
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２０ TOKYO DOME 世界らん展 SPECIAL ＬＩＳＴ  

                    by wakayama orchids* 

 

今年もいよいよ始まります！世界最大のランの祭典 

 

＊2020一般入場券 ￥１,６５０ (特別格安チケットもありますＴＥＬ下さい)  

＊内覧会券￥２，０００ (郵送料別途) 

 

＊有効期間はアップした日より 2020年 2 月 21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。 

＊表示価格は税込み価格です。 

＊送料梱包料は別途全国一律￥１，７００ 

＊1点物が多いですのでお早めにご注文ご予約ください。 

＊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: お支払い合計が (3 万円まで＋３３０円） （3 万円以上 ＋５５０円）  

c) クレジットカード支払いご希望の方は当方へメールアドレスと氏名＋電話番号をお知らせください 

  追って当方からメールにてカード決済メールを返信いたします 

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 

 

メール返信先 shop@w-orchids.net  

Tel 073-444-2422   FAX 073-446-2506  

〒641-0023 和歌山市新和歌浦２－１０ ワカヤマオーキッド 

 

   Ｗakayama Orchids 販売ブースは H ６５です。    

                      

TOKYO2020.pdf

 今回の図面です！PDF ご覧ください 

 



                                 SUPER SPECIAL 6 Plants   

  

W-１ 開花株 6B   ￥2２0，０００   (OG Div.) 

C.(=S.) cernua ‘Suzaku’ GM/JOGA 

2019 最新ゴールドメダル受賞株初分け株です！ 

(ＮＳ 3.2x2.8ｃｍ)(P 1.7 x 1.7cm)(L 0.9 x 1.1cm) 

極厚弁のペタルは丸く幅広！リップも大きく見事な個 

体です。1 花茎に 6 輪咲き限定わが子の様に大切に育 

てられた 1 株をお譲りします。値引き対象外 

W-２ ３ｂ＋Ｓ  ￥５５０，０００ 

C.lueddemanniana fma.coerulea-flamea 

   ‘Samurai Blue’   (OG Div.) 

遂に遂に 1 株のみバック吹かし株のご用意が出来まし 

た！まだあまり新芽は大きくないですが今年は生長が 

期待できます。世界初！この世に 1 鉢しかない 

最高のﾙﾃﾞﾏﾆｱﾅを是非お楽しみください。 

  

W-3 2B+NB ￥198,000  初売り！ 

C.lueddemaniana fma.coeru lea-striata  

‘Dark Side Blue’ (OG Ｄｉｖ．)   

世界でも類を見ない濃色セルレアで気持ち悪いくらいの 

グレー色の筋が花全体に、しかもクッキリ入ります。 

約 7～10 日で筋が目立つようになり 3 週間は開花し 

ます。開花時にやや低温の方が色は青く出るようです。 

W-4 開花株 4B ￥110，０００ 

C.praestans fma.concolor  (OG Div.)  

‘Aurora’ SSM/JOGA 

2020 SSM 最新入賞花です！ 

NS10.5 x 9.8cm の巨大輪ですっばらしい花！フラット

開花は勿論、リップ喉奥は黄緑色です。いつの日かどこ

かで大きな賞を受賞できることでしょう。 

  

W-5 開花株 3 バルブ   (OG Div.) ￥220,000 

C.trianae fma. trilabelo ‘Panda’   

世界で一番美しいトリアネと言っても過言ではない！ 

このトリラベロ個体は、とても鮮やかなショッキング紅色 

をしていて、世界中の人に愛されています。 

久々のＤＩＶ．販売です 限定 1 株のみ。 

W-6 2.5 号 ５B ￥１３２，０００  初売り！ 

C.shroederae fma.rubra‘ Ashura’  (OG Div.)  

バック吹かしからバックが倒れ苗の様になった株です。 

初売りのオリジナルです！夏は日陰で育てます。絶対欲し 

い入手困難品種です。鈍く濃い花色彩は勿論リップの 

オレンジ色も美しく大変良型の個体です。 
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W-7 開花株 4Ｂ    ￥44，０００ 初売り！ 

C.traianae fma.trilabelo 

’Chanpange Red’  (OG Div.) 

