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Ceratochilus biglandulosus
ｾﾗﾄｽﾃｨﾘｽ ﾋﾞｸﾞﾗﾝﾃﾞｭﾛｻｽ 原種
フィリピン 秋～冬 ５℃

Maxillaria variabilis
ﾏｷｼﾗﾘｱ ﾊﾞﾘｱﾋﾞﾘｽ 原種
中南米 初夏 ３℃ 比較的に水を好む。

Ceratostylis rubra
ｾﾗﾄｽﾃｨﾘｽ ﾙﾌﾞﾗ 原種
フィリピン 秋～冬 ５℃

Polystachya pubescens
ﾎﾟﾘｽﾀｷｱ ﾌﾟﾍﾞｯｾﾝｽ 原種
中南米 初夏 ３℃ 比較的に水を好む。

Maxillaria picta
ﾏｷｼﾗﾘｱ ﾋﾟｸﾀ 原種
中南米 初夏 ３℃ 比較的に水を好む。

Maxillaria variabilis (red)
ﾏｷｼﾗﾘｱ ﾊﾞﾘｱﾋﾞﾘｽ (ﾚｯﾄﾞ) 原種
中南米 初夏 ３℃ 比較的に水を好む。

Maxillaria tenuifolia
ﾏｷｼﾗﾘｱ ﾃﾇｲﾌｫﾘｱ 原種
中南米 初夏 ３℃ 芳香有り

Angraecum leonis
ｱﾝｸﾞﾚｶﾑ ﾚｵﾆｽ 原種

ｱﾝｸﾞﾚｶﾑ類

アフリカ 四季咲き ５～７℃ 小型系

Angraecum Veichii x leonis
ｱﾝｸﾞﾚｶﾑ ﾋﾞｰﾁｰ x ﾚｵﾆｽ 交配種

ｱﾝｸﾞﾚｶﾑ類

アフリカ 四季咲き ５～７℃ 小型系

Angraecum didieri
ｱﾝｸﾞﾚｶﾑ ﾃﾞｨﾃﾞｨｴﾘ 原種

ｱﾝｸﾞﾚｶﾑ類

アフリカ 四季咲き ５～７℃ 小型系

Encyclia radiata
ｴﾝｻｲｸﾘｱ ﾗﾃﾞｨｱﾀ 原種

ｴﾋﾟﾃﾞﾝﾄﾞﾗﾑ類

中南米 春 ５～７℃ 芳香有り

Encyclia cochleata var. alba
ｴﾝｻｲｸﾘｱ ｺｸﾚｱｰﾀ ｱﾙﾊﾞ 原種

ｴﾋﾟﾃﾞﾝﾄﾞﾗﾑ類

中南米 夏～秋 ５～７℃ 咲きつづけます

Dinema polybulbon
ﾃﾞｨﾈﾏ ﾎﾟﾘﾌﾞﾙﾎﾞﾝ 原種

ｴﾋﾟﾃﾞﾝﾄﾞﾗﾑ類

中南米 冬 ５℃ 非常に良く増えます。

Epidendrum rousseauae
ｴﾋﾟﾃﾞﾝﾄﾞﾗﾑ ﾙｯｾｱｳｴ 原種

ｴﾋﾟﾃﾞﾝﾄﾞﾗﾑ類

中南米 夏 ５℃ 丈夫でよく増えます

Epidendrum stamfordianum
ｴﾋﾟﾃﾞﾝﾄﾞﾗﾑ ｽﾀﾝﾌｫｰﾃﾞｨｱﾅﾑ 原種

ｴﾋﾟﾃﾞﾝﾄﾞﾗﾑ類

中南米 春 ５～７℃

Epidendrum corifolium Hyb.
ｴﾋﾟﾃﾞﾝﾄﾞﾗﾑ ｸﾘﾌｫﾘｭｰﾑ ｺｳﾊｲ 交配種

ｴﾋﾟﾃﾞﾝﾄﾞﾗﾑ類

中南米 冬 ５℃ 丈夫でよく増えます

Epidendrum boothii
ｴﾋﾟﾃﾞﾝﾄﾞﾗﾑ ﾌﾞｰｼｰ 原種

ｴﾋﾟﾃﾞﾝﾄﾞﾗﾑ類

中南米 冬 ５℃ 芳香有り

Lamium avicuba
ﾗﾐｳﾑ ｱﾋﾞｸﾊﾞ 原種

ｴﾋﾟﾃﾞﾝﾄﾞﾗﾑ類

中南米 夏 ５℃ 丈夫でよく増えます

Epidendrum
ｴﾋﾟﾃﾞﾝﾄﾞﾗﾑ 交配種

ｴﾋﾟﾃﾞﾝﾄﾞﾗﾑ類

中南米 冬 ５℃ ３ヶ月順々に咲きます。

Eria connvallarioides
ｴﾘｱ ｺﾝﾊﾞﾗﾘｵｲﾃﾞｽ 原種

ｴﾘｱ類

インドネシア 夏 ５～７℃ 育て易い

Odontioda Marie Noel`Verano’
ｵﾄﾞﾝﾁｵﾀﾞ ﾏﾘｰﾉｴﾙ ﾍﾞﾗﾉ｢ 交配種

ｵﾄﾞﾝﾄ類

春～秋 ７℃

Degarmoara Flying High‘Stars'n Bar's’
ﾃﾞｶﾞﾓｱﾗ ﾌﾗｲﾝｸﾞﾊｲ ｽﾀｰｽﾝﾊﾞｰｽﾞ 交配種

ｵﾄﾞﾝﾄ類

不定期咲き ５～７℃
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Odontioda `Picaso’
ｵﾄﾞﾝﾁｵﾀﾞ ﾋﾟｶｿ 交配種

ｵﾄﾞﾝﾄ類

春～秋 ７℃

Odontioda `Polka’
ｵﾄﾞﾝﾁｵﾀﾞ ﾎﾟﾙｶ 交配種

ｵﾄﾞﾝﾄ類

春～秋 ７℃

Odontioda Moliel`Polka’
ｵﾄﾞﾝﾁｵﾀﾞ ﾓﾘｴｰﾙ ﾎﾟﾙｶ 交配種

ｵﾄﾞﾝﾄ類

春～秋 ７℃

Oncidium croesus
ｵﾝｼｼﾞｭｰﾑ ｸﾛｴｻｽ 原種

ｵﾝｼｼﾞｭｰﾑ類

丈夫で育てやすい 秋～冬 ５℃ 丈夫でよく増えます

Bapticidium
ﾊﾞﾌﾟﾃｨｼｼﾞｭｰﾑ(ﾌｫｰﾍﾞｼｰ x ｴｷﾅｰﾀ) 交配種

ｵﾝｼｼﾞｭｰﾑ類

丈夫で育てやすい 秋～冬 ５℃ 芳香有り

Hwra. Mini-Primi`Papiho’
ﾎｰｴｱﾗ ﾐﾆﾌﾟﾘﾓ‘ﾊﾟﾋﾟﾎ’ 交配種

ｵﾝｼｼﾞｭｰﾑ類

秋～冬 ５～７℃ ミニオンシ系

Miltonidium PupukeaSunSet‘H&R’
ﾐﾙﾄﾆｼﾞｭｰﾑ　ﾌﾟﾌﾟｹｱｻﾝｾｯﾄ‘H&R’ 交配種

ｵﾝｼｼﾞｭｰﾑ類

冬 ５℃ 芳香有り

Bllra. Purple Star
ﾋﾞｰﾗﾗ ﾊﾟｰﾌﾟﾙｽﾀｰ 交配種

ｵﾝｼｼﾞｭｰﾑ類

秋～冬 ５～７℃

Miltonia Belle Glade‘Everglade Waterfall’
ﾐﾙﾄﾆｱ ﾍﾞﾚｸﾞﾚｰﾄﾞ ｦｰﾀｰﾌｫｰﾙ 交配種

ｵﾝｼｼﾞｭｰﾑ類

中南米 夏～秋 ５℃ 非常に良く増えます。

Oncidium Sharrybaby'Mornig Glory'
ｵﾝｼｼﾞｭｰﾑ ｼｪﾘｰﾍﾞｰﾋﾞｰ‘ﾓｰﾆﾝｸﾞｸﾞﾛｰﾘ’ 交配種

ｵﾝｼｼﾞｭｰﾑ類

秋（四季咲き） ５℃ 芳香有り

Aspasia lunata
ｱｽﾊﾟｼｱ ﾙﾅﾀ 原種

ｵﾝｼｼﾞｭｰﾑ類

中南米 冬～春 ５℃

Ornithophora radicans
ｵｰﾆｿﾌｫﾗ ﾗﾃﾞｨｶﾝｽ 原種

ｵﾝｼｼﾞｭｰﾑ類

中南米 春～夏 ５℃ 芳香有り

Oncidium Twinkle‘Red Fantasy’
ｵﾝｼｼﾞｭｰﾑ ﾂｩｲﾝｸﾙ ﾚｯﾄﾞﾌｧﾝﾀｼﾞｰ 交配種

ｵﾝｼｼﾞｭｰﾑ類

原種1代交配 秋～冬 ５℃ バニラの香り

Onc.Iongipes
ｵﾝｼｼﾞｭｰﾑ ﾛﾝｷﾞﾍﾟｽ 原種

ｵﾝｼｼﾞｭｰﾑ類

丈夫で育てやすい 四季咲き ５℃ 丈夫でよく増えます

Colmanara ‘Love Komachi’
ｺﾙﾏﾅﾗ ﾗﾌﾞｺﾏﾁ 交配種

ｵﾝｼｼﾞｭｰﾑ類

夏～秋 ５℃ 花持ち良い

Miltonia warsewiczii v. alba
ﾐﾙﾄﾆｱ ﾜｰｾｳｨｯﾁｰ ｱﾙﾊﾞ 原種

ｵﾝｼｼﾞｭｰﾑ類

中南米 春 ５℃ 希少個体

Miltonidium ‘Love Komachi’
ﾐﾙﾄﾆｼﾞｭｰﾑ ﾗﾌﾞｺﾏﾁ 交配種

ｵﾝｼｼﾞｭｰﾑ類

秋～冬 ５～７℃

Rodriguezia venusta
ﾛﾄﾞﾘｹﾞﾁｱ ﾍﾞﾅｽﾀ 原種

ｵﾝｼｼﾞｭｰﾑ類

中南米 冬～春 ５～７℃ 丈夫でよく増えます

Oncidium cheirophorum
ｵﾝｼｼﾞｭｰﾑ ｹｲﾛﾌｫﾗﾑ 原種

ｵﾝｼｼﾞｭｰﾑ類

中南米 冬 ５～７℃ 芳香有り

Oncidium Little Angel
ｵﾝｼｼﾞｭｰﾑ ﾘﾄﾙｴﾝｼﾞｪﾙ 交配種

ｵﾝｼｼﾞｭｰﾑ類

夏 ５℃ 育て易い

Miltonia An An‘Alli’
ﾐﾙﾄﾆｱ ｱﾝｱﾝ ｱﾘ 交配種

ｵﾝｼｼﾞｭｰﾑ類

中南米 春 ５℃ 非常に良く増えます。

Brassia verucosa
ﾌﾞﾗｼｱ ﾍﾞﾙｺ^-ｻ 原種

ｵﾝｼｼﾞｭｰﾑ類

中南米 夏 ７℃ 特殊な芳香あり
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Oncidium Aloha Iwanaga
ｵﾝｼｼﾞｭｰﾑ ｱﾛﾊｲﾜﾅｶﾞ 交配種

