
リスト No.70 

 

 2022  秋 リ ス ト
 

　 滋賀県彦根市賀田山町914 　OPEN 10:00～17:00 TEL (0749)28-4425

　  

＊ご注文について  　　TEL (0749)28-4425　　　　FAX  (0749)28-4439

 Eメールは、久栄ナーセリー ホームページ (お問い合わせフォーム) からお願いします

※　メールは不着のトラブルを防止するため、お問合せフォームからお願いします。暫くしても当園から
　　返信がない場合はトラブルが考えられますので、お手数かけますが再度フォームからお知らせください。

＊価　格　　

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。 （ 代引は手数料330円別途 ）

　 荷造り・送料　　　1,300円　　　　( 東北1,500円、北海道・沖縄 1,800円 ） 　※ 資材等は別途

＊お支払い方法

◎ 郵便振替　郵便振替口座　００９６０－０－９２２００　久栄ナーセリー

◎ 代引き便　( 手数料 一律 \330を加算下さい )

◎ 銀行振込　  ゆうちょ銀行  ０９９(ゼロｷｭｳｷｭｳ)店　当座 ００９２２００　久栄ナーセリー

　　振込口座　　三井住友銀行　京都支店　【普通】 ９１９１１１３　ナガサキ　マサヒロ

◎ クレジットカード （ VISA ・ MasterCard ・ American Express 1回払が利用可能）（割引協賛セール時は除外）

　　→　Eメールでご注文の場合、折り返しオンライン決済の案内＆請求をメールでお送りします

　　→ 電話、FAXでご注文の場合は、カード番号 ・ ご名義 ・ 有効期限 ・ セキュリティコード
　　　　セキュリティコード : （カード裏面の数字下3桁　AMEXは表右上の4桁）をお知らせください　

　
＊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。

ページの　ご案内

 　　２～１７ページ　　　久栄ナーセリー

　　17～18ページ　　　国 際 園 芸

　　19～20ページ　　　大 垣 園 芸

　　21～22ページ　　　ワカヤマオーキッド

久栄ナーセリー　

(ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ)
ご注文お問い合わせは こちらから
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  カ　ト　レ　ヤ　原 種 　(１)　 　
　 サイズ / 価格 (税込）

1 C. amethystoglossa, semi-alba strain 　 ( 'Wailea Point' X self ) 9cm鉢1作

アメジストグロッサ，セミアルバ系 実生苗

ハワイで交配されたセミアルバ系の実生苗。  ¥13,200

  すでに多くの良花が開花している実績のある交配 　 　

2 C. brevipedunculata 　 BS

おすすめ ブレビペデンキュラタ　 開花サイズ

NEW! ブラジル　独特の赤色が特徴の小型種　木につけて栽培してもよい。 ¥3,850

※kewでの正式名はwittigiana　参考写真
 

3 C. cernua BS

セルヌア 実生苗

人気の秋咲き小型原種。近年の丸弁選別花と大輪で花数が ¥2,750

多い個体との交配苗。栽培容易でおすすめ。

4 C. cernua, aurea 1作

おすすめ セルヌア,　オーレア 実生苗

NEW! 人気の秋咲き小型原種。('Yellow' x 'Limone')から数えて３世代目になる ¥4,400

最新シブリング苗。代を重ねて花も栽培しやすさも向上が期待できる苗。 参考写真

5 C. cernua ‘Koyama’ BM/JOGA BS

おすすめ セルヌア　‘コヤマ’　 オリジナル株

パラグアイに移住した小山氏が一時帰国された際、原産地由来の ¥13,200

選別個体として受けたもの。花径3.5cmの大輪花を１０輪ほどつける。　

6 C. dowiana, aurea 　 6cm/9cm鉢

NEW! ドーウィアナ,  オーレア 実生苗

おすすめ リップに入る金色の脈が引き込まれるように美しい個体のシブリング実生苗。 6cm ¥4,400

黄色系カトレヤ交配では欠くことのできない原種。　　写真は参考。 9cm ¥8,800

7 C. granulosa  (Green) ('Green Breeze x Rapella') 　 7.5cm鉢

おすすめ グラニュロサ  ('グリーンブリーズ' x ‘ラペラ’) 実生苗

NEW! ブラジル、花色の個体変化がある種で、特にグリーン系の強い個体同士を ¥4,400

シブリング実生したもの。艶のある緑色系大輪の多花性種を期待。

8 C. granulosa  (’Burle Max’ SM,CHM/JOGA x self) 　 7.5-9cm鉢

グラニュロサ  ('ブレーマックス' x self) 実生苗

唯一、赤褐色の光沢ある色彩が特徴の超有名個体のセルフ苗。 ¥8,800

入賞時は13cmほどの大輪花を11輪つけている。入賞花のセルフ苗。

9 C. guttata, albina strain ( albina 'Cetro de Esmeralda' x self) 9cm鉢

グッタタ,　アルビナ系　 実生苗

黄緑色の花弁にスポットが入り、白色のリップとなるアルビナの有名個体の苗 ¥4,400

株が出来ると20輪以上の花がボール状になり見事。

　 10 C. jenmanii fma. alba  '22#23'  10.5cm鉢

ジェンマニ-， アルバ　‘22#23’　　('Red Lip' x sib) 全株販売

ルブラ系の実生から咲いたアルバ個体です。　初花を確認した全株の販売。 ¥19,800

お買い得！

　 11 C. jenmanii fma. concolor 'Canaima's Smuggler'  BM(78p)/JOGA  12cm鉢

C. ジェンマニ-， コンカラ- ‘カナイマス スマグラ-’ オリジナル株

コンカラーの自生地由来個体でコンカラーの代表的有名個体 ¥16,500
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12 C. pygmea 13 C. lawrenceana, delicata-concolor  strain

ピグメア  ローレンセアナ, デリカータ・コンカラー系

　　実生苗　　1作　6cm鉢　　  \4,400　　BS　　　実生苗　  6cm鉢　　　\3,850 少量限定　　　　　7.5cm鉢　　　\6,600　
  

　 　 サイズ / 価格 (税込）

14 C. lawrenceana, flamea strain BSシースつき

おすすめ ローレンセアナ 実生苗 写真ありません

濃淡が美しいフラメア花が多く咲いている交配苗です。 ¥4,950 ごめんなさい

多くの花をつける多花性のタイプ。(参考写真)

15 C. maxima, carnea strain  ( x self ) 7.5cm鉢

おすすめ マキシマ,　カーネア系 実生苗

マキシマでも、限られた交配でしか生まれていない希少なカーネアタイプの ¥22,000

色彩が咲いている苗です。未開花株だが期待できる株。参考写真

16 C. maxima, rubra  strain  ('Darth Vader' x self) NBS 9cm鉢

マキシマ, ルブラ系 ('ダースベーダー'　xセルフ) 実生

マウンテンタイプの小型種。希少な「あずき色に近い濃赤色」の花が ¥22,000

咲いている苗。3号鉢ほどで開花します。写真は兄弟株。   
　 　

17 C. maxima, coerulea  strain 　　 (濃色セルレア期待の最新実生) 7.5cm-9cm鉢

おすすめ マキシマ,　セルレア　(濃セルレアｾﾚｸﾄ x 海岸ﾀｲﾌﾟ4倍体セレクト)

 (Alexandra x self )から選別された極濃色のセルレアと、(Gigi x self)から ¥8,800

選別された４倍体の大輪花のシブリング苗。　良花咲いてる苗！ (参考写真)

18 C. maxima, coerulea     (coerulea 'Natural World' x self ) 10.5cm鉢

おすすめ マキシマ,　セルレア　(ｾﾙﾚｱ　ナチュラルワールド x self)

極濃色のセルレアが開花することで知られる (Alexandra x self )と同様、 ¥13,200

原産地由来で極濃色セルレアが咲いているセルフ実生の確認済個体 (参考写真)

 C. mossiae, semi-alba splash strain 7.5cm鉢

　 モシェ,　セミアルバ スプラッシュ系 実生苗

19 ( s/a aquinii x s/a venosa 'Pink Charm') ¥5,500

20 ( s/a aquinii 'Esperanza' x s/a aquinii ) ¥5,500

21 ( s/a splash x s/a splash 'Noticia')　　　　　　　 ¥5,500

おすすめ モシェのセミアルバ，スプラッシュ系のシブリング苗。この系では著名な

Canaima's Fantasy'(写真)の孫、ひ孫にあたる系統と思われる。

代を重ねてペタルに大きなスジが入る良花が出る期待が大きいもの。

ブラジル　世界一小さいと言われるカトレヤ原種。暑さ
寒さによく耐えるので、山あげなしでも夏越しでき、冬季
の寒さにもよく耐える。夏から秋咲き。

(concolor‘Cuito' x delicata ‘El Paraiso’SM/JOGA)
両親ともデリケートな色彩花の交配。'Cuito'(Diana
self)はリップが丸く喉元白色・花形良い選別花。花形
が良いconcolorやdelicata、時々flamea typeの花にな
る？
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  カ　ト　レ　ヤ　原 種 　(２)　 　
　 サイズ / 価格 (税込）

22 C. labiata ( semi-alba 'select' x 'Tokyo' SM/JOGA ) 7.5cm鉢 2作

NEW! ラビアタ，セミアルバ系 実生苗

セミアルバの優良花と、セミアルバに近い色彩で形の良いSM受賞花 ¥4,950

‘Tokyo’との交配苗。写真は’Tokyo' 

