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C.percivaliana ‘Dracula’
C.percivaliana fma.marmolada-pelorica
‘Dracula’

新年あけましておめでとうございます 本年もどうぞ宜しくお願いします！
当園は次世代を見据えた育種を進め世界中の愛好家が望み驚く蘭花を追求します。
２０２０年が始まります！これを機にランの世界も大きく変化ある１０年となるでしょう
１月のサンシャインから大阪、東京ドーム、福岡、神戸と皆様の地域に出かけます！
世界蘭展チケットなどもご用意しました、今回のカタログも最後までお楽しみください。
世界蘭展スペシャルリストは 2 月初旬にホームページにて公開いたします！

お問い合わせ先メールアドレスは

shop@w-orchids.net
〒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://w-orchids.coolstore.org/ e-mail shop@w-orchids.net

20２０年

秋冬イベント情報です。各イベントに出張販売します！

サンシャインシティー世界の蘭展

１月９（木)～１３日（月祝）

サンシャインシティー文化会館２Ｆ（池袋）

関西ランフェスタ 京阪百貨店

１月 23 日(木)２８～日（金）

京阪百貨店守口店

世界らん展２０２０東京ドーム

２月１４(金)～２１日（金）

東京ドーム

内覧会２月１４日

９：：０より入場可能

￥２，０００（税込み）

一般前売り入場券定価￥２，０００の所

８Ｆ催事場

（東京都文京区）

ワカヤマオーキッド販売ブースは

Ｈ６５です。

￥１，６５０（税込み）（他に格安分も有りますのでご相談ください）

福岡蘭展２０２０

２月２８(金)～３月１日（日）

平田ナーセリー小戸店 （福岡市）

ＷＯＣ 世界蘭会議 台湾

３月９日（月）～１８日（水）

台中 清華蘭園ブースで販売予定

万花園スプリングフェアー

３月２７日(金)～２９日（日）

万花園温室 （兵庫県宝塚市）

関西ランフェスタ 神戸 KIITO

４月１０日(金)～1２日（日）

ﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｾﾝﾀｰＫＩＩＴＯ（神戸市）

大垣園芸春の蘭展

５月２２日(金)～２４日（日）

大垣園芸温室

６０ｔｈ.蘭友会らん展

５月２８日(木)～３１日（日）

サンシャインシティー展示ホールＡ（池袋）

和歌山らんフェスタ

６月６日(土)～７日（日）

和歌山ＪＡビル１Ｆ

（岐阜県大垣市）

（ＪＲ和歌山駅前）

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。(手数料利用者負担となります）

２．ゆうちょ銀行：【 記号１４７３０

番号１４８７６０６１

ワナカ マサト 】

３．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 】

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下さい）３万円まで３００円 それ以上５００円】
６．クレジットカード：【VISA・MASTER・AMEX がご利用になれます。注意！セール期間中は割引が１５％】
＊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： 税込み [ 北海道・沖縄￥２,２００ 東北￥１,８７０ その他の地域￥１,７００ ]
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。
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。尚表示価格は税込みとなります。
表示価格：本リストの表示価格は送料等も含め全て税込み価格です。
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
（自然種）原産地由来個体、（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。

１：C.walkeriana fma.s-alba picoty

[ ‘Winter Love’ x picoty-flamea‘PA-06’ ]

Rlc. Warm Color ‘Big Foot Ⅱ’SM/JOGA
X Rlc.Last Dream ‘Vivian’ SM/JOGA

２：

憧れのセミアルバ＋リング＋フラメアが既に開花しだした

新発売！失敗しない交配です。どんなカラーリングになるか？

台湾の実生です。高確率で予想以上の花が開花する

今から楽しみ。花形は勿論 OK で巨大輪整形花冬咲き。何鉢

事でしょう。

かまとめ買い下さい。限定 200 株良い株から出します。

４．０号 開花株 ￥２２，０００

生産者委託良株

３．５号鉢 1 作株￥４，９５０

３：Den.Illusion デンドロ イリュージョン

４：Den.Swiss Mountain Palace

（ラウエシー ｘ カスバ）の最新交配種です。

デンドロ スイスマウンテンパレス
[カスバ ｘ（カスバ ｘ グロメラタム）]巨大輪の栽培し

巨大輪が開花！白＋ピンク、オレンジ＋赤等色ん
な色彩が開花します。カスバートが栽培できなかっ
た趣味家にお勧めの一品です。モリモリの株販売
２．５号 今期開花予定
￥７，１５０

やすい最新交配種！モリモリの未開花株で販売です。
白＋ピンク、オレンジ＋赤、ピンク等色彩は様々です。
２．５号鉢 今期開花予定 ￥７，１５０

3.0 号鉢 開花予定株 ￥７，５００

５： C.(=S.)riograndensis

自然種

６： C.lueddemanniana x sib.

ソフロニチス系の新種です。リップが黄色くなるの物が多

[coerulea-flamea ‘Samurai Blue’
X rubra- flamea ‘Grand Odyssey’]

いのが大きな特徴です。今回は全て自然種です。コクシ

遂に発売！75％までセルレアの豪快なフラメア狙いです。ここ

ネアと同サイズ葉はやや長め 限定販売！ 木に付けた

から始まる新たな領域！良い苗を入れますので３～５株まとめ

物もあります。とにかく咲かせてみませんか？

大人買いがお勧め！残り 30 株程度となりました。お早めに！

リオグランデンシス

2 号鉢 開花株 ￥４，４００

３．０号鉢

￥８，８００

７：Den.Blue Twinkle

再実生

ブルー トゥインクル

８：

Sophronitella violacea
ソフロニテラ

ビオラセア

９：C.Remo Prada ‘Crown’ (MC)
レモプラダ ‘クラウン’

大変人気の高いカナリキュラタム系の

ブラジル産の自然種選抜個体の国産

現在でもその存在感をアピールして来る

青花ホーンタイプ実生。中型で花持ち抜

実生、待ちに待った初売りです！

愛くてたまらない秋咲きの銘品です。ＢＺ

群。秋から夏咲き。限定３０株

小型で人気抜群です！是非この機会

の再メリクロンを輸入！巨大輪でとても

にお買い上げください。限定３０株

目立つ 貴方も魅了されることでしょう。

２．５号 ￥３，３００
オリジナル分け株￥１９，８００

２．０号鉢１作開花株 ￥３，３００

開花株 ４．０号 ￥８，８００

１１： Psh.citrina (Maxico)
ﾌﾟﾛｽﾃｹｱ シトリナ

１２: Psh. Karwinski

濃いオレンジ色の巨大輪が開花します。

メキシコ原産の魅力的な原種です。逆

メキシコ産原種希少本種です。逆向けで

原種チックに咲かせるのがコツ！展示会

向けで栽培します。巨大な花が開花し

栽培します。香りは勿論黄色リップの縦長

受け間違い無し！蕾付き株を販売します

ます。完全栽培品ですので安心下さい

ギザギザリップが咲く個体が多く開花する

水が好きで栽培容易！ 蕾付き株

冬の強光線と水が好き シトラスの香り

大変珍しい自然種です。花に変化あり

Den.Chantaboon Sunrise
‘KB’ ﾁｬﾝﾀﾌﾞｰﾝｻﾝﾗｲｽﾞ (MC)

１０：

蕾付き 開花株 ３．５号鉢 ￥５，５００

１３： Den.nibile fma.carena

木付き開花株 ￥１，１０００

１４：Eulophia euglossa

ﾌﾟﾛｽﾃｹｱ ｶﾙｳｨﾝｽｷｰ

木付き開花株 ￥１１，０００

１５： Cl.Rebbecca Northern‘Miccabi’

[ ‘F.Arima’ CHM/JOGA x self ]

[ ‘Pegasus’ SBM/JOGA] x self

原種ノビル カーネア ‘エフ・アリマ’

蘭友会蘭展でグランプリ受賞したアフ

過去一番売れた竹の子族です！ジンジャ

リップがカーネア色になる大人気個体

リカの地生蘭。１花茎１００輪も開花し

ーの香りと共に「ピンク真珠」の愛称で知ら

のセルフ株で同色が咲く！

見事です。栽培しやすく花持ちは２か

れる有名な個体です。低温でも栽培可能

０度まで大丈夫！ご注文はお早めに
開花株 ３．０号 ￥４，４００

月と長い！このサイズから咲き出す。

大株にすると大迫力で開花する。

３．０号鉢 開花株 ￥４，４００

レベッカノーザン ミッカビ

３．０号鉢 開花株 ￥３，０８０

１６：

Asctm.pusillum
ｱｽｺｾﾝﾄﾗﾑ ﾌﾟｼﾗ

１７：V.tesselata f.semi-alba

１８：

ﾃｯｾﾗｰﾀ ｾﾐｱﾙﾊﾞ 花確認株

Cyrtorchis chiluana
シルトルキス チャイルアナ

極最小のアスコセントラムですピンク～

香りが良い人気の原種ですが、珍しいグリ

中型のアフリカン単茎種です。草丈１５ｃｍ

赤色の可愛い花で開花葉幅１２ｃｍ

ーンから黄色弁ピンクリップの花が咲く。

で開花する珍しい品種 あと 1 年で開花

木付き 開花株

バスケット開花株

￥３，３００

１９：Rhy.coerestis (MC)

ﾘﾝｺｽティリス ｾﾚｽﾃｨｽ
白地に青紫の大変目立つ人気原種。
芳香種でガッツリした株姿も魅力！
木付き 開花株

２０：

Rhy.coerestis pink (MC)

ﾘﾝｺｽﾃｨﾘｽ ｾﾚｽﾃｨｽ ﾋﾟﾝｸ

1 作開花株 ￥４，９５０

２１：

V.Charm ‘Blue Star’(MC)

