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コロナ禍の中ですが皆さんお元気でしょうか？私たちは元気に蘭と向き合って楽しく生活しています。
今回は前回と時間差が無い為、No.64 LIST も併せて重複しないアイテムだけをリストアップしてみ
ました。ですので今回ご注文の際はこの（No.64＋ADD と No.64 LIST）も併せてご検討ください。
尚、水曜日はお休みさせて頂いております。メールやＦＡＸは毎日お受けしております。お電話は携帯
の方へ転送されますが、出れない場合も有ります、折り返しの連絡が無い場合、再度お電話ください。
＜イベント参加予定＞

コロナによりキャンセルの場合が有ります、直前に開催者にご確認ください

田口洋蘭園オープンハウス １０月９～１１日 田口洋蘭園温 今回は残念ですが委託販売で出店
須和田農園オープンハウス １０月２３～２６日 須和田農園温室 （千葉県市川市） 出張販売
国際園芸オープンハウス １１月６～８日 国際園芸温室 （神奈川県伊勢原市） 出張販売
咲くやこの花館洋蘭展 １１月２０～２３日 （大阪府鶴見緑地大温室） 出張販売
久栄ナーセリーオープンハウス １１月２７～２９日 久栄ナーセリー温室（滋賀県彦根市）出張販売
ワカヤマオーキッド オープンハウス １２月１０～１３日 ワカヤマオーキッド特設会場
Stay Home With Orchids

Stay Happy!!!

〒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

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
2) ￥１１，０００以上の場合 →
３） ￥３３，０００以上の場合

→

→

送料一律￥１，７００が必要です。

1 箱分の送料を当店でご負担させて頂きます。
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代引き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。
＊本文中の￥ではなく

★マーク付きの価格は割引対象外となります。

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。

NEW!

NEW!

×

２：Rhy.coerestis

１： C.nobilior var.amaliae ( fma.flamea ‘8022’ x ‘Perfection’ )

dark type

ノビリオール アマリエ （フラメア x パーフェクション）

リンコスティリス セレスティス 濃色系

凄く興味深い未来のノビリオール アマリエを狙った交配です。かなり良い

かなり濃い花が開花してきた最新の実生です。

出来の株で来春には開花する予定です。一攫千金とはこの実生の事ですね。

リップが大きく特に濃色となる。人気が高い売

今人気↑のアマリエのフラメアが開花する？ダメでも片方の親はパーフェク

れっ子単茎種です。葉幅は３０ｃｍ程度の日本

ション！変な花は出ません。

での栽培品です。木に着いています。

３．５号 開花株予定株 ￥１９，８００

開花株 木付き ￥４，４００

NEW!

NEW!

×

×
イメージ写真

３： C.walkeriana [ fma.labeloide x flamea-picoty ‘PA-06’]
ワルケリアナ ラベロイド

ｘ フラメア ピコティー ‘ＰＡ－０６’

４: Paph.rothschildianum
[‘Macrura Five Star’ x ‘Tokyo Fantasy’ GM/EOC ]

世界初！自然界ではありえない最新のコンビネーションの交配です。

ロスチャイル（ﾏｸﾙｰﾗ ﾌｧｲｳﾌﾞｽﾀｰ ｘ ﾄｰｷｮｳ ﾌｧﾝﾀｼﾞｰ）

王道ではないですがどんな花が咲くのか？ 今から楽しみです。この

原産地由来個体最高品種のﾏｸﾙｰﾗに（ﾓﾝﾐﾚｰⅹバル）の

ようなとんでもないクロスから未知なる模様の花が出現するのです。

中で最高個体の一つ T ファンタジーのコラボ。NS34ｃｍ

良い株ですので大人買いも有りです！限定２０株の輸入品。
４．０号 開花予定株

￥１６，５００

NEW!

ドーサル、ペタル、リップ共に濃色個体が開花するでしょう。
４．０号 葉の長さ３０ｃｍ

２作開花予定株 ￥７，７００

NEW!

×
５：C.walkeriana [ f.labeloide x s/alba picoty’Smile Happy Love ]
ラベロイド ｘ セミアルバ ﾋﾟｺﾃｨｰ ｽﾏｲﾙ ﾊｯﾋﾟｰﾗﾌﾞ

６：C.Amethysto (= cuculata x purpurata )
カトレア アメジスト 実生

こちらも興味深い最新の実生となります。どこまでこの母親の

大人気のスタースタイル（星形）カトレアです。

性質が子供に受け継がれるのかは全く未知数です。花全体

ククラータとﾊﾟｰﾌﾟﾗｰﾀの交配で趣味っぽいですね。

の色彩はピンク系になるかも？です。ペタルに入るであろう模

思った以上に大きな花が咲きます。今回のお勧め！

様や覆輪になるかどうかも楽しみです。限定２０株の輸入品。

葉が垂れる傾向なので吊るして咲かせても面白い

３．０号鉢 １作開花株 ￥８，８００

３．０号 開花株 ￥３，３００

NEW!

HIT!

７：

Psh.karwinski

(Maxico)

ﾌﾟﾛｽﾃｹｱ ｶﾙｳｲﾝｽｷｰ
リップが黄色一色となり細く長い。逆向け

８：

NEW!

Den.Blue Twinkle

９：Schoenorchis fragrans

‘Ikeya’ (OG)
ﾌﾞﾙｰ ﾂｲﾝｸﾙ ｲｹﾔ

ｼｪﾉﾙｷｽ ﾌﾚｸﾞﾗﾝｽ
超小型で葉の重なりが楽しい人気品種

で栽培します。巨大な花が開花します。完

ブルー系の小型アンテロープタイプ

です。花もピンクで多輪咲きし可愛い。

全栽培品花色確認済ですので安心下さ

の人気品種分け株となります。

今回しっかり栽培された自然種株になり

い冬の強光線と水が好き シトラスの香り

草丈３０ｃｍ 冬に良く咲く。

ます。1 つの木に 2 株ついています。

木付き開花株 ￥１４，３００

開花株 ￥１９，８００

NEW!

