12th.

和歌山らんフェスタ

日時：２０１9．6．1～2（sun.） １0:00 to 17:00 (最終日１６：００)
場所：和歌山 JA ビル１F （JR 和歌山駅前）
出店者：ワカヤマオーキッド・

久栄ナーセリー

大垣園芸 ・須和田農園

・万花園

5社

個別展示出展公募します！
誰でも参加が可能です。

豪華な褒賞を用意しています。

展示参加の場合は各出店業者 (集荷場所) にお早めにお問い合わせください。
５月３１日にリボン審査と JOGA メダル審査（ｴﾝﾄﾘｰ代と認定料必要）実施

和歌山らんフェスタ

SPECIAL LIST 201９

今回も各出店者のご協力により素晴らしい LIST が出来上がりました！是非ご覧いただきご
購入下さい！LIST 有効期限は２０１９．６．１まで

（表示価格は税込み価格となります）

1) ご購入希望の番号をメール・TEL・FAX でお知らせください。在庫をご確認いたします
2) お問い合わせの際は、下記連絡事項とお支払い方法をお書き添えください。
ご氏名 ・ご住所 ・電話番号（有れば携帯） ・到着希望日（６月５日以降となります）
（W－１～W45 のナンバーのみのご注文の場合、ご注文後すぐに発送させて頂きます）
＊割引に関して

W1～45 の品物に限り期間中１０％OFF となります。

3) こちらから在庫確認しご連絡します。
4) 送料全国一律￥１，６７４
5) お支払いは ①商品到着後に同送する郵便振替でのお支払い ②銀行振り込み
③ゆうちょ振込み ④代引き（別途 300～500 円）が別途必要。

6) TEL 073-444-2422 FAX.073-446-2506 MAIL shop@w-orchids.net

W-1 木付き開花株 ￥１０，８００

W-2 木付き開花株

Psh.karwinskii

Psh.citrina

プロステケア カルウィンスキー

￥1０，８００

W-３

1 作開花株

￥８，４００

C.purpurata carnea
[ ‘Red Lip’ x self ]

プロステケア シトリナ

メキシコ産入手困難な旧エンシクリア。

メキシコ産入手困難な旧エンシクリア。

パープラータ カーネア

シトラスの香りがする。初夏咲きの巨大

シトラスの香りがする。初夏咲きの巨大

新しくブラジルから輸入した実生で

輪です。シトリナとは違うと言われる自

輪です。栽培法はお尋ねください！以

す。リップが特に赤みが強く新時代の

然種です。今回初入荷！

外に成功します。

カーネアとなるでしょう。

W-４

W-５

W-６ 2.５号鉢

３号鉢

開花株 ￥６，４８０

開花株 ￥６，８０４

￥２，７００

Cuitlauzina pendula

Paph.liemianum sib.

キトロージナ ペンデュラ

パフィオ リーミアナム

[‘Aludebalan’SM x ’Aphri’SM ]

今回メキシコの自然種を入荷する事

国産実生としては高いレベルの花が

シレリアナ 実生

が出来ました。入手困難な原種です。

開花する実生です。既に入賞花も続

巨大で筋が鮮明なリップを持つ個体と

どんな花が咲くのか？楽しみです。

出！開花株でのご提供です。

定評ある巨大輪との SM 同士のコラボ

売れてます！

です。期待十分！

W-７

開花株 ￥１０，８００

W-８ ２．５号開花株

C.schllerian

￥12,960

W-９

２.５号

開花株 ￥４，１０４

L.albida fma.splash (JP)

Amesiella monticola

レリア アルビダ スプラッシュ ﾀｲﾌﾟ

アメシエラ モンティコラ

人気抜群のメキシコ産原種。自然種

メキシコの自然種入荷！前回好評

ボウ蘭似の花形で巨大輪 白基調の

入荷！今回良い株です。低温性。冬

につき再輸入しました。ほとんど変 花が多くリップは赤になるみたいです

は直日で育てます。トライしてくださ

わらない花が開花するようです。

い！素晴らしい花です。

12～1 月開花。低温性小型美花。

L.speciosa (=L.majalis)
レリア スペシオサ

香りは勿論あります！低温性！

W-１０

開花株

￥4,320

W-１１

開花株

￥6,４８０

W-１２

開花株

￥4,320

Phal.lindenii

Phal.speciosa ‘Red Panda’ (MC)