バンダ チャーム ブルースター

白地にピンク模様の美しい人気種です 青さが最高に強い人気の風蘭系交配種で
す。葉幅２５ｃｍ程度冬春咲き。低温性
今回極良株で販売。芳香種。

￥３，８５０

２２： V.coerulea Duwarf type

￥９，９００

開花株

￥４，４００

２３： Oeoniella polystachys
ｴｵﾆｴﾗ

バンダ セルレア （ドアーフタイプ）

ﾎﾟﾘｽﾀｷｽ

開花株

￥４，１８０

２４： Rhy retusa
リンコスティリス レツーサ

写真の様な真ん丸の花が開花します

葉の付き方が面白く人気があるア

世界中でバカ売れしているようです。

フリカン小型種です。冬咲き 格安で する。大変人気の高い初夏咲きの原種

株が大きくならないタイプです。

販売

開花株

￥６，６００

２５：V.christensoniana
バンダ クリステンソニアナ （ベトナム）

大房になると５０ｃｍ程見事に下垂咲き
今回 2 芽栽培品良い株。バスケット入り

蕾付き開花株

￥１，９８０

２６：Ascocentrum curvifolium
ｱｽｺｾﾝﾄﾗﾑ ｶｰﾋﾞﾌｫﾘｳﾑ

開花株 ￥６，６００

２７：Plectrelmintus caudatus
プレクトレルミンタス コーダタス

美しい桜色の可憐な花が房咲きします。

紅色の鮮やかな色彩の中型単系種です

中型のアフリカン人気種。大きな花が下垂

中型で栽培容易。今回良い株です。

近年入手困難となってます。良株です。

咲きする。根もバンダの様に太く捻じれる

3 芽 開花株

￥５，５００

開花株

￥３，３００

木付き 開花株

￥５，５００

×

×
２８： C.lawrenceana fma.flamea‘Aloha’
× fma.coerulea ‘Pajero Azul’ HCC/JOS

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

Rlc.Last Dream ‘Vivian’ SM/JOGA

この実生ではセルレア出現の可能性は少ないですが、

大輪系最新交配。様々な模様とリッチなカラーバリエーション

この子供同士を再実生することで世界初のセルレア

が楽しみな近未来のラベンダーを代表するになるでしょう。

のフラメアが出現する事を願った夢の交配です。

１２月から 3 月に開花予定。大輪整形花レビューで紹介

２．５号鉢

￥２，７５０

３．５号鉢 ￥４，４００

×

×

３０： C.nobilior [ ‘Antonio Demond’ X ‘True Diamond’ ]

３１： C.nobilior ver.amaliae

[ s/alba‘Pure’ x s/alba ‘Cicio’ ]

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！既に SM クラス開花！

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

希望通りの凄い花が咲き出しました。強健です。絶対お勧め！

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

１作開花株

３．０号鉢

￥６，３８０

なるでしょう。

￥３，０８０

×

×
３２：

２号鉢

C.purpurata

３３： C.lueddemanniana f.coerulea‘Smoky Shadow’

fma.atropurpureum flamea‘Lan Kawi Fong’SBM
x fma.werkhauseri-striata ‘Minha Gilda’

× f.rubra flamea ‘Grand Odyssey’SM/JOGA
奇跡を起こす実生です。５０％セルレアの血を持つグランドオ

この兄弟同士を再実生することで世界初の青系のアトロパープレアが デッセイに青い筋花が開花するスモーキーシャドウのコラボ！
出現する夢の実生となります。時間はかかりますがここはトライ！
２．５号鉢 ￥２，７５０

狙うは世界初のセルレアフラメアだ！
開花可能株

３．５号鉢 ￥１６，５００

×
34: werscewiczii fma.rubra [ ‘Urpia’ X ‘Esalq’ ]

35: Psh.mariae ‘Select’ x C.tenebrosa ‘Walton Grange’

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。

今年既に良い花が開花してきました！花のサイズはかなりデカくなる

一味違うワーセウイッチーを咲かせてみませんか？濃色ワーセの実生

と期待しています。リップの模様は様々です。おかげさまで沢山お問

は少なく、どんな花が咲くのか？私も期待しています。

い合わせ頂いています。栽培も容易で来期中に開花予定。

３．５号鉢

￥６，６００

３．０号鉢 開花可能株

￥８，８００

開花株￥１１，０００

３６：Rlc.Last Dream (MC)

‘Vivian’ SM/JOGA

３７： Rlc.Warm Color

(MC)

‘Big Foot Ⅱ’SM/JOGA

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

２０１３年に惜しくも農林水産大臣賞を

OG メリクロンからの良個体を再メリクロン

中輪極良型の花形と深いピンク色地に濃

１点差で逃したビビットなカラーが印象的

ゆったりとした丸リップは筒からピンクで

いグレーのハッキリとした筋が花一面に入

なカトレア。リッチな色彩で花弁が厚い

色がにじまない。冬咲き株姿ダルマ系

る自然種。世界中から購入希望があります

冬咲当園オリジナル限定メリクロン

当園オリジナル２００株限定メリクロン

２．５号鉢 1 作開花株 ￥２２，０００

１作開花株 ３．５号 ￥８，８００

３号鉢

￥５，５００

４０： C.schroederae fma.rubra

３９： C.quadricolor
fma.s/alba ‘Sazagua’ (MC)

‘Ashura’

(限定 MC)

３．０号鉢 開花予定株 ￥３３，０００

４１：C.nobilior amaliae

[‘Perfection’ x self ]

リップに黄色模様が無い個体は大変珍

不気味なくらい濃色素が乗る「阿修羅」

親越えの真ん丸 P の花が咲き出した世界

しい。加えてリップ周辺白い縁取りとなる

今年は良い出来でお買い時です。花形

中が求める夢の実生です！限定販売。

P 純白でオーバーラップする。

は極良型リップ大きく見事、甘い香りと

絶対に損はない絶対お勧め！

限定 MC 大きくなりました。

共に 1～3 月に開花します。

完全木付き株でのお届けで安心！

開花株予定株 ４号鉢￥８，８００

３．０号鉢

２作開花株 ￥１９，８００

(値引き対象外） NBS￥３８，５００

４３： Den.hveyanum
[ ‘Super Moon’ x ‘Big Moon’ ]

４４： pseudoglomeratum (MC)

超小型の石斛系の原種。落葉しアンバラ

暑さに強く強健でバルブも丸く太る嘗て

近年少なくなった美しい原種です。入賞

ンスな巨大輪を密に咲かせる。初夏咲き

ないほどの強健種。巨大輪と丸花のと

花のＭＣで良い株での販売です。この夏に

今回自然実生株を販売します。

の売れてる自家製実生。とても素晴らし

開花してきます。本種中では幅広弁で見

木などに付けると栽培も雰囲気も良い

い花が咲きます。

事に開花する。

４２： Den.hekouense x sib.
原種デンドロ

ヘコウエンセ

2 号鉢 開花可能株 ￥７，７００

蕾あり 開花株 ￥４，１８０

‘Wonderful World’ SM/JOGA

開花株 ￥1,1０００

45: Rht.Duh’s Sunshine

46: Rlc.Duh’s Treasure

47: Rlc.Duh’s Creation

‘Sweetheart’ (MC)

‘Peach’ (MC)

‘Shine’ (MC)

48: Rlc.Duh’s Eternal Love

‘Sweet’ (MC)

明るいオレンジ色で L レモン色

目にも鮮やかな真赤 L が印象

朱オレンジの特異色彩で人気

P 幅広でオ＾バーラップし、豪

の珍しい色彩の美花エレガント

的な人気カラー 中型種

L ピンク系で P 幅広オーバーラ

華 L 巨大で黄色目がクッキリ

な香りがある。１０～２月咲き

不定期咲きエレガントな香り

ップ、香あり 秋から春咲き

冬春咲き 良い香りがある。

3.5 号鉢

￥４，１８０

49: Bc.Katherine H.Chatham

NBS 3.5 号鉢 ￥４，９５０

50: Rlc.Village Chief Hadache

‘Suckers’ SBM/JOGA

‘Golden Baby’ (MC)

3.5 号鉢 ￥４，１８０

51: Rlc.Perfect Beauty (MC)
‘New Edition’ SM/JOGA

3 号鉢 ￥３，３００

52: C.Dorothy Oka

(MC)

‘Sayo’ BM/JOGA

秋冬咲き、特徴あるリップが人気

最新オレンジ黄色まん丸な美

色鮮やかなリップを持つ大

ﾜﾙｹﾘｱﾅ直の子供で中輪で4-6 輪

展示会向けラビアタの子供

花でリップの色彩が魅力抜群

輪最高の美花、冬咲きです

不定期年2回開花しとても甘い香り

秋冬咲き

ビビットな現在カラー！

がする。低温でも栽培可能です。

（OG） 開花株 ￥１３，２００
（MC） 開花株 ￥３，８５０

53:C.Cantagalo‘FloraliaSpots
x Blc.Sunspots ‘Valley Isle’

開花株 ￥４，４００

54:Ctt.Pacific Mission
‘Evolution’ SM/JOGA (MC)

開花株 ￥１３，２００

55:Rlc.Insect Wing’Junko’
SBM/JOGA(MC)

１作開花株 ３．５号￥３，３００

56: Blc.Durigan

‘Valley Isle’

強烈なドットがお好きなら迷わ

マキシマ ヘクターの子供でダ

明るい緑黄色弁に細かく赤い

初夏咲き変った色彩の美花

ずこれ！多花性、輸入品。

イナミックな玉咲きとにかく青い

点が一面に入る、特殊美花

ハワイの選抜。香りも良い。

３．０号鉢

４.5 号開花株 ￥１１，０００

3.5 号鉢 ￥８，８００

￥４，９５０

57:Lc.ChianTzy Mildcomp

58:Smbts.Annelise ‘Wenzel’

