
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

差出人返還先 

〒641-0023 ワカヤマオーキッド  

和歌山市新和歌浦 2-10 

ゆうメール 
Wakayama Orchids           

           

2017洋ランシーズンの幕開けです！年末まで全国出張販売に駆け回ります！さて今回は 

今若い人達や SNSで人気爆発の小型のランを中心に香りの蘭やワルケ最新実生も加えた 

楽しい LISTになっております。貴重な蘭やカトレヤ銘品も組み込んでいます。 

是非ご利用ください。その他好評のコレクターコレクション＆WOアウトレットも見逃せません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０％OFF SALE  ９月１６日～９月２４日まで               

到着日より受付開始 ９月１６日 0:00より 受付開始 ９月１９日１０：００より受付開始 

通常割引(1万円以上１０％OFF) 特別 ２０％OFF 一般 ２０％OFF  

お電話・メール・FAXで受付 メール・FAXのみ（電話不可） お電話でも受付開始 

通常割引期間： リスト到着日よりお電話・メール・FAXで受付いたします。 

   オリジナル 1点物や特別割引物等、注文集中前に希望品確実にゲットのチャンス！ 

 

Orchids List NO.58 

〒641-0023和歌山市新和歌浦 2-10  Tel.073-444-2422  Fax.073-446-2506 

ホームぺージ http://www.w-orchids.net  e-mail shop@w-orchids.net 

 

Rlc.Last Dream ‘Vivian’ SM/JOGA 

2017 Summer-Autumn 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  ワカヤマオーキッド 】 

３．ゆうちょ銀行：【  記号１４７３０  番号１４８７６０６１  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。 

      ＊クロネコヤマト便をご指定の場合は送料値上がりの為実費料金をお調べしてご連絡いたします。 

      ＊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。 

2017年 秋冬イベント情報です。各イベントに出張販売します！ 

秋の洋蘭まつり 1０月７(土)～９日（月祝） 田口洋蘭園温室にて（多賀城市） 

秋の洋らん展 in FUJI １０月２０日(金)～２２日（日） ナーセリーイデ温室にて（富士市） 

須和田農園秋のセール 

＆展示会 

１０月２7(金)～３１日（火） 須和田農園温室にて開催（市川市） 

国際園芸オープンハウス 

＆秋のらん展 

１１月３日(金)～５日（日） 国際園芸温室（伊勢原市）で開催 

開店記念セール 

＆ワルケリアナ展 

１２月１(金)～１０日（日） ワカヤマオーキッド 特設会場にて開催 

特別セールリスト発行予定（ネット配信） 

 ＊国際園芸㈱・ナーセイーイデさんが出張販売に来られます。 ２０００円会費制（食事と飲代） 

＊１２月２日（土）１８：００より蘭を見ながら温室でパーティーを開催します。定員３０名。 

市内ホテルを素泊まりでお取りできますので、お早めにお問い合わせください。 



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
３： C.schroederae  (MC) 

             fma.rubra ‘Ashura’ 

気味が悪いくらい独特な濃色の個体。リップは濃いオレンジ 

で目立つ。花形も整形で本種中最高峰の個体。勿論香り 

も素晴らしい憧れの個体。限定 MC 

   2号鉢  ￥１０，０００  ２．５号鉢  ￥１５，０００ 

 

 

    

５： Paph.rothschildianum  

[‘Kuang Hua Village’SM/TOGA x ‘ST26’] 

日本が誇る実生優秀個体と台湾で選抜された最高の 

自然種のコラボです。既に UD7ｃｍ超え＋NS３０ｃｍ 

超えの素晴らしい花が咲き出しています。久々に仕入 

れたくなったロス！お勧め品です。 

   1作開花株 LS ４０ｃｍ  ４号    ￥２０，０００ 

 

６： C.violacea fma.semi-alba 

                 ‘ Pure Heart ’  (OG) 
 憧れの色彩である完全セミアルバ個体です。日本で栽培さ 

れていた株で、この夏の分け株になります。丈夫な個体で 

病気になったことはありません。価格も控えめですので是非 

この機会に！ 

３．５号鉢  開花株 3～4バルブ ￥２５，０００ 

 

 

 

２： Phs.(=Encyclia) citrina (Mexico) 

シトラスの香りと美しい花で大人気の小型原種。入手困難で 

す。標高１２００～１５００ｍ 株は木の板等に着けて下向きで 

栽培します。今回しっかり活着したものでお届けできます。 

来春に開花予定しています。 

杉板付き 開花株 ￥１３，０００  

開花株 ￥１５，０００ 

１： Rlc.Last Dream ‘Vivian’ SM/JOGA  

お待たせしました！自家製MC株を新発売！２０１３年に 

惜しくも農林水産大臣賞を 1点差で逃しましたが、素晴ら 

しく目立つ個体で、今でも問い合わせがある程ビビットな 

カラーが印象的なカトレア。リッチな色彩で花弁が厚く１ 

月から２月に開花します。 

2.5号株 ￥５，０００ 

 ４： C.nobilior var.amaliae 

fma.striata ‘Mascaras’ SM/JOGA (MC) 

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 

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 

待望の限定 MCの販売。前回売り切れでハワイより再輸入 

２号鉢 ￥１０，０００   ２．５号鉢 ￥１５，０００ 

 



   

７： L.albida (splash type) 

初入荷！写真の様な特殊な模様のア

ルビダが咲く自然実生群のようです。 

通常種に比べ葉が赤紫でやや短い。 

完全活着品を販売します。 

限定 15株 

       開花株  ￥１５，０００ 

８： C.dormaniana 

  [‘Suwada’ x ‘Big Lip’] 

今までになく濃色で大きなリップが特徴 

です。花全体がどっしりした感じの花が 

高確率で開花します。入賞花も狙える 

 

２．５号 1作開花株  ￥４，５００ 

９： C.dormaniana f.coerulea 

    ‘ Majorca’ SBM-CBR/JOGA 

世界初ドーマニアナ セルレアの限定メリク 

ロン鉛色とグリーン色が合わさった花弁に 

青紫色のリップは大変美しく希少です。 

２．５号  １作開花予定株 ￥６，５００ 

  ３．０号 OG分け株 ￥４０，０００ 

  

 

１０： Phal.speciosa 

インド洋にある島のマングローブ地帯に 

生息する大変美しい原種です。自然で 

は取りつくされたといわれており希少で 

す。花の模様は個体や咲く時により変化 

する。美しい赤と純白花。ステムは切ら 

ずに残します。 

       開花株  ￥４，０００ 

１１： Phal.schilleriana 

   ファレノプシス シレリアナ 

近年その美しい葉の模様と共に 1花茎 

に 100輪も咲かせる事で大人気です。 

へゴや板に付けると趣が出ます。 

実生株 開花株 LS ２８ｃｍ ￥４，０００ 

自然種 開花株  ￥７，０００ 

１２： Phal.philippinense 

 ファレノプシス フィリピネンセ 

シレリアナと同様に美しい葉模様と白弁に 

黄色いリップという異色なカラーはこの原 

種のみで大変人気があります。 

強健春咲き 

開花株  LS ２８ｃｍ  ￥４，５００ 

    

 １３：Erasanthe henrici 

    エラサンセ ヘンリシ 

マダガスカル原産で一番人気が高い 

品種です。花径１０ｃｍ以上の大輪花 

が下垂しながら沢山開花し見事です。 

3月に輸入し根が付いています。 

板付き活着株 ￥１２，０００ 

１４： Angcm.Crestwood ‘3 Spars’ 

 アングレカム クレストウッド 

なんと距が 3つあり角の様に見える事か 

ら中国では縁起が良いとされる珍花！ 

葉は密についていて面白い。巨大輪で

迫力満点に開花します。本物です！ 

開花株   ￥６，０００ 

１５： Aeranthes ramosa 

      エランテス ラモサ 

針金のように細い花茎から次々と濃いグリ 

ーンの美花を次々と咲かせる不思議な蘭 

です。花の形自体もユニークで大変人気 

が高いマダガスカルの原種。 

開花株   ￥８，０００ 



Duh‘s Orchids Special [今ホットな台湾のカトレア専門お店から直接買い付け品] 

