
リスト　No．59 

 

 販 売 品 リ ス ト
 

期間中は１０％引き(予約含む）にさせていただきます。  (割引対象外の商品あり)

　

　 6月23日（金）～25日（日）   OPEN  10:00 ～ 17:00 TEL (0749)28-4425
　

＊ ご注文について  

ご注文は、全て久栄ナーセリーにお願いいたします。

TEL (0749)28-4425　　　　FAX  (0749)28-4439

 E-メール   orchids@qa-nursery.com　又は、久栄ナーセリー hp (お問い合わせフォーム) から

＊ 価　格　　

予約を含め期間中は１０％引きにさせて頂きます。 (資材・書籍等、除外品あり)

商品代金に荷造り送料を加えた額をお支払い下さい。 

お買い上げ２万円以上は荷造り・送料サービスにさせて頂きます。（代引手数料324円は別途）

　 荷造り・送料　900円　(九州・東北は1,100円、北海道・沖縄は1,500円） 　※資材等は別途

＊ お支払い方法

　　① 郵便振替　郵便振替口座　００９６０－０－９２２００　久栄ナーセリー
　　　　　　　  
　　② 代引き便　( 手数料 一律 \3２4を加算下さい )

　　③ 銀行振込　ご希望のお客様はその旨をお知らせ下さい。

　　　　振込口座　　滋賀銀行　稲枝支店　【普通】０３２０４２　ナガサキ　ヒサカズ

　　　　 　　　　　　　 ゆうちょ銀行  ゼロｷｭｰｷｭｰ (０９９)店　当座 ００９２２００　久栄ナーセリー

＊ そ の 他

荷造り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下さい。

素焼き鉢につきましては性質上、輸送中のヒビ割れ破損もありますが、何卒ご容赦下さい。
到着後８日を過ぎたもの、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下さい。

価格がひと目でわかる

税込価格(総額表示)

　
　　　【 出 店 蘭 園 】　　須 和 田 農 園   ・   (株) 万 花 園    ・    ワカヤマオーキッド

久栄ナーセリー　夏のらん展 2017
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  カ　ト　レ　ヤ　系　原 種 　(１)　 　
 販売可能数↓ サイズ / 価格 (税込）

 C. amethystoglossa 　アメジストグロッサ BS　

1 輸入株。スポットが、ほとんど入らないタイプ　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥16,200

おすすめ 株高40cm　BS4号鉢 今年の春に空シースが出ています。  
NEW! BS　12cm鉢

2 実績ある4倍体系輸入実生苗　（'H&R' X　'H&R Suprime' ）・・・・・・・・・・・・・ ¥16,200

 株高40cm　BS 4号鉢、写真は参考  

3 C. crispa, flamea strain ('Wenzel Stripes' x self) 6cm鉢

NEW! クリスパ，フラメア系　(‘ウエンゼル ストライプス’ xself) 実生苗

ペタルに大きく赤色のスジが入る花の咲いている希少な交配苗です。 ¥2,700

先の交配でフラメア花が出る事が確認され、再交配のされたもの。
 

4 C. dowiana, 　 1-2作 9cm鉢 　
　 ドゥーイアナ 実生苗

コスタリカ-コロンビア　夏から秋にかけて開花する人気種。　 ¥4,320

紅色の大きなリップに金色の脈が柄の様に入るのが魅力です。

5 C. guttata 　(select 8H) 1 15cm鉢

グッタータ 原産地由来種

ブラジル　自生地由来の選別個体として輸入された個体。リップは赤紫色 ¥37,800

花弁はグリーン地に点のタイプ。株高70cm ３B＋新芽。写真の花。

6 C. guttata, coerulea strain　('Exotic Blue' X 'Exotic Orchids') BS 12cm鉢

　 グッタータ，セルレア系　 実生

 セパル、ペタルは黄緑褐色にスポット、セルレア色のリップの多輪性。 ¥21,600

写真は同系の交配と思われる。セルレア系では、既に実績のある実生です。 　 初花見込み株
　 　

7 C. glanulosa 'Sandra' NBS 10.5cm鉢

グラニュロ-サ　‘サンドラ’　 メリクロン

花弁は、ロウ質で深みのある赤褐色に濃赤色のリップ。 ¥8,640

花径12cmの大輪花の優良花。ほぼ開花株のシースなし。

8 C. harrisoniana, trilabelo strain ('Streeter's Choice'　FCC/AOS X trilabelo) 　 7.5cm鉢

　 ハリソニアナ，トリラベロ系　　（‘ストリ-タ-ス チョイス’FCC X トリラベロ） 実生

極濃色整形で FCCを入賞した優秀花と、ペタルにリップと同じ黄色のスジが ¥3,780

大きく入るトリラベロ個体の交配苗。当園オリジナル苗。

9 C. labiata `Ceara’ 1 BS 12cm鉢

おすすめ ラビアタ ‘セアラ’　 オリジナル分株

たいへん展開が美しいティポタイプのラビアタ個体です。 ¥21,600

濃いピンクの花色は、一輪でもよく目立ちます

10 C. labiata fma.coerulea ‘Blue Monster’ SBM/JOGA 1 シース付 

ラビアタ，セルレア　‘ブルー モンスター’ 　 オリジナル株

ブラジルで選別され、ゆったり咲く大輪の美しい花です。 ¥21,600
JOGAでSBM入賞した個体の分け株です。

11 C. labiata, rubra strain (rubra X 'Madre de Deus') シース付き

ラビアタ，ルブラ系 実生

ブラジルで交配されたルブラ系です。今シーズン初花開花見込の株で ¥7,560

良い花が咲いているようです。　参考写真

12 C. maxima 'Stella' 花付12cm鉢

おすすめ マキシマ　‘ステラ’ オリジナル分株

　 花弁は鮮明なピンク色が大変美しく、リップに極薄いスジが入りやさしい ¥19,440

色彩です。花弁が厚めでしっかり感(存在感？)のある個体です。
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 販売可能数↓ サイズ / 価格 (税込）

13 C. maxima, rubra strain  ('Natural World' JC/AOS x self) 7.5cm鉢

おすすめ マキシマ, ルブラ系 (ナチュラルワールド　xセルフ) 実生

　 マウンテンタイプの小型種。今までになかった「あずき色に近い赤」 ¥12,960

　 という表現がぴったりの濃色花が咲いている苗。写真は兄弟株。 　 　
　 　 　

14 C. maxima, semi-alba strain ('Gigi' X 'La Pedrena') 　 BS 10.5cm鉢

マキシマ，セミアルバ　　　　　　　　　　　　 実生

ペタルにスジの入らないセミアルバ個体も咲いています。 　 ¥8,640

代表的なセミアルバの有名個体同士の交配。　参考写真  
　 　

15 C. maxima fma.coerulea 'Fivestar'　 NBS 10.5cm鉢

　 マキシマ,　セルレア　’ファイブスター’ メリクロン

 色の良い、とてもバランスのとれたセルレア個体です。 海外で選別され、 ¥8,640

　 メリクロンされたものです。参考写真 　 　
　 　 　

16 C. nobilior, amaliae 'Perfection' 1-2作 3号鉢

おすすめ ノビリオール，アマリエ　‘パーフェクション’ メリクロン

　 アマリエ系の中で最も評価の高い最高人気種。 ¥48,600

花を確認し同等に咲くメリクロン。(2バルブ＋開花痕２＋葉無し1バルブの中株）

17 C. nobilior, amaliae strain ('Wild' X 'Perfection' ) BS

NEW! ノビリオール，アマリエ  ('ワイルド' X 'パーフェクション‘  ) 1 ¥16,200

　 アマリエ系の新しい交配です。交配親♂はNo.16参照 

18 C. nobilior (semi-alba X 'Perfection') BS

おすすめ ノビリオール　(セミアルバ X ‘パーフェクション’) 　 実生苗

　 セミアルバと、アマリエのどちらの花も咲いています。 ¥16,200

どちらが咲いても良い花。交配♂はNo.16、開花例は写真の都合で(セミアルバ2個体)

19 C. nobilior fma. semi-alba　　ノビリオール，セミアルバ BS

上記No.18の交配から初花開花のS/A。分け株無しの全株(写真下) 4号鉢 1 ¥21,600

20 C. nobilior ‘Don Nagara '  BS 花付き

ノビリオール　‘ドン ナガラ’ 1 オリジナル分株

DRWとの交配から選別された個体。今でもレベルは相当高い個体。 ¥32,400

丸弁でボリュームがあり、大変フラットに展開します。 　

21 C. percivaliana, coerulea strain ('Rio Negro' X 'Megumu') ９cm鉢

　 パーシバリアナ，セルレア系　(‘リオネグロ’ X ‘メグム’) 実生苗

数少ない形の良い濃色セルレア花を用いた交配です。 ¥4,320

写真は交配親

22 C. purpurata, batata roxa 'Heror'　 1 BS 15cm鉢

パープラタ，バタータ ロショ　‘エイトール’ オリジナル分株

リップの色彩がサツマイモの皮の色と表される有名種。 ¥7,560

エイトールコレクション。　良株

23 C. schofieldiana  ('Red Castle' x self) 1作

ショフィールディアナ 実生苗

ブラジル、個体による色彩変化があり、緑褐色から赤茶色までの変化がある。 ¥4,860

この交配は、赤茶色の個体をセルフクロスしたもの。
 

24 C. schilleriana, selected BS 12cm鉢

シレリアナ　選別株‘15#１’ 1 分け株無し

特にペタル、リップのボリュームがあり、フラットに展開する個体。 ¥16,200

筋が美しいのが特徴。初花時のサイズはNS11cm+α、リップの幅は5cm。
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  カ　ト　レ　ヤ　系  原  種　(2) 　
 販売可能数↓ サイズ / 価格 (税込）

25 C. schilleriana ('Aphri' SM/JOGA X 'Aludebaran' SM/JOGA)  CP(5苗)

おすすめ シレリアナ　(写真はAludebaran)