２．５号鉢 ￥４，１８０

59:Rlc.HawaiianWeddingsong‛ 60：Bc.Carnival Kids (MC)
‘Virgin’ (MC)

‘Kao Hwa’ (MC)

ｼｮﾝﾎﾃｨｽ ｱﾈﾘｰｾﾞｳｴﾝｾﾞﾙ

セミアルバの最新品種。巨大

小型で冬咲き ｼｮﾝﾊﾞｰｷｱと

嘗て大ブームを生んだ純白

特別な色彩を持つ秋咲きの

輪でリップの赤さも素晴らしい

ｾﾙﾇｱの交配種で色彩が美し

の多花性再メリクロン、懐かし

ノドサ系交配種。特にリップが

冬春咲き 初入荷！

い。

い個体買い直してみはては？

大きく見事です。

開花株 ￥３，８５０

開花株

￥４，４００

開花株 ￥３，８５０

‘Green Gem’ BM/JOGA

４．５号鉢 ￥６，３８０

61:Den.nobile‘Cooksoniae’

63:Lc.Merumo’Ruge’BM/J

64:Epi.marmoratum

ペタルがリップ化しノビルの
ﾘｰﾁｬﾝ ｲ ﾐﾘｱﾑ (MC)
観賞価値ある銘品です。 大輪で派手な交配種です。

ルンディーの交配です。ドー

ｴﾋﾟﾃﾞﾝﾄﾞﾗﾑ ﾏﾙﾓﾗｰﾀﾑ

ムで入賞した個体の分け株

特殊な花形と色彩で女性に

0 度まで大丈夫！とても強 今回写真のＭＣ美花の販売
スミリエとセクンダムの交配
健で春咲き品種。（OG）

となります。草状はﾙﾝﾃﾞｨｰに

人気が高いメキシコ原種

似るリップ真っ赤で美しい。

（ＭＣ）ＮＢＳ株

３．５号 開花株 ￥３，８５０

4.5 号 開花株 ￥１６，５００

２．５号 開花株 ￥５，５００

自然種開花株 ￥１１，０００

65: Phal.phillippinense

66: Phal.schilleriana

62: Den.Lee Chang Yi Mirriam

近年入荷が減っている自然種の 近年入荷が減っている自然種の

67： Phal.speciosa Panda 系

￥６，６００

68: Phal.amboinensis
‘Nicole’ AM/AOS (MC)

何時どこが白模様になるか不

販売です。リップ黄色が可愛い！

販売です。天然物は良い香りが 明！中型原種。ステムは切ら

鮮やかな茶色に白の模様が

木付き完全活着品

する。 木付き完全活着品

大変美しく目立つ良個体

開花株 ￥７，７００

開花株 ￥７，７００

ないで！良く売れてます。

開花株

￥４，４００

３号鉢

￥３，３００

71: Conchidium extinectonum

72: Holc.flavescens

ｺﾝｷﾃﾞｨｳﾑ ｴｸｽﾃｨﾈｸﾄﾅﾑ

ﾎﾙｺｸﾞﾛｯｻﾑ ﾌﾗﾍﾞｯｾﾝｽ

特に銀色部分が多く葉の模様が 超小型の原種、棒状の葉は

FB でも人気抜群の小型の蘭

株に比べ巨大な花が咲く人気の

素晴らしい。花は丸く申し分ない

魅力的でプチプチしている。

落葉性でどっさり花が咲く

ミニ系品種。ＳＮＳで人気です。

蕾付き 開花株 ￥５，５００

２．０号 開花株 ￥２，７５０

73: Onc.stacyi

74: Onc.jonesianum

75： Epi.bracteolatum

棒状の細長く垂れる株姿は

固い棒状の株姿で約３０ｃｍ垂

エピデン ブラクテオラタム

１ｍになり巨大な花を咲かせ

れる。３～４ｃｍの花は白 L が

中型の暑さには強い原種で

グリーンと黒のコンビ色や真っ

るペルーの原種。今回良株が

美しくトラ模様で秋に開花する

す成熟すると枝打ちして見事

黒こげな色彩で開花する

入荷しました！

人気のある南米原種

に開花する。珍しいエピデン

新しいミニ系エピデンです。

69: Phal.schilleriana
‘Pink Buttefly’ (MC)

開花株

￥９，９００

70: Lept.tenuis
ﾚﾌﾟﾄﾃｨｽ ﾃﾇｲｽ

開花可能株

￥６，３８０

２．０号 開花株 ￥２，７５０

２．５号鉢

￥３，０８０

コルク付き 開花株￥３，０８０

76:Epi.porpax ‘Red’
X

melanopolphyleum

２..５号 開花株

￥３，３００

77: Aer.curnowianum

78: Bulb.walichii

79: Macodes petra

最小手乗りエランギスです。葉

初入荷の小型落葉性バルボ

ジュエリーオーキッドの別名で SNS 最新品種！花の一部が垂

が丸く根には白い点が入り楽し

花径２ｃｍ程でプロペラ系下

を中心に大ブレイク中！LED を当 れ 下 が り し か も マ ー ブ ル 模

い。超お勧めの原種！

垂咲きするオレンジ花です。

てると美しく脈が輝きます！

開花株

￥３，３００

開花株

￥２，７５０

開花株

￥１，７６０

80: Bulb.tripaleum

様！バルブは凸凹落葉種

開花株

￥３，３００

81: Dockrillia striolata

82: Cleisostoma arietinum

83: Cirr.sp yellow

84: Zygostates alleniana

旧デンドロ属オーストラリアの原種

弓なりに曲がる棒状の葉は面白く

パラワン島原産のシルホで

人気の極小の単系種です。

で草状も面白い。小型で細長い

SNSで人気。花は可憐で長く下垂 直径１０ｃｍの巨大な花が

エネルギッシュに開花しＳＮＳ

円柱形のバルブは垂れ下る。

咲きします

で話題！春から初夏咲き

開花株木付き ￥３，０８０

85: Den.elliotianum
ミャンマー産の新小型デンド
ロです。落葉性で沢山葡萄

次々と開花し見事です。

木付き 開花株￥３，３００

86： Bulb.repensu
バルボ レペンスｰ

87: Bulb.ananndalae
バルボ アナンダレー

２．０号 開花株 ￥４、９５０

88: Bulb.physometrum
バルボ ﾌｨｿﾒﾄﾗﾑ

黄色からオレンジ色までの花色で

花の中から何か出てくる希

色のリップをした可憐な花が 紅色の小型バルボ最新品種。

リップ赤くなり目立つ。直径が

少バルボです。葉やバルブ

咲く。現地でも高額取引され

SNS を中心に人気があります。

１０ｃｍ程の輪咲きし見事です。

がとても可愛いです。

ている。冬春咲き。

多肉茎の葉で可愛い。

自然種花未確認株販売。

お求めやすくなりました！

木付き 開花株

￥３，８５０

89: Macroclinium chasei
マクロクリニウム チャセイ

目玉が沢山あるように見える深

開花株 ￥４，１８０

開花株 木付き ￥３，８５０

開花株

￥２，７５０

90: Bulb.lasiochilum album 91: Ornithocephalus
‘White Lion’ (OG)

glandeatus

開花株 ￥４，１８０

92: Bulb.salmoneum
ﾊﾞﾙﾎﾞ ｻﾙﾓﾆｭｰﾑ

扇型に広がる葉は肉厚でプク

小型のバルボで 1 輪咲き。

緑と白の丸く可愛い花が立ち

ピュアーなオレンジ色と純白

プク！株姿がやけに可愛く女

白から黄色一色の変種個体

上がって満開に咲く。うちわ型

のドーサルの色彩が本当に

性に人気があります。

分け株です。強健で良く咲く。

の株姿は見事です。小型ラン

美しい中型の希少バルボで

開花株 ￥３，０８０

2.5 号 開花株 ￥５，５００

開花株 ￥３，３００

開花株 3.5 号￥１６，５００

93:Catasandra Jumbo Queen
ｶﾀｻﾝﾄﾞﾗ ｼﾞｬﾝﾎﾞｸｨｰﾝ

94:Mon.Jumbo Delight
‘Black Onyx’ (MC)

95:Catds.Jumbo Chastty ‘J’

96:Catasandra.JumboExpress

ｶﾀﾉﾃﾞｽ ｼﾞｬﾝﾎﾞｷｬｽﾃｨﾃｨｰ

ｶﾀｻﾝﾄﾞﾗ ｼﾞｬﾝﾎﾞｴｸｽﾌﾟﾚｽ

ウサギの耳に似た花形が特徴

花持ちも良い漆黒の美花で

純白の竹の子系はこれのみ!