１０：Den.wardianum aureum
ﾜｰﾃﾞｨｱﾅﾑ ｵｰﾘｭｰﾑ (OG)

木付き 開花株 ￥３，０８０

NEW!

１１：Den.spectabile aureum

‘Yellow Tail’(OG)

１２: Den.histrionicum
ﾃﾞﾝﾄﾞﾛ ﾋｽﾄﾘｵﾆｶﾑ

イエローシャーベットの子供で黄色確定個体

ｽﾍﾟｸﾀﾋﾞﾚ ｲｴﾛｰﾃｰﾙ

リップのケバケバがとても面白く人気抜群

となります。大変希少となった選抜個体です。

希少な黄色の美花です。ハワイで作

の原種です。株高４０ｃｍで大きな花が春

限定７株お早めに！

出されましたが近年在庫減少。

に開花します。限定４株の販売です

個体名はご自由に付けて下さい。

残り 1 株です。お早めに！

お早めに！

開花株 ￥１３，２００

開花株 ３３，０００

４B 開花株

￥1１，０００

BEST!

BEST!

HIT!

１３：Ctt.Pacific Mission (MC)

１４：C.nobilior amaliae

１５：Bc.Katherine H.Chatham

‘Exolution’SM/JOGA
ﾊﾟｼﾌｨｯｸﾐｯｼｮﾝ ｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ

[ ‘Perfection’x self ]
ﾉﾋﾞﾘｵｰﾙ ﾊﾟｰﾌｪｸｼｮﾝ

‘Suckers’SBM/JOGA (MC)
ｷｬｻﾘﾝ ｴｲﾁ ﾁｬｻﾞﾑ‘ｻｯｶｰｽﾞ’

マキシマ ヘクターの子供でダイナミック

次々と素晴らしい花が開花する実生株

リップの形がベロベロキャンディーに似

な多花性、とても青い、とにかく青い花。

残り大株 3 株を再輸入しました。木に

ている美しい花ノドサとラビアタの交配

秋咲きで開花しやすいのも特徴です。

着いた安全な方法でのお渡しとなります

秋から冬咲花持ち抜群で栽培容易

今回はシース付きでのお渡しです。

これを逃すともう無いです。

４．５号 開花株 ￥１１，０００

開花株

￥５５，０００

２．５号 開花予定株 ￥３，６３０

NEW!

１６： Phal.violacea Red type

ﾋﾞｵﾗｾｱ ﾚｯﾄﾞ ﾀｲﾌﾟ

NEW!

NEW!

17： Phal.bellina fma.coerulea

１８：Phal.sanderiana silver leaf

ﾍﾞﾘｰﾅ ｾﾙﾚｱ ﾀｲﾌﾟ

ｻﾝﾃﾞﾘｱﾅ ｼﾙﾊﾞｰﾘｰﾌ ﾀｲﾌﾟ

甘い香りはそのまま！最新インディゴ

こちらも甘い香りはそのまま！淡いグ

葉が美しい原種の胡蝶蘭です。花はシ

ブルー系の真っ赤なビオラセアです。

リーン地にリップが青紫色になる希少

ルキーピンクで趣有り。特に葉色がシル

実生から赤い物だけを選抜した全て

な個体ばかりです。どれも実生選抜

バーからシルバーグリーンを選んでいま

オリジナル株となります。レアーだわ～。

個体となります。

す。

開花株 ３．０号 ￥ ６，６００

NEW!

１９： Phal.equestris fma.coerulea
エクエストリス セルレア （MC）

開花株 ３．０号 ￥６，６００

NEW!

２０： Psh.mariae x sib.
プロステケア マリエ

開花株 ４．０号 ￥４，４００

NEW!

２１: C.bicalhoi fma.coerulea
ビカルホイ セルレア

とても可愛い小型の原種、今回はメリクロンの

大変人気のエピデン系小型原種

レリア ダイアナとして有名な小型の

株の販売となります。枝咲きして見事になりま

今回良株入荷。レタスグリーンとリップ

原種良く育ちます。久々の入荷。

す。開花期は春から秋で長い期間次々と咲

の白が目立ちます。木に付けてもよい

人気のミニレリアとなります。開花期

き続けます。

初夏咲き

は夏から秋

３．０号 開花株 ￥７，１５０

開花株 ￥６，６００

２．５号鉢

開花株 ￥３，３００

BEST!

BEST!

２３：L.speciosa (Mexico)
ﾚﾘｱ ｽﾍﾟｼｵｻ

２４：Den.haveyanum

模様がクッキリとしていて茶色なのに

メキシコ産小型超人気レリアです。今回

通常は暑がって栽培困難種ですが、

凄く目立つ人気の個体メリクロンです。

木に付けて栽培した物で枯れません

気温 40 度を超える暑さにも動じない

木に付けても良い。

巨大な美花初夏に咲かせる。冬場は

強健種が完成。高確率で丸く巨大な花

直射で良い。お試しください。

が咲くスペシャル実生。

NEW!

２２：Phal.amboinensis ‘Nichol’

ｱﾝﾎﾞｲﾈﾝｼｽ ﾆｺﾙ (MC)

３．０号 開花株 ￥３，３００

木付き 開花予定株 ￥１１，０００

WO 実生

ﾃﾞﾝﾄﾞﾛ ﾊｰﾍﾞﾔﾅﾑ

３．５号 開花株 ￥４，１８０

NEW!

NEW!

NEW!

