2022 年 5 月リスト兼
第 42 回オーキッドワンクラブフェア事前販売品リスト
Cattleya Alliance Species

カトレヤ系原種

C. amethystoglossa アメジストグロッサ ･･･････････････････････････････････
1.

(‘Ching Hua Flare’ × ‘C. H. Giant’) (US)
ブラジル、大型のカトレヤ双葉系代表種。本種の特徴でもある斑点が大き
く、ペタル、セパルの先に密集する独特の色彩の良型個体’Ching Hua
Flare’を使ったシブリング実生。冬～春咲き。写真は’Ching Hua Flare’

C. amethystoglossa, alba strain アメジストグロッサ，アルバ系･･････････････
2.

(1 作) 5,500

コクシネア，オーレア系･････････････････････････

(6.0) 5,500

(‘Atsu’ × ‘Perfection’) (US)
ブラジル、元 Sophronitis 系の紅色代表種より、花全体に美しい黄色とな
るオーレア系最新実生。冬咲き。写真は両親。

C. dowiana var. aurea
5.

オーランティアカ，スポットタイプ････････････

(× self) (US)
中米メキシコ～コスタリカ原産のカトレヤ近縁種。濃いオレンジに赤のス
ポットが特徴の’Spotty’系の最新実生。本年にも同実生からの初花が見ら
れ、綺麗なスポットと濃色の花が咲いています。極強健で冬～春咲き。写
真は参考。

C. coccinea, aurea strain
4.

(6.0) 3,300

(× sib.) (US)
ブラジル、やや大型の双葉タイプ多花性種。通常種はピンクの花弁に濃色
の斑点は入るが、本品は全体に白花となるアルバ個体の希少なシブリング
実生。冬～春咲き。写真は親参考。

Gur. aurantiaca (spot type)
3.

(1 作) 13,200

ドーウィアナ，オーレア････････････････････････････

(2N × 4N) (US)
コスタリカ。黄色系交配種作出には欠かせなかったカトレヤ原種。黄色弁
に複雑な金脈を彩るリップは唯一無二。近年貴重となっている本種の実生
の中でも、成長の良い 3N タイプ。夏咲き。
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(9.0) 8,800

C. guttata
6.

グッタタ･････････････････････････････････････････････････････

(albina ‘Green Monster’ × verde ‘Paraiso’) (US)
ブラジルの大型双葉多輪性カトレヤ。艶のある花弁と褐色の斑点が特徴の
本種。ラベンダー色のリップが目立つが、本交配は、リップが白く、斑点
も少ない albina 個体と、大きな斑点が目立つ’Paraiso’を交配した最新実
生。個体差の大きい本種らしいバラエティに富んだ色彩に期待。秋咲き。

C. intermedia fma. aquinii ‘R0031’
インターメディア，アクイニー‘R0031’･･･････････････････････････････････
7.

(BS) 16,500

6424 (marginata ‘F-2’ × ‘Int-01’)より。ペタルの中心から先端にかけて線状
の模様が入る特異な花が咲いている実生からの選別個体。地の色は白味が
強く、リップの縁取りと、ペタル中心に入る特徴的な模様が変わった個
体。初花での選別、分け株無しのオリジナル株。

C. intermedia fma. marginata ‘R0015’ インターメディア，マルギナタ
‘R0015’･･
9.

(BS 小) 11,000

6425 (aquinii-coerulea ‘Alpha’ × ‘Fujiwara 2’)より。オーソドックスな
aquinii タイプのクサビ模様で弁幅広く、バランスよい良花。初花はまだ
15cm 弱のバルブに開花したので、今後の作上がりに期待。初花での選
別。分け株無しのオリジナル株。

C. intermedia fma. aquinii-orlata ‘R0011’
インターメディア，アクイニーオルラタ‘R0011’････････････････････････････
8.

(2-3 作) 3,300

(BS) 16,500

6388 (‘Marr-Adetta’ SM/JOGA × orlata ‘Fujiwara’s Select’)より。しっかり
と正面に向いてリップ基部近くまで縁取りがはいる marginata タイプ。
‘Marr-Adetta’に近いひしのペタルはやや細めだが、リップがしっかりと大
きいのでインパクトある花。初花での選別、分け株無しのオリジナル株。

C. intermedia fma. marginata ‘R0016’ インターメディア，マルギナタ
‘R0016’･･

(BS) 33,000

10. 6388 (‘Marr-Adetta’ SM/JOGA × orlata ‘Fujiwara’s Select’)より。花全体に

対してペタルが非常に大きく、walkeriana を思わせるような正面に張り
出す形をしたリップが特徴的な個体。このタイプは昨年～本年で殆どの初
花を確認した本実生から２個体だけ出た珍しい形。初花での選別、分け株
無しのオリジナル株。

C. intermedia fma. orlata ‘R0060’ インターメディア，オルラタ‘R0060’･･････

(BS) 27,500

11. 6388 (‘Marr-Adetta’ SM/JOGA × orlata ‘Fujiwara’s Select’)より。本年、多

くの良型 orlata／marginata タイプが開花した本実生でも、ペタルに丸み
があって、力強い丸形のリップが印象的な良個体。各パーツが丸みを帯び
ていて、全体にふっくらとした印象。初花での選別、分け株無しのオリジ
ナル株。

C. lueddemanniana ‘T413-0018’

ルデマニアナ‘T413-0018’････････････････

12. T413 (‘Shonan Lady’ SBM/JOGA × ‘Juan Pedro’)

ベネズエラ原産の一枚葉タイプ大輪種。rubra と flamea の個体を使った
実生からの開花。フラットに展開するペタル、セパルともにムラの少ない
ラベンダーを彩り、リップは lueddemanniana らしい濃紫と黄色の筋が美
しい。初花での選別。分け株無しのオリジナル株。
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(BS) 16,500

C. lueddemanniana ‘T413-0024’

ルデマニアナ‘T413-0024’････････････････

(BS) 11,000

13. T413 (‘Shonan Lady’ SBM/JOGA × ‘Juan Pedro’)

ベネズエラ原産の一枚葉タイプ大輪種。rubra と flamea の個体を使った
実生からの開花。全体にやや濃い目の印象だが、ペタルは色彩やや強めで
そのコントラストが綺麗。初花での選別。分け株無しのオリジナル株。

C. lueddemanniana fma. coerulea ‘K-423’
ルデマニアナ，セルレア‘K-423’ ･･･････････････････････････････････････

(BS) 33,000

14. T457 (‘Shonan Lady’ SBM/JOGA × coerulea ‘Golden Try’ GM/JOGA)

巨大輪‘Golden Try’ GM/JOGA を使った実生からのセルレア個体。’Golden
Try’に似た幅広のペタルが特徴の今後に期待大の個体。初花での選別、分
け株無しのオリジナル株。

C. lueddemanniana fma. flamea ‘K-1’ ルデマニアナ，フラメア‘K-1’････････

(BS) 22,000

15. T413 (‘Shonan Lady’ SBM/JOGA × ‘Juan Pedro’)

rubra と flamea の個体を使った実生からの開花。ペタル先端に淡くクサ
ビを彩る flamea タイプ。リップ先端は他の個体よりやや濃い目で、やや
ベタ状に色がはいり、コントラストが綺麗。初花での選別。分け株無しの
オリジナル株。

C. purpurata, carnea strain パープラタ，カーネア系･･･････････････････････････

(1 作) 5,500

16. (‘Scarlet’ × ‘Sylvia’) (US)

ブラジル。元レリアの人気種。本種の中でも大変人気のある、リップが綺
麗な朱肉色となる carnea 系の実生。’Scarlet’は大輪でリップの形が良い
個体。

C. purpurata, carnea strain パープラタ，カーネア系･･･････････････････････････

(1 作) 5,500

17. (‘Sylvia’ × ‘Perfect Rouge’) (US)

ブラジル。元レリアの人気種。本種の中でも大変人気のある、リップが綺
麗な朱肉色となる carnea 系の実生。

C. schilleriana fma. semi-alba ‘Queen Emeraldas’
シレリアナ，セミアルバ‘クイーン・エメラルダス････････････････････････････

(6.0) 7,700

18. (MC)

