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C.purpurata fma.sanguinea ‘Priscila’ (OG)

ブラジルより１６００株直前入荷！目玉は日本初売りとなる Carlos Gomes 氏世界最高の
パープラータを独占販売です！その他入手困難種 シュロデレー・ワーネリー・ソフロ
系も天然物で充実です。久々にワクワクなラインナップとなりました。粗悪なものはあり
ませんが、輸入直後ですので根張りに関してはあらかじめ了解ください。
カタログ到着日からご注文を承ります。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は再度お電話
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
天下一植物界 ５月１５日～１６日 ２日間開催 （宝塚市私立文化芸術センター） 出張販売
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 ２日間開催

和歌山 JＡビル１F 特設会場（JR 和歌山駅前）

咲くやこの花館 初夏の蘭展 ６月１７～２０日

咲くやこの花館大温室内 （大阪府大阪市）

〒641-0023 和歌山市新和歌浦 2-10 Tel.073-444-2422

ホームぺージ http://www.w-orchids.net

Fax 073-446-2506

e-mail shop@w-orchids.net

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！
お買い物合計 ￥１１，０００未満の場合

割引なし

送料一律￥１，７００が必要

お買い物合計 ￥１１，０００以上の場合

割引なし

１箱分の送料を当店でご負担します

お買い物合計 ￥３３，０００以上の場合

１０％OFF

１箱分の送料を当店でご負担します

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。

注意！）
＊代引きご利用の場合は代引き手数料(+\330 or+\550)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。

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。

NEW!

NEW!

一押し!

１：Phal.bellina

２：Eulophia euglossa

ベリーナ 香り胡蝶蘭原種

３：Den.bellatulum

(‘Pegasus’SBM/JOGA x self )

デンドロ ベラチュラム

ﾕｰﾛﾌｨｱ ﾕｰｸﾞﾛｯｻ ﾍﾟｶﾞｻｽ

人気が高いこの原種は鉢だとなかな

国産実生で良く出来た株です。十分
今季初花を楽しめるサイズですので

蘭友会ラン展でグランプリ受賞したアフリ

かうまく栽培できません。今回は木に

楽しみですね。木に付けたりして遊ぶ

カの地生蘭。１花茎に１００輪咲き２－３

付けて販売いたします。株はしっかり

のも良し。何株か買って香りを楽しん

か月花が咲く緑が際立つ原種です。

していますので安心です。

でください。

契約生産者直送の優秀株

再度トライしてみてください！

開花予定株 ￥２，２００

４．０号 開花可能株 ￥７，１５０
Photo by Marcelo Z

NEW!

NEW!

４：C.nobilior v.amaliae ‘Beira Rio’ xself

ﾉﾋﾞﾘｵｰﾙ ｱﾏﾘｴ ﾍﾞｲﾗﾘｵ

５：C.nobilior(f.concolor x f.vinicolor)

ﾉﾋﾞﾘｵｰﾙ ｺﾝｶﾗｰ x ﾋﾞﾆｶﾗｰ

木付き開花株 ￥２，７５０

NEW!

６：C.nobilior

(‘Novo Xavantina’ x concolor)

写真の花が親になっています。ピンク系

新色オレンジ系ピンクのﾋﾞﾆｶﾗｰ狙いです

ﾉﾎﾞｻﾞﾊﾞﾝﾃｨﾅ ｘ ｺﾝｶﾗｰ

だけど、ピンピンでまん丸なﾍﾟﾀﾙは魅力！

日本ではまだ見たことがない特殊色彩です

サンプル写真です。形の良いコンカラ

リップも黄色く張りがあり素晴らしい個体

コンカラーとのマッチングですから期待はで

ータイプを狙った実生です。どんな花

です。

きますね。

が咲くか？マットグロッソ系の新実生。

開花株 ￥１３、２００

BEST!

開花株 ￥８，８００

一押し!

NEW!

兄弟株写真
８： C.nobilior var.amaliae
(Antonio Demond x True Diamond)
fma.s/alba (‘Pure’ x ‘Cicio’)
ｱﾝﾄﾆｵﾃﾞﾓﾝﾄﾞ ｘ ﾄﾙｩｰﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ
ｱﾏﾘｴ ｾﾐｱﾙﾊﾞ （ﾋﾟｭｱ ｘ ﾁｯﾁｮ）

９：C.pumila

写真のようなド迫力の花が次々と咲いて

純粋にきれいなｾﾐｱﾙﾊﾞを狙った自家製

写真よりは実際ワインレッド系の美しい

きました！株も強いのでお勧めです！

実生です。今回は木に付けての販売とし

色です。ここまで形が良くなったのはす

何株か大人買い下さい！

ます。安心して生育します。

ごいです。AWZ の最新実生限定５株

７：

C.nobilior

開花株 ￥８，８００

１作開花株

￥８，８００

木付き ２作開花株 ￥４，４００

(fma.vinicolor‘AWZ’x self)
ﾌﾟﾐﾗ ﾋﾞﾆｶﾗｰ AWZ ｾﾙﾌ

２．５号鉢 NBS ￥２２，０００

NEW!

NEW!

NEW!

Priscila

Red Bull

１０： C.purpurata fma.sanguinea

Carlos Gomes

１１： C.purpurata fma.sanguinea

(‘Red Bull’x ‘Priscila’)

( ‘Aparecida’ x ‘Priscila’)

１２： C.purpurata fma.canhanduba

(‘CG 909’x‘Carlos Gomes’)
カンハンドゥーバ CG909 ｘ C.ゴメス

サンギネア レッドブル ｘ プリシーラ

サンギネア アパレシーダ x プリシーラ

世界が驚嘆したサンギネアの丸花！

ブラジル最高のコレクター名を持つ

最新の色彩です！ピンクリップの中に黄

フラメア系が片親ですから、ビックリの

最高ポテンシャルのサンギネア交配

色が入るさわやかな花！

濃色フラメアが出る可能性もある。

です。やっぱり買いです！

それはもう やばいくらい綺麗です。

３．０号

￥８，８００

３．０号 ￥８，８００

２．５号

NEW!

NEW!

NEW!

￥７，１５０

Sergio

Arminio

１３： C.purpurata fma.roxo-bispo

１４： C.purpurata fma.roxo-bispo

Obra-Prima

１５： C.purpurata fma.tipo-claro

(‘Arminio’x ‘Sergio’)

( ‘VTF’ x ‘Arminio’)

ロショビスポ アルミニオ ｘ セルジオ

ロショビズポ ＶＴＦ ｘ アルミニオ

鮮やかな白弁に明るいけど濃いピンク色

とにかく今回のリストに一番先に入れ

これがレリア？と思わせるくらい改良され

になる今人気↑の色彩です。

たった色彩です。やや小型の花です

たまん丸な美花！リップは白部分が無く

名花アルミニオを使った最新実生

が、すっごく美しい！

ノーズから真っ赤になると最高です！

３．０号 ￥７，１５０

(‘Vera Cruz’x‘Obra-Prima’)

３．０号 ￥７，１５０

３．０号

Oculata

Pedreira 4N

Mem.C.Decham

ps
１７：C.purpurata f.oculata‘Pedreira4N’

１６：C.purpurata

Estrela Polar

１８：C.purpurata fma.s-alba x sib.

