
リスト No.69 

 

 2022  夏 リ ス ト
 

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

　

＊ご注文は　☎ (0749)28-4425    FAX  (0749)28-4439

             メールは、ホームページ (お問い合わせフォーム) からお願いします

※　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、返信時のトラブルで届いてないこと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　（協賛割引セール時は別途）

　　→　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

　　　２～１6ページ　　　久栄ナーセリー

　　１７～１8ページ　　　須和田農園

　　１９～２0ページ　　　万　花　園

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. aclandiae  (‘Envy ’x self) ９cm鉢 1作

おすすめ アクランディエ　(‘エンヴィ’xセルフ) 実生苗

　 4倍体らしい株姿の米国産実生苗。未だ小さいながらも兄弟株から ¥16,500

丸い花型の濃色良花が咲きました。この苗は期待大です。
 

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

おすすめ アメジストグロッサ，セミアルバ系 実生苗

NEW! 美しいセミアルバが咲いているハワイの実生苗。  ¥13,200

  スッキリした色彩の美花を多数の花をつける。 　 　

3 C. amethystoglossa, flamea strain (flamea 'Nicoline' x flamea 'Heron') 9cm鉢

 アメジストグロッサ，フラメア系 実生苗

NEW! ペタルにフラメア模様の入る花が咲き始めた当たり交配。  ¥9,900

  写真と同様の花が咲きはじめている。参考写真 　 　

4 C. amethystoglossa ( 'C.H. Giant' x 'Ching Hua') 13.5cm鉢

おすすめ アメジストグロッサ,　濃色4倍体系 実生苗

　 真っ赤の粗い大きな点が重なり合う個体のシブリング。 ¥16,500

両親とも4倍体系の極大輪花を用いた期待の交配。1-2作

5 C. (=S.) brevipedunculata 　 BS

NEW! ブレビペデンキュラタ　 開花サイズ

ブラジル　独特の赤色が特徴の小型種　kewではwittigiana。 ¥3,300

木につけて栽培してもよい。　参考写真
 

6 C. bicolor fma. coerulea 　 5B+新芽

ビカラー,　セルレア　 株高３５cm+

ブラジル　セルレア確認個体であまり大きくはならない個体　 ¥11,000

7 C. cernua 1作-BS

おすすめ セルヌア 実生苗

人気の秋咲き小型原種。1花茎あたりの花数が通常より多く、 ¥2,750

花や色も良いものが多く咲いています。栽培容易でおすすめ。

8 C. cernua, aurea strain  ('YY' x self ) 6cm鉢 BS

おすすめ セルヌア、　オーレア 実生苗

ブラジル　レモンイエローの花色となる人気の変種で小型種。 ¥4,950

1作－BS　参考写真

9 C. crispa, flamea  strain ('Wenzel Stripes' x self) 10.5cm鉢

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。 ¥4,950

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。
 

10 C. dowiana, aurea 　 6cm鉢

NEW! ドーウィアナ, オーレア 実生苗

おすすめ 黄色系カトレヤ交配種作出には欠くことのできない原種。リップに ¥4,400

入る金色の脈が大変美しい個体のシブリング実生苗。写真は参考。

11 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。
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　 サイズ / 価格 (税込）

　 12 C. guttata ，‘Do Pontel’  15cm鉢

グッタータ　'ドゥ　ポンテル' 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 ¥27,500

花弁はうす茶に点が入る。株高70cm ４B。参考写真。

13 C. labiata ( semi-alba 'select' x 'Tokyo' SM/JOGA ) 1-2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、形良くセミアルバに近い色彩のSM受賞花 ¥4,950

‘Tokyo’との交配苗。写真は’Tokyo' 

14 C. lawrenceana, flamea strain 1作-BS

おすすめ ローレンセアナ 実生苗 写真ありません

多くの花をつける多花性のタイプを用いた実生です。 ¥4,950 ごめんなさい

色彩の濃淡が美しいフラメア花が咲いている実生苗。(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

希少なサーモンピンク（カーネア）期待の苗。 ¥16,500

未開花株だが経験的に期待できる株。参考写真

16 C. mossiae fma.coerulea  'Echehiqre' BS

モシェ,　セルレア　‘エチェイグレ‘ オリジナル株

モシェとしては展開が良く型の整った大輪で、リップに入る濃いセルレアの ¥33,000

スジが印象的な優秀花。写真は辻さんのカトレヤ本に2ﾍﾟｰｼﾞに渡ってある。

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

NEW! モシェ,　セミアルバ スプラッシュ系 実生苗

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

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

19 ( 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。

20 C. nobilior, semi-alba strain （semi-alba’H.I ' x self) 7.5ｰ9.0 1-2作

おすすめ ノビリオール　セミアルバ 　 実生

 型よく、ふくよかでリップのスジが美しいセミアルバが 　 ¥11,000

咲いている実生苗。型のよいセミアルバは数が少なく貴重。参考写真

21 C. purpurata, flamea-marginata strain 　 9cm鉢

おすすめ パープラタ､　パープラタ, フラメア マルギナータ系

(x self) 栽培容易で人気のパープラタ。花弁は濃赤色が美しく縁取り ¥3,300

あるflameaで、ペタルが幅広くフラットに展開する良個体のセルフ苗。
写真は交配親。

22 C. purpurata, carnea 'Yamato' 15cm鉢

パープラタ､　カーネア 'ヤマト' オリジナル株

カーネアと呼ばれるリップが血色の色彩がたいへん美しい。交配親として ¥22,000

も知られるボリュームあるカーネアの有名花。強健でよく咲く。

23 C. purpurata, carnea  'A3' 13.5cm

パープラタ､　カーネア オリジナル株

カーネアの色は濃い方。1花茎5輪つけ花径約15cm ¥13,200

写真の個体。ボリュームあります。

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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  カ　ト　レ　ヤ　原 種 　(２)　 　
　 サイズ / 価格 (税込）