Phal.speciosa Pandat type

ファレノプシス リンデニー

ﾌｧﾚﾉ スペシオサ レッドパンダ

ファレ スペシオサ ニューカラー

小型原種です。入所困難で人気がり

実生を重ねた結果白かった花がショッ

実生重ね、バー模様だけだったのが

ます。ピンクの筋花が可憐に下垂咲き

キングバイオレットにまで変化した特

ベタ赤に進化したパンダ系と呼ばれる

します。初夏～秋咲き。

別な個体です。新商品！

新しいカラーです。

W-１３ 1 作開花株 ￥３，０２４

W-１４

W-１５

Phal.amboinensis ‘Nicole’ AM

Phal.schilleriana ‘Pink Butterfly’

ファレノ アンボイネンシス ニコル

ファレ シレリアナ ピンクバタフライ

‘Select orange’

原種。特に花が丸く、斑点模様が粗く

花は丸く大きいのはともかく、葉が

アスコセントラム ミニアタム

はっきりした個体です。美しい茶色で

シルバー色部分が多く斑点も大き

大バスケットに入った巨大株です。

艶やかなワックス状の花。

くて大変美しいのも魅力です。

特にオレンジが濃い個体です。展示

開花株 ￥４，８６０

開花株

￥21,600

Ascocentrum miniatum (OG)

会で入賞可能！７～１０芽立ち

W-１６

開花株 ￥5,400

W-１７ １作株バスケット￥４，３２０

W-１８ バスケット 1 作株

Plectrelmintus caudatus

Sobennikoffia robusta

プレクトレルミンタス コーダタス

ソベニコフィア ロブスタ

Sobennicoffia humbertiana

中型のアフリカン人気種！大きな花

マダガスカルの蘭でユンークな花形

ソベニコフィア フンバーティアナ

が下垂咲きします。根もバンダの様に

の多輪性です。夜に良い香りがしま

ややロブスタよりも大型。形態や花の

太く捻じれるので面白い原種です。

す。栽培容易。

感じも良く似るが集めたくなりますよ

￥５，４００

ね。

No picture

W-１９

4.0 号 4G ￥３７,８00 W-2０ ５G1 作開花

C.warscewiczii fma.coerulea
‘Ituango’ (OG)

￥1２、９６０

W-2１

開花株

￥54,000

８G 開花株 ￥１９，４４０ C.mossiae fma.coerulea
C.warescewiczii fma.semialba
‘Love Dream’ (OG)

有名なセルレア個体で大変高価だっ

‘Azul de Ouro’ (OG)
特にリップが黄金色になり目立つセル

た個体です。来年は開花する株です

有名なセミアルバ巨大輪です。独特 レア入賞個体です。青色もなかなか

青がまぶしい！限定 1 株

な花形も魅了ですね。格安販売！

濃い色に仕上がります。限定 1 株

W-2２ 開花株 3G ￥５４，０００

W-2３

W-2４

C.tenebrossa

C.percivaliana marmorada

‘Walton Grange’ FCC (OG)

3 号 1 作 ￥３２，４００

パーシバリアナ マルモラーダ

開花株

￥１０，８００

C.grandis （JP）
グランディス

希少なオリジナル個体の販売です。

写真は兄弟株です。濃厚な色の花が

販売されていることが少ない中型

NS20ｃｍにもなり巨大輪です。

開花しています。1 株限定販売。

のレリアで面白い花形で。初夏咲き
の品種。

W-2５

1 作開花株 \２１，６００
2.0 号鉢 ￥10,800

C.nobilior amaliae-striata

W-2６

2 号鉢 ￥2,700

C.nobilior amaliae semialba
[‘Pure’ x ‘Cicio’]

