Wakayama Orchids Special List
2019.Summer
・・・・・SPECIAL SUMMER BONUS SALE・・・・・ SPECIAL SUMMER BONUS SALE ・・・・・・

＊期間

７月１日から７月２０日まで
＊表示価格は税込み価格となります
＊割引に関して期間中１０％OFF となります。
＊割引後のお支払い金額 2 万円以上は送料無料

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（木曜日以外）をお知らせください。
① 商品到着後に同送する郵便振替でのお支払い
② ゆうちょ銀行振込み

②銀行振り込み

④代引き（別途 300～500 円）が別

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
ワカヤマオーキッド

〒６４１－００２３ 和歌山市新和歌浦２－１０

TEL.０７３－４４４－２４２２

FAX.０７３－４４６－２５０６

メール

shop@w-orchids.net

１）

開花株

4号

\54,000

C.violacea fma.flamea
‘Strawberry Sundae’ AM/AOS

２） 開花株 4B

\54,000

３）

開花株

９B

￥２１，６００

C.aclandiae
‘Gulfglade’ AM/AOS (OG)

Rl.digbyana ‘Mrs.Chase’ AM/AOS

ハワイ H&R のセレクション傑作！

アメリカのアクランディー銘品です。

銘花ミセスチェイスのオリジナル株

花の裏は真っ白で極平開する

過去に 25 万円したようです。

良く栽培されている株で勢いがあり

素晴らしい入賞花！過去 20 万
円したオリジナル株です。

今はもう誰も持っていません。
木着きの健康株です。

ます。3 リードを含む計 9 バルブコル

レタスグリーン色の美しい花。

クに付けています。お勧め！

sold out !

４）

開花株

\１７，０００

C. warscewiczii s/a ‘Canaima’

５）

4B 開花株

\１７，０００

C. werscewiczii suave

セミアルバの銘品です。ベネズエラ

‘Rucherensis’ (OG)

６）

開花株

\８，６４０

C.mossiae ‘NTP’ (OG)
典型的なチポですがこれがなかな

の業者の名前が付いた目がハッキリ

多数の花をつける SM 受賞の最高個体

か無い！雰囲気の良い貴重な自然

した個体です。今回格安品。

に、極濃赤色の色彩をもつ個体との

種です。

交配で、極濃赤色の多輪花が期待でき
る最も有力な交配です。参考写真

sold out !

sold out !

７）

2b+1B

\150,000

C.maxima fma.labelo-amarelo

８）

３B 開花株

\１７０，０００

９）

実生全株

\４３，２００

C.walkeriana picoty’Contorno’

C.amethystoglossa flamea select

ブラジルで選抜された覆輪模様にな

2019 年選抜の個体です。４N 系のアメ

自然種の選抜個体で巨大になる海タ

る「天使の雫」を持つ美花！

ジストグロッサで P が丸く大きなﾌﾗﾒｱ

イプとして最高峰です。淡いピンクに

株も強健で良く育ちます！毎回この

が入ります。世界でも数少ない模様

リップが白屋や筋入る。良型で 1 花茎

ように咲くと聞いています。

となります。

‘Gigi’ SM/JOGA (OG)

に 20 輪以上開花します。

限定 1 株

sold out !

１０） 開花株

￥２７，０００

１１） 3～5B

開花株

￥３７，８００

１２）

3B 開花株

￥２７，０００．

C.percivaliana ‘Sonia’ (OG)

C.walkeriana’Pink Drphin’ (OG)

C.schroederae ‘Maihime’ (OG)

今見ても素晴らしいインパクトがあ

スアーブ系のスプラッシュになりま

人気のシュロデレー写真に極て似る

るパーシですね。リップが大きく黄

す。この色彩は世界的にも珍しい色 個体でやや丸型になる素晴らしい個

金色が目にも鮮やかな花です。

で、しかも巨大輪でエネルギッシュ

体です。香りももちろん GOOD!

