
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年 11月リスト 兼 

オープンハウス＆秋のらん展事前販売品リスト 

協賛出店社分のご予約有効期限：令和 3年 11月 7日（日） 

◎本リストはオープンハウス＆秋のらん展に先がけた事前販売品リストです。 

＊ご予約、ご注文は、電話、郵送、Fax、e-mail、など、全て国際園芸㈱宛にお願いいたします。 

＊株の状態など、掲載品に関する詳細なご質問は、出品者に直接お問い合わせください。 

＊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。 

＊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㈱分 No.1～No.131 以外の商品を含むご注文は、基本的に 11月 7日以降での発送となります。 

   ご予約後、発送までにお時間をいただきますがご了承ください。 

      ◎本リストからのご注文は 11月 7日（日）15:00で締め切らせていただきます。 

   （国際園芸分 [ No.1～No.131 ] 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います 

P 2～P15 商品番号  1～131  国際園芸㈱ 

P16～P17  201～221 ワカヤマオーキッド 

P18～P19  301～321 オーキッドバレーミウラ 

P20～P21  401～421 大場グローバルプランツ 

P22～P23  501～521 大和農園洋蘭部 

P24～P25  601～621 久栄ナーセリー 

P26～P31  資材関係 国際園芸㈱ 

P32  ご注文に際しご一読ください 
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Cattleya Alliance Species  カトレヤ系原種 

C. aclandiae  アクランディエ ･････････････････････････････････････････････ (木付 2-3 作) 6,600 

  1 (‘Midnight Beauty’ x 4N) (US) ブラジルの小型双葉系種、大きな斑紋がほぼベタ状

に連なる濃色個体と 4 倍体系厚弁大輪花との最新実生、写真は参考、在庫僅少 

  

C. aclandiae  アクランディエ ･････････････････････････････････････････････ (木付 2-3 作) 8,800 

  2 (4N x 4N) (US) ブラジルの小型双葉系種、大きな斑紋がほぼベタ状に連なる厚弁

の濃色 4 倍体個体同士のシブリング最新実生、在庫僅少 

  
L. anceps fma. veitchiana ‘Elizabeth’s Eyes’ AM/AOS 

アンセプス， ビーチアナ‘エリザベスズ アイズ’･･････････････････････････ (1 作) 30,800 

  3 (FD) ビーチアナと呼ばれるアンセプスのセルレアタイプ花、ペタル幅ある丸形

良型花でリップのコントラストが大変綺麗な入賞個体、オリジナル株、販売数 1

株 

 

C. bicolor fma. coerulea ‘Taganosato’  ビカラー，セルレア‘タガノサト’････････ (BS) 22,000 

  4 (FD) セルレア系花の実生から選別、セルレア系花としては良型でリップの色彩

も展開も良い個体、S,P 淡茶褐色に L 紫青色が美しい、残念ながら写真はありま

せんのでお買い得価格にてご提供、オリジナル株、販売数 2 株 

No image 

C. dowiana (var. aurea)  ドーウィアナ ･･･････････････････････････････････････････ (6.0) 4,400 

  5 (x sib.) (US) コスタリカ、黄色系交配種作出には欠かせなかった原種、リップ大

きく濃赤色に黄金脈が目立つ、近年貴重、写真は参考 

 

C. intermedia ‘R0045’  インターメディア‘R0045’･･････････････････････････ (2 ﾘｰﾄﾞ BS) 22,000 

  6 (FD) ティポ系花の優良個体、柔らかな色彩の桃色にリップ先紫赤色の目立つ模

様、幅広弁で展開良い良型花、オリジナル株、販売数 1 株 

 

C. intermedia ‘R0075’  インターメディア‘R0075’･･･････････････････････････････ (BS) 22,000 

  7 (FD) ティポ系花の優良個体、ティポ系では濃色の色彩の桃色にリップ先紫赤色

が大きく入る、良型の大輪系花、オリジナル株、販売数 1 株 

 

C. intermedia fma. aquinii ‘R0021’  インターメディア，アクイニー‘R0021’･･････ (BS) 22,000 

  8 (FD) やや濃い目のピンク系地に花弁基部から先端にかけ赤色の筋状模様、先端

にも赤味を帯び色彩面白い花、初花での選別につき今後にも期待したい、オリジ

ナル株、販売数 1 株 

 

C. perrinii ‘Mei’  ペリニー‘メイ’･･･････････････････････････････････････････････ (BS) 38,500 

  9 (FD) ブラジル、展開良くリップの濃色で色彩良い選別良個体、大輪で 15cm 程度

の花を 3-4 輪程度、良個体の選別がし難い本種中の逸品、オリジナル株、販売数

1 株 

 

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

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

ップの素晴らしい入賞花同士を使用した最新シブリング実生、写真は

両親 
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Gur. skinneri ‘Casa Luna’ SM/JOGA,AM/AJOS  スキンネリ‘カサ ルナ’･･･････････ (NBS) 16,500 

 11 (FD) 中米産双葉系種、本種中の特選個体、花径 9.5cm 程度の大輪花を 10 輪以上、P

幅広の極良型花、オリジナル株、販売数 1 株  

 

Gur. skinneri ‘Lilac’ HCC/AOS  スキンネリ‘ライラック’･･････････････････････････ (BS) 11,000 

 12 (FD) 中米産双葉系種、普通種とは色彩が異なりやや淡くライラックピンク、強健で生

育旺盛、オリジナル株、販売数 1 株  

 

Gur. skinneri ‘OC’  スキンネリ‘OC’････････････････････････････････････････････ (BS) 16,500 

 13 (FD) 本種中の最高個体の一つ、花数もしっかりつき極濃色大輪良型、メリクロ

ンは作られていない貴重個体、オリジナル株、販売数 1 株 

 

C. tigrina, alba strain  ティグリナ，アルバ系 ････････････････････････････････････ (NBS) 13,200 

 14 (‘Bela Vista’ x self) (US) ブラジルのやや大型双葉系種、緑色弁白リップのアルバ

系優秀花のセルフ実生、涼し気な美花を 1 茎に 20 輪以上つけ見事、販売数 3 株 

 

C. wallisii (= eldorado) ‘M. Ito’ HCC/JOS  ワリシー‘M. イトウ’････････････････････ (1-2 作) 5,500 

 15 (MC) ブラジルの中型種、ラベンダーの花弁に濃色のスプラッシュ模様入り、リ

ップ黄目が目立つコントラストの良い大輪花、15cm 程度の花を 3-5 輪 

 

Cattleya Alliance Hybrids  カトレヤ類交配種 

Lc. Anceps Glow ‘211015’ アンセプス グロー‘211015’････････････････････ (3 リード BS) 13,200 

 16 (Lc. Sunset Glow x L. anceps) (FD) ミディタイプのやや長茎種、小型の anceps を思

わせる花を 5～6 輪ずつ、花弁はより濃色で展開良い可憐花、オリジナル株、販売数

1 株 

 

C. Angela, coerulea ‘210302’  エンジェラ，セルレア‘210302’･･･････････････････ (BS) 16,500 

 17 (C. labiata x C. intermedia) (FD) 原種の趣を残す涼しげな淡いブルー系花を 3～5

輪、主として春～夏咲、リップの色彩が特に美しく特徴的な強健個体、オリジナ

ル株、販売数 1 株 

 

C. Angelwalker ‘OC’  エンジェルウォーカー‘OC’････････････････････････････････ (BS) 11,000 

 18 (C. Little Angel x C. dolosa) (MC) ‘Easter’のメリクロン変異体、より大輪良型とな

った美花、販売数 1 株 

 

Ctt. Azul Madoka ‘K-1’  アズール マドカ‘K-1’･･････････････････････････････････ (BS) 27,500 

 19 (C. walkeriana x Ctt. Mary Elizabeth Bohn) (FD) walkeriana と有名なブルー系中

輪多花性花との交配、展開良く花並びの良い中大輪花となった、色彩良くリップ

濃色な選別優秀個体、秋咲、オリジナル株、販売数 1 株 

 

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

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

入賞時は花径 10cm を超える花を 3 輪、主に冬～春咲なるもしばしば年 2 回咲 
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C. Bonanza (Bracey) ‘Kuei Jen No.1’  ボナンザ‘クェイ ジェン No.1’･･･････ (2 ﾘｰﾄﾞ BS) 33,000 

 21 (C. Cavalese x C. Prospector) (FD) Bracy 社作出のあまりにも有名なラベンダー

系大輪交配、故中山林之助氏が所有されていた極貴重な優秀個体、極大輪良型で

香りも素晴らしい、オリジナル株、販売数 1 株 

 

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

 22 (C. Purity x C. Canhamiana) (MC) 大輪系原種カトレヤとして良く知られる labiata, 

warneri, mossiae, purpurata の 4 種の血を 25%ずつ受け継ぐ交配で、株姿は小型のパ

ープラタタイプ、'Ohyama'は濃く美しい菫色のリップが特徴的な個体 

 
C. Cariad’s Mini-Quinee ‘Aphri Splash’   

キャリアズ ミニキニー‘アフリ スプラッシュ’ ････････････････････････････････ (BS) 11,000 

 23 (C. Mini Purple x C. intermedia) (FD) 濃青紫系のクサビ入りで人目をひくミディ    

カトレヤ、色彩の良さは抜群、オリジナル株、販売数 2 株 

 
C. Cariad’s Mini-Quinee ‘Bantha Milk’   

キャリアズ ミニキニー‘バンサ ミルク’･････････････････････････････････ (2 リード BS) 22,000 

 24 (C. Mini Purple x C. intermedia) (FD) 濃青紫系のクサビ入りで人目をひくミディ    

カトレヤ、色彩の良さは抜群、オーバーラップしそうなほど良型な美花、オリジ

ナル株、販売数 1 株 

 

C. Claradiana ‘210308’  クララディアナ‘210308’･････････････････････････････････ (BS) 7,700 

 25 (C. intermedia x C. lueddemanniana) (FD) 120 年以上前の登録花のリメイク、ト

リラベロタイプの中大輪良型花、春咲、オリジナル株、販売数 2 株 

 

Lcn. Cosmo-Izac ‘0014’  コスモアイザック‘0014’･･･････････････････････････････ (BS) 13,200 

 26 (Lcn. Cosmo-Irwin x C. Anzac (1921)) (FD) 直立するやや長茎に中大輪の展開良

い良型花を 3 輪程度、橙色味を帯びる特異な色彩で花弁中央に赤色の筋が見える、

リップ濃赤色に黄金脈、オリジナル株、販売数 1 株 

 

Rlc. Cosmo-Magfinney ‘181228’  コスモマグフィニー‘181228’･･･････････････････ (BS) 27,500 

 27 (Rlc. Pamela Finney x Rlc. Magnificent Obsession) (FD) 濃色の色彩が素晴らし

いオーバーラップする整形大輪花、リップ黄目がくっきりと美しい、冬咲、オリ

ジナル株、販売数 1 株 

 

Rlc. Cosmo-Passion ‘210822’  コスモパッション‘210822’･･･････････････････････ (BS) 16,500 

 28 (Rlc. Goldenzelle x C. Dinah) (FD) パステル調ピンクの色彩が特異で美しい大輪

花、リップの色彩も濃過ぎずソフトな色彩が良い感じの花、夏咲、オリジナル株、

販売数 1 株 

 

Rlc. Cosmo-Passion ‘211007’  コスモパッション‘211007’･･･････････････････････ (BS) 22,000 

 29 (Rlc. Goldenzelle x C. Dinah) (FD) わずかに橙味を帯びたピンクの色彩が特異で

美しい、完全にオーバーラップする大輪整形花、秋咲、オリジナル株、販売数 1

株 

   



 

5 
 

C. Cosmo-Vista ‘K-1’  コスモ ビスタ‘K-1’･･････････････････････････････････････ (BS) 11,000 

 30 (C.Tokyo Magic x C. intermedia) (FD) やや長茎に 8cm 位の花を 5～6 輪、白色に

濃紫紅色のクサビの目立つトリラベロタイプ美花、主に春咲、オリジナル株、販

売数 1 株 

 

Rlc. Duh’s White ‘Peppa Pig’  デューズ ホワイト‘ペッパ ピグ’･･･････････････････ (BS) 6,600 

 31 (Rl. digbyana x Rlc. Mount Hood) (MC) 台湾の有名ブリーダーによる交配、交配

親の digbyana のフリンジリップが綺麗に表れた大輪系花、本交配中でも特に濃

ピンク系の個体 

 
C. Exotic’s Plum Leopard ‘Sunset Valley Orchids’ HCC/AOS  

エギゾティックス プラム レパード‘サンセット バレー オーキッズ’･･････････････ (BS) 13,200 

 32 (C. Fort Motte x C. tigrina) (FD) 赤紫色の大点がベタ状につらなるように赤味の

強い 11-12cm の中輪花を 5 輪程度、リップベタに赤紫で目立つ、香り良い初夏咲

種 

 
Lcn. High Guard ‘K-1’  ハイ ガード ‘K-1’･････････････････････････････････････････ (BS) 11,000 