No.16～No.22の商品は 4株以上のまとめ買いで 20%OFFさせていただきます。 

    

１６：Rlc.Duh’s Fantasy （ＭＣ） 

‘Mellow’ FCC/AOS 
株はｺﾝﾊﾟｸﾄながら１５ｃｍの巨大輪です 

鮮やかに輝くオレンジ色でＬ大きく展開 

良く更に濃色となる。厚弁でＦＣＣ獲得の 

優秀花、秋から春咲き凄く良い芳香種。 

開花株 ４．５号  ￥８，５００ 

１７：Rlc.Duh’s Pride (MC) 

       ‘Gold Hope’ AM/AOS 

これぞ黄金色カトレア！花形は申し分 

無いかなりの厚弁です。ＮＳ１４ｃｍで 

すがＬ展開良く巨大に見える。秋から 

春咲き強芳香種。ＡＭ入賞優秀個体 

開花株 ４．５号  ￥１０，０００ 

１８：Rht.Duh’s Smile （ＭＣ） 

       ‘The king’ HCC/AOS 

ＮＳ１２ｃｍと中輪ながら 6輪も開花するス 

タンダードです。明るいオレンジ色に赤と黄 

色目の丸いリップは印象的な美花。珍し 

く冬から春咲きの品種 甘い香りがある。 

開花株 ４．５号  ￥８，０００ 

   

１９： Rlc.Duh’s Creation 

          ‘Peach’ (MC) 

朱オレンジ色で少し変わった色彩です 

Ｌ巨大なピンク系でアクセントになる。Ｐ 

幅広でオーバーラップ秋から春咲き。 

厚弁でエレガントな芳香種。 

     ３．０号  ￥３，０００ 

２０：Rlc.Duh’s Eternal Love 

          ‘Sweet’ (MC) 

Ｐ幅広でオーバーラップして豪華リップ 

も大きく展開し黄色目が目立つ。ＮＳ１４ 

ｃｍですが株のわりに巨大輪のイメージ 

です。 晩秋から春咲き、良い芳香種 

       ３．０号  ￥３，０００ 

２１： Rth.Duh’s Sunshine 

               ‘Shine’ (MC) 

明るいオレンジ色一色でリップ中央がレ 

モン色の美花。Ｐは厚弁で幅広でオー 

バーラップ。秋から春咲き、ＮＳ１４ｃｍ 

株はコンパクト、 エレガントな芳香種。 

３．０号   ￥３，０００ 

   

２２： Rlc.Duh’s Treasure 

       ‘Sweetheart’ (MC) 

目にも鮮やかな真っ赤なリップが印象的 

な個体です。抜群な人気のカラーです。 

ＮＳ１３ｃｍ不定期咲き、エレガントな香り 

３．０号  ￥３，５００ 

２３： C.Taiwan Beauty 

‘Quig Ming #1’ (MC) 

50日も開花している最新品種です！冬 

から春咲き、色鮮やかなフラメアは人目 

をひきます。株はコンパクトでズングリ 

開花株  ４．５号  ￥５，０００ 

２４： Rlc.Taiwan Emperor‘赤将軍’ 

日本大賞花チアリンの子供、肉厚弁で 

す。花径１６ｃｍの大輪で株は太めで素直 

です。人気のある鮮やかな色彩でオーバ 

ーラップする、リップ極大で見事 

開花株  ４．５号 ￥６，５００ 



   

２５： Den.haveyanum  

[‘Super Moon’× Select‘B’] 

ベトナム産の強健で特に巨大輪の物と 

良型を両親に選んだ自家実生です。 

バルブもプクプクで良い花が咲きそうで 

す！来春開花      

２．５号鉢開花株 \３，５００ 

２６：Den.bifarcatum 

           ビファーカタム 

バニラビーンズの様な甘～い香りが素 

晴らしい原種です。強健で栽培容易。 

草丈３０～８０ｃｍ各節からピンク花が 

房でいくつも開花します。5～7月開花 

２．５号鉢 開花株  ￥２，８００ 

２７： Den.hookerianum 

            フーケリアナム 

前回売り切れとなった人気の原種です。 

リップ丸く細かいケッコクが入り美しい。 

草丈３０～６０ｃｍ房で開花します。 

今回も本物です。 

開花株  ￥５，０００ 

   

２８： Den.usitae 

[‘Red Coral’ x ‘Tien] 

写真の様な赤～オレンジ赤色を狙った 

人気の実生です。各節に花が球状に着 

き展示会でも人気が高い。栽培極めて 

容易です。大小どちらも開花株です。 

 M ￥３，５００      L ￥６，５００ 

２９：Den.boosii  

           ボーシー 

前回売り切れでしたが再輸入しました 

針金のように細いバルブに大きな花を 

次々と咲かせます。今回も株の状態 

良くお勧めの品種、展示会ウケします 

開花株  ￥１０，０００ 

３０： Den.junceum 

フィリッピン原産のとても不思議な原種。 

葉が丸く固い糸状で形成された株姿は面 

白く年に何度か花が咲く。花は大きく美し 

い。入手困難な原種です。 

開花株M  ￥５，０００ 

開花株L  ￥１０，０００ 

 

 

 

３１： Den.hekouense 

ヘコウエンセ 

この春大反響を得た超小型のベトナム 

産原種。花はものすごく大きく、特徴ある 

リップには惚れ惚れします。これは凄い 

もんです！一度トライしてみてください。 

２号鉢 開花株   ￥１５，０００ 

３２： Den.xanthophlebium 

         ザンソフレビューム 

大変珍しい中型の原種で新発売！ 

こんな逸材がまだ世界には有るんです 

ね！リップのオレンジ色があなたをワクワ 

クさせることでしょう。 

３号鉢 開花株 ￥6,500 

３３： Den.Shining Pink 

（ファーメリーシルシ×ファーメリー） 

花持ちがグンと良くなった。花は大きく 

ピンクや紫赤濃色で覆輪の個体が多く 

咲くようです。株はズングリしていて気持ち 

が良い。栽培容易 

４号鉢 開花株  ￥６，０００ 



   

３４: C.pumila fma.oculata 

[ ‘Imperatoriz’ x self ] 

 

本種中最も人気が高い個体の国産実 

生です。写真の様な素晴らしい個体が 

咲き出しました。開花時期は 10月です 

３号 開花株  ￥３，５００ 

３５: L.speciosa (Mexico) 

 

大変入手が困難となったメキシコの原 

種小さな体からとてつもなく巨大な花を 

初夏に咲かせます。特にリップに広がる 

点は他に類を見ないもので人気がある 

３号 開花株  ￥１０，０００ 

３６: Epi.marmoratum (Mexco) 

待望の小型エピデンドラム入荷！既に入 

賞花も出ています。赤味の強い物も開花 

し、様々な色彩が期待できる自然種で 

す。活着品を販売します。是非このチャン 

スにお買い求めください。暑がらなく強健 

３号  開花株  ￥１２，０００ 

   

３７: Ctth.Mem.Dollie Mckinnon 

（Psh.マリエ×C.テネブロッサ） 

黄赤のウォルトングランジを使用した新 

時代の交配種です。花大きく写真の様 

な特徴ある形で巨大輪が開花してきま 

す。 

２．５号 1作開花株 ￥３，０００ 

３８: Den.pseudglomeratum 

写真の様な素晴らしい花が咲くセレクト 

品ばかりです。（NS ３ｘ３ｃｍ）で展開の 

良い個体を揃えました。リップの色も良く 

実生全株なのでお名前はご自由に！ 

5株限定 

３．５号 開花株   ￥１２，０００ 

３９： C.tenebrossa fma.aurea 

       ‘ Waka Midori ’ (OG) 

写真では表現できないが美しいエメラルド 

グリーンで仕上がります。リップ極丸で赤 

色部分も大きく大変美しい仕上がりの優 

秀な個体です。NS１８ｃｍの大輪花です。 

開花株 ３G   ￥１５０，０００ 

   

