
 

 

 

 

10th. 和歌山マリーナらんフェスタ 

 

日時：２０１７．５．１９～２１（sun.）   10:00 to 17:00 

場所：わかやま館１F （和歌山マリーナシティー内） 

出店者：ワカヤマオーキッド・ 久栄ナーセリー 

   大垣園芸 ・須和田農園 ・万花園 5社 

個別展示出展公募します！ 

誰でも参加が可能です。 豪華な褒賞を用意しています。 

各出店業者 (集荷場所) お早めにお問い合わせください。 

5月 18日にリボン審査と JOGAメダル審査（ｴﾝﾄﾘｰ代と認定料必要）があります。  

和歌山マリーナらんフェスタ SPECIAL LIST 2017  

今回も各出店者のご協力により素晴らしい LISTが出来上がりました！是非ご覧いただき

ご購入下さい！LIST有効期限は２０１７．５．２0まで  （表示価格は税込み価格となります） 

 

1) 購入希望の番号をメール・TEL・FAXでお知らせください。 

お問い合わせの際は、下記連絡事項とお支払い方法をお書き添えください。 

ご氏名 ・ご住所 ・電話番号（有れば携帯） ・到着希望日（５月２６日以降となります） 

（Wのナンバーのみの場合、発送はお問い合わせいただいた日から承ります） 

2) こちらから在庫確認しご連絡します。 

3) 送料全国一律￥１，０８０   特別に合計が 1万円以上の場合は送料無料とします。 

4) お支払いは ①商品到着後に同送する郵便振替 ・②銀行振り込み  

③ゆうちょ振込み ④代引き（別途 300～500円）が可能。 

5) TEL 073-444-2422  FAX.073-446-2506  MAIL shop@w-orchids.net 
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W-1  開花株 ￥5,400 

Den.farmari [Yamato x Pink Angel] 

 

同実生から写真の様な大きくてバキッ

と展開する濃色の花が多く咲き出して

います。メダルも狙えるほどの優秀花

が沢山出てきました。 

W-2  開花株 ￥4,104 

Den.trigonopus 

 

久々に良い栽培品株が入荷しまし

た。グリーンのリップが何とも言えない

小型デンドロ原種。５月から７月にか

けて開花予定 

W-３  開花株 ￥8,640 

Den.herchoglossum album (OG) 

    ‘Yukinko’ CHM/JOGA  

 

エネルギッシュに純白の花を沢山咲

かせる大変強健な原種特別個体で

す。発売当時 10万円した高級品 

   

W-４ ２．５号開花株 ￥３，２４０ 

Den.haveyanum [‘Super Moon x sib.] 

 

ベトナム産のまん丸い個体と巨大な

個体を交配しました。素晴らしい花が

このサイズから咲き出しました。暑さ

にも丈夫で栽培していただけます。 

W-５  開花株 ￥１０，８００ 

Den.boosii 

とても細い軸から５０ｃｍ伸びるバルブ

先端は太く面白い形態をしている珍

品！フィリッピンから入荷しています。

花持ちもなかなか良いので小さいが

見応えがある品種。 

W-６  開花株 ￥５，４００ 

Den.lowii x sib. 

 

良い花が咲く定評ある実生で調子の

よい物を入荷！国産です是非このチ

ャンスに。 

   

W-７  開花株 ￥1,620 

Den.Chanok Pink Stripe 

           ‘Petaloide’ (MC) 

不思議な花形をした可愛いミニデンフ

ァレ新発売！草丈１０ｃｍ程度花は大

きく６～１０輪咲く６月から８月が開花

期です。お勧め！ 

W-８  開花株 ￥５，４００ 

Den.hookerianum 

 

前回品切れ好評につき再度入荷！リ

ップのギザギザが特徴的で、とても人

気の高い原種。草丈４０ｃｍ下垂して

開花し大きな花を各ふしに咲かせる。 

W-９  開花株２号鉢 ￥16,200 

Den.hekouense 

 

超小型で存在感抜群の最新発見種

入荷！これを買わずしてデンドロコレ

クターとは言えない！ 栽培は水を好

みます。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

   

W-１０    開花株  M ￥12,960 

Angcm.henricii     L ￥16,200 

 

