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Cross Plants

カタログ有効期間 2020 年 4⽉ 1⽇〜 11⽉ 30⽇
       2021 年 4⽉ 1⽇〜 11⽉ 30⽇

ブーゲンビリアカタログ

燦燦と太陽が降り注ぐ宮崎では、
あちらこちらにブーゲンビリアが見られます。

ブーゲンビリアの栽培は簡単。
特別な土など必要なく、病害虫にも強い丈夫な植物です。
剪定と誘引でいろんな仕立て方が楽しめます。

熱帯性のブーゲンビリアにはたくさんの品種があり、
鉢栽培で長年楽しむことも、耐寒性品種を庭に植えることもできます。

さあ、あなたも南国気分でブーゲンビリアを育ててみませんか？

￥2,500No.１  エリザベスアンガス

花色：濃赤紫耐寒性： 〇
ある程度の耐寒性があり、宮崎では地植えにできます。鮮やかな花⾊
と濃緑の葉のコントラストが美しい品種です。

宮崎を代表するブーゲンビリア。オススメ♪

クロスプランツサチNo.5 ￥4,000No.4 ダブルレッド＆オレンジ ￥2,500

No.2 ピジョンブラッド ￥2,500 No.3 ブライダルピンク ￥2,500

花色：白 / 桃花色：赤

花色：橙 / 桃花色：赤 / 橙

⾚系品種の中でも特に鮮やかな⾚⾊。太い茎が出やすく、10号以上の⼤
鉢栽培がおすすめです。

⽩と桃のグラデーションが上品な品種。低温下では桃⾊味が強く出ます。

⼋重咲き。幼苗時の花は１⾊ですが、成⻑すると⾚と橙の２⾊開花します。 早咲き。桃⾊味を帯びた橙⾊の花。葉全体に他の品種では⾒られない散斑
が⾒られます。クロスプランツのオリジナル品種。

耐寒性：× 耐寒性：×

耐寒性：× 耐寒性：×

No.6 プリティーパープル ￥2,500 No.8 ゴールデンゴールド ￥2,500No.7 カリフォルニアピンク ￥2,500

No.11 ラズベリーアイス ￥2,500No.9 ハワイホワイト ￥2,500 No.10 パピヨンあけぼの ￥2,500

花色：桃花色：濃赤紫 花色：黄

花色：白 /桃花色：白 花色：赤

遅咲き。極めて多花性で⼩花が枝全体につきま
す。⼩さな鉢（5号鉢程度）でも仕⽴てられます。

遅咲き。少し緑がかった⽩⾊の花。太い茎が出や
すく、10 号以上の⼤鉢栽培がおすすめです。

遅咲き。濃い桃⾊の花が楽しめます。

⽩地に桃⾊が不規則に⼊る⼤輪の花。太い茎が
出やすく、10 号以上の⼤鉢栽培がおすすめです。

遅咲き。咲初めは濃⻩⾊ですが、時間が経つと次
第にクリーム⾊へ変化します。

新芽が⾚く染まる品種。葉には斑が⼊り、⾚花と
⽩斑葉のコントラストが美しいです。

耐寒性：× 耐寒性：× 耐寒性：×

耐寒性：× 耐寒性：× 耐寒性：×

一般財団法人みやざき公園協会    Cross Plants クロスプランツ
〒880-0837   宮崎市村角町東原 3113 TEL. 0985-74-8787  FAX. 0985-74-8788  ※平日9:00~16:00, 土日祝日を除く
E-mail  crossplants@mppf.or.jp ネットショップ   https://crossplants.shop-pro.jp/

ネットショップでは
48 品種販売中！



■苗のイメージ

118 品種掲載。栽培⽅法について詳しく解説。
2016 年、みやざき公園協会発⾏。

No.19 図鑑「みやざき花みどり ブーゲンビリア」
￥1,980

当店でブーゲンビリアの栽培に使⽤している⼟。
1袋で8号鉢への植え替えに対応。

No.18 クロスプランツ用土（9ℓ入り）
￥500

苗と一緒に、
土や図鑑が購入できます！

苗と同梱しますので、
苗と一緒にご注文ください♪

当
1袋

No.

苗と一緒に、
土や図鑑が購入できます！

苗と同梱しますので、
苗と一緒にご注文ください♪♪

●お届けする苗について
5号鉢（15ｃｍポット）の苗です。原則、花はついていません。

●ブーゲンビリアの植え付けとその後の管理
苗が到着したら、7号（21ｃｍ）以上の大きい鉢に植え替えてください。
土は、一般的な草花用培養土で十分です。根が弱いので、根鉢を崩さずに植えてください。