に咲き誇ります。栽培容易。

１３）

開花株

￥１2,960

１４） 開花株

3B～4B ￥21,600

１５）

開花株

6B

￥21,600

Blc.Rustic Spots ‘Hoku Star’(OG)

C.purpurata sanguinea’#5’(OG) C.mendelii ‘Festa’ (OG)

ハワイで改良されたドットが美し
い個体です。リップがピンク色で

スワダの子供でペタルが折れない

実生選抜の個体です。P 幅広でシル

個体です。さらに良型となりまし

キーなピンク色、リップノーズから白

最大で 5～6 輪開花するミディ
ー系カトレアです。

た。色彩も濃く鮮やかな花です。

く大変目立つ。愛キノコない個体で

株はやや大きめです。

す。

sold out !

１６）

6B+3b

￥80，０００．

１７）

4B 開花サイズ

￥19,440

１８）

開花株

￥２１，６００

C.purpurata f.striata

C.dowiana (Native Colombia)

C.hardiana (Native Colombia)

近年入所困難なネイティブ

コロン

ワーセウィッチとドーウィアナの自

ビア産の選抜個体です。花はまだに

然交雑種選抜個体です。強健で良

６号鉢の巨大株です。3 リードバルブ

品では確認していないがしっかり栽

く育ちます。6～７月開花。

で開花。筋が美しい個体 名前はご

培された株です。葉に昨年台風時の

コロンビア自然種。

自由に！イベントに最適！

やや葉焼けがあります。

‘selected’(OG)

１９）

実生全株

￥５，４００．

２０）

開花サイズ６B

\８０，０００

２１）

開花サイズ

\３，２４０

Rby.Mikawa Palette select
ミカワパレット １９０６－１４０４

Rlc.Hsinying Baga‘Hawaiian King’
非常に展開の良い花でペタル幅広

近年人気の小型原種カトレアです。

人気抜群のカトレア最新種の実生選

く。見た事のない模様となる。リップ

良く栽培された国産実生を販売しま

抜個体です。中型で栽培容易！

ノーズから先端まで真っ赤になる。初

す。2 種類の交配があります。2.5 号

個体名は自由に付けれます。

夏秋咲きで 1 か月は咲くお勧めの

鉢で 8～10 バルブあり今季開花予定

1 鉢。オリジナル株です。

株です。2 種買ってくださいね！

C.wittigiana x sib.

sold out !

２２） 実生全株

\１０，０００

C.purpurata f.coerulea-striata

２３）

実生全株

\１０，０００

C.purpurata f.coerulea-striata

2019-0602

２４）

実生全株

\９、０００

C.purpurata f.coerulea-striata

2019-0603

2019-0604

ワークハウゼリー系の色彩を持つセ

ワークハウゼリー系の色彩を持つセ

ワークハウゼリー系の色彩を持つセ

ルレアとの実生です。リップの色はグ

ルレアとの実生です。リップの色はグ

ルレアとの実生です。リップの色はグ

レー感のある青です。ペタル白く青

レー感のある青です。ペタル白く青

レー感のある青です。ペタル白く青

い筋は入ります。名前はご自由に

い筋は入ります。名前はご自由に

い筋は入ります。名前はご自由に

sold out !

２５）

実生全株

\5,400

２６）

実生全株

\８，６４０

２７）

実生全株

\５，４００

Rby.Mikawa Palette select

Rby.Mikawa Palette select

Rby.Mikawa Palette select

ミカワパレット １９０６－１４０１

ミカワパレット １９０６－１４０２

ミカワパレット １９０６－１４０３

人気抜群のカトレア最新種の実生選

人気抜群のカトレア最新種の実生選

人気抜群のカトレア最新種の実生選

抜個体です。中型で栽培容易！

抜個体です。中型で栽培容易！

抜個体です。中型で栽培容易！

個体名は自由に付けれます。

個体名は自由に付けれます。

個体名は自由に付けれます。

２８） 開花株

￥５、４００

２９）

1～２作苗

￥１６，５００

３０） 巨大株

￥５４，０００

Den.Golden Aya

Paph.rothschildianumLS-４0ｃｍ

Paph.liemianum select

過去に日本に存在していた実生とは

(Kuang Hua Village‘x‘Mont Millaris’)

