
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201８年秋からも全国出張販売に駆け回ります！皆様の地域で元気にお会いしましょう！ 

最新オリジナル分け株カトレアを含め、ブラジルから輸入予定株を含め拘ったオリジナルライン 

ナップは必見です！今回はパフィオ原種も楽しい LISTになっております。充実した資材も是非 

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。 

PS:この夏からホームページが新しくなりましたので是非ご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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           

           

２０％OFF SALE  ９月２１日～１０月８日まで               

到着日より受付開始 ９月２１日 0:00より 受付開始 ９月２７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.60 

〒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 

C.nobilior var.amaliae fma.striata ‘Mascaras’SM/JOGA  

2018 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３２４円 それ以上５４０円 】  

６．クレジットカード：【VISA・MASTER・AMEXがご利用になれます。セール期間中は割引が１５％になる】 

＊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・名義人名をお電話でお知らせ下さい。 

送料＆荷作り料： [ 北海道・沖縄￥２,１６０ 東北￥１,８３６ その他の地域￥１,６７４ 税込み価格]  

基本１４０サイズまでの設定です。これを超える場合は別途お見積り申し上げます。送料高騰の為ご了承ください。 

    ＊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。ご入金は 1か月以内 

割引に関して：通常割引として：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。 

  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。 

ご購入時の規格同等株との交換、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。 

2018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６(土)～８日（月祝） 田口洋蘭園温室にて（宮城県多賀城市） 

秋の洋らん展 in FUJI １０月１９日(金)～２１日（日） ナーセリーイデ温室にて（静岡県富士市） 

須和田農園秋のセール＆展示会 １０月２６日(金)～３０日（火） 須和田農園温室にて（千葉県市川市） 

国際園芸ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ＆秋の蘭展 １１月９日(金)～１１日（日） 国際園芸温室にて（神奈川県伊勢原市） 

咲くやこの花館 秋の洋蘭展 １１月１４(水)～１８日（日）参加 咲くやこの花館１F ﾌﾗﾜｰﾎｰﾙ（大阪府鶴見区） 

開店記念セール 

＆和歌山冬の蘭展 
１２月７日(金)～１０日（日） 

ワカヤマオーキッド温室特設会場にて開催 

＊特別セールリスト発行予定（ネット配信） 

＊国際園芸㈱・ナーセリーイデさんが出張販売に来られます。 

＊12月 8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。会費 2000円（食事と飲み代）  

市内ホテルを素泊まり約￥５，０００でお取りできますので、お早めにお問い合わせください。定員 30 名 

誰でもご参加が出来ます。遠方からのご参加も大歓迎！ 

 



   

 

 

 

   
３： C.(=S.)pygmea x sib. (Brasil 系) 

世界最小のカトレア ピグメア この可愛さ、も～いっち 

ゃいますよね！ブラジルから 10月に入荷予定です。 

コクシネアよりも比較的栽培しやすいのでお勧め！ 

シリンジが大好きですよ！ 

 （木付きor 鉢植え） １０月末お渡し 開花株 ￥４，０００ 

 

 

 

 

        

５： Den.sp. Blue ( from IrianJaya) 

新発見された鮮やかなブルーの原種です。名前は未だ 

明確でないため現物を見て判断。草丈３０ｃｍ位で 

節々に花を付ける。10月上旬に入荷予定。暑がらない、 

数に限りがあります、お早めのご予約を受付いたしま 

す。品種違いの場合は入荷しません。 

開花株 サイズにより ￥２～３０，０００ 

６：C.nobilior ver.amaliae 
fma.striata ‘Mascaras’ SM/JOGA (MC) 

ノビリオール アマリエ ストリアータ ‘マスカラス’ 

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

限定 MC販売！世界中の方から購入希望があります。 

２．５号鉢 1作開花株 ￥１５，０００ 

２：Rlc.Last Dream ‘Vivian’ SM/JOGA  

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。当園オリジナル２００株限定メリクロン 

２．５号株  ￥５，０００   

１：Rlc.Warm Color ‘Big FootⅡ’ SM/JOGA 

遂に発売！OG メリクロンから良い個体を当園で選抜。 

その個体のメリクロンとなります。色がにじまずリップもゆ 

ったりと丸く、付け根からピンク色に覆われます。12月か 

ら 2月に開花。株姿はダルマ系でコンパクトです。 

当園限定 MC  ３．０号鉢  ￥３，５００ 

 ４： Vanda coerulea (Dwarf type) 

超人気の青いバンダ！ドワーフタイプと言って葉や株が小 

さくコンパクトですが、花は大きく見事に咲きます。最近は 

改良も進み花形も丸く進化したようです。 

タイからの輸入品 良い株です！ 

バスケット入り 開花予定株 ￥４，５００ 

 



 

    

７： C.nobilior ver.amaliae 

 [s/alba‘Pure’ x s/alba ‘Cicio’ ] 

遂に発売！セミアルバ系のアマリエです 

ペタルには赤いクサビが入る事を願って 

の実生、アマリエ独特の柔らかな色彩に 

なるでしょう。今年一押しの 1鉢 

２号鉢   ￥２，５００ 

８：Ctna.Why Not ‘Yellow’ (MC) 

カトレトニア ホワイノット イエロー 

ハワイで開発され、門外不出であった個 

体のメリクロン新発売です。花持ちも良く 

とにかく世界中から愛されている個体。 

 

３．０号鉢  1作開花株  ￥３，５００ 

９：C.purpurata fma.werkhauseri 

      [‘Striata’ x ‘Striata’ ] 

写真の様なスジ花確定のブラジルでセミ 

選抜された株です。日本では模様が派手 

になると思われます。P青ﾌﾗﾒｱ系やそこ 

に筋が入ることが予想されます。 

開花株 ３．５号  ￥２５，０００ 

   

１０： C.aurea x self 

ドーウィアナではなくてオーレアナと言う 

コロンビア原産の原種です。何れにせよ 

黄弁赤リップでリップの黄金脈は個体に 

よって変わるようです。希少な品種で 

す。 

1作開花株 ３．０号  ￥８，５００ 

１１： 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。 

２．５号  １作開花予定株 ￥６，５００ 

  ３．０号 OG分け株 ￥４０，０００ 

１２: C.cernua fma.aurea  

     [ ‘Yellow’ x ‘Limone’ ] 

写真の花が咲いた国産実生のオーレア 

成長も良く今季開花予定しています。 

リップは丸く、コラムは白となります。 

人気のセルヌア黄色花です。９９％黄色 

２．０号鉢  開花株  ￥４，５００ 

   

１３：C.schroederae fma.rubra 

     ‘Ashura’  (限定 MC) 

不気味なくらい濃色素が乗る「阿修羅」 

今年は良い出来でお買い時です。花形 

は極良型リップ大きく見事、甘い香りと共 

に 1～3月に開花します。 

２．５号鉢  1～２作開花株 ￥１，５０００ 

１４： C.nobilior var.amaliae 

ノビリオール アマリエ （トカンチン産） 

栽培品をブラジルから入荷予定です。

今回 50株。先行予約受付ます。魅力 

いっぱい自然種の栽培品花無選別株 

もう枯らさない ２～３株どうぞ！ 

１０月末お渡し 開花株  ￥１０，０００ 

１５: C.violacea fma.coerulea 

       [ ‘K.S.#1’ x ‘K.S.#2’ ] 

今までに無い程、とても青い花が咲き出し 

た強健で花も良く咲く実生です。栽培法も 

確立され作りやすくなったビオラセア! 