23 C. nobilior 'Joan Nancy ' HCC/JOS BS

 ノビリオール‘ジョアン ナンシー’ メリクロン

　 著名な岩下氏コレクションでJOS入賞花のメリクロン。 ¥11,000

株はやや小柄ながら花径11cmほどの大輪花をつける。よく出来た株。

24 C. nobilior 'Atlantis'  AM/JOS BS

ノビリオール　'アトランティス'   (rubra 'Kawasaki 'x 'Dom Rafael Wenzel' ) オリジナル株

多くの優秀花を作出したマットグロッソタイプの ¥19,800

自生地由来個体から生まれた優秀良花。　とてもよく出来た限定株。

25 C. rex, flamea  ('Pritania' x select) 7.5cm鉢

おすすめ レックス，　フラメア 実生苗

 花弁に紫紅色のフラメアが入る花を狙った実生苗。 　 ¥5,500

 2世代目の苗でフラメア期待でき、素直に育ってます。 L ¥8,800
 

26 C. schilleriana fma.semi-alba  'Queen Emeraldas'  SM/JOGA 6cm鉢

おすすめ シレリアナ，　セミアルバ　‘クイーンエメラルダス’　 メリクロン

花弁の黄緑色とフラットに展開するリップが美しいセミアルバの S ¥4,400

代表的人気種。再メリクロン苗。 ¥7,150

27 C. schroederae ‘select3' BS

シュロデレー　‘select3’ 分け株

春にかけて華やかな香りがあり人気の種　開花サイズ分け株です。 ¥22,000

写真は交配親 参考写真

28 C. tenebrosa  (Tanikawa SSM/JOGA x 'Spectabilis' AM/AOS) 7.5cm鉢

おすすめ テネブロッサ　(‘タニカワ’ x ‘スペクタビリス’) 実生苗

　 4輪開花で花径20cmの大輪を咲かせた‘Tanikawa‘SSM(87p)と、さらに ¥3,300

巨大輪になると言われる 'spectabilis'を交配し最優秀花を期待する交配。

29 C. tenebrosa, aurea strain ('Walton Grange'  xself) 10.5cm鉢1作

おすすめ テネブロッサ､オーレア　('ウォルトン　グランジ' x self) 実生苗

FCC入賞時の花径は19.5cmにもなるオーレアの最高個体のセルフ苗。 ¥8,800

素直に育った良株

30 C. trainae, coerulea strain　 (La Perla x Turquesa FCC/CCO AM/AOS) 12cm鉢

NEW! トリアネ-,　セルレア系　('ラペラ' x 'サークエサ'FCC) 実生苗

Turquesaはコロンビアの野生株の中で、特別なセルレア色彩としてFCCを ¥9,900

受賞し現在も、かなりの高額で取引されている超高級個体の実生苗。　

31 C. violacea, coerulea  strain  9/10.5cm鉢

 ビオラセア,　セルレア系 ¥16,500

 鮮やかでヌケの良いセルレアの良花が咲いている当たり交配、セルレア花を L ¥19,800

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

32 C. violacea, fma. rubra 'Tsiku Taiwan' SM/TOGA 10.5cm鉢 1作-BS

おすすめ ビオラセア　‘シク タイワン’ メリクロン

 最高峰'Muse'のセルフからセレクトされたSM受賞の濃色優秀花。 　 ¥9,900

 格段に栽培しやすくなりおすすめです。   
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33 C．violacea semi-alba flamea ‘Waianae’ 34 C. walkeriana, picoty 'Madau Model'

  ビオラセア, セミアルバ　フラメア　‘ワイアナネ’　  ワルケリアナ, ピコティ ‘マダウ モデル’

　　　　12cm鉢　　　BS　　　　\38,500　 　　メリクロン　　　7.5cm鉢　　　\22,000　

  
　 　 サイズ / 価格 (税込）

35 C．violacea,  'Penny's Luck' HCC/JOS　AM/HOS 10.5ｃｍ鉢 BS

おすすめ ビオラセア　‘ペニ-ズ ラック’　 オリジナル株

　 ハワイで選抜された濃紫紅色のビオラセラ。 ¥13,200

‘Muse‘と同等クラスの良花で形がよくフラットに開花します。 お買い得品

36 C. walkeriana fma. aquinii ' Gifu' 7.5cm

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、ペタルに太いスジが入るアキーニの美しい ¥3,850

個体です。

37 C. walkeriana fma.coerulea  'Montana' HCC/JOS 10.5cm鉢 BS

おすすめ ワルケリアナ,　セルレア 'モンタナ' オリジナル株

　 セルレア'Monte Azul' のメリクロン変異個体で、花弁がたいへん丸くなり ¥5,500

フラットに展開するセルレアの入賞花オリジナル分け株。

38 C. walkeriana flamea strain  (aquinii 'Gifu' x flamea 'Divina') 　1作

NEW! ワルケリアナ,　フラメア系　(‘ギフ' x ‘ディビナ') 実生苗

flamea Divinaの交配は、様々な色彩の変化が期待出来るものです。 ¥3,850

アクイニ‘ギフ'との交配では、どのような花が咲いてくれるか楽しみです。

39 C. walkeriana, labeloide 'A' BS

NEW! ワルケリアナ, ラベロイド　‘選別個体 A’ オリジナル株

ラベロイド選別個体分け株 ¥33,000

40 C. walkeriana fma. picoty ' Exlior of Love' 中株 2バルブ

ワルケリアナ,　ピコティ　'エクリオル オブ ラブ ' オリジナル株

花形が極めて良くペタルがオーバーラップするセミアルバ。 ¥88,000

人気の雫と、紅色の覆輪が入る優良花。

41 Barkeria skinneri BS 花芽

NEW! バーケリア　スキンネリ 実生苗

メキシコ～グアテマラ　エピデンドラムに近縁　花序は頂生し多数の花をつける。 ¥2,200

花保ちは良い。

 ハワイで選別されたフラメアの選別個体。flameaの入り
方は時期により多少の変化があるが、上手く咲くと素晴
らしいの一言に尽きる優秀個体。オリジナル株

 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

写真ありません
ごめんなさい
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 カ　ト　レ　ヤ　原  種  （３）

　 サイズ / 価格 (税込）

42 Epi. robustum '  Chizuka'   AM/JOS ２B 株高40cm以上

おすすめ エピデンドラム  ロブスタム　‘チズカ’ オリジナル株

ブラジル。　特に美しいライトグリーンの花を房状につける ¥27,500

希少な入賞花オリジナル分株。花保ち2ヶ月近くと長い。

43 Epi. parkinsonianum 'Oyamazaki' 10.5cm鉢

　 エピデンドラム 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と ¥22,000

伝えられている、蘭花譜にも描かれた名品、在庫少数

44 Epi. oraion BS

　 オライオン

コロンビア　光沢のある赤桃色花を株の頂部は房状につける。草丈 ¥8,800

80cm程度の開花株で、山あげ無しでも年に何回か開花している開花株。 株高80cm

45 Psh. mariae 7.5cm鉢

おすすめ プロステケア　マリエ 実生

 メキシコ　　エピデンドラムの近縁属。涼しげな黄緑と白の大きな花を ¥3,300

咲かせる初夏咲きの人気種。香りがとても良い。

　

46 Prostechea vespa 大株 BS　大株

NEW! プロステケア ベスパ　 　

中米。花茎直立して花を多数つける。人気のヒョウ柄系種。 ¥44,000

6号鉢に20バルブ以上で、10花茎以上に期待の大株。

47 Isabelia(Isa.) violacea　　 (=Sophronitella violacea) NBS-BS 6cm鉢

イサベリア　ヴィオラセア　 (=ソフロニテラ　ビオラセア） 実生苗

ブラジルの小型種　鮮紫紅色の可憐美花。冬～春咲き。 ¥3,300

特に色彩が良い優良花が咲く実績交配。　在庫極小

48 Lpt. bicolor ‘Colon' 3 7.5cm鉢 BS

NEW! レプトテス　ビカラー　'コロン' オリジナル分株

花弁の幅が広く、花も株も反ったり暴れたりしにくい個体。 ¥5,500

丸くボール状に開く花がバランスよく咲いてくれる。 限定

49 Lpt. unicolor 7.5cm鉢 BS

レプトテス　ユニカラー

ブラジル-アルゼンチンの小型種。コンカラーのレプトテスとも言われ、淡白色 ¥3,300

から桃色の花を下垂するように咲かせる。栽培容易な冬咲きで花持ち良い　

50 Meiracyllium (Mrcm.) trinasutum BS 7.5cm鉢

 メイラシリューム  トリナスタム　　シナモンの香り

メキシコ　コンパクトに咲く姿が可愛らしいピンク花です。バルブの間が狭く ¥2,750

（間延びせずに）コンパクトに作り込める選別株です。主に５～6月咲き　

51 Myrmecophila(Mcp.) tibisinis BS 12cm鉢

NEW! ミルメコフィラ　チビシニス

バルブ基部に小さな穴があり中は空洞。今話題のアリ植物。 ¥6,600

春すぎに、長めの花茎から赤茶色で香りのよい花を次々と咲かせる。

写真ありません
ごめんなさい
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 カ　ト　レ　ヤ　交　配  種  （１）

　 サイズ / 価格 (税込）

61 Rlc . Candy Pop 'Angel Bouquet' 9ｃｍ鉢1作

NEW! キャンディ　ポップ　‘エンジェル ブーケ’ メリクロン

 まるでブーケのようなボール咲きとなるカトレヤです。濃紫紅色に淡黄色の ¥8,800

花色はコントラストがよく映える。株は草丈25cmほどのでコンパクトサイズ。

62 Rlc.  Chief Queen 'Lightning'　(Chia Lin x Village Chief Talent) 9cm鉢2作

おすすめ チーフクイーン　'ライトニング' メリクロン

　 チアリンの血を引くオレンジ系大輪のスプラッシュ花。小柄な株で開花し ¥5,500

フラットで素直な咲き方をする良花。

63 Ctt . Chocolate Drop 'Makuu Lemon Drop'  (guttata x aurantiaca) １作-BS

NEW! チョコレート ドロップ　‘マクウ レモン ドロップ’ メリクロン

普通は茶色弁赤リップの多花性種のところ、美しい黄色の花色をもつ ¥5,500

チョコレートドロップです。深い光沢があり美しい。　新発売

64 Rlc . Crown Princess Masako ‘English Rose’(Tickled Pink x Old Whitey) BS

おすすめ クラウン プリンセス マサコ　‘イングリッシュ ローズ’ メリクロン

パステルピンク中大輪花と白色の極大輪整形花の交配から選別された ¥8,800

この花は、形がたいへん良い18cmクラスの極大輪。冬咲き

65 Rchg .(Rechingerara) Ed Rucher 'Oh Well' 15cm鉢 BS

レチンゲララ　エド ラッカー  ‘オーウエル’  (Mellowglow x Virginia Rucker) オリジナル株

(旧)ションバーキア など個性的な原種の血を引く中輪多花性種 ¥16,500

花茎は30cmほどに伸び、鮮赤色の中輪花を多数つける。冬咲き　

66 Rth.  Fu Shu Glory 'Happy Holiday' BS

 フーシュー　グローリ　‘ハッピーホリデイ’ メリクロン

白弁赤リップに黄色スプラッシュでたいへん珍しい色彩のミディカトレヤ。 ¥4,400

株ができるとNS１２～１３ｃｍほどの花を着ける秋咲き。

67 Rlc . George King ‘Memoria Jim Nivens’  HCC/AOS BS 13.5cm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。 ¥33,000