W-2７ 1－２作 2.5 号 ￥４，３２０
C.nobilior matoglosso
[ ‘Antonio Demond’ x ‘True Diamond’]

‘Mascaras’ SM/JOGA (MC)

ノビリオール アマリエ セミアルバ

ノビリオール マスカラス

白弁でリップが赤くなる+ペタルに赤い 遂に開花してきました！濃色でリップ

ノビリオール マットグロッソ実生

自然種からの希少な選抜で花全体に

クサビ模様がｱｲﾙ特別な色彩狙いの

が幅広の狙い通りの結果が期待でき

ものすごく筋が浮き出ます。中輪なが

実生です。とても美しいです。

ます。強健ですし是非 1 鉢お持ちくだ

ら花形も良く大変人気がある。

さい！

W-28

開花株 ￥５，４００

W-29

開花株 ￥5,400

W-30

開花株

￥3,240

Den.garrettii

C.pygmea

Dockrillia striolata

デンドロ ガレッティー

カトレア ピグメア

ドックリリア ストリオラータ

やっぱり可愛い葡萄色のリップはたまり

世界最小の可愛すぎるカトレア原種

旧デンドロ属でオーストラリア原

ません！大株になると咲き乱れ花持ち

秋咲記品種、葉よりも花の方が大き

産の希少品種です。小型で草状が面

も良い人気品種。

い！水が好物です。人気上昇中の品

白く現在人気↑花径 1.5cm の巨大輪

種です。自然種販売！

W-31

2 号 開花株 ￥2,700

W-32

2.5 号開花株 ￥3,240

W-33

木付き開花株 ￥４，１０４

Bulb.walichii

Bulb.tripaleum

Den.elliotianum

バルボ ワリシー

バルボ トリパレウム

デンドロ エリオティアナム

初入荷の小型落葉性バルボです。

最新品種！花の一部が垂れ下がり

ミャンマーから初入荷の極小型デ

花径２ｃｍ程でプロペラ系下垂咲きす

しかもマーブル模様！バルブは凸凹で

ンドロ。落葉性で高額で取引される

るオレンジの見事な花です。

神秘的！落葉種で小型です。

品種です。

W-34 開花株 板付き \４，８６０

W-35

W-36

Bulb.repensu

Bulb.physometrum

Den.canalicuratum

バルボ レペンス

バルボ フィソメトラム

デンドロ カナリキュラタム

目玉が沢山あるかのように見える深

花の中から変なものが飛び出す珍花

久々に自然種が入荷！人気の高いオ

紅色の小型バルボです。新しく入荷し

2 枚葉でバルブが透明感がありプチプ

ーストラリア系原種です。小型のケー

ました。若い方々に人気があります。

チしているのが可愛い！SNS で人気

ンタイプです。黄色と赤が美しい。

の小型バルボ！

木付木で販売します。

開花株

￥3,780

開花株

￥７，０２０

W-37

開花株 ￥14,580

W-38

開花株

￥３，０２０

W-39

開花株 ￥3,020

Trichocentrm stacyi

Trias picta

Trias oblonga

トリコセントラム ステイシー

トリアス ピクタ

トリアス オブロンガ

棒状で１ｍにも伸びる葉は見事で、そ

小豆色で三角形の花はとても可愛

初入荷の品種で黄色から黄色茶まで

こから何と極巨大輪の花をエネルギ

い。ドットも細かく気に入っています。

の変化がある。赤系の筋が花っ全体

ッシュに咲かせる秋咲のオンシの仲

葉はエメラルドグリーンに光の加減で

に入りアクセントとなる。

間です。人気上昇中！

光るのも素敵です！小型の蘭です。

バルブがまん丸で可愛い小型品種

W-40

W-41

W-42

NBS

￥4,860

開花株

￥４，３２０

開花株

\4,320

Aer. [somalensis x mystacidii ]

