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〜ご注文の際は以下の内容をよくご確認ください〜
◉ご注文について
・	ご注文はFAX等にて、弊社または営業担当者へご住所・お名前・電話番号・商品名・数量・納期を正確にお知らせ下さい。内容
を確認の上、受注の可否をご連絡いたします。
・	苗の価格につきましては、お見積価格表に基づきます。詳しくはお問い合わせ下さい。
・商品の性質上、納品予定日の8週前のキャンセルにつきましては承りかねますので、ご注意下さい。
・諸官庁、学校の方はご注文書に必ず、貴庁、貴校印をご捺印下さい。合わせて、ご担当者様のお名前の明記をお願いいたします。

◉納品について
・	毎週月曜〜木曜に出荷を行っております。（土日・休祭日の出荷は行っておりません。）
・苗到着後、直ちに開梱し、商品名・数量・品質をご確認下さい。
・	品質には万全を期して発送しておりますが、万一品質等に問題が生じている場合には、到着後3日以内にご連絡くださるようお
願いいたします。

◉ご送金について
・	商品代金は月末締めでご請求申し上げますので、期日までに銀行振込でご送金ください。その際の振込手数料はお客様にてご
負担いただきますよう、お願い申し上げます。

・支払期限を過ぎてお支払いがない場合、お取引を停止させていただくことがございます。
・	領収書の発行は原則として省略させて頂いておりますが、ご入用の際はお申し付け下さい。

●ご送金は下記へお願いいたします。
三井住友銀行（0009）　浜松支店（477）

口座番号 普通　７１４３９５１

口座名義 デュメンオレンジジャパン株式会社

◉お願い
・	諸事情により、ご希望品種・数量を納品できないことがございます。その際には弊社在庫品種等をご案内いたしますので	
代替品をご検討下さい。

・返品は商品の性質上お断りいたします。
・カタログに記載された写真・本文の無断転写・転載を禁じます。
・このカタログに掲載された品種の画像は、印刷の関係上、実物の花色と異なることがございます。

◉責任について
・	栽培条件、天候等により栽培結果が異なる場合がございます。万一栽培結果が不良、かつそれが苗に起因する場合の補償額は、
お買い上げ代金の範囲内とさせていただきます。

Disclaimer Although Dümmen Orange has composed this brochure with great care, the information contained in this brochure is for general information purposes only. 
Dümmen Orange makes no representations or warranties of any kind, express or implied, about the information contained herein. In no event will any company part of Düm-
men Orange be liable for any loss or damage including without limitation, direct or indirect or consequential loss or damage, or any loss or damage whatsoever arising from 
loss of turnover or profits arising out of, or in connection with the information contained herein. The use of the “TM” and “®” symbols herein indicate the trademarks and regis-
tered trademarks of Dümmen Orange that are used and may be registered in Canada, Germany, The Benelux, The European Union, The United States and in other countries.

取引規定

〒432-8031　静岡県浜松市中区平田町60番地　くろかねやビル2階
T.053-451-4633    F.053-457-8577
DummenOrange.com
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Dümmen Orangeは、花卉の育種と繁殖における世界的なマーケットリーダーです。2020年に
オランダに開設された当社の育種テクノロジーセンターは、世界最大の花卉栽培の研究施設です。革新的な
遺伝学と育種技術により、育種家と科学者はより美しいプロダクトや次世代の品種をよりスマートに開発して
います。私たちは、花や植物の持つ自然な抵抗力を高めて、より生命力の強いプロダクトを開発し、生産者や
小売り、そして消費者に、化学薬品の必要性を大幅に減らした環境に優しいプロダクトを届けています。
Dümmen	 Orangeは、これからも生産者の皆さまとともに、より発展した未来に向けてチャレンジしていくこと
をお約束します。

