Wakayama Orchids
Orchids List NO.57
2016 Winter-Spring

Chysis Langrayensis coerulea

KOBE

お申し込み方法： 在庫少数の商品もあり御迷惑をお掛けしないよう、ご注文の際に現品確保致しますので、
必ずご送金前に TEL.・FAX・.メールにてご希望プラントの仮注文をお願いいたします。
正式注文をもって注文成立とします。商談中に他から注文が入った場合はそちらを優先します。
★ ご注文時にはお届け第１希望 第２希望希日と時間帯を必ずお知らせください。
ご送金方法： 下記の送金方法がご利用いただけます。必ずご購入時に合わせてご連絡ください。

１．郵便振替 （商品発送時に弊社専用の用紙を同送します。手数料無料）がご利用になれます。
２．銀行振り込：【 紀陽銀行 和歌浦支店（普通）０４２９１５０
３．ゆうちょ銀行：【 記号１４７３０

番号１４８７６０６１

ワカヤマオーキッド 】

ワナカ マサト 】

４．郵便振り込：【 口座番号 京都０１０９０－２－８１８７９ ワカヤマオーキッド 】
５．代引きシステム：【（必ずご注文時にお聞かせください） ３万円まで３００円 それ以上５００円 】
６．クレジットカード：【VISA・MASTER・AMEX がご利用になれます。セール期間中手数料５％が必要。】
＊ご注文時にカードナンバー・有効期限・カード裏記載の３桁の数字・名義人名をお知らせ下さい。
送料＆荷作り料： [ 北海道・沖縄・東北￥１５００ その他の地域￥１２００ ] 基本１６０サイズまで
＊安全の為、基本ゆうパックを利用します。冬季の発送時にはしっかりと対応いたします。
＊冬季 寒冷地のお客様はご注文確定後春までご希望によりお預かりが可能です。
割引に関して：１回のご注文の商品合計金額が１万円以上になりますと１０％OFF いたします。
特別割引商品と２０％OFF セール期間中との併用はできません。尚表示価格は本体価格です。
★印の商品は割引対象外となります。 ２０％割引期間のみ１０％OFF となります。
表示価格：本リストの表示価格は全て本体価格です。お支払金額に対し別途消費税が必要です。
事故＆保証：出荷時には最善を尽くしていますが、配達中のトラブルが有った場合は受け取り後１日以内にご連絡下さ
い。万が一品種間違いやサイズ等プラントに関するクレームは商品到着後５日以内にご連絡下さい。
ご購入時の企画同等株との交換、また不可能な場合は勝手ながらご購入時の金額返金を持って保証さ
せて頂きます。但し、植え替え等何らかの手を加えた場合、期間を過ぎてのクレームは受付できません。
本文中の記号：（MC）メリクロン株 （OG）オリジナル株 （G）葉付きバルブ （ｂ）バックバルブ （N）新芽 （L）リップ
（P）ペタル （S）セパル （自然種）原産地由来個体、サイズ（A）２～２．５号 （B）２．５～３号 （C）３～３．５号
（BS）開花可能株 （NBS）１作開花予定株、サイズはあくまでも目安とお考え下さい。ご希望の場合は花の写真や
株の写真をメールにて転送が可能です。但しセール期間中は遅れることがありますのでご了承ください。

1: Epi.marmoratum (Mexico)

2: Phs.(=Encyclia) citrina (Mexico)

待望の小型エピデンドラム入荷！このチャンスは２度と

シトラスの香りと美しい花で大人気の小型原種。入手困難

ないかもです。株はかなり良いです。１１月から４月開花

です。標高１２００～１５００ｍ 株は木の板等に着けて下向

あまり暑がらないで栽培可能です。色んなバラエティー

きで栽培します。今回しっかりした真ん丸バルブが来まし

が咲くかも？ワクワクしますね！複数 GET お勧め！

た。（輸入直後の為 葉は落ちる可能性があります。）

開花株

￥１５，０００

杉板付き 開花株

￥１３，０００

4: C.nobilior var.amaliae

3: L.speciosa (Mexico)
お宝販売！待ちに待った入手困難なレリアです。花形と

fma.striata ‘Mascaras’ SM/JOGA (MC)

ユニークな点が入るリップはたまりません！標高１４００～

中輪ながら極良型の花形と深いピンク色地に濃いグレーの

１８００ｍ花色が変わった物も開花する？さあ何株買いま

ハッキリとした筋が花一面に入る自然種です。待ちに待った

しょう?（輸入直後の為葉は落ちますがバルブ状態良し）

待望の限定 MC の販売。前回売り切れでハワイより再輸入

杉板付き又は鉢植え開花株

￥１０，０００

１作 開花株 ２．５号鉢

￥１５，０００

5: Rlc.Last Dream ‘Vivian’ SM/JOGA

6 : Den.Shining Pink
[ Farmeri-Thyrsiflorum x farmeri ]
リストでは初のオリジナル株販売！２０１３年に惜しくも農
林水産大臣賞を逃しましたが、素晴らしく目立つ個体で

前回より大変ご好評いただいている交配種。ゴツゴツの良株で

す。リッチな色彩で花弁が厚く１月から２月に開花します。

エネルギッシュに花が咲く！フラメアや筋花等色んなパターン

このチャンス１株のみの販売です。

で開花する美しい花。お勧めの品種です。１～５月咲き。

オリジナル 来季開花株 ￥１５０，０００

今季 開花予定株 ４．０号 ￥５，０００

Epi.eximium

（Mexico）

[ Psh.mariae
x C.alaorii s/a ‘Kuwado’ ]