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

　 68 Rlc . George King 'Serendipity'　AM/AOS BS 12cm鉢

ジョージキング　‘セレンディピティ’ オリジナル株

サーモンピンクの花色で株が出来ると15cmほどの大輪を咲かせる ¥33,000

冬咲きの代表的名花。　たいへん希少なオリジナル株

69 Rlc . Golf Green 'Hair Pig'  (MC) 　 BS

おすすめ ゴルフ グリーン　‘ヘアピグ’ メリクロン

 Rl. digbyana の交配から生まれた、鮮グリーンの花色。ペタルに欠刻が ¥6,600

大きく入る人気種。香りもよい。国内栽培品。

70 Lc . Good Day's 'Ninety's'   SBM/JOGA  AM/RHS BS 

グッド デイズ　‘ナインティズ’　       (Happy Essence x C. walkeriana) メリクロン

20cmほどの花茎から 9cmほどで優しいピンク色の花を多数つける美花。 ¥7,150

JOGA蘭展で高円宮妃杯を受賞した個体

71 C . Kazuko Takamatsu 'Seto Blue'  BM/JOGA BS

カズコ タカマツ ‘セト　ブルー’　　(Mini Purple x warneri, coerulea) オリジナル株

 株高20cm程のコンパクトな株。C. warneri, coerulea の子供なので花が ¥13,200

極めて大きく15cmの大輪、ブルーの色彩が美しい入賞花オリジナル株
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 カ　ト　レ　ヤ　交  配  種  （２）

　 サイズ / 価格 (税込）

72 C.  Maia Joy 　(violacea x walkeriana) BS

おすすめ マイア ジョイ　　　　　　　　※ 以前は C.Classicの名前で流通 実生苗

 セミアルバのviolaceaとwalkerianaを用いた実生です。　 ¥6,600

 すでにセミアルバの素晴らしい花が咲いている当たり交配。

(参考写真(violacea)

73 Rlc.  Memoria Floyd Irvin Bachrach ‘Hsinying’ 1２cm鉢シース

おすすめ メモリア　フロイド　アービン　バックラッチ　‘シンイン’ メリクロン

 花形が整った黄色系の最新花。レモンイエロー花で、今までにない美しさ ¥6,600

国内栽培品　冬咲き　（C.Horace x Rlc. Saint Helena Sound）

74 Myc . Memoria Louise Fuchs 'Fajiano' BM/JOGA (Mcp.tibicinis x C.bicolor) BS

NEW! ミルメコカトレア　メモリア　ルイス　フュ-クス　‘ファジアーノ’　 オリジナル株

ミルメコフィラと、C. ビカラーの大変珍しい交配種。花色が目を引く5-60cmの ¥16,500

花茎に10cm超えの深みある赤花を多数つける。バルブは空洞で基部に穴あり

75 Pry.  Muscat Smile 'Green Mountain' (Psh. mariae x Lester McDonald） 9cm鉢 2作

 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’ メリクロン

原種mariaeとグリーン系大輪の名花 Lester McDonaldから生まれた、 ¥4,400

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　

76 Rlc . Norman's Bay 'Gothic'　FCC/RHS, AM/AOS BS

ノーマンズベイ　‘ゴシック’　　(Rlc. Hartland x C. Ishtar )  

多くの濃色大輪花の礎となった伝説的な銘花。‘Gothic’は本種中 ¥16,500

最も濃色な個体。咲かせると他では感じられない威厳がある。 　

77 Rlc.  Perfect Choice ‘Purple Lady'　 BM/JOGA 9cm鉢2作

おすすめ パーフェクトチョイス　‘パープルレディ’　 (Tokyo Bay x C. Lake Casitas) メリクロン

東京ベイの子供らしく、リップの黄目が栄えペタルの先端に軽くクサビが ¥3,850

入る大輪の美花。花が少なくなってくる3月に開花する重宝な種。

78 Rｌｃ . Princess Kiko ‘Hohoemi’　BM/JOGA １２ｃｍ鉢シース

おすすめ プリンセス　キコ　‘ほほえみ’　　　　（Dubiosa x George King) メリクロン

秋篠宮両殿下のご成婚を記念し命名された種。淡い色彩は柔らかで清楚な ¥6,600

印象の中大輪を5輪つける。株が出来ると花茎5輪ほどつける。冬咲き

79 Eny.  未登録 (Gcy.Kyoguchi x C. walkeriana, coerurea) 9cm鉢

 （旧= レインボーブリッジでしたが種名が変わります）（キョーグチ x ワルケリアナ） 実生苗  

 香りが人気のキョーグチに ワルケリアナセルレアを交配。 ¥5,500

この交配の新色です。パステルピンク系の色彩と香りを期待。

80 Bc.  Sanyo Point    (B. nodosa  x C. Sanyo Splash) BS 　

おすすめ サンヨー ポイント  (B.ノドサ x C.サンヨー スプラッシュ ) 　実生 　

特に巨大なリップが目を引き、リップの色彩が多彩で面白い実生苗。 ¥3,850

世界らん展でもトロフィー賞を受賞するなど ちょっと目立つ ◎ の苗。

　
81 Rlc . Sharon Forsythe 'Orange Red'　    Rlc.(Joy Sokabe x Tadao Kozumi) 10.5cm鉢

NEW! シャロン　フォーサイス　'オレンジ　レッド’ メリクロン

鮮やかな赤いリップに整ったオレンジ色のペタルをもつ大輪です。 ¥11,000

米国産のメリクロン
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　 サイズ / 価格 (税込）

82 E . Shinfong Smile   (Shinfong Thomas x cordigera ) BS

おすすめ エンシクリア　シンフォン スマイル 　　(ｼﾝﾌｫﾝﾄｰﾏｽ x コーディゲラ) 実生苗

NEW! 色彩はチョコレート色のペタルに赤色のリップ。セパルは鮮緑色で、 ¥4,400

ほぼ この色彩となる実生苗開花サイズ苗。　爽やかな香りが大きな魅力。

83 C.  Starting Point (Persepolis 'Splendor' x Ahmad Sheikhi 'Mendenhall') 7.5cm鉢

スターティング　ポイント　(セミアルバ銘花の再交配) 実生苗

パーセポリスは今なお絶大な人気の大輪整型花。'Unique'を超える大きな ¥3,300

濃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'

84 C.  Tangerine Fire ’Mini Sun' BS 7.5ｃｍ鉢

タンジェリン　ファイア　‘ミニサン’　　(cernua x Pink Flash) メリクロン

 セルヌアの子供なので極めて2.5号で充分開花サイズのコンパクトさ！ ¥3,850

スプラッシュの入ったオレンジ花を1花茎に10リンほどつける。草丈10cm程度。

85 Rlc . Terepaima (C. maxima,coerulea x Rl.digbyana) BS

NEW! テレペイマ　(C.マキシマ x Rl.ディグビアナ) 1次選別株

欠刻ある大きなリップのディグビアナとマキシマ交配から、株姿や ¥3,850

花付きの良いものをざっと選別したもの。趣のある冬咲きの大輪花。

86 Rlc . Heaven's Gate 'Crystelle' AM(87p)/AOS BS 12cm鉢

Rlc. ヘブンス　ゲート　'クリステレ’ (Leonard Smith x Carolina Splender) メリクロン

2017年末に、87点AM／AOSを受賞した赤花の最新限定メリクロンです。 ¥22,000

やや、レンガ色に近い赤色のゴージャスな大輪花。

87 Rlc.  Village Chief Headache 'Golden Baby'( Shinfong Gold Gem　×　Chunyeah ) BS　シース付

おすすめ ビレッジ　チーフ　ヘデイク　'ゴールデンベビー' メリクロン

鮮やかな黄オレンジ色の極大輪花でよく咲くと花径16-17cmになる秋冬 ¥7,700

咲き。丸く大きなリップに濃オレンジのフリル、中央に赤のアクセントが入る。 参考写真

88 Rlc . Vigour Kugina '4 Point'   (C. NSA Big China x Rlc. Kuwale Gem) 9cm鉢

　 ビガークギナ　‘４ポイント’ Rlc.((Red Empress x Shellie C.)x(SegundinaViz. x Shellie C. )) メリクロン

NEW! 今まで見たことがないユニークな色彩。 ¥4,950

あっと驚く面白いセミアルバの大輪花です。

91 Rlc . High Society 'Sorelis' JC/JOGA BSシース

ハイソサエティ－　‘ソレリス’　Rlc.(Orglade's Chartreuse x Pastoral) メリクロン

明るいピンク色が花弁やリップに入り、優しい色彩の大輪花。 ¥9,900

バチ弁のリップが大変印象的で、大変香りの良い冬咲き種です。

92 C.  Blue Pearl  'Blue Magic'  BM/JOGA 1 BS

カトレア ブルー パール ‘ブルー マジック’ オリジナル株

素晴らしい濃ブルーのフラメア個体、入賞花のオリジナル分け株 ¥33,000

ミニカトレアなのに大輪にも負けない迫力。

 

93 Bc . Catherine H Chatham 'Alexandra' 　SM/JOGA  花芽付

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

晩秋から開花しだす原種同士の趣あるセミアルバです。 ¥4,400

リードが分かれやすく、株の割に多くの花をつけるので見事。

写真ありません
ごめんなさい
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101 Den. aphyllum 　‘Kurahashi'　　SM/JOGA BS

