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ジャンボーオーキッドご自慢のカタセタム系最新メリクロンや期待の実生株が 

入荷しました！20 品種有りますので、是非お好きなものをお選びください。 

９９％がシクノチェス・クロウエシア・モルモデスが親になっているものだけを選び 

ましたので豊かな香りや花持ちも 15 日から 40 日間開花する物ばかりです。 

 

  全ての品種は 2.5 号鉢で 2～3 バルブです。今シーズンに開花できるサイズとなります 

１鉢 ￥３，２４０（税込み）  （送料別途） 

４鉢以上 sale １鉢￥２，７００(税込み)   （送料別途） 

 

★★★ 栽培テクニック ★★★ 

 

春から芽が出て成長し、秋に太り冬には落葉します。開花時期は冬から春です。 

成長期は５０％の遮光で水と肥料を沢山与えます。秋口からは寒くなるにつれて 

30％～直射光下に置き水もそこそこ与えます。強光線＋（昼高温＋夜低温）＋水  

でバルブは良く太ります。カタセタム属ではないので冬に水を切る必要もありません。 

バルブにしわが寄るようでしたら水不足です。最低温度は 10 度位で  

高温は 35 度位です。夏は風を通すと良くできます。 

春夏はマンネブダイセン（さび病）やダニの消毒をすると大変良くできます。 

 

   

WJ－１  開花株 2.5 号  

Cyclodes Jumbo Freedom 

シクロデス ジャンボー フリーダム 

 

中輪でオレンジ系の新色実生です。 

香りがある 

草丈１５～２０ｃｍになる。 

WJ-２  開花株 2.5 号 

Catanodes Jumbo Hela 

   ‘Jambo Orchids’ 

カタノデス ジャンボーヘラ 

    ‘ジャンボーオーキッド‘ 

メリクロン 香りがある 

草丈１５～２５ｃｍになる。 

WJ-３  開花株 2.5 号 

CycnodesJumbo Phenix’Janmo’ 

シクノデス ジャンボーフェニックス 

    ‘ｼﾞｬﾝﾎﾞ―’ AM/TOS 

メリクロン 香りが良い 

草丈２５～３０ｃｍになる。 
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WJ-４  開花株 2.5 号 

Clowesetum Jumbo Lace 

クロウエセタム ジャンボーレース 

 

リップの毛とドット模様が人気の 

実生です。香りがある 

草丈１０～２０ｃｍになる。 

WJ-５  開花株 2.5 号 

Cycnodes Jumbo Paff  

‘Jumbo Emperor’SM/TOGA 

シクノデス ジャンボーパフ 

  ‘ジャンボーエンペラー’ 

メリクロン 香りが良い 

草丈２５～３０ｃｍになる。 

WJ-６  開花株 2.5 号 

Ctsm.pileatum  

‘Red Pena’ HCC/AOS 

カタセタム ピレアタム 

‘レッドペナ’ 

メリクロン 巨大輪  

草丈２５～３０ｃｍになる。 

   

WJ-７  開花株 2.5 号 

Catamodes Jumbo Rubytex 

   ‘Jumbo Black Magic’’ 

カタノデス 

 ジャンボールビーテックス 

    ‘ジャンボーブラックマジック’ 

メリクロン 香りあり 

草丈１５～２５ｃｍになる。 

WJ-８  開花株 2.5 号 

Clowesetum Jumbo Glory 

    ‘Jumbo Elf ’ 

クロウエセタム 

ジャンボーグローリー 

’ジャンボー エルフ’ 

メリクロン 香りある下垂咲き 

草丈１０～２０ｃｍになる。 

WJ-９  開花株 2.5 号 

Cycnodes Jumbo Diamond 

シクノデス ジャンボーダイヤモンド 

 

艶のある黄色からオレンジ系まで開 

花する実生 香りが良い 

草丈２５～３０ｃｍになる。 

   

WJ-1０  開花株 2.5 号 

Catanoches Jumbo Chastity 

カタノチェス  

ジャンボーキャスティテキー 

 ‘ジャンボー’ 

メリクロン 香りが良い 

草丈１５～２５ｃｍになる。 

WJ-1１  開花株 2.5 号 

Ｃｌｏｗｅｓｅｔｕｍ Jumbo Circle 

      ‘Yellow’ 

クロウエセタム  

ジャンボーサークル’イエロー’ 

メリクロン 香りが良い 

草丈１０～２０ｃｍになる。 

WJ-１２  開花株 2.5 号 

Monnierara Jumbo Delight 

モニエララ ジャンボーディライト 

 

様々な色彩が開花する実生株 

香りある 草丈１５～２５ｃｍになる。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



   

WJ-1３  開花株 2.5 号 

Clowesetum Jumbo Eden 

    ‘Jumbo Orchids’ 

クロウエセタム ジャンボーエデン 

      ‘ジャンボーオーキッド‘ 

メリクロン 香りが良い 

草丈２５～３０ｃｍになる。 

WJ-1４  開花株 2.5 号 

Cycnodes Wine Delight ‘JEM’ 

シクノデス ワインディライト 

‘ジェイ イー エム’ 

メリクロン 香りが良い 

草丈２５～３０ｃｍになる。 

 

WJ-1５  開花株 2.5 号 

Cycnodes Jumbo Micky 

     ‘Jumbo Fifi’ 

シクノデス ジャンボーミッキー 

     ’ｼﾞｬﾝﾎﾞｰ フィフィ‘ 

メリクロン 香りが良い 

草丈２５～３０ｃｍになる。 

   

WJ-1６  開花株 2.5 号 

Catasandra Jumbo Express 

 ‘Golden Elf’BM/TOGA 

カタサンドラ ジャンボーエクスプレス 

    ‘ゴールデン エルフ’ 

メリクロン 少し香る 

草丈２５～３０ｃｍになる。 

WJ-1７  開花株 2.5 号 

Catamodes Jumbo Riot 

 ‘Sunrise’ 

カタモデス ジャンボーリオット 

    ‘ｻﾝﾗｲｽﾞ‘  

メリクロン 香りが良い 

草丈１５～２５ｃｍになる。 

WJ-1８  開花株 2.5 号 

Catamodes Jumbo Riot 

 ‘Sunset’ 

カタモデス ジャンボーリオット 

       ‘サンセット’ 

メリクロン 香りが良い 

草丈１５～２５ｃｍになる。 

   

WJ-1９  開花株 2.5 号 

Cyclodes Jumbo Rosy  

シクロデス ジャｙンボーロージー 

 

まん丸で艶のあるワインレッド系実

生です。ジンジャー系の香り 

草丈１０～１５ｃｍになる。 下垂 

WJ-２０  開花株 2.5 号 

Clowesetum Jumbo Apollo 

クロウエセタム ジャンボーアポロ 

抹茶系人気の色彩実生です 

下垂して開花 ジンジャー系の香り 

草丈１０～２０ｃｍになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