今回が最終販売です。 

３．５号鉢  開花株 ￥１８，０００ 

×



 
 

 

１６： Paph.gigantifolium 

    selection 国産シブリング 

特異色彩の 3色花で Pが大きく円形に 

巻く多花性で希少な原種です。雄大に 

開花して展示会でも人目をひく。 

良くできた株 リーフスパン ４０ｃｍ 

    開花可能株   ￥２０，０００ 

１７： Den.haveyanum 

[‘Super Moon’ x ‘Big Moon’ ] 

従来のハーベヤナムを否定できるほど 

に強健でバルブが太る株です。巨大輪 

や極まん丸の素晴らしい花が高確率で 

出現します。何株かお求めください！ 

２０ｃｍ株高  開花株  ￥３，５００ 

１８： Den.bellatulum  

ベラチュラム 自然種 

とても可愛く人気の小型デンドロです。 

久々に良い株入荷！リップが赤いものが 

多く咲いています。1年栽培しており良い 

株です。 

２．５号 開花株  ￥３，０００ 

   

１９：Den. liporinum‘Hyperion’ SM 

数々の賞歴もあり本種中最高の花と 

思われる美しい個体。栽培容易で意 

外に良く増えます。株高は１ｍでコンパ 

クト無数に花が上がります。今回 10万 

切っての格安での販売になります。 

分け株 開花株 4芽 ￥８５，０００  

２０： Den.eximium エクシミウム 

展示会でも入賞率が高い人気の原種 

です。花期は 3～6月で花茎７ｃｍ位 

の大輪で S裏に毛が生える。草丈３０ 

ｃｍ、リップショッキングピンクで目立つ 

 

開花株 ￥５，０００ 

２１： 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  ￥５，０００ 

   

２２： Aerangis hyaloides 

エランギス ヒアロイデス 

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。 

前回人気No.1でした。最終販売 

２．０号 開花株  ￥３，５００ 

２３： Den. garrettii 

        ガレッティー 

小っちゃくてかわいい極小型の原種。 

1～3 月に葡萄色の可憐な花が沢山 

咲く。バルブも小さく落葉性です。 

オーキッダリウムにも最適です。 

  開花株 ￥３，５００ 

２４： Den.rindjaniense 

    リンドジャニエンセ 

何とも不思議なバルブを持つ新発売中 

型デンドロです。花は艶やかなピンク花。 

バルブが３０ｃｍ程、数珠玉のように連な 

ります。是非お買い求めください。 

３号鉢  開花株 ￥１５，０００ 



   

２５: Phal.aphrodite 

久しぶりにアフロダイト自然種がフィリピン 

から入荷！葉はまるみがあり美しく艶や 

かな緑色です。花茎 6cmで巨大。純白 

で原種らしさがたまらない。 

非常に入手が困難な品種です。 

3.5号 開花株 ￥６，０００ 

２６： Phal.schilleriana  

フィリピンより自然種が入荷してきました 

今回のロットは葉の模様が少ないですが 

通常よりも赤い花が多く開花してます。 

春に入荷後木に付けています。 

開花株 木付き  

中￥８，０００   大 \１０，０００ 

２７: Phal.philippinense 

フィリピンより自然種が入荷してきました 

自然種は激減してきており、大変貴重に 

なって行くことでしょう。花は未確認です。 

白弁でリップが鮮やかな黄色になります。 

開花株 木付き 

 中￥６，５００  大￥９，０００ 

  

 

 

２８: Phal.lindenii 
前回完売につき今回再輸入しました。とても 

良い株で美しい花が開花しています。葉の模 

様もある小型のフィリピン産原種です。 

近年世界的に激減している品種。 

是非今回もお求めください。 

開花株  ￥５，０００ 

２９: C.amethystoglossa 

[‘Super Special’x ‘Orchidglade’] 

黄色花の素晴らしい個体にチポのオーキッ 

ドグレード。ブラジルで売り切れの交配です。 

今回１０株限定 １０月に入荷 初花蕾は今 

年分はカットしましたので完全未確認です。 

開花株 ４．５号 ￥２０，０００ 

 ３０：C.schrelliana  

[ ‘Aludebalan’ SM X ‘Aphri’ SM ] 

有名趣味家さんの実生です。リップ筋が鮮明で 

なんと幅６ｃｍを超える入賞花と、最高の親の 

アフリを使用しています。成長がすごく良い苗 

です。まとめ買いでどうぞ！ 

   ２号鉢 2作開花予定  ￥２，０００ 

 
 

  

 

３１： 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。 

暑がらなく強健 

３．０号 開花株   ￥１２，０００ 

３２：Den.nobile fma.carnea 

    ‘F.Arima’ (OG) 

最も美しいと言われるリップがオレンジ 

色になる自然種、今年の高芽取り株で 

す。全て花が付く為、増殖が難しい個 

体。草丈１ｍにもなる本物アリマです。 

２．５号鉢  ￥６，０００ 

３３：  [C.alaorii x C.Llory Ann ] 

アラオリを使った最新国産実生です。 

2～3輪咲き。写真のように白赤・覆輪・ 

スプラッシュ黄色系等。様々な色彩が 

出現する楽しい実生です。 

日本中の在庫２0株全て販売。 

２．５号鉢  開花株 ￥３，２４０ 

×



人気爆発中！他店では購入できない。おまけに香りも良いトゥーズシリーズをどうぞ！ 

No.３４～No.４０の商品は３株以上のまとめ買いで ★20%OFF させていただきます。 

   

３４： Rlc.Duh’s Pride‘Gold Hope’ AM/AOS (MC) 

これぞ黄金色カトレア！NS14ｃｍながらリップの展開良く巨 

大に見える極整形花。綺麗に開花しだしました！ここまで良 

い香りがするとは思わなかった！秋から春咲きＡＭ入賞優 

秀個体 温度が低いとＬに少し色が入る事がある。 

シース付き  開花株 ４．５号  ￥１０，０００ 

３５： Rht.Duh’s Smile ‘The king’ HCC/AOS 

トゥーズ スマイル‘ザキング’ 綺麗に咲き出しました！ 

柑橘系の甘い香りが素晴らしい！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  

シース付き 開花株 ４．５号  ￥８，０００ 

   

３６： 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 

３７：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 

３８： 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。 

シース付き 開花株 ４．５号  ￥８，５００ 

   

３９： Rlc.Duh’s Treasure 

       ‘Sweetheart’ (MC) 

コロコロっとした花形で目にも鮮やかな真 

っ赤なリップが印象的な個体です。人気 

抜群のカラーです。ＮＳ１３ｃｍ不定期咲 

エレガントな香りがします。 

３．０号  ￥３，５００ 

４０： 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、ＮＳ１４ｃ 

ｍ株はコンパクト、エレガントな芳香種 

３．０号   ￥３，０００ 

４１：Rlc.Kuwale Gem‘Bai Jian Ying’ 

クワレジェム バイジャンイング 

久しぶりにパキッと開くクリーム系セミアル 

バの大輪です。株はまるみ有りコンパクトで 

Pに強いクサビが入る。1～3月咲き美花 

 

開花株  ４．０号 ￥３，８００ 



 

 

  

42: C.grossii (OG) 

       ‘ select 2018 ’ 

かなり濃色となった個体で、リップも 

ふくよかで切れが良い。BR自然種 

からの選抜個体。草丈１ｍ 大株 

 開花株 ￥３０，０００ 

43:C.schilleriana fma.s/alba 

‘Queen Emeraldas’ (MC) 

人気のセミアルバ個体MCも世界 

的に希少となりました。持ち株の分 

け株になります。お早めに！ 

3.5号 1作開花株 ￥５８，０００ 

44: C.leopordii fma.albescens 

      ‘ Exzotic Orchids’ (OG) 

ハワイお得意の４N系の最高品種 

株が大きくなることができ雄大に開 

花します。鉢増しで大きな株に！ 

３G  ￥３０，０００ 

45: L.albida (splash type) 

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。  

   開花株  ￥１８，０００ 

 

 

 

 

46:C.Porcia ‘Canizaro’ 

秋咲きの大型多輪咲きの銘 

品です。初回メリクロン株の分 

け株となります。限定 2株 

草丈 １ｍ の大株 

開花株  ￥１２，０００ 

47: [ C. Waiane Leopord 

ｘ aclandiae] (MC)   

