
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カタログ到着日からご注文を承ります。年末年始は 12/28 から 1/６日までお休みします 

休み期間中でもメール・FAX での対応は可能です。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。 

尚、毎週水曜日はお休みさせて頂いております。 

 

＜イベント参加予定＞ コロナ感染状況により中止の場合があります、直前に主催者にご確認ください 

 

サンシャインシティー世界のらん展   １月７～１１日  サンシャインシティー文化会館２F （池袋） 

福岡蘭展 ２月２６日～２８日      平田ナーセリー北九州店 （福岡県北九州市） 出張販売 

JOGA らん展 ３月１２～１５日      昭和記念公園内 （立川市）  

大垣園芸春の蘭展 ５月２１日～２３日   大垣園芸温室 （岐阜県大垣市） 

６０th.蘭友会らん展 ５月２７～３０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５～６日       和歌山 JＡビル１F 特設会場（JR和歌山駅前） 

          

 

 

 

 

C.intermedia ‘Sant Antonio’ (OG) 

Wakayama Orchids  
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C.quadricolor fma.semi-alba ‘Sazagua’ (MC) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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）０４９４０８３  ワナカ マサト 】 口座変更しました！ 

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 税込み】  

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：ご好評につき、今回も引き続き特別な割引パターンとなります。   

資材も含めたお買い上げ合計金額で段階的割引が適応されます！ 
 

1)￥１１，０００未満の場合 → 送料一律￥１，７００が必要です。（割引はありません） 

 

２） ￥１１，０００以上の場合 → 1 箱分の送料（￥１７００）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。 

 

冬用梱包で翌日配達の地域は発送します。 

また寒冷地にお住いの場合はご予約入金確認で春まで取り置きサービスいたします。 

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１４０ｃｍ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。 

                         



  

１：C.lueddemanniana fma.coerulea-striata 

               ‘Dark Side Blue’(MC) 

   ﾙﾃﾞﾏﾆｱﾅ ｾﾙﾚｱ ｽﾄﾘｱｰﾀ ﾀﾞｰｸｻｲﾄﾞﾌﾞﾙｰ 

遂に発売に至りました！気持ち悪いくらい花全体の隅々までグレ 

ーの筋が入るセルレア個体です。低温で咲かせるとより青くなる 

ようです。株はあまり大きくなりません。初回限定２０株 

３．０号 鉢上げ直後  初売り！  ￥１１，０００ 

２：Rlc.Last Dream‘Vivian’SM/JOGA 

      ﾘﾝｺﾚﾘｵｶﾄﾚｱ ﾗｽﾄﾄﾞﾘｰﾑ ﾋﾞﾋﾞｱﾝ（MC） 

ビビットなカラーが印象的なカトレア 当園限定 MCです。 

生産者直送の大きな株が入荷しました！次のシーズンに 

は完全開花できる状態です。冬咲き。 

４．５号鉢 １作開花株  ￥８，８００  

                

３：C.rex ( Red flamea x Red flamea ) 

     レックス レッド フラメア タイプ 

ペルーから来た写真左の個体のセルフから選抜した、フラメア個体 

同志を使用した国産実生です。ほぼ写真のようなまたそれ以上の 

ﾌﾗﾒｱを期待できます。水が好きで夏は濃い遮光をしてください。 

２. .５号     ￥４，９５０ 

４: C.cernuafma.aurea [‘select’x ‘KanaeⅡ’] 

           ｾﾙﾇｱ ｵｰﾚｱ（ｾﾚｸﾄ ｘ ｶﾅｴ） 

リップの花粉部分に赤模様がない美しい黄色個体に、赤の模 

様が入るカナエⅡの外国実生です。今までの黄色実生よりも 

大きな花が咲く予定です。初売り！ 

２．０号  １～２作開花予定株 ￥４，４００ 

  

 

５： Den.Lai’s Angel  

   ﾃﾞﾝﾄﾞﾛ ﾗｲｰｽﾞ ｴﾝｼﾞｪﾙ 

フォーモーサム系の草丈が３０～３５ｃｍ 

の最新デンドロです。リップが紫系あずき色 

になって大変目立ちます。長い間咲く 

主に春から秋に開花！ 

 

開花株 ￥３，３００ 

６： Eulophia euglossa 

   (‘Pegasus’SBM/JOGA x self ) 

ﾕｰﾛﾌｨｱ ﾕｰｸﾞﾛｯｻ ﾍﾟｶﾞｻｽ 

蘭友会ラン展でグランプリ受賞したアフリ 

カの地生蘭。１花茎に１００輪咲き２－３ 

か月花が咲く緑が際立つ原種です。 

生産者直送優秀株 この春開花可能 

４．０号 開花株 ￥７，１５０ 

７：C.amethystoglossa 

 ( flamea‘Tedesco’x self ) 

ｱﾒｼﾞｽﾄｸﾞﾛｯｻ ﾌﾗﾒｱ ﾃﾃﾞｽｺ 

写真のような模様の花がすでに咲き

だした人気の実生です、２N系であまり 

大きくはないが派手です！ 

ブラジルより輸入株 

３．０号鉢  ￥８，８００  

NEW! 

NEW! NEW! 

NEW! 

NEW! 

×

BEST! 

一押し! 



   

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

         ノビリオール アマリエ （フラメア x パーフェクション） 

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 

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 

今人気↑ダメでも片方の親はパーフェクション！変な花は出ません。 

木付き  ２作開花予定株  ￥１６，５００ 

９：Paph.haynaldianum(select x Kohtaro) 

ﾊｲﾅﾙﾃﾞｨｱﾅｱﾑ （ｾレｸﾄ ｘ ｺｰﾀﾛｰ） 

確実に良い花が咲く血筋のコータローの実生 

選抜個体に再度コータローを重ねた安定の国 

産実生です。素晴らしい出来の株でご提供 

シース付き開花株 ￥７，７００  

  

                

１０: Paph.bellatulum 

[ fma.s/album‘select’x fma.s/album‘select’] 

  ﾊﾟﾌｨｵ ﾍﾞﾗﾁｭﾗﾑ （ｾﾐｱﾙﾊﾞﾑ ｘ ｾﾐｱﾙﾊﾞﾑ） 

（左写真） 通常の赤茶色ではなく、高確率で赤い点花が開花する 

実生です。地色も少しピンクを帯びる。良く出来た株です。 

（右写真） グリーンベースの葉色の物は完全にセミアルバが開花 

します。 未選別 良く出来た株です。 

３．０号シース付き開花株  左系￥８，８００  右系 ￥４５，０００ 

１１: Paph.rothschildianum 

[‘Macrura Five Star’ x ‘Tokyo Fantasy’ GM/EOC ] 

 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） 

 

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 

中で最高個体の一つ T ファンタジーのコラボ。NS34ｃｍ  

 

４．０号  葉の長さ３０ｃｍ  ２作開花予定株 ￥７，７００ 

         

12：C.walkeriana[labeloide x s/a 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 

興味深い最新の実生となります。どこまでこの母親の 

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 

の色彩はピンク系になるかも？ 一歩前に進むワルケ！ 

  

２．５号鉢 ２作開花株 ￥８，８００ 

１３：C.walkeriana [labeloide x s/a flamea‘PA-06’] 

     ﾗﾍﾞﾛｲﾄﾞ ｘ ｾﾐｱﾙﾊﾞ ﾌﾗﾒｱ ﾋﾟｺﾃｨｰ PA-06 

どんな花が咲いてしまうのか？かなり興味があるクロス 

また一歩新しい色彩へのチャレンジです。 

今世界一進んでいる台湾の実生、すでに面白い模様 

が咲きだしていますよ！ 

３．５号  開花株 ￥１４，３００ 

×

×

NEW! 

NEW! 

 

イメージ写真 

 

NEW! 

× ×

BEST! 

一押し! 一押し! 



     

１４： C.pygmea (自然種) 

  世界一小さいカトレア ピグメア 

手乗りカトレアでとても人気がある原種 

木などに付けると栽培がしやすいです。 

夏から秋咲きで長期間開花する。 

  

開花株 ￥４，４００ 

１５： C.brevipedenculata 

 ( ‘S775’ x ‘JP25-1’) 

ブレビペデンキュラータはコクシネア 

の近縁種ですが少し乾燥に強いで 

す。葉が分厚くてかわいい。 

完全国産実生 

開花可能株 ￥２，７５０ 

１６： C.brevipedenculata 

(‘JP-25-1’x‘S775’) 

ブレビペデンキュラータはコクシネア 

の近縁種ですが少し乾燥に強いです  

葉が分厚くてかわいい。 

完全国産実生 

開花可能株 ￥２，７５０  

  
 

１７： C.wittigiana (‘SKA’x ‘SN20’)     １８：C.wittigiana(‘A-8’ x ‘SN20’)  １９: C.wittigiana(‘S702’x‘SN20’) 

     カトレア 旧ソフロニチス ウイッチギアナ 

近年人気上昇中の小型の旧ソフロニチスです。国産実生で2.5号モリモリの株でお届けします。うまく咲かせると写真のようにデカイ 

花になります。3種類ありますが、今のところ全て未開花ですので、傾向がわかりません。写真はソフロをうまく育てる 

趣味家 Mr.T さんの物です。植え替えは花後が良く 1～3月になります。ソフロなのでお水が好きなことはもちろん。 

暑い夏場は葉水程度とし根元は乾燥気味で根が蒸れるのを防ぐと良く、秋からしっかり水を与えます。 

２．５号 来期開花株  ￥２，７５０ 

       

２０：Sopronitella violacea 

ソフロニッテラ ビオラセア 

ブラジル原産の国産実生です。待ちに

待った人気の小型種です。 

是非この機会にお買い上げください。 

低温性で暑がりません。冬咲き 

２．０号  開花可能株 ￥３，３００ 

２１： C.coccinea 

(‘Big Flower’BM/JOGA x‘ABO55’) 

 ｺｸｼﾈｱ （ﾋﾞｯｸﾞﾌﾗﾜｰｘ ｱﾎﾞ 55） 

世界的４N系の系統を変えた、最新国産 

実生です。写真のような丸い感じの大輪 

が期待できます。 

２．５号 開花可能株   ￥２，７５０ 

２２： C.coccinea 

(‘ABO55’ x ‘Big Flower’BM/JOGA) 

 ｺｸｼﾈｱ （ｱﾎﾞ 55 ｘ ﾋﾞｯｸﾞﾌﾗﾜｰ） 

前者の逆交配となります。株も柔ら

かくうまく栽培できそうです。 

夏季はドライで栽培が今風！ 

２．５号 開花可能株 ￥２，７５０ 

NEW! NEW! 