 （Dümmen	Orangeのポットカーネーションの商標）
カットカーネーションにおいて長い歴史を持つバルブレブランは、1993年にポットカーネーションの育種プログラムを始めました。
バルブレブランは豊富な知識と歴史を共有し、グループ会社として近年のDümmen	Orangeのポットカーネーション「CARNELIA」の
生産ラインと開発をしています。その育種方法はスペインで維持されつつも、グローバルな知識と経験によって改良されています。
Dümmen	Orangeはポットカーネーション分野において一貫して成長し続け、各市場の需要に応じた品種を開発しています。
私たちは皆様に新しい試作とシリーズを豊富な品揃えで提供できることを誇りに思っています。

パラダイス

ピンク
チック

ファンシーバイオレット

レッドカプリス

■ 本カタログ掲載品種について
● マークは日本国内で品種登録済・品種登録出願中の品種です。
● 本カタログに掲載されている品種は、品種出願準備中および当社と育種者の間で販売許諾契約中の品種です。
● ご注文の際には［栽培契約書］を締結させて頂きます。
● 育種者の許諾なく業として利用（増殖、譲渡、輸出入など）する行為は、損害賠償、刑事罰の対象となる場合があります。

■ デュメンオレンジジャパン LINE公式アカウント

ご登録はこちらから ➡
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品種名称 （英名） 鉢サイズ 花色 コメント

レッドカプリス
（RED CAPRICE）

5号 赤 赤の晩生の品種。丈もとれるがしなやかな見た目とは違い折れにくいため、 
ギフトでもおすすめ。

ローズチャーム
（ROSE CHARM）

5号 濃桃 濃いピンクから淡いピンクへと、色の移りかわりを楽しめる品種。

ファンシーバイオレット
（FANCY VIOLET）

5号 白/紫 紫と白のマーブルカラー。
花弁も少しフリルのような絞りがあり今までになかった品種。

レッドカプリス
RED CAPRICE（OP16R24） /17761

ローズチャーム
ROSE CHARM（OP15C12） /17765

ファンシーバイオレット
FANCY VIOLET（OP16FV23） /17751
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品種名称 （英名） 鉢サイズ 花色 コメント

グランルージュ
（GRANDROUGE）

5号 赤 分枝良く揃いが良い。マイフェアレディの枝変わり。

マイフェアレディー
（MY FAIR LADY）

4号～5号 赤 分枝が良くドーム型に仕上がる。ややコンパクトタイプ。

パラダイス
（PARADISE）

5号 明赤 中生。明るい赤。程よいボリュームがとれる。

フォセットレッド
（FOSSETTE RED）

5号～6号 赤 ボリュームが取り易い。開花揃いが良い。

ホープ
（HOPE）

4号～5号 明赤 中早生。グランルージュより1週間早く咲く。コンパクト品種。

グランルージュ
GRANDROUGE /17580

マイフェアレディー
MY FAIR LADY /17579

フォセットレッド
FOSSETTE RED /17582

ホープ
HOPE /17688

パラダイス
PARADISE（OP16R16） /17760
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品種名称 （英名） 鉢サイズ 花色 コメント

エルサ
（ELSA）

5号 桃 草姿が整い易く花持ちも良い。

クレアライトピンク
（CREA  LIGHTPINK）

5号～6号 淡桃 クレアの枝変り品種。1回摘心栽培可。

クレア
（CREA）

5号～6号 桃 花持ちが良い。ボリュームが取り易い。波状花弁で花形が良い。

フレンチピンク
（FRENCH PINK）

5号 桃 中早生。ピンクパフに似たピーチ系桃

カミーユピンク
（CAMILLE PINK）

5号 桃 花径が大きな定番の色。

カミーユピンク
CAMILLE PINK /17587

クレアライトピンク
CREA LIGHT PINK /17691

クレア
CREA /17597

フレンチピンク
FRENCH PINK /17692

エルサ
ELSA /17689
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品種名称 （英名） 鉢サイズ 花色 コメント