NEW! SM入賞花同士のシブリング苗。1回目は極少量しか作らず。結果が良かったので、 CP ¥6,480

再交配された苗。‘ｱﾙﾃﾞﾊﾞﾗﾝ’(写真)は特にリップが6cmもある凄い個体。

26 C. tenebrosa fma.alba ( 'Charming' x self) 　 9cm鉢

テネブロッサ、アルバ　（’チャーミング’ x self) 実生苗

夏咲きの大輪花でパープラータに近い原種。黄色弁白リップのアルバ個体のセルフ苗。 ¥3,780

この系統は開花株でも小さい株にしかならない物が多い中、作りやすい系統です。

27 C. tigrina, trilabero strain 　　(= leopordii, trilabero) 1作(9cm鉢)

おすすめ ティグリナ，トリラベロ　(X セルフ) 実生苗

　 ボール状に多数の花を付ける初夏咲きの多花性種です。 トリラベロの実生苗で ¥5,400

写真は同交配の兄弟花の初花。大変スッキリした色彩に好感が持てます。

28 C. tigrina ('SVO' AM/AOS X 'Paul' AM/AOS) 1作(12cm鉢)

おすすめ ティグリナ　(‘SVO’ X ‘ポール’ ) 実生苗

　 ボール状に30輪以上をつける'SVO'と、濃色で色のバランスが美しい'Paul'との ¥6,480

交配。AM入賞花同士のシブリングで期待の苗。参考写真

29 C. tigrina (selected) 1 15cm鉢バーク

ティグリナ　選別個体 選別個体

多数の花をつける夏咲きの種選別個体です。特に、花そのもののボリュームが ¥21,600

ある極濃色の大輪花です。株高45ｃｍ７B　全株の販売。

30 C. violacea, flamea'Lea' 1作

ビオラセア，フラメア ‘レア’ 　

米国で選別されたルブラ系の銘花。 　 ¥6,480

極僅かの販売です。 　 　

31 C. violacea fma.flamea (17-5-1) 1 12cm浅鉢

ビオラセア，フラメア　‘17-5-1’ 全株

ペタルはスレなく均一に鮮紫紅色、セパルはカスレ模様で ¥19,440

色のバランスが美しい個体です。 特価

32 C. violacea, semi-alba flamea strain  BS 10.5cm鉢

おすすめ ビオラセア,　セミアルバ フラメア系　 実生苗

　 (semi-alba X flamea 'Pol de Sol')  セミアルバにフラメアの交配。 ¥12,960

‘'Pol de Sol '似の花が咲いている。　　

33 C. violacea, coerulea strain  BS10.5cm鉢

　  ビオラセア,　セルレア系 実生苗

 美しいセルレアで、展開の良い大輪の花が咲いています。 ¥16,200

 写真は同交配開花例。 　

34 C. violacea, flamea strain  BS 10.5cm鉢

　  ビオラセア,　フラメア系 実生苗

('Tsiku Taiwan SM/TOGA X flamea 'Pol de Sol')　　写真は交配♂親 ¥12,960

 'Tsiku Taiwan' はP極幅広のルブラの優秀花。フラメアの超有名花との交配です
　

35 C. violacea, alba strain  BS 12cm鉢

おすすめ  ビオラセア,　アルバ系 実生苗

　 (OCN White X Valter Rocha ) ¥10,800

アルバの実生。この系から、すでに多くの優秀花が出ています。
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 販売可能数↓ サイズ / 価格 (税込）

36 C. warscewiczii 'Gigante de Cute' 12cm鉢

ワ-セウィッチｰ　‘ギガンテ　デ　キュート‘ オリジナル分株

 ¥25,000

コントラストがたいへん美しい大輪花です。

37 C. warscewiczii fma.coerulea 'Blue Lake' 2リード  ツボミ

ワ-セウイッチ-　セルレア　‘ブル- レイク’ オリジナル株

セルレア個体の分株です。株は、2リードでつぼみが見えてきたバルブと ¥27,000

シースが見え始めたバルブの2つの良株です。

38 C. walkeriana fma. aquinii ‘Gifu’ 　 NBS  7.5cm鉢

おすすめ ワルケリアナ, アキーニ　‘ギフ’ メリクロン

　 セミアルバをベースに、花弁に明るいスジが入る美しい個体です。このメリクロンは ¥4,320

　 オリジナルより丸弁になったり、良い方に変異するものが出ていると聞いています。  

39 C.(L.)  crispata  BS 7.5cm鉢  

おすすめ クリスパータ 実生

NEW! ブラジル　ロックレリア　星形でピンク～濃ピンク色の花を２～10花つける。 ¥2,700

 写真は同交配株
 

40 C. (L.)  reginae 　 BS 7.5cm鉢

NEW! レギネ 　実生

ブラジル　ロックレリアの小型種。淡いピンクの花をつける ¥2,700

写真は、株のサイズ比較用サンプル(6cm鉢とラベル)　バルブ数はもう少し少ない

41 Epi. capricornu BS 花芽付き

Epi. カプリコルヌ

エクアドル～ペルー　 ¥8,640

産地による変異が多い種で、咲くのが楽しみです。　参考写真

42 Epi. rousseauae　　　ルソーイ 　 BS

コスタリカ　パナマ原産　　小型の夏～秋咲きエピデン

花径1.5cmほどのグリーンの小輪花を多数つける。 ¥2,160

花立ち極良く栽培容易。

43 Epi. oraion 1作

Epi. オライオン

コロンビア　比較的小柄なタイプながら、多くの赤桃色の花を ¥8,640

つけるタイプ

44 Epi. Schweinfurthianum 株高50cm↑

Epi. シュエンフルシアナム

中米原産　セパルペタルはオレンジ色で、裏側とリップが綺麗なピンク色の ¥3,780

花を多数つけます。もう少し頑張ると咲くサイズです。

45 Epi. parkinsonianum 'Oyamazaki'  10.5cm鉢

Epi. パーキンソニアナム　‘大山崎’ オリジナル株

洋蘭の神様と言われた後藤兼吉氏が最もお気に入りだった個体 ¥19,440

と伝えられている、蘭花譜にも描かれた名品、在庫少数

46 Psh. chacaoensis 'Suzuki' x self　　 花付き株

おすすめ プロステケア　チャカオエンシス 1本立ち

｢お金持ちの蘭」で有名なエピデンの仲間。　この花の香りを良いと感じる方に、 ¥1,944

お金持が多いらしいとか・・・・。本当かどうか確かめてみてね（笑）
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 カ　ト　レ　ヤ　系　交  配  種 　(1)　

　

51 Rlc. Ann Cleo 'Stars & Stripes' BS

　 アンクレオ　‘スター＆ストライプス’ メリクロン

初夏から秋咲き　さわやかなストライプが印象的。繰り返し選別した株で ¥12,960

むしろオリジナルよりスッキリしています。保存用株を特別に販売。

52 Rlc. Alma Kee 'Tip Malee' BS 12cm鉢

アルマキー　‘ティップマリー’ オリジナル分株

濁りの少ない黄色弁に、鮮明な赤色リップを持つ人気の名花。 ¥32,400

極めて少ないオリジナルの分け株です。

53 Lc. Angel Love 'Pinkie' 　　　(Lc. Puppy Love x C. Angelwalker) つぼみ付き

エンジェルラブ　‘ピンキー’ メリクロン

花径10-14cm、厚弁で香りがあり大変栽培しやすい種。 ¥4,860

最近、販売株としてはほとんど見かけることが少なくなったが、良い花。
 

54 C. Antnetta Mahan 'Oda' AM/AJOS 12cm鉢

アントネッタ　マハン　‘オダ’ オリジナル分株

花径18cmあまりの極大輪を2-3輪つける、晩春咲きを代表する名花です。 ¥16,200

メリハリある色彩の巨大輪が咲きます。 MC 5号鉢は\8,640

55 C. Antnetta Mahan 'Unebi' PC/JOS                

アントネッタ　マハン　‘畝傍’ オリジナル分株

多くの優秀花が作出された交配。この個体は、特に花型のまとまりが ¥8,640

大変良く、リップの黄目と花弁の濃紫紅色の色彩が他にないポイント。

56 C. Alarcon, coerulea  (Dupreana X Canhamiana) 15cm鉢

アラルコン，　セルレア 　

淡いブルーにかすれた柄のリップ。原種の面影が強く残る個体。 ¥10,800

展開は良く花径は16-18cmとなる。分け株なしの販売。

57 Bc. Catherine H. Catham ‘Suckers’  (B. nodosa X C.labiata,S/A ) NBS-BS

　 キャサリン　H. チャザム　‘サッカース’  　 メリクロン

秋から冬にかけて多数の花をつけてくれます。 ¥3,780

'アレキサンドラ’と比べ、リップが大きく赤色の部分も広いのが特徴です。

58 Rlc. Charming of Sakuracolor 'Fujicolor'　SBM/JOGA BS 15cm鉢

おすすめ チャーミング　オブ　サクラカラー　‘フジカラー’ オリジナル分株

NEW! Rlc.ウオームカラ- の交配から選別した個体で2017年の入賞花です。 ¥108,000

極大輪で花弁にかるくスジが入る極大輪の美花　秋ｰ冬咲き（２Bに新芽）

59 C. Cuiseag ' Mankaen '　PC/JOS BS　15cm鉢

おすすめ キューシング　‘万花園’ メリクロン

　 グリーン系の初夏咲き種。さわやかな色彩が人気の名花。通常は～5輪程度 ¥21,600

着花のところ販売株は、本年9輪の着花を確認した現存極希少な変異株。

60 Rlc. Canyon Sands ‘Anaconda’　 HCC/AOS  12cm鉢

キャニオン　サンドス　‘アナコンダ’     (C. Fort Caroline X Rlc. Fortune) オリジナル株

赤色の銘花と、黄色系のFortuneによって生まれた、夕焼け色の中輪花。 ¥21,600

Stewart社の入賞花です。4バルブに新芽

61 Rlc. Chia Lin ‘New City’ 　SM/JOGA　　Rlc.( Oconee X Maitland ) 15.0cm鉢

チアリン　‘ニュー シティ’ メリクロン

一世風靡した濃赤色の極大輪花。素直に大きな株姿のものを選別して ¥8,640

植え替え、栽培したものです。
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　  販売可能数↓ サイズ / 価格 (税込）