BEST! 

HIT! NEW! NEW! 

NEW! NEW! 

Photo by Takahara 

Photo by OrchidWeb 

Photo by OrchidWeb 



       

２３：C.riograndensis 自然種 

   ﾘｵｸﾞﾗﾝﾃﾞﾝｼｽ 

近年登録されたｺｸｼﾈｱの近縁種です 

新しい原種。リップが黄色くなるものが 

咲けば大当たり！株はやや細めです 

開花株  ２．０号  ￥ ４，４００ 

２４： C.cernua(select x HI 系) 

セルヌア 大輪系 

大きなサイズの花が咲くタイプの実生 

花形も丸く、株が充実すると素晴らし 

くなる。栽培用意。秋咲き 

開花株 ２．５号 ￥２，７５０ 

２５： C.cernua(select x Red) 

       セルヌア 赤多輪系 

豆葉系の小型タイプです。木に付けると 

楽しく遊べます。赤系多輪の花を親に使 

用しており写真より赤いのも開花します 

開花株 ２．５号 ￥２，７５０  

   
   

２６：C.tenebrosa f.aurea x self 

テネブロッサ オーレア  

人気の高いアルバ個体 ショーナンの子供 

になります。あまり背が高くならずコンパクト 

ほぼ同色の花が期待できます。 

２．５号  ￥３，３００ 

２７：Epi.porpax f.album ‘J&L’(OG) 

    ｴﾋ゚ﾃﾝ゙ﾄ゙ﾗﾑ ﾎﾟー ﾊｯ゚ｸｽ ｱﾙﾊﾞﾑ J&L 

ピッカピカの弁質で目にも鮮やかな 

緑色のかわいい花です。栽培容易 

ワサワサにするとカッコよい！ 

２．５号 開花株 ￥４，４００ 

２８：C.caraguatatuba x sib. 

ｶﾗｸﾞｱﾀﾂｰﾊﾞ 

コクシネの近縁属で近年分類された新

しい原種です。丸みがあり黄色に近い

オレンジで開花します。開花期は秋 

２．５号 開花可能株 ￥４，４００ 

    

２９：Den.Pixie Princess‘H&R’ 

ﾃﾞﾝﾄﾞﾛ ﾋﾟｷｼｰﾌﾟﾘﾝｾｽ H&R (MC) 

 

模様人気の中型ﾃﾞﾝﾄﾞﾛです。ﾍﾟﾀﾙが 

スクリューのように巻くホーンタイプの 

銘花！今回国産の再メリクロンです。 

３．０号 開花株 ￥３，８５０ 

３０：Den.haveyanum WO 実生 

    ﾃﾞﾝﾄﾞﾛ ﾊｰﾍﾞﾔﾅﾑ 

通常は暑がって栽培困難種ですが、 

気温 40度を超える暑さにも負けない 

強健種が完成。高確率で丸く、巨大な 

花が開花してきました。 3～5月開花 

３．５号 開花株 ￥４，１８０ 

３１: L.speciosa (Mexico)  

ﾚﾘｱ ｽﾍﾟｼｵｻ 

メキシコ産小型超人気レリアです。今

回木に付けて栽培した物で枯れません 

巨大な美花初夏に咲かせる。 

 

木付き 開花予定株 ￥１１，０００ 

NEW! 

NEW! NEW! NEW! 

NEW! NEW! 

BEST! BEST! 

BEST! 



   

３２：Rht.Duh’s Crown  SM/TOGA 

       ‘01214148’  (MC) 

トゥーズ クラウン 

明るいオレンジ色新花です。オープン 

リップが印象的でリップの色彩が 3つ 

に分かれるのが楽しいです。芳香種 

厚弁で中大輪系となります。 新発売！ 

    ３．５号 １作開花株  ￥４，９５０ 

３３：Rlc.Duh’s Wisdom  AM/AOS 

       ‘Green Star’  (MC) 

トゥーズ ウイズダム グリーンスター 

 

とても香りが良い事で知られる品種です 

直立した株姿で厚弁の大輪となります 

秋から冬咲 株は縦葉でコンパクト。 

４．０号 開花株 ￥３，８５０ 

３４：Rlc.Chialin Ruby ‘可楽’ (MC) 

チアリン ルビー コーラ 

 

リップ全体が非常に濃い赤色一色とな

り、まん丸である事から大変目立つ。 

色彩は濃いラベンダーですが、リップは

赤い。最新品種。 

４．０号 開花株 ￥３，８５０ 

   

３５：Rlc.Duh’s Wisdom  FCC/AOS 

       ‘Dreamy Star’  (MC) 

トゥーズウイズダム ドリーミースター 

大変香りが良い品種！黄緑色の厚弁で 

P と Lにギザギザが入る、咲く時期により 

Pに赤い覆輪を帯びることもある。 

４．０号 開花株 ￥３，８５０ 

３６：Rlc.Chialin Black Flower 

 ‘Black Kingkong’  (MC) 

ﾁｱﾘﾝﾌﾞﾗｯｸﾌﾗﾜｰ ﾌﾞﾗｯｸｷﾝｸﾞｺﾝｸﾞ 

濃いワインレッド系一色の新花です。 

リップ更にベルベット上の黒赤一色で 

目立つ、オープンリップ 

４．０号 開花株 ￥３，８５０ 

３７：Rlc.Lorreta’s Dream AM/AOS 

     ‘Eva Powder’  (MC 分け株) 

ロレッターズドリーム エバ パウダー 

ディグビアナの血を受け継いだ白系花 

Pはピンクの粉を振ったような不思議 

な色彩！香りが良い入賞花 

４．０号 開花株 ￥１９，８００ 

    

３８：Rlc.Taiwan Good Life 

         ‘Blessing Gold’  (MC) 

タイワンゴールドライフ ブレッシングゴード 

オレンジ色の珍しい覆輪新花です。リッ 

プ中央の筋も消えてスッキリした印象。 

厚弁で大輪系となります。 

４．０号 開花株 ￥３，８５０ 

３９： Bc.Katherine H Chatham 

× C.Shellie Compton 

ｷｬｻﾘﾝＨﾁｬｻﾞﾑ ｘ ｼｪﾘｰｺﾝﾌﾟﾄﾝ 
新しい国産交配です、細長い草状で 

大きな花が咲く、リップの模様は違いが

あります。 

３．５号 開花株 ￥３，８５０ 

４０： Rlc.Sanyung Ruby  AM/AOS 

       ‘Grand Dragon’  (MC) 

ｻﾝﾔﾝ ﾙﾋﾞｰ ｸﾞﾗﾝﾄﾞ ﾄﾞﾗｺﾞﾝ 

見事にオーバーラップする赤味の強い 

ワインレッド最新品種。この色彩では珍し

くリップが丸く大きいのも特徴です。 

開花株 ４．０号 ￥３，８５０ 

NEW! 

NEW! 

NEW! 

NEW! NEW! 

NEW! NEW! NEW! 

HIT! 



                

４１：Rlc.Shang Ding Red Dragon 

           ‘ #1’  (MC) 

ｼｬﾝ ﾃｨ゙ﾝ 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          

４．０号 開花株 ￥３，８５０ 

４２： Rlc.Liu’s Hope  

‘Nan Chyu’ 

リユーズホープ ナンチュウ   (MC) 

ほぼ完璧とも思われる最新花です。 

巨大で真ん丸なリップは先端に赤ポイ 

ントがありチャーミングです。展示会等 

で目立つ存在になります。 

４．０号 開花株 ￥３，８５０ 

４３： Rlc.Chomthong Delight 

     ‘Yellow Watermelon’ (MC) 

ﾁｮﾑｿﾝｸ ﾃﾞﾗｲﾄ ｲｴﾛ  ー ｳォｰﾀｰﾒﾛﾝ  

何というユニークな花形なんでしょう。この 

アンバランスさがたまりません！ぶさ可愛い 

この超巨大リップを試してみませんか？ 

 

４．０号 開花株   ￥３，８５０ 

  
 

４４：Rlc.Sung Ya Green 

 ‘ Postman #2 ’  (MC) 
サン ヤ グリーン ポストマン 

最鮮やかなグリーン一色の巨大輪で 

リップの展開も良い最新品種です。 

芳香品種。前回売り切れ品再入荷 

４．０号 開花株 ￥３，８５０  

４５： Rlc.Penny Helen ‘A10489’  

      ペニーヘレン 大花臉 (MC) 

ペニークロダとMemヘレンブラウンの子供 

で美しいスプラッシュとなる新花！中輪 

ながら５～7輪の多花性です。芳香品種 

初夏に開花する。 

    ４．０号 開花株 ￥３，８５０ 

４６： C.Cariad’s Mini Quinee 

      ‘Angel Kiss’ (MC) 

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 -ーﾒﾃｨ゙ｱの子供で栽培容易です 

年２回ほど開花します。芳香種。   

３．０号 開花株 ￥２，８５０ 

   

４７： Rlc.Duha’s Treasure 

         ‘Sweetheart’ (MC) 

ﾄｩｰｽﾞﾄﾚｼﾞｬｰ ｽｨｰﾄﾊｰﾄ 

目にも鮮やかな黄色の花弁と赤い Lが 

印象的なミディー系美花。草丈２５ｃｍ 

でも開花します。芳香種。 

   １作開花株 ３．０号 ￥３，８５０ 

４８： Ctt.Bule Angel 

     ‘Hsinying Azul’ (MC) 

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輪開花します。 

1作開花株 ３.０号 ￥３，８５０ 

４９：Rlc.Village Chief North 

     ‘Green Genius’  (MC)  

ﾋﾞｯﾚｯｼﾞﾁｰﾌﾉｰｽ ｸﾞﾘｰﾝ ﾁﾞｰﾆｬ 

とてもビビットなグリーンと赤色のコラボ 

新花です、中輪でミディー系多花性 

ペタルがもっと赤くなる場合もある。 

開花株 ４．０号 ￥３，８５０ 

HIT! HIT! 