Den. アフィラム　‘クラハシ’　 オリジナル株

通常個体よりリップが大きく濃色で展開の良い花を下垂させて咲かせる。 ¥5,500

株ができるとバルブから20輪以上花をつけるシルバーメダル入賞花。

102 Den. finbriatum 'Gina'  GM/JOGA 9cm鉢

おすすめ Den. フィンブリアタム　‘ジーナ’　 オリジナル株

 ゴールドメダル受賞の最高個体。受賞時の花径(NS)は極大輪で ¥38,500

7.4cmもあり、山吹色の花を房状に咲かせ大変目立ちます。 株高60cm

103 Den. hekouense 7.5ｃｍ鉢BS

Den. ヘコウエンセ  

近年発見された希少種。2号鉢でも充分開花サイズと言える程の小さな株から、 ¥5,500

大人の指先ほどの大な花を咲かせてくれます。モリモリ株見つけて再入荷しました。

104 Den. heokhii 7.5cm鉢

Den. ホークイー 実生苗

マレーシア、ボルネオ原産の、とても可愛いデンドロビューム。　 ¥3,300

細い多肉質で棒状の葉が特徴。木付けしてもよい。 　

105 Den. leporinum  'Pink Panther' BS 15cm鉢

おすすめ Den. レポリナム　‘ピンクパンサー’ オリジナル株

現地で相当な個体数の中から選別され、最も花色のピンクの濃いと ¥88,000

言われている個体です。　5バルブ2リード 株高50cm
 

106 Den. lineale, blue 　 12cm鉢

おすすめ Den. リネアレ,　ブルー オリジナル株

ブルーが美しい原種、海外で選別された輸入され個体。　栽培しやすく、 ¥13,200

株が出来ると次々と花を咲かせる。高芽からの分け株。 株高50cm

107 Den. lasianthera, sepic blue 7.5cm

おすすめ Den. ラシアンセラ,　セピックブルー 　

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、 ¥4,950

鮮やかな色彩が人気のセピックブルーの苗を栽培したもの。

108 Den. papilio  　(Large Flower x sib) 7.5cm鉢

NEW! Den. パピリオ   (ラージフラワー x sib) 実生苗

フィリピン　折れそうな細い茎にかなり大きな花がつくので面白い。 ¥3,850

特に大きな花をつける個体同士の交配で、良花の期待大の優良苗。  

109 Den. tangerianum  'Lahaina Sunset' 　BM/JOGA 7.5cm鉢 小苗

おすすめ Den. タンジェリアナム　‘ラハイナ サンセット’ オリジナル株

 ニューギニア　リップに紫色が入る個体。同種中特に濃色な花色の優秀花。 　 ¥6,600

コンパクトな株で花付き大変良い。

110 Den. treacherianum 　'Irago'  SBM/JOGA (= Epigeneium lyonii) 　 18cmﾊﾞｽｹｯﾄ

Den. トリチェリアナム ‘イラゴ’　 (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。 ¥16,500

よく咲くと1花茎に20輪近く花をつける。甘い香り。　冬～春咲き。

111 Den. sp, flamea  ‘#301' BS 10.5cm鉢

NEW! Den. sp, フラメア　‘#301' オリジナル株

野生種の中から見つけ出した　オレンジ色の大きなスプラッシュが入る ¥55,000

珍らしい個体の分け株です。ベトナムタイプのdensiflorumと思われる。

　

デンドロビューム
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　 　 サイズ / 価格 (税込）

115 Den. Jan Oriestein 'Red & White'  SBM/JOGA 7.5cm鉢 BS

Den. ジャンオリステン 'レッド & ホワイト’　(aphyllum x primulinum) メリクロン

花弁が両親以上に鮮明な濃紅色で白色リップとのコントラストがすばらしい。  ¥3,850

入賞時のバルブは1.3m以上に伸び、50輪以上の花を咲かせている。  バルブ長50cm+

116 Den.  Miss You “Sapphire No.1'　 (Tsiku Miko x victoriae-reginae) 7.5cm BS

NEW! Den. ミス ユー 'サファイア No.1' メリクロン

人気の紫色のデンドロビューム。赤紫の色彩が濃く花弁も丸く ¥5,500

大きな花をつけるメリクロンです。平地でも夏越し可能な品種。

117 Den. Pandala  'Shining Fuji'  　SM/JOGA　　(Nunkumbil x Ku-Ring-Gai) 7.5ｃｍ鉢

Den.　パンダラ ‘シャイニング フジ’ オリジナル株

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 ¥22,000

 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。

118 Den.  Pixie Princess ' H & R '  (Pixie Nani x canaliculatum) BS 7.5cm鉢

Den. ピクシープリンセス　'H&R'　 メリクロン

一世風靡したスパチュラータ系の小型種。コンパクトな株の割に ¥2,750

花が大きく、リップの紫色が印象的で見栄えする。

119 Den . Yukidaruma 'Shu-ran'  (OG) BS

Den. ユキダルマ　‘シューラン’ オリジナル株

ユキダルマ　’キング’のメリクロン変異として選抜された3弁花。 ¥7,700

ペタルがリップ化しているが、展開が大変良いのは特筆もの。 株高約50cm

120 Den. Yukidaruma 'Shirafuji' (斑入り) BS

Den. ﾕｷﾀﾞﾙﾏ　‘シラフジ’ オリジナル株

緑の葉の外側にオフホワイトの斑が入る。 ¥11,000

‘キング’(と思われる)メリクロンから斑入り個体を選別した分け株。 株高45cm

121 Den. Yukidaruma 'Pierrot' BS

NEW! Den. ユキダルマ　‘ピエロ’ オリジナル株

ロアセパルがリップ化するという大変珍しい3弁花 ¥11,000

‘キング’(と思われる)メリクロンから3弁花の変異個体を選別した分け株 株高約40cm

　 支柱キャップ　　（若草色） 各100入

301  　支柱キャップ　　 3.2mm用       緑・軟質  　　100入 ¥440

302  　支柱キャップ　　 4.0mm用       緑・軟質    　100入 ¥440

ステムクリップ(濃緑色) 
303  　 支柱クリップ　 特大   (XL：大きさ約25mm )　       10個入 ¥220

304     支柱クリップ　　  大   (LL : 大きさ約19mm※ )        個入 （注）支柱に固定は不可 ¥220

305     支柱クリップ　　  大   ( L : 大きさ約15mm※ )     18個入　 ¥220

306     支柱クリップ　　  中 　( M： 大きさ約12mm※ )  　 20個入 ¥220

307     支柱クリップ　　  小 　( S： 大きさ約 7mm※ )   　     個入 ¥220

※クリップの寸法は、軸から爪の先端までの内寸

308 とめ吉： 支柱に止めて使うクリップ。 ¥550

もともとは胡蝶蘭など花茎の誘引用に利用されているもの。支柱の任意の高さに (20個入）
固定できるので、花茎や細いバルブを締め付けずに固定できる便利小物。  

 

　

写真ありません
ごめんなさい
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　 　 サイズ / 価格 (税込）

131 Aerides houlletiana fma.alba  開花サイズ

エリデス ホーレッティアナ アルバ メリクロン

インドシナ　本種中、極めて希少なアルバ個体です。 ¥6,600

極淡黄色弁にリップ白色の花を多数つける。

132 Angcm. eburneum subsp. giryamae  15cm鉢

アングレカム エバニューム, ギリアマエ 　

産地が異なりケニア・タンザニアのみに自生エバニウムの亜種　通常種と比べ ¥8,800

株はやや小型と思われる個体。株幅5-60cm、株高約40cm　脇芽あり

133 Angcm. electum BS

おすすめ アングレカム　エレクタム

 アフリカ　花径2cm程度の花を茎の節々に咲かせ
る。

¥4,400

立ち上がる株姿が面白い。

134 Bulb. annandalei ’Tashiro'　　　 極大輪 　 BS

バルボフィラム アンナンダレイ　‘タシロ’ オリジナル株

限られた地域にのみ存在したと思われる花径が格段に大きい優良個体。 ¥6,600

圧倒的なボリュームがあり、栽培しやすく咲かせ易い。(２.５X８ｃｍほど)

135 Bulb. annandalei ’Omi' 1 BS

バルボフィラム アンナンダレイ　‘オーミ’ オリジナル株

黄色味が強くスッキリした花色で、リップはレモンイエローの印象的な個体。 ¥13,200

1花茎につける花数の多い優秀花。

137 Bulbophyllum (Bulb.)  cirrhoglossum 9cm鉢 BS

おすすめ バルボフィラム　シルホグロッサム  

マダガスカル　咲き方が非常にユニークな種。花茎が下垂しはじめ ¥7,700

1輪１輪が雨傘で覆われているかの様に開くと開花します。

138 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 ¥13,200

(8-15cm)の淡ピンク-紫紅色のかたまりに花を多数つけます。

139 Bulb. helenae 7.5cm鉢 BS

バルボフィラム　ヘレナエ 分け株

ヒマラヤ・雲南・インドシナ　比較的小型のバルボフィラム。 ¥2,200

通常、茶褐色の花だが、黄色が美しい個体の分け株。栽培容易。

140 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

雲南　純白色の可憐花を咲かせる　小型の斑入り種。 ¥3,850

流通することがまれな種の斑入り個体分け株。

141 Bulb. mastersianum (Big Flower) BS

おすすめ バルボフィラム マスターシアナム　(大輪で色彩良い選別個体) 分け株

ボルネオ　特別大きな花を咲かせる選別個体分け株です。 ¥6,600

黄オレンジの花色が映える美花。　おすすめ

142 Bulb. medusae 'OrchidgladeⅡ' 9ｃｍ鉢 BS

バルボフィラム メデューサ 　‘オーキッドグレードⅡ’

インドネシア　花は長く垂れ下がった毛のような面白い花。‘OrchidgladeⅡ’は ¥4,950

バルブの節間が短いので、まとまりの良い株姿で大株作りもできます。

　その他の属 （1）
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サイズ / 価格 (税込）

143 Bulb. occultum　　爽やかな香りのバルボ 9cm鉢

おすすめ バルボフィラム　オキュルタム 自生地由来

マダガスカルの小型種。アフリカ系特有の肉厚な花茎が三角錐状に伸び ¥7,700

花はウロコ型の殻が開いて長期間咲きます。バルボなのに爽やかな香り。

144 Bulb. oxypterum　　 ( = maximum ) 10.5cm鉢 BS

おすすめ バルボフィラム　オキシペテラム　マキシマム (アルバ)