マダガスカルからの直輸入品が入荷‼ 

揺るがない人気の巨大輪。状態はま

ずまずで杉板に付けてみました。暗い

部屋で水を沢山与え栽培します。 

W-１１      開花株 ￥10,800 

Aeranthes ramose 

 

人気のラモーサ。マダガスカルより直

輸入品。自然種タイプが４タイプある

ようです、葉が分厚い物細長い物等

様々です。状態は良い。 

W-１２  開花株 ￥5,400 

Chiroschista nakompanomensis 

 

新発売！ 

小型の新しい黄色花の蜘蛛蘭。 

蕾付き株の販売です。 

 

   

W-１３  開花株 ￥9,720 

Bulb.ayuthayense 

 

おっぱい系、茶色と白のコントラスト鮮

やかな趣ある美花。コレクションにも

最適です。板に付けると良いでしょう。 

W-１４  開花株 ￥5,400 

Bulb.averyanovii 

 

おっぱい系、得体のしれない小型で

花はまゆに覆われていて、下垂して

沢山咲かせる。マニアにはたまらない

一品 

W-１５  開花株 ￥10,800 

Bulb.polliculossum 

 

おっぱいﾊﾞﾙﾎﾞと呼んでいるバルブが

とても面白い品種、花は大きく細かい

毛が生えていて何度も咲くようです。 

   

W-１６  開花株 ￥7,020 

Bulb.comosum 

 

待ちに待ったフジツボ系バルボの一

つ！小型で白い花、よく見ると１つ１つ

細かい歯間ブラシの様な毛に覆われ

ている。風に揺れて美しい。 

W-１７  開花株 ￥8,640 

Conchidium extinectonum 

おっぱい系、バルボとは思えない美し

いカラーリング美花。バルブも本当に

小さくマニア必見！これは買っといて

ください！（Eria に分類されることもあ

ります） 

W-１８  開花株 ￥5,400 

Bulb.lemniscatoides 

 

フジツボ系の小型バルボです。黒くて

何やら不思議なものが垂れるとっても

面白い花です。 

 
 

 

 

 

 

 

  

 



 

   

W-１９  開花株 ￥5,400 

Den.transparens  

 

ほぼ全節に花をつけるノビルに似た

美しい原種です、リップが変わってい

て人気がある。有りそうでなかなか無

いデンドロです。 

W-2０  開花株 ￥5,400 

Spathoglottis hardingiana 

 

超小型のスパソグロティスで大変愉快

な花形をしています。２号鉢で開花可

能のようです。日本初で新発売！ 

日本のランの方にもおすすめ！ 

W-2１  開花株 ￥7,020 

Den.xanthophlebium 

 

大変珍しい中型の原種、新発売！ 

こんな逸材がまだ世界にはあるんで

すね！リップのオレンジ色があなたを

ワクワクさせる事でしょう。 

   

W-2２  1作開花株 ￥3,024 

Den.bifurcatum X Sib. 

夏の終わりころにピンクの星形の花を

沢山咲かせる。ノーズの濃い赤色マ

ークが目立つ。なんといっても甘い香

りがたまらなく人気がある品種です。 

栽培も容易。 

W-2３  開花株 \16,200 

Brassia Rex 特上斑入り 

 

見る者を魅了するとてもとても美しい

完璧な斑入り個体です。花も大きく咲

くと見事です。斑は固定していて艶も

あります。限定２株販売。 

W-2４  開花株 ￥５，４００ 

Angcm.Crestwood ‘3 Spaus’ (MC) 

 

ペタルが変異して角が生えたように見

える中国では縁起が良いとされる個

体です、葉も変異しているようで姿も

楽しめる一品です。花巨大！ 

   

W-2５  開花株 \32,400 

C.mossiae f.s/a ‘Flemish Giant’ 

 

NS18cm の巨大輪でリップが真っ赤な

点で染まる。P 大きく垂れてモシェらし

い名前は巨大うさぎからです。 

(OG) 

W-2６ 5G 開花株 ￥27,000 

C.mossiae f.alba ‘Wenzel’ (OG) 

 

貴重な自然種のアルバ個体です。株

姿コンパクトで花は通常のモシェより

も優れている。人気個体です。 

W-2７  開花株 ￥27,000 

C.mossiae f.s/a ‘New Style’ (OG) 

 