HIT! HIT! 

HIT! HIT! 

BEST! 

BEST! 

BEST! 



 

 

 

 

50:Rhy.coerestis  

ﾘﾝｺｽﾃｨﾘｽ ｾﾚｽﾃｨｽ 

写真のような濃い感じの個体

が多く咲いた実生株です。 

木についています。 

開花株 ￥４，４００ 

51: Holcopstylis.Yawi Girl 

ﾎﾙｺｽﾃｨﾘｽ ﾔｳｨ ｶﾞｰﾙ 

新交配種、ﾎﾙｺにｷﾞｶﾞﾝﾃｱ 

が入り小型で大きな丸花が咲 

く！香りも勿論あります。 

開花株  ￥４，４００ 

52:V.carvifolia 

ﾊﾞﾝﾀﾞ ｶｰﾋﾞﾌｫﾘｱ 

真っ赤なまん丸花が筒状に 

付けるバンダ系で一番赤い 

花 小型種です。 

開花株 ￥３，３００ 

53: Van.Pinky‘New Star’ (MC) 

ﾊﾞﾝﾀﾞｺｽﾃｨﾘｽ ﾋﾟﾝｷｰﾆｭｰｽﾀｰ 

草状がカッコいい風蘭系交配種です 

美しい点が目立ち香りもよい。 

人気のある品種です。良株です 

開花株 ￥３，０８０  

  

 

 

54: V.Chulee White (MC) 

ﾊﾞﾝﾀﾞ ﾁｭﾘｰ ﾎﾜｲﾄ 

純白になる美しい花です。 

リップややピンクでアクセントに

なる株はコンパクトです。 

開花株 ￥６，６００ 

55: Trgl.brachiata 

  ﾄﾘｺｸﾞﾛﾃｨｽ ﾌﾞﾗｷｱｰﾀ 

秋に開花する人気の原種！ 

濃い小豆色の大輪が咲きま

す。バスケット入り、来秋開花 

開花株 ￥３，６５０ 

56: V.christensoniana 

  ﾊﾞﾝﾀﾞ ｸﾘｽﾃﾝｿﾆｱﾅ 

「桜バンダ」として人気がある 

栽培容易でよく咲く！開花

時には葉も紅葉し美しい 

    開花株 ￥３，６５０ 

57: V.Charm‘Blue Star’ (MC) 

ﾁｬｰﾑ ﾌﾞﾙｰｽﾀｰ 

青さが最高に強い風蘭交配種！ 

株幅２５ｃｍでガッチリ！芳香品種 

低温でも栽培が可能です。 

開花株 ￥４，１８０  

 

 

 

 

58:Bc.Katherine H Chatham 

       ‘Sucers’ (MC) 

ｷｬｻﾘﾝ H ﾁｬｻﾞﾑ ｻｯｶｰｽﾞ 

コイン型リップがなんともかわ 

いい！花もち良い人気品種 

開花株  ￥３，７５０ 

59:Bc.Melisande‘Star Splash’   

   ﾒﾘｻﾝﾄﾞ ｽﾀｰｽﾌﾟﾗｯｼｭ 

当店オリジナル個体です。 

年 2回開花します。切れの良 

いスプラッシュ花  （ＯＧ） 

     開花株  ￥１１，０００ 

60:Bc.Carnival Kids‘Green Gem’ 

ｶｰﾆﾊﾞﾙｷｯｽﾞ ｸﾞﾘｰﾝｼﾞｪﾑ 

秋咲の特殊な色で大人気ｶﾄﾚｱ 

一つは持っておきたいものです 

栽培容易で花もよく咲きます。 

（MC）  開花株  ￥５，５００ 

61: Bc.Amethyst 

    ｱﾒｼﾞｽﾄ 実生 

ククラータとﾊﾟｰﾌﾟﾗｰﾀを 

親にした面白い実生です。 

未開花株 

開花株  ￥３，３００ 

 

 
 

 

62:Bc.Empress Woosley 

‘Roman Holiday’ (斑入り葉) 

ｴﾝﾌﾟﾚｽｳｫｰｽﾞﾘｰﾛｰﾏﾝﾎﾘﾃﾞｰ 

迫力ある大輪です。 

開花株 3.0号 ￥３，８５０ 

63:Bc.Yu Toung Star ‘YT’ 

       ﾕｰﾄﾝ ｽﾀｰ 

世界的に人気のノドｻ系新品 

種 リップの模様が美しいです 

3.0号 ￥３，８５０ 

64: (C.Waianae Leopard 

     X  C.acrandiae ) （MC） 

見たことのない紫系の点花で 

ミニ系の大輪です。 

開花株 ￥１１，０００ 

65:Blc.Pauwela Dawn 

‘Tiger Butter’ AM/AOS 

ﾊﾟｳｳｴﾗﾄﾞｰﾝ ﾀｲｶﾞｰﾊﾞﾀｰ 

リップが面白いミディー系 

開花株 ￥７，７００ 

HIT! NEW! 

NEW! NEW! 

NEW! 

NEW! 

OMG! 

HIT! HIT! NEW! OMG! 

NEW! HIT! 

HIT! 

 

HIT! HIT! 



  
 

   

66:C.quadoricolor fma.semi-alba‘Sazagua’ (OG) or (MC) 

    クアドリカラー セミアルバ ‘サザグア’ 自然種 

やっぱり美しい過ぎるｾﾐｱﾙﾊﾞです。限定メリクロンも開花してきました！ 

コロンビアの自然種、50 万円した希少品です。お水が大好きです。今回の

カバー写真はMＣから開花したものを使用。今回のお勧めです！ 

ＭＣ 開花株４．５号鉢￥１１，０００  (OG) BS 5バルブ￥６６，０００ 
 

67: C.dowiana rosita 

      ﾄﾞｰｳｨｱﾅ ﾛｼﾞｰﾀ 

最高 2019 年輸入のブラジル

実生、まだ開花例はないが写

真は色見本です。 

  2.5号 ￥８，８００， 

68: C.jenmanii  

(s/alba-pincerada x self) 

待ちに待ったｾﾐｱﾙﾊﾞﾋﾟﾝｾﾗ 

ｰﾀﾞ。ブラジルの実生です。 

 

   2.5号 ￥５，５００  

 

   
 

 

69: C.(=L.)virens 

 カトレア ビレンス 

レタスグリーンの美しい希少原 

種！しかもミニ系！初めて見 

た原種です。 

２．０号 ￥８，８００ 

70: L.anceps  

concolor ‘M.P.L.A.’ 

ｱﾝｾﾌﾟｽ ｺﾝｶﾗｰ  

これで自然種！白弁ピンク 

リップのメキシコ希少原種 

開花株 ￥１６，５００ 

71: L.albida big Lip 

アルビダ ビッグリップ系 

従来の種に比べリップが大き 

な個体が良く咲く山です。 

低温性  

開花株 ￥８，８００  

72: L.albida splash type 

アルビダ スプラッシュ 

メキシコ原産の小型レリアです 

低温性でとても美しい。 

確認個体 ￥１３，２００ 

この個体 ￥２７，５００  

 

 

 

 

73: C.purpurata‘FS-569 ‘(OG) 

ブラジル選抜の幅広弁のｾﾐｱ 

ﾙ美花です。Pやや赤いブラッ 

シュがはいる。 

開花株 ￥１３，２００ 

74 :C.purpurata 

 [ aldosia x self ] 

ややくすんだ濃い青色のリップ 

のブラジル実生です。 

2.5号 ￥４，９５０ 

75:C.lawrenceana 実生 

ﾛー ﾚﾝｾｱﾅ ﾌﾗﾒｱ系 

ペタルに少しﾌﾗﾒｱが入る予想の 

自家製実生です。冬咲き 

開花株  ￥７，７００  

76: C.violacea s/alba 

‘Pure Heart’ (OG) 

ﾋﾞｵﾗｾｱ ﾋﾟｭｱﾊｰﾄ 

憧れのｾﾐｱﾙﾊﾞ強健種 

開花株 ￥２２，000 

 

  

 

77: Den.lancifolium 

ランシフォリューム 

珍しい小型ﾃﾝ゙ﾄ゙ﾛ美花。栽培容易 

濃いピンク系の大きな花が咲く。 

株姿が面白く人気がある。 

     開花株  ￥４，４００ 

78: Den.petiolatum 

ペティオラタム 

色鮮やかな花が咲く小型ﾃﾝ゙ﾄ゙ﾛ 

原種。葉が落ちたバックバルブに 

エネルギッシュに開花 

     開花株  ￥４，１８０ 

79: Max. 

pseudoreichenheimiana 

ｿｰﾄﾞﾚｲﾁｪﾝﾍｲﾐｱﾅ 

緑に銀色のドットが美しい葉を

持つ観賞価値のある小型種 

     開花株  ￥２，７５０ 

80: Den.linguiforme 

   var.nugentii 

オーストラリア産小型原種の人気 

種、ごつごつの肉厚葉で表面がざ

らざらするヌゲンティーという変種 

     開花株  ￥２，７５０ 

NEW! 

