
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開店記念セールと冬の蘭展 
日程：１２月１日（金）から１０日（日）  営業時間１０：００～１７：００ 

出張販売業者： 国際園芸㈱ ・ナーセリー イデ（１，２，３日の 3 日間） 

場所：ワカヤマオーキッド特設会場    

 

今年も恒例の年末２０％OFF セールが始まります！皆様是非お出かけ下さい。 

ご来店の際はこのクーポン付きカタログをお持ちください！  

ワカヤマオーキッドの商品（書籍等対象外）が資材も含め２０％OFF となります！ 
 

特別通販用カタログは１２月２５日から１０日まで有効です。 

お早目にご注文ください。 JOGA レビュー２４号進呈します！ 
＊（今回 11 月 23 日第一弾版を UP）予定なくアイテム追加があります。 

① カタログからお好きな蘭を選んで番号をお知らせください。 

② Tel. ０７３－４４４－２４２２  FAX.４４６－２５０６  メール shop@w-orchids.net 
③ ご注文の際お名前と電話番号をお知らせ下さい。在庫確認後お返事いたします。 

④  紫マーカー価格の物はワカヤマオーキッドの商品で表示価格より２０％OFF。 

⑤ オレンジマーカー価格 の物は他店舗の商品で値引き対象外となります。 

⑤ 送料梱包料は全国一律￥１２００となります。 

５０００円以上お買い上げで 

洋ランカレンダーをプレゼント 

20%OFF クーポン 

 

 

S A L E 
 



    

1:Phal.lindenii 

自然種栽培品待望の入荷！ 

小型でとても可愛い花が咲きま

す葉は斑点模様が美しい 

 

1 作開花株 ￥４，８６０  

2:Phal.schilrelliana 

一番売れている原種胡蝶 

蘭大株だと 100輪開花する 

葉の斑点模様も美しい 

花ステム有りの株を販売 

開花株 ￥５，４００  

3:Phal.cornu-cervi 

    chattaladae x self 

ワインレッド一色の可愛い

花で長期間連続開花しま

す。ステムがギザギザ！ 

花付き開花株 ￥５，４００      

4:V.sanderiana f.alba 4N’  

珍しいアルバ個体のセル

フ株でしかも 4 倍体系の

巨大輪、葉も丸く見事 

 

開花株 ￥１６，２００  

    

5:Rht.Duh’s Smile’The King’  

この色彩では珍しい冬から

春咲き中輪 5～6 輪開花 

上品な甘い香りがある。 

 

開花株シース付き ￥８，６４０  

6:Rlc.Taiwan Emperor 

‘赤将軍’ (MC) 

チアリンの子供で肉厚弁 NS１

６ｃｍオーバーラップ巨大輪  

 

開花株 ￥７，０２０  

7: Duh’s Treasure  

‘Sweetheart’ (MC) 

目にも鮮やかな人気のカラ

ー、中輪でエレガントな香り 

秋から冬咲。 

３．０号 ￥３，７８０  

8:Rlc.Last Dream ‘Vivian’ 

        SM/JOGA (MC) 

一押しの最新カトレア！ 

ビビットなカラーで極整形  

1 月～2 月に開花する 

 ２．５号 ￥５，４００  

    

9:C.aclandiae coerulea (OG) 

ハワイ選抜の４N 系セルレ

ア個体。強烈にデカい株！ 

株状態良し。今回イチ押し 

 

開花株 ￥１０８，０００  

10:Den.usitae (Red Coral 系 ) 

写真の様な赤から濃いオレ

ンジまで開花する実生です 

栽培容易で良く開花します 

 

開花株 ￥１２，９６０  

11:Angcm.Crestwood’3Spurs 

3 本の角が出る中国では

縁起の良い巨大輪芳香種

です。多花性の中型種。 

 

開花株 ￥６，４８０  

12: Onc.onustum 

１０～１２月咲きの人気ミニ

オンシです。今回木付きで

栽培が容易です。 

 

開花株 ￥４，３２０  

    

13:Oncidesa Hwuluduen  

Chameleon ‘Golden Oriole’  

オンシ系の小型最新品種 

不定期咲花もち良い。 

初心者向けです。 

開花株  ￥１，９４４  

14:Aerangis hyaloides 

小さい体からエネルギッシ

ュに開花する原種です。 

現在入手困難品。春咲き 

 

開花株 ￥３，２４０  

15:Fdk.After Dark (MC) 

‘Black Pearl’ FCC/AOS 

ジンジャーの香りがする

黒い蘭で人気！1 か月咲

く。栽培容易です。 

M￥６，４８０ L￥１０，８００  

16:Fdk.After Dark FCC 

‘SunsetValleyOrchid’(MC)  

