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2022 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 

Cattleya Alliance Species  カトレヤ系原種 

C. harrisoniana fma. aquinii ‘K-1’ ハリソニアナ，アクイニー‘K-1’････････････ (BS) 33,000 

1. (‘Volcano King’ FCC/AOS × peloric ‘Next Generation Splash’ AM/AOS) 

ブラジル。夏～秋咲きの双葉系種。現在注目のカトレヤブリーダーの交配

からの開花。peloric ‘Next Generation Splash’のペタルはやや尖って、先

端にクサビが強く入るが、本個体はより丸みのある大きなペタルで、基部

から先端にかけ乳白色～黄色のクサビが入る。 

分け株無しのオリジナル株。 

 

C. bicolor fma. coerulea ‘Taganosato’ ビカラー，セルレア‘タガノサト’･･･････ (BS) 33,000 

2. (FD)  

ブラジル。夏咲きの双葉系種で、セルレア系実生からの選別個体。ペタ

ル、セパルは緑～淡い茶褐色で本種の特徴でもあるフラットで先端が扇状

に広がるリップはムラの少ない青紫。 

3 リード、8 バルブの良株。オリジナル株。販売数１株。 

 

C. intermedia ‘R0191’ インターメディア‘R0191’･･･････････････････････････ (BS) 16,500 

3. 6423 (marginata ‘F-1’ × tipo ‘Int-01’) 

セミコンカラーとも言われている花全体がピンク地でリップ先端にラベン

ダーを彩る配色。ペタルは根元からふっくらとし、先端が丸っこく柔らか

い印象が優しい桃色とマッチして可憐。初花での選別。 

分け株無しのオリジナル株。 

 

C. intermedia fma. aquinii-orlata ‘R0012’ インターメディア，アクイニーオルラタ‘R0012’･･ (BS) 16,500 

4. 6424 (marginata ‘F-2’ × tipo ‘Int-01’) 

有名個体 flamea ‘Sander’を思わせるくっきりとした一文字のクサビが特

徴。本交配からは大きくフラットなペタルにクサビの入る花が多く出てい

る。初花での選別。作上がりに期待。分け株無しのオリジナル株。 

 

C. intermedia fma. orlata ‘R0065’ インターメディア，オルラタ‘R0065’････････ (BS) 19,800 

5. 6389 (orlata ‘Fujiwara’s Select’ × ‘True’) 

丸みがあって太目のペタルを持つ花が多く咲いている本実生からの開花の

中でも、ペタル、リップが大きく、力強い花。初花の開花ながらもリップ

に色抜けや欠けがほとんどなく、作上がりに大いに期待できる良花。初花

での選別。分け株無しのオリジナル株。 
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C. labiata ‘211015’ ラビアタ‘211015’･･････････････････････････････････････ (BS) 33,000 

6. (× sib.) 

ブラジル原産、ラベンダー大輪の元祖ともいえる原種。色濃い rubra タイ

プを使ったシブリング実生からの選別品。リップの黄目はやや喉奥にひっ

そりと隠れ、ペタル先端には、さり気ないクサビが入る。強健で咲きやす

く、1 花茎に 5 輪程。秋咲き。甘い香りの人気種。分け株無しのオリジナ

ル株。 
 

C. pygmaea ピグメア････････････････････････････････････････････････････ (BS) 3,850 

7. (× sib.) 

ブラジル原産、元 Sophronitis 系の本属最小種。5cm 程の極小型の株に赤

朱色の 2~3cm 程の花を咲かせる人気種。板付け栽培にも好適なミニチュ

ア。国内実生。主に夏～秋咲き。 

 

C. tenebrosa テネブロサ･････････････････････････････････････････････････ (7.5) 3,300 

8. ('Tanikawa' SSM/JOGA × 'Mille-Feuilles') 

ブラジル東部。purpurata に似る初夏咲き単葉系人気種。ほかにはない茶

褐色の花色が野性味溢れる大型種。’Tanikawa’は入賞時 NS19.8cm の大輪

個体。初夏咲き。 

 

Cattleya Alliance Hybrids  カトレヤ類交配種 

Ctt. Amazon Trick ‘Slender’ BM/JOGA アマゾン・トリック‘スレンダー’･･･････ (シース付) 6,600 

9. (Ctt. Trick or Treat × C. cinnabarina) (MC)  

鮮やかな中長茎多花性の代表種 Trick or Treat を使った交配の入賞花メリ

クロン。名前の通りスレンダーでコンパクトな株の頂点から伸びる花茎に

10cm 程の鮮やかなオレンジの花。生育旺盛で株立ちに育てやすく、大き

くなれば 1 花茎 15 輪程。花もち良好。冬～春咲き。在庫少数。 

 

Bc. Amethyst ‘Red Firework’ アメジスト‘レッド・ファイアーワーク’･････････ (BS) 4,950 

10. (C. purpurata × B. cuculata) (MC) 

B. cuculata の趣をそのままに、花全体に美しく赤紫色を彩り、リップは

大きくやや濃色でよく目立つ。株は細身ながら 10cm を超える大きな花を

咲かせる。やや不定期性があるも主に春、秋咲き。前回入荷時にご好評い

ただいたため再入荷。 

 

C. Antonetta Mahan ‘Seto’ アントネッタ・マハン‘セト’･･････････････････････ (BS) 33,000 

11. (Marcia Foster × J. A. Carbone) (FD) 

大輪整形の有名交配。ペタルは大きくオーバーラップ、締まり良いローブ

に、くっきりとコントラスト良い黄目が特徴の貴重な選別個体。春咲き。

オリジナル株。販売数１株。 

 

C. C. G. Roebling ‘K-1’ C. G. レブリング‘K-1’･･････････････････････････････ (BS) 38,500 

12. (‘Beach View’ × ‘Blue Indigo’ AM/AOS) 

(gaskelliana × purpurata)で作出された秋咲きのセルレア系交配。日本で

もよく知られる有名 2 個体を使ったシブリング実生からの選別個体。発

色よくペタルを彩るフラメアに、締りよいローブに、先端がしっかりと展

開して大きい、親個体を凌ぐ迫力のあるリップが特徴。 

2 リード、10 バルブの大株。分け株無しのオリジナル株。 
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Ctt. Chocolate Drop ‘Maku̒u Lemon Drop’ チョコレート・ドロップ‘マクウ・レモン・ドロップ’･･ (1 作) 5,500 

13. (C. guttata × Gur. aurantiaca) (MC) 

艶のある赤褐色の‘Kodama’ AM/AOS が日本でもよく知られているが、こ

の個体は aurantiaca に近い鮮やかで艶のある黄橙色の花弁、リップはク

リームイエローの個体。丈夫で展示会向き。ボール咲きの鮮やかな秋咲

き。 

 

Rlc. Cosmo-Pameleen コスモ・パメリーン･･･････････････････････････････ (シース付 BS) 5,500 

14. (Rlc. Pamela Hetherington ‘Coronation’ FCC/AOS 

× C. Cosmo-Queen ‘Fragmet’) (US) 

パステルピンク整形巨大輪の有名個体と、ひときわ濃いラベ

ンダーでリップが目立つ極整形大輪花の交配。今シーズン期

待できるシース付き限定５株。 

 

Rlc. Cosmo-Peony コスモ・ピオニー････････････････････････････････････ (シース付 BS) 5,500 

15. (Pamela Finney ‘All Victory’ BM/JOGA  

× Owen Holmes ‘Mendenhall’ SM/JOGA) (US) 

ラベンダー系巨大輪と赤色系整形花の交配。独特で濃厚な色

彩の巨大輪良花が咲き始めている。主に秋～冬咲き、写真は

初花開花例。シース付き限定５株。 

 

Rby. Everything Nice ‘Exquisite’ AM/AOS  

エブリシング・ナイス‘エクスクイジット’･･･････････････････････････････････ (BS) 5,500 

16. (Rlc. Memoria Helen Brown × B. perrinii) (MC)  

1981 年登録のクラシック。名花 Memoria Helen Brown と小型の

Brassavola の交配で、ライムグリーンの花弁に映える全面紅紫を彩るリ

ップ。一輪の花径は 10cm 程だが、入賞時は 1 花茎に 8 輪咲くなど、複

数輪咲いたときは特に可憐。販売数３株。 

 

Bc. Golden Glory ‘Apollo’ SM/TOGA ゴールデン・グローリー‘アポロ’･････････ (1-2 作) 3,850 

17. (Bc. Richard Mueller × C. tenebrosa) (MC)  

黄色地に赤褐色の細点が特徴的のノドサ系交配有名種 Bc. Richard Mueller

に初夏咲きの大型カトレヤ C. tenebrosa という交配から生まれた入賞

花。ノドサ系らしい行儀良い株姿に 5~6 輪の丸いリップと鮮やかな橙と

黄色のコントラストが綺麗な花をつける。展示会で目立つこと間違いなし

の優秀花。 
 

C. Jungle Eyes ジャングル・アイズ････････････････････････････････････････ (NBS) 4,400 

18. (Jungle Elf × aclandiae) (MC)  

C. aclandiae の面影を強く持つ小型交配。株姿もコンパクトながら、

Jungle Elf に使われた鮮やかなレモンイエローが特徴のロックレリア C. 

esalqueana から引き継ぐ黄色地が鮮やかで aclandiae の特徴的な斑点や

リップの色合いを引き立たせている。 

 

Rlc. Mikawa Rainbow ‘K-13’ ミカワ・レインボー‘K-13’･･････････････････････ (BS) 13,200 

19. (Rlc. Surprise Rainbow × C. Penny Kuroda)  

Penny Kuroda の子どもらしい多彩なバリエーションのボール咲き双葉系

交配種より、ピンクがかった地にラベンダーの細点が入るやや珍しい花色

をセレクト。成育旺盛な強健。40～50cm 程の株で見ごたえある多輪咲

き。初夏咲き。分け株無しのオリジナル株。 
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Rlc. Mikawa Rainbow ‘K-23’ ミカワ・レインボー‘K-23’･･････････････････････ (BS) 11,000 

20. (Rlc. Surprise Rainbow ×C. Penny Kuroda)  

Penny Kuroda の子どもらしい多彩なバリエーションのボール咲き双葉系

交配種より、グリーンのセパルとのツートンが目立ち、ペタル全体にかか

るクサビが特徴のセレクト品。成育旺盛な強健。40～50cm 程の株で見ご

たえある多輪咲き。初夏咲き。分け株無しのオリジナル株。 

 

Rlc. Mikawa Rainbow ‘K-25’ ミカワ・レインボー‘K-25’･･････････････････････ (BS) 13,200 

21. (Rlc. Surprise Rainbow ×C. Penny Kuroda)  

Penny Kuroda の子どもらしい多彩なバリエーションのボール咲き双葉系

交配種より、Penny Kuroda ‘Spots’のような白地に現れるくっきりとした

クサビが特徴のセレクト品。成育旺盛な強健。40～50cm 程の株で見ごた

えある多輪咲き。初夏咲き。分け株無しのオリジナル株。 

 

Rlc. Omi Melody ‘First Sunrise’ オウミ・メロディ‘ファースト・サンライズ’･･･ 特価 (BS) 26,400 

22. (C. Melody Fair × Rlc. Dream Paradise) (FD) 

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。 

11 月 30 日までの特別価格。オリジナル株。販売数１株。 

 

C. Orglade’s Palette ‘K-1’ オーグレイズ・パレット‘K-1’･･････････････････････ (BS) 16,500 

23. (Penny Kuroda ‘Spots’ × aclandiae) 

ボール咲きクサビ花の有名個体 Penny Kuroda ‘Spots’と斑点が特徴的な小

型原種の交配。初花の開花時には、比較的明るい地色に細点が広く全体に

入る花を 5 輪。細身ながらもバルブは行儀よくまっすぐ伸びる。初夏咲

き。 

分け株無しのオリジナル株。 

 

C. Orglade’s Palette ‘0004’ オーグレイズ・パレット‘0004’･･･････････････････ (BS) 13,200 

24. (Penny Kuroda ‘Spots’ × aclandiae) 