　 西～中央アフリカ　鮮黄緑色のコブラオーキット。 ¥11,000

花茎は50cmほどに伸び小花を順次咲かせる希少種。

145 Bulb. purpureorhachis ‘Aina Okika’  CBM/JOGA BS 12cm鉢

おすすめ バルボフィラム　パープレオラキス　‘アイナ オキカ’ オリジナル株

　 花茎が扁平でヘビのコブラが首を持ちあげたように見えるので ¥16,500

　 コブラオーキッドの別名がついた。コブラ系の中で最も大きく迫力ある花をつける。

146 Bulb. rothschildianum   FCC/RHS BS

　 バルボフィラム ロスチャイルディアナム　　FCC/RHS オリジナル株

インド-雲南　バルボフィラムの代表的な原種で、リップが動く様は面白い。 ¥5,500

花が大きく見ごたえある秋咲き種。

147 Bulb. roxburghii (斑入) 3バルブ 6cm鉢

　 バルボフィラム  ロクバーギー 分け株

ネパール～バングラデシュ　ほんのりピンクが入る美しい斑入個体。 ¥9,900

花はCirr.タイプの桃色花。

150 Cl. Rebecca Northen 'Mikkabi'　　(Cl.Grace Dunn x Cl.rosea) BS

クロウエシア　レベッカノーゼン　'ミッカビ'

シナモンの香りがあり、ピンクの花を多数下垂させて咲かせる可愛らしい ¥3,300

人気種。喉元の鮮緑色とのコントラストが全体を引き立ている。

151 Clo.  Penang Waltz　　(Cl. warczewitzii x Ctsm. Penang) 7.5cm鉢

クロウエセタム　ペナンワルツ   (ｸﾛｳｴｼｱ　ﾜｰｾｳｲｯﾁ x ｶﾀｾﾀﾑ ﾍﾟﾅﾝ) メリクロン

NEW! クロウエシアに通じる香りがあり、可愛らしい花を下垂させて咲かせる。　 ¥4,400

リップの喉元の入る赤色も美しい。

152 Clo.  Rebecca Express 'M'　 (Cl. Rebcca Northen x Ctsm. expansum) BS(花芽)

おすすめ クロウエセタム　レベッカ　エクスプレス　’M' ﾒﾘｸﾛﾝ

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、 ¥5,500

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。　  

153 Ctsm. saccatum 1作-BS

　 カタセタム　サッカタム　 メリクロン

花色変化の大きな種。濃チョコレート色花径10cm超えの大きな花を10輪ほど ¥4,400

つける優秀花のメリクロン。花粉が彼方に飛んでいく性質は面白い。

154 Cｔｓｍ． Gerhard Leiste　 ( pileatum x Jumbo Pearl ) BS

　 カタセタム　ゲルハルト　ライステ メリクロン

濃チョコレート色で、7-8cmの大きな花を咲かせる最新の優秀美花 ¥5,500

株が出来ると10輪近く咲かせ見事。

155 Clo.  (Black Jade X Ctsm. pileatum, album FCC/AOS) BS 

Clo.(ブラックジェイド x Ctsm. ピレアタム） 確認個体

ブラックジェイドはライムグリーン、ピレアタムはアルバム。開花直後はやや ¥13,200

緑がかるが時間の経過とともに白が強くなる。白色系の大輪美花。 　
 

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）

161 Coel.   Tiny Hope 　 7.5cm BS

おすすめ セロジネ　ﾀｲﾆｰﾎｰﾌﾟ     (speciosa x miniata)） 実生

NEW! セロジネの新品種。白花が多い中で珍しいオレンジ系の可愛らしい花を 　 ¥3,300

咲かせます。

162 Cu. pendula  'Eliese'　BM/JOGA 12cm鉢１作

キウトロウジナ　ペンデユラ　‘エリーゼ’　(=ｵﾄﾞﾝﾄｸﾞﾛｯｻﾑ　シトロスマム) オリジナル株

メキシコ　下垂させ１花茎に10～20輪つける人気の春咲き美花。 ¥19,800

神戸、岡山などの蘭展で最優秀賞を受賞した花つきの良い有名個体。 (２バルブ)

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

おすすめ 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) 木付け

　 米国(フロリダ南西部)～キューバ原産　 「幽霊らん」の愛称で親しまれて ¥13,200

いる無葉蘭。　写真は当園で開花した個体で花が大きく張りが良い 大 ¥16,500

164 Euph. (Eulophia petersii x Oeceoclades decaryana) 1 12cm鉢

ユーロフィア　(ペテルシー x オエセオクラデス　デカリアナ) 実生

NEW! 大変珍しい交配種。株姿少しコンパクトでペテルシーの面影が残る。葉側面は ¥13,200

ギザギザで淡い模様が入る、株全体は硬く多肉的な感じ。開花が楽しみ。

165 Holc. kimballiana BS

ホルコグロッサム　キンバリアナ 実生苗

雲南～インドシナ　バンダの近縁種で白と赤のコントラストが美しい人気種。 ¥4,400

5cmほどの花を多数つける。写真は参考。

166 Lyc . aromatica　斑入り BS

リカステ　アロマティカ オリジナル株

中米原産　黄色の中輪を多数つける多花性種。栽培容易で香りが人気。 ¥19,800

新芽が伸び始める頃に見られる斑入り葉の様子は最も美しく感動的。

167 Mediocalcar decoratum (variegata) 7.5cm鉢

メディオカルカー　デコラタム　(斑入り) 分け株

斑入り個体の分け株。冬にオレンジ色の小花を多数咲かせます。 ¥3,300

夏場は風通しの良い日陰に置き乾燥させすぎないようにするとよく育つ。  

168 Paph. delenatii, vinicolor strain 1作-BS

パフィオペディルム　デレナティ,　ビニカラー系

ビニカラー系の実生苗。株には色素がたっぷりのっており、同交配からも ¥5,500

花の形が良く特にリップはワインレッド色の花が期待できるようです。

169 Paph. sanderianum LS≒ 30cm

パフィオペディルム　サンデリアナム 実生苗

 ペタルが１Mにもなる親と、花弁特に広い個体を交配し ¥22,000

最高交配と言われるシブリング実生苗　　　　　　　　別交配小さめ苗は問い合わせください　　　

170 Phrag. besseae BS

フラグミペディウム　ベッセー,　フラバム 実生苗

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。 ¥8,800

3.5号鉢　リーフスパン30cm程度
　

171 Phrag. besseae fma. flavum BS

　 フラグミペディウム　ベッセー,　フラバム 実生苗

NEW! besseaeといえば朱赤ですが、希少なフラバム（黄色）が咲く苗です。 ¥14,850

選別交配が繰り返され、生育良く強健な苗に仕上がってます。　

写真ありません
ごめんなさい

　その他の属 （２）
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　 　 サイズ / 価格 (税込）

172 Phrag. kovachii  ('Yashima' x self) LS=18-20cm

おすすめ フラグミペディウム　コバチー　（’ヤシマ’x self) 実生苗

NEW! ワインレッドの たいへん大きな花をつける迫力ある人気種。　 ¥16,500

国産の生育良い実生苗で栽培しやすくなってます。 参考写真
　

173 Phrag. Glen Decker 　 (Jason Fischer x kovachii) BS

 フラグミペディウム グレン・デッカー 実生

NEW! コバチー交配。初期の輸入交配と較べて強健で栽培しやすい。 ¥9,900

兄弟株でも、花形のよい大きな花が咲いています。

181 Phal. celebensis　 BS　花芽つき

ファレノプシス セレベンシス 実生苗

　 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苗。 ¥5,500

株が出来ると分枝し見事。斑入りの葉も美しい。　　参考写真

182 Phal. gigantea  片葉の長さ約25cm

　 ファレノプシス ギガンティア　 実生苗

葉は大きくなると60センチ位にもなり花は長い房咲きで次々につける。 ¥6,600

最も大きな胡蝶蘭と言われる種。

183 Phal. gigantea, alba strain  ('Ta-Wei'  CBR/TOGA  x self) 　 片葉の長さ約12cm

おすすめ ファレノプシス ギガンテア， アルバ (x self) 実生苗

 自然種から見つかった唯一のアルバで苗を作り、最も花・樹勢の良い株'Ta-Wei' ¥9,900

 を選別、再実生した苗です。※albaは普通種に比べ小さめで開花します。   

　 　

184 Phal. japonica    (=Sedirea japonica) 板付　BS

NEW! ファレノプシス　ジャポニカ　（ナゴラン） メリクロン

名護ラン　伊豆諸島、本州中部以西の樹幹や岩上に着生するもの。 ¥3,300

板付けの輸入品　

185 Phal. lobbii fma. flavilabia BS

　 ファレノプシス ロビー，フラビラビア 実生苗

極小型の原種　通常リップは褐色のところ、鮮黄色となる希少種。 ¥4,950

2～2.5ｃｍの花を多数咲かせ手のひらにのる極小型種。香りあり。

186 Phal. schilleriana 　'Pink Butterfly' AM/AOS BS (9cm鉢）

おすすめ ファレノプシス シレリアナ メリクロン

 人気の原種で大株にすると沢山の花を枝分かれさせながら咲かせます。 ¥4,950

アメリカ蘭協会のAMを受賞した極丸弁の優秀花。参考写真　

187 Phal. schilleriana,  silver leaf BS (9cm鉢） 　

ファレノプシス シレリアナ，　シルバー リーフ　選別株 実生

葉表面の緑色が銀色に覆い尽くされるような美しい模様となるシルバーリーフ系。 ¥5,500

花がないときも楽しめるような改良を期待したものです。とても株姿がキレイです。 　

 
188 Phal. pulchra  ‘Oscer’ (= Doritis pulchera) BS

Phal.　プルクラ ‘オスカー’　(4倍体) 分け株

 花弁は濃紫紅色でロウ質弁がたまらなく美しい。花は茎の先端に ¥4,400

1-2リン順次咲き。花芽は良く出る。高芽の分け株。

189 Phal. Sogo Vivian 'Smurf' (Special Indigo) BS

NEW! ファレノプシス  ソゴ　ビビアン　‘スマフ’　（スペシャル インディゴ） メリクロン

「スペシャルインディゴ」色と言われている今までなかった藍色の個体。 ¥4,950

中輪花を分枝させながら多数つける。
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　 　 サイズ / 価格 (税込）