Cal.madagascariensis
‘ Purple Kiss’ x self

初入荷の興味深い中型エピデン。標高

全く新しい試みの小型交配種を作成！

魅力抜群のマダガスカル産ミニエビネで

１８００～２３００ｍ冬から春咲き。黄色と

写真の様な花が咲き出した。リップに赤

す。この個体の子供です。2.5 号鉢で開

赤のカラーリングで房状に美しい花をつ

が乗れば大当たり！栽培容易です。

花葉はギザギザに波打ち特徴がある。

けます。入手困難。限定１５株

開花株 ￥８，５００

L.gouldiana

(Mexico)

開花株 ￥２，３００
２株以上 １株 ★１，７００

L.albida (Mexico)

2～5 月に開花します。
２号 １作開花予定株 ￥３，５００

L.anceps fma.concolor
‘ M.P.L.A 16’ (OG) (Mexico)

天然物新入荷！従来とは違い様々な

天然物新入荷！白や白ピンク、スプラッ

色が出るかも？絶対お勧め、標高１５０

シュ、黄色と色彩豊富！絶対お勧め=

写真の新しく発見されたコンカラー色で

０ｍ花径８～１０ｃｍ房で秋冬咲きです。

花径３～４ｃｍで秋から冬に房で咲く。

す。今までにない上品なカラー、花形も

コルクなどに付けるとい良い。すごく良い株で

コルクなどに付けるとい良い。良い株です。

良いので期待しています。限定７株

す。 （杉板付き 又は鉢植え）

（杉板付き 又は鉢植え）

ご注文はお早めに！

開花株 ￥１０，０００

: C.dormaniana fma.coerulea

開花株 ￥１０，０００

14:C.schroederae (MC)

開花株 ￥２０，０００

15: C.violacea coerulea

fma.rubra ‘Ashura’

[ ‘KS#1’ x ‘KS#2’ ]

コレクター待望のセルレア当店オリジナ

気味が悪いくらい独特な濃色の個体。

ペタルにも青が乗る花をはじめ９９％セ

ル入賞花 MC。2 作ほどで開花予定

リップは濃いオレンジで目立つ。花形も

ルレアが咲く。特に強健ですくすく行きま

比較的栽培容易 世界初の挑戦!

整形で本種中最高峰の個体。勿論香り

す。前回完売、今回は更に良い株でお

も素晴らしい憧れの個体。限定 MC

勧め！この夏花が咲きます！

‘Majorca’ SBM CHM/JOGA

限定 MC

2.0 号￥８，０００
2 株 ★１２，５００

２．５号 ￥１５，０００

開花株 ３．５号 ￥１８，０００

16: Onc.cebolleta (Mexico)

17: Onc.ascendens (Mexico)

18: Onc.limminghai x sib.

本物天然物入荷は全く無く、今回は

本物天然物入荷！セボレタに似るが

１円玉位の葉は点が入り真っ平らで木

最後のチャンス？棒状のバルブが有

リップの形と色彩が少し違うコレクター に張り付く感じで成長する。花はさらに

名で花茎２～３ｃｍの花が房状に咲き には希少な原種。棒状バルブで標高 大きく 存在感が有る。ブラジルの小
ま す 。草 丈は ３０ｃ ｍ 位 の 良い 株 で ３００～１５００ｍ草丈４０ｃｍの良い株 型オンシです。花だけでなく株姿も楽し
す。５００～１０００ｍ冬から春咲き
開花株 ３．０号 ￥１０，０００

19: C.trianae fma.trilabelo
‘ Ballon ‘d Or ’ (OG)

春咲き

める蘭です。

開花株 ３．０号 ￥１０，０００

C.labiata fma.rubra-flamea
‘Josephine’ SBM/JOGA(OG)

２号 開花可能株

￥３，５００

Rlc. Hsinying Baga
‘ Hawaiian King ’ (OG)

注目のトリラベロ中最高品種といえるバ

ﾙﾌﾞﾗ実生から開花した世界でも類を見

これほど素晴らしい色彩は見たことが無

ロンドール！初売りとなります。18cm の

ないフラメア最優秀個体です。形や色

い！L 筒上まで真っ赤中心の黄色目は

巨大輪でしっかりと開きます。リッチなカ

彩は Crimzon Blaze をも超えた逸材。貴

クリアー。P オーバーラップし鮮やかな縁

ラーは王様そのもの。

重な分け株を初売りします。

取りでスプラッシュ、ハワイの神の贈り物

BS ４G ￥１８万

３ｂ＋G ￥１３万

４G￥１５万

３G ￥１２万

３G ￥８０，０００

C.coccinea

C.coccinea
var..caraguatatuba x self

何とも言えない可愛いエピデンに近い属

写真の様な変わった色彩のコクシネア

の小型蘭です。日本でもあまり紹介され

お問い合わせが多い黄色のコクシネア

が咲きます。名前は由来地からですが

ていない。春から夏に開花します。

国産実生です。葉はやや細めですが美

2 輪咲くものが多く出るようで変種扱いと

標高１５００ｍお水を好みます。木につ

しい黄色で開花してきます。花形も自然

なっています。

けて栽培するとかっこいいです。

ぽくって気に入っています。

2.0 号 開花株 ￥３，５００

Alamania punicea (Mexico)

開花株

￥５，０００

var.rossiteriana x self

2.0 号 開花株 ￥５，０００

Den.tobaense
var.giganteum x sib.