ボール咲きクサビ花の有名個体 Penny Kuroda ‘Spots’と斑点が特徴的な小

型原種の交配。Penny Kuroda を使った交配で期待されるクサビ花。先端

に行くほどほぼ全幅に至る強いクサビが入るが、しっかり展開する個体。 

分け株無しのオリジナル株。 

 

C. Orglade’s Palette ‘0008’ オーグレイズ・パレット‘0008’･･･････････････････ (BS) 11,000 

25. (Penny Kuroda ‘Spots’ × aclandiae) 

ボール咲きクサビ花の有名個体 Penny Kuroda ‘Spots’と斑点が特徴的な小

型原種の交配。こちらもクサビが入る個体でもちろん展開良し。やや筋状

のクサビだが、ペタルは基部に近い部分から幅広く、点が少ないセパルと

のコントラストも目立つ花。 

分け株無しのオリジナル株。 

 

C. Ortolan ‘220430-1’ オートラン‘220430-1’･･･････････････････････････････ 特価 (BS) 7,700 

26. (C. G. Roebling (1896) × intermedia, coerulea-aquinii-orlata) (FD) 

秋咲きの有名人気セルレア系カトレヤにくっきりしたクサビが特徴の

intermedia の選別個体を交配した、国際園芸オリジナル交配からの選別個

体。intermedia を一回り大きくした程の株に 3～4 輪。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。 

11 月 30 日までの特別価格。オリジナル株。販売数１株。 
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Ctt. Sinsonte ‘Yellow Sparkle’ シンソンテ ‘イエロー・スパークル’･･････ 特価 (シース付) 13,200 

27. (Ctt. Trick or Treat × C. Sun Mist) (FD)  

鮮やかな中長茎多花性の代表種 Trick or Treat を使った交配で、本交配で

は黄色味が強い個体。ペタルやや幅広となり、前述の親を一回り大きくし

たような花径 8cm 程の中輪を 5～6 輪。くっきりとした黄橙の色合いが

良い個体。11 月 30 日までの特別価格。オリジナル株。販売数１株。 

 

C. Sweet Harmony ‘220524’ スウィート・ハーモニー‘220524’････････････････ (BS) 16,500 

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

大輪整形の有名個体 Horace ‘Maxima’に小型ブルー系の交配より、オーバ

ーラップする丸いペタルに、しっかり丸く開く力強いリップが特徴の選別

個体。写真は初花。本年 SBM を受賞した兄弟株も作上がりで花形がぐっ

と良くなったのでこの個体にも期待。オリジナル株、販売株１株。 

 

C. Suzanne Hye ‘Oyamazaki’ ズーザン・ハイ‘オオヤマザキ’････････････････ 特価 (BS) 22,000 

29. (gaskelliana × mossiae) (FD) 

1906 年登録のプライマリーハイブリッドのアルバタイプ。原種の趣その

ままに、リップ喉を彩る黄色部分と白い筋が非常に美しい個体。大山崎の

個体名を付けられた貴重なクラシックカトレヤ。冬咲き。 

11 月 30 日までの特別価格。オリジナル株。販売数１株。 

 

Bc. Taiwan Big Lip ‘Ta-Shin’ タイワン・ビッグ・リップ‘タシン’･･････････････ (NBS) 3,300 

30. (C. bicalhoi × Bc. Tetradip) (MC) 

Bc. Tetradip は大輪ラベンダー整形花の有名種 C. Bonanza (Bracey)に B. 

nodosa。本種はこれに dayana として知られる C. bicalhoi を交配したも

の。ノドサ系交配の特徴でもある斑点の目立つリップを残しつつ小型で全

体に淡い桃色となるミニタイプ。 

 

Rlc. Triumphal Coronation ‘Maruga’ AM/JOSトライアンファル・コロネーション‘マルガ’･･･ (BS) 27,500 

31. (C. Drumbeat × Rlc. Pamela Hetherington) (FD) 

言わずと知れた巨大輪整形花の同士の交配で、数多くの優秀花の中の一

つ。入賞時花径 18cm 程としっかりとした大輪でオーバーラップ。有名個

体’Seto’と比べるとリップに濃ラベンダーを彩るリップ黄目もはっきりと

コントラストが良い。貴重な分け株。 

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・コロネーション‘セト’･･･ (BS) 11,000 

32. (C. Drumbeat × Rlc. Pamela Hetherington) (MC) 

数ある優秀個体の中でも最も知られた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し、花径は約 20cm 程にまでなる展開良い冬咲

種で、数々の蘭展で賞を受賞している。強健で株姿よく育ち、香りの良さ

でも人気。在庫僅少。 

 

Rth. (Rth. Golden Starbright ‘K-1’ × Rlc. Goldenzelle ‘Lemon Chiffon’) 

（ゴールデン・スターブライト×ゴールデンゼル）･･････････････････････････ 

(シース付 BS) 

 4,400 

33. (US) 

鮮黄色の中輪丸形花と大輪系濃黄色花の交配。今シーズン初

花が咲きそうなので、シース付き限定５株をご案内。 
限定５株の中で最初に開花報告を頂いた方には、登録用の開花写真の撮影

を条件に登録命名権をプレゼント！株に添付される応募ラベルの写真と共

に、開花写真と希望登録名をお送りください。（登録は国際園芸が代行し

ます）※シース付きは今季の開花を保証するものではありません。 
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Other Major Genera  カトレヤ系以外の大属 

Den. anosmum fma. suavissimum ‘Hawaiian Dream’ 

アノスマム，スアビッシマム‘ハワイアン・ドリーム’･････････････････････････ (BS) 5,500 

34. (FD) 

フィリピン、タイ、インドネシアなど広域に自生する下垂タイプの原種。

極強健で生育旺盛。いくつかある色彩変化の中で最も人気のあるスアビッ

シマムタイプ。ピンクのリップが美しく、このタイプは花径 10cm 近くな

るものも多く、雄大に咲く。 

オリジナル株。 
 

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

35. (FD) 

中国からマレー半島に自生する下垂系人気種。小さいうちか

ら花付きよく、複数バルブで開花すると見事。本個体はペタ

ル幅広く、バランスの取れた良型選別個体。 

オリジナル株。 

 

Den. bullenianum ‘0358’ ブレニアナム ‘0358’･････････････････････････････ (BS) 33,000 

36. (FD) 

フィリピン原産。葉の落ちたバルブの節々に、数十輪がまとまってボール

状に咲く花茎を付ける。春～秋に数回、やや不定期咲き。色彩にはややバ

リエーションがあるが、本個体は筋状の模様が入らず、リップ喉奥に赤褐

色を彩る。株高 70cm 以上、20 バルブ程の株。 

オリジナル株。販売数１株。 
 

Den. falconeri ファルコネリ･････････････････････････････････････････････ (板付 BS) 6,600 

37. 中国～東南アジア、全体に極細型で凸凹とした変わったバルブの下垂性デ

ンドロ。節々から多くの高芽を伸ばして茂る。バルブの節々から咲く色味

があって鮮やかな花は、大きいもので花径 9cm 程になる。春～初夏咲

き。在庫少数。 

 

Den. linawianum リナウィアナム････････････････････････････････････････ (1 作) 3,300 

38. (× sib.) (US) 

台湾、中国東南部。節々にくびれのある特徴的なバルブで、ノビル系のよ

うに 1 花茎から 2～3 輪程の花弁先端に濃い桃色を彩る可憐な花を咲かせ

る。冬～春咲き。 

 

Den. nobile ‘Sir F. W. Moore’ FCC/RHS ノビル‘サー・F. W. ムーア’･･････････ (BS) 11,000 

39. (FD) 

ノビルの４倍体有名入賞個体。株姿もやや大型となり、花径は 9cm 前

後、大株に作りこんだ時の存在感は今なお抜群。 

オリジナル株。販売数１株。 

 

Den. signatum ‘Red’ シグナタム‘レッド’･････････････････････････････････ (BS) 11,000 

40. (= hildebrandtii) (FD) 

タイなど。ノビルタイプの原種で、特に花色のピンクが強くでる選別個

体。節々から出る花茎に 2～3 輪ずつ、バルブが見えないほどに花をつけ

る。有香。 

オリジナル株。販売数１株。 
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Den. smillieae ‘Lea’ JC/AOS スミリエ‘レア’･･････････････････････････････ 特価 (BS) 5,500 

41. (MC) 

ニューギニア～オーストラリア。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、比較的小柄な株で

開花し、しっかりと花数の多い大きな房となる点で JC を受賞した個体。 

11 月 30 日までの特別価格。在庫僅少。 

 

Den. tetragonum テトラゴナム･･････････････････････････････････････････ (BS) 4,400 

42. オーストラリア。角の立った四角柱のような形のバルブが特徴のデンドロ

原種。バルブ頂部付近から出る花芽に細弁の独特の花をつける。花はクリ

ーム色の地に褐色の斑点、バルブが完成すると同じ場所から数年にわたっ

て花芽を出す。 

 

Den. tortile (roseum) ‘Kurahashi’ BM/JOGA トーティル（ロゼウム）‘クラハシ’･･･ (BS) 16,500 

43. (FD) 

インド、ミャンマー、タイなどを原産。花弁の桃色が濃い入賞個体。捻じ

れるように波を打つペタルが面白く、リップは乳白色。花付きよく 1 花

茎に 2～3 輪、7cm 程の花を多数つける強健種。 

オリジナル株。販売数１株。 

 

Den. Nicole Yoshikane ニコル・ヨシカネ･･････････････････････････････････ 特価 (BS) 3,300 

44. (smillieae × goldschmidtianum) 

バルブ上部から房状に咲く smillieae とバルブの節々に密集して濃色の可

憐花を咲かせる goldschmidtianum の交配。長く直立するバルブの節々に

桃色をベースとしたふっくらとした花をつける。写真は開花例。 

11 月 30 日までの特別価格。在庫僅少。 

 

Den. Mikawa Percy ‘K-27’ ミカワ・パーシー‘K-27’･････････････････････････ (BS) 22,000 

45. (parthenium × sanderae) 

中型の Dendrobium 原種同士の交配で、芽吹き、花付きよく、生育旺盛の

人気種からの選別個体。花径 5cm ほどと通常個体より一回り以上大き

く、バランスよい花形、リップ中央の小豆色も濃くしっかりとしている個

体。やや不定期にバルブ先端から複数の花芽を出し、房状に開花する。 

分け株無しのオリジナル株。 

 

Den. Yukidaruma ユキダルマ････････････････････････････････････････････ (NBS) 3,850 

46. (‘Pierrot’ × self) (US) 

三弁個体もあるノビル系大輪デンドロ交配種より、ローワーセパルが変異

して、リップと同じ濃赤紫色の模様が入る特異な個体’Pierrot’のセルフ実

生。写真はセルフ親。 

 

Paph. appletonianum ‘0002’ アプレトニアナム‘0002’････････････････････････ (BS) 22,000 

47. (× sib.) 