●カタログの内容について
耐寒性　 宮崎市内での試験結果をもとに、冬に-5℃を数日耐えたものを「〇」としています。

花　色　 花の色は、環境によって多少変化します。
　　　　 ※どの品種も春と秋の2季咲きになることが多いです。品種によって開花時期は多少前後します。

十分に日光が当たる場所に置きましょう。

土の表面が乾いたら水をたっぷりと与えます。

成長期（春夏）に与えます。一般的な草花用の肥料で十分です。

6月～ 9月初旬まで、伸びすぎた枝は誘引もしくは剪定してください。トゲに注意。

霜が降りる前に、玄関や軒先に取り込んでください。冬は休眠するので、水を控えめにします。

日 当 た り

潅 水

施 肥

誘引・剪定

冬 の 管 理

1苗につき2袋まで

注文可能です♪

多花性。葉に斑が⼊ります。枝が増えやすく、⼩さ
な鉢（5号鉢程度）でも仕⽴てられます。

成⻑がゆっくりで、⼩さな鉢（5号鉢程度）でも仕
⽴てられます。枝の先端に⼩花を咲かせます。

キャンドル同様⼩さな鉢でも仕⽴てられます。咲
初めは橙⾊ですが、次第に薄橙⾊へ変化します。

No.16 ダブルホワイト ￥2,500 No.17 バタフライレッド ￥2,500No.15 ダブルマゼンタ　 ￥2,500

花色：桃花色：白 花色：橙

花色：白 /桃花色：紫赤 花色：赤耐寒性：× 耐寒性：×耐寒性：×

耐寒性：× 耐寒性：〇 耐寒性：〇

⼋重咲きで鮮やかな紫⾚⾊。花は樹上で乾燥し
⾊が抜けにくいため、⻑期間鑑賞できます。

⼋重咲き。名前に反して、⽩地にインクを垂らし
たような桃⾊が⼊った花を咲かせます。

花がチョウのような形になる珍しい品種。葉には
斑が⼊ります。花、葉共に縮れるのが特徴です。

No.12 スノーホワイト斑入り ￥2,500 No.13 キャンドル ￥2,500 No. 14 キャンドルオレンジ ￥2,500

地地域 都道府県 送料(税込)

九州(沖縄を除く)
中国地方

福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、
岡山、広島、山口、鳥取、島根 1,000円

四国・関西地方
香川、徳島、愛媛、高知、大阪、京都、滋賀、
奈良、和歌山、兵庫 1,100円

中部・北陸地方 静岡、愛知、三重、岐阜、富山、石川、福井 1,200円

信越・関東地方
新潟、長野、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、
神奈川、東京、山梨 1,400円

東北地方 青森、秋田、岩手、宮城、山形、福島 1,600円
北海道地方 北海道 2,000円
沖縄地方 沖縄 2,800円

【ご注文の流れ】
①上記の注文用紙に必要事項を記入し、FAX にて送付ください。
　FAXをお持ちでないお客様はネットショップや電話でもご注文を受け付けております。（電話での対応は平日のみ。店舗での販売はしておりません。）
②注文用紙が届き次第、お申込みいただいた電話番号に受注完了のご連絡をいたします。
　注文用紙送信後、3営業日経過しても連絡がない場合はお手数ですが、当店までご連絡ください。
③受注完了連絡後、3営業日以内に商品を発送します。発送連絡はしませんので予めご了承ください。
④お支払い方法は代金引換のみです。商品発送時に配送員に料金をお支払いください。
　商品を受け取り次第、商品をご確認ください。気になる点がございましたら当店までご連絡ください。

【金額について】
  ・商品の表示価格は消費税込みの金額です。
  ・お支払いいただく金額は「商品代＋送料」です。
     代引き手数料は当店が負担します。 　
  ・送料は右の表をご確認ください。
  ・一部の離島への送料は別途計算となります。
  ・1回の注文で梱包箱数が複数になっても、送料は変わりません。

【注文の変更・キャンセルについて】
  ・注文の変更、キャンセルは電話にて受け付けます。
     発送後のキャンセルはできません。
  ・商品が売り切れになっている場合は、受注時にこちらから連絡します。

【商品の返品・交換について】
  ・お客様のご都合による返品、交換はできません。
  ・商品に枯損、不足、誤送などがあった場合の交換は、商品到着後1週間以内となります。
     商品の補償は、いかなる場合もお客様のお買い上げ金額内となります。

【個人情報の取り扱いについて】
  ・お客様にご記入いただいた個人情報（連絡先等）は商品の発送や問合せに対応する目的以外には使用しません。
     個人情報の取り扱いについては、当協会が責任をもって管理します。

ブーゲンビリアカタログ 2020-2021　注文用紙

商品 No. 商品名 数量 単価（税込） 小計

（記入例）4 ダブルレッド＆オレンジ 1 2,500 円 円2,500

円 円

円 円

円 円

送料

合計金額注文者情報

フリガナ

氏　名

お届け先
〒　　　-

TEL

FAX
都 道
府 県

市 区
町 村

配送希望時間帯　※配送日の指定はできません。あらかじめご了承ください。

□ 指定なし □ 午前中 □ 14-16 時 □ 16-18 時 □ 18-20 時 □ 19-21 時

（　　　）

（　　　）

備考

円

円


	ブーゲンビリアカタログ（表面）
	ブーゲンビリアカタログ（裏面）