Den.purpureum
‘ Blue’ x self

Den.thyrsiflorum x sib.
外国実生、花は未確認ながらその株の

少し強くなった実生苗の販売です。既に

自然で青い花が咲く個体のセルフ株で

姿を見ると 4 倍体系と想像できる。

良花が咲き出し入賞花も出た同実生。

写真の様な珍しい色が咲き出しました。

すごい花が咲く確率が高いと思われる。

お水が好きで風通しが良い環境を好み

中には白色とのバイカラーになるものも

株に惚れて購入しました。株高４０ｃｍゴ

ます。雄大で魅力あふれる品種

あります。

開花株

１作開花株 ￥８，０００

￥８，０００

28: Den.nobile fma.carnea
‘ F. Arima ’ x self

ツゴツバルブです。

or ￥１２，０００

29: Den.haveyanum

４号鉢 開花株 ￥６，０００

30: Den.goldschmidtianum

[‘Select A’× Select‘B’]

本当に美しいオレンジピンクのリップを持

ベトナム産の強健で良く開花する、特に

強健で栽培しやすく花付きも抜群に良く

つ特別な個体のセルフ苗でほぼ同色の

巨大輪の物と良型の物を選んだ良親を

年に２回も開花することで人気が高い原

花 が開 花します 。低温でも栽 培が可

使用した自家実生です。バルブもプクプ

種です。さらに今回は今までになかった

能！花付きも良いお勧め品。

クで良い花が咲きそうです！来春開花

写真の様な濃色花が咲く群れです。

２．０号 ￥１，２００

31: Den.[ Frosty Dawn (MC)
x formosum ] ‘KB’

２．５号鉢 \３，５００

32: C.walkeriana f.suave-flamea
‘Super Star Splash’ (OG)

３．５号鉢 開花株 \５，０００

33

Angcm.Crestwood
‘ 3 Spurs ’ (MC)

タイで開発されたフォーミ系最新作！

２０１６実生選抜。すごいスプラッシュで

名花クレストウッドの MC 変異で 3 つの距

巨大な花でオレンジ色、特にリップの色

す。クッキリした模様と安定した花形は

がグーンと伸びる面白い花です。巨大輪

は目を引きます。既に高得点入賞花が 過去には無いワルケといえます。

で１ステムに沢山花をつける多花性とな

出ています。

ります。竜のようで縁起が良いとされる。

２．５号鉢

世界的にも珍しいこの色彩を！

￥２，８００

開花株

￥４０，０００

開花株

￥５，０００

34:Rlc.Golf Green

(MC)

‘Hair pig’
グリーン一色の巨大輪。香も大変

35: Ctt.Seagulls Gumdrop
緑チョコレートドロップとセルヌアの

36: Rlc.Blanche Aisaka (MC)
‘Yuki’ FCC/AOS

交配で秋から冬咲、ワックス状に 極整形の色鮮やかなセミアルバ

37: Rlc.Williette Wong (MC)
‘The Best’ AM/AOS
秋冬咲きで極黄色の迫力ある整

良い人気品種です。花には欠刻が 光る花は中型で多花性種。

FCC 受賞花。クリアーなカラーの

形花です。特にクリアーなリップが

入り豪華です。春咲き シース付き

リップ巨大で目立つ美花、冬咲き。

目立ちます。極厚弁展示会向け

今回は特別良い株です

開花株 ￥３，８００

38: Rlc.First Class SM/JOGA
‘Strawbwrry Milk ’ (MC)

開花株 ￥３，８００

39: Lc.Ballet Folklorico (MC)
‘Eloquence’ HCC/AOS

40: Rlc.Village Chief Rose
‘Gangshan King’ (MC)

41: Rlc.Lady Wakasugi
‘Ginza Beauty’SBM (MC)

冬咲 ゆったりと咲く姿に惚れ惚れ

原種のテイストが入った人気品種

大変目立つ色彩の中輪美花です。

晩秋咲き 極濃色リッチなラベン

極整形で特徴ある色彩セミアルバ

です。春夏咲き。芳香種。

秋冬咲き今回格安となりました！

ダー整形花です。

1 作 開花株 ￥２０，０００

42: Rlc.Mem.Victoria Kam
‘Fascination’ (MC)

開花株 ￥３，８００

43: C.Million Kiss

(MC)

‘My Darling’

1 作開花株 ￥３，８００

44 [ C.longipes x ghillanyi ]
‘Select’ (MC)

１２，０００

45: Rlc.Long Run (MC)
‘Strong Lady’ BM/JGP

株はコンパクトですがロディゲシー

20年前超人気だった可愛いミニ

2号鉢で開花する、ワンコインカトレ

巨大輪の冬咲、ドームで複数回入

の子供で圧巻の極巨大輪！ 多花

待ちに待った復刻版です。冬咲き

アです。青花で巨大輪美花。これ

賞の実力！P オーバーラップする

性で１２～2月咲きの美花。

このカラーリングはこの品種のみ

は絶対楽しいですよ！

濃色で力強い美花。

開花株 ￥２，０００

46: C.Misty Girl

BM/JOGA

‘Autumn Symphoney’ (MC)

開花株 ￥３，５００

47:Rht.Fuchus Orange Nugget 48: Bc.Carnival Kids
‘Golden Orange’ (MC)

‘Trino’ （MC）

1 作開花株 ￥８，５００

49: Bc.Katherine H.Chatham
‘Suckers’ SBM/JOGA

秋咲きの珍しいオレンジ系美花で

冬にワックス状の鮮やかなオレン 秋咲きノドサ系人気品種。グリーン 秋冬咲き、特徴あるリップが人気

す。極巨大輪でコレクションに

ジ色一色の花が咲き。大変長持ち と赤のコントラストが素晴らしい

展示会向けラビアタの子供

最高！展示会でも人気抜群。

します。２枚葉中型 多輪性。

（OG） 開花株 ￥１２，０００

開花株 ￥１２，０００

シース付き開花株 ￥５，０００

やや丸い変異花も開花する。
2.5号 ￥２，５００

（MC） 開花可能株 ￥３，５００

50: C.labiata fma.mosca-coerulea x sib.