24 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。 　 　
 

25 C. nobilior, flamea strain  (‘Fatael Attraction' x amaliae-flamea‘Magnificent Masterpiece’)

 ノビリオール（‘ﾌｧﾀｴﾙ ｱﾄﾗｸｼｮﾝ’ x ‘ﾏｸﾞﾆﾌｨｾﾝﾄ ﾏｽﾀｰﾋﾟｰｽ’　） 6cm鉢

　 型の良い大輪と希少なフラメア個体とのシブリング苗。同系交配で 実生苗

フラメア花が咲いており期待できる。成長遅いがトップ苗です。 ¥13,200

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 ¥7,150

代表的人気種。再メリクロン苗。

27 C. harrisoniana 'Streeter's Choice'　 FCC/AOS BS

ハリソニアナ　‘ストリータース　チョイス‘ メリクロン

丸い花弁に明るい紫赤色の美花。発売から時間がたったが ¥11,000

色あせない良花。

28 C. schroederae ‘F.Noriko No.2'   BM/JOGA 2B+新芽

シュロデレー　‘F. ノリコ No.2’ オリジナル株

特徴ある香りの人気種。数少ない入賞花分け株。 ¥49,500

29 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

NEW! 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。

30 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

31 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受賞の濃色優秀花の 　 ¥9,900

 メリクロンです。栽培は格段に栽培しやすくなりおすすめです。   
 

32 C．violacea semi-alba flamea   (select) 4号浅鉢

NEW! ビオラセア, セミアルバ　フラメア　‘セレクト’　 全株販売

セミアルバの花弁に美しい紅色の筋が入り、フラットに開花する ¥38,500

バランス良い選別良個体。分株なしの全株販売。

33 C．violacea,  'Penny's Luck' HCC/JOS　AM/HOS 9ｃｍ鉢1作-BS

おすすめ ビオラセア　‘ペニ-ズ ラック’　 オリジナル株

NEW! ハワイで選抜された濃紫紅色のビオラセラ。形がよくフラットに開花します ¥13,200

‘Muse‘と同等クラスの良花です

34 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良交配の ¥19,800

 大きめ株の最終販売。おすすめ。　写真は兄弟株の開花例。 　
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 販売可能数↓ サイズ / 価格 (税込）

35 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。

36 C. walkeriana fma.coerulea  'Montana' HCC/JOS 9cm鉢 NBS

おすすめ ワルケリアナ,　セルレア 'モンタナ' オリジナル株

NEW! 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 ¥4,950

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。

37 C. warscewiczii  fma.semi-alba  'Katia' 10.5cm鉢1作

 ワーセウィッチ，　セミアルバ　‘カティア’ オリジナル株

同種のセミアルバの中でも大変個性な色彩が美しい個体。極大輪の ¥19,800

花を付ける高人気種。栽培に問題のない葉傷みあり。限定特価。

38 C. walkeriana  (picoty 'Baby Tears' x picoty ‘Exlior of Love’)  6-7.5cm鉢

おすすめ ワルケリアナ　(ピコティ‘Baby Tears’ x ピコティ ‘エクリオルラブ' )   実生

 まん丸でオーバーラップする大きなペタルに紅色の覆輪が入る極めて ¥11,000

形の良いセミアルバタイプの花同士を交配した実生です。写真は交配親　   交配 ♀　　　  交配 ♂

39 C. walkeriana  (‘KS select’ x flamea'PA-06')  1作-BS

 ワルケリアナ　(KSセレクト x  フラメア'PA-06')   実生

ボリュームあるフラメア花が咲き始めた最新の良交配。 ¥8,800

KS selectは展開の良いフラメア、PA-06(写真) は覆輪あるフラメア個体

40 E．adenocaula 12cm鉢BS

おすすめ エンシクリア　アデノカウラ 花芽付き

メキシコ　初夏に花径10cmほどのピンクの美しい花を多数つける ¥8,800

可憐でよい香り。

41 E. phoenicea ('Flat Form'  x 'SVO Hot Lips' ) 9cm鉢

　 エンシクリア　ホエニセア 実生苗

 中米　可愛らしいピンクリップの中型原種。1花茎に50-60輪以上の ¥6,600

花をつける新しいシブリング苗。強いチョコレートの香りがある。

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 Psh. mariae 7.5cm鉢 1作

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 ¥2,750

咲かせる初夏咲きの人気種。香りがとても良い。
　

44 Rl. digbyana ' Shoko' SM/JOGA 12cm鉢 1作

おすすめ ディグビアナ　‘ショーコ’ オリジナル株

入賞時の花径は１9cm！圧倒的なボリュームの大輪を咲かせる銘花 ¥16,500

厚い花弁で細かな欠刻が入る印象的な原産地由来の最高個体。

45 Lpt. bicolor 　　　 2号鉢でも大株！ 6cm鉢 BS

NEW! レプトテス　ビカラー， 分株

通常の個体に比べ極小型、バルブ肉太でデフォルメ ¥7,700

したような見栄えが可愛く花付き良く咲く。　

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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 カ　ト　レ　ヤ　交  配  種  （１）

　 サイズ / 価格 (税込）

51 Rlc ．Art Banta 'Mellifera' BS

アート　バンタ　‘メリフェラ’ オリジナル分株

Rod McLellan Co. 作出の大輪整形花。 ¥16,500

リップやクサビの入り方が美しくまとまりの良い美花。冬咲き。

52 Bc.  Carnival Kids ‘Green Gem’ AM/AOS・RHS　BM/JOGA 7.5㎝鉢 BS

おすすめ カーニバル キッズ　‘グリーン ジェム’  (B.nodosa x C.dormaniana) メリクロン

鮮やかな緑の花弁に赤色のリップのコントラストが美しい品種。 ¥3,300

栽培しやすく大株仕立ても作りやすい。おすすめ。

53 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。

54 Ctt . Chocolate Drop 'Makuu Lemon Drop'  (guttata x aurantiaca) 1作-2作

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 ¥3,850

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

55 C.  Cosmo-Roebling 'Omi'　　(Mini Purple x C.G. Roebling (1895)) 　 BS

コスモ レブリング ‘オーミ’ オリジナル分株

小型の株に13cmほどのコントラストが良い大輪花をつける。 ¥22,000

リップは濃紫色でペタルに大きくクサビが入る色彩が美しい

56 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

ピンクの極大輪で、ペタルが大きくオ-バーラップする。 ¥8,800

冬咲き

57 C ．Crown Princess Michiko 'Hozu'　PC/JOS BS

クラウン プリンセス ミチコ　‘ホズ’　( Marion Patterson x C. Bob Betts ) オリジナル株

 白色大輪のクラッシックカトレヤ。60年も前の登録とは思えない　 ¥11,000

形の良さ。流石プリンセス。冬咲き

58 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。

59 C . Interglossa, coerulea 'Super Blue' BS 13.5cm鉢

おすすめ インターグロッサ　'スーパーブルー'    ( intermedia x amethystoglossa ) オリジナル株

 原種どうしの交配によるセルレアのクサビ花です。 ¥33,000

 早秋にボール咲きとなるので見応えあり楽しめます。

60 Rlc . Last Dream 'Vivian' SM/JOGA 　 13.5cm　BS

 ラストドリーム　`ビビアン'　　(Success Dream x Dream Paradise) メリクロン

 ビビットなカラーが印象的で、よく目立つ個体です。 　 ¥11,000

 冬のイベントが多い12～３月頃に咲いてくれる。花持ちも良い。　　　　 　 　

61 Rlc . Malworth 'Orchidglade' FCC/AOS 12cm鉢BS

マルウォース　‘オーキットグレイド’ メリクロン

Jones & Scully社が作出しFCC受賞当時は敵なしと言われた黄色の歴 ¥6,600

史的な名花。入賞から50年経過。リメイク品が丁度BSサイズでお買い得。
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　 サイズ / 価格 (税込）