 33 (Lcn.Upstart x Lcn. Star Rocket) (FD) Schomburgkia 系の交配、艶のある濃厚で独

特な赤の色彩が目立つ中小輪花を 5-8 輪ずつ、オリジナル株、販売数 1 株 

 
Rlc. Island Charm ‘Sugar’  アイランド チャーム‘シュガー’･･･････････････････････ (BS) 13,200 

 34 (Rlc.Donna Kimura x C. intermedia) (MC) 中大輪極整形の本交配中では数少ない

純白色花、草姿小柄、まん丸な貴重花、販売数 1 株 

 
Rlc. Liou Hope ‘Red in Snow’  リュウ ホープ‘レッド イン スノー’････････ (シース付 BS) 6,600 

 35 (Rlc. Li Cheng Mary x Rlc. Mount Hood) (MC) 秋咲有名花 Mount Hood の交配の

セミアルバ大輪種、リップの赤色マーキングに特徴あり、主に冬咲 

 

Rlc. Maui Freckles ‘Summer Spots’  マウイ フレックレス‘サマー スポッツ’･････ (BS) 13,200 

 36 (Rlc. Sun Spots x Rlc. Pauwela Polka Dots) (FD) 淡黄色地に赤色細点入りの厚肉

花、リップの赤色が目立つ中輪花を 5 輪前後、主に春～夏咲、有香、オリジナル

株、販売数 1 株 

 
C. Menehune Princess ‘Kaleidoscope’ SBM/JOGA 
    メネフネ プリンセス‘カレイドスコープ’･･････････････････････････････････････ (BS) 3,300 

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

ち極良好、花立ち良く年 2 回開花することも多い 

 

Rby. Mikawa Palette ‘K-16’  ミカワ パレット‘K-16’･････････････････････････････ (BS) 16,500 

 38 (B. nodosa x Rlc. Creation) (FD) 本交配中の良型花、S,P 白色に紫紅色を淡く彩

る、L 特に形良く濃紅色で目立つ、オリジナル株、販売数 1 株 

 

Rlc. Mikawa Rainbow ‘0001’  ミカワ レインボー‘0001’･････････････････････････ (BS) 11,000 

 39 (Rlc. Surprise Rainbow x C. Penny Kuroda) (FD) S 緑黄色に赤色細点、P 白色に

赤紫色が大きくクサビ状、L 濃赤紫、中輪良型花を 10 輪前後、初夏咲、オリジナ

ル株、販売数 1 株 
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Rlc. Mikawa Rainbow ‘0005’  ミカワ レインボー‘0005’･････････････････････････ (BS) 5,500 

 40 (Rlc. Surprise Rainbow x C. Penny Kuroda) (FD) S 黄色、P 白色に僅かに赤紫色

クサビ、L 濃赤紫、中輪良型花を 10 輪前後、初夏咲、オリジナル株、販売数 1

株 

 

Rlc. Mikawa Rainbow ‘0006’  ミカワ レインボー‘0006’･･･････････････････････ (BS) 6,600 

 41 (Rlc. Surprise Rainbow x C. Penny Kuroda) (FD) S 黄緑色、P 白色に淡く赤紫色

クサビ、L 濃赤紫、中輪良型花を 10 輪前後、初夏咲、オリジナル株、販売数 1

株 

 

Rlc. Mikawa Rainbow ‘0007’  ミカワ レインボー‘0007’･････････････････････････ (BS) 11,000 

 42 (Rlc. Surprise Rainbow x C. Penny Kuroda) (FD) S 黄色、P 幅広く白色にほぼ全

体に赤紫色をぼかす、L 濃赤紫、中輪良型花を 10 輪前後、初夏咲、オリジナル株、

販売数 1 株 

 

Rlc. Mount Hood ‘Mary’ AM/AOS  マウント フッド‘マリー’････････････････ (シース付 BS) 8,800 

 43 (Rlc. Deesse x C. Claris) (MC) 存在感抜群の巨大輪白色花、花弁はやや暴れ気味

ではあるが入賞時花径 22cm を超える、厚弁で花もち良い、香り強い冬咲花、 

 

Rlc. NP Gold ‘Monkey Butt’  NP ゴールド‘モンキー バット’･････････････････････ (1 作) 4,400 

 44 (Rlc. Angkinantana x Rlc. Memoria Srivilas Gold) (MC) 極丸形でオーバーラップ

する黄色大輪系花、リップ大きく開き中央部は大きく赤色を彩る 

 

C. Pacavia ‘Devil Ray’  パカビア‘デビル レイ’･･････････････････････････････････ (BS) 27,500 

 45 (C. purpurata x C. tenebrosa) (FD) 色彩特異な赤味の強い tenebrosa のイメージ

の花、リップ濃紫色で目立つ大輪花を 4-5 輪、オリジナル株、販売数 1 株 

 
Rlc. Pamela Hetherington ‘Coronation’ FCC/AOS   
    パメラ ヘザリントン‘コロネイション’ ････････････････････････････････ (シース付 BS) 7,700 

 46 (C. Paradisio x Rlc. Mound Anderson) (MC) あまりにも有名なパステルピンク 

系巨大輪花、オリジナル株とほぼ同様の花が咲く Stewart 社において作られたフ

ァーストメリクロン株、冬咲、有香 

 

Rch. Paprika ‘201018’  パプリカ‘201018’･･････････････････････････････････････ (BS) 8,800 

 47 (L. anceps x Rlc. Coral Gold) (FD) 色彩特異な小型種、白色地に覆輪状に桃色を

彩り、リップ濃赤色、やや長茎に中小輪花を数花、オリジナル株、販売数 1 株 

 
Rlc. Pastoral ‘Innocence’ BM/JOGA  パストラル‘イノセンス’･････････････ (シース付 BS) 6,600 

 48 (C. Mademoiselle Louis Pauwels x Rlc. Deesse) (MC) 往年のベストセラーの白

色カトレヤ、独特な白さが人気のオーバーラップする大輪良型花、冬咲強健種 

 

Rlc. Pink Sensation ‘Takatsu’  ピンク センセイション‘タカツ’･･････････････････ (BS) 22,000 

 49 (C. Old Whitey x Rlc. Llano) (FD) ソフトピンクの大輪良型花、リップ中央は濃黄色を

彩る、ふっくらとした良花、貴重、オリジナル株、販売数 1 株 
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Rlc. Sakukrayama AM/OIOS  サクラヤマ，AM/OIOS ･･･････････････････････ (シース付 BS) 7,700 

 50 (C. Bonanza (Bracey) x Rlc. Hawaiian Present) (MC) やや濃色のラベンダー系大輪

整形花、冬～春咲、沖縄国際洋蘭博覧会(OIOS)において、2 年連続大賞を受賞し

た実績を持つ 

 
Lc. Seaside Parasol ‘190831’  シーサイド パラソル‘190831’････････････････････ (BS) 13,200  

 51 (Lc. Cosmo-Horeps x C. intermedia) (FD) やや長茎、花弁に紫紅色の大きなクサ

ビ模様、オーバーラップする中大輪良型の強健種、オリジナル株、販売数 1 株 

 
Lc. Seaside Parasol ‘200924’  シーサイド パラソル‘200924’････････････････････ (BS) 11,000  

 52 (Lc. Cosmo-Horeps x C. intermedia) (FD) やや長茎、やや特異な色合いの中輪良

型花、リップ濃色で目立つ、強健、オリジナル株、販売数 1 株 

 
Lc. Seaside Parasol ‘K-9’  シーサイド パラソル‘K-9’･･･････････････････････････ (BS) 16,500 

 53 (Lc. Cosmo-Horeps x C. intermedia) (FD) やや長茎、本交配としては色彩豊かな

幅広弁花、花弁のクサビ模様とリップの濃さが特徴、冬咲、オリジナル株、販売

数 1 株 

 

Chz. Shyugetsu ‘210205’  シュウゲツ‘210205’･･････････････ (3-4 ﾘｰﾄﾞ 15 ﾊﾞﾙﾌﾞ程度 BS) 11,000 

 54 (Bsn. Maikai x Rlc. Creation) (FD) 本交配中では極濃色、リップにはやや大きな濃

色の点がはっきりと入る、冬～春咲、オリジナル株、販売数 1 株 

 

Ryc. Taiwan Firecracker ‘Popcorn’  タイワン ファイアークラッカー‘ポップコーン’ (1-2 作) 4,400 

 55 (Rth. Shinfong Little Sun x L. lueddemanii) (MC) 直立するやや長茎に 4-5cm 程度

の橙色で目立つ花を 10 輪以上、リップ白色に紫色筋、強健 

 

Bc. Theresa Ricci ‘Golden Sunset’  テレサ リッシ‘ゴールデン サンセット’ ･････  (BS) 16,500 

 56 (Bc. Hippodamia x C. aclandiae) (FD) 草姿に比し大輪のミディタイプ花、花弁、

リップ共に展開良く花もち抜群、リップの桃色が強く本交配中で最も良いと思わ

れる、不定期に開花、オリジナル株、販売数 1 株 

 
Lrn. Thwaitesii ‘210114’  スワイテシー‘210114’ ･･･････････････････････････････  (BS) 11,000 

 57 (Rl. digbyana x L. speciosa) (FD) 直立する草姿に展開良い大輪花をつける、可憐

なソフトピンク花でリップ乳白色、オリジナル株、販売数 1 株 

 
Rlc. Triumphal Coronation ‘Seto’ AM/JOS   

トライアンファル コロネイション‘セト’･･････････････････････････････  (シース付 BS) 8,800 

 58 (C. Drumbeat x Rlc. Pamela Hetherington) (MC) ラベンダーピンクの優秀花、丸形

厚弁で完全にオーバーラップする花径ほぼ 20cm にまでなる展開良い冬咲種、香りのよ

さでも人気 

 

C. Zuki Josemila ‘Blumen Insel’ BM/JOGA  ズキ ホセミラ‘ブルーメン インセル’･  (BS) 16,500 

 59 (C. pumila x C. Jose Dias Castro) (FD) やや濃色のラベンダー系ミディタイプ花、花

径 12cm 程度の極幅広弁で丸形整形花、オリジナル株、販売数 2 株 
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Other Major Genera  カトレヤ系以外の大属 

Den. amethystoglossum  アメジストグロッサム ･････････････････････････････････ (BS) 3,850 

 60 フィリピン、白色でリップの先に紫色を彩る小花を多数房状に垂らし美しい、同じバ

ルブに何年も花を咲かせる、冬咲 

 

Den. anosmum fma. suavissimum ‘Hamano’  アノスマム，スアビッシマム‘ハマノ’ (1 作) 8,800 

 61 (FD) フィリピン、極々淡い桃色、リップに入るストロベリーカラーと言われている

赤ピンク系の色が特に美しい、山本デンドロビューム園選別の優秀個体、オリジナル

株、在庫僅少 

 

 

Den. canaliculatum  カナリキュラタム ･････････････････････････････････････ (木付 1-2 作) 3,850 

 62 オーストラリア、ニューギニア、Spaturata 系としては極小型、白色に弁先鮮黄

色、L 紫を彩る、3cm 程度の可憐美花、主に春咲、近年貴重 

 
Den. discolor var. broomfieldii ‘Canary Yellow’   

ディスカラー，ブルームフィールディー‘キャナリー イエロー’ ･････････････････ (BS) 27,500 

 63 (FD) オーストラリア、ニューギニアのSpatulata 系やや大型種、カールした花形が面

白く色彩の変異も大きい本種なのかでも鮮黄色系の極美しいタイプの選別個体、7～

8cm の花を数十輪、オリジナル株、販売数 2 株 

 

Den. helix  ヘリックス･････････････････････････････････････････････････････････ (BS) 19,800 

 64 (FD) ニューギニア、spatulata タイプの代表種の一つ、橙茶色にリップ紫青色が極美

しい、花径 6cm 程度の花を 1 茎に 20 輪前後、花もちは極良好、オリジナル株、販売

数 1 株  
 

Den. linawianum ‘Formosa’  リナウィアナム‘フォーモサ’･･･････ (株高 70 程度の BS) 11,000 

 65 (FD) 台湾～中国南部、nobile の近縁種、花径 6cm 前後の花を節々に着花、俗名さく

らセッコク、強健で花付きの良い個体、オリジナル株、販売数 2 株 

 

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

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

花を数花ずつ、人気美花 

 
Den. polyanthum (= primulinum)  ポリアンサム ･･･････････ (ﾊﾞﾙﾌﾞ長 50cm 以上の BS 上作) 5,500 

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

花期待のシブリング実生 

 
Den. polyanthum (= primulinum) ‘210301-2’  ポリアンサム････････････････････････ (BS) 13,200 

 68 (FD) 実生からの選別個体、S,P 濃色、通常より濃色に彩るリップの黄色が美しい、 

オリジナル株、販売数 1 株 
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Den. polyanthum (= primulinum) ‘210308’  ポリアンサム ･････････････････････････ (BS) 33,000 

 69 (FD) 実生からの選別個体、S,P 濃色、リップに濃色の黄目と赤脈が非常に強く表れた

個体、オリジナル株、販売数 1 株 

 

