２０１９ TOKYO DOME 世界らん展 スペシャルＬＩＳＴ
by wakayama orchids
＊有効期間はアップした日より 2019 年 2 月 22 日までにのご注文またはご予約に限ります。
＊割引は合計金額が 1 万円以上の場合 １０％OFF といたします。
＊表示価格は本体価格ですので、消費税８％が必要です。
＊送料梱包料は別途全国一律￥１，６７４
＊1 点物が多いですのでお早めにご注文ご予約ください。
＊一部の商品は 2 月中旬に輸入予定しておりますので、すぐに発送できないものがあります。
＊ご注文の際は メール・電話・又はＦＡＸでお願いします。お名前とご住所お電話番号を御書き添え
ください。在庫確認の上こちらからご連絡差し上げます。
＊お支払いは下記の５種からお選び頂き、ご注文時にお知らせください。
a) 植物と同送される郵便振替
b) 代引き（＋３２４円）
c) クレジットカード 番号と有効期限・名義・後ろの 3 つの番号をお電話でお知らせください。
d) 銀行振り込み 紀陽銀行和歌浦支店（普通）０４２９１５０ ワカヤマオーキッド
e) ゆうちょ銀行振り込み 記号１４７３０ 番号１４８７６０６１ ワナカ マサト
f) 世界らん展会場で直接お支払いと引き渡し

Wakayama Orchids 販売ブースは H １０です H&R 社も委託販売予定。

W-１

開花株 4～6B

￥５４，０００

W-２

開花株花付き

￥25，０００

W-３

開花株４B

￥１８，０００

Ctrianae fma.trilabelo
‘ Lia ’ SBM/JOGA (OG)

C.schroederae‘Sakura’ (OG)

Rlc.Melody Fair ‘Carol’

カトレアで一番の香りを放つ人気品種

初回メリクロンを大事に育てた株で

当園のトリラベロ作出の原点となった

小型ですが、L 大きくで丸いイメージ

大きくなる往年の名花！近年では

1 個体です。当時 45 万円した分け株

の美花です。

入手困難となりました。

6B 開花株

３B

W-４ 開花株 4～5B ￥35,000

W-５

Rlc.Triumphal Coronation
‘Maruga’ AM/JOS (OG)

C.walkeriana fma.semi-alba
‘ Leo ’ AM/ACWJ (OG)

極巨大輪のピンクが美しいラベンダ

巨大輪の力強い厚弁のセミアル 近年爆発的なブームを作った青い筋
バ入賞花。強健です。大株にして 花です。何度も実生を繰り返し筋は

ー。リップ巨大で黄色い目が目立つ
3～4 輪開花

冬～春開花

開花株

￥１５，０００

￥１２，０００

も沢山開花する個体です。

展示会受け抜群です。

W-７

開花株花無し

お勧めです！

です。自然に開く素晴らしい銘花。

4～6 バルブ

この夏から秋に開花する実生見開花株 ￥２，０００

Rby.Mikawa Palette リンコブラソレリア ミカワパレット
鮮やかな色彩のリップを持ち、美しいドットが入り他のカトレアにはない
雰囲気がある。人気のノドサ系です。約２０％の確立でスプラッシュや

W-６

1 作開花株

￥１６，０００

C.purpurata fma. Ardosia
-estriata ‘Minha Gilda’ 系

ほぼ固定されている。ブラジル輸入
ものを 1 年栽培した物。

W-８

1 作開花株

￥１５，０００

C.lueddemanniana
[coerulea ‘Smoky Shadow’
X flamea ‘Grand Odyssey’ ]

フラメアが当たります。写真は同実生から開花した例です。

７５ %がセルレ アの血を持つフラメア実

3.5 号でモリモリの見開花株を販売します！

生！狙うは世界初のセルレアの強烈なﾌ

今年最初の宝くじ！さあ何株買いましょう？

ﾗﾒｱだ！

W-９

開花株 5B

￥２00，0００

W-1０

開花株

５B

￥１５,000

W-1１

開花株 6B

￥25，０００

C.trianae fma.flamea
‘ Panda’ (OG)

C.schroederae

当園最高のトリラベロです。鮮やかな

香りが人気の原種

ポパヤン系の実

丸みのある可愛い花です。甘い香り

赤みのある色彩は独特で惚れ惚れし

生選抜です。株が出来るとやや花が

がたまりません。ポパヤンの血をひく

ます。世界の誇れる個体となりました

大きくなる個体。

選抜個体。株は大きくなる

W-1２

W-1３

開花株５B

￥８，０００

C.schroederae

‘N.Comet’ (OG)

2 作開花株

‘Candy’ (OG)