花全体がドットの物まで開花

ガレアンドラとのコラボ！白と

す。房咲きの最新メリクロン

多輪性で下垂咲きする大変

する新しいガレアンドラとの

緑の組み合わせはＢＥＳＴ

日本初売り！芳香種

人気のメリクロン

コラボ人気品種実生です。

２．５号 開花予定株 ￥３，８５０

２．５号 開花株 ￥３，６３０

２．５号 開花予定株 ￥３，８５０

２．５号 開花予定株 ￥３，８５０

97: Mon.Jumbo Delight

98.Clsm.Wyche’s BumbleBee

99: Ctsm.gnomus ‘Jumbo

100: Clo.Jumbo Circle 実生

ｶﾀｾﾀﾑ ｸﾞﾉﾓｽ ‘ｼﾞｬﾝﾎﾞ’

ｸﾛｳｪｾﾀﾑ J ｻｰｸﾙ

‘Orange Diamond’ (MC)

‘Jumbo Orchids’ (MC)

まん丸な花形が目立つ新色

バンブルイーと言うキャラクタ

最新のカタセタム原種 特に

ジンジャー系の香りが素敵な

オレンジ色新発売です！芳香

ー名を持つ最新品種、芳香

色が濃い選抜個体ＭＣ。

小型多輪性下垂咲き種です

種。花持ちも良いお勧め！

種。花は大きく見事です。

ユニークな形と共にお勧め！

黄色花系実生です。

２．５号 開花予定株 ￥３，６３０

２．５号 開花予定株 ￥３，６３０

103: Cycds.Jumbo Freedom’

104 Cyc.chlorochilon Jumbo

ｼｸﾉﾃﾞｽ ｼﾞｬﾝﾎﾞﾌﾘｰﾀﾞﾑ

ｼｸﾉﾁｪｽ ｸﾛﾛｷﾛﾝ

竹の子族の火付け役！リップの ｶﾀｾﾀﾑｵｰｷｯﾄﾞｸﾞﾚｰﾄﾞ ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ

香りが良く花持ちも良い、珍し

素晴らしい香りが特徴の巨大

髭がＳＮＳなどで大ブームになっ 初の緑色巨大輪新品種です

いオレンジ色系丸花が咲く実

輪シクノチェス美花。最大１０

た！大輪多可性で強健種。

生です。中輪多可性。

輪は開花する。新発売！

２．５号 開花株 ￥３，６３０

101: Ctsm.fimbriatum
カタセタム ﾌｨﾝﾌﾞﾘｱﾀﾑ

２．５号 開花株 ￥３，３００

２．５号 開花株 ￥３，６３０

102: Ctsm.Orchidglade
‘ Green Hill’ (MC)

艶っぽい美花。
２．５号 開花株 ￥３，３００

２．５号 開花株 ￥３，３００

２．５号 開花株 ￥３，６３０

105: Clo.Jumbo Lace

106: Ctsm.pileatum ‘Red Pena’

107: Clo.Jumbo Eden

ｸﾛｳｪｾﾀﾑ ｼﾞｬﾝﾎﾞ ﾚｰｽ

ｶﾀｾﾀﾑ ﾋﾟﾚｱﾀﾑ‘ﾚｯﾄﾞﾍﾟﾅ’

ｸﾛｳｪｾﾀﾑ ｼﾞｬﾝﾎﾞ ｴﾃﾞﾝ

リップの毛とドット模様が人気

巨大輪。白弁でピンクのドット

花持ちが良いと思われるリップ

有名なﾐｯｶﾋﾞに比べやや赤

の実生です。香りもあり下垂

が花に入る珍しい色彩です。

の髭がアクセントでワインレッド

い色彩の新品種です。

して開花する。

新色のピレアタム（MC）です。

系の新色です。

ジンジャー系の香りが有る。

２．５号 開花株￥３，３００

２．５号 開花予定株￥３，３００

２．５号 開花株 ￥３，３００

108:Cl.Rebbecca Northern
‘Grapefruit Pink’(MC)

２．５号 開花株 ￥３，０８０

109:Bulb.flostii
ﾊﾞﾙﾎﾞﾌｨﾗﾑ ﾌﾛｽﾃｨｰ
「木靴」を思わせる特殊な花形で

110: Den.crisocrepis (OG)

‘Full Moon’ SBM/JOGA

111: Aer.luteo-alba
ｴﾗﾝｷﾞｽ ﾙﾃｵｱﾙﾊﾞ

112:Baptistania echinata
ﾊﾞﾌﾟﾃｨｽﾀﾆｱ ｴｷﾅｰﾀ

毎年必ず咲く入賞個体です

鮮やかで巨大輪の人気抜群

影と水が好きなブラジル原種

赤系、細かいドットが入る小型人 極丸花で 1 バルブに何十輪

の小型アフリカン！木付にして

低温にも強い。小さな体に沢

気原種です。

枯れません！水は好き。

山花を咲かせる。

開花株 ￥３，３００

113: Den.thyrsiflorum
原種ﾃﾞﾝﾄﾞﾛ ｼﾙｼﾌﾛｰﾗﾑ

も開花する事も有ります。
開花株 ￥５，５００

114:Ancm.leonis

Naitive Madagascar

開花株 ￥４，９５０

115: Zelenkoa onusta

開花株 ￥３，３００

116: Psh.chacaoensis

ゼレンコア オナスタ

‘Suzuki’ x self 「お金持ちの蘭」

今回近年希少な自然種です

マダガスカルタイプの希少な

秋咲きの小型オンシで人気抜

この香りを良いと感じる人はお金

大房で咲く様子は見事です。

小型種！今回大変希少な自

群！今回優秀花同士の実生

持ちの確立が高いという蘭。主に

春から初夏咲きの美花

然種を販売します。

を木付けにすると育てやすい

春～夏に開花 花長持ち

開花株 ￥３，８５０

117: Bulb.makoyanum (OG)

‘Mem.Kenji’ BM/JOGA

開花株

￥９，０００

118: Trias oblonga
トリアス オブリンガ

開花予定株 ￥３，０８０

119: Mrclm.trinasutum
ﾒｲﾗｼﾘｭｰﾑ ﾄﾘﾅｽﾀﾑ

３号 開花株

￥１，７６０

120: Ornithidum sophronitis
オーニシジウム ソフロニチス

ﾏｺﾔﾅﾑ ﾒﾓﾘｱｹﾝｼﾞ

レモンイエロー地に茶色の細

円形の葉姿が人気のメキシコ

いわゆる大きなタイプで流通して

花径大きく１０ｃｍ タコの様に

い筋が入りアクセントになる。

原産の小型ラン。ピンク花

いる開花しやすい個体の分け株

細いペタルが下垂し目立つ花

大輪で見応え十分です。

木に付けるとカッコ良い！

です。鮮やかな紅色美花。

開花株 ￥１１，０００

木付き 開花株 ￥３，０８０

開花株

￥２，５３０

開花株 3 号 ￥４，１８０

121: Pterostylis nutans 斑入 122: Ptero nutans fma.alba

123: Pterostylis curta 斑入

124: Coel.uniflora 斑入り

新発売！ヌタンスの斑入り個体で

オーストラリア原産で栽培容易な

球根性の地生蘭です、寒さ

完全に固定しています。後冴え

すやや黄色の斑がしっかりと鮮や

球根性の蘭です。秋から冬に成

や暑さにも強く面白い形の花

のタイプで葉持ちが良く美しい中

かに入ります。まだまだ貴重な個

長し、土植えで育てます。アルバ

が咲きます。白斑入り強健種

透けの芸です。０度まで大丈夫

体です２．５号 開花株 ２，２００

個体２．５号 開花株 ￥２，２００

２．５号 開花株

￥１，６５０

２．５号 開花株

￥４，４００

125: C.praestans (OG)No.1

fma.concolor ‘Perfection’

126: C.praestans (OG)No.2

fma.concolor ‘Aurora’

127: C.praestans (OG)No.3

fma.concolor ‘Gold Star’

128: C.praestans (OG)No.6

fma.concolor ‘Angel Pink’

カリマンの選抜個体です。典型的

Ｐ幅広でリップも大きく見事

リップノーズ部分がオレンジ

横型でバランスの良い個体

なプレスタンス花形が最高です。

Ｌ奥部分オレンジ黄色です

色になる凄い個体です。

Ｌ中淡い黄色が入る美花

開花株 ￥５５，０００

129: C.alaori fma.s/alaba

‘Kuwado’ (OG)

開花株 ￥５５，０００

130: C.noblior amaliae

開花株 ￥５５，０００

131: C.walkeriana f.s/a
flamea ‘Lucas’(OG)

トカンチン産の自然種,写真

開花株 ￥５５，０００

132: C.praestans

‘Maui Pink’ (OG)

強健ですくすく育つ世界的にも珍

の様に全て木に着生させて

トクツタイプの整形美花最高品

厚弁で豪華なペタルは淡いピン

しいアラオリセミアルバ個体で

栽培しているもう枯れま

ＢＺの選抜初売りです。30 万する

ク色！とっても素敵な４N 系原種

す。大株にすると迫力満点！

せん１度挑戦してください！

個体.。 今回超格安！

これから流行る！プレスタンス

開花株 ￥１３，２００

栽培品未開花￥１３，２００

133: C.amethystglossa

fma.semialba x self

134 : C.amethystglossa

開花株

￥１３２，０００

135: C.cernua fma.aurea

2.5 号 開花株

￥２７，５００

137: C.cernua fma.aurea.