Den. smillieae ‘Lea’ JC/AOS  スミリエ‘レア’････････････････････････････････････ (BS) 8,800 

 70 (MC) ニューギニア、原産地由来個体からの選別個体、近年の 4 倍体系良個体と比較

すれば花のサイズは劣るものの、小柄な株で開花し、花数も多く花房の大きさは特筆

すべきもの 

 

Den. stratiotes, album strain  ストラティオテス，アルバム系 ････････････････････ (NBS) 22,000 

 71 (‘Kazuyuki Oka’ FCC/HOS x self) (US) ニューギニア、普通種のリップに入

る赤色筋が全く表れないアルバム個体のセルフ実生、貴重美花、在庫少数 

 

Den. thyrsiflorum ‘Shonan Splash’  シルシフロラム ‘ショウナン スプラッシュ’･･･ (BS) 16,500 

 72 (FD) タイ、原産地由来個体からのスプラッシュタイプ花、蕾の状態から濃桃色を彩 

り開花後スプラッシュ状に桃色となる、株は小柄、オリジナル株、販売数 2 株 

 

Den. Jan Orinstein ‘210321’  ジャン オリンステイン ‘210321’ ････････････････････ (BS) 16,500 

 73 (aphyllum x polyanthum) (FD) バルブ長く下垂系、S,P 濃色、リップ白色に

喉黄色を彩り美しい、花付き良い選別個体、オリジナル株、販売数 1 株 

 

Den. Tzeng-Wen Jewel ‘210305’  ツェンウェン ジュエル‘210305’･･･････････････ (BS) 11,000 

 74 (polyanthum x Jan Orinstein) (FD) polyanthumとaphyllumの系統で株は長く下垂して

多数花をつける、S,P は濃色で展開良い、リップに桃色脈が僅かに浮き出る美しい個

体、オリジナル株、販売数 1 株 

 

Den. Tzeng-Wen Jewel ‘210311’  ツェンウェン ジュエル‘210311’･･･････････････ (BS) 16,500 

 75 (polyanthum x Jan Orinstein) (FD) polyanthumとaphyllumの系統で株は長く下垂して

多数花をつける、S,P は幅広弁で濃色、リップに桃色脈が僅かにくっきりと浮き出る

美しい個体、オリジナル株、販売数 1 株 

 

Den. Tzeng-Wen Jewel ‘210403’  ツェンウェン ジュエル‘210403’･･･････････････ (BS) 13,200 

 76 (polyanthum x Jan Orinstein) (FD) polyanthumとaphyllumの系統で株は長く下垂して

多数花をつける、S,P は幅広弁で濃色、リップ特に大きく桃色脈が僅かに浮き出る美

しい個体、オリジナル株、販売数 1 株 
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Phal. equestris ‘Mauve’  エクエストリス‘モウブ’･･･････････････････････････････ (NBS) 3,300 

 77 (MC) フィリピン、本属中の小型種、全花パステルピンク調の美しい色彩、リップ基

部に僅かに黄色を彩る、3cm 程度の小輪花を 1 茎に 20-30 輪、可憐美花 

 

Phal. finleyi (= Kingidium minus)  フィンレイ ･･･････････････････････････････････ (木付 BS) 3,850 

 78 タイ、ミャンマーなど、草姿極小型で花径 2cm 程度の小輪花を 3-5 花ずつ、クリーム

地に赤桃色を彩り、S,P は後方に反り返る面白い形、可憐美花 

 

Phal. malipoensis  マリポエンシス ･･･････････････････････････････････････････ (木付 BS) 3,300 

 79 中国雲南省、草姿小型で花径 2cm 程度の小輪花を 5-10 花をつける、乳白色に橙黄色

系の大きなリップ、可憐美花 

 

Phal. parishii  パリシー ･･････････････････････････････････････････････････････ (木付 BS) 3,300 

 80 インド、タイ、ベトナムなど、草姿小型で花径 2cm 程度の小輪花を 5-10 花つける、

リップ大きく赤色系の可憐美花 

 

V. christensonia (= Ascocentrum christensonianum) クリステンソニア ･･･････････････ (BS) 3,300 

 81 ベトナム、小柄な株で開花し 1 茎に数十輪の桃色花をつけ可憐、成長も早く大株作り 

に好適な可憐種 

 

V. coerulea  セルレア ･･････････････････････････････････････････････････････････ (BS) 4,400 

 82 (FD) タイ、淡青色で網目が強く出ない系統、写真は開花例 

 

V. nana (= Ascocentrum pusillum)  ナナ ･････････････････････････････････････････ (木付 BS) 2,750 

 83 タイ、ベトナムなど、Vanda 系の最小種の一つ、1cm 弱の小花を数花ずつつけ可憐、

在庫少数 

 

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

 84 インドから中国まで広くに分布、趣ある灰色がかった茶色で艶のある花弁に青

紫のリップの花が特徴的、花持ち良く、芳香あり 

 

V. Boonyarit Diamond  ブーンヤリットダイアモンド ･････････････････････････････ (BS) 7,700 

 85 (Suksamran Gold x Tubtim Velvet) (MC) DS,P は白色地に赤色系細点、LS は白色地に

黄色を彩り赤色系細点、極良型丸形大輪系花、在庫少数 
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V. Boonyarit Gold ‘#25’  ブーンヤリットゴールド‘#25’･･････････････････････････ (BS) 7,700 

 86 (Suksamran Gold x Lourdes Apostal) (MC) 全花鮮黄色の極丸形大輪系花、在庫少数 

 

V. Chulee Glassic ‘08’  チュリー クラシック‘08’････････････････････････････････ (BS) 7,700 

 87 (Chulee x Somsri Blue Classic) (MC) coerulea 以上の極濃色のはっきりした網目が特

徴、大輪で花付き良好、在庫少数 

 

V. Pakchong Blue ‘Otokuni’ SM/JOGA  パクチョン ブルー‘オトクニ’････････････ (BS) 8,800 

 88 (Doctor Anek x coerulea) (MC) coerulea タイプの濃青紫色系大輪花、網目もはっきり

と澄んだ色彩の最新入賞個体、在庫少数 

 

Other Genera  その他の属 

Aerangis biloba  エランギス ビロバ ･･････････････････････････････ (木付 BS) 6,600・(BS) 5,500 

 89 中央～西アフリカ、葉は薄い網目模様があり先端は 2 つに割れ面白い、3cm 位の白色

花を 20 輪くらいつけ夜間芳香を放つ 

 
Aerangis luteo-alba var. rhodosticta   

    エランギス ルテオアルバ var. ロードスティクタ ･･･････････････････････････････ (NBS) 3,300 

 90 中央アフリカ、草姿極小柄で花茎長く斜出し多数花をつける、乳白色に柱頭の赤

色が目立ち美しい 

 

Angraecum urschianum  アングレカム ウルシアナム ･･････････････････････････ (BS) 11,000 

 91 マダガスカル、極々小型種、葉に白色細点が入り特徴あり、花は株より大きく距は長

い、極貴重、10 月直輸入植付直後、在庫僅少 

 

Bulbophyllum frostii ‘0058’  バルボフィラム フロスティー‘0058’･････････････ (BS) 5,500 

 92 (FD) ベトナム、1cm 程度の球状バルブの小柄な株に 3cm くらいの赤褐色の木靴

のような形の面白い花をつける、本個体は 1 茎に 6 輪までつける選別個体、オリ

ジナル株 

 

Catasetum Lydia Colon ‘0003’  カタセタム リディア コロン‘0003’･･････････････ (BS) 11,000 

 93 (Chuck Taylor x Double Down) (FD) S,P 乳白色地に赤茶色の微細点一面、L 黄色味が

強く爽やかな色彩、中輪丸形の良型花、オリジナル株、販売数 1 株 

 

Catasetum Lydia Colon ‘0006’  カタセタム リディア コロン‘0006’･･････････････ (BS) 6,600 

 94 (Chuck Taylor x Double Down) (FD) S,P 赤茶色、L 卵黄色、コントラストの良い中輪

花、オリジナル株、販売数 1 株 
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Catasetum Russ Wood ‘0002’  カタセタム ラス ウッド‘0002’･･････････････････ (BS) 8,800 

 95 (kleberianum x tigrinum) (FD) S,P クリーム色地に茶色のはっきりした細点一面、L 卵

黄色で周辺欠刻、原種同士の交配で明るく趣ある個体、オリジナル株、販売数 1 株 

 

Catasetum Russ Wood ‘0005’  カタセタム ラス ウッド‘0005’･･････････････････ (BS) 11,000 

 96 (kleberianum x tigrinum) (FD) S,P 淡緑黄色地に茶色のはっきりした細点一面、L 淡黄

色で周辺欠刻、原種同士の交配で明るく趣ある個体、オリジナル株、販売数 1 株 

 

Catasetum Valerio Padilla ‘0005’  カタセタム バレリオ パディラ‘0005’･････････ (BS) 8,800 

 97 (Melana Davison x Isobel’s Sunshine) (FD) S 淡茶、P 乳白色地に赤茶色の微細点、L

鮮黄色で艶があり目立つ、花付き良い中輪系花、オリジナル株、販売数 1 株 

 

Catasetum Walter Alfaro ‘0003’  カタセタム ウォルター アルファロ‘0003’･･･････ (BS) 13,200 

 98 (Melana Davison x Dark Odyssey) (FD) S,P 乳白色地に赤茶色の微細点、L 幅広くクリ

ーム黄色に大きく赤色を彩り目立つ、中輪丸形美花、オリジナル株、販売数 1 株 

 

Catasetum Yum Yum Golden Sun ‘212’  カタセタム ユム ユム ゴールデン サン‘212’ (BS) 13,200 

 99 (pileatum x Penang) (FD) 乳白色地に淡小豆色の小さな斑紋多数、遠めに見るとピン
ク系花のイメージ、リップ大きい大輪系美花、オリジナル株、販売数 1 株 

 
Catasetum (Irma Scot x Dark Odyssey) ‘0002’ 

カタセタム (イルマ スコット x ダーク オデッセイ) ‘0002’ ････････････････････････ (BS) 8,800 

100 (FD) S,P 濃赤褐色、L 卵黄色に赤褐色を帯びる、濃色で非常に目立つ色彩の中輪花、
オリジナル株、販売数 1 株 

 
Catasetum (Millie’s Frilly Dragon x Karen Armstrong) ‘0001’ 

カタセタム (ミリーズ フリーリー ドラゴン x カレン アームストロング)‘0001’･･･ (BS) 11,000 

101 (FD) 全花ほぼ同色の黒赤色系の中輪良型花、L 艶があり目立つ花、オリジナル株、販
売数 1 株 

 
Catasetum (Millie’s Frilly Dragon x Karen Armstrong) ‘0004’ 

カタセタム (ミリーズ フリーリー ドラゴン x カレン アームストロング)‘0004’･･･ (BS) 11,000 

102 (FD) S,P クリーム黄色地に淡茶褐色の点一面、リップ黄色で中央に橙色を帯びる、色
彩良い中輪良型花、オリジナル株、販売数 1 株 

 
Catasetum (Millie’s Frilly Dragon x Karen Armstrong) ‘0005’ 

カタセタム (ミリーズ フリーリー ドラゴン x カレン アームストロング)‘0005’･･･ (BS) 6,600 

103 (FD) ほぼ全花赤黒色の色彩良い花、L 基部に黄色がワンポイントとなる中輪花、オリ
ジナル株、販売数 1 株 
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Clowesia russelliana  クロウェシア ルッセリアナ ･･･････････････････ (NBS) 5,500・(BS) 6,600 

104 中米、淡緑黄色に筋状模様入りの 5-6cm の花を下垂する花茎に 20 輪前後つけボリュ

ームあり、夏～秋咲、有香 

 

Comparettia macroplectron  コンパレティア マクロプレクトロン ････････････････ (NBS) 2,750 

105 コロンビア、草姿小柄なOncidium の近縁、白色に桃色細点一面、花径 4cm 程度の可
憐花 

 

Dendrophylax funalis  デンドロフィラックス フナリス ････････････････････････････ (BS) 11,000 

106 ジャマイカ、無葉蘭、無葉蘭の中では比較的強健で増えやすい、花径 5cm 前後、花

もち良好、有香、在庫僅少 

 

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

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

ないほどの良株を輸入 、（コルク、パインボード、ヘゴ板などに付けています） 

 

Dyakia hendersoniana  ディアキア ヘンダーソニアナ ････････････････････････････ (BS) 3,850 

108 ボルネオ、花茎直立し花は鮮桃色、リップ白色、夏～秋咲きの花もち極良好な人気小

型種、在庫少数 

 

Encyclia patens  エンシクリア パテンス ････････････････････････････････････････ (1 作) 4,400 

109 ブラジル、緑色に淡褐色を重ね、リップ白色に中央桃色を彩る、3-4cm の花を 1 茎に

15 輪程度、香り良い秋から冬咲種 

 