62 Rlc. Chie Hattori  ‘Volcano Queen’  　(C. Zuiho X Rlc.Meditation) 12cm BS

チエ　ハットリ　‘ボルケーノ　クイーン’  メリクロン

銘花C.ズイホーの子供です。 メディテーションのセミアルバとの交配により ¥7,560

リップが大きくなり、全体的にも丸みが出ている。

63 Ctt. Chongkolnee ‘Otsuka’ BM/JOGA 2リード 15cm鉢

チョンコルニー　‘オーツカ’ オリジナル株

秋咲きの多輪性種。花弁がロウ質の深い赤色の人気種。 ¥12,960

大株仕立てに適しており、多くの賞を受賞している。

64 Rlc. Exotic Ruby 'Burgundy Sensation' 1作 13.5cm鉢

おすすめ エキゾチック　ルビー　‘バーガンディー センセーション’ オリジナル分株

　 米国で選別された、彩度の高い赤色が特徴の大輪花です。　 ¥32,400

65 Rlc. George King ‘Memoria Jim Nivens’  HCC/AOS BS 13.5cm鉢

おすすめ ジョージキング　‘メモリア　ジム　ニベンス’ オリジナル株

　 サーモンピンク花の代名詞となった 'Selendipity'の兄弟株。 ¥54,000

ジョージキング氏本人による入賞花で極めて稀少な個体です。４Bに新芽。

66 Rlc. General Grant 'Dark Joy' 1作 10.5cm株

ゼネラル グラント　‘ダーク ジョイ’　　(C. Horace x Rlc. Oconee） オリジナル分株

米国で選別された深い赤色の大輪花です。ホーレースの血が入っただけに ¥32,400

花型が大変素晴らしく、作り込んでみたくなる楽しみな個体です。

67 Rlc. Goldenzelle 'African Safari'   AM/AOS       お買い得 BS 12cm鉢

ゴールデン ゼル　‘アフリカン サファリ’ メリクロン

多くの有名個体が存在する同種なのかで、花の咲き方や ¥3,780

暴れない花型はトップクラスの大変印象的な良花。 限定特価

68 Rlc. Goldenzelle 'Orange Pumpkin' 　HCC/AOS NBS 12cm鉢

ゴールデンゼル　‘オレンジ　パンプキン’ メリクロン

ゴールデンゼルでも数少ないオレンジ色で、比較的大輪です。 ¥10,800

写真の花が咲いた株の販売です。

69 Rlc. Goldenzelle 'Passion' BS 12cm鉢

ゴールデンゼル　‘パッション’ メリクロン

ゴールデンゼルでは比較的珍しい個体です。 ¥6,480

独特な花色と大きく入る黄目が魅力の美花。

70 Rlc. Maui Thunder 'Pink Thrills'   (C. Esbetts X Rolling Thunder) 2B+新芽

マウイ　サンダー　‘ピンクスリル’　 オリジナル分株

白色の極大輪花整形花にラベンダーの大輪を交配し米国で作出された株の分株。 ¥32,400

ほのかにピンクを帯びた花弁にかるくクサビが入った素直に美しい個体です。
 

71 C. Melody Fair ‘Ohyama’  BS 15cm鉢

　 メロディフェア　‘オーヤマ'　(Horace x Stephen Oliver F.) メリクロン

 しっとりした弁質でビロード状のリップが美しい秋－冬咲きの美花。 ¥6,480

 株が出来ると夏にも咲き、何かと出番が多く便利に使える優秀花。
 

72 Rlc. Momoria John Odom ‘Carmela' 3 BS(12cm鉢)

メモリア　ジョン　アダム　‘カーメラ’　(Rockdell x Toshie Aoki) メリクロン

黄色地にオレンジ色のフレアが特徴的な秋咲き中大輪花。久々の販売。 ¥6,480
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 カ　ト　レ　ヤ　系　交  配  種 　(2)　

　  販売可能数↓ サイズ / 価格 (税込）

73 Rlc. Memoria Helen Brown 'Sweet Afton'　AM/AOS BS 13.5cm鉢

　 メモリア　ヘレン　ブラウン　‘スウィート アフトン’ メリクロン

 グリーンの代表的な多花性カトレヤで、通常3-6輪の大輪花をつける。　 ¥4,320

　 厚弁で花保ちも大変よい。鉢いっぱいに良く出来た株。お買い得品 限定特価
　

74 C. Mishima Adomiration 'Omi'  　BM(78p)/JOGA BS 13.5cm鉢

ミシマ　アドミレーション　‘オーミ’   　(Okarche X Horace ) オリジナル分株

均整のとれた花弁と、しっとりした色彩が特徴の当園入賞花の分け株です。 ¥27,000

通常、花径16-19cmの極整型花で1-2月に咲き。

76 Rlc. Mostral ‘Sato’ BM/JOGA BS

モストラル　‘サト-’       (Rlc. Pastoral X C. Moscombe) メリクロン

たいへん大きな花を咲かせる種で、１７～18cmの花をつけます。 ¥3,240

色彩鮮明で暮れから年明け咲き。　植え替え直後。お買い得

77 Rlc. Pamela Ann Olivers (Selected) 3B+2新芽

NEW! パメラ　アン　オリバース　選別個体 (Edith North X Salman Sensation) オリジナル分株

ワイン色がかった明るいサーモンピンクが大変美しい個体です。 ¥43,200

主に、秋～冬咲き

78 Rlc. Pastel Pageant 'Satoko' AM/JOS BS 15cm鉢

パステルページェント　‘サトコ’　　( Pamela Hetherington X C. Old Whitey） オリジナル分株

パステルピンクと、白花巨大輪の交配から選抜入賞個体。 ¥32,400

本年開花確認したが4輪で径は18cm＋でした。主に2月咲き。

79 Rlc. Peggy O'Neil 'Royal Lady'  FCC/JOS BS 15cm鉢

ペギ- オニ-ル ‘ロイヤル レディ’  (Rlc. Elizabeth Hearn x C. Lynn Spencer)  オリジナル分株

冬咲きの代表的大輪花。良くできると花径２０cmにもなると言われる。 ¥32,400

FCC入賞の整形花。2リード6バルブに新芽

80 Rlc. R. Nakayama 'Okutsu' AM/JOS　　　(Lc. Corisande x Bc. Cliftonii) BS 13.5cm鉢

上記ﾍﾟｷﾞｰｵﾆｰﾙなどの作出でも有名な元JOS名誉顧問の中山氏の オリジナル分株

コレクション。同種では他に'マンモス‘等も知られるが、花はこちらの方が ¥6,480

整っている。花径15-17cmほどの大輪。

81 Enanthleya(Eny.)　Rainbow Bridge (Guaricyclia Kyoguchi x C.walkeriana ) BS 9cm鉢

おすすめ エナンスレヤ　レインボ-ブリッジ 実生

　 香りが人気のキョーグチの交配。同種が2017年東京ドームの香り部門で ¥3,780

最優秀賞を受賞しました。キョーグチを一回り以上大きくしたような花。

82 C. Sheila lauterbach 'Equilab' FCC/AOS 12cm鉢

シエイラ　ラウターバッハ　‘エクィラブ’　 メリクロン

数少ないFCC入賞のセミアルバ。　展開が良く、リップの赤が鮮やかな ¥6,480

１６cm程の大輪でペタル先端に軽くスジ入る。夏-秋咲き。

83 Lc. Santa Barbara Sunset 'Showtime’　HCC/AOS 12cm鉢

　 サンタバーバラサンセット　‘ショータイム’　 (L.(anceps X Ancibarina)) メリクロン

アンセプスの血をひく、赤味を帯びたオレンジ色の長茎種。お買い得品 ¥3,780

※ オリジナル株(極めて稀少です)もあります

84 C. Snowdrift ‘PennValley ’　AM/AOS　  C.(Cynthia X Annete) ６B+N シース付

スノ-ドリフト　‘ペンバレー’　

1969年発行のガーデンライフ別冊 種苗ガイドの表紙を飾ったセミアルバ。 ¥32,400

リップの黄目と赤色のコントラストが美しい。稀少な現存個体です。

 

写真ありません
ごめんなさい
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　  販売可能数↓ サイズ / 価格 (税込）