２５： Rlc. Liu’s Joyance’橘子’

２６： Rlc.Village Chief North

リューズ ジョイアンス ミカン (MC)

‘Green Genius’

(MC)

２７：Rlc.Sanyung Ruby

‘Grand Dragon’

AM/AOS
(MC)

鮮やかな黄色に展開良い大きなリップは

ﾋﾞｯﾚｯｼﾞﾁｰﾌﾉｰｽ ｸﾞﾘｰﾝ ﾁﾞｰﾆｬ

ｻﾝﾔﾝ ﾙﾋﾞｰ ｸﾞﾗﾝﾄﾞ ﾄﾞﾗｺﾞﾝ

赤く目が無いので目立ちます。広いペタル

とてもビビットなグリーンと赤色のコラボ

見事にオーバーラップする赤味の強い

とセパル先端には赤模様が入る肉厚花。

新花です。中輪でミディー系多花性。

ワインレッド最新品種。この色彩には珍し

最新品種です。

ペタルがもっと赤くなる場合もある。

くリップが丸く大きいのも特徴です。

４．０号 開花株 ￥３，８５０

開花株 ４．０号 ￥３，８５０

NEW!

NEW!

２８：Rlc.Chomthong Delight

開花株 ４．０号 ￥３，８５０

NEW!

２９： Rlc.Chunfong Queen

‘Yellow Watermelon’ (MC)

‘Happy Spring (MC)

３０: Rlc.Liu’s Hope ‘Nan Chyu’
リユーズホープ ナンチュウ

(MC)

ﾁｮﾑｿﾝｸ ﾃﾞﾗｲﾄ ｲｴﾛｰ ｳォｰﾀｰﾒﾛﾝ

ﾁｭﾝﾌｫﾝｸｨｰﾝ ﾊｯﾋﾟｰｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ

ほぼ完ぺきとも思われる最新花です。

何というユニークな花形なんでしょう。この

大変人気が高い大胆な色彩です。

巨大で真ん丸なリップは先端に赤ポイ

アンバランスさがたまりません！ぶさ可愛い

黄色と紅紫色が色鮮やかで目に焼き

ントがありチャーミングです。展示会等

この超巨大リップ試してみませんか？

付きます。このタイプ特有の花弁ビラ

で目立つ存在になります。

ビラ感も少なくまとまります。
４．０号 開花株

￥３，８５０

NEW!

３１：Rlc.Taiwan Good Life

‘Blessing Gold’ (MC)

４．０号 開花株 ￥３，８５０

４．０号 開花株 ￥３，８５０

NEW!

NEW!

３２：Rlc.Penny Helen ‘A10489’

３３：Rlc.Sung Ya Green

‘ Postman #2 ’ (MC)

ペニーヘレン 大花臉 (MC)

タイワンゴールドライフ ブレッシングゴード

ペニークロダと Mem ヘレンブラウンの子供

サン ヤ グリーン ポストマン

オレンジ色の珍しい覆輪新花です。リッ

で美しいスプラッシュとなる新花！中輪

最鮮やかなグリーン 1 色の巨大輪です

プ中央の筋も消えてスッキリした印象。

ながら５～7 輪の多花性です。芳香品種

リップの展開も良い最新品種です。

厚弁で大輪系となります。

初夏に開花する。

芳香品種。

４．０号 開花株 ￥３，８５０

４．０号鉢 開花株 ￥３，８５０

４．０号 開花予定株 ￥３，８５０

NEW!

NEW!

NEW!

３４：Rlc.Shang Ding Red Dragon

‘ #1’

３５：C.Cariad’s Mini Quinee

(MC)

３６：Ctt.Bule Angel

‘Angel Kiss’ (MC)

ｼｬﾝ ﾃﾞｨﾝ ﾚｯﾄﾞ ﾄﾞﾗｺﾞﾝ
ラベンダーではなく紅色系の新品種です
大きなペタルはオーバーラップし、ピンと
張る又展開が良いリップも特徴です。
巨大輪整形花

ｶﾘｱｰｽﾞﾐﾆｸｲﾆｰ エﾝｼﾞｪﾙ ｷｯｽ
ミディー系の青花で一番売れた銘品で
す。ｲﾝﾀｰ-ﾒﾃﾞｨｱの子供で栽培容易です
年２回ほど開花します。芳香種。
４．０号 開花株 ￥２，８５０

‘Da-Hsin #7’

ﾌﾞﾙｰｴﾝｼﾞｪﾙ ｼﾝｲﾝ ｱｽﾞｰﾙ
前回良く売れた新発売の兄弟花となります。
オープンリップが特徴でかなり濃い青色の
印象です。１花茎に３～６輪かいかします。

３８：Rlc.Shinfong Gold Gem

‘Golden Jewel’

(MC)

４．０号 開花株 ￥３，８５０

NEW!

NEW!

３７：Rlc.Fong Yuan Beauty

(MC)

ミディータイプの人気品種です。

４．０号 開花株 ￥３，８５０

NEW!

‘Hsinying Azul’

３９：Rlc.Hsinying Scarlet

‘Ching Hua’

(MC)

(MC)

ﾌｫﾝ ﾕｱﾝ ﾋﾞｭｰﾃｨｰ ﾀﾞｼﾝ

ｼﾝﾌｫﾝ ｺﾞｰﾙﾄﾞ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｼﾞｭｴﾙ

クッキリと入るクサビ模様がとにかく新

一見造花のようにも見えてしまう濁りの

ｺｰｿﾞｰｽﾞｽｶｰﾚｯﾄの子供で紅色が際立つ最新

しい！しかもセミアルバ整形で厚弁

無い黄色は見事です。リップとぺタルの

大輪美花です。リップ特に紅色で他のラベ

です。中大輪系となる。

色がシンクロして豪華です。

ンダーより目立ちます。

開花株 ￥３，８５０

開花株 ￥３，８５０

NEW!

４０:Rlc.Hsinying Fancy Gold

‘Super’ SM/TOGA (MC)
ｼﾝｲﾝ ﾌｧﾝｼｰｺﾞｰﾙﾄﾞ ｽｰﾊﾟｰ

ｼﾝｲﾝ ｽｶｰﾚｯﾄ ﾁﾝﾌｱｰ

NEW!

NEW!