NEW! 

NEW! 

NEW! お勧め! 

HIT! HIT! 

NEW! NEW! NEW! 

NEW! NEW!  

Photo by Orchids Roots 

BEST! 

HIT! 

HIT! 



 

 
 

 

81: Fdk.Turning Point 

 X  Ctsm.expansum 

抹茶のような濃い濃い緑花を 

狙った最新実生です！ 

下垂して大輪が咲く予想 

未確認 開花株 ￥１３，２００ 

82:Ctsm.Ryan Harrington 

ﾗｲｱﾝ ﾊﾘﾝﾄﾝ 実生 

写真のような濃い赤茶色の 

点花が良く咲く実生です。 

反下垂して開花する 

未確認 開花株  ￥９，９００ 

83: Fdk.Turning Point 

X  Ctsm.De Etta Harris  

抹茶系人気最新交配です 

どこまで緑になるか？大ブレ

イクしそうな予感です。 

未確認 開花株 ￥１３．２００ 

84:Ctsm.gnomous ‘Jumbo’ 

ｸﾞﾉﾏｽ ｼﾞｬﾝﾎﾞ 

逆さ向きに開花する大輪です 

ユニークな花形でリップの黄色 

が目立つ。栽培容易 

開花株 ￥３，６３０ 

 

 

  

85:Cl.Rebbecca Northern 

  ‘Grapefruit Pink’ (MC) 

ﾚﾍﾞｯｶﾉｰｻﾞﾝｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂﾋﾟﾝｸ 

ミッカビよりも少し赤い品種に 

なります、冬咲芳香 

 開花株 ￥３，３００ 

86: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。 

開花株 ￥４，９５０ 

87:Cl.Rebbecca Northern 

‘Miccabi’ (MC) 

ﾚﾍﾞｯｶﾉｰｻﾞﾝ ﾐｯｶﾋﾞ 

ピンク真珠と呼ばれる大人気

の小型タケノコ代表種     

開花株 ￥３，３００ 

88: Fdk.Enter Light 

 X  Ctsm.Orchidglade 

くどくなく、あっさりとしたピュア 

グリーンの最新交配種です 

下垂して咲く 

未確認 開花株 ￥８，８００ 

   

 

89: Fdk.After Dark’Sunset V O’ 

ｱﾌﾀｰﾀﾞｰｸ ｻﾝｾｯﾄﾊﾞﾚｰｵｰｷｯﾄﾞ 

OGメリクロン販売中！黒よりも大輪 

FCC獲得した素晴らしい花です。 

開花株      ￥６，６００ 

開花株 L  ￥１１，０００ 

90:Fdk.After Dark’SVO Black P’ 

ｱﾌﾀｰﾀﾞｰｸ SVO ﾌﾞﾗｯｸﾊﾟｰﾙ 

真っ黒なランで有名な品種。 

ジンジャーの香り栽培容易 

開花株   ￥６，６００ 

開花株 L  ￥１１，０００ 

91:Cyc.chlorochilon ‘Jumbo’ 

 ｼｸﾉﾁｪｽ ｸﾛﾛｷﾛﾛ ｼﾞｬﾝﾎﾞ 

ｽﾜﾝｵｰｷｯﾄﾞで有名な良い香り 

がする美花。大きくなると１０

輪は開花する。 

 開花株 ￥４，４００ 

92:Catds.Jumbo Chastity ‘J’ 

ｶﾀﾉﾃﾞｽ ｼﾞｬﾝﾎﾞｷｬｽﾃｨﾃｨー  

純白のタケノコ系はこれのみ 

多花性で下垂咲記する人気

の MC品種 

開花株 ￥４，９５０ 

 

 

 
 

93:Mon.Jumbo Delight’O D’ 

ｼﾞｬﾝﾎﾞﾃﾞﾗｲﾄ ｵﾚﾝｼ゙ﾀ゙ｲｱﾓﾝﾄ゙ 

まん丸な花形が目立つ新色 

花もちもよい芳香品種です。 

たわわに開花します！ 

      開花株 ￥３，８５０ 

94:Mon.Jumbo Delight ‘B O’ 

ｼﾞｬﾝﾎﾞﾃﾞｨﾗｲﾄﾌﾞﾗｯｸｵﾆｯｸｽ 

紫黒の新色です！花形は丸くて 

大輪になります。芳香品種です。 

左品種と兄弟株です。 

開花株 ￥３，８５０ 

95:Jumbo Phoenix Jumbo 

ｼﾞｬﾝﾎﾞﾌｪﾆｯｸｽ ｼﾞｬﾝﾎﾞ 

ワインレッドの艶やかな大輪 

良い香りがする。１０～１５輪 

中段より下垂咲き。 

 開花株 ￥３，８５０ 

96：Jumbo Paff 

ｼﾞｬﾝﾎﾞ ﾊﾟﾌ 

ツヤツヤした花は硬くて迫力あ 

る。１５輪くらい下垂咲する 

香りが良いのでお勧め 

開花株 ￥３，８５０ 

HIT! 

HIT! 

HIT! 

OMG! 

BEST! 

OMG! 

NEW! 

NEW! 

BEST! 

HIT! 

HIT! HIT! 

OMG! 

NEW! NEW! 

BEST! 



  
 

  

97:Rlc.Insect Wing ‘Junko’ 

ｲﾝｾｸﾄｳｲﾝｸﾞ ｼﾞｭﾝｺ 

明るい黄緑色に細かい点が花

一面に入る特殊な美花 

写真よりも実際綺麗です。 

３．５号  ￥８，８００ 

98：Rlc.Mishima Duchess 

ﾐｼﾏ ﾀﾞｯﾁｪｽ‘NGT’(OG) 

典型的なラベンダー整形です 

年末年始に良く咲き大迫力で

す。リップが美しい。 

開花株 ￥１１，０００ 

99:C.Mysterious Night 

‘Cool Down’ SBM/JOGA 

ﾐｽﾃﾘﾔｽﾅｲﾄ ｸｰﾙﾀﾞｳﾝ(MC) 

巨大輪の茄子紺の美花です。 

春咲きでよい香りが楽しめる 

 開花株 ￥１１，０００  

100: Rlc.Duh’s Creation 

      ‘Peach’  (MC) 

トゥーズ ｸﾘｴｰｼｮﾝ ﾋ゚ｰﾁ 

特殊な朱オレンジの美花、オーバ

ーラップ 芳香品種。 

３．０号 ￥３，８５０ 

 

 

 

 

101：C.Remo Prada ‘Crown’ 

ﾚﾓﾌﾟﾗﾀ゙ ｸﾗｳﾝ （MC） 

５０年以上たっても変わらず可愛い 

クラシックカトレア リメイク品です 

丸く変異するのもあります。 

開花株   \１６，５００ 

102: Ctt.Pacific Mission 

‘Evolution’ SM/JOGA (MC) 

ﾊﾟｼﾌｨｯｸﾐｯｼｮﾝ ｴﾎﾘ゙ｭｰｼｮﾝ 

ﾏｷｼﾏ ﾍｸﾀー の子供でダイナ 

ミックな玉咲き とにかく青いです 

開花株   \１１，０００ 

103:Rlc.Duh’s Pride  (MC) 

‘Good Hope’ AM/AOS 

トゥーｽﾞﾌﾟﾗｲﾄﾞ ｸﾞｳﾄﾞﾎｰﾌﾟ 

見事なオープンリップ黄色一 

色の美花。レモン系の香り 

開花株  \８，８００ 

104:Rlc.Warm Color (MC) 

   ‘Big FootⅡ’ SM/JOGA 

ﾜｰﾑｶﾗｰ ﾋﾞｯｸﾞﾌｯﾄ 

OG メリクからの良個体 MC。 

ダルマ系冬咲の最高品です。 

３．０号 ￥４，４００  

   

 
 

105：Rht.Duh’s Sunshine 

          ‘Shine’ (MC) 

ﾄｩｰｽﾞ ｻﾝｼｬｲﾝ ｼｬｲﾝ 

明るいオレンジ色でレモン色のリッ 

プ、エレガントな美花 芳香品種 

３．０号  \３，８５０ 

106: Rlc.Pastoral  (MC) 

‘Innocence’ AM/AOS 

ﾊﾟｽﾄﾗﾙ ｲﾉｾﾝｽ 

ほぼ白一色になる名品です。 

オープンリップの入賞花 

開花株  \６，６００ 

107:Rlc.Perfect Beauty (MC) 

‘New Edittion’ SM/JOGA 

色鮮やかな Lを持つ大輪系 

最高峰の美花、冬咲品種 

ビビットな近代ラベンダー 

開花株   \１３，２００ 

108:Rlc.Duha’s Treasure 

     ‘Sweetheart’ (MC) 

ﾄｩｰｽﾞﾄﾚｼﾞｬｰ ｽｨｰﾄﾊｰﾄ 

目にも鮮やかな赤い Lが印 

象的なミディー系美花。芳香 

  ３．０号 ￥３，８５０ 

 

    

109:Rlc.Rosebud  (OG） 

‘Passion’BM/JOGA  

ロゼバッド パッション 

パーフェクトな花形のミディ。 

銘品ﾄ゙ﾘー ﾑﾊﾗ゚ﾀ゙ｲｽの子供です。 

開花株 ￥１１，０００ 

110:C.lundii coerulea 

‘Valley Island’  (OG)  

ﾙﾝﾃｨ゙ー  ｾﾙﾚｱ ﾊﾞﾚー ｱｲﾗﾝﾄ゙ 

小型で美しい青色のルンディー 

です。 

開花株  ￥６，６００ 

111:Sl.Gratrxae‘Rotor’ (OG)   

ｸﾞﾗﾄﾘｷｼｴ ‘ﾛー ﾀー ’  HCC/AOS 

ﾃﾈﾌﾛ゙ｯｻとｺｸｼﾈｱの交配種。 

小型ですが巨大輪！特異色彩 

年2回開花します。 

開花株  ￥７，７００ 

112:C.Amazing Match 

‘Cuttie Beauty’SBM/JOGA 

ｱﾒー ｼﾝ゙ｸ゙ﾏｯﾁ ｷｭｰﾃｨー ﾋ゙ｭー ﾃｨー  

巨大輪でPの筋も楽しめるミディ

ー系の傑作 冬咲き。 

      開花株 ￥５，５００ 

NEW! NEW! NEW! 