(fma.ardosia‘Black’x self)
アルドシア ブラック

(‘Estrela Polar’x‘Mem.C.Deschamps’)
ｵｸﾗｰﾀ ペデレイラ ｘ M.C デシャンプス
ｴｽﾄﾗｰﾗﾎﾟｰﾗｰ x M.C.ﾃﾞｼｬﾝﾌﾟｽ

濃い青紫色の色彩を意味しますが

あえて４N を使った最新実生です。リップが

歴史を変えた幅広弁で丸型のﾊﾟｰﾌﾟﾗｰﾀ

さらに黒っぽい色になる個体のセル

どの模様になるかはお楽しみってことで！

リップはガッツリ丸く真っ赤になれば大当

フ苗となります。期待十分！

巨大輪でスカッとしたリップを期待します。

たり！さあどこまで進化するんだ？

２．５号

￥４，９５０

x

￥７，１５０

NEW!
NEW!

NEW!

NEW!

ベラクルズ ｘ オブラプリマ

s/a‘Mem.C.Deschamps

３．０号

￥７，１５０

３．０号 ￥７，１５０

BEST!

NEW!

NEW!

１９： C.purpurata

２０： C.purpurata fma.alba

(f.carnea-cherry‘Big Lip’x self)
カーネア チェリー‘ビッグリップ’ セルフ

(‘Ｎｏ．１９４’ x ‘Ｅｌｉａｓ’)
アルバ １９４ ｘ エリアス

２１： C.crispa fma.flamea

(‘Wenzel’x self)
クリスパ フラメア ウエンゼル セルフ

巨大なリップを持つカーネアです。

比較的花形の良いアルバが咲く実生

高確率で写真のようなﾌﾗﾒｱが咲く

色が濃いのでチェリーという色彩。

です。以外にアルバは持っていない

自家製実生です。強健で栽培容易

このアンバランスが新しい！

方が多いですね。良い株です。

低温にも強い。

２．５号 開花株 ￥４，９５０

開花可能株 ￥８，８００

BEST!

NEW!

NEW!

Silvia

２２：C.purpurata fma.carnea

(‘Scarlet’x‘Silvia’)
ｶｰﾈｱ ‘ｽｶｰﾚｯﾄ’ｘ‘ｼﾙﾋﾞｱ’

開花可能株 ￥１１，０００

Perfect Rouge

２３：C.purpurata fma.carnea
(‘Silvia’x‘Perfect Rouge’)

２４： C.tenebrosa f.aurea x self
テネブロッサ オーレア

ｶｰﾈｱ‘ｼﾙﾋﾞｱ’ｘ‘ﾊﾟｰﾌｪｸﾄ ﾙｰｼﾞｭ’

人気の高いアルバ個体 ショーナンの子供

人気のカーネア色自家製実生。リップ

サイズよりもチェリーと呼ばれる濃いカー

になります。あまり背が高くならずコンパクト

が大きく濃い花を予想しています。特に

ネア色を持つリップを目指した自家製

ほぼ同色の花が期待できます。

ペタル幅ある大輪系を期待。(wo506)

実生です。 (wo507)

２．５号

￥３，８５０

２．５号 ￥３，８５０

NEW!

NEW!

NEW!

２５：C.schroederae

２６：C.schroederae‘Popayan’x self

(‘PCA’x ‘Della Vechia’)

３．０号 ￥３，８５０

シュロデレー ポパヤン セルフ

２７：C.trianae f.coerulea-pincelada
(‘Heitor’x ‘Majesdade’)

ｼｭﾛﾃﾞﾚｰ ＰＣＡ ｘデラ ベチア

これしかないのか！って位のポパヤンさ

ﾄﾘｱﾈ ｴｲﾄｰﾙ ｘ ﾏｼﾞｪｽﾀﾞｰﾃﾞ

親のルーツは不明ですが希望を超える

んですが、安定した花形は唯一無二！

セルレアでピンセラーダになる人気実

花が咲くと思います。香りも楽しめますの

このロットからも名花が出るはずです。

生花形もよくなりつつあります。

で買いのアイテムですね！

素晴らしい香りもお楽しみください・

一発当たれば夢心地～。

２．５号

￥５，５００

３．０号 ￥６，６００

２．５号

￥１３，２００

NEW!

NEW!

２８： C.schilleriana

NEW!

２９： C.schilleriana f.coerullea

(fma.‘semi-alba’ x ‘semi-alba’)

３０: C.schilleriana (f.carnea x self)

(‘Azul’ x self )

シレリアナ カーネア

ｼﾚﾘｱﾅ ｾﾙﾚｱ ｱｽﾞｰﾙ ｾﾙﾌ

とにかく新色なんです！ペタルからドット

鮮やかな緑色のﾍﾟﾀﾙを持つ花が開花

こちらも人気の鉛色とセルレア色の

が消えて、リップがオレンジピンク色系に

してきている。リップは赤から濃いピンク

マッチングカラーです。以外に強健

なる個体のセルフ！限定 5 株です

新色です！葉もゴリゴリの興味ある株です

なので是非お買い上げください。

早めのご注文を！

シレリアナ セミアルバ

限定 5 株

３．０号

￥２５，０００

１作開花株３．０号 ￥１１，０００

HIT!

NEW!

NEW!

３１： C.leopordii

３２： C.leopordii fma.alba

(‘Dark Prince’x self )

２．５号～３．０号 ￥１９，８００

３３： C.amethystoglossa

(‘Bela Vista’x self)

(fma.s/alba x self)

レオポルディーアルバ ベラビスタ

ｱﾒｼﾞｽﾄｸﾞﾛｯｻ セミアルバ ｾﾙﾌ

この実生は当たりはずれがないことで

鮮やかな緑色の花弁に純白のリップが

上品なホワイトに濃いピンクのリップとなる

有名。濃色で丸弁の美花が咲きます。

たまらない個体。輪数もしっかり付くの

ﾍﾟﾀﾙにはほとんどドットはなく美しい

今回４０ｃｍもある良い株です

で豪華な鉢となります。夏咲き良株

レオポルディー ダークプリンス セルフ

限定5 株 開花可能株 ￥８，８００

開花可能株 ￥１１，０００

NEW!

NEW!

BEST!

開花可能株 ￥９，９００

３４：C.amethystoglossa

３５：C.amethystoglossa

３６： C.amethystoglossa

(fma.flamea ‘Tedesco’x self)
ｱﾒｼﾞｽﾄｸﾞﾛｯｻ ﾌﾗﾒｱ ﾃﾃﾞｽｺ

( fma albescens‘Helena’ x self)
ｱﾒｼﾞｽﾄｸﾞﾛｯｻ ｱﾙﾍﾞｯｾﾝｽ ﾍﾚﾅ

(fma.aurea ‘Select’x self)
ｱﾒｼﾞｽﾄｸﾞﾛｯｻ ｵｰﾚｱ ｾﾙﾌ

2N 系 人目を惹くこの模様は特別！

白弁でリップの中央がピンクから薄紫色

咲く時期により鮮やかな黄色となる。

ｾﾙﾌなので期待はできます。根気よく

になる不思議な花。ほぼ同様に色彩を

実生を重ね黄色出現率は高い。

2－3 回花は見てください。

期待！日本従来品とは異なるパターン

マジでビックリしますよ！この色は。

２．５～３．０号

￥８，８００

２．５号

￥１１，０００

２．５～３．０号 ￥６，６００

NEW!

NEW!

NEW!