85 Rlc. San Damiano ‘Halona' AM/AOS BS 13.5cm鉢

サン ダミアノ　‘ハロナ’ メリクロン

米国で選別された赤色大輪花のメリクロン分け株です。 ¥12,960

明るい色彩の優秀花。秋ｰ冬咲きで香りがあります。

86 Rlc. Sweet Aniversary 'Yellow Eye' BM/JOGA BS

スイートアニバーサリー　‘イエローアイ’ メリクロン

特に濃い紫紅色に、大なリップ、大きな黄目が入りとても印象的な ¥6,480

秋咲き有名種。

87 C. Twice Vain 'Orchidlibrary'　　巨大輪 BS 15cm鉢

おすすめ トゥワイス　ベイン　‘オーキッドライブラリー’ メリクロン

　 株ができると花径20cmを軽くオーバーするセミアルバ巨大輪。５－６月咲き。 ¥7,560

　 しっかりした弁質で展開が良く人目を引く優良種。
　

88 Rlc. Thaichung Beauty ‘Ruge Cattle’ 12cm鉢

 タイチュウ　ビューティ　‘ルージュ　キャトル’(Pamela Finney x Elegant Dancer) メリクロン

 極大輪で多花性の春咲種。春に咲くと花保ち良く素晴らしい。 ¥5,400

 株が出来ると花茎あたり14-18cmの大輪を4-5輪つける。
 

89 Rth. Young-Min Orange 'Golden Satisfaction'  (Viola Nuggett x Ctt. Trick or Treat)  BS 1２cm鉢

　 ヤンミンオレンジ　‘ゴールデン サティスファクション’ 　2リードの良い株 メリクロン

鮮やかなオレンジ色です。株高30cm余りの中型種でなので ¥3,780

12cm鉢程度でも、多くの花立ちが期待できる最新種。冬-春咲き。 　

90 Rlc. UR (Omi Catherine X  Dream Paradise) '   ' BS ３バルブ

NEW! 未登録　(オーミ キャサリン X ドリーム パラダイス) ‘ 　’ オリジナル分株

当園オリジナル、全体に整型で特に丸い形のリップが印象的な個体です。　 ¥64,800

セミアルバで、ハートマークのようなクサビが入ります。

91 Myc. UR [(briegeri X lucasiana) X Myp.tibisinis]  Selected BS 10.5cm鉢

ミルメコカトレヤ　未登録(C.ﾌﾞﾘｹﾞﾘ X ﾙｶｼｱﾅ) X Mcp.チビシニス)  選別個体 選別個体分株

旧のロックレリアと、ションバ-キアという大変珍しい交配。コンパクトな ¥16,200

株姿で、ステムは伸びすぎずバランスが良い。栽培も容易で花も良く咲く。

92 Dineclia 　Chien Ya Smile ' KS '　  (Dinema polybulbon × E.cordigera )  NBS 7.5ｃｍ鉢

おすすめ ディネクリア　チェン ヤ スマイル  ' KS ' メリクロン

　 ポリブルボンと、コーディゲラのユニークな交配。　株高10cm程で開花する。 ¥4,320

コンパクトな株の割に花が大きく香りよい。
 

93 Psh. Happy Lynn (calamaria x vitellina ) BS  6cm鉢

NEW! プロステケア　ハッピー リン  (ｶﾗﾏﾘｱ X ビテリナ) 実生

　 エピデン原種どおしの珍しい交配。コンパクトな株で芽吹き良い ¥2,160

オレンジ色の花。花保ちも良く香りもある。　おすすめ品

94 Epi. Miura Valley ‘Spring Night ' BS ９cm鉢

おすすめ Epi. ミウラ バレー ‘スプリング ナイト’　　※鉢は1サイズアップして良い程度です メリクロン

　 今までに無かった淡ピンクのやさしい色合いの最新メリクロンです。ボールも ¥6,480

大きくボリューム感があります。全てで4-50ほどの限定販売品。

95 Epi. French Valley 'Peach Mint' 9cm鉢 BS

Epi. フレンチバレー　‘ピーチミント’　　　　※鉢は1サイズアップして良い程度です メリクロン

蘭展で農水大臣賞を受賞した株の兄弟株。作り込むと株立ちが良く ¥6,480

楽しみな株です。やや暗い場所でも花弁の色彩が美しい個体です。株高60cm
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 販売可能数↓ サイズ / 価格 (税込）

102 Den. devonianum　　デボニアナム BS 6cm鉢

おすすめ Den. デボニアナム 一部つぼみ付

　 フィリピン、花色きわめて鮮明でリップの黄目と欠刻が印象的な種。 ¥2,700

5-6cmほどの花を多数つけ下垂させる。お買い得品
　 　 　

103 Den. lindleyi 'Florida Sunshine' HCC/AOS BS ８B以上

おすすめ Den. リンドレイ　‘フロリダサンシャイン’ オリジナル株

　 花径 5cm以上の丸形良型花を30 輪以上つける入賞良個体です。 ¥10,800

バランスに優れた逸品

105 Den. lineale, Blue color (selected) BS 15cm鉢

　 Den. リネアレ, ブルー選別個体 花芽つき

花色のブルーが美しい選別個体です。株も活着しています。 ¥37,800

写真は参考。 　

106 Den. (Peace Star X stiknoi ) BS 15cm鉢

Den. 未登録（ピーススター X スティックノイ）　選別個体 選別個体

2005年に発見された原種、スティックノイ(原種）の特徴がうまく ¥21,600

出ている個体で、花が特に大きいです。

107 Den. lasianthera, Sepic Blue  18cm鉢

おすすめ Den. ラシアンセラ　セピックブルー 選別株 選別株

リップは明るいブルー、花弁は白色、角の部分は濃赤茶系の色彩で、 ¥21,600

鮮やかな色彩の個体です。写真は販売株の内の1株

108 Den. stratiotes ‘Foresta’ 18cm鉢ﾂﾎﾞﾐ

おすすめ Den. ストラティオテス　‘フォレスタ’ オリジナル株

　 スラウェシ　マルク、　近年販売されている実生の親株(写真)の販売です。 ¥54,000

滅多に手に入らない稀少個体。ツボミ付き

109 Den. tangerianum BS

Den. タンジェリアナム 花付き

ニューギニア、　リップに紫色が入り同種の中で花色は濃色。株が ¥10,800

コンパクトな割に花付きが大変良い個体。

110 Den. Michiko　（Den. 美智子）　　株分けしてお買い得価格になりました(^▽^) 18cm鉢

世界でも最大級の蘭植物園であるシンガポール植物園「VIP ORCHID GARDEN」には

世界のVIPの名を冠した蘭が展示されているコーナーがあります。　この種は皇后さま ¥21,600

が訪問された記念に植物園が命名し栽培されている蘭です。（スパチュラータ系）

111 Den. UR(lmelda Marina Masagung X lasianthera)  'Selected' 18cm鉢

おすすめ Den. 未登録　（イメルダ マリナ マサグング X ラシアンセラ ）  選別個体 選別株

　 濃く鮮やかな紫色のリップが離れていても目を引きます。　 ¥16,200

花弁が丸く、弁質もしっかりしているので存在感のある良い花です。

112 Den. Oharano  'Pink Pearl '  (smillieae X purpureum) 7.5cm鉢

 Den. オオハラノ  ' ピンク パール‘　　(スミリエ x ﾊﾟｰﾌﾟﾘｭｰﾑ) メリクロン

クリアーなピンク色と白色のバイカラーは、今までに無かった色彩で ¥2,700

すっきりした美しいデンドロ。両親の性質からも栽培は容易です。  
 

113 Den. parisii ‘Good’   7.5cm鉢 BS

Den.  パリシー ‘グット’　 オリジナル株

濃紫紅色の光沢ある美しい花です。リップ濃紫目の入る小型株で可憐美花。 ¥16,200

Good'は最も濃色の個体と言われています。交配でも優良な結果を出ています。 　

　デンドロビューム (１)
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 販売可能数↓ サイズ / 価格 (税込）

114 Den. aphyllum (=pierardii)  'Hadano Pink' BS 7.5cm鉢

おすすめ Den. アフィラム （＝ピーラルディ）　‘ハダノ ピンク’ オリジナル株

　 花茎が長く伸び、多くのピンク色の花を下垂させて咲くデンドロです。 ¥2,160

秋までの頑張って栽培すると、来春たくさんの花をつけてくれます。 から

121 Aerangis. luteo-alba BS 7.5cm鉢 

　 エランギス　ルテオアルバ 一部花芽付

 中央アフリカ原産の小型種。2cm程の純白花に橙色が映える。小さな株にも ¥3,240

 かかわらず花茎あたり２～10花以上つけ花保ちが大変良い。　（コルク付）→ ¥3,780
 

122 Aerangis  macrocentra (= clavigera)  BS 7.5cm鉢 　

おすすめ エランギス　マクロセントラ　(=クラビゲラ)
　 マダガスカル　小柄な株から下垂する花茎に12-30輪もの白色花をつける。 ¥6,480

距が長く、先端に行くほどオレンジ色が強くなるグラデーションが美しい。 　 　 　

123 Aerangis modesta コルク付 BS

エランギス　モデスタ

マダガスカル、 花茎下垂し2.5cm程度の純白花を多数つける。距は長い ¥12,960

販売は20cm以上の葉が4枚コルク付けの株になります。　

124 Aerangis seegeri　　極小のラン BS 6cm鉢

おすすめ エランギス　シーゲリー

　 マダガスカル　本属中の小型種。 ¥8,640

花茎下垂し2cmほどのベージュ系色彩の星形花を10輪程度つける

125 Angcm. lecomtei　　Angcm. レコンテイ　   極小のラン ６ｃｍ鉢

マダガスカル、6cm鉢で開花する小柄な株です。株高は5cmほど。

特に長い距をつける種です。花径1cm余りの白色の花で、 ¥8,640

距は特に長く10-12cmになる。

126 Angcm. concoglossum 7.5cm

アングレカム　コンコグロッサム

マダガスカル、本属中の小型種。リップは白色、他の花弁は ¥7,560

花弁は橙黄色を帯び、距と同じくらいに長く伸びる。

127 Angcm. elephantinum BS ヘゴ付き

アングレカム　エレファンティナム

マダガスカル産の小型種、革の様な堅い葉、ザラザラの根を持っている。 ¥4,320

株の割に大きな花をつける　(Angcm. didieriとは別種です)

128 Angcm. leonis (マダガスカル　タイプ) BS 7.5cm鉢

おすすめ アングレカム　レオニス 実生

　 マダガスカル　産地による変化があり通常、国内で販売されているタイプ ¥2,160

と比べ、株が小型でプリプリ感があり、花付きが良いのが特徴です。

129 Angcm. scottianum　　アングレカム　スコッチアナム 1作 6cm鉢

マダガスカル、6-7.5cm鉢程度で棒状葉を互生させる小型種。花径は

5cm くらいで丸形のリップと、特に長い距は見応えあります。 ¥6,480

栽培容易。

130 Angcm. ursianum　　　極小のラン 6cm鉢

 アングレカム　ウルシアナム 実生

 マダガスカル 　花が株より遥かに大きな種です。株幅2-3cmの極めて 　 ¥5,400

小さな株から純白色の美花を咲かせます。距は特に長くて面白い。

　その他の属 (１)
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　  販売可能数↓ サイズ / 価格 (税込）