今までに無くワインレッド系のビニカラータイプのトリラ 

ベロです。ペタルの展開も良く厳かに白い模様がペタル 

に入ります。まだまだ変化しそうですよ！ 

 

W-8   開花株 3B \８８,000   初売り！ 

C.percivaliana fma.marmorata 

‘Complete Red’ (OG Div.)   

今年世界をざわつかせた（マルモラータ＋ペロリカ）と 

同実生から作出したマルモラータ極整形花です。つまり 

ペロリカの血が入った優れものってわけです。 

 

   

W-９ 開花株 ４B ￥22，０００ 

C.trianae fma.coerulea 

           ‘Hulk’ (OG) 

銘品であるハルク、草状ゴツゴツと

していてカッコ良い。だいぶ安くなっ

たので買い時かも。 

 

W-１０  開花株 3Ｇ ￥７７,000 

C.percivaliana fma.trilabelo 

   ‘Dancing Queen ’    (OG) 

ペロリカの部分が大きく初花で

はやや展開が不完全でしたが次

に期待しましょう。希少色彩で

す。 

W-１１ 開花株 4B ￥４４，０００ 

C.trianae fma.trilabelo 

‘ Fancy Pielot’  (OG) 

コンカラーを親に使ったトリラベロで

す。やや展開悪いもファンシーな 

カラーは特別です。 

 

 

  

W-１２  この夏から秋に開花する実生見開花株 ￥１，７６０ 

Rlc.Mikawa Rainbow  ミカワ レインボー 

コンパクトな 2 枚葉種で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。グリーンやスプラッシュ等、様々な模様の花が咲く 

楽しみな交配です。大きくなると多輪となりボール状に開花！ 

写真は同実生から開花した例です。3.5 号でモリモリの見開花株

を販売します！今年最初の宝くじ！さあ何株買いましょう？ 

W-１３ ２．５号 ￥８，８００ 

C.lueddemanniana 

[ flamea ‘Grand Odyssey’  

X coerulea-flamea ‘Samurai Blue’ ] 

７５%がセルレアの血を持つフラメア実生！ 

狙うは世界初のセルレアの強烈なﾌﾗﾒｱだ！ 

3～5 株まとめて大人買いが進め！ 

  

   

   

   

 

 
 

 

 

 

 
 



   

W-１４ 開花株 7 バルブ￥55,000 

C.acrandiae  (OG Div.) 

‘Gulfglade’ AM/AOS 木付き 

入賞歴は古いが、ＵＳＡで高い評価を 

受けたリップがとても赤い個体です。 

アクランディーのレジェンドと言って

も過言ではない。大切に育てた株 

W-１５ 開花株全株 ￥110，０００ 

C.labiata  (OG Div.) 

fma.rubra-flamea‘1909-2807’  

世界でも類を見ない濃色ラビアタ 

しかもクッキリデカいフラメアが入る 

入賞は確実の美花です。実生全株 

売りにつき個体名はご自由に！ 

W-１６ 開花株 6B ￥44，０００ 

C.lawrenceana fma.coerulea 

 

美しい青色で人気が高いローレンセ

アナのセルレアです。株状態は良い

です。今年は花が終わっています。 

   

   

W-１７ 開花株全株 ￥110,000 

C.labiata fma.rubra-flamea 

‘1910-0501’ (OG Div.)  

世界初のルブラフラメアです、鮮や

かにクッキリと大きなﾌﾗﾒｱが入る 

リップ黄色が少なく真っ赤です！ 

W-１８  開花株４Ｇ ￥１１０,000 

C.maxima fma.labio-amalero 

   ‘Angelo’    (OG Div.) 

