
1 池田瑞月 バンダ・サンデリアナ Vanda sanderiana 木版画（日本画） 横

2 池田瑞月 ブラッソレリオカトレヤ Blc.No.487 木版画（日本画）

3 池田瑞月 レリオ カトレア Lc.No.295 木版画（日本画） 横

4 池田瑞月 カトレア C.No.66 木版画（日本画）

5 池田瑞月 シンビディウム・ウイニファイアード マイルズ Cym.Winifired Miles 木版画（日本画）

6 池田瑞月 レリオ カトレア Lc.No.106 木版画（日本画）

7 池田瑞月 シンビディウム・カツラ Cym.Katsura 木版画（日本画）

8 池田瑞月 カトレア・ヴァルセヴィチー C.warscewiczii 木版画（日本画）

9 池田瑞月 パフィオペディルム・ナラ「ワカクサヤマ」 Paph.Nara‘Wakakusayama’ 木版画（日本画）

10 池田瑞月 パフィオペディルム・フレチェリアヌム Paph.Fletcherianum 木版画（日本画） 横

11 池田瑞月 カトレア・ガットン ルビー アルバ「オオヤマザキ」 C.Gatton Ruby Alba ‘Oyamazaki’ 木版画（日本画）

12 不明 ブラッソカトレア・マダム チャールズ マロン 「オオヤマザキ」 Bc.Madame Charles Maron ‘Oyamazaki’ 木版画（日本画）

13 池田瑞月 レリオカトレヤ・キューピッド 「オオヤマザキ」 Lc Cupid ‘Oyamazaki’ 木版画（日本画）

14 池田瑞月 シンビディウム・ドッテレル「オオヤマザキ」 Cym.Dotterel ‘Oyamazaki’ 木版画（日本画）

15 池田瑞月 レリオカトレヤ・ムラサキシキブ Lc Murasakisikibu 木版画（日本画）

16 池田瑞月 サギソウ Habenaria radiata 木版画（日本画）

17 池田瑞月 パフィオペディルム Paph.No.586 木版画（日本画） 横

18 池田瑞月 カランテ・ブライアン「ウイリアム マレー」 Calanthe Bryan ‘William Murray’ 木版画（日本画）

19 池田瑞月 シンビディウム・インシグネ「アトロサンギネア」 Cym.insigne ‘Atrosanguinea’ 木版画（日本画）

20 池田瑞月 ブラッソレリオカトレヤ・ゴードン ハイランダー Blc.Gordon Highlander 木版画（日本画）

21 池田瑞月 パフィオペディルム・グラウコフィルム Paph.glaucophyllum 木版画（日本画） 横

22 池田瑞月 ブラッソカトレア・シリアナ「オオヤマザキ」 Bc.Shillana ‘Oyamazaki’ 木版画（日本画）

23 池田瑞月 ブラッサヴィラ・ディグビアナ B.digbyana 木版画（日本画）

24 池田瑞月 デンドロビウム Den 木版画（日本画） 横

25 池田瑞月 ブラッソカトレア・エンプレス オブ ロシア「オオヤマザキ」 Bc.Empree of Russia ‘Oyamazaki’ 木版画（日本画）

26 池田瑞月 パフィオペディルム・ユウフラシア「オオヤマザキ」 Phph.Euphrsia ‘Oyamazaki’ 木版画（日本画）

27 池田瑞月 レリオカトレヤ・ジェネラル モード「パープル・グローリー」 Lc.General Maude ‘Purple Glory’ 木版画（日本画）

28 池田瑞月 ブラッシア・ギレオウディアナ Brassia gineoudiana 木版画（日本画）

29 池田瑞月 オンデジウム・フレクスオスム Oncidium flexuosum 木版画（日本画）

30 池田瑞月 デンドロビウム・ティルシフロルム Den.thyrsiflorum 木版画（日本画）

31 池田瑞月 バンダ・ルソニカ Vanda luzonica 木版画（日本画） 横

32 池田瑞月 カタセツム Catasetum sp. 木版画（日本画）

備考欄 横：横位置、

  記入無し：縦、 No.上
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33 池田瑞月 ブルボフィルム・ロビー Bulbophyllum lobbii 木版画（日本画）