131 Aerth.　ramosa　　  BS  

おすすめ エランテス　ラモサ 原産地由来種

　 マダガスカル　現地からの輸入株。細い糸状の花茎を枝打ちさせながら ¥8,640

1m以上伸び、濃緑色の花を着ける貴重種。 　 　

132 Brssia Rex  (variegata) 12cm鉢

ブラッシヤ　レックス　(斑入り) 選別個体分株

葉、バルブにまで斑がきれいに入る貴重な個体です。 ¥21,600

 
133 Bulb. annandalei　　（赤味が極めて少ないタイプ） BS 7.5cm鉢

バルボフィラム　アナンダレイ

従来種と比較し、花色が淡い黄色の個体が咲いています。 ¥5,400

左は従来種でいずれも参考写真

134 Bulb. cirrhoglossum NBS　9cm鉢

バルボフィラム　シルホグロッサム ２B

マダガスカル、咲き方が非常にユニークな種です。 ¥9,720

やっと入荷することが出来ました。occultumより花は大きい。

135 Bulb. hamelinii 12cm鉢

バルボフィラム　ハメリニー

マダガスカル最大のバルボフィラムです。大人のコブシより大きな ¥7,560

(8-15cm)の淡ピンク-紫紅色のかたまりに花を多数つけます。

136 Bulb. kubahense 　 12ｃｍ鉢

　 バルボフィラム　クバヘンセ 原産地由来種

ボルネオの極限られた地域でのみ自生している、Phal.ギガンテアの花のような ¥16,200

房咲きのバルボです。房のサイズは大人の手のひらを拡げた程度。15-18輪。 　
 

137 Bulb. occultum 2B　9cm鉢

バルボフィラム　オクラタム 花芽付き

マダガスカル、咲き方が非常にユニークな種。コブラオーキットの様に ¥9,720

伸びた花茎は、ウロコのような殻が開いて花が咲いていきます。

138 Bulb. kwangtungense  (斑入り) 　 7.5cm鉢 BS

 バルボフィラム　カントンエンセ　 原産地由来種

中国原産の小型斑入り種。白色の可憐花 ¥3,240

流通することがまれな種の斑入り個体分け株。

139 Bulb. Krairit Vejvarut (longissimum X phalaenopsis) NBS

　 バルボフィラム クライリット ベバルト 　(ロンギッシマム X ファレノプシス） 実生苗

 珍しいバルボの交配種。さすがファレノプシスの子供だけあって ¥5,400

　 迫力があります。当園で咲いた花房の径は30cmほどありました。 　 　
　 　 　

140 Coel. sp  (variegata) 9cm鉢　BS

　 セロジネ　種名不詳　(斑入り株) 自生地由来種

中国原産　下垂性の小型種。　花茎に１０-２０輪以上の小輪花をつけます。 ¥3,240

斑は強くありませんが、全ての新芽に引き継がれています。

141 Cryptpus paniculatus 7.5cm鉢

クリプトパス　パニキュラタス

マダガスカル　たいへんユニークな花形の単茎種で小ｰ中型の超珍品。 M ¥8,640

株ができるといくつか枝打ちをし、径3cmほどの花を数十輪つける。

その他の属（２）
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　  販売可能数↓ サイズ / 価格 (税込）

142 Cymbidiella pardalina 1 BS

シンビディエラ パーダリナ

マダガスカル、シンビディウムの近縁の着生種、リップの赤色と花弁の緑色 ¥8,640

のコントラストが大変美しい。1花茎に10 輪以上つける。主に春から初夏咲。

143 Cym. erythrostylum, album strain   (album ‘Diamond White’ X self) 2 7.5cm鉢

シンビジューム　エリスロスティラム，アルバム系 実生

ベトナム　純白色でリップにレモンイエローの色彩。小柄な株に ¥16,200

10cmほどの花を7輪あまりつける。稀少なアルバム個体のセルフ苗。

144 Cyrtorchis chailluana  9cm鉢 NBS

おすすめ シルトルキス　チャイルアナ 実生

　 中央アフリカ～ウガンダ、小型サイズの種。アングレカムなどに近縁。 ¥7,560

株の割に大きな花を7-10輪つけるので、見応えある。

145 BS

おすすめ エラサンセ　ヘンリシ 自生地由来種

　 マダガスカル原種の最高人気種。10cm以上の大輪花を５～8輪つける。 ¥12,960

咲くとすごい迫力です。花1輪1輪が大きいです！   

146 Eulophia guineensis BS 12cm鉢

ユーロフィア　ギネンシス

西アフリカ～など原産の地生種。春から初夏にカランセのような咲き方で ¥6,480

開花します。カトレヤに準じた栽培で良くできる。

147 Fdk. Turning Point     (Mo.Lime Tiger X Ctsm.expansum) 2作(7.5cm鉢)

おすすめ フレッドクラーケアラ　ターニングポイント 実生

　 黒い花が有名ですが、緑色の花を咲かせるタイプです。 この属は花保ちが大変良い点も ¥13,800

人気の秘密。メリクロンはありません。秋～冬に花をつけます。販売可能数は極僅か。

148 Lycomormium squalidum 9cm鉢

リコモミウム　スカリダム

エクアドル～ペルーの1000-1800M、　アングロア（リカステの仲間）から ¥7,560

分離した属。花は下垂して咲かせるタイプ。

149 Max. scalariformis BS 10.5cm

マキシラリア　スカラリフォミス 株高45cm

パナマ、　比較的新しく発見されたマキシラリアで、他にない色彩が ¥8,640

印象的な種です。

151 Neobathiea perrieri　ネオバシア　ペリエリ 7.5cm鉢

マダガスカル、7.5cm鉢程度で開花する小柄な株の割に

大きな花をつける種です。花径 4～5cmの白色と淡グリーンの花、 ¥10,800

リップは白色でやや大きく、距は特に長く10cm以上になる。

152 Oeceoclades (Oecl.) spathulifera 　 BS 7.5cm鉢

 オエセオクラデス スパツリフェラ

マダガスカル　ユーロフィアなどと近縁の地生の比較的小型種。花茎が長く伸び ¥4,320

何輪もの花をつける。葉の模様に個体差があり爬虫類のようで面白い。

Erasanthe henrici

　

写真ありません
ごめんなさい
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　  販売可能数↓ サイズ / 価格 (税込）

153 Papilionanthe tricuspidata　'Karasawa' BS

おすすめ パピリオナンセ　トリクスピダタ オリジナル株

　 スンダ諸島、棒状葉タイプの本属中では極めて入手困難な種です。 ¥16,200

花径6cm位の花を5～8 輪、リップの濃色な良個体、強光線を好む

154 Phal. celebensis　 BS

ファレノプシス セレベンシス

スラウェシ　花茎が長く伸び、房状に多数の花をつける良個体のセルフ苗。 ¥5,400

株が出来ると分枝し見事。斑入りの葉も美しい。　参考写真

155 Phal. cornu-cervi fma.alba　黄 3花茎以上つき

ファレノプシス  コルヌセルビ，アルバ
スマトラ、　花が黄色一色になるタイプです。 ¥3,780

株が大きくなると、花茎は数年にわたって花をつけます。

156 Phal. cornu-cervi, 赤 BS (7.5cm鉢）

ファレノプシス  コルヌセルビ， 濃赤系

花色に色々なバラエティーがあるが、その中で最も赤色が強いタイプ ¥3,240

の実生株です。株が大きくなると、花茎は数年にわたって花をつけます。

157 Phal. gigantea, alba strain NBS 7.5cm鉢

ファレノプシス ギガンテア， アルバ　(X self) 実生苗

胡蝶蘭の中で最大と言われる種。大変希なアルバ個体で、花弁が白地に ¥27,000

緑色がかった斑点をもつ個体のセルフ苗。

158 Phal. parishii　　ファレノプシス パリシー BS (7.5cm鉢）

 ネパール東部～中国　小型のコチョウラン原種。リップがあずき色の 実生

 小花をたくさん着けます。　株ができると、たくさんの花茎が出て ¥2,700

　 100輪以上着くと言われています。 　 　
　 　 　

159 Phal. schilleriana　ファレノプシス　シレリアナ BS (9cm鉢）

おすすめ フィリピン、　花茎が長く伸びながら枝打ちして、ピンク色の中輪花を 実生苗

　 多数つけます。大株に作り込むと500輪もの花をつけた記録がある ¥4,320

多花性の胡蝶蘭です。高温性だが栽培は容易。葉の模様も美しい。

160 Phal. speciosa BS (7.5cm鉢）

おすすめ ファレノプシス  スペシオサ　　　　　　　　　　　　　　 実生苗

　 花は白地に赤紫の大きな班が入る人気の原種。セルフ苗で、 ¥3,240

同タイプの花が咲いている。微香。

161 Phal. sanderiana 2花茎開花中

おすすめ ファレノプシス  サンデリアナ 12cm鉢

　 フィリピン、　アマビリスなどに近い胡蝶蘭の原種。　中輪で優しい ¥5,400

ピンク色を帯びた花を多数つける。栽培は容易。貴重

162 Pinalia floribunda  ( =Eria ) 18cm鉢

ピナリア　フロリバンダ　　(= エリア) 原産地由来種

ﾀｲ ﾐｬﾝﾏｰ. エリアから移行した属でデンドロと近縁。自生地由来の大株で30B以上の株。 ¥21,600

筒状に白色の小花を多数つける。展示でも見応えのある種。春咲き。

163 Podangis dactyloceras  (Big) BS 7.5 cm鉢

　 ポダンギス　ダクティロセラス 　

 アフリカ、初夏にかけて乳白色半透明のいっぱいの花を株元から 普 ¥3,780

 咲かせる種で可愛らしい種類。特別に大きなサイズの株になる苗です 大 ¥5,400
 　

　その他の属（３）
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　  販売可能数↓ サイズ / 価格 (税込）

171 Psychopsiella(Psyc.) limminghei　 (= Psychopsis limminghei) NBS

おすすめ サイコプシエラ　リミンゲイ　　極小のラン

　 ブラジル、オンシジュームの仲間、極小型で扁平バルブを持つ珍品種、 ¥3,780

真上に伸びた花茎から3～4cm の花を1 花ずつ、次々と咲かせる。

172 Pyp. papilio fma. alba BS　花芽付き

サイコプシス　パピリオ, アルバ メリクロン

オンシジュームに近縁の原種、アルバ個体。 ¥3,780

同じ花茎から年に何回もつぼみが出て、繰り返し咲きます。 　

173 Pyp. Mariposa ‘Twins’　（トリラベロの変種です） 　 BS  花芽付 　

サイコプシス　 マリポサ　‘ツインズ’　(Kalihi x papilio) メリクロン

オンシジウムの仲間。リップが3つあるような色彩と形の希少種です。 ¥5,400

同じ花茎から年に何度もツボミが出て、繰り返し咲きます。 苗 ¥3,240

174 Zelenkoa onusta BS コルク付

ゼレンコア　オヌスタ

パナマ～ペルｰ　オンシジュームの近縁属で1属1種。草姿小型で、 ¥4,320

花はレモンイエロー一色の可憐な花

175 Renanstylis(Rnst.) Bangkok Beauty 　　     ( Rnst.= Ren. x Rhy. ) 　 BS

　 レナンスティリス　バンコック ビューティ メリクロン

小さな株から咲きやすく、よく分枝して多数の花をつけるタイプで、明るい ¥6,480

赤色の大輪を多数つけます。成長も比較的早い。

176 Rhy. coelestis BS

リンコスティリス　セレスティス

インドシナ半島、　栽培容易で夏から秋にかけて花をつける。 ¥3,240

交配を重ねる事で、特に花色のブルーが美しいものになっています。

177 Ripidoglossum xanthopollina 'Cosmo Sent' CBR/AJOS BS コルク付

リピドグロッサム　ザンソポリナ　‘コスモ セント’ オリジナル分株

アフリカ原産　10cm程度の小型単茎種で栽培容易。小花を多数つけます。 ¥10,800

香りが良い種で、古くは大阪国際蘭展で行われた香りの審査で最優秀賞を受賞しました。

178 Schoenorchis fragrans 　極小のラン BS　板付け

　 シェノルキス　フラグランス 　

 極小　温室なしでも良く育ち、ピンクの小花を ¥2,160

　 多く咲かせる小型種。花が小さく判別難しいが香りあり。 　 　
　 　 　

179 Sob. atropubescens BS　10.5cm鉢

ソブラリア　アトロプベセンス

エクアドル　草丈30cm程度の小型種（大変コンパクトな種）。 ¥7,560

濃茶色の花を春から夏にかけて何回も咲いてくれます。

180 Sob. macrantha  ‘ Bolin '　HCC/AOS 5B程度 21cm鉢

ソブラリア　マクランサ　‘ボリン’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(通常発送不可) オリジナル分株