190 Ren. bella 9cm鉢

おすすめ レナンセラ　ベラ 株高20cm程

NEW! ボルネオ島サバ。鮮やかな赤色花を咲かせるコンパクトな原種です。 ¥5,500

　 花茎伸びて花径6cmほどの花を15リンほどつける。希少な美花。
　

191 Rnst. Bankok Beauty 　(Rnst. Azimah x Ren. Bangkok Flame) 15cm鉢 BS

レナンスティリス  バンコック　ビューティ－ メリクロン

比較的新しい登録。鮮赤色が眩しい大輪美花。 ¥7,700

192 Sobenikoffia robusta BS

ソベニコフィア　ロブスタ

NEW! マダガスカル北西部　アングレカムの近縁種で清楚な花色が人気の種。 ¥11,000

ほのかに香るタイプ。よく出来た株。

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

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。 ¥7,700

花径は7cmほどで、濃い紫紅色の目を引く美花を繰り返しパラパラと咲かせる。

194 Tuberolabium kotoense 9cm鉢 BS

ツベロラビウム　コトエンセ

台湾の固有種　径1cmほどの花が房になって咲く小型種。　 ¥3,850

香りの良い種　冬咲き。

195 V. coerulea　 (Dwarf type） 1作-BS

バンダ　セルレア 実生

 多くの優秀花が咲いた実生からベスト個体をセレクトしメリクロンしたもの。 ¥6,600

小さな株でも花をつけてくれ、栽培もしやすくなっている。

196 V. luzonica 　 1作-BS

バンダ　ルゾニカ 　

フィリピン　ルソン島原産　株はやや大型で、花はセミアルバタイプで花弁に ¥11,000

赤色の縁取りが入る。ワックス状の花を多数つけ香りがある。

197 V.  Pakchong Blue 'Otokuni' 　SM(84p)/JOGA2021 BS

おすすめ バンダ パクチョンブルー　‘オトクニ’ 　　(Doctor Anek x coerulea) メリクロン

　 セルレアが直接かかわった交配で高得点入賞したバンダです。コンパクトな ¥7,700

株から網目模様が美しい大輪整形花で径11cm以上もの花を8輪。株も良い。

　 198 V. Pure's Wax  ‘Blue’ BS

NEW! ピュアズ ワックス　‘ブルー‘     (Doctor Anek x Kasem's Delight) メリクロン

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 ¥7,700

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。

199 Van.  Charm Autunm Sky BS

おすすめ チャーム　‘オータムンスカイ’　　(V. falcata x Van. Tham Yuen Hae) メリクロン

フウランの子供で良い香り。　ブルーの色彩は透明感があり、‘オータムン ¥2,750

スカイ'は特に大きな花をつけるので見応えがあります。

200 Van.  TSS Taiwan Gandharva 'Blue Dot' (Lou Sneary x gigantea ) BS

Van. TSS　タイワン　ガンダルヴァ　‘ブルードット’　 メリクロン

今までなかったブルーの色彩で点花は注目度極めて大です！　 ¥4,400

フウランの血を引く Van. Pinkyに近い交配で栽培容易。

その他の属　（４）
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　  販売可能数↓ サイズ / 価格 (税込）

K1 C. intermedia fma. aquinii-orlata 'R0011' 1 開花サイズ

カトレヤ インターメディア， アクイニーオルラタ ‘R0011’ 全株

幅広花弁の中心に特徴的なクサビが入る。全体に淡いピンクでボリューム ¥27,500

感あるシルエットにオルラタ状のリップが目立つ

K2 C. intermedia fma. orlata 'R0061' 1 開花サイズ

カトレヤ インターメディア， オルラタ ‘R0061’ 全株

SM受賞花同士の実生からの選別個体。非常に整った花形の極大輪花。 ¥22,000

しっかりと前面に開く縁取りがくっきりと目立つ良花

K3 C. intermedia fma. orlata 'Alice' 1 開花サイズ

カトレヤ インターメディア， オルラタ ‘アリス’ 全株

花弁はふっくらしながらも、バランスの取れた花形の選別個体。リップ先端は ¥33,000

フラットに開き、縁取りは抜けがなくリング状に色が入る。

K4 C. lueddemanniana 'T413-0018' 1 開花サイズ

カトレヤ ルデマニアナ ‘T413-0018’ 全株

濃色でバランスの取れた花形をした大輪花。'Shonan Lady' SBM/JOGAと ¥22,000

rubra系花との実生からの初花での選別。
 

K5 C. lueddemanniana fma. coerulea 'K-423' 1 開花サイズ

カトレヤ ルデマニアナ， セルレア ‘K-423’ オリジナル分株

極幅広弁のオーバーラップする大輪花。'Shonan Lady' SBM/JOGAと ¥38,500

coerulea 'Golden Try' GM/JOGAとの実生からの初花選別。今後期待大。

K6 Lc. Dubescens 'Sendai' 3 開花サイズ

レリオカトレヤ デュベッセンス ‘センダイ’ メリクロン

(C. Dubiosa x L. rubescens) 直立するやや長めの花茎に淡い淡ピンクの ¥4,400

可憐な小花を数花。小振りな株姿とのバランスよい最新メリクロン。

K7 Bc. Golden Glory 'Apollo' SM/TOGA 5 1-2作開花

ブラソカトレヤ ゴールデン グローリー ‘アポロ’ メリクロン

(Bc. Richard Mueller x C. tenebrosa) ノドサ系の行儀良い株姿に5～6輪 ¥3,850

の丸いリップで、鮮やかな橙と黄色のコントラストが綺麗な花をつける。

K8 Rby. Mikawa Palette 'Planet' 2 開花サイズ

リンコブラソレヤ ミカワ パレット ‘プラネット’ オリジナル分株

(B. nodosa x Rlc. Creation) 多くの良花を生んだ本ノドサ系交配でも、色彩 ¥11,000

特に優れた選別個体を特別リリース。

K9 Lc. Rubescent Atreus 'Patty' BM/JOGA 2 開花サイズ

レリオカトレヤ ルベッセント アトレウス ‘パティー’ オリジナル分株

(C. Atreus x L. rubescens) 有名な 'Pinky' のメリクロン変異個体。より濃色 ¥11,000

で大輪になった個体。らん展での上位入賞常連個体。貴重。

K10 Rlc. Sanyun Ruby 'Dawang' 3 開花サイズ

リンコレリオカトレヤ サンヤン ルビー ‘ダワン’ メリクロン

(Rlc. Waianae Coast x Rlc. Chia Lin) 赤味の強い大輪花同士の交配。 ¥6,600

dowiana の血濃く、リップの黄目と脈目も美しい。

K11 Ryc. Taiwan Firecracker 'Popcorn' 3 1作開花

リンカトレリア タイワン フィアークラッカー ‘ポップコーン’ メリクロン

(Rth. Schinfong Little Sun x L. lueddemanii) 直立するやや長茎に4～5cm ¥5,500

程度の橙色で目立つ花を10輪以上つける強健種。

国　際　園　芸
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　  販売可能数↓ サイズ / 価格 (税込）

K12 Rlc. Yuan Dung Python 'Passion Fruit' 3 2作開花

リンコレリオカトレヤ ユアン ドン パイソン ‘パッション フルーツ’ メリクロン

(C. Green Emerald x Rlc. Waianae Leopard) 点花系花同士の交配からの ¥4,400

優秀個体で、しっかりした点が特徴。株はコンパクトな株で1茎に5～6輪。

K13 Phal. pantherina 3 開花サイズ

ファレノプシス パンセリナ 実生

ボルネオ。黄色地に茶褐色の斑紋が目立つ花。やや扁平な花茎を20cm ¥5,500

程度伸ばし5cm程度の花を数花ずつつける。

K14 Phal. sumatrana 3 開花サイズ

ファレノプシス スマトラナ 実生

ボルネオ、タイなど。zebrinaとされていたもので、白色地に褐色の細長い ¥5,500

斑が面白い。花径4～5cm程度で芳香あるものが多い。

K15 Phal. violacea (Indigo Red) 'Miki' 3 開花サイズ

ファレノプシス ビオラセア (インディゴ レッド） ‘ミキ’ メリクロン

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、 ¥6,600

本個体はベタ状に桃紫色となる。短めの花茎に順次開花していく。

K16 Cynorkis gibbosa 3 開花サイズ

サイノルキス ギボサ 原産地由来個体

マダガスカル。冬眠性地生蘭。春から斑点模様の美しい葉を展開し目立つ ¥9,900

橙色の花を20～40輪つけ見事。本年輸入株につき、現在新芽新調中
 

K17 Gongora gratulabunda fma. flava　 1 開花サイズ

ゴンゴラ グラチュラブンダ， フラバ 原産地由来個体

コロンビア。いま人気の Gongora の中でも色彩非常に美しい黄色タイプ花。 ¥16,500

長く下垂する花茎に20輪程。咲き易く、数本の花茎で開花する様は見事。

K18 Macropodanthus alatus 3 開花サイズ

マクロポダンサス アラタス 実生

マレーシア、ベトナムなど。AeridesやVanda近縁の小型種。下垂する花茎 ¥5,500

に3cm位の小輪花を20輪以上。白色に褐色系の点一面。強健な春咲種。

K19 Macropodanthus cootesii 3 開花サイズ

マクロポダンサス クーテシー 実生

フィリピン。AeridesやVanda近縁の小型種。下垂する花茎に20輪近い黄緑 ¥7,700

色の小花を咲かせる。子株も出やすく生育旺盛でラン展向きな春咲種。

K20 Paraphalanthe Frida　 3 開花サイズ

　 パラファランセ フリダ 実生

(Pplt. De La Salle x Pps. laycockii) 棒状の株は直立しつつやや太めで、 ¥5,500

少し波打つ珍しい株姿。バルブ途中から出る花茎に5～7輪つける美花

K21 Pinalia obesa 5 開花サイズ

ピナリア オベサ 実生

(= Eria obesa) タイ、ミャンマー。落葉したバルブの節々から花茎を出し ¥3,850

多数花をつける。花径2cm程。世界らん展でも上位入賞している強健種。

K22 Psychopsis Mariposa 3 1作開花

サイコプシス マリポサ メリクロン

(papiliox Kalihi) 堅葉系の元Oncidium。独特の扁平したバルブと斑の入る ¥4,400

葉が特徴。株元から長く伸びる花茎の先に順次咲き続ける。
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 販売可能数↓ サイズ / 価格 (税込）