４０： Bulb.salmoneum 

            サルモネウム 

ピュアーなオレンジ色と純白のドーサル 

の色彩が本当に美しい中型のバルボで 

す。希少種で写真の株の分け株です。 

入手困難 限定 3株の販売です。 

意外に良く増える！ 

3．５号 開花株 ￥２５，０００ 

４１：Bulb.polliculossum 

           ポリクローサム 

落葉後のバルブがそっくりなので「おっ 

ぱいバルボ」と呼ばれている小型原種 

今春 SNSで若い人を中心に拡散！して 

有名になった花も可愛く細かい毛が生 

えている。板に付けて栽培します。 

木付き 開花株 ￥１０，０００ 

４２： Bulb.comosum 

             コモサム 

歯間ブラシの様に房咲きする花は細かい 

毛が生えていて大変魅力的な原種です。 

栽培容易でお勧めします。 

葉は落葉しフジツボ型のバルブから花を 

咲かせる。    

 ２．５号 開花株 ￥８，０００  



 

 

 

 

43: Rlc.Blanche Aisaka (MC) 

‘Yuki’ FCC/AOS 

極整形の色鮮やかなセミアルバ 

FCC受賞花。クリアーなカラーの 

リップ巨大で目立つ美花、冬 

1作開花株 ￥３，８００ 

44: Rlc.Spanish Eyes 

‘Tian Mu’ (MC) 

明るいオレンジ色一色の大輪です 

オーバーラップしてリップも展開が

良い人気個体です。 

開花株 ￥７，０００ 

45: C.Dorothy Oka   (MC) 

‘Sayo’ BM/JOGA  

ﾜﾙｹﾘｱﾅ直の子供で中輪で4-6輪 

不定期年 2 回開花しとても甘い香り

がする。低温でも栽培可能です。 

１作開花株 ３．５号 ￥３，０００ 

46: Rlc.Williette Wong (MC) 

‘The Best’ AM/AOS  

秋冬咲きで極黄色の迫力ある整 

形花です。特にクリアーなリップが 

目立ちます。 

開花株 ￥３，８００ 

 

 

  

47: C.C.G.Roebling   (MC) 

‘Indigo Blue’  

２０ｃｍの巨大輪で不定期咲き。 

甘い良い香りがする。低温でも栽

培が可能で初心者向け！ 

４．５号 開花株 ￥４，０００ 

48: Rlc.Golf Green  (MC) 

‘Hair pig’  

グリーン一色の巨大輪。香も大変 

良い人気品種です。花には欠刻が

入り豪華です。 

開花株 ￥３，８００ 

49: Rl.David Sander 

[Rl.digbyana x B.cucullata] 

人気交配種の再実生です。夜に良

い香りがします。タコの様な花姿が

人気の秘密！ 

開花株 ￥３，８００ 

50:Rl.Aristocrat 

[Rl.digbyana x Rl.glauca] 

両親の良い部分を取った交配種で

す。良い香りがします。株はコンパ

クトでガッチリしています。 

開花株 ￥３，８００ 

 

 

 
 

51:C.Festival Queen 

      ‘Hagoromo’  (MC) 

展示会でも目を引く巨大輪花です 

花持ちも長く１２～1 月に開花しま

す。リメイク品品薄です。 

開花株 ￥５，８００ 

52: C.Misty Girl  BM/JOGA  

‘Autumn Symphoney’ (MC) 

秋咲きの珍しいオレンジ系美花で 

す。極巨大輪でコレクションに 

最高！展示会でも人気抜群。 

開花株 ￥１２，０００ 

53:[ C.longipes x ghillanyi ]  

2号鉢で開花する、ワンコインカト 

レアです。青花で巨大輪美花。 

これは絶対楽しいですよ！ 

 

開花株  ￥３，５００ 

54: Rlc.Long Run (MC) 

‘Strong Lady’ BM/JGP 

巨大輪の冬咲、ドームで複数回入

賞の実力！Pオーバーラップする 

濃色で力強い美花。 

開花株  ￥８，５００ 

 
 

 

 

55: Bc.Theresa Ricci 

実生が開花してきました！ほぼ同 

じような模様と形の美しい花が開 

花します。新しい分野の交配種 

株はコンパクトです。 

開花株 ３．５号 ￥４，８００ 

56: Bc.Carnival Kids  

‘Trino’ （MC） 

秋咲きノドサ系人気品種。グリーンと 

赤のコントラストが素晴らしい人気種 

このサイズから開花してきます。 

２．５号 ￥２，５００ 

57: Rby.Wakamodosa (MC) 

        ‘Ohyama’ BM/JOGA 

秋冬咲き、巨大輪で特徴あるリップ 

が魅力！良い香りがする、品薄の交

配人気種です。 

 開花株 ￥５，０００ 

58: Bc.Katherine H.Chatham 

‘Suckers’ SBM/JOGA 

秋冬咲き、特徴あるリップが人気 

展示会向けラビアタの子供 

（OG） 開花株 ￥１２，０００ 

（MC） ３．０号 ￥３，５００ 



 

 

 

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

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

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

タをお楽しみ頂けます。 下記の3交配が有ります。 

a) [①×②]  b) [③×②]    c) [②×①]  

3.0号\3,500   3種 3 株★8,000 （割引き対象外） 

60: C.coccinea 

var.caraguatatuba  

写真の様な変わった色彩のコク 

シネアが咲きます。2輪咲くもの 

が多く出るようで変種扱いです 

２．５号 開花株 ￥３，８００ 

61: C.coccinea  

     var.rossiteriana 

黄色のコクシネア国産実生で 

す。美しい黄色で開花してき 

ます。花形も自然ぽい 

2..５号 開花株 ￥４，０００ 

 

 

 

 

62:C.lawrenceana f.coerulea 

９９％セルレアが開花する国産実 

生です。今なお高価な最高に美し

い青花が咲きます。 

２．５号  ￥６，５００ 

63: C.maxima f.coerulea 

 [‘Alexandra’ x ‘Hector’] 

特に青色が濃い花が咲き出してい

ます。花形も良く強健です。 

開花株  ￥１０，０００ 

64：C.maxima f.rubra JC/AOS 

 [ ‘Natural World’ x self ] 

真っ黒と言って良い程濃色の花が 

咲く！草状は小型で3輪咲き。 

NBS￥１５，０００ BS￥２５，０００ 

65 C.crispa f.flamea 

[ ‘Wenzel Splash’ x self ] 

親似の強いフラメアが咲き出した 

自家実生です。夏咲きで強健。 

NBS ４．５号鉢 ￥１０，０００ 

 

 

  

66: L.gouldiana (Mexico) 

在来品とは一味違う色彩が 

出るかも？自然種初入荷！ 

活着品です。冬咲き低温性 

すごく良い株です。 

開花株 ￥８，０００ 

67: L.albida (Mexico) 

白から淡いピンクまで開花天然物入 

荷！活着品です。低温性で秋から 

冬に開花。入手困難なメキシコ産 

レリア是非お試しください。 

開花株 ￥８，０００ 

68: C.quadricolor 

 fma.s-alba ‘Sazagua’ (MC) 

全面真っ赤になるリップが印象的で 

純白のペタルはオーバーラップす 

る自然種 最高峰の個体です。 

3．５号  ￥６，５００ 

69:C.perrinii f.coerulea x sib.