[‘Ching Hua Flare’ x sib]

[ ‘Yellow’ x ‘Limone’ ]

ドットが無い美しい花を予想してい

極めてドットが粗く変異した個体を

１００％黄色の美花が咲く国

更に改良を加えた国産セルヌ

ます。リップはショッキングピンク

使用した最新実生です。

産実生です。大変良く売れて

ア最新品種。初売り！

３．５号 開花予定株￥８，８００

138:lL.speciosa (Mexico)
天然物の貴重なレリア原種です。

３．０号 ￥７，１５０

139: L.albiada splash
(Mexico)

ます。２．０号 ￥４，４００

140: L.albida (Mexico)

[左実生選抜個体 x ‘Tsuji ’]

２．０号 ￥４，４００

141: L.autumnalis

天然物の中から白弁淡いピンクリ

var.atrorubens (Mexico)

冬に巨大な花を咲かせる。特にリ

天然物の素晴らしく美しい花です

ップの真ん丸花を選抜しました。

日本には入荷履歴が少ない

っプに点を持つ花は世界には

この様な模様の物が固定された 低温性で秋から冬に開花。入手

艶のある美しい濃紫赤のレリ

これ一種しかない。

山がある。栽培品です。

アです。濃色花も開花する。

開花株 ￥１１，０００

開花株 ￥１３，２００

困難

開花株 ￥８，８００

開花株 ￥９、９００

142: C.mendelii
‘Laurencin’ (OG)

143: C.mendelii ‘The king’

144: C.mossiae amoena

ふくよかな花形が印象的

‘2018 select’ (OG)

145:C.purpurata

(OG)

fma.flamea ‘Fire Beat’

明るい白ピンクに濃いショッキン

リップ巨大で素晴らしい花

実生初花でアモエナ色選抜

広いペタルに濃い筋が入る

グピンクのＬが印象的な個体

形です。

個体です。

美しい花です

開花株 5G

￥２７，５００

146: C.leopordii fma.verde

5G ￥２７，５００

147: C.mossiae reineckiana

‘Gnomos’ (OG)
貴重な自然種から出たグリ

‘Mayu’ (OG)

開花株４G

￥１９，８００

148: C.schilleriana (OG)

‘Three Stars’ SM/J

純白一色でリップ中央のみ濃い 水平に平開する巨大なリップ

４G 中

￥１１，０００

149: C.crispa fma.flamea
‘Wenzel’ｘ self
ビニカラー系の濃い筋が合

ーン花です。L ピンクで美しい 赤色になる巨大輪の銘品です。

は見事！高得点入賞花分け

体した感じのフラメアが高確

最終販売となります。

株です。色も濃色です。

率で開花します。

開花株 4G

希少個体入手困難。

\６６，０００

開花株 ４G ￥５５，０００

開花株 ５G ￥６６，０００

1 作開花株 ￥１１，０００

150: C.dowiana rosita x sib.

151: C.walkeiana s/a flamea

152: C.walkeiana s/a ‘Leo’

153: C.eldorado

ブラジル期待の最新実生です。

１９１２．０３０１選抜個体

巨大輪で強健＋花付き良い 3 拍

(MC)

‘M.Ito’ BM/JOGA

近年人気上昇中の品種。親の写 ピコティーの要素も備えた花形が 子揃ったワルケ。展示に最適!

開花しやすいエルドラドです。

真は無く写真は予想です。

良くリップもピンと張るフラメア個体 オールドファッションこれ良いです

リップの黄色が目立ちます。

輸入後 3 か月。

です。名前は自由に付けれます。 開花株￥１６，５００

やや大柄で強健です。

2.5 号鉢 ￥６，６００

154:Sarcoglottis (OG)
sceptrodes‘Silver Sword’

開花株９B ￥４４，０００

155: Stenosarcos Vanguard
‘Fire Ball’ JC/AOS

開花株大株￥３８，５００

156: Paph.liemianum
[‘Taka’ x ‘Daiane’ BM/JOGA]

開花株 ￥１１，０００

157: P.gigantifolium x sib.
ギガンテフォリューム

艶のある緑葉にシルバー色

深緑の葉には白い模様が入

花は真ん丸でペタル幅がある入

審査規定を変えた新しい原種で

の模様が美しい。中型でグリ

り観賞価有り。赤い大きなネ

賞狙える実生です。葉もまん丸！

す。子房が白い。P がコイル状にゆ

ーンの面白い花が咲きます。

ジ花タイプの花が咲く強健種

UD 白い覆輪で L 濃色ピンク

ったり巻くさまは見事。

BS 4 号鉢

￥５，５００

BS 4 号鉢

￥６，６００

開花株 ￥６，５００

6 芽の大株 ￥１１０，０００

158: Aer.somalensis
X

mystacidii

葉が固くソマレンシスに似て波打

159: Jumelia ibityana

160: Aerangis stylosa

希少なマダガスカル自然種入荷

個性的な白い花が沢山下垂して 希少なマダガスカル自然種

花は未確認

咲く中型エランギスです。

つのが魅力エネルギッシュに開花

木に付けています花未確認

マダガスカルの希少自然種です

開花株 ￥５，５００

162: Neobathia hirtula

161: Aeranthes peyrottii

開花株 ￥９，９００

163: Oeceoclades sp.new

趣のある可愛いウサギっぽい花が ゴツゴツとしたバルブと固く丸い２

開花株 木付き ￥８，８００

開花株 木付き ￥８，８００

164: Oeceoclades sp.new

165: Oeceoclades sp new

2019new type１

GREEN Leaf 2019

開花してきました。希少なマダガ 枚葉は爬虫類ぽく魅力抜群！

品種不明の新発見種！中型

品種不明の新発見種！

スカル自然種入荷！

のマダガスカル自然種

中型のマダガスカル自然種

希少なマダガスカル自然種

開花株 ￥９，９００

166: Schoenorchis

開花株

\１６，５００

開花株

\１６，５００

開花株 ￥１３，２００

169: Oeceoclades sp new

167：Domingoa purpurea

168: Den.senile セニール

ﾄﾞﾐﾝｺﾞｱ ﾊﾟｰﾌﾟﾚｱ

毛が株全体に生えていて人気

ムカデの様な草状がＳＮＳで人

固い葉で線の様なバルブが

があるデンドロ。水と日陰が好

品種不明の新発見種！

気の小型ラン。葉は固く大変

魅力的な草姿の小型ラン。

きです。花は艶っぽい黄色で

小型のマダガスカル自然種

面白いピンク系の花が咲く

同じステムから何年も咲く

沢山開花し美しい。

コチコチの珍植物！

scolopendria

木付き 開花株 ¥２，７５０

２．５号 開花株 ￥３，３００

×
170: C.aclandiae coerulea

x C.schofieldiana coerulea

木付き 開花株

￥３，３００

2019new type２

開花株 ￥１３，２００

×

×

172: C.mossiae fma.amoena

171: C.schilleriana
[ ‘Aludebalan’SM x ‘Aphri’SM ]

[ ‘El Avira’ x self ]
モシェ アモエナ エルアビラ

今流行の２枚葉でセルレアの新交配種

リップ幅が６ｃｍのアルデバランに巨大輪

です。これは買いです！ハワイ輸入品

銘花のアフリとのコラボ！成長良く次世代

大変好評をいただいた実生の最終販売となりま

どんな花が咲くか楽しみです。

のシレリアナです。有名趣味家さんの実生

す。ほぼ同色の花が咲き出いしています。

となります。

リップの中がピンクになる希少モッシエです。

ＮＢＳ

￥７，７００

２．５号鉢

￥２，７５０

３．０号鉢

￥４，４００

×

×
173:C.labiata f.mosca-coerulea

×

174: walkeriana ‘Joel de Silveira’SM
X

モスカ・セルレアの最新自家製実生で

rubra ‘Boa Sorte’

175:

albescens ‘Yukitsubaki’ SM/JOGA

X suave-flamea’Sta.Gertrudes’ AM/ACWJ

す。良型特にこだわった色彩は自然界

花形やルブラ度を追求した自家製実生です

４N 系肉厚弁のアルベッセンス巨大輪に筋花や

には有りえない新しいラビアタ！

新しいリッチカラーの濃色チポを狙いました。

フラメアが出るサンタゲルタルデスのコラボ。

同色狙いで3交配が有りますので、ご注

今回の目玉品です。栽培容易なようです

さてどんな結果が出るか？楽しみな自家実生。

文の際にお尋ねください。

葉は白っぽいので新色が咲けば！

3.0号 １作開花株 \４，４００

(WO-433)

２．５号鉢 ￥３，３００

×

×
176: albescens‘Yukitsubaki’ SM/JOGA
X

(WO-430)

suave-flamea ‘Iroha’

×

177: walkeriana flamea ‘Tress Lagoas’
X

２．５号鉢 ￥３，８５０

falmea ‘Winter Temptation’

178: walkeriana ‘Joel de Silveira’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 ドッシリしたリップにフラメアが入る自然種にハワ

何色が出るか興味津々のコラボ！美しい未知

花やフラメアが出るアズリッタの子供を使 イ４N 系の肉厚弁のフラメア花を使用した自家

の色彩を狙った自家実生。花形は外しませんの

用！あらゆる展開が楽しみな自家実生。 実生です。何れにせよ３N 系で開花してきま

でご安心を！チポでリップに筋＋ペタルにフラメ

初売り品白弁で筋花が咲くかも？

アが入ると予想しています。

(WO-431)

２．５号鉢 ￥３，３００

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 ￥４，４００

×

179: semi-alba ‘Happiness’ HCC/ACWJ

180: walkeriana‘Joel de Silveira’SM/JOGA

suave-flamea ‘Iroha’

X

２．５号鉢 ￥３，３００

×

×

X

(WO-434)

f.flamea‘Tress Lagoas’

181: walkeriana f.perola ‘Tinny Lotus’
X suave-flamea’Sta.Gertrudes’ AM/ACWJ

リップに筋を残す為に作った自家実生で

自然種同士を使用、リップがどっしりとした鮮や

極ミニワルケを使用。リップに綺麗な筋が入ると

す。スアーブ系セミアルバ系と様々な色彩

かな色彩のチポフラメアを狙った自家実生。

期待している自家製実生。花型やリップの展開

を期待！ミニ系のワルケを期待しています

アベレージはかなり高いと予想します。

は間違いないと予想される。

(WO-436)

２．５号鉢

￥３，３００

(WO-393)

２．５号鉢

×

￥４，４００

(WO-401)

２．５号鉢 ￥３，３００

×

×

182: lawrenceana flamea ‘Cool Blush’
X flamea ‘ TK ’ ]

183: C.alaorii fma.semialba
[ ‘Kuwado’ x self ]