ｵﾝｼｼﾞｭｰﾑ類

秋（四季咲き） ５℃ 年２度咲き

Vyls. Cambria‘Nayo’
ﾌﾞｲﾙｽﾃｹｱﾗ ｷｬﾝﾌﾞﾘｱ ﾅﾖ 交配種

ｵﾝｼｼﾞｭｰﾑ類

冬 ７℃

Burr. Stephen Isler
ﾌﾞﾗｹﾞｱﾗ ｽﾃﾌｧﾝｱｲﾗｰ 交配種

ｵﾝｼｼﾞｭｰﾑ類

春 ５～７℃

Oncidium ornithorhyncum
ｵﾝｼｼﾞｭｰﾑ　ｵｰﾆｿﾘﾝｶﾑ 原種

ｵﾝｼｼﾞｭｰﾑ類

中南米 秋～冬 ５℃ 芳香有り

Onc. Twinkle x cheirophorum
ｵﾝｼｼﾞｭｰﾑ ﾄｩｲﾝｸﾙ x ｹｲﾛﾌｫﾗﾑ 交配種

ｵﾝｼｼﾞｭｰﾑ類

丈夫で育てやすい 秋～冬 ５℃ 芳香有り

Rodriguezia decora
ﾛﾄﾞﾘｹﾞｯﾁｱ ﾃﾞｺﾗ 原種

ｵﾝｼｼﾞｭｰﾑ類

ブラジル 冬 ５～７℃

Ionopsis utricurarioides
ｲｵﾉﾌﾟｼｽ ｳﾄﾘｷｭﾗﾘｵｲﾃﾞｽ 原種

ｵﾝｼｼﾞｭｰﾑ類

中南米 冬～春 ７℃ 花持ち良い

Oncidium Sharrybaby'SweetFragrans'
ｵﾝｼｼﾞｭｰﾑ ｼｪﾘｰﾍﾞｰﾋﾞｰ‘ｽｳｨｰﾄﾌﾚｸﾞﾗﾝｽ’ 交配種

ｵﾝｼｼﾞｭｰﾑ類

秋（四季咲き） ５℃ 芳香有り

Ionocidium
ｲｵﾉｼｼﾞｭｰﾑ ｳﾄﾘｷｭﾗﾘｵｲﾃﾞｽ x ﾌﾚｷｼｵｻﾑ 交配種

ｵﾝｼｼﾞｭｰﾑ類

春～秋 ５～７℃ 丈夫でよく増えます

Miltonia Summer Night ‘Flash Moon’
ﾐﾙﾄﾆｱ ｻﾏｰﾅｲﾄ ﾌﾗｯｼｭﾑｰﾝ 交配種

ｵﾝｼｼﾞｭｰﾑ類

夏～秋 ５～７℃ 丈夫でよく増えます

Vyls. Edna‘Stamperland’
ﾌﾞｲﾙｽﾃｹｱﾗ ｴﾄﾞﾅ‘ｽﾀﾝﾊﾟｰﾗﾝﾄﾞ’ 交配種

ｵﾝｼｼﾞｭｰﾑ類

秋～冬 ５℃

Brassiada Orange Dlight‘Star Bek Orange’
ﾌﾞﾗｯｼｱﾀﾞ ｵﾚﾝｼﾞﾃﾞﾗｲﾄ ｽﾀｰﾍﾞｯｸｵﾚﾝｼﾞ 交配種

ｵﾝｼｼﾞｭｰﾑ類

夏 ５℃ 非常に良く増えます。

Comparettia macrocreptron
ｺﾝﾊﾟﾚﾁｱ ﾏｸﾛｸﾚﾌﾟﾄﾛﾝ 原種

ｵﾝｼｼﾞｭｰﾑ類

中南米 冬 ５～７℃ ピンク系

Miltonidium Ruffes‘Shonan Charm’
ﾐﾙﾄﾆｼﾞｭｰﾑ ｼｮｰﾅﾝﾁｬｰﾑ 交配種

ｵﾝｼｼﾞｭｰﾑ類

秋（四季咲き） ５℃ 甘い香り

Miltonia spectabilis var moreriana
ﾐﾙﾄﾆｱ ｽﾍﾟｸﾀﾋﾞﾘｽ ﾓﾚﾘｱﾅ 原種

ｵﾝｼｼﾞｭｰﾑ類

中南米 春 ５℃ 非常に良く増えます。

Oncidium obryzatum
ｵﾝｼｼﾞｭｰﾑ ｵﾌﾞﾘｻﾞﾀﾑ 原種

ｵﾝｼｼﾞｭｰﾑ類

中南米 冬～春 ５～７℃ 花がたくさん付く

Hwara.Lava Burst‘Puanani’
ﾎｰｴｱﾗ ﾗﾊﾞﾊﾞｰｽﾄ‘ﾌﾟｱﾅﾆ’ 交配種

ｵﾝｼｼﾞｭｰﾑ類

秋～冬 ７℃ ミニオンシ系

Cycnodes Wine Delight‘JEM’
ｼｸﾉﾃﾞｽ ﾜｲﾝﾃﾞﾗｲﾄ ｼﾞｪﾑ 交配種

ｶﾀｾﾀﾑ類

ｼｸﾉﾁｪｽ　ﾓﾙﾓﾃﾞｽ交配 秋～冬 ７～１０℃ 芳香有り

Blc.Chong Guu Chaffinch‘Ta-shin’
Blc.ﾁｮﾝｸﾞｰﾁｬﾌｨﾝﾁ‘ﾀｼﾝ 交配種

ｶﾄﾚｱ類

１０℃

Blc.Taiwan Queen‘Golden Monkey’
Blc.ﾀｲﾜﾝｸｲｰﾝ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾓﾝｷｰ 交配種

ｶﾄﾚｱ類

台湾改良種 秋～冬 ７～１０℃ 黄色系

Laelia purpurata
ﾚﾘｱ ﾊﾟｰﾌﾟﾗﾀ 原種

ｶﾄﾚｱ類

中南米 初夏 ５℃

Bl. Fladosa`Humming’
ﾌﾞﾗｿﾚﾘｱ ﾌﾗﾄﾞｰｻ ﾊﾐﾝｸﾞ 交配種

ｶﾄﾚｱ類

冬 ５～７℃ 非常に良く増えます。
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Ancistrochilus rothschildiana
ｱﾝｼｽﾄﾛｷﾗｽ ﾛｽﾁｬｲﾙﾃﾞｨｱﾅ 原種

ｶﾗﾝｾ類

マダガスカル 冬 ５～７℃ 落葉性

Bollea lehmanii x violacea
ﾎﾞﾚｱ ﾚｰﾏﾆｰ x ﾋﾞｵﾗｾｱ 交配種

ｼﾞｺﾞﾍﾟﾀﾗﾑ類

原種1代交配 秋～冬 ５～７℃ ブルー系

Zygopetalum Red Veil‘Fire Kiss’
ｼﾞｺﾞﾍﾟﾀﾗﾑ ﾚｯﾄﾞﾍﾞｲﾙ ﾌｧｲﾔｰｷｯｽ 交配種

ｼﾞｺﾞﾍﾟﾀﾗﾑ類

冬 ５～７℃ 種苗登録品種

Zygopetalum Red Veil‘Pretty Ann’
ｼﾞｺﾞﾍﾟﾀﾗﾑ ﾚｯﾄﾞﾍﾞｲﾙ ﾌﾟﾘﾃｨｰｱﾝ 交配種

ｼﾞｺﾞﾍﾟﾀﾗﾑ類

冬 ５～７℃ 種苗登録品種

Acacalys cyanea
ｱｶｶﾘｽ ｻｲﾈｱ 原種

ｼﾞｺﾞﾍﾟﾀﾗﾑ類

中南米 秋～冬 １０℃ 希少なブルー色

Z. Blue Eyes x Helen-Ku
ｼﾞｺﾞﾍﾟﾀﾗﾑ ﾌﾞﾙｰｱｲｽﾞ x ﾍﾚﾝｸｰ 交配種

ｼﾞｺﾞﾍﾟﾀﾗﾑ類

春 ５℃ 小型系

Zygopetalum‘Issunboshi’
ｼﾞｺﾞﾍﾟﾀﾗﾑ‘ｲｯｽﾝﾎﾞｰｼﾞ’ 交配種

ｼﾞｺﾞﾍﾟﾀﾗﾑ類

秋～冬 ５℃ 芳香有り

Hmwsa. June‘Indigo Sue’
ﾊﾒﾙｳｪﾙｻﾗ ｼﾞｭｰﾝ ｲﾝﾃﾞｨｺﾞｽｰ 交配種

ｼﾞｺﾞﾍﾟﾀﾗﾑ類

年数回咲き 四季咲き ５～７℃ 花持ち良い

Pescatorea lehmanii
ﾍﾟｽｶﾄﾚｱ ﾚｰﾏﾆｰ 交配種

ｼﾞｺﾞﾍﾟﾀﾗﾑ類

冬～春 ５～７℃ 丈夫でよく増えます

Zygonisia Roquebrne‘Purple Eye’
ｼﾞｺﾞｶﾘｽ ﾛｹﾌﾞﾙﾈ ﾊﾟｰﾌﾟﾙｱｲ 交配種

ｼﾞｺﾞﾍﾟﾀﾗﾑ類

春 ７～１０℃ 花持ち良い

Zygoneria Aderade Meadows'Sappire'
ｼﾞｺﾞﾈﾘｱ ｱﾃﾞﾚｰﾄﾞ ﾒﾄﾞｰｽﾞ 交配種

ｼﾞｺﾞﾍﾟﾀﾗﾑ類

冬～春 ５℃ 芳香有り

Zygopetalum Blue Lake
ｼﾞｺﾞﾍﾟﾀﾗﾑ ﾌﾞﾙｰﾚｲｸ 交配種

ｼﾞｺﾞﾍﾟﾀﾗﾑ類

冬 ５～７℃

Hmwsa. June‘Indigo Sue’
ﾊﾒﾙｳｪﾙｻﾗ ｼﾞｭｰﾝ ｲﾝﾃﾞｨｺﾞｽｰ 交配種

ｼﾞｺﾞﾍﾟﾀﾗﾑ類

年数回咲き 四季咲き ５～７℃ 花持ち良い

Galeottia glandiflora
ｶﾞﾚｵｯﾁｱ ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨﾌﾛｰﾗ 原種

ｼﾞｺﾞﾍﾟﾀﾗﾑ類

四季咲き ５～７℃

Cymbidium Devon‘Oddysey’
ｼﾝﾋﾞｼﾞｭｰﾑ ﾃﾞﾎﾞﾝ ｵﾃﾞｯｾｲ 交配種

ｼﾝﾋﾞｼﾞｭｰﾑ類

種苗登録品種 冬 ５℃ 下垂性

Liparis nutans
ﾘﾊﾟﾘｽ ﾇﾀﾝｽ 原種

ｽｽﾞﾑｼ草類

インドネシア 秋～冬 ５～７℃ 非常に良く増えます。

Liparis grifithii
ﾘﾊﾟﾘｽ ｸﾞﾘﾌｨｯｼｰ 原種

ｽｽﾞﾑｼ草類

インドネシア 初夏 ５～７℃ 非常に良く増えます。

Coelogyne lactea
ｾﾛｼﾞﾈ ﾗｸﾃｱ 原種

ｾﾛｼﾞﾈ類

インド 冬～春 ５℃ 芳香有り

Coelogyne uniflora
ｾﾛｼﾞﾈ ﾕﾆﾌﾛ-ﾗ 原種

ｾﾛｼﾞﾈ類

タイ 秋～冬 ５℃ 非常に良く増えます。

Coelogyne Mem. Louis Forget
ｾﾛｼﾞﾈ ﾒﾓﾘｱ ﾙｲｽ ﾌｫｰｹﾞｯﾄ 交配種

ｾﾛｼﾞﾈ類

mooreana x speciosa 四季咲き ７℃

Coelogyne speciosa
ｾﾛｼﾞﾈ ｽﾍﾟｼｵｻ 原種

ｾﾛｼﾞﾈ類

インドネシア 秋～冬 ５～７℃ 丈夫でよく増えます

Coelogyne houlettiana
ｾﾛｼﾞﾈ ﾎｰﾚｯﾁｱﾅ 原種

ｾﾛｼﾞﾈ類

インド、アッサム 春～夏 ５℃ 芳香有り
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Dendrochilum wenzerii
ﾃﾞﾝﾄﾞﾛｷﾗﾑ ｳｪﾝｾﾞﾘｰ 原種

ﾃﾞﾝﾄﾞﾛｷﾗﾑ類

インドネシア 秋～冬 ５～７℃ 芳香有り

Dendrochilum cobbianum
ﾃﾞﾝﾄﾞﾛｷﾗﾑ ｺﾋﾞｱﾅﾑ 原種

ﾃﾞﾝﾄﾞﾛｷﾗﾑ類

インドネシア 秋～冬 ５～７℃ 芳香有り

Dendrobium pierardii
ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｭｰﾑ ﾋﾟ-ﾗﾙﾃﾞｨ 原種

ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｭｰﾑ類

タイ、マレー 春 ５℃ 下垂性

Dendrobium Chinsai
ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｳﾑ ﾁﾝｻｲ(珍彩) 交配種

ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｭｰﾑ類

冬～春 ３℃ ｾｷｺｸの子供。

Dendrobium ophioglossum
ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｭｰﾑ ｵﾌｨｵｸﾞﾛｯｻﾑ 原種

ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｭｰﾑ類

ニューギニア 初夏 ７℃ 同じ節から何度も咲きます。

Dendrobium unicum
ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｭｰﾑ ﾕﾆｶﾑ 原種

ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｭｰﾑ類

ベトナム 冬～春 ７～１０℃ 小型系

Dendrobium Peti Cake
ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｭｰﾑ ﾌﾟﾁｹｰｷ 原種

ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｭｰﾑ類

オーストラリア 夏～秋 ７～１０℃ 小型系

Dendrobium Specio-kingianum
ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｭｰﾑ ｽﾍﾟｼｵｷﾝｷﾞｱﾅﾑ 交配種

ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｭｰﾑ類

冬 ３～５℃ 芳香有り

Dendrobium Fire Dance Ranmaru
ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｭｰﾑ ﾌｧｲﾔｰﾀﾞﾝｽ ﾗﾝﾏﾙ 原種

ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｭｰﾑ類

オーストラリア 夏～秋 ７～１０℃ 小型系

Dendrobium Formidible
ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｭｰﾑ ﾌｫｰﾐﾃﾞｨﾌﾞﾙ 交配種

ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｭｰﾑ類

初夏 １０℃

Dendrobium Gloval Village
ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｭｰﾑ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞﾚｯｼﾞ 交配種

ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｭｰﾑ類

夏～秋 ７～１０℃ ミニ系

Dendrobium kingianum
ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｭｰﾑ ｷﾝｷﾞｱﾅﾑ 原種

ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｭｰﾑ類

オーストラリア 冬 ３℃ 芳香有り

Den. Pretty Charm‘Peach Queen’
ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｭｰﾑ ﾌﾟﾘﾃｨｰﾁｬｰﾑ ﾋﾟｰﾁｸｲｰﾝ 交配種

ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｭｰﾑ類

冬～春 ３℃ 花がたくさん付く

Den.saggitatum
ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾆｭｰﾑ ｻｷﾞｯﾀﾀﾑ 原種

ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｭｰﾑ類

インドネシア 秋～冬 ５～７℃ ミニ系

Dendrobium Summer Night Dream
ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｭｰﾑ ｻﾏｰﾅｲﾄﾄﾞﾘｰﾑ 交配種

ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｭｰﾑ類

初夏 １０℃

Dendrobium Snowfkake‘Red Star’
ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｭｰﾑ ｽﾉｰﾌﾚｰｸ‘ﾚｯﾄﾞｽﾀｰ’ 交配種

ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｭｰﾑ類

冬 ３℃

Dendrobium capilipes v. elegans‘Suwada’
ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｭｰﾑ ｶﾋﾟﾘﾍﾟｽ ｴﾚｶﾞﾝｽ ｽﾜﾀﾞ 原種

ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｭｰﾑ類

ベトナム 冬～春 ５℃ 下垂性

Dendrobium unicum var. aureum
ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｭｰﾑ ﾕﾆｶﾑ ｵｰﾚｳﾑ 原種

ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｭｰﾑ類

ベトナム 冬～春 ７～１０℃ 小型系

Dendrobium victoria-reginae
ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｭｰﾑ ﾋﾞｸﾄﾘｱ ﾚｷﾞﾈ 原種

ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｭｰﾑ類

ニューギニア 秋～冬 ５～７℃ 美しいブルーです。

Dendrobium densiflorum
ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｭｰﾑ ﾃﾞﾝｼﾌﾛｰﾗﾑ 原種

ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｭｰﾑ類

タイ 冬～春 ５～７℃ 下垂性

Dendrobium Glowcester Charm‘Kamiya’
ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｭｰﾑ ｸﾞﾛｽﾀｰﾁｬｰﾑ ｶﾐﾔ 交配種

ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｭｰﾑ類

秋～冬 ７℃ 年２度咲き

Dendrobium griffithianum
ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｭｰﾑ ｸﾞﾘﾌｨｯｼｱﾅﾑ 原種

ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｭｰﾑ類

タイ 冬～春 ５～７℃ 下垂性
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Dendrobium biggibum var. compactum
ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｭｰﾑ ﾋﾞｷﾞﾊﾞﾑ ｺﾝﾊﾟｸﾀﾑ 原種

ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｭｰﾑ類

オーストラリア 夏～秋 ７～１０℃ 小型系

Dendrobium kingianum v. silcokii
ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｭｰﾑ ｷﾝｷﾞｱﾅﾑ ｼﾙｺｯｷｰ 原種

ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｭｰﾑ類

オーストラリア 冬 ３℃ 芳香有り

Dendrobium Chinsai‘Miyabi’
ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｳﾑ ﾁﾝｻｲ ﾐﾔﾋﾞ 交配種

ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｭｰﾑ類

冬～春 ３℃ ｾｷｺｸの子供。

Dendrobium Rainbow Dance
ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｭｰﾑ ﾚｲﾝﾎﾞｰﾀﾞﾝｽ 交配種

ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｭｰﾑ類

冬～春 ３℃

Dendrobium farmerii
ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｭｰﾑ ﾌｧｰﾒﾘｰ 原種

ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｭｰﾑ類

タイ 冬～春 ５～７℃ 下垂性

Dendrobium Marofrake
ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｳﾑ　ﾏﾛﾌﾚｰｸ 交配種

ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｭｰﾑ類

冬～春 ３℃

Dendrobium Golden Aya
ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｭｰﾑ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｱﾔ 交配種

ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｭｰﾑ類

ベトナム 冬～春 ５℃ 下垂性

Dendrobium amethystoglossum
ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｭｰﾑ ｱﾒｼﾞｽﾄｸﾞﾛｯｻﾑ 原種

ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｭｰﾑ類

タイ 冬～春 ５～７℃ 下垂性

Dendrobium capilipes v. elegans
ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｭｰﾑ ｶﾋﾟﾘﾍﾟｽ ｴﾚｶﾞﾝｽ(ｴｼﾞﾘｰ) 原種

ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｭｰﾑ類

ベトナム 冬～春 ５℃ 下垂性

Dendrobium thyrsiflorum
ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｭｰﾑ ｼﾙｼﾌﾛﾗﾑ 原種

ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｭｰﾑ類

タイ 冬～春 ５～７℃ 下垂性

Dendrobium loddigesii
ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｭｰﾑ ﾛﾃﾞｨｹﾞｼｰ 原種

ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｭｰﾑ類

中国、海南島 春 ５℃ 非常に良く増えます。

Dendrobium sulcatum
ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｭｰﾑ ｻﾙｶﾀﾑ 原種

ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｭｰﾑ類

タイ 春 ３℃

Dendrobium tortile
ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｭｰﾑ ﾄｰﾁｰﾙ 原種

ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｭｰﾑ類

ビルマ、タイ 冬 ５～７℃ 花がたくさん付く

Dendrobium Pixie Princess‘H&R’
ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｭｰﾑ ﾋﾟｷｼｰﾌﾟﾘﾝｾｽ‘H&R’ 交配種

ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｭｰﾑ類

四季咲き ７℃ 同じ節から何度も咲きます。

Paph.curtisii v. sanderae‘Fort Caloline’
ﾊﾟﾌｨｵﾍﾟﾃﾞｨﾗﾑ ｶｰﾃｨｼｰ ｻﾝﾃﾞﾚ ﾌｫｰﾄｷｬﾛﾗｲﾝ 原種

ﾊﾟﾌｨｵ類

インドネシア 四季咲き ５～７℃ アルバ

Paphiopedilum armeniacum
ﾊﾟﾌｨｵﾍﾟﾃﾞｨﾗﾑ ｱﾙﾒﾆｱｶﾑ 原種

ﾊﾟﾌｨｵ類

中南米 冬 ５℃ 花持ち良い

Paph.chamberlanianum v. latifolium
ﾊﾟﾌｨｵﾍﾟﾃﾞｨﾗﾑ ﾁｬﾝﾊﾞｰﾚｲﾆｱﾅﾑ ﾗﾃｨﾌｫﾘｭｰﾑ 原種

ﾊﾟﾌｨｵ類

スマトラ 四季咲き ７～１０℃ 順中に咲き続けます

Paph. Vedanta x parishii
ﾊﾟﾌｨｵﾍﾟﾃﾞｨﾗﾑ ﾍﾞﾀﾞﾝﾀ x ﾊﾟﾘｼｰ 交配種

ﾊﾟﾌｨｵ類

四季咲き ５～７℃ 多輪性

Paphiopedilum Maudiae‘Magnificum’
ﾊﾟﾌｨｵﾍﾟﾃﾞｨtﾗﾑ ﾓｰﾃﾞｰ ﾏｸﾞﾆﾌｨｶﾑ 交配種

ﾊﾟﾌｨｵ類

丈夫で育てやすい 夏 １０℃ グリーン系

Paphiopedilum maliopense
ﾊﾟﾌｨｵﾍﾟﾃﾞｨﾗﾑ ﾏﾘﾎﾟｴﾝｾ 原種

ﾊﾟﾌｨｵ類

中国雲南省 冬 ５℃ 芳香有り

Paphiopedilum Maudiae
ﾊﾟﾌｨｵﾍﾟﾃﾞｨtﾗﾑ ﾓｰﾃﾞｰ 交配種

ﾊﾟﾌｨｵ類

丈夫で育てやすい 夏 １０℃ グリーン系

Paphiopedilum thailandense
ﾊﾟﾌｨｵﾍﾟﾃﾞｨﾗﾑ ﾀｲﾗﾝﾃﾞﾝｾ 原種

ﾊﾟﾌｨｵ類

タイ 初夏 ７℃ 非常に良く増えます。
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Paph.insigne‘Oditty’
ﾊﾟﾌｨｵﾍﾟﾃﾞｨﾗﾑ ｲﾝｼｸﾞﾈ ｵﾃﾞｨｯﾃｨｰ 原種

ﾊﾟﾌｨｵ類

ビルマ、タイ 冬 ５℃ ３舌花

Phragmipedium Andean Fire
ﾌﾗｸﾞﾐﾍﾟﾃﾞｨｳﾑ ｱﾝﾃﾞｱﾝ ﾌｧｲﾔｰ 交配種

ﾊﾟﾌｨｵ類

赤系 四季咲き ７～１０℃ 咲きつづけます

Phragmipedium Sedenii
ﾌﾗｸﾞﾐﾍﾟﾃﾞｨｳﾑ ｾﾃﾞﾆｰ 交配種

ﾊﾟﾌｨｵ類

四季咲き ７℃ 順々咲き

Paph.javanicum‘Non Spot’
ﾊﾟﾌｨｵﾍﾟﾃﾞｨﾗﾑ ｼﾞｬﾊﾞﾆｶﾑ ﾉﾝｽﾎﾟｯﾄ 原種

ﾊﾟﾌｨｵ類

ジャワ 夏～秋 ５～７℃ 希少個体

Paph.curtisii v. sanderae‘Fort Caloline’
ﾊﾟﾌｨｵﾍﾟﾃﾞｨﾗﾑ ｶｰﾃｨｼｰ ｻﾝﾃﾞﾚ ﾌｫｰﾄｷｬﾛﾗｲﾝ 原種

ﾊﾟﾌｨｵ類

インドネシア 四季咲き ５～７℃ アルバ

Paphiopedilum Yellow
ﾊﾟﾌｨｵﾍﾟﾃﾞｨﾗﾑ ｲｴﾛｰ系 交配種

ﾊﾟﾌｨｵ類

冬～春 ５℃ 花持ち良い

Paphiopedilum Kevin Porter
ﾊﾟﾌｨｵﾍﾟﾃﾞｨﾗﾑ ｹﾋﾞﾝﾎﾟｰﾀｰ 交配種

ﾊﾟﾌｨｵ類

micranthum x bellatulum 四季咲き ５～７℃ ピンク系

Paphiopedilum delenatii
ﾊﾟﾌｨｵﾍﾟﾃﾞｨﾗﾑ ﾃﾞﾚﾅﾃｨ 原種

ﾊﾟﾌｨｵ類

ベトナム 冬～春 １０℃ 芳香有り

Paphiopedilum sukuhakulii
ﾊﾟﾌｨｵﾍﾟﾃﾞｨﾗﾑ ｻｸﾊｸﾘ 原種

ﾊﾟﾌｨｵ類

タイ 初夏 ７℃ 非常に良く増えます。

Phragmipedium wallisii
ﾌﾗｸﾞﾐﾍﾟﾃﾞｨｳﾑ ﾜﾘｼｰ 原種

ﾊﾟﾌｨｵ類

中南米 四季咲き ７～１０℃ ペタルが伸びます

Paphiopedilum wardii
ﾊﾟﾌｨｵﾍﾟﾃﾞｨﾗﾑ ﾜｰﾃﾞｨｰ 原種

ﾊﾟﾌｨｵ類

中国雲南省 秋 ７℃

Phrag.Cardinale‘Wilcox’AM-AOS
ﾌﾗｸﾞﾐﾍﾟﾃﾞｨｳﾑ ｶｰﾃﾞｨﾅﾙ ｳｨﾙｺｯｸｽ 交配種

ﾊﾟﾌｨｵ類

shilimii で流通 四季咲き ５～７℃ 順中に咲き続けます

Paph.victoria-mariae x sanderianum
ﾊﾟﾌｨｵﾍﾟﾃﾞｨﾗﾑ ｳﾞｨｸﾄﾘｱﾏﾘｴ x ｻﾝﾃﾞﾘｱﾅﾑ 交配種

ﾊﾟﾌｨｵ類

四季咲き ５～７℃ 多輪性

Paph.concolor var. album‘Atsumi’BM/JOGA
ﾊﾟﾌｨｵﾍﾟﾃﾞｨﾗﾑ ｺﾝｶﾗｰ ｱﾙﾊﾞ ｱﾂﾐ 原種

ﾊﾟﾌｨｵ類

タイ 春 ５～７℃ BM76

Paph.concolor
ﾊﾟﾌｨｵﾍﾟﾃﾞｨﾗﾑ ｺﾝｶﾗｰ 原種

ﾊﾟﾌｨｵ類

タイ 春 ５～７℃

Paph.affine
ﾊﾟﾌｨｵﾍﾟﾃﾞｨﾗﾑ ｱﾌｨｰﾝ 原種

ﾊﾟﾌｨｵ類

インド、アッサム 四季咲き ５～７℃ 自然交雑種

Paph.javanicum v. Odditty ‘Tokyo’
ﾊﾟﾌｨｵﾍﾟﾃﾞｨﾗﾑ ｼﾞｬﾊﾞﾆｶﾑ ｵﾃﾞｨｯﾃｨｰ ﾄｷｮｰ 原種

ﾊﾟﾌｨｵ類

ジャワ 夏～秋 １０℃ ３舌花

Phragmipedium xerophyticum
ﾌﾗｸﾞﾐﾍﾟﾃﾞｨｳﾑ ｾﾞﾛﾌｨﾁｶﾑ 原種

ﾊﾟﾌｨｵ類

メキシコ 四季咲き ７～１０℃ =Mexipedium

Paph. Vanda M Perman
ﾊﾟﾌｨｵﾍﾟﾃﾞｨﾗﾑ ﾊﾞﾝﾀﾞ ｴﾑ ﾍﾟｱﾏﾝ 交配種

ﾊﾟﾌｨｵ類

四季咲き ５～７℃ 大輪ピンク点花

Phragmipedium schlimii
ﾌﾗｸﾞﾐﾍﾟﾃﾞｨｳﾑ ｼﾘﾐｰ 原種

ﾊﾟﾌｨｵ類

エクアドル、ペルー 四季咲き １０℃ 順々咲き

Megaclinium maximum
ﾒｶﾞｸﾘﾆｭｰﾑ ﾏｷｼﾏﾑ 原種

ﾊﾞﾙﾎﾞﾌｨﾗﾑ類

アフリカ 春 １０℃ ３ヶ月順々に咲きます。

Bulbophyllum binennjikii
ﾊﾞﾙﾎﾞﾌｨﾗﾑ ﾋﾞﾈﾝｼﾞｯｷｰ 原種

ﾊﾞﾙﾎﾞﾌｨﾗﾑ類

フィリピン､ボルネオ 春 ７～１０℃ 多輪性
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Bulbophyllum medusae
ﾊﾞﾙﾎﾞﾌｨﾗﾑ ﾒﾃﾞｨｰｾ 原種

