
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２１ JOGA らん展 SPECIAL ＬＩＳＴ  

             by wakayama orchids* 

今年は世界らん展を欠席する為、JOGA らん展スペシャルを発行します。 

 

 

２０２１JOGA らん展（立川）    

日程：３月１２日～３月１５日  

時間：１０：００～１７：００ 

国営昭和記念公園内（立川市） 

 

 

＊有効期間： アップした日より２０２１年３月３１日までのご注文またはご予約に限ります。 

＊送料梱包料は別途全国一律￥１，７００ （寒冷地の方は春までお預かりできます。） 

＊表示価格は税込み価格です。 

＊割引き： 合計金額が 1１，０００円以上の場合 送料をサービスします。 

    お買い上げ３３，０００円以上の場合は商品１０％OFF＋送料無料サービス。 

＊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 

お書き添え下さい。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）０４９４０８３ ワナカ マサト 

e) ゆうちょ銀行振り込み 記号１４７３０  番号１４８７６０６１ ワナカ マサト 

f)  JOGA 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 

 

 

 



                                 SUPER SPECIAL Plants   

  

W-１ バック３B   ￥５５０，０００   (OG Div.) 

C.maxima fma.semialba ‘Hector’  

クィーンオブ ﾏｷｼﾏ！ ｾﾐｱﾙﾊﾞのﾍｸﾀｰ 

丁寧に栽培した巨大オリジナル株バックバルブです。 

芽は動いていません。4 年に１回の割合でカットしてい 

ます。親株は２００万位した天然で最大サイズになる 

素晴らしい個体。バルブと葉の長さ８５＋８０＋８０ｃｍ 

W-２ 開花株 ４号鉢 ￥１６５，０００ 

C.walkeriana fma.flamea ‘Lucus’ (OG Div.) 

       ワルケリアナ ルーカス 

遂に開花！ブラジル系のｾﾐｱﾙﾊﾞ・フラメアの最高 

品です。巨大輪でトクツとはひと味違うダイナミックで 

存在感ある美花。開花しやすいのもよいですね。 

 

  

W-3 １作開花株 ￥１１０，０００ 

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-4 開花株 4B ￥１１０，０００ 

Chysis Langleyensis  (OG Div.)  

‘Rose Queen’ BM/JOGA 

やはりピカイチで濃色な花です。花サイズも大きくて見ご 

たえあります。強健でよく咲きます。２～４月のらん展にも 

最適です。写真の花付きの株でお出しします。 

 

  

W-5 開花株 3 バルブ   (OG Div.) ￥44,000 

Rlc,Lester Mc Donald‘Exotic Orchids’FCC/AOS   

巨大輪でまるで絵にかいたような色彩になる緑花です 

MC も出ていますが、そこは OG の醍醐味があります。 

５０～６０ｃｍ株高になると素晴らしい花が咲く。主に夏か

ら秋に開花します。   限定 1 株のみ 

W-6 開花期可能株 4B ￥44,000  初売り！ 

Cthy.Waka Witczii ‘Summer Rouge’ (OG Div.)  

自家製交配より選抜した特選個体！特にリップの色が 

赤く濃い個体です。花サイズも大きく３～６輪開花します。 

たわわに開花し、メダル入賞は確実のおすすめ品！ 

 

   

  

 

 

 

  



 

  

W-７ 開花株 ４B ￥22，０００ 

Rlc.Choyng Guu Chaffinch 

  ‘Dixie Joy’ HCC/AOS(OG) 

巨大輪で見事！今咲いています。 

クリアーな色彩、リップの可愛さは 

やはりオリジナル株のポテンシャル！ 

W-８ 開花株３．５号 ￥２２,000 

Ctna.Why Not ‘Roy No.2’ (OG) 

古くから有った MC とは違って 

４倍体の希少な個体です。すご

いボール状で見事に開花する。 

W-９ 開花株 ￥１９，８００ 

Eny.Magic World’NagoyaDome’   

キョウグチの子供で香りがある。やや

大型で房咲きして見事、オレンジ黄

色のピカピカした花びらが良い！ 

   

W-１０ 開花株 3B ￥55，０００ 

C.trianae fma.trilabelo 

        ‘Perfection’ (OG) 

自然開花できる凄いトリラベロです 

模様もはっきりしていて明るい感じ 

２０２１最新ｾﾚｸﾄ品 初売りです。 

 

W-１１  開花株 3Ｇ ￥44,000 

C.trianae fma.trilabelo 

       ‘Sexy Shot ’    (OG) 