アクランディの血が強く出た 

草姿・花色。育て甲斐たっぷ 

りある玄人向き交配種。 

１作開花株 ３号 ￥９，０００ 

48: Guarianthe deckerii 

‘Spring Sparkle’BM/JOGA 

完全にボール状になって開 

花するスキンネリーの var.で 

す。秋咲き株高は３０ｃｍ 

(OG) ３．５号 ￥３０，０００ 

49: Lc.Ballet Folklorico 

       ‘Eloquence’ JC/AOS 

人気抜群のスペシオサを使った 

歴史的銘花！リップのドットが美し 

い冬咲きの品種で香りも良い。 

1作開花株 ３．５号 ￥４，０００ 

  

 

 

50: Rlc.Chunfong Little Sun 

      ‘ K.W.’  (MC) 

橙オレンジ色に黄色のスプラッシュ 

は今までに無いカラーリングです。 

展示会で目立つこと確実の最新種 

1作開花株 ￥３，０００ 

51:Rlc.Taiwan Fantasy 

‘ T.Y.’  (MC) 

写真の様な特殊な色彩の最新 

品種です。中輪ながら花形良く 

とても目立ちます。  

   開花株  ￥３，５００ 

52:C.Hiroshima Melody  

     ‘Blue Genid’ (MC) 

とても青い濃色花で中輪の最 

新品種です。日本選抜個体の 

MC。秋冬咲き。香りもある。 

1作開花株 ３．５号  ￥４，０００ 

53: Rlc.Songher Gold 

‘Pington’ (MC) 

人気抜群黄金色一色の最新品種 

です。オープンリップで花が大きく 

見える。香りもあります。 

 開花株 ￥３，５００ 

 

 
 

 

54: 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 

55: 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 

56 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 

57: B.nodosa x Rlc.Creation 

    ‘ 2018 select’  (OG) 

中型で人気のノドサ系の新交配で 

す。スプラッシュが入りリップも大 

きい 名前はご自由に！ 

 ３号 ￥２０，０００ 



 

 

 

58: 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\3,800   3種 3 株★8,500 （割引き対象外） 

59: 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 

60: C.trianae f.trilabelo 

   ‘Linda Linda’ (OG) 

極展開良いトリラベロでペタルが 

丸い印象で何とも可愛い個体で 

す。2017年選抜 小型です 

 ５Ｇ ￥４０，０００ 

 

 

  

61: L.lundii fma.coerulea 

     ‘Valley Island’ (OG) 

４N系のセルレア個体でとても 

美しいです。 

2.5号 BS ￥６，０００ 

62: 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 

63： C.maxima f.rubra JC/AOS 

 [ ‘Natural World’ x self ] 

写真のカーネアタイプが咲くと 

予想される実生苗です。 

３．５号 ￥２７，０００ 

64: C.perrinii 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。 

２．５号鉢  ￥２，８００ 

  

 

 

65: L.autumnalis(Mexico) 

gouldianaで輸入した中から咲 

き出しました。日本には入荷 

履歴が無い艶のある美しいピ 

ンクのレリアです。珍品  

開花株 ￥８，０００ 

66: 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 

67: Broughtonia sanguinea 

  fma.aurea-spalsh select 

ハワイで育種が進みここまで 

進化した黄色スプラシュ選抜枯 

れない植え方!名前は自由 

    開花株  ￥１５，０００ 

68: C.maxima fma.s/alba  

‘Fantastic Red’ (OG) 

当園実生中最高のパフォーマン 

スを持つ個体。P筋がほぼ無く、L 

展開し真っ赤で長く伸びる。 

開花株 ５G ￥１００，０００ 

 

 

 

 

69:C.praestans  

        ‘Maui Pink’ (OG) 

厚弁で豪華なペタルは淡いピンク 

色！とっても素敵な４N系原種 

これから流行る！プレスタンス 

2.5号 開花株  ￥２５，０００ 

70: C.praestans f.flamea 

[ ‘Valley Isle’ 4N 系 x self ] 

写真はサンプル。丸味ある4倍 

体の優秀は親を使用。栽培も容易 

ハワイの実生。期待十分！ 

NBS ２．５号鉢 ￥６，０００ 

71: Den.Lee Chang Y. Mirian 

写真の花が開花する最新メリクロン 

株です。とても濃色な2色花で豪華 

です。栽培容易。草丈最大で５０ｃ 

ｍ是非お求めください。 

３号 1～２作  ￥５，５００ 

72: C.alaori fma.s/alaba 

 ‘Kuwado’ (OG) 

強健ですくすく育つ世界的にも珍 

しいアラオリセミアルバ個体で 

す。大株にすると迫力満点！ 

開花株 ￥１２，０００ 

1 2 3 



 

 

  

73: Kingidium minus 

胡蝶蘭の近縁種で極ミニの原種。 

葉は垂れて成長し花も下垂咲きす 

る。入手困難品種で栽培は胡蝶蘭 

に準ずると良い 

木付き  開花株  ￥４，５００ 

74: Vanda tessellata 

バンダ テッセラータ 

とても良い香りがします。青と濃い 

グレーの対比が素晴らしい近年激 

減している原種です。限定２株 

開花株  ￥２０，０００ 

75: Asctm.pusillum 

新入荷品！極最小のアスコセ 

ントラムです。ピンク～赤色の 

可愛い花が房で開花。 

葉幅１２ｃｍ 

木付き  開花株  ￥４，０００ 

76: Phal.mannii Black 

トラ模様の変異個体から改良 

を重ねここまで来た希少な原 

種です。ステムは切らず毎年 

花が増えるタイプの原種です。 

開花株  ￥４，０００ 

 

 
 

 

77: Bulb.moniliforme 

SNSで人気！コケサンゴの様なぷ 

ちゅぷちゅ極小のバルブが何ともか 

わいい！葉は落葉し花が咲く。 

木付き 開花株  ￥３，５００ 

78: Bulb.repans 

小型の人気バルボです。濃い赤紫 

に目玉がいっぱいついた珍花。 

房咲き美花 最新入荷品です。 

２．５号 開花株  ￥３，５００ 

79: Bulb.physometrum 

花の中から何か出てくる希 

少バルボです。葉やバルブ 

がとても可愛いです。 

開花株 2.5号 ￥４，０００ 

80: Bulb.salmoneum 

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 

美しい中型の希少バルボで 

開花株 3.5号 ￥１５，０００ 

 

 

  

81: Angcm.Crest Wood 

‘3 Spars’ (MC) 

3つの角が出る為中国で縁起 

が良い変種のメリクロンです。 

葉も重なり合い特徴あり。 

開花株 ￥５、０００ 

82: Den.thyrsiflorum 

久々 にタイから自然種入荷！ 

デンドロのスタンダード。大きな房で 

迫力満点に開花します。 

 

３．５号 開花株 ￥３，５００ 

83: Den.linawianum 

ノビルに近い品種ですが原種 

っぽさが良い！草丈は３０㎝。 

赤ピンク系ｸｻﾋﾞ花です。 

低温でも栽培可能 

開花株 ￥３，５００ 

84: Bulb.lindleyanum 

三角形の花には白い毛が生 

える面白い小型バルボです 

15cm下垂して開花します。 

今回格安で販売！ 

開花株 ￥３，５００ 

 
 

 

 

85: Acianthera recurve 

マメ葉のｱﾙｾﾝ゙ﾁﾝ産小型の蘭です 

薄茶から赤系まで開花します。 

葉姿も見応えあります。 

木付き 開花株  ￥３，０００ 

86: 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。 

２．５号 開花株  ￥３，０００ 

87: Bulb.lasiochilum album 

‘White Lion’ (OG) 

白から黄色一色の変種個体 

分け株です。強健で良く咲く。 

2.5号 開花株 ￥５，０００ 

88: Bulb.ocuratum 

マダガスカル産ミニ原種。三角柱 

になる花形は圧巻！花長く咲く 

栽培は容易です。自然種販売 

２．５号  開花株 ￥８，５００ 



 