Rlc.Village Chief Hadache’G.B’

Rlc.Taiwan Cief Wine’Van Gogh’

エランギス ソマレンシス交配

ビレッジチーフハダチェ ゴールデンベビー

タイワンチーフワイン ヴァンゴー

小型のエランギスで葉の形が大きく波

最新オレンジ黄花、リップが今までに

明るめの濃いワインレッド最新品種

打ち面白い。加えて凄く固くこれも人

無い感じで魅力抜群です。11～2 月咲 P 幅広くオーバーラップする冬秋木

気の秘密でしょうか？若い方が大好き

きの美花お勧め品。

の美花お勧め品。

W-44

W-45

です。

W-43

開花株 ￥3,240

開花株 ￥６，４８０

開花株

￥5,400

Ascocentrum pusillum

Vanda coerulea Duwarf type

Den.eximium エクシミウム

アスコセントラム プシラム

バンダ セルレア ドアーフタイプ

春の蘭展で良く入賞する中型原種セ

再入荷のアスコセントラムは極小で

写真の様な真ん丸なセルレアが咲く パルには白い毛の様な突起があり面

す！手のひらサイズで開花！

アメリカで バカ売れ してい る実生で 白い。リップはショッキングピンクで目

濃いピンク色の美しい花が咲く一度咲

す。今回株が大きく今シーズン開花し 立つ。草丈３０ｃｍ花径６ｃｍ美花。

かせて見たくなる品種です。

ます。

古いバルブからも開花する！

K-４６

1 昨～開花ｻｲｽﾞ \3,240

Van. Pinky, red
Van. ピンキー, レット

(MC)

K-４７

開花サイズ

\6,480

K-４８

開花サイズ

\8,640

Bulb. mastersianum (Big Flower)

Bulb. maximum (=oxypeterum)

Bulb. マスターシアナム （選別分株）

Bulb. オキシペタラム

(V. falcata(風らん) x Rhy. gigantea )

ボルネオ

特別大きな花を咲かせる

花弁全体が濃赤色となる今まで実生

選別個体オリジナル分け株です。」

大変美しい鮮黄緑色の小花を順次咲

でも大変高価であった、ピンキーの

黄オレンジの花色が映える美花。

かせる希少種。同種のアルバタイプ

メリクロン苗。 新発売

K-４９

3 号鉢

中央アフリカ 花茎 50cm 程になり、

とイメージするとよい。

\12,960

C. warscewiczii, concolor strain

K-５０

2.5 号鉢

\3,240

C. maxima, rubra strain

K-５１

BS 確認個体 \9,720

Den. polyanthum fma. albescens

C. ワーセウィッチ, コンカラー系

('Gorgeous' SM X 'Natural World' JC)

今まで見たことがない、極めて希少

多数の花をつける SM 受賞の最高個体

のど元に極僅かに赤紫色の入る個体

なコンカラー個体のセルフ苗

に、極濃赤色の色彩をもつ個体との

で、リップは極淡くクリーム色。

写真は交配親

交配で、極濃赤色の多輪花が期待でき

アルバム個体よりむしろ美しいと人気

る最も有力な交配です。参考写真

の色彩。選別した確認株。

K-５３

K-５４

K-５２

BS

\5,400

LS 約 30cm \21,600

Den. ポリアンサム,

開花サイズ

アルベッセンス

\8,640

Paph. Mikawa Legacy

Paph. sanderianum

Phal. violacea, Indigo (MC)

ミカワ レガシー

サンデリアナム

Phal. ビオラセア, インディゴ(MC)

(Hamana Soul X Tsukuba Lemon)