リップに筋が無く白と黄色の美し 

い表情が印象的な希少色彩で 

す。写真は天然採集時の物です。 

 

W-１９ 開花株 4B ￥５５，０００ 

Ctrianae fma.trilabelo 

‘ Lia ’ SBM/JOGA (OG Div)  

当園のトリラベロ作出の原点となった

1 個体です。当時 45 万円した分け株

です。自然に開く素晴らしい銘花 

  

 

W-２０ 開花株７Ｂ ￥５５，０００ 

C.amethystoglossa 

  ‘H.Kazuyo’ AM/JOS (OG Div) 

ハワイ系と思われるＪＯＳ入賞花です 

だいぶ巨大になるようで、花数も多い

のが特徴です。ドットは綺麗にでます 

 

W-２１ 開花株７Ｂ ￥５５，０００ 

Pot.Candy Pop  

  ‘HAngel Bouquet’  (OG Div) 

1 花茎で既にブーケの様に裏表無い 

ボール咲きになる素晴らしい個体で

す。初夏咲き。オリジナル株販売。 

W-２２ 開花株 ￥３３，０００ 

C.trianae fma.trilabelo 

   ‘Amaga’ (OG Div.) 

真ん丸なイメージの特異なトリラベロ 

です。自分で開花できる最高峰！ 

異質でマニアチックコレクションに最

適です。 

 

 

 

   

 

 

写真サンプル 



   

W-２３ 1 作開花株 ￥１３，２００ 

C.nibilior var.amaliae 木付き 

   fma.semi-alba x self 

台湾独自で開発されている白弁赤リ

ップとなる実生です。ｱﾏﾘｴ好きな

方にはＧＯＯＤ！写真はサンプル 

W-２４ 開花株 3B ￥１6,500 

C.schroederae 

      ‘N.Comet’ (OG Div.)  

香りが人気の原種 ポパヤン系の実

生選抜です。写真よりはもう少しふく

よかに開花しました。 

W-２５ 開花株 3 号 ￥３３，０００ 

C.schroederae fma.rubra 

        ‘Ashura’ (限定 MC) 

本種中で最も濃色と思われる美花で 

限定品です。とても良い香りがする 

ほぼ最終販売となります。 

                     

W-２６  3 号鉢生産者委託栽培株 ￥４，９５０ 

Rlc.Warm Color ‘Big FootⅡ’ SM/JOGA 

 X Rlc.Last Dream ‘Vivian’ SM/JOGA 

巨大輪で安定した花形とぶれない子供を生み出す 

ウォームカラーに当園選抜のビビアンのコラボ。色んな 

色彩が出現することでしょう。今が買い時！細葉と太葉の

チョイスで大人買いして下さい！ １～２作開花株 

W-２７ 2 作開花株 3 号鉢植え替え済 ￥４，４００  

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

X Rlc.Last Dream ‘Vivian’ SM/JOGA 

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。1２月から２月にかけて開

花予定。 レビューで紹介後問い合わせ多数！ 

   

W-２８ 開花株６Ｇ ￥66,000 

C.schilleriana  (OG Div.) 

‘Theree Stars’SM/JOGA 

リップが巨大に展開し見事に開花す 

るＳＭ入賞個体です。ダイナミックに 

開花する人気のシレリアナ希少品 

ハヤシマ系で厚弁です。 

W-２９ 開花株４Ｇ ￥７７，０００ 

C.trianae fma.trilabelo 

 ‘New Century’ (OG Div.) 

勝手にしっかりと開く優秀なトリラベ 

ロ．トリアネ本来の魅力を残しつつ 

厚弁でペタルに黄色い模様が入る。 

私の大好きな個体です。 

W-３０ 開花株３B ￥２７５，０００ 

C.violacea fma.suave 

   ‘Coronet’ GM/JOGA  (OG) 

入手困難な人気のスアーブ色です。 

これが自然種なんて素晴らしい！ 

ＧＭオリジナル分け株 

1 株のみの販売となります。 

 

 

  

 

 

 

   

 

 



   

W-３１ 開花株 ５B ￥３３，０00 

C.trianae fma.concolor  

‘Oto’ (OG Div.) 

最高に美しいコンカラーを代表する 

個体です。リップが大きくいつまで

も見飽きる事のないお気に入り 

今回久々に 3 株入荷！格安です 

W-３２  3.0 号  ￥１３，２００ 

C.amethystoglossa f.flamea  

 [ ‘Tedesco’ x self ]       

ブラジルでも開花株が完売するほど 

の新しいタイプのフラメアが開花する 

今回一押しの実生苗です。 

さあ始まる新しい世界！ 

W-３３ 開花株 5B ￥38,500 

C.intermedia (OG Div.) 

