
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wakayama Orchids            

 

今年は残念ながら皆様にお会いできませんでした。実行委員会さんのご厚意により 

このイベントに参加させた頂きます。よろしくお願いいたします。 

 

マダガスカルの珍奇植物と蘭です。 

 

 

 

 

 

2020 12 to 19 

 

#天下家植物界 

 

〒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 

  

  

http://w-orchids.coolstore.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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３３０円 それ以上５５０円】  

６．クレジットカード：【VISA・MASTER・AMEXがご利用になれます。】 

   メールアドレスがある方はこちらからカード請求決済画面をお送りできるようになりました！ 

   メールが無い方はセキュリティーの為、ご注文時にカード情報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。 

  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。 

割引について： 今回は通常リストとは違い特別な割引となります。 

 

1) 資材も含めたお買い上げ金額￥１１，０００未満の場合 → 送料一律￥１，７００が必要です。 

 

2) ￥１１，０００以上の場合 → 1箱分の送料を当店でご負担させて頂きます。 

  

３） ￥３３，０００以上の場合 → 商品１０％ＯＦＦ + 1箱分の送料も当店でご負担させて頂きます。 

 

注意！）送料サービスの為、安全なゆうパックでのお送りとなります。 

＊代引きご利用の場合は手数料のみご負担いただきます。  

＊送料サービスキャンペーンは 3辺の合計が 160ｃｍ以内で２０ｋｇ以内と致します。 

これを超える場合は別途算出しご相談させて頂きます。 

    ご注文時には 到着予定日のはっきりとした在宅時間帯をお伝え下さい。 

    新型コロナ感染拡大対策の為のご協力をお願いいたします。 



 

                                                              

WO-M1  SPP. (Unknown) 

 スイカの様な丸いバルブに綺麗な葉模様 

 超珍品入手困難 1株のみ販売 

         開花株  ￥３６，５００ 

 

WO-M2 Euphorbia labatii (Solid Red Leaf) 

   ピカピカ光るソリッドレッドのかっこいい種 

  入手困難 1株現物販売 

         開花株 ￥３３，０００ 

       

WO-M3Aderia spp.’Crystal Green’ (Madagascar) 

バルブをこすると光ります。骨っぽい形の希少種 

限定 1株 現物販売 

 開花株  ￥３３，０００ 

      

WO-M4 Aderia styrosa (Madagascar) 

ゴツゴツした面白い形のバルブです。葉の色が 

紫茶色でとても渋い！希少種限定 1株現物販売 

   開花株 ￥３３，０００ 

    

WO-M5 Euphorbia labatii ‘Red Leaf’ 

赤系の葉の真ん中に不思議な模様が出る 

希少種 限定 1株 現物販売 

   

開花株 ￥３３，０００ 

 

WO-M6 Euphorbia spp. (Madagascar) 

 大変貴重な新発見種です。小型で葉の模様が 

様々ある。今後注目されるであろう。 

 限定 1株現物販売 

   開花株 ￥２５，０００ 



                 

             

WO-M７ Euphorbia spp. (Madagascar) 

 大変貴重な新発見種です。小型で葉の模様が 

様々ある。今後注目されるであろう。 

 限定 1株現物販売  開花株 ￥２５，０００ 

 

WO-M８ Euphorbia spp. (Madagascar) 

 大変貴重な新発見種です。小型で葉の模様が 

様々ある。今後注目されるであろう。 

 限定 1株現物販売     開花株 ￥２５，０００ 

     

WO-9 Euphorbia spp.(Madagascar) 

 面白い体系のユフォルビア 希少種 

  

開花株 ￥ ２５，０００ 

       

WO-M10 Aderia spp.’Crystal Green’ (Madagascar) 

バルブをこすると光る。葉の形も変形した新発見種 

大変希少です 現物 1株販売 

  開花株 ￥３３，０００ 

 

WO-11  Zamioculcas zomiifolia 

真っ黒になるザミオとてもＣＯＯＬです新芽は 

緑で渦巻き状に出現する。開花株 ￥８，８００ 

 



  

 

 

123:Clo.Jumbo Circle 実生 

ジャンボ サークル 

ジンジャーの香りが素敵な 

黄色版レベッカノーザン人気 

です！ 

２．５号 開花予定株 ￥３，６３０ 

124:Mon.Jumbo Delight 

   ‘Black Onyx’ (MC) 

花持ちも良い漆黒の美花で 

す。房咲きの最新メリクロン 

日本初売り！芳香種 

２．５号 開花株 ￥３，６３０ 

125:Catds.Jumbo Chastty ‘J’ 

ｶﾀﾉﾃﾞｽ ｼﾞｬﾝﾎﾞｷｬｽﾃｨﾃｨｰ 

純白の竹の子系はこれのみ! 