HIT! 

NEW! 

BEST! 

NEW! NEW! 

NEW! NEW! NEW! 

NEW! NEW! 

BEST! 

BEST! HIT! 



         

113： Rlc.Warm Color‘Big Foot’SM/JOGA 

    X Rlc.Last Dream‘Vivian’SM/JOGA    

（ウオームカラー`ビッグフット’ ｘ ラストドリーム`ビビアン’） 

どんなカラーバリエーションに咲くのか？今からワクワクします 

大輪系の銘交配、今回生産者委託栽培品の良い株を販売 

４．０号鉢 ￥６，６００ 

114： C.lueddemanniana  

 [ ‘Grand Odyssey’SM/JOGA x ‘Samurai Blue’] 

  ルデマニアナ（‘グランドオデッセイ’ ｘ ‘サムライブルー’） 

高確率で豪華なセルレアのフラメアを夢見て実生しました 

新たな聖域にトライ！今回最終販売となります。 

１～２作開花予定 ３．０号鉢 ￥８，８００ 

       

115： Cattleychea Memoria Dllie McKinnon 

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） 

写真の様な素晴らしく、楽しい花が出現してきました！ 

 不定期に開花してきます。株が出来ると４～６輪開花予定 

 です花は未だ未確認特殊交配、どんなのが咲くか？ 

３．０号鉢 ￥５，５００   開花株 ￥１１，０００ 

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

     X  rubra ‘Boa Sorte’  (WO-433) 

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 

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。 

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 開花株￥４，４００ 2鉢以上＠￥３，５００ 

            

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

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！ 

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   ３．０号  1作開花株  ￥８、８００ 

118： C.nobilior ver.amaliae 

 [ s/alba‘Pure’ x s/alba ‘Cicio’  ]  

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 

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   ￥４，４００ 

            

119： Rlc.Next Century  （WO-458） 

[Rose Whisper‘Suisei’X Twenty First Century‘New Genelation’]    

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 

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 

なるでしょう。12月から２月開花します。  

３．０号鉢 ￥３，３００ 

120： C.schilleriana  

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

     ｼﾚﾘｱﾅ （ｱﾙﾃﾞﾊﾞﾗﾝ ｘ ｱﾌﾘ ） 

リップ幅が６ｃｍもあるアルデバランに巨大輪名花アフリと 

のコラボ！次世代のシレリアナ、趣味家さんの実生です。  

３．０号鉢 ￥４，４００ 

× × 

一押し! 

×

××

HIT! HIT! 

× ×

 

HIT! NEW! 

一押し! 一押し! 

一押し! 



 

 

  

121: C.maxima‘ ‘ 2-12-04 ’ 

ﾏｷｼﾏ 自然種 

海のタイプで珍しい濃色花で 

す。香りも良い背が高い 

開花株 ￥１１，０００  

122: C. maxima alba (OG) 

  ‘Joane ‘d Arc’ 自然種 

アルバ ジャンヌダルク 

純白で開花しやすい個体 

  開花株  ￥２７，５００ 

123:C.maxima‘2007.3.11.2’ 

マキシマ 自然種 

海のタイプでリップが赤い特

別な花 香りも良い 

３G開花株 ￥８，８００  

124: C.maxima ‘Shophia’ 

ﾏｷｼﾏ ｿﾌｨア 自然種 

やや細身ですが上品なピンク 

色の特異な個体です。 

４G開花株  ￥２２，０００  

 

 

 

 

125: C.maxim ‘Yellow Eyes’ 

ﾏｷｼﾏ ｲｴﾛｰｱｲｽﾞ  

Lの中の黄色い線がクッキリ 

入り目立つ個体です。 

     開花株  ￥１１，０００  

126: C.maxima’06-05-1301’ 

ﾏｷｼﾏ マナンビ系自然種 

やや細身ですが上品なピンク 

色の特異な個体です。 

開花株  ￥２２，０００  

127:C.maxima ‘Unicorn’ 

ﾏｷｼﾏ ﾕﾆｺｰﾝ 自然種 

ユニーリップの筋が独特です 

P幅も有り美しいエクアドル産 

開花株 ￥１６，５００ 

128:C.maxima ‘Magari’BM/J 

ｺﾝｶﾗｰ‘ﾏｶﾞﾘ’自然種 

丸いコインリップはフラットで面白い 

ピンク一色の自然種です。 

開花株 ￥４４，０００ 

 
 

  

129:C.maxima ‘Cuenca’ 

ﾏｷｼﾏ ｾﾐｺﾝｶﾗｰ ‘ｸｴﾝｶ’ 

エクアドル産自然種。 

花形が良い。 

開花株  ￥１１，０００ 

130： C.maxima f s/alba- 

‘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 

８G開花株 ￥８８，０００  

131:C.maxima carnea  

‘Lahaina Sunset’ (OG) 

ｶｰﾈｱ ﾗﾊｲﾅｻﾝｾｯﾄ 

小型の特殊色彩人気種 

     開花株  ￥４４，０００ 

132:C.maxima お任せ株 

写真の様な黄色の筋が目立 

つ花が咲く実生開花株です。 

強健で栽培しやすい中型 

  開花株 ￥５，５００ 

 
 

 

 

133: C.maxima s/a-striata 

‘Dr.Sergio’ (OG) 

ｾﾐｱﾙﾊﾞｽﾄﾘｱｰﾀ Dr.ｾﾙｼﾞｵ 

ペタルが独特な折れ方をして、

濃い筋が入る、濃赤リップも筋

が目立つ独特な個体です 

８G開花株 ￥７７，０００  

134: C.maxima s/a-striata 

‘Jupiter’ (OG) 

ｾﾐｱﾙﾊﾞｽﾄﾘｱｰﾀ ｼﾞｭﾋﾟﾀｰ 

濃赤リップの優秀な個体です 

ﾍﾟﾀﾙにほとんど筋が入らない

美花です。 

６G開花株 ￥３８，５００  

135:C.maxima s/a-striata 

‘Cool Beauty’ (OG) 

ｾﾐｱﾙﾊﾞｽﾄﾘｱｰﾀ ｸｰﾙﾋﾞｭｰﾃｨｰ 

特にリップが長くきれいに垂れ 

るリップの筋も滲まずきれいで 

豪華に見える優秀花 

５G開花株￥６６，０００ 

136: C.maxima  

 ‘Deep Kiss’ (OG) 

ﾏｷｼﾏ ‘ﾃﾞｨｰﾌﾟ ｷｯｽ’ 

スワダさん系のﾁﾎﾟの中でも 

特にリップの色が濃い特別個 

体です。 

開花株 ￥７７，０００  

NEW! 

NEW! 

NEW! 

NEW! 

OMG! 

OMG! 

HIT! 
NEW! OMG! 

NEW! HIT! 

HIT! 

OMG! 

お勧め！ 



 

  

 

137:C.amethystoglossa 

[ ‘semi-alba’ x self ] 

1作開花株  ￥９，９００ 

138:C.crispa  

fma.flamea ‘Red Flash’    

5G開花株￥２７，５００ 

139:C.jenmanii 

fma. rubra ‘Kobe Night’  

  開花株 ￥３３，０００ 

140: C.lueddemanniana 

coerulea ‘Carlos’ 

 ４G開花株 ￥２７，５００  

     
 

 

141: C.lueddemanniana 

  ‘1603-0802’ (OG) 

花株 ￥６６，０００ 

142:C.lueddemanniana 

  ‘1703-2101’ Big 18cm 

開花株 ￥５５，０００ 

143:C.lueddemanniana  

‘1903-2203’ Red  

9G 開花株 ￥５５，０００ 

144:C.lueddemanniana 

 coerulea-striata ‘Emi’  

4G 開花株 ￥４４，０００ 

 

 
 

 

145:C.lueddemanni coerulea 

     ‘1803 0202’ 

5G 開花株 \３８，５００ 

146:C.lueddemani coerulea 

     ‘Skydive’ (OG) 

5G 開花株 \５５，０００  

147: C.lueddemani coerulea 

  ‘1703-1701’ solid lip (OG) 

6G 開花株 \44,000 

148: C.lueddemaniana 

flamea ‘New Era’  

4G 開花株 \５５,000 

 
 

 

 

149:C.labiata fma. mosca 

       ‘Ameria’ (OG) 

開花株 ￥３８，５００ 

150: C.mossiae  (OG) 

    ‘ Monster Balloon’ 

開花株  ￥２２，０００ 

151:C.trianae concolor 

‘Pure Love’ (OG) 

     開花株  ￥１９，８００ 

152: C.intermadia  (OG) 

 marginata‘Haines City’  

     開花株  ￥３３，０００ 

    

153:C.percivaliana alba 

             (OG) 

大株 開花株 ￥２２，０００ 

154:C.percivaliana (OG) 

  marmorada ‘Camila’ 

4G 開花株 ￥３３，０００ 

155:C.percivaliana 

‘Shangri-La’  (OG) 

     開花株  ￥１９，８００ 

156: C.mossiae f.alba 

    ‘ Wenzel ’  (OG) 

     開花株  ￥２２，０００ 

HIT! 