 

 

 

89:Cycds.J.Paff‘J.Emperor’ 

ｼｸﾉﾃﾞｽ ｼﾞｬﾝﾎﾞﾊﾟﾌ‘Jｴﾝﾍﾟﾗｰ’ 

艶やかな花で山吹色の大輪です。 

SM/TOGA入賞花で香りが良く人気 

がある。草丈２５ｃｍ 美花 

２．５号 開花予定株  ￥３，０００ 

90:Clo.JumboCircle’Yellow’ 

ｸﾛｳｪｾﾀﾑ J ｻｰｸﾙ‘ｲｴﾛｰ’ 

ジンジャー系の香りが素敵な 

小型多輪性下垂咲き種です 

ﾚﾍﾞｯｶﾉｰｻﾞﾝ系の黄色花。 

２．５号 開花予定株  ￥３，０００ 

91:Cycds.Jumbo Rosy 

ｼｸﾉﾃﾞｽ ｼﾞｬﾝﾎﾞ ﾛｰｼﾞｰ 

まん丸で艶のあるﾜｲﾝﾚｯﾄﾞの 

小型花実生です。人シャー系 

の香りがします。下垂咲き 

２．５号 開花予定株  ￥３，０００ 

92:Ctsm.pileatum ‘Red Pena’ 

ｶﾀｾﾀﾑ ﾋﾟﾚｱﾀﾑ‘ﾚｯﾄﾞﾍﾟﾅ’ 

巨大輪。白弁でピンクのドット 

が花に入る珍しい色彩です。 

新色のピレアタム（MC）です。 

２．５号 開花予定株 ￥３，０００ 

 

 

 

 

93:Monnierara J.Delight 

ﾓﾆｴﾗﾗ ｼﾞｬﾝﾎﾞﾃﾞﾗｲﾄ 

写真の様に様々な色彩が期 

待できる実生株です。芳香種 

草丈15～25cmになる。 

２．５号 開花予定株  ￥３，０００ 

94: Cycds.J. Phenix‘Jumbo’ 

ｼｸﾉﾃﾞｽ ｼﾞｬﾝﾎﾞﾌｪﾆｯｸｽ 

‘ｼﾞｬﾝﾎﾞ’AM/TOS（MC）  

香りが良く花持ちも良いワイン 

レッドの大輪新種メリクロン。 

２．５号 開花予定株  ￥３，０００ 

95:Cycds.Jumbo Diamond 

ｼｸﾉﾃﾞｽ ｼﾞｬﾝﾎﾞ ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞ 

艶のある黄色からオレンジ系 

まで開花する実生。とても香り 

が良い草丈２５～３０ｃｍ  

２．５号 開花予定株  ￥３，０００ 

96:Cycds.J.Micky’J.Fifi’ 

ｼｸﾉﾃ゙ｽ ｼ゙ｬﾝﾎﾐ゙ｯｷ ‘ーJ.ﾌｨﾌｨ’ 

艶やかな花はオレンジ色に細か 

いドットが入る珍しい模様、リップ 

真っ赤とても良い香り （MC） 

２．５号 開花予定株 ￥３，０００ 

 

 

  

97:Ctmds.JumboRiot‘Sunrise’ 

ｶﾀﾓﾃ゙ｽ ｼ゙ｬﾝﾎﾘ゙ｵｯﾄ‘ｻﾝﾗｲｽ’゙ 

香りが良い中輪新品種で下垂咲き 

するﾜｲﾝﾚｯﾄ゙の美花。今までに無い 

タイプです。香りも良い。 

２．５号 開花予定株  ￥３，０００ 

98:Ctmds.Jumbo Ruby Tex 

‘Jumbo Black Magic’ (MC) 

ｶﾀﾓﾃﾞｽ ｼﾞｬﾝﾎﾞﾙﾋﾞｰﾃｯｸｽ 

香りがある巨大輪で真っ黒で 

す。最新品種 

２．５号 開花予定株  ￥３，０００ 

99:Ctmds.JumboRiot‘Sunset’ 

ｶﾀﾓﾃ゙ｽ ｼ゙ｬﾝﾎﾘ゙ｵｯﾄ‘ｻﾝｾｯﾄ’ 

明るい色の黄色とグリーンが 

目に飛び込む中輪下垂咲き 

種。香りが良い新品種(MC)  

２．５号 開花予定株  ￥３，０００ 

100:Clo.Jumbo Lace 

ｸﾛｳｪｾﾀﾑ ｼ゙ｬﾝﾎ  ゙ ﾚー ｽ 

リップの毛とドット模様が人気 

の実生です。香りもあり下垂 

して開花する。 

２．５号 開花予定株 ￥３，０００ 

 

 

 

 

101: 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 

 ３．５号 開花株  ￥５，０００ 

102: Fdk.After Dark  (MC) 

‘Sunset Valley Orchid’ FCC 

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 

３．５号 開花株 ￥８，０００ 

103: 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。 

３．５号 開花株 ￥５，５００ 

104: Fdk.Doubtless 

ピンク色に細かく赤いドットが 

花全体に入る大輪美花。 

冬咲でものすごく目立つ大輪 

最新アメリカ実生です。 

開花株 ￥２５，０００ 



 

 
 

 

105:Angcm.Shooting Star 

アフリカ産のアングレカム交配 

種です。思ったよりも迫力満点 

で開花するみたいです。 

２．５号 ￥４，５００ 

106: 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 ￥５，０００ 

107: Onc.stayci  

1m程にもたれる棒状の葉は 

見事で NS５ｃｍの巨大な花を 

沢山咲かせます。圧巻！ 

木付き NBS ￥１０，０００ 

108: Den.sp new  

かなりロディゲシーに近い品 

種ですが品種不明。白～白 

ピンク花が咲きます。 

開花株 ￥６，０００ 

 

 
 

 

109:Psh.chacaoensis 

‘Suzuki’ x self 「お金持ちの蘭」 

この香りを良いと感じる人はお金持 

ちの確立が高いという蘭。ｴﾋ゚ﾃﾝ゙の 

仲間、主に春～夏に開花 花長持ち 

３号 開花株  ￥１，６００ 

110: Den.schuetzei 

[ ‘Green Lip’ x self ] 

写真の様な極丸弁の美花が 

咲く。リップは深緑で素晴らし 

い実生です。強健系！ 

３．０号 開花株￥３，８００ 

111: Inobulbon munificum 

「毛玉デンドロ」と呼ばれるニュ 

ーカレドニア産の面白い中型 

原種。バルブが毛でおおわれ 

る。開花まで２年。 

３．０号  ￥３，０００ 

112: 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。花裏赤い 

開花株 ￥９，０００ 

 

 

 

 

113: Trias picta 

本種中最も美しい品種です。

赤地に赤褐色の細点が一面 

に入る。葉がエメラルドブルー 

に光る人気品種。 

３号 開花株 ￥４，５００ 

114: Trias oblonga 

レモンイエロー地に茶色の細 

い筋が入りアクセントになる。 

大輪で見応え十分です。 

お勧めの新入荷品。 

３．５号 開花株 ￥２，８００ 

115: Trias desciflora 

本種中で一番の巨大輪です。 

リップも大きく大変目立つ品種 

葉は大きく肉厚です。赤系か 

ら赤茶系の花が咲く。 

２．５号 開花株 ￥６，０００ 

116: Trias intermedia 

豆粒の様な極肉厚の丸い葉 

は特徴的で人気がある。 

花は小さいが沢山開花する 

 

２．５号 開花株 ￥６，０００ 

  

 

 