T1 Rlc. Alma Kee 'Tipmalee' x Triumphal Coronation 'Seto' 10 2号ポット

アルマキー'ティップマリー' x トライアンファル コロネーション 'セト' 2作開花

母親は鮮やかな黄色に濃色赤リップの秋冬咲き ¥1,650

父親は淡いピンクの極大輪、ナゴヤドームのオーキッドオブザイヤー受賞花

T2 C. Bangkok Bazzar 'Eastern Island' 3 3.5号鉢

バンコク バザール 'イースタン アイランド ' 開花サイズ

濃色のフラメア模様が綺麗な昭和の名花 ¥8,800

株は割と小柄でバルブも細いが大輪、よく増えよく咲きます

T3 Ctt. Candy Ball 'Happy Child' x self 10 2号ポット

キャンディ ボール 'ハッピー チャイルド' x セルフ 1作開花

コクシネアをオレンジや黄色にしたような花だが耐暑性あり ¥1,650

真夏に咲くと黄色、春や秋だとオレンジ色で、年に2回開花します

T4 C. Cappei (trianae concolor 'Akemi T' x schroederae 'Fabiano Extra') 10 3号プラ鉢

カッペイ (トリアネ コンカラー 'アケミ T' x シュロデレ 'ファビアノ エクストラ') 3作開花

母親はトリアネでも形の整ったコロンビアの蘭園による選別名花 ¥2,750

父親は桜餅の香りが強いことで有名な個体、香りあるピンク花を期待
 

T5 C. Exmia x maxima rubra 'Voldemort' 10 3号プラ鉢

エキシミア x マキシマ ルブラ 'ボルデモート' 3作開花

母親はパープラタにワーネリー・セルレアの交配 ¥2,200

父親は山タイプの小柄マキシマの極濃色花、この色は遺伝して欲しい

T6 C. guttata trilabelo 'Veltinho' x rubra　 10 3.5号プラ鉢

グッタタ トリラベロ 'ベルティーニョ' x ルブラ 2作開花

濃色なフラメア多花性を期待した実生、母親は花も大きい ¥3,300

ベタっと黒っぽいルブラの選別個体の花粉を使用、濃いの期待できます

T7 C. guttata albina 'Green Monster' x verde 'Paraiso' 10 3号プラ鉢

グッタタ アルビノ 'グリーン モンスター' x ベルデ 'パライソ' 2作開花

母親は名花'セトロ デ エスメラルダ'の子供、点の淡いグリーン花 ¥2,750

パライソ'は赤い点入るが地色のグリーンが強いセミアルバタイプ

T8 Bc. Miura Otome 'Winter Cherry' (OG)　 3 3号鉢

ミウラ オトメ 'ウィンター チェリー' オリジナル株

(マイカイ x マウントフッド) の実生から出たピンクの中輪美花 ¥4,400

咲かせやすく増えやすいので大株仕立てにも向く

T9 Rlc. Mysterious Fantasy 'Passion' x nobilior 'Imperial'　 10 3号プラ鉢

ミステリアス ファンタジー 'パッション' x ノビリオール 'インペリアル' 3作開花

18cmにもなる極大輪フラメア整形花に、小型原種のノビリオールを交配 ¥2,200

フラメア同士の交配、果たしてどんな花が咲くかお楽しみ

T10 C. Orglade's Palette (Penny Kuroda x aclandiae)　 10 3.5号プラ鉢

オーグレイズ パレット (ペニークロダ x アクランディ) 1作開花

点花赤リップの有名花を使った交配、いろんな子が咲いてるらしい ¥2,200

小型で場所取らず、板付け栽培にも向いています

T11 Rlc. Pamela Hetherington 'Coronation' x George Hausermann 'York' 10 2号ポット

パメラ ヘザリントン 'コロネーション' x ジョージ ハウザーマン 'ヨーク' 3作開花

母親は誰もが一度は憧れる1月咲きのピンクの極大輪名花 ¥1,650

そこに夏-秋咲きのオレンジ赤リップ名花を交配、面白い実生です

大　垣　園　芸
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 販売可能数↓ サイズ / 価格 (税込）

T12 Rlc. Pastoral 'Innocence' x Pamela Hetherington 'Coronation'　 10 2号ポット

パストラル 'イノセンス' x パメラ ヘザリントン 'コロネーション' 3作開花

ハワイで実生され良い結果の出ている交配、またもう一回やってみた ¥1,650

どちらの親も昭和のカトレア史に残っている名花中の名花です

T13 C. percivaliana coerulea 'A.J.Gonzales' x rubra 'La Luna Manzana' 10 3号プラ鉢

パーシバリアナ セルレア 'A.J. ゴンザレス' x ルブラ 'ラ ルナ マンザナ' 3作開花

セルレア名花にルブラ名花を交配した、12月咲きのクリスマスオーキッド ¥2,750

株がツンツン上向きで行儀の良いカトレア中輪の人気種・最新実生

T14 C. percivaliana rubra 'F.M.' x coerulea 'Rosa Mary'　 10 2.5号プラ鉢

パーシバリアナ ルブラ 'F.M.' x セルレア 'ロザ マリー' 3作開花

色の濃いマルモラーダ系ルブラとセルレア名花を使用した実生 ¥2,750

遺伝的にはルブラ系の濃色が勝ると思われるが、果たして結果は?

T15 C. purpurata carnea 'Scarlet' x 'Sylvia'　 10 3.5号プラ鉢

パープラタ カーネア 'スカーレット' x 'シルビア' 1作開花

当園のオリジナル個体スカーレットを使った、ワカヤマさんによる夢の交配 ¥6,600

シルビアはリップも濃色でチェリー系も狙えます、来年咲きそうなサイズ

T16 C. purpurata carnea 'Sylvia' x 'Perfect Rouge'　 10 3.5号プラ鉢

パープラタ カーネア 'シルビア' x 'パーフェクト ルージュ' 1作開花

初夏に涼しげな開花で人気のカーネア、来年花が見れそうな良株 ¥6,600

朱肉色のリップは他のカトレアにはない独特の色目です

T17 C.Statteriana (perrinii x labiata 'Neverland')　 10 3号プラ鉢

スタッテリアナ (ペリニー x ラビアタ 'ネバーランド') 2作開花

秋咲きの原種同士を使った交配種をリメイク・再実生 ¥1,650

耐寒性あり行儀の良くフラットに咲く多花性ペリニーに濃色ラビアタの交配

T18 C. schroederae 'Tara' x 'Popayan' 10 3号鉢

シュロデレ 'タラ' x 'ポパヤン' 2作開花

香りの良い大輪で丸みのある名花同士のマニア垂涎の実生苗 ¥8,800

草丈15cmほどのトップ苗を限定販売

T19 Rlc. Toshie Aoki 'Excellent Gold' x Irene Finney 'Spring Beauty'　 10 2号ポット

トシエ アオキ 'エクセレント ゴールド' x アイレン フィニー 'スプリング ビューティ' 2作開花

目に飛び込む鮮やかな黄色赤リップの名花に大輪ラベンダーを交配 ¥1,650

フィニーは香りも強く花茎も伸びる良い子、そこは遺伝して欲しい

T20 Bc. tramandai 'Sendaya' x intermedia coerulea　 10 2号ポット

　 トラマンダイ 'センダヤ' x インターメディア セルレア 2作開花

母株はレオポルディにツベルキュラータの自然交雑種の有名花 ¥1,650

そこになぜかインターメディアのセルレアを交配、破天荒で面白そう

T21 B. tuberculata 5 2.5号プラ鉢

ツベルキュラータ 開花サイズ

ブラジルのリオ・コパカバーナビーチに自生していた野生個体 ¥2,200

多肉質な棒状の葉にシャープな白い花を咲かせる、春から初夏咲き

T22 Grt. Why Not x self　 10 2号ポット

ホワイ ノット x セルフ実生 1作開花

すでに咲き始めていますが、ほとんど親と同じ色彩です ¥1,650

株が出来るほど沢山咲く多花性で、赤と黄色のコントラストがたまりません
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　  販売可能数↓ サイズ / 価格 (税込）