3 号鉢植え替え済

￥３，０００

C.walkeriana fma.semi-alba
‘Tokyo No.1’SM/JOGA

X Rlc.Last Dream ‘Vivian’ SM/JOGA

世界的に有名なセミアルバです、大

自家製最新大輪系交配です。様々な模様とリッチなカラーバリエーションが

輪でリップが濃色です。大切に栽培

期待できる。近未来のラベンダーを代表する交配になるでしょう。

された MC の分け株です。

1２月から２月にかけて開花予定。

W-1４ 開花株

W-1５

５B

￥３０，０００

C.percivaliana fma.marmorada
[‘Summit’ x ‘escura No.1’]

Rlc.Twenty First Century ‘New Genelation’SM/JOGA

レビューで紹介後問い合わせ多数！

2.5 号 ￥１２，０００

C.percivaliana
[‘Black Desire’x ‘Hercles’]

W-1６

開花株３B

￥５０，０００

C.tenebrossa fma.aurea

（OG）

‘Walton Grange’ AM/AOS

良型で極々濃色の花が咲く実生で

とてつもない花が咲き出した自家製

入手困難な人気品種のオリジナル株

す。最近人気↑のパーシバリアナ！

実生！知ってる人は買ってください。

を販売します。巨大輪で見事に開花

限定 2 株のみの販売です。

KEEP 株の小さい物を限定 6 株販売

します。

写真は兄弟株の開花例

W-1７

開花株

５B

￥２０，０00

C.trianae fma.concolor

W-1８

3.0 号

￥１２，０００

amethystoglossa f.flamea

‘Oto’ (OG)

[ ‘Tedesco’ x self]

W-1９

開花株 12B

￥20,000

C.trianae fma.concolor
‘Orion’ (MC Div.)

最高に美しいコンカラーを代表する

ブラジルでも開花株が完売するほど

岡田蘭園さんの MC で有名なコンカ

個体です。リップが大きくいつまで

の新しいタイプのフラメアが開花する

ラーです

も見飽きる事のないお気に入り

今回一押しの実生苗です。

が特徴。P 真ん丸なピンク美花

今回久々に 3 株入荷！格安です

さあ始まる新しい世界！

今回巨大な株です。

W-２0

W-２１

W-２２ 開花株 7B

開花株 7B

￥38,000

C.lueddemanniana coerulea
striata ‘1803-0202’ (OG)

開花株 8B \30,000

C.lueddemanniana coerulea
‘1703-0511’ (OG)

ややオレンジ系のリップ

￥40,0００

C.lueddemanniana coerulea
‘1803-0501 Good’ (OG)

実生選抜個体です。セルレアカラー

実生から選抜した花形が良い個体で

実生から選抜した個体です。極てペ

ややグレーの筋が入ってきます。

す。典型的な美しいセルレアと言えま

タル幅があり豪華な感じの大輪セル

名前はご自由に！

す。草状は真ん丸で肉厚！

レア個体です。名前はご自由に！

名前はご自由に！

写真無し

W-23

開花株

７B

￥4０,０00

C.lueddemanniana coerulea
‘1703-1701’ (OG)

W-24 開花株 10B ￥30,000

W-25 巨大開花株

C.lueddemanniana alba

C.lueddemanniana rubra flamea

’Canaimas Mini’ (OG)

￥30,000

’1403-6’ (OG) 20B

ソリッドリップといってセルレアの中で

アルバ個体では有名な花はベネズエ

ルブラ系のフラメアになる個体です

もリップが輝くようなベタ青色になる

ラから輸入したものです。

写真は初花時の物です。リップが真

美しい個体です。

株は良くできています。

っ赤なので株が出来ると化けそうで
す。巨大株名前は自由に！

写真無し

W-26

開花株 7G

￥30,00０

C.lueddemanniana coerulea
‘1703-0502’ (OG)

W-27 開花株 4B

￥20，０００

C.mendelii fma.flamea

（OG）

W-28

開花株 7B

￥30，０００

C.lueddemanniana

Good shape

‘rubra G’ (OG)

柔らかなイメージのセルレア個体で

珍しいメンデリーのフラメア個体です

チポとは全く違う濃色のルブラ個

すが、なんとも花形が原種らしく魅力

写真が行方不明ですが、確かに良い

体です。リップがオレンジ系でこれ

を感じる個体です。

花でしたのでお勧めいたします。

もキリリとしまって花全体の雰囲気
を良くしています。

写真無し

W-29

開花株 7B

C.purpurata

￥28,000

fma.flamea

W-30

開花株 5B

￥20,000

C.warscewiczii fma.suave

‘#3183’ (OG)

‘Ruchelensis’ (OG)