Epidendrum diffusum  エピデンドラム ディフーサム ････････････････････････････ (BS) 4,400 

110 中米、細身の株の頂部から花茎を出し枝打ちして多数花をつける、1-1.5cm 程度の

力白色系花を繊細に咲かせる、株ができると 100 輪以上をつけ見事、在庫僅少 

 
Epidendrum radicans ‘Pure Water’ BM/JOGA 

エピデンドラム ラディカンス‘ピュア ウォーター’･････････････････････････････ (BS) 11,000 

111 (FD) リードステムタイプの中心となっている原種、本種は実生から出現した他に類

を見ない特異な色彩の美花、比較的小柄な株から開花する入賞個体、オリジナル株、

販売数 1 株 

 
Erasanthe henrici  エラサンセ  ヘンリシ ････････････････････････････････････ (木付 BS) 16,500 

112 マダガスカル、花序は下垂し 30～50cm くらい、花径 15cm 前後の大輪花を 5-10 輪、

アイボリーホワイトにリップに緑色を彩る、極めて存在感のある美花、10 月直輸入植

付直後、在庫少数 
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Eulophia Shamara ‘K-11’  ユーロフィア シャマラ‘K-11’･･････････････････････････ (BS) 16,500 

113 (euglossa x guineensis) (FD) アフリカ系地生蘭原種同士の交配、本交配中では

guineensis のピンクがよりはっきりと現れた個体、バルブの根元から 80cm 程度直立

する花茎に 20 輪以上開花する美花、オリジナル株、販売数 1 株 

 

Gastrorchis francoisii  ガストロルキス フランコイシー ･････････････････････････ (BS) 13,200 

114 マダガスカルの地生種、エビネと近縁、桃色、リップ大きく開き紫桃色に黄色の細点、

花径 4cm くらいの花を 7～12 輪、貴重、10 月直輸入植付直後、販売数 2 株 

 

Gastrorchis humblotii  ガストロルキス フンブロティー ･･････････････････････････ (BS) 13,200 

115 マダガスカルの地生種、エビネと近縁、紫桃色、L 白色に桃色を重ねる、花茎は 50

～70cm 伸び 15 輪前後をつける美花、本属中では大輪で 5cm 以上、10 月直輸入植付

直後、販売数 2 株 

 

Gastrorchis lutea ガストロルキス ルテア ････････････････････････････････････････ (BS) 13,200 

116 マダガスカルの地生種、アイボリー系、L 赤茶色が目立ち先端わずかに桃色、花茎は
50～70cm 伸び 10～15 輪つける美花、本属中では大輪で 5cm 以上、10 月直輸入植付
直後、販売数 2 株 

 
Gongora galeata  ゴンゴラ ガレアタ ････････････････････････････････････････････ (BS) 5,500 

117 メキシコ、本属中のコンパクト種で 20-30cm 程度下垂する花茎に面白い形の黄褐

色花を 10 輪程度つける、強健で人気も高い、在庫少数 

 
Gongora gratulabunda fma. flava ‘K-1’  ゴンゴラ グラチュラブンダ，フラバ‘K-1’ (BS) 16,500 

118 (FD) コロンビア、普通個体は褐色系の微細点が全体に入る、本個体は目立つ濃レ

モンイエロー無点の貴重、4-5cm の比較的大きく繊細な花を下垂する花茎に 10-20

輪、オリジナル株、販売数 2 株 

 

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

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

ら花茎を下垂して、白色に茶褐色の点一面、リップ桃紫、花径 3cm くらいの

花を 1 茎に 20 輪以上、強健で成育旺盛 

 

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

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

る、白色地に赤色の斑でリップ赤色、強健 

 

Mormodia Barnabas Collins ‘0002’  モルモディア バルナバス コリンズ‘0002’･･･ (BS) 11,000 

121 (Cl. Grace Dunn x Morm. topoyaensis) (FD) Clowesia タイプで下垂性房咲、Grace 

Dunn を展開良くやや大輪にした感じの艶のある茶褐色系小輪花を 10 輪以上、オリジ
ナル株、販売数 1 株 

 

 

Mormodia Barnabas Collins ‘0004’  モルモディア バルナバス コリンズ‘0004’･･･ (BS) 8,800 

122 (Cl. Grace Dunn x Morm. topoyaensis) (FD) Clowesia タイプで下垂性房咲、Grace 

Dunn を展開良くやや大輪にした感じの艶のある黒褐色系小輪花を 10 輪以上、オリジ
ナル株、販売数 1 株 
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Mormodia (Cl. Grace Dunn x Morm. hookeri ) ‘K-4’ 
モルモディア (グレース ダン x フーケリ)‘K-4’･･･････････････････････････････ (BS) 16,500 

123 (FD) 半下垂性房咲、5cm 程度の艶のある厚弁花、やや特殊なレンガ色の色彩がとて

も良い、強芳香あり、オリジナル株、販売数 1 株 

 

Phaius pulchellus var. pulchellus  ファイウス プルケラス, プルケラス ････････････ (BS) 11,000 

124 マダガスカルの地生種、本属としては比較的小型、桃紫色系で 6cm 程度の花を 10～

15 輪、10 月直輸入植付直後、販売数 2 株 

 
Phaius pulchellus var. sandrangatensis  

ファイウス プルケラス，サンドランガテンス ････････････････････････････････････ (BS) 13,200 

125 マダガスカルの地生種、本属としては比較的小型、淡緑黄色系 6～8cm 程度の花

を 10～20 輪、10 月直輸入植付直後、販売数 2 株 

 

Prosthechea vitellina ‘Moiwa’ BM/JOGA  プロステケア ビテリナ‘モイワ’････････ (BS) 5,500 

126 (MC) メキシコ、バルブ頂部から花茎を直立し極めて美しい橙色花、リップ小さ

く黄色、株ができると枝打ちして 30 輪くらいつける、入賞個体メリクロン、在

庫僅少 

 

Robiquetia bambusara (= Pomatocalpa bambusarum)  ロビケティア バンブサラ ････ (NBS) 4,950 

127 ヒマラヤ、真下に下垂する花茎に 1cm 弱くらいの小花を数十輪、明茶色～赤味の

強いものまで色彩の変異比較的大きい、株ができると多くの花茎を出し多数花を咲

かせ見事、在庫僅少 

 

Sobenikoffia robusta  ソベニコフィア ロバスタ ･･････････････････････････････････ (BS) 13,200 

128 マダガスカル、Angraecum 近縁でやや大型、40～50cm 半下垂する花茎に 6～7cm 程 

度の白色花を 10 輪くらいずつ、リップ基部の緑色が美しい、在庫少数 

 

Taprobanea spathulata (= Vanda spathulata)  タプロバネア スパスラタ ････････ (木付 BS) 11,000 

129 南インド～スリランカ、Vanda の近縁で単茎種、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、強光を好む、写真は参考、販売数 2 株 

 

Tolmunia guianensis  トルムニア ギアネンシス ････････････････････････････  (木付 BS) 5,500 

130 イスパニョーラ島、剣葉系小型オンシディウム、本属中では比較的幅広葉タイプ、

30-40cm 伸びる花茎に三弁花のような黄色花を 10 輪以上、希少 

 

Vandopsis lissochiloides  バンドプシス リソキロイデス ････････････ (LS50-60cm 2-3 作) 19,800 

131 フィリピン、ニューギニアなど広域に自生する地生蘭、Vanda の近縁で硬い葉を

互生、株は大きくなり 1m 以上の花茎に 7cm 程度の花を 10-30 輪、花の内側は

黄色に茶褐色の点、外側は濃桃色となり面白い、花もち良好、有香、販売数 1 株 
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No.201～221  ワカヤマオーキッド             お問い合わせ先 Tel: 073-444-2422 

       

C.schroederae ‘Popayan’ x self  シュロデレー`ポパヤン’ セルフ  (3 号鉢) 7,700 

201 もっとも香りが良いカトレアの原種として有名なシュロデレー。唯一無二の名花ポパヤ 

ンを使ったブラジルの実生です。今回で販売は終了します。輸入株ですが上手くいけ 

ば 1作で開花できそうです。夏は暗めで風通し良くお水を好みます。（限定 10株） 
 

C.purpurata fma.snguinea (‘Red Monday’x‘Priscila’) パープラータ サンギネア (3号鉢) 8,800 

202 有名育種家であるカルロスゴメス氏の最後の実生となります。ラインブリーディング 

の為サイズは出ませんが歴史上まん丸いサンギネアが高確率で開花します。 

是非このチャンスをお見逃しなく！（限定３株） 
 

C.purpurata (fma.flamea’Bela Vista’ x fma.sanguinea ‘Finho’) (3 号鉢) 8,800  

203 こちらも有名育種家であるカルロスゴメス氏の最後の実生となります。ピコティー

タイプのフラメアと、あの丸いサンギネアとのコラボ！これは買っておいても損は

ないですね。サンギネアからフラメアまでを開花予定。（限定 5 株） 
 

C.loddigesii (fma.trilabelo x sib.) ロディゲシー トリラベロ (3 号鉢) 9,900 

204 写真の様な珍しいトリラベロが高確率で開花するブラジルの実生です。 

株も良く 1年以内には開花します。セレクトされたものは高価で取引 

されています。 （限定 3株） 
  

C.brevipedunculata (Native)  ブレビペデンキュラータ (木付) 3,850 

205 SNS 系で今ブレイクしだしたネイティブのソフロニチス！その代表格として 

ブレビは外せない。葉の丸さや厚みはもう魅力満点です。比較的ソフロ系の中
では栽培容易です。木に付けています。（限定 5 株） 

 

C.mantiqueira(Native) マンチケーラ (木付) 3,850 

206 SNS 系で今ブレイクしだしたネイティブのソフロニチス！久々に入荷実現！ 

主にマンチケーラ山脈に自生する希少なソフロです。葉は薄くて丸い小さめの 

株姿です。木に付けています。（限定 5 株） 

 

C.dayana fma.coerulra’Chojyamaru’(OG) (BS) 8,800 

207 最近見なくなった小型レリアのダイアナ。実はブラジルにもありません。 

このセルレア個体は濃色で花形もよいです。やっぱりオリジナルは全く違いま

すね。是非コレクションください。良い株です。（限定 3株） 
 

Rlc.Fringe Benefits’Green Angel’(MC) フリンジーベネフィッツ グリーンアップル (NBS) 3,850 

208 (Rlc.Ports of Paradise x Rl.digbyana) 再度ディグビアナをかけ戻しよりリップ

が協調されグリーン度もました新品種です。株は細身で素直に上に立ち上がる 

1 作で開花可能な株です。（限定 5 株） 
 

Rlc.Taiwan  Chief Wine‘Van Gogh’(MC)タイワンチーフワイン バンゴウ (BS) 3,850 

209 赤みが強いレンガ色の巨大輪です。リプも丸く大きく展開する。人目を惹く 

鮮やかな色彩の人気カトレアです。前回売り切れたため再度 1年越しの輸入 

です。（限定 5株） 
 

C.leopordii fma.semi-alba  confirmed  (OG) レオポルディー セミアルバ (BS) 33,000 

210 とにかく背が高い株でのご提供。H６０ｃｍブラジルで既にセミアルバ確定の 

選抜株を販売します。株ができれば多花性となり見事です。輸入株ですが株状 

態は良いです。（限定 2株） 
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Lc.Mini Purple ‘Gekko’ BM/JOGA (MC)  ミニパープル‘月光’ (BS) 5,500 

211 久々の販売となります！こちらは当園で昔ＭＣしたものをブラジルで再ＭＣした株 

になります。唯一無二のスアーブ系ミニパープルです。年 2回開花。 

花も幾分大きくなったようです。 （限定５株） 
 

Fdk.Turning point (MC) ターニングポイント (1 作) 9,900 

212 実生販売では価格高騰した為、購入できなかった方もいますね。ブラジルのＭＣを 

輸入しました。1作で開花してきます！抹茶色のフレッドクラーケアラ。花もちも良い 

冬咲品種。（限定 5株） 
 

Fdk.Midnight Lace (MC) ミッドナイトレース (1 作) 8,800 

213 (Mormodia Painted Desert x Ctsm.fimbriatum) 名花ブラックパールの様に 

黒く下垂咲きする。リップにギザギザが入るのが特徴です。こちらもブラジル 

からＭＣ輸入しました。冬から春咲き（限定３株） 
 

Clowesetum Mark Margolis (MC) マークマーゴリス (BS) 8,800 

214 (Ctsm.Durval Ferreira x Clowesia dodosoniana) クロウエシアが親の為やや小型 

で開花する。ドバーッと多輪で開花する様は圧巻ですね。紫小豆色です。 

ブラジルからの輸入品  （限定３株） 
 

Ctsm.Kidney Bean’Jamie’s Golden Eyes’(MC)キドニービーン ジェイミーズゴールデンアイズ (1 作) 8,800 

215 (Suzan Fuchs x Orchidglade) 巨大輪のカタセタム最新品種です。とにかくこ 

の巨大なリップの模様が素晴らしく黄色粗い斑点が入るというもの！ 

実際見たいものですね！ブラジルからの MC 輸入品 （限定 3 株） 

 