４１：Rlc.Chunyeah’Tsun-Yea #10’
ﾁｭﾝ ﾔｰｰ ﾂﾝｲｱｰ

４．０号 開花株 ￥３，８５０

(MC)

４２：Bc.Yu Toung Star ‘YT’

(MC)

ﾕｰﾄﾝ ｽﾀ ﾜｲﾃｨｰｰ

鮮やかな黄色とオレンジ色の覆輪花で

ﾃﾄﾗﾃﾞｨｯﾌとﾓｰﾆﾝｸﾞｸﾞﾛｰﾘｰの子供で、真ん丸

鮮やかな山吹色の新入賞花です。花全体に

リップの目が２つに分かれる特殊花です。

になるリップは赤いドットで覆いつくされる。

艶感があり輪郭もハッキリしていて他のかトレア

改良種なのにワイルドな感じに惹かれま

いま世界的に人気の交配種です。花持ちが

とは違います。巨大輪をお楽しみください。

す。

良く大きなな花になります。

４．０号 開花株 ￥３，８５０

４．０号 開花株 ￥３、８５０

３．０号 開花株 ￥３、８５０

HIT!

NEW!

×
４３： Rlc.Next Century

×

（WO-458）

４４： C.schilleriana

[ ‘Aludebalan’SM/JOGA x ‘Aphri’ SM/JOGA ]

Rose Whisper ‘Suisei’ X Twenty First Century ‘New Gene
大輪系の銘交配、今回わざと親を逆にして交配した目利き

ｼﾚﾘｱﾅ （ｱﾙﾃﾞﾊﾞﾗﾝ ｘ ｱﾌﾘ ）

趣味家さんのクロスです。ラベンダーを代表する巨大な花に

リップ幅が６ｃｍの魅力的な巨大輪に銘花アフリとのコラボ！有名趣味

なるでしょう。12 月から２月開花します。

家さんの実生です。だいぶ大きくなりました。

３．０号鉢

３．０号鉢 ￥３，３００

NEW!

￥４，４００

一押し!

×
45：Cattleychea Memoria Dllie McKinnon

46: C.walkeriana ‘Joel de Silveira’ SM/JOGA

X

ｶﾄﾚｹｱ ﾒﾓﾘｱ ﾄﾞﾘｰ ﾏｯｷﾉﾝ （ﾃﾈﾌﾞﾛｯｻ×ﾏﾘｴ）

rubra ‘Boa Sorte’

(WO-433)

写真の様な素晴らしく、楽しい花が出現してきました！不定 花形やルブラ度を追求した自家製実生です。新しいリッチカラーの
期に開花してきます。株が出来ると４～６輪開花予定です

濃色チポを狙いました。今年からちらほら開花してきそうです。

花は未だ未確認特殊交配、どんなのが咲くか？

丸々した株に驚きます！良いのが咲きそうな予感 お勧めします

３．０号鉢 ￥５，５００

３．０号鉢 ￥４，４００ ２鉢なら★７，５００

開花株 ￥１１，０００

HIT!

HIT!

×

×

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

48： 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！

NEW!

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！

良株です

３．５号 来春開花株 ￥１１、０００

NEW!

４９:C.purpurata ardosia

NEW!

５０: C.maxima fma.carnea

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
なるでしょう。

２．５号鉢

HIT!

５１:C.lawrenceana sib.

￥３，８５０

OMG!

５２:Epi.Beppy Gouda‘Tsuyama’

ﾛｰﾚﾝｾｱﾅ (wo-417)

ﾍﾞﾋﾟｰ ｺﾞｰﾀﾞ ﾂﾔﾏ (OG)

予想外に巨大な花が咲き出

草丈１ｍの迫力ある房咲きのｴﾋﾟﾃﾞﾝ

初花写真です、やっと株が良 ミニ系の種で美しいオレンジ

した自家実生。ﾌﾗﾒｱも十分

濃い花色と咲き方はとても目立ちま

くなりました。P 幅あり期待十分 色のマキシマです。

期待できます。

す。栽培容易です。

estriata ‘2018 No.10’ (OG)
ｱﾙﾄﾞｼｱ ｴｽﾄﾘｱｰﾀ

開花株 ￥３８，５００

’Lahaina Sunset’ (OG)

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

ﾏｷｼﾏ ｶｰﾈｱ ﾗﾊｲﾅｻﾝｾｯﾄ

開花株 ３B ￥４４，０００

初花開花株 ￥７，７００

開花株 ￥２７，５００

NEW!

53:C.maxima ‘＃807’

NEW!

OMG!

NEW!

ﾏｷｼﾏ 自然種

54: C.maxima’1203-2708’
ﾏｷｼﾏ 自然種

55:C.maxima ‘Unicorn’
ﾏｷｼﾏ ﾕﾆｺｰﾝ 自然種

56:C.maxima ‘Dark Princes’
ﾀﾞｰｸﾌﾟﾘﾝｾｽ 自然種

安定した美しいピンク色の個

株はやや小型ですが花は大

ユニーリップの筋が独特です

SBM メダルを取った改良された美

体エクアドル産、多輪性にな

きくリップがとても赤い特徴が

P 幅も有り美しいエクアドル産

しくダイナミックになる個体です。

り香りも良いです

ある花、エクアドル産

香りも良い

やや大型となる。

開花株￥１１，０００

NEW!

開花株 ￥８，８００

開花株 ￥１６，５００

NEW!

HIT!

４B 開花株 ￥４４，０００

HIT!

59:C.maxima ‘Melanie’

57:C.maxima ‘Shophia’

58：C.maxima ‘Yellow Eyes’

ﾏｷｼﾏ ｿﾌｨア 自然種

ﾏｷｼﾏ ｲｴﾛｰｱｲｽﾞ 自然種

やや細身ですが上品なピンク

写真より濃色、リップに黄色い

ドッシリした良い花形の優秀個

アルバ ジャンヌダルク

色の特異な個体です。

線がクッキリ入り目立つ

体、エクアドル産、大きくなる

純白で開花しやすい個体

開花株 ￥２２，０００

OMG!

61:C.maxima f s/alba-striata

‘White Addiction’ (OG)
ホワイト ｱﾃﾞｨｸｼｮﾝ
濃赤リップの優秀な個体です

大開花株 ￥８８，０００

NEW!