51: C.lawrenceana f.coerulea

モスカ・セルレアの最新自家製実生です。花型は勿論素晴ら

９９％セルレアが開花する国産実 [‘Suwada’BM x ‘Big Lip’ SBM]

しく、特にこだわった色彩は自然界には有りえない新しいラビア

生です。今なお高価な最高に美し 写真の様な素晴らしいリップの個

タをお楽しみ頂けます。 下記の3交配が有ります。

い青花が咲きます。２-３作必要で 体が咲き出しました！今が買いご

a) [①×②]
3.0 号\3,500

b) [③×②]

c) [②×①]

3 種 3 株★8,000 （割引き対象外）

すがぜひこの機会に！
２．５号 ￥６，５００

53: C.maxima f.labioamalero

54: C.maxima f.coerulea

55: C.maxima f.semi-alba

‘Aroma Yellow’ (OG)

[‘Alexandra’ x ‘Hector’]

[‘Hector’SM/ x ‘Pharaoh’]

52: C.dormanina

ろ。栽培容易です。
２．５号 ￥４，５００

56 C.maxima f.rubra JC/AOS
[ ‘Natural World’ x self ]

リップが白く筋が入らない！特別

特に青色が濃い花が咲き出して

既にセパルに筋が入らない花が咲 真っ黒と言って良い程濃色の花が

個体。１ｍになり見事に咲きます。

います。花形も良く強健です。

いた！在庫減少限定１０株

開花株 ￥１５０，０００

57:C.crispa f.flamea
[ ‘Wenzel Splash’ x self ]

開花株 ￥１０，０００

58: C.luteora alba x self
L に赤い模様が入らない希少

３．０号 ￥８，０００

59: C.warescewiczii
f.coerulea [ ‘Ituango’ x self ]

咲く！草状は小型で3 輪咲き。

1 作開花株 ￥１５，０００

60:C.perrinii f.coerulea x sib.
人気のぺリニーのセルレア自家実

親似の強いフラメアが咲き出した自 な個体のセルフです。よく似

親と同様以上の素晴らしい青く染ま 生です。特に花形に拘って改良し

家実生です。夏咲きで強健。

る花が咲き出した 自家製実生。

た色が咲きます。

NBS４．５号鉢 ￥１２，０００

２．５号1 作開花株 ￥３，８００

1 作開花株 ￥８，０００

61: C.purpurata f.mandaiana

62:C.purpurata suave-striata

63: C.purpurata pink type

自然界で希少な色彩のマンダイア

‘Lyra’ SM/JOGA (OG)

ています。

２．０号鉢 ￥２，３００

64: C.purpurata f.carnea

大変珍しい色彩。P 淡ピンク色に銀 [‘Gomes’ x (‘Select’ x ‘Linu’]

ナ実生です。リップ大きくやや小型 P青ピンクにグレーの筋が目立つ。 粉あり、L 濃いベタ赤となる可愛い 前回完売 再入荷。色の濃いタイ
写真の様なシルキーな花が咲きま L は濃いアネラータとなる入賞花
す。低温性。

開花株 ￥６，０００

個体。株はズングリで丸いです。

極巨大輪で５輪咲く優秀花。

開花株 ￥３５，０００

プのカーネアです。独特な色彩で
夏咲き 低温性。

開花株 ￥１２，０００

３．０号鉢 ￥４，８００

65: Den.criysocrepis (OG)
‘Full Moon’ SBM/JOGA
花が真ん丸で素晴らしい入賞花で

66: Cymbidiella rhodochila

67: Sob.xantholeuca x sib.

68: Cochleanthes amazonica

初夏に開花するアフリカのシンビに 美しい真っ黄色の巨大輪が咲き出 写真の様なまん丸い花が咲
近い仲間。花は大きく放射線状に してきました！夏の風物詩として玄 く同実生です。かなり強健に

す。必ず毎年開花してくれるのも嬉 開花する。赤が目立つ人気種。

関で咲かせてみませんか？

なっており暑がりません。花

しい。強健で良く増える。

リップはオレンジ色のものも出る。

付きも良く冬から春咲き。

（OG） 開花株 ￥８，０００

近年日本では入手困難です。
開花株 ￥６，０００

69: Trichoglottis pusilla

70: Podangis dactyloceras

香りのカリスマ蘭！小型単茎種で

良く開花するアフリカの蘭です。

冬咲き。今回販売株は花も草状も 純白花が無数に開花します。

開花株 ￥８，０００

71: Phcal.Kryptonite (MC)
‘Tokyo Red ’BM/JGP
2-3月咲き、エビネと鶴頂蘭の交

開花株 ￥２，８００

72: Den.spectabile f.aureum
黄金色に輝く個体のセルフです。
同色彩で開花します。品種を間違

大型の珍しい地方変種です。普通 今回展示会向けに写真くらいの大 配種で最高花！本種では珍しく花 うほど美しい変種です。
種もあります
開花株 ￥５，０００

株でご用意しました。
開花株 ￥１０，０００

裏まで黒い。花保ちもすごく良い
開花株 ￥５，０００

75: Psh.chacaoensis‘Suzuki’