ﾊﾞﾙﾎﾞﾌｨﾗﾑ類

インドネシア 春 ７℃ 芳香有り

Bulb.longifolia
ﾊﾞﾙﾎﾞﾌｨﾗﾑ ﾛﾝｷﾞﾌｫﾘｱ 原種

ﾊﾞﾙﾎﾞﾌｨﾗﾑ類

ボルネオ 秋～冬 ５～７℃ 蛇のような花

Bulb.grandiflorum‘Wakuta’
ﾊﾞﾙﾎﾞﾌｨﾗﾑ ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨﾌﾛﾗﾑ ﾜｸﾀ 原種

ﾊﾞﾙﾎﾞﾌｨﾗﾑ類

インドネシア 四季咲き ７℃

Bulb.medusae‘Orchidglade’
ﾊﾞﾙﾎﾞﾌｨﾗﾑ ﾒﾃﾞｨｰｾ 原種

ﾊﾞﾙﾎﾞﾌｨﾗﾑ類

インドネシア 春 ７℃ 芳香有り

Bulbophyllum picturatum
ﾊﾞﾙｺﾎﾞﾌｨﾗﾑ ﾋﾟｸﾃｭﾗﾀﾑ 原種

ﾊﾞﾙﾎﾞﾌｨﾗﾑ類

インドネシア 秋 ５～７℃ 非常に良く増えます。

Bulbophyllum lepidum
ﾊﾞﾙﾎﾞﾌｨﾗﾑ ﾚﾋﾟﾀﾞﾑ 原種

ﾊﾞﾙﾎﾞﾌｨﾗﾑ類

インドネシア 秋～冬 ５～７℃ 丈夫でよく増えます

Bulbophyllum leysianum
ﾊﾞﾙﾎﾞﾌｨﾗﾑ ﾚｲｼｱﾅﾑ 原種

ﾊﾞﾙﾎﾞﾌｨﾗﾑ類

インドネシア 不定期咲き ５～７℃ 丈夫でよく増えます

Bulbophyllum dayanum
ﾊﾞﾙﾎﾞﾌｨﾗﾑ ﾀﾞｲｱﾅﾑ 原種

ﾊﾞﾙﾎﾞﾌｨﾗﾑ類

ビルマ、タイ 不定期咲き １０℃ 特殊な芳香あり

Bulbophyllum ornatissimum
ﾊﾞﾙﾎﾞﾌｨﾗﾑ ｵﾙﾅﾃｨｯｼﾏﾑ 原種

ﾊﾞﾙﾎﾞﾌｨﾗﾑ類

インドネシア 秋～冬 ５～７℃ 丈夫でよく増えます

Megaclinium maximum‘Arai’
ﾒｶﾞｸﾘﾆｭｰﾑ ﾏｷｼﾏﾑ ｱﾗｲ 原種

ﾊﾞﾙﾎﾞﾌｨﾗﾑ類

アフリカ 春 １０℃ ３ヶ月順々に咲きます。

Bulbpphyllum ebracleoratum
ﾊﾞﾙﾎﾞﾌｨﾗﾑ ｴﾌﾞﾗｸﾚｵﾗﾀﾑ 原種

ﾊﾞﾙﾎﾞﾌｨﾗﾑ類

インドネシア 初夏 ５～７℃ 下垂性

Bulbophyllum dearei
ﾊﾞﾙﾎﾞﾌｨﾗﾑ ﾃﾞｱﾚｲ 原種

ﾊﾞﾙﾎﾞﾌｨﾗﾑ類

フィリピン､ボルネオ 初夏 ５℃ リップが揺れる

Bulbophyllum careyanum
ﾊﾞﾙﾎﾞﾌｨﾗﾑ ｶﾚﾔﾅﾑ 原種

ﾊﾞﾙﾎﾞﾌｨﾗﾑ類

インドネシア 春～秋 ５～７℃ 非常に良く増えます。

Bulbophyllum trimirum
ﾊﾞﾙﾎﾞﾌｨﾗﾑ ﾄﾘﾐﾗﾑ 原種

ﾊﾞﾙﾎﾞﾌｨﾗﾑ類

アフリカ 夏～秋 ５～７℃ 非常に良く増えます。

Bulbophyllum biflorum
ﾊﾞﾙﾎﾞﾌｨﾗﾑ ﾋﾞﾌﾛﾗﾑ 原種

ﾊﾞﾙﾎﾞﾌｨﾗﾑ類

インドネシア 夏～秋 ７℃

Paph.liemianum x kolopakingii
ﾊﾟﾌｨｵﾍﾟﾃﾞｨﾗﾑ ﾘｰﾐｱﾅﾑ x ｺﾛﾊﾟｷﾝｷﾞｰ 交配種

ﾊﾞﾙﾎﾞﾌｨﾗﾑ類

不定期咲き ７～１０℃ 多輪性

Bulbophyllum echinorabium
ﾊﾞﾙﾎﾞﾌｨﾗﾑ ｴｷﾉﾗﾋﾞｭｰﾑ 原種

ﾊﾞﾙﾎﾞﾌｨﾗﾑ類

インドネシア 夏 ７～１０℃ 大きな花です

Megaclinium minutamu
ﾒｶﾞｸﾘﾆｭｰﾑ ﾐﾇﾀﾑ 原種

ﾊﾞﾙﾎﾞﾌｨﾗﾑ類

アフリカ 秋～冬 ５～７℃ 通称コブラオーキッド

Bulbophyllum macrosum
ﾊﾞﾙﾎﾞﾌｨﾗﾑ ﾏｸﾛｻﾑ 原種

ﾊﾞﾙﾎﾞﾌｨﾗﾑ類

インドネシア 秋～冬 ５～７℃ 丈夫でよく増えます

Bulb. Daisy Chain‘Loves Me’
ﾊﾞﾙﾎﾞﾌｨﾗﾑ ﾃﾞｲｼﾞｰﾁｪｲﾝ ﾗﾌﾞｽﾐｰ 交配種

ﾊﾞﾙﾎﾞﾌｨﾗﾑ類

四季咲き ５℃ 丈夫でよく増えます

Bulbophyllum lobbii
ﾊﾞﾙﾎﾞﾌｨﾗﾑ ﾛﾋﾞｰ 原種

ﾊﾞﾙﾎﾞﾌｨﾗﾑ類

インドネシア 春 ７℃ リップが揺れる

Bulbophyllum grandiflorum‘Wakuta’
ﾊﾞﾙﾎﾞﾌｨﾗﾑ ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨﾌﾛﾗﾑ ﾜｸﾀ 原種

ﾊﾞﾙﾎﾞﾌｨﾗﾑ類

インドネシア 四季咲き ７℃
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Bulbophyllum grandiflorum
ﾊﾞﾙﾎﾞﾌｨﾗﾑ ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨﾌﾛﾗﾑ 原種

ﾊﾞﾙﾎﾞﾌｨﾗﾑ類

インドネシア 四季咲き ７℃

Bulbophyllum wendlandianum‘Abe’
ﾊﾞﾙﾎﾞﾌｨﾗﾑ ｳｪﾝﾄﾞﾗﾝﾃﾞｨｱﾅﾑ‘ｱﾍﾞ’ 原種

ﾊﾞﾙﾎﾞﾌｨﾗﾑ類

ビルマ、タイ 春 ５～７℃ 特殊な芳香あり

Bulbophyllum longiflorum‘Tokyo’
ﾊﾞﾙﾎﾞﾌｨﾗﾑ ﾛﾝｷﾞﾌﾛﾗﾑ ﾄｰｷｮｰ 原種

ﾊﾞﾙﾎﾞﾌｨﾗﾑ類

インドネシア 春 ５～７℃ 丈夫でよく増えます

Bulbophyllum Louis Sander
ﾊﾞﾙﾎﾞﾌｨﾗﾑ ﾙｲｽ ｻﾝﾀﾞｰ 交配種

ﾊﾞﾙﾎﾞﾌｨﾗﾑ類

年数回咲き 不定期咲き ５～７℃ 丈夫でよく増えます

Megaclinium falcatum‘Jungle Gem’
ﾒｶﾞｸﾘﾆｭｰﾑ ﾌｧﾙｶﾀﾑ ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞｪﾑ 原種

ﾊﾞﾙﾎﾞﾌｨﾗﾑ類

アフリカ 秋～冬 ５～７℃ 通称コブラオーキッド

Ascocentrum amplaceum
ｱｽｺｾﾝﾄﾗﾑ ｱﾝﾌﾟﾗｼｭｰﾑ 原種

ﾊﾞﾝﾀﾞ類

タイ、マレー 春 ７～１０℃ ピンク系

Bifrenaria harrisoniae
ﾋﾞｽﾚﾅﾘｱ ﾊﾘｿﾆｴ 原種

ﾋﾞﾌﾚﾅﾘｱ類

中南米 冬～春 ５℃ 芳香有り

Bifrenaria harrisoniae alba
ﾋﾞｽﾚﾅﾘｱ ﾊﾘｿﾆｴ ｱﾙﾊﾞ 原種

ﾋﾞﾌﾚﾅﾘｱ類

中南米 冬～春 ５℃ 芳香有り

Doritaenopsis White
ﾄﾞﾘﾃﾉﾌﾟｼｽ ﾎﾜｲﾄ 交配種

ﾌｧﾚﾉﾌﾟｼｽ類

春 １０℃ ミディ白

Dtps. Taida Salu‘Alisan’
ﾄﾞﾘﾃﾉﾌﾟｼｽ ﾀｲﾀﾞ ｻﾙｰ ｱﾘｻn 交配種

ﾌｧﾚﾉﾌﾟｼｽ類

赤系 夏～秋 １０℃ 順々咲き

Phalaenopsis Nobys Amy
ﾌｧﾚﾉﾌﾟｼｽ ﾉﾋﾞｰｽﾞｱﾐｰ 交配種

ﾌｧﾚﾉﾌﾟｼｽ類

春 １０℃ ピンク系

Phalaenopsis Wedding Promnade
ﾌｧﾚﾉｽｼｽ ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ 交配種