117: Pterostylis nutans 斑入 

新発売！ヌタンスの斑入り個体です 

やや黄色の斑がしっかりと鮮やかに 

入ります。まだまだ貴重な個体です 

２．５号 開花株  ￥２，５００ 

118: Ptero nutans fma.alba  

オーストラリア原産で栽培容易な球 

根性の蘭です。秋から冬に成長し、 

土植えで育てます。アルバ個体 

２．５号 開花株  ￥３，０００ 

119: Pterostylis curta 斑入 

球根性の地生蘭です、寒さ 

や暑さにも強く面白い形の花 

が咲きます。白斑入り強健種 

２．５号 開花株  ￥１，５００ 

120: 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 是非お買い求め下さい 

４号 開花株  ￥１５，０００ 



 

 

 

 

121:C.labiata fma.mosca 

‘Beetle’ BM/JOGA (OG) 

リップのモスカ模様がハッキリ 

としている入賞花です。花粉 

親としても使用できます。 

８G ２リード ￥３８，０００ 

122:C.labiata fma.mosca 

           ‘Carol’ (OG) 

美しいピンク色で巨大輪、リ 

ップも大きく雄大に開花しま 

す。良い株です。 

８G  ￥３８，０００ 

123: C.labiata fma.mosca 

           ‘Queen’ (OG) 

実生から選抜、リップの白い 

部分がクッキリとしたモスカの 

銘品です。 

７G  ￥３０，０００ 

124: C.labiata fma.mosca 

         ‘Supreme’ (OG) 

展開良くリップの模様も派 

手で特徴がある個体です。 

濃いピンクの美花 

５G  ￥３８，０００ 

 

 
 

 

125: C.labiata (OG) 

fma.cara branca ‘Christie’ 

花全体が淡いピンクでリップ 

のみ白くなる珍しい色彩美花 

８Gシース付 ￥４０，０００ 

126:C.labiata fma.amesiana 

          ‘Wenzel’ (OG) 

花全体は白色です。リップの 

中央がオレンジ系ピンク銘品 

９G ２シース付￥３８，０００ 

127: C.labiata fma.rubra 

       ‘Aloma Rosso’ (OG) 

まん丸で大きなリップが印象 

的なルブラ銘品です。 

BS 5G ￥４５，０００ 

128: C.labiata fma.rubra 

      ‘Dark Killer’ (OG) 

ルブラでもかなり濃色の個 

体です。 

５G シース付￥２８，０００ 

  

 
 

129: C.labiata fma.rubra 

       ‘Red Sniper’ (OG) 

リップに黄目が無く濃色に見 

える良い花形の個体です。 

 

９Gシース付  ￥３５，０００ 

130: C.labiata fma.rubra 

                   ‘ K.G. ’ (OG) 

巨大なリップは圧巻で P先に 

赤いクサビ模様が入る銘花 

写真よりもすごくいい花です 

４G シース付 ￥２５，０００ 

131: C.labiata fma.coerulea 

‘Blue Lotus’ (OG) 

リップの青さが特徴のセルレ 

ア、 強健で良く育ち良く咲く 

くもう一つのロータス。 

７G シース付￥２５，０００ 

132: C.labiata fma.coerulea 

 ‘Blue Zone’ (OG) 

花全体が青くリップは小さい 

がリップがソリッドブルーの 

銘品です。 

５G  ￥３５，０００ 

  

 
 

133: C.jenmanii fma.s/alba 

       ‘Snow Ruby’ (OG) 

ジェンマのセミアルバは希少です。 

リップ大きくソリッドで濃いルビー色 

になる大変美しい個体です。 

BS 5G ￥３８，０００ 

134: C.jenmanii fma.alba 

       ‘Angel Wings’ (OG) 

前回問い合わせが多かったアル 

バ個体。リップがクリっとして可愛い 

感じの大輪美花です。 

BS 5G ￥３８，０００ 

135: C.jenmanii fma.alba 

       ‘White Scandal’ (OG) 

NS16ｃｍの大輪でストレスなく開く 

大変目立つ花です。ｼ゙ｪﾝﾏﾆｰアル 

バは大変希少です。Lも大きい。 

5G ｼｰｽ付 ￥５０，０００ 

136:C.jenmanii fma.coerulea 

    ‘Blue in Blue’ (OG) 

澄んだ青紫色のペタルで濃 

いリップは丸く細かい点が入 

る個体です。 

BS 5G ￥３８，０００ 



 
 

 
 

137: C.jenmanii fma.rubra 

    ‘Black Diva’ (OG) 

当園でもトップクラスのルブラ 

個体です。色形サイズ Good 

７G  ￥６０，０００ 

138: C.jenmanii fma.rubra 

    ‘Kobe Night’ (OG) 

やや細身ですがルブラ度は 

最高レベル。 

5G シース付 ￥３５，０００ 

139: : C.jenmanii fma.rubra 

      ‘Double Passion’ (OG) 

P幅広の安定した花形のル 

ブラです。まだ進歩しそう。。 

６G  ￥３５，０００ 

140: C.jenmanii fma.rubra 

    ‘Elegant Dancer’ (OG) 

切れ味良い花形はルブラ 

度が UP すごく良い個体 

６G シース付 ￥３５，０００ 

 

  
 

 

141: C.jenmanii fma.rubra 

       ‘1611.2501’ (OG) 

花形はこれから、ベターっと 

した濃色ﾙﾌﾞﾗ個体です。 

 

６G  \４００００ 

142: C.jenmanii fma.rubra 

 ‘Isabella’ (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 4G ￥３５、０００ 

143: C.maxima fma.alba 

‘Anastasia’ (OG) 

純白で花形の良い自然種で、 

大きくなる海タイプの希少個 

体です。 

４G ￥５０，０００ 

144: C.mossiae f.s/alba 

‘Angel Ring’ (OG) 

セミアルバですがリップ周辺 

がピンクの覆輪となるモシェ 

では珍しい色彩の美花。 

5G  ￥３５，０００ 

 

   

145: :C.maxima f.amarelo 

   ‘Aroma Yellow’ (OG) 

極ピンク一色でリップは筋が無く白、 

中央に黄色のラインのみ入る自然 

種、大きくなると２０輪以上咲く。 

２ｂ＋N ￥５０，０００ 

146: C.amethystoglossa  

  [f.semi-alba x self ] 

ハワイで開発された 2倍体の 

セミアルバますが、それがま 

た雰囲気が良い。 

1作開花株  ￥１２，０００ 

147: :C.amethystoglossa 

   ‘All For You’ (OG) 

極良型の４N系銘品です。点も大き 

く見事に開花します。バック吹かし 

のお買い得株です。 

２ｂ＋N  ￥３５，０００ 

148:C.amethystoglossa  

f.linasina‘Pure Jade’x self 

黄色みを帯びた無点で美しい新 

色です。この個体のセルフ苗販売 

開花まで2年  

３．５号  ￥１２，０００ 

  

 

 

149:C.warscewiczii  (OG) 

fma.coerulea ‛Blue Gem’ 

銘花イタンゴの子供で本当に青い! 