中輪ながらもモシェとしてはペタルが

垂れずに完璧な花形を維持する個体

です。リップの黄色も鮮明で独特の雰

囲気を醸し出す個体。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

   

W-28 3.5号鉢 ￥54,000 

C.warneri f.mosca-concolor 

‘1605-1708’ 

 

淡いコンカラー系ながらモスカの模様

がリップに入る希少な色です。 

シース付き株を販売。 

W-29  10B開花株 ￥43,200 

C.guttata f.coerulea  (OG) 

  ‘Alexandere Dumas’  

 

一風変わった色彩のグッタータセルレ

アです。１０バルブの良い株です。 

W-30  開花株 ￥32,400 

C.tenebrossa f.aurea’Select’ (OG) 

 

写真の様な気赤の巨大な花が咲きま

す。名前はご自由に！夏咲き栽培容

易。 

 

   

W-31  開花株 ￥32,400 

C.purpurata f.carnea’1606-2105’ 

 

リップが大きくカーネア色が濃い極整

形選抜個体です。シース付き良株の

販売です。名前はご自由に！ 

 

W-32  開花株 ￥32,400 

C.purpurata f.carnea’1606-2106’ 

 

ペタル花が以上に広く展開する大変

花形が良い個体です。リップ色も濃色

系で見事な優秀花。名前はご自由に 

シース付き良株の販売です。 

W-33  開花株 ￥54,000 

C.warscewiczii f.s/a ‘Canaima’ (OG) 

 

有名なベネズエラ選抜個体です。リッ

プに２つの黄色の目がハッキリと目立

つ優秀な個体です。 

 

   

W-34  開花株 ￥1,728 

Psh.chacaoensis ‘Suzuki’ x self 

「お金持ちの蘭」で有名な香りが売り

の小型エピデンドラムの仲間です。今

回花付きを販売します。 

この香りが良いと判断する人はお金

持ちである確率が高いのです。 

W-35  開花株 ￥37,800 

Cym.iridioides f.album (OG) 

 

大変珍しいアルバ個体です。自然種 

写真の花は普通種ですが、これがグ

リーンと白に代わります！さてどんな

花になるのか？限定２株の販売。 

W-36  開花株 ￥16,200 

Cym.erythraeum f.album x self 

 

グリーンと白 黄色の組み合わせが

たまらない!希少な個体のセルフです

が同じ色が開花します。限定 3株 

 

 

 

 

 

  

  

 



   

W-37  開花株 ￥16,200 

(Rlc.Yen Surprise x C.Penny Kuroda) 

’Pink Koala’ (OG) 

本実生中丸弁でハッキリとしたスプラ

ッシュの個体で６～８輪開花する。ペタ

ルセパルはオレンジ系で独特な色彩

可愛いコアラのイメージの花。開花期

は７～８月。 

W-38      開花株 ￥16,200 

(Rlc.Yen Surprise x C.Penny Kuroda) 

‘Fire Flash’(OG) 

本実生中一番赤い濃色個体です。 

リップも大きくペタルには白系のスプラ

ッシュが入りアクセントになる。７～１０

輪ボール咲きに開花する。開花期は

７～８月。 

W-39   開花株 ￥16,200 

(Rlc.Yen Surprise x C.Penny Kuroda) 

‘Lime Shower’ (OG) 

本実生中ペタルセパルのグリーンが

美しい個体でペタルとリップが紅赤系

の為対比が楽しめる夏を感じさせる

個体です。花弁が厚い。６～８輪咲き 

開花期は７～８月。 

   

W-40  開花株 ￥２１，６００ 

C.schilleriana f.coerulea 

[‘Gilson’ x (‘Caliman’ x ‘Sablina’)] 

 

新しいタイプのセルレアで写真の花は

兄弟株です。ブラジルから輸入。 

限定２株販売。 魅力あるな～ 

 

W-41  開花株 ￥12,960 

C.schilleriana [‘Victoria’ x ‘HG’] 

 

ブラジルより輸入した新しいタイプの

実生株です。写真は兄弟株という事で

す。葉はガチガチのを選んでします。 

限定２株販売。 

W-42  ３．５号 ￥５４,0００ 

C.schilleriana’Aludebalan’ 

SM/JOGA （OG） 

６ｃｍ以上もある巨大に広がるリップ

は見る者を魅了する！オリジナル分

け株。HAYASIMA よりも良い個体。 

咲くまで１～２年の 7バルブ株 

   