中国南東部～タイ原産、シグマトペタラム系の原種。小柄な株で斑の入る

葉、成株では 30~50cm 程伸びる花茎に 10cm 前後の花。国内のシブリン

グ実生より、ペタルがふっくらと幅広く、よれの少ない個体。 

リーフスパン約 12cm、1 バック 1 リードの株。初花での選別。 

分け株無しのオリジナル株。 
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Paph. hirsutissimum (var. esquirolei) album strain 

ヒルスティッシマム，エスキロレイ，アルバム系･････････････････････････････ (BS) 19,800 

48. (album ‘Yashima’ HCC/KPG × self) (US) 

中国南部～ベトナム、ミャンマー、タイなど。やや細身の株から非常に独

特な、ペタルを左右に大きく開く花をつける。花径は 13cm 程度、ペタル

先端は白く色が抜け、セパル、リップ、ペタル基部は鮮やかなグリーンを

彩るアルバム個体のセルフ実生。春咲き。在庫僅少。 

 

Phrag. kovachii コバチー･･････････････････････････････････････････････ (LS 約 17cm) 19,800 

49. (‘Yashima’ × self) (US) 

ペルー原産、発見されてから約 20 年。鮮やかな紫紅色で花は 15cm 程に

もなる人気種。国内選抜品のセルフ実生。前回入荷時ご好評いただき再入

荷。やや大きくなりリーフスパンは 17cm 程。写真はセルフ親。冬咲き。

在庫僅少。 

 

Phrag. Cardinale ‘Wilcox’ カーディナル‘ウィルコックス’･････････････････ (BS 大) 13,200 

50. (Sedenii × schlimii) (FD) 

かつては schlimii ‘Wilcox’ AM/AOS とされていた有名個体で、のちに

Cardinale であるとされた。フラグミの中では強健で、中温程度で栽培可

能。1 輪は 6~7cm 程だが、60cm 程伸びる花茎のところどころに次々と

花を咲かせる。5～6 芽の良株。オリジナル株。在庫僅少。 

 

Phal. deliciosa デリシオサ･･････････････････････････････････････････････ (板付 BS) 4,400 

51. インド～ボルネオなど広くに分布。2cm 程の小花を次々と咲かせるタイ

プ。タイから入荷した実生苗で、小柄な丸く色濃い卵型の葉は、縁がやや

波打つ。開花サイズになり、黄色地が強い花や、ほぼ白地の花などが咲い

ている。 

 

Phal. pulchra ‘Oscar’ プルクラ‘オスカー’･･･････････････････････････････ (BS) 5,500 

52. 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。オリジナル株。在庫僅少。 

 

Phal. thailandica タイランディカ････････････････････････････････････････ (板付 BS) 3,850 

53. タイ、parishii、lobbii などに似る極小型原種でリップ左右に分かれた明る

い橙色の目を持つ可憐種。小型ながらも株が出来ると 20 輪近くも咲かせ

見事な見栄えとなる。 

 

Phal. violacea (Indigo Red) ‘Miki’ ビオラセア（インディゴレッド）‘ミキ’･･････ (板付 BS) 6,600 

54. (MC) 

スマトラ、マレー半島。通常種はリップ、セパル下部を中心に色づくが、

こちらは個体改良によって花全体にほぼベタ状に特徴的な桃紫色となる

Indigo Red と呼ばれているタイプのメリクロン。比較的短めで、ジグザ

グに伸びる花茎に順次に花を咲かせる。主に晩夏～秋咲き。 
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Other Genera  その他の属 

Aerangis citrata エランギス シトラタ･･････････････････････････････････ (板付 1~2 作) 4,400 

55. (× sib.) (US) 

マダガスカル、濃緑色の薄葉を広げ、根元から 20～30cm 程花茎を伸ば

し、純白～乳白色でペタルが大きく蝶のような可憐な花を多くは 30 輪ほ

どつける。その名の通りシトラスの香り。 

 

Aerides houlletiana エリデス ホーレティアナ･･･････････････････････････ (NBS) 4,400 

56. インドシナ。Vanda 近縁としては比較的コンパクトな株幅の単茎種で、

葉の間から長いと 30cm 程にもなる花房を半下垂させ、地の黄橙が濃く、

リップのピンクが映える花を密に咲かせる。写真は本実生開花例。 

 

Angraecum praestans アングレカム プレスタンス･･･････････････････････ (NBS) 8,800 

57. マダガスカル。Vanda のように左右に扇状の堅葉を広げる中型種。葉の

付け根から伸びる花茎に花径 10cm 程度の花を 5～10 輪。淡緑黄色のペ

タル、セパルとスプーンのように広がる純白のリップが綺麗。主に春～夏

咲き。 

 

Bardendrum Terusan ‘Pink Fantasy’  

バーデンドラム テルサン‘ピンク・ファンタジー’･･････････････････････････ (BS) 3,300 

58. (Bark. skinneri × Epi. haematanthum) (MC) 

コンパクトながら花上がりよく、見事なボール咲きとなるカトレヤ近縁の

属間交配。30cm 程の株でもバルブ頂部より 20～30cm の花茎伸ばし、リ

ップが大きく、鮮やかな紅紫の花径 3cm 程の可憐花を密に咲かせる。株

立ちに育つと見事。 

 

Brachycorythis acuta ブラキコリティス アクタ･･････････････････････････ (BS) 3,300 

59. タイ、ミャンマー、カンボジアなど。Habenaria の近縁の地生蘭。株は立

ち上がり各節に白色花を 1 輪ずつ。冬期は落葉し球根にて越冬。主に夏

～秋咲き。新芽伸長中の株。 

 

Broughtonia domingensis ブロートニア ドミンゲンシス･････････････････ (板付 BS) 16,500 

60. キューバ、ドミニカなど。花径を長く伸ばし、淡いピンクで、やや奥行き

のある大きなリップが特徴の 5～6cm 程の可憐な花を次々と咲かせる。主

に春～夏咲き。ジャマイカからの大変貴重な直輸入株。株の大きさによ

って価格が前後する場合があります。販売数２株。 

 

Broughtonia lindenii ブロートニア リンデニー･･････････････････････････ (板付 BS) 13,200 

61. (× sib.) 

キューバ、バハマ。同属他種同様、長く伸びた花茎に、淡い白～ピンクの

3～4cm の花を房状に 10 輪程咲かせる。個体差はあるものの、リップに

ラベンダーの筋が入ることもある。主に春～秋咲き。ジャマイカからの

大変貴重な直輸入株。販売数５株。 
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Broughtonia ortgiesiana ブロートニア オートギーシアナ･････････････････ (板付 NBS) 13,200 

62. (× sib.) (US) 

キューバ。sanguinea に似るフラットな濃色花。他種同様長く伸びる花茎

は枝を打つこともあり、10～20 輪もの花を咲かせる。濃色入賞花を使っ

たシブリング実生。葉の縁がのこぎり状になっているのも特徴。主に冬～

春咲き。ジャマイカからの大変貴重な直輸入株。販売数３株。 

 

Broughtonia sanguinea (4N) ブロートニア サンギネア，4N････････････････ (板付 BS) 13,200 

63. (× sib.) (US) 

ジャマイカ。本属では最もよく知られ、カラーバリエーションも豊か。赤

みが強い通常色タイプの 4N 系実生。春～夏咲き。ジャマイカからの大変

貴重な直輸入株。株の大きさによって価格が前後する場合があります。

販売数２株。 

 

Broughtonia Hamlyn’s Masterpiece AQ/AOS 

ブロートニア ハムリンズ・マスターピース････････････････････････････････ (板付 BS) 33,000 

64. (Kingston, alba × sanguinea, aurea 'Memoria Lilla Hamilton' AM/AOS) 

ジャマイカの Hamlyn Orchids 作出で、AQ を受賞した交配。Kingston は

(sanguinea × domingensis)で、本交配からは白～黄色の良型花が多く輩

出されている。春～夏咲き。写真は開花例。ジャマイカからの大変貴重

な直輸入株。販売数１株。 

 

Broughtonia Jamaica Jester ブロートニア ジャマイカ・ジェスター････････ (板付 NBS) 8,800 

65. (negrilensis × ortgiesiana) 

前頁でもご紹介している筒状の大きなリップのタイプと、濃色でフラット

に咲くタイプの交配で、negrilensis の枝打つ性質を保ちつつも、密に咲

き、色が良いという点で高く評価された交配。写真は開花例。ジャマイカ

からの大変貴重な直輸入株。販売数５株。 

 

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

66. (pileatum × Junbo Pearl) (MC) 

色彩バラエティー豊かな原種 pileatum と、特徴的な tenebrosum の色彩

が目立つ交配種のメリクロン。pileatum や expansum から受け継がれた

丸形リップが目立つ中輪花を 10 輪前後つける。丸いリップの交配種と

しては珍しい配色の優良個体。 

 

Chiloschista extinctoriformis キロスキスタ エクスティンクトリフォルミス･･････ (板付 BS) 6,600 

67. タイを原産とする無葉蘭の一種。乳白色の地に柑橘のような黄色～橙色の

細かい点が入る可憐花を長く下垂する花茎に 10 輪以上。 

 

Chiloschista lunifera キロスキスタ ルニフェラ･････････････････････････ (板付 BS) 5,500 

68. タイ、インドなどを原産とする無葉蘭として知られる人気種。ペタル、セ

パルのほぼ全体に入る小豆色の大きな斑点が特徴。他種に比べ密に花をつ

ける。 
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Chysis Sedenii チシス セデニー････････････････････････････････････････ (1～2 作) 2,750 

69. (limminghei × bractescens) (US) 

中南米原産 Chysis の原種同士の交配。bractescens は弁厚で

花が大きく、白地のペタル、セパルの先端にはいる乳白色が

美しく、limminghei はピンクやオレンジを重ね塗りしたよう

な色彩が綺麗。花径が大きく、パステルカラーの優しい色合

いの花を狙ってのリメイク。（写真は両親参考） 
 

Coelogyne assamica セロジネ アッサミカ･･････････････････････････････ (花芽付) 3,300 

70. (FD) 

アッサム、ヒマラヤ、ベトナムなど。白花の北方系とは一味違った雰囲気

を持つクリーム色～緑色の淡い色彩の小～中型種。やや細めのスマートな

バルブの頂部に二枚葉。新芽の伸長初期に、弓なりに伸びる花茎に 5～8

輪程度開花、花が終わるとそのまま成長してバルブとなる。秋咲き。 

 

Coelogyne ovalis セロジネ オバリス･･･････････････････････････････････ (BS) 2,750 

71. (FD) 

ヒマラヤ、中国、インドシナ半島。細身の中型種で、花はシブさのある黄

緑系の地色で、強めの黒褐色の毛羽だったようなリップが印象強い。本種

中の大輪花選別個体。暑さ寒さに強く、強健。同じ花茎から次々と咲き進

むタイプ。弱香あり。 

 

Coelogyne pulverula セロジネ プルベルラ･･････････････････････････････ (BS) 5,500 

72. (=dayana) (FD) 

ボルネオ、タイなど。大きくなると 20cm 程になる細長いバルブを持つ大

型のセロジネ。株元から下垂する花茎は 50cm～1m 程伸び、60 輪程の花

をつける。花弁は黄色がかった乳白色、白いリップの先端は褐色を彩る。 

 

Coelogyne Green Elf セロジネ グリーン・エルフ･････････････････････････ (花芽付) 3,850 

73. (assamica × fuscescens) 

バルブがやや細長くの伸びる小～中型セロジネを使った交配種。艶のある

緑黄色にリップ白色で基部には橙褐色を彩る。強健で花立ち良い小型で、

さわやかな香りのある人気種。主として秋～冬咲き。 

 

Comparettia Oberhausen コンパレティア オベルハウゼン････････････････ (花芽付) 2,750 

74. (macroplectron × speciosa) (FD) 

オンシ近縁の Comparettia 属で、鮮やかなオレンジとピンク

の原種同士の交配。花径 4cm 程になりオレンジ～ピンクの

花が咲いている交配。本属にしては丈夫で花付きが良くなっ

ており、乾かし気味の管理で可憐な花が楽しめる。写真は両

親参考。 
 

Cynorkis gibbose サイノルキス ギボサ･････････････････････････････････ (BS) 9,900 

75. マダガスカルの冬眠性地生蘭（球根）。春から斑点模様の特徴的な葉を展

開し、2.5cm 程の目立つ赤橙色の花を、多くは 20～40 輪つける。 

2022 年 5 月輸入の株のため、やや時期がずれていますが、新芽伸長中の

株。 
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Epidendrum robustum fma. album エピデンドラム ロバスタム，アルバム･･･ (NBS) 11,000 

76. ブラジル原産のやや大型原種。Epidendrum としてはやや太め株の頂部よ

り 20～30 輪程のボール状の房咲き。澄んだグリーンと白いリップが綺麗

なアルバムタイプ。房が大きいとやや下垂して咲く。主に冬咲き。 

 

Encyclia dichroma エンシクリア ディクロマ･･･････････････････････ (NBS) 6,600 

77. ブラジル北東部原産の中型種。やや縦長に伸びるバルブの頂部から花茎

30～40cm 程伸び、Encyclia でも珍しい薄桃色のベースにリップ先端はラ

ベンダーを彩る可憐な花を 5～8 輪程。 

2022 年 9 月輸入植付直後。在庫少数。 

 