65:C.maxima ‘Wild Cherry’

開花株 ￥１１，０００

NEW!

62:C.maxima ‘ 2-12-04 ’

ﾏｷｼﾏ

ﾒﾗﾆｰ 自然種

開花株 ￥３３，０００

HIT!

60:C.maxima alba (OG)
‘Joane ‘d Arc’ 自然種

開花株 ￥２７，５００

HIT!

63:C.maxima ‘2004-3’
ﾏｷｼﾏ 自然種

64:C.maxima ’06-05-1301’

海のタイプで珍しい濃色花で

花形が良くリップの筋がきれい

海のタイプでリップが赤い特

す。香りも良い背が高い

な選抜エクアドル産 香あり

別な花 香りも良い

ﾏｷｼﾏ 自然種

開花株 ￥１１，０００

NEW!

開花株 ￥８，８００

NEW!

マキシマ 自然種

開花株 ￥２２，０００

お勧め!

68: C.maxima お任せ株

66:C.maxima ‘#3412’
ﾏｷｼﾏ 自然種

67:C.maxima’Manta’
ﾏｷｼﾏ マンタ 自然種

写真の様な黄色の筋が目立

海のタイプの優秀個体ピンク系です

やや中輪ながらリップの模様

最高に巨大な花が咲くエクア

つ花が咲く実生開花株です。

背が高くなり雄大に開花する

に特徴があるエクアドル産

ドル産海タイプ。リップ細かい

強健で栽培しやすい中型の

香りが有る。

5～8 輪開花 香りが有る

模様が素敵です。巨大になる

マキシマ

ﾏｷｼﾏ ワイルドチェリ- 自然種

開花株 ￥２２，０００

開花株 ￥８，８００

開花株 ￥４４，０００，

開花株 ￥５，５００

NEW!

NEW!

HIT!

NEW!

69: C.leopordii fma.verde
‘Gnomos’ (OG)

70:C.bicolor ‘Armageddon’
ﾋﾞｶﾗｰ ｱﾙﾏｹﾞﾄﾞﾝ ｾﾙﾌ

71:C.intermedia (OG)
‘Marr-Adetta’ SM/JOGA

ﾚｵﾎﾟﾙﾃﾞｨｰ ﾍﾞﾙﾃﾞ ｸﾞﾉﾓｽ

ほぼ同色のレタスグリーン花

ｲﾝﾀｰﾒﾃﾞｨｱ ﾏﾙｱﾃﾞｯﾀ

レタスグリーンの美しいし貴重

が咲く実生。草丈は８０ｃｍ。

真四角になるくらい花形が

艶やかな花は深みがあり美しくほれ

な自然種です。

リップはピンクタイプも出現

良い巨大輪オルラッタです。

込む人続出！チポ最高花

開花株 ￥６６，０００

1 作開花株 ￥７，７００

NEW!

HIT!

73: [ C.Waianae Leopard

74 :Lc.Izumi Candy

X aclandiae] (MC)

‘Twinkle’ (OG)

開花株 ￥１１，０００

NEW!

75:Rlc.Surprise Raimbow
‘Green Apple’ (OG)

72:C.intermedia
‘Santo Antonio’ (OG)
ｲﾝﾀｰﾒﾃﾞｨｱ ｻﾝｱﾝﾄﾆｵ

開花株 ￥２５，０００

NEW!

76: C.jennmanii alba
‘Cutie White’

見たことが無い紫系の美しい

ｲｽﾞﾐｰｷｬﾝﾃﾞｨｰ ﾂｲﾝｸﾙ

ｻﾌﾟﾗｲｽﾞﾚｲﾝﾎﾞｰ ｸﾞﾘｰﾝｱｯﾌﾟﾙ

粗い点花です。ミニ系の大輪

香りで賞を取った中輪多花性

夏咲きの多輪性。セパルの

最も花形の良い個体のひと

品種で将来性あり！

低温でも栽培可能

グリーンとペタルの赤が楽しい

つです。展開も良く美しい。

開花株 ￥１１，０００

開花株 ￥１１，０００

ＢＳ ￥８，８００

HIT!

NEW!

NEW!

77:C.violacea fma. semi-alba

78:C.mossiae (OG)
‘Monster Balloon’

79:C.trianae concolor
‘Pure Love’ (OG)

ﾓｼｪ ﾓﾝｽﾀｰﾊﾞﾙｰﾝ

ﾄﾘｱﾈ ｺﾝｶﾗｰ ﾋﾟｭｱ ﾗﾌﾞ

‘Pure Heart’ (OG)
ﾋﾞｵﾗｾｱ ﾋﾟｭｱｰ ﾊｰﾄ

ｼﾞｪﾝﾏﾆｰ ｷｭｰﾃｨｰﾎﾜｲﾄ

開花株 ￥４４，000

NEW!

80: C.bicolor
‘Pantelleria’ (OG)
ﾋﾞｶﾗｰ ﾊﾟﾝﾃﾚﾘｱ

純白と赤いリップはビオの王道

ペタルが多少バタバタするが

美しいコンカラーの極整形花

趣味家産の選抜個体、株高８０

憧れの色彩です。強健

超巨大輪となるまさにモンスター

やや小型でピリッとしています

ｃｍ良い株。自然種選抜個体。

開花株 ￥２２，０００

開花株 ￥２２，０００

HIT!

HIT!

81: C.jenamanii f,rubra

82:C.jenamanii f.rubra

‘Deep Rouge’ (OG)

‘Deep Passion’ (OG)

開花株 ￥１９，８００

開花株 ￥１１，０００

NEW!

OMG!