人気のぺリニーのセルレア自家 

実生です。特に花形にこだわり 

改良し ています。 

 

２．０号鉢  ￥２，５００ 

 

 

 

 

70: C.purpurata f.mandaiana 

自然界で希少な色彩のマンダイア

ナ実生です。リップ大きくやや小型

写真の様なシルキーな花が咲き

ます。低温性。 

開花株  ￥５，０００ 

71:C.purpurata f.carnea 

     ‘1706-2601’ (OG) 

リップが通常よりも赤い新しいタイプ 

P 幅もあり見応え十分です。近年品

薄のカーネア最高峰の一品。 

開花株 ￥２７，０００ 

72: C.purpurata f.carnea 

      ‘1706-2604’ (OG) 

特にPが広くリップもオルラッタ風に 

なる個体です。特徴のある濃色カー

ネア美花。 

開花株  ￥２７，０００ 

73: C.trianae f.pincerada 

         ‘Yami’ (OG) 

原種らしい花形とリップなのにこ 

の模様が入るお気に入りの個体 

です。強健で良く育つ。 

3～5バルブ ￥１５，０００ 

1 2 3 



 
 

 

 

74:Spathoglottis hardingiana 

超小型のスパソグロティスで大変 

ユニークな花形2号鉢で開花す 

る！日本初販売 「日本の蘭」の 

方にもおすすめ！ 

（OG） 開花株  ￥５，０００ 

75: Bulb.ayuthayense 

茶と白のコントラストが美しいおっぱ 

い系バルボ新芽は２葉で見ている 

だけで可愛いです。近年日本では 

入手困難です。 

開花株  ￥９，０００ 

76:Conchidium extinectonum 

大変美しいカラーリングで大人気！ 

バルブはハオルチア系で趣マック 

ス！Eriaに分類されることもある小 

型の蘭 

開花株  ￥８，０００ 

77: Bulb.averyanovii  

おっぱい系バルボ得体が知 

れない小型っで花はまゆに 

覆われていて下垂して沢山 

咲く希少な一品。 

開花株  ￥５，０００ 

 

 

  

78: Bulb.ankylochele 

マスデを思わす鮮やかなオレン 

ジ色と花形で一気に沢山の花を咲 

かせるニューギニアの中型種 

花径５ｃｍ 美花 

３号 開花株  ￥５，０００ 

79: Bulb.tingabarinum 

小型の人気バルボです。濃いオ 

レンジ色で切れ味抜群のスタイル 

は人目をひきます。今回実生の良 

株が入荷しました。お勧めです！ 

２．５号 開花株  ￥３，０００ 

80: Bulb.tricanariferum 

‘Mount Little’ SBM/JOGA (OG) 

株のわりに巨大な花が開花します 

ユニークな花形は人目をひく絶対 

お勧めの分け株販売！ 

３号 開花株  ￥１５，０００ 

81: Bulb.peltopus 

Jフラッグカラーの珍しい小型 

バルボです花径５ｃｍと大きくい目 

立つ！強健で年に何どこか生かし 

ます。 

２号  開花株 ￥８，０００ 

 

 

  

82: Den.goldschmidtianum 

台湾原産の濃色タイプで年 

に何度も開花します。前回売

り切れの人気品種。 

開花株  ￥５，０００  

83: Den.lowii x sib. 

入賞花も出ている優秀な花が咲く実 

生群の販売です。花形良くリップの 

オレンジも濃く美しい。 

３号 開花株  ￥５，０００ 

84: Acacallis cyanea 

アマゾンの青い宝石と呼ばれ 

た美花。年 2回咲き花持ちも 

良い。国内栽培品です。 

    開花株 \４，５００ 

85: Sob.xantholeuca 

美しい濃い黄色一色の巨大輪が 

咲く自家製実生です、夏咲きで 

低温でもOK。笹の葉系の株姿 

４．５号 開花株 ￥６，５００ 

    

 

86: Den.Chanok Pink Stripe 

       ‘ Petaloide’ (MC) 

不思議な形に変化したミニの 

デンファレ。今売れてます！ 

夏から秋に開花します。 

３号 開花株 ￥１，５００ 

87: Papilionanthe vandarum 

棒状の葉で大変珍しい原種。 

花は大きく見応えある。写真

の株の分け株となります。 

限定 3株販売 

３．５号 開花株 ￥８，０００ 

88:Onc.asendens (Mexico) 

メキシコ産本物の天然物栽培 

品です。花弁の色が赤くセボ 

レタとは違う、今までに日本に 

入荷したことはない珍種。 

開花株 ￥９，０００ 

89: Onc.cebolleta (Mexico)  

メキシコ産本物の天然物栽 

培品です。リップの裏には赤 

いドットが入ります。株は棒状 

の葉が面白い。 

開花株 ￥９，０００ 



 

 

 

 

90: Trichoglottis pusilla 

香りのカリスマと呼ばれる蘭！ 

小型単茎種で冬咲き。今回は通 

常種活着品です。世界らん展で香 

り審査の部門最優秀賞受賞花 

開花株  ￥４，０００ 

91: Haraella retrocalla  

fma.trilabelo‘No.1’ SM/TOGA 

ニオイランで知られる台湾の

小型野生蘭でリップが 3 つあ

る特別品入賞花（MC） 

開花株  ￥１０，０００ 

92: Epi.melanoporphyreum 

今流行の「黒い蘭」の一つ。 

栽培は難しくなく。緑と黒のコ 

ントラストが良い。草丈２５ｃｍ 

で開花  

２号鉢 ￥２，５００ 

93: Aerangis hyaloides 

超小型ながら絶大な人気のマダ 

ガスカル原種単茎種です。現在入 

手困難品種！2月咲きエネルギッ 

シュに開花します。 

開花株  ￥３，０００ 

 

  

 

94: Brassia Rex 特斑入り 

ここまで完璧な斑入りの蘭は見た 

ことが無い！完全固定しています 

花も巨大でしっかりいしたものです 

是非お買い求め下さい。 

４号 開花株  ￥１５，０００ 

95: Cym.erythreum （India） 

珍しいインド原産の自然種が入荷！

どのような面白い色彩が咲くか？花 

は花茎細くユニークな花形で花持

ちが良い低温性で冬咲き品種。 

開花株 ￥６，５００ 

96: Cym.wenshanense 

近年人気の中国奥地の原種 

ですリカステ型の花は大きく 

存在感有り葉は細く上品。 

 

開花予定株  ￥６，５００ 

97: Mrclm.trinastum 

アルバ個体が沢山あるが、

元々の個体が品薄です！ 

ショッキングピンクの美しい花 

葉もまん丸で面白い。 

開花株  ￥４，０００ 

 

  

 

98: Lept.bicolor f.alba x self 

 

とても美しいく貴重なアルバ 

個体を使った外国実生です 

ほぼ同じ色彩が開花します。 

1作開花株  ￥５，０００ 

99: Fdk.After Dark  (MC) 

‘SVO Black Peal’ FCC/AOS 

花裏まで真っ黒な人気品種USA 

産の本物MCです。ジンジャー系 

の香りあります、栽培容易 

NBS ￥６，０００  BS ￥１２，０００ 

100: Fdk.After Dark  (MC) 

‘Sunset Valley Orchid’FCC/AOS 

こちらは赤茶色で美しい黒のドットが

入る、大輪でジンジャー系の香りが

有る。FCC入賞花 

NBS ￥６，０００  BS ￥１２，０００ 

101: Monnierara Millennium 

Magic ‘Witchcraft’ FCC/AOS 

巨大輪で真っ黒な花です。 

年 2回ほど開花します。お水

が好きです。 

BS ￥７，０００ 

 

 

 

 

102: Coel.uniflora 中透け斑 

完璧に固定している中透斑 

入りでバルブも飴色になる美 

しい個体。低温性です。 

2.5号 BS ￥５，０００ 

103: Mediocarca decolatum 

白覆輪縞斑入りで完全に固 

定している。暑がらないで強花 

はオレンジで綺麗葉でも賞！ 

 3 号 BS ￥７，０００ 

104: Epi.eximium 

メキシコ産の中型原種です。 

大変珍しく入手困難！活着品 

販売します。 

BS  ￥８，０００ 

105: Cal.madagascariensis 

    ‘Purple Kiss’×self 

一枚リップで青紫色の小型ｴ 

ﾋﾞﾈ自家製実生。大変美しい 

2.5号 BS  ￥３，８００ 



 

 

 

 

106: C.trianae trilabelo (OG) 

       ‘Winter Butterfly’ 

自然に良く開くＰは見事なトリ 

ラベロになる見飽きない一品 

花形も自然ぽくって良いです 

４G   ￥３８，０００ 

107: C.trianae f.trilabelo 

 ‘Majestic’ (OG) 