赤いバージョンで点が美し

い。花もやや大きめです。 

 

M￥６，４８０ L￥１０，８００  



    

17:C.(alaorii x Llory Ann) 

久々に面白いミニ交配を見つ 

けました。赤・白・ｸｻﾋﾞ・覆輪

と様々な模様が咲く。良い香

りもします。２号鉢で開花！ 

蕾付き開花株 ￥３，５００  

18:C.walkeriana trilabelo 

        ‘Kumano’ (OG) 

自然種トリラベロの名品です、

今回素晴らしく作りあがった 6バ

ルブ！ 

開花株 ￥３２，４００  

19:C.walkeriana‘Adonis’ 

今の尚、問い合わせが多

いこの個体。お買い得品

です。本物のアドニス 

 

バック+新芽 ￥１９，４４０  

20:C.walkeriana trilabelo 

 'Tricolor ’ (Div.) 

プリンセプスタイプの完

璧なトリラベロです。 

今回良株！輸入品 

開花株 ￥６４，８００  

   

 

21:C.nobilior amaliae -striata 

 ‘Mascaras’ SM/JOGA (MC) 

素晴らしい花形とハッキリとし

た筋が入る優秀花。 

２．０号 ￥１０，８００  

２．５号 ￥１６，２００  

22: :C.walkeriana flamea 

ジャンヌダルクｘディビーナか

らの選 抜 個 体 です。可 愛 い

感じの初花です 名前はご自

由に！ 

開花株 ￥２１，６００  

23:C.walkeriana ‘Tokutsu-S’  

メリクロンからのメリクロン

でほぼ同じ花が咲いてい

ます。台湾からの輸入品 

 

1 作開花株 ￥１６，２００  

24:C.walkeriana (OG) 

‘White Santa’  

 1２ｃｍの巨大輪白弁にシルキー

ピンクのリップがたまりません。栽

培容易でエネルギッシュに開花。 

3 バルブ ￥１６，２００  

    

25: C.walkeriana ‘Clione’ SM  

クリオネという名がぴったりの

素晴らしい SM 個体です。 

（OG）バックふかし BS 

開花株 ￥５４，０００  

26:C.walkeriana 

’Osuwald Cassola’ (OG) 

これほど上品なワルケは無い 

自然種のスアーブ名品 

４B 開花株 ￥１９，４４０  

27:C.walkeriana 

  ‘Joel de Silveira’ (OG) 

親にもよく使用する有名な

チポ最高峰の花です。 

３B 開花株￥２７，０００  

28:C.walkeriana (OG) 

        ‘Canbara’  

淡いピンクの展開良い美

しい自然種です。 

開花株 ５B ￥１６，２００ 

    

29: :C.walkeriana 

        ‘Gaga’ (OG) 

ふくよかな印象の極整形花 

リップ濃色で目立ちます。 

上品な色合いの最新チポ 

開花株 ５B ￥３２，４００  

30:Lc.Mini Purple’Blue Sky’ 

堂ヶ島が生んだ名品です。 

OG はめったになく巨大輪

になります。限定 2 株を販

売します。 

開花株 ￥１２，９６０  

31:C,pumila vinicolor 

本種中大変珍しいロゼワイ

ン色一色の個体です。同実

生の中では最高レベルの

花形です。名前は自由 

開花株 ￥２５，０００  

32:C.walkeriana 

‘Juliana’ (OG) 

極整形の真ん丸な印象の

最高花です。ビビットなカ

ラーのチポ。 

４B 開花株 ￥５４，０００  



    

33: Bc.Katherin H Chatham 

‘Suckers’SBM/JOGA (MC) 

本種中でも凄くリップがまん

丸で美しい個体です。 

１作開花株 ￥３，７８０  

(OG) 花付き￥１６，２００  

34:C.dowiana Rosita  

[ ‘＃１’ x ‘＃２’ ] 

ハワイから入荷今人気のロジ

ータ。ピンクからオレンジまで

開花します。 

３．０号 ￥８，６４０  

35:C.maxima coerulea 

 [ ‘Alexandra’ x ‘Hector’ ]  

濃色で青く咲くので定評

ある親使用！良いのが咲

き出しました！ 

1 作開花株 ￥１０，８００  

36:C.maxima rubra 

[ ‘Darth Vader’ x self ’] 

近年驚きの濃色で開花す

るミニ系のマキシマです・ 

９９％同色で開花！ 

1 作開花株 ￥２７，０００  

    

37:C.amethystoglossa 

 fma.coerulea 4N x sib. 