濃厚なﾍﾟﾀﾙとリップの色を持つト 

リラベロで勿論自然開花します。 

兄弟株の中でもピカイチで目立ち 

ます。おすすめ！ 

W-１２ 開花株 4B ￥55，０００ 

C.trianae fma.trilabelo 

‘ Super Star’  (OG) 

しっかりオーバーラップし自然開花す 

る２０１２年最新ｾﾚｸﾄ個体。リップ 

小さいですが素晴らしい個体になり 

ました。 

 

  

W-１３ 開花株 全株 ￥33，０００ 

Sophronitella violacea 

       ‘Super Big’ (OG) 

NS サイズ４．０cmx３．８ｃｍの 

巨大輪です。実生株全株販売 

します。世界に一つ株！ 

W-１４  開花株 全株￥55,000 

Sophronitella violacea 

     ‘WO Special’    (OG) 

濃色でまん丸で申し分ない個体

といえます。全株を販売します。 

絶対おすすめ。世界に一つ株 

W-１５ 開花株 5B ￥66，０００ 

C.quadoricolor 

‘ Sazagua’  (OG) 

本当に美しいｾﾐｱﾙﾊﾞ個体です。 

オリジナルも栽培容易です。 

是非お求めください。 

 

  

   

  

   

  



   

W-１６ 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-１７ 開花株７Ｂ ￥４４，０００ 

C.amethystoglossa ６０～７０ｃｍ 

  ‘H.Kazuyo’ AM/JOS (OG Div) 

元はジャンクルプランツと思われる 

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。珍しい２倍体 

W-１８ 開花株 6B ￥５５，０００ 

C.amethystoglossa  70cm 

 ‘Selection4N H&R type’ 

大輪でドットが粗目の美しいハワイ 

選抜個体です。大きな株ですの 

で来期は見ごたえ十分となります。

名前は自由につけてください！ 

   

W-１９ 開花株 ￥66,000 

C.walkeriana rubra trilabelo 

‘Perfect B.V.’ (OG Div.)  

変形にならないで正開咲する最高品 

しかも濃色となり見事です。 

国産株信頼の分け株です。 

W-２０  開花株４Ｇ ￥33,000 

C.walkeriana‘Altemis’    

(OG Div.) 

リップはやや小さいですが、バラン

スの良い個体、NS9.8ｃｍﾁﾎﾟとし

ては巨大輪です。 

W-２１ 開花株 ￥５，5００ 

Rlc.Mini Purple 

‘Hitomi’ SBM/JOGA  

４倍体系の巨大輪で厚弁セルレア 

個体です。限定２株 

ＭＣと思われる 

  

 

W-２２ 開花株４G ￥８８，０００ 

C.maxima’Deep Kiss’SM/JOGA 

須和田さんの SM 選抜個体です。 

写真よりも特にリップが一番濃く 

インパクトある魅力抜群の花！ 

１０～１３輪は開花します。 

W-２３ 開花株 10G ￥５５，０００ 

C.maxima s/alba’1204-2822’ 

     (OG) 実生全株大型６号鉢 

1 花茎で１０～２０輪まで咲くポテ

ンシャルがある実生です。ヘクタ

ーの子供です。ほとんど P に筋

は出ない個体になります。 

名前は自由につけてください。 

W-２４ 開花株 ￥３３，０００ 

C.intermedia marginata 

‘Haines City’ (OG Div.)  

真ん丸な雰囲気のインタメで

す。ミランダ蘭園の高価なｾﾚ

ｸﾄ品です。 

リップ大きく濃いオルラッタに 

なる。 

 

 

 

 

  

 

 

 



   

W-２５ 1 作開花株 ￥66,000 

Den.glomeratum’Romio’ (OG) 

BM/JOGA  60+70+60+50cm 

自然種からの最高選抜群の一つです 

やや色は薄いものの丸くて巨大輪で

す。良く出来ると１ｍ越えで見事！ 

W-２６ 開花株 3B ￥55,000 

Den.glomeratum‘Juliet’ (OG) 

BM/JOGA   30+25+40cm 

自然種からの最高選抜群の１つです 

赤みの強い個体です。リップのオレン

ジも美しい１ｍになる美花。 

W-２７ 開花株  ￥66，０００ 

Den.igneoniveum 

    80+60+70+20cm 

自然種選抜個体の完全栽培品です 

白とオレンジの色彩が目を引きます。 

限定１株のお宝ものです。 

                     

W-２８  ４号鉢生産者委託栽培株 ￥6,600 

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作開花株 

W-２９ 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-３０ 開花株６Ｇ ￥16,500 

C.schilleriana   写真はイメージ 

[ Xeque Mate x Dec.08 ] 