62 Ctt . Mary Elizabeth Bohn 'Akiyama' SM/JOGA 15ｃｍ鉢

マリー エリザベス ボーン ‘アキヤマ’　　(Blue Boy x Gur. bowringiana ) オリジナル株

 中輪多花性ブルー系花の人気品種。 ¥49,500

‘Akiyama’は整型で、特に色彩が濃く美しい優良個体のオリジナル株 大きめ株

63 Ctyh . Merry Green ‘Trilabelo' 10.5cm鉢 1作

メリーグリーン　‘トリラベロ’    (‘Green Pride’ FCC(写真左)のメリクロン変異個体) メリクロン

 グリーンの花弁に、赤色リップのコントラストが美しい多花性大型種です。 ¥5,500

ペタルがリップ化した丸弁の優良個体で、花にボリュームがあり見事。
↑Green Pride/trilabelo↑

64 C ．Mini Purple 'Blue Sky' 　BM/JOGA (pumila x walkeriana) 3号鉢 BS

おすすめ ミニパープル　‘ブルースカイ’　　 オリジナル株

ブルーのミニカトレヤで一斉風靡した Mini Purple fma.coeruleaの代表的な ¥9,900

個体で、後に多数の良花を産んだ有名個体の貴重なオリジナル株。

65 Rlc . Mikawa Rainbow #1 12cmBS

 ミカワ　レインボー　‘＃１’　　(Surprise Rainbow	x Penny Kuroda ) 花付き

 S 緑黄色に赤色細点、P 白色に赤紫色が大きくクサビ状、L 濃赤紫、 ¥11,000

中輪良型花を 10 輪前後、初夏咲、

66 Rlc.  Mikawa Rainbow #3 12cmBS

ミカワ　レインボー　‘＃3’　　(Surprise Rainbow	x Penny Kuroda ) 花付き

分け株なしの選別品。S 黄色、P 幅広くほぼ全体に赤紫色 ¥9,900

L 濃赤紫色の中輪良型花を 10 輪前後つける。初夏咲
 

67 Rlc . Mikawa Rainbow 未選別品 一部 シース付

ミカワ　レインボー　　　(Surprise Rainbow x Penny Kuroda ) 実生

見応えのある当たり交配で色彩変化がある種の既開花株の中から ¥4,400

ざっと選別したものです。中輪多花性の初夏咲。

68 C . Mishima Luster ‘Jean’　FCC/AOS BS

おすすめ ミシマ ラスター ‘ジーン’ (C. Wine Festival x schilleriana) メリクロン

濃いラズベリーレットの多花性種夏咲種。FCC受賞時には輝くような光沢 ¥16,500

のある質感の花弁と表現されている。13cm超の大輪花を多数。
 

69 Prosrhyncholeya (Pry.)   Muscat Smile  'Green Mountain' 7.5cm鉢

 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

(Psh. mariae x Lester McDonald）　　グリーン系大輪種に、Psh.マリエを ¥3,850

交配したユニークな大輪種。非常に色彩鮮明で人目をひきます。夏咲き

70 C . Penny Kuroda ‘Spots’　(Penny Kuroda Group) 12cmBS

ペニークロダ　‘スポッツ’　(Summer Snow x guttata ) オリジナル株

10cm弱の花をボール状に１５輪ほどつける夏咲き２葉系交配種。代表的銘花で ¥27,500

あり交配の親品種として多くの優良花作出に貢献した。オリジナルは株も花も良い。
 

71 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

NEW! 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 ¥3,300

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。

72 Rｌｃ . Princess Kiko ‘Hohoemi’　BM/JOGA １２ｃｍ鉢1作

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

90年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 ¥6,600

で清楚な印象の中大輪を5輪つける。少量のリメイクを生産した最終品。
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 販売可能数↓ サイズ / 価格 (税込）

73 Bc.  Sanyo Point    (B. nodosa  x C. Sanyo Splash) 1作-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。

　
74 Ctt . Scarlet Drop 'Haru'　(Chocolate Drop x warneri) BS

 スカーレット ドロップ　'ハル' 国産メリクロン

 ワーネリーとの交配により、スカーレット色(緋色）の大きな花を多数つける。 ¥4,400

株は比較的コンパクトなのに10輪ほどの大きなボール咲きで見応えあり。  

75 Rlc . Spanish Eyes 'Tian Mu'  (Apricot Flare x Memoria Wang Tzu-Chang) 12cm鉢

スパニッシュアイズ　‘テンム’ メリクロン

鮮やかなオレンジ色の大輪花です。花型が良く咲かせやすい。 ¥3,850

76 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'

77 Rlc.  Success Beauty 1作-BS

おすすめ サクセス　ビューティー　選別個体 ( Karbela Beauty x Success Dream ) 1点もの

個体による花色の変化が大きく面白いので、色彩で選別したもの。　 ¥9,900

リップほぼ全面が赤色に鮮明な黄色の色彩。秋-冬咲きの大輪。 　

78 Rlc.  Success Beauty '22-#7' BS

おすすめ サクセス　ビューティー　'22-#7'　( Karbela Beauty x Success Dream ) 1点もの

個体による花色の変化が大きく面白いので、色彩で選別したもの。　 ¥16,500

リップベタ赤の大輪花　ペタルに大きなクサビ

　 79 Rlc.  Success Beauty 22＃4 BS

サクセス　ビューティー '22-4'　( Karbela Beauty x Success Dream ) 1点もの

個体による花色の変化が大きく面白いので、色彩で選別したもの。　 ¥33,000

ペタル淡サーモン色に赤色の大きなポイントが入る。

80 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。

81 Rlc.  Village Chief Headache 'Golden Baby'( Shinfong Gold Gem　×　Chunyeah ) 12㎝鉢 BS

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大輪花。秋冬咲き。 ¥5,500

リップ橙色のフリルが入り、中央に赤色のアクセントが入る。 参考写真

82 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で、あっと驚くように ¥4,950

人目を引くセミアルバの大輪花です。

83 Ett.  Volcano Trick 'Paradise' 12cm鉢 BS

ボルケーノ　トリック　‘パラダイス’ メリクロン

米国で作られたオレンジ色のコントラストが大変目立つエピカトレア。 ¥8,800

花茎が分枝しながら伸びて開花する。ボリュームがあり見応えあり。
 

カ　ト　レ　ヤ　交  配  種 　(２)　
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 販売可能数↓ サイズ / 価格 (税込）