W-31

6B

￥40,000

C.warscewiczii coerulea
‘Ituango’FCC/AOS (OG)

中輪ながらペタル展開の良い美しい

有名な白っぽいセルレアっぽい美花

セルレアと言えばこれがキング！

フラメアです。リップがほぼ筒から赤

です。花全体が同色でリップもほぼ

昔何十万円もした憧れの個体です。

く大変目立つ個体です。

一色の同色。今回良い株です。

青が青いという表現が一番かも＞

名前はご自由にお付けください。

W-32

1 作開花株

C.jenmanii f.rubra

￥50,000

W-33

4B

C.maxima labio amarelo

‘Corazon’BM/JOGA (OG)

開花株 5B

￥120,000 W-34

‘Aroma Yellow’

1 作開花株

￥５０,０00

C.aclandiae fma.alba

6B

‘Cortina Dampezzo’ (OG)

数々の銘花を生んだコラゾン久々の

自然界で発見された巨大になる個体

写真はイメージサンプルとします。

販売です。今回良株！強烈な醍醐味

リップ白く筋がほぼ無い上に黄色オ

既にアルバで開花したものです。

をお楽しみください。バックふかし

レンジの筋が特徴です。満作で 1 花

有名趣味家さんの株でコルクに付け

茎に 20 輪以上開花する。希少種

て鉢に入っています。

W-35

開花株 5B

￥25，０００

C.walkeriana fma.flamea (OG)

W-36

3B ￥40,000

Rlc.Durigan

(OG)

W-37

開花株

￥25，0００

C.lueddemanniana

all plants

‘ Queen Comet’ AM/OOS

‘Marina Sunset’SBM/JOGA

‘1603-0809’ (OG) 10B

AM 入賞するほど巨大輪でしっかり開

人気のドゥリガンですが、花色と極丸

巨大輪でペタルやや湾曲するがそこ

く人気のフラメア個体です。栽培も

の S・P が良い。リップの色彩も他と

が原種らしく良い。濃色個体でペタ

容易で良く育つ。趣味家さんからの

は違って目立つ。1 花茎に 3～6 輪

ル先端に大きな赤いﾌﾗﾒｱ模様。L

出物です！お勧め品。

開花します。5～8 月咲き入賞花。

大きく丸い、濃色で迫力あり。

W-39 開花株７B

W-40 開花株５B

W-38

開花株 6B

￥２５，０００

C.purpurata (OG)

￥30,000

C.purpurata (OG)

fma. ardosia-striata’ #18’

￥3０，０00

C.purpurata (OG)

ｆma.ardosia-striata ‘#13’

ｆma.ardosia-striata ‘#10’

写真の個体です。初花時の写真です

写真の個体です。初花時の写真です

写真の個体です。初花時の写真です

リップが濃くて良い

ペタルの模様が濃くどう変化するか

ペタル幅がかなり広いので反らなけ

楽しみです。

れば相当良い花形になる。

W-４１

開花株

将来性あり。

￥５０，０００

C.praestans fma.concolor #2

‘Aurora’ (OG)

W-４２

開花株

\５０，０００

C.praestans fma.concolor #3

‘Gold Star’ (OG)

W-43

開花株

￥５０，０００

C.praestans fma.concolor #5

‘Perfect Model’ (OG)

リップが特に大きくリップの中が黄金

プレスタンスらしいこの花形でのコン

P 幅があり極良型の美しいコンカラー

色になる大変希少なコンカラーと言え

カラーはたまりません！いう事なしの

です。スロートもやや黄色になり、一

ます。凄いですね！

個体です。

味変わったイメージがあります。

2.5 号鉢 3～4 バルブ販売

2.5 号鉢

3～4 バルブ販売

2.5 号鉢

3～4 バルブ販売

W-44

1 作開 3b+1B ￥60,000

Bc.Morning Song (OG)

W-45

５B ￥３０，０００

W-46

Den.nobile fma.carnea

‘Aloha’ SM/JOGA

‘F.Arima’ (OG)

開花株

￥１００，０００

Den.purpureum
H80cm

fma.ｂicolor‘select’ (OG)

巨大輪のノドサ系セミアルバ入賞花

正真正銘の OG です。草丈１ｍになる

や今年の東北蘭展でグランプリ獲得

リップのスロートから真っ赤になり大

やや細身のバルブで、それは美しい

個体と兄弟株で希少な色彩です。草

変目立つ素晴らしい花です。

オレンジカーネア色のリップ！低温

丈１ｍで沢山咲きます。秘蔵品の 1 株

草丈７０ｃｍ。

性で根元まで良く開花します。

販売します。

W-４８

W-49

W-４７

初分け株販売

開花株

￥２，５００

開花株

\3,000

開花可能株 ￥６，５００

Phal.bellina

Cl.Rebecca Northen’Mikkabi’