セルフ苗 1作開花株￥３，８００

73: Aeranthes ramosa

74: Adenoncos parviflora

マダガスカル原種。花タイプは

超小型の緑花ですがなんと強い

2～3 種あるみたいです。今後

バニラの香りがするんです！

この香りを良いと感じる方はお

なリップを持つﾃﾞﾝﾄﾞﾛです。5～8

入手困難になる可能性あり！

お部屋でも栽培可能！

金持ちの確立が高いとか？

輪開花し中型です。栽培容易

77:P.Mariposa f. trilabelo 78: Onc.jonesianum

79: Phal.celebensis x self

80: Phal.schilleriana

大変希少だった 3 つのリップを

棒状の葉で花はエネルギッシ

小輪ながら房咲きする人気原

葉に白いドットと縞模様が入り

持つ変異個体の MC です。巨

ュに開花！花びらの点とリッ

種で枝打ちする物も出る。

美しく大きくなると枝打ちし

大輪で開花します！

プの白さが最高！秋咲き

葉は模様があり美しく下垂す

100 輪開花する人気原種木

蕾付きで販売開始！

木付けがお勧め。

る。木付けが良い。

付けすると良い。

x self 「お金持ちの蘭」

76: Den.convolutum
今流行の黒いランの１つ。真っ黒

81: Rossioglossum

(MC)

82: Epi.melanoporphyreum

83: Cym.wenshanense

84: Cyrtorchis chailluana

今流行の「黒い蘭」の一つ。

近年人気の中国奥地の原種

西アフリカ産ｱﾝｸﾞﾚｶﾑ系の

秋～冬に巨大な花が咲く交

栽培は難しくなく。緑と黒のコ

ですリカステ型の花は大きく

単茎原種でエネルギッシュに

配種、展示会で目立つ。

ントラストが良い。草丈２５ｃｍ

存在感有り葉は細く上品。

咲く。栽培は容易です。

Rawdon Jester’Great Bee’

４号 開花株 ￥１５，０００

85: C.nobilior amaliae
[ ‘Perfection’ x wild ]

で開花 ２号鉢 ￥６，５００

86: C.quadricolor s/alba

開花予定株 ￥６，５００

87: C.cernua aurea

‘ Sazagua’ (MC)

‘Kanae’ x self

開花予定株 ７，０００

88: C.cernua

(OG)

‘Roi Grenier’ GM/JOGA

久々にアマリエ パーフェクション 完全にオーバーラップする最高の 人気あるカナエのセルフです。黄 NS３ｃｍを超える巨大輪で GM を
使用の見事な株が入荷！丸い花も セミアルバです。MCも良い花が開 色は確実と思える。限定１０株です 取った驚くべき個体です。今回特
開花します。絶対お勧めの品
４号 開花株 ￥１８，０００

89: Chysis Langrayensis

花します。リップベタ赤！
３．５号 ￥８，０００

お早めに！

別に販売！限定１株

２．５号鉢 ￥４，５００

３号鉢 ￥２００，０００

90: B.glauca’Green Field’

91: Cal.sylvatica x self

極良型で輝く深緑で圧倒さ

マダガスカル産の希少な小型

‘SVO Black Peal’

展示会で高い評価を得た美し

れる SSM 獲得した世界的に

ｴﾋﾞﾈです。紫と黄色のコントラ

花裏まで真っ黒な人気品種USA

すぎる個体です。冬咲き

みても最高の個体です(OG)

ストが特に良い個体の苗です

産の本物MC です。ジンジャー系

今回はしっかりした開花株

是非お勧めの一品！

春から夏に開花

の香りあります、栽培容易

‘ Rose Queen’BM (OG)

BS

\８０，０００

開花株 ￥３，８０００

１作開花株 ￥５，０００

92: Fdk.After Dark

(MC)

開花予定株 ￥８，０００

93: V.coerulea f.delicata xself

94: V.coerulea f.alba x self

95: Phrag.Jerry Fischer

96: Den.hookerianum

上品なピンク色で網目も鮮明

純白が映えるアルバ実生です。

次々と色鮮やかな素晴らしい

L が細かい欠刻状となる大変

に入る セルレアらしい美花

９９％アルバ開花、強健で良く咲き 巨大輪が開花する。O リミテッ

珍しい本物が入荷しました。

ドワーフで小型で開花する。

ます。ドワーフで小型で開花する

草丈５０ｃｍです。

BS

￥１０，０００

BS

￥２３，０００

ド社自慢の実生です。

NBS

￥５８，０００

BS

￥５，８００

97: C.maxima f.s/alba (OG)
‘Christmas Tree’

98: C.maxima ‘Pink Flavor
エクアドル自然種で特にリップ

99:C.maxima f.s/alba striata

100: C.maxima ‘080412’ (OG)

‘ Fantastic Red ’ (OG)

L両際が赤いマークが入る自然種

15 輪開花でも素晴らしくバラ

の周りが白く縁どられ目立つ

同実生中で最高と思われる

海タイプで巨大になる。L筋も鮮や

ンスのとれた個体です。作上

中心部は濃色でコントラスト

個体です。L 真っ赤に染まり

かな美しい花。とても香り良い。

がりでポテンシャル UP!