Encyclia tampensis fma. alba ‘Mendenhall’ 

エンシクリア タンペンシス，アルバ‘メンデンホール’･････････････ (BS) 3,850 

78. (FD) 

フロリダ、バハマなど。極小型のカトレヤ近縁種。Encyclia の中でも小型

種。玉ねぎ型のバルブの頂部から細く長く伸びる花茎に 2～3cm 程の可憐

な黄緑花。強健で、木や板に着けての管理も良い。主に初夏～夏咲き。 

 

Gongora galeata fma. luteola ゴンゴラ ガレアタ，ルテオラ････････････････ (BS) 11,000 

79. (FD) 

メキシコ～グアテマラ。Stanhopea などの近縁種で、本属中ではコンパ

クトで、強健。バルブ基部から細長く下垂する花茎を 20～30cm 伸ば

し、10 輪程の可憐な花を咲かせる。通常種の花が茶褐色に対して本個体

は全花黄色となるタイプ。 

 

Ida cobbiana イダ コビアナ････････････････････････････････････････････ (BS) 5,500 

80. (= Sudamerlycaste cobbiana, trifoliata) 

コロンビア、エクアドル、ペルーなど。現在は Ida 属となった元

Sudamerlycaste。リップのフリンジがユニークな可憐種。Lycaste 等には

珍しく、大型のセロジネのような細長いバルブながらも 10 輪近い花をつ

けることも。主に秋～冬咲き。 

2022 年 9 月輸入植付直後。在庫少数。 
 

Kefersteinia lactea ケフェルステイニア ラクテア････････････････････････ (BS) 3,300 

81. (= Chondrorhyncha lactea) (FD) 

コスタリカ～パナマ。Zygopetalum 近縁の小型種。15～20cm の小型の株

の根本から花茎を伸ばし 2.5cm ほどの、大きなリップが印象的な可憐な

白花を咲かせる。近縁種には平開しない種が多いが、本種は正面に向いた

しっかりとした開花。リップ根本部分はうっすらと紫の斑点を彩る。秋咲

き。 
 

Laecholaelia Thwaitesii ‘210306’ レコレリア スワイテシー‘210306’･･････ (BS 大) 38,500 

82. (Rl. digbyana × L. speciosa) 

間違いなく本交配中最も濃色でバランスの取れた花形となった選別個体。

35cm 程とコンパクトな株に、初花で両親に負けない花茎 16cm 以上の雄

大な花。株姿非常に整っており、生育旺盛。現在 20 バルブ、4 リード。

大株に向けて育ててきた秘蔵株を特別に販売。 

分け株無しのオリジナル株。 
 



13 
 

Macropodanthus cootesii マクロポダンサス クーテシー･････････････････ (板付 BS) 7,700 

83. (× sib.) (US) 

フィリピン。Aerides など Vanda に近い単茎種。大きくなっても株幅

20cm 程の小型の株から、下垂する花茎に 20 輪近い黄緑の綺麗な小花を

咲かせる。一輪は 1.5cm 程だが、奥行きのあるリップの造形の面白い

花。子株も出やすく生育は旺盛。大株は花径をさらに伸ばす展示会向き。

冬～春咲き。 
 

Maxillaria striata マキシラリア ストリアタ･･････････････････････････････ (NBS) 11,000 

84. コロンビア、エクアドル、ペルー。Max. sanderiana に似るやや大型タイ

プで、黄色地に赤褐色の筋の目立つ花。一茎に 1 輪ずつだが、開花サイ

ズのバルブからは 20～30cm 程伸びる花茎がいくつも上がり、花径 12cm

程にもなる目立つ花をずらりと多く咲かせる。 

2022 年 9 月輸入植付直後。在庫少数。 

 

Microcoelia cornuta ミクロセリア コルヌタ･････････････････････････････ (板付 BS) 5,500 

85. マダガスカル、コモロ諸島の無葉蘭。小型で針金のような細い茎から根を

交互に出す。7～10cm 程伸びる花茎には 4~5mm 程度の小花を 10 輪以

上。全体にやや透明感のある茶色で、大きく前に張り出すリップのみ白。

Microcoelia の中でも珍しいバイカラーの花。 

 

Paraphalanthe Frida パラファランセ フリダ･････････････････････････････ (BS) 5,500 

86. (Pplt. De La Salle × Pps. laycockii) 

Palaphalaenopsis と Papilionanthe の交配。Papilionanthe に似るほぼ棒状

の株は直立しつつも、やや太めで少し波打つ珍しい株姿。バルブ途中から

出る花茎に 5～7 輪のリップが目立つ薄桃色の花。 

 

Prosavola Alex Hawkes プロサボラ アレックス・ホークス････････････････ (1 作) 3,300 

87. (B. nodosa × Psh. mariae) (US) 

1964 年登録、なじみ深いカトレヤ近縁属同士の属間交配。どちらもその

特徴的な花姿や色を生かそうと数多くの交配に使われている。本交配から

は、B. nodosa の丸みのあるリップと、Psh. mariae の澄んだ萌黄色を受

け継ぐ小型の可憐花が咲いている。 

 

Prosavola (B. cucullata × Psh. citrina) ‘K-1’ 

プロサボラ（ククラタ×シトリナ）’K-1’････････････････････････････････････ (BS) 5,500 

88. (US) 

幽霊のような細長く垂れる花が人気の B. cucullata と、下垂して黄色の鮮

やかな花をつける Psh. citrina の交配。株姿は B. nodosa 等に似て直立、

細長い多肉質の葉を付けるバルブの頂点からやや長めに花茎を伸ばし、明

るい黄色のやや蝋質な花を 3～4 輪ずつ。春咲き。実生選別品の分け株。 

 

Prosthechea chacaoensis プロステケア チャカオエンシス･･･････････････ (BS) 3,850 

89. 中南米原産、元 Encyclia のカトレヤ近縁属。玉ねぎ型で綺麗なウグイス

色のバルブの頂点から花茎を伸ばし 5～8 輪。よく見るとキラキラと光る

花もち抜群のグリーン花を、リップが上で咲かせる。甘く爽やかな香り良

く人気。主に春咲き。在庫少数。 
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Prosthechea vitellina ‘K-1837’ プロステケア ビテリナ‘K-1837’････････････ (BS) 27,500 

90. メキシコ原産。各地の蘭展で大株が展示されるとお立ち台に上る人気種。

バルブ頂部から直立する花径は株が大きくなるにつれ枝をうち、花数を増

やす。花は極めて美しい橙色花、リップ小さく黄色で、大株には 30 輪

程。花もち極めてよい。実生親でもある有名個体’Orange Star’ SM/JOGA

を超える良型で、作りこみが楽しみな個体。 

分け株無しのオリジナル株。 
 

Prosthechea Marina プロステケア マリナ･････････････････････････････ (2 リード BS) 19,800 

91. (mariae × citrina) 

どちらも特徴的な花形で人気の高い Prosthechea 原種同士の

交配。株は citrina よりのやや下垂した形が多く、花も下向き

に咲くが、mariae の性質を受け継ぎ、株が大きくなるにつ

れ花数は 4～5 輪程咲く。写真は両親参考。 

 

Psychopsis Mariposa サイコプシス マリポサ･･････････････････････････ (1 作) 4,400 

92. (papilio × Kalihi) (MC) 

堅葉系の元 Oncidium 交配の人気種。独特の扁平したバルブと斑の入る葉

が特徴。ドーサルセパルとペタルが３本の角のように伸び、黄色地に橙褐

色の変わった模様のローワーセパルとリップが特徴的な花は、株元から長

く伸びる花茎の先に順次に次々と咲き続けるので、一度伸びた花茎は切ら

ずに長く楽しめる。 
 

Robiquetia cerina ロビケティア セリナ･････････････････････････････ (2～3 作) 4,400 

93. フィリピン。パイナップルオーキッドの愛称で知られる Vanda 近縁の単

茎種。やや扁平したバルブで、楕円形の葉を交互に出して伸びる。花径は

葉の間から出て下垂、花房はパイナップルにしては小さい 10cm 程で、

5mm に満たないほどの小花が密集している。株高 15cm 程の株。 

 

Rhynchostylis retusa (dark) リンコスティリス レトゥサ（ダーク）･････････ (BS) 4,400 

94. 東南アジア。キツネの尻尾を思わせる、長い穂を下垂させて咲く姿から

Foxtail Orchid と呼ばれる人気の Vanda 近縁種。花径は 60cm 程に伸び、

房には 2cm 程の小花を数十輪から百輪以上。ビビットな濃色が魅力のダ

ークタイプ。主に晩春咲き。 

 

Sarcochilus {(Rosella × Kulnura Absolute) × Sarah Kate}  

サーコキラス｛（ロゼラ×クルヌラ・アブソリュート）×サラ・ケイト｝･･･････････ (1 作) 4,400 

95. (US) 

オーストラリアの小型単茎種の最新交配。Phalaenopsis 等と近縁。梅の

花のような可憐な花で、ピンク～紅紫の花が人気。本交配は両親ともにほ

ぼベタ状に色がのるピンク～濃紅色の可憐花。主に冬～春咲き。 

 

Sobennikoffia robusta ソベニコフィア ロバスタ･････････････････････････ (BS) 11,000 

96. マダガスカル原産、Angraecum の近縁でやや大型、株姿は Vanda のよう

で、扇状に広がる細い葉を交互に伸ばす。葉の間から 40～50cm 半下垂

する花茎には 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。 
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以降、p16～p25 は、 

国際園芸㈱オープンハウス＆秋のらん展への 

協賛出店からの事前販売品リストです。 

p1～p14 の国際園芸㈱11 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 11 月 6 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 11 月 7 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 11 月リスト 

p16~17 101~121 ワカヤマオーキッド協賛リスト 

p18~19 201~221 オーキッドバレーミウラ協賛リスト 

p20~21 301~321 大和農園洋蘭部協賛リスト 

p22~23 401~418 大場グローバルプランツ協賛リスト 

p24~25 501~521 久栄ナーセリー協賛リスト 

p26~32 番号なし 国際園芸㈱ 資材関連 
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No.101～121  ワカヤマオーキッド             お問い合わせ先 Tel: 073-444-2422 

 
 
 
 
 
 
 
 

C. amethystoglossa ‘All For You’x self  アメジストグロッサ‘オールフォーユー’ 
 

(2 作) 4,400 

101 ハワイの４倍体系実生から選抜した名花のセルフ。１５年前の同実生から良花 

続出したので再実生。巨大輪でドットも粗くブラジル系とは違う醍醐味がある 

健康な良い苗ですので開花も早そう。販売数１０株 

 

 

C. amethystoglossa (fma.alba x fma.alba) アメジストグロッサ アルバ実生････････ 
 

(1 作) 8,800 

102 貴重な親株をカリマン社（BR）から持ち帰り３種類の実生をしました。９９％ 

アルバが咲きます。2 倍体で輪数が乗り見ごとに開花する。日本では新色なの 

で展示会でも目立つ存在となる。販売数１０株 ★３交配３株￥１６，５００ 

 

 

C. Morning Song ‘Aloha’ SM/JOGA モーニングソング‘アロハ’･･･････････････････ (1~2 作)5,500 

103 (Bc.Morning Glory x C. Melody Fair) (MC) １８ｃｍの巨大輪となる冬咲種です 

自社よりも早く最新メリクロン先行新発売！最大５輪開花しリップのノーズが 

根元まで赤くなる人を魅了する入賞花。栽培容易 限定販売数１０株 

 

 

C. Candy Pop ‘Angel Bouquet’ キャンディーポップ‘エンジェルブーケ’･････････････ (BS) 8,800 

104 写真は上から撮ったものです、株が充実すればこの花茎１本でブーケになると話題 

の多輪性カトレア、夏から秋に開花します。花形も素晴らしくこのブーケ咲きカトレアを 

お勧めします！限定販売数 10株 
 

Rlc. Last Dream ‘Vivian’ SM/JOGA ラストドリーム‘ビビアン’･･････････････････････ (BS) 11,000 

105 (Rlc.Success Dream x Rlc. Dream Paradice) (MC) 真冬に開花し展示会でも 

大活躍！ビビットなカラーは目立ちますね。安定した大きく展開する P はオー
バーラップします。シース付き、更に良い株でご提供！ 限定販売数５株 

 