W-43  １作開花株 ￥16,200 

C.warscewiczii f.coerulea 

[‘Summer Carnival’ x ‘Progresso’] 

 

写真の様な美しいセルレア色の花が

９９％開花します。定評ある実生。 

W-44  開花株 ￥27,000 

C.mendeli f.suave ‘Stuart Low’ 

淡い色彩で有名なクラシック原種。 

現在咲いても素晴らしいですね。リッ

プのオレンジ系ピンクがたまりませ

ん。株自体も希少になってきている。 

W-45  開花株 ￥8,640 

C.iricolor  

 

天然種のイリカラーです。１花茎に３

～６輪の花が咲くエクアドルの原種で

す。初夏咲木で栽培は容易水を好む 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

   

O-46    開花株 3.5号 ￥3,240 

Bc. Melisande (nodosa x Anzac) 

ブラソカトレア メリサンデ 実生  

赤、白赤、ピンク、兄弟株からは色々

にな色彩が開花しています。 

主に秋～冬咲き、花径 10cm を超すノ

ドサ型の個性的なミディタイプです。 

O-47  一作開花株 3.5号 ￥5,400 

C. walkeriana coerulea ‘Big Child’ 

ｶﾄﾚｱ ﾜﾙｹﾘｱﾅ ｾﾙﾚｱ’ﾋﾞｯｸﾞﾁｬｲﾙﾄﾞ’  

昭和の頃にブラジルから輸入したセ

ルレア個体のオリジナル株。 

丈夫でよく増え、咲かせやすい個体で

す。 

O-48 一作開花株 3.5号 ￥10,800 

C. walkeriana venosa ‘Meschede’ 

ｶﾄﾚｱ ﾜﾙｹﾘｱﾅ ﾍﾞﾉｰｻ ’ﾒｼｪｰﾄﾞ’  

花弁にスジ入る自生地由来の天然

物、オリジナル株。 

強光線下で咲かせるとスジの色彩が

よく出ます。 

   

O-49 二作開花株 2.5号 ￥21,600 

C. warscewiczii coerulea ‘Paru’ 

ｶﾄﾚｱ ﾜｰｾｳｨｯﾁ ｾﾙﾚｱ ’ﾊﾟﾙﾞ’  

BM/JOGA入賞のセルレア名花。 

リップが丸くベタ紫の超人気個体、オ

リジナル分株。 

2 ﾊﾞｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ＋1芽のバック吹き株。 

O-50 一作開花株 2.5号 ￥2,700 

C. wittigiana x sib 

カトレア ウィッティギアナ 実生  

rosea(ロゼア)とも呼ばれる、ピンクの

小型カトレア原種の国産実生。 

小さな株に割と大きな花を咲かせま

す、寒さに強く丈夫です。 

O-51   開花株 3.5号 ￥5,400 

Cym. aloifolium album 

         ‘Golden Showers’ 

ｼﾝﾋﾞｼﾞｭｰﾑ ｱﾛｲﾌｫﾘｳﾑ ｱﾙﾊﾞﾑ 

 ’ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ ｼｬﾜｰｽﾞ’  

肉厚で硬い葉の小型種、黄花小輪を

下垂して咲かせる。オリジナル株。 

   

O-52 一作開花株 2.5号 ￥2,700 

Den. calophyllum x self 

デンドロビューム カロフィラム 

デンファレタイプの原種セルフ実生。  

作り込むと株丈 50cm 以上にもなりま

すが、20cm 程でも開花します。流通

量の少ない品種、約 15cm程の中苗。 

O-53   開花株 4号浅鉢 ￥6,480 

Bulb. grandiflorum ‘Elm’ 

ﾊﾞﾙﾎﾞﾌｨﾗﾑ ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨﾌﾛｰﾗﾑ ’ｴﾙﾑ’ 

SM/JOGA 89 点で入賞の巨大花、オ

リジナル分株。 

従来の同種と違いペタルが左右に展

開する、花径 16cmの迫力ある個体。 

O-54  二作開花株 3号 ￥10,800 

Rth. Izumi Charm ‘Lost in Love’ 

ﾘﾝｶﾄﾘｱﾝｾ ｲｽﾞﾐﾁｬｰﾑ‘ﾛｽﾄ ｲﾝ ﾗﾌﾞ’ 

BM/JOGA入賞のオリジナル株。  

NS10cm 程のピンクを帯びた淡い黄

花、赤リップが美しい。花茎も伸びて

整然と開花する、バック吹き株。 

 

 

 

 

 

  

  

 



 

   

M-55   開化サイズ ¥9,720. 