ペタルがかつてないほど伸び、１M に

花形もたいへん良く、花弁先端まで

高確率に優秀花が開花し話題となっ

もなる親と、花弁幅広な濃色優秀花

全体が藍色の色彩となるビオラセア,

ている交配。既に未開花苗はあと僅

による最高交配と言われるシブリン インディゴの優秀花のメリクロン。

か。

グ実生苗です。参考写真

参考写真

開花例

S-55

開花例

開花例

３号鉢・1 作苗 ￥３，７８０．

S-56

３号鉢・1 作苗

￥３，２４０．

S-57

３号鉢・1 作苗 ￥４，３２０．

Rlc.Queen’s Century
クイーンズセンチュリー

C.(Mini Purple×Final Image)

(Rlc.First Class×C.Circle of Life)

(ミニパープル×ファイナルイメージ)

(ファーストクラス×サークルオブライフ)

A3637

A3667 実生未開花株

A3687 実 生 未 開 花 株 入 賞 花 が

実 生 未 開 花 株 (Twenty

超有名な

First Century×California Queen) ミニカトレアに花径 21cm を超える

続々と生まれているミディ系の当た

の実生です。明るい赤色の中輪花 白の極大輪花を交配しました。蛍光

り交配です！個体差は当然あります

が咲き始めている良交配です！

ピンクの良花が咲き始めています。

が、レベルの高い花が咲いています

S-58

S-59

S-60

３号鉢・1 作苗 ￥３，２４０．

C.Miss Harris

２号鉢・２作苗 ￥３，７８０．

３号鉢・２作苗 ￥３，２４０．

Ａ３７１２ 実生未開花株 (mossiae ×

C.(warneri×violacea)
（ワーネリ × ビオラセア）

schilleriana)130 年以上前に登録され

Ａ３７１５ 実生未開花株 カトレアの原 ×tenebrosa)の交配ですが、花粉親

た品種をセルレア同士でリメイクしま

種同士の単純交配ですが、未だ登録

のテネブロッサはゴールドメダル受

した。花弁に光沢のあるセルレア花を

名のない掛け合わせでした。ミスハ

賞の極大輪花を使用しました。どんな

期待します。果たして紫で咲くのか？

リス同様セルレア花を期待します！

良花が咲くのか？今から楽しみです

S-61

S-62

S-63 メリクロン 1 作苗 ￥５，４００．

ミスハリス

開花サイズ ￥２７，０００．

C.Pulcherrima オリジナル分け株
‘Beach Valley Girl’ BM/JOGA

開花サイズ ￥３２，４００．

Ctt.Tutankamen ‘Push’
ツタンカーメン ‘プッシュ’

C.Pacavia パカビア
Ａ３７１８ 実生未開花株 (purpurata

Ctt.Pacific Mission ‘Evolution’
パシフィックミッション

新発売

‘エボリューション’ SM/JOGA

プルチェリマ ‘ビーチバレーガー

オリジナル分け株銘花チョコレート

ル’

ドロップを更に進化させた品種で、 秋咲きの多花性品種ですが、ここま

パープラータ系の初夏咲き品種で

最大２０輪程の中輪花を一花茎に咲 でボリューム満点の花はまずありま

す。丈夫で株立ちも良く大株仕立て

かせ大変見事です。３バルブ・５号鉢

に向いています。シース付き４．５号鉢

せん。元気に育てましょう！３．５号鉢

開花例

S-65 ７号浅鉢・大株 ￥１０８，０００．

S-66

C.tenebrosa fma.alba ×self

C.purpurata fma.sanguinea ‘Beatriz’

C.maxima ‘Nature Magic’ NEW

テネブロッサ、アルバ × セルフ

パープラータ、サンギネア ‘ベアトリス’

マキシマ ‘ネイチャーマジック’