トゥルーラブ
（TRUE LOVE）

4号 桃 立性の早生品種。連続開花性あり。

ハニーフラッシュ
（HONEYFLASH）

4号～5号 濃桃 中生。根が細いタイプで育苗中過湿に注意。

ピンクチック
（PINK CHIC）

5号 淡桃/濃桃 中生。外は薄く、中は濃い桃。根が細いため育苗時には過湿に注意。

アンサンブル
（ENSEMBLE）

5号 クリーム/桃 特徴的な可愛らしい色合い。多花性タイプ。

フロリアーヌ
（FLORIANE）

4号～5号 クリーム/桃 優しい色合いで花持ちが良い。コンパクト。

アンサンブル
ENSEMBLE /17695

ハニーフラッシュ
HONEYFLASH /17590

フロリアーヌ
FLORIANE /17572

トゥルーラブ
TRUE LOVE /17588

ピンクチック
PINK CHIC（OP15P4） /17768
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品種名称 （英名） 鉢サイズ 花色 コメント

ハニームーン
（HONEY MOON）

5号 黄 大輪で鮮明な黄色。花持ちが良い。

スーパームーン
（SUPER MOON）

5号～6号 淡黄 緑がかった黄色で草丈が取り易い。

テキーラ
（TEQUILA）

5号 杏/濃橙 中早生。はっきりした目を引くような色合い。

ドゥルカル
（DURCAL）

4号～5号 白 小輪多花性。微香性。

オレンジドレス
（ORANGE DRESS）

5号 橙 サマードレスの枝変わり。室内開花時の花色も良い。

ドゥルカル
DURCAL /17585

ハニームーン
HONEY MOON /17600

オレンジドレス
ORANGE DRESS /17605

スーパームーン
SUPER MOON /17694

テキーラ
TEQUILA（OP15FOR4） /17749
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ムジカ
MUSICA /17623

ワルツ
WALTZ（OP14V6） /17771

パープルビアンフェ
PURPLE BIEN FAIT /17622

品種名称 （英名） 鉢サイズ 花色 コメント

ムジカ
（MUSICA）

4号～5号 紫 中生。花持ちが良い

ワルツ
（WALTZ）

5号～6号 紫 晩生。ボリュームも取れて高級感のある色合い。

ビアンフェ
（BIEN FAIT）

5号 白/紫 揃い良い。ボリュームを取り易い。

パープルビアンフェ
（PURPLE BIEN FAIT）

5号 淡紫/紫 ビアンフェの枝変わり。ボリュームを取り易い。

ビアンフェ
BIEN FAIT /17612
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スイーツシリーズ
S w e e t s  S e r i e s

ガーデン 
カーネーション
春や秋の花壇で長期間、花をお楽しみいただけるだけでなく、寄せ植え 
素材にも最適なヨーロッパで人気の品種をセレクトいたしました。

スイーツピンクスイーツピンク//1754517545
花色：桃花色：桃
草丈：中草丈：中

スイーツレッド//17782
花色：赤
草丈：中草丈：中

スイーツバイオレットスイーツバイオレット//1754817548
花色：赤紫
草丈：中

スイーツライラックスイーツライラック//1754717547
花色：淡桃
草丈：中

スイーツローズスイーツローズ//1754617546
花色：ローズ
草丈：中
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花
色
が
変
化
し
ま
す

花
色
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変
化
し
ま
す

スプリントタイプ
S p r i n t  T y p e

スムーチェススムーチェス //1753217532
花色：赤紫
草丈：低

メイシーメイシー//1753017530
花色：桃花色：桃
草丈：低草丈：低

バーガンディーバーガンディー//1778617786
花色：赤紫/薄桃花色：赤紫/薄桃
草丈：中

ビリービリー//4751247512
花色：濃赤
草丈：中

マーヴィンマーヴィン//1783117831
花色：赤紫
草丈：中

ダンテ//17521
花色：白
草丈：中

コビーコビー//4752247522
花色：白/赤紫
草丈：中

ロディンロディン//1754317543
花色：赤紫
草丈：高

メイシーダークメイシーダーク//1772817728
花色：濃桃
草丈：中

シェリル//17531
花色：桃
草丈：中

ファンシーサーモンファンシーサーモン//1778317783
花色：サーモン花色：サーモン
草丈：低
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鉢物用保水資材� クリザール・ジャパン（株）