Coryhopea Wistman's Wood  

'Spotted Bells'  

(Crths.speciosa x Stan.oculata) 

コリアンテス（バケツ蘭）とスタンホピア

の属間交配です。ユニークな花型が

人気です。（10.5cm鉢） 

M-56   開花サイズ ¥3,240. 

Ctsm.Pileabrosum Green  

'Green Bat' 

Ctsm.(tenebrosum x pileatum)  

原種同士の交配で花付きがよく綺麗

な花を豪快に咲いてくれます。 

香り有りがあります。（7.5cm 鉢） 

M-57   １作開花 ¥3,240. 

Cycd.Morning Star 'Orchis' 

Cycd.(Taiwan Gold x Jumbo Puff) 

 

イエロー系の花弁に赤リップの美

花！！ 1バルブ＋新芽 

メリクロン株。（7.5cm 鉢） 

   

M-58   １作開花 ¥3,240. 

Cycd.Taiwan Orange 

 

Cycd.(Taiwan Gold x Jumbo Jewel) 

ワインカラーが美しい！！  

1バルブ＋新芽 実生株。  

（7.5cm鉢） 

M-59   １作開花 ¥12,960 

Fdk.(Saturn Sky 'S.V.O' x Ctsm.Susan 

Fuchs 'Burgundy Chips' FCC/AOS) 

非常に花持ちがよく長く楽しめるので

展示会などに最適です。 

１バルブ＋新芽 良株です。 

（10.5cm鉢） 

M-60   開花株 ¥3,240. 

Cym.floribundum  

（和名：キンリョウヘン） 

まだまだ人気が高いキンリョウヘン！

ミツバチを引き寄せることで有名で大

変人気があります。今年の花は終わ

っています。（12.0cm鉢） 

   

M-61   開花サイズ ¥6,480. 

Eurychone rothschildiana 

 

ウガンダなどに自生する単茎性種。 

この品種の魅力は何といってもこの色

彩です。この機会に是非！！ 

（7.5cm鉢） 

M-62   開花株 ¥12.960. 

Bulb.jolandae 

 

リップに毛が生えて非常に面白いバ

ルボフィラムです。 

栽培も容易で花が咲きやすいです。 

（9.0cm鉢） 

M-63   開花サイズ ¥3,024. 

Dyakia hendersoniana 

初夏にピンク色の非常にかわいらし

い花を咲かせてくれます。 

ヘゴ板などに着生させるとお洒落に

栽培することができます。 

（12.0cm鉢） 

 

 

 

 

 

  

  

 



 

   

M-64   開花サイズ ¥2,700. 

Oncostele Catatante  

'Los Robles' 

(Onc.Sphacetante x Ons.Wildcat)  

これまでにない色彩で非常きれいです

しかも育てやすい。 

おすすめ！（9.0m 鉢）  

M-65   開花サイズ ¥3,240. 

Warczewiczella amazonica 

 

エクアドル・ペルーなどに自生。草丈

の割に大きな花を咲かせ花持ちも非 l

上によい。水が大好きです。 

（7.5cm鉢） 

M-66   開花サイズ ¥3,024. 

Warczewiczella amazonica  

x Cochlezella Amezing 

アマゾニカを用いた交配でリップにベ

タで紫が入ります。こちちらも美花で

人気が高いです。実生株 

（7.5cm鉢） 

   

M-67   開花サイズ ¥43,200. 

Den.lineale 'Sien'  

BM/JOGA HCC/JOS 

入賞個体ののリネアレイです。 

現在、花芽が伸びていますのですぐに

花が楽しめます。４バルブ＋新芽 

株高：65cm（15.0cm鉢） 

M-68   開花株 ¥2,700. 

Den.Penang Little Magic 

Den.(lasianthera x carronii) 

大型のデンドロと小型のデンドロを交

配したもので小型で咲き非常にきれ

いで人気がありお勧めです。 

（6.0cm鉢） 

M-69   開花サイズ ¥2,700. 