ブラジル原産の双葉系。通常種は独特の褐色花。’Queen Emeraldas’は緑
のセパル、ペタルに褐色の斑点、白地にピンクの映えるリップが美しい
semi-alba タイプ。好評のため再入荷。春咲き。メリクロン。

C. schroederae シュロデレー･････････････････････････････････････････････
19. (‘Tara’ × ‘Popayan’) (US)

コロンビアの一枚葉タイプ。独特の薄桃色にリップの濃黄色の色彩と香り
が特徴の人気種。原産地由来の有名個体’Popayan’を使った国産シブリン
グ実生。春咲き。
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(6.0) 4,400

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

(7.5) 3,850

20. (MC)

ブラジル。セミアルバの色彩で、ペタルに特徴的なクサビ模様の入るアク
イニー花有名個体のメリクロン。好評のため再入荷。メリクロン。

Cattleya Alliance Hybrids カトレヤ類交配種
Ryc. Bon Voyage ‘Omi’ ボン・ボヤージュ‘オウミ’････････････････････････････
21. (L. anceps × Rlc. Pamela Hetherington) (FD)

(BS) 19,800

Rlc. Charming of Sakura Color ‘Fuji Color’ SBM/JOGA
チャーミング・オブ・サクラ・カラー‘フジ・カラー’･･････････････････････
22. (Warm Color × Strathview) (FD)

(BS) 38,500

メキシコの長茎強健種に極大輪交配種の有名種 Pamela Hetherington の交
配。白地に花粉親を思わせる淡いピンクのリップが特徴。オリジナル株。
販売株１株。

Pastral, Bonanza, Irene Finney などの血を引く交配で、くっきりと発色良
いリップ、ペタル、セパル先端を彩るクサビが印象的で、ボリューム感あ
る 15cm 程の大輪整形花。入賞花オリジナル株。販売株１株。

Lc. Cosmo-Horeps ‘Mama’ SM/JOGA コスモホレプス‘ママ’･･････････････
23. (C. Horace ‘Eloquence’ × L. anceps ‘K. G. Guerrero’ BM/JOGA) (FD)

(BS) 33,000

C. Dinard ‘Blue Heaven’ AM/AOS ディナード‘ブルー・ヘブン’･･･････････
24. (Saint Gothard (1908) × Dinah) (MC)

(7.5) 3,300

Rlc. Island Charm ‘OC’ アイランド・チャーム‘OC’･････････････････････
25. (Donna Kimura × C. intermedia) (FD)

(BS) 22,000

国際園芸オリジナル交配からの選別品で本交配中最良個体。Horace のピ
ンクに、リップは濃紅と喉奥の黄色が映える色彩。オーバーラップしてボ
リューム感ある花を 5 輪程。L. anceps を使った交配としては花も大き
く、両親の良さをしっかりと受け継ぐ。冬咲き。入賞花オリジナル株、販
売株１株

秋咲きカトレヤの中でも不動の人気種。ピンク系大輪同士の交配から突然
変異的に誕生したブルーカトレヤ。単純なセルレア花ともひと味違うブル
ーとリップの色彩は唯一無二。メリクロン。

1987 年登録。ハワイで作出され、数々の丸みのある良型花や、クサビの
特徴的な花を生んだ中大輪整形交配。本個体は、本交配中でも数少ない白
系の花で、ペタル中央に黄色のクサビ模様が入る。Orchid Center の名を
冠した個体。オリジナル株、販売株１株。

Rlc. Memoria Hirokadzu Gauda ‘Shonan’ AM/AJOS
メモリア・ヒロカズ・ゴウダ‘ショウナン’･･･････････････････････････････
26. (Medea (1946) × C. Anzac (1921)) (FD)
赤花交配の親として有名な Anzac を使った赤味の強いラベンダー系中大
輪花。リップの黄目がくっきりと目立つ有名入賞個体。現在では貴重。
入賞花オリジナル株、販売株１株。
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(BS) 16,500

C. Menehune Princess ‘Kaleidoscope’ SBM/JOGA
メネフネ・プリンセス ‘カレイドスコープ’･･･････････････････････････････
27. (Fire Fantasy × Little Dipper) (FD)

(BS) 22,000

C. Mishima Admiration ‘Omi’ BM/JOGA
ミシマ・アドミレーション‘オウミ’･････････････････････････････････････
28. (Okarchee × Horace) (FD)

(BS) 27,500

Rlc. Omi Melody ‘First Sunrise’
オウミ・メロディ‘ファースト・サンライズ’･････････････････････････････
29. (C. Melody Fair × Dream Paradise) (FD)

(BS) 33,000

ハワイらしい、ピンクと黄色が目立つクサビ系中輪交配からの入賞個体。
丸弁で、発色の良いカラフルな色合いが人気。久々にオリジナル株の分け
株を販売します。主に冬咲き。入賞花オリジナル株、販売株１株。

整形の Horace と濃いラベンダーの Okarchee を親にした交配からの入賞
花分け株。展開良。リップ先端の濃ラベンダー部分が大きく、ローブのコ
ンパクトなバランスの取れた良型花。入賞花オリジナル株、販売株１株。

整形セミアルバ有名種 Melody Fair と大きなクサビが特徴的な Dream
Paradise の交配。基部から先端までしっかりと色づくリップと、ペタル
先端にしっかり彩るクサビが非常に美しい個体。花径 17～18cm の整形
大輪花。オリジナル株、販売株１株。

C. Ortolan ‘220430-1’ オートラン‘220430-1’････････････････････････････
30. (C. G. Roebling (1896) × intermedia, coerulea-aquinii-orlata)

(BS) 11,000

C. Ortolan ‘220430-3’ オートラン‘220430-3’････････････････････････････
31. (C. G. Roebling (1896) × intermedia, coerulea-aquinii-orlata)

(BS) 16,500

有名な人気セルレア系カトレヤに、クサビのくっきりした intermedia を
交配した国際園芸オリジナル交配からの選別個体。オルラタタイプのリッ
プの模様はしっかりと濃く、原種の趣も楽しめる春咲き。分け株無しのオ
リジナル株。

同じく国際園芸オリジナル交配からの選別個体。intermedia を使った交配
らしいクサビ模様が特徴のアクイニータイプ。春咲き。分け株無しのオリ
ジナル株。

Rlc. Pamela Hetherington ‘Coronation’ FCC/AOS
パメラ・ヘザリントン‘コロネーション’･････････････････････････････････
32. (C. Paradisio × Mount Anderson) (FD)

(BS) 33,000

1970 年登録、カトレヤ界ではあまりにも有名な極大輪ピンク系整形花の
銘花。輪数が多くなってもしっかりと形をボリュームを保って咲く、貴重
なオリジナル分け株。冬咲き。オリジナル株、販売株１株。

Rlc. Sanyung Ruby ‘Dawang’ サンヤン・ルビー‘ダワン’････････････････
33. (Waianae Coast × Chia Lin) (MC)
日本大賞花で有名な Chia Lin と、ハワイ作出の Waianae Coast の交配か
らの赤味の強い大輪。dowiana の血濃く、リップの黄目と脈目も美しい。
メリクロン。
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(1-2 作) 4,400

Lc. Seaside Parasol ‘190831’ シーサイド・パラソル‘190831’････････････
34. (Cosmo-Horeps × C. intermedia) (FD)

(BS) 特価 8,800

Lc. Seaside Parasol ‘200922’ シーサイド・パラソル‘200922’････････････
35. (Cosmo-Horeps × C. intermedia) (FD)

(BS) 特価 6,600

Lc. Seaside Parasol ‘200924’ シーサイド・パラソル‘200924’････････････
36. (Cosmo-Horeps × C. intermedia) (FD)

(BS) 特価 6,600

Lc. Seaside Parasol ‘210204’ シーサイド・パラソル‘210204’････････････
37. (Cosmo-Horeps × C. intermedia) (FD)

(BS) 特価 6,600

クサビ系中輪狙いの国際園芸オリジナル交配からの選別個体。やや長径だ
が、垂れない程度の高さに咲く中輪。ペタル中央からクッキリと一文字に
入るクサビとリップ先端に入る深みのあるラベンダーが特徴。主に秋咲き
だが不定期性あり。オリジナル株。～6/30 までのオーキッドワンクラブ
フェア特別価格。