中米　同属中の最も大きな花をつける個体、うまく咲かせると花径20cm以上、 ¥27,000

花保ちは良くありませんが、株が出来ると次々に咲いてくれます。（植え替えしました)

181 Sob. xanthoreuca 'Bolder' HCC/AOS (OG) 25B程度21cm鉢

ソブラリア　ザンソリューカ　'ボルダー'　　　　　　　　　　　　(通常発送不可) オリジナル分株

中米　笹の様な株姿でゆったりと咲く大きな花は迫力。花保ちは決して良くないが、 ¥64,800

大株では、夏中よく咲くので贅沢。特に大きな花をつける銘花。7号鉢植  
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　  サイズ / 価格 (税込）
182 Trichoglottis pusilla BS 7.5cm鉢

おすすめ トリコグロティス　プシラ

　 スマトラ～ジャワ、　香りが人気の小型単茎種です。径2cmほどの花を数輪 ¥3,240

つけます。特に香りが良いので多くの方が好まれる種です。

183 V. densoniana, Orange type BS 

 バンダ デンソニアナ,　オレンジタイプ 実生

 タイ　黄色～黄緑色の花をつける原種。販売株は美しく人気のある ¥4,860

　 黄～オレンジ系の花を咲かせるタイプ。　香りも良く栽培は容易。
　 　 　

184 V. coerulea, GM(2015) strain 1作-BS

おすすめ バンダ　セルレア，　GM(2015)系 実生

　 タイ　特に花形や色彩が素晴らしく、同交配からゴールドメダル受賞花(92p)も ¥5,400

出ているおすすめの優良交配。大輪で編み目の美しい花が咲いています。

185 V. coerulea，alba strain BS

バンダ　セルレア,　アルバ系　(alba x self) バスケット入り

タイ　本種中、純白で網目模様の花を開花させる変種。 ¥21,600

既に純白色の良花が開花しています。　開花可能な株。

186 V. Tokyo Blue (Pink Color) BS コルク付

バンダ　トウキョウブルー　（ピンク カラー） メリクロン

V.セルレア(原種)の特徴である網目がくっきり入る美しい個体。 ¥4,320

花色は通常ブルーですが、これはピンクです。

187 V.　Precha White NBS

おすすめ バンダ　プレッチャ　ホワイト メリクロン

NEW! 数少ない純白色の大輪バンダです。　株が素直で、たいへん栽培 ¥5,400

しやすいタイプになっています。かたちの良い大きな花を沢山つけます。

188 Van.  Charm 'Blue Moon' 　 BS

 バンダ　チャーム　‘ブルームーン’ メリクロン

 風らん交配の中でも、特に甘い香りが人気の‘ﾌﾞﾙｰﾑｰﾝ’です。 ¥3,240

 数少ない既開花サイズを限定発売。
 

189 Van. Lilac Blossom 'Purple'      (V.ampullacea x Rhy.coelestis) BS

　 バンダコスティリス　ライラック　ブロッサム　'パープル' 開花中

 V.ｱﾝﾌﾟﾗｾｱと Rhy.ｾﾚｽﾃｨｽの交配から生まれた今までに無いブルー花タイプ。 ¥3,780

 栽培容易で花付きも良い種類。　初心者にもおすすめ !!
 

190 Van. Pinky 'New Star'       (V.falcata x Rhy.gigantea) 　 BS

　 バンダコスティリス　ピンキー　‘ニュー スター’ メリクロン

白地に濃ピンクの斑点が入る美花で、やや甘みある爽やかな香り。 ¥2,700

風らんの子供で栽培しやすい。世界らん展の香りの審査でも入賞した人気種。
 

191 V.                     'Koto' BS

バンダ　　　　　‘古都’ メリクロン

風らん（falcata）の子供です。　花も株姿も風らんに似で、甘い香りが ¥1,620

あります。鮮明なピンクの花が何とも可愛らしい。

　その他の属（４）

写真ありません
ごめんなさい
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　  サイズ / 価格 (税込）

200 Paph. armeniacum   ('Super Cool No.6' X 'Super Cool' SM/JGP) 7.5cm LS10cm

Paph. アルメニアカム　(ス-パ- ク-ル系) 実生苗

同種では、別格の実績を持つ優良親を用いた実生苗。 ¥9,720

201 Paph. charlesworthii, album strain 　 BS

Paph. チャールスウｫーシー ｱﾙﾊﾞﾑ 実生苗

近年、セレクトされたアルバムの優秀花を用いた実生。 ¥6,480

期待できる良交配。

202 Paph. henryanum   (‘Lucha Libre’ X ‘Dark Star’) BS

Paph. ヘンリアナム 実生苗

めざましい改良により、たいへん良い個体が多く出てきている ¥6,480

注目の原種交配です。今秋開花見込み株。

204 Paph. sanderianum NBS

おすすめ Paph. サンデリアナム LS 50cm+

　 台湾で有名なサンデリアナムのコレクター自慢のペタルが１ｍにもなる親を ¥27,000

使用しています。ペタルが かつてないほど伸びる最新の人気交配。

205 Paph. Johanna Burkhardt 　 BS(1芽+新芽) 　

おすすめ Paph. ジョアンナ バークハート  （roths x anitum 'Stone' SM/TPS) 実生

　 米国、日本、台湾などで、FCCを始めとする高得点花が続出している ¥27,000

当たり交配。写真はアメリカ蘭協会の冊子（カバー）に掲載された本種。

206 Paph. UR (Yang-Ji Apple X rothschildianum) BS  LS40cm

Paph. 未登録（ヤンジーアップル X ロスチャイルディアナム） 実生

アニタムが関わった2世代目の交配。P長く赤黒い色彩が特徴の ¥10,800

多花性種にロスを交配したもの。シンプルな交配だが最も期待のできる交配。

207 Phrag.　besseae 　 NBS

Phrag. ベッセー (OZ交配) 実生

引き込まれるような朱赤色が魅力の人気種。オーキドゾーン社の苗です。 ¥6,480

栽培も容易となり濃色で丸弁の花を予想。最近極めて品薄。

208 Phrag. Eumelia Arias   (kovachii X schilimii )  2芽(LS20-25cm)

Phrag. ユーメリア　アリアス　（コバチｰ X シリミー） 実生

可愛らしい赤色の花をつける人気の交配。 ¥10,800

209 Phrag. Fritz Schomburg ( besseae  x kovachii ) BS

おすすめ Phrag. フリッツ ションバーグ 良株

 朱赤色系の極大輪が期待できるオーキットゾーン社の交配苗。 ¥27,000

国内で今年の冬向けに作り込んだ良株です。

210 Phrag. QF Naukana Kealoha BS

 Phrag. フラグミペディウム  QF ナウカナ ケアロハ LS40cm以上

 赤色系で、巨大と言われるような大きさを期待したコバチー系の交配 ¥27,000

( Incan Treasure( kovachii x longifolium ) x longifolium)

写真ありません
ごめんなさい

写真ありません
ごめんなさい
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　  販売可能数↓ サイズ / 価格 (税込）
S1 C. maxima ‘Gorgeous’ SM/JOGA 5 1作苗