83:C,jenmanii f.rubra

84:C.guttata f.coerulea x sib

‘Kobe Knight’ (OG)

ｸﾞｯﾀｰﾀ ｾﾙﾚｱ ﾌﾞﾗｼﾞﾙ実生

ｼﾞｪﾝﾏﾆｰ ﾃﾞｨｰﾌﾟルージュ

ｼﾞｪﾝﾏﾆｰ ﾃﾞｨｰﾌﾟﾊﾟｯｼｮﾝ

花形はやや細身ながら色

どんな模様になるかどんなリッ

花形の良い濃色個体です。

切れ味の良い鮮濃色ルブラ

の濃さは深く鮮やかです。

プの色になるかはお楽しみ

リップも大きく見ごたえあり

原種さを残しつつ濃いのが良い

この実生の意味を表す個体

ベラビスタの実生です。

開花株 ￥４９，５００

中株 開花株 ￥３３，０００

1 作開花株 ￥３８．５００

３．５号 1 作開花株 ￥９，９００

HIT!

BEST!

BEST!

NEW!

85: Fdk.After Dark

86:Clsm.Wyche’s BumbleBee

87:Cyc.chlorochilon ‘Jumbo’

88:Tetramicla canaliculata

ｼｸﾉﾁｪｽ ｸﾛﾛｷﾛﾝ ‘ｼﾞｬﾝﾎﾞ’

ﾃﾄﾗﾐｸﾗ ｶﾅﾘｷｭﾗｰﾀ

‘Sunset Valley Orchid’

‘Jumbo Orchids’ (MC)

黒い蘭もう一つのＦＣＣです。

バンブルビーと言うキャラクタ

巨大輪の個体ですごく良い香

中米原産の小型で可愛い原

赤くて花も大きい個体。

ー名を持つ最新品種、芳香

りが楽しめる。だいぶ大きくなり

種です。低温でも栽培可能。

ＵＳＡオリジナル MC です。

種。花は大きく見事です。

ました！花芽もちらほら。

ウサギみたいなイメージの花

開花株 L サイズ ￥９，９００

NEW!

89: Den.leporinum x sib.
ﾃﾞﾝﾄﾞﾛ ﾚﾎﾟﾘﾅﾑ

開花株 ￥４，９５０

開花株 ￥４，９５０

２．５号 開花株 ￥３，８５０

HIT!

OMG!

NEW!

90: Den.lindley

91:Den.boosii ‘WO-2020 ’

92:Den.bigibum compactum

デンドロ リンドレイ ２系統あります

ﾃﾞﾝﾄﾞﾛ ﾎﾞｰｼｰ 選体抜個

デンドロ ﾋﾞｷﾞﾊﾞﾑ ｺﾝﾊﾟｸﾀﾑ

有名なヒペリオンを使用した実生。

実生株ですが写真の様な４N

細いバルブは強靭で垂れ下

入手困難な原種です。

大株になりやすく花は雄大に開花。

系が開花します。人気です

がり魅力！リップが濃い色の

木に付けた栽培品です。

草丈１ｍになると見事です。

３．５号 BS ４N 系 ￥３，０８０

個体の高芽取り栽培品です

限定３株のみ販売

３．５号 ￥６，６００

３．５号 BS ２N 系 ￥１，７６０

２．５号 開花可能株 ￥８，８００

開花株 ￥５，５００

HIT!

HIT!

93:Bulb.ankylochele

94: Onc.stasyi

95:Bulb.roxburghii

96：Coel.uniflora 斑入り

ｵﾝｼｼﾞｭｰﾑ ｽﾃｲｼｰ

ﾊﾞﾙﾎﾞ ﾛｸｽﾊﾞｰｷﾞｰ茜縞斑

ｾﾛｼﾞﾈ ﾕﾆﾌﾛｰﾗ 中透け斑

オレンジの色鮮やかな美花

ネギの様な細く垂れる葉は１ｍに

葉模様が美しく人気のある

極低温性で大きな花が咲く。

ﾏｽﾃﾞﾊﾞﾘｱのようで人気がある

なり見事、花も大きく持ちも良い迫

小型バルボです。ワインレ

葉が斑入りで美しい屋外催場可能

一気に沢山開花する冬咲き

力ある原種。木付け替えました

ッドの花が咲く

小型のセロジネです。

ﾊﾞﾙﾎﾞ ｱﾝｷﾛﾁｪﾚ

開花株 ￥６，６００

NEW!

97: Phal.deliciosa

木付き開花株 ￥９，９００

NEW!

HIT!

２．５号 開花株 ￥１６，５００

NEW!

OMG!

２．５号 開花株 ￥３，８５０

BEST!

99: Papilio vandaram

100: Eulophia euglossa

ﾊﾟﾋﾟﾘｵﾅﾝｾ ﾊﾞﾝﾀﾞﾗﾑ

ﾕｰｸﾞﾛｯｻ ﾍﾟｶﾞｻｽ SBM x self

テレスに似た株姿で写真の様な

緑が映える地性蘭、花持ち長い

珍しい色彩のバラエティー、 小型で開花、秋咲き種

楽しい花が咲きます。全株分け

都知事賞受賞花、栽培容易です

順次咲きする小型の原種。

です。

今回は大きな株を選抜しました

fma.hookeriana
ﾃﾞﾘｼｵｰｻ ﾌｰｹﾘｱﾅ

開花株 ￥３，８５０

98： Bulb.cinnabarinum
ﾊﾞﾙﾎﾞ ｼﾝﾅﾊﾞﾘﾅﾑ
濃いオレンジの凄い花です。
大株になると大迫力です。

２．５号 開花株 ￥３，３００

開花株 ￥７，７００

開花株 ￥７，１５０

NEW!

NEW!

101：V.[ (Taweeesuksa×

102: V.Yano Blue (MC)

Boonchu)×Alicia Ono ](MC)

NEW!

NEW!

ﾊﾞﾝﾀﾞ ﾔﾉ ﾌﾞﾙｰ

103:V.Chulee White (MC)
ﾊﾞﾝﾀﾞ ﾁｭｰﾘｰ ﾎﾜｲﾄ

104:V.Elly Carroll (MC)
ﾊﾞﾝﾀﾞ ｴﾘｰ ｷｬﾛﾙ

原種ｻﾝﾃﾞﾘｱﾅの血をひく美しいピ

ゴツゴツとした４Ｎ系の巨大輪です

ほぼ白一色になるまん丸い花

原種ｻﾝﾃﾞﾘｱﾅの子供で丸い

ンク大輪系美花。最新品種

株も大きく迫力がある お勧め品

株はコンパクトです。最新品種

輪郭とＬＳの赤さが魅力です

開花株

\５，５００

NEW!