 ‘Santo Antonio’ 

テカテカと光る弁質で巨大輪のイン

タ。咲く時期によりチポと言うよりは

写真の様なフラメアに返信します・他

に類を見ない色彩で人気です。 

   

W-３４ 開花株  B ￥７７,000 

C.lueddemanniana coerulea 

 striata ‘1601-0１１8’ (OG) 

実生選抜個体です。オーバーラップ

する幅広いペタルは見事！リップは

青いソリッド色彩です。 

W-３５ 開花株 8B \３３，000 

C.lueddemanniana coerulea 

       ‘1703-05０１’ (OG) 

実生から選抜した花形が良い個体で

す。典型的な美しいセルレアと言えま

す。草状は真ん丸で肉厚！ 

名前はご自由に！ 

W-３６ 開花株 12B ￥22,0００ 

C.lueddemanniana rubra 

        ‘2001-3101’ (OG)  

実生から選抜しました。近年少ない 

リップがドットになるタイプです。 

香りがする巨大株！ 

名前はご自由に！ 

   

W-３７ 開花株 4B ￥５５0０0  

C.trianae fma.trilabelo 

       ‘Love Love’ (OG Div.) 

コンカラーとの実生から近年選抜した 

個体です。自分で展開できる優秀な

個体で、展開良くリップやペタル幅が

広い素晴らしいです。 

 

W-３８ 開花株 5Ｂ ￥１３２，０００ 

C.maxima fma.semialba  

  ‘Fantastic Red’ (OG Div.) 

当園選抜に中でも断トツの美しさを 

持つ個体。リップの赤い部分は濃く 

白い縁取りとのコントラストは抜群で

す。 

W-３９ 巨大開花株 ￥3３,000 

C.lueddemanniana rubra flamea 

’1403-6’ (OG) 20B 

ルブラ系のフラメアになる個体です 

写真は初花時の物です。リップが真

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！ 

   

   

 

 

  



   

W-４０  3.0 号 ￥１９，８００ 

C.schirelliana fma.semi-alba 

‘Queen Emeraldas’ (MC) 

オリジナル株からのＭＣです。限定 1

株の販売です。この花は人気があり

ます。美しい緑色と赤の対比が素晴

らしい。1～2 作開花株です。 

W-４１ 開花株 ６B ￥８８，０００ 

C.dowiana aurea （OG） 

     （写真はイメージです。） 

近年天然物入手が困難で高騰してい

る話題のドーウィアナです。今回栽培

品開花株を 1 株のみ販売致します。 

コロンビアの選抜品未確認株 

W-４２ 開花株６B ￥3３，０００ 

C.lueddemanniana  

‘rubra G’ (OG Div.)  

チポとは全く違う濃色のルブラ個

体です。リップがオレンジ系でこれ

もキリリとしまって花全体の雰囲気

を良くしています。 

   

W-43 開花株 ２B 小 ￥５５,000 

Den.glomeratum  (OG Div.) 

‘Juliet’BM/JOGA 

20 年前の天然物の選抜個体です。 

大切に育てていた株で実生が大きく

ならないのに比べ背が伸びます。濃

色で丸い申し分ない花。 花付き 

W-44  開花株 ３B ￥８８,000 

Den.glomeratum (OG Div.) 

   ‘Romio’ BM/JOGA 

左に同じく天然物でＮＳが大きくゆっ

たり開花します。色彩はピンクです。 

リップのオレンジが目立つ。サイズも

大きいです。 

W-45  4B ￥44,000 

C.trianae fma.trilabelo 

‘Winter Buttefly’ (OG Div) 

自然にしっかり展開するトリアネ名品 

です。3 点の赤い部分が極めて目立 

つ原種らしさを保った美花です。 

   

W-46 開花株６Ｂ ￥5５,000 

C.jenmanii fma.rubra 

‘Deep Rouge’ (OG) 

実際写真よりもかなり濃い色彩が目 

に飛び込んでくる美花です。自然派 

でとことん濃いのがお好みの方に 

お勧めします。 

W-47 開花株可能 ￥３３,000 

C.nobilior amaliae-striata 

‘Mascaras’ SM/JOGA (MC) 