◎アクアパッドWバッグ入り
・ 水を良く吸収し放出する木質繊維のシート。
・ 鉢を上に置くだけで植物の利用できる水の量が増えます。
・ 廃棄率を平均10%削減できます。 
・ 店頭での日持ちが最大30％伸びます。

サイズ（cm）
吸水量（ml）º

ロット
（ケース入数）

SS 6.8×7.2
約70ml 500枚

S 9.0×9.0
約120ml

500枚

1,700枚

水を入れたバケツにアクアパッド
を入れ、吸水させます。

アクアパッドを受け側の容器に置
きます。

保水させたアクアパッドの上に植
物を置きます。

 【使用方法】

元肥� （株）ハイポネックスジャパン

◎マグァンプK／マグァンプⅡ速効き
植物の初期生育を促す速効性成分と、長期にわたって少しずつ溶出する緩効性成分を兼ね備えています。
雨や灌水による肥料成分の流亡が少なく、肥料焼けや根傷みの心配も少ない利用効率の高い肥料です。

品 名 規格（サイズ） 1袋入数 送 料 肥効期間 特 長

マグァンプK
6-40-6-15
＋Fe配合

大粒（約5㎜）

20㎏/袋

15袋以上
元払い

約1年 ・速効性成分と、植物の根から出る根酸や土中の有機酸に
よって肥料成分が溶け出す緩効性成分をバランスよく配合
しています。

・定植後の活着を促し、その後の生育を健全にします。
・ポットカーネの元肥に最適です。

中粒（約3㎜） 約半年

小粒（約1㎜） 約1.5カ月

マグァンプⅡ
6-40-6-15

L（約5㎜）

15袋以上
元払い

※各種積合せ可
（マグァンプKとの 

積合せは不可）

約1年

・マグァンプKの特性をそのまま備えたより均一な粒状 
肥料です。

M（約3㎜） 約半年

MS（約2㎜） 約3カ月

S（約1㎜） 約1.5カ月

マグァンプⅡ速効き
8-20-8-8

＋微量要素入り

M（約3㎜） 約5～6ヵ月 ・マグァンプKの特長に加えて、窒素成分としてアンモニア
態窒素のほか、硝酸態窒素及び尿素態窒素を配合してい
ます。特に硝酸態窒素の働きにより、植物の初期生育が促
進されます。

MS（約2㎜） 約2～3ヵ月

S（約1㎜） 約1～1.5ヵ月

生産用資材

吸水前 吸水後

サイズは2種類

S

SS
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液肥� （株）ハイポネックスジャパン

◎ピータース
高純度な主成分、微量要素を配合している粉末液肥です。PLはピートライトスペシャルの略であり、特
に人工培養土用に開発された肥料で、各種微量要素を強化しています。
栄養パッケージM-77の効果で肥料吸収を促進します。

◎ユニバーゾル
溶解性が高い低コストの粉末液肥。より使用しやすくなりました。
それぞれ水に粉末を溶かすと名前の通りの色に着色されるので、肥料を与え間違える心配もありません。
・窒素成分の多くは硝酸態とアンモニア態です。成分は素早く吸収され人工培養土や土を含む用土に 