リップが巨大に展開し見事に開花す 

る個体が咲きだしています。 

人気のシレリアナ初花期待株です。 

ブラジルの実生 

W-３１  2.5 号  ￥8，8００ 

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-３２ 開花株 3B ￥19,800 

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-３３ 開花株 ４B ￥２２，０00 

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-３４  ３号  ￥３８，５００ 

Epi.marmoratum ‘Marina Sunset’ 

SM/JOGA (OG) 

メキシコから輸入した中で最高に 

赤い色彩の個体です。初分株を販売 

します。太い株です。とても希少な個

体となります。栽培は容易です。 

W-３５ 開花株 ￥２２，０００ 

Rlc.Digbyano-Schroederae 

‘Monte Blanca’(OG Div.) 

香りの事だけ考えて交配した自家実 

生からのセレクト株。純白です。 

とっても良い香りがするお気に入り 

の個体です。 

   

W-３６ 開花株   ￥55,000 

C.lueddemanniana flamea 

            ‘Raou’ (OG) 

ゴージャスに開花してくる最高品、 

親のグランドオデッセイに似る。 

赤くてリップが大きく覆輪気味になる 

完成された花。 初売りです！ 

W-３７ 開花株   \19，800 

C.lueddemanniana  

    ‘Canaimas Exotic’ (OG) 

ベネズエラの選抜個体です。リップ

の黄色がやけに目立つ個体で、スッ

キリとした香りが心地よいﾁﾎﾟの 

名花。良い株で蕾付きです。 

W-３８ 開花株  ￥44,0００ 

C.lueddemanniana coerulea 

      striata‘Emi’ (OG) AM/JOS 

セルレア色ですが１週間ほどで花全体

にグレーの筋が入ってきます。１度に

２回楽しめる！大輪で見ごたえある 

入賞花 NS16ｃｍ超え 

   

W-３９ 開花株５G ￥３３，0０0  

C.intermedia fma.aquinii- 

coerulea‘Fujimusume’ (OG Div.) 

とても強健で沢山開花する大株向け 

の個体です。クラシック系の花形で 

すが見ごたえあり！ 

小さめですが蕾付きです。 

W-４０ 開花株 ￥22,000 

C.lueddemanniana fma.alba  

  ‘Canaimas Mini’ (OG Div.) 

本場ベネズエラの選抜個体で濁り無 

い純白美花です。リップの黄色もアク 

セント。ミニという名前ですが巨大輪 

です。 

W-４１ 開花株 ￥１１,000 

C.Mysterious Night 

’Cool Down’ SBM/JOGA 

パープラータ系の巨大な花です。 

しかも青さときたらピカイチ！春に咲 

きとても良い香りがする大型カトレア 

  

 
  

 

 

 

 



   

W-４２ ４号開花可能株 \７,１５0 

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-４３ 

開花株 蕾付き ￥４，１８０ 

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！蕾付き！ 

W-４４ 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-4５ 開花株 未確認￥８、８００ 

       写真の株￥１5，０００ 

Paph.belletulum( s/a x s/a) 

通常種とは違い赤みのあるドットが 

入る個体が多く開花している実生 

です。蕾付き又はＦＳで販売します。 

W-4６  開花株  ￥４９，５００ 

Paph.bellatulum s/alba sib. 

 ｾﾐｱﾙﾊﾞ出現確立９０％ 

白地にピンク色のドットが入る花が咲

くほぼ確定株となります。蕾付き株 

強健で栽培しやすそうな株です。 

W-4７  開花株 ￥３,３00 

Aer.hyaloides 

２月～３月にどばーっとエネルギッシ 

ュに開花する小型人気種です。 

水が好きで影が良い！ 

木に付けて栽培もできます。 

   

W-4８ 開花株 3Ｂ ￥66,000 

Den.treacherianum fma.album 

‘Beiowolf’ (OG) 

とてもとても美しい純白の個体です。

甘い香りもあり魅力抜群。今回次の 

芽で開花可能な３バルブです。 

W-4９ 写真の開花株 ￥２５,000 

Den.latelare select  

自然から採集されたドイツの選抜個 

体。昨年はややｾﾐｱﾙﾊﾞ風に開花

していました。もりもりの木付株 

日本で１グローしたもの。 

W-50 開花株 ￥33,000 

CDen.farmeri f.petaroide 

‘Hsinyingg ’GM/JOGA   

葉の先まで３０ｃｍの良い株です。 

強健です！巨大な花が咲きます。 

通常価格より３０％お安く販売中 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  