34 池田瑞月 デンドロビウム・ヴィクトリア・レギナエ Den.victoriac-reginac 木版画（日本画）

35 池田瑞月 ロドリゲシア・セクンダ Rodriguezia secunda 木版画（日本画） 横

36 池田瑞月 パフィオペディルム・オキナ Paph.Okina 木版画（日本画）

37 池田瑞月 シンビディウム Cym.Cygnet x Cym.Garnet 木版画（日本画）

38 池田瑞月 プラグミペディウム・グランデ Phrag Grande 木版画（日本画）

39 池田瑞月 レリア・ラトナ L.Latona 木版画（日本画）

40 池田瑞月 パフィオペディルム・キング アルバート Phph.King Albert 木版画（日本画）

41 池田瑞月 デンドロビウム・デヴォニアヌム Den.devonianum 木版画（日本画） 横

42 池田瑞月 パフィオペディルム・モーディアエ Paph.Maudiae 木版画（日本画）

43 池田瑞月 カトレア・クロソ「オオヤマザキ」 C.Clotho ‘Oyamazaki’ 木版画（日本画）

44 池田瑞月 パフィオペディルム・キリオラレ Paph.ciliolare 木版画（日本画）

45 池田瑞月 ジゴペタルム・マクシラレ・ガウティエリ Zygopertalum maxillare var.gautieri 木版画（日本画）

46 池田瑞月 ブラッシア・ウエルコサ Brassia verrucosa 木版画（日本画） 横

47 池田瑞月 デンドロビウム・ロッディギシー Den.loddigesii 木版画（日本画） 横

48 池田瑞月 リカステ・アロマティカ Lycaste aromatica 木版画（日本画） 横

49 池田瑞月 エピデンドルム・パーキンソニアヌム Epidendrum parkinsonianum 木版画（日本画）

50 池田瑞月 デンドロビウム・ウォーディアヌム Den.wardianum 木版画（日本画） 横

51 池田瑞月 レリア・ゴウルディアナ L.gouldiana 木版画（日本画）

52 池田瑞月 パフィオペディルム・モリエール・ホーリントン Paph.Muriel Hollington 木版画（日本画） 横

53 池田瑞月 バンダ・テレス「オオヤマザキ」 Vanda terres ‘Oyamazaki’ 木版画（日本画）

54 池田瑞月 デンドロビウム・パリシー Den.parishii 木版画（日本画）

55 池田瑞月 パフィオペディルム・ベラツルム Paph..bellatulum 木版画（日本画） 横

56 池田瑞月 レリオカトレヤ・オリーブ「オオヤマザキ」 Lc.Olive ‘Oyamazaki’ 木版画（日本画）

57 池田瑞月 ミルトニア・サンデリアナ「オオヤマザキ」 Miltonia Sanderiana ‘Oyamazaki’ 木版画（日本画） 横

58 池田瑞月 ブラッソカトレア・ブリュージュ Bc.Bruges 木版画（日本画）

59 池田瑞月 シンビディウム・ジャイアント・ローズ「オオヤマザキ」 Cym.Giant Rose ‘Oyamazaki’ 木版画（日本画）

60 池田瑞月 シンビディウム Cym.Glasgow x Cym.Garnet 木版画（日本画）

61 池田瑞月 シンビディウム・オオカガミ Cym.Okagami 木版画（日本画）

62 池田瑞月 カトレア・モナーク「オオヤマザキ」 C.Monarch ‘Oyamazaki’ 印刷（日本画）

63 池田瑞月 デンドロビウム・フクバ Den.Fukuba 木版画（日本画）

64 池田瑞月 パフィオペディルム・ハイナルディアヌム Paph.haynaldianum 木版画（日本画） 横

65 池田瑞月 レリオカトレヤ・ラスター「プルモーザ」 Lc.Lustre ‘Plumosa’ 木版画（日本画）

66 池田瑞月 パフィオペディルム・デメター Phpa.Dcmcter 木版画（日本画）

67 池田瑞月 セロジネ・デヤナ Coelogyne dayana 木版画（日本画）

68 池田瑞月 パフィオペディルム・ゴライアス Phph.Goliath 木版画（日本画）

69 池田瑞月 リステカ・スキネリ「ハミルトン・スミス」 Lycaste skinneri‘Hamilton Smith’ 木版画（日本画）

70 池田瑞月 カトレア・アケボノ C.Akebono 木版画（日本画）

71 池田瑞月 シンビディウム・エリトロスティルム Cym.erythrostylum 木版画（日本画）

72 池田瑞月 レリオカトレヤ・ペレウス‘オオヤマザキ’ Lc.Peleus ‘Oyamazaki’ 木版画（日本画） 横
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73 池田瑞月 シンビディウム・スラッシュ「オオヤマザキ」 Cym.Thrush ‘Oyamazaki’ 木版画（日本画） 縦 No.下

