
久栄ナーセリー  秋のらん展 2016 リスト　No．58 

事 前 販 売 品 リ ス ト

　

＊ ご注文について  

ご予約・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、ホームページお問い合わせフォームからお願いします

＊ 価　格

１０％引きにさせて頂きます。商品代金に荷造り送料を加えた額をお支払い下さい。

　 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

また、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）

＊ お支払い方法

　　① 郵便振替　同封の郵便振替用紙（手数料無料）

　　　　　　　  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。

11月25日（金）～27日（日）   OPEN  10:00 ～ 17:00

期間中は１０％引き(予約有)にさせていただきます。  (一部 割引対象外の商品あり)

価格がひと目でわかる

税込価格(総額表示)

　　　【 出 店 蘭 園 】　　国 際 園 芸 （株）   ・   大 垣 園 芸    ・    望 月 蘭 園
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  カ　ト　レ　ヤ　原 種 　(１)　 　
 販売可能数↓ サイズ / 価格 (税込）

 C. amethystoglossa
1 ハワイの実績ある4倍体系tipo　（'H&R' X　'H&R Suprime' ）・・・・・・・・・・・・・・・ ¥16,200

　　　　　株高40cm　NBS 4号鉢  

2 ブラジルからの輸入株。2倍体で花数の多くつくタイプ。詳細は不明・・・・・・ ¥24,800

　　　　5号鉢はみ出し　株高60cm よく出来てます　(参考写真)  

3 semi-alba ( x sib)　ハワイの実績有る交配　NBS ３号鉢 ¥12,960

　　　　写真は同系の開花例

4 C. dowiana,  ドゥーイアナ 　 2作 9cm鉢 　

　 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。　 実生苗

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 ¥3,780

たいへん美しい個体が多く咲いています。

5 C. guttata (select 8H) 16.5cm鉢

NEW! グッタータ　　原産地由来株 原産地由来種

ブラジル　原産地由来の選別個体として、日本に入ったものです。 ¥37,800

株高70cm 7B。地色がグリーンのタイプ。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。 　 株高35cm
　 　

7 C. harrisoniana ‘Volcano King’　FCC/AOS 1 9.0cm鉢

NEW! ハリソニアナ,　‘ボルケーノ　キング’　FCC/AOS オリジナル株

米国でFCCに入賞した優秀個体。極めて展開良く、濃ピンクの美しい花で ¥86,400

丸く白色のリップとのコントラストが美しい個体です。新入荷品

8 C. harrisoniana, trilabelo strain ('Streeter's Choice'　FCC/AOS X trilabelo) 　 6cm鉢

NEW! 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 ¥3,240

.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. jenmanii, rubra strain 7.5cm鉢

　 ジェンマニー　ルブラ系　(‘Red Lip’X ‘Grand Ruby’) 実生苗

 数少ないルブラ系のシブリング。 多くの優秀花が開花している系統です。 ¥3,240

　 写真は'Grand Ruby' 　 　
　 　 　
10 C. lueddemanniana fma.flamea ‘Nobie's Pride' SM/JOGA ４B BS

ルデマニアナ,　フラメア　‘ノビースプライド’　 オリジナル株

ペタル全体に大きくフラメアの入る個体で、一般には、ほとんど ¥37,800

流通してない個体です。写真は入賞時のもの。

11 C. lueddemanniana, rubra strain (‘Yamilie' X 'Stewart') 9cm鉢

ルデマニアナ,　ルブラ系　(' ﾔﾐﾘｴ‘ X ‘スティワート’） 実生苗

極濃色タイプで、整形の美花を期待した実生。1株の開花確認しました。 ¥3,780

色彩は濃色花でした。写真はYamile’

12 C. maxima,   マキシマ 　 BSシース付

おすすめ 交配親に、コースタルタイプの優秀個体を用いた交配で、多くの着花数が 実生

期待出来ます。　特に、リップのスジがとても美しい花が多く 　 ¥5,400

 咲いています。  写真はイメージ  
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 販売可能数↓ サイズ / 価格 (税込）

13 C. maxima, semi-alba strain ('Gigi' X 'La Pedrena') 　 BSシース付

おすすめ マキシマ，セミアルバ　　　　　　　　　　　　　参考写真 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。 　 ¥7,560

代表的なセミアルバの有名個体どおしの交配でシース付き株。  
　 　

14 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) 実生苗

 今までにない極濃色(あずき色に近い)花が咲くことで話題の実生です。 ¥12,960

　 株は小型タイプなので、9cm鉢程度で開花します。写真は交配親。 ３号 ¥21,600
　 　 　
15 C. maxima, rubra  　(花確認済） 9cm鉢

 マキシマ, ルブラ　選別株　 ('Darth Vader' xセルフ) 選別個体

 上記と同系交配より初花の開花を確認した株の販売です。 ¥21,600

　 極濃色花です。写真は同個体。 　 　
　 　 　
16 C. maxima, 　(花確認済) 　 1作 ９cm鉢

　 マキシマ, サーモンピンク系　  ('Darth Vader' x self) 　 選別個体

何色と言えば良いのでしょうか。　写真では少し薄い色ですが、カーネア？ ¥27,000

サーモンピンク？系の色彩をもつ個体です。　写真(販売株の花) 　

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

おすすめ 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

18 C. quadricolor fma.semi-alba 'Sazagua' 12cm鉢

おすすめ クアドリカラー,　セミアルバ　‘サザグア’ オリジナル株

コロンビア訪問時に入手した原産地由来個体。 ¥37,800

大きく真っ赤なリップと、展開の良いペタルがが特徴のセミアルバです。

19 C. quadricolor, splash strain ('Lapiz Labialde Angel' X 'Espada de Chama') 9cm鉢

クアドリカラー,　スプラッシュ系　 実生苗

リップの色彩が大変美しく、スプラッシュの入る個体も咲いています。 ¥6,480

写真は同交配開花例

20 C. tenebrosa fma.alba ( 'Charming' x self)  テネブロッサ、アルバ系 　 7.5-9cm鉢

夏咲きの大輪花で、パープラータに近い原種です。普通個体は茶色の花ですが 実生苗

これは綺麗な黄色のアルバ個体。この系の株は親株でも大きくならないモノが ¥3,240

多い中、ゆったりした株になる個体です。

21 C. trianae, coerulea-pincelada strain 　('Mar Azul' X pincelada 'Dandy') NBS

トリアネ-,　セルレア ﾋﾟﾝｾﾗｰﾀﾞ系　 実生苗

99%セルレアが咲いている実生で、ペタルにスジの入る個体も ¥8,640

咲いています。写真は同交配の開花例

22 C. trianae, coerulea strain 　('Pompew' X pincelada‘Linea Azul') 7.5-9cm鉢

おすすめ トリアネ-,　セルレア ﾋﾟﾝｾﾗｰﾀﾞ系 実生苗

ペタルは細いが、強くスジが入る個体(写真)を用いた交配です。　 ¥4,320

スジが、うまく出ること期待

23 C. trianae, splash strain 　('T.T.' X 'Allottei' BM/JOGA) 　 7.5cm鉢

おすすめ トリアネ-,　スプラッシュ系 実生苗

同系の交配で、強いスプラッシュ花が咲いた実績ある実生苗。 ¥4,320

おすすめ

写真ありません
ごめんなさい
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  カ　ト　レ　ヤ　原  種 (2) 　
 販売可能数↓ サイズ / 価格 (税込）