Ionopsis utricularioides イオノプシス ウトリキュラリオイデス (BS) 2,750 

216 「桜オンシ」と言う名前で人気のオンシ系小型洋ランです。花もちが意外に 

良くて楽しめちゃいます！コンポスト無しでもよくてとにかくシリンジやる 

のみ！お部屋でも栽培できますよ。（限定５株） 
 

C.violacea fma.flamea picoty ‛Carole’(OG) ビオラセア ピコティー キャロル (BS) 33,000 

217 ハワイＨ＆Ｒさんと改良を進め AQ/AOS を取ったビオラセアの一つ、いわゆる 

ピコティータイプの美しい花です。花裏は真っ白になる。リップの展開もよく

大輪になるでしょう。（限定 1株） 
 

C.labiata fma.cala-blanca ‘Christie’(OG) ラビアタ カーラブランカ クリスティー (BS) 33,000 

218 あまり見た事がない色彩のラビアタです。ピュアーピンクの花弁は展開が良く 

シャープです。リップが白く喉奥部分のみ黄色くなるとても美しい個体です。 

ファンタジー色系が好きな方にはこれお勧め！（限定 1株） 
 

C.walkeriana fma.rubra-trilabelo’Perfect B.V.’(OG) ワルケリアナ パーフェクト BV (BS) 66,000 

219 純国産で開発された自然開花できるトリラベロです。しかもルブラ系の濃色 

となり存在感抜群です。ブラジルの物にも負けません！この濃色を是非ぎ自分

の芽で確かめられては？ （限定 1株） 
 

C.purpurata fma.sanguinea’Tie Sangue’(OG)  サンギネア チェ・サンギ (BS) 198,000 

220 パープラータの神様が作った赤くて丸いサンギネアです。ＵＳに少し模様が入

るのが他の個体とは違います。元々は 50万以上で取引されていた個体です。 

今回の目玉商品（限定 1株） 
 

C.warscewiczii fma.coerulea’Massaro’(OG) ﾜｰｾｳｲｯﾁ ｾﾙﾚｱ‘ﾏｻｰﾛ’  (BS) 44,000 

221 特にリップの青紫色が濃色に出た個体です。P/S/はほぼ白ですので、どちら 

かと言えばセミアルバ＋セルレアと言えますね。巨大輪で 1花茎に 3～6輪 

開花し見事です。夏咲き（オリジナル分け株 限定 1株） 
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No.301～321  オーキッドバレーミウラ         お問い合わせ先 Tel: 046-888-2885 

   

C. trianae  ‘ Aromarosada ’ トリアネ ‘アロマロサーダ’ ･･････････････････････････ (BS) 22,000 

301 コロンビア原産のカトレア原種。コンカラータイプで株姿はコンパクトに仕上がる。 

美しいだけでなく、香りが特に素晴らしい上品な個体のオリジナル分け株。 

販売数 1株 

 

C. Blue Pearl ‘ Murasakino ’ ブルー パール ‘ムラサキノ’ ･･･････････････････････ (1 作) 27,500 

302 ( C. walkeriana × C. Aloha Case ) 憧れの希少ブルーカトレア品種。極濃な色彩
は存在感も抜群。世界らん展お立ち台個体のオリジナル分け株。 

販売数 1株 

 

Rlc. Vermonts Green Mountains ‘Tomei’ バーモンツ グリーン マウンテンズ ‘トウメイ’ (BS) 9,900 

303 ( Rlc. Green Giant × Rl. digbyana ) ディグビアナの子でリップも美しい大輪花。 

香りも大変良くフレグランス審査でのグランプリ入賞歴も多数。オリジナル分け株 

販売数 1株 

 

Epc. Freedom Valley ‘ Illumination ’ JC / JOGA フリーダム バレー ‘イルミネーション’ (BS) 22,000 

304 ( C. Hsinying Pub × Epi. calanthum ) 高円宮妃牌を受賞した類を見ない多花性エピ

カトレア品種。極希少な JC認定個体のオリジナル分け株の初売りとなります。 

販売数 1株 

 

Epc. Freedom Valley ( select ) フリーダム バレー 大輪セレクト個体 ･････････････ (BS) 22,000 

305 ( C. Hsinying Pub × Epi. calanthum ) 再実生から選抜したセミアルバの極大輪個

体。花径 6～7 ㎝で通常の倍のサイズです。エピカト交配種は多々あるが、この品種は

株姿がエピデンなのがポイント。オリジナル株 

販売数 1株  ( 実生苗もあります。￥4,400- )  

( Rlc. Memorial Gold × Epi. peperomia ) メモリアル ゴールド × ペペロミア ･･････････ (BS) 8,800 

306 可愛い手乗りサイズの最新エピカトレア。黄色のミニカトレアと極小型エピデンドラム原

種の交配。可愛らしい個体です。オリジナル分け株 

販売数 2株 

 

Rlc. Lucky Coronation ( select ) ラッキー コロネーション セレクト個体 ･････････ (BS) 16,500 

307 ( Rlc. Lucky Strike × Rlc. Triumphal Coronation ) 主に冬咲きの当園登録品種。 

濃色な丸弁花でとても香りの良いセレクト個体。オリジナル株 

販売数 1株 

 

C. Old Whitey ‘Mount Empress’ AM / AOS オールド ホワイティ ‘マウント エンプレス’ (BS) 11,000 

308 ( Mount Rainier × Empress Bells ) 最大花径 18 ㎝になる白花大輪花。主に冬咲

きで交配親としても貴重な銘花です。大輪系にしては株姿コンパクト。 

販売数 1 株 

 

Rnd. Pixie Valley リンカトデンドラム ピクシー バレー 再実生 ･･･････････････････ (BS) 5,500 

309 ( Rlc. Yen Corona × Epi. peperomia ) 可愛い手のりサイズでカトレア系交配で
は最も小さな品種の一つ。東京ドームお立ち台品種。再実生品から写真のような
フラメア個体が咲いています。在庫希少 

販売数 2 株  

( Rth. Rainbow Dream × Epi. calanthum fma. album ) 最新交配 ･･････････････････ (1 作) 4,400 

310 ( レインボー ドリーム × カランサム ) 最新エピカトレア実生。写真は

両親で鮮やかなミニカトレアとリップ下向きの純白ボール咲きエピデン

原種の交配。 

販売数 2 株 在庫極希少 

 



 

19 
 

Epi. eburneum エピデンドラム原種 エバーネウム ･･･････････････････････････････ (BS) 5,500 

311 パナマ、コスタリカ原産の希少種。花径 6.0 ㎝ほどの淡い黄クリーム色系の花弁にハ

ート白リップ。一度咲いた花茎に何度も咲くので、株を作れば輪数もドンドン増える。 

販売数 2株 

 

Epicatanthe Hsiang Yu Gold Coast シャン ユー ゴールド コースト ･･････････････ (BS) 4,400 

312 ( Ctt. Oliver × Epi. stamfordianum ) ( MC ) 鮮やかで存在感抜群な目立つ色彩の

エピカトレア。コンパクトな株に多数の花を咲かせる。作り込んでみたい品種。 

販売数 3株 

 

Cycnoches warscewiczii  シクノチェス原種 ワーセウィッチ ･･････････････････ (BS) 5,500 

313 コスタリカ～コロンビア原産のタケノコ系、シクノチェスの原種。花径 12～14

㎝ほどの極大輪花を 1 花茎に最高 7～8 輪咲かせる。香りがあるのも魅力。 

販売数 3株 

 

Ctsm. Pileabrosum Green ( select ) ピレアブロッサム グリーン セレクト ････････ (BS) 11,000 

314 ( tenebrosum × pileatum ) 黒とグリーン原種の組み合わせから生まれた品種。今年

初花が咲いた花径 9.0㎝の大輪花で見応えあり。分け株の無いオリジナル株 

販売数 1株 ( 実生苗あり。￥4,400- 在庫 2～3株 ) 

 

Fdk. Enter Light エンター ライト ･･･････････････････････････････････････････････ (BS) 4,950 

315 ( After Dark × Ctsm. pileatum fma. album ) おすすめ実生。元は黄色グリーンの

品種ですが、今回は真っ黒な有名花に白系の極大輪原種をかけた楽しみな交配。 

販売数 3株 ( 両親それぞれのメリクロン品もあります。￥4,400- ) 

 

( Fdk. After Dark ‘ S.V.O Black Pearl ’ × Ctsm. tenebrosum ) ･･･････････････････････ (1 作) 4,400 

316 ( アフター ダーク × テネブロッサム ) タケノコ系の最新実生。黒色の有名花

ブラックパールに原種をかけ戻した交配。 

販売数 3株 

 

Den. Yukikomachi × sib. ( Snow World × Senbazuru ) ユキコマチ シブリング実生 (NBS) 2,750 

317 ( ‘ Sea Girt E ’ BM / JOGA × ‘ Yukimaru ’ BM / JOGA ) セッコク系の花付きが抜

群に良い世界らん展お立ち台品種。入賞花同士のシブリング実生。初売り苗。

写真は両親。販売数 4株 

 

Epi. Marchen Valley ( select 418-3 ) メルヘン バレー セレクト個体 ･･････････････ (BS) 16,500 

318 ( Marine Valley × Strawberry Valley ) リップ点花系の最新花。まだ力の足りな

い初花だが既に目立つ存在。両親とも立派なボール咲きで今後楽しみな個体。 

オリジナル株  販売数 1株 ( 実生兄弟苗あります。￥3,300- ) 

 

Epi. ( Wonder Valley × Planet Valley ) ( select 408-3 ) 最新交配 セレクト個体 ･････ (BS) 16,500 

319 ( ワンダー バレー × プラネット バレー ) 目を引く鮮やかな初花セレクト。 

今年 SM 入賞した個体に似た花で、こちらも楽しみな 1 点もの。もちろん個体

名の命名権付き。オリジナル株  販売数 1株 

 

Epi. Wonder Valley  ‘ Noble Star ’  SBM / JOGA ワンダー バレー  ‘ノーブル スター’ (BS) 38,500 

320 ( Twinkle Valley × Fantasy Valley ) バレーシリーズでも特に美しい花で、ボールサ

イズも最大級の個体。滅多に販売しない入賞花のオリジナル分け株。 

販売数 1株 ( 希少メリクロン株あり。 ¥11,000- 在庫 1～2株 ) 

 

Epi. Rose Valley  ‘ Special ’ ローズ バレー ‘スペシャル’ ････････････････････････ (BS) 33,000 

321 ( Queen Valley × Crystal Valley ) 交配親に使用している丸みある極濃色個体の

初売り。展示にも審査にも出していない親株です。オリジナル分け株 

販売数 1株 ( 濃色大輪系の最新実生苗もあります。 ￥3,300- 在庫希少 ) 
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No.401～421  大場グローバルプランツ      お問い合わせ先 Tel: 090-5433-9204 

  

Anthogonium gracile  アンソゴニウム グラシーレ （筒弁蘭） (BS) 6,600 

401 ネパール原産  １属１種の希少種。地性蘭。トキソウのようなバルブから、細長く 

伸びる花茎に紫桃色の花を次々に咲かせる。冬は落葉休眠する。販売株は、 

休眠が始まった株ですのでご了承ください。 夏咲き  限定２株のみ 
 

C. tigrina f.coerulea trilabelo ‘Divina’   ティグリナ セルレア トリラベロ (6.0) 11,000 

402 ブラジル原産 (MC)  ペタルがリップに変化する「トリラベロ」のセルレア個体。 

非常に珍しい個体で、ブラジルで作られた最新 MC株です。 

輸入後１０カ月以上経過した株で十分に活着済み。 今回のオススメのひとつ。 

初夏咲き  ２号鉢  ３作開花サイズほどの大きさ 

 

C. Canhamiana (semi-alba flamea 系 実生)  カンハミアナ（セミアルバ フラメア系） (NBS) 8,800 

403 (purpurata f.atropurpurea ‘Carmen’ x mossiae f.semi-alba ‘Canaima’s Fantasy’) 

(US) 写真は兄弟株の開花例。今年５月の池袋サンシャインで多くのお客様から 

ご好評頂きました。数少ない未開花株の販売。 初夏咲き 限定５株のみ  
 

Ctt. Chocolate Drop ‘Maku’u Yellow Drop’  チョコレートドロップ‘マクウ イエロードロップ’ (NBS) 8,800 

404 (C.guttata x Gur.aurantiaca) (MC)  メリクロン変異で出現したミカン色の美しい花。 

ハワイで選抜された株を、日本国内で、数量限定でメリクロン苗を作りました。 

秋咲き  来年開花予定株  限定２株のみ 

 