NEW! NEW! 

NEW! NEW! 

NEW! 

NEW! お勧め! NEW! 

HIT! 

NEW! NEW! 

NEW! 

NEW! 

NEW! 

一押し! 

NEW! NEW! 

NEW! 



 

  
  

157: Phal.speciosa 

‘Red Panda’ (MC) 

ｽﾍﾟｼｵｻ ﾚｯﾄﾞﾊﾟﾝﾀﾞ 

ｼｮｯｷﾝｸﾞﾋﾟﾝｸになったパンダ 

進化系人気原種 

     開花株 ￥６，３８０ 

158: Phal.violacea 

‘Indigo Blue’ (MC) 

ﾋﾞｵﾗｾｱ ｲﾝﾃﾞｨｺﾞﾌﾞﾙｰ 

もの凄く青い花が咲きます！ 

香りも抜群の人気種です。 

開花株  ￥６，６００ 

159: Paph.tetraspis x sib. 

   ﾃﾄﾗｽﾋﾟｽ 

新模様のテトラです。蝋質 

の花びらで趣ある中型原種 

です。 

開花株 ￥３．３００ 

160: Paph.bellina f.coerulea 

   ﾍﾞﾘｰﾅ ｾﾙﾚｱ 

淡いグリーンにリップ周辺が青 

紫色になる個体のみを選抜し 

たものです。 

開花株 ￥６．６００ 

 

 

 

 

161: Den.lindley 

デンドロ リンドレイ ２系統あります 

実生株ですが写真の様な４N 

系が開花します。人気です 

３．５号 BS ２N系 ￥１，７６０ 

３．５号 BS ４N系 ￥３，０８０ 

162: Psh.citrina 

ﾌﾟﾛｽﾃｹｱ ｼﾄﾘﾅ 

メキシコ産の魅力的な原種、 

シトラスの香りが GOOD! 

木に付けて冬強光、水好む 

開花株 ￥１４，３００ 

163: Psh.karwinski 

ﾌﾟﾛｽﾃｹｱ ｶﾙｳｨﾝｽｷｰ 

リップが黄色くなりしかも細いの 

が特徴です。栽培はシトリナ同 

様です。希少です。 

     開花株 ￥１４，３００ 

164: Phal.deliciosa 

   fma.hookeriana 

ﾃﾞﾘｼｵｰｻ ﾌｰｹﾘｱﾅ 

珍しい色彩のバラエティー、

順次咲きする小型の原種。 

開花株  ￥３，８５０ 
 

 

 

 

 

165: Sterochilus pachuphyllus 

ｽﾃﾛｷﾗｽ ﾊﾟｷﾌｨﾗｽ 

かわいい白と濃ピンクとの小型単茎

種、新入荷系です。秋に下垂咲き  

開花株 ￥５，５００ 

166: Den.fulgidum 

デンドロ フルギダム 

濃いオレンジ色の房咲き美花 

今回実生株で栽培しやすい。 

２．５号 開花可能株 ￥３，３００ 

167:Epi.marmorada 

 ｴﾋﾟﾃﾞﾝﾄﾞﾗﾑ ﾏﾙﾓﾗｰﾀﾞ 

大人気の小型エピデンです。 

年何回か開花します。 

２．５号 開花可能株 ￥６，６００ 

168:Angcm.leonis 

ｱﾝｸﾞﾚｶﾑ ﾚｵﾆｽ 

葉がペッタンコで蟹のような 

形の草状は人気！香りあり 

開花株 ￥２，５３０ 

 

 

 
 

169:Bulb.ankylochele 

ﾊﾞﾙﾎ  ゙アンキロチェレ 

オレンジの色鮮やかな美花 

ﾏｽﾃﾞﾊﾞﾘｱのようで人気がある 

   開花株 ￥６，６００ 

170: Onc.stasyi  

ｵﾝｼｼﾞｭｰﾑ ｽﾃｲｼｰ 

ネギの様な細く垂れる葉は１ｍに 

なり見事、花も大きくビックリ！ 

木付き開花株 ￥９，９００ 

171:Bulb.roxburghii 

ﾊﾞﾙﾎﾞ ﾛｸｽﾊﾞｰｷﾞｰ茜縞斑 

葉模様が美しく人気のある 

小型バルボです。 

２．５号 開花株 ￥１６，５００ 

172：Coel.uniflora 斑入り 

ｾﾛｼﾞﾈ ﾕﾆﾌﾛｰﾗ 中透け斑 

極低温性で大きな花が咲く。 

葉が斑入りで美しい屋外栽培可能 

２．５号 開花株 ￥３，８５０ 

HIT! HIT! 

OMG! 

BEST! 

OMG! 

NEW! 

HIT! 

BEST! 

HIT! 

HIT! 

HIT! HIT! 

OMG! 

NEW! 
NEW! NEW! 



  
 

 

173: Cirr.sp orange 2020 

ｼﾙﾎﾍﾟﾀﾗﾑ ｓｐ  

品種不明の中型シルホです。 

ＮＳ６～７ｃｍで迫力あり 

開花株  ￥４，４００ 

174： Bulb.makoyanum 

Mem.Kenji’ BM/WOC  (OG) 

NS１０ｃｍの大輪ユニークな

花形で目立つ原種です。 

２．５号 開花株 ￥７，７００ 

175: Bulb.nitidum 

   ‘Shooting Star’  BM/JOGA 

NSが８ｃｍにもなる特別大きな入賞 

花。強健でよく咲きます。 

開花株  ￥１１，０００ 

176:Bulb.lasiochilum 

album ‘White Lion’ 

緑珍しく香りの良い小型バルボ、 

アルバで秋冬咲 沢山咲きます 

(OG) 開花株  ￥４，４００ 

    

177：Den.latelare ﾗﾃﾗｰﾚ 

小型原種ながら激しく花が咲く！ 

ピンクから紫 白系まで花色は様々  

天然もの活着品販売です 

開花株   \５，５００ 

178: Den.crisocrepis 

    ‘Full Moon’ SBM/JOGA 

毎年必ず咲く入賞花です。極丸花 

１バルブに何十輪も開花する 

開花株   \５，５００ 

179: Bulb.lindleyanum 

希少バルボです。白い毛が花 

一面に生えて渋い黒ストライプ 

１０～１５ｃｍ下垂して咲く 

開花株   \３，８５０ 

180: Den.annae ‘Charlotte’ 

自然種からの当園選抜個体 

丸さリップ大きさサイズ共に 

文句なし、SM狙えます。(OG) 

 開花株 ￥１６，５００ 

    

181：Oeceoclades sp new 

葉が緑色と銀斑入りになる新品種 

です。花もユニークなマダガス 

カル原種大変希少です。 

開花株   \１６，５００ 

182: Angcm.leonis 

ネイティブ マダガスカル 

ゴツゴツとした葉状はとても魅力的 

です。 自然種は希少です！ 

開花株  \９，９００ 

183: Angcm.ursianum 

小さな巨人！葉幅２ｃｍで肉 

厚の葉には白い点が入りカッ

コよい。希少なネイティブ株 

開花株   \９，９００ 

184: Angcm.curnowianum 

ちっちゃい単茎種ですが、で 

っかい花が咲く！丸葉には白 

い模様が入る魅力的です。 

 開花株 ￥３，３００ 

    

185：Mediocarcar decoratum 

テラリュームなどでも人気原種です 

今回超でかい株もあります。 

夏は涼しいほうが良い 

３．０号 開花株 ￥１，９８０ 

巨大開花株    \４，４００ 

186: Zelenkoa.onusta 

ゼレンコア オナスタ 

秋咲の大人気のミニ ｵﾝｼｼ゙ｭー ﾑ 

当園の交配で強健で大きな花が咲 

く、今回木着付け株を販売 

１作開花株   \３，３００ 

187: Aer.hyaloides 

エランギス ヒアロイデス 

極ミニのアフリカンですが、入

手困難品、久々の販売になり

ます。当園実生です。冬咲き 

２．０号 開花株   \３，３００ 

188: Macodes sanderiana 

ﾏｺﾃﾞｽ ｻﾝﾃﾘ゙ｱﾅ 

若者を中心に人気の高い葉模様 

が楽しいジュエルオーキッド 

です。栽培品です。 

開花株  ￥３，８５０ 
 

NEW! NEW! 

HIT! OMG! 

BEST! 

NEW! 

NEW! NEW! NEW! 

HIT! BEST! BEST! 

BEST! 

BEST! 

NEW! OMG! 