リップ更に濃色でレモンイエローの 

目が際立つ素晴らしい個体です。 

 ７G 4.0号 \４０，０００ 

150: :C.warscewiczii  (OG) 

fma.coerulea ‘Sky High’ 

花全体が青い個体でリップが大き 

いのも特徴です。花全体が爽やか 

な青紫色になる巨大輪。 

 ４G+N ￥４０，０００  

151:C.warscewiczii 

f.coerulea ‘Murasakishikibu’ 

花形は普通ですが強健で5～7輪 

も開花する青紫が濃い選抜個体で 

す。 

6G 4.5号  ￥４０，０００ 

152:C.werscewiczii 

fma.coerulea ‘Bluece’ 

TKの子供でゴツゴツの株姿、青 

紫色のリップと白い花びらの対比 

が素敵な個体です。 

 ４G 4.0号 ￥３５，０００ 



 

 
 

 

153:P.rothschildianum 

[Kuang Hua Village x ST26] 

台湾のSM入賞花同士を使用した実 

生 UD7ｃｍ NS30cm以上の巨大輪 

開花 (リーフスパン50cm) 

 ４．０号  ￥２５，０００ 

154: Paph.liemianum 

[‘Taka’ x ‘Daiane’BM/JOGA] 

真ん丸でペタルW抜群で入賞狙い 

葉もまん丸！UD白い覆輪でLピン 

クや濃色もでる2種類の実生有り 

    開花株  ￥６，５００ 

155: Paph.fairianum 

     国産シブリング 

現在売り物が無くなったフェイ 

リアナム。小型で赤い筋が人 

気の品種。今が買い時です。 

NBS  \６，５００ 

156: Paph.venustum 

  ‘Taniguchi’ BM/JOGA 

幅広 Pが明るいオレンジ色に 

なる葉に模様が無いタイプの 

銘品で強健な個体分け株。 

    開花株 ￥２５，０００ 

 

 

  

157: Stenosarcos Vanguard 

     ‘Fire Ball’ JC/AOS 

深緑の葉にハ白い模様が入り 

観賞価有り。赤い大きなネジ 

花タイプの花が咲く強健種 

BS 4号鉢  ￥７，０００ 

158:Sarcoglottis sceptrodes 

‘Silver Sword’ (OG) 

艶のある緑葉にシルバー色の 

模様が美しい。中型でグリー 

ンの面白い花が咲きます。 

BS 4号鉢  ￥５，０００ 

159: Eulophia 

petersii (OG) 

手首程ある太さのバルブは圧 

巻！強健で珍花が開花砂漠 

に生えると言われる原種。 

BS  5号鉢  ￥３０，０００ 

160: Eulophia 

petersii compacta (OG) 

左と同種扱いでスリムな個体 

です。アフリカン。葉は細く固 

いギザギザ葉 珍種です。 

BS 4号鉢  ￥１３，０００ 

 

 

 

 

161: C.warneri fma.coerulea 

     ‘ Mama ’ (OG) 

リップがベタ青になり素晴らし 

い形と共にセルレアの代表種 

銘品です。 

３G  ￥３０，０００ 

162: C.maxima fma.s/a-striata 

‘ White Legend ’  (OG) 

特に白さが強調されるセミアルバ 

リップも同色で模様がにじまない 

素晴らしい個体です。 

４G 中 ￥２５，０００ 

163: C.maxima fma.s/a-striata 

    ‘ Happy Gift ’ (OG) 

リップの色が赤身が強く大変目立つ 

セパルも立ちペタルもよれない安 

定した花形の美花です。 

５G 開花株   ￥２３，０００ 

164: C.walkeriana  

      ‘Madonna’ (OG) 

リッチなチポカラーで中輪ながら 

極良型の素晴らしい個体です 

日本ワルケのトップクラスです。 

開花株 ３G ￥４０，０００ 

 

 
 

 

165: C.violacea fma.picoty 

 ‘5.9.12.C6.0’ (OG) 

写真よりも鮮やかな濃色ピンクで 

白い模様が入る。良型のセレクト 

開花株 ８G \４０，０００ 

166: C.percivaliana rubra 

      ‘ Black Desire ’ (OG) 

マルモラーダ系の濃色整形美花 

久々 の株分けです。 

開花株見込み 3G ￥６０，０００ 

167: V.Grove’s Dream 

魅力抜群！原種のセルレアが直接 

親の低温性で模様が無い白花です 

小型で開花する新発売品種。 

開花株  ￥６、５００ 

168: Den.Thomas warne 

サンデレーとシュウェッツチーの 

交配で雄大に開花し魅力抜群！ 

リップに赤模様が入る個体も有る 

開花株  ￥５、０００ 



 

 

 
 

169: C.mossiae f.coerule 

[ ‘Scotch Mist’ x self ]    

既に親を上回る美しいセルレアが 

各地で咲き出した自家製実生。 

     最終販売となります。 

３号鉢 ￥４，０００ 

170: C.alaori f.alba x self 

花サイズ形共に優れたアルバ個 

体のブラジル産実生です。今季初 

花開花予定株 限定5株販売 

 

開花株 ￥１５，０００ 

171: C.amethystoglossa 

[ flamea ‘Rosy Glow’ x self ] 

咲く環境によりフラメア模様に 

なる４倍体の銘花のセルフ 

最終販売品 

３．５号 ￥１２，０００ 

172: C.crispa f.flamea        

  ‘Wenzel Splash ’ x self 

 オリジナルに似た花やそれ以上 

の個体も開花したオリジナル実生 

今回最終販売となります。 

4号鉢 ￥８、０００ 

             

173: walkeriana ‘Joel de Silveira’SM 

     X  rubra ‘Boa Sorte’  

花形やルブラ度を追求した自家製実生です。 

新しいリッチカラーの濃色チポを狙いました。 

今回の目玉品です。愛倍容易なようです。 

 

(WO-433)   ２．０号鉢 ￥２，５００ 

174:walkeriana f.albescens ‘TK Hawaiian’ 

   X fma.perola ‘Awayuki’  

ハワイ系お得意の４N系を求めたアルバから白 

弁ピンクリップまでを狙った自家製実生です。 

巨大輪で固い花弁が特徴です。実生数が少な

いので今回で最終販売となります。 

  (WO-377)   ２．５号鉢 ￥３，８００ 

175:  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)    ２．５号鉢 ￥３，５００ 

            

176: 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)   ２．５号鉢 ￥３，０００ 

177: 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)  ２．５号鉢 ￥４，０００ 

178: 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 

           

179: 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)  ２．５号鉢  ￥３，０００ 

180: 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-393)      ２．５号鉢  ￥４，０００   

181: 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-401)     ２．５号鉢 ￥３，０００  

× ×

× × ×

××

×

×



        

      

182:[ Epi.popax ‘Red’ 

X Epi. melanopolpyleum] 

ペルー産の黒い中型エピデンと 赤い変種 

のポーパックスの面白みのある実生です。 

どんな花になるか全く不明。 

2.5号鉢 開花株予定株 \３，０００ 

183:C.lawrenceana  

[ fma.albescens X self ]  

とても珍しい色彩で白弁でリップが薄いピン 

ク色になる個体のセルフ苗です。４N系で 

葉は固くいい花が咲きそうです。 

２．５号鉢  ￥１２，０００ 

184: 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  

             

185: 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！ 

２．５号鉢  ￥３，５００ 

186: 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 

187: maxima s/alba’Pharaoh’ 

X  f.s/alba gigantea ‘Hector’  

咲く環境により完全なセミアルバも多数開花する 

実生です。ギガンテアタイプのセミアルバヘクタ 

ー使用！ 最終販売となります。 

  1作開花株 ￥１２，０００ 

              

188: Psh.mariae ‘Select’ 

x C.tenebrosa ‘Walton Grange’ FCC/AOS 

中型の面白い交配種が開花します。花のサイズは 

かなりデカくなると期待しています。ワカウィチー 

系の第二弾です！栽培も容易で来期中に開花予 

定をしています。お早めにお求めください。 

３号鉢   ￥４，０００ 

189: C.trianae  

[ ‘Patoriot’  x  trilabelo ‘Lia’ ] 

この実生は一番大きくなり雄大に開花すると 

思います。既に素晴らしいゆったりとしたトリ 

ラベロが出だしています。初花チポでも作り 

こむとトリラベロに変化することが多々 ある。 

３．５号鉢  ￥５，０００   

190: 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 

既に納得の物が咲き出しています。 

３．５号鉢 NBS ￥５，０００ 

     

191: 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。 

４．０号鉢 開花株 ￥８，０００  

192: 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  

193: C.percivaliana f.rubra  

[ fma.marmorada x ‘Sumit’ ] 

ルブラとサミットの交配ですが大体濃色のルブラ 

（マルモラーダ）が開花してきます。マルモラーダ 

よりも花形が数倍改良されています 

開花可能株 ３．５号鉢  ￥２５，０００  

× ×

×××

×× ×



             ◆ 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 

９．０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。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物 