24 C. trianae ‘Peach Biwa’ 　　HCC/JOS　　　お買い得品 BS 12cm鉢

おすすめ トリアネ-　‘ピーチビワ’ オリジナル株

桃色の極丸弁整形花。株は大変コンパクトですが、花立ち極めて良く ¥10,800

多くの花をつける。よく咲き、花も良いので冬の展示会などで重宝する株。　

25 C. trianae fma.quad-alba　‘Lagrima’ BS(シース付)

透き通るような純白の花弁　リップの先端にのみ赤色のマーキングが入る ¥21,600

26 C. trianae fma.semi-alba ‘Lady D’ BS(シース付)

セミアルバ ¥21,600

27 C. trianae fma.semi-alba ‘Centavito’ BS(シース付)

セミアルバ ¥19,440

28 C. trianae fma. coerulea ‘Hulk’  お買い得品 BS(シース付)

おすすめ セルレアの超有名花　オリジナル ¥10,800

29 C. violacea, semi-alba flamea strain   ビオラセア,　セミアルバ フラメア系  BS 10.5cm鉢

おすすめ (semi-alba X flamea 'Pol de Sol')  セミアルバにフラメアの交配。 実生

交配♂似の花が咲くとの情報あり。　写真は交配♂親 ¥12,960

30 C. violacea, coerulea strain  ビオラセア,　セルレア系  BS 9cm鉢

おすすめ 美しいセルレアで、展開の良い大輪の花が咲いています。 実生苗

 写真は同交配開花例。 ¥16,200

 　

31 C. violacea, flamea strain   ビオラセア,　フラメア系  BS 10.5cm鉢

おすすめ ('Tsiku Taiwan SM/TOGA X flamea 'Pol de Sol')　　写真は交配♂親 実生

 '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 ¥12,960

　

32 C. violacea, flamea strain   ビオラセア,　フラメア系  BS 10.5cm鉢

 (OCN White X Valter Rocha ) アルバ系 一部　つぼみ付き 実生

　 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。 ¥9,720

33 C. walisii, fantasia strain　 ( = eldorado ) 7.5cm鉢

おすすめ ワリシー(エルドラド)，ファンタシア系 実生苗

ペタル、セパルにスプラッシュが入る人気の種です。 ¥4,320

34 C. walkeriana, semi-alba flamea strain (‘Puanani’(4N)x aquinii‘Gloriosa’) 　 9cm鉢

　 ワルケリアナ,　セミアルバ 　フラメア系 実生苗

この交配は既に大きなセミアルバの花を咲かせている実績交配です。 ¥4,320

もちろんフラメアも出ています。　 　

35 C. walkeriana, flamea strain (‘Joel de Silveira’x flamea‘Tress Lagoas’) 　 6cm鉢

おすすめ ワルケリアナ　(‘ジョエル デ シルベイラ’ X フラメア ‘トレス ラゴアス’) 実生苗

　 自然種同士を使用した、新発売の実生です。リップがどっしりし、コラムが真っ赤 ¥4,320

　 で鮮やかな色彩。株は葉が丸型で良い感じです。新しい色彩を期待。  

36 Epi. rousseauae　　　ルッセアエ 　 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。

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

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）

37 Epi. atacazoicum ( = bifalce) BS

おすすめ Epi. アタカゾイカム　( = ビファルセ）　('Mt. Iizuna' x self) 実生

2014日本大賞のセルフ苗が大きくなりました。ボリビア原産のタイプで栽培し易い。 ¥16,200

1cm弱の紫ピンクの小花を多数つけます。株が出来ると枝打ちする。

38 Epi. capricornu BS

Epi. カプリコルヌ

エクアドル～ペルー　今年春に新しく入荷したものの販売です。 ¥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

39 Epi. spathatum ( = embreei ) BS

Epi. スパサタム　（ = エンブレイ）　　コロンビア～エクアドル

鮮やかな朱色の美花。下垂しながら枝打ちして房状になります。 ¥8,640

夏は涼しい環境を好みますが、山上げしなくても大丈夫な程度です。

40 Epi. magnificum BS

Epi.マグニフィカム

珍しいメキシコ原産のエピデンです。ピンク色の中輪を多数つけ大きな ¥8,640

房になります。

 カ　ト　レ　ヤ　系　交  配  種 　(1)　
　
51 Lc. Amethystella ‘Spring Star’ BS

Lc. アメジステラ‘スプリングスター’　(C.amethystoglossa X L.anceps) オリジナル株

アメジストグロッサとアンセプスの交配により程よく花茎が伸び、 ¥12,960

展示会向きと言えるセルレアの1代交配。主に1-2月咲き。

52 C. Anzac 'Orchidhurst' FCC/RHS NBS

アンザック　‘オーキッドハースト’ オリジナル株

彩度の高い濃赤色のカトレヤ。赤色の色彩を伝えることから品種改良でも ¥10,800

活躍したクラシックの超有名花。

53 Lc. Ancibarina ‘Rose Dust' 　HCC/AOS BS 12cm鉢

おすすめ アンシバリナ ‘ローズ ダスト’  (L. anceps X  C. cinnabarina) オリジナル株

冬～春咲きの長茎で人気の、 Lc.サンタバーバラサンセットの作出に際し ¥16,200

交配親として用いられた個体です。オリジナル株。稀少。

54 Lc. Ballet Folklorico ‘Eloquence’ HCC/AOS BS 12cm鉢

バレット フォ-クロリコ　‘エロケンス’   (C. Song of Norway X L. speciosa ) メリクロン

（旧）ションバーキアの原種との交配から生まれた淡くデリケートな色彩の大輪。 ¥6,480

荒々しい原種の面影とのバランスが魅力。　冬～春咲きで花保ちは良好。

55 Bc. Catherine H Chatham 'Alexandra'  BS

キャサリン　H. チャザム　‘アレキサンドラ'　　(B. nodosa X C.labiata,S/A ) オリジナル株

晩秋から開花し出す人気のノドサ系のセミアルバです。 ¥8,640

花もちも良く、株の割に多くの茎から花をつけるので見事です。

56 Bc. Catherine H. Catham ‘Suckers’ NBS-BS

おすすめ キャサリン　H. チャザム　‘サッカース’  　(B. nodosa X C.labiata,S/A ) メリクロン

上記の種と同様、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。

57 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。
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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）