Eria sp (Yellow flower from Java)  エリア 品種名不詳 (BS) 8,800 

405 インドネシア原産 (FD)  種名を含めて詳細不明の株。 

写真のようなレモンイエロー色のとても美しい花を着けます。お水大好き。 

株分けで増やしているので、流通品は多くない希少な株。 

冬咲き  限定２株のみ  

Paph. Twilight Snow  トワイライト スノー (NBS) 5,500 

406 (Pixie Dust x Stone Lovely) (US)  花写真は兄弟開花例。 

Pixie Dust は国産の再実生より選抜した強健個体を使用。 

コンパクトで花型良く、栽培し易く、初心者～ベテランまで楽しめる 

白花を目指して作りました。  冬咲き  １作開花サイズ  

Papilionanthe vandarum  パピリオナンセ バンダラム (BS) 5,500 

407 インド～中国原産 単径性 松葉のような容姿で、硬いバルブがまず魅力的。 

水を切らさなければ、直射日光下でも栽培可能の強健種。寒さにも強い。 

主に夏咲き 在庫僅少 
 

Phal. parishii x sib (fma. flava x fma. pink)  ファレノプシス ロビー (BS) 8,800 

408 インド～ミャンマー、タイ原産 (US)  新輸入品！！ 海外の最新実生 

現在、海外で最も話題となっている本種のピンク花に、黄色花を交配した 

実生株。開花報告はまだありません。冬咲き この冬に開花見込みの株 
 

Oecl. (=Epm.) saundersiana ‘Gleneyrie’ エセオクラデス サウンダーシアナ (BS) 22,000 

409 中央アフリカ原産 (OG)  旧 Eulophidium 属  

硬く肉厚の葉を着けるバルブの株元から長く伸びる花茎を伸ばし、赤黒い花を 

たくさん着ける。特に色濃い選抜個体の分株。本属としては、とても観賞価値 

が高い品種になります。  初夏咲き  限定２株のみ  

C. mendelii fma. flamea ‘Do Pauro’   メンデリー フラメア‘ドゥパウロ’ (BS) 33,000 

410 コロンビア原産 (OG)  ペタル中心部分に赤色スジ模様が入る、 

本種としては珍しい色彩の個体。リップは目の覚めるような濃色。 

天然物 or 実生の詳細は不明。 春～初夏咲き 販売数１株 
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C. trianae fma. concolor orlata ‘Toto’  トリアネー コンカラーオルラータ‘トト’ (BS) 27,500 

411 コロンビア原産 (OG)  リップ中心部に白色リング模様が入る、珍しい色彩個体。 

リップ奥部のミカン色も美しい。 株は大柄になり、花も大きな個体になります。 

冬咲き 販売数２株 

 

Gur. skinneri ‘Carpenteria’ FCC/AOS   スキンネリー‘カーペンテリア’ (BS) 55,000 

412 コスタリカ原産 (OG) 1993年 Stewart社が FCC/AOS を受賞し、AOSベスト 

カトレア賞なども受賞し話題となった銘花。Stewart社から OG株を入手したアメリカ 

趣味家由来の、正真正銘オリジナル分株。 販売数１株 初蔵出し 春咲き 

 

Rl. digbyana ‘Sunshine 12’  ディグビヤナ‘サンシャイン１２’ (BS) 88,000 

413 ホンジュラス～コスタリカ原産 (OG)  2012 年蘭友会らん展（池袋サンシャイ

ン）にてグランプリを受賞した極大輪花の分株。今回初蔵出し 販売数１株。 

まだメダル審査には出してないが高得点間違い無しの極優秀個体。初夏咲き 

 

C. Claude Ayakawa ‘Fermine’ AM/AJOS  クラウド アヤカワ‘フェルミン’ (BS) 22,000 

414 (C. Hyperion x C. Bonanza (Bracey)) (OG) １９６０年代にハワイで作出された 

濃ラベンダー中大輪花の入賞花分株。 全日本蘭協会の１９８０年年会報の 

背表紙に掲載されました。BM/JOGA も受賞。 骨董品  冬咲き。 販売数１株 

 

C. Cornelia ‘Happy Field’ BM/JOGA  コーネリア‘ハッピーフィールド’ (BS) 13,200 

415 (C. labiata x C. pumila) (OG) リップ青紫色がとても色濃く、花型良く、 

NS15cm ほどの大きな花を着ける個体。交配親などにも使用されている。 

秋～冬咲き。 販売数１株 

 

C. Interglossa ‘Purple Ball’ SBM/JOGA  インターグロッサ‘パープルボール’ (BS) 44,000 

416 (C. amethystoglossa x C. intermedia) (OG) セルレア個体の原種を使用して 

再実生された中から選抜入賞した、aquinii coerulea 花の分け株。 

販売株は、草丈約３０ｃｍほどの開花サイズ。主に夏～秋咲き 販売数１株 

 

C. Mary Ann Barnet ‘Exquista’ FCC/AOS  マリーアンバーネット‘エクスキスタ’ (BS) 33.000 

417 (C. Arctic Circle x C. Bob Betts) (OG)  1980 年入賞花のオリジナル分株。 

NS18cm 以上の花を咲かせる大輪花。株はコンパクトなので咲くと目を惹く。 

流通品少ない貴重な株 主に初夏咲き 販売数１株 

 
Rlc. Paulicia Gurfinkel ‘Spring Mountain’ BM/JOGA   

パウリシア ガーフィンケル‘スプリング マウンテン’（オリジナル入賞ラベル付） (BS) 16,500 

418 (C. intermedia x Rl. glauca) (OG) 両親の花型の特徴が良く出ていて、 

ピュアホワイトのミディカトレア。株質は強健で、花上りもとても良い。 

春咲き。 今回、入賞時のオリジナルラベルを付けて販売  販売数１株 

 

C. Sweet Melingue ‘Ayaka’ BM/JOGA  スウィートメレンゲ‘アヤカ’ (BS) 33,000 

419 (C. Culminant x C. Irene Finney (1964)) (OG) 国産実生から選抜された 

大輪ラベンダー花の入賞花分株。IreneFinney 由来のはっきりとしたリップ 

黄色が目を惹き、存在感ある花です。Rlc.Celeb Smile の親品種としても有名。 

冬～春咲き。  販売株は６号鉢植えの良株。 販売数１株  

C. Walkerinter ‘Show Off’   ワルケリインター‘ショーオフ’ (BS) 16,500 

420 (C. walkeriana x C. intermedia) (OG) フラメア系の原種を使って実生された 

中から選抜した珍しい個体になります。花保ちは１カ月以上と長く、コンパク

トな株ながら大きな花を着け、とても目を惹く個体。 春咲き 販売数１株 

 

C. warscewiczii fma. coerulea ‘Khotaro’ HCC/JOS  ワーセウィッチ セルレア‘コータロー’ (BS) 44,000 

421 コロンビア原産 (OG)  国内有名コレクターの選抜個体。ペタル、セパルは純白、 

リップのセルレア色濃く、コントラストが非常に美しい。また、リップ真ん丸で型が良い。 

夏咲き 販売数 1株 
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No.501～521 大和農園洋蘭部                  お問い合わせ先 Tel: 0797-88-0548 

 

Paph. Seymour Tower ‘Jersey’ SM/JOGA ﾊﾟﾌｨｵﾍﾟﾃﾞｨﾗﾑ ｾｲﾓｱ・ﾀﾜｰ‘ｼﾞｬｰｼﾞｰ’･･ (BS) 415,000 

501 (Beresford x Beaumont) (FD) 日本屈指のコレクター故 Dr.村上がエリックヤング 

ファウンデーションから持ち帰った英国風点花の傑作。村上氏の保有株は生前に 

枯れてしまっていたので、現存するのは当園の株だけ。 

株サイズ：バック２＋LS42cm リード（シース付）＋新芽大 販売数 1 株  

Paph. Red Bullet (Rising Phoenix x Carmen Sea) パフィオペディラム レッド・バレット (BS) 9,900 

502 (ライジング・フェニックス x カーメン・シー) (US) 米国の若手ブリーダー、ウタイ氏の 

コレクションでスチュワート社作出の赤花に国産の極丸型赤花大輪をかけたもの。 

ペタル極幅広で濃紅色の丸型大輪が咲いている YS交配赤花。写真は兄弟株のもの。 

株サイズ：リーフスパン 25～30cm リード 1芽 販売数５株  

Paph. (Giantstone ‘Great Day’ x Lunar Maria ‘Basin’) パフィオペディラム最新交配種 (BS) 13,200 

503 (ｼﾞｬｲｱﾝﾄｽﾄｰﾝ ‘ｸﾞﾚｰﾄ・ﾃﾞｲ’ x ﾙﾅ・ﾏﾘｱ ’ﾍﾞｲｽﾝ’) (US) フラットに咲き NS18cm 

超のグリーン系超巨大輪に当園自慢の全花グリーンの巨大輪をかけた品種。昨年末 

に見事な初花が咲いたグリーン系 YS交配。写真は最初に咲いた兄弟株のもの。 

株サイズ：リーフスパン 35～40cm リード 1 芽 販売数５株  

Paph. Larita パフィオペディラム ラリータ ････････････････････････････････････ (BS) 9,900 

504 (Greyi album-strain x godefroyae var. leucochilum fma. album）(US)  

無点のグレイ=(godefroyae x niveum)にリューコキラムのアルバをかけた白い 

ラリータの国産交配。右写真の様なペタル幅広で真っ白な兄弟が咲いている。 

株サイズ：リーフスパン 15～17cm リード 1 芽 販売数３株  

Paph. fairrieanum fma. bohlmannianum x sibling フェイリアナム, ボールマニアナム (1 作) 11,000 

505 (‘Green Satin’ x ’Totem’) (US) 当園 YS 交配でフェイリアナムのアルビノシブ。 

近年呼称が見直されて、アルバからフォルマ・ボールマニアナムと言っている。 

グリーンのスジがくっきりした母体にドーサル幅広の花粉親をかけたもの。 

株サイズ：リーフスパン 10～12cm リード 1 芽 販売数５株  

Paph. hangianum x sibling パフィオペディラム ハンギアナム ･････････････････ (NBS) 13,200 

506 (‘Hang-141’ BM/TPS x ‘Super Bear’ SM/TPS) (US) 台湾の Bear氏作出の 

ハンギアナム入賞花同士のシブリングクロス。両親ともにペタルの展開が良い 

大きな個体のようだ。フラスコで入手し、いよいよ開花の時期を迎える。 

株サイズ：リーフスパン約 20cm リード 1 芽 販売数５株  

Paph. liemianum x sibling パフィオペディラム リーミアナム ･･････････････････ (NBS) 4,400 

507 (‘Pink Lady’ x ‘Hustler’) (US) 当園 YS 交配でリーミアナムのシブリンククロス。 

濃色ピンクのリップに濃緑色の真ん丸ドーサルをもつ母体に、同じく濃ピンク 

のリップに大きなドーサルをもつ良花をかけたもの。写真は母体の花のみ。 

株サイズ：リーフスパン約 18cm リード 1 芽 販売数５株  

Phrag. Glen Decker フラグミペディウム グレン・デッカー ････････････････････ (1 作) 9,900 

508 (Jason Fischer x kovachii) (US) 国産のグレン・デッカー。最初に米国等で交配 

された時はペタルの細いものが多かったが、本交配は右写真の様なペタル幅の 

広い兄弟が咲いている。丈夫な親を使っているので子供も強健。 

株サイズ：リーフスパン 30～35cm リード１芽 販売数３株  

Phrag. (Fritz Schomburg x kovachii) フラグミペディウム（フリッツションバーグ x コバキー） (2 作) 11,000 

509 (US) コバキーの子供で最も優れた結果を出している濃ピンクの巨大な品種に 

コバキー自体をかけた戻し交配。さらに巨大な花が生まれるに違いない。国産 

の実生なので暑さに順応した株。写真は母体の開花例と花粉親は実際のもの。 

株サイズ：リーフスパン 20～25cm リード１芽 販売数３株  

Fdk. Beverly Danielson ‘Midnight’ GM/JOGA フレッドクラークアラ ビバリーダニエルソン‘ミッドナイト’ (BS) 110,000 

510 (Fdk. After Midnight x Ctsm. Orchidglade) (FD) 2018 年に年間最高ポイン
ト 94pts で GM を獲得し入賞花集の表紙を飾った黒く巨大な花。NS8cm

超の花が１花茎に十数輪着くさまは圧巻。広く出回っているアフターダー
クとは桁違いの花。株サイズ：花芽付リードバルブ含んで４バルブ(ＯＧ) 
販売数１株 

 



 

23 
 

Cycd. Jumbo Jewel ‘Sunset Valley Orchids’ AM/AOS ｼｸﾉﾃﾞｽ ｼﾞｬﾝﾎﾞｼﾞｭｴﾙ‘ｻﾝｾｯﾄﾊﾞﾚｰｵｰｷｯｽﾞ’ (BS) 5,500 

511 (Morm. badia x Cyc. haagii) (FD) ペタルとセパルが展開した黄色のモーモデス 

の原種に、丸く白いリップに濃緑色の花弁をもつシクノーチス原種をかけた交配。 

SVO のセレクト個体で入賞花のオリジナル分け株。写真は本個体のもの。 

株サイズ：リードバルブ含んで４バルブ 販売数２株  

(Morm. Virgen del Valle x Morm. hookeri) (ﾓｰﾓﾃﾞｽ ｳﾞｧｰｼﾞｪﾝﾃﾞﾙｳﾞｧﾚ x ﾓｰﾓﾃﾞｽ ﾌｰｹﾘ) ･･ (BS) 8,800 