Den.Peng Seng  

Den.(cruentum x tobaense) 

おすすめ品！！ 

株の大きさに対して非常に大きな花を

咲かせて迫力がありますよ。 

（6.0cm鉢） 

   

M-70   開花株 ¥27,000. 

Den.toressae 

 

大株です。小さな株は販売しているこ

とはありますがここまでの大株は滅多

にありません。オーストラリアに自生。 

ヘゴ板着（7.5cm鉢） 

M-71   LS:約 13cm ¥6,480. 

Paph.henryanum  

('Maruvama' x 'Red Wings' 

GM/JOGA) 

兄弟株ではドーサルが丸くフラットな

良い花が咲いています。 

未開花株です。（7.5cm 鉢） 

M-72   LS:約 11cm ¥64,800. 

Paph.Ma Bell  

(bellatulum album 'Kuwado'  

x malipoense album 'Chen Samn') 

葉裏に色素がないのでアルバム確

実！限定１鉢早い者勝ち！ 

（7.5cm鉢） 

 

 

 

 

 

  

  

 



 

   

M-73   開花サイズ ¥6,480. 

Broughtonia sanguinea 

 'Star Splash' x var.aurea 

人気のブロトニア！ペタルにスプラッ

シュの入る親を使った交配。かわいら

しいです。 

（7.5cm鉢） 

M-74   開花株 ¥2,700. 

Rlc.Izumi Dream  

'Fascination' SM/JOGA 

2005年の JOGA洋ラン展にて「農林

水産大臣賞」を受賞した優秀個体のメ

リクロン株です。 

（9.0cm鉢） 

M-75   開花サイズ ¥10,800.. 

V.Denisander 

 

V.(sanderiana x densoniana) 

良株が入荷しました。 

素焼き鉢にそのまま入れています。 

（15.0cm鉢） 

   

M-76   開化サイズ ¥4,320. 

V.Kru Chom 

 'Red Butterfly' 

20%off（定価 \5,400.） 

濃色赤系大輪  

V.(Somsri Pink x Somsri Delight) 

（バスケット） 

M-77   開花サイズ ¥4,320. 

V.Robert's Delight 

 'Blue Coral' 

20%off（定価 \5,400.） 

ブルー系大輪 

V.(Kasem's Delight x Madame Rattana) 

（バスケット） 

M-78   開花サイズ ¥6,912. 

V.Robert's Delight  

'Ink Star' 

20%off（定価 \8,640.） 

超濃色ブルー大輪 

V.(Kasem's Delight x Madame Rattana) 

（バスケット） 

   

M-79   開花サイズ ¥12,960. 

V.sanderiana fma.alba  

'New Year's' x self 

人気のアルバ個体のセルフ株。 

おすすめ。 

（12.0cm鉢） 

 

M-80   開花サイズ ¥6,480. 

V.tricolor 

 'Driveway Sentinel' 

トリカラーのメリクロン株 

独特な色彩をお楽しみください！ 

（12.0cm鉢） 

M-81   1kg ¥1,080. 

肥料  

アミノ酸有機肥料「B-1」 

ラン用に開発された肥料で花付けに

効果のあるバッドグアノも配合されて

います。 

NPK:3:6:5 

 

 

 

 

 

  

 
 

 



   

S-82  開花サイズ ￥２１，６００． 

C.gaskelliana fma.alba‘San Antonio’ 

ガスケリアナ、アルバ ‘サンアントニオ’ 

初夏を彩るカトレア原種と言えば、や

はりガスケリアナでしょう。ベネズエ

ラ産の選抜アルバ個体で、４号鉢、２リ

ード＋シース２本付きの良株です。 

S-83  開花サイズ ￥５４，０００． 

C.maxima fma.semialba-striata 

 ‘La Sirenita’ BM/JOGA 

マキシマ、セミアルバ ストリアータ 

‘ラ・シレニータ’ オリジナル分け株 

人魚達が踊っているような雰囲気の

優秀花です。４号鉢・３バルブ＋新芽 

S-84  開花サイズ ￥２１，６００． 

C.purpurata fma.roxo-bispo  

‘Katrina’ パープラータ、 

ホーショビスポ ‘カトリーナ’ 