58 Rlc. Canyon Sands ‘Anaconda’　 HCC/AOS 4B 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

59 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。

60 Rlc. Dream Pardice 'Temptation' BM/JOGA 13.5cm鉢

ドリームパラダイス　‘テンプテーション’ メリクロン

1～2月のラン展シーズンに開花し、一世を風靡した個体。今見ても素晴らしい。 ¥12,960

メリクロンですが、スプラッシュの出方など再選別をしたものです。

61 Rlc. Excellent Zaoh 'Green Fantasy' SBM/JOGA　SM/JGP ３B 12cm鉢

 エクセレント　ザオー　'グリーン ファンタジー'　（Grnnwich X Erin Kobayashi) オリジナル株

 グリーン(黄色ではない)14cmあまりの大輪で東京ドームでもSMを受賞。 ¥16,200

香りの評価も高く、拡散性があり上品な甘味と調和のとれたものと評されている。

62 Rlc. Exotic Emerald ‘Green Goodness’ NBS 12cm鉢

エキゾチック エメラルド　‘グリーン グットネス’  Rlc.(Lester McDonald X Malworth) オリジナル株

サイズは大人の顔と比べても遜色ない黄色系の超大輪花です。 ¥32,400

花は想像以上、栽培容易で強健。

63 Bc. Glorious Horace ‘Valentine’ 13.5cm鉢

グロリアス　ホーレース　‘バレンタイン’　(C. Horace X Bc. Morning Glory) オリジナル株

ノドサの血をひく大輪交配で、4倍体と思われる。黄目にベタ赤のリップが映える ¥12,960

セミアルバで株が出来ると径17cm越の大輪を2-5輪。主に1月～3月咲き

64 Rlc. George King ‘Memoria Jim Nivens’  HCC/AOS NBS 12cm鉢

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'の兄弟株で、ジョージキング氏 ¥37,800

本人による入賞花で極めて稀少な個体です。特別大きなバルブ1＋小さめ1=2B

65 Rlc. Hisako Akatsuka ‘Volcano Queen’ 13.5cm鉢

ヒサコ　アカツカ　‘ボルケーノクイーン’ メリクロン

たいへん鮮やかなワインカラ－の中大輪。交配に用いると色彩に ¥6,480

興味深い結果が出ることが多く、是非1株は持っておきたい逸品。

66 Rlc. Izumi Dream 'Fascination' SM/JOGA 12-15cm鉢 BS

おすすめ イズミドリーム ‘ファッシネイション’　農林水産大臣賞受賞花 メリクロン

極丸弁でフラットに展開する1-2月咲き。丸く大きなリップに入る黄目とペタルに 　 ¥16,200

入る優しいクサビのバランスが美しい最新ラベンダー系大輪整形花です。   

67 C. Mari's Song 'Select-S' 13.5cm鉢

マリズ　ソング　‘セレクト-S’ オリジナル株

クサビ花の作出に欠かせない種の1つにマリズソングがあげられます。販売品は　 ¥10,800

入賞歴こそ有りませんが、樹勢がよく花茎あたり5-6輪つける優良花。

68 Rlc. Omi Melody 'First Sunrise' 　    Rlc. (Dream Paradise X C.Melody Fair) 12cm鉢

 Rlc. オーミ メロディ　’ファースト サンライズ’ メリクロン

 リップが印象的で、極淡桃色の花弁に赤いアクセントの入る大輪整形花。 ¥12,960

　 冬咲き 　 　
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　  販売可能数↓ サイズ / 価格 (税込）

69 Rlc.[Pot.] Perfect Beauty 'New Edition' SM/JOGA  9.0cm鉢

リンコレリオカトレヤ　パーフェクトビューティー ‘ニューエディション’  メリクロン苗

とても端整な顔立ちの大輪ラベンダー花が生まれました。上品なカトレアを ¥8,640

お探しの方へは大変お勧めの個体で株立ちも良好です。新発売・3作苗

70 Ctt. Sagarik Wax ‘African Beauty’ SM/TOGA 12cm鉢

サガリック ワックス ‘アフリカン ビュ-ティ’ (C.Summer L. Girl x Ctt.Chocolate D.) メリクロン

温室がなくても栽培し易い秋咲きの多花性種。　ロウ質の光沢のある赤茶色 ¥4,860

の花弁。この系の種としては従来種より花径が大きく、花容が良くなっています。

71 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

72 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。

73 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。
 

74 C. Tropical Sunset ‘Cheer Girl’ BM/JOGA 12cm鉢 シース

トロピカル　サンセット　‘チア ガール’     (Tropic Glow X Horace) ｵﾘｼﾞﾅﾙ株

オレンジ黄色地に、赤色の大きなクサビが入る中輪の人気種。 ¥12,960

２～3月咲き。クサビの入り方などは、年によるバラツキがあります。

75 C. Melody Fair ‘Ohyama’  BS 15cm鉢

おすすめ 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。
 

76 C. Vicky Gold ‘Foevere Sixteen’ 12cm 鉢

おすすめ ビッキ- ゴ-ルド　‘フォエバ- シックスティ-ン’ メリクロン

鮮レモンイエローの花弁に、ピンク味を帯びた白いリップが ¥7,560

印象的な大輪美花。爽やかな香りあり。

77 C. UR (longipes X ghillanyi ) BS　6cm鉢

 未登録（ロンギペス X ギラニー） 極少量MC

 2号鉢で株高5cm程度のミニチュアカトレヤです。 ¥3,240

　 ロックレリアの交配から生まれたセルレア系の丸弁花です
　

78 Rth. Young-Min Orange 'Golden Satisfaction'  (Viola Nuggett x Ctt. Trick or Treat)  BS 7.5cm鉢

　 ヤンミンオレンジ　‘ゴールデン サティスファクション’ 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 ¥2,160

4-5号鉢でも、多くの花立ちが期待できる最新種。冬-春咲き。 　

79 Sergioara(Sgr.) Yokosuka Story (Epy. Rene Marques X Rth. Free Spirit) BS

 セルジオアラ　ヨコスカ ストーリー メリクロン

レーンマルケスに黄色のミニカトレヤを交配したもの。　シュードエピデンの ¥3,780

イメージを残しながら、花は更に大きくなった。香りあり。
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 カ　ト　レ　ヤ　系　交  配  種 　(3)　

　  販売可能数↓ サイズ / 価格 (税込）

80 Rlc. Mostral ‘Sato’ BM/JOGA BS

モストラル　‘サトー’       (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。開花見込株。 ¥3,240

色彩鮮明で暮れから年明け咲き。　（注)鉢からの、はみ出しあり。）

81 Epc. (Rene Marques X Epi. melanoporphyreum) NBS-BS

エピカトレヤ　(レ-ンマルケス X メラノポ-フィリウム) 実生苗

真っ黒で、レーンマルケス並の大きな花を期待した交配です。 ¥6,480

米国産につき苗数は多くありません

82 Epi. Country Valley 'Creamy' 7.5cm鉢

Epi. カントリーバレー　‘クリーミー’ メリクロン

優しい黄色で、光に当たると「キラキラ」光ります。　金運が上がるかも！ ¥2,160

セレクト時の花径は３.２cmの大輪です。株高30cm

83 Epi. Flammingo Valley ‘Innocent World' ９cm鉢

Epi. フラミンゴ　バレー　‘イノセント　ワールド’ メリクロン

Epi.フレンチバレーがJOGA蘭展で農水大臣賞を受賞した年に同カテゴリーで、 ¥8,640

赤リボンを受賞した種です。コンパクトな株なのに花弁がキラキラ輝き存在感あり。

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

Epi. フレンチバレー　‘ピーチミント’ 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 ¥8,640

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

85 Epi. Wonder Valley 'Noble Star' 9cm鉢

Epi. ワンダーバレー　‘ノーブルスター’ メリクロン

白地にスプラッシュで今までになかった美しい色彩。ボールの大きさは ¥10,800

ラディカンス系で最大級になります。株高約40cm　お買い得品

 