使用できます。
・キレート化（Cu、Fe、Zn）された微量要素入りです。

品 名 成分（N-P-K） 1袋入数 送 料

バイオレット 10-10-30

25㎏/袋
5袋以上
元払い

※各種積合せ可

ブルー 18-11-18

オレンジ 16-5-25

ソフトウォーターカルシウム
※ポットカーネーションの花芽確定後に施用 14-7-21

品 名 用　途 1袋入数 送 料 特 長

20-20-20 土を含む用土の
標準肥料

10㎏/袋

5袋以上
元払い
※各種 

積合せ可

株の充実に効果的。

9-45-15 移植時の活着促進、
育苗用

多く含まれるリン酸が根の伸長を促進。移植時の活着促進と初期生育促
進肥料として使用。

10-30-20 開花（花芽分化）
促進用

花芽分化を促進し、花付きをよくし花数を増やします。

15-0-15 カルシウム強化 硝酸態窒素を多く含み、日照不足時・冬季にも効果的。
ポットカーネーションの鉢上げ後に施用。

15-20-25 ポインセチア
仕上げ用

しっかりした茎を作り花苞の色を鮮やかにします。

15-30-15 リン酸補給用 リン酸を補給する肥料。開花促進、根の生育促進に効果的。
ポットカーネーションの定植後の活着を促します。

25-5-20 切花栄養生長時、
芝生

カーネーションなど切花栽培の栄養生長を促します。

30-10-10 葉面散布、
窒素供給用

窒素補給に経済的な肥料。尿素を多く含むため、葉面散布に適しています。

人
口
培
養
土
向

13-2-13 プラグ育苗、
鉢物全般

カルシウム入り。成分の均一希釈のために希釈は1袋毎がおすすめです。

15-2-20 パンジー、ビンカ、
ポットカーネ他鉢物

カルシウム入り。ホウ素を強化。コンパクトな生育になるよう設計されていま
す。

20-10-20PL 人口培養土の
標準肥料

プラグ育苗、花壇苗、鉢物全般に使用できます。
ポットカーネーションの鉢上げ後に施用。

15-11-29PL カリ供給用 ポットマムや鉢物全般でカリの要求度が高い時の施肥に適します。
株のボリュームをおさえ気味に管理する場合に施用。

15-16-17PL 多用性、凡用性 温度が低いときにも使用でき、多くの植物で使用されている汎用性の高い
肥料です。

15-5-25PL ポインセチア等
鉢物全般

鉢物全般、切花などに広く使用可。ポインセチアの養分要求に合わせて 
マグネシウム、モリブデン、亜鉛を強化。
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鉢物用スリーブ

置肥� （株）ハイポネックスジャパン

全面に穴が開いており、蒸れ難い。
引っ掛かりが少なく作業がスムーズ。

Pカーネ全面有孔
■5号鉢用

OP4：390/200×333H（ロット枚数：500枚）
※3,000枚より送料元払い

■4号鉢用
OP30：320/170×250H（ロット枚数：500枚）
※4,000枚より送料元払い

※企画商品の為、納品は3月～4月のみとなります。該当月以外の納品をご希望の
場合は、別途お問い合わせください。

◎プロミック錠剤
鉢物生産に不可欠な置肥専用肥料で、植物の種類や栽培方法に合わせて各種サイズを
使い分けることができます。

◎オスモコートエグザクト
粒状タイプで元肥や追肥として利用いただけます。水分、水質、pH、微生物活動による影響は少なく、温
度のみに影響を受け、肥料成分の溶出を調整します。（肥効期間は平均21度を基準としています）