初夏咲きの大輪原種ですが、普通色

オリジナル分け株 濃い赤紫色が美

オリジナル分け株 人気のマキシマ

の茶色ではなく、珍しいアルバ色の

しいサンギネアの中でも花弁がフラ

ですが、近年特に注目を浴びるペル

苗です。既に兄弟株が咲き出しており

ットで大輪の選抜個体です。１５バル

ー産の矮性極濃色タイプです。昨秋

全てアルバで咲いてきています。

ブ・シース３本付きの大株を特価で！

株分けし、価格も見直しました。3.5 号

S-67

S-68 開花サイズ ￥１６２，０００．

S-69

Graphorkis concolor var.alphabetica

Ansellia africana ‘Primero’ NEW

Den.farmeri fma.album

グラフォルキス

オリジナル分け株 FCC/AOS,SSM/JOGA

S-64

３号鉢・実生 1 作苗 ￥５，４００．

実生開花サイズ ￥８，６４０．
珍しい！

コンカラー、アルファベティカ

アンセリア

アフリカーナ ‘プリメーロ’

開花サイズ ￥５４，０００．

開花サイズ

￥１９，４４０．
NEW

‘Peterborough’ BM/JOGA
デンドロビューム ファーメリ、アルバム

マダガスカル島原産の珍種で、カタ

アフリカを代表する一属一種です

オリジナル分け株

‘ピーターバラ’

セタムのようなバルブに小輪のオン

が、この個体は、群を抜いてコント 花を密にボリューム満点で咲かせる

シのような花を咲かせる落葉性です

ラストが美しい大輪花です！６号鉢

珍しい白花の入賞個体です。４号鉢

開花例

S-70

開花サイズ ￥２１，６００．

S-71

実生開花サイズ ￥３，７８０．

Cym.aloifolium fma.semialbum

Cym.Miss Muffet

シンビジューム アロイフォリウム、

シンビジューム ミスマフェット

セミアルバム

NEW

S-72

開花サイズ ￥５，４００．

Cym.Samurai Soul

メリクロン株

‘Chocolate Fountain’ SM/JGP

金陵辺（キンリョウヘン）に代わって、

シンビジューム サムライソウル

普通種は、茶色の花弁に褐色のストラ

ミツバチ集めに欠かせない春咲きの

NEW

イプが多く入りますが、この個体はア

下垂性品種になってきました。３．５号

今年の世界らん展でトロフィー賞に

ルバに近い珍しい色彩の花です。

鉢の株でご用意しています。

輝いた品種です。良い香りもします!

オリジナル分け株

‘チョコレートファウンテン’

S-73

開花サイズ ￥６，４８０．

S-74

開花サイズ

￥６，４８０．

S-75

開花サイズ

￥３，７８０．

Aerides houlletiana fma.alba

Aerides lawrenceae

エリデス ホウレッティアーナ、アルバ

エリデス ローレンセアエ

ペレイラアラ トニータンケンヤム

メリクロン 初夏咲きで良い香りが楽

夏咲きのバンダ系原種ですが、葉の

メリクロン シンガポールの元大統領

しめる原種ですが、こんな珍しいアル

間から長く弓なりに下垂する花茎に

の名前が付けられた交配種です。何

バ個体もあるんです！まだ小ぶりで

香りの良い花をたくさん咲かせます。

色かバラエティーがありますが、こ

すが花芽が見えてきた株もあります

夏の割には長く楽しめる花です。

ちらはオレンジのミニバンダです。

S-76

S-77

S-78

開花サイズ ￥６，４８０．

実生株

開花サイズ ￥５，４００．

Prra.Tony Tan Keng Yam

開花サイズ

￥３，２４０．

Vanda Addisak Happiness

Vanda Brighton’s Ruby Jewel

Vanda Saint Valentine

バンダ アディサック ハッピネス

バンダ ブライトンズルビージュエル

バンダ セントバレンタイン

メリクロン ピンクがかった明るい茶

メリクロン 明るく濃色な赤紫色の

メリクロン 真っ赤な中輪花を咲かせ

色の極大輪花を咲かせる品種です。

大輪花を咲かせる交配種です。

る人気のミディ品種です。昨年の輸

ちょうど初花が見込める大きさまで

丸みのある花弁も人気の一因で、 入後からスクスクと育ってきており、

育ってきました。咲くとビックリです！

比較的花付きが良い品種です。

既に初花を咲かせた株もあります。

S-79

S-80

S-81

開花サイズ ￥６，４８０．

開花サイズ ￥３，２４０．

開花サイズ

￥４，３２０．

Vanda Yano Blue ‘Ploenpit’