自然界で発見された超級の筋花です 

中輪ながら花形も完成されており申

し分ない限定 200 株残りわずかとな

りました。 お早めに！ 

W-48 1 作開花株 ￥５５,０00 

C.aclandiae fma.alba  6B  

‘Cortina Dampezzo’ (OG)  

写真はイメージサンプルとします。 

既にアルバで開花したものです。 

有名趣味家さんの株でコルクに付け 

て鉢に入っています。 

 

   

  
 

 

 

  



   

W-49 開花株 4 号 ￥１６，５００ 

Den.Lee Chang Yi Miriam (MC) 

とても美しい色彩のデンドロ交配種 

写真の花がそのまま咲くＭＣを販売し 

ます。草丈８０ｃｍスミリエの子供です 

強健で栽培容易。限定 2 株 

W-50 BS   ￥6,600 

Phal.belina ‘Indigo Blue’x self 

人気の濃い濃い青紫の花が咲く原種 

胡蝶蘭です。甘―い香りと共にとにか

く売れてます！ 

台湾からの輸入株今季開花します！ 

W-51  開花株 ￥2，75０ 

Den.bellatulum  

ミニデンドロ原種の人気種です。 

今回 1 年グローした栽培品です。 

木に付けると上手く育ちます。 

 

   

W-52 2.5 号鉢 ￥３，０８０ 

Den.spectabile fma.aureum M 

人気のスペクタビレの黄金色になる

変種です。まだまだ小さいですが買

い頃と言えば今でしょ！2～3 作で開

花予定です。 

W-53  開花株 \27.500 

Den.annae ‘ Momo’ (OG) 

写真の個体です。自然種から選抜さ 

れた優秀な個体です。春と秋 年 2 

回の開花期が有ります。特にＰ広く良

型です。株高９０ｃｍ３バルブの良い

株です。 

W-54 開花株蕾付き ￥５，５00 

Den.Chantaboon Sunrise‘ＣＢ’ 

人気⤴のチャンタブーンサンライズ 

巨大な濃いオレンジ色の花が半下垂 

して開花する凄く目立つデンドロです 

春に開花！栽培容易でお勧めです。 

   

W-55 2 作開花株２Ｂ￥８８，０００ 

Chysis Langleyensis coerulea 

‘Blue Lagoon’ (OG Div.) 

実生の中からたった1株だけ出現した

青花！いつか世界を驚かせる逸材と 

言えるでしょう。 肥料をやると大き

くなります。 

W-56  開花株 \５５，０００ 

C.praestans fma.concolor #3 

       ‘Gold Star’ (OG Div.) 

プレスタンスらしいこの花形でのコン

カラーはたまりません！いう事なしの

個体です。 

2.5 号鉢 3～4 バルブ販売 

W-57  開花株 ￥５５，０００ 

C.praestans fma.concolor #5 

   ‘Perfect Model’ (OG Div.) 

P 幅があり極良型の美しいコンカラー 

です。スロートもやや黄色になり、一

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 

 

   

   

 

 

  



   

W-58  開花株花付き ￥３，３００ 

Lept.tenuis 

白から淡いピンクの可愛い花が一面

に咲く。近年ＳＮＳでも話題の小型原

種いです。今回蕾付きで販売します。 

 

W-59  3.0 号開花株 ￥4,400  

Den.nobile fma.carnea 

       [‘F.Arima’x self ] 

草丈１ｍになるやや細身のバルブで、 

それは美しいオレンジカーネア色の 

リップ！低温性で根元まで良く開花

します。セルフですがほぼ同色です。 

W-60  開花株 ￥１１，０００ 

Den.purpureum  

fma.ｂicolor x self 見開花株 

作年の東北蘭展でグランプリを取っ

た個体と兄弟株に当たるそれはそれ

は美しい色の原種です。ピンポンボ

ールの様に玉咲きします。 

   

W-61  開花株 ￥１６，５００ 

Col.Jumbo lace ‘SVO’ X 

Ctsm.denticulatum‘Orange LIp’ 