ブラジル産の実生から選抜された優

秀花のオリジナル分け株です。 

３．５号鉢・６バルブ・シース付きです！ 

   

S-85   開花サイズ ￥３２，４００． 

C.purpurata fma.flamea ‘Mariana’ 

パープラータ、フラメア ‘マリアーナ’ 

展開の良いフラメアは如何ですか？

４号鉢・５バルブ＋新芽のオリジナル

分け株で、シース付きです。この初夏

にすぐ花を楽しめますよ！ 

S-86  開花サイズ ￥５４，０００． 

C.purpurata fma.russeliana  

‘Suwada’ BM/JOGA 

パープラータ、ルッセリアナ ‘須和田’ 

古い入賞個体ですが、このタイプの

中では今でも一級品の大輪花です。

４号鉢・５バルブ・シース付きの分け株 

S-87  ２作苗 ￥５，４００． 

Rlc.Bill Blietz ‘Exotic Orchids’ 

ビルブリーツ‘エキゾチックオーキッズ’ 

これほどまでに色鮮やかなカトレア

があったでしょうか？ハワイで育種

された明るい黄緑色のコンカラー大

輪花です。３号鉢・メリクロン株 

   

S-88  ２作苗 ￥８，６４０． 

C.Leoloddiglossa ‘Exotic Orchids’  

レオロディグロッサ  AM/AOS 

‘エキゾチックオーキッズ’ 

二枚葉のカトレア原種３つだけで構成

されている交配種で、妖艶なセルレ

ア個体のメリクロン株です。３号鉢 

S-89 開花サイズ ￥１９，４４０． 

C.Summer Pink ‘Pink Passion’ 

オリジナル分け株  BM/JOGA 

サマーピンク ‘ピンクパッション’ 

花の少ない晩夏に、明るいピンクの

中輪花を咲かせる多花性品種です。

４号鉢・３バルブ＋新芽 1本 

S-90  開花サイズ ￥１０，８００． 

C.Tropical Sunset ‘Warm Orange’ 

トロピカルサンセット‘ウォームオレンジ’ 

寒い冬に暖色系のオレンジを咲かせ

てくれる中輪花のオリジナル分け株

です。賑やかな兄弟株‘チアガール’と

共にお楽しみ下さい。４号鉢・６バルブ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



   

S-91 実生開花サイズ ￥５，４００． 

Coel.Orchideengarten Clara 

セロジネ オルヒディーンガルテンクララ 

ドイツからやって来たセロジネの最新

交配種です。両親は(Lentil Soup x 

xyrekes)で、掲載写真は日本に来て

初めて咲いた花です。３．５号鉢 

S-92  開花サイズ ￥８，６４０． 

Epidendrum jasminosmum 

エピデンドラム ジャスミノスマム 

エクアドルやペルーが故郷の原種で

香りの良い小輪花を枝打ちする花茎

に沢山咲かせボリューム満点です！

３．５号鉢・花芽付きの株です。 

S-93  開花サイズ ￥６，４８０． 

Eulophia guineensis 

ユーロフィア ギネンシス 

アラビア半島からアフリカにかけて広

く分布する地生蘭です。扁平のバル

ブにエビネのような葉をもつ面白い

株姿が人気の原種です。３．５号鉢 

   

S-94  フラスコ苗 ￥６，４８０． 

Grammatophylum speciosum  

小苗１０本入り（‘Tokyo Dome’ x self） 

グラマトフィラム スペシオサム 

「タイガーオーキッド」の愛称で知ら

れる世界最大の蘭を小苗から育てて

みませんか？夢の国産フラスコです! 

S-95  開花サイズ ￥５，４００． 

Leptotes bicolor fma.alba 

レプトテス ビカラー、アルバ 

カトレアの近縁属でブラジル産の

原種です。種名が示す通り、普通種

は２色（白弁赤リップ）ですが、こん

な純白アルバ個体もあるんです！ 

S-96  開花サイズ ￥１６，２００． 

Oberonia dissitiflora ‘Green Snake’ 

オベロニア ディッシティフローラ 

オリジナル分け株‘グリーンスネーク’ 

直径２mm程の極小輪花を、５０cm以上

伸びる花茎に数百輪咲かせる個体

です。５号浅鉢・花芽２～３本付き 

   