９９％セルレアが開花する大変強

健な実生です。 4 倍体系で巨大

輪で整形花 ハワイより輸入 

３．０号 ￥７，３４４  

38:C.amethystoglossa 

     fma.semi-alba x self 

写真の様なスポットが出ない

タイプの実生です。２N 系で

小花ですが美しい。 

  1～２作開花株 ￥１２，９６０  

39:C.amethystoglossa (OG) 

’All For You’ BM/JGP  

極整形の４系名品です。 

なかなか株分けできない

のでこのチャンスに！ 

 ￥３２，４００  

40:C.eldorado’M.Ito’BM 

ピンク色の大輪でペタルに

少し赤いｸｻﾋﾞ模様が入る

美しい個体 MC です。  

 

シース付き株 ￥１０，８００  

    

41: C.nobilior ver amaliae 

[‘11833’ x’ Perfection’] 

銘花パーフェクションを使っ

た台湾実生です。既に丸い

花が咲いています。良株 

開花株 ￥１６，２００  

42:C.purpurata werkhauserii 

[ striata x striata] 

近年価格高騰の青い筋花

狙いの実生です。ブラジルか

ら輸入。株状態良し。 

1 作開花株 ￥９，１８０  

43: Den.haveyanum x sib. 

良個体同士の実生です。 

ベトナム系で栽培容易良

く咲きます。 

 

1 作開花株 ￥３，７８０  

44:Den.cinnabarinum 

美しい赤色の原種  

実生株で栽培容易になり

ました。 

 

 １作開花株 ￥７，５６０  

    

45:Den.farmerii petaloid 

‘Hsing ying’ (MC) 

巨大輪で花持ちが良い GM

獲得の原種です今回最安

値！３作で開花します。 

 ２．０号 ￥６，５００   

46:Epi.Mabel Kanda’Pink Lip  

鮮やかなグリーンとピンク 

のリップのコントラストが良 

い中型種。抹茶系の良い香

りが売り！ 

 開花株 ３．０号 ￥３，７８０  

47:Den.pieraldii (OG) 

 trilabelo ‘Shining Pink’ 

ペタルがリップ化した珍し

い個体、花が大きくぼんぼ

りっぽく見える人気品種 

 この春開花株 ￥６，２６４  

48: Epi.rondoniensis 

大変良い葡萄の香りがす

るピンクの原種。栽培容

易です。株高３０ｃｍ～６０

ｃｍで開花秋咲き 

 ２．５号 ￥６、２６４  



   

K-1  開花サイズ       ￥８,６４０ 

C. aclandiae 

 (‘3141’ x ‘Exotic Jaguar’) 

カトレヤ アクランディエ 

粗い斑紋にリップ濃色の花が咲いて

いるハワイの実生  

 

K-2  1 作開花サイズ   ￥４,３２０ 

C. maxima 

 (‘Sky Tree’ x coerulea ‘Hector’) 

カトレヤ マキシマ 

極淡いピンクに濃色リップの素晴らし

い花が咲き始めた実生  

K-3  1 作開花サイズ ￥１６，２００ 

C. pumila, alba  strain 

(‘Mountain’s Snow Storm’ 

   x ‘Whiteout’) 

カトレヤ プミラ， アルバ系 

近年貴重なアルバ系実生。ハワイ

Quintal Farm 社自慢の実生  

   

K-4  開花サイズ     ￥３７,８００ 

C. trianae ‘Valley Isle’ 

カトレヤ トリアネ ‘バレー アイル’ 

‘Cashens’ FCC/AOS のセルフ実生

からの選別。極幅広弁でオーバーラ

ップする整形花。 

 

K-5  開花サイズ     ￥３，７８０ 

Cym. eburneum 

シンビディウム エバーネウム 

インド、ベトナム。小柄な株に直立す

る花茎を出し 10cm 以上の花を 1～2

花ずつつける。強健種。 

K-6  開花サイズ     ￥１０,８００ 

Den. punamense 

デンドロビウム プナメンセ 

ソロモン諸島。Latouria 系の小型

種で草姿 20cm 程度。10 バルブ程

度の良株。 

   

K-7  開花サイズ     ￥１０,８００ 

Den. regale 

デンドロビウム レガレ 

(= Diplocaulobium regale) 

ニューギニア。直立する細いバルブ

に 5-7cm 程度の色彩良い花を平開

する。花命は短い。 

K-8  開花サイズ      ￥６,４８０ 

Den. schuetzei 

デンドロビウム シュエッツェイ 

フィリピン。8～10cm 程度の大輪花を

節々に数花ずつ。入賞花も出ている

最新実生。 

 

K-9  開花サイズ      ￥５,４００ 

Den. trigonopus 

デンドロビウム トリゴノパス 

タイ。ろう質厚弁の鮮黄色花でリッ

プの緑色が魅力。香りも良好。バル

ブ良くできた株です。 

 