が良い希少な個体です。

類を見ない個体です。

高価だったエクアドル産です。

５G 大株 ￥５０，０００

101: C.trianaei

fma.trilabelo

‘ El Vigia’ (OG)
目にも鮮やかなトリラベロです。

(OG) ４G

￥２０，０００

102: C.trianaei fma.trilabelo
‘ Cordoba’ (OG)
展開の良さは抜群。オーバーラッ

４G 中 ￥３８，０００

103: C.trianaei fma.trilabelo
‘ Rio de Oro’ (OG)

４G ￥２８，０００

104: C.trianae fma.trilabelo
‘1612-1501’ (OG)

コンカラーを母体にした世界的新色 Lia x self から選抜したド派手な花

中輪ながら開きも良く特に黄色が目 プする P 先端の赤いマークとL の

です。ファンシーなカラーリングは

です。名前はご自由にお付けくだ

立つ優秀花。

人気があります。

さい。実生全株完売

マークがシンクロして素晴らしい。

３G 中 ￥２５，０００

105: C.jenmanii fma.rubra
‘1611-2501’

４G 中 ￥２８，０００

106: C.jenmanii fma.rubra
‘ Grolia ’ (OG)

３G 中 ￥２５，０００

107: C.jenmanii fma.alba
‘Angel Wing’ (OG)

開花株 ￥２８，０００

108: C.walkeriana
‘Super Legend’ (OG)

黒赤いと言う表現が最適な極濃色

大輪でエネルギッシュに咲く濃色

大輪でL丸くどっしり！P幅広で展開 中輪極整形花。P、S 真ん丸でリッ

個体。目にも鮮やかです。

美花、展示会向けです。

良い入賞確実の優秀花

チなカラー最高花！ 初売りです。

開花株 ５G￥３８，０００

開花株 ４G￥５０，０００

開花株 ５G

\４０，０００

109: C.labiata fma.carablanca
‘ Christie’ (OG)

開花株 5G ￥３８，０００

110: C.labiata fma.mosca
‘Supreme’ (OG)

111: C.labiata fma.coerulea
‘ After Blue’ (OG)

112: C.labiata coerulea
mosca ’Popcorn Blue’

ピンク色にリップが真っ白になる大 リップのモスカ模様が何ともリッチ 鮮やかな青紫のリップが目に

親にも使用したリップが大き

変珍しい色彩。中でも花形と L の丸 な個体。花形展開共に最高です。

飛び込む。P 幅もあり形も整っ

な自然界には無いモスカ・セ

さはずば抜けています。

た優秀花です。

ルレアです。

５G ￥３０，０００

やや濃色で目立ちます。
４G

￥３０，０００

５G

￥３０，０００

５G

￥３８，０００

113: lawrenceana flamea ‘Cool Blush’
X flamea TK ]

114:C.trianae f.concolor ‘C Colombianita’
X f.trilabelo ‘Pero’

115:maximaf.rubra’GloriousTower’BM
X f.rubra ‘El Sol de Inca’ AM/JOS

今までに類を見ないスプラッシュの父親を使 既に素晴らしいトリラベロが咲き出した自家製 安定感ある花形と濃色多輪性の入賞花に自然
用した自家製実生です。フラメアでハワイ系の 実生です。極めつけは巨大輪という事！

種の最高に黒い個体をクロスした自家実生！

強健な親を使用し栽培も容易 お勧め！

ファンシーな世界を楽しみませんか！

葉に色素ものっており新しい時代が始まる！

116:percivaliana f.escura’Black Desire’

117: Ctyh.Mem.Dollie Mc Kinnon

118: :jenmanii alba ‘White Legend’ SM/J

X f.pelorica ‘Hercres’ HCC/JOS
ルブラなのに黄色い模様が鮮やかなフラメア

人気品種の再自家実生。テネブロッサ型の巨
大輪で黄赤が咲くのは間違いない。今回良母

X rubra ‘Black Papillon’
親が同じで色違いの兄弟同士の自家実生です

を狙った全く新しい期待の自家実生！色素が 親を使用してレベルアップを狙っています。

白赤どちらが出るかは不明。SM クラスの花形

のった葉にもゾクゾクする事でしょう。

栽培容易で展示会受けも間違いない！

と色彩狙いです。ハワイから逆輸入品入荷

119:nobilior rubra ‘Antonio Demound’

120:walkeriana‘Joel de Silveira’SM

121:walkeriana f.perola ‘Tinny Lotus’

X ‘True Diamond’ ]
１２ｃｍ巨大輪ルブラに巨大リップの 80万円

X f.flamea‘Tress Lagoas’ ]

X f.flamea ‘Sta.Gertrudes’AM ]

自然種同士を使用、リップがどっしりとした鮮や 極ミニワルケを使用。リップに綺麗な筋が入る

コラボ！自然種同士を使用した最高のﾏｯﾄグロ かな色彩のチポフラメアを狙った自家実生。

ように期待している自家製実生。花型やリップ

ッソ自家実生ここに！生育良い。

アベレージはかなり高いと予想します。

の展開は間違いないと予想される。

122: jenmanii fma.rubra

123: luddemanniana fma.alba

124:walkeriana [‘Dayane Wenzel TK’

[ ‘Mem.Carlos Aurisi X self ]

[ ‘Puridade‘ X ‘Canaima’s Mini’ ]

X rubra-flamea ‘Boa Sorte’ ]