UD のグリーンが濃く、白い輪っかもク

親が違い、大変素晴らしい花が咲き

台湾で交配された最新のロスです

ッキリとした個体。L 濃いピンク色で大

ます。巨大輪で 10～15 輪房咲きしま

銘花モンミレーを親に使う事で本

きくどっしりとしている優秀個体です

す。今回初売利の輸入株です。

来の雄大でペタル幅のある花が咲

５芽有る巨大株

き、色も濃いものになります。

6 号鉢入りです。

３２） 開花株 3 号鉢

３３）

３１）

開花株

￥１６，０００

￥３，７８０．

開花株

入賞確実！
名前は自由に！

￥１０，０００

V.tessellata dark type
香りが良い原種のバンダです。

Cirr.sp yellow
パラワン島原産のシルホペタラ

Chiroschista l

近年入手困難となりました・
タイで栽培された良い株です。

ムで直径１０ｃｍの巨大な花が
次々と開花します。このような

りとなる見事な花です。

写真の様な濃色花が開花しま
す。

綺麗な花は少なく是非お買い
上げください。

ました。スタイリッシュな蘭です。

３４）

３５）

３６）

開花サイズ

￥5,400．

開花サイズ大

￥１０，８００．

巨大な花で黄色、花周辺白の縁取
特に根がチジレる個体のみを選抜し

BS

￥7,560

Zygostates alleniana

Cym.wadae

Dendrophylax funaｌis

２号鉢で開花する 小型の蘭です。

美しいピンク色の大輪が開花しま

ゴーストオーキッドの一つで大型。

SNS で大人気で可愛い花が 1 か月く

す。草姿はまるでバンダの様な面

栽培は容易で良く開花してくれます

らいは開花します。お水が好きです。

白いシンビです。今回は自然種を

何にも着かないので空中作戦で栽培

見事に栽培された素晴らしい株で

します。楽しいですよ！

す。

３７）

木付き開花株

￥１０，８００

Psh.karwinskii

３８）

木付き開花株

￥1０，８００

Psh.citrina

プロステケア

カルウィンスキー

プロステケア

３９）

1 作開花株

￥８，４００

C.purpurata carnea
シトリナ

[ ‘Red Lip’ x self ]

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

シトラスの香りがする。初夏咲きの

シトラスの香りがする。初夏咲きの

新しくブラジルから輸入した実生で

巨大輪です。シトリナとは違うと言わ

巨大輪です。栽培法はお尋ねくださ

す。リップが特に赤みが強く新時代の

れる自然種です。今回初入荷！

い！以外に成功します。

カーネアとなるでしょう。

４０）

４１）

４２）

３号鉢

開花株

￥６，４８０

開花株

￥６，８０４

2.５号鉢

カーネア

￥２，７００

Cuitlauzina pendula

Paph.liemianum sib.

キトロージナ

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

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。

と定評ある巨大輪との SM 同士のコ

売れてます！

ラボです。期待十分！

４３）

ペンデュラ

開花株

￥１０，８００

L.speciosa (=L.majalis)
レリア

スペシオサ

４４）

３号開花株

￥12,960

C.schllerian

４５） ２.５号

開花株

L.albida fma.splash (JP)

Amesiella monticola

レリア

アメシエラ

アルビダ

スプラッシュﾀｲﾌﾟ

￥４，１０４

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！前回好評に

ボウ蘭似の花形で巨大輪

白基調

入荷！今回良い株です。低温性。冬

つき再輸入しました。ほとんど変わら

の花が多くリップは赤になるみたい

は直日で育てます。トライしてくださ

ない花が開花するようです。

です香りは勿論あります！低温性！

い！素晴らしい花です。

12～1 月開花。低温性小型美花。

４６）

開花株

￥4,320

４７） 開花株

￥6,４８０

４８）

開花株

￥4,320

Phal.lindenii

Phal.speciosa ‘Red Panda’ (MC)