Vandachostylis Janice Allison

Vandachostylis Tristar Gold

バンダ ヤノブルー ‘プルーンピット’

バンダコスティリス ジャニスアリソン

バンダコスティリス

メリクロン 花の中心から放射状に細

メリクロン 以前からある品種です

メリクロン 丸くかわいらしい黄色の

かな点が広がる大輪の新個体です。

が、花付きが良く完全な親株になる

花 をモコモコ と咲 かせるミニ 系で

既に初花を咲かせ始めており、後は

と一年に３回咲かせる事もある位で

す。２芽以上の株を用意していますの

株の生長と共に花が増していきます

す。香りもありミディ系の定番ですね

で、数年後には沢山咲きますよ！

トライスターゴールド

M-82

開花サイズ \6,480.

Aerides houlletiana fma.alba

M-83

開花サイズ \3,240.

M-84

開花サイズ \4,320.

Van.Janice Allison

Wuttiphanara Manoonya

(V.Phairots Sand x

(Ryps.Dixie

タイ、ベトナムなどが自生。希少な

Rhy.coelestis)小輪系ですが色彩

x Prra.Bangkok Sunset)新属で日本

アルバ個体のメリクロン株。この機

がとてもかわいいので非常に人気

ではあまり出回ってないと思われ

会に是非！！おすすめ。

があります。育てやすくバンダ系

ます。株が完成すると 1 花茎に 100

メリクロン

にチャレンジするならここから。

輪ほど咲かせ迫力満点。メリクロン

Delight

メリクロン

M-85 開花サイズ \3,240.

M-86

開花サイズ ￥5,400.

Prra.Tony Tan Keng Yam

Seidenfadenia mitrata

M-87

1 作開花(9.0cm 鉢) \6,480.

C.tenebrosa fma.alba

(Prra.Bangkok Sunset x V.Wilas)

'Charming' x self

小型のバンダ系品種。シンガポー

ミャンマー・タイなどに自生。多肉

黄色の花弁に白リップのアルバ個

ル第 7 代大統領の名前が種名にな

植物のような棒状の葉を持ちピン

体で花も大きく丈夫で栽培しやす

るほど綺麗な花を咲かせる。メリ

クの小さな花を多数咲かせる。

い。

M-89 開花サイズ(6.0cm 鉢）\6,480.

M-90

Prosthechea Marina

Rlc.Izumi Dream 'Fascination'

(citrina x mariae) x mariae

SM/JOGA

花色と香りと展開がマリエに似る

2005 年の JOGA 洋ラン展にて「農林

クロン

M-88

1 作開花(6.0cm 鉢) \8,640.

Prosthechea mariae 'Tokyo'
x self
人気の原種で形が良く大きな花を

開花サイズ \6,480.
メリクロン

複数咲かせるセレクト個体 '東京’ かシトリナに似るか楽しみです。

水産大臣賞」を受賞した優秀個体の

のセルフ苗です。

メリクロン株。花型抜群！！

実生苗

M-91 開花サイズ
(10.5cm 鉢) \8,640.
Clo.Black Jade
(Cl.russelliana x Ctsm.expunsum)

M-92

2 作開花(7.5cm 鉢) \3,240.

Fdk.After Dark 'S.V.O. Black

M-93

Ctsm.Orchidglade

Pearl' x Ctsm.pileatum
fma.album

NBS(7.5cm 鉢) \3,240.
‘Jack of Diamond'

Ctsm.(pileatum x expansum)

鮮やかなグリーンの花色が美しい。

有名個体で花が咲きやすく人気が

1 花茎に 10 輪ほど咲かせる。

花色が「黒」と「白」との交配。

メリクロン

どちらの親に似るかどんな花色が

高い品種。メリクロン

咲くかお楽しみに！実生苗

M-94

3 作開花(6.0cm 鉢) \1,080.