アウリシコレクションより自然種のルブラ個体の

久々のアルバ同士のクロスです。真ん丸な母 写真の様なチポでフラメアまで入る素晴らしい

セルフ！株がズングリで魅力あり 改良してる

親に巨大輪のカナイマズミニを交配しました。

花が咲き出しました！サイズも大きく満足でき

が交配種っぽくない厳かさが魅力！

高確率でアルバが咲くと予想される。

る日本人好きのワルケです。

125.Den.smiliae ‘Black Hole’

127.C.maxima f.s/alba striata

126. C.pygmea

128.C.tenebrossa

‘ Brilliant Jewel ’ (OG)

f.alba ‘Roca Madour’ (OG)

長い L ベースが赤い個体
８G ￥１３０，０００

129.Den.cumratum

開花株 ￥５０００

130.Gga.galeata var.luteola

Vietnum type 自然種

‘Ohyama’ CBR/JOGA(OG)

秋咲きの大輪房咲き美花

開花株 ￥３０，０００

開花株 ￥３０，０００

131. C.loddigesii

132.Den.aberrans

f. .punctata’Marisa’

小型原種でビー玉バルブ！

小型で黄色の希少な個体。

3.5 号開花株 ￥６，５００

同じバルブから複数回咲く。

3.5 号開花株 ￥６，８００

開花株 ￥１０，０００

２．５号開花株 ３，８００

133.Epi,ilense

134.Epi.atacazoicum

135.Gram.scriptum 斑入り

136.Den.boosii

不思議な花３０ｃｍ良株

‘Mt Iizuna ‘ x self 日本大賞

バルブも綺麗な斑入り！

極希少な原種。下垂する

４号良株 ￥１５，０００

3.5 号 ￥１８，０００

3.5 号開花株 ￥８，０００

http://www.w-orchids.net

１. 硬質グリーンプラポット

４. 素焼き鉢 （三河鉢）

２. 透明プラポット １０個組価格

毎年替えましょう！

５. 素焼き平鉢

3 号開花株 ￥１５，０００

shop@w-orchids.net

３.ニュージ-ランド産高級水苔

６. オーキッドバーク

８ℓ

４０ℓ

７.スターナー (水和剤１００ｇ)

８.アプロード（水和剤１００g)

９.ﾀﾞｰズバン（水和剤１６７g)

１０.コルト（水和剤１００g)

１１．カイガラ虫エアゾール

１２.ジマンダイセン

１３.リドミル

１４. ｱｸﾞﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ

（粒剤１ℓ)

黒点黒斑病等菌類に使用可
(水和剤２５０ｇ)

１５. グリーンサムポット

皆使ってる活力ホルモン！

（水和剤１００g)

１９.おまかせ（超発酵油粕）

２０.スーパーバイオゴールド

１６. ｓｕｐｅｒX５ 芽 \2,500
１７. ｓｕｐｅｒＲ７ 根 \3,000
250g \550

１８. ｓｕｐｅｒＦ１ 花 \２,000

２１. ビストロン

２２. マイキラー ナメクジ駆除

２３. ナメナイト

２４. LED ライト

２５.ステムクリップ \４００

２６. 支柱キャップ

２７.洋ラン吊り輪(ﾌﾞﾙｰｼｰﾙﾄﾞ）

２８. .オーキッドハンガー
S \３８０

約１７０~２００個 便利です

２９.洋ランの土 ｼﾝﾋﾞ・ﾃﾞﾝﾄﾞﾛ

３０.パフィオの土

\１０００
３３. アルミ線

１．２ｍｍ

\４００

３１. 発砲スチロール S 型

\１４００
３４.

\１６００

３２バルブクリップ \２００

\２５０
３５.サニーコート ２ｍ幅

\４５０

\１５０００

\４５０

36.ダイオラン ５０％ ２ｍ幅

\６５０

コレクターズコレクション＆WOアウトレット 一挙販売第４弾！！
通常価格よりかなりお得なプランですので是非まとめ買い下さい。
このリストは割引対象外です。割引期間中のみ１０％OFF適応となります。