多輪性で下垂咲きする大変 

人気のメリクロン 

２．５号 開花予定株 ￥３，８５０ 

126:Catasandra.JumboExpress 

ｶﾀｻﾝﾄﾞﾗ ｼﾞｬﾝﾎﾞｴｸｽﾌﾟﾚｽ 

花全体がドットの物まで開花 

する新しいガレアンドラとの 

コラボ人気品種実生です。 

２．５号 開花予定株 ￥３，８５０ 

 

 
 

 

127: Mon.Jumbo Delight 

‘Orange Diamond’ (MC) 

まん丸な花形が目立つ新色 

オレンジ色新発売です！芳香 

種。花持ちも良いお勧め！ 

２．５号 開花株 ￥３，６３０ 

128.Clsm.Wyche’s BumbleBee 

  ‘Jumbo Orchids’ (MC) 

バンブルビーと言うキャラクタ 

ー名を持つ最新品種、芳香 

種。花は大きく見事です。 

２．５号 開花株 ￥３，８５０ 

129: Cycds.Jumbo Phenix ‘J’ 

ｼﾞｬﾝﾎﾞﾌｪﾆｯｸｽ ‘ｼﾞｬﾝﾎﾞ’ 

中型で整形美花、特殊なワイ 

ンレッド系芳香種 

 

２．５号 開花予定株 ￥３，６３０ 

130: Ctsm.pileatum ‘Red Pena’ 

ｶﾀｾﾀﾑ ﾋﾟﾚｱﾀﾑ‘ﾚｯﾄﾞﾍﾟﾅ’ 

巨大輪。白弁でピンクのドット 

が花に入る珍しい色彩です。 

新色のピレアタム（MC）です。 

２．５号 開花予定株￥３，３００ 

 
 

 

 

131: Ctsm.fimbriatum 

カタセタム ﾌｨﾝﾌ゙ﾘｱﾀﾑ 

竹の子族の火付け役！リップの髭 

がＳＮＳなどで大ブームになった！

大輪多可性で強健種。 

２．５号 開花株 ￥３，３００ 

132: Ctsm.Orchidglade  

‘ Green Hill’ (MC) 

ｶﾀｾﾀﾑｵｰｷｯﾄﾞｸﾞﾚｰﾄﾞ ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ 

初の緑色巨大輪新品種です 

艶っぽい美花。 

２．５号 開花株 ￥３，３００ 

133:Monnierara Millenium 

 Magic‘Witchcraft’FCC/AOS  

モニエラーラ ミレニアムマジッ 

ク  ウィッチクラフト 

真っ黒な巨大輪で凄い花です 

開花株 ￥５，５００ 

134 Fdk.After Dark  

‘Sunset Valley Orchid’ 

黒い蘭もう一つのＦＣＣです。 

赤くて花も大きい個体。ＵＳＡ 

開花株  Ｍ ￥５，５００ 

   Ｌ ￥９，９００ 

 

  

 

135: Clo.Jumbo Lace 

ｸﾛｳｪｾﾀﾑ ｼﾞｬﾝﾎ  ゙ ﾚー ｽ 

リップの毛とドット模様が人気 

の実生です。香りもあり下垂 

して開花する。 

２．５号 開花株￥３，３００ 

136: Fdk.After Dark  

’SVO.Black Peal’ 

ｱﾌﾀｰﾀﾞｰｸ ﾌﾞﾗｯｸﾊﾟｰﾙ 

「黒い蘭」で有名な品種です。ジン 

ジャー系の香りがする。ＵＳ（ＭＣ） 

開花株 Ｍ￥５，５００ Ｌ￥８，８００ 

137:Clo.Jumbo Eden 

ｸﾛｴｾﾀﾑ ｼﾞｬﾝﾎﾞｴﾃﾞﾝ 

花持ち良いと思われる、 

リップの髭がアクセントの 

ワインレッド系新色 

２．５号 開花株 ￥３，３００ 

138:Cl.Rebbecca Northern 

‘Grapefruit Pink’(MC) 