Phal.speciosa Pandat

ファレノプシス リンデニー

ﾌｧﾚﾉ

ファレ スペシオサ

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

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

ッキングバイオレットにまで変化した

ベタ赤に進化したパンダ系と呼ばれ

します。初夏～秋咲き。

特別な個体です。新商品！

る新しいカラーです。

４９）

５０） 開花株

５１）

1 作開花株

￥３，０２４

Phal.amboinensis ‘Nicole’ AM
ファレノ

アンボイネンシス

スペシオサ

レッドパンダ

￥４，８６０

Phal.schilleriana ‘Pink Butterfly’
ニコ ファレ

シレリアナ

開花株

type

ニューカラー

￥21,600

Ascocentrum miniatum (OG)

ピンクバタフ

‘Select orange’

ル

ライ

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、葉がシ

大バスケットに入った巨大株です。

はっきりした個体です。美しい茶色で

ルバー色部分が多く斑点も大きくて

特にオレンジが濃い個体です。展示

艶やかなワックス状の花。

大変美しいのも魅力です。

会で入賞可能！７～１０芽立ち

５２）

５３）

５４）

開花株

￥5,400

蕾付き

１作株

アスコセントラム

￥４，３２０

1 作株

ミニアタム

￥５，４００

Plectrelmintus caudatus

Sobennikoffia robusta

Sobennicoffia humbertiana

プレクトレルミンタス

ソベニコフィア

ソベニコフィア

コーダタス

ロブスタ

フンバーティアナ

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

ややロブスタよりも大型。形態や花

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

の感じも良く似るが集めたくなりま

太く捻じれるので面白い原種です。

す。栽培容易。

すよね。

残り１株

５５）

4.0 号 4G

￥３７,８00

５６）

８G

開花株

￥７０，０００

５７）

開花株

￥54,000

C.trianae fma.trilabelo ‘Lia’ (OG)

C.guttata fma.coerulea-vinicolor

C.mossiae fma.coerulea

有名なトリラベロの銘品です。以前

リップの色が濁った感のあるセルレ

50 万円ほどした親にも使用できる。

アでブラジルではビニカラーと呼

特にリップが黄金色になり目立つセ

今回格安の販売です。

ばれている美しい個体です。

ルレア入賞個体です。青色もなかな

元々15 万円する選抜個体。

か濃い色に仕上がります。限定 1 株

５９）

６０）

‘Azul de Ouro’ (OG)

sold out !

５８）

開花株 3G

￥５４，０００

C.tenebrossa

3号1作

￥３２，４００

開花株４～５B

￥１６，２００

C.percivaliana marmorada

C.werscewiczii s/alba ‘Extra’(OG)

パーシバリアナ マルモラーダ

純白に近いペタルセパルにノース上

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

から真っ赤なリップが映える。も 2 個

NS20ｃｍにもなり巨大輪です。

開花しています。1 株限定販売。

ハッキリしている初夏咲きの品種。

６１）

６２）

６３）

‘Walton Grange’ FCC (OG)

2.５号鉢

￥1６,２00

C.nobilior amaliae-striata
‘Mascaras’ SM/JOGA (MC)
ノビリオール

マスカラス

2 号鉢

￥2,700

C.nobilior amaliae semialba
[‘Pure’ x ‘Cicio’]
ノビリオール

アマリエ セミアルバ

1－２作 2.5 号

￥４，３２０

C.nobilior matoglosso
[ ‘Antonio Demond’ x ‘True Diamond’]