ﾌｧﾚﾉﾌﾟｼｽ類

赤系 不定期咲き １０℃ 花持ち良い

Phalaenopsis Pink Middy Type
ﾌｧﾚﾉﾌﾟｼｽ ﾋﾟﾝｸ ﾐﾃﾞｨ ﾀｲﾌﾟ 交配種

ﾌｧﾚﾉﾌﾟｼｽ類

色々な色が出ます 春 ７～１０℃ 中輪多輪性

Phalaenopsis amabilis
ﾌｧﾚﾉｽｼｽ ｱﾏﾋﾞﾘｽ 原種

ﾌｧﾚﾉﾌﾟｼｽ類

台湾 春 １０℃ ミディ白

Phal. Ever Spring Fairy‘Tokai Silky Star’
ﾌｧﾚﾉﾌﾟｼｽ ｴﾊﾞｰｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾌｪｱﾘｰﾄｰｶｲｼﾙｷｰｽﾀｰ 交配種

ﾌｧﾚﾉﾌﾟｼｽ類

春 １０℃ 花持ち良い

Phalaenopsis Fortune‘Zartsman’
ﾌｧﾚﾉﾌﾟｼｽ ﾌｫｰﾁｭﾝ ｻﾞﾙﾂﾏﾝ 交配種

ﾌｧﾚﾉﾌﾟｼｽ類

四季咲き １０℃ 黄色弁赤リップ

Phalaenopsis Ching Shang Stripe
ﾌｧﾚﾉﾌﾟｼｽ ﾁﾝ ｼｼｬﾝ ｽﾄﾗｲﾌﾟ 交配種

ﾌｧﾚﾉﾌﾟｼｽ類

台湾 春 １０℃ 斑入り

Doritaenopsis Queen Bee‘Mantenko’
ﾄﾞﾘﾃﾉﾌﾟｼｽ ｸｲﾝﾋﾞｰ ﾏﾝﾃﾝｺｰ 交配種

ﾌｧﾚﾉﾌﾟｼｽ類

Dor.pulcherrima x Phal.e 夏～秋 １０℃ 順々咲き

Phalaenopsis equestris v. alba
ﾌｧﾚﾉﾌﾟｼｽ ｴｸｴｽﾄﾘｽ ｱﾙﾊﾞ 原種

ﾌｧﾚﾉﾌﾟｼｽ類

インドネシア 春～秋 １０℃ 順々咲き

Dtps. Kenneth Schuvert‘Blue Ribon’
ﾄﾞﾘﾃﾉﾌﾟｼｽ ｹﾆｽｼｭｰﾍﾞﾙﾄ ﾌﾞﾙｰﾘﾎﾞﾝ 交配種

ﾌｧﾚﾉﾌﾟｼｽ類

春～夏 １０℃ 珍しいブルータイプ

Phalaenopsis violacea
ﾌｧﾚﾉｽｼｽ ﾋﾞｵﾗｾｱ 原種

ﾌｧﾚﾉﾌﾟｼｽ類

ボルネオ 四季咲き １０℃ 芳香有り

Doritaenopsis Purple Gem
ﾄﾞﾘﾃﾉﾌﾟｼｽ ﾊﾟｰﾌﾟﾙｼﾞｪﾑ 交配種

ﾌｧﾚﾉﾌﾟｼｽ類

Dor.pulcherrima x Phal.e 夏～秋 １０℃ 順々咲き
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Pleurothallis restrepioides‘Dragon Stone’ CBR/AOS
ﾌﾟﾚｳﾛﾀｲｽ ﾚｽﾄﾚﾋﾟｵｲﾃﾞｽ 原種

ﾌﾟﾚｳﾛ類

中国雲南省 冬 ５～７℃ ミニ系

Maxillaria sp
ﾏｷｼﾗﾘｱ 原種

ﾏｷｼﾗﾘｱ類

中南米 春 ５℃ 芳香有り

Maxillaria densa
ﾏｷｼﾗﾘｱ ﾃﾞﾝｻ 原種

ﾏｷｼﾗﾘｱ類

中南米 初夏 ５℃

Maxillaria rufescens
ﾏｷｼﾗﾘｱ ﾙﾌｪｽｾﾝｽ 原種

ﾏｷｼﾗﾘｱ類

中南米 初夏 ５℃

Maxillaria coccinea
ﾏｷｼﾗﾘｱ ｺｸｼﾈｱ 原種

ﾏｷｼﾗﾘｱ類

中南米 冬 ５～７℃ オレンジ赤

Masdevallia AngelFlost
ﾏｽﾃﾞﾊﾞﾘｱ ｴﾝｼﾞｪﾙﾌﾛｽﾄ 交配種

ﾏｽﾃﾞﾊﾞﾘｱ類

不定期咲き ５℃

Masddevallia aureopurpurea
ﾏｽﾃﾞﾊﾞﾘｱ ｵｰﾚｵﾊﾟｰﾌﾟﾚｱ 原種

ﾏｽﾃﾞﾊﾞﾘｱ類

四季咲き ５～７℃ 非常に良く増えます。

Masdevallia Myra
ﾏｽﾃﾞﾊﾞﾘｱ ﾏｲﾗ 交配種

ﾏｽﾃﾞﾊﾞﾘｱ類

秋～冬 ５℃ ミニ系

Masdevallia Adrew
ﾏｽﾃﾞﾊﾞﾘｱ ｱﾃﾞｭｰ 交配種

ﾏｽﾃﾞﾊﾞﾘｱ類

不定期咲き ５℃

Cattleya Little Dipper‘Sato’
ｶﾄﾚｱ ﾘﾄﾙﾃﾞｨｯﾊﾟｰ ｻﾄｰ 交配種

ﾐﾃﾞｨｶﾄﾚｱ類

春 ５～７℃ スプラッシュタイプ

Cattleya frasquita
ｶﾄﾚｱ ﾌﾗｽｷｰﾀ 原種

ﾐﾃﾞｨｶﾄﾚｱ類

中南米 春 ５～７℃ 希少種

C.Hiroshima Melody ‘Blue Lagoon’
ｶﾄﾚｱ ﾋﾛｼﾏ ﾚﾃﾞｨ ﾌﾞﾙｰﾗｸﾞｰﾝ 交配種

ﾐﾃﾞｨｶﾄﾚｱ類

四季咲き ７～１０℃ ブルー系

Laeliokattleya Imperial Wings ‘Noble’
ﾚﾘｵｶﾄﾚﾔ ｲﾝﾍﾟﾘｱﾙ ｳｨﾝｸﾞｽ ﾉｰﾌﾞﾙ 交配種

ﾐﾃﾞｨｶﾄﾚｱ類

秋～冬 ７～１０℃

Bc. Water Color‘Orchid Library’
ﾌﾞﾗｿｶﾄﾚｱ ｦｰﾀｰｶﾗｰ ｵｰｷｯﾄﾞﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ 交配種

ﾐﾃﾞｨｶﾄﾚｱ類

冬 ７～１０℃ ピンク系

Blc. Love Emotion‘Jeunes’
ﾌﾞﾗｿﾚﾘｵｶﾄﾚｱ ﾗﾌﾞｴﾓｰｼｮﾝ ｼﾞｭﾈｽ 交配種

ﾐﾃﾞｨｶﾄﾚｱ類

夏 ５～７℃ 多輪性

Blc. Wakamodosa‘Winter Light’
ﾌﾞﾗｿｶﾄﾚｱ ﾜｶﾓﾄﾞｻ ｳｨﾝﾀｰﾗｲﾄ 交配種

ﾐﾃﾞｨｶﾄﾚｱ類

冬 ７～１０℃ 丈夫でよく増えます

Lc. Maris Song‘Mikkabi’
ﾚﾘｵｶﾄﾚｱ ﾏﾘｽﾞｿﾞﾝｸﾞ ﾐｯｶﾋﾞ 交配種

ﾐﾃﾞｨｶﾄﾚｱ類

四季咲き ７～１０℃ 芳香有り

Laeliokattleya Imperial Wings
ﾚﾘｵｶﾄﾚﾔ ｲﾝﾍﾟﾘｱﾙ ｳｨﾝｸﾞｽ 交配種

ﾐﾃﾞｨｶﾄﾚｱ類

秋～冬 ７～１０℃

Sl. Jewwll Star‘Happy Field’ BM/JOGA
Sl. ｼﾞｭｳｪﾙｽﾀｰ ﾊｯﾋﾟｰﾌｨｰﾙﾄﾞ 交配種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

秋～冬 ５℃ 種苗登録品種

L. Fedelis x Lc.Glow
L.ﾌｪﾃﾞﾘｽ x Lc.ｸﾛｰ 交配種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

冬 ５℃

Slc.Dancing Daffodil‘Shitoro’
Slc.ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞﾀﾞﾌｫﾃﾞｨﾙ 交配種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

春 ５℃ ミニ系

Slc. Kagaribi Dawn 'Red Star’
Slc. ｶｶﾞﾘﾋﾞ ﾄﾞｰﾝ ﾚｯﾄﾞｽﾀｰ 交配種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

秋～冬 ５℃
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Potinara Ruby Ace ‘Abe’ BM/JOGA
ﾎﾟﾁﾅﾗ ﾙﾋﾞｰｴｰｽ ｱﾍﾞ 交配種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

冬 ５～７℃ 濃色ピンク

Potinara Free Spirit‘Carmela’
ﾎﾟﾁﾅﾗ ﾌﾘｰｽﾋﾟﾘｯﾄ ｶｰﾒﾗ 交配種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

秋（四季咲き） ５～７℃ 丈夫でよく増えます

Lc. Cosmo Aloha
ﾚﾘｵｶﾄﾚｱ ｺｽﾓｱﾛﾊ 交配種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