艶々した葉は美しく、素晴らしい香り

「ピンク真珠」と呼ばれ 1cm 程の花が

が楽しめる原種胡蝶蘭です。インテリ

鈴なりに下垂咲きする人気品種。

「ゴーストオーキッド」の交配種で

アとしても価値観アリ！5～10 月に開

ジンジャー系の香りがある。

す。これにより栽培が可能となり花も

花予定の株を販売します。

蕾着く株でご用意できます。

見れます。希少です是非お求めくだ

Dendrophylax

幽霊蘭

[ lindenii x salliei]

さい。木付きです。

W-50

開花株

￥１８０，０００

Den.smilliae ‘Black Hole’ (OG)

W-51

開花株

￥３8,000

Den.farmeri f.petaloid

W-52

3 号鉢

￥７,000

Gramangis ellisii fma.alba

草丈１．２ｍの巨大株です。赤身が強く

‘Hsinying’GM/JOGA (MC)

‘Jumbo Canary’ (MC)

グリーンも濃く対照的。1 輪も大きく

展示に出せば上位入賞は確実となる

大変珍しい人目をひくアルバ個体で

巨大なボ ールになる優 秀な個体で

栽培容易なデンドロです。花持ちも

す。あと 1～2 作で開花します。

す。展示会で受け抜群！

良い。今回大きな株です！お勧めし

是体お勧めの個体です。

蕾付き株

ます。蕾付き株

W-53 開花株

蕾付き

￥４，５００

Den.haveyanum

W-54

開花株 ￥２3，０００

Den.spectabile fma.aureum

W-55 開花株

￥２００，０００

C.walkeriana fma.picoty

[ ‘Super Moo’x ‘Big Moon’]

‘Contorno’ (OG)

写真は兄弟株で真ん丸で巨大輪が咲

明るい黄色の美花で入手困難種。

憧れの覆輪巨大輪「天使の雫」も出

き出しました！今が買いごろ！暑がら

今回 2 株販売します輸入品です。

る。必ずこのように咲くという事ブ

ないハーベヤナム！

4 号鉢見開花株

ラジルから入荷

栽培しました。

限定 1 株を販売します。

W-５６

1 作開花株

￥５０，０００

W-57 開花株 4B

￥40,0００

W-58 1 作開花株

￥２７，０００

Rlc.Candy Pop‘Angel Bouquet’

C.labiata f.rubra‘Bloody Bary’

1 ステムに 20 輪もの花を付ける「天

ラビアタのルブラ個体では相当レベ

‘Ruby Treasure Lip’ (OG)

使のブーケ」と名付けた美花。写真

ルの高い個体です。P 先端がややス

Nobilior アマリエを彷彿させるこんな

は 1 ステムを上から写したもの。OG

プラッシュ入り。リップ特に展開良く

に素敵なリップはワルケにはありませ

バックふかしですが開花可能な株

ベタ赤になります初分け株。

ん！2017 選抜品。初売りです。

W-59

W-60 開花株

W-61

開花株

Fdk.Doubtless

￥３０，０００
実生見開花

アメリカからの輸入株を栽培した物で

３B

￥１００，０００

C.walkeriana f.vinicolor
Select

(OG)

C.walkeriana f.suave 3~4G

開花株

大

￥６，０００

Vanda coerulea (dwarf type)
人気の本種小型で開花します。既に

今季開花予定です。ピンクや黄色にド

ロゼワイン色になる希少個体。40 アメリカでハイレベルな花が咲いた実

ットが美しく入る人気品種

万円した自然種です。P 幅もありサ 生です。今回大きな株を販売します

高価なものは 20 万もします。

イズも十分です。申し分ないコレク バスケット入り

限定 5 株を販売します。

ションとなります。

最後まで見ていただきありがとうございました！

世界らん展日本大賞２０１９
セールスブースで当店の商品お買い上げいただく方に耳よりな情報です！
必ずこちらの用紙をプリントし ご住所、お名前、お電話番号をお書き頂き
当日セールスブースへお持ちください。

期間：２０１９年２月１５日から２２日まで
当園セールスブースでのお買い上げに限ります。
２個買うと １個目商品→値引きなし

（値段の高い方が１個目となります）

２個目商品→３０％OFF セールいたします。
H＆R の商品や委託品、資材等は割引対象外となります。

消費税別途

ブースで「耳より使えますか？」とお尋ねください！使うか使わないかはお客様次第！

〒

－

お名前
お電話

By Wakayama Orchids