自然展開するペタルはオーバ 

ーラップして鮮明なトリラベロが 

安定して入る優秀花です。 

       ７G  ￥４０，０００ 

108: C.trianae f.trilabelo 

     ‘ El Carmen ’ (OG) 

同実生中で最高の一つ！厚 

弁でＰ幅広で中央白い模様と 

何とも厳かな風格はこれだ！ 

５G  ￥５０，０００ 

109: C.trianae f.trilabelo 

 ‘Gion’ (OG) 

ピンク地色に濃いオレンジのV字 

模様がド派手に入る異色カラー 

Lも同色です。中輪希少。 

４G 中 ￥３０，０００ 

 

 
 

 

110: C.trianaei f.trilabelo 

        ‘Rio de Oro’ (OG) 

淡いピンク色に黄色い模様が鮮や 

かな珍しい色彩です。コンカラ 

ーを使った選抜品です。 

４G中  ￥２５，０００ 

111: C.trianaei fma.semi-alba 

         ‘Erie’ (OG) 

株が力を持つとPにクサビがしっか 

り入る完璧なセミアルバ個体。自然 

種リップもクッキリ黄色が入る！ 

３G 開花株  ￥６０，０００ 

112: C.trianaei fma.trilabelo 

     ‘1701.2707’ （OG） 

奇抜なV字模様が鮮明に濃く入る 

特別な個体です。実生全株販売。 

名前はご自由にお付けください。 

５G  ￥3５，０００ 

113: C.trianae fma.trilabelo 

   ‘Sexcy Shot’ (OG) 

濃厚な色彩のトリラベロで圧倒さ 

れる。大輪で自然展開する大変 

優秀な個体です。  

 ５Ｇ ￥５０，０００ 

 

 

 

 

114: C.walkeriana ‘Lovelyn’ 

丸くてリップがどっしりとした感じが 

あふれ出す最高のチポです。 

2017セレクト！ 

開花株 ３G  \４０，０００ 

115: C.walkeriana f.vinicolor 

  ‘Qween Emeraldas’ (OG) 

大変希少なビニカラー大輪です。 

高価だった自然種の最高花 

3ｂ+N 中株 ￥３５，０００ 

116: C.warscewiczii f.coerulea 

‘Blue Gem’ (OG) 

優秀花！イタンゴのｾﾙﾌから選抜し 

た真っ青な個体です。 

開花株   ５G ￥４０，０００ 

117: C.warscewiczii f.coerulea 

‘Sky High ’ (OG) 

花形抜群でリップが丸く大きいの 

が特徴で5輪開花します。 

開花株  ７G ￥３５，０００ 

 

 

 

 

118: C.warscewiczii f.s/alba 

coerulea ‘High Spec’ (OG) 

大変美しい白弁でリップのみが濃

いブルーの個体です。有りそうで

ないカラー！おすすめ品！ 

3G  ￥６０，０００ 

119: C.violacea fma.suave 

    ‘Coronet’ GM/JOGA (OG) 

自然種で以前100万円した本種中 

最も美しいキャンディーピンク色の 

GM獲得個体です。 

   BS ５G中   ￥８０，０００ 

120: C.maxima fma.semi-alba 

     ‘ Fantastic Red’ (OG) 

鮮やかな青紫のリップが目に 

飛び込む。P幅もあり形も整っ 

た優秀花です。今回良株！ 

     ３G  ￥１００，０００ 

121: C.maxima f.amarelo 

   ‘Angero’  (OG) 

コースタルタイプの自然種選 

抜個体。リップが白く筋が無 

い！巨大になります 

    ３G    ￥６５，０００ 



 

 

  

122: C.alaorii fma. s/alba 

       [ ‘Kuwado’ x self ] 

写真の様なリップが赤色のオルラ

ッタ系が開花します。作りこみ株 

開花株 M ￥２，８００ 

開花株 L 大株 ￥７，０００ 

123: C.maxima ‘Pink Flavor 

エクアドル自然種で特にリップ 

の周りが白く縁どられ目立つ 

中心部は濃色でコントラスト 

が良い希少な個体です。 

４G  ￥２０，０００ 

124:C.crispa vinicolor-flamea 

     ‘ Summer Sunset ’ (OG) 

同実生中で異色のワインレッド

になった個体です。ﾌﾗﾒｱもし

っかり！リップも同色希少個体 

３G 開花株 ￥３０，０００ 

125: C.nobilior amariae 

‘Estrela de Matogrosso’(OG) 

めったに出ない OG 品です。ｱﾏﾘ

ｴの名品コレクションください。バル

ブは細いタイプです。  

5G ￥６０，０００ 

 

 
 

 

126: C.lueddemanniana(OG) 

f.coerulea-striata ‘1603.2503’ 

セルレアで濃い筋が目立つ優秀 

花。加えてリップの色が濃色です。 

オンリーワン個体お勧めです！ 

６G 実生全株 ￥６０，０００ 

127: C.lueddemanniana  

f.coerulea‘ Blue Blood’ (OG) 

ここまで青い個体はあまり見たこと 

が無い程、青色が目立つ一品！ 

花形も申し分ない個体です。 

５G ￥４５，０００ 

1128: C.cernua 4N 系 

       ‘ select No.3 ’ (OG) 

GMとSMの交配で初花でこの魅力 

株が出来るとすごくなりそうです。 

大変良い株で販売します 

３号鉢    ￥３８，０００ 

129: C.violacea f.flamea 

      ‘Manoa Love’ (OG) 

ド派手で美しい花です。P赤くS周 

辺部と花裏全部が白い、花形は崩 

れなく大変優秀な花です。 

開花株 ７G ￥３８，０００ 

  

 

 

130: C.jenmanii fma.rubra 

 ‘1611-2005’ (OG) 

写真よりも深み有る赤黒い色彩で 

花形も最高の個体です。 

開花株 8G \３０，０００ 

131: C.jenmanii fma.alba 

      ‘ Swan Kiss ’ (OG) 

大輪でP幅も十分！特にリップが丸 

くふくよかで目立つ。入賞狙えます 

開花株 6G ￥３８，０００ 

132: C.jenmanii fma.mosca 

‘Fortuna’ (OG) 

モスカ模様が丸いリップにくっきりと 

入る、花はルブラ系で魅力抜群！ 

開花株 ５G ￥４０，０００ 

133: C.walkeriana 

‘Grolia’ (OG) 

２０１６選抜、濃色でリップがふくよ 

かな上級個体。大輪です。 

開花株 6G ￥４０，０００ 

 
  

 

134: C.lueddemanniana  

Picoty-flamea‘ Kokoiro’ (OG) 

極幅広弁の縁が赤くなる覆輪花で 

しっかりとしたフラメアも入る。リッ 

プ豪華な濃色で丸い最高花 

４G  ￥４０，０００ 

135: C.labiata fma.coerulea 

      ‘Starlight Blue’ (OG) 

リップ濃青紫で丸く目立ちます。 

Pも青く花形も良い優秀個体です。 

8G ￥３０，０００  

実生全株   ２0G ￥５８，０００ 

136: C.labiata fma.mosca 

      ‘ Supreme’  (OG) 

巨大なリップは濃い模様のモ 

スカでＰ幅もある最高の個体 

展示会受けします。 

      ５G    ￥３０，０００ 

137: Baptistania echinata 

バプティスタニア エキナータ 

オンシ系ミニタイプで鈴なりに 

咲かせることで有名なブラジ 

ル原種。最近品薄です。 

 ２．５号 NBS   ￥２，０００ 



             

138: walkeriana flamea ‘Tress Lagoas’ 

     X  flamea ‘Divina’  

高確率でリップがどっしりとしていて更に濃色 

になるチポフラメアを狙った自家実生、自然 

種同士を使用しました！フラメア狙いなら 

これ！今回の目玉品です。 

(WO-428)   ２．０号鉢 ￥４，０００ 

139: walkeriana flamea ‘Tress Lagoas’ 