91 Den. aphyllum( = pierardii) fma.trilabero 'Shining Pink' 7.5cm鉢

 Den. アフィラム,　トリラベロ　’シャイニング　ピンク’　 オリジナル株

 インド原産、花弁がリップ化した3弁花です。下垂性で栽培容易。　 ¥3,780
　 　 　

92 Den. aphyllum, yellow ‘Ide’   ( = pierardii ) 1.5リード株

アフィラム，イエロー　‘イデ’ オリジナル株

花弁、特にリップが黄色になる極希少個体。 (= ピラルディ） ¥27,000

93 Den. aphyllum ‘Peach Cascade’    ( = pierardii ) BS

Den. アフィラム　‘ピーチ キャスケード’ 分け株

インド。下垂性種。鮮紫桃色にリップクリーム色。春に葉の残った状態で開花 ¥2,700

する様が非常に美しく珍しい個体。 (= ピラルディ）

94 Den. crepidatum ‘Mariko’ SSM/JOGA BS 7.5cm鉢

Den. クレピダタム　‘マリコ’ オリジナル株

ヒマラヤ～中国　SSM/JOGA入賞した特別なクレピダタムです。 ¥16,200

花弁の展開良く丸弁の極上個体。オリジナル

95 Den. devonianum　　デボニアナム BS 6cm鉢

 フィリピン原産、花色良くリップの黄目と欠刻が印象的な種。5cmほどの花を 一部つぼみ

 多数つけ下垂させる。お買い得品 ¥2,160

　 　 　

デンドロビューム (1)
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96 Den. speciosum var.pedunculatum BS

おすすめ Den. スペシオサム v.ペデュンキュラタム 　‘ナツエ'S ’ オリジナル株

最も小型のスペシオサムです。株高15cmほどで、花は主に１-3月咲きの黄色。　 ¥16,200

香りがたいへん良くアジア太平洋蘭会議では香りの審査でも入賞している。

97 Den. treacherianum　'Irako'  SBM/JOGA (= Epigeneium lyonii) 　 BS 15cm浅鉢

 Den. トリチェリアナム ‘イラコ’　 (濃色入賞花分け株) オリジナル株

星形の花を下垂させて咲かせる人気種。花色濃色の入賞花分け株。 ¥16,200

よく咲くと、1花茎に20輪近くの花をつけるます。甘い香り。　冬～春咲き。

98 Den. Lee Chang Yi Mirian 　　(secundum X smilliae ) 15cm/7.5cm鉢

 Den. リー チャン イー ミリアン　（セクンダムX スミリエ） 実生

 最近のデンドロの交配の中では、想像以上の結果で皆が驚いた L ¥27,000

　 ヒット交配です。花が大きい。色彩は個体差があり面白い。どちらの株もBS M ¥8,640
　 　
99 Den. Lee Chang Yi Mirian 'APOC21'　　(secundum X smilliae ) 7.5cm鉢

 Den. リーチャン イー ミリアン　（セクンダムX スミリエ） メリクロン

 白と赤の面積比率が良く、コントラストが美しいバイカラー個体です。  ¥2,700

　 花も大きくAPOCに出品されていたもの。   
　 　

100 Den.  Taiwan Pingpong  　( purpureum,album x capturiflorum ) BS

おすすめ Den. タイワン　ピンポン　(ﾊﾟｰﾌﾟﾘｭｰﾑ,ｱﾙﾊﾞﾑ x ｶﾌﾟﾁｭﾘﾌﾛｰﾗﾑ) 花芽多数付

 ピンポン球のようなボール咲きとなるユニークなデンドロです。 　 ¥12,960

 株高60cm以上　　冬～春咲き 苗 ¥2,700
 

101 Den. Oharano 　　　   (smillieae X purpureum) 7.5cm鉢

 Den. オオハラノ 　　(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。 ¥2,700

すっきりした色彩の美しいデンドロ。両親の性質からしても、栽培は容易です。  
 

102 Den. leporinum 15cm鉢 BS

 Den. レポリナム 株高50-70cm

 ピンク系の美しい花が多く咲いている系統です。今回は、時間の関係で ¥21,600

花は未確認の状態で輸入した株で、お買い得となっています。

103 Den. lineale, Blue color (selected) 16.5cm鉢 BS

 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。 　

104 Den. stratiotes ‘Foresta’ 12cm鉢ﾂﾎﾞﾐ

Den. ストラティオテス　‘フォレスタ’ オリジナル株

スラウエシ　マルク　近年販売されている実生の親株(写真)の販売です。 ¥43,200

滅多に手に入らない稀少個体。

106 Den. lasianthera (select Blue) 18cm鉢

Den. ラシアンセラ　選別株 選別株

リップはブルー、他の花弁は濃赤茶系の色彩で鮮やかな個体です。少し離れて ¥21,600

見るとリップの色彩から全体が紫色に見える。写真は花終わり。

105 Den. Michiko　（Den. 美智子） 21cm鉢

シンガポール植物園の「VIP ORCHID GARDEN」には世界のVIPの名前を冠した 　

ランが展示されています。　「Den.美智子」は1970年5月23日に皇后美智子さまが ¥37,800

訪門された記念に名付けられたデンドロビュームです。　貴重種

デンドロビューム

普通個体は \5,400
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 販売可能数↓ サイズ / 価格 (税込）

107 Den. Budiono Lamtoro  (select)    (lasianthera X violaceoflavens) 18cm鉢

Den.　ブディオノ　ラントロ　選別個体　（ラシアンセラ　x ビオラセオフラベンス） 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。　また、近づいて見ると、 ¥21,600

花弁が丸い中にも、しっかり感を感じる事が出来る良い花です。

108 Den. Easter Bunny ‘Jungle Bunny’ 10.5cm NBS

Den. イースターバニー　‘ジャングルバニー’ オリジナル株

ハワイで選抜された赤紫色のスパチュラータ系のデンドロで、 ¥16,200

色彩の鮮やかさが魅力のオリジナル株。

　
　

111 Aerangis carantha BS

エランギス　カランサ 原産地由来種

アフリカ中西部原産の小型種　ルテオアルバに似た株姿。　花はやや小型 ¥5,400

ながら、コラムまで真っ白の可憐花を10輪以上咲かせる。

112 Angcm. disticum 7.5cm鉢

アングレカム　ディスティカム 花・つぼみ付

中央アフリカ　奇怪な株姿の小型種で、栽培容易な人気種。 ¥2,700

香りあり。

113 Angraecum sesquipedale BS　21cm鉢

アングレカム　セスキペダレ 　

マダガスカルを代表する大型のアングレカム。ダーウインの進化論のモデルと ¥16,200

なった有名種。株高50cm＋の大きさで即戦力期待。冬咲き。

114 Angcm. ursianum　アングレカム　ウルシアナム 6cm鉢

 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 実生

 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。 　 ¥5,400

 

115 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。 ¥3,240

 花茎あたり２～10花以上つける。
 

116 Aerth.　ramosa　　  BS  

 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。 　 ¥9,720

117 Bulb. ankylochele 7.5cm鉢BS

バルボフィラム　アンキロチェレ

ニューギニア　マスデバリアのような花型のバルボです。 ¥10,800

花色のたいへん綺麗な種類です。栽培は容易。

118 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

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

 バルボフィラム　カントンエンセ　 自生地由来種

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。

デンドロビューム

その他の属(1) 
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　  販売可能数↓ サイズ / 価格 (税込）

120 Bulb. kubahense 　 ９ｃｍ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で、15-18輪 　

2012年にkewに登録された新しい種。

121 Bulb.  sp 16#2 9cm鉢

NEW! バルボフィラム　種名不詳 '16#2' 自生地由来種

カリマンタン　新入荷品　多くてフカフカの根。セパルは淡白色地に赤茶の ¥12,960

スポット。リップ？がユニーク！。ゴールドのリングのよう。

122 Bulb. annandalei　バルボフィラム　アナンダレイ BS

新入荷のアナンダレイです。　花色が淡い黄色で従来種と比較し

オーリュームと表現すれば良いのでしょか。 ¥5,400

 
123 Coel. sp  (variegata) 9cm鉢　BS

NEW! 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。 ¥4,320
斑は強くありませんが、全ての新芽に引き継がれ、選別されたものです。