種 類 成 分 ケース重量 サイズ 送 料 入数（1ケース当り）

スタンダード
12-12-12

9.3kg
大粒・中粒・小粒

2ケース以上
元払い

※各種積み合せ可

大粒：約2,000錠 中粒：約6,000錠
小粒：約11,400錠8-12-10 中粒・小粒

スタンダード 5-10-10

10kg

中粒・小粒

2g：約4,900錠 中粒：約6,400錠
小粒：約12,000錠 ミニ：約18,000錠遅効き

8-8-8 2g・中粒・小粒・ミ
ニ

6-9-9 中粒・小粒

オキサミドタイプ
※ゆっくり効く成分 
（オキサミド）配合

8-25-8
9.3㎏

中粒・小粒・ミニ 中粒：約6,000錠 小粒：約11,400錠
ミニ：約22,500錠7-10-15 中粒・小粒

種 類 肥効力期間 内容量 送 料 用 途

ミニ16-8-11 3～4ヵ月 10㎏容器入

5袋以上
元払い
※各種 

積み合せ可

粒子が細かく、発根後の追肥にも効果的。

スタンダード16-9-12 3～4ヵ月

25kg

ポットカーネーションの元肥・置肥に施用。

スタンダード15-9-12 5～6ヵ月 生育ボリュームを出しやすい肥料。

スタンダード15-9-11 8～9ヵ月 栽培期間の長いものや高温期の施用に適して
います。

ハイK12-7-19 3～4ヵ月 カリ成分を多く必要とする植物に最適。

ハイK11-11-18
5～6ヵ月 生育期間が長く、カリの要求度が高い鉢植えに

最適。

8～9ヵ月 生育期間が長く、カリの要求度が高い植物に
最適。

ハイエンド15-9-12 5～6ヵ月 肥料成分が2段階に溶出します。

4号 5号
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2022年度開花カレンダー（母の日出荷調整目安）
3月

13日～19日
3月

20日～26日
3・4月
27日～2日

4月
3日～9日

4月
10日～16日

4月
17日～23日

4月
24日～30日

5月
1日～7日 備　考

グランルージュ
マイフェアレディー

発蕾から出荷まで
だらだら時間が掛かる。

フォセットレッド 萼割れ後早い。

ホープ 中早生、グランルージュ
より1週早生。

パラダイス 中生。

レッドカプリス
（OP16R24）

一番花は早いが咲きそ
ろうのに時間がかかる。

クレア 萼割れ後早い。

クレアライトピンク クレアの枝変わり品種。
早晩性は同等。

ハニーフラッシュ 発蕾は遅いが、発蕾後
から開花までは早い。

カミーユピンク 発蕾から出荷まで
だらだら時間が掛かる。

トゥルーラブ 極早生。
蕾が細く破蕾後も早い。

エルサ 中生。

フレンチピンク 中早生。
クレアより若干早生。

ピンクチック 中生。

ローズチャーム
（OP15C12）

中早生。

ハニームーン 早生、蕾が大きいわりに
開花が早い。

スーパームーン 早生。

オレンジドレス 発蕾は遅いが、その後
出荷適期まで早い。

テキーラ 中早生。

ムジカ 中早生。

ワルツ 晩生。

ファンシーバイオレット
（OP16FV23）

中生。花を持ってからの
開花が早い。

ビアンフェ
パープルビアンフェ

発蕾から出荷まで
だらだら時間が掛かる。

ドゥルカル 中早生。

フロリアーヌ 中晩生だが
萼割れ後早い。

アンサンブル 一番花は早いが株が咲き
そろうに時間が掛かる

設定値：10〜11月　12℃換気、　12〜2月　14℃換気 10℃暖房、　3月　14℃換気 12℃暖房、　4月　15℃換気 14℃暖房
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〜ご注文の際は以下の内容をよくご確認ください〜
◉ご注文について
・	ご注文はFAX等にて、弊社または営業担当者へご住所・お名前・電話番号・商品名・数量・納期を正確にお知らせ下さい。内容
を確認の上、受注の可否をご連絡いたします。
・	苗の価格につきましては、お見積価格表に基づきます。詳しくはお問い合わせ下さい。
・商品の性質上、納品予定日の8週前のキャンセルにつきましては承りかねますので、ご注意下さい。
・諸官庁、学校の方はご注文書に必ず、貴庁、貴校印をご捺印下さい。合わせて、ご担当者様のお名前の明記をお願いいたします。

◉納品について
・	毎週月曜〜木曜に出荷を行っております。（土日・休祭日の出荷は行っておりません。）
・苗到着後、直ちに開梱し、商品名・数量・品質をご確認下さい。
・	品質には万全を期して発送しておりますが、万一品質等に問題が生じている場合には、到着後3日以内にご連絡くださるようお
願いいたします。

◉ご送金について
・	商品代金は月末締めでご請求申し上げますので、期日までに銀行振込でご送金ください。その際の振込手数料はお客様にてご
負担いただきますよう、お願い申し上げます。

・支払期限を過ぎてお支払いがない場合、お取引を停止させていただくことがございます。
・	領収書の発行は原則として省略させて頂いておりますが、ご入用の際はお申し付け下さい。