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。吊り具のスタンダード。 

S （ 長さ約３０ｃｍ） ￥３８０ 

M （ 長さ約５０ｃｍ）  ￥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) 

特に粉カイガラ虫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  

軟腐病治療に効果があるが連用は 

できない。   (水和剤１００ｇ) ￥１，７００ 

１７：ジマンダイセン 

(水和剤２５０ｇ) ￥８５０ 

黒点黒斑病等菌類に使用可 

１８：アグレプトマイシン 

（水和剤 100g）￥８００ 

軟腐病や細菌感染予防に効有り 

                

１９：カイガラ虫エアゾール（1本） 

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： ガビオタ １２：２４：２４ 

美しい花を咲かせる肥料として一

番使われている肥料です。 

    400g １個 ￥２，５２０ 

               

２４：マイキラー（1本）ナメクジ駆除剤 

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個) ￥１,０００ 

新発売！水に強くなった巻くだけで 

ナメクジを退治！粒剤で安全です 

２６：支柱キャップ ￥４００ 

葉傷や目に安全！支柱曲げ不要！ 

Ｓ・Ｍ・Ｌの３サイズ 約１７０~２００個  

 

 

 

 

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 



 

 

 

  

３５： 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！  １ℓ ￥１,３４０ 

３６：洋ラン大全  

久々のラン専門書籍発売！ 

色んな情報が詰まってます 

     \３,６００  

３７：コルク板 

30cm ｘ 45cm 特大版 

近年入手困難品 

（1枚の価格）￥２，８００ 

３８：ヘゴ板 

18cm x 25cm  

近年価格高騰しています 

（1枚の価格）￥１，８００ 

  

   

３９：チークバスケット ４角 

タイのチーク材使用の丈夫で 

根の張りが良いスタンダード 

 (２個組) \１,５００ 

４０：チークバスケット ８角 

タイのチーク材使用で腐ら 

ない。８角で色んな蘭に合う 

    (３個組) \２,３００  

４１：プラスチックバスケット 

便利に使えるプラスチック性 

希望者多数の為販売開始 

Ｓ\１００ Ｍ\１５０ L\２５０ 

４２：ボードバーク不定形 

奥中国産固め松皮、非常 

に活着が良い小型蘭に！  

１個￥３００ ４個★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 6弾 

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

 ＊このリストの No.１９４より No.２７４は割引対象外となります。２０％割引期間中のみ１０％割引を適用します。 

 