Constantia cypoensis コンスタンチア シポエンシス･･････････････････････････････ (BS) 5,500 

106 大変人気があるブラジル原産小型原種。輸入後４か月栽培した安定した株での 

ご提供です。木に付けています。葉も 2枚葉でザラザラ！これが可愛いんです。 

限定販売数５株 
 

Constantia christiane   コンスタンチア クリスティアーネ･･････････････････････ (BS) 6,600 

107 ほぼ日本初上陸か？大変人気があるブラジル原産小型原種。輸入後４か月栽培

した安定した株でのご提供です。木に付けています。こんなの咲いたらもう。。。 

可愛くてたまんない！限定販売数５株 

  

Colax jugosus   コラックス ジュゴサス･･･････････････････････････････････････ (1 作) 4,400 

108 もう日本にはほぼ存在しない小型原種。ブラジルでも天然物はほぼ皆無 

BR 実生で入荷しました。ロ―質な花弁と点、それに紫のリップが人気の秘密 

原種好きの方は是非！限定販売数５株 

 
 

Leptotes pauloensis レプトテス パウロエンシス････････････････････････････････ (BS)6,600 

109 日本初上陸？と思われるちっちゃなちっちゃなレプトテス。葉が赤紫色になる

個体もあり可憐さ倍増！時頼リップ両脇に赤いマークが入る当たり花もでる！ 

草丈２～３ｃｍ、花径１ｃｍ。限定販売数５株 
 

C.riograndensis リオグランデンデンセ ･･････････････････････････････････････ (BS) 4,400 

110 以外にも夏の暑さに強かったコクシネアの仲間です。葉の付け根が線状になり

特色がある。全体の約３０％はリップがすべて黄色くなる楽しみな自然種です 

小鉢に植えたり木に付けたりして楽しみましょう。限定販売数５株 
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C.violacea fma.coerulea(KS#1 x KS#2) ビオラセア セルレア･････････････････ (BS) 16,500 

111 どの花もセルレア確認している既開花株です。とても株の良い状態でお渡しできま 

す。青弁青リップ・白弁白リップも開花します。セルレアですが入門編！ 

4号素焼き鉢植え替え済。限定販売数５株 

  

Phal.japonica ファレノプシス ジャポニカ （ナゴラン）･･････････････････････････ (BS) 2,500 

112 近年ファレノプシスに属変されたナゴラン。日本古来の原種に実生を重ね色よく点粗

く改良された国産実生です。勿論あの爽やかな香りも楽しめます！様々な模様が咲き

ますので 2～3株大人買いもお勧め！ 花未確認の開花株 
 

C.jenmanii ジェンマニー ルブラ‘スーパーレジェンド’×セルレア‘セントジョージ’ (NBS)4,400 

113 (fma.rubra’Super Legend’ x fma.coerulea‘St.Geoge’) 
この交配から咲いた物同士を再度実生して夢のルブラセルレアを作出しようと 

している夢の途中の実生です。是非この夢に乗っかってみませんか？ 
 

C. schilleriana fma.s/alba ‘Queen Emeraldas’(MC)  シレリアナ‘クィーンエメラルダス’ (2 作) 4,400 

114 当園自株のオリジナル株からの MCです。少し小さいのでどうかとは思いましたが 

その分お得な値段設定です。グリーンに赤と周辺が白覆輪となるリップが対照的で 

魅力抜群な原種。 2.5号鉢、限定販売数１０株  

  

C. pumila fma.coerulea x sib.   プミラ セルレア････････････････････････････････ (BS) 66,000 

115 今世界一の花、良いセルレア色のプミラが咲く最強実生です！葉もプリプリで 

興奮しちゃうくらい！良いのが咲くとブラジルでは 30 万を超えています。 

頼み込んで入手した株、高額ですが是非お試しあれ～。限定販売数２株 

 

Rlc.Hshinying Baga‘Hawaiian King’シンイン バガ･‘ハワイアンキング’･････････ (BS)66,000 

116 こんなに美しいリップの花を見た事がない。ノーズまで極濃い赤色が魅力 

黄色と境目もクリアーでゴージャスです。ペタルは面白い覆輪になっていて 

これもまた他に類を見ないカラーになります。 オリジナル株 限定 1 株 
 

C.warscewitczii fma.coerulea ‘Perfect Blue’  ワーセウイッチ‘パーフェクトブルー’ (BS)77,000 

117 当園実生よりの２０２２選抜個体。リップは丸くて大きい、しかもかなり濃い

青紫色です。黄色い目もはっきりとしていて名前の通りパーフェクト！ 

写真は初花ですので、レベルアップも期待できる。オリジナル株 限定 1 株 
 

C.violacea fma.s/alba-flamea ‘Amazon Magic’  (OG) ﾋﾞｵﾗｾｱ‘ｱﾏｿﾞﾝﾏｼﾞｯｸ’ (BS)66,000 

118 当社自家製実生からの選抜個体。濃色でベタ赤ソリッドなペタルの裏は白！ 

セパル、ペタル共によれずにパキっと展開するのが高評価です。 

オリジナル株 限定 1 株 
 

C.jenmanii fma.rubra-mosca‘Lady Caracas’ ジェンマニー‘レディーカラカス’･･････ (BS)77,000 

119 超珍しい色彩を持つジェンマニー！ルブラ系なのにリップ全体が白くモスカ 

模様となる。天然ぽいの花形も原種ファンには逆にうける！これたまらないっ

す。2リード 4バルブでの初売りです。オリジナル株 限定 1 株 
 

C.nobilior var.amaliae  ノビリオール アマリエ（トカンチン産）･･･････････････ (BS)11,000 

120 この淡い花色を持つブラジルの原種に心惹かれる植物家は多く、いつの時代 

でも愛され続ける。現在のブラジルでは急激に自然種が入手困難となりつつあ

る貴重な株です。  自然種株 1 年栽培花未確認  限定 5 株 
 

C.mossiae fma.semialba-flamea ‘Splash’ モッシェ ‘スプラッシュ’･･････････････ (BS)33,000 

121 あまり濁りの無い白色に深紅のリップ（周辺白い縁取り）の美花。モシェ独特 

のペタル垂れも少なくペタル先端に赤いクサビ模様が入りアクセントになる。 

オリジナル株 限定 1 株 
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No.201～221  オーキッドバレーミウラ         お問い合わせ先 Tel: 046-888-2885 

           

Rlc. Cornerstone ‘ ORCHIS ’ コーナーストーン ･････････････････････････････････ (BS) 8,800 

201 ( Bryce Canyon × Memoria Crispin Rosales ) ( MC ) 最大花径は 18cm 前後。 

メリクロンですが流通は少ない。濃色の良花で、香りも良くオススメ。 

販売数 1株 

 

( Rlc. Husky Boy × B. subulifolia ) ハスキー ボーイ × スブリフォリア ･････････････ (BS) 3,850 

202 新発売の最新メリクロン。星形のカナリアンイエローに赤リップのコントラス

ト良いミディカトレア。写真は初花 2 輪ですが、花径 12 ㎝～で最大 6～7 輪咲

くので見応えあり。不定期で年 2 回咲くことも。おすすめの初売り品。 

販売数 5株  

( C. Walkerinter × Ctt. Mariner ) ‘ Only One ’ ワルケリンター × マリナー ･･････････ (BS) 11,000 

203 ブルー系クサビ模様のミニカトレアと多花性ブルーから生まれた当園オリジナ

ル交配。濃色な多花性タイプの選抜個体。オリジナル分け株 

販売数 1株 

 

Rlc. Pamela Hetherington ‘ Miura ’ パメラ ヘザリントン ‘ ミウラ ’ ･････････････ (NBS)16,500 

204 ( C. Paradisio × Rlc. Mount Anderson ) 大輪の有名品種。当園が親に使用してい

る個体で、世に出ていないオリジナル分け株の初売りとなります。 

販売数 1株 

 

( Rlc. Marcella Koss × Chz. Miura Otome ) ( 1203 ) マーセラ コス × ミウラ オトメ (BS) 5,500 

205 パステルピンク系の交配から生まれた、とても上品な美しい色彩。株は素直で丈夫な

個体。初売りのオリジナル分け株 

販売数 1株 

 

C. Mini Purple ‘ Blue Wings ’ ミニ パープル ‘ ブルー ウィングス ’ ･･････････････ (BS) 11,000 

206 ( C. pumila × C. walkeriana ) 交配親としても貴重なブルーのミニカトレア。 

不定期咲きで夏頃咲くと淡く、冬は濃色な色彩になります。オリジナル分け株 

販売数 1株 

 

Epi. Candy Valley ‘ Miura Otome ’ キャンディー バレー ‘ ミウラ オトメ ’ ･･･････ (BS) 55,000 

207 ( Peach Valley × Sakura Valley ) 美しいサクラ色の最高峰個体。房状になるの

で大変見事。国際蘭展等での入賞花オリジナル分け株 

販売数 1株  ( ピンクの最新実生もおすすめ Epi. Angel Valley NBS ¥3,300- ) 

 

Epi. Nexus Valley ( select 510-6 ) ネクサス バレー セレクト個体 ････････････････ (BS) 22,000 

208 ( Apollon Valley × Pacific Girl ) 大輪オレンジ色系交配からの選抜個体。1 点も

ので分け株のないオリジナル株 

販売数 1 株 

 

Epi. ( French Valley × Rabbit Valley ) ( select 506-1 ) フレンチバレー × ラビットバレー (BS) 27,500 

209 最新交配からの白色弁でリップに模様が入るタイプの選抜品。今年の初花です
ので、これからの作り込みが楽しみな個体。分け株のないオリジナル株 

販売数 1 株 

 

Epi. ( Bridal Valley × Pacific Pepper ) ( 506-2 ) ブライダルバレー × パシフィックペッパー (BS) 16,500 

210 リップとペタルの先に黄色が入る鮮やかなセレクト。満作でボール状に咲くと

目立つこと間違いなしの色彩。分け株のないオリジナル株 

販売数 1株 
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Guaritonia Why Not ( Yellow × self. ) ホワイ ノット イエロー タイプ ･･････････ (2 作) 3,300 

211 ( Guarianthe aurantiaca × Broughtonia sanguinea ) ブロートニア系の多花性

品種。赤花系が知られていますが、大変珍しい黄色系の実生。写真は交配親。 

販売数 3株 

 

Eny. Tiny Magic タイニー マジック 新発売 フレグランス交配 ･･･････････････････ (1-2 作) 2,750 

212 ( C. Button Top × Gcy. Kyoguchi )  香り良い当園のリメイク実生。石鹸×ムスクの香

り。写真は前回開花例。セミアルバ系は上品な香りで世界らん展での優良賞。 

販売数 3株 

 

Graphorkis concolor グラフォルキス コンカラー ･･････････････････････････････ (BS) 3,850 

213 マダガスカル原産。まるでカタセタム系のような株姿で、花は黄色地に模様が入り、上

に伸びた花茎はオンシジウムのように枝打ちして咲く、とても珍しい原種。 

販売数 2 株 

 

Encyclia mooreana エンシクリア原種 ムーレアナ ･････････････････････････････ (BS) 11,000 

214 中米原産の珍しいエンシクリア。花はコントラストも良く、株姿コンパクトながら花茎は枝

打ちして見応えある原種。入手困難。 

販売数 1株 

 

Encyclia hanburyi エンシクリア原種 ハンブリー ･･････････････････････････････ (BS) 5,500 

215 ブラジル原産の希少種。多々あるエンシクリアの中でも紫系の美しいリップで色彩的

にも珍しい。葉、節間とも短く、カッコイイ株姿で板付け等もおすすめ。 

販売数 2株 

 