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

白弁でリップが赤くなる+ペタルに赤

遂に開花してきました！濃色でリッ

ものすごく筋が浮き出ます。中輪が

いクサビ模様がｱｲﾙ特別な色彩狙い

プが幅広の狙い通りの結果が期待

ら花形も良く大変人気がある。

の実生です。とても美しいです。

できます。強健ですし是非 1 鉢お持ち
ください！

６４）

開花株

￥５，４００

６５）

開花株天然物

Den.garrettii

C.pygmea

デンドロ

カトレア

ガレッティー

大株

￥８、６４０

木付き

ピグメア

６６）

開花株

￥3,240

Dockrillia striolata
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

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

まりません！大株になると咲き乱れ

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

花持ちも良い人気品種。

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！

６７）

2号

開花株

￥2,700

６８）

2.5 号開花株

￥3,240

６９）

木付き開花株

Bulb.walichii

Bulb.tripaleum

Den.elliotianum

バルボ

バルボ

デンドロ

ワリシー

トリパレウム

￥４，１０４

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

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。

で神秘的！落葉種で小型です。

品種です。

７０） 開花株 板付き \4,320

７１）

７２）

Bulb.repensu

Bulb.physometrum

Den.canalicuratum

バルボ

バルボ フィソメトラム

デンドロ

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

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

オーストラリア系原種です。小型のケ

ました。若い方々に人気があります。

プチしているのが可愛い！SNS で人

ーンタイプです。黄色と赤が美しい。

気の小型バルボ！

木付木で販売します。

レペンス

開花株

￥3,780

開花株

￥７，０２０

カナリキュラタム

７３）

開花株

￥1０，８００

７４）

大

￥14,040

Trias picta

Trias oblonga

Trichocentrm stacyi

トリアス

トリアス

トリコセントラム

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

棒状で１ｍにも伸びる葉は見事で、そ

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

こから何と極巨大輪の花をエネルギ

葉はエメラルドグリーンに光の加減

に入りアクセントとなる。

ッシュに咲かせる秋咲のオンシの仲

で光るのも素敵です！小型の蘭.

バルブがまん丸で可愛い小型品種

７７）

７８）

ステイシー

開花株

￥３，０２０

ピクタ

７５）

開花株

￥3,020

オブロンガ

間です。人気上昇中！

７６）

NBS

￥4,860

開花株

￥４，３２０

開花株

\4,320

Aer. [somalensis x mystacidii ]

Rlc.Village Chief Hadache’G.B’

Vanda coerulea

エランギス

ビレッジチーフハダチェ

タイで交配された美しいセルレアで

ソマレンシス交配

小型のエランギスで葉の形が大きく

ゴールデンベビー

波打ち面白い。加えて凄く固くこれ

最新オレンジ黄花、リップが今までに

も人気の秘密でしょうか？若い方が

無い感じで魅力抜群です。11～2 月咲

大好きです。

きの美花お勧め品。

７９）

開花株

￥3,240

８０）

開花株

￥６，４８０

す。今季初花が来そうなくらい大き
な株です。バスケット入りお勧め品。

８１）

開花株

￥5,400

Ascocentrum pusillum

Vanda coerulea Duwarf type

Den.eximium

アスコセントラム

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

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！

くアメリカでバカ売れしている実生

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。

です。今回株が大きく今シーズン開

立つ。草丈３０ｃｍ花径６ｃｍ美花。

花します。

古いバルブからも開花する！

プシラム

エクシミウム

８２）

開花株

￥２，７００

８３） 開花ｻｲｽﾞ

\２，５００

８４） 開花サイズ

\３，２４０

Bulb.annandarae

Diakia hendersonia

Bulb. sukhakulii

。黄色から卵色オレンジ色まで開花す

小型の単系種としては非常に可愛

現在人気の落葉性小型バルボフィラ

る。小型で花の直径が 10～15cm にな

い濃いピンク色です。エネルギッシュ

ムです。特に白い花が房咲し下垂し

り見事です。リップ赤で UD に筋が入

に開花して白いリップも見ごたえあ

ます。バルボなのに香りが良いと評

る個体が多い。自然種。

ります。影気味でお水が好きです。

判です。

８５）

開花サイズ

\3,240

大株

￥５，４００

Asctm. christensonianum

８６）

開花株

￥１２，９６０

Oeceoclades sp ＃１
(Native Madagascar 2019.6)