国際園芸オリジナル交配からの選別個体。すっきりとした薄ピンクの地に
濃い目のリップとなる中輪。主に秋咲きだが不定期性あり。オリジナル
株。～6/30 までのオーキッドワンクラブフェア特別価格。

国際園芸オリジナル交配からの選別個体。全体にやや明る目のピンクを彩
り、リップ先端がほぼベタにワインレッドになる特徴的な個体。主に秋咲
きだが不定期性あり。オリジナル株。～6/30 までのオーキッドワンクラ
ブフェア特別価格。

国際園芸オリジナル交配からの選別個体。Cosmo-Horeps にやや近くなっ
た個体で、兄弟株に比べペタルやや幅広で、リップ左右に出る黄目と、先
端の濃紅の境界がはっきりした個体。主に秋咲きだが不定期性あり。オリ
ジナル株。～6/30 までのオーキッドワンクラブフェア特別価格。

Rlc. Shang Ding Red Dragon ‘Wen Qin #1’
シャン・ディン・レッド・ドラゴン‘ウェン・キン#1’･････････････････････
38. (Taiwan Lucky × King of Taiwan) (MC)

(1 作) 4,400

濃厚な紫赤色系で人目を惹く美花。花径 18cm 程になりオーバーラップす
る迫力十分な厚弁の大輪花。冬～春咲き。メリクロン。

C. Stephen Jewel ‘Advent’ ステファン・ジュエル‘アドベント’ ･･･････････
39. (Stephen Oliver Fouraker × Hawaiian Jewel) (FD)

(BS) 44,000

セミアルバと白花を使った国際園芸オリジナル交配から、特異な色彩の選
別個体。やわらかい薄ピンクの色合いのふっくらとした花弁に、基部まで
色の乗るリップのコントラストが綺麗な個体。ローブは細めでリップは丸
い良型花。冬咲き。オリジナル株、販売株１株。

Rlc. Taiwan Chief Wine ‘Van Gogh’
タイワン・チーフ・ワイン ‘ヴァン・ゴッホ’････････････････････････････
40. (Village Chief Tearoom × Sunstate Colorchart) (MC)
濃赤紫系大輪花。中でも赤みが強く、目を惹く鮮やかさがあり、展開良い
人気種。メリクロン。

6

(BS) 4,400

Rlc. Taiwan Good Life ‘Golden Fortune’
タイワン・グッド・ライフ‘ゴールデン・フォーチュン’･･･････････････････
41. (Chunyeah × Gold Ant) (MC)

(BS) 6,600

Rlc. Village Chief Triumph ‘Golden Tai Chi’
ビレッジ・チーフ・トライアンフ‘ゴールデン・タイ・チ’･････････････････
42. (Chan Hsiu Gold × Chunyeah) (MC)

(1-2 作) 4,400

黄赤の有名種 Chunyeah を親に持つ交配種。その名の通り幸運を呼び込
みそうなオレンジ系。ペタル、リップは黄色地にオレンジを縁取り、グラ
デーションの独特な花。展開良くオーバーラップする良型花。メリクロ
ン。

こちらも黄赤の有名種 Chunyeah を親に持つ交配より、いわゆるセミイ
エローの黄色弁赤リップ。ペタル、セパルはすっきりとした黄色で、大き
な赤いリップは内側に黄色のくっきりした目を彩る目立つ花。メリクロ
ン。

Rlc. Yuan Dung Python ‘Passion Fruit’ ユアン・ダン・パイソン ‘パッション・フルーツ’･･
43. (C. Green Emerald × Waianae Leopard) (MC)

(2 作) 3,300

C. Zuki Josemila ‘Blumen Insel’ BM/JOGA ズキ・ホセミラ‘ブルーメン・インセル’･･
44. (pumila × José Dias Castro) (FD)

(BS) 16,500

点花の交配親として良く知られる Waianae Leopard を使った交配。
Green Emerald は aclandiae が強めの中型種。コンパクトな株に 5 輪程。
メリクロン。

pumila の血を引く、濃色のラベンダー系ミディアムタイプ。あまり背の
伸びないコンパクトな株で、花径 12cm 程度の極幅広弁の丸形整形花。オ
リジナル株、販売株１株。

Other Major Genera カトレヤ系以外の大属
Den. dickasonii ディカソニー･････････････････････････････････････････････
45. アッサム、タイ。unicum に似る可憐なオレンジの花を咲かせる小型種。

(板付 NBS) 3,850

小柄な株に比して花は大き目。反り返りがなく、見ごたえのある目立つ
花。低温にも強い。冬咲き。

Den. farmer ‘K-2344’
46. (FD)

ファーメリ‘K-2344’･････････････････････････････

(BS) 16,500

タイ産の草姿小柄なタイプのシブリング実生からの選別個体、 花径はや
や小ぶりなるも 桃色覆輪が美しく極丸形花、花付き良好、冬～春咲き。
オリジナル株、販売数１株。

Den. pendulum ペンデュラム･･････････････････････････････････････････
47. アッサム～中国。下垂を意味する名前の通り、下垂するバルブは節が膨ら
んだ独特の見た目となる。節々に 1～2 輪ずつ、やや艶があり、リップの
黄目とペタル、セパル先端にはいる紫が良く目立つ花をつける。冬～春咲
き。
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(1 作) 2,750

Den. polyanthum ‘210313’ ポリアンサム ‘210313’･･･････････････････････
48. 東南アジアに広く分布する本種中でも、リップが白のインドタイプ実生か

(BS) 11,000

Den. polyanthum ‘220206-1’ ポリアンサム ‘220206-1’･･･････････････････
49. 6443(‘2 列’ × ‘脈目’)からの選別個体。リップはすっきりと丸く、先端がや

(BS) 13,200

Den. polyanthum ‘220225-5’ ポリアンサム ‘220225-5’･･･････････････････
50. JF16-4 (giganteum type × ‘Furukawa’ SM/JOGA)より黄目がくっきりと大

(BS) 16,500

Den. polyanthum ‘220305-2’ ポリアンサム ‘220305-2’･･･････････････････
51. 6442 (‘LW No.4’ × ‘LW No.5’)からの選別個体。本交配中では黄色目の特に

(BS) 19,800

Den. polyanthum ‘220305-8’ ポリアンサム ‘220305-8’･･･････････････････
52. 6403 (‘Long Well-R’ SBM/JOGA × ‘Long Well’ SM/JOGA)からの選別。リ

(BS) 13,200

Den. polyanthum ‘220307-2’ ポリアンサム ‘220307-2’･･･････････････････
53. JF16-8 (giganteum type × sib.)からの選別個体。リップ中心の白く抜ける

(BS) 19,800

らの選別品。大きく開くリップはやや透明感のあるクリーム色となり、可
憐。分け株無しのオリジナル株。

や濃くなるペタル、セパルとのコントラストが良い。子房部分やや短めで
密に咲き、花の向きが散らばらないのが良い点。
分け株無しのオリジナル株。

きく、リップの開きが良い個体。リップ下部には薄っすらとピンクを彩
る。分け株無しのオリジナル株。

濃い個体。分け株無しのオリジナル株。

ップの脈目が強く出る個体。リップ下部には薄っすらとピンクを彩る。
分け株無しのオリジナル株。

部分が若干大きく、黄目がリング状に見える変わった個体。
分け株無しのオリジナル株。

Den. stratiotes fma. albescens ‘0001’
ストラティオテス，アルベッセンス‘0001’･････････････････････････････
54. スパチュラータ系の代表種。(fma. alba ‘Kazuyuki Oka’ FCC/HOS × self)
より。ペタルに若干、薄い茶褐色を彩るが、通常鮮ピンクの筋が入るリッ
プは無地の白となる。初花でも縦 9cm 程で太めのしっかりとした花。
分け株無しのオリジナル株。
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(BS) 16,500

Den. tortile (roseum) ‘Jun’ トーティル（ロゼウム）
‘ジュン’･･････････････
(FD)
55.