105:Vandacostylis

開花株

\６，６００

NEW!

開花株

\６，６００

開花株 ￥６，６００

NEW!

NEW!

106:V.Kulwadee
Fragrance #17 (MC)

107:(V.Fuchs Delight Blue

ﾊﾞﾝﾀﾞｺｽﾃｨﾘｽ ﾌﾟﾛﾑﾋﾟｯﾄﾌﾞﾙｰ

ﾊﾞﾝﾀﾞ ｸﾙﾜﾃﾞｨｰ ﾌﾗｸﾞﾗﾝｽ

ﾌｭｰｸｽﾃﾞｧｲﾄ ｘ ﾄﾞｸﾀｰｱﾈｯｸ

中輪ながら鮮やかな青色花が

巨大輪、新色ピンクオレンジ系の

極濃色のﾊﾞﾝﾀﾞらしいねっとりした リップ青紫でアクセントになる

鈴なりとなる素敵な魅力がある花

点花最新品種です。

青紫がたまらない最新品種です

Plompit Blue （MC）

開花株 ￥５，５００

開花株 ￥６，６００

X Dr,Anek PHC274) (MC)

開花株 ￥５，５００

108:V.Muang Thong ‘Sawat’
ﾊﾞﾝﾀﾞ ﾏﾝｿﾝ ｻﾜｯﾄ
純白の真ん丸な凄い花です
株はコンパクトです。
開花株 ￥６，６００

NEW!

OMG!

NEW!

109:Rlc.Lady Wakasugi
‘Tenjin’ BM/JOGA

110：Blc.Pauwela Dawn

ﾚﾃﾞｨｰﾜｶｽｷﾞ ﾃﾝｼﾞﾝ (OG)

ﾊﾟｳｴﾗﾄﾞｰﾝ ﾀｲｶﾞｰﾊﾞﾀｰ

Ｌがベタ赤になる秋咲入賞花

中輪点模様 L が目立ちすぎる 山吹色一色、蕾も可愛い美

初心者向け美花。オレンジの

独特な雰囲気がある

ハワイの銘花、多輪性です。

中にキラキラ銀ラメが GOOD

シース付き開花株￥２７，５００

‘Tiger Butter’ AM/AOS

３．５号 開花株 ￥７，７００

OMG!

NEW!

113:C.trianae coerulea’ Hulk’

114:C.dowiana Rosita (2019)

ﾄﾘｱﾈ ｾﾙﾚｱ ﾊﾙｸ

ﾄﾞｰｳｨｱﾅ ﾛｼﾞｰﾀ

HIT!

111:Gga.galeata fma.luteola 112: Ceratostylis rubra
‘Ohyama’ CBR/JOGA (OG)
ｾﾗﾄｽﾃｨﾘｽ ﾙﾌﾞﾗ
秋に 2 回連続で開花する。
ｺﾞﾝｺﾞﾗ ｶﾞﾚｱﾀ ｵｵﾔﾏ
花、年に何度も開花する
開花株

￥５，５００

木付き 開花株 ￥２，２００

NEW!

NEW!

115: C.amethystoglossa
’Cornflower Blue’ AM x self

116：Lc.Santa Barbara Sunset
‘Showtime’ AM/AOS

やや中輪ながら美しい青色にな

2109 年輸入のブラジル産実生

ｱﾒｼﾞｽﾄｸﾞﾛｯｻ ｺｰﾝﾌﾗﾜｰﾌﾞﾙｰ

ｻﾝﾀﾊﾞｰﾊﾞﾗｻﾝｾｯﾄ ｼｮｰﾀｲﾑ

る個体ですゴツゴツした株姿も良

でまだ開花例は無い。人気の

変わった印象の親を使用！

冬咲き極低温性人気品種

い。今回最安値での販売です。

原種です。注文殺到の予感

４N 系で大きな花になる。

美しいｻﾝｾｯﾄｶﾗｰ首長族

開花株 ￥１３，２００

２．５号 ￥８，８００

２．５号 ６、６００

４．５号 開花株 ￥３，８５０

◆ 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 shop@w-orchids.net

２：透明プラポット１０個組価格

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！
２．５号-￥４０

４．０号-￥６６

１．５ｋｇが店長のお勧めです。

５００ｇ ３A ￥２９００
２．５号-￥２２０ ４．０号-￥４００

１ｋｇ ３A 上 ￥５３００

３．０号-￥４４ ５．０号-￥９９

３．０号-￥３３０

４．５号-￥４５０

１．５ｋｇ 特上４A ハーフ ￥７７００

３．５号-￥５５

３．５号-￥３７０

５．０号-￥５００

３．０ｋｇ 特上４A

４：素焼き鉢 （三河鉢） 毎年替えましょう！

￥１４３００

(新入荷物)

洋ラン用鉢のスタンダード。やっぱり使いやすい

６： オーキッドバーク
鉢底を少し大きく割るとよく乾くよ S 粒と M 粒サイズが有ります

発送には割れないように十分注意いたします。

うになります。大株向け

一味違う乾きの良いバーク！

ご希望の方には割安で箱売りも可能です。

３．０号-￥１０１

７．０号-￥５０６

一度洗って天日で干すと良い。

２．０号-￥６３ ３．５号-￥１２７ ５．０号-￥２４０

４．０号-￥１５２

８．０号-￥６９６

２．５号-￥８９ ４．０号-￥１７７ ６．０号-￥３８０

５．０号-￥２０２

９．０号-￥７５９

３．０号-￥１０１

６．０号-￥３２９

１０号-￥１０１２

４．５号-￥２０２ ７．０号-￥５０６

７： JB ハンガー 新発売！
色んな鉢を吊るすことができます。どの

５： 素焼き平鉢

８： 洋ラン吊り輪(ﾌﾞﾙｰｼｰﾙﾄﾞ）
[ １０個以上で１０％OFF ]