84 C ．未登録（Horace x Benikomachi)　202103 BS

おすすめ (ホーレイス x ベニコマチ)　選別個体 オリジナル株

 輪郭がこれほど美しいカトレヤは少ないと思わせる、極めて良形の ¥27,500

丸弁で良型のミディーカトレア　3月初旬と5月中旬に開花。

85 Rlc . Waikiki Gold 'Fumi' CR/HOS BS

ワイキキゴールド　‘フミ’　　 ( Pink Surprise x C.forbesii ) メリクロン

ハワイの懐かしい人気品種。初秋にスッキリした感じで咲き、長く咲いてくれます。 ¥9,900

この時期の黄色一色花は少なく貴重。状態良く残っているのは奇跡。1株限り

86 Bc . (Catherine H. Chatham x　C. Shellie Compton) 1作

おすすめ （キャサリン H. チャザム (nodosa x labiata) x シェリー コンプトン） 実生

紅色のリップと、白色のペタルのコントラストが印象的なセミアルバ大輪で ¥4,400

写真のような大きな花が咲いている交配苗です。写真は同交配  

　  

　 肥料　 モルコート　 （プロが使う　洋らん用緩効性肥料）
305     N-P-K :　１３－１３－１３　微量要素入り    330グラム ¥2,750

   年一度あげるだけで効果は１８０日間持続します (330g)

　 液肥 「F1」「X5」「R7」　　セットで使うと相乗効果も期待
306 「スーパーＦ１」・・・病気になりにくい株作りや活着促進効果で注目。 ¥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 (140g)

 　が高く、開花促進・花芽の充実や花色の向上が期待できます。

307 「スーパーＸ5」・・・芽・株のための肥料 ¥2,750

　  　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。

308 「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)

　 支柱キャップ　　（若草色） 各100入

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

310  　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) 
312  　 支柱クリップ　 特大  (XL：大きさ約25mm )　       10個入 ¥220

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

314     支柱クリップ　　  中 　( M： 大きさ約12mm )   　 20個入 ¥220
※クリップの寸法は、軸から爪の先端までの内寸

315 カラーラベル　　  　　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

JOGA 入賞花集　Vol.39 (2020-2021) 　　　　2022年6月末から発売開始

318 ※　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 ¥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。

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

317  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月発売です
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101 Den. auricolor       (= Diplocaulobium auricolor) 6cm鉢