丈夫で育てやすい 四季咲き ５～７℃ ピンク系

Laeliocattleya Mini Purple‘Sato’
ﾚﾘｵｶﾄﾚﾔ ﾐﾆﾊﾟｰﾌﾟﾙ ｻﾄｰ 交配種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

花が大きいタイプ 四季咲き ５℃ ミニ系

Slc.Marikana‘Red Nail’
Slc. ﾏﾘｶﾅ ﾚｯﾄﾞﾈｲﾙ 交配種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

原種1代交配 秋～冬 ５～７℃ 多輪性

Potinara Memorial Gold ‘Canary’
ﾎﾟﾁﾅﾗ ﾒﾓﾘｱﾙｺﾞｰﾙﾄﾞ ｷｬﾅﾘｰ 交配種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

秋～冬 ７℃ 年２度咲き

Cattleya intermedia v. suave
ｶﾄﾚｱ ｲﾝﾀｰﾒﾃﾞｨｱ ｽｱｰﾌﾞ 原種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

ブラジル 冬～春 ５～７℃ 淡いピンク

Laeliocattleya Pri Pri‘Yuki’
ﾚﾘｵｶﾄﾚﾔ ﾌﾟﾘ ﾌﾟﾘ‘ﾕｷ’ 交配種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

秋～冬 ５℃

Potinara Sweet Sugar‘Miyuki’
ﾎﾟﾁﾅﾗ ｽｳｨｰﾄｼｭｶﾞｰ ﾐﾕｷ 交配種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

秋～冬 ５℃

Sophrocattleya Fairy Land
ｿﾌﾛｶﾄﾚﾔ ﾌｪｱﾘｰﾗﾝﾄﾞ 交配種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

冬 ５℃

Encyclia ceratistis
ｴﾝｻｲｸﾘｱ　ｾﾗﾃｨｽﾁｽ 原種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

中南米 冬～春 ５℃ 芳香有り

Bc. Taida Runa‘Taida’
ﾌﾞﾗｿｶﾄﾚｱ ﾀｲﾀﾞ ﾙﾅ ﾀｲﾀﾞ 交配種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

四季咲き ５℃

Slc. Rocket Burst‘Deep Enemel’
Slc. ﾛｹｯﾄ ﾊﾞｰｽﾄ ﾃﾞｰﾌﾟｴﾅﾒﾙ 交配種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

秋～冬 ５℃

Lc.Starry Sky x S.coccinea
Slc.(Lc.ｽﾀｰﾘｽｶｲ x S.ｺｸｼﾈｱ) 交配種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

秋～冬 ５℃

Potinara Kurashiki
ﾎﾟﾁﾅﾗ ｸﾗｼｷ 交配種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

秋～冬 ５～７℃ 年２度咲き

C.nobilior v. coerulescens‘Lour de Certao’
ｶﾄﾚｱ ﾉﾋﾞﾘｵｰﾙ ｾﾙﾚｯｾﾝｽ ﾙｱｰﾄﾞｾﾙﾄ 原種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

ブラジル 冬 ５～７℃ ブルー系

Cattleya Walkerinter
ｶﾄﾚｱ ﾜﾙｹﾘﾝﾀｰ 交配種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

原種1代交配 秋～冬 ５～７℃ 芳香有り

Lc.Puppy Love‘True Beauty’
ﾚﾘｵｶﾄﾚｱ ﾊﾟﾋﾟｰﾗﾌﾞ ﾄｩｰﾋﾞｭｰﾃｨｰ 交配種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

冬 ５～７℃ 花持ち良い

Potinara Hoku Gem‘Super Spots’
ﾎﾟﾁﾅﾗ ﾎｸｼﾞｪﾑ ｽｰﾊﾟｰｽﾎﾟｯﾄ 交配種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

秋～冬 ５℃

Lc. MiniPurple coerulea
Lc. ﾐﾆﾊﾟｰﾌﾟﾙ ｾﾙﾚｱ 交配種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

夏 ５℃ 芳香有り

Epicattleya Netrasiri Fine Green　
ｴﾋﾟｶﾄﾚﾔ　ﾈﾄﾗｼﾘ　ﾌｧｲﾝ　ｸﾞﾘｰﾝ 交配種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

不定期咲き ５℃ 年２度咲き

Laeliocattleya Exotic Smile‘Sailing’
ﾚﾘｵｶﾄﾚﾔ  ｴｷｿﾞﾁｯｸ ｽﾏｲﾙ ｾｲﾘﾝｸﾞ 交配種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

初夏 ５℃
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Diacattleya Colmaniae
ﾀﾞｲｱｶﾄﾚｱ  ｺﾙﾏﾆｱｴ 交配種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

冬～春 ７℃ 芳香有り

Slc.Marikana‘Tomoko’
Slc.ﾏﾘｶﾅ ﾄﾓｺ 交配種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

原種1代交配 秋～冬 ５～７℃ 多輪性

Eplc. El Hatillo‘Pinta’
ｴﾋﾟﾚﾘｵｶﾄﾚｱ ｴﾙｱﾃｨﾛ ﾋﾟﾝﾀ 交配種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

３属間交配 夏 ５～７℃ 珍しいセミアルバタイプ

Dialaelia Snow Flake‘Frosty’
ﾀﾞｲｱﾚﾘｱ ｽﾉｰﾌﾚｰｸ ﾌﾛｽﾃｨｰ 交配種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

冬～春 ７℃ 芳香有り

Soph. Little Honey
ｿﾌﾛﾆﾁｽ ﾘﾄﾙﾊﾆｰ 交配種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

冬 ５～７℃ 濃赤色

L.dayana v. coerulea‘Chojamaru’
ﾚﾘｱ ﾀﾞｲｱﾅ ｾﾙﾚｱ ﾁｮｰｼﾞｬﾏﾙ 原種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

中南米 秋～冬 ５～７℃ ブルー系

Lc. Special Lady‘Charmy Chip’
ﾚﾘｵｶﾄﾚｱ ｽﾍﾟｼｬﾙ ﾚﾃﾞｨ ﾁｬｰﾐｰﾁｯﾌﾟ 交配種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

スズキラン園オリジナル 秋 ５℃ 芳香有り

Lc. Mini Purple
ﾚﾘｵｶﾄﾚｱ ﾐﾆﾊﾟｰﾌﾟﾙ 交配種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

丈夫で育てやすい 四季咲き ５℃ 丈夫でよく増えます

Slc. Dixie Jewels‘Suzuki’
ｿﾌﾛﾚﾘｵｶﾄﾚｱ ﾃﾞｨｷｼｰ ｼﾞｭｴﾙ ｽｽﾞｷ 交配種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

冬 ５～７℃ 濃赤色

Cattleya walkerana v. alba
ｶﾄﾚｱ ﾜﾙｹﾗﾅ ｱﾙﾊﾞ 原種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

ブラジル 秋～冬 ５～７℃ 芳香有り

Slc. Little Hazel
ｿﾌﾛﾚﾘｵｶﾄﾚｱ ﾘﾄﾙﾍｲｾﾞﾙ 交配種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

冬 ５～７℃ 濃赤色

Slc. Hazel Boid‘Mikkabi’
ｿﾌﾛﾚﾘｵｶﾄﾚｱ ﾍｲｾﾞﾙﾎﾞｲﾄﾞ ﾐｯｶﾋﾞ 交配種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

冬 ５～７℃ オレンジ赤

Lc. Aloha Case
ﾚﾘｵｶﾄﾚｱ ｱﾛﾊｹｰｽ 交配種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

丈夫で育てやすい 冬 ５～７℃ ピンク系

Cattleya walkerana v. semi-alba
ｶﾄﾚｱ ﾜﾙｹﾗﾅ ｾﾐｱﾙﾊﾞ 原種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

ブラジル 秋～冬 ５～７℃ 芳香有り

Ctna. Peggy Sun‘Tomomi’
ｶﾄﾚｲﾄﾆｱ ﾍﾟｷﾞｰｻﾝ ﾄﾓﾐ 交配種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

春 ５～７℃ 花持ち良い

Lc. Aloha Case v. coerulea
ﾚﾘｵｶﾄﾚｱ ｱﾛﾊｹｰｽ ｾﾙﾚｱ 交配種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

丈夫で育てやすい 冬 ５～７℃ 美しいブルーです。

Laelia perinii x pumila
ﾚﾘｱ ﾍﾟﾘﾆｰ x ﾌﾟﾐﾗ 交配種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

秋 ５～７℃ 原種１代交配

Slc. Miyuki‘Little King’
ｿﾌﾛﾚﾘｵｶﾄﾚｱ ﾐﾕｷ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞ 交配種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

冬 ３～５℃ ミニ系

Bc. Richard Muller‘Gold Star’
ﾌﾞﾗｿｶﾄﾚｱ ﾘﾁｬｰﾄﾞ ﾐｭｰﾗｰ ｺﾞｰﾙﾄﾞｽﾀｰ 交配種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

秋～冬 ５～７℃ 丈夫でよく増えます

Slc. Rimfire‘Kanan’
Slc. ﾘﾑﾌｧｲﾔｰ ｶﾅﾝ 交配種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

冬 ５～７℃ 黄色弁赤リップ

Slc. Hawaian Splash‘Lea’BM/JGP
ｿﾌﾛﾚﾘｵｶﾄﾚｱ ﾊﾜｲｱﾝ ｽﾌﾟﾗｯｼｭ ﾚｱ 交配種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

冬 ５～７℃ スプラッシュタイプ

Sophronitis Beaufort‘Elizabeth’AM/AOS
ｿﾌﾛﾆﾁｽ ﾋﾞｭｰﾌｫｰﾄ ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ 原種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

ブラジル 秋～冬 ５～７℃ 小型系
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Epicattleya Netrasiri Fine Green‘Green’　
ｴﾋﾟｶﾄﾚﾔ　ﾈﾄﾗｼﾘﾌｧｲﾝｸﾞﾘｰﾝ ｸﾞﾘｰﾝ 交配種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

不定期咲き ５℃ 年２度咲き

Potinara Sweet Sugar‘Makoto’
ﾎﾟﾁﾅﾗ ｽｳｨｰﾄｼｭｶﾞｰ ﾏｺﾄ 交配種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

秋～冬 ５℃

Potinara Hourai
ﾎﾟﾁﾅﾗ ﾎｳﾗｲ 交配種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