(BS 大) 33,000

Den. Baltimore Oriole ‘Xingji Shi’ バルティモア・オリオール‘シンジ・シ’･･
56. (Frosty Dawn × Roongkamol Vejvarut) (MC)

(BS) 4,400

インド、ミャンマー、タイなどを原産。 花弁の桃色が濃い選別個体。 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。30 バルブ
以上の大株。
オリジナル株、販売数１株。

花付き、花持ち良いフォーモサム系最新交配種。30cm 程の株にペタル、
セパルもオレンジに染まる可憐な花を多数つける。1 輪も 6～7cm 程あっ
て見ごたえあり。メリクロン。

Den. Chanthaboon Sunrise ‘Red Stripe’
チャンタブーン・サンライズ‘レッド・ストライプ’･･････････････････････
57. (lamyaiae × friedericksianum) (FD)

(BS) 4,400

落葉したバルブの節々に、バルブが隠れるほど多くの花をつける人気交配
種。株は素直に伸び、1 節から 2～3 輪、5～7cm 程の大きなオレンジの
鮮やかな花をつける。リップの赤色筋の綺麗な個体の分け株。オリジナル
株。

Den. Christy Dawn ‘Kitty’ BM/TOGA クリスティ・ドーン‘キティ’････････
58. (christyanum × Dawn Maree) (MC)

(BS) 4,400

Den. Jan Orinstein ‘220401’ ジャン・オリンステイン‘220401’･･･････････
59. JF16-2 (aphyllum ‘Shining Pink’ × polyanthum ‘Furukawa’ SM/JOGA)

(BS) 13,200

Den. Mikawa Percy ミカワ・パーシー･･････････････････････････････････
60. (parthenium × sanderae) (FD)

(BS) 2,750

Den. Snow Festival ‘Fuji’ スノー・フェスティバル‘フジ’･････････････････
61. (Alice Iwanaga × sanderae) (MC)

(2 作) 3,850

同じくフォーモサム系交配種より、ふっくらとした幅広ペタルにはいるオ
レンジの筋が独特な三弁花タイプ。リップの模様もすっきりスジ状で綺
麗。メリクロン。

リップに黄目が入るベトナムタイプの polyanthum を使ったリメイクよ
り、ふっくらとした丸いリップと黄目が綺麗な個体。分け株無しのオリジ
ナル株。

純白の大きなリップとペタルが特徴の交配種。parthenium の大きなリッ
プと小豆色もしっかり受け継がれて、可愛らしい花を咲かせる。生育旺盛
で、40cm 程に伸びるバルブの頂部付近に、1 花茎に 5~6 輪程。古いバル
ブにも開花するので、株立ちにつくると見事。写真は開花例。

最近人気も高く、良く目立ち、蘭展向きの sanderae 系の最新メリクロ
ン。バルブ先端付近の節々から複数花芽を出し、1 花茎に 3～6 輪程。花
径 8cm 程だが、より大きく見える純白と鮮やかな赤紫色が豪華な花。同
交配からは SM 入賞花も出ている。メリクロン。
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Den. Sekarpuro セカープロ･･･････････････････････････････････････････
62. (crumenatum × faciferum)

(BS) 4,400

Den. Tzeng-Wen Jewel ‘210305’ ツェンウェン・ジュエル ‘210305’･･････
63. (Jan Orinstein × polyanthum) (FD)

(BS) 11,000

Den. Tzeng-Wen Jewel ‘210403’ ツェンウェン・ジュエル ‘210403’･･････
64. (Jan Orinstein × polyanthum) (FD)

(BS) 13,200

Den. Tzeng-Wen Jewel ‘220315’ ツェンウェン・ジュエル ‘220315’･･････
65. (Jan Orinstein × polyanthum) (FD)

(BS) 16,500

細長く伸びたバルブの先端に可憐な咲かせる近縁種同士の交配実生。株は
faciferum に似て株元が太り、先端は細くなる。落葉したバルブの先端の
節々に 1 花茎 2～3 輪ずつ。主に春咲き。写真は開花例。

polyanthum と aphyllum の系統で、本交配はバルブが素直に長く伸び、花
付き良好。根元に近い部分から先端までしっかりと花をつける。本個体は
ペタル、セパルが濃く、展開良。リップに桃色の脈が浮き出る綺麗な個
体。オリジナル株。販売数１株。

polyanthum と aphyllum の系統で、本交配はバルブが素直に長く伸び、
花付き良好。根元に近い部分から先端までしっかりと花をつける。乳白色
のリップと、花弁の桃色のコントラストよく、ペタルが他の個体に比べ幅
広で丸みを帯び、リップも大きいのが本個体の特徴。オリジナル株。販売
数１株。

polyanthum と aphyllum の系統で、本交配はバルブが素直に長く伸び、
花付き良好。根元に近い部分から先端までしっかりと花をつける。本交配
中でもリップに入る桃色の脈が濃く、くっきりしている個体。リップのよ
れも少ない整った花。分け株無しのオリジナル株。

Phal. bellina
66. (× sib.)

ベリナ･･････････････････････････････････････････････････

(BS) 5,500

マレーシア、ボルネオ島。やや厚めの若葉色の大きな葉、株元からジグザ
グに伸びる花茎はやや短めで、厚弁のグラデーションの綺麗な花をつけ
る。香りあり。写真は開花例。

Phal. bellina, coerulea strain
67. (× sib.)

ベリナ，セルレア系･･･････････････････････

(BS) 5,500

マレーシア、ボルネオ島。やや厚めの若葉色の大きな葉、株元からジグザ
グに伸びる花茎はやや短めで、厚弁のグラデーションの綺麗な花をつけ
る。本種中のセルレア系のシブリング実生。写真は開花例。

Phal. corningiana コーニンギアナ･････････････････････････････････････
68. (× sib.)
ボルネオ。ペタル、セパルに入る茶褐色の棒状斑点は個体差が大きく、放
射線状だったり、同心円状だったりする。リップは鮮やかな赤紫。株が大
きくなると一度に咲く輪数が増えて見ごたえも良くなる。写真は開花例。

10

(BS) 5,500

Phal. equestris ‘Mauve’
69. (MC)

エクエストリス‘モーヴ’･･････････････････････

(花芽付) 4,400

フィリピン。小型のファレノプシス原種。株に比し長茎で花全体がパステ
ルピンク調の美しい色彩。リップ基部を彩る黄色のワンポイントも特徴。
1 輪は 3cm 程の小輪だが、1 花茎に 20-30 輪付け見事。メリクロン。

Phal. hieroglyphica ヒエログリフィカ･････････････････････････････････
70. (× sib.)

(BS) 4,400

フィリピン原産の中型の原種胡蝶蘭。明るい緑がかった地に、独特の褐色
～紫がかった斑点がペタル、セパル全体にはいる。花茎 5~8cm 程度で、
1 茎に 3~5 花。写真は開花例。

Phal. lindenii
71. (× sib.)

リンデニー･････････････････････････････････････････････

(1 作) 4,400

フィリピン。大理石模様の葉のやや小型の原種。株に比して長く伸びる花
茎に 3cm 程の小輪を順々に開花させる。リップ先端のピンクや中心の黄
色の彩りが面白い。ペタルに筋が入ることもあり、個体による差も面白
い。写真は開花例。

Phal. malipoensis
72. (× sib.)

マリポエンシス･････････････････････････････････････

(BS) 3,300

中国雲南省原産。5~6cm の葉の極小型胡蝶蘭。大きなリップに黄色～黄
土色を彩る 2cm 程の小輪花を 5～10 輪。写真は開花例。

Phal. pallens
73. (× sib.)

パレンス･･･････････････････････････････････････････････

(BS) 5,500

フィリピン。薄黄色～黄緑色地の花は、茶褐色の棒状の斑点がまばらに入
る。tetraspis, hieroglyphica のように同じ花茎に順々と花を咲かせるタイ
プ。写真は開花例。

Phal. pulcherrima ‘River Head’ BM/JOGA
74. (MC)

プルケリマ‘リバー・ヘッド’････

(BS)11,000

アッサム～マレーシア。元 Doritis、横に張らないコンパクトな草姿で、
60cm 程直立する花茎を伸ばし、濃紅紫色の可憐花を多数咲かせ
る。’River Head’は BM 受賞後、15 回 WOC においても SM を受賞。全体
に色濃く、丸弁の優良花。少数限定メリクロン。

Phal. pulchra
75. (× sib.)