カトレヤ　マキシマ ‘ゴージャス’ メリクロン

一花茎に13輪もの花を咲かせる優秀花で、入賞個体のメリクロンです。 ¥8,640

3号鉢植えの、一回り小ぶりな1作苗を特価で限定販売します。

S2 C. maxima fma.semialba ‘Gigi’ SM/JGP 1 開花サイズ

カトレヤ　マキシマ、セミアルバ ‘ジジ’ オリジナル分株

エクアドル産の原産地由来優秀個体です。東京ドーム・世界らん展にて ¥194,400

以前トロフィー賞を受賞しました。4号鉢、3バルブ＋元気の良い新芽！

S3 C. maxima ‘Deep Kiss’ SM/JOGA 1 開花サイズ

カトレヤ　マキシマ ‘ディープキス’ オリジナル分株

2005年に6個体同時入賞した、花全体に濃色の個体です。今回は、 ¥54,000

4.5号鉢植え、6バルブ、シース2本付きの良株を特価でご用意です！

S4 C.[L.] purpurata fma.flamea ‘Mariana’ 1 開花サイズ

カトレヤ　パープラータ、フラメア ‘マリアーナ’ オリジナル分株

本種の故郷ブラジルで実生された苗からの濃色セレクト個体です。 ¥32,400

4号鉢植えの分け株で、シース付きのためすぐに楽しめます！
 

S5 L.[Schom.] undulata fma.alba ‘Venezuelan Queen’ SM/JGP 1 開花サイズ

レリア　ウンデュラータ、アルバ ‘ベネズエラン クイーン’ オリジナル分株

世界的に珍しいアルバ個体で、旧ションバーキア属の原種です。 ¥108,000

4.5号鉢、4バルブ＋新芽1本です。（8号鉢の大株、\324,000もあります）

S6 Bc. Carnival Kids ‘Green Gem’ BM/JOGA,AM/RHS 10 開花サイズ

ブラソカトレヤ　カーニバル キッズ ‘グリーンジェム’ メリクロン

人気の高い秋咲きのミニカトレヤです。グリーンの細弁に赤リップが ¥3,240

とても可愛らしいです。3号鉢植えの開花サイズです。今秋、楽しめます！

S7 C.[Lc] Mysterious Night ‘Cool Down’ SBM/JOGA 1 開花サイズ

カトレヤ　ミステリアス ナイト ‘クールダウン’ オリジナル分株

春咲きの大輪入賞花で、丈夫で素直なパープラータ系交配種です。 ¥48,600

5号鉢・5バルブの分け株です。（今秋、メリクロン苗を発売予定です！）

S8 C. Summer Spot ‘Carmela’ 5 開花サイズ

カトレヤ　サマースポット ‘カーメラ’ メリクロン

ピンク地に無数の点が入るミニカトレヤです。原種アクランディーの ¥3,780

スポットが見事に遺伝した交配種です。3号鉢植えの開花サイズです。

S9 Rlc.[Blc.] Bill Blietz ‘Exotic Orchids’ 5 2作苗

リンコレリオカトレヤ　ビルブリーツ ‘エキゾティック オーキッズ’ メリクロン

見事なまでに鮮やかなグリーン一色の大輪系で、ハワイで育種された ¥5,400

新品種です。初花までには、あと2年。がんばって育て上げましょう！

S10 Rlc.[Blc.] Pastel Queen ‘Peach Melba’ BM/JOGA 1 開花サイズ

リンコレリオカトレヤ　パステル クイーン ‘ピーチ メルバ’ オリジナル分株

秋咲きの柔らかなオレンジ系大輪花で、立派なバルブに展開の良い花を ¥37,800

咲かせます。6号鉢植えで、4バルブ＋勢いの良い新芽が伸長中です。

S11 Rlc.[Bc.] Rolling Thunder ‘El Toro’ AM/AOS 3 開花サイズ

リンコレリオカトレヤ　ローリング サンダー ‘エル トロ’ メリクロン

カリフォルニアで生まれた冬咲きのラベンダー大輪花ですが、花の無い ¥10,800

時期もガッシリとした逞しいバルブを見ているだけで惚れ惚れとします。

  須和田農園
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　  販売可能数↓ サイズ / 価格 (税込）
S12 Rlc.[Pot.] Tokyo Beauty ‘To The Top’ BM/JOGA 1 1作苗

リンコレリオカトレヤ　東京ビューティー ‘トゥー ザ トップ’ オリジナル分株

(東京ベイ×ローズウィスパー)の交配から生まれた冬咲き大輪花です。 ¥48,600

整った花型で展開も良い花です。トップ2バルブのお買い得分け株です。

S13 Rlc.[Blc.] Vicky Gold ‘Forever Sixteen’ AM/RHS 10 開花サイズ

リンコレリオカトレヤ　ビッキーゴールド ‘フォーエバーシックスティーン’ メリクロン

本年の世界らん展にて、見事トロフィー賞に輝いた個体です。香りの良い ¥7,560

蛍光イエローの厚弁花を冬に咲かせます。4号鉢植えの開花サイズです。

S14 Rth.[Blc.] Nice Love ‘Smile Girl’ 3 開花サイズ

リンカトレアンセ　ナイス ラブ ‘スマイル ガール’ メリクロン

まるで綺麗な蝶々が舞っているかのような、かわいらしい印象の冬咲き ¥4,860

ミディカトレヤです。白と赤のコントラストが美しい！3号鉢植え・開花サイズ。

S15 Coelia bella fma.alba ‘Shonan’ CHM/JOGA 1 開花サイズ

セリア　ベラ、アルバ ‘湘南’ オリジナル分株

株元からミョウガのような花芽を出す中米産の原種ですが、世界的に珍しい ¥37,800

アルバ個体です。（普通はピンク）4号鉢・7バルブの完全開花サイズです！

S16 Epidendrum jasminosmum 3 開花サイズ

エピデンドラム　ジャスミノスマム 実生

エクアドルとペルーに自生する原種で、枝打ちする花茎に白の小輪花を ¥8,640

ボリュームタップリに咲かせます！3.5号鉢植えの開花サイズです。
 

S17 Epidendrum nanegalense 3 開花サイズ

エピデンドラム　ナネガレンセ 実生

エクアドル北部の亜熱帯雨林で、今世紀初めに発見された原種です。 ¥8,640

濃ピンクの花弁に白リップが美しい多花性種です。3.5号鉢植え。

S18 Grammatophyllum speciosum (‘Tokyo Dome’×self) 2 フラスコ

グラマトフィラム　スペシオサム 実生

「世界最大の蘭」または「タイガーオーキッド」の愛称で知られる原種です。 ¥6,480

滅多にお目にかかれない国産実生フラスコで夢を見てみませんか？

S19 Oncidium Volcano Midnight ‘Volcano Queen’ 3 開花サイズ

オンシジューム　ボルケーノ ミッドナイト ‘ボルケーノ クイーン’ メリクロン

株姿の良い中型オンシの新品種です。花一輪は大きくありませんが、 ¥4,320

暖色系のオレンジ色の花を並びよく咲かせてくれます。3号鉢植え。

S20 Vanda Brighton's Ruby Jewel 3 開花サイズ

バンダ　ブライトンズ ルビー ジュエル メリクロン

赤紫色一色の美しい大輪系交配種です。花保ちも良く、不定期に花芽を ¥6,480

伸ばしてくれます。整った花型も魅力ですね。リーフスパン50cm前後。

S21 Vanda Mario Vega Solorzano 3 開花サイズ

バンダ　マリオ ベガ ソロルザーノ メリクロン

一風変わったバンダはいかがですか？昨年登録されたばかりの新品種 ¥5,400

のメリクロンです。巨峰の皮のような色がシブイです！LS 50cm前後。

S22 Vanda Pure's Wax 3 開花サイズ

バンダ　ピュアズ ワックス メリクロン

深みのある濃紫色のバンダをお捜しの方、必見です！育てやすく ¥6,480

花付きも良い品種で、本当に濃色です。リーフスパン50cm前後。
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　  販売可能数↓ サイズ / 価格 (税込）
M1 Angcm. distichum 3 BS

アングレカム　ディスティカム

花はもちろん株姿も非常にユニークな品種。 ¥2,700

観葉植物としての魅力も大です。

M2 Bro. sanguinea 'Star Splash' x self 2 BS

ブロトニア　サンギネア　’スター　スプラッシュ’ セルフ

人気のブロトニア！ペタルにスプラッシュの入る親を使った交配。 ¥6,480

かわいらしいです。（7.5cm鉢）

M3 C. C.G.Robeling 'Blue Indigo' BM/JOGA 5 BS

カトレア　シージーロベリング　’ブルー　インディゴ’ メリクロン

C.(gaskelliana x purpurata) 花が咲きやすく初心者でも安心。 ¥5,400

さわやかな色彩が人気です。

M4 Crths. Wistman's Wood 'Spotted Bells' 1 BS

コリサンセス　ウイストマンズ　ウッド　’スポッティッド　ベルズ’ オリジナル

Crths.speciosa x Stan.oculataの属間交配です。 ¥9,720

ユニークな花型が人気です。 （10.5cm鉢）
 

M5 Ctsm. expansum 3 BS

カタセタム　エクスパンサム セルフ

グリーンの色彩で人気がある品種です。 ¥3,240

Green Velvet' x self

M6 Ctsm. Orchidglade 'Jack of Daiamond' 3 BS

カタセタム　オーキッドグレード　’ジャック　オブ　ダイアモンド’ メリクロン

Ctsm.(pileatum x expansum) 花付きも良く栽培も容易でお勧め！ ¥3,240

M7 Cycd. Morning Star 'Orchis' 10 BS

シクノデス　モーニング　スター　’オーチス’ メリクロン

Cycd.(Taiwan Gold x Jumbo Puff) イエロー系の花弁に赤リップの美花！ ¥3,240

1バルブ＋新芽 （7.5cm鉢）

M8 Cycd. Taiwan Orange 10 BS

シクノデス　タイワン　オレンジ 実生苗

Cycd.(Taiwan Gold x Jumbo Jewel)ワインカラーが美しい！！ ¥3,240

1バルブ＋新芽 （7.5cm鉢）　

M9 Den. hercoglossum fma.album 'White Angel' BM/JOGA 2 BS

デンドロビューム　ヘルコグロッサム　f.アルバム　’ホワイト　エンジェル’ オリジナル

普通種はピンクですがこの個体は希少なアルバム（白）色です。 ¥7,020

清楚な感じで非常にきれいです。

M10 Den. leporinum 'Hyperion' SM/JOGA 1 BS

デンドロビューム　レポリナム　’ヒペリオン’ オリジナル

世界らん展日本大賞2013にて海外特別賞を受賞した個体です。 ¥129,600

トップクラスのレポリナムです。２バルブ＋２新芽

M11 Den. Penang Little Magic 10 BS

デンドロビューム　ペナン　リトル　マジック 実生株

Den.(lasianthera x carronii) 大型のデンドロと小型のデンドロを交配 ¥2,700

小型で咲き非常にきれいで人気がありお勧めです。 （6.0cm鉢）

   (株)　万　花　園
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　  販売可能数↓ サイズ / 価格 (税込）
M12 Den. lineale 'Sien' BM/JOGA HCC/AOS BS

デンドロビューム　リネアレ　’シエン’ オリジナル

開花中です。花も長く楽しめるので展示会などに最適です。 ¥48,600

４バルブ＋新芽

M13 Den. toressae 1 BS

デンドロビューム　トレッサエ

大株です。ここまでの大株は滅多にありません。オーストラリアに自生。 ¥27,000

ヘゴ板着 （7.5cm鉢）

M14 Den. treacherianum fma.albaum 'Beiowolf' 1 BS

デンドロビューム　トリチェリアナム f.アルバム　’ベイオウルフ’ オリジナル

希少なアルバム（白）個体です。良株でお勧めです。 ¥129,600

３バルブ＋新芽

M15 Dy. hendersoniana 5 BS

ダイアキア　ヘンダーソニアナ

初夏にピンク色の非常にかわいらしい花を咲かせてくれます。 ¥3,024

花芽付き株です。 （12.0cm鉢）

M16 Echn. rothschildiana 3 BS

ユリコーネ ロスチャイルディアナ
ウガンダなどに自生する単茎性種。この品種の魅力は色彩です。 ¥6,480

この機会に是非！！ （7.5cm鉢）
 

M17 Euph. andamanensis 5 BS

ユーロフィア アンダマエンシス
スマトラ島などに自生する小型のユーロフィアです。 ¥3,780

流通量も少なく珍しいものです。

M18 Fdk. Saturn Sky 'S.V.O' x Ctsm.Susan Fuchs 'Burgundy Chips' 2 BS

フレッドクラーケアラ　サタンスカイ　ｘ　カタセタム　スーザン　フュークス 実生株

非常に花持ちがよく長く楽しめるので展示会などに最適です。 ¥12,960

１バルブ＋新芽　良株です。 （10.5cm鉢）　FCC/AOS

M19 Lip. viridiflora 'Kazu' BM/JOGA 1 BS

リパリス　ビリディフォリア　’カズ’