Den. Blue Karnbinthai 最新デンファレ ブルー カービンタイ ･････････････････････ (BS) 4,400 

216 ( Blue Sapphire × Bertha Chong ) ( MC ) 極濃色の深みある色彩で存在感あ

り。花保ち良くコレクションにはもちろん、展示でも目立つオススメ個体。 

販売数 2 株 

 

Den. ( Taiwan Compressor × Thailand ) タイワン コンプレッサ × タイランド ･･････ (BS) 2,750 

217 デンファレ最新実生。母体は覆輪が美しい極大輪で、カトレアかのような迫力

ある花。花粉親は濃色な大輪花で輪数も多い個体。写真は兄弟開花例。 

販売数 3株 

 

Clowesetum Jumbo Polar クロウェセタム ジャンボ ポーラー ･･････････････････ (BS) 13,200 

218 ( Cl. Rebecca Northen × Ctsm. viridiflavum ) 鮮やかな黄色のビタミンカラー。 

下垂して咲く香りの良いセレクト個体のオリジナル分け株 

販売数 1 株 

 

Monnierara Jumbo Delight ‘ ORCHIS ’ ジャンボ デライト ‘ オーチス ’ ････････ (BS) 4,400 

219 ( Cycnodes  Wine Delight × Catasetum  Orchidglade ) ( MC ) 

カタセタム系の赤花系個体。ワインデライトの子供で花付きも良い。 

販売数 2 株 

 

Bletilla Brigantes ( select 20 ) ブレティラ ( シラン ) ブリガンテス ･･･････････ (BS) 22,000 

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

セルレア・トリラベロ選抜の最高峰個体。オリジナル分け株 

販売数 1株 

 

Cymbidium canaliculatum シンビジウム カナリキュラタム ･････････････････････ (BS) 11,000 

221 オーストラリア原産。チョコレート色の花を咲かせる珍しいシンビジウム原種。

葉やバルブだけでもカッコイイ株姿で楽しめる。 

販売数 1株 
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No.301～321 大和農園洋蘭部                  お問い合わせ先 Tel: 0797-88-0548 

       

Paph. Country Music ‘Curtain Call’ ﾊﾟﾌｨｵﾍﾟﾃﾞｨﾗﾑ ｶﾝﾄﾘｰﾐｭｼﾞｯｸ ‘ｶｰﾃﾝｺｰﾙ’ ････････ (BS) 99,000 

301 (Country World x Memoria Sabrina Mark) (FD) 極濃色点花ワールドフェイマス‘マイク 
タイソン’の孫にあたる点花。目論見通り極濃色の幅広ペタルとリップを持つ点花が 
生まれた。真ん丸な冴えた白地ドーサルの粗い点とのコントラストが最高の巨大輪。 
株サイズ：ﾊﾞｯｸ 2＋LS約 55cm ｼｰｽ付きﾘｰﾄﾞ＋LS約 35cm中木＋新芽中 販売数１株  

Paph. Cuban Boys ‘Sunfish’ パフィオペディラム キューバンボーイズ‘サンフィッシュ’ (BS) 88,000 

302 (Amanda x Katsuta Crow) (FD) 当園の赤花ヒット作キューバンボーイズ。たくさんの 

個体を選別したが、最もフラットに咲く大輪花。美しい曲線を描く幅広ペタルと色抜けの 

無いリップ、まっ平らな幅広白フクリンの入るドーサルなど、どれをとっても一級品。 

株サイズ：バック＋LS約 40cm リード＋新芽中 販売数１株  

Paph. Shen-Liu Peri ‘Nighthawk’ SBM/JOGA ﾊﾟﾌｨｵﾍﾟﾃﾞｨﾗﾑ ｼｪﾝﾘｭｰﾍﾟﾘ ‘ﾅｲﾄﾎｰｸ’ (BS) 55,000 

303 (moquetteanum x anitum) (FD) 今年入賞時、僅かにリップ右側にカラーブレイク 

らしきものがあったため 79ポイントだったが、十分 SM クラスの花。アニタム由来の黒々 

とした幅広ドーサルに、綺麗に下垂する母体譲りの点入り幅広ペタルをもつ多花性。 

株サイズ：リーフスパン約 36cm リード１芽 販売数１株  

Paph. Golden Jubilee ‘Royale Flash’ S/CSA, HCC/AOS ﾊﾟﾌｨｵﾍﾟﾃﾞｨﾗﾑ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｼﾞｭﾋﾞﾘｰ’ﾛｲﾔﾙﾌﾗｯｼｭ’ (BS) 33,000 

304 (Acclamation x armeniacum) (FD) 全面点花の祖の一つアクラメーションに原種 

アルメニアカムをかけた特殊交配。黄金色の地色に展開の良い幅広ペタルをもち、 

花全体に点が広がる美花。米国の 2つのらん会で入賞した個体。 

株サイズ：リーフスパン約 40cm リード１芽 販売数１株  

Paph. Tonsuk ’Green Sage’ パフィオペディラム トンサク ‘グリーンセージ’ ･･････････ (BS) 33,000 

305 (tonsum x sukhakulii fma. aureum) (FD) トンサムのハーフアルビノ株にサクハクリの 
アルビノをかけた交配。ほとんどの子供がアメ色の着いた花だったが、本個体はごく僅か 
にとれたグリーン系でサクハクリのアルビノをスケールアップしたような美花。性質強健。 
株サイズ：バック＋リーフスパン約 25cm リード＋新芽大、小２ 販売数１株  

Paph. Gloria Naugle ‘In-Charm Red’ (MC) ﾊﾟﾌｨｵﾍﾟﾃﾞｨﾗﾑ ｸﾞﾛﾘｱﾉｰｸﾞﾙ ‘ｲﾝﾁｬｰﾑﾚｯﾄﾞ’ ････ (BS) 6,600 

306 (rothschildianum x micranthum）台湾で選別された極濃色の巨大な個体をメリクロン 

したもの。木をしっかり作ればそれに応えて立派な花が咲く。実生でこれだけの花が出る 

確率はとても低いので、実際に咲いているのを見たら必ず欲しくなる。 

株サイズ：リーフスパン約 30cm リード１芽 販売数３株  

Paph. Knight Charles パフィオペディラム ナイトチャールス ････････････････････････ (BS) 5,500 

307 (Stone Lovely x charlesworthii fma. sandowiae) (US) グリーン系の有名交配親に 

原種チャールスウォーシーの白いドーサルでペタルがグリーンのアルビノをかけたもの。 

原種のような花型で緑褐色のペタルとリップを持つ美花。強健で咲きやすい。写真は 

兄弟株の開花例。 株サイズ：リーフスパン約 36cm リード含み３～４芽立 販売数３株  

Paph. Superbly Tempting パフィオペディラム スーパーブリーテンプティング ･････････ (BS) 7,700 

308 (Temptation x superbiens var. curtisii fma. sanderae) (US) 片親アルビノの交配から 

唯一出たほぼグリーンのテンプテーションにカーティシーのアルビノをかけた多花性。 

今の所グリーンの花が出る確率は約 50％。写真は兄弟株のグリーンタイプ開花例。 

株サイズ：リーフスパン約 32cm リード１芽 販売数３株  

Paph. (Wilbur Chang x bellatulum) ﾊﾟﾌｨｵﾍﾟﾃﾞｨﾗﾑ (ｳｨﾙﾊﾞｰﾁｬﾝ x ﾍﾞﾗﾁｭﾗﾑ) ････････････ (BS) 8,800 

309 (US) 父親は(malipoense x Fanaticum)なのでピンクがかったマリポエンセのような花で、 

それに原種ベラチュラムをかけた特殊交配。先祖のミクランサムによりピンクがかった 

マベルに似た花になりそうだ。写真は両親ともその品種の花見本。 

株サイズ：リーフスパン約 20cm リード１芽 販売数５株  

Paph. wenshanense x sibling パフィオペディラム ウエンシャネンセ ････････････････ (BS) 5,500 

310 (‘Crunky’ x ‘April Fool’) (US) 当園が行ったウエンシャネンセのシブリングクロス。 
両親共にクリームの地色に粗い点が入る個体。写真は今年８月に最初に咲いた花で、 
クリームイエローの地色に粗い点が散らばる美花。兄弟花の期待値は高い。 
株サイズ：リーフスパン約 15cm リード１芽 販売数５株  
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Ctmds. Dragons Glade ‘Black Flame’(OG) ｶﾀﾓﾃﾞｽ ﾄﾞﾗｺﾞﾝｽﾞｸﾞﾚｰﾄﾞ ‘ﾌﾞﾗｯｸﾌﾚｲﾑ’ ･ (BS) 110,000 

311 (Ctmds. Dragons Tail x Ctsm. Orchidglade) 数年前ネット上で噂になり盛り上がった 
カタモデスの大輪花。様々な色彩の兄弟が出たが、大きなオレンジのリップと幅広ペタル 
にクッキリ点が浮かび上がり全面に散らばる最高の個体。オリジナルの分け株。 
株サイズ：バック２＋リード 販売数１株  

Fdk. Beverly Danielson ‘Leopon’(OG) ﾌﾚｯﾄﾞｸﾗｰｸｱﾗ ﾋﾞﾊﾞﾘｰ ﾀﾞﾆｴﾙｿﾝ ‘ﾚｵﾎﾟﾝ’ ･････ (BS) 66,000 

312 (Fdk. After Midnight x Ctsm. Orchidglade) 数年前皆が驚いたフレッドクラークアラの 
巨大輪。花もちが良く大きな花が沢山つくのでカタセタム系のこれまでの常識を覆した 
品種。ペタルがオーバーラップし桃紅色の細点が花全面に広がるタイプ。OG分け株。 
株サイズ：バック２＋中木リード 販売数１株  

Fdk. Doubtless ‘Fireworks’ BM/JOGA(OG) ﾌﾚｯﾄﾞｸﾗｰｸｱﾗ ﾀﾞｳﾄﾚｽ ‘ﾌｧｲﾔｰﾜｰｸｽ’ ････ (BS) 77,000 

313 (Fdk. No Doubt x Ctsm. Orchidglade) ピンクぼかしの地色に濃桃紫色の大小の点が 
花全面に広がる優秀個体。入賞時は初花で不揃いで抱え気味に咲いていたので BM 
だったが、さらに上を狙える可能性を秘めている。OG分け株で写真は入賞時の花。  
株サイズ：バック２＋リード 販売数１株  

Fdk. Upgrade ‘Pure Gold’(OG) ･･････････････････････････････････････････････････ (BS) 99,000 

314 (Mo. Jumbo World x Ctsm. spitzii) 今年１月の関西らんフェスタでグランプリを獲得した 
グリーンゴールドの大輪。咲き始めはグリーンがかっているが、時間の経過で黄金色に 
なる。ペタル、セパルの展開が良く、沢山の花が房になって咲く最高個体のOG分け株。 
株サイズ：バック２＋リード 販売数１株  

Fdk. Beverly Danielson(再交配) フレッドクラークアラ ビバリーダニエルソン ･･･ (BS) 8,800 

315 (Fdk. After Midnight x Ctsm. Orchidglade) (US) 上から２段目の選別個体と同じ両親 
を使ったリメイク交配。もちろん黒い花も咲くが、リップに白い模様が入るタイプや農紅色 
の細点が入るタイプなども生まれる。輪数もつきやすく最も見応えのある品種の一つ。 
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５株  

Clo. Cosmo-Grace クロウェセタム コスモグレース ･････････････････････････････ (BS) 8,800 

316 (Cl. Grace Dunn x Cstm. pileatum) (US) ピンクぼかしでグリーンの脈入りの愛らしい 
クロウェシアに巨大なリップを持つイエローグリーンのカタセタムの原種をかけたもの。 
大きなリップを持つライトイエローの中大輪が咲くが、稀にピンク系も咲くかもしれない。 
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５株  