プルクラ･･･････････････････････････････････････････････

フィリピン。ほぼベタ状に鮮やかな紫彩る艶のある花が特徴。1 輪は 5cm
程。芽吹きよく、生育旺盛。花茎も多く出るが、花芽の先端に高芽を発生
させることも多く、高芽を増やして大株づくりを楽しむこともできる。
強健。写真は開花例。
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(BS) 4,400

Phal. tetraspis テトラスピス･･････････････････････････････････････････
76. (‘Purple Coffee’ × sib.)

(BS) 3,850

Phal. tetraspis テトラスピス･･････････････････････････････････････････
77. (‘Mr. Huang’ × sib.)

(BS) 4,400

Phal. tetraspis ‘Green’
78. (MC)

(BS) 5,500

様々な色、模様の花を咲かせるバラエティ豊かな原種。本実生からも、青
紫系、赤系、茶色系が開花している。写真は開花例。

様々な色、模様の花を咲かせるバラエティ豊かな原種。珍しい黄色系の個
体を使った実生。写真は’Mr. Huang’

テトラスピス‘グリーン’･････････････････････････

スマトラ、斑紋の入らない個体の中でも花弁の先に行くほど濃色となる鮮
やかな緑色が綺麗な個体。花径 5cm 程度の花を数輪ずつ順次開花し長く
楽しめるのもうれしい一種、スイカのような芳香あり。メリクロン。

Phal. violacea, alba strain
79. (× sib.) (US)

ビオラセア，アルバ系････････････････････････

(1 作) 5,500

スマトラ、マレー半島。通常種は bellina と似る赤系だが、本実生はリッ
プの黄色を除き、色の乗らない alba タイプの最新実生。花茎が上がると
順々に咲き進み、長く楽しめる。写真は開花例。

Phal. violacea, Indigo strain
80. (× sib.) (US)

ビオラセア，インディゴ系･･･････････････････

(1 作) 5,500

スマトラ、マレー半島、通常種は bellina と似る赤系だが、本実生は
coerulea 系の改良から生まれた Indigo と呼ばれているタイプの最新実
生。花全体に濃い青紫を彩る。写真は開花例。

Phal. Little One リトル・ワン･････････････････････････････････････････
81. (hygrochila × japonica) (US)

(BS) 4,950

名護蘭(Phalaenopsis japonica)を交配に使った人気交配、株は名護蘭に似
て小型で hygrochila の斑点を全体に受け継ぐ花が多い、写真は開花例。
好評のため再入荷。

V. coerulea, pink strain
82. (× sib.) (FD)

セルレア，ピンク系････････････････････････････

タイ。通常種の鮮青色の網目模様が有名だが、こちらは本種中のピンク系
最新実生。ひときわ鮮やかに目立つリップと、グラデーションの綺麗な花
弁が特徴。開花確認済み。
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(BS) 16,500

V. testacea テスタセア･･･････････････････････････････････････････････
83. (× sib.) (FD)

(BS) 5,500

インド、スリランカなど。coerulescens に似る小型種で、リーフスパン
20cm 程の株から斜上する花茎に 20 輪程度。全体に明るい黄色で、赤～
紫を彩るリップが綺麗。希少。

Other Genera

その他の属

Aerangis biloba エランギス ビロバ･････････････････････････････････
84. 中央～西アフリカ原産の単茎原種。葉は薄い網目模様があり、先端が二つ

(板付・花芽付) 7,700

に割れる面白い形状。葉の間からやや下垂する花芽を伸ばし、1 輪 3cm
程の白色花を 20 輪程つけ、夜間方向を放つ。生育旺盛、複数花茎で開花
すると写真のように見事。

Angraecum leonis アングレカム レオニス････････････････････････････
85. マダガスカル、コロモ諸島。小柄な株で、肉厚で扇状に広がる特徴的な葉

(BS) 2,750

も観賞価値が高い一種。葉の間から斜上する花茎に純白で株に比し大きな
5~6cm の花を 2~5 輪。本属の特徴でもある距が長いのも面白い。夕方か
ら香りを放つ。

Broughtonia sanguinea ‘220420’ ブロートニア サンギネア‘220420’････
86. ジャマイカ。人気の小型カトレヤ近縁種。通常種は鮮赤花だが、近年は

(板付 BS) 16,500

aurea や alba が人気。白花系の実生から開花した個体。ペタル、リップ
が丸く、リップ中心の黄色が目立つ美花。分け株無しのオリジナル株。

Bulbophyllum comosum
87. (FD)

バルボフィラム

コモサム････････････････････

(BS) 4,400

インド、タイなど。やや扁平した丸みのあるバルブの小型バルボフィラ
ム。バルブが完成すると落葉し、20cm 程の花茎の先に 5~6cm 程、房状
に白い猫じゃらしのような花をつける。コンパクトで板付けにも良い。主
に冬咲き。

Bulbophyllum Jiaho Klompen
88. (phalaenopsis × frostii) (US)

バルボフィラム

ジアホ・クロンペン･･････

(NBS) 5,500

2021 年登録の最新バルボフィラム交配種。成株では葉の長さが 1m を超
える phalaenopsis に、小型で靴のような独特の形をした花をリング状に
咲かせる Cirrhopetalum 系人気種、frostii を交配。鮮やかな赤褐色の花が
咲いている。写真は開花例。

Clowesia russelliana クロウェシア ルッセリアナ･･････････････････････
89. 中米。淡黄緑色に筋状の模様が入る美花。奥行きある 5~6cm の花で、下
垂する花茎に 20 輪程つけて見事。夏～秋咲き。有香。
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(BS) 5,500

Cymbidiella falcigera
90. (= humblotii)

シンビディエラ

ファルシゲラ････････････････････

(BS) 22,000

マダガスカルに 3 種のみ存在する Cymbidiella の 1 種。大型で、現地では
ヤシの木に着生。株元から 80cm 程伸びる花茎に 10～20 輪の薄抹茶色地
にリップに焦げ茶の縁取りが独特な花を咲かせる。晩春～夏咲き。貴重。
販売数１株。

Epidendrum falcatum ‘Colossal’
エピデンドラム ファルカタム‘コロッサル’････････････････････････････
91. (FD)

(BS) 27,500

メキシコ、ホンジュラス。重みで垂れ下がる肉厚の葉をもつ中型種。やや
ピンクがかる花弁と、大きくインパクトあるリップが特徴。オリジナル
株。販売数１株。

Robiquettia bambusara ロビケティア バンブサラ･･････････････････････
92. ヒマラヤ。小型のバンダ近縁単茎種。真下に下垂する花茎に 1cm 程の小

(板付 BS) 5,500

花を数十輪。明茶色～赤味の強いものまで色彩の変異が比較的大きい。株
ができると多くの花茎を出して咲き見事。

Rossioglossum Rawdon Jester ‘Great Bee’
ロシオグロッサム ロードン・ジェスター‘グレート・ビー’･･････････････
93. (grande × williamsianum) (MC)

(1 作) 4,950

中米原産、元 Odontoglossum にされていた属。とにかく雄大に開く花が
特徴の原種同士の交配。花芽はバルブ基部から出て、葉の上までしっかり
と伸びる。株が出来ると 10 輪以上開花させる。メリクロン。

Stereochilus dalatensis ステレオキラス ダラテンシス･････････････････
94. 雲南、インドシナ。緑～やや褐色の色素が出る多肉質な葉の小型単茎種。

(板付 BS) 3,300

リーフスパン 10cm 程度の小型ながら、葉の間から 10cm 程の花茎を伸ば
し、リップに桃紫を彩る可憐な小輪花を多数。芽吹きよく強健。主に春咲
き。

Taprobanea spathulata タプロバネア
95. (= V. spathulata) (FD)

スパスラタ･･････････････････････

(NBS) 11,000

南インド～スリランカ。Vanda の近縁単茎種で一属一種。茎の途中から
花茎を出し、4~5cm の鮮黄色花を 4～10 輪。近年貴重な美花。やや細
身。強光を好む。写真は参考。好評のため再入荷。

Trichocentrum jonesianum トリコセントラム
96. (= Onc. jonesianum) (US)

ジョネシアナム･･････････

ブラジル、パラグアイなど。細長い棒状の多肉質の葉を持つ元オンシ。株
元から花茎を伸ばし白のリップと、褐色の斑点が目立つ花を 5 輪以上。
株が大きくなれば花数も増え見事。主に夏～秋咲き。
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(1 作) 4,400