124 Cym. erythrostylum, album strain   (album ‘Diamond White’ X self) 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10cm ¥16,200

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

125 Cyrtorchis chailluana 7.5cm鉢 NBS

シルトルキス　チャイルアナ 実生

中央アフリカ～ウガンダ　アングレカムなどに近縁で、比較的小型サイズの種。 ¥5,400
株の割に大きな花を7-10輪つけるので、見応えある。

126 BS

　 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

花1輪1輪が大きく、咲くとすごい迫力です！   

127 Pinalia floribunda  ( =Eria ) 18cm鉢

ピナリア　フロリブンダ　　(= エリア) 原産地由来種 　

タイ　ミャンマー　以前はエリアに分類された種　大株で新芽を含めて、 ¥21,600

30ﾊﾞﾙﾌﾞ以上の大きな株です

128 Fdk.After Dark 'S.V.O.Black Pearl'  BS 花芽付き

フレッドクラーケアラ　アフター ダーク　'S.V.O.ブラックパール' メリクロン

カタセタムと近縁の３属間交配（カタセタム、クロウエシア、モルモデス）。 \8,640～

「真っ黒」の半下垂性種で、香りの良さも人気の一つです。 　 　

129 Monn. Millennium Magic 'Witchcraft'  花芽付き

モニニエラ　ミレニアム マジック　'ウイッチクラフト' メリクロン

カタセタムと近縁の３属間交配（カタセタム、シクノチェス、モルモデス）。 ¥6,480

他にも幾つかありますが、最も「真っくろ」の花をつける種です。

130 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。

その他の属

写真ありません
ごめんなさい

Erasanthe henrici
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　  販売可能数↓ サイズ / 価格 (税込）
131 Pabanisia(Pｂn.) Eva's Blue Amazon 'Hiromi' SBM/JOGA BS

 パバニシア　エバスブルーアマゾン　'ヒロミ' ( Pbn = Aganisia X Pabsita) メリクロン

メリクロン変異から生まれた珍しい色彩。5-6cmの花を5-6輪つける。 ¥2,700

強健種で、年に数回咲かせる。花芽出そうです。

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

 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100輪以上 ¥2,700

　 着くと言われています。 　 　
　 　 　

133 Phal. chibae　チバエ NBS

ベトナム　比較的最近発見された種 実生

比較的小さな株から1cmほどの花を多数つける ¥3,240

134 Phal. celebensis　セレベンシス BS

スラウエシ　同種中、特に花茎長く伸び、多くの花を咲かせる

個体のセルフ苗です。写真は交配親 ¥4,860

135 Dendrophylax(Dlax.) lindenii　　　　　 (= Polyrrhiza lindenii) BS

デンドロフィラックス　リンデニー 　　　　(= ポリリーザ　リンデニー)

米国(フロリダ南西部)～キューバ原産 ¥5,400
幽霊らんの愛称で親しまれている無葉蘭。

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

サイコプシエラ　リミンゲイ

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、 ¥5,400

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

137 Pyp. Mariposa ‘Twins’　（トリラベロになる変種です） 　 蕾付/7.5cm鉢 　

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花芽が出て、繰り返し咲きます。 ¥3,240

138 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 ¥5,400

赤色の大輪を多数つけます。成長も比較的早い。

139 Sob. galeottiana  ('Vera Cruz' CBR/AOS  X self) ９cm鉢

ソブラリア　ガレオティアナ　（‘ベラクルズ　CBR/AOS xself)’ 実生

珍しいメキシコ(800-1500m)原産　 比較的コンパクトな種で ¥7,560

花径は７ｃｍほど。花色が濃いラベンダ－色で目を引く美花。

140 Steris excelsa  (= Pths. excelsa) BS

ステリス　エクセルサ　(= プレウロタリス　エクセルサ)

コロンビア～エクアドル。ステリスの中では大型タイプで茎は50～60cm ¥8,640

ほど伸びる。光沢のある濃茶色の大輪花をゆったりと多数咲かせます。

141 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、より美しいと言われる ¥4,860

　 黄～オレンジ系の花を咲かせるタイプ。　香り良く人気。栽培は容易。

　 　 　

その他の属　　(2)
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　  販売可能数↓ サイズ / 価格 (税込）

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

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、当交配からゴールドメダル ¥5,400

受賞花(92p)も出ているおすすめの優良交配。

143 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。 ¥18,000

既に純白色の良花が開花しています。　開花可能な株。

144 V.  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。
 

145 Van. Pinky 'New Star' 　 BS

おすすめ バンダコスティリス　ピンキー　‘ニュー スター’ (V.falcata x Rhy.gigantea) 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。 ¥3,240

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。
 

146 Paph. charlesworthii, album strain (Super X ‘Carifornia Jade’) 　 BS

チャールスウｫーシー ｱﾙﾊﾞﾑ系　('スーパー' x ‘カリフォルニア ジェ-ド’) 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。