   X  ‘Joane ‘d Arc’ SM/JOGA AM 

極丸弁４Nのチポフラメアを狙った最終兵器で 

す外れてもハイスペックなチポが予想される 

自家実生。４Nジャンヌダルクは数々 の銘花 

を作出した！苗数少量ですのでお早めに！ 

  (WO-429)   ２．０号鉢 ￥４，０００ 

140:   albescens ‘Yukitsubaki’ SM/JOGA 

X suave-flamea’Sta.Gertrudes’ AM/ACWJ 

４N系肉厚弁のアルベッセンス巨大輪に筋花や 

フラメアが出るサンタゲルタルデスのコラボ。 

さてどんな結果が出るか？楽しみな自家実生。 

葉は白っぽいので新色が咲けば！ 

  (WO-430)    ２．０号鉢 ￥３，０００ 

           

141: albescens ‘Yukitsubaki’ SM/JOGA 

     X  suave-flamea ‘Iroha’  

４N系肉厚弁のアルベッセンス巨大輪に筋花 

やフラメアが出るアズリッタの子供を使用！ 

あらゆる展開が楽しみな自家実生。初売り品 

白弁で筋花が咲くかも？ 

 (WO-431)   ２．０号鉢 ￥３，０００ 

142: walkeriana flamea ‘Tress Lagoas’ 

X falmea ‘Winter Temptation’ 

ドッシリしたリップにフラメアが入る自然種にハワ 

イ４N系の肉厚弁のフラメア花を使用した自家 

実生です。何れにせよ３N系で開花してきます。 

セミアルバ系フラメアまで予定しています。 

  (WO-432)  ２．０号鉢 ￥４，０００ 

143: walkeriana ‘Joel de Silveira’SM/JOGA 

X suave-flamea’Sta.Gertrudes’ AM/ACWJ 

何色が出るか興味津々 のコラボ！美しい未知の 

色彩を狙った自家実生。花形は外しませんので 

ご安心を！チポでリップに筋＋ペタルにフラメア 

が入ると予想しています。 

  (WO-434)    ２．０号鉢 ￥３，０００ 

         

144: semi-alba ‘Happiness’ HCC/ACWJ 

X  suave-flamea ‘Iroha’ 

リップに筋を残す為に作った自家実生です。 

スアーブ系セミアルバ系と様々 な色彩を期 

待！ミニ系のワルケを期待しています。 

(WO-436)  ２．０号鉢  ￥２，８００ 

145: walkeriana‘Joel de Silveira’SM/JOGA 

X  f.flamea‘Tress Lagoas’  

自然種同士を使用、リップがどっしりとした鮮や 

かな色彩のチポフラメアを狙った自家実生。 

アベレージはかなり高いと予想します。 

(WO-43)      ２．５号鉢  ￥４，０００   

146: walkeriana f.perola ‘Tinny Lotus’  

X suave-flamea’Sta.Gertrudes’ AM/ACWJ 

極ミニワルケを使用。リップに綺麗な筋が入ると 

期待している自家製実生。花型やリップの展開は 

間違いないと予想される。 

(WO-434)     ２．５号鉢 ￥２，８００  

          

147: flamea ‘Dona Terezinha’ 

        X  striata ‘Red Eye’ 

チポで広いペタルに濃い赤の筋が沢山入る 

実生です。筋花狙いの実生は世界的にも少 

なく期待しています。花形も安定すると予想 

３．０号鉢  NBS  ￥３，８００ 

148: walkeriana [‘Dayane Wenzel TK’ 

X rubra ‘TK Black’  

写真の様なパーフェクトなルブラも開花している 

フィッチセイラの孫にあたる実生。最終販売にな

ります。 

２．５号鉢 ￥４，０００  ＮＢＳ ￥６，５００ 

149: C.nobilior ‘Antonio Demond’ 

X  ‘True Diamond’ 

１２ｃｍ巨大輪ルブラに巨大リップの80万円 

コラボ！自然種同士を使用した最高のﾏｯﾄグロッ 

ソ自家実生ここに！生育良い。真ん丸い葉です 

２．５号鉢  ￥４，０００  

×

×

×

××

×

×

×

×

×

×



              

150: lawrenceana flamea ‘Cool Blush’ 

           X  flamea ‘ TK ’ ] 

今までに類を見ないスプラッシュの父親を使

用した自家製実生です。フラメアでハワイ系の

強健な親を使用し栽培も容易 お勧め！ 

２．０号鉢  ￥３，５００ 

151: werscewiczii fma.rubra x sib 

(WO-384)     [ ‘Urpia’ X ‘Esalq’ ]  

ブラジル選抜の超濃色ルブラ個体を使った期 

待十分の実生です。一味違うワーセウイッチー 

を咲かせてみませんか？ 

２．５号鉢  ￥３，８００ 

152: maximaf.rubra’GloriousTower’BM 

X  f.rubra ‘El Sol de Inca’ AM/JOS 

安定感ある花形と濃色多輪性の入賞花に自然 

種の最高に黒い個体をクロスした自家実生！ 

葉に色素ものっており新しい時代が始まる！ 

２．５号鉢   ￥４，５００ 

   
          

153: percivaliana escura ‘Black Desire’ 

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 

を狙った全く新しい期待の自家実生！色素が 

のった葉にもゾクゾクする事でしょう。 

２．０号鉢   ￥４，０００ 

154: jenmanii rubra  

[ ‘Crazon’ BM/JOGA x ‘White Lip’ ] 

数々 の素晴らしいルブラを生み出したこの実 

生！アンフラがもう少しあります。最後のチャン 

スにかけてみては？すごいの来ますよ＝。    

３．５号鉢  ￥７，０００   

155:jenmanii alba ‘White Legend’ SM/JOGA  

x  rubra ‘Black Papillon’ 

親が同じで色違いの兄弟同士の自家実生です 

白赤どちらが出るかは不明。SMクラスの花形 

と色彩狙いです。ハワイから逆輸入品入荷 

３．０号鉢  ￥３，８００ 

        

156: C.trianae f.trilabelo 

[ ‘Lia’ BM /JOGA X self ] 

既に素晴らしいトリラベロが咲き出した自家製 

実生です。様々 な模様の花をゲットできま 

す。残りわずか！お早めにどうぞ。 

ＮＢＳ ３．５号鉢  ￥６，８００  

157: luddemanniana fma.alba  

[ ‘Puridade‘ X ‘Canaima’s Mini’ ] 

久々 のアルバ同士のクロスです。真ん丸な母親

に巨大輪のカナイマズミニを交配しました。 

高確率でアルバが咲くと予想される。 

２．５号鉢    ￥２，８００  

158: lueddemanniana f.flamea 

[ ‘Grand Odyssey’ x self ] 

セルレアとフラメアの交配であるこの個体。セルフ

するとセルレアでフラメアが期待できる！ 

苗数が取れなかったので限定販売です。 

開花可能株 ４．０号鉢  ￥２８，０００  

        

159: mossiae fma.coerulea 

[ ‘Scotch Mist’ x self ] 

ｾﾙﾚｱの名花スコッチミスとのセルフです。 

９９％セルレアで大輪のモシェが来ます。 

品薄です残りわずか。 

３．０号鉢  ￥３，８００ 

160: mossiae fma.suave 

[ ‘Alavira’ x self ] 

人気の実生です。ほぼ同系色の色彩が開花して 

います。白弁でリップ中央ややピンク色になり筋

が入らない自然種です。 

３．０号鉢  ￥３，８００ 

161: jenmanii fma.rubra 

[ ‘Mem.Carlo Aurisi’ x self ] 

アウリシコレクションより自然種のルブラ個体の 

セルフ！株がズングリで魅力あり 改良してるが 

交配種っぽくない厳かさが魅力！ 

３．０号鉢   NBS  ￥３，８００ 

×

×

×

× ×

×



             ◆ 専用資材 ◆ （割引期間中は１０％OFF となります。） 

資材はホームページでもお買い上げ頂けます。１５時までのご注文で一部地域を除き翌日配達も可能です。 

                ホームぺージ http://www.w-orchids.net  メール shop@w-orchids.net 

 

 

 

 

１： 硬質グリーンプラポット 

 