以降、p16～p21 は、
第 42 回オーキッドワンクラブフェアへの
協賛出店からの事前販売品リストです。
p1～p14 の国際園芸㈱5 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 6 月 12 日（日）15:00
（国際園芸(株)分 No.1～No.96 に関して締切期限設定はございません。）

➢

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.96 以外の商品を含むご注文は、基本的に 6 月 13 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。

➢

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

p1~14

1~96

国際園芸㈱ 2022 年 5 月リスト

p16~17

101~121

須和田農園 協賛リスト

p18~19

201~221

大垣園芸 協賛リスト

p20~21

301~321

久栄ナーセリー 協賛リスト

番号なし

国際園芸㈱ 資材関連

p22~28

※仙台洋ラン園のリストへの出品は都合により中止となりました。
フェア期間中の会場でのお買い物は可能です。

15

No.101～120

須和田農園

Tel. 047-371-7768 E-Mail: 5stars@suwada.com

C.intermedia fma.aquinii-orlata ‘Great Wings’ SBM/JOGA ･･･････････････････････････
101 カトレア インターメディア f.アクイニーオルラータ ‘グレートウィングス’
インターメディアの原産地、ブラジルでの実生から生まれた力強い色彩の入賞
個体です。特にオルラータらしいリップの縁取りの色彩が素晴らしい花です。
販売数１株

(BS) 33,000

C.labiata fma.rubra x sib カトレア ラビアタ f.ルブラ x シブ ･････････････････････････
102 (fma.rubra ‘Dark Beauty’ x fma.rubra ‘Schuller’) ３号鉢
赤紫色の濃いルブラ個体同士でシブリングした実生苗です。生育の良い苗で、
葉もバルブも赤黒く、濃色の花が期待できる楽しみな苗です。
販売数１０株
C.labiata fma.semialba x sib カトレア ラビアタ f.セミアルバ x シブ ･･････････････････
103 (fma.semialba ‘Carino’ BM/JOGA x fma.semialba ‘Cooksoniae’) ２号鉢
秋咲きの人気原種ラビアタの実生苗です。比較的コンパクトな株にリップの色
彩がハッキリしたセミアルバを期待する苗です。
販売数１０株
C.mendelii fma.semialba x self カトレア メンデリー f.セミアルバ x セルフ ････････････
104 (fma.semialba ‘Swan’ x self) ２号鉢
ややマイナーなコロンビア産のカトレア原種です。コンパクトな株姿に中大輪
の花を初夏に咲かせます。花型・色彩ともに良い個体のセルフ苗です。
販売数５株
C.maxima fma.alba x sib カトレア マキシマ f.アルバ x シブ ･････････････････････････
105 {fma.alba select(‘J&L’ x ‘Isla Blanca’) x fma.alba ‘J&L’ SM/JOGA} ３号鉢良苗
アルバ因子を持つ花同士でシブリングした実生苗です。有名なアルバ個体の
J&L に似たボリューム感たっぷりの花を期待する苗です。
販売数５株
C.maixma ‘Super Lady’ SM/JOGA カトレア マキシマ ‘スーパーレディー’ ････････････
106 (‘Fukue’ BM/JOGA x ‘Suwada’ AM/AOS)の実生から生まれた特選入賞花の分け
株です。濃色大輪花を非常に綺麗なボール状に１３輪ほど咲かせる個体です。
久しぶりにできた分け株の販売になります。お見逃し無く！
販売数１株
C.maxima ‘Via del Pacifico’ カトレア マキシマ ‘ビア デル パシフィコ’ ･･････････････
107 エクアドルのコースタルタイプ(低地もしくは海岸タイプ)の原産地由来個体よ
りセレクトした個体です。コースタルタイプとしてはやや小型の株で、明るい
ピンクの花弁に白い縁取りが美しいリップを持つ花です。
販売数１株
C.maxima ‘Peru #5’ ･･･････････････････････････････････････････････････････････････
108 カトレア マキシマ ‘ペルー＃５’
ペルーよりの原産地由来個体のセレクト株です。比較的小型の株に７輪の濃色
大輪花を咲かせます。人の手が入っていない本物の原種の魅力があります。
販売数１株
Bc.Shellie Nodosa ‘Mari’ SM/JOGA ････････････････････････････････････････････････
109 ブラソカトレア シェリーノドサ ‘マリ’
JOGA 洋らん展で高円宮妃牌を受賞したユニークな花です。セミアルバ大輪と
原種ノドサとの交配で、生育も早く良く咲く冬咲きミディカトレアです。
販売数１０株
C.World Vacation ‘Costa del Sol’ BM/JOGA ････････････････････････････････････････
110 新発売メリクロン！ カトレア ワールドバケイション ‘コスタデルソル’２号
鉢
一世を風靡したミディカトレア・ワールドバケイションの新メリクロンです。
コントラストのハッキリとした花で、株が充実すると１年に２回咲きます。
販売数１０株

(2 作) 3,300

16

(2 号) 2,750

(2 号) 3,850

(2 作) 6,600

(BS) 88,000

(BS) 55,000

(BS) 55,000

(1 作) 5,500

(2 作) 2,750

Ctt.Mini Sparkle ‘Anny’ ･･････････････････････････････････････････････････････････
111 新発売メリクロン！ カトリアンセ ミニスパークル ‘アニー’
満作事には一花茎に１０輪もの花を咲かせるミディカトレアの新メリクロン苗
です。生育の早い苗で現在２号鉢ですが、１～２年で開花見込みです。
販売数１０株

(2 作) 2,200

Rlc.Next Century ‘Elizabeth’ SBM/JOGA ･･････････････････････････････････････････
112 リンコレリオカトレア ネクストセンチュリー ‘エリザベス’
カトレアの王道、ピンクラベンダーの冬咲き大輪カトレアの新作です。開花時
の花並びがとても良い個体で、NS15cm 以上の花を 5 輪まで綺麗に咲かせます。
販売数５株

(2 作) 7,700

Rlc.Orchid Art ‘16’ 実生セレクト個体 ･･････････････････････････････････････････････
113 リンコレリオカトレア オーキッドアート ‘１６’（個体名をお付け頂けます）
丸く花型の良いミディカトレアのオーキッドアートは赤みの強い色彩は少な
く、この個体は数少ない赤みの強い色彩の美しい花です。NS 11.5 x 11.2 cm
販売数１株

(BS) 27,500

Rlc.Orchid Art ‘251’ 実生セレクト個体･････････････････････････････････････････････
（個体名をお付け頂けます）
114 リンコレリオカトレア オーキッドアート ‘２５１’
オーキッドアートの中でも大輪の個体で、大変花型も整った個体です。リップ
も丸く色彩のハッキリした花です。NS 12.5 x 13.0 cm
販売数１株

(BS) 27,500

Rlc.Orchid Art ‘339’ 実生セレクト個体 ･････････････････････････････････････････････
（個体名をお付け頂けます）
115 リンコレリオカトレア オーキッドアート ‘３３９’
明るいピンク系の色彩の個体で、花型も良く、リップの色彩もハッキリとした
花です。NS 11.3 x 11.0 cm
販売数１株

(BS) 27,500

Rth.Cutie Baby ‘Little Phoenix’ SBM/JOGA ･････････････････････････････････････････
116 リンカトリアンセ キューティーベイビー ‘リトルフェニックス’
明るい黄赤の可愛らしいミニカトレアです。まだ２号鉢ですがすでにこのサイ
ズで開花してきています。生育の良いメリクロン苗です。
販売数１０株

(NBS) 3,300

Rth.Jubilee Lady ‘Raspberry Yogurt’ ･･････････････････････････････････････････････
117 リンカトリアンセ ジュビリーレディー ‘ラズベリーヨーグルト’
２号鉢ですでに開花を始めている生育の良いミニカトレアのメリクロンです。
ヨーグルトにラズベリージャムを少し混ぜた様な色彩からつけた個体名です。
販売数１０株

(NBS) 3,300

C.Pacavia カトレア パカビア ･････････････････････････････････････････････････････
118 (C.purpurata fma.russelliana ‘Suwada’ BM/JOGA x C.tenebrosa fma.alba)
パカビアといえば茶色系の花がほとんどですが、この実生は黄色い花弁に薄ピ
ンクのリップの花を期待する交配です。新根の先端は綺麗な緑色です。３号鉢
販売数５株