番号 品種名 メモ バルブ数 

1鉢 ￥5,000均一販売 

1９４  ワカヤマオーキッド実生の既開花株、実生一鉢丸ごと「お試し株」販売です。      

a)トリアネ b)ラビアタ c)ジェンマニー d)マキシマ e)ワルケリアナ からお選びください。 
開花株 

1９５ C.aurantiaca ‘Kodama’ (OG)  ３ｂ＋１G 

１９６ C.gigas ‘Gigante de Cuite’ (OG)  6G 

１９７ C.gaskeliana fma.alba ‘Mistral’ (OG)  4G 

１９８ C.percivaliana ‘Thiago’ (MC)  5G 

１９９ C.maxima 店主にお任せ！  BS 

２００ C.percivaliana ‘Summit’ FCC/AOS (OG)  ６G 

２０１ C.intermedia fma.flamea ‘Sander Aki’ (OG) 3.5号 ４G 

２０２ C.intermedia fma.flamea ‘Ecstacy’ (OG)  ６G 

２０３ C.walkeriana ‘Leilani’ HCC/ACWJ  (OG)  4G 

  ２０４ C.trianae ‘Sangre de Toro’ (OG)    ３G 

1鉢 ￥１０，０００   均一販売 

２０５ 
C.trianae fma.trilabelo 既開花株 トリラベロ確認個体を在庫処分格安販売します。 

色んなトリラベロがありますので何株でもどうぞ！全て違う花が咲きます。「お任せ株」 開花株 

２０６ C.nobilior Chefe Guerreiro’ (OG) 3.0号 3G 



２０７ C.walkeriana ‘Perrito’ (OG)   4G 

２０８ C.hardiana fma.semi-alba ‘E.B selection’ 3.5号 ４G 

２０９ C.schroederae ‘#158’ (OG)  3G 

２１０ C.labiata fma.coerulea ‘1110.18.5’ (OG) 3.5号 5G 

２１１ C.labiata fma.amesiana ‘Wenzel’ (OG)  ４G中 

２１２ C.labiata fma.rubra-flamea ‘1309-30-1’ (OG) 3.5号 ４G 

２１３ C.warnerii fma.mosca-concolor ‘1605-1708’ (OG) 3.5号 ６G 

２１４ C.gigas ‘Rome’ Jungle Plants (OG) 3.5号 6G 

２１５ C.maxima ‘Spiders Net’ (OG)  Jungle plants 筋花美花  ７G 

２１６ C.maxima  ‘Yellow Eyes ’ (OG)    4.5号 ７G 

２１７ C.mendelii ‘The King’ (OG) 3.5号 ４G 

２１８ C.tenebrossa ‘Primavera’ (OG)  2G+N 

２１９ C.Mem.Dr. Peng ‘Deep’ AM/JOS (OG) 4.0号 ５G 

２２０ C.Gila Wilderness ‘Takara Sienne’ PC/JOS   6G 

２２１ C.trianae fma.concolor ‘Super Model ’ (OG)  3G＋N 

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

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

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

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

1鉢 ￥１５，０００   均一販売 

２２６ C.nobilior fma.coerulea ‘Mastor’ (OG)  3G 

２２７ C.nobilior fma.coerulea ‘Skymint’ (OG) 良株  6G 

２２８ C.nobilior ‘Antonio Demundo’ (OG) 2.5号 2G+N 

２２９ C.nobilior ver.amaliae ‘Floresta de Flor’ (OG) 自然種  ４G 

２３０ C.walkeriana fma.suave-flamea ‘Pink Dorphin’ (OG)  5G 

２３１ C.walkeriana fma.rubra ‘Dark Estrella’ (OG)  6G 

２３２ C.walkeriana ‘Canbara’ (OG)  6G 

２３３ C.walkeriana fma.rubra ‘Black Shark’ (OG)  4G 

２３４ C.walkeriana fma.rubra ‘Kiss of Fire’ (OG)  5G 

２３５ C.trianae fma.flamea 'Yami'(OG) 4.0号 ７G 

２３６ C.trianae ‘Mary Fennel’ (OG)   4G 

２３７ C.trianae fma.semi-alba’Mother Dominican’ (OG)  2b+N 

２３８ C.labiata fma.coerulea ‘Blue Shock’ (OG) 3.5号 ５G 

２３９ C.labiata fma.semi-alba ‘Fragrance Queen’ (OG) 大株 5.0号 ８G 

２４０ C.violacea fma.semi-alba ‘NO.3’ (OG) 4.0号 4G 

２４１ C.violacea fma.flamea’Paharo de Fuego’ SBM/JOGA (OG) 3.0号 3G 

２４２ C.violacea fma.rubra ‘Esplade de la Defense’ (OG)   4.0号 5G 



２４３ C.lueddemanniana fma.alba ‘’Dreamer’BM/JOGA (OG) 3.5号 5G 

２４４ Pot.(Pamela Farel x Dark Eyes) ‘’Barco Negro’ HCC/JOS (OG) 4.0号 4G 

２４５ Rlc.Dream Paradise ‘Temptation’ BM/JOGA (OG)   3.5号 3b+N 

２４６ Rlc.Orglade’s Discovery ‘Shimizu’ BM/JOGA (OG)   3.5号 3G 

２４７ C.labiata fma.mosca ‘Queen’ (OG)   3.5号 ４G 

                1鉢 ￥２０，０００   均一販売 

２４８ C.bicolor fma.coerulea ‘Dos Pinhos’ (OG)  H ３０ｃｍ    3.0号 ４G 

２４９ C.violacea fma.semi-alba ‘NO.3’ (OG)   3.5号 ４G 

２５０ C.violacea fma.s-alba-flamea ‘4.25.11.E4.0’ (OG) ハワイ選抜’  １０G 

２５１ C.violacea fma.s-alba-flamea ‘6.5.11.5’ (OG) ハワイ選抜  １０G 

２５２ C.lawrenceana ‘Elger Gletscher’ venosa type tipo   ５G 

２５３ C.labiata fma.rubra ‘Aloma Rosso’  (OG) 3.5号 ４G 

２５４ Rlc.Chyong Guu Chaffinch ‘Dixie Joy ‘ HCC/AOS (OG) 3.5号 ５G 

２５５ C.nobilior fma.semi-alba ‘Pure’ (OG)   2b+G  

２５６ C.jenmanii fma.rubra ‘Red Coral’ (OG) 4.0号 4G 

２５７ C.mendelii ‘Laurencian’ (OG)  素敵なメンデリーです  ４G 

２５８ C.percivaliana fma.aureana ‘Mounte de Ouro’ (OG) 4.0号 7G 

２５９ C.mossiae fma.s-alba ‘1604.0501’ (OG) 2 リード 良株  12G 

２６０ C.trianae fma.flamea ‘Yami’ (OG)   4.5号 7G 

２６１ C.trianae fma.rubra’Joan Croben Ponce’ (OG) 3.5号 ５G 

２６２ C.trianae fma.flamea ‘Cosmic Fire’ (OG) 巨大株 5.0号 ９G 

２６３ C.violacea fma.flamea ‘Snow Ruby’ (OG) 3.5号 5G 

２６４ C.walkeriana fma.suave-flamea ‘Sakura Stripes’ (OG)  5G 

２６５ C.teneblossa ‘#9’ (OG) レンガ色で巨大輪  ５G+N 

２６６ C.bowringiana fma.coerulea ‘Atsumi’ BM/JOGA (OG)  シース付き  8G 

                   1鉢 ￥２５，０００   均一販売 

２６７ C.maxima fma.alba ‘Anastasia’ (OG) 3.5号 ２ｂ＋N 

２６８ C.walkeriana ‘Joel de Silveira’ (OG)  5G 

２６９ C.purpurata fma.snguinea’ Suwada’ (OG) 4.5号 ５G 

２７０ C.violacea fma.s-alba-flamea’5.27.11 V5.0’ (OG) ハワイ選抜  ８G 

                     1鉢 ￥３０，０００   均一販売 

２７１ C.maxima fma.alba ‘Esplendido’ HCC/JOS  (OG)  2 リード 4.5号   ９G 

２７２ C.trianae fma.semi-alba’Mother Dominican’ (OG)   3.5号 ６G 

２７３ C.purpurata fma.carnea ‘Red Queen’ (OG) 4.5号  ３G＋N 

２７４ B.glauca ‘Green Field’ SSM/JOGA (OG) 世界一グリーンで美しい BS ６G 

    



Wakayama Orchids Special Collection  

    

 

4 年間大切に育て上げた株で来年はかなり豪華とな 

ります。リップ赤味があり目立つこと間違いなし！ 

1 花茎に 15～20 輪開花予定しています。 

株高５５ｃｍ ｘ２ ＋ ４５ｃｍ x４ 

（２７５）開花株 ６号鉢  ６バルブ ￥１２０，０００ 

     

 

非常に展開の良い花で、ペタル幅広く見た事がない 

覆輪となる。リップノーズ上部から先端まで真っ赤で 

山吹色の目がクッキリしており惚れ惚れする色彩。 

夏から秋咲の絶対お勧めの個体です。 

  （２７６）  開花株 4 バルブ ￥８０，０００ 

 

 

当店実生より選抜した個体です。5年間の歳月を 

かけ作り上げた株で写真のように 1花茎に 15～20 

輪開花すると予想。素晴らしい展示物になります。 

株高 60ｃｍ x 5  50cm x 5 40cm x 4 ２リード 

（２７７） 開花株 １４バルブ 6 号￥１５０，０００ 

     

 

惜しくも農林水産大臣賞を逃しましたが、素晴らしく 

ビビットなカラーが印象的なカトレアです。模様も変 

わっていて 1～2月に開花します。リッチなカラーを 

オリジナル株で是非お楽しみください。 

（２７８）開花株 5号鉢６バルブ ￥１００，０００ 

 

 

ミランダオーキッドの選抜個体で 4 年間育て上げた 

株です。点がハッキリとした個体で豪華に見えるセ 

ルレアです。株分けはしていませんのでこの株のみ 

個体名はご自由に！ 株高６０ｃｍ ｘ３ 

（２７９） 開花株５号鉢 １１バルブ￥８０，０００ 

 

 

極肉厚弁で株に力が出ると P 中央に白い模様が入 

る。ペタルは幅広く、先端には濃い赤色のフラメア 

となり、とても力強い個体です。展示会でも目立ちま

す。自家実生 5 つの指には入る大切な個体。 

（２８０） 開花株 ８バルブ ５号鉢￥１００，０００ 

C.maxima fma.s/alba-striata ‘Cool Beaty’ 

(OG) 

 

C.maxima fma.s-alba-striata ‘Lillian’ (OG) 

 

 

Rlc.Hsinying Baga ‘Hawaiian King’ (OG) 

 

 

Rlc.Last Dream ‘Vivian’ SM/JOGA (OG) 

 

 

C.trianae fma.trilabelo ‘El Carmen’ (OG) 

 

 

 

C.guttata fma.coerulea ‘０９４９’ (OG) 

 

 



                              

 

ペルーのモヨバンバエで選抜された自然種です。 

特に黄色がきれいですが実は真っ赤なリップの展 

開も良く交配親にも使用！強健種で大きな株。 

開花株 株高 50cm ５バルブ６号鉢 ￥８０，０００  

   

 

レタスグリーンの艶やかな花びらに、クッキリとした 

純白のリップにはよく見るとピンクの粉を散らした印

象がある。夏らしく感じる自然種個体です。夏秋咲 

（２８２）株高５０ｃｍ 開花株 4 バルブ ￥８０，０００ 

                       

 

9G巨大なボールになる 4倍体で赤の部分が濃くリップ 

の中の緑の部分が強烈に濃いため目立ちます。 

迫力満点に作り上げた株も必見です。 

（２８３）110cm 開花株 9 バルブ ￥１３０，０００ 

 （２８４） 

 

 

20年前にスラウェシから輸入した超選抜品の 2個 

体です。色が濃く形の良い’Juliet’とピンクの巨大 

輪で迫力ある‘Romio’。どちらも BM/JOGAですが 

今では評価以上のレベル。世界に誇れる一品。 

 

 

ハワイ作出の銘花。NS２０ｃｍも夢ではない、葉は 

細いが巨大輪で目立つ冬咲き！２０１７年 SM 入賞 

個体。小さ目ですが今回１発目の分け株を販売。 

（２８５）葉無し２バルブ＋４５ｃｍ 新芽 ￥６０，０００ 

     
 

ブラジルから入荷予定している覆輪で「天使の雫」 

が出来るペローラ系の最高品種。必ずこのように 

開花するとのこと！株も強健で栽培容易です。 

１０月中旬にお渡し予定、ご予約承ります。 

（２８６） 開花株 ４～５バルブ ￥１７０，０００ 

 

Den.smiliae ‘Black Hole’ (OG) 4 倍体系 

 

 

（２８１） C.rex ‘Yellow Gem ’ (OG) 

 

C.bicolor fma.albescens ‘Armageddn’ (OG) 

 

 

C.walkeriana fma.picoty ‘Contorno’ (OG) 

 

 

 

Bc.Morning Song ‘Aloha’ SM/JOGA  (OG) 

Den.glometarum‘Juliet’ 2G+2N ￥６５，０００ 

Den.glomeratum ‘Romio’ 4G+N ￥7５，０００ 

 

 