おすすめ アウリカラー     (ディプロコーロビューム アウリカラー） 実生苗

 パプア・ニューギニア　大変珍しく最高に綺麗なデンドロビュームの苗。 ¥3,080

低地から高地まで自生する種で高温にも強く栽培は容易。 小さいが良株

102 Den. densiflorum 13.5cm鉢

デンシフロラム 　 株高35cm+

濃い黄色オレンジの花を下垂させて咲かせるカリスタ系の ¥7,700

人気原種。大きめの株

103 Den. dichaeoides 6cm鉢

ディカオイデス 　

落葉したバルブ先端に濃ピンクの極小さい花を10輪ほど付けます。 ¥2,200

丈夫になってきたので、木付しても面白い。

104 Den. lawiense 6cm鉢

おすすめ ラウィエンセ 実生苗

 ボルネオ原産　cinnabarinumに似ている独立種で栽培しやすい。 ¥3,850

とても綺麗なデンドロビュームの苗です。 株高10-15cm

105 Den. lasianthera, sepic blue 7.5cm

おすすめ 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、 ¥4,400

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。

106 Den. ostrinum 6cm鉢

おすすめ オストリナム 実生苗

パプア・ニューギニア原産　ブルー系のデンドロビュームです。 ¥3,300

ニューギニアでも低地原産なので、とても丈夫で育てやすい種。 　

107 Den. stratiotes 13.5ｃｍ鉢BS

ストラティオテス 株高70cm↑

 スラウェシ、マルク　セパル緑白色、ペタルねじれて立ち上がるスパチュ ¥13,200

 ラータ系の人気種。花持ち大変良く大株にすれば見事。栽培し易い。

108 Den. wilsonii 6cm鉢

おすすめ ウイルソニー 実生苗

 中国南部 星型の花弁は白色でリップ喉元に黄目が入る。株の割に ¥3,300

かなり大きめの花が咲きます。2号鉢でも一部開花がみられる苗。 　

109 Den . Fire Wings　(Big Alex x Silver Wings) 10.5cm鉢

ファイアーウイングス　 　

リップ濃赤色でペタルにも筋が入るタイプ。多くの花茎をつけて ¥4,950

くれ花保ちも良いので展示会にも向く。冬～春咲きのデンドロ。

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

NEW! 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。

111 Den . Senbazuru 'Yoshino' 　JC/JOGA ( officinale　×　Nagasaki ) 7.5cm鉢BS

センバズル　‘ヨシノ’　 高円宮妃杯 農林水産大臣賞など受賞多数 オリジナル株

黄花セッコクの血を引くミディタイプ。花付き、花数ともに極めて良く ¥13,200

ボリュームある株になる。展示にも向く。

写真ありません
ごめんなさい

デンドロビューム
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　 　 サイズ / 価格 (税込）

112 Den. Tzeng-Wen Jewel 　(Jan Orinstain x polyanthum ) 開花サイズ

NEW! ツェンベン ジュエル 　  (Jan Orinstain　= aphyllum　x　polyanthum） 株高70cm

濃いピンクに白リップのコントラストが美しく下垂させるJan Orinstainのイメージは ¥5,500

そのままに、バルブが素直に長く伸び、より花がつきやすくなった新しい交配種。

121 Acampe(Acp.) praemorsa var. longepedunculata　(rigida) 12ｃｍ鉢 BS

アカンペ　プレモーサ，ロンギペデｭンキュラタ

中央アジア 　バンダに近縁の原種。　株は厚くて革のような葉をもち、 ¥4,950

花は黄オレンジ色で内面に赤オレンジの縞模様が入り香りがある。

122 Aerangis ellisii (syn. platiphylla) 木付　花芽付

NEW! エランギス　エリシー

マダガスカル　長年栽培してきた原産地由来株。開花すると綺麗に並んだ ¥16,500

距が長く伸びて大変美しい。販売株は花茎35cmにツボミ9輪。現品のみ

123 Angcm. eburneum subsp. giryamae  12cm鉢

アングレカム エバニューム, ギリアマエ 1-2作

エバニュームで、ケニアからタンザニア産のものがギリアマエと言われる。 ¥4,950

通常種と比べ株はコンパクトな種。

124 Angcm. scottianum BS 花付

NEW! アングレカム　スコッチアナム 株高15cm 

マダガスカル、棒状葉を互生させる6-7.5cm鉢程度の小型種。 ¥5,500

丸い大きなリップと、10cm以上に伸びる長い距には驚かされる。

125 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。

126 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 ¥11,000

(8-15cm)の淡ピンク-紫紅色のかたまりに花を多数つけます。

127 Bulb. makoyanum　’Omi' 7.5ｃｍ鉢 BS

NEW! バルボフィラム　マコヤナム ‘オーミ’

細くて折れてしまいそうな花弁が放射線状に広がる可憐な花。 ¥8,800

明るい黄色の色彩が特徴の個体。

128 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

129 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。 ¥11,000
(複数芽立ち)

130 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。

写真ありません
ごめんなさい

　その他の属 （1）
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サイズ / 価格 (税込）

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

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。　  

132 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。

133 Ctsm. saccatum 1作-BS

NEW! 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 ¥3,850

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。

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

NEW! 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。

135 Coel.  (Memoria Louis Forget 'Bambi' GM/JOGA(OG) x Tiny Hope ) 　 フラスコ

おすすめ （メモリア ルイス フォゲット(mooreana x speciosa)　x　ﾀｲﾆｰﾎｰﾌﾟ(speciosa x miniata)） 20-25本入

NEW! 橙色の色彩が人気のタイニーホープと、花径11cm超えるGM受賞花 　 ¥13,200

(OG株)を交配したフラスコ苗。　少量限定生産品

136 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

NEW! 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

137 Gomenkoa  Little Angel　　(Zelenkoa onusta x Gomesa flexuosa ) 7.5cm鉢BS

ゴメンコア　リトルエンジェル　（= オンシジューム　リトルエンジェル）

草丈10cmほどのミニオンシジューム。 ¥1,650

明るいレモンイエローの花色が美しく、栽培も容易で咲かせやすい。

138 Oeceoclades (Oecl.)  spathulifera 　 BS

オエセオクラデス スパチュリフェラ

マダガスカル　ユーロフィアなどと近縁の地生の小型種。花茎が長く伸び 　 ¥5,500

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。   

139 Oncsa . Sweet Suger 'Lemon Drop' HCC/AOS　種苗法登録品種(第26261号) １作

オンシデサ　スゥイート　シュガー ‘レモン ドロップ’ メリクロン

NEW! メリクロン変異でレモンイエロー 一色となる個体を選抜し増やしたもの。 ¥3,300

もともとが花径5cmにもなる巨大輪。花茎は作りこむと1mほどになる。

140 Papilionanthe  sp 'Olympic Rings'  　

おすすめ パピリオナンセ　sp　‘オリンピックリングス’ オリジナル株

突然変異で出た大変珍しい個体。葉がリング状にまん丸で ¥11,000

オリンピックの五輪のような不思議な株です。　

161 Phal. gigantea  片葉の長さ約25cm

おすすめ 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。

　その他の属 （２）

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）

162 Phal. gigantea, alba strain  ('Ta-Wei'  CBR/TOGA  x self) 　 片葉の長さ約25cm

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' ¥11,000

 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。   

　 　

163 Phal. lobbii fma. flavilabia BS

NEW! 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。

164 Phal. schilleriana BS (9cm鉢）

おすすめ ファレノプシス シレリアナ 実生

 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。 ¥4,400

色彩が良く多数の花をつける。参考写真

165 Phal. schilleriana,  silver leaf 浅鉢5号 　

ファレノプシス シレリアナ，　シルバー リーフ　選別株 選別株

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。 ¥11,000

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。 片葉の長さ18cm

 
166 Phal. stuartiana BS

ファレノプシス  スターティアナ  

 フィリピン　オフホワイトに細かな赤い斑点が上品に入る美しい中輪花。 ¥5,500

花茎から枝分かれさせながら多数の花をつける人気種。

167 Phal. stuatiana var. nobilis BS

ファレノプシス スターティアナ var. ノビリス 実生苗

フィリピン　貴重な花色が黄色系となる変種。初花開花程度の株。 ¥4,950

葉に模様が入るタイプで、シレリアナと同様多くの花を咲かる人気種。 (同交配開花例)