(2 作) 3,850

(C.Canaima’s First x C.purpurata fma.carnea) ･････････････････････････････････････
119 カトレア（カナイマズファースト x パープラータ f.カーネア） ３号鉢
カナイマズファーストはパープラータとビオラセアの交配です。これにパープ
ラータ・カーネアを戻した実生です。リップの色彩の濃い花を期待します。
販売数１０株

(2 作) 3,850

Paph.sukhakulii x sib パフィオペディルム サクハクリーx シブ ･･････････････････････
120 (Paph.sukhakulii select x Paph.sukhakulii ‘Valentine’ BM/JOGA)
現在の交配が非常に進んだサクハクリーとは異なり、原産地由来個体から２代
目の、より原種そのものの雰囲気が楽しめる実生苗です。リーフスパン約 14cm
販売数１０株

(2 号) 2,750

Paph.venustum fma.album ‘Suwada’ CBM/JOGA x self ･･････････････････････････････
121 パフィオペディルム ベナスタム f.アルバム x セルフ パフィオがワシントン
条約附属書 I になる前の 1986 年に日本にやってきた原産地由来個体のセルフ
苗です。親はペタルに黒点の入らない本物のアルバです。リーフスパン約 14cm
販売数１０株

(2 号) 3,850
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大垣園芸

C. guttata fma. trilabelo ‘Veltinho’ x rubra (select) グッタタ実生 (トリラベロ x ルブラ)
201

(3 号) 3,300

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 作開花苗 当園オリジナル実生

C. jenmanii fma. rubra ‘Corazon’ ジェンマニー ルブラ‘コラゾン’････････････････････
202

(3 号) 55,000

(rubra ‘Mem. Carlo Aulisi’ x self) 実生からの選抜個体。花型良い濃色花でリップ
も大きく映える、 SM/JOGA 入賞花。２バックバルブから１バルブ完成
※バックの葉が黄色いです

リード 18cm オリジナル株 限定 1 株

C.labiata ‘Juliana’ ラビアタ‘ジュリアナ’････････････････････････････････････････････
203

(3 号) 44,000

著名な国内原種カトレア愛好家の辻勲氏の「原種カトレアの世界」にも紹介さ
れている名花。ラビアタのチポ最高峰 SM/JOGA 入賞花。
３バックバルブから１バルブ完成 リード 15cm オリジナル株 限定１鉢

C.labiata fma. rubra-flamea ‘Crimson Blaze’ ラビアタ‘クリムゾン ブレイズ’･･････････
204

(2.5) 66,000

('Wenzel' x 'Red Queen') 実生からの選別個体。ペタルに派手なクサビの入る濃
色花、リップも真っ赤に染まる。SM/JOGA 入賞花。
１バックバルブ+１バルブ 小さな株 リード 13cm オリジナル株

限定１株

C. lueddemanniana fma. aquinii ‘Patricia’ ルデマニアナ アクィニー‘パトリシア’･･･････
205

(3 号) 44,000

こちらも辻勲氏の「原種カトレアの世界」に掲載される名花。咲きムラありますが
大きなフラメア入ります、ペタル幅の広い美花。

3 バックバルブ+１バルブ 小さな株 リード 13cm オリジナル株

限定１株

C. mossiae fma. semi-alba pincelada ‘Cloris’ モッシェ セミアルバ‘クロリス’･････････
206

(3 号) 27,500

(semi-alba 'Nori' x self) 実生からの選別個体。弁先に赤いピン模様が入るバラン
ス良い花。ペタル垂れずに平開する美しい個体です。
4 バルブ リード 20cm オリジナル株 限定１株

C. mossiae fma. semi-alba splash ‘Spun Story’ モッシェ セミアルバ‘スパンストーリ

(3.5) 66,000

ー’
207

(semi-alba 'Nori' x sib) 実生からの選別個体。5 弁に濃い赤爪模様入ります、際
立つ色彩で展示会でも目立つこと間違いなし。
2 バックバルブ+3 バルブ リード 25cm オリジナル株 限定１株

C. nobilior fma. flamea ‘Imperial’ ノビリオール フラメア‘インペリアル’･･･････････････
208

(2.5) 22,000

マットグロッソタイプのフラメア、バルブ姿もコチッとして美しい個体。ブラ
ジル原種カトレアを日本に広めた蘭園、三浦メリクロンで門外不出だった品。
バック吹きの小さな株 3 バルブ リード 6cm オリジナル株 限定１株

C. purpurata fma. aco ‘Schusteriana’ x self パープラタ シュステリアナ x ｾﾙﾌ･････････
209

(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。
花も株も大柄で展示会でも目立つ個体のセルフ実生。
草丈 20cm 前後、2～3 作開花サイズ苗。

C. purpurata fma. roxo-bispo ‘St.George’ x self パープラタ ロショビスポ実生･････････
210

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、3 作開花サイズ苗。
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(3 号) 2,200

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･･･････
211

(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 20cm 前後、2 作開花サイズ苗

C. purpurata fma. russeliana ‘Delicata’ x carnea ‘Scarlet’ パープラタ カーネア使用実生･
212

(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。色々な色が出るらしい。
草丈 20cm 以上、2 作開花サイズ苗

C. purpurata fma. rubra ‘Vinho Preto’ パープラタ ルブラ‘ヴィーニョ プレト’･･････････
213

(3 号) 22,000

実生からの選別個体、極濃色の良花。
「黒いワイン」と名付けられた通りの色彩
は素晴らしいの一言。パープラタには少ない迫力ある色彩です。
3 バックバルブ+3 バルブ リード 27cm オリジナル株 限定１株

C. quadricolor ‘Dona Zoride MT3’ クアドリカラー‘ドナゾライデ ミュータント３’･････
214

(4 号) 22,000

同種の最高級花のメリクロンから変異個体として選抜された個体。花弁が丸々
と幅広く、オーバーラップする展開良い個体。芳香性。
4 バルブ リード 26cm 変異個体のオリジナル分け株 限定１株

C. trianae fma. coerulea-pincelada ‘Gigi’ トリアネ セルレア‘ジジ’････････････････････
215

(3 号) 66,000

エクアドル Ecuagenera 蘭園による自然個体の選別品と聞いてます。園主が愛
娘の名をつけた素晴らしい花。年によってピンからフラメアまで変化します。
1 バックバルブ+1 バルブ 小さな株 リード 18cm オリジナル株

限定１株

C. warscewiczii fma. coerulea ‘Anil’ ワーセウィッチ セルレア‘アニル’････････････････
216

(3.5) 88,000

コロンビアの Orquifollajes 蘭園による自然個体の選抜品と聞いてます。花弁
が幅広く丸みがあり、ボリューム感あるふくよかな花。
4 バルブ リード 31cm オリジナル株 限定１株

Rlc. (Alma Kee ‘Tipmalee’ x Triumphal Coronation ‘Seto’) 大輪系カトレア実生･････････
217

(2 号) 1,650

黄赤の超有名花アルマキーに極大輪ピンク名花トライアンファル・コロネーシ
ョンを交配。黄色系の大輪やサーモンピンクにオレンジなど、いろんな色が出
る楽しみな苗。2 号ポットで草丈 10cm 以上の３-４作開花サイズ 小苗

C. Cappei (1902) = (trianae x schroederae) カッペイ コンカラー系実生････････････････
218

(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 15cm 前後、2～3 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･･･････
219

(3.5 号) 2,200

(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 以上、1 作開花サイズ。

Rlc. (Toshie Aoki ‘Excellent Gold’ x Irene Finney ‘Spring Beauty’) 大輪系カトレア実生･
220

(2 号) 1,650

リップ紫紅色に染まる黄赤の名花トシエアオキに、春咲きで香り良い名花アイ
レンフィニーを交配。どんな花が咲いても自分だけのオリジナル花。
2 号ポットで草丈 10cm 以上の３-４作開花サイズ 小苗

Papilionanthe teres ‘Goyu’ パピリオナンセ
221

テレス‘ゴユ’･･････････････････････････ (2.5 号) 8,800

以前はバンダ属として扱われていた棒状の葉をもつ単茎種。流通の多い名花「オ
オヤマザキ」と比較して、リップ筒が大きくピンクも黄色も発色良い。
草丈 50m 以上の開花サイズ オリジナル株