   

 

 

  

   



   

K-10  1 作開花サイズ ￥１６,２００ 

Den. wardianum  

          ‘Ohyama’ SBM/JOGA 

デンドロビウム ワーディアナム 

           ‘オオヤマ’ 

ベトナム。JOGA 入賞花中最大で花

径は 10cm くらい。色彩も抜群。 

K-11  開花サイズ     ￥６,４８０ 

Aerangis monantha 

エランギス モナンサ 

マダガスカル。本属中でも特に小

型。やや橙色味を帯びたアイボリー

系色彩で距は長い。 

K-12  開花サイズ     ￥６,４８０ 

Aeranthes caudata 

エランテス コーダタ 

マダガスカル。花茎長く伸び途中の

節々や先端に 10cm 程度の花をつ

ける。本属中の強健種。 

   

K-13   開花サイズ     ￥５,４００ 

Ancistrochilus rothschildianus 

アンシストロキラス  

     ロスチャイルディアナス 

ギニア～ウガンダ。バルブは小型玉

ねぎのよう。5cm 程度の可憐花を 2

～5 花ずつ咲かせる。 

K-14  1 作開花サイズ ￥３２,４００ 

Bulbophyllum cruentum 

    ‘Moniwa Surprise’ GM/JOGA 

バルボフィラム クルエンタム 

        ‘モニワ サープライズ’ 

ニューギニア。GM 受賞の最新花。草

姿と比較して大輪の迫力ある花。 

K-15   開花サイズ   ￥１２,９６０ 

Eulophia plantaginea 

ユーロフィア プランタギネア 

マダガスカル。花茎 1m 近く伸びて

緑色系の花を 20～30 輪。しっかり

したバルブの落葉タイプ。 

（今は落葉中のバルブ状態です） 

   

K-16  1-2 作開花サイズ ￥４,３２０ 

Fredclarkeara After Dark 

‘Sunset Valley Orchids’ FCC/AOS 

フレッドクラークアラ アフターダーク 

‘サンセット バレー オーキッズ’ 

Catasetum 系の 3 属間交配。5cm 程

度の花を 20 輪くらい。花もち良好。 

K-17   開花サイズ    ￥３,２４０ 

Holcoglossum wangii 

ホルコグロッサム ワンギー 

ベトナム、雲南など。バンダの近縁で

やや長い棒状葉。5cm 程度の花を 5

～15 輪。花もち良好な可憐種。 

K-18  1 作開花サイズ  ￥５,４００ 

Papilionanthe teres, selected 

パピリオナンセ  テレス， セレクト 

タイ、ラオスなど。生育旺盛な棒状

花タイプ。本種中の極濃色花選別

個体。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



   

開花株 ￥３７，８００- 

Den.victoriae-reginae 

 `Shining Fuji’SBM/JOGA 79p 

オリジナル分け株。 

開花株 ￥１０，８００- 

Rlc.Aladdin `Select’ 

(C.alaorii x Rl.digbyana) 

淡いピンク色の個体。 

とても良い香りがします。 

分け株無しのオンリーワン。 

オリジナル ￥６４，８００- 

Angraecum infundibulare 

`Cosmo 

Three’(OG) 

花の大きい見応えのある個体。 

オリジナル分け株。 

   

３号鉢 ￥６，４８０- 

Angraecum infundibulare 

 `Giant’x self 

良個体のセルフ苗。 

限定２株。 

 

 

大株 ￥３７，８００- 

Den.jenkinsii 

ヘゴ付き、大株 

通常個体より花の大きい個体。 

３号 （NBS）￥３，２４０- 

４号 （BS） ￥５，４００- 

Den.Shining Pink 

(Den.Farmeri-Thyrsiflorum  

x Den.farmeri) 

実生開花株。良花咲いてます。 

   

4.5 号鉢 ￥ ８，６４０- 

Den.Oharano 

(Den.purpreum 

x Den.smillieae) 

JOGA レビューの用紙の品種。  

限定 3 株。  

 

3 号鉢（２B） ￥３２，４００

Den.Pandala 

  `Shining Fuji’ SM/JOGA

（OG）  

オリジナル分け株。  

年明けのらん展シーズンに開花

する良個体です。  

開花株 ￥１２９，６００- 

C.wallisii(eldorado) 

 fma.flamea 

`Fairy’SBM/JOGA(OG) 

フラメア個体美花。  

オリジナル分け株。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

開花株 ￥３２，４００- 

Paph.New Direction 

  `Blumen Insel’BM/JOGA 

オリジナル分け株 

強健種。 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

  

  

 