74 池田瑞月 デンドロビウム Den 木版画（日本画）

75 池田瑞月 ブラッソレリア・ヘレン「オオヤマザキ」 Bl.Helen ‘Oyamazaki’ 木版画（日本画）

76 池田瑞月 カトレア・メンデリー C.mendelii 木版画（日本画）

77 池田瑞月 レナンテラ・インスホーティアナ Renanthera imschootiana 木版画（日本画）

78 池田瑞月 レリオカトレヤ・ヘリウス「オオヤマザキ」 Lc.Helius ‘Oyamazaki’ 木版画（日本画）

79 池田瑞月 カトレヤ・メンデリー「グローリア・マンディー」 C.mendelii ‘Gloria Mundy’ 木版画（日本画）

80 池田瑞月 シンビディウム Cym.No.351 木版画（日本画）

81 池田瑞月 カトレア・トリアナエ「ザ キング」 C.trianae‘The King’ 木版画（日本画）

82 池田瑞月 マスデバリア・シュレーデリアナ Masdevallia schroederiana 木版画（日本画） 横

83 池田瑞月 ホルコグロッスム・キンバリアヌム Holcoglossum kimballianum 木版画（日本画） 横

84 池田瑞月 オンデジウム・パピリオ Oncidium papilio 木版画（日本画）

85 中村清太郎 パフィオペディルム・ヨロイ Paph.Yoroi 印刷（油彩） 横

86 中村清太郎 タイリントキソウ Pleione formosana 印刷（油彩） 横

87 中村清太郎 カトレア C.No.109 印刷（油彩） 横

88 中村清太郎 パフィオペディルム・チャールズワーシー Paph.charlesworthii 印刷（油彩）

89 中村清太郎 パフィオペディルム・ユウフラシア「オオヤマザキ」 Paph.Euphrasia ‘Oyamazaki’ 印刷（油彩）

90 中村清太郎 ブラッソカトレア・クリフトニー「マグニフィカ」 Bc.Cliftonii ‘Magnifica’ 印刷（油彩）

91 中村清太郎 パフィオペディルム・ロビン・フッド Paph.Robino Hood 印刷（油彩）

92 中村清太郎 デンドロビウム・ファレノプシス「シュローデリアヌム」 Den.phalaenopsis‘Schroaderianum’ 印刷（油彩）

93 池田瑞月 パフィオペディルム・ミス・ルイザ ファウラー「マグニフィカム」 Paph.Miss Louisa Fowler‘Magnificum’ 印刷（日本画）

94 池田瑞月 レリオカトレヤ・ジャキネッタ Lc.Jacquinetta 印刷（日本画）

95 池田瑞月 カランテ・セデニー「ロゼア」 Calanthe Sedenii‘Rosea’ 印刷（日本画） 横

96 池田瑞月 カトレア・ダヴィアナ・アウレア C.dowiana var. aurea 印刷（日本画）

97 中村清太郎 パフィオペディルム・ユウフラシア「イワシミズ」 Paph.Euphrasia ‘Iwashizu’ 印刷（油彩）

98 岡本東洋 パフィオペディルム・ユウフラシア「イワシミズ」 Paph.Euphrasia ‘Iwashizu’ 印刷（写真） 白黒/横

99 岡本東洋 ディモルフォルキス・ロウイー Dimorphorchis lowii 印刷（写真） 白黒

100 岡本東洋 パフィオペディルム・ゴウエリアナム「グラトリキシー」 Paph.Gowerianum ‘Gratrixiae’ 印刷（写真） 白黒

101 岡本東洋 パフィオペディルム・ゴトー Paph.Gotoh 印刷（写真） 白黒/横

102 岡本東洋 パフィオペディルム・ロルフェイ Paph.Rolfei 印刷（写真） 白黒

103 岡本東洋 ファレノプシス・アマビリス Phalaenopsis amabilis 印刷（写真） 白黒

104 岡本東洋 パフィオペディルム・A・デ・ライレッス Paph.A.de Lairesse 印刷（写真） 白黒

　欠番・欠品　７点：No.25 29 34 45 54 66 76；　計　９７点所蔵

＊　蘭花譜―天王山大山崎山荘　加賀正太郎　同朋舎出版　1995

http://jac.or.jp/images/media/rankafu_073.png
http://jac.or.jp/images/media/rankafu_074.png
https://jac1.or.jp/images/media/rankafu_075.png
http://jac.or.jp/images/media/rankafu_076.png
http://jac.or.jp/images/media/rankafu_077.png
http://jac.or.jp/images/media/rankafu_078.png
http://jac.or.jp/images/media/rankafu_079.png
http://jac.or.jp/images/media/rankafu_080.png
http://jac.or.jp/images/media/rankafu_081.png
http://jac.or.jp/images/media/rankafu_082.png
http://jac.or.jp/images/media/rankafu_083.png
http://jac.or.jp/images/media/rankafu_084.png
http://jac.or.jp/images/media/rankafu_085.png
http://jac.or.jp/images/media/rankafu_086.png
http://jac.or.jp/images/media/rankafu_087.png
http://jac.or.jp/images/media/rankafu_088.png
http://jac.or.jp/images/media/rankafu_089.png
http://jac.or.jp/images/media/rankafu_090.png
http://jac.or.jp/images/media/rankafu_091.png
http://jac.or.jp/images/media/rankafu_092.png
http://jac.or.jp/images/media/rankafu_093.png
http://jac.or.jp/images/media/rankafu_094.png
http://jac.or.jp/images/media/rankafu_095.png
http://jac.or.jp/images/media/rankafu_096.png
http://jac.or.jpimages/media/rankafu_097.png
http://jac.or.jp/images/media/rankafu_098.png
http://jac.or.jp/images/media/rankafu_099.png
http://jac.or.jp/images/media/rankafu_0100.png
http://jac.or.jp/images/media/rankafu_0101.png
http://jac.or.jp/images/media/rankafu_0102.png
http://jac.or.jp/images/media/rankafu_0103.png
http://jac.or.jp/images/media/rankafu_0104.png