147 Paph. sanderianum NBS

Paph. サンデリアナム LS 約40cm

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。ペタルが特によく伸びる人気の最新実生。

148 Paph. Wossner Black Wings 　 BS 　

 Paph. ｳｵｽﾅｰ ﾌﾞﾗｯｸ ｳｲﾝｸﾞｽ （rothschildianum x anitum ） LS 60cm

今までにない濃黒赤色の多花性が咲いています。 ¥21,600

この交配から高得点入賞花も出ているおすすめの交配。

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

未登録（ヤンジーアップル X ロスチャイルディアナム） 実生未開花

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。

150 Paph. henryanum  ヘンリアナム (‘Lucha Libre’ X ‘Dark Star’) BS

昨今の、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

注目の原種交配です。 ¥6,480

151 Phrag. La Vingtaine (Memoria Dick Clements x kovachii ) 1作

 Phrag. ラ　ヴァンテーヌ (メモリア ディック クレメンツ X コバチー) LS 25-30cm

 濃い赤色の大輪花を期待した交配です。 ¥21,600

フリッツションバーグ等を越えるサイズも期待できる。

152 Phrag. Fritz Schomburg ( besseae 'Rob's Choice' AM/AOS (4N) x kovachii 'Marado' AM/AOS) BS

 Phrag. フリッツ ションバーグ (3N系) LS40cm以上

 ベッセーの入賞花で4倍体と言われるタイプと、コバチーのAM入賞花を交配、 ¥32,400

朱赤色系の極大輪が期待できる交配です。

その他の属　

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）

K1 Cattleya Egeria, coerulea 'Dark Sky' 1 開花サイズ

カトレヤ エゲリア， セルレア ‘ダーク スカイ’ オリジナル分株

(Canhamiana x walkeriana)。ブルー系本交配の中でも色彩特に濃色な個体。 ¥16,200

草姿は小型で趣ある花形が人気のオリジナル分株。

K2 Rlc. Pamela Hetherington 'Coronation' FCC/AOS 1 開花サイズ

リンコレリオカトレヤ パメラ ヘザリントン ‘コロネイション’ オリジナル分株

あまりにも有名なパステルピンク系大輪花のオリジナル分株。多くのメリクロン株 ¥32,400

も出回った人気個体だが、オリジナル株の開花姿は格別。花径20cmを超え

その重さで花茎が折れてしまうほど雄大。

K3 Dendrobium baeuerieri 2 開花サイズ

デンドロビウム ボウエリエリー 原産地由来個体

イリアンジャヤ。草姿はやや細身で長く伸び、上方の節々にlawesiiタイプ ¥16,200

の桃色筋入り花を密集させる美花。

K4 Dendrobium harveyanum 5 開花サイズ

デンドロビウム ハーベイアナム 実生苗

タイ。全花鮮黄色。リップとペタルの周囲の深い欠刻が特徴で人気。5cm程度の ¥4,320

花を節々から出る花茎に7～8輪ずつ。有香。春咲き。近年貴重。

K5 Dendrobium johannis var. nigrescens 3 花芽付

デンドロビウム ヨハニス， ニグレッセンス 実生苗

ニューギニア、オーストラリア。人気のSpatulata系の中でも極小型タイプ。 ¥6,480

ほぼ黒色ともいえる褐色にリップの黄色が目立つ美花。3～4cmの花を

1茎に20輪くらいつける。花芽付。

K6 Dendrobium thyrsiflorum 'Shonan Splash' 1 開花サイズ

デンドロビウム シルシフロラム ‘ショウナン スプラッシュ’ オリジナル分株

タイ。原産地由来個体からのスプラッシュタイプの選別個体。全体に桃色味が ¥27,000

強く、ペタルにははっきりと桃色をスプラッシュのように彩る珍しい個体。

K7 Dendrobium Blue Twinkle 'Ikeya' 1 開花サイズ

デンドロビウム ブルー ツインクル ‘イケヤ’ オリジナル分株

人気のSpatulata系小型交配種。コンパクトに直立するバルブの頂部から ¥21,600

いくつも花茎を出し青紫色系の繊細な花を40～50輪つける。

K8 Paphiopedilum (Hung Sheng Eagle x adductum var. anitum) 2 2作開花サイズ

パフィオペディラム （ハン シェン イーグル x アニタム） 実生苗

台湾で作られた最新多花性交配。写真は両親参考。秋のらん展特別価格。 ¥16,200

K9 Paphiopedilum (Hung Sheng Eagle x rothchildianum) 2 開花サイズ

パフィオペディラム （ハン シェン イーグル x ロスチャイルディアナム） 実生苗

台湾で作られた最新多花性交配。写真は両親参考。秋のらん展割引価格。 ¥16,200

K10 Paphiopedilum (Hung Sheng Eagle x sanderianum) 2 開花サイズ

パフィオペディラム （ハン シェン イーグル x サンデリアナム） 実生苗

台湾で作られた最新多花性交配。写真は両親参考。秋のらん展割引価格。 ¥19,440

K11 Vanda lamellata, yellow 3 花芽付

バンダ ラメラタ， イエロー オリジナル株

紅頭翡翠蘭。沖縄方面などにも自生する強健で栽培容易な花立ち良い ¥8,640

中型種。本種中でも黄色味の強い個体で実生からの選別品。

   国際園芸（株）
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　  販売可能数↓ サイズ / 価格 (税込）

K12 Bulbophyllum phalaenopsis 1 1作開花サイズ

バルボフィラム ファレノプシス オリジナル分株

ニューギニア。本属中の大型タイプで葉は昆布状に広がる。花は株元に ¥10,800

密集し表面には細毛を有する。開花しやすく花数もつきやすい個体の分株。

K13 Cloweisia Rebecca Northen 'Grapefruit Pink' 5 開花サイズ

クロウェシア レベッカ ノーザン ‘グレープフルーツ ピンク’ メリクロン

香の良さでも人気の小輪多花性の強健種。本交配中では最も桃色が ¥4,320

強く出る個体。良いバルブが仕上がっている今冬開花予定株。

K14 Coelogyne pandulata, select 1 開花サイズ

セロジネ パンデュラタ， セレクト オリジナル分株

スマトラ、ボルネオ。本属中では大型種で花径10cmくらいの花を10輪以上。 ¥10,800

鮮緑色でリップには黒色を彩る色彩良い春～夏咲種。花の雄大な選別個体分株。

　
K15 Cycnodes Taiwan Gold 'Taiwan Orange' 2 花芽付

シクノデス タイワン ゴールド ‘タイワン オレンジ’ メリクロン

Catasetum系の中型種。しっかりしたバルブの節から花茎をやや下垂して5～6cm ¥4,320

の橙色系の良型花を密につける。リップ赤色で秋～冬咲きの強健種。花芽付株。

　

K16 Epidendrum Princess Valley 'White Castle' SBM/JOGA 2 開花サイズ

エピデンドラム プリンセス バレー ‘ホワイト キャッスル’ メリクロン

白色に柱頭の黄色がアクセントとなり非常に美しい。花房も大きくなり ¥5,400

多数花をつけ、展示には好適。入賞時は1房に60輪程度。

K17 Lycaste Alan Salzman 'Takatsu' 1 ほぼ開花サイズ

リカステ アラン サルツマン ‘タカツ’ オリジナル分株

深みのある濃赤色で大輪系種としては特に多花性。ほとんど出回って ¥21,600

いないオリジナル分株。秋のらん展特別価格。

K18 Maxillaria sanderiana 2 ほぼ開花サイズ

マキシラリア サンデリアナ 原産地由来個体

エクアドル、ペルー、株はやや大柄になるが、本属中でも特に迫力 ¥5,400

ある大輪花で10～15cm、嫌暑性あり

K19 Maxillaria sanderiana fma. xanthina 1 ほぼ開花サイズ

マキシラリア サンデリアナ， ザンシナ オリジナル分株

エクアドル、ペルー、全種の変種で本種中では珍しい黄色個体の分株 ¥21,600

K20 Robiquettia cerina 3 開花サイズ

ロビケティア セリナ 原産地由来個体

ニューギニア、フィリピン。パイナップルオーキッドの愛称ももつバンダの ¥5,400

近縁種。赤色系の小花を10cm位の房に密集して咲かせ面白い。

K21 Sobennikoffia humbertiana 2 1作開花サイズ

ソベニコフィア フンバーティアナ 原産地由来個体

マダガスカルのAngraecumの近縁属。30～40cm斜上する花茎に5cm ¥10,800

程度の白色花を10輪くらいずつつける強健種。

K22 Warczewiczella amazonica 3 開花サイズ

ワーセウィッツェラ アマゾニカ 実生苗

南米アマゾン地帯。本属中の最大花。小柄な株に10cm程度の白色 ¥3,780

花を1茎に1花ずつ数花。リップに入る紫筋が特徴。近年貴重。

   国際園芸（株）
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　  販売可能数↓ サイズ / 価格 (税込）