全く新しい挑戦の竹の子系です。 

ドット隙の方は絶対買ってください 

ね！どんな色彩が出るか？楽しみで

す。ＵＳＡから輸入品見開花。 

W-62  開花株 \3,３00 

Cl.Rebecca Northen’Mikkabi’ 

「ピンク真珠」と呼ばれ1cm程の花が

鈴なりに下垂咲きする人気品種。 

ジンジャー系の香りがある。 

蕾付き株でご用意できます。 

W-63  開花可能株 ￥６，９３０ 

Dendrophylax   幽霊蘭 

[ lindenii x salliei] 

「ゴーストオーキッド」の交配種で 

す。これにより栽培が可能となり花も

見れます。希少です是非お求めくだ

さい。木付きです。 

   

W-64 開花株 ￥9,900 

Rhy.retusa (special sib.)  

赤味が強く、花の間が密になり長く下 

垂咲きする花を狙った優秀な交配で 

す。今シースン初花が見れそうなデカ

い株でのお届けです。香りも楽しめま

す。 

W-65 3 号開花可能株 \4,400 

Eulophyana euglossa  

[‘Pegasus’SBM/JOGA x self ]  

サンシャイン蘭展でグランプリ獲得し

た素晴らしいアフリカン原種。古株か

ら開花し最終１ｍの花径に 100 輪開花

する 花命 3 か月 春初夏咲き 

W-66 開花株 蕾付き ￥４，４００ 

Den.haveyanum 

[ ‘Super Moo’x ‘Big Moon’] 

写真は兄弟株で真ん丸で巨大輪が咲

き出しました！今が買いごろ！暑が

らないハーベヤナム！ 

 

   

   

 

 

  



   

W-67  1 作開花株 ￥４，４００ 

C.cernua fma.aurea  

[(Yellow x Limone) x Tsuji] 

新しい国産実生です。来季開花予定

株。９９％黄色で開花します。 

W-68  開花株 ￥４，４００ 

C.riograndensis 自然種です 

リオグランデンシス 

コクシネアに近い小型新品種です。 

リップが黄色になる個体も開花します 

栽培品種 木付き株です 

W-69 1 作開花株 ￥３，３００ 

Sophronitella violacea 

毎年ドームに出展され話題になる 

小型の蘭。暑さにも強く若い人を中

心に人気上昇中！今回国産実生株

を販売します。来年開花します。 

   

W-70 開花株 ￥3，63０ 

Cyc.chlorochilon ‘Jumbo’(MC) 

素晴らしい香りが特徴の巨大輪スワ 

ンオーキッド。最大 10 輪は開花しま 

す。既に開花跡がある株を販売 

W-71 開花株 ￥3,63０   

Ctsm.gnomus‘Jumbo’ (MC) 

最新の原種初売りです。特に色が濃 

い選抜個体のメリクロン、ユニークな

花形が人気の秘密！お早めに！ 

W-72 開花株 ￥３，６３０   

Mon.Jumbo Delight 

  ‘Orange Diamond’ (MC) 

まん丸な花形が印象的でオレンジの

美花です香りもある人気品種 

売れてます！ 

   

W-73   開花株 ￥３，６３０ 

Mon.Jumbo Delight 

    ‘Black onyx’ (MC) 

花持ちが良い漆黒の美花です。房

咲する最新メリクロン。日本初上陸 

香りもある。中大輪です。 

W-74      開花株 ￥3，85０  

Catds.Jumbo Chastty 

   ‘Jumbo’ (MC) 

竹の子系で唯一の純白花となりま

す。多輪性で下垂咲すると見事で

す。大ヒットしている個体です。 

香りも有ります。 

W-75   開花株 ￥3，630     

Col.Jumbo Circle (yellow) 

人気のレベッカノーザンを黄色くした

感じの実生です。ジンジャー系の香り

もして大変良く売れています。 

小型で栽培容易。 

 

   

   

 

 

  



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：２０２０年２月１４日から２１日まで 1日 1回使用できます。 

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。          

      3 個目以降は１５％ＯＦＦとなります。            

資材等は割引対象外となります。  

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 
 

 