168 Phal. honghenensis BS

ファレノプシス  ホンゲネンシス 複数花芽つき

　 雲南原産の希少種。落葉するタイプ。香りあり。原産は２０００mほどの ¥7,700

高地とあるが普通に夏越しする。低温にも強いようだが不明。写真の花

169 Phal. violacea, Indigo (select) BS 9cm鉢

おすすめ ファレノプシス 　ビオラセア,　インディゴ (選抜個体) 選別株

 花形もたいへん良く、花弁先端まで全体が ¥16,500

藍色の色彩となるインディゴの優秀花の選別個体です。

170 Phal. wilsonii  (Blue Lip) 板付け

おすすめ ファレノプシス ウイルソニー　ブルーリップ 花芽つき

　 中国雲南　普通種に比べ、リップがブルーとなる変種。 ¥13,200

　 花芽つき

171 Phal.  Liu's Berry 'Trinity'　(Eduardo Quisumbing x parishii) BS

おすすめ ファレノプシス 　リウズ　ベリー　‘トリニティ’ メリクロン

 小型原種パリシーの子供。鮮やかな色彩が華やかで可愛い3弁花。3弁花で ¥3,850

ない通常個体より花が大きく多数の花をつけるので見応えある。

172 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

特別なインディゴ(藍)色と言われている今までなかった個体。 ¥3,850

中輪花を分枝させながら多数つける。

　その他の属 （３）
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　 　 サイズ / 価格 (税込）

173 Phal . Tying Shin Fly Eagle 'Wilson'　(tetraspis x Dragon Tree Eagle) 花芽つき

ファレノプシス  ティン シン フライ イーグル　‘ウイルソン’ メリクロン

花が咲く時々で柄が変化するテトラスピスの交配から生まれた、 ¥5,500

赤茶色と黄色の美しい柄が入るメリクロンです。

174 Pyp . Kalihi 'Big'  BM/JOGA BS

サイコプシス　カリヒ　‘ビック’ メリクロン

オンシジュームの仲間　特に巨大輪をつける優秀個体のメリクロン 　 ¥3,300

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。限定特価

175 Rnst. Bankok Beauty 　(Rnst. Azimah x Ren. Bangkok Flame) 開花サイズ

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

176 Schoenorchis (Sns.)  seidenfadenii 花芽つき

おすすめ シェノルキス　セイデンファデニー 　木つけ

NEW! 手のひらにのる極小型種。fragransに似るが花色は極淡ピンク～極濃紅色 　 ¥3,850

　 まで変化ある希少種。写真はセルレアスプラッシュ開花例。未選別株。
　 　 　
177 Sedirea japonica BS

NEW! セディレア　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。 ¥3,300

178 Seidenfadenia mitrata, yellow 木付（大）　

セイデンファデニア　ミトラタ,　イエロー系 　

リップの赤色とセパル・ペタルは淡黄茶色になる花でコントラストが ¥6,600

美しい。写真の花が咲いた株と同程度の大きめ株。(花なし)

179 Seidenfadenia mitrata, alba 木付　

セイデンファデニア　ミトラタ,　アルバ １芽

希少な白色の個体。 ¥6,600

180 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。

181 Tolumnia Popoki    （ Tolumnia Puff × Tolumnia Phyllis Hetfield ） 2号鉢

トルムニア　ポポキ

NEW! オンシジュームの近縁属で小さな剣葉タイプのランです。 ¥3,080

深いワインレッドの色彩が人目を引く。木につけてもよくできる。

182 V. coerulea　(Dwarf type） 1作

バンダ　セルレア 実生

 多くの優秀花が咲いた実生から最も優れた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。

183 V. coerulea, pink 1 花芽 2付

バンダ　セルレア,　ピンク 　

鮮やかなブルーの色彩と網目になるところ、しっとりしたピンク色の ¥13,200

色彩となる変種です。

写真ありません
ごめんなさい

　その他の属　（4）
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　 　 サイズ / 価格 (税込）

184 V. tessellata 　 BS

おすすめ バンダ　テッセラータ メリクロン

インドからミャンマーに自生するバンダの原種。美しいブルーのリップ ¥5,500

とのコントラストが良く目を引く。香りがよい人気の原種。

185 V.  Kulwadee Fragrance 'No.9 Dark Spot' (Gordon Dillon x Guo Chia Long) BS

バンダ　クルワディ　フレグランス　’No.9　ダークスポット’ メリクロン 　

黒に近いダークパープルの点が入る極大輪整形タイプの優秀花です ¥7,150

　

186 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。

187 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です。株には色素がたっぷりのっています。 ¥5,500

近年の苗は花型が随分良くなっているようです

　 188 Paph. hangianum (LS=25cm)

NEW! パフィオペディルム　ハンギアナム 実生苗

写真は同交配の開花例で次々に素晴らし花が咲いている ¥55,000

極めて入手困難な実生苗。

189 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　参考写真

190 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、希少なフラバムの花が咲いている。 ¥16,500

国産で生育良い苗です。　

191 Phrag. kovachii  ('Yashima' x self) LS=13-15cm

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! 国内でよく育った株から取れた国産の生育が良い実生苗。 ¥11,000

参考写真
　

192 Phrag. Asendorf Red Eagle LS30cm程度

 (Sunset Glow ‘Red Challenge' x Fritz Schomburg 'Red Fusion') 実生

赤くて大きな花を多数咲かせるフラグミを期待。12ｃｍ程の花を多数つける ¥13,200

Sunset Glowに大変濃い赤花を咲かせるFritz Schom.を掛け合わせた交配。
♂ Fritz S.参考写真

193 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

兄弟株では、花型のよい花が咲いている。

194 Phrag.  Grande 'Val'  　HCC/AOS　　(caudatum x longifolium ) 4/5号鉢

おすすめ フラグミペディウム　グランデ　‘バル‘ オリジナル株

 展示用にも便利。ボリュームある長いペタルが印象的な有名種。  ¥6,600

　オリジナル株　　　　　4号2芽中株 / 大きめ株は5号5芽程度 　 ¥16,500

写真ありません
ごめんなさい

その他の属　（5）
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　  販売可能数↓ サイズ / 価格 (税込）