M1 C. labiata `Ceara’ 1 ＢＳ

カトレヤ・ラビアタ ‘セアラ’　 オリジナル分株

非常に展開が美しい普通タイプのラビアタ個体です。濃いピンクの 21,600円

花色で、一輪でもよく目立ちます

M2 C. tigrina (guttata var.leopoldii ) fma.albina `Cetro de Esmeralda' 1 ＢＳ

C. ティグリナ, アルビナ ‘セトロ デ エスメラルダ’ オリジナル分株

なかなか人気の衰えない稀少個体のオリジナル。株が充実すると 54,000円

一花茎に10輪着花、壮観な作となります

M3 Den. parthenium fma.album 1 ＢＳ

Den. パーセニューム fma. アルバム オリジナル分株

純白の花を付ける稀少個体のオリジナルです。主に夏咲き。 10,800円

アルバムタイプでも強健です

M4 Den. Rosy Cluster `Pink Shower' SM/JOGA 1 ＮＢＳ

Den. ロジー クラスター‘ピンクシャワー’  (Den. farmeri x Den. amabile) オリジナル分株

これまでにメダル認定された同種のうち、最も高得点(81点)を挙げた個体。 21,600円 　

JOGAレビューの表紙(15号)も飾りました。しっかりとした濃色の花をつけます

M5 Eur(Angcm). rothschildiana 1 ＢＳ

ユーリコネ・ロスチャイルディアナ 実生苗

アフリカ原産の小型稀少原種です。主に夏咲きで一般に語られるほど 10,800円

弱くはありません

M6 Lc(Smbc).  Kauai Spiders `Santa Barbara’ HCC/AOS 1 ＢＳ

Lc. カウアイスパイダーズ　‘サンタバーバラ’　(L. superbiens x C. amethystoglossa) オリジナル分株

とても珍しい組み合わせながら、見事に成功したプライマリーと言えます。 32,400円

長く伸長した花茎に９～10輪の花を密集させてつけ、主に晩秋に咲きます

M7 Paph. appletonianum `Hot Spring' BM/JOGA 1 ＢＳ

Paph. アプレトニアナム　‘ホットスプリング’ オリジナル分株

花粉親に var.hainanensis  を用いた実生なので濃い目の色彩と 10,800円

なりました。主に初春～初夏咲きです

M8 Paph. appletonianum fma.album　( `Kyoto' CHM/JOGA x self) 4 ＮＢＳ

Paph. アプレトニアナム　fma.アルバム　 実生苗

色調の濃さが際立つ優良個体だった`Kyoto’をセルフしました。 16,200円

２作程度で開花を予想します

M9 Paph. bullenianum `Party Mood' SBM/JOGA 1 ＢＳ

Paph. ブレニアナム　‘パーティームード’ オリジナル分株

線の細い原種というイメージのあるブレニアナムを改良しました。ペタル幅広く 16,200円

どっしりとした花をつけます。将来、スパソペタラムの系統改良に大きく物を言う

存在になるかも知れません

M10 Paph. Chiu Hua Dancer　 1 ＮＢＳ

Paph. チウファ・ダンサー　　　(Paph. sanderianum x Paph. gigantifolium) 実生苗

サンデリアナムの野趣を損なっていない、稀有なプライマリー交配です。一作 21,600円

程度で開花予想。花期は主に初春から初夏までで、比較的不定期です

M11 Paph. gratrixianum var.gratrixianum  `Vert Bois' 3 ＢＳ

Paph. グラトリキシアナム　var.グラトリキシアナム　‘ベルボワ’　(`That Luang’ x self) オリジナル分株

100年近くも再発見が途絶え、20世紀末に偶然見つかりました。これまで 10,800円

グラトリキシアナムとされてきたほとんどが別種となり、代わって“本物”と認定

されたのがこれです

  望月蘭園
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　  販売可能数↓ サイズ / 価格 (税込）

M12  Paph. Happy Philipin  ハッピーフィリピン 3 ＮＢＳ

(Paph. philippinense var.roebelenii fma.album  x wardii fma.album  ) 実生苗

比較的小型の株で開花し、ミニ多花性の趣を出します。さほど高温を求めない 4,320円

のも人気の秘密でしょう。花をつけるとよく目立って人気を集めます

M13 Paph. Leon Theremin `Illusion' BM/JOGA SM/JGP レオン・テルミン　‘イリュージョン’ 1 ＮＢＳ

(Paph . Lambert Day x Paph. hirsutissimum fma.album ) オリジナル分株

ヒルスティシマムのアルバムを用いて、グリーンを再現する改良はなかなか 16,200円

成功しません。その貴重な一つとして高く評価されています。幻想的な色彩

がノベルティ交配の妙を感じさせます

M14 Paph. liemianum  リーミアナム   (sib = `Taka’ x `Diana’ ) 3 ＮＢＳ

徐々に往年の人気を回復しつつある、コクロペタラム系パフィオの代表 実生苗

的原種です。改良が進んでコントラストはっきりした花色と、しっかりした 4,320円

型を手に入れたと言えます

M15 Paph. Millmanii `Green Dragon'  ミルマニー　‘グリーンドラゴン’ 1 ＢＳ

(Paph. callosum fma.sanderae x Paph. philippinense fma.aureum ) オリジナル分株

最初の一つは明治28年に登録されました。歴史のある交配ですが、この個体 7,560円

は比較的新しいかけ合わせからの選別です。美しいグリーンが再現された、

プライマリーファンにはお勧めの一つです

M16 Paph. parishii   パリシー 2 ＢＳ

タイ、ミャンマー産。ダイアンサムと並んで大陸部自生の多花性種として知られ 実生苗

ます。濃いグリーンの色調がミステリアスな魅力を醸し出し、マニア人気は常に 27,000円

高いものがあります

M17 Paph. Pink Enchantress `Pin Up Girl' BM/JOGA 2 ＢＳ

Paph. ピンクエンチャントレス　‘ピンナップガール’ オリジナル分株

光沢のあるパールピンクが魅力的な花です。決して気難しくなく、花上りも非常 16,200円

に優れています。再交配を挑んでもなかなか成功しない組み合わせから選別

されたので貴重です。　 (Paph. Maudiae `Wyld Court’ x Paph. Olivia)

M18 Phrag. boissierianum `Viktor Jansson' 1 ＢＳ

ボイセリアナム　‘ヴィクター・ヤンソン’　　　エクアドル産の原種です。 オリジナル分株

ロンギフォリウムの近縁にあたりますがそれよりはやや扱いやすいです。 21,600円

澄んだグリーンの花色で、一輪ずつ次々と開花するので長く楽しめます

M19 Phrag. George Shearing ジョージ シェアリング ( sargentianum x  boissierianum ) 2 ＢＳ

ベッセー、コバチーを用いた交配に席巻されつつあるフラグミペディウムです 実生苗

が、こういう交配にもまた興味をそそられます。グリーン基調で赤いペタルを 7,560円

持つ花。派手さこそありませんが長く「いい持ち物」になってくれるでしょう

M20 Phrag. Rosy Charm `Carp' ロージーチャーム　‘カープ’ 1 ＢＳ

ベッセー系交配でも特に普及しています。この個体はいわゆる「ベタ赤タイプ」の花 オリジナル分株

ではありませんが、秋口から冬場にかけて開かせると美しいグラデーションを描き、 6,480円

一輪ずつ咲き進んで長期間楽しませてくれます  ( Mem. Dick Clements x schlimii)

M21 C (Lc). Imperial Wings `Noble' SM/JOGA 10 ＢＳ

C. インペリアルウィングス‘ノーブル’  (C. pumila x C. Stephen-Zuiho) メリクロン苗

濃いラベンダーが美しい、中小型系カトレヤ人気品種。 4,320円

しっかりとした完成度の高い花です（1999年入賞）

M22 Paph. wardii   ワーディー  5 ＮＢＳ

 ( `Jason #2' SM/JOGA(写真左)  x  `Little Giant' SM/JOGA(写真右)) 実生苗

ＳＭ評価を受けたエクセレントなワーディー同士の実生です。`Jason #2' 5,400円

が非常に大型なので一気に飛躍することを期待しています。 販売数５株

  望月蘭園
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 販売可能数↓ サイズ / 価格 (税込）

T1 C. mossiae 'Monster Balloon' 2 NBS

カトレヤ　モッシェ ‘モンスター バルーン’ オリジナル分株

雄大に開花する極大輪ラベンダー、実生からの選別個体 ¥16,200

一応シースの付いた、小振りな3バルブ・オリジナル分株

T2 C. walkeriana f. coerulea 'Big Child' 3 NBS

カトレヤ　ワルケリアナ ,セルレア ‘ビッグ チャイルド’ オリジナル分株

まだワルケが珍しかった昭和の頃の、ブラジルからの輸入個体 ¥5,400

繁殖旺盛で強健、よく増えて開花させやすい個体、オリジナル分株  

 