マレーシアなどに自生。花も咲きやすく栽培も容易です。 ¥10,800

大株です。 (18.ocm鉢）

M20 V. tricolor 'Draveway Sentinel' 2 BS

バンダ　トリカラー　’ドライブウェイ　センティネル’ メリクロン

トリカラーのメリクロン株独特な色彩をお楽しみください！ ¥6,480

（12.0cm鉢）

M21 Warczewiczella amazonica 5 BS

ワーセウイッツェラ　アマゾニカ

エクアドル・ペルーなどに自生。 ¥3,240

草丈の割に大きな花を咲かせ花持ちも非l上によい。 （7.5cm鉢）

M22 Warczewiczella amazonica x Czl. Amezing 5 BS

ワーセウイッツェラ　アマゾニカ　ｘ　コクレゼラ　アメージング 実生株

アマゾニカを用いた交配でリップにベタで紫が入ります。 ¥3,024

こちちらも美花で人気が高いです。 （7.5cm鉢）
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　  販売可能数↓ サイズ / 価格 (税込）
W1 Rlc. Taiwan Emperor’赤将軍’(MC) 3 NBS

リンコレリオカトレア　タイワンエンペラー　‘赤将軍’ MC株

日本大賞に輝いたチアリンの子供で肉厚弁です、花径１６ｃｍの大輪で株は ¥7,020

素直に立ち上がります。鮮やかな赤い色でオーバーラップしリップが大きく見事。

W2 C. Taiwan Beauty 'Qing Ming #1' 3 BS

カトレア　タイワン　ビューティー　‘クイング　ミング　＃１'　(MC) MC株

５０日も開花しているという最新品種です！鮮やかなフラメアは人目をひきます ¥5,400

２月から５月咲きでNS15cmの大輪です。新発売！

W3 Den. Chanok Pink Stripe 'Petaloide' (MC) 10 BS

デンドロ　チャノク　ピンクストライプ　‘ペタロイド' MC株

ミニ系で大変人気の高い品種です。リップがペタル化していて花がまん丸！ ¥1,296

夏から秋にかけて開花します。

W4 Den. hookerianum 5 BS

デンドロ　フーケリアナム 自然種

本物のフーケリアナムが入荷しました！リップがギザギザしていてレース状になり ¥5,400

美しい。草丈６０ｃｍやや下垂して各節に花をつける。売れてます！
 

W5 Den. farmeri ['Yamato' x 'Pink Angel'] 5 BS

デンドロ　ファーメリー[‛ヤマト' x ‛ピンクエンジェル'] 実生株

今までにない巨大輪で展開の良い素晴らしい花が咲いてきました。入賞花も ¥5,400

出ています。ゴツゴツした株姿も魅力。

W6 Paph. dayanum 'First Flavor'  BM/JOGA (OG) 1 BS

パフィオ　ダイアナム　‘ファーストフレィバー’ OG分け株

実生ではなかなか良い花が出ない本種。２０年前に選抜した良個体分け株、 ¥21,600

強健でスカッとした素晴らしい花が咲きます。久々の販売。

W7 Phrag. Frank Smith 1 NBS

フラグミペジューム　フランクスミス　（2芽立ち良株） 実生株

大きな蘭展で最優秀賞を次々と獲得するこの入手困難な品種です。限定１株 ¥162,000

今回限り、花がお化けの様に巨大で見る者を圧倒します。

W8 C. purpurata fma.werkhauserii [ 'Estriata' x 'Estriata' ] 3 3.5号鉢

カトレア　パープラータ　ワークハウゼリー　エストリアータ系実生 実生株

世界的に在庫が無いワークハウゼリー　しかも青い筋がペタル全体に入る ¥7,020

個体同士の更にレベルが高いブラジル実生です。売れてます！　1作開花予定

W9 C. dormaniana fma.coerulea'Majorca' SBM-CHM/JOGA (MC) 5 ２．５号

カトレヤ　ﾄﾞｰﾏﾆｱﾅ　セルレア　‘ﾏｼﾞｮﾙｶ' メリクロン苗

世界的に貴重なドーマニアナのセルレア入賞花のMCです。強い苗です。 ¥7,020

まだ少し小さいですが２年で開花予定しています。限定MC

W10 Angcm. Crestwood '3 Spurs' (MC) 3 BS

ｱﾝｸﾞﾚｶﾑ　クレストウッド　‘スリースパーズ　' メリクロン株

中国では縁起の良い竜の様に角が２本出る個体のMCです。巨大な花で開花 ¥7,020

すると目立ちます。今季開花予定のすごく良い株です。

W11 C. walkeriana fma.flamea x sib.['Joel de Silveira' x 'Tress Lagoas'] 5 ２．５号

カトレア　ワルケリアナ　フラメア[‛ジョエルデシルベイラ’X ‘トレスラゴアス'] 実生苗

今までにないリッチで濃色のフラメアを狙った最高の組み合わせです！ ¥4,320

この実生の株姿は実にまん丸でアベレージが高く出ると予想できる。

　　ワカヤマ オーキッド
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　  販売可能数↓ サイズ / 価格 (税込）
W12 C. nobilior ['Antonio Demound' x 'True Diamond'] 5 ２．５号

カトレア　ノビリオール [‛アントニオデモンド' x ‛トゥルーダイアモンド'] 実生苗

マットグロッソの最高実生です。NS１２ｃｍで濃色の個体にリップが最も大きく ¥4,320

フラットな個体のコラボ　何れも自然種を使用しています。苗強いです。

W13 Bulb. polliculossum 3 木付き開花株

バルボフィラム　ポリクロッサム 自然種

「おっぱいバルボ」と呼ばれ、今若い世代に売れに売れている小型バルボです。 ¥10,800

花は大きく細かいひげの様な物があり大変面白いです。

W14 Den. [aberrans X stratiotes]　　最新交配種！ 3 4.0号開花株

デンドロビューム　[アベランス　x　ストラティオテス] 実生株

極ミニのアベランスと　リップ筋が美しいストラティオテスの実に興味深い交配 ¥5,400

さてどんな形のどんな模様の花が咲くのか？ちょっと楽しみですね！３０ｃｍH

W15 Conchidium extinectonum 3 木付き開花株

コンキディウム　エクスティネクトナム 自然種

ハオルチアに似るバルブを持つ小型のラン。若い人を中心に人気が高い品種 ¥8,640

花は白弁赤リップで見ごたえあり！アクアリュームにも使用可能！

W16 B.David Sander 3 3号鉢

ブラサボラ　デビット　サンダー 開花株

大変人気の高いノドサ系の再交配で巨大な花が咲くことで有名です。 ¥4,320

草状は丸い葉で高さ３０ｃｍ。
 

W17  Treacherianum lyonii (Luzon type) 3 4.5号鉢

トレチェリアナム　ライオニー　（ルソン　タイプ） 開花株

普通種に比べ　花全体が赤く真っ赤に近いもの咲くルソン島にあるタイプです。 ¥8,640

輸入直後で活着はしていませんが良い株です。一度試されては？

W18 C. warscewiczii fma.semi-alba 'Canaima' 1 5号鉢

カトレア　ワーセウィッチー　セミアルバ　‛カナイマ’(OG) 開花株

ベネズエラ　カナイマ社の名前が付いたレベルの高いセミアルバです。 ¥54,000

リップの黄色目が爽やかでクッキリしている優秀花です。

W19 C. purpurata fma.suave-striata 'Lyra' SM/JOGA (OG)　 1 3バルブ

カトレア　パープラータ　スアーブ・ストリアータ‘ライラ’ 1作開花株

ペタルがブルーピンクにグレーの筋が目立ち。リップは濃いピンクのスアーブ色 ¥27,000

でアネラータとなる　色彩異色の極巨大輪の申し分ない入賞個体です。

W20 L. speciosa (Mexico) 3 3.5号

レリア　スペシオサ　（メキシコ産） 1作開花株

すごくレアーな昔マジャリスと呼ばれていた小型レリア。低温性直射日光ＯＫ ¥9,720

リップの点がたまらない巨大な花です。今回完全新芽付きを選びます。

W21 L. gouldiana (Mexico) 5 ３．５号

レリア　ゴｰルディアナ　（メキシコ産） 開花株

昔あった物とは違い、株姿にも個性がある原産地由来種です。大変入手が ¥7,560

難しくなっており大変良く売れています。今後入荷の保証がない蘭です。

W22 L. albida (Mexico) 5 ３．５号

レリア　アルビダ　（メキシコ産） 開花株

白や淡いピンク、黄色、スプラッシュまで開花するという原産地由来種です。 ¥7,560

完全に活着していてもう安心、今後入荷できる保証がない蘭になります。
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2016年メダル入賞花の写真と記録をまとめた本です ¥1,800

バックナンバーも多少ございます。お問合せください。 送料 ¥100

　

本体 ¥32,400

UP ¥2,700

 久 栄 ナー セ リー 　　　　
      滋賀県彦根市賀田山町883

　 TEL (0749)28-4425　

　 ・名神 彦根ICから約８ｋｍ

　 ・名神 湖東三山スマートICから約７ｋｍ

　 ・京都東ICから湖西道路-琵琶湖大橋

　   経由で約６５分

　 ・R8安食西交差点から約3km　

・新幹線米原駅から３駅目（ＪＲ河瀬駅） または　

  稲枝駅（京都駅から各駅で約50分） 下車　　

  　  どちらからでもタクシー 約2km

　
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　JOGA入賞花集　Vol.３５　　　2017年６月発行の新刊 書籍版

6月23日（金） ～ 25日（日）の3日間

久栄ナーセリー　夏のらん展

　JOGA入賞花集　データベース　（1973～2016年版）　2017年7月発売 PC （Win)

1973年以来、2016 年までのすべての入賞花の記録と画像をPCで検索できるソフトです。

一度本体をお求めいただければ、アップデートのみで最新データを追加できます。

24