３７：C.warnerii fma.semi-alba

３８：C.warnerii fma.semi-alba

３９： C.warnerii fma.coerulea

(‘Zulega’x ‘Mestk’)
ﾜｰﾈﾘｰ ｾﾐｱﾙﾊﾞ ｽﾞﾚｶﾞｘ ﾒｽﾄｸ

(‘Zulega’x ‘Mordomia’)
ﾜｰﾈﾘｰ ｾﾐｱﾙﾊﾞ ｽﾞﾚｶﾞｘﾓﾙﾄﾞﾐｱ

[‘Filinha’x (‘Mininas’x‘Caliman’)]

近年売り物がないワーネリーです。９９％

こちらも９９％白赤 エスプリットサント

沢山お問い合わせいただくセルレア実生です

白赤 エスプリットサント本場の実生

本場の実生です。写真はイメージで

自生地の本場が考えた最新セルレアですので

写真はイメージです。

すがお勧めのワーネリー。

期待してください。写真はサンプルです。

３．０号 ￥ ６，６００

NEW!

４０： C.warnerii f.semi-alba arlata

ﾜｰﾈﾘｰ ｾﾙﾚｱ ｶﾘﾏﾝ系 実生

３．０号 ￥ ６，６００

３．０号 ￥７，１５０

NEW!

NEW!

４１： C.percivaliana fma.alba

(‘Charito’x ‘AWZ’)

(‘Celio’x ‘Caliman’)
ﾜｰﾈﾘ ｵﾙﾗｯﾀ ｾﾘﾄ ｘ ｶﾘﾏﾝｰ

ﾊﾟｰｼﾊﾞﾘｱﾅ ｱﾙﾊﾞ(ﾁｬﾘﾄ ｘ ｶﾘﾏﾝ)

ﾊﾟｰｼﾊﾞﾘｱﾅ ｱﾙﾊﾞ（ﾁｬﾘﾄ ｘ AWZ）

リップ全体が赤くなるオルラッタ系 NEW

最高のマッチングと思われるまん丸い

リップの色をとにかく黄金色になるように工夫

カラー実生です。これは見た事がない！

ペタルのアルバ実生です。カリマンを

された楽しい実生です。

絶対に買いです！

親に使用！

アルバ率は９９％ リップで勝負です！

３．０号 ￥８，８００

NEW!

４３: C.labiata fma.s/alba-carnea

(‘Carolyne’x self )
ﾗﾋﾞｱﾀ ｶｰﾈｱ ｷｬﾛﾗｲﾝ ｾﾙﾌ

(‘Charito’x‘Caliman’)

４２：C.percivaliana fma.alba

３．０号 ￥７，１５０

３．０号

￥７，１５０

NEW!

NEW!

４４： C.jenmanii

４５: C.jenmanii

(fma.s/alba-pincelada x self)
ｼﾞｪﾝﾏﾆｰ ｾﾐｱﾙﾊﾞｰﾋﾟﾝｾﾗｰﾀﾞ

(fma.alba-pincelada x self)
ﾚｼﾞｪﾝﾏﾆｰ ｱﾙﾊﾞﾋﾟﾝｾﾗｰﾀﾞ

リップの色彩が今までに無いカーネア色

とても美しいピンセラーダです。セルフ

写真はイメージです。ｱﾙﾊﾞなのにﾍﾟﾀ

になるという希少色彩のラビアタです！

実生ですので同様の模様が期待できま

ﾙに赤いピンセラーダが入る親を使用し

とにかく買っておいてください！

す。ジェンマニーとして、これは珍しい

ています。ブラジル恐るべし！

アモエナとは全く異なります。

色彩です。

一鉢買っておいてください！

２．５号～３．０号 ￥６，０５０

２．５号

￥６，０５０

２．５号 ￥６，０５０

NEW!

NEW!

４６：C.wittigiana ‘Hannah’x self

ｳｲﾁｷﾞｱﾅ ﾊﾝﾅｰ ｾﾙﾌ

NEW!

４７： C.wittigiana （2021JP）
ウイッチギアナ 天然物

４８： C.coccinea (2021JP)

ｺｸｼﾈｱ 天然物

天然物の中から特別にピンク赤の個体の

日本製の巨大輪ではなく、蝶のように

こてこてした日本製の改良種とは違い自然風

セルフです。改良していないパターンになり

ﾍﾟﾀﾙが横に広がるとても可愛い咲き方

な柔らかい花形をお楽しみいただけます。

花は横型のかわいい感じとなる。

をする貴重な天然物です。ひと味違

久々の入荷となります。

山っぽくてなんだか赤い！そんなイメージ

った花をお楽しみいただけます。

木に付けて育ててください。

木付き 開花株

￥３，５００

NEW!

４９： C.riograndens
ﾘｵｸﾞﾗﾝﾃﾞﾝｼｽ 天然物

木付き 開花株 ￥３，８５０

NEW!

木付き

開花株

￥３，８５０

お勧め!

５０： C.bicolor fma.aurea x self

ﾋﾞｶﾗｰ ｵｰﾚｱ

５１： C.caraguatatuba x sib.

ｶﾗｸﾞｱﾀﾂｰﾊﾞ

写真のような黄色いリップが咲けば大当

新品種！しかもオーレアの個体を使った

コクシネアの近縁属で近年分類された

たり！前回売り切れにつき再輸入！

セルフです。黄色出現率は１５％というこ

新しい原種です。丸みがあり黄色に近

夏は真っ暗で水浸しが良く木に付けて

とです。大変珍しい種ですのでチポでも

いオレンジで開花します。開花期は秋

育てます。

問題ないですね。

開花株 ￥４，４００ 大 ￥6,600

お勧め!

５２： C.brevipedenculata

( ‘S775’ x ‘JP25-1’)

木付き

￥８，８００

２．５号 開花可能株 ￥４，４００

お勧め!

NEW!

５３： C.brevipedenculata

５４： C.pygmea (自然種) xsib.

(‘JP-25-1’x‘S775’)

世界一小さいカトレア ピグメア

ブレビペデンキュラータはコクシネア

ブレビペデンキュラータはコクシネア

手乗りカトレアでとても人気がある原種

の近縁種ですが少し乾燥に強いで

の近縁種ですが少し乾燥に強いです

木などに付けると栽培がしやすいです。

す。葉が分厚くてかわいい。

葉が分厚くてかわいい。

夏から秋咲きで長期間開花する。

完全国産実生

完全国産実生

今回ｼﾞｬﾝｸﾞﾙ実生です。

開花可能株 ￥２，７５０

開花可能株 ￥２，７５０

開花株 ￥４，１５０

HIT!

55：Rlc.Chialin Ruby ‘可楽’

ﾁｱﾘﾝ ﾙﾋﾞｰ ｺｰﾗ (MC)

NEW!

HIT!

56：Rlc.Duh’s Wisdom
‘Green Star’AM/AOS (MC)

お勧め!

57：Rlc.Lorreta’s Dream (MC)
‘Eva Powder’

AM/AOS

58：Rht.Duh’s Crown
‘01214148’ SM/TOGA

(MC)

リップ全体が非常に濃い赤 トゥーズウイズダム グリーンスター

ロレッターズドリーム エバ パウダー

色一色となり、まん丸である とても香りが良い事で知られ

ディグビアナの血を受け継 明るいオレンジ色新花です。

事から大変目立つ。。
４．０号 開花株 ￥３，８５０

お勧め!

59：Bc.Katherine H Chatham
× C.Shellie Compton
新しい国産交配です、細長

る品種です秋から冬咲き
４．０号 開花株 ￥３，８５０

いだ白系花 芳香種

でかいリップが印象的芳香種

４．０号 開花株 ￥１９，８００

３．５号 １作開花株 ￥４，９５０

NEW!

HIT!

お勧め!