T3 Bc. Carnival Kids (Selected) 2 BS

ブラソカトレヤ　カーニバル キッズ (セレクト株) セレクト株

緑色と赤色のコントラストが美しい小型種 ¥5,400

実生から良花を開花選別した2個体、分け株無しの2鉢限定

T4 Bc. Keowee 'Mendenhall' 2 BS

ブラソカトレア キゥイー ‘メンデンホール’ メリクロン

黄色い花弁に大きな赤点のリップ、ノドサ交配の名花中の名花 ¥6,480

細いバルブなのに大きな花です、主に夏・秋に開花

T5 Bc. Melisande (B. nodosa x C. Anzac) 5 BS

ブラソカトレア　メリサンデ 実生 (ノドサ x アンザック) 実生株

ノドサに赤花名品アンザックの実生苗。株の割に大きな花 ¥3,240

赤・ピンク・白赤など色々な花が出てます

T6 Cll. Mizoguchi 'Princess Kiko' BM/JOGA 5 BS

コーレリア　ミゾグチ ‘プリンセス キコ’ メリクロン

白い花弁にピンクを縁取る、香りも良く可愛らしいキコ様 ¥2,700

アンセプスの子供で耐寒性あります、花芽付き

T7 Lc. Canariensis 'Austin' 3 BS

レリオカトレヤ　カナリエンシス ‘オースチン’ メリクロン

アンセプスにそっくりな株・花型で、花色が山吹色の名花 ¥5,400

栽培容易な強健種、古いメリクロンの分株、花芽付き

T8 Lc. Lancer 'Roustabout' 5 BS

レリオカトレヤ　ランサー ‘ロースタボウト’ メリクロン

旧ションバーキア属の交配種、1m程伸びる花茎先端に花火のように開花 ¥3,240

花はオレンジ色で4-5cm、花弁はネジネジっと捻じれる、花芽付き

T9 Rlc. Barney Garrison 'Red Diamonds' BM/JOGA 1 BS

リンコレリオカトレア　バーニー ギャリソン ‘レッド ダイヤモンズ’ オリジナル分株

名花オーウェンホルムズの子供、紫紅色ですが明るい紅色 ¥32,400

滅多に売らない当園入賞花のオリジナル分株、3バルブ開花サイズ

T10 Rlc. Dal's Innocence 'Pink Flash' BM/JOGA 2 NBS

リンコレリオカトレア　ダルズ イノセンス ‘ピンク フラッシュ’ オリジナル分株

ピンクの巨大輪です、目に飛び込む鮮やかなピンク、主に1-2月咲き ¥12,960

メダル入賞花の4バルブ・オリジナル分株

T11 Rlc. Dream Paradise 'Temptation' BM/JOGA 1 NBS

リンコレリオカトレヤ　ドリーム パラダイス ‘テンプテーション’ オリジナル分株

ペタルにスプラッシュが入り、迫力ある15-17cmの大輪花 ¥48,600

絶妙な色彩の名花です、5バルブで2リードのオリジナル分株

  大垣園芸
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 販売可能数↓ サイズ / 価格 (税込）

T12 Rlc. Izumi Candy 'Te amo Maria' 1 NBS

リンコレリオカトレア イズミ キャンディ ‘テ アモ マリア’ オリジナル分株

ナゴヤドーム国際蘭展にて、香りの部で最優秀賞に輝いたミディカトレヤ ¥27,000

3バルブのオリジナル分株

T13 Rlc. Pastoral 'Fairy' 3 BS

リンコレリオカトレア　パストラル ‘フェアリー’ メリクロン

ふわっと淡いピンクを帯びる大輪白花、株は中サイズでも花は大輪 ¥3,240

芽吹き良く育てやすい、1-3月咲き、シース付き株

T14 Bulb. grandiflorum 'Elm' SM/JOGA 4 BS

バルボフィラム　グランディフロラム ‘エルム’ オリジナル分株

ペタルが開くグランディフロラム、巨大な花です ¥6,480

オリジナル分株。今回特別価格にて限定販売

T15 Bulb. echinolabium 5 BS

バルボフィラム　エキノラビューム 自然個体分株

15年ほど前にインドネシアから輸入した原種の分け株 ¥3,240

約30cmの巨大ヒトデのような花、3.5号にモリモリの良い株です

T16 Bulb. lobbii 'Y-Nobuko' AM/NOS 2 BS

バルボフィラム　ロビー ‘ワイ - ノブコ’ オリジナル分株

よく増えよく咲く原種ロビーの入賞個体、オリジナル分株 ¥3,240

シュッとした花弁で大きな花です。　写真は参考

T17 Den. calophyllum 10 2.5号

デンドロビューム　カロフィラム 実生苗

デンファレタイプの大型種、黄褐色の花を多数つける ¥2,700

スパチュラータ亜属が流行してる中、あまり出回って無い原種

T18 Den. Valley Isle   (victoria-reginae x glomeratum) 5 NBS

デンドロビューム　バレー アイル (ビクトリアレギネ x グロメラタム) 実生苗

濃紫とピンクの人気原種同士の一代交配 ¥2,160

岐阜でも暑がらずにスクスク育ってます、花命長く楽しめます

T19 Den. tortile 5 NBS

デンドロビューム　トーティル 自然個体分株

昭和の頃から当園にある栽培品の分け株です、特に個体名は無し ¥2,160

淡いピンクの花弁が可愛らしくカールする、栽培容易な原種

T20 Gram. scriptum fma. citrinum 'Hihimanu' 3 BS

グラマトフィラム　スクリプタム ,シトリナム ‘ヒヒマヌ’ メリクロン

虎模様の入らないシトロン色のグラマトフィラム、元はハワイ産 ¥3,240

夏咲きで1つの花茎に100輪以上咲かせます

T21 Phrag. Grande  Selected       (caudatum x longifolium) 1 BS

フラグミペディウム　グランデ (セレクト株) セレクト株

近年見なくなったフラグミのグランデ、実生選別個体 ¥10,800

ペタルが30cm程垂れる大きな花、2芽＋新芽の良株

T22 Phrag. Suzanne Decker  (kovachii x Cape Sunset) 1 BS

フラグミペディウム　スザンヌ デッカー 実生良株

日本で最初に販売されたコバチィの実生、特大2芽の極良株 ¥21,600

花写真は参考です、既開花株ですが当園では開花未確認

  大垣園芸
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 久 栄 ナー セ リー 　　　　
      滋賀県彦根市賀田山町883

 
   TEL (0749)28-4425　

　
・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　
   R8安食中（スシロー）交差点から約２km (車高2.3m迄)

 

・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

　　　　　　　　　　　　　　　　　

・名神 彦根ICから約８ｋｍ

・名神 湖東三山スマートICから約７ｋｍ
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