●ご送金は下記へお願いいたします。
三井住友銀行（0009）　浜松支店（477）

口座番号 普通　７１４３９５１

口座名義 デュメンオレンジジャパン株式会社

◉お願い
・	諸事情により、ご希望品種・数量を納品できないことがございます。その際には弊社在庫品種等をご案内いたしますので	
代替品をご検討下さい。

・返品は商品の性質上お断りいたします。
・カタログに記載された写真・本文の無断転写・転載を禁じます。
・このカタログに掲載された品種の画像は、印刷の関係上、実物の花色と異なることがございます。

◉責任について
・	栽培条件、天候等により栽培結果が異なる場合がございます。万一栽培結果が不良、かつそれが苗に起因する場合の補償額は、
お買い上げ代金の範囲内とさせていただきます。

Disclaimer Although Dümmen Orange has composed this brochure with great care, the information contained in this brochure is for general information purposes only. 
Dümmen Orange makes no representations or warranties of any kind, express or implied, about the information contained herein. In no event will any company part of Düm-
men Orange be liable for any loss or damage including without limitation, direct or indirect or consequential loss or damage, or any loss or damage whatsoever arising from 
loss of turnover or profits arising out of, or in connection with the information contained herein. The use of the “TM” and “®” symbols herein indicate the trademarks and regis-
tered trademarks of Dümmen Orange that are used and may be registered in Canada, Germany, The Benelux, The European Union, The United States and in other countries.

取引規定

〒432-8031　静岡県浜松市中区平田町60番地　くろかねやビル2階
T.053-451-4633    F.053-457-8577
DummenOrange.com

品種早晩MAP

は2022年新品種

ハニームーン

スーパームーン

トゥルーラブ

オレンジドレス

ワルツ

テキーラ

ムジカ

フレンチ
ピンク

ローズチャーム

ハニーフラッシュ

マイフェアマイフェア
レディーレディー

ビアンフェ

パープルビアンフェ

フロリアーヌ

クレア

フォセットレッド

カミーユピンク

ドゥルカル

アンサンブル

エルサ

クレア
ライトピンク

ホープ

Dümmen Orangeは、花卉の育種と繁殖における世界的なマーケットリーダーです。2020年に
オランダに開設された当社の育種テクノロジーセンターは、世界最大の花卉栽培の研究施設です。革新的な
遺伝学と育種技術により、育種家と科学者はより美しいプロダクトや次世代の品種をよりスマートに開発して
います。私たちは、花や植物の持つ自然な抵抗力を高めて、より生命力の強いプロダクトを開発し、生産者や
小売り、そして消費者に、化学薬品の必要性を大幅に減らした環境に優しいプロダクトを届けています。
Dümmen	 Orangeは、これからも生産者の皆さまとともに、より発展した未来に向けてチャレンジしていくこと
をお約束します。

 （Dümmen	Orangeのポットカーネーションの商標）
カットカーネーションにおいて長い歴史を持つバルブレブランは、1993年にポットカーネーションの育種プログラムを始めました。
バルブレブランは豊富な知識と歴史を共有し、グループ会社として近年のDümmen	Orangeのポットカーネーション「CARNELIA」の
生産ラインと開発をしています。その育種方法はスペインで維持されつつも、グローバルな知識と経験によって改良されています。
Dümmen	Orangeはポットカーネーション分野において一貫して成長し続け、各市場の需要に応じた品種を開発しています。
私たちは皆様に新しい試作とシリーズを豊富な品揃えで提供できることを誇りに思っています。

パラダイス

ピンク
チック

ファンシーバイオレット

レッドカプリス

■ 本カタログ掲載品種について
● マークは日本国内で品種登録済・品種登録出願中の品種です。
● 本カタログに掲載されている品種は、品種出願準備中および当社と育種者の間で販売許諾契約中の品種です。
● ご注文の際には［栽培契約書］を締結させて頂きます。
● 育種者の許諾なく業として利用（増殖、譲渡、輸出入など）する行為は、損害賠償、刑事罰の対象となる場合があります。

■ デュメンオレンジジャパン LINE公式アカウント

ご登録はこちらから ➡