限定５株
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C. lawrenceana, flamea strain ローレンセアナ，フラメア系･･････････････････････････
301

( x sib) 多くの花をつける多花性のタイプを用いた実生です。
色彩の濃淡が美しいフラメア花が咲いている実生苗。(参考写真)
販売数５株。

C. rex, flamea strain レックス フラメア系･･･････････････････････････････････････
302

(1 作) 4,950

(2.5 号) 5,500

（‘Pritania’ x select）花弁に紫紅色のフラメアが入る花の実生苗。
実生は２世代目の苗となりフラメアの期待大。生育素直です。
販売数 3 株。

C. purpurata, flamea-marginata strain パープラタ, フラメア マルギナータ･･･････
303 (x self) 栽培容易で人気のパープラタ。
花弁は濃赤色が美しく縁取りある flamea で、ペタルが幅広くフラットに展開
する良個体のセルフ苗。写真は交配親。 販売数５株。

(2.5 号) 3,300

C. violacea, rubra ‘Tsiku Taiwan’ ビオラセア,ルブラ‘シク タイワン’SM/TOGA･・･･

(1 作-BS) 9,900

304

(MC) 最高峰‘Muse’のセルフ交配から選別され SM/TOGA を受賞した
濃色優秀花のメリクロンです。格段に栽培しやすくなりおすすめです。
販売数 3 株。

C. walkeriana,
305

ワルケリアナ･･･････････････････････････････････････････････････

(2-2.5 号)11,000

(picoty ‘Baby Tears’ x picoty ‘Exlior of Love’) まん丸でオーバーラップする大き
なペタルに紅色の覆輪が入る極めて形の良いセミアルバタイプの花同士を交配
した実生です。写真は交配親

販売数 3 株。

Psh. chacaoensis ‘Suzuki’ CHM/JOGA プロステケア チャカオエンシス ‘スズキ’ ･・
「この花の香りを良いと感じる人はお金持ちの可能性が高い」という逸話が
306 （FD）
語り継がれている春咲きの人気種。’Suzuki’ はお金持ちの蘭と言われるようにな
った話に出てくる個体で、花径 5cm ほどのボリュームのある花を多数つける。
オリジナル株 販売数 1 株。
Rlc. Chief Queen ‘Lightning’ チーフクイーン‘ライトニング’････････････････････
307 (Chia Lin x Village Chief Talent) (MC)
チアリンの血を引くオレンジ系大輪の スプラッシュ花。
小柄な株で開花しフラットで素直な咲き方をする。
販売数 3 株。
Bc. Glorious Horace ‘Valentine’ グロリアス ホーレイス‘バレンタイン’･･････････
308 (C. Horace x Morning Glory) (FD) オリジナル株
ボリュームある真っ赤なリップのセミアルバがよく目立つ大輪花を
1 花茎に 4-5 輪つける。1-2 月の冬咲。この種では唯一と思われるセミアルバ。
販売数 1 株。

(BS) 8,800

(1 作) 5,500

(BS) 16,500

C. Hard Rock ‘Rocky Points’ BM/JOGA ハード ロック‘ロッキーポイント’･････････
309 ( Mari's Song x granulosa ) (FD) オリジナル株
珍しい二葉系原種のグラニュローサが直接かかわった交配の入賞花。
ペタルは極濃赤色にクサビが入り、セパルとの色彩のコントラストが目を引く。
花の少ない春から初夏に中輪花をつける。香りもよい。販売数 1 株。

(BS) 16,500

Rlc. Success Beauty ’22-4’ サクセス ビューティ ’22-4’ ････････････････････････
ペタル淡サーモン色に赤色の
310 ( Karbela Beauty x Success Dream )
大きなポイントが入る。3.5 号鉢程度の中株で初花を色彩で選別をしたので、
作りこみが楽しみ。分け株を作っていない 1 点ものです。
販売数 1 株。

(BS) 33,000
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Bc. 未登録(Catherine H. Chatham x C. Shellie Compton)････････････････････････････
311 紅色のリップと、白色のペタルのコントラストが印象的なセミアルバ大輪で
写真のような大きな花が咲いている交配苗です。写真は同交配
販売数 5 株。

(1 作) 4,400

Rlc. Vigour Kugina ‘4 Point’ ビガー クギナ ‘フォーポイント’ ････････････････････････････

(2 作) 4,950

312

(C. NSA Big China x Rlc. Kuwale Gem)（MC）
今まで見たことがない、赤の大きなマークが４つ入る色彩。人目を引くセミアルバ
大輪花です。販売数５株。

Clo. Rebecca Express ‘M’ クロウエセタム レベッカエクスプレス･･････････････････････
313

(BS) 5,500

(Cl. Rebcca Northen x Ctsm. expansum)
香りが大変よく、下垂する花が人気のレベッカノーゼンを用いた冬咲き種で、鮮グリーン
が眩しい新品種。しっかりした既開花サイズでおすすめ。 販売数 3 株。

Den. lasianthera, Sepic Blue ラシアンセラ, セピックブルー･････････････････････････
314 リップは明るいブルー、花弁は白色、角の部分は濃赤茶系の色彩で、鮮やかな色
彩のが人気のセピックブルーの実生苗です。国内で半年以上栽培した苗。
販売数３株。

(2.5 号) 4,400

Den. Michiko 選別個体 デンドロビューム 美智子･･････････････････････････････････
315 シンガポール植物園の「VIP ORCHID GARDEN」に上皇后美智子さまが訪問され
た記念として植物園が命名した蘭の選別個体。（スパチュラータ系）。
販売数１株。

(8 号) 55,000

Oncsa. Sweet Suger 'Lemon Drop' HCC/AOS スイートシュガー‘レモンドロップ’･･･
316 (MC)メリクロン変異でレモンイエロー 一色となる個体を選抜し増やしたもの。
もともとが花径 5cm にもなる巨大輪なので、花茎は作りこむと 1m ほどになる。
米国で選別された特許品種で HCC 入賞個体。種苗法登録品種(第 26261 号)
販売数５株。

(1 作) 3,850

Phal. schilleriana, silver leaf strain シレリアナ,シルバーリーフ系････････････････････

(2.5 号) 5,500

317

ピンク色の胡蝶蘭の元となった原種で、1 株に数百輪の花をつけた記録があるほ
ど花を咲かせる種。シルバーリーフ系の株は大きくなるほど表面の緑色が銀色
に覆い尽くされるような美しい模様となるタイプ。株姿美しい。販売数 3 株。

Phal. Liu's Berry 'Trinity'
318

ファレノプシス

リウズ

ベリー

‘トリニティ’･･･････････

(BS) 3,850

(Eduardo Quisumbing x parishii)(MC)小型原種パリシーの子供で、華やかな色彩の
可愛い 3 弁花。株ができると花茎に 10 輪程度つけ長期間楽しめます。
販売数 3 株

Sobennikoffia robusta ソベニコフィア ロブスタ･･･････････････････････････････････
319 マダガスカル北西部 アングレカムの近縁種で清楚な花色が人気の種。
ほのかに香るタイプ。販売品はバンダのようによく出来た株。
販売数 1 株。

(BS) 11,000

V. coerulea (dowarf type) バンダ セルレア･･････････････････････････････････････････
320 多くの優秀花が咲いた実生の最も優れた個体をセレクトしメリクロンされたもので
す。ドワーフタイプで、かなり小さい株でも花を着けてくれますし、栽培もしやす
くなっているようです。販売数５株。

(1 作)6,600

Vandopsis lissochiloides, flava バンドプシス リソキロイデス, フラバ･･･････････････
321 インドシナ～ニューギニア 長く伸びる花茎に多数の花をつけるタイプ。
花は通常、黄色地に多数の赤褐色の斑点が入るが、斑点も黄色系の色彩となる
flava 個体の実生苗。株は随分大きくなって葉の長さ 40 ㎝程の葉を 8-9 枚つけ
ている。 輸入後 6 か月以上経過した栽培品 販売数 1 株。
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22,000

洋 蘭 栽 培 用 資 材 ・ 器 材
◆ 植 込 材 料
輸入乾燥上質水苔

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
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.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。6 月下旬発行予定。
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。
（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