M-95

開花サイズ \5,400.

M-96 開花サイズ(9.0cm 鉢) \5,400.

Den.nestor

Den.purpreum fma.album

Bulb.barbigerum

まだ小苗ですが開花すると鮮やか

白色の花を密集させてボール状に

カメルーンなどに自生。世界らん展

なピンク色の花を咲かせ香りもあ

咲かせる人気品種。栽培も簡単でお で展示された「踊る蘭」リップが微

ります。

すすめです。

風により不規則にピョコピョコ動
き楽しすぎます。

M-97

花サイズ(9.0cm 鉢) \3,240.

Bulb.medusae

M-98 開花サイズ(9.0cm 鉢) \2,700.

M-99 開花サイズ(6.0cm 鉢) \1,620.

Meiracyllium trinasutum

Macodes petola

fma.album

(事業者番号 28-0009)

ボルネオ・マレーシアなどに自生。 メキシコ・グアテマラなどに自

南西諸島・フィリピンなどに自生。

毛が長く伸びた花のようすから蛇

生。普通種はピンク色の花を咲か

光を当てると葉っぱがキラキラ光

女メデューサと名がついた「きもか

せますがこの個体は純白を咲かせ

るジュエルオーキッド！観葉とし

わオーキッド」

る。

ても〇

O-100

開花株 ￥２，１６０

O-101

開花株 ￥２，１６０

O-102

開花株 ￥３，２４０

C. crispate (＝rupestris)

C. lundii

C. lundii fma. delicata

カトレア クリスパタ

カトレア ルンディ

カトレア ルンディ ,デリカータ

旧ロックレリア原種、株姿まっすぐに

小柄な株に 3cm ほどの白弁赤リップ

同種の淡いピンクリップ。パッと目に

立つ小型種、ピンク小輪多花性。

の小輪、2～3 月頃開花。繁殖旺盛で

は白花に見えるが、リップが極薄くピ

コルク板やヘゴ付けにも最適。

ンク色を彩る。オリジナル分株

O-104

O-106

O-103

１作開花株 ￥３，２４０

C. purpurata sanginea ‘Shonan’

２作開花株 ￥２，７００

開花株 ￥５，４００

C. Black Jack ‘Univarsal’

Lc. Canariensis ‘Austin’

x lueddemanniana s/a ‘Cerro Verde’

(L. anceps x C. harpophylla)

カトレア パープラタ サンギネア系

ブラックジャック‘ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ’

カナリエンシス‘オースティン’

真っ赤に染まるサンギネアにスジ花の

×ルデマニアナ‘ｾﾛﾍﾞﾙﾃﾞ’

アンセプスに似た姿の黄色花。低温

名花ドラシを交配。草丈 30cm 以上の

神をも恐れぬ珍交配、当園オリジナル

に強く栽培容易、花茎も 30-50cm と切

一作開花サイズ。残り僅か。

実生。夏咲きの赤いリップ美花を期待

り花にも使いやすい。主に１月咲き。

O-107

O-108

O-109

x striata ‘Draci

１作開花株 ￥３，２４０

開花株 ￥１０，８００

開花株 ￥２，１６０

Bc. Okamodosa ‘Stardust’

Rlc. Mysterious Fantasy ‘Passion’

Jum. comolense

(C. Okami x B. nodosa

(Rlc. Teng x Don De Michaels)

ジュメリア コモレンセ

オカモドサ‘スターダスト’

ミステリアス ファンタジー ‘ﾊﾟｯｼｮﾝ’

小柄の株に尻尾のついた白花を咲か

花弁がリップ化したトリラベロ、ペタル

親のドン・デ・ミッシェルに似た極大輪

せる、コモロ諸島原産。株は子株がワ

にもピンクの点を散りばめる。よく増え

フラメアの優秀花、オリジナル株。4-5

サワサ増え、開花も容易。春咲き。

る強健種、10 月咲き。

月咲き。