S1 C.labiata fma.rubra x sib (‘Dark Beauty' x ‘Schuller' BM/JOGA) 10 6.0cm鉢

カトレヤ　ラビアタ、ルブラ系 （シブリングクロス） 実生苗

秋咲きの基本原種ラビアタですが、濃色花同士を掛け合わせた新しい ¥2,750

実生苗です。まだ小苗ですが次世代の立派な濃色花を期待します！

S2 C.maxima fma.alba x sib (Select x ‘J&L' SM/JOGA) 10 9.0cm鉢

カトレヤ　マキシマ、アルバ系（シブリングクロス） 実生苗

過去の当園実生からのセレクト品に銘花‘J&L'を戻し交配しました。 ¥3,850

更なる多花性のアルバ個体が期待できる新しい実生です。

S3 C.maxima fma.alba 'Suwada' SM/JOGA 1 10.5cm鉢

カトレヤ　マキシマ、アルバ ‘須和田’ オリジナル

ワイルドな咲き方が美しいマウンテンタイプのアルバ個体です。 ¥49,500

少し小ぶりな4バルブの分け株なのでお買い得価格になっています。

S4 C.[L.] tenebrosa fma.aurea x self (‘Walton Grange' x self) 10 6.0cm鉢

カトレヤ　テネブロッサ、オーレア系 実生苗

AOS、RHS共にFCC入賞の超有名個体をセルフ実生しました。 ¥2,750

初花までには数年かかりますが、良花が続出することを祈ります。
 

S5 C.violacea fma.flamea ‘Vitorear' SM/JGP,SBM/JOGA 1 12.0cm鉢

カトレヤ　ビオラセア、フラメア ‘ビトレアール’ オリジナル

スペイン語で「歓呼」「喝采」という意味の個体名が付けられた ¥110,000

優秀個体です。6バルブの開花サイズ良株の初売りです！

S6 C.wallisii fma.fantasia ‘Rafaela' 1 18.0cm浅鉢

カトレヤ　ワリシー、ファンタジア ‘ラファエラ’ オリジナル

ブラジル原産の中型原種ワリシーの特選個体です。花弁の先端に入る ¥55,000

スプラッシュが美しい花です。10バルブ＋新芽3本の良株です！

S7 C.[Lc.] Tsubasa ‘Fantasy Wings' 1 15.0cm鉢

カトレヤ　ツバサ ‘ファンタジーウィングス’ オリジナル

(purpurata x wallisii) という原種同士の交配から選抜された個体です。 ¥27,500

濃色のリップに喉奥の黄色がクッキリと分かれる美花です。開花サイズ

S8 Bc.Shellie Nodosa ‘Mari' SM/JOGA 10 7.5cm鉢

ブラソカトレヤ　シェリーノドサ ‘マリ’ メリクロン

高円宮妃杯を受賞している美しい中大輪花です。原種ノドサの子供 ¥5,500

ですが、花弁は丸みを帯びて可愛らしい雰囲気です。1作苗

S9 C.[Slc.] World Vacation ‘Costa del Sol' BM/JOGA 10 6.0cm鉢

カトレヤ　ワールド バケイション ‘コスタ・デル・ソル’ メリクロン

濃色のリップが美しく、この品種の中でも人気が高いミディカトレヤ ¥2,750

の個体です。待望のメリクロン苗がやっと出来ました。2作苗

S10 Ctt.[Lc.] Mini Sparkle ‘Anny' 10 6.0cm鉢

カトリアンセ　ミニ スパークル ‘アニー’ メリクロン

満作時には一花茎に10輪もの濃色花を咲かせる冬咲きのミディです。 ¥2,200

新発売の2作苗ですが、生育旺盛に育ってきています。

S11 Rlc.[Pot.] Lehualani Beauty ‘Volcano Queen' 5 12.0cm鉢

リンコレリオカトレヤ　レフアラニ ビューティー ‘ボルケーノ クイーン’ メリクロン

ファジーレッドが美しい中大輪花です。主に秋咲きですが、不定期に ¥8,800

花芽を伸ばすこともあります。尖ったペタルが格好良いですね。BS

須 和 田 農 園
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　  販売可能数↓ サイズ / 価格 (税込）

S12 Rlc.[Pot.] Next Century ‘Elizabeth' SBM/JOGA 10 10.5cm鉢

リンコレリオカトレヤ　ネクスト センチュリー ‘エリザベス’ メリクロン

大輪整型ラベンダーの王道を突き進む品種です。満作時には ¥7,700

写真のように花並び良く咲いてくれる冬咲きです。2作苗

S13 Rlc.[Pot.] Volcano Fire ‘Pacific Red' BM/JOGA 10 10.5cm鉢

リンコレリオカトレヤ　ボルケーノ ファイヤー ‘パシフィック レッド’ メリクロン

赤の大輪花は栽培が難しいと言われ続けていますが、この品種は ¥7,700

生育面でかなり改善されました。冬咲きの真っ赤な花です。1作苗

S14 Coryhopea Wistman's Wood ‘Spotted Bells' AD/AOS 1 12.0cm鉢

コリホペア　ウィストマンズ ウッド ‘スポッテッド ベルズ’ オリジナル

大変珍しいコリアンテスとスタンホペアの属間交配種です。春咲きで ¥16,500

久しぶりの分け株販売です。8バルブの良株なのでお見逃しなく！

S15 Cym.Samurai Soul ‘Chocolate Fountain' SM/JGP 5 18.0cm鉢

シンビジューム　サムライ ソウル ‘チョコレート ファウンテン’ メリクロン

原種の面影を強く残す冬～春咲きの交配種です。「和」と「洋」が ¥5,500

上手くミックスされた雰囲気の美しい花です。開花サイズ

S16 Phaius tankervilleae fma.semialba x self 3 18.0cm鉢

ファイウス　タンカービレ、セミアルバ系 実生苗

「鶴頂蘭」という和名が付いている原種ですが、普通種は茶色の花 ¥13,200

です。淡いグリーンにピンクのリップが美しい春咲きです。開花サイズ
 

S17 Psh.cochleata ‘Kite' SM/JGP 1 12.0cm鉢

プロステケア　コクレアータ ‘カイト’ オリジナル

「タコ蘭」として名が通っているメキシコ産の原種ですが、この個体は ¥16,500

花茎が1ｍ以上も伸び次々と花を咲かせる優秀個体です。開花サイズ

S18 Stanhopea saccata ‘Pure Water' SM/JOGA 1 12.0cm浅鉢

スタンホペア　サッカータ ‘ピュア ウォーター’ オリジナル

メキシコから中米にかけて分布する着生蘭ですが、この特選個体は ¥19,800

普通種に比べ二回りも大きな花を咲かせる美花です。開花サイズ

S19 Trichoglottis luchuensis fma.alba x self 3 9.0cm鉢

トリコグロティス　ルチュエンシス、アルバ系 実生苗

「西表蘭」または「入面蘭」という和名で親しまれている原種です。 ¥8,800

中でも珍しいアルバ個体の開花サイズをご用意しました。鉢植えです。

S20 Vanda Amoena (Select A) 1 LS30ｃｍ

バンダ　アモエナ オリジナル

1897年に登録された(coerulea x tessellata)という原種同士の交配種 ¥16,500

をリメイクし選抜した個体です。株高90cmの立派な分け株です。

S21 Vanda Bai Blue 1 LS40ｃｍ

バンダ　バイ ブルー メリクロン

近年目にすることがなくなった綺麗な編み目模様が美しい青紫の ¥19,800

大輪花です。株高90ｃｍ毎年咲いている立派な株です！

S22 Vanda Elly Carroll 5 LS35ｃｍ

バンダ　エリーキャロル メリクロン

人気原種サンデリアナの面影を色濃く残す交配種です。ツートンカラー ¥4,950

の美しい赤紫の大輪花で、株高30ｃｍの1作苗です。
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 販売可能数↓ サイズ / 価格 (税込）

