、洋ラン観賞、栽培の楽しみも大きく広がります。 

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

ＪＯＧＡ入賞花集 データベース ………… ¥16,500（消費税込）アップデートのみ ¥2,750 

  1973 年の審査開始以来 2021 年までの、約 17,000 点に及ぶすべての入賞花の記録と画像を一発検索。 

一度本体をお求めいただければ後はアップデートで最新データを追加可能。時代とともに進化する 

入賞花の変遷を知ることができます。 

                       

 

 

 



 

 

ご注文に際しご一読ください 

    本リストに掲載した商品の価格はすべて消費税 10%込の価格となっております。 

◎ ご注文とご送金 

・ ご注文には同封の注文書をご利用いただくと便利です。 

    ・ 代金引換便、クレジットカードご利用の場合以外は、ご注文はすべて前金でお願いいたします。

ご送金前に、現品確保の上で作成する引受書をご請求いただきますと、送料を含む合計金額をお

知らせいたします。 

    ・ ご送金は現金書留、郵便振替、銀行振込いずれでも結構です。 

送金先の口座は下記のとおりです。（銀行での送金手数料はお客様のご負担になります） 

いずれも 国際園芸株式会社 口座です。 

 郵便振替：００１４０－５－３４３１１ 

 三井住友銀行 伊勢原支店 普通預金 ：６５６２３８３ 

 み ず ほ 銀 行 平 塚 支 店 普通預金 ：１９８９５６８ 

                    横浜銀行 伊勢原支店 普通預金   ：６０５９７９５ 

領収書は郵便振替、銀行振込の場合は原則としてお送りしておりませんので、窓口での受領書を

保存してください。特に領収書が必要な場合はその旨お申し出下されば別途お送りいたします。 

    ・ 通信販売では下記のクレジットカードがご利用いただけます。 

VISA，MasterCard，American Express, JCB, Diners 

電話、注文書でご注文の場合は、カード番号、ご名義、有効期限、セキュリティーコード(カード裏

面の数字下３桁、American Express は表面右上４桁）を正確にお伝えください。メール、注文フ

ォームでのご注文の場合は、注文確定後、E メールにて請求書をお送りいたしますのでオンライン

にてお支払手続きをお願いいたします。     

・ 代金引換便 (一部の書籍や資材・器材のメーカー直送品にはご利用いただけません) 

          商品代金、送料などを含めたご利用代金すべてのお支払いを着払いでご利用いただけます。 

          代金引換手数料は下記のとおりです。 

ご利用代金総額       33,000 円（税込）未満 330 円 

33,000 円（税込）円以上          サービス 

◎ 発送と荷造送料 

    ・ 株の発送は通常 ゆうパック、ゆうパック代金引換便を利用いたします。 

・ 荷造り・取り扱いには万全を期しておりますが、万一事故がありましたら折り返しお知らせく

ださい。洋蘭は原則として鉢付きのままお送りしておりますが、栽培用素焼き鉢の性質上、輸

送中の振動によるヒビ割れ・破損につきましては何卒ご容赦願います。到着後 8 日を過ぎたも

の、また到着後植え替えをされた株の交換・返品は承りかねますのでご了承ください。 

    ・ 資材、器材は洋蘭と一緒に梱包できない場合が多いため、送料は別途ご負担ください。 

      荷造・送料一覧表    

 

Ⓐ 

洋蘭お買上金額 33,000 円未満 

（税込） 

Ⓑ 

洋蘭お買上金額 33,000 円以上 

（税込） 

① 関東、南東北、北陸、中部、信越 一律 ￥1,200 サービス 

② 北東北、関西 一律 ￥1,400 サービス 

③ 中国、四国 一律 ￥1,500 サービス 

④ 北海道、九州 一律 ￥1,600 サービス 

⑤ 沖縄 一律 ￥1,800 サービス 

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

 