184: jenmanii alba‘White Legend’ SM/JOGA
x

rubra ‘Black Papillon’

今までに類を見ないスプラッシュの父親を使 ほぼ同色で同じようなカラーリングの可愛

親が同じで色違いの兄弟同士の自家実生で

用した自家製実生です。フラメアでハワイ系の い花が開花します。SNS で人気上昇中！

す。白赤どちらが出るかは不明。SM クラスの花

強健な親を使用し栽培も容易 お勧め！

形と色彩狙いです。既に納得の物が咲き出して

２．５号鉢

￥４，１８０

木に付けると雰囲気がいいです。

２．５号鉢

￥３、０８０

います。３．５号鉢 NBS ￥５，５００

185: C.trianae f.trilabelo

‘1701-2702’ (OG)
５G

￥３３，０００

189: C.trianae f.trilabelo
‘Fancy Pielot’ (OG)
５G

￥４４，０００

193: C.trianae f.trilabelo
‘Rio de Oro’ (OG)
５G

￥３８，５００

197: C.trianae f.trilabelo
‘Sweet Fantasy’ (OG)
４G

￥４４，０００

186: C.trianae f.trilabelo

‘Christmas Melody’ (OG)
５G

￥４４，０００

190: C.trianae f.trilabelo
‘Amaga’ (OG)
４G

￥３３，０００

194: C.trianae f.trilabelo
‘Chanpange Red’ (OG)
４G

￥４４，０００

198: C.trianae concolor
‘Full Moon’ (OG)
５G

￥１９，８００

187: C.trianae fma.s/alba
‘La Mancha’ (OG)
４G

￥３３，０００

195: C.trianae f.trilabelo
‘Gion’ (OG)
４G

￥４１，８００

199: C.trianae albescens
‘Botanyuki’ (OG)
4G

‘Colombian Santa’ (OG)

￥２７，５００

191: C.trianae f.trilabelo
‘Pink Blush’ (OG)
５G

188: C.trianae f.trilabelo

￥１９，８００

201:C.maxima f.s/a-striata 202 C.maxima f.s/a- striata 203: C.maxima f.alba 天然
‘White Addiction’ (OG)
‘1204-2822’ (OG)
‘Anastasia’ (OG)
8G ￥８８，０００
４G ￥５５，０００
3 ｼｰｽ ７Ｇ ￥４４，０００

５G

￥４４，０００

192: C.trianae f.coerulea
‘Hulk’ (OG)
４G

￥２２，０００

196: C.trianae f.trilabelo
‘Zipang’ (OG)
４G

￥３８，５００

200: C.trianae concolor
‘Pure Love’ (OG)
4G

￥１９，８００

204: C.maxima (OG)
‘Melani’
９G

￥３８，５００

JP

205:C.maxima f.alba JP
‘Joane ‘d Arc’ (OG)’
４G

￥２７，５００

206: C.hardiana ‘EB’ (OG)
Jungle plants
７G

210:C.warscewiczii

Coerulea ‘Petal Blue’ (OG)

coerulea ‘Manoa Blue’ (OG)

￥５５，０００

４G

213:C.warscewiczii
‘Ruchelensis’ (OG)

‘No.1’ (OG)

９G ￥３３，０００

217: C.mossiae fma.alba
‘Wenzel’ (OG)
５G

９G

￥２７，５００

218: C.mossiaei fma.fantasia
‘1204-2815 Big’ (OG)

￥２２，０００

１０G

￥４４，０００

221: C.jenmanii coerulea

222: C.lueddemanniana (OG)

‘1703 1701’solid

(OG)

coerulea ‘1703 0511’

￥４４，０００

９G ￥３８，５００

５G

２G

リップがオレンジ黄色になる

￥２７，５００

211:C.warescewiczii

(OG)

f.coerulea‘1606-3001’

￥３８，５００

214:C.mossiae fma.coerulea

208:C.percivaliana alba

‘Wenzel’ (OG)

￥１６，５００

209: C.warscewiczii
6G

207: C.crispa f.flamea

4G

￥４４，０００

215: C.percivaliana
‘Black Fly’ (OG)
５G

￥２２，０００

219: C.jenmanii fma.alba
‘1509-2801’ (OG)’
５G

￥２２，０００

223: C.lueddemanniana (OG)
coerulea stripe ‘1703 0511’
９G

￥３８，５００

５G

￥２２，０００

212:C.warscewiczii coerulea
‘Murasakishikibu’ (OG)
4G

￥４４,０００

216:C.percivaliana
‘Ana Joel’ (OG)
４G

￥１６，５００

220: C.jenmanii fma.alba
‘Cutie White’ (OG)
５G

￥４９，５００

224: C.jenmanii f.s/alba

2019.12
４G

￥２２，０００

225:C.labiata f.carablanca

226: C.labiata fma.mosca

‘Queen’ (OG)

‘Christie’ (OG)
７G

￥４４，０００

229: C.Cosmo Catherin
‘Cosmo 8’ (OG)
２G

￥１１，０００

233: Bc.Tropical Flare
‘Fantasista’ (OG)
開花株

‘Shimizu’ BM/J (OG)

４G ￥１６，５００

241: C.lueddemanniana
coerulea ‘Carlos’ (OG)
４G

５G

￥２７，５００

５G

５G

4G

‘Blue Marlin’ SM/JGP (OG)

５G

￥２２，０００

239:Rlc.Mistery Zone
‘First Love’ (OG)

開花株 ￥１９，８００

開花株 ￥２２，０００

242: C.lueddemanniana

243:

rubra-flamea ‘1602-2802’(OG)

rubra-flamea ‘1603-0802’ (OG)

７G

￥４４，０００

￥２２，０００

X Twenty First) ‘Cuty Angel’
3G

236:

C.lueddemanniana
７G

￥６６，０００

￥２７，５００

Rht.Candy Rose

‘Blue Sander’ (OG)

￥２２，０００

238: C.Cornelia coerulea

５G 大

￥３３，０００

235: C.Lawren-Mossiae

(OG)

‘Jasmine’ (OG)

232:(C.World Vacation

‘Funky Smile’ (OG)

７G ￥４４，０００

‘Maruga’ AM/JOS

￥３３，０００

231: Bc.Calypso

‘Mona Lisa’ (OG)

234:Rlc.Triunphal Coronation

228: C.labiata f.mosca

‘Carol’ (OG)

￥２２，０００

230: C.labiata cara branca

￥１９，８００

237: C.Orglade’s Discovery

227: C.labiata f.mosca

‘Amores’ (OG)
５G

￥１９，８００

240:Sl.Gratrixae (OG)
‘Rotor’ HCC/AOS

開花株 ￥５，５００

244:Rlc.Merody Fair
‘Carol’ USA MC Div.
開花株 ￥２２，０００

245: C.walkeriana

(OG)

‘Madonna’ BM/JOGA
３G 中 ￥３３，０００

249: C.walkeiana f.suave
‘Pink Drphin’ (OG)
4G

￥４４，０００

253: C.walkeriana f.alba
‘Snow Jewel’ (OG)
５G

￥１１，０００

257:C.purpurata coerule
Striata ‘No.4’ (OG)
実生全株 ￥９，９００

261: C.purpurata (OG)
fma.carnea‘2019-0604’
７G

￥１９，８００

246: C.walkeiana f.flamea
‘Tokutsu’ GM/JOGA(MC)
４G

￥３３，０００

250: C.walkeriana

247: C.walkeriana

248: C.walkeiana

‘Gaga’ (OG)
４G

‘Altemis’ (OG)

￥３３，０００

251: C.walkeiana f.suave

３G

￥３３，０００

252: C.walkeiana f.suave

‘Bunny’ (OG)

‘Prima donna’ (OG)

‘Winter Mermaid’ (OG)

5G

４G

４G

￥11，０００

254:C.walkeriana Picoty

(OG)

‘Elixir of Love’3 月渡し
２G ～３G ￥１６５，０００

258:C.aclandiae f.alba (OG)

￥３３，０００

255: C.bicolor albescens

256:C.mesquitae f.alba 希少

‘Armageddn’ x self

‘Dona Lucimer’ (JP-OG)

3，0 号 ￥６，６００

259: C.lueddemanniana

‘Cortina Dampezzo’

‘Canaima’s Exotic’ (OG)

木付き５G ￥６６，０００

８G ￥１９，８００

262 C.purpurata coerule
Striata ‘No.4’ (OG)
実生全株 ￥９，９００

￥３３，０００

263: C.purpurata (OG)

４G

260: C.intermedia
‘Santo Antonio’ (OG)
５G 大 ￥３８，５００

264:C.purpurata

fma.carnea ‘Perfect Rouge’
５G

￥３８，５００

￥３３，０００

(OG)

sanguinea ‘Dak B’