    

189：C.trianae fma.trilabelo 

   ‘Lia’ BM/JOGA (OG) 

開花株   \３３，０００ 

190: C.trianae fma.trilabelo 

‘Winter Butterfly’ (OG) 

開花株   \４４，０００ 

191: C.trianae fma.trilabelo 

 ‘New Century’ (OG) 

開花株   \４４，０００ 

192:C.trianae fma.trilabelo 

 ‘Colombian Santa’ (OG) 

 開花株 ￥４４，０００ 

    

193：C.trianae fma.flamea 

 ‘Edgar Knight’ (OG) 

開花株   \４４，０００ 

194:C.trianae fma.picoty 

覆輪花 ‘Jungle Fever’ (OG) 

2b+G   \３８，５００ 

195:C.trianae fma.concolor 

 ‘Oto’  BM/JOGA (OG) 

開花株 \２２，０００ 

196: C.trianae fma.s/alba 

‘Mother Dominican’ (OG) 

開花株 \３３，０００ 
 

 

 

  

197： C.trianae fma.trilabelo 

        ‘Love love’ (OG) 

    開花株 ￥４４，０００ 

198: C.walkeriana 巨大輪 

flamea ‘Crimson Lotus’ 

(OG) 開花株   ￥３３，０００ 

199: C.walkeriana (OG) 

fma.suave‘Clione’ SM/JOGA 

開花株   \４４，０００ 

200:C.walkeriana (OG) 

fma.s/alba ‘Leo’ 

    開花株 ￥１１，０００ 

 

 

  
 

201:  C.walkeriana (OG) 

fma.vinicolor ‘Cavasinii’ 

開花株 ￥６６，０００ 

202:  C.walkeriana (OG) 

fma.alba ‘Snow Jewel’ 

４G開花株  ￥１１，０００ 

203: C.walkeriana (OG) 

fma.s/alba flamea ‘Lucas’ 

開花株  ￥１３２，０００ 

204:  C.walkeriana (OG) 

fma.trilabelo ‘Azrita 

   開花株 ￥３３，０００ 

 

 

  
 

205: C.walkeriana 巨大輪 

suave-flamea ‘Big Star’ 

(OG) 開花株￥３３，０００  

206：C.walkeriana (OG) 

fma.suave ‘Fairy Kiss’ 

開花株￥３３，０００  

207:C.walkeriana (OG) 

fma.suave ‘Pink Splash’ 

開花株  ￥３３，０００ 

208: C.walkeriana (OG) 

fma.suave ‘Sexy White’ 

 開花株 ￥３３，０００ 

NEW! 

NEW! NEW! NEW! 

NEW! 

NEW! 

NEW! NEW! NEW! 

NEW! 

NEW! NEW! NEW! 

BEST! BEST! BEST! 

NEW! NEW! NEW! 



             

   ◆ 専用資材 ◆  

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  メール shop@w-orchids.net 

 

 

 

 

１： 硬質グリーンプラポット 

形は変わりませんが少し新しく 

なりました！色もやや濃いめ。 

全ての蘭にお使い頂けます！ 

２．５号-￥４０ ４．０号-￥６６ 

３．０号-￥４４ ５．０号-￥９９ 

３．５号-￥５５   

２：透明プラポット１０個組価格 

１０個組の価格です。日光が当たる 

事で根がしっか育ちます。 

 

２．５号-￥２２０ ４．０号-￥４００ 

３．０号-￥３３０ ４．５号-￥４５０ 

３．５号-￥３７０ ５．０号-￥５００ 

３： ニュージ-ランド産高級水苔 

上級クラスのミズゴケは一味違います！ 

 ３Kｇ １．５ｋｇが店長のお勧めです。 

５００ｇ ３A ￥２９００   

１ｋｇ ３A上 ￥５３００ 

１．５ｋｇ 特上４Aハーフ ￥７７００  

３．０ｋｇ 特上４A ￥１４３００ (新入荷物) 

          
 

４：素焼き鉢 （三河鉢） 毎年替えましょう！ 

 洋ラン用鉢のスタンダード。やっぱり使いやすい 

 発送には割れないように十分注意いたします。 

 ご希望の方には割安で箱売りも可能です。 

２．０号-￥６３ ３．５号-￥１２７ ５．０号-￥２４０ 

２．５号-￥８９ ４．０号-￥１７７ ６．０号-￥３８０ 

３．０号-￥１０１ ４．５号-￥２０２ ７．０号-￥５０６ 

５： 素焼き平鉢 

鉢底を少し大きく割るとよく乾くよう

になります。大株向け 

３．０号-￥１０１ ７．０号-￥５０６ 

４．０号-￥１５２ ８．０号-￥６９６ 

５．０号-￥２０２ ９．０号-￥７５９ 

６．０号-￥３２９ １０号-￥１０１２ 

６： オーキッドバーク 

S 粒とM 粒サイズが有ります 

一味違う乾きの良いバーク！ 

一度洗って天日で干すと良い 

 

８ リッター    ￥１，５２０ 

４０ リッター  ￥４，４００ 

       

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 

サイズの鉢で使えます。３種類がある。 

素焼き鉢用 (S) ・ 

素焼き平鉢用(A) 

プラスチック用 (P) 

どの種類でも １本 ￥９４０ 

８： 洋ラン吊り輪(ﾌﾞﾙｰｼｰﾙﾄﾞ） 

    [ １０個以上で１０％OFF ] 

取り外しが無く簡単に鉢を吊るせる 

物で使い勝手が良い決定版！ 

当店も含め多くの方が利用しています  

３．５号 ￥５００ 

４．０号 ￥５２０ ４．５号￥５４０ 

９： オーキッドハンガー 

[ １０個以上で１０％OFF ]  

ステンレス製で壊れない！簡単に 

脱着できます。吊り具のスタンダード。 

 あまり重い鉢には使えません。 

S （ 長さ約３０ｃｍ） ￥４２０ 

M （ 長さ約５０ｃｍ）  ￥４４０ 

mailto:shop@w-orchids.net


                  

１０： コルト水和剤  

最新のカイガラ虫専用殺虫剤、顆粒 

３月と７月、１１月に散布して１年 OK 

 

（１００g) ￥２，４２０ 

１１： アプロード （水和剤) 

特に粉カイガラ虫に大変良く効きます。 

３月と７月、１１月に散布して１年 OK 

格安で使いやすいスタンダード。 

      （１００g)  ￥１，３２０ 

１２：ﾀﾞｰズバン （水和剤) 

カイガラムシやヤスデにも大変良く 

効きます。    

３月と７月、１１月に散布して１年OK 

     （１６７g)  ￥２，７５０ 

                

１３： スターナー (水和剤) 

軟腐病治療に効果がありピタッと止まるが 

連用はできない。  予防薬ではありません 

ここ一番で使用しましょう。 

 (１００ｇ) ￥１，８７０ 

１４： ジマンダイセン (水和剤) 

黒点黒斑病等菌類に使用できます 

竹の子族に良くある葉裏のウエットな 

点にも予防できます。 

（２５０ｇ) ￥９４０ 

１５：アグレプトマイシン （水和剤） 

軟腐病や細菌感染予防に持続 

性があります。高温時には使えま 

せん。梅雨や秋雨前に最適 

（100g）￥８８０ 

            

１６： カイガラ虫エアゾール（1本） 

新発売！簡単に駆除し持続性もある 

良く効きます！即効性ならこれ！ 

庭木にも使えます。 

      （４８０ｍｌ） ￥９４６ 

１７： キノンドー （水和剤） 

軟腐病の予防剤として安定した効果 

がある。耐性菌も付きません。 

パフイオや胡蝶蘭に最適です。 

      （２００ｇ）￥１，４３０ 

１８： モベント （プロアブル剤） 
スリップスやダニも駆除できる最新 

薬で約 3週間持続するのが凄い！ 

連用は避けた方が良い。 

      （１００ｍｌ）￥３，０８０ 

               

１９： マイキラー（1本） 

ナメクジ駆除剤の定番！ナメクジが上 

を通れば駆除できる、薄めて噴霧 

するだけ！  （５００ｍｌ） ￥３,０８０ 

２０：ナメナイト(３２０ｇ １個)￥１,１００ 

新発売！水に強くなった。薄く頻繁に 

継続して巻くだけでナメクジを根こそぎ 

退治！粒剤で安全です。 

２１：ガビオタ １２：２４：２４ （400g） 

美しい花を咲かせる肥料として一番 

使われている安心安全の肥料です。 

１個 ￥２，６４０  

 

 
  

２２： ステムクリップ 

支柱に挟んで新芽やステム 

が簡単に固定できます。 

可動式です。 

２０個入り \４４０ 

２３： バルブクリップ  

支柱とバルブ、バルブ同士、 

ステムを簡単にクリップ可能 

L-１０個 M-１８個 S-２０個

\２５０ 

２４： サニーコート ２ｍ幅 

内張りに使用で暖房費を 

セーブ！空気含む２重構造 

多年使用も可能です。 

 １ｍ単位でカット \５００ 

２５：ダイオラン５０％ ２ｍ幅 

市松模様の直射日光が入 

る黒い寒冷紗で丈夫です。 

植物がしっかりと育ちます 

１ｍ単位でカット \７２０ 



 
 

  

２６： ｼﾝﾋﾞ・ﾃﾞﾝﾄﾞﾛの土 

２種類の日向土と２種類のバ 

ークベースで仕上げた当社 

オリジナルブレンドのコンポスト 

 (６リットル) \１,２１０ 

２７： パフィオの土 

やや細かめに仕上りです 

２種類の軽石と２種類バーク 

べ-スで仕上げた当社ブレ 

ンドのコンポスト売れてます。 

   (６リットル) \１,６５０  

２８： 発砲スチロール S型 

鉢底に使用することで通気 

が良くなり、支柱固定も可能 

コンポストも削減できてお財 

布にも優しい。 

    (５リットル) \２８０ 

２９：支柱キャップ  

葉傷や目に安全！支柱曲げ

不要！約１７０~２００個 

Ｓ-2.8mm 

Ｍ-3.2mm 

Ｌ-3.8mm  各￥４４０ 

     