M1 Phal. tetraspis  fma.alba  x sib 3 既花株

ファレノプシス テトラスピス、アルバ シブリング株

アマンダン・ニコバル諸島に自生する原種。普通個体は花弁に褐色などの ¥3,300

色が入りますが、アルバ個体のシブリングですので純白の花を咲かせます。

M2 Phal. tetraspis  'Miki Purple' x sib 3 開花サイズ

ファレノプシス テトラスピス 'ミキ パープル' シブリング株

とても綺麗な色彩の花を咲かせる'ミキ パープル'のシブリング株です。 ¥5,500

栽培も簡単で花茎を伸ばしながら次々と花を咲かせてくれます。

M3 Phal. bellina  fma.coerulea  x sib 3 開花サイズ

ファレノプシス ベリーナ、セルレア シブリング株

ボルネオに自生する原種。香りの良いコチョウランで有名なベリーナのブルー ¥3,300

系実生株です。次々と花を咲かせるので長い期間お楽しみいただけます。

M4 Phal. violacea  Indigo x sib 3 既花株

ファレノプシス ビオラセア インディゴ シブリング株

マレーシア、スマトラに自生する原種。ブルー系濃色のインディゴタイプの ¥6,600

シブリング株。未選別ですので素晴らしい濃色個体が期待できます。
 

M5 Phal. hieroglyphica  x sib 3 開花サイズ

ファレノプシス ヒエログリフィカ x sib シブリング株

フィリピンに自生する原種。花弁に入る模様がとても綺麗な原種で大株に ¥4,400

すると花茎がたくさん上がるので非常に見応えがあります。

M6 Phal. amboinensis  x sib 3 開花サイズ

ファレノプシス アンボイネンシス x sib シブリング株

スラウェシ島、マルク諸島に自生する原種。シブい色彩のコチョウランの原種 ¥3,850

で花茎を伸ばしながら次々と一輪ずつ花を咲かせます。

M7 Ctsm. pileatum fma.album 3 １作開花

カタセタム ピレアナム、アルバム

トリニダード・トバゴに自生する原種。普通個体は茶色系の花を咲かせます ¥4,400

が本個体は純白の美しい花を咲かせます。

M8 Monn. Millennium Magic 'Witchcraft' 3 開花サイズ

モニエララ ミレミアムマジック 'ウイッチクラフト' メリクロン株

(Catanoches Midnight Jem x Mormodes sinuata )　3属間交配の真っ黒な ¥6,600

タケノコです。イカ墨を思わせる黒さで光沢のある花弁の花を咲かせます。

M9 Aeranthes ramosa 3 １～２作開花

エランテス ラモサ

マダガスカルに自生する原種。細い花茎を５０ｃｍ以上、下垂させながら ¥4,400

伸ばし、その先端に次々とグリーンの花を咲かせる面白い蘭です。

M10 Angraecum sesquipedale  'Tokyo' x self  (Special Big Flower) 3 開花サイズ

アングレカム セスキペダレ '東京' x セルフ セルフ株

マダガスカルに自生する原種。本セルフ交配は非常に成績が良く、兄弟株 ¥16,500

は非常に大きな花を咲かせ始めています。今回の一押し！！

M11 Den. Pixie Princess 'H&R' 3 開花サイズ

デンドロビューム ピクシー プリンセス 'H&R' メリクロン株

Den. (Pixie Nani x canaliculatum )　ケーンタイプで花弁がレモンイエロー、 ¥3,300

リップが紫のたいへん綺麗な色彩の花を咲かせます。

万 花 園
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 販売可能数↓ サイズ / 価格 (税込）

M12 Den. leporinum  'Hyperion ' SM/JOGA 1 開花サイズ

デンドロビューム レポリナム 'ヒペリオン' オリジナル株

世界らん展2013にて最も優れた原種に与えられるWOC特別賞を受賞した ¥77,000

濃色個体です。その後もブルーリボンなど数々の賞を受賞しています。

M13 Den. anosmum  'Splash' 3 開花サイズ

デンドロビューム アノスマム 'スプラッシュ' メリクロン株

ラオス、ミャンマーに自生する原種。花弁にスプラッシュが入る非常にきれい ¥5,500

な花を咲かせてくれます、香りもお楽しみいただけます。

M14 Den. lindley 'Florida Sunshine' HCC/AOS  大株 1 開花サイズ

デンドロビューム リンドレー 'フロリダ サンシャイン' オリジナル株

タイ、ミャンマーに自生する原種。非常に有名な個体で花茎が長く伸び、 ¥22,000

花が大きいのが特徴です。１０バルブ以上の大株です。

M15 Rhy. gigantea  (Spot) 3 約２作開花

リンコスティリス ギガンティア　（スポット）

ラオス、タイに自生する原種。本個体はスポットが入る個体で１花茎に多数 ¥3,300

の花を咲かせます。もちろん香水のような素晴らしい香りも楽しめます。

M16 Paph. Pacific Lake (Amarillo Star'2013-13' x Emerald Lake 'Perfect Circle') 1 開花サイズ

パフィオペディラム パシフィック レイク オリジナル

写真のように花型が整った優良個体で花径は15.8ｃｍです。実生選別品 ¥110,000

ですのでご自由に個体名をお付けください。分株なしの一品物です。
 

M17  Bulb. purpureorhachis  'Aina Okika' 1 開花サイズ

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

コンゴ共和国などのアフリカに自生する原種。本個体は長く伸びることで ¥22,000

有名で花の咲く姿から「コブラオーキッド」とも呼ばれています。

M18 Bulb. habrotinum 1 開花サイズ

バルボフィラム ハブロティナム

バルネオに自生する原種。長く垂れ下がって花がく姿は不思議で非常に ¥4,400

面白いです。変わった花がお好きな方にお勧めです。

M19 Stanhopea tigrina 1 開花サイズ

スタンホペア ティグリナ

メキシコに自生する原種。主に鉢底から花芽を真下に伸ばし大きな迫力の ¥5,500

ある花を咲かせる珍種です。香りもあります。

M20 Gastrochilus retrocallus  'Three Lip' 3 開花サイズ

ガストロキラス リトロカラス 'スリーリップ'

南西諸島、台湾に自生する原種。日本の南にも自生する着生蘭で日本名 ¥2,750

は「ニオイラン」です。

M21 Schoenorchis fragrans　 3 開花サイズ

シェノルキス フレグランス

ラオス、ミャンマーに自生する原種。株が非常に小さくミニチュアオーキッド ¥3,080

として人気があります。しかもかわいいピンク色の花を咲かせます。

M22 Pinalia cylindrostachya  'Fountain Spring' AM/AOS 1 開花サイズ

ピナリア シリンドロスタチア ’ファウンテン スプリング’ オリジナル株

マレーシア、フィリピンに自生する原種。花が咲きやすく１花茎に約３０輪の ¥27,500

花を咲かせる珍種です。しかも入賞花です。
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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

　

　

KYUEI NURSERY    2022-夏
協 力 ： 須和田農園 ・ 万花園
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