60：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

トゥーズ クラウン

61：Rlc.Chialin BlackFlower
‘Black Kingkong’(MC)

ﾁｱﾘﾝﾌﾞﾗｯｸﾌﾗﾜｰ

62：Rlc.Duh’s Wisdom
‘Dreamy Star’

(MC)

FCC/AOS

トゥーズウイズダム ドリーミースター

い草状で大きな花が咲く、リ 何というユニークな花形なんでし 濃いワ インレッド系一色の 大変香りが良い品種！厚弁
ップの模様には違いがある。
３．５号 開花株 ￥３，８５０

ょう。ぶさ可愛い人気品種です
４．０号 開花株

￥３，８５０

HIT!

HIT!

63:Rlc.Cariad’s Mini Quinee
‘Angel Kiss’ (MC)

新花、リップ更にベルベット

で P と L にギザギザが入る

４．０号 開花株 ￥３，８５０

４．０号 開花株 ￥３，８５０

NEW!

HIT!

64:Ctt.Bule Angel
‘Hsinying Azul’ (MC)

65:Rlc.Penny Helen’A10489’
ﾍﾟﾆｰﾍﾚﾝ （MC）

66:Rlc.Greenwich‘Elmhurst’
ｸﾞﾘｰﾝｳｲｯﾁ ｴﾙﾑﾊｰｽﾄ（MC）

ｶﾘｱｰｽﾞﾐﾆｸｲﾆｰ‘ｴﾝｼﾞｪﾙｷｽ’

ﾌﾞﾙｰｴﾝｼﾞｪﾙ ｼﾝｲﾝｱｽﾞｰﾙ

Mem ヘレンブラウンの子供で 鮮やかな緑色の名花。とても良い香

ミディー系の一番売れた品種

オープンリップの中型新品種

美しいスプラッシュ 5～7 輪

りがします。MCからの再メリクロン。

インタ目の子供で栽培容易

かなり濃い青色の印象です

の多花性芳香品種。

花弁が広いものが咲いています。

開花株 ￥２，８５０

Sale!

67:Rlc.Duh’sTreasure
‘Sweetheart’ (MC)

開花株 ￥３，８５０

開花株 ￥３，３００

Sale!

お勧め!

68:Rlc.Duh’s Creation

69:Rlc.Village Chief North

‘Peach’ (MC)

‘Green Genius’

開花株 ￥３，８５０

Sale!

70:Rht. Duh’s Sunshine‘Shine’
ﾄｩｰｽﾞｻﾝｼｬｲﾝ‘ｼｬｲﾝ’(MC)

ﾄｳｰｽﾞﾄﾚｼﾞｬｰ ｽｨｰﾄﾊｰﾄ

ﾄｩｰｽﾞ ｸﾘｴｰｼｮﾝ ﾋﾟｰﾁ

ﾋﾞﾚｯｼﾞﾁｰﾌﾉｰｽ ｸﾞﾘｰﾝｼﾞﾆｬｽ

明るいオレンジ色でレモン色になる

眩しい黄色と真っ赤なリップが

特殊な朱オレンジの美花です

真きれいな緑色と赤のコラボ

リップが新色。エレガントな香りがす

印象的なミディー系美花

オーバーラップする芳香種

多輪性の２枚葉

る。

３．０号 ￥３，３００

３．０号 ￥３，３００

４．０号 ￥３，８５０

開花株 ￥３，３００

HIT!

HIT!

71: Ctt.Pacific Mission

72: C.Remo Prada ‘Crown’

‘Evolution’ SM/JOGA (MC)

NEW!

HIT!

ﾚﾓﾌﾟﾗﾀﾞ ｸﾗｳﾝ （MC）

73:C.Mysterious Night

‘Cool Down’ SBM/JOGA

74:Pot.Maggie Mackenzie

‘Halcyon’ AM/AOS (OG)

ﾊﾟｼﾌｨｯｸﾐｯｼｮﾝ ｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ

５０年以上たっても変わらず可愛い

ﾐｽﾃﾘﾔｽﾅｲﾄ ｸｰﾙﾀﾞｳﾝ

ﾏｷﾞｰﾏｯｹﾝｼﾞ‐ ﾊﾙｼｵﾝ

ﾏｷｼﾏ ﾍｸﾀｰの子供でダイナ

クラシックカトレア リメイク品です

巨大輪の茄子紺の美花で

私が見た中では一番紅色感が

ミックな玉咲き とにかく青いです

丸く変異するの多数あります。

す。春咲きでよい香りが楽

強いクラシックカトレア！

開花株

\１１，０００

HIT!

開花株

\１６，５００

ﾗﾄﾗｽﾄﾄﾞﾘｰﾑ ﾋﾞﾋﾞｱﾝ SM/JOGA

ビビットｶﾗｰで人目を惹く冬咲き

76:Rlc.Warm Color ‘Big FootⅡ’
ｳｫｰﾑｶﾗｰ‘ﾋﾞｯｸﾞﾌｯﾄ’SM/JOGA (MC)

開花株 ￥２７，５００

HIT!

OMG!

HIT!

75:Rlc.Last Dream‘Vivian’(MC)

開花株 ￥１１，０００

77: Sl.Gratrxae‘Rotor’ (OG) 78: Rlc.Rosebud (OG）
ｸﾞﾗﾄﾘｷｼｴ ‘ﾛｰﾀｰ’ HCC/AOS
‘Passion’BM/JOGA

ゆったり咲く超巨大輪で人気種、冬 ﾃﾈﾌﾞﾛｯｻとｺｸｼﾈｱの交配

ロゼバッド パッション

だいぶ大きくなりました！今が買 咲き、栽培容易で丸葉200株限定 種。小型ですが巨大輪！特異 パーフェクトな花形のミディ。
い！是非お買い求めください。
開花株 ￥８，８００

NEW!

79:Rl.glauca‘Green Field’
ｸﾞﾗｳｶ‘ｸﾞﾘｰﾝ ﾌｨｰﾙﾄﾞ’(OG)

メリクロン

色彩年2 回開花します。

３．５号 ￥５，５００

銘品ﾄﾞﾘｰﾑﾊﾟﾗﾀﾞｲｽの子供です。

開花株 ￥７，７００

開花株 ￥１１，０００

NEW!

NEW!

NEW!

80:Grc.Frances Dyer (OG)

81 : C.Madonna’TK.Comet’

82:Rlc.Tahitian Dancer

‘Linda Vista’HCC/AOS

マドンナ KT コメット （OG）

ﾀﾋﾁｱﾝ ﾀﾞﾝｻｰ‘#219’ （OG）

SM/JOGA を取った一番緑色の

ﾌﾗﾝｾｽﾀﾞｲｱｰ‘ﾘﾝﾀﾞ ﾋﾞｽﾀ’芳香種

クアドリカラーとﾄﾘｱﾈ・ｾﾙﾚｱの交配 素直な株姿のシルキーピンク

最も優れた個体です。

ﾎﾞｰﾘﾝｷﾞｱﾅ ｘ ﾌﾚｸﾞﾗﾝｽ

でとても美しい個体です。

開花株 ￥２２，０００

OMG!

開花株 ￥１３，２００

HIT!

HIT!

83: Bc.Melisande‘Star Splash’
ﾒﾘｻﾝﾄﾞ ｽﾀｰｽﾌﾟﾗｯｼｭ

開花株 ￥１１，０００

84: Bc.Yu Toung Star ‘YT’
ﾕｰﾄﾝ ｽﾀｰ

美花、良い香りがする。
開花株 ￥２２，０００

HIT!