開花株

\１２，９６０

Oeceoclades sp ＃２
(Native Madagascar 2019.6)

やや捻じれながら互い違いに葉が出

草丈約２５ｃｍ

て面白い中型単系種です。ベトナム

コンパクトな感じで葉は固く 2 枚葉

黒く模様も細かい小型

産で桜の様な花色の花が可憐に沢

グリーン地にシルバーの模様が美し

や丸い。

山開花します。

い。

８８）

開花株

￥１２９，６０

Oeceoclades sp ＃３
(Native Madagascar 2019.6)

８９）

従来品には無かった

８７）

開花株

￥１２，９６０

Oeceoclades sp ＃４
(Native Madagascar 2019.6)

秋 roseo-variegata に似るが色が赤
バルブもや

９０）2 作開花株 2.5 号 ￥４，３２０
Eulophya euglossa
‘Pagasus’ SBM/JOGA x self

Spathulifera のグリーン地バージョン

小型で固い圧肉の葉です。美しく細

3 年前にサンシャインらん展にてグラ

新種と思われる。バルブ丸い、模様も

かいウズラ模様はたまりません。

ンプリを受賞した素晴らしい個体で

シルバーで素晴らしい。

草丈６ｃｍ

す。花茎１ｍになり雄大に開花。
1～２か月開花しています。初売り！

９１）

3～4 バルブ
全株

￥３７，８００

９２） 開花ｻｲｽﾞ

￥６４，８００

C.werscewiczii fma.semi-alba

C.werscewiczii fma.coerulea
‘selection 1606-3001’ (OG)

￥２７，０００

９３）

実生全株

￥４３，２００

C.werscewiczii fma.coerulea

‘Love Dream’ (OG)

‘selection 1907-0501’ (OG)

やや小型で開花しました。本で見て

銘花イタンゴのセルフ株初花です。

大柄なこの個体実は 6 輪も大きな花

いた名前の物とは花が違う気もしま

サイズが物足りませんが青さは各

が咲いています。リップも濃い青紫で

すが写真の花を販売します。濃色リ

段一級品です。今後が楽しみな一

存在感抜群！健全に育ちます。

プはたまりません。

鉢となりました。名前はご自由に

展示会向けとも言えますね。

９４） 開花サイズ
C.werscewiczii

\10,800

‘Rome’ (OG)

９５）

開花株 3～5B

￥43,200

C.werscewiczii fma.coerule

９６）

1 作開花株

\３５，０００

C.nobilior amaliae

天然物の選抜たいです。小柄な草状

‘selection Blue Petal’ (OG)

‘Perfection’ x self

ですが、花形が丸く、いっぱい花が咲

有りそうで無い！ペタルセパルもブ

凄い花が咲き出しています。進化し

いてくれる大好きな品種。

ルーになる特別な個体です。

たパーフェクションをお楽しみいた

今年の写真、花形は今回いまいちで

だけます。限定販売中！

すがもう少し花形も良く咲きます。

９７）

開花株３～４B

￥３２，４００

C.Massangeana’Surprise Gift’
(schilleriana x teneblosa)

９８）

開花株

￥４３，２００

C.amethystoglossa fma.picoty

９９）

開花株４B

￥２１，６００

C.trianae fma.coerulea ‘Hulk’ (OG)

フラメア Rosy Grow のセルフから出 セルレアの銘品ハルクです。ずんぐり

巨大輪の選抜個体。艶っつやの美花

た初めての覆輪花。何とも可愛い した草状です。過去に高額で取引さ

スリムな草状。人気の交配選抜個体

感じの花です。実生全株販売名前 れていた株。

となります。初売り。

は自由に！