Fdk. Barbara Alfaro フレッドクラークアラ バーバラアルファロ ･････････････････ (BS) 3,960 

317 (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。最終クリアランス価格。写真は兄弟株開花例。 

株サイズ：バック３＋リードバルブ 販売数３株  

Den. Snow Festival ‘Fuji’ (MC) デンドロビューム スノーフェスティバル ’フジ’  (2 作) 3,850 

318 (Alice Iwanaga x sanderae) デンドロ原種サンデレーが 3/4、原種シュッツェイ 1/4 

からなる交配種選別個体のメリクロン。フラットに開く真っ白なペタルとセパルに、リップ 

中心部が濃桃紅色の大きな花が咲き乱れる。写真の左は開花例で右は販売株見本。 

株サイズ： リードバルブ樹高約 15～20cm、３～４バルブ 販売数５株  

Holcoglossum amesianam ホルコグロッサム アメシアナム ････････････････････ (BS) 6,600 

319 バンダの近縁種でミヤンマー、タイ、ベトナムなどに自生するホルコグロッサムの原種。 
大変珍しいものだったが、近年実生もあり手に入れやすくなった。今回は板に根付いた
吊るタイプで株高３５ｃｍ程度の大きな株を提供。写真左は開花例で右は販売株見本。 
株サイズ：樹高約 35cm（プラ板付） 販売数２株  

Shoenorchis fragrans シェノーキス フラグランス ･････････････････････････････ (BS) 3,300 

320 インド、ミヤンマー、タイなどに自生する小型種。濃ピンクの小さく愛らしい花が密に 
なって咲く。株高２～３ｃｍで既に開花サイズで大変コンパクトかつ強健で育てやすい。 
写真の様にバーク板付にして吊ってある。写真の左は開花例で右は販売株見本。 
株サイズ：樹高約 2～3cm（バーク板付） 販売数５株  

Shoenorchis juncifolia シェノーキス ジュンシフォリア ････････････････････････ (BS) 3,520 

321 (FD) ボルネオやスマトラに自生し、つる状に育つ原種。小さく愛らしい青みがかった 
藤色の花がブドウ状に咲く。写真の様にバークの板につけてあり観葉としても面白い。 
性質強健で育てやすい。写真の左は開花例で右は販売株見本。 
株サイズ：樹高約 30cm（バーク板付） 販売数３株  
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No.401～418  大場グローバルプランツ        お問い合わせ先 Tel: 090-5433-9204 

   

C. schroederae x sib (rubra strain) カトレア シュロデレー（ルブラ系） (2 作) 7,700 

401 (f.oscura 'SakuraJewel' x f.rubra 'Ashura') (US) 

当社オリジナル実生。自然由来株から選抜した濃色個体と、極濃色の 

銘花を交配。香り良い春咲き品種。今回一押しの商品。２作開花サイズ。 

 

C. pumila x sib カトレア プミラ (1 作) 4,400 

402 (‘Santa Barbara’ x ‘Dark Star’) (US) 

丸弁整型を使用した、アメリカの最新実生苗。写真は参考。 販売株は、コルクに 

着生させた株。本種は、着生させた方が栽培管理が楽。 １作開花サイズ。 

 

C. nobilior v.amaliae (flamea strain) カトレア ノビリオール アマリエ (フラメア系) (BS) 22,000 

403 (f.flamea ‘8022’  x ‘Perfection) (US) 

非常に珍しい５弁フラメア個体を使用した海外最新実生。 

受け取って納得の非常に立派な株をお届け。 

来年開花予定株。新発売。５株のみ限定販売 
 

C. violacea f.suavissima x self カトレア ビオラセア （スアビッシマ系） (2 作) 13,200 

404 (f.suavissima ‘Coronet’ GM/JOGA  x self) (UR) 

本種最高峰で、極めて美しい個体のセルフ苗。 

国内でも同一実生が作られたが、生育怠慢でした。 

こちらは海外実生で生育良好な苗。 ２作開花サイズ。 販売数１０株 

 

Calanthe sp ‘Good’ (White Flower)  カランセ 品種名不詳 ‘グッド’(白花) (BS) 5,500 

405 原産地不詳 

長く伸びる花茎の先端部分に、写真のようなきれいな白花を着ける品種。 

詳細が不明な品種ですが見栄えする花。展示会でも目立つ。冬咲き。 

 

Cymbidium elegans シンビジューム エレガンス (2 作) 11,000 

406 ネパール～ヒマラヤ原産 

下垂する花茎に薄黄色の花をたくさんつけ、微かに香る品種。極希少種。 

シンビらしくない独特な花型が人気の原種。 

販売株は、国産実生株。２作開花サイズ。 秋～冬咲き。 

 

Den. sp (moniliforme f.alboviolaceum ?) デンドロ 品種名不詳  (BS) 5,500 

407 ベトナム～雲南原産 

新発見種で D.moniliforme f.alboviolaceum としてドイツの雑誌に紹介された 

もの。小型で細いバルブに、白地桃色弁のかわいい花を着けるミニチュア種。 

夏暑がることは無く成長。 初夏咲き。２号鉢。 
 

Den. Snow Festival ‘Fuji’ デンドロ スノーフェスティバル ‘フジ’ (2 作) 3,850 

408 (Alice Iwanaga x sanderae) (MC) 

Den.sanderae 系。花保ち長く、大きな花をたくさん着けるメリクロン株 

主に冬咲きの品種で、大きく育てれば展示会などでも人気を集める。 
 

Trichocentrum jonesianum トリコセントラム ジョネシアナム (BS) 7,700 

409 アルゼンチン～ブラジル原産 

多肉質の下垂するバルブから長い花茎を伸ばして、写真の花を着ける。 

花保ち長く人目を惹く。主に夏咲き。プラ板に着生させた株。 
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C. tenebrosa f.aurea ‘Select’  カトレア テネブロッサ オーレア ‘セレクト’ (BS) 66,000 

410 (FD) ブラジル原産。オリジナル分株 

銘個体’WaltonGrande’ x self の選抜に’WaltonGrande’ を戻し交配した 

実生より選抜。NS18ｃｍ以上の巨大な花で親を凌ぐ極大輪花。 

実生全株販売で、命名権付き。 初夏～夏咲き。販売数１株。 

 

C. trianae f.coerulea ‘Sulla’ カトレア トリアネ セルレア ‘スーラ’ (BS) 88,000 

411 (FD) コロンビア原産。 自然由来株からの選抜個体。オリジナル分株 

本種セルレア花の最高峰個体。皇帝ブルーの美しい色彩と、 

存在感ある花型は、万人を魅了する素晴らしい花。 

当初は数十万円した高嶺の花。冬咲き。５バルブ良株。 販売数１株。 

 

C. Cosmo-Roebling ‘Orchid Eros’ コスモロベリング ‘オーキッドエロス’ (BS) 33,000 

412 (FD)  C. MiniPurple x C. C.G.Roebling オリジナル分株  

ハワイで選抜された個体。花大きく、リップ丸く濃い青紫色。 

ペタルは、先端部分のフラメア模様色彩が美しい花。ミディカトレア。 

未審査株で、十分な入賞クラスの良個体。不定期咲き。販売数１株。 

 

Rlc. Cadmium Light ‘Sweet Lime’ AM/AOS  カドミウムライト ‘スウィートライム’ (BS) 33,000 

413 (FD) (MC)  C. forbesii x Rlc. Xanthette メリクロン分株 

1９６９年の入賞個体。古いメリクロン株で、貴重なファーストメリクロン株。 

花弁が分厚いライムグリーン花を６輪も着ける。  

MC株だが、流通品は極めて少ない。  初夏咲き 販売数１株。 

  

Rlc. Esther Costa ‘Orange Fantasy’ AM/AOS  エスターコスタ ‘オレンジファンタジー (BS) 27,500 

414 (FD)  Rlc. Jane Helton x Rlc. Gordon Siu オリジナル分株 

1983 年に AM/AOS 入賞したハワイ作出の個体。 

NS14cm 前後のサンセットカラー色ミディカトレア。 

花の少ない夏に栽培棚を彩る美しい個体。販売数１株。 

 

Rlc. Goldenzelle ‘Santa Rosa’ ゴールデンゼル ‘サンタローサ’ (BS) 44,000 

415 (FD)  Rlc. Fortune x C. Horace オリジナル分株 

J. Hanes 氏によって作出された、一番最初の実生から選抜された貴重な個体。 

アプリコット色の美花。希少株。販売株はバックバルブから作り直して 

２年経過の株でシース付き。秋～冬咲き。販売数１株。 

 

C. Hard Rock ‘Rocky Points’ BM/JOGA  ハードロック ‘ロッキーポインツ’ (BS) 22,000 

416 (FD)  C. Mari’s Song x C. granulosa オリジナル分株 

Sunset Valley Orchids 社が作出した特殊交配。２枚葉のミディカトレア。 

写真のようなバチ弁クサビ模様で、色彩がハッキリした個体。 

主に春咲きだが、その他の時期に咲くこともある。販売数１株。 

 
Rlc. Sunnystate’s Spring Breeze ‘White Pearl’ HCC/JOS  

サニーステイツ スプリング ブリーズ (1 作) 27,500 

417 (FD)  C. Stephen Oliver Fouraker x Rlc. November Bride オリジナル分株 

国産実生の選抜で、満作時には NS19cm を超える極大輪花。 

流通品はまず無い、極めて入手困難な個体。販売数１株。 

  

Den. treacherianum ‘Profusion HCC/AOS  トレアチェリアナム ‘プロヒュージョン’  (BS) 22,000 

418 (FD)  2005 年に HCC/AOS,CCM/AOS 入賞した個体。オリジナル分株 

Golden Gate Orchids 社が作出した実生選抜で、花房長く、着花輪数が 

多い、展示会向きの個体。春～初夏咲き。販売数１株。 
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No.501～521  久栄ナーセリー                 お問い合わせ先 Tel: 0749-28-4425 

           

C. amethystoglossa, semi-alba strain アメジストグロサ, セミアルバ系 ･‥･･････ (9.0) 13,200 

501  ( 'Wailea Point' X self )   

ハワイで交配されたセミアルバ系の実生苗。すでに多くの良花が開花している実績 

のある交配 販売数 3株 

  

C. jenmanii, rubra ‘#22’  ジェンマニー, ルブラ ‘＃２２’････････････････････････ (BS) 16,500 

502 極濃紫紅色の花弁、ペタル中央から先端にかけて更に濃い筋が入る色彩の 

選別個体。全株の販売です。3号鉢  

販売数１株 
 

C. lawrenceana, flamea strain  ローレンセアナ，フラメア系･････････････････ (ｼｰｽ付) 4,950 

503 ( x sib) 多くの花をつける多花性のタイプを用いた交配苗。 

濃淡が美しいフラメア花が多く咲いている。(参考写真) 

販売数５株 
 

C. nobilior 'Joan Nancy'  HCC/JOS  ノビリオール‘ジョアン ナンシー’･･････ (BS) 11,000 

504 著名な岩下氏コレクションで JOS入賞花のメリクロン。 

株はやや小柄ながら花径 11cmほどの大輪花をつける。12cm浅鉢 開花見込株 

販売数１株  

C. violacea fma. coerulea ビオラセア, セルレア･････････････････････････････････ (BS) ¥19,800 

505 多くの良花が咲いている当たり交配、出荷前に咲いてしまったのでセルレア花を 

確認した開花株。ボリュームあるお買い得品。3.5～4号鉢 写真は同系の開花例。 

販売数３株 

 

C. violacea, rubra ‘Tsiku Taiwan’  SM/TOGA ビオラセア, ルブラ ‘シク タイワン’ (BS) 9,900 

506 (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, picoty 'Madou Model' ワルケリアナ, ピコティ ‘マドウ モデル’････ (2.5 号) 22,000 

507 （MC）オーバーラップする極整形の美花で、ペタルは紅色の覆輪が入る 

最も人気のあるセミアルバ。 2-3作 限定メリクロン 新発売  

販売数３株 

 

C. Sanyo Jackpot  'Enami'  SBM/JOGA サンヨウ ジャックポット‘エナミ’･････ (BS) 9,900 

508 (Mini Purple x Jose Dias Castro)(FD)  株高３０cm弱の小ぶりな株から目を引く 

ワインカラーの花をつける。極丸弁でビロード状のリップをもつ優秀美花 

オリジナル分け株 販売数 1株 
 

Pry. Muscat Smile 'Green Mountain'  (Psh. mariae x Rlc.Lester McDonald） ･･‥…･････ (2 作) 4,400 