85: Bc.Katherine H Chatham
‘Sucers’ (MC)

86: Bc.Amethyst
ｱﾒｼﾞｽﾄ

実生

当店オリジナル個体です。

世界的に人気のノドｻ系新品

ｷｬｻﾘﾝ H ﾁｬｻﾞﾑ ｻｯｶｰｽﾞ

ククラータとﾊﾟｰﾌﾟﾗｰﾀを

年 2 回開花します。キレの良

種。リップの模様が美しいです

コイン型リップがなんともかわ

親にした面白い実生です。

いスプラッシュ花

やや大輪系

いい！花もち良い人気品種

未開花株

（ＯＧ）

開花株 ￥１１，０００

開花株 ￥３，８５０

開花株 ￥３，７５０

開花株 ￥３，３００

NEW!

BEST!

BEST!

87:Cl.Rebbecca Northern

88:Ctsm.gnomous ‘Jumbo’

‘Miccabi’ (MC)

ｸﾞﾉﾏｽ ｼﾞｬﾝﾎﾞ

お勧め!

89: Fdk.Enter Light
X Ctsm.Orchidglade

90: Clsm.Wyche’s BumbleBee
‘Jumbo Orchids’ (MC)

ﾚﾍﾞｯｶﾉｰｻﾞﾝ ﾐｯｶﾋﾞ

逆さ向きに開花する大輪です

くどくなく、あっさりとしたピュア

バンブルビーと言うキャラクタ

ピンク真珠と呼ばれる大人気

ユニークな花形でリップの黄

グリーンの最新交配種です

ー名を持つ最新品種、芳香

の小型タケノコ代表種

色が目立つ。

下垂して咲く

種。花は大きく見事です。

開花株 ￥３，３００

BEST!

開花株 ￥３，６３０

未確認 開花株 ￥８，８００

HIT!

BEST!

開花株 ￥４，９５０

NEW!

Photo by Orchids Roots

91: 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

92：Fdk.After Dark’SVO Black P’
ｱﾌﾀｰﾀﾞｰｸ SVO ﾌﾞﾗｯｸﾊﾟｰﾙ

93: MonJumbo Delight’O D’

94:Monn.Millenium Magic’WC’

ｼﾞｬﾝﾎﾞﾃﾞﾗｲﾄ ｵﾚﾝｼﾞﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞ

ﾐﾚﾆｱﾑﾏｼﾞｯｸ ｳｲｯﾁｸﾗﾌﾄ

OG メリクロン販売中！黒よりも大輪

真っ黒なランで有名な品種。

まん丸な花形が目立つ新色

本当に黒い！巨大輪でよく咲

FCC 獲得した素晴らしい花です。

ジンジャーの香り US 系

花もちもよい芳香品種です。

きます。お水が大好き。

３．０号

￥６，６００

３．０号

￥６，６００

開花株 ￥３，８５０

NEW!

HIT!

HIT!

95: Phal.deliciosa
fma.hookeriana

96 : Phal.violacea

97: Phal.amboinensis

ﾃﾞﾘｼｵｰｻ ﾌｰｹﾘｱﾅ

‘Indigo Blue’ (MC)
ﾋﾞｵﾗｾｱ ｲﾝﾃﾞｨｺﾞﾌﾞﾙｰ

開花株 ￥４，９５０

NEW!

‘Nicole’ AM/AOS (MC)

98: Phal.bellina f.coerulea
ﾍﾞﾘｰﾅ ｾﾙﾚｱ

ｱﾝﾎﾞｲﾈﾝｼｽ‘ﾆｺﾙ’

淡いグリーンにリップ周辺青

珍しい色彩のバラエティー、

もの凄く青い花が咲きます！

鮮やかな茶色に白の模様が

紫色になる個体のみを選し

順次咲きする小型の原種。

香りも抜群の人気種です。

大変美しく目立つ良個体です

たものです。

開花株 木付き ￥３，８５０

開花株 ￥６，６００

NEW!

NEW!

99: P.speciosa‘Red Panda’ 100: Paph.tetraspis x sib.
(MC) ｽﾍﾟｼｵｻ ﾚｯﾄﾞﾊﾟﾝﾀﾞ

ﾃﾄﾗｽﾋﾟｽ

開花株 ￥４，４００

NEW!

101:Phal.speciosa ‘C-1’
ｽﾍﾟｼｵｻ‘C-1’（MC）

開花株 ￥６，６００

NEW!

102:Schoenorchis fragrans
ｼｪﾉﾙｷｽ ﾌﾚｸﾞﾗﾝｽ

ｼｮｯｷﾝｸﾞﾋﾟﾝｸになったパンダ

新模様のテトラです。蝋質の

一番売れているｽﾍﾟｼｵｻです

前回完売につき再度輸入！

進化系人気原種

花びらで趣ある中型原種です

赤茶色と白のコントラストが楽

今回もよい株です。木付き

しい。模様は気まぐれで変わる

手乗りのミニ人気単茎種

豪快に咲く大輪品種
開花株 ￥６，３８０

開花株 ￥３．８５０

開花株 ￥４，４００

2 芽 開花株 ￥３，０８０

HIT!

NEW!

NEW!

103:C.mossiae‘El Avila’x self
モッシエ ｴﾙｱﾋﾞﾗ ｾﾙﾌ

104:C.leopordii fma.verde
’Charm Green’

（OG）

NEW!

105: C. medelii ‘Kuroe’

106: C.lawrenceana

(OG)

fma.amoena’Blanc & Rouge’

ﾒﾝﾃﾞﾘｰ クロエ （OG）

白弁でピンクリップの希少色彩

きれいなグリーンになり、Ｌの

セミアルバの中でもリップの

白弁ピンクリップの美しい個体

とにかく人気があります。

ピンクと合わさり美しい個体。

赤が濃い個体です。

です。２０２１初花選抜

２．５号 ￥４，４００

開花株５G ￥３８，５００

NEW!

107: C.intermedia fma.alba
‘White Star’ (OG)

NEW!

108: C.intermedia
fma.concolor ‘A-7’ (OG)

開花株 ￥２２，０００

開花株 ￥２７，５００

OMG!

NEW!

109:C.maxim‘Yellow Eyes’ 110:C.maxima var.manabi#2
ﾏｷｼﾏ ｲｴﾛｰｱｲｽﾞ

ﾏﾅﾋﾞ‘＃２’ 自然種

サンダーのセルフから選抜 名花サンダーのセルフです。 L の中の黄色い線がクッキリ

海と山の間に位置する地域変種。

美しい艶あるアルバ個体。

花サイズ大きいコンカラー

希少です 海タイプなのに赤リップ

開花株 \３３，０００

開花株 \２７，５００

NEW!

111:C.maxima s/alba-striata

NEW!

112:C.maxima f s/alba-

‘Christomas Tree’ (OG)

‘White Addiction’ (OG)

ｸﾘｽﾏｽ ﾂﾘｰ

ﾎﾜｲﾄ ｱﾃﾞｨｸｼｮﾝ

多輪性で白さが目立つ美花

５G 中株 ￥３３，０００

NEW!

濃赤リップの優秀な個体です

４G 中株 ￥３８，５００

NEW!

入り目立つ個体です。

開花株 ３G ￥１１，０００

NEW!

開花株 ５G ￥２２，０００

お勧め！

113:C.maxima ‘Clara’ (OG)
ﾏｷｼﾏ ｸﾗﾗ 自然種

114: C.maxima ‘Shophia’
ﾏｷｼﾏ ｿﾌｨア 自然種

海タイプの色彩変種で淡い色

やや細身ですが上品なピンク

リップ色彩が変わっています。

色の特異な個体です。

開花株 ￥２２，０００

NEW!

４G 開花株 ￥２２，０００

NEW!