５G

￥２２，０００

◆ 専用資材 ◆ （割引期間中のみ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

１： 硬質グリーンプラポット

メール

２：透明プラポット１０個組価格

shop@w-orchids.net

３： ニュージ-ランド産高級水苔

形は変わりませんが少し新しく

１０個組の価格です。日光が当たる

上級クラスのミズゴケは一味違います！

なりました！色もやや濃いめ。

事で根がしっか育ちます。

３Kｇ

全ての蘭にお使い頂けます！

１．５ｋｇが店長のお勧めです。

５００ｇ ３A ￥２９００

２．５号-￥４０ ４．０号-￥６６

２．５号-￥２２０ ４．０号-￥４００

１ｋｇ ３A 上 ￥５３００

３．０号-￥４４

３．０号-￥３３０ ４．５号-￥４５０

１．５ｋｇ 特上４A ハーフ

３．５号-￥３７０

３．０ｋｇ 特上４A

５．０号-￥９９

３．５号-￥５５

５．０号-￥５００

￥７７００

￥１４３００

４：素焼き鉢 （三河鉢） 毎年替えましょう！

５： 素焼き平鉢

６： オーキッドバーク

原材料高騰により、次回カタログから価格が上がり

こちらも同様に次回カタログから

S 粒と M 粒サイズが有ります

ます。このチャンスにまとめ買いをお勧めします。

価格が上がります。

一味違う乾きの良いバーク！

３．０号-￥１０１

７．０号-￥５０６

一度洗って天日で干すと良い。

８．０号-￥６９６

２．０号-￥６３

３．５号-￥１２７

５．０号-￥２４０

４．０号-￥１５２

２．５号-￥８９ ４．０号-￥１７７

６．０号-￥３８０

５．０号-￥２０２ ９．０号-￥７５９

８ℓ ￥１,５２０

６．０号-￥３２９

４０ℓ

３．０号-￥１０１

４．５号-￥２０２ ７．０号-￥５０６

７： JB ハンガー 新発売！

１０号-￥１０１２

８： 洋ラン吊り輪(ﾌﾞﾙｰｼｰﾙﾄﾞ）
[ １０個で１０％OFF ]

色んな鉢を吊るすことができます。どの

￥４４００

９： オーキッドハンガー
[ １０個で１０％OFF ]

サイズの鉢で使えます。３種類がある。

取り外しが無く簡単に鉢を吊るせる物

ステンレス製で壊れない！簡単に脱

素焼き鉢用 (S) ・

で使い勝手が良い決定版！

着できます。吊り具のスタンダード。

素焼き平鉢用(A)
プラスチック用 (P)
どの種類でも １本 ￥９４０

３号 ￥４４０
４号 ￥５２０

３．５号￥５００
４．５号￥５４０

S （ 長さ約３０ｃｍ） ￥４２０
M （ 長さ約５０ｃｍ） ￥４４０

１０： コルト水和剤

１１： アプロード （水和剤)

１２：ﾀﾞｰズバン （水和剤)

最新のカイガラ虫専用殺虫剤、顆粒

特に粉カイガラ虫に大変良く効きます。

カイガラムシやヤスデにも大変良く

３月と７月、１１月に散布して１年 OK

３月と７月、１１月に散布して１年 OK

効きます。

格安で使いやすいスタンダード。

３月と７月、１１月に散布して１年 OK

（１００g) ￥２，４２０

（１００g)

（１６７g)

￥１，３２０

￥２，７５０

１３： スターナー (水和剤)

１４： ジマンダイセン (水和剤)

１５：アグレプトマイシン （水和剤）

軟腐病治療に効果がありピタッと止まるが

黒点黒斑病等菌類に使用できます

軟腐病や細菌感染予防に持続

連用はできない。 予防薬ではありません

竹の子族に良くある葉裏のウエットな

性があります。高温時には使えま

ここ一番で使用しましょう。

点にも予防できます。

せん。梅雨や秋雨前に最適

(１００ｇ) ￥１，８７０

（２５０ｇ) ￥９４０

（100g）￥８８０

１６： カイガラ虫エアゾール（1 本）

１７： キノンドー （水和剤）

１８： モベント （プロアブル剤）

新発売！簡単に駆除し持続性もある

軟腐病の予防剤として安定した効果

スリップスやダニも駆除できる最新

良く効きます！即効性ならこれ！

がある。耐性菌も付きません。

薬で約 3 週間持続するのが凄い！

庭木にも使えます。

パフイオや胡蝶蘭に最適です。

連用は避けた方が良い。

（４８０ｍｌ） ￥９４６

（２００ｇ）￥１，４３０

（１００ｍｌ）￥３，０８０

２０：ナメナイト(３２０ｇ １個) ￥１,１００
１９： マイキラー（1 本）
ナメクジ駆除剤の定番！ナメクジが上 新発売！水に強くなった。薄く頻繁に

２１：ガビオタ １２：２４：２４ （400g）

を通れば駆除できる、薄めて噴霧

われている肥料です。

するだけ！

（５００ｍｌ） ￥３,０８０

継続して巻くだけでナメクジを根こそ

美しい花を咲かせる肥料として一番使

ぎ退治！粒剤で安全です。

１個 ￥２，６４０

２２： ステムクリップ

２３： バルブクリップ \２２０

２４： サニーコート ２ｍ幅

２５：ダイオラン５０％ ２ｍ幅

支柱に挟んで新芽やステム

支柱とバルブ、バルブ同士、

内張りに使用で暖房費を

市松模様の直射日光が入

が簡単に固定できます。

ステムを簡単にクリップ可能

セーブ！空気を含む２重構

る黒い寒冷紗で丈夫です。

可動式です。

L-１０個 M-１８個 S-２０個

造で使いやすい

植物がしっかりと育ちます

２０個入り \４４０

１ｍ単位でカット

\５００

１ｍ単位でカット

\７２０

２６： ｼﾝﾋﾞ・ﾃﾞﾝﾄﾞﾛの土

２７： パフィオの土

２８： 発砲スチロール S 型 ２９：支柱キャップ

２種類の日向土と２種類のバ

やや細かめに仕上りです

鉢底に使用することで通気

葉傷や目に安全！支柱曲

ークベースで仕上げた当社

２種類の軽石と２種類バーク が良くなり、支柱固定も可能

げ不要！約１７０~２００個

オリジナルブレンドのコンポスト

べ-スで仕上げた当社ブレ コンポストも削減できてお財 Ｓ-2.8mm
ンドのコンポスト

(６リットル) \１,２１０

３０： ときめくラン図鑑

布にも優しい。

(６リットル) \１,６５０

３１： 洋ラン大全

(５リットル) \２８０

３２： コルク板

Ｍ-3.2mm
Ｌ-3.8mm

各￥４４０

１２６P 若き蘭王子が監修した 久々のラン専門書籍発売！

30cm ｘ 45cm 特大版

３３： ヘゴ板
18cm x 25cm

蘭の事が良くわかる１冊！

近年入手困難品

近年価格高騰しています

（1 枚の価格）￥３，０８０

（1 枚の価格）￥１，９８０

色んな情報が詰まってます

￥１,７６０

\３,９６０

タイのチーク材使用の丈夫

便利に使えるプラスチック性

３７： ヘゴ棒
３．５ ｘ ３．５ ｘ ５４ｃｍ

で根の張りが良いスタンダ タイのチーク材使用で腐ら

希望者多数の為販売開始

近年価格高騰しています

ードです。

Ｓ\１１０ Ｍ\１７０ L\２８０

最終販売となります。

３４：チークバスケット ４角

３５：チークバスケット ８角 ３６：プラスチックバスケット

ない。８角で色んな蘭に合う

(２個組) \１,６５０

(３個組) \２,５３０

３８： おまかせ（超発酵油粕）

３９：皆使ってる活力ホルモン肥料！

1本

\６６０

４０：グリーンサムポット
約 1 年間をかけて効きます！

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！

８： ｓｕｐｅｒX５ 芽が出る \２，７５０

Ｃ号 カトレア・デンドロ用

春と秋にご使用ください！

９： ｓｕｐｅｒＲ７ 根が出る \３，３００

Ｂ号 パフィオ・胡蝶蘭用

７００ｇ￥５５０

２．５㎏￥１,７６０

１０： ｓｕｐｅｒＦ１ 花が咲く \２，２００

250g\6６0 １０ｋｇ￥２２、０００

４１：ボードバーク 不定形 (約１６ｃｍ ｘ１０ｃｍ)
奥中国産の新松皮です、驚程活着が良くあらゆる蘭
に最適です。細かく割ってコンポストにも使えます。
JOGA レビュー２６号に掲載中！

１個￥５５０ 特大￥７７０ お買い得４個 ★１,８７０

コレクターズコレクション＆WO アウトレット

一挙販売 第８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.２６５より No.３１９は割引対象外となります。 （全て税込み価格表示となります）
番号

品種名

1鉢

メモ

バルブ数

￥5,５00 均一販売

２６５

C.percivaliana ‘Primavera’ (OG)

２６６

C.gaskeliana fma.alba‘Mistral’ (OG)

２６７

C.percivaliana ‘Thiago’ (MC)

BS

4G

２６８

C.maxima 店主にお任せ！

BS

BS

２６９

C.jenmanii 店主にお任せ！

BS

２７０

C.trianae 店主にお任せ！

BS

２７１

C.labiata 店主にお任せ！

BS

２７２

C.walkeriana 店主にお任せ！

BS

２７３

C.C.G Roebling ‘Blue Indigo’ (MC)

BS

４G

２７４

C.intermedia fma.flamea ‘Sander Aki’ (OG)

3.5 号

４G

２７５

C.maxima rubra #100 (天然物)

中株

６G

２７６

C.maxima 06-05-1301 lip dark pink(天然物 海タイプ)

BS

８G

２７７

C.walkeriana s/alba ‘Kouzu’ (OG)

BS

４G

２７８

C.maxima 1204-29 (天然物)

BS

５G

２７９

L.anceps albescens (天然物)

BS

３G

２８０

L.anceps oaxaqueana (天然物)

BS

３G

２８１

C.trianae fma.flamea ‘Yami’ (OG)

中株

４G

２８２

Rlc.Peggy O’Neill ‘Hamana Queen’

BS

４G

２８３

Rlc. Judy Small ‘Madoc’ HCC/FWGO (MC)

BS

５G

２８４

C.gaskelliana fma.alba ‘Magic White Key’ (OG)

中株

４G

２８５

C.warnerii fma.mosca concolor ‘Casablanca’