２．５号-￥３５ ４．０号-￥６０ 

３．０号-￥４０ ５．０号-￥９０ 

３．５号-￥５０   

２：透明プラポット １０個組価格 

 

２．５号-￥２００ ４．０号-￥３６０ 

３．０号-￥２９０ ４．５号-￥４００ 

３．５号-￥３３０ ５．０号-￥４４０ 

３： ニュージ-ランド産高級水苔 

上級クラスのミズゴケは一味違います！ 

５００ｇ ３A ￥２６００  １ｋｇ ３A 上 ￥４８００ 

１．５ｋｇ 特上４A ハーフ ￥７０００  

３．０ｋｇ 特上４A ￥１３０００ 

           

４：素焼き鉢 （三河鉢） 毎年替えましょう！ 

 

２．０号-￥５０ ３．５号-￥１００ ５．０号-￥１９０ 

２．５号-￥７０ ４．０号-￥１４０ ６．０号-￥３００ 

３．０号-￥８０  ４．５号-￥１６０ ７．０号-￥４００ 

５： 素焼き平鉢 

３．０号-￥８０  ６．０号-￥２６０ 

４．０号-￥１２０  ７．０号-￥４００ 

５．０号-￥１６０  ８．０号-￥５５０ 

９号- ￥６００  １０号-￥８００ 

６： オーキッドバーク 

S サイズと M サイズが有ります。 

一味違う乾きの良いバーク！ 

一度洗って天日で干すと良い。 

８ℓ ￥１,２５０ ４０ℓ￥３,６００ 

        

７：おまかせ（超発酵油粕） 

臭わない、カビない、虫こない使いやす 

い玉肥です。有機肥料でお困りならこ

れ！春と秋にご使用ください！ 

７００ｇ￥５００ ２．５㎏￥１,６００ 

８：スーパーバイオゴールド 

洋蘭用キトサン入り有機油粕ナメクジも 

来ない缶入りです。安定安心の肥料で 

す。ボカシとしても使用可能です。 

５００ｇ￥２,０００ １．５㎏￥４,１００ 

９：グリーンサムポット 

約 1年間をかけて効きます！ 

Ｃ号 カトレア・デンドロ用  

Ｂ号 パフィオ・胡蝶蘭用 

250g\600 １０ｋｇ￥１９,０００ 

        

１０：JBハンガー 新発売！ 

色んな鉢を吊るすことができます。どの

サイズの鉢で使えます。３種類がある。 

プラスチック用 P・ 素焼き鉢用 A 

素焼き平鉢用 B  

スタンダード￥８５０  ロング￥９５０ 

１１：洋ラン吊り輪(ﾌﾞﾙｰｼｰﾙﾄﾞ） 

       [ １０個で１０％OFF ] 

取り外しが無く簡単に鉢を吊るせるもの 

で使い勝手が良い決定版！ 

３号 ￥４００ ３．５号￥４５０ 

４号 ￥４７０ ４．５号￥４９０ 

１２：オーキッドハンガー 

[ １０個で１０％OFF ]  

ステンレス製で壊れない！簡単に脱 

着できます。  

S （  ｃｍ） ￥３８０ 

M （   ｃｍ） ￥４００ 



                  

１３：コルト （水和剤１００g) 

最新のカイガラ虫専用殺虫剤、顆粒 

   ￥２，２００ 

１４：アプロード （水和剤１００g) 

特に粉カイガラムシに大変良く効きます。 

         ￥１，２００ 

１５：ﾀﾞｰズバン （水和剤１６７g) 

カイガラムシやヤスデにも大変良く 

効きます。        ￥２，５００ 

                  

１６：スターナー (水和剤１００ｇ) 

軟腐病治療に効果があるが連用は 

できない。         ￥１，７００ 

１７：ジマンダイセン (水和剤２５０ｇ) 

黒点黒斑病等菌類に使用可 

￥８５０ 

１８：アグレプトマイシン（水和剤 100g） 

軟腐病や細菌感染予防に効果有り 

￥８００ 

                  

１９：カイガラ虫エアゾール 

新発売！簡単に駆除し持続性もある 

良く効きます！即効性ならこれ 

  ４８０ｍｌ ￥８６０ 

皆使ってる活力ホルモン！ 

２０： ｓｕｐｅｒX５ 芽 \２，５００ 

２１：ｓｕｐｅｒＲ７ 根 \３，０００ 

２２： ｓｕｐｅｒＦ１ 花 \２，０００ 

２３：ビストロン 

バイラス予防に漬け置きで使用。 

強アルカリ性なので錆びません！ 

１リッター ￥１,３４０ 

                   

２４：マイキラー ナメクジ駆除 

上を通れば駆除できる、薄めて噴霧す 

るだけ！   ５００ｍｌ ￥２,８００ 

２５：ナメナイト  ３２０ｇ ￥１,０００ 

新発売！水に強くなった巻くだけでナメ 

クジを退治できるペレットで安全です。 

２６：支柱キャップ ￥４００ 

S・M・のサイズが有る。 

約１７０~２００個 便利です 

 

 

 

 

２７：ステムクリップ 

支柱に挟んで新芽やステム 

を簡単固定、稼働可能  

\４００ 

２８： バルブクリップ \２００ 

支柱とバルブ、バルブ同士、 

ステムを簡単にクリップ可能 

L-１０個 M１-８個 S-２０個 

２９： サニーコート ２ｍ幅 

内張りに使用で暖房費をセ 

ーブ！空気を含む２重構造 

 １ｍ単位でカット  \４５０ 

３０： ダイオラン５０％２ｍ幅 

市松模様の直射日光が入 

る黒い寒冷紗で丈夫です。 

  １ｍ単位でカット \６５０ 

 
 

  