８ リッター

￥１,５２０

４０ リッター ￥４４００

９： オーキッドハンガー
[ １０個以上で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

ステンレス製で壊れない！簡単に

素焼き鉢用 (S) ・
素焼き平鉢用(A)

物で使い勝手が良い決定版！

脱着できます。吊り具のスタンダード。

当店も含め多くの方が利用しています

あまり重い鉢には使えません。

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

１６： カイガラ虫エアゾール（1 本）

（２５０ｇ) ￥９４０

（100g）￥８８０

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

使われている安心安全の肥料です。

するだけ！

（５００ｍｌ） ￥３,０８０

継続して巻くだけでナメクジを根こそぎ

美しい花を咲かせる肥料として一番

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

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！空気含む２重構造

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

多年使用も可能です。

植物がしっかりと育ちます

２０個入り \４４０

\２５０

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！支柱曲げ

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

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

ンドのコンポスト売れてます。

布にも優しい。

Ｓ-2.8mm
Ｍ-3.2mm
Ｌ-3.8mm

(６リットル) \１,２１０

(６リットル) \１,６５０

(５リットル) \２８０

各￥４４０

３１： スーパー Ｆ－１

３２：

熱圧着でどう切っても剥がれない全オーダー制。カイトの様

亜リン酸ですので葉をコーテ

アミノ酸がたっぷり入った使い

に軽く夏の 2 重張りに最適。ハトメも可能で簡単に紐で引っ

イングし病気予防にもなる

やすい有機肥料です。デンド

張り脱着可能。遮光率も選べます。 サイズも別注ですので

花を沢山咲かせる肥料です。

ロ・シンビ・カトレアに最適

３０： らーくらくネット ３０％ ４０％ ５０％ ６０％ ７０％

好みのサイズにオーダーしてもらいます。
1 ㎡当たり

B-1

小粒です。

１Kｇ \１，１００

\２，２００

￥７７０～￥８８０

３３：チークバスケット ４角

３４：プラスチックバスケット

３５： ヘゴ棒

３６：

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

（３．５ ｘ ３．５ ｘ ５４ｃｍ）

18cm x 25cm

で根の張りが良い

希望者多数の為販売開始

近年価格高騰しています

近年価格高騰しています

\６６０

（1 枚の価格）￥１，９８０

(２個組) \１,６５０

Ｓ\１１０ Ｍ\１７０ L\２８０

1本

ヘゴ板

３７： おまかせ（超発酵油粕）

３８： グリーンサムポット

３９：ワンタッチ クイックタイ

臭わない、カビない、虫こない使いやすい

プロが使う、1 年間をかけて効きます

カッターが着いたクイックタイ結束

玉肥です。有機肥料でお困りならこれ！

Ｃ号 カトレア・デンドロ用

バンドです。ライトグリーンで目立たな

春と秋にご使用ください！

Ｂ号 パフィオ・胡蝶蘭用

く適度の柔らかさでバルブを痛めない

７００ｇ￥６６０

２．５㎏￥２，０９０

250g\6６0 １０ｋｇ￥２２、０００

３０ｍ

\４５０

４０：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。
ビックリするほど使いやすいので是非お試しください！
やり方はホームページに掲載中！
１個￥５５０ 特大￥７７０ お買い得４～６個★１,８７０

Wakayama Orchids Special Collection

No.2

No.3

NO.4

C.amethystoglossa fma. alba x sib. （３種類の CP）
① （No.4 xNo.3）

C.violacea fma.coerulea ‘ Hainan’ (OG)
ここまで素晴らしいセルレアは見たことが
無い！株姿はゴツゴツした４N 系です。
青い色彩花形展開と３拍子整った最高の
個体です。今回輸入品の目玉です。
（１１７）
開花株 ４B ￥１８１，５００

②(No.2 x No.4)

③(No.3 x self)

世界的にも希少なアルバフォームの自家製実生です！
ブラジル カリマンの親使用で９９％同色が咲く事でしょう。
苗数を限定して作っています。自然種系２倍体で巨大輪
ではないが、作り込めばボール咲きになります。
（１１８） １０株入り ４号鉢
１CP ￥２２，０００
コンビナーション２ポット以上 １CP ★１８，５００

（１２０）
開花株 ￥２２０，０００

Vanda luzonica ‘Ohyamazaki’ (OG)

C.walkeriana f.picoty ‛Smile Happy Love ’ (OG)

株高７０ｃｍの丁寧に作り込まれたオリジナル分け

ﾜﾙｹﾘｱﾅ ﾋﾟｺﾃｨｰ スマイル ハッピー ラブ

とても
株です。実際赤身が強く迫力満点で開花します。
是非この歴史ある個体をコレクションください。
（１１９） 開花株 鉢植え ￥４４，０００

極めきったワルケです。４～５輪開花する、完璧な白に完璧な

Rlc.Wow ‘Exotic Accent’ (OG)
リンコレリオカトレア
ワオ エキゾチック
(OG)

覆輪＋天使の雫＋展開の良い真っ赤なリップ。申し分ない個体
最新の選抜となります。

C.maxima ‘Spicy Red’ Jungle Special (OG)
アクセント

ククラータ直の子供で鮮やかな色彩が素晴らしい
草丈６０ｃｍで多花性です。ハワイ選抜の希少な
オリジナル株、リップはかなり赤いです。
（１２１）
４B 開花株 ￥３８，５００

マキシマ スパイシーレッド
濃色でリップの筒部分が極めて大きく膨らみ独特
C.lueddemanniana
f.rubra-flamea‘W.O.Surprise’
な雰囲気でファンが多い希少な個体です。
(OG)
天然物としては最高峰の個体と思われる 中型
（１２２）
３B 開花株 ￥１６５，０００