３０： らーくらくネット ３０％ ４０％ ５０％ ６０％ ７０％ 

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 

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 

張り脱着可能。遮光率も選べます。 サイズも別注ですので 

好みのサイズにオーダーしてもらいます。 

1㎡当たり  ￥７７０～￥８８０ 

３１： スーパー Ｆ－１ 

亜リン酸ですので葉をコーテ 

イングし病気予防にもなる 

花を沢山咲かせる肥料です。 

       

 \２，２００   

３２： B-1 

アミノ酸がたっぷり入った 

使いやすい有機肥料です。

デンドロ・シンビ・カトレアに 

最適小粒です。 

１Kｇ \１，１００ 

 
     

３３：チークバスケット ４角 

タイのチーク材使用の丈夫 

で根の張りが良い 

 (２個組) \１,６５０ 

３４：プラスチックバスケット 

便利に使えるプラスチック性 

希望者多数の為販売開始 

Ｓ\１１０ Ｍ\１７０ L\２８０ 

３５： ヘゴ棒 

（３．５ ｘ ３．５ ｘ ５４ｃｍ） 

近年価格高騰しています 

1本 \６６０ 

３６：  ヘゴ板 

18cm x 25cm  

近年価格高騰しています 

（1枚の価格）￥１，９８０ 

   

３７： おまかせ（超発酵油粕） 

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！ 

春と秋にご使用ください！ 

７００ｇ￥６６０ ２．５㎏￥２，０９０ 

３８： グリーンサムポット 

プロが使う、1年間をかけて効きます 

Ｃ号 カトレア・デンドロ用  

Ｂ号 パフィオ・胡蝶蘭用 

250g\6６0 １０ｋｇ￥２２、０００ 

３９：ワンタッチ クイックタイ 

カッターが着いたクイックタイ結束 

バンドです。ライトグリーンで目立たな 

く適度の柔らかさでバルブを痛めない 

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￥４４０  特大￥６６０ お買い得４～６個★１,８７０ 
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濃厚な赤系の色彩を持つ個体です。リップと 

筒部分全てが同色となり、すごく良い雰囲気 

冬咲きです。カラーブレイクもほとんどなく３つ 

のパーツに分かれるクリーム黄色がアクセント。 

（２０９）   開花株 ￥４４，０００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

（２１０） １０株入り４号鉢 １CP ￥２２，０００  

コンビネーション ２ポット以上 １CP ★１８，５００ 

    

 

ﾊﾟｰｼﾊﾞﾘｱﾅ ﾏﾙﾓﾗｰﾀﾞﾌﾗﾒｱ ‘ﾎｰﾘｰｽﾀｰ’ 

色鮮やかでショッキングな美花、初花でこのｸオﾘﾃｨｰ 

世界で類を見ない未来系ﾊﾟｰｼﾊﾞﾘｱﾅです。 

（２１１）４G 開花可能株 ￥１６５，０００ 

      
 

プレスタンス コンカラー‘オーロラ’  (OG) 

これほど美しいコンカラーはない！巨大輪でリップはふくよか！ 

L喉奥は黄緑で美しい。強健で年２回は開花し１００％満足品！ 

（１１２） 開花株  ￥８８，０００ 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

ワルケリアナ フラメアピコティー ‘スタージュエリー’（OG） 

覆輪系ｾﾐｱﾙﾊﾞですが強いフラメアも入る新色 

ワルケです。クリっとした花形もかわいくて GOOD！ 

世界中で２株しかないレアーな個体です。 

（２１３）   開花株   ￥１３２，０００ 

 

 

ルデマニアナ セルレア ‘ダークサイドブルー’ 

世界が仰天した！気持ち悪いくらいグレーの筋が 

花全体に入る濃青色の最高個体です。花色は 

低温で咲かせると刻出るようです。MC も今回 

新発売ですが、やはり OGはひと味違います！ 

 （２１４）  (OG) ３B開花株 ￥１６５，０００ 

     No.2              No.3            No.4 

C.amethystoglossa fma. alba x sib. （３種類の CP） 

①（No.4 xNo.3）  ②(No.2 x No.4)  ③(No.3 x self) 

Rlc.Mikawa Elegans ‘ Aoi’  (OG) 

 

 

   

C.walkeriana fma.flamea-picoty ‘Star Jewelry’ 

 

’  (OG) 

 (OG) 

 

 

C.praestans fma.concolor ‛Aurora’ SSM/JOGA 

 

 

C.lueddemanniana coerulea ‘Dark Side Blue’ 

 

C.lueddemanniana f.rubra-flamea‘W.O.Surprise’  

(OG) 

 

 

C.percivaliana marmorada-flamea’Holy Star’ (OG) 

  (OG)  

 

とても 

 

 

 



 

 

ルデマニアナ ‘ラブリー’ 

ルブラ系でペタル幅が極広の個体です。加えて 

グラマラスなリップが濃色で特別感があります。 

実際目の前にするとすごい花です。 

（２１５） 開花株 ４G ￥５５，０００ 

 
 

チシス ラングレイエンシス‘ブルーダイヤモンド’ 

実生の中からたった一株だけ奇跡の青い花が咲いた！ 

いかにも今風な色彩を最初に見た時の嬉しさは忘れら 

れません！大変希少なチシスです。 

（２１６）    開花可能株 ３バルブ ￥８８，０００ 

 

 

カトレケア ワカウイッチー‘サマー ルージュ’ 

 

自家製交配より選抜した特にリップの色が濃い 

個体です。花サイズも大きく３～６輪開花する 

メダル確実の初売り個体です。４～６月に開花 

（２１７）   開花予定株 ￥４４，０００ 

      
 

リンコレリオカトレア ラスト ドリーム ‘ビビアン’ 

素晴らしくビビットな色のラベンダー最高品です。 

特徴ある模様とリッチなカラーは風格抜群！ 

株分け困難なオリジナル株です。 

今回はバックふかしの良い株でお買い得！ 

（２１８）   ２バック＋新芽  ￥３３，０００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  トレチェリアナム アルバム ‘ベイオウオルフ’ 

丁寧の育てられた分け株、甘い香りも人気！ 

純白花が４０ｃｍ下垂咲きし見事、希少な自然種 

小さ目の格安株も有りますお問い合わせ下さい 

            1 作開花株 ￥４４，０００ 

（２１９） 開花株 ￥７７，０００ 

 

 

 

トリアネ トリラベロ ‘パンダ’ 

極鮮やかなショッキングピンクの花に見惚れてしまう。 

当園実生の最高品です。歴史に残る名品になります。 

ここまでの色が出た事はキセキです。 

（２２０） 開花株 ４バルブ ￥２２０，０００ 

C.trianae fma.trilabelo ‘Panda’ (OG) 

 

 

 

 

 

Rlc.Last Dream ‘Vivian’ SM/JOGA  (OG) 

 

 

Ctyh.Waka Wiczii ‘Summer Rouge’ (OG) 

 

C.lueddemanniana ‘Lovely’ (OG) 

 

 

 

 

 

 

(OG) 

 

Chysis Langleyensis coerulea‘Blue Diamond’（OG） 

 

 

 

Den.treacherianum fma.album ‘Beiowolf’ (OG) 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

カトレア ルミノーサ‘パウウエラ サン’ 

伝説ドーウィアナとテネブロッサの 1 代交配種 

とても美しいオレンジ黄色とリップに金脈が入り 

圧倒的迫力がある。夏咲。初売り 

（２２１） 開花株 ３バルブ ￥６６，０００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジェンマニー ルブラ‘レッド タトゥー’ 

2019 年選抜！ルブラの中でも 1 段階濃い発色の 

個体です。自然な花形が気に入っている！リップ 

は大きくて丸い。大輪系 秋咲き 

（２２２）    開花株 ３バルブ ￥６６，０００ 

 

 

ワルケリアナ ルブラトリラベロ ‘パーフェクト BV’ 

この手に多い変形がなくきっちりペタルが開く個体 

は希少です。しかもこの濃色となるとパーフェクト! 

国産の分け株、価格抑えめでの初売りです。（OG） 

（２２３） 販売数２株   開花株 ￥６６，０００ 

      

 

ワルケリアナ ラベロイド ‘ﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾏｰ’ 

株ができると写真の全てのセパルもリップ化する 

ラベロイドと呼ばれる花に進化！安定して開花す 

る国産選抜個体。ブラジル物より格安です。   

（２２４） 販売数２株   開花株 ￥６６，０００ 

 

 

 

9G 

 

 

 

 

 

コクシネア オーレア ‘イエローバード’ 

 

いわゆる日本産の黄花の元親といっても過言で 

はない素晴らしい個体です。原種らしい花形は 

飽きない、強健種で今回木に付けています。 

（２２５）    開花株 ￥８８，０００ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ターニングポイント‘エメラルドブーケ’ 

お抹茶を想像させる濃厚な深緑色一色の美花 

花弁は艶々しており、花もちもよくて大人気にな 

り価格高騰した竹の子です。初分け株販売  

（２２６）  開花株 ２バルブ ￥４４，０００ 

 

C.jenmanii fma.rubra ‘Red Tattoo’ (OG) 

 

 

 

 

 

C.coccinea fma.aurea ‘Yellow Bird’ (OG) 

 Fdk.Turning Point ‘Emerald Bouquet’ (OG) 

 

 

C.walkeriana fma.labeloide ‘Transformer’ (OG)  

 

 

C.walkeriana f.rubra-trilabelo ‘Perfect B.V.’ 

 (OG) 

 

 
C.Luminosa ‘Pauwela Sun’  (OG) 

 

 

 

 

 

 

(OG) 

 