115: C.maxima s/a-striata
‘Dr.Sergio’ (OG)

116: C.maxima s/a-striata
‘Jupiter’ (OG)

117:C.maxima s/a-striata
‘Cool Beauty’ (OG)

118: C.maxima v.gigantea
fma.alba‘Anastasia’(OG)

ｾﾐｱﾙﾊﾞｽﾄﾘｱｰﾀ Dr.ｾﾙｼﾞｵ

ｾﾐｱﾙﾊﾞｽﾄﾘｱｰﾀ ｼﾞｭﾋﾟﾀｰ

ｾﾐｱﾙﾊﾞｽﾄﾘｱｰﾀ ｸｰﾙﾋﾞｭｰﾃｨｰ

ｱﾙﾊﾞ ｱﾅｽﾀｼｱ 自然種

ペタルが独特な折れ方をして、

濃赤リップの優秀な個体です

特にリップが長くきれいに垂れ

ｷﾞｶﾞﾝﾃｱﾀｲﾌﾟの希少アルバ

濃い筋が入る、濃赤リップも筋

ﾍﾟﾀﾙにほとんど筋が入らない

るリップの筋も滲まずきれいで

個体。スッキリした純白花で

が目立つ独特な個体です

美花です。

豪華に見える優秀花

す。エクアドル産

６G 開花株 ￥５５，０００

６G 開花株 ￥３８，５００

５G 開花株￥６６，０００

開花株 ￥５５，０００

NEW!

一押し!

119:C.mendelii fma.amoena 120: C.crispa
‘Luna Rosa’ (OG)
fma.flamea ‘Red Flash’
開花株 ￥４４，０００

5G 開花株￥２７，５００

一押し!

一押し!

121: C.jenmanii
fma. rubra ‘Kobe Night’
開花株 ￥３３，０００

NEW!

NEW!

123: C.purpurata flamea

124:C.purpurata (OG)

125:C.purpurata flamea

1 作開花株 ￥１７，５００

NEW!

127: C.labiata fma.mosca
‘Carol’ (OG)
１作開花株 ￥１３，２００

NEW!

‘Tycoon’BM/JOGA
開花株 ￥１９，８００

NEW!

128:C.warneri concolor
mosca ‘Nataly’ (OG)
開花株 ￥２２，０００

NEW!

131:C.warneri fma.alba
132: C.lueddemanniana
‘Ehime’ PC/JOS (OG)
‘ Perfect Dots’ (OG)
開花株 ￥３３，０００

NEW!

開花株 ￥３３，０００

NEW!

４G 開花株 ￥２７，５００

NEW!

NEW!

‘Fire Beat’ (OG)

122: C.lueddemanniana
coerulea ‘Carlos’

‘Ikaw Pa Rin’ (OG)
開花株 ￥１３，２００

NEW!

126: C.purpuata semi-alba
‘Ruby’ (OG)
開花株 ￥１３，２００

NEW!

129: C.trianae fma.s/alba
‘Erie’ (OG)
3～4G 開花株 ￥４４，０００

HIT!

130: C.tenebrosa
‘Prima ’ （OG）
開花株 ￥４４，０００

NEW!

133:C.intermedia coerulea
aquinii‘Fujimusume’ (OG)
開花株 ￥ ２７，５００

134: C.intermadia (OG)
marginata‘Haines City’
開花株 ￥２７，５００

NEW!

NEW!

サンプル写真

135:C.warscewiczii
s/alba ‘Extra’ (OG)
開花株 ￥３３，０００

136:C.warscewiczii (OG)
albescens‘Ruchelensis’
開花株 ￥２７，５００

138: C.walkeriana
(Summer Carnival x Progresso)
trilabelo‘Azurita’(OG)
137:C.warscewiczii coerulea
開花株予定株 ￥１６，５００

開花株 ￥２２，０００

NEW!

139:Cuitlauzina pendula

BEST!

BEST!

OMG!

140: Psh.mariae x sib.

141: Psh.citrina

142: Psh.karwinski

ｷﾄﾛｰｼﾞﾅ ﾍﾟﾝﾃﾞﾕﾗ 自然種

ﾌﾟﾛｽﾃｹｱ ﾏﾘｴ

ﾌﾟﾛｽﾃｹｱ ｼﾄﾘﾅ

ﾌﾟﾛｽﾃｹｱ ｶﾙｳｨﾝｽｷｰ

メキシコから輸入した株です

大変人気のエピデン系小型 メキシコ産の魅力的な原種、

リップが黄色くなりしかも細い

個体変化を楽しめます。

原種レタスグリーンとリップ

シトラスの香りが GOOD!

のが特徴です。栽培はシトナ

活着株販売です。

の白が目立ちます。

木に付けて冬強光、水好む

同様です。希少です。

開花株 ￥１４，３００ ・￥１９，８００

開花株￥１４，３００ ・￥１９，８００

３．０号 ￥５，８００

１作開花株 ￥４，４００

NEW!

HIT!

HIT!

HIT!

143: V.christensoniana

144:V.Pinky ‘New Star’ (MC)

145:Rhy.coerestis pink

風蘭交配 ﾋﾟﾝｷｰ ﾆｭｰｽﾀｰ

ﾘﾝｺｽﾃｨﾘｽ ｾﾚｽﾃｨｽ ﾋﾟﾝｸ

風蘭交配 ﾙｰｽﾈｱﾘｰ

「桜バンダ」として人気ある小型種

風蘭系の甘い香りがする大輪

濃いピンクの花が咲く実生で

無加温栽培できるバンダ、

栽培容易良く増えてよく咲く！

花。春咲きで葉姿が良い

す。ゴリゴリのはす型です

良い香りがあるブルー系

ﾊﾞﾞﾝﾀﾞ ｸﾘｽﾃﾝｿﾆｱﾅ

開花株 ￥３，６５０

HIT!

開花株 ￥３，０８０

開花可能株 ￥４，４００

HIT!

HIT!

146: V.Lou Snealy

開花株 ￥１，６５０

NEW!

150： Papilion vandarum

147:Paph.sakuhakulii
‘Cance Maker’

148: Paph.bellatulum
s/alba select 2021

149: Onc.stasyi

NS15.5cm の大きな花です。

ベラチュラムのｾﾐｱﾙﾊﾞ個体

ネギの様な細く垂れる葉は１ｍに

棒状の葉で大変珍しい原種

10 年位前の選抜になります

強健です！名前は自由に

なり見事、花も大きくビックリ！

写真の株の分け株です。

木付き開花株 ￥９，９００

３．５号 開花株 ￥８，０００

開花株 ￥１６，５００

NEW!

151:Den.haveyanum

実生

ﾃﾞﾝﾄﾞﾛ ﾊｰﾍﾞﾔﾅﾑ

開花株 ￥４５，０００

ｵﾝｼｼﾞｭｰﾑ ｽﾃｲｼｰ

OMG!

BEST!

152： Bulb.makoyanum

153: Bulb.nitidum
‘Shooting Star’ BM/JOGA

Mem.Kenji’ BM/WOC (OG)

ﾊﾟﾋﾟﾘｵﾅﾝｾ ﾊﾞﾝﾀﾞﾗﾑ

BEST!

154: Bulb.lasiochilum
album ‘White Lion’

気温 40 度を超える暑さにも負

NS１０ｃｍの大輪花です。

NSが８ｃｍにもなる特別大きな入賞 緑色の小型バルボです。珍しく

けない強健種が完成。丸く、

ユニークな花形で目立つ

花。強健でよく咲きます。

良い香りがする、アルバで秋冬咲

巨大な花が 3～5 月開花

原種です。

お勧めの個体。

沢山咲きます木に付けても OK！

３．５号 開花株 ￥４，１８０

２．５号 開花株 ￥７，７００

開花株 ￥１１，０００

(OG) 開花株 ￥４，４００

NEW!