512 (US) 母体は（sinuate x hookeri）なので濃紅紫の花弁に赤黒い筋が入る 

モーモデス。それをフーケリに戻したモーモデス最新交配種。丸みを帯びた 

リップが反り上がって咲く花が密になって房状になる。写真は両親のもの。 

株サイズ：リードバルブ含んで２バルブ 販売数３株  

(Ctsm. Chuck Taylor x Ctsm. tigrinum) (カタセタム チャックテイラー x カタセタム タイグリナム） (BS) 9,900 

513 (US) デンティキュラータム由来の無数に入る点を母体から、地色の白さは 

花粉親から受け継ぐカタセタム最新交配種。セパル、ペタルに入る粗い点と 

欠刻の入った白いリップのコントラストが美しい。写真は兄弟株のもの。 

株サイズ：リードバルブ含んで２バルブ 販売数２株  

(Cyc. Richard Brandon x Morm. Exotic Treat) (ｼｸﾉﾁｪｽ ﾘﾁｬｰﾄﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾝ x ﾓｰﾓﾃﾞｨｱ ｴｷｿﾞﾃｨｯｸﾄﾘｰﾄ) (BS) 8,800 

514 (US) 驚くほど広いペタルをもつオレンジ色のシクノーチスに、点が密に入る 

モーモデスをかけたシクノデスの最新交配。おそらくオレンジの地色で無数に 

点が入る花が密に咲くものが生まれるのではないか。写真は両親のもの。 
株サイズ：リードバルブ含んで２バルブ 販売数３株  

(Cl. Grace Dunn x Cl. dodsoniana)（クロウェシア グレースダン x クロウェシア ドッゾニアナ） (BS) 8,800 

515 (US) クロウェシアの最新交配種。おなじみの香りのあるピンクの小輪が密に 

咲き房のようになる花を母体に、グリーンのスジがひときわ美しいこちらも 

花が密に咲くタイプをかけた白花系最新交配。おそらく花持ちも良いだろう。 

写真は両親のもの。 株サイズ：リードバルブ含んで２バルブ 販売数３株  

Clo. White Magic クロウェセタム ホワイト・マジック ･････････････････････････ (BS) 9,900 

516 (Cl. warczewitzii x Ctsm. Orchidglade) (US) クロウェシア ワーセヴィッツィー 

の子供らしいイエローグリーンの花や、花粉親のオーキッドグレード由来の 

紅色がペタルやリップにのる花が生まれている。写真は両方とも兄弟株のもの。 

株サイズ：リードバルブ含んで３バルブ 販売数３株  

Fdk. Barbara Alfaro フレッドクラークアラ バーバラ・アルファロ ･････････････ (BS) 6,600 

517 (Fdk. Enter Light x Ctsm. Orchidglade) (US) 花の咲いている期間が長いフレッド 

クラークアラで人気のグリーン系交配。実生なので色がのる個体も生まれるが、 

基本的にはグリーンの花が多い。写真は兄弟株の開花例。 

株サイズ：リードバルブ含んで３バルブ 販売数３株  

Den. parishii fma. coerulea x sibling デンドロビューム パリシー, セルレア ･･･ (BS) 3,850 

518 (US) 人気のパリシー, セルレアのシブリング。実生なので青紫色の乗り 

具合は個々の株で異なると思われるが、そこがまた実生の楽しいところ 

でもある。掲載写真はセルレア個体の開花例。 

株サイズ： PH10～12cm、２～３バルブ（2.5号鉢） 販売数５株  

Den. Cheeky ‘Sandhills’ HCC/AOS デンドロビューム チーキー ‘サンドヒルズ’ (BS) 6,600 

519 (Rutherford Blushing Bride x Candice) (FD) キンギアナムの血が 4 割ほど入った 

デンドロの交配種。白いものや紫一色のものは多いがこのようにフラメアの 

ように桃紫色の模様が入るものは珍しい。たくさん花の着いた姿は素晴らしい。 

株サイズ：PH 約 20cm、４～５バルブ 販売数３株  

Holcoglossum lingulatum ホルコグロッサム リンギュラタム ･･････････････････ (BS) 4,400 

520 中国南部からベトナムに自生するホルコグロッサムの原種。距をもちコラム 

付近がピンクに染まる白い花が咲く。やや尖った硬い葉をもちコンパクトな 

サイズで咲くが、木を作れば輪数が増えていく。写真は兄弟株の開花例。 

株サイズ： PH16cm x PW10cm 販売数３株  

Microcoelia stolzii ‘Kathy Fenwick’s Medusa’ CHM-CCE/AOS ﾏｲｸﾛｾﾘｱ ｽﾄﾙﾂｨｰ (BS) 13,200 

521 (FD) アフリカ南東部原産の無葉らんの珍品。暑さ寒さに強く樹勢がとにかく 

凄い。AOS にて CHM と CCM を同時獲得した個体で、最近になって CCE も 

獲得。愛らしい白い花が無数に咲いて、株が大きくなると数千輪着花する。 

株サイズ：PH10cm x PW15cm  販売数２株  
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601～621  久栄ナーセリー                    お問い合わせ先 Tel: 0749-28-4425 

 

Epi. parkinsonianum ’Oyamazaki’  パーキンソニアナム ‘大山崎’･････････････････ (1 作) 22,000 

601 （FD） 蘭花譜に描かれたことで知られる大山崎の個体。洋蘭の神様と言われ 

園丁を務めた後藤兼吉氏が最もお気に入りだったと伝わる個体。 

オリジナル株 販売数 1株 

 
C. aclandiae アクランデエ (‘エンヴィ’x セルフ)････････････････････････････････ (1 作) 16,500 

602 (‘Envy’x self)(US) 米国の著名趣味家 Envy さんの選別個体のセルフ苗。 

始めての開花情報は、親株のような色彩で、極めて丸い花型が印象的な美花 

とのこと。4倍体らしい株姿からも期待大の苗。写真は親株。 

販売数２株 

 

C. maxima, rubra strain マキシマ，ルブラ系  ･･･････････････････････････････････ (1 作) 6,600 

603 (' Gorgeous' X 'Natural World') (ゴージャス X ナチュラルワールド) (US)   
多花性でバランス良い最高個体に、極濃紫赤色花との交配。人気の実生苗。 
写真は同交配開花例。3号鉢  

販売数 5 株  

C. rex, flamea レックス，フラメア系･･･････････････････････････････････････････････ (2.5号) 4,850 

604 flamea ('Pritania' x select)（US） 花弁に紫紅色のフラメアが入る花を 

狙ったシブリング実生苗。2世代目のフラメア苗なので期待大。 

素直に育ってます。販売数５株 

 

C. violacea, fma. rubra 'Tsiku Taiwan' SM/TOGA ･･････････････････････････････ (2.5号)7,700  

605 (MC)  'Muse'のセルフからセレクトされた SM 受賞の濃色優良個体。 

栽培は親株の時より格段に容易となり、おすすめ。 

販売数 2 株 

 

Bc. 未登録 (Catherine H. Chatham x C. Shellie Compton) ･･･････････････････ (1 作) 4,400 

606 (US）Bc.(キャサリン Ｈ．チャザム x C.シェリーコンプトン)  

大きなセミアルバが咲いている国産の実生です。 

販売数５株 

 

 

Bc. 未登録(B. nodosa x C. Sanyo Splash) ････････････････････････････････････ 
 

(1 作)  3,850 

607 (US）この交配は特にリップが大きく咲くのが特徴で、かなりの迫力のある 

花が咲いています。リップの模様もベタ赤から模様まで個体変化あり。 

世界的に人気となっているﾉﾄﾞｻ系交配の中でも当たり交配。販売数５株 

 

Eny. 未登録 (Gcy.Kyoguchi x C. walkeriana, coerulea)  ････････････････ (BS) 5,500 

608 (US) ((旧)レインボーブリッジ) 香りが人気のキョーグチにワルケリアナの 

セルレアを交配した新色ねらいで、香りを期待。残り僅かとなりました。 

販売数 2 株 
 

Rlc. Chief Queen 'Lightning' チーフ クイーン‘ライトニング’･･････････････････ (1-2 作) 4,950 

609 (Chia Lin x Village Chief Talent) (MC)  

チアリンの血を引くオレンジ系のスプラッシュ花。コンパクトな株で 

素直に開花する大輪花。新発売 販売数 5 株 
 

Rlc. Hey Song 'Flame Dance'  ヘイ ソング ‘フレ－ム ダンス’･････････････････････ (1-2 作) 4,950 

610 (Shinfong Lisa x Maitland) (MC) メリクロン変異を期待した株。覆輪や中斑など

が多く出る変わった注目種。赤花の銘花『チアリンの従兄弟』にあたる花型の

よい大輪のメリクロンなので普通に咲いても赤の大輪花。販売数 5 株 
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Rlc. Vermonts Green Mountains 'Tomei' バーモンツ グリーン マウﾝﾃﾝス ‘トウメイ’ (3.5 号) 8,800 

611 (Rlc.Green Giant x Rl. digbyana)(FD)  

冬の蘭展では、香りの審査でタイトルを総取りするほどに認められた、香りが売りの 

カトレヤです。薄日程度の日差しが最もよく香るようです。オリジナル分け株 

販売数３株  

Bc. Carnival Kids 'Green Gem' BM/JOGA カーニバル キッツ ‘グリーン ジェム’･ (1 作) 3,850 

 

612 (B. nodosa x C. dormaniana)  (MC)  

鮮明なグリーンとリップの赤が派手なコントラストでよく目立つ秋咲きの 

人気種。2.5号鉢で 1作～開花サイズ。販売数 5株 

 

Phal. Purple Gem 'No.4' パープルジェム‘No.4’    10年以上の大株 ････････････ (6 号) 44,000 

 

613 (Phal. エクエストリス× プルチェリマ) 最も濃色な選別個体として10年以上

栽培した株です。6 号鉢に 15 芽ほどあり多数の花が上がると見事。 

分け株なしの全株販売。  販売数 1 株 

 

Phal. Memoria Val Rettig メモリア バル レティグ･･････････････････････････ (BS) 3,850 

614 (Anna-Larati Soekardi x pulcherrima)(MC) 日本で高人気種同士の交配。 

今までに無かった美しいセルレア花で、可愛い 3弁花を多数つける。 

株はシルバーリーフとなっており葉を見ているだけでも中々よい。  

販売数３株  

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

615 (US) 極小型の原種 通常リップは褐色のところ、鮮黄色の色彩となり 

可愛らしい。2～2.5ｃｍの花を多数咲かせる。香りあり。 

販売数３株 

 

Phal. Liu's Berry 'Trinity'  リュウズ ベリー‘トリニティ’･･････････････････････ (BS) 3,850 

616 (Eduardo Quisumbing x parishii) (MC)  鮮やかな色彩が華やかで可愛い 3弁花。 

‘トリニティ’は他の個体より花が大きく 10輪以上つけるので見応えあり。 

販売数 5株 

 

Bulb. maximum マキシマム ････････････････････････････････････････････････ (BS) 9,900 

617 (=oxypterum)  西～中央アフリカ 花茎は 50cm 程になるコブラオーキットの

アルバタイプ？ 花茎が濃グリーンで鮮黄緑色の小花を順次咲かせる希少種。

※花色は栽培環境により変化あり。販売数２株 

  

Rhipidoglossum pulchellum リピドグロッサム プルケラム･･･････････････････････  (BS)  5,500 

618 (US)  中央アフリカ アングレカムに近縁の小型種。径 2-3cm の花を多数 

つける希少種。花弁は乳白色半透明。香り。2.5号鉢植え。 

販売数２株 
 

Sns. juncifolia 'Five Stars' シェノルキス ジュンシフォリア ‘５スターズ’･･････････ (BS)  3,850 

619 (FD) マレーシア ブドウ状に多数の小花をつける種で、販売品は濃紫色の 

美花をつける選別個体の分け株。 

販売数３株 

 

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

620  (US) 特にブルーの色彩や花型が素晴らしく、同交配から入賞花も出ている 

優良交配。1 作～開花サイズ 

販売数 3株 

 

V. Chulee 'White'  チューリー‘ホワイト’････････････････････････････････････････ (BS)  5,500 

621 (Richard Peterson x Manuvadee) (MC) 

世界中の白色バンダの中で、総合力でトップとの評価を得ている種。 

小柄な株の割に、大輪を咲かせる白色大輪種。 

販売数 2株  
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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   品薄状態が継続しており、品切れの際は入荷までしばらくお待ちいただく場合がございます。 