中株

４G

1鉢

￥１１，０００

中株

4G

3.5 号

3G

均一販売

２８６

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」

２８７

Bc.Katherine H.Chatham ‘＃１６’ （OG）

２８８

開花株

3.5 号

４G

C.trianae fma.concolor (天然物選抜個体 fromBZ)

BS

３G

２８９

C.trianae fma.rubra ‘Sangre de Toro’

BS

６G

２９０

C.percivaliana ‘Black Fly’ (OG)

BS

４G

２９１

C.purpurata fma.mandaiana お任せ株

２９２

C.maxima 2005#11 （海タイプ）

７G

BS

２９３

C.maxima ‘Cannon Ball’ (OG) 海のタイプ格安販売

BS

８G

２９４

C.maxima fma.coerulea ‘Hector’SM/JOGA (MC)

BS

４G

２９５

C.maxima fma. semi-alba striata ‘White Treasure’ (OG)

中株

４G

２９６

C.labiata fma.amesiana ‘Wenzel’ (OG)

BS

３G

２９７

C.labiata fma.semi-alba ‘Fragrance Queen’ (OG)

BS

８G

２９８

C.trianae fma.flamea ‘Marry Fennel (OG)

NBS

３G

２９９

C.trianae fma.concolor ‘Oto’ (OG) 中株

NBS

３G

３００

C.trianae fma.amasiana ‘select’ (OG)

BS

５G

３０１

C.lueddemanniana fma.rubra‘Dark Lip’ (OG)

BS

10G

３０２

C.warneri fma.coerulescens ‘Rossi’ (OG)

BS

４G

1鉢

￥１６，５００

４．０号

BS

均一販売

３０３

C.warneri fma.coerulea ‘Miranda’ (OG)

BS

８G

３０４

C.maxima fma.suave ‘Koudo’ (OG) 海のタイプ

BS

６G

３０５

Rlc.Mishima Duchess ‘Select’ (OG)

BS

5G

３０６

C.maxima fma.semi-alba striata ‘White Cinderella’ (OG)

NBS

３G

３０７

C.walkeriana

３０８

C.trianae fma.flamea 'Yami'(OG)

３０９

C.trianae fma.trilabelo ‘Lia’ BM/JOGA (OG)

３１０

5G
4.0 号

６G

3.0

2G

C.trianae ‘Mary Fennel’ (OG)

BS

4G

３１１

C.violacea fma.semi-alba ‘selection’ (OG)

BS

4G

３１２

C.lueddemanniana fma.alba ‘’Dreamer’BM/JOGA (OG)

BS

6G

1鉢

￥２２，０００

均一販売

３１３

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

中株

３１４

C.teneblossa ‘Primavera’ (OG)

中株

５G

３１５

C.schroederae ‘#158’ (OG)

4.0 号

４G

３１６

L.grandis fma.alba (OG)

BS

４G

３１７

C.bicolor fma.coerulea ‘Dos Pinhos’ (OG)

3.0 号

４G

３１８

C.labiata fma.rubra ‘Aloma Rosso’ (OG)

3.5 号

４G

３１９

C.labiata fma.coerulea ‘Blue Shock’ (OG)

NBS

６G

黄色弁白リップ
H ３０ｃｍ

お買い上げの皆様に JOGA レビュー最新２６号をプレゼントいたします。
又スペシャルサービスとしてバックナンバーもご希望の方に差し上げます。
ご入用のバックナンバーをご注文の際にお聞かせください。

Wakayama Orchids Special Collection

C.lueddemanniana fma.flamea ‘New Era’ (OG)

C.labiata fma.rubra-flamea 1909-2807‘’ (OG)
(OG)
世界初のルブラにフラメア模様がガッツリ入る個体

とても青色を感じる個体です。写真は初花時の物

リップは大きく見事です。ペタル丸く幅広で先端に
しっかりしたフラメアが入ります。名前はご自由に

花形も良くとにかくリップは濃厚な青紫色で目立つ
ペタルも白くなく青いので肉眼では青なんです。

（３２０） 開花株実生全株販売 ￥１１０，０００

C.labiata fma.rubra-flamea‘1910-0501’ (OG)
上記の個体に比べややリップは小でしたが、縁取り
とても

（３２１）

開花株 4 バルブ ￥４４，０００

C.lueddemanniana f.rubra-flamea‘W.O.Surprise’
(OG)
右写真の様にこれらは兄弟株です。肉眼ではとても

のフリルが面白く出た個体です。ペタル先端にはか
なりしっかりとしたフラメア模様が入ります。セパル

ハッキリとした覆輪となる個体で厚弁です。５０％セ
ルレアの血があります。大輪で異端な個体です。

先端にも赤い模様が入る美花。名前は自由に！
（３２２）開花株 実生全株 ￥１１０，０００

初分け株を販売します。
（３２３）
開花株 4 バルブ ￥８８，０００

C.walkeriana f.picoty ‘Winter Love’ (OG)

C.maxima fma.s/alba‘Fantastic Red’ (OG)

真っ赤なリップと純白で真ん丸なペタルの対比が

当園のマキシマ実生の中でも断トツの美しさを
持つ個体です。コントラストが良く特にリップは赤い

何とも心地よい最高品種。受けて咲く様子も良く
天使の雫もくっきり表れます。ワルケファンだけで

部分が濃く赤く縁どる白の模様も加わり何とも言え
ない雰囲気を生み出します。大株にしてどこかで

なくカトレアファン憧れの個体と言えます。3 月渡し
（３２４） 開花株 2～3 バルブ￥１７６，０００

賞取り！なんて狙えそうな逸材です。
（３２５）
５バルブ ￥１３２，０００

C.quadricolor fma.s-alba ‘Sazagua’ (OG)
(MC)
真っ赤に染まるここまでのリップに感動すら覚える

C.trianae f.trilabelo‘Lia’ SBM/JOGA (OG)

素晴らしい個体。オーバーラップし純白のペタル
セパル。これがクアドリカラーの自然種セミアルバ

過去 50 万円した現在のトリラベロの親です。中輪だ
が自然に展開し貴賓漂う個体です。強健で良く開花

最高個体だ！メリクロンも販売株があります。
（３２６）
開花株 ５バルブ ￥８８，０００

し大株向けでもある。絶対お勧めの一品です。
（３２７） 開花株 ５バルブ ￥５５，０００

（３２８） ワルケリアナ
メモリー
C.walkeriana
f.picoty‘Memory
of Love’オブ
(OG) ラブ

Rlc.Mystery Zone ‘Japan Flag’ SM/JOGA(OG)
(OG)
オレンジのカトレアとマキシマ
セミアルバを用いた

とにかくペタルがキレキレで真ん丸！素晴らしい
覆輪個体です。ハワイ系に比べ栽培も容易です。
3 月末のお渡し ２～３バルブ ￥ １６５，０００

国産の交配です。１８cm もの巨大な花は白弁で真ん
丸な赤リップでしたので、この名前を選びました。
入賞後初の分け株販売となります。
（３２９）

C.trianae fma.concolor‘Oto’ BM/JOGA

３バルブ￥８８，０００

有名なコンカラーの銘品です。リップが他に比べ
とても大きく存在感ある。通常リップ中央は黄色

Chysis Langleyensis coerulea ‘Blue ’(OG)
(OG)(OG)
実生の中からたった一株だけ開花した青い花！

味を帯びるがこの個体はオフホワイトで美しい
花並びも良く大株向けで飽きの来ない一品です

見た時の事は忘れられません。いかにも今風で
ありませんか！何時の日か表舞台で輝きたい

長年丹念に育てられた希少な株です。
（３３０） ５バルブ ￥３３，０００

ですね。
（３３１）

２作開花株 ２バルブ￥８８，０００

C.violacea f.suave ‘Cornet’GM/JOGA (OG)

C.trianae fma.trilabelo ‘New Century’ (OG)

自然種ビオラセアの中では初のＧＭを獲得した
伝説の個体。桜色の色彩は勿論サイズも大き

勝手にしっかりと開く優秀なトリラベロ！トリアネ
本来の形を残しつつ、花弁厚く株が出来るほど

く直接花を見たら誰もが心奪われることでしょう。
本当に希少なオリジナル株を販売します。

派手なパフォーマンスになる個体。
すごーく良いです。 良株でお渡しできます。

（３３２） 開花株 ３b＋１G ￥２７５，０００

（３３３）

開花株 ４バルブ ￥７７，０００

(OG)

Rlc.Mount Hood ‘Mary’ AM/AOS (USA)
9G

めったに手に入らない 20 年以上大切に栽培し
た USA オリジナルメリクロンの分け株です。
NS が２１ｃｍと化け物サイズド迫力の白花！
株もかなり大きくなります。限定 1 株お早めに。
（３３４）

開花株 ￥５５，０００

C.walkeriana f.picoty’Madou madel’ (OG)

C.trianae fma.concolor ‘Winter Romance’
(OG)
濁りの無い美しいピンクコンカラーの極良型個体
厚いペタルは幅広くオーバーラップまでしてくれる
リップも負けず劣らず大きくバランスが良い。
完成品の様な花です。
（３３５）

4 バルブ開花株 ￥７７，０００

C.lueddemanniana
(OG)
fma coerulea-striata‘Emi’ AM/JOS

ワルケリアナ ‘マドマ デール‛
絵にかいたような極整形憧れの覆輪個体です

大変ペタル幅が広いのが印象的です。リップ濃い青
紫いろとなる。NS が１７ｃｍほどある入賞花。1 週間ほ

天使の雫もしっかり入ります。3 月以降のお渡
しとなります。

どするとグレー色となり花一面に筋が入る 2 変化する
（３３７）
開花株 ４バルブ ￥５５，０００

（３３６）

２～３バルブ ￥１７６，０００

９バルブ 大株

￥８８，０００