BEST!

NEW!

155： Oeceoclades sp new

156: Aer.hyaloides

157: Angcm.leonis Native

158: Bulb.roxburghii

葉が緑色と銀斑入りになる新品種

ｴﾗﾝｷﾞｽ ﾋｱﾛｲﾃﾞｽ

BEST!

ﾚｵﾆｽ ﾈｲﾃｨﾌﾞ ﾏﾀﾞｶﾞｽｶﾙ

ﾊﾞﾙﾎﾞ ﾛｸｽﾊﾞｰｷﾞｰ 茜縞斑

です。花もユニークなマダガス

極ミニのアフリカン入手困難

ゴツゴツとした葉状はとても魅力的

葉模様が美しく人気のある

カル原種大変希少です。

品、久々の販売になります。

です。 自然種は希少です！

小型バルボです。

開花株

\１６，５００

２．０号 開花株

\３，３００

159：Trichglottis rosea

160: Milt.spectabile s/alba

var.breviracema

ﾐﾙﾄﾆｱ ｽﾍﾟｸﾀﾋﾞﾚ ｾﾐｱﾙﾊﾞ

２．５号 開花株 ￥１６、５００

NEW!

HIT!

NEW!

NEW!

開花株 \９，９００

161: Bulb.lindleyanum
ﾊﾞﾙﾎﾞ ﾘﾝﾄﾞﾚｲｱﾅﾑ

162:Ceratostylis philippinense
ｾﾗﾄｽﾃｨﾘｽ ﾌｨﾘﾋﾟﾈﾝｾ

ﾄﾘｺｸﾞﾛﾃｨｽ ﾛｾﾞｱ ﾌﾞﾚﾋﾞﾗｾﾏ

寒さにも強いブラジル原種、珍しい

希少バルボです。白い毛が花

小型の原種で栽培容易。木

株は下垂し葉の根元にピンクの花

セミアルバ個体でやや小型です。

一面に生えて渋い黒ストライプ

に付けるもの良い。お水が好

が咲く美花。３０～５０ｃｍ

４～６月開花

１０～１５ｃｍ下垂して咲く

きです。

木付き 開花株 ￥５，５００

開花株 ￥３，８５０

BEST!

NEW!

163：Den.trantuanii

開花株 ３．０号 \３、３００

開花株

\２、２００

HIT!

NEW!

165: Den.Lai’s Angel

ﾄﾗﾝﾂｱﾆｰ

164: Den.crisocrepis
‘Full Moon’ SBM/JOGA

扁平のバルブが面白い一風

毎年必ず咲く入賞花です。極丸花

実リップのあずき色が新しいフ

実生株ですが写真の様な大

変わったピンクの艶っぽい美花

１バルブに何十輪も開花する

ォーモーサ系花もち良い美花

輪で開花します。人気です

開花株 ￥４，４００

NEW!

167：Gongola 各種
a)
b)
c)
d)

flaveola
e) grossa
cassidea
galeata luteola
gratulabunda

開花株 どれでも

\３，８５０

開花株

\５，５００

ﾗｲｰｽﾞ ｴﾝｼﾞｪﾙ

３．０号 開花株 ￥３，３００

166: Den.lindley
デンドロ リンドレイ

３．５号 BS

￥２、２００

BEST!

OMG!

NEW!

168:Den.eximium

169: Den.forbesii

170: Den.hanckokii

エクシミウム

フォーベシー

ﾊﾝｺｯｷｰ （竹葉ｾｯｺｸ）

花裏には毛が生えリップはショッキ 葉が大きくまん丸でとても魅力あり 近年入手困難株となりました。
ングピンクで目立つ人気品種です

株だけでも見ていられる。

天然物の分け株となります。

お水が好きです。

白い美花。株高５０ｃｍ 良い株す。

０度まで栽培可能強健種です。

開花株

￥５，５００

開花株

\５，５００

開花株

\５，５００

◆ 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

プラスチック製品、輸入物、素焼き鉢の原材料等が値上がりしてきましたので一部商品の価格改正ご了承ください

１： 硬質グリーンプラポット

２：透明プラポット１０個組価格

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

なりました！色もやや濃いめ。

事で根がしっか育ちます。

全ての蘭にお使い頂けます！

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 ￥３，３００

２．５号-￥５０ ４．０号-￥９０

２．５号-￥２５０ ４．０号-￥４５０

１ｋｇ ３A 上 ￥５、５００

３．０号-￥６０ ５．０号-￥１００

３．０号-￥３５０ ４．５号-￥５００

１．５ｋｇ 特上４A ハーフ ￥８，０００

３．５号-￥７０

３．５号-￥４００ ５．０号-￥５５０

３．０ｋｇ 特上４A ￥１５，４００ (新入荷物)

5 号は 4.5 号と高さが同じです

４：素焼き鉢 （三河鉢） 毎年替えましょう！

５： 素焼き平鉢

洋ラン用鉢のスタンダード。やっぱり使いやすい

鉢底を少し大きく割るとよく乾く

６： オーキッドバーク
S 粒と M 粒サイズが有りま

発送には割れないように十分注意いたします。

ようになります。大株向け

す一味違う乾きの良いバー

ご希望の方には割安で箱売りも可能です。

３．０号-￥１１０ ７．０号-￥５５０

ク！一度洗って天日で干す

２．０号-￥７０

３．５号-￥１３０ ５．０号-￥２５０

４．０号-￥１８０ ８．０号-￥８００

と良い

２．５号-￥９０

４．０号-￥１８０ ６．０号-￥４４０

５．０号-￥２５０ ９．０号-￥１０００

８ リッター

￥１，５２０

３．０号-￥１１０ ４．５号-￥２２０ ７．０号-￥６６０

６．０号-￥３５０ １０号- ￥１３００

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

８： 洋ラン吊り輪(ﾌﾞﾙｰｼｰﾙﾄﾞ）
[ １０個以上で１０％OFF ]

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) ・

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。

素焼き平鉢用(A)
プラスチック用 (P)
どの種類でも １本 ￥９４０

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。

３．５号 ￥５００
４．０号 ￥５２０
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。３・７・１１月に散布

（１００g) ￥２，４２０

（１００g)

￥１，３２０

（１６７g)

￥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

１９： マイキラー（1 本）

２０：ナメナイト(３２０ｇ １個)￥１,１００

２１：ガビオタ １２：２４：２４ （400g）

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

美しい花を咲かせる肥料として一番

を通れば駆除できる、薄めて噴霧

継続して巻くだけでナメクジを根こそぎ

使われている安心安全の肥料です。

するだけ！

退治！粒剤で安全です。

（５００ｍｌ） ￥３,０８０

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。

２０個入り \４４０

\２５０

１ｍ単位でカット \５００

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

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１５０～１７０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