冬～春 ５℃ 育て易い

Iwanagara Apple Blossum
ｲﾜﾅｶﾞﾗ ｱｯﾌﾟﾙﾌﾞﾛｯｻﾑ 交配種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

冬～春 ７℃ 芳香有り

Cattleya Angel Walker
ｶﾄﾚｱ ｴﾝｼﾞｪﾙｦｰｶｰ 交配種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

白花 秋～冬 ５～７℃ 芳香有り

C.Interglossa
ｶﾄﾚｱ ｲﾝﾀｰｸﾞﾛｯｻ 交配種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

秋～冬 ７～１０℃ 原種系交配

Blc.‘Green Veile’
ﾌﾞﾗｿﾚﾘｵｶﾄﾚｱ ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞｲﾙ 交配種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

秋～冬 ７～１０℃ グリンスプラッシュ

Brassavola cucurata
ﾌﾞﾗｻﾎﾞﾗ ｸｸﾗｰﾀ 原種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

中南米 冬～春 ７℃

Sl.(L.lundii x S.coccinea)
Sl.(L. ﾙﾝﾃﾞｨ x S.ｺｸｼﾈｱ) 交配種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

夏～秋 ５℃ 非常に良く増えます。

Laelia Adrienne
ﾚﾘｱ ｱﾄﾞﾘｴﾝ 交配種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

春 ５℃ ミニ系

Blc. Hamming Bird‘Lime Light’
ﾌﾞﾗｿﾚﾘｵｶﾄﾚｱ ﾊﾐﾝｸﾞﾊﾞｰﾄﾞ ﾗｲﾑﾗｲﾄ 交配種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

秋～冬 ５～７℃ 黄色系

Lc. Hou Youan Angel‘Pekoe’
ﾚﾘｵｶﾄﾚｱ ﾎ ﾕｱﾝ ｴﾝｼﾞｪﾙ ﾍﾟｺ 交配種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

白赤 秋 ５℃ 育て易い

Cattleya walkerana
ｶﾄﾚｱ ﾜﾙｹﾗﾅ 原種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

ブラジル 秋～冬 ５～７℃ 芳香有り

Potinara Sweet Sugar‘Orange Target’
ﾎﾟﾁﾅﾗ ｽｳｨｰﾄｼｭｶﾞｰ ｵﾚﾝｼﾞﾀｰｹﾞｯﾄ 交配種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

秋～冬 ５℃

Laeliocattonia Peggy San‘Tomomi’
ﾚﾘｵｶﾄﾆｱ ﾍﾟｷﾞｰｻﾝ‘ﾄﾓﾐ’ 交配種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

春 ７℃

Encyclia vitellina
ｴﾝｻｲｸﾘｱ ﾋﾞﾃﾘﾅ 原種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

中南米 秋～冬 ７℃

Laeliocattleya Tokyo Magic‘Lea’
ﾚﾘｵｶﾄﾚﾔ ﾄｷｮｰﾏｼﾞｯｸ ﾚｱ 交配種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

白赤 秋～冬 ５℃ ミニ系

Kirr. Tropical Jewel
ｷﾗｳｪｱﾗ ﾄﾛﾋﾟｶﾙｼﾞｭｳｪﾙ 交配種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

春 ５℃ 小型系

Slc. Rimfire‘Walder’
Slc. ﾘﾑﾌｧｲﾔｰ ﾜﾙﾀﾞｰ 交配種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

冬 ５～７℃ 黄色弁赤リップ

Slc. Marikana‘Fire Star’BM/JOGA
ｿﾌﾘｵﾚﾘｵｶﾄﾚｱ ﾏﾘｶﾅ ﾌｧｲﾔｰｽﾀｰ 交配種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

冬～春 ５℃ 花持ち良い

Cattleya walkerana‘Miyata’
ｶﾄﾚｱ ﾜﾙｹﾗﾅ ﾐﾔﾀ 原種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

ブラジル 秋～冬 ５～７℃ 芳香有り

Iwanagara Apple Blossum (Orange)
ｲﾜﾅｶﾞﾗ ｱｯﾌﾟﾙﾌﾞﾛｯｻﾑ ｵﾚﾝｼﾞ 交配種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

冬～春 ７℃ 芳香有り
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Laeliocattleya Button Top
ﾚﾘｵｶﾄﾚﾔ ﾊﾞﾄﾝﾄｯﾌﾟ 交配種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

冬 ５℃ 芳香有り

Brassavola nodosa
ﾌﾞﾗｻﾎﾞﾗ ﾉﾄﾞｻ 原種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

中米 冬～春 ５℃ 芳香有り

Slc.Marikana
Slc. ﾏﾘｶﾅ 交配種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

原種1代交配 秋～冬 ５～７℃ 多輪性

Potinara Sweet Sugar‘Yellow Flash’
ﾎﾟﾁﾅﾗ ｽｳｨｰﾄｼｭｶﾞｰ ｲｴﾛｰﾌﾗｯｼｭ 交配種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

四季咲き ５～７℃ 育て易い

Laeliocattleya Love Knot
ﾚﾘｵｶﾄﾚﾔ  ﾗﾌﾞﾉｯﾄ 交配種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

四季咲き ５℃

Sophrocattleya Fairy Land‘Popo’
ｿﾌﾛｶﾄﾚﾔ ﾌｪｱﾘｰﾗﾝﾄﾞ ﾎﾟﾎﾟ 交配種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

冬 ５℃

Slc. Wendy's Valentine‘June’
Slc. ｳｪﾝﾃﾞｨｰｽﾞ ﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝ‘ｼﾞｭｰﾝ’ 交配種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

秋～冬 ５℃

Cattleya Heathii alba‘Taida’
ｶﾄﾚﾔ ﾋｰｼｰ ｱﾙﾊﾞ ﾀｲﾀﾞ 交配種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

冬 ５℃ 芳香有り

Cattleya intermedia v. amethystina
ｶﾄﾚｱ ｲﾝﾀｰﾒﾃﾞｨｱ ｱﾒｼｽﾃｨﾅ 原種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

ブラジル 春～夏 ５～７℃ ブルー系

Slc. Estella Jewell‘Kazumura’
Slc. ｴｽﾃﾗｼﾞｭｳｪﾙ‘ｶｽﾞﾑﾗ’ 交配種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

冬 ５℃

Bc. Angele Lace‘Lack’
ﾌﾞﾗｿｶﾄﾚｱ ｴﾝｼﾞｪﾙﾚｰｽ ﾗｯｸ 交配種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

夏～秋 ５～７℃ 芳香有り

Laeliocattleya Love Knot‘Sato’
ﾚﾘｵｶﾄﾚﾔ  ﾗﾌﾞﾉｯﾄ ｻﾄｰ 交配種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

四季咲き ５℃

Slc. Morning Glow‘Hitomi’ BM/JOGA
ｿﾌﾛﾚﾘｵｶﾄﾚｱ ﾓｰﾆﾝｸﾞｸﾞﾛｰ ﾋﾄﾐ 交配種

ﾐﾆｶﾄﾚﾔ類

冬 ５～７℃ 濃赤色

Dendrobiunm Fantasy Land‘Princess’
ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｭｰﾑ ﾌｧﾝﾀｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ ﾌﾟﾘﾝｾｽ 交配種

ﾐﾆﾃﾞﾝﾌｧﾚ類

春～秋 ７～１０℃ 同じ節から何度も咲きます。

Doritis pulcherhima v. coerulea‘Faint Blue’
ﾄﾞﾘﾁｽ ﾌﾟﾙｹﾐﾗ  ｾﾙﾚｱ ﾌｪｲﾝﾄﾌﾞﾙｰ 原種

ﾐﾆﾌｧﾚﾉﾌﾟｼｽ類

タイ、マレー 秋～冬 ７～１０℃ 珍しいブルータイプ

Lycaste aromatica
ﾘｶｽﾃ ｱﾛﾏﾁｶ 原種

ﾘｶｽﾃ類

中南米 春 ７℃ ニッキの香り

Yonezawara Blue Star
ﾖﾈｻﾞﾜﾗ ﾌﾞﾙｰｽﾀｰ 交配種

風蘭類

風蘭の子供 冬～春 ５℃ 芳香有り

Ascocentrum miniatum
ｱｽｺｾﾝﾄﾗﾑ ﾐﾆｱﾀﾑ 交配種

風蘭類

ビルマ、タイ 春～夏 ５℃ 風蘭系

Neostylis Lous Neary
ﾈｵｽﾃｨﾘｽ ﾙｰｽﾈｱﾘｰ 交配種

風蘭類

風蘭の子供 冬～春 ５℃ 芳香有り

Darwiara Charm‘Blue Star’
ﾀﾞｰｳｨｱﾗ ﾁｬｰﾑ ﾌﾞﾙｰｽﾀｰ 交配種

風蘭類

冬 ５～７℃ ブルー系

Ascofinetia Cherry Blossum
ｱｺﾌｨﾈﾁｱ ﾁｪﾘｰﾌﾞﾛｯｻﾑ 交配種

風蘭類

冬 ５℃ 風蘭系

Ascofinetia Twinkle
ｱｺﾌｨﾈﾁｱ ﾄｩｲﾝｸﾙ 交配種

風蘭類

風蘭の子供 冬 ５℃ 風蘭系
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Ascofinetia Lion Star
ｱｺﾌｨﾈﾁｱ ﾗｲｵﾝｽﾀｰ 交配種

風蘭類

冬 ５℃ 風蘭系

Sarcochilus fitzgerardii
ｻｰｺｷﾗｽ ﾌｨｯﾂｹﾞﾗﾙﾃﾞｨｰ 原種

風蘭類

インドネシア 春 ７～１０℃ 芳香有り

洋蘭苗セット　バリエーション

●　ミニカトレア　苗セット

●　オンシジューム　苗セット　オンシジューム近縁種

●　パフィオ　苗セット　　　　　パフィオ、フラグミ

●　胡蝶蘭　苗セット

●　デンドロビューム　苗セット

●　原種　苗セット

●　MIX　苗セット

●　希少原種　苗セット

●　カトレア原種　苗セット　カトレア近縁種

●　パフィオ原種　苗セット

●　デンドロ原種　苗セット

●　バルボフィラム　苗セット