509 プロスリンコレア マスカット スマイル ‘グリーン マウンテン’  

原種 mariae と、グリーン系大輪の名花 Lester McDonaldから生まれた、mariae似の 

花色・花形をもつ大輪種。花が大きいので人目を引く夏咲き メリクロン 販売数 5株  
 

Psh. Happy Lynn 'Hinata' パッピーリン‘ヒナタ’････････････････････････････ (BS) 3,300 

510 (calamaria x vitellina) (FD) エピデンドラム系の原種同士を用いた珍しい交配種。 

2.5号鉢程度のコンパクトな株姿、黄色の花弁に白リップの花をつける多花性種。 

香りあり。 オリジナル分け株  販売数 3株 
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Rlc. Princess Kiko 'Hohoemi' BM/JOGA プリンセス キコ ‘ホホエミ’･･･････････････ (シ-ス付) 6,600 

511 （Dubiosa x George King) (MC) 秋篠宮殿下のご成婚を記念し命名された有名種。 

淡い色彩は柔らかで清楚な印象の大輪。株が出来ると花茎 5輪ほどつける。冬咲き 

限定メリクロン 販売数３株 

 

Rlc. Spanish Eyes 'Tian Mu' スパニッシュ アイズ‘天母’･･････････････････ (1 作) 3,850 

512 ( Apricot Flare x Memoria Wang Tzu-Chang) (MC) 

珍しいオレンジ系の大輪人気種でやや不定期咲き 栽培しやすい 10.5cm鉢  

販売数 5株 

 

C. Starting Point  スターティング ポイント (セミアルバ銘花の再交配) ････････････ (7.5) 3,300 

513 (Persepolis 'Splendor' x Ahmad Sheikhi 'Mendenhall') パーセポリスは今なお絶大

な人気の大輪整形花。'Unique'を超える大きな紅色リップを持つ透き通った花弁の 

冬咲き・大輪・セミアルバを期待。写真は'Unique' 販売数５株 

 

 

 

Den. lineale, blue デンドロビウム リネアレ, ブルー･･････････････････････ (12.0) 13,200 

514 ブルーが美しい原種、海外で選別された輸入された個体。 栽培しやすく、 

株が出来ると次々と花を咲かせる。高芽分け株。 

株高５-6０cmの２バルブ オリジナル株 販売数１株 

 

Den. Pandala 'Shining Fuji' SM/JOGA デンドロビウム パンダラ ‘シャイニング フジ’ (7.5) 22,000 

515 (Nunkumbil x Ku-Ring-Gai) (FD) とうほく蘭展ブルーリボン受賞花 

テトラゴナムの血を強く引く SM入賞花オリジナル株。 

花つきよく長く咲き続ける。香りもよい。 販売株数１株 

  

Clo. Rebecca Express ‘M’ クロウエセタム レベッカエクスプレス･････････････ (BS) 5,500 

516 (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。 
 

Oncsa. Sweet Suger 'Lemon Drop' HCC/AOS スイート シュガー ‘レモン ドロップ’ (BS) 3,850 

517 (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 3株。  

Phal. schilleriana‘Pink Butterfly’AM/AOS シレリアナ‘ピンク バタフライ’ (BS) 4,950 

518 ピンク色の花をつける原種。たくさんの花を枝分かれさせながら 

咲かせる優秀個体のメリクロン。葉の模様も美しい。 

販売数 3株。 

 

Phrag. besseae フラグミペディウム ベッセ－･････････････････････････････ (BS) 8,800 

519 ( x sib)  鮮やかな朱赤の色彩が、たいへん魅力的なフラグミの原種。 

3.5号鉢 リーフスパン 30cm程度 

販売数 2株 
 

Angraecum eburneum subsp. giryamae アングレカム エバニウム, ギリアマエ･･････ (BS) 11,000 

520 エバニウムの亜種 産地が異なりケニア・タンザニアのみに自生  

やや小型と思われる個体。 株幅 5-60cm、株高約 65cm 脇芽あり 

花芽付き 販売数 1 株 

 

V. Pure’s Wax ‘Blue’  ピュアズ ワックス ‘ブルー‘･･････････････････････････ (BS) 7,700 

521 (Doctor Anek x Kasem's Delight) (MC)  

艶のある美しい濃赤紫色の花弁。従来種とは１ランク上で最高個体と言われる 

花形とサイズ。ボリュームある素晴らしいバンダ。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        価格改定  〈安定供給復活までセール時の割引対象外とさせていただきます。〉 

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

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

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

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

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

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

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

アイデアルミックス   

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

特製配合コンポスト。主な材料：日向土、ゼオフィール、バーク、木炭など 

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

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

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

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

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

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

ラディアタパインの樹皮から製造されたもので、型崩れしにくく、空気及び水分 

容量が高く、窒素安定化も行われている。軽石との混用もよいでしょう。 

L (大粒 = 9～12mm)  カトレヤ、ファレノプシス、バンダなど 

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

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

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

多孔質鉱物であり活性炭作用をもつので、通風をよくし、有害ガスを吸着し、 

コンポストを清浄に保ちます。 

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

多種の微量要素を含む植物性炭素。鉢内の通気効果の促進、保水力増大、 

肥料消費量節約などに効果があり、根腐れや肥料負けの減少に役立ちます。 

粒のサイズは大小 2種類。コンポストに混ぜて使用すると良いでしょう。 

◆ 植 込 容 器   

素焼鉢 ・素焼浅鉢 

ランに適した、通気性に特に優れた根腐れしにくい素焼き鉢を 

取り扱っております。浅鉢は、高さが直径のほぼ半分です。 

サイズ 

(直径 cm) 

2 号 

(6.0) 

2.5 号 

(7.5) 

3 号 

(9.0) 

3.5 号 

(10.5) 

4 号 

(12.0) 

4.5 号 

(13.5) 

5 号 

(15.0) 

6 号 

(18.0) 

7 号 

(21.0) 

8 号 

(24.0) 

9 号 

(27.0) 

10 号 

(30.0) 

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

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

サイズ 

 
(直径 cm) 

2.5 号 

(7.5) 

3 号 

(9.0) 

3.5 号 

(10.5) 

4 号 

(12.0) 

5 号 

(15.0) 

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  価格改定 

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

      上記 3 個 1 組のセット販売 …¥2,500 

◆ 着 生 栽 培 用 資 材   

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

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

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

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

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

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

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

      正方形に整形され、軽量で柔らかく、加工もしやすい。 

パインボード  (入荷が不安定な状況で、次回は 11 月上旬入荷予定です。) 

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 

Ｎ：細幅（幅 10cm 程度 長さ 25cm 程度）     1 方向へ伸びる植物に ¥800 

ＮＬ：細幅ロング（幅 10cm 程度 長さ 35cm～）       〃           ¥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) ¥2,000    (200g 入) ¥1,000 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

スーパーシリーズ 

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

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

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

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

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

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

◆ 殺  菌  剤   

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

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

水 1㍑に対し 50gを溶かします。2～3分つけて使用して下さい。 

◆ 病 害 虫 対 策   

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

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

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

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

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

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

殺菌剤。アブラムシの忌避作用有り。そのまますぐに使えるスプレーボトル入り 

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

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

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

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

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

早春の萌芽前のほか、梅雨どき、秋雨の時期は、予防散布すると良い。 

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

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

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

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

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

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

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

のジェット噴射でしっかり薬剤が届きます。 

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

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

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

洋ラン用カラー鉄線 (鉄線をカラー塩ビで被覆したもの)  

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

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

〃 〃 〃 〃 60cm ¥1,400 ¥5,250 

中 〃 #10 外径約 3.2mm 90cm ¥1,100 ¥4,100 

〃 〃 〃 〃 60cm ¥850 ¥3,200 

〃 〃 〃 〃 45cm ¥650 ¥2,450 

細 〃 #12 外径約 2.6mm 60cm ¥700 ¥2,600 

〃 〃 〃 〃 45cm ¥550 ¥2,100 

極細 〃 #14 外径約 2.0mm 60cm ¥500 ¥1,800 

〃 〃 〃 〃 45cm ¥400 ¥1,500 

◆ 便利グッズ     

便利な小物の利用で、支柱たてなどの作業が、とても楽に失敗なくできます！ 

ステムクリップ  

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

ビウムのバルブを支柱へしっかり固定できる大きめのサイズです。 

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

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

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

止め吉 

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

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

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

②バルブや花茎を支柱に寄せ、止め吉の先端をひねってとめます。  

③外す時もカンタン！ 何度も再利用できます。 

支柱キャップ 

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

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

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

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

◆ 吊 金 具   

自家製鉢吊り用金具 (カラー鉄線を利用した簡易吊金具) 

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

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

                    L (長さ約 60cm) ¥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

吊るして使います。 
S サイズは、壁面ネットに 

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

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

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

ダイオラッセル 

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

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

反射し遮光性に優れています。 

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

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

ダイオラン#50  ＊ 〃 〃 約 50％ 2m  切売 m ¥800 

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

ダイオミラー 

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

ダイオミラー#40HB-6 ラッセル編 銀・

黒 

約 40% 2m 50m 1 本 ¥37,840 

ダイオミラー#50HB-6 ラッセル編 銀・

黒 

約 50% 2m 50m 1 本 ¥41,580 

ダイオミラー#60HB-6 ラッセル編 銀・

黒 

約 60% 2m 50m 1 本 ¥44,770 

ダイオネット 

    スダレ編みの最もポピュラーなもので、経済性にも優れている。 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  ＊印はメートル単位でご希望の長さにカットして当社よりお送りします。 

◆ 吊  具 (ダイオネット、ダイオミラー、ダイオラン用)   

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

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

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

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

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

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

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

サニーコート 

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

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

(品 名) (幅) (長さ) (単位) (価 格) 

サニーコート内張用 115cm－原反－ 100m 1 本 ¥20,240 

〃 135cm－原反－ 100m 1 本 ¥23,760 

〃 150cm－切断加工－  50m 1 枚 ¥15,840 
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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      ※以下、書籍等はセール時の割引対象外です。 

あなたの‘ランをいつくしむ暮らし’が大きく広がる、おすすめの本！ 

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

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

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

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

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

繰ってみてください！とても良い本だと思います。おすすめします。 

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

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

知ると、洋ラン観賞、栽培の楽しみも大きく広がります。 

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

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

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

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

入賞花の変遷を知ることができます。 

                       

 

 

 



 

 

ご注文に際しご一読ください 

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

◎ ご注文とご送金 

・ ご注文には同封の注文書をご利用いただくと便利です。 

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

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

知らせいたします。 

    ・ ご送金は現金書留、郵便振替、銀行振込いずれでも結構です。 

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

いずれも 国際園芸株式会社 口座です。 

 郵便振替：００１４０－５－３４３１１ 

 三井住友銀行 伊勢原支店 普通預金 ：６５６２３８３ 

 み ず ほ 銀 行 平 塚 支 店 普通預金 ：１９８９５６８ 

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

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

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

    ・ 通信販売では下記のクレジットカードがご利用いただけます。 

VISA，MasterCard，American Express, JCB, Diners 

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

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

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

にてお支払手続きをお願いいたします。     

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

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

          代金引換手数料は下記のとおりです。 

ご利用代金総額       33,000 円（税込）未満 330 円 

33,000 円（税込）円以上          サービス 

◎ 発送と荷造送料 

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

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

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

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

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

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

      荷造・送料一覧表    

 

Ⓐ 

洋蘭お買上金額 33,000 円未満 

（税込） 

Ⓑ 

洋蘭お買上金額 33,000 円以上 

（税込） 

① 関東、南東北、北陸、中部、信越 一律 ￥1,200 サービス 

② 北東北、関西 一律 ￥1,400 サービス 

③ 中国、四国 一律 ￥1,500 サービス 

④ 北海道、九州 一律 ￥1,600 サービス 

⑤ 沖縄 一律 ￥1,800 サービス 

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