W1 C. aclandiae fma.albescens 'Cokobongo'x self 3 1作開花株

アクランディー　アルベッセンス　ココボンゴ　セルフ 木付き

花弁の点が多くなり殆どベタ褐色となり、リップが白に変色した花を狙った ¥9,900

異質な色彩期待の最新ブラジル実生　木に着いていて枯れない工夫物

W2 C. amethystoglossa 'All For You' BM/JGP x self 5 3.5号鉢

アメジストグロッサ　オールフォーユー　セルフ 実生苗

１８年前の成功実生のリバイバル！入賞花も沢山出ました。ハワイ系４倍 ¥4,400

体、大輪系で粗いドットが特徴です。是非この機会に！おすすめ品

W3 C. riograndensis　 5 2.5鉢

リオグランデンシス 開花株

リップが黄色になるコクシネアの変種。最近分類された可愛い原種です。 ¥5,500

意外と夏の暑さにも強くソフロ系始める方にもおすすめします。

W4 Rlc. Dream Color (＝Rlc.Warm Color x Last Dream)　 5 4.5号鉢

ドリームカラー　（新登録品種） 開花株

当園作出の大輪極整形花、極厚弁で花長持ち。。９０％ｵｰﾊﾞｰﾗｯﾌﾟします。 実生株

完全なセミアルバからフラメアカラーまでいろんな色彩が咲く実生 ¥7,700
 

W5 C. lueddemanniana fmacoerulea-striata'Dark Side Blue'  2 ３．５号鉢

ルデマニアナ　セルレア・ストリアータ　ダークサイドブルー メリクロン株

気持ち悪いくらいグレー色の筋が花全体に入る珍しいルデマニアナ 開花株

やや小型です。今春開花見込み株限定２株販売 ¥16,500

W6 Bc. Morning Song 'Aloha' SM/JOGA 　 5 ３．０号鉢

モーニングソング　アロハ メリクロン株

１８ｃｍの巨大輪冬咲き。最大５輪開花しリップのノーズが付け根から赤く ¥5,500

染まり人を魅了する。当園オリジナル最新メリクロンです。

W7 C. schilleriana fma.s/alba'Queen Emeraldas' 　 5 2.5号鉢

シレリアナ　セミアルバ　クィーンエメラルダス メリクロン株

これほど美しいシレリアナはないのかも。目にも鮮やかなグリーン花で ¥4,400

赤いリップは虜になります。オリジナル株からの自家製メリクロン

W8 Den. crisocrepis 'Full Moon' SBM/JOGA 3 2.5号鉢

デンドロビューム　クリソクレピス　フルムーン 開花株

毎年必ず咲く優れた入賞花です。高芽が良く出る為、高芽取りで増やし 分け株

ています。極丸花で強健種。人気の原種です。 ¥5,500

W9 C. maxima fma s/alba ('Buena' x 'Fantastic Red'SM/JOGA) 3 3.0号鉢

マキシマ　セミアルバ　（ブエナ　xファンタスチックレッド） 実生株

リップが赤くなるように夢見て交配されたマキシマです。 ¥6,600

生産量が少ないのでお早めにお買い求めください。

W10 C. teneblosa fma.aurea'Walton Grange'　FCC/RHS 5 3.0号鉢

テネブロッサ　オーレア　ウォルトングランジ

セルフ株は弱いのでやはりメリクロンしました。オリジナルは現在でも メリクロン株

高値で取引されています。限定２００のメリクロン ¥4,400

W11 C. jenamanii (rubra'Super Legend'x coerulea'St.Geoge')　 5 3.0号鉢

ジェンマニー　ﾙﾌﾞﾗ　ｽｰﾊﾟｰﾚｼﾞｪﾝﾄﾞ　ｘ　ｾﾙﾚｱ　ｾﾝﾄｼﾞｮｰｼﾞ ２作開花

この実生ではセルレアは出ませんが次世代に濃厚なセルレアを狙った 実生株

夢の一歩手前の自家製実生。 ¥4,400

ワ カ ヤ マ オ ー キ ッ ト
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　  販売可能数↓ サイズ / 価格 (税込）

W12 C. jenmanii fma.rubra 'Ruby'  (OG) 1 4.0号鉢

ジェンマニー　ルブラ　ルビー ３バルブ

当園作出の実生。中でもエクセレント選抜の一つ！濃厚な上に濃厚な 分け株

紅赤色で本当に美しい個体です。 ¥110,000

W13 C. Mysterious Night 'Cool Down' SBM/JOGA 3 4.5号鉢

ミステリアスナイト　クールダウン 開花株

巨大輪で茄子紺色の美しいです。３～４月に開花し良い香りもする。 メリクロン株

やや低温でも栽培が可能です。お勧めの品種。 ¥9,900

W14 Den. farmari 'Harada' BM/JOGA 2 4.0号鉢

ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｭｰﾑ　ファーメリー　ハラダ １２バルブ

ピンク色でリップは黄色　大房となる特別な個体、花もちも良い 分け株

春咲きで数々の蘭展で上位賞を受賞した有名な株です。 ¥16,500

W15 Ctsm. pileatum fma.album　 3 3.0号鉢

カタセタム　ピレアタム　アルバム 実生株

純白でしかも巨大輪のタケノコ属。開花まで１～２年の苗になります。 ¥3,300

W16 Paph. concolor 3 開花株

パフィオ　コンカラー ３．５号鉢

久しぶりにしっかりと栽培されたコンカラーの販売です。花は普通の物ですが ¥5,500

品種コレクターにはこれとない機会！
 

W17 Rlc. Digbyano-warneri 'Napoleon' 1 開花株

ディグビヤーノ　ワーネリー　ナポレオン 33,000

美しいシルキーピンクの巨大輪花で大変良い香りがする美花。 分け株

リップ巨大で周辺部に細い髭でフサフサになる。お勧めのカトレア！ ３バルブ

W18 Phal. schilleriana 2 開花株

ファレノプシス　シレリアナ 16,500

フィリピンから輸入。７年ぶりにロングリーフ株が来ました！ 自然種

現地株は数が減少していてレアー！自然種は良い香りがします。

W19 C. trianae fma.concolor ’Oto’ 1 開花株

トリアネ　コンカラー　オト 22,000

コロンビア原種で柔らかいシルキーピンクの名花です。その昔２０万円 分け株

以上で販売。リップが大きく中央白くなるのが特徴です。 シース付き

W20 Eulophia euglossa'Pegasus' x self　 5 開花株

　 ユーロフィア　ユーグロッサ　ペガサス ４．５号鉢

数々の賞を獲得した雄大に開花するアフリカの原種。花茎１mになり４か月 実生株

は開花している。巨大エビネの様です。花期は主に３～１０月 ¥8,800

W21 Chiloschista parishii 5 開花株

キロスキスタ　パリシー 板付き

人気の大蜘蛛蘭です。タイからの輸入品で安定した状態です。 自然種

色鮮やかな花が２０ｃｍ位下垂咲します。 ¥3,300

W22 Ctsm. finbriatum　 3 開花株

カタセタム　フィンブリアタム ３．０号鉢

ブラジルから輸入。現地株はどんな模様や形が咲くかワクワクする。 自然種

リップの髭感やドットを楽しめます。下垂咲　春～夏咲 ¥4,400

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）

311 カラーラベル　　全11色　  　　サイズ（1.8cm X 11.5cm） 各50枚入

   写真上段左から↓ 　

   　白　、　ベージュ　、　サーモン　、　グレ-　、　青　、 各 ¥275

   　赤　、　オレンジ　、　黄　、　　緑　　、　紫　 、　ピンク

　 肥料　 モルコート　 （プロが使う　洋らん用緩効性肥料）
312     N-P-K :　１３－１３－１３　微量要素入り    330グラム ¥880

   年一度あげるだけで効果は１８０日間持続します  臭わない　虫こない 　

 最高級液体肥料　　ガ ビ オ タ　　
・・・・・花の色が良くなる肥料 400g

313 洋ランはもちろん、全ての草花系におすすめできる肥料。米国産。　 ¥2,750

N-P-K : １２-２４-２４   　淡グリーンの粉末を2000倍に薄めて使用。

　 肥料    おまかせ　 （超発酵油かす） 中粒

314      臭わない  ・  かびない  ・  虫こないを目指した　         700ｇ ¥660

315 　　 使いやすい固形の中粒サイズの有機肥料です　     2.5kg ¥2,090

316      肥料のやり過ぎなどによる根痛みが少ない                                              5kg ¥3,630

おすすめ

 　肥料カゴ
317 　 肥料の飛散防止に　　カゴ(径x深さ):1.2cmx1.2cm 　　　　黒色　7個入り ¥220

   

液肥 「F1」「X5」「R7」　　セットで使うと相乗効果も期待

318 「スーパーＦ１」・・・病気になりにくい株作りや活着促進効果が注目されています ¥2,200
「亜リン酸」を用いたリン酸系肥料。分子の大きさが小さいので吸収率が高く、 (140g)

開花促進・花芽の充実や花色の向上が期待できます。

月に1～2回　1000～2000倍に希釈し葉面株元に散布します。

319 「スーパーＸ5」・・・効果が実感できる芽・株のための肥料 ¥2,750

おすすめ 通常、たくさんの新芽が出ると１つ1つが小さくなりやすいのですが、どの芽も (110g)

よく太りしかも大きく育ちます。根の張りが良くなることもこの肥料の特徴です。

月に1～2回　1000～2000倍に希釈し葉面株元に散布。　

また、3000～5000倍に薄めた肥料を月に数回与えるのも効果的です。

320 「スーパーＲ７」・・・根のために開発された肥料。植物は根が命！ ¥3,300
植替え時の根痛み軽減効果があり、根の張りが格段に向上。 (110g)

月に1～2回　1000～2000倍に希釈し株元に散布。

植え替え2～3日前に施すと根痛みの軽減、活着促進効果が期待できます。　

　水苔　（入荷が不安定な状況が続いています　在庫状況はお問い合わせください）

321 ニュージーランド産　水苔 ４A 　　　3kg ¥21,000

322 ニュージーランド産　水苔 ５A 　　　3kg ¥24,000

JOGA 入賞花集　Vol.39 (2020-2021) 　　 　
331 2020年1月から2021年12月までの2年分をまとめた入賞花集です ¥2,310

　　最新号 (送料￥120)

     JOGA入賞花データベース　　検索ソフト　　(最新版)
1973年以来、202１ 年までのすべて約17000の入賞花の画像と計測データを収録。

332   データベース本体 　(PC　windows版)　 ¥16,500

333  アップデート版 (本体を既に購入いただいている方限定） ¥2,750

 

写真ありません
ごめんなさい

2022年版
7月発売
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＊ご注文について  　　TEL (0749)28-4425　　　　FAX  (0749)28-4439

 Eメールは、久栄ナーセリー ホームページ (お問い合わせフォーム) からお願いします

※　メールは不着のトラブルを防止するため、お問合せフォームからお願いします。暫くしても当園から
　　返信がない場合はトラブルが考えられますので、お手数かけますが再度フォームからお知らせください。

＊価　格　　

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。 （ 代引は手数料330円別途 ）

　 荷造り・送料　　　1,300円　　　　( 東北1,500円、北海道・沖縄 1,800円 ） 　※ 資材等は別途

＊お支払い方法

◎ 郵便振替　郵便振替口座　００９６０－０－９２２００　久栄ナーセリー

◎ 代引き便　( 手数料 一律 \330を加算下さい )

◎ 銀行振込　  ゆうちょ銀行  ０９９(ゼロｷｭｳｷｭｳ)店　当座 ００９２２００　久栄ナーセリー

　　振込口座　　三井住友銀行　京都支店　【普通】 ９１９１１１３　ナガサキ　マサヒロ

◎ クレジットカード （ VISA ・ MasterCard ・ American Express 1回払が利用可能）（割引協賛セール時は除外）

　　→　Eメールでご注文の場合、折り返しオンライン決済の案内＆請求をメールでお送りします

　　→ 電話、FAXでご注文の場合は、カード番号 ・ ご名義 ・ 有効期限 ・ セキュリティコード
　　　　セキュリティコード : （カード裏面の数字下3桁　AMEXは表右上の4桁）をお知らせください　

　
＊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。

 久 栄 ナー セ リー 　　　　
      滋賀県彦根市賀田山町914        地図 ↑

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　 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70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

　

協 力 ： 国際園芸 ・ 大垣園芸 ・ ワカヤマオーキット

　

KYUEI NURSERY    2022-秋
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