S-97  開花サイズ ￥４３，２００． 

Paph.Continental Treasure  

‘Octopus No.2’ BM/JGP 

パフィオペディルム コンチネンタル

トレジャー ‘オクトパス Ｎｏ．２’ 

ビニカラーと整型花を融合させた銘

花です。３号鉢・オリジナル分け株 

S-98  開花サイズ ￥３，２４０． 

Phal.Arakaki World Dream ‘Okinawa’ 

ファレノプシス （コチョウラン） 

 アラカキ ワールド ドリーム ‘沖縄’ 

大輪系胡蝶蘭の新しい幕開けです。

白地に、不規則な赤紫の模様が入る

新品種です！４号鉢・メリクロン株 

S-99  開花サイズ ￥６，４８０． 

Sobralia galeottiana 

ソブラリア ガレオッティアーナ 

安心してください。このソブラリアは

メキシコ産の中型種で、人の背丈程

にはなりません。濃赤紫色の花を暑

い夏に咲かせる原種です。４．５号鉢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

K-100  開花株  5 号鉢  ¥21,600 

C. guttata selected  

 

夏-秋咲きの多花性原種。艶のある濃

赤茶色は通常より濃く、特に弁幅が広

い。ボリュームある選別個体。 

分け株なしの 6バルブ＋新芽。 

K-101 開花株 ４号鉢 ¥32,400 

C. harrisoniae 'Streeter's Choice' 

        FCC/AOS オリジナル株 

絵に描いたようにスッキリした花姿。

極濃色の花色を持つ FCC 入賞花。 

オリジナル株は色彩が、より鮮明に

見える。初夏咲き 

K-102   2.5号鉢 ¥3,780 

 C. harrisoniae, trilabelo strain  

('Streeter's Choice' X trilabelo ) 

特に鮮明な色彩をもつ'Streeter's 

Choice'と、全てトリラベロが咲いた

交配からの選別個体(写真)とのシブ

リング。 

   

K-103 開花株  2.5号鉢  ¥3,240 

Phal. speciosa （写真は交配親） 

 

花は白地に赤紫の大きな班が入る

人気の原種。セルフ苗で、同タイプ

の花が咲いている。微香。 

 

K-104  開花株  3号鉢  ¥4,320 

 Phal. schilleriana 

 

作り込むと 500 輪もの花をつけた記

録がある多花性の胡蝶蘭。 

高温性だが栽培は容易。 

葉の模様も美しい。写真は参考 

K-105   2.5号鉢    ¥27,000 

Phal. gigantea, alba strain 

 

胡蝶蘭で最大と言われる種。 

花弁が白地に緑色がかった斑点を

もつ大変希少なアルバ個体の 

セルフ苗。 

   

K-106  開花株 2.5号鉢 ¥6,480 

 Aerangis  macrocentra  

(= cravigera) 

マダガスカル産の小型種。ステムが

8～40cm ほどに伸び、炬が長く橙色

がかった小花を 12～30 花ほどつけ

ます。見応えある 秋冬咲き。 

K-107開花株  

株高 4-60cm ¥2,700 

Den. devonianum 

 

花色鮮明でリップの黄目と欠刻が印

象的な種。5cmほどの花を多数つけ

下垂させる。お買い得品 

 

K-108 花芽付き ３号鉢   ¥3,240 

Pyp. papilio fma. alba 

 

オンシに近縁の原種のアルバ個

体。同じ茎から年に何回も繰り返し 

咲きます。期間限定の特価。 

      

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 



haname     

K-109 開花株 4.5号鉢  ¥6,480 

Rlc. Taichung Beauty ‘Ruge Catlle’ 

 

鮮ラベンダーの花弁に黄目が映える

極大輪。やや不定期なの春咲き種。

株が出来ると３～5 輪で１5～18cm

ほどの極大輪をつける。 

K-110 開花株ﾊﾞｽｹｯﾄ  ¥4,320 

V. Tokyo Blue (Pink color) 

 

V.セルレア(原種)の特徴である 

網目がくっきり入る美しい個体。 

花色は通常とは異なりピンクです。 

 

K-111  NBS バｽｹｯﾄ  ¥5,400 

V. coerulea, GM 系 

 

同交配からゴールドメダル受賞花

(’15 JOGA)も出ている良交配。大

輪で網目の美しい花が咲いてます。 

 

   