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

ミニパック   (約 150g 5A 国内にて選別袋詰め) …….……………¥1,320 

 小袋      (約 500g入 5A 国内にて選別袋詰め) ……………...¥3,500 

中袋      (約 1kg 入 5A 国内にて選別袋詰め) ………………¥6,300 

大袋      (約 3kg 入 4A ニュージーランドにて選別袋詰め) ..¥14,300 

             特上大袋    (約 3kg 入 5A ニュージーランドにて選別袋詰め) ..¥16,500 

アイデアルミックス   

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

特製配合コンポスト。主な材料：日向土、ゼオフィール、バーク、木炭など 

             ミックス 1号 大粒 (5㍑入) .......................................................¥1,200 

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

              ミックス 2号 小粒 (5㍑入) ……………………………………….¥1,500 

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

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

 
ニュージーランド産バーク  ….……..…..….  各粒ともに  (35㍑入大袋) ¥3,200  (5㍑入袋)  ¥750  

品薄状態が継続しており、品切れの際は入荷までしばらくお待ちいただく場合がございます。 

ラディアタパインの樹皮から製造されたもので、型崩れしにくく、空気及び水分 

容量が高く、窒素安定化も行われている。軽石との混用もよいでしょう。 

 L (大粒 = 9～12mm)  カトレヤ、ファレノプシス、バンダなど 

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

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

ゼオフィール   小粒 （5～10mm) …………………………………………..(5㍑入) 各¥1,300 

        多孔質鉱物であり活性炭作用をもつので、通風をよくし、有害ガスを吸着し、コンポストを 

清浄に保ちます。 

園芸用木炭粒  ..大粒(約 15～20mm粒) 5㍑入り ¥2,300  中粒(約 10mm粒) 5㍑入り ¥2,300 

        多種の微量要素を含む植物性炭素。鉢内の通気効果の促進、保水力増大、肥料 

消費量節約などに効果があり、根腐れや肥料負けの減少に役立ちます。 

粒のサイズは大小 2種類。コンポストに混ぜて使用すると良いでしょう。 

◆ 植 込 容 器   

素焼鉢 ・素焼浅鉢 

ランに適した、通気性に特に優れた根腐れしにくい素焼き鉢を 

取り扱っております。浅鉢は、高さが直径のほぼ半分です。 

サイズ 

(直径 cm) 

2 号 

(6.0) 

2.5 号 

(7.5) 

3 号 

(9.0) 

3.5 号 

(10.5) 

4 号 

(12.0) 

4.5 号 

(13.5) 

5 号 

(15.0) 

6 号 

(18.0) 

7 号 

(21.0) 

8 号 

(24.0) 

9 号 

(27.0) 

10 号 

(30.0) 

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

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

サイズ 

 
(直径 cm) 

2.5 号 

(7.5) 

3 号 

(9.0) 

3.5 号 

(10.5) 

4 号 

(12.0) 

5 号 

(15.0) 

プラポット ¥50 ¥60 ¥75 ¥90 ¥120 

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

サイズ 

(直径 cm) 

2 号 

(6.0) 

2.5 号 

(7.5) 

3 号 

(9.0) 

ポリポット(10 個組) ¥120 ¥150 ¥180 

チーク製バスケット 

       大 (内法約 18cm 角) …¥1,100 中 (内法約 13cm 角) …¥900  小 (内法約 8cm 角) …¥700 

       上記 3 個 1 組のセット販売 …¥2,300 

◆ 着 生 栽 培 用 資 材   

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

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

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

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

パインボード  

      人気沸騰中の中国松の樹皮板。適度に保湿性があり、根張りの良さも実証済み。 

(厚さ約 2.5～3.5cm x幅約 11～13cm x長さ約 15cm)  1個 ¥400   3個セット ¥1,000 

      (厚さ約 2.5～3.5cm x 幅約 8～10cm x 長さ約 15cm)  1個 ¥300   4個セット ¥1,000 

◆ ラ  ベ  ル   

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

種名を記すだけでなく、多色のラベルを目印としてランの管理に活用するのも 

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

白、黄、緑、橙、桃、赤、藤、青、ベージュ、サーモン、グレー の 11色。 

◆ 肥   料   

ピータース 

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

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

    (N) － (P) － (K) 

    18 － 18 － 18 (一般洋ラン用) ………………(500g 入) ¥1,800    (200g 入) ¥950 

    30 － 10 － 10 (成長初期用) ………..………(500g 入) ¥1,800    (200g 入) ¥950 

    10 － 30 － 20 (開花促進用) ……………..…(500g 入) ¥2,200   (200g 入) ¥1,300 

バイオゴールド・オリジナル (BO) ……………….(900g 入袋) ¥1,320  (5kg 入袋) ¥5,610 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

◆ 殺  菌  剤   

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

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

水 1㍑に対し 50gを溶かします。2～3分つけて使用して下さい。 

◆ 病 害 虫 対 策   

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

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

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

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

ベニカ Xスプレー .........................................................................................(420ml入り) ¥880 

    植物の病気の予防と治療、害虫退治に。植物への展着性が良く、安定性に優れた殺虫 

殺菌剤。アブラムシの忌避作用有り。そのまますぐに使えるスプレーボトル入り 

ベニカ Xファインスプレー .....................................................................(1,000ml入り) ¥1,430 

    カイガラムシ、アザミウマ(スリップス)、アブラムシ、ハダニなどの洋蘭の大敵に効き、 

    スプレータイプなので気づいたときにサッと施せる便利な一品。病気の予防にも。 

ベンレート水和剤 .....................(0.5g×10 袋入り)（=2,000 倍液 1 リットル×10 本分）   ¥715 

広範囲の病気(特にカビによる病気)にしっかり効く。予防効果とともに治療効果があります。 

早春の萌芽前のほか、梅雨どき、秋雨の時期は、予防散布すると良い。 

オルトラン DX 粒剤 .......................................................(200ｇ入り)¥1,100  (1kg 入り)¥1,430 

  殺虫成分を 2 種類配合。株元にばらまくだけで、浸透移行性の薬剤が植物に吸収され、 

アブラムシ、カイガラムシなどの害虫を退治します。蕾が出る直前にも散布し、ランの 

大敵スリップス(アザミウマ)の害も防ぎましょう。屋外から屋内へ取り込む時にも使用。   

カイガラムシエアゾール …………………………….…………………………….. (480ml) ¥946 

    2 つの殺虫成分が浸透し、殺虫効果が持続するので、隠れている厄介なカイガラムシも 

効果的に退治します。夏季だけでなく冬季の越冬成虫にも有効。強力なスプレータイプ 

のジェット噴射でしっかり薬剤が届きます。 

ナメクリーン３ ……………………………………….……………………….. (1kg 袋入) ¥1,980 

    なめくじ・カタツムリ駆除剤。顆粒状で使いやすいメタアルデヒド粒剤です。梅雨時 

の他、予防的に時々鉢や栽培棚に撒くと良い。新芽や蕾が出る前の時期は特に忘れずに。 

◆ 支 柱 用 針 金   

洋ラン用カラー鉄線 (鉄線をカラー塩ビで被覆したもの)  

 (色) (No.) (太さ) (長さ) (20 本束) (100 本束) 

太 イエローグリーン #8 外径約 4.0mm 90cm ¥1,700 ¥6,400 

中 〃 #10 外径約 3.2mm 90cm ¥1,000 ¥3,800 

〃 〃 〃 〃 60cm ¥800 ¥3,000 

〃 〃 〃 〃 45cm ¥650 ¥2,450 

細 〃 #12 外径約 2.6mm 60cm ¥600 ¥2,300 

〃 〃 〃 〃 45cm ¥520 ¥2,000 

極細 〃 #14 外径約 2.0mm 60cm ¥400 ¥1,500 

〃 〃 〃 〃 45cm ¥350 ¥1,300 
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◆ 便利グッズ     

便利な小物の利用で、支柱たてなどの作業が、とても楽に失敗なくできます！ 

ステムクリップ  

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

ビウムのバルブを支柱へしっかり固定できる大きめのサイズです。 

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

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

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

止め吉 

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

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

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

②バルブや花茎を支柱に寄せ、止め吉の先端をひねってとめます。  

③外す時もカンタン！ 何度も再利用できます。 

支柱キャップ 

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

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

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

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

◆ 吊 金 具   

自家製鉢吊り用金具 (カラー鉄線を利用した簡易吊金具) 

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

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

                    L (長さ約 60cm) ¥1,650    M (長さ約 30cm) ¥1,320    S (長さ約 10cm) ¥1,100 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

 （2021 年 8 月 価格改定） 

ダイオラッセル 

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

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

反射し遮光性に優れています。 

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

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

ダイオラン#50  ＊ 〃 〃 約 50％ 2m  切売 m ¥800 

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

 

 

ワンタッチで鉢（縁のある形のも

の）にはめるだけ。 

M サイズ・L サイズは、このように

吊るして使います。 
S サイズは、壁面ネットに 

掛けて使います。 
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ダイオミラー 

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

ダイオミラー#40HB-6 ラッセル編 銀・黒 約 40% 2m 50m 1 本 ¥37,840 

ダイオミラー#50HB-6 ラッセル編 銀・黒 約 50% 2m 50m 1 本 ¥41,580 

ダイオミラー#60HB-6 ラッセル編 銀・黒 約 60% 2m 50m 1 本 ¥44,770 

ダイオネット 

    スダレ編みの最もポピュラーなもので、経済性にも優れている。 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  ＊印はメートル単位でご希望の長さにカットして当社よりお送りします。 

◆ 吊  具 (ダイオネット、ダイオミラー、ダイオラン用)   

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

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

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

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

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

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

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

サニーコート 

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

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

(品 名) (幅) (長さ) (単位) (価 格) 

サニーコート内張用 115cm－原反－ 100m 1 本 ¥20,240 

〃 135cm－原反－ 100m 1 本 ¥23,760 

〃 150cm－切断加工－  50m 1 本 ¥15,840 

〃 150cm－原反－ 100m 1 本 ¥26,400 

〃 185cm－切断加工－  50m 1 本 ¥19,540 

〃 185cm－原反－ 100m 1 本 ¥32,560 

〃 200cm－切断加工－＊  20m 1 枚 ¥10,560 

〃 200cm－切断加工－  50m 1 本 ¥21,120 

〃 200cm－原反－ 100m 1 本 ¥35,200 

〃 230cm－原反－ 100m 1 本 ¥40,480 

〃 270cm－原反― 100m 1 本 ¥47,520 

〃 300cm－原反－ 100m 1 本 ¥52,800 

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

※ 沖縄、離島の送料は実費申し受けます。（金額はお問い合わせください） 

※ 原反単位の加工(中継ぎ加工など)をお受けいたします。(加工費別) 

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

    サニーコートの接着用に開発された強力な農業用両面接着テープです。 

◆ 洋 ラ ン の 書 籍     

あなたの‘ランをいつくしむ暮らし’が大きく広がる、おすすめの本！ 

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

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

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

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

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

繰ってみてください！とても良い本だと思います。おすすめします。 

ＪＯＧＡ入賞花集 Vol.38 書籍版(日本洋蘭農業協同組合刊)...¥2,000（消費税込）送料 ¥100

  2019 年の入賞花の写真とデータをすべて掲載した入賞花集です。トップクラスの花を知ると、 

洋ラン観賞、栽培の楽しみも大きく広がります。2020 年版は、2021 年の入賞花と共に 2022 年 

7 月頃発行予定。  バックナンバー（一部￥1,800 消費税込）もございます。（右の画像は Vol.38） 

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

  1973 年の審査開始以来 2020 年までの、約 17,000 点に及ぶすべての入賞花の記録と画像を一発検索。 

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

入賞花の変遷を知ることができます。 

                      ※書籍等はセール時の割引対象外です。 

             
 

 kokusai_nursery 

@kokusainursery   

                                 @kokusai_nursery 
kokusaiengei.com 

11 月上旬に 3 日間開催！ 

秋～冬はシース・つぼみ付

き株がたくさん揃い、お買
い物も楽しみ。温室の冬支
度のご相談もお気軽にど

うぞ。 イベントに合わせ
リストも発行します！ 

3 月末に 3 日間開催！ 

C. intermedia を中心に、
様々な春の蘭が温室を彩

ります。出品もお買い物も
お楽しみください！ 

イベントに合わせリスト

も発行します！ 
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ご注文に際しご一読ください 

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

◎ ご注文とご送金 

・ ご注文には同封の注文書をご利用いただくと便利です。 

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

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

お知らせいたします。 

    ・ ご送金は現金書留、郵便振替、銀行振込いずれでも結構です。 

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

いずれも 国際園芸株式会社 口座です。 

 郵便振替：００１４０－５－３４３１１ 

 三井住友銀行 伊勢原支店 普通預金 ：６５６２３８３ 

 み ず ほ 銀 行 平 塚 支 店 普通預金 ：１９８９５６８ 

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

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

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

    ・ 通信販売では下記のクレジットカードがご利用いただけます。 

VISA，MasterCard，American Express, JCB, Diners 

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

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

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

ンにてお支払手続きをお願いいたします。     

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

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

          代金引換手数料は下記のとおりです。 

ご利用代金総額       33,000 円（税込）未満 330 円 

33,000 円（税込）円以上          サービス 

◎ 発送と荷造送料 

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

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

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

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

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

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

      荷造・送料一覧表    

 

Ⓐ 

洋蘭お買上金額 33,000 円未満 

（税込） 

Ⓑ 

洋蘭お買上金額 33,000 円以上 

（税込） 

① 関東、南東北、北陸、中部、信越 一律 ￥1,200 サービス 

② 北東北、関西 一律 ￥1,400 サービス 

③ 中国、四国 一律 ￥1,500 サービス 

④ 北海道、九州 一律 ￥1,600 サービス 

⑤ 沖縄 一律 ￥1,800 サービス 

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