３１： ｼﾝﾋﾞ・ﾃﾞﾝﾄﾞﾛの土 

軽石とバークベース、当社オ 

リジナルブレンドのコンポスト  

    ６リットル \１,０００ 

３２： パフィオの土 

やや細かめ、軽石バークべ- 

ス当社ブレンドのコンポスト 

    ６リットル \１,４００  

３３： 発砲スチロール S型 

鉢底に使用し支柱固定に！ 

乾きが良くなり根にも良い。 

     ５リットル \２５０ 

３４： B-1 （N３：P６：K５） 

天然高濃度アミノ酸等栄養

入り有機肥料 小粒で便利 

1ｋｇ \１,０００ 



コレクターズコレクション＆ＷＯ アウトレット 一挙販売第５弾 

＊通常価格より３０～７０％OFF とすごくお得なプランですのでまとめ買い下さい。 

＊このリスト No.１６２～２５９は割引対象外となります。割引期間中のみ１０％OFF適応となります。 

                        1鉢 ￥５，０００   均一販売 

番号 品種名 鉢サイズ バルブ数 

162 C.aurantiaca ‘Kodama’ (OG)  ４G 

163 C.jenmanii fma.rubra type お試し株 実生株全株です。   ４Ｇ 

164 C.trianae fma.concolor ‘Peach Moon’ (OG)   ３ｂ＋N 

165 C.maxima 店主にお任せ！  BS 

166 C.trianae ‘WS-#2’ (OG)  8G 

167 C.percivaliana ‘Summit’ FCC/AOS (OG)  4G 

168 C.percivaliana ‘Thiago’ (OG)  4G 

169 C.loddigesii fma.punctata ‘Marisa’ (OG)  ４ｂ＋N 

170 C.intermedia fma.flamea ‘Sander Aki’ (OG)  ４G 

171 C.trianae fma.concolor  ‘#99 ’  jungle plants (OG)   3b+G 

172 C.walkeriana ‘Red Illusion’ BM/JOGA   (OG)  3G 

1鉢 ￥１０，０００   均一販売 

173 C.jenmanii fma.alba ‘1310-0405 ‘ (OG) 4号 5G 

174 C.maxima tipo ‘2007.3.11.2’ (OG) Jungle plants selection  １０G 

175 C.maxima ‘#3419’ (OG)  Jungle plants selection  １０G 

176 C.maxima ‘#807’ (OG) Jungle Plants Grande Tall type  ４G 

177 C.maxima tipo-striata ‘Spider’s Net’  (OG) Jungle Plants  ４ｂ＋N 

178 C.maxima ‘0605-1301’ lip pink dark 海タイプ 自然種選抜個体 (OG) 5号 １０Ｇ 

179 C.maxima ’0411#23’ 海タイプ  自然種選抜個体   (OG) 5号 １０G 

180 C.maxima ‘2005 #11’ 海タイプ  自然種選抜個体   (OG) 4.5号 １０G 

181 C.maxima ‘#3735’ 山タイプ   自然種選抜個体    (OG) 5号 １０G 

182 C.maxima ‘#3377’ 山タイプ   自然種選抜個体    (OG) 5号 １０G 

183 C.nobilior ‘Chefe Guerreiro’ HCC/JOS (OG)  3G 

184 C.gaskeliana fma.coerulea ‘Sky’ (OG)  ４G 

185 C.trianae fma.concolor ‘Z’ (OG)  ４G 

186 C.trianae fma.picelada ‘Yami’ (OG)  ３G 

187 C.trianae ‘Jungle Queen’ BM/JOGA (OG)  ３ｂ＋N 

188 C.trianae fma.concolor ‘select’ (OG)   5G 

189 C.maxima ‘Unicorn’ (OG) jungle plants  5G 

190 C.maxima fma.coerulea ‘Hector’ (MC) 4.0 5G 

191 C.lueddemanniana fma.alba ‘Canaima’s Mini’ (OG)  ４G中 



192 C.labiata fma.coerulea ‘1110.18.5’ (OG)  ４G 

193 C.purpurata fma.flamea ‘FS-3168’ (OG)    3G中 

194 C.intermedia fma.aquinii-vinicolor ‘Cool Beauty’ (OG)  ５G 

195 C.intermedia fma.flamea ‘Ecstacy’ (OG)  ５G 

196 C.warneri fma.mosca-concolor ‘1605-1708’ (OG)   ５G 

197 C.walkeriana fma.linasina ‘#200’ (OG) jungle plants   4G 

198 C.warescewiczii pincerada’Gigante de Cuite’ (OG)  6G 

1鉢 ￥１５，０００   均一販売 

199 C.bicolor #1322  Green type   (OG) 4.5号 ６G 

200 C.bicolor fma.albescens select 2017 実生選抜個体  (OG) 3.5号 ４G 

201 C.schroederae ‘#158’   (OG)  ４G 

202 C.jenmanii fma.coerulea ‘select 2016’ (OG)  5G 

203 C.jenmanii fma.rubra ‘1211.0103’ (OG)  5G 

204 C.labiata fma.coerulea ‘Blue Shock’ (OG)  ４G中 

205 C.labiata fma.semi-alba ‘Garnet Ring’ (OG)  ７G 

206 C.labiata fma.concolor ‘1109-2801’ (OG) 4.5号 9G 

207 C.labiata fma.mosca ‘1110.20.9’ (OG)  ４G 

208 C.labiata fma.rubra-flamea ‘2011.8.30.2’ (OG)  ４G 

209 C.labiata fma.rubra-flamea ‘1210.2.3’ (OG)  ４G 

210 C.warneri fma.mosca-concolor ‘Casablanca’ (OG)  ４G 

211 C.gaskeliana fma.coerulea ‘Cen Noturno’ HCC/JOS (OG)’  ３G 

212 C.mossiae ‘Formosinha’ (OG) シース付き  ６G 

213 C.mossiae ‘Monster Ballon’ (OG) NS20cm BIG Flower  ６G 

214 C.mossiae fma.semi-alba ‘1604.0501’ all plants  (OG)  10G 

215 C.mossiae fma.coerulea ‘Azul de Auro ‘ BM/JOGA (OG) Lip yellow  ４ｂ＋N 

216 C.mendelii ‘Festa’  (OG)  ６G 

217 C.nobilior amariae semi-alba ‘Bonne Chance’ (OG)  4G 

218 C.walkeriana ‘Feiticeira’ (OG)  3b+新芽 

219 C.harrisoniana fma.trilabelo ‘Knderdiik’ (OG)  4G  

220 C.purpurata fma.flamea ‘FS3183’  (OG)     4G 

221 C.maxima fma.semi-alba-striata ‘La-Pedrena’ (OG)  6G 

222 C.violacea select Pink Picoty type flamea (OG) all Plants     8G 

223 C.walkeriana ‘Feiticeira’ (OG) 本物バックふかし株  2b+N 

224 C.violacea striata semi-alba ‘6.2.12.H4.0’ (OG)  5G 

                        1鉢 ￥２０，０００   均一販売 

225 C.mendelii fma.suave ‘Stuart Low’ (MC)  ４G 

226 C.jenmanii fma.concolor ‘Canima’s Smuggler’ JC/SVCN (OG)  ６G 



227 C.jenmanii fma.rubra ‘1211.0103’ (OG)  15G 

228 C.jenmanii fma.rubra ‘1310.2703’ (OG)  9G 

229 C.jenmanii fma.rubra ‘1611.2005’ (OG  8G 

230 C.jenmanii fma.mosca ‘Angel Lip’ (OG)  6G 

231 C.maxima fma.alba ‘Esplendido’ HCC/JOS   (OG)  ６G 

232 C.maxima fma.alba ‘Joane da Arc’ (OG)  ６G 

233 C.maxima fma.semialba-striata ‘Happy Gift’ (OG)  4G中 

234 C.mossiae fma.semi-alba ’1204-2805’ (OG) all plants     6G 

235 C.mossiae fma.semi-alba ‘1104-1504’ (OG) all plants     8G 

236 C.labiata fma.semi-alba ‘Sweet Waltz’ BM/JOGA  (OG)   ４G 

237 C.labiata fma.mosca ‘Mariage’ (OG)  ５G 

238 C.lueddemanniana fma.coerulea ‘Delicious Ble’ (OG)   ６G 

239 C.trianae fma.semi-alba ‘La-Mancha’ (OG)  シース付き  ３G 

240 C.trianae fma.rubra ‘Joan Croben Ponce’ HCC/JOS   Jungle Plants (OG)  ３ｂ＋N 

241 C.warscewiczii fma.coerulea ‘Ultramarin Blue’ (OG)  ４G中 

242 C.warscewiczii fma.oscura ‘Katia’ (OG)  ４G 

243 C.purpurata fma.flamea ‘Alexsandria’ (OG)  3G 

244 C..quadricolor albescens ‘No.6’ (OG) ペタル幅６．５ｃｍ    ６G 

245 C.violacea fma.flamea picoty ‘4.25.11.E4.0’ (OG)  7G 

                        1鉢 ￥２５，０００   均一販売 

246 C.labiata fma.coerulea ‘World Size’ (OG)  NS 20x 20cm  ２ｂ＋N 

247 C.maxima fma.semi-alba-striata ‘White Treasure’ (OG)  ４G 

248 C.maxima ‘Manta’ (OG) jungle plants very big flower   3G 

249 C.nobilior amariae semi-alba ‘SKW’  (OG)  3G 

250 C.bicolor fma.coerulea ‘Certosa di Pavia’ (OG) 4.5号 5G 

251 C.violacea fma.rubra ‘Esplanade de Defense’ (OG) big flower      4G 

252 C.violacea flamea ‘011.5.27.V5.0’    (OG)     5G 

                        1鉢 ￥３０，０００   均一販売 

253 C.jenmanii fma.pincerada ‘1212.1109’ (OG)  9G 

254 C.walkeriana ‘Adonis’ (OG)  3G 

255 C.schofeldiana’Icarus’ (OG)  8G 

256 C.tigrina fma.alba-trilabelo ‘2017select’ (OG)      5G 

257 C.elongara fma.alba ‘Forest Green’ (OG) 大変希少です。    4b+G 

258 C.violacea fma.rubra-flamea ‘As Chamas Luflaman’ (OG)       5G 

                        1鉢 ￥４０，０００   均一販売 

259 C.guttata fma.coerulea ‘Alexandre Dumas’ (OG) 3 リード 5号鉢 １１G 

 