番号

品種名
鉢サイズ バルブ数
C.trianae fma.rubra 'Sangre de tro' (OG)
4
4
C.trianae 'Jungle Queen'
3.5
4b+N
C.skinneri fma.coerulea 'My Blue Haeven' (OG)
3.5
6G
C.skinneri 'heiti Jacobs' (OG)
4
5G
C.percivaliana 'Summit' FCC/AOS (OG) シース付き
4
BS
C.percivaliana 'Thiago' (MC) 蕾
4
6G
C.percivaliana 'Albarts' (OG) 蕾
3.5
10G
C.maxima rubra type wild
4
5G
C.maxima fma.concolor'Hokura' x self
3.5
5G
C.maxima fma.rubra 'Rio Preto' x self
3.5
5G
C.intermedia fma.aquinii 'Cool Beauty' (OG)
3
2bb+G
C.intermedia fma.aquinii 'Sander Aki' (OG)
3
2bb+G
C.lueddemanniana 'Tentaccion' SM/JOGA (OG
3.5
5G
C.lueddemanniana fma.coerulea 'Morumby' (OG)
3.5
7G
C.trianae 'Heitor Gloiden' (OG)
3.5
6G
C.schofifdiana '#1331' (OG)
4
5G
トリアネお試し株（開花できる大きな株です、種類はお任せ。2株以上は違う花を選びます）
ラビアタお試し株（開花できる大きな株です、種類はお任せ。2株以上は違う花を選びます）
ジェンマニーお試し株（開花できる大きな株です、種類はお任せ。2株以上は違う花を選びます）
C.aurantiaca red type 蕾付き
C.walkeriana 'Dayane Wenzel #197' (OG)
C.walkeriana 'Cambara' (OG)
C.maxima fma.striata 'Spiders Net' (OG)
C.maxima fma.coerulea'Hector' SM/JOGA (MC) 開花株
C.maxima wild '#3377' (OG) 赤味のあるコースタルタイプ
C.maxima wild 'Sophia' (OG) 赤味のある上品なコースタルタイプ
C.maxima wild '1204-29' (OG) 巨大輪ピンク Lピンクコースタルタイプ
C.maxima wild '0804-12' (OG) Lip 両サイド赤い 香りが良い
C.trianae fma.coerulea'Karina ' (OG)
C.trianae fma.semi-alba'select ' (OG)
C.trianae fma.concolor 'Apple Tea' (OG)オレンジ風味のピンク
C.trianae fma.rubra 'Amy' (OG)
C.labiata fma.mosca 'Queen' (OG)
C.maxima 'Unicorn' (OG)
C.lueddemanniana fma.coerulea'0803-0363' (OG) Big flower
C.trianae 'The President' (OG)
C.trianae fma.concolor 'Super Model' (OG)
C.trianae fma.flamea'Cosmic Fiar' (OG)
C.trianae fma.semi-alba'Youngs' (OG)
C.warneri fma.coerulea 'Oharano' (OG)

4.5
3
3
3.5
4~3.5
4.5
4
4.5
4.5
4.5
4
4
4

15G
5G
4G
4G中
7G
8G
8G
8G
8G
5G中
4G
5G
8G

3.5
4
3.5
4
3.5
4.5
3.5
4

4G
7G
6G
3G
4G中
8G
3G
3G

C.warkeriana suave 'Osuwald Cassola' (OG)
C.walkeriana 'Perrito' (OG)
C.walkeriasna fma.flamea 'Kibiji' (OG)
C.intermedia fma.aquinii-coerulea'Tanzawa' (OG)
C.mossiae fma.semi-alba 'Prism Charm' (OG) シース付き
C.jenmanii fma.rubra 'Southern Cross' (OG)

2.5
3.5
3
3
4.5
3.5

3G
3G
4G
2b+G
6G
4G

C.labiata fma.coerulea 'Blue Lotus' (OG)
C.labiata fma.rubra 'K.G.' (OG)
C.labiata fma.mosca 'Beetle' BM/JOGA (OG)
C.labaiata fma.amesiana 'Wenzel' (OG)
C.maxima rubra type'Cuenca' (OG)
C.maxima fma.semi-alba-striata 'White Treasure'(OG)
C.jenmanii fma.coerulea 'Blue in Blue' (OG) J Plants
C.jenmanii fma.alba '1212-1112' (OG)
C.lueddemanniana fma.coerulea 'Angel Blue' (OG)
C.mossiae fma.alba'Wenzel' (OG) シース付き
C.percivaliana fma.aureana'Monte de Oro' (OG)
C.trianae 'Marry Fennel' (OG)
C.trianae fma.semi-alba'Mother Dominican' (OG)
C.trianae fma.coerulea'Karina' (OG) 2バルブシース付き
C.jenmanii fma.rubra-mosca'Angel Lip' (OG)
C.purpurata flamea '#3183' (OG)
C.maxima 'Wild Cherry' (OG)
C.warscewiczii fma.coerulea 'Paru' (OG)
C.hardiana fma.semi-alba'Amazing' (OG)
C.hardiana fma.semi-alba (OG) J Plants selection

4.5
4
4.5
4
4.5
3.5
3.5
4
4.5
4
3.5
4
3.5
4.5

6G
4G
5G
5G
8G
4G
4G
7G
6G
5G
6G
3G中
5G中
６G
5G
3.5
6G
2+1G
4G
5G

C.maxima fma.semi-concolor 'Magari' BM/JOGA (OG)
C.maxima fma.semi-alba-striata'Brilliant Jewel' (OG) シース付き
C.maxima 'Glorious Tower' BM/JOGA (OG)
C.maxima fma.semi-alba-striata'Extreme' (OG) 巨大株 シース付き
C.jenmanii fma.rubra '1611-2502' (OG)
C.quadricolor fma.coerulea'Jubilee' (OG)
C.trianae 'Rolf Altenburg' (OG) シース付き２リード
C.trianae 'Vinicolorata' (OG)
C.trianae fma.semi-alba'Mother Dominican' (OG)
C.purpurata fma.flamea'#3183' (OG)
C.amethystoglossa fma.coerulea'WO-2' (OG)
C.intermedia 'Sant Antonio' (OG)
C.violacea fma.alba 'Select 2016' (OG)
C.maxima 'Manta' (OG) 巨大輪 筋きれい
C.percivaliana fma.marmorada 'Sol Poent' (OG)

4
4
3.5
4
4.5
4
4
3.5
3.5
4
4
3.5
4
3.5

2G
5G
2G
６G
9G
5G
5G
4G中
5G中
5G
5G
5G
4G
3G
5G

C.quadricolor fma.semi-alba'Sazagua' (OG)
C.walkeriana 'Adonis' (OG) 本物です
C.walkeriana'Feiticeira' (OG) 本物です

3.5
3
3

4G
3G
4G

4
5
3.5
4
4