有名なﾐｯｶﾋﾞに比べやや赤

い色彩の新品種です。 

ジンジャー系の香りが有る。 

２．５号 開花株 ￥３，０８０ 



   

 

139: Angcm.leonis  

Native Madagascar 

マダガスカルタイプの希少な 

天然小型種！販売します。 

開花株  ￥９，９００ 

140: Angcm.leonis 

純国産の実生で暗くなると香 

りが出る。低温に強く水が好 

き。お部屋でも栽培可能。 

開花株  ￥２，２００ 

141: Angcm new spp 

2020マダガスカルから入荷。 

正体不明 とても小っちゃいアング 

レカム！めっちゃ可愛い。 

開花株  ￥７，７００ 

142: Angcm.ursianum 

小さな巨人。葉幅2ｃｍの肉厚葉 

には白い星点が入りカッコ良い！ 

今回は希少なネイティブだ。 

開花株  ￥９，９００ 

 

 
 

 

143: Oeceoclades sp.new 

グリーンの葉はギザギザに 

波打っていて面白い名前不 

明２０２０マダガスカル入荷 

開花株   \１３，２００ 

144: Oeceoclades sp.new 

ゴツゴツとしたバルブと固く丸い２

枚葉は爬虫類ぽく魅力抜群！ 

希少なマダガスカル自然種 

開花株   \１６，５００ 

145: Oeceoclades sp.new 

GREEN Leaf 2019 

品種不明の新発見種！ 

中型のマダガスカル自然種 

開花株   \１６，５００ 

146: Oeceoclades sp new 

2019 Madagascar 

品種不明の新発見種！ 

細葉系ピンク葉と緑葉がある  

 開花株 ￥１３，２００ 

 

   
 

147: Aer.spp 2020 

本年マダガスカルから入荷した 

正体不明のエランギスです。 

只今蕾が出てきています 限定3 

 

開花株 ￥５，５００ 

148:Chiloschista viridiflava  

ｷﾛｽｷｽﾀ ﾋ゙ﾘﾃｨ゙ﾌﾗﾊ  ゙

巨大輪で白とグリーン黄いろの覆

輪花で雄大に開花する大型種 

木付き開花株  ￥６，６００ 

チジレ根 ＢＳ ￥１１，０００ 

149:Angcm. curnowianum 

ｱﾝｸﾞﾚｶﾑ ｶ ﾉーｳｨｱﾅﾑ 

小っちゃい単系種ですがでっか

い花が咲く。葉に白い点模様があ

り可愛い。人気の原種 

木付き開花株  ￥３，３００ 

150: Oeceoclades sp new 

2019new type２ 

品種不明の新発見種！ 

小型のマダガスカル自然種 

コチコチの珍植物！ 

   開花株 ￥１３，２００ 

 

 

  
 

151: Den.laterale 

ﾗﾃﾗｰﾚ  小型の人気種。 

2号鉢 開花株 ￥６，３８０ 

木付の選抜個体も有ります。 

だいぶ大きな株です。 

s/a系 alba系 選抜個体 

木付開花株￥１９，８００ 

152：Domingoa purpurea 

ﾄﾞﾐﾝｺﾞｱ ﾊﾟｰﾌﾟﾚｱ 

固い葉で線の様なバルブ 

が魅力的な草姿の小型ラン。 

同じステムから何年も咲く 

 

２．５号 開花株 ￥３，３００ 

153: Den.senile  

ｾﾆｰﾙ 

毛が株全体に生えていて人気 

があるデンドロ。水と日陰が好 

きです。花は艶っぽい黄色で 

沢山開花し美しい。 

木付き 開花株  ￥３，３００ 

154: Den.trantuanii 

ﾄﾗﾝﾂｱﾆｰ 

扁平のバルブが面白い一風 

変わったピンクの艶っぽい美 

花 小型で開花します。 

 

開花株 ￥４，４００ 

 