(６リットル) \１,２１０

(６リットル) \１,６５０

３０： らーくらくネット ３０％ ４０％ ５０％ ６０％ ７０％

(５リットル) \２８０

Ｌ-3.8mm 各￥４４０

３１： スーパー Ｆ－１

３２： B-1

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

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

使いやすい有機肥料です。

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。

デンドロ・シンビ・カトレアに

好みのサイズにオーダーしてもらいます。
1 ㎡当たり

最適小粒です。

\２，２００

￥７７０～￥８８０

１Kｇ \１，１００

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：クイックタイ

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）

カッターが着いたクイックタ

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

イ結束バンドです。

Ｓ\１１０ Ｍ\１７０ L\２８０

1 本 \６６０

(２個組) \１,６５０

３０ｍ

３７： おまかせ（超発酵油粕）

３８： グリーンサムポット

臭わない、カビない、虫こない使いやすい玉肥です。

プロが使う、1 年間をかけて効きます

有機肥料でお困りならこれ！春と秋にご使用ください！

Ｃ号 カトレア・デンドロ用

７００ｇ￥６６０

２．５㎏￥２，０９０

250g\6６0

\４５０

Ｂ号 パフィオ・胡蝶蘭用
１０ｋｇ￥２２，０００

３９：ボードバーク 不定形 (約幅１０ｃｍ ｘ １５ｃｍ)
奥中国産の新松皮です、驚くべき活着力！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。
貴方も虜になるはず！是非お試しを＝＝＝。
やり方はホームページに掲載中！
＊１個￥４４０
＊特大￥６６０
＊長尺 NEW（約幅１５ｃｍ ｘ 長さ４０ｃｍ）￥１，１００
＊お買い得４～６個 ★１,８７０（値引き対象外）

Wakayama Orchids Special Collection
NEW!

NEW!

C.purpurata fma.snguinea‘Priscila’ (OG)

C.purpurata fma.snguinea‘Red Bull’ (OG)

ﾊﾟｰﾌﾟﾗｰﾀ ｻﾝｷﾞﾈｱ ‘ﾌﾟﾘｼｰﾗ’
プリシーラの名を持つ現在世界最高のサンギネア
です。歴史的なこの個体をコレクションされては？

ﾊﾟｰﾌﾟﾗｰﾀ ｻﾝｷﾞﾈｱ ‘ﾚｯﾄﾞﾌﾞﾙ’
プリシーラと人気を分ける兄弟株で現在世界最高
サンギネアです。ﾌﾟﾘｼｰﾗよりもやや赤いこの個体を

これを逃すと次は無いです！
この株については予約制となります。秋に輸入予定
ご予約金として３０％のご入金をお願いします。

コレクションされては？これを逃すと次は無いです！
この株については予約制となります。秋に輸入予定
ご予約金として３０％のご入金をお願いします。

（１７１）

開花株３～４G ￥３３０，０００

（１７２）

開花株３～４G ￥３３０，０００

NEW!

NEW!

Rlc.Durigan ‘Orange Picoty’ (OG)
ドゥリガン‘ｵﾚﾝｼﾞﾋﾟｺﾃｨｰ’

本家ブラジルで入手した当園にしかない実生
選抜個体です。中輪ですが赤茶の覆輪が新鮮
（１７３）

C.schilleriana fma.s/alba‘Verde Milagroso’
(OG) ｼﾚﾘｱﾅ ｾﾐｱﾙﾊﾞ ‘ﾍﾞﾙﾃﾞ ﾐﾗｸﾞﾛｯｿ’

ブラジルから輸入し今年初花のグリーン系の美花
リップピンク赤で大きく展開する カチカチの花。

開花株６G ￥５５，０００

Sale!

（１７４）

開花株５G ￥１７５，０００

Sale!

✖
C.lueddemanniana coerulea ‘Smoky Shadow’
X rubra-flamea ‘Grand Odyssey’SM/JOGA

ﾙﾃﾞﾏﾆｱﾅ（ｽﾓｰｷｰｼｬﾄﾞｳ ｘ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵﾃﾞｯｾｲ）
セルレアでフラメア模様狙いの初期実生です。
在庫減少の為最終販売をします。半額販売で
すので是非お求めください。定価￥１３，２００を
（１７５） 開花株 花未確認株 ￥５，５００

✖
C.walkeriana [labeloide x s/a flamea‘PA-06’
ﾜﾙｹﾘｱﾅ(ﾗﾍﾞﾛｲﾄﾞ ｘ 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。株状態良い
在庫減少により最終処分販売です、定価￥１４，３００を
（１７６） ３．５号

開花可能株 ￥９，９００

NEW!

NEW!

C.maxima fma.rubra‘Deep Kiss’

(OG)

C.trianae fma.flamea ‘Yami’ (OG)

マキシマ ﾙﾌﾞﾗ‘ﾃﾞｨｰﾌﾟｷｯｽ’

トリアネ フラメア ‘ヤミー’

いわゆるスワダ系の中で最もリップの色が濃い個体

原種らしいプチュッとリップが厳かで美しいです。

です。OG 販売は珍しい個体です。今回シース付き

ペタルに赤いスプラッシュが入る花持ち抜群の

株が充実すれば１５輪程度開花し見事です。

コロンビア選抜個体です。今回格安です！

（１７７） ４G シース付き ￥７７，０００

(OG)
NEW!

（１７８）

開花株 ３～４バルブ ￥２２，０００

NEW!

Lc.(Pysage x Edgar Omura)‘Angel Kiss’
(OG)
未登録(ﾍﾟｲｻｰｼﾞ
ｘ ｴﾄﾞｶﾞｰｵｵﾑﾗ)‘ｴﾝｼﾞｪﾙｷｯｽ’

C.percivaliana fma.marmorada ‘Camila’ (OG)
ﾊﾟｰｼﾊﾞﾘｱﾅ ﾏﾙﾓﾗｰﾀﾞ‘ｶﾐｰﾗ’

パープラータ系では無いですがよく似た花形が人気

父親にヘラクレスの血を持つ特別なマルモラーダです

特にリップが深紅色で、周辺部に白い縁取りがある

開花時は白色からこの濃い色まで色彩変化が楽しめる

のが凄くきれいです。

花形はバランスが良く強健種です。

（１７９）

オリジナル分け株

開花株 ￥３８，５００

NEW!

C.nobilior v.amaliae f.striata ‘Mascaras’SM/JOGA

（１８０）

開花株 ￥３８，５００

NEW!

ﾉﾋﾞﾘｵｰﾙ ｱﾏﾘｴ ｽﾄﾘｱｰﾀ ‘ﾏｽｶﾗｽ’（MC）

C.tenebrossa‘Walton Grange’ FCC/RHS (OG)
FCC/RHS
(OG)ｵｰﾚｱ‘ｳｫﾙﾄﾝｸﾞﾗﾝｼﾞ’
ﾃﾈﾌﾞﾛｰｻ

小型の花ですがパーフェクトな花形と花全体に

ダイナミックに開花するオリジナルは素晴らしい！

気持ち悪いくらい筋が入る世界的名花です。
限定 MC 最終販売となりました。
（１８１） 木付き開花可能株 ￥４４，０００

成長すれば１ｍになる！ＮＳ２０ｃｍの巨大輪です
ＯＧ販売は少なく値段も高騰しています。
（１８２） 開花株 ３バルブ ￥６６，０００

183)

４号・ＢＳ ￥２２，０００

184)

２号・小苗

￥２,７５０．

185)

３号・２作

￥８,８００．

C.maxima ‘AM14-6’

C.mendelii (semialba ‘Swan’x self) C.tenebrosa ‘Yono’ GM/JOGA

カトレア マキシマ ‘AM14-6’

カトレア メンデリー（セミアルバ系）

カトレア テネブロッサ ‘ヨノ’

セルレア‘ヘクター’にコンカラーをシ

ここまで鮮明なセミアルバのメンデリ

なんと花径２１cm にもなるゴールドメ

ブリングしたら、明るいピンク色の花が

ーは滅多に見られません。まだ小苗

ダル受賞の極大輪花です。いつもパ

咲きました。満作時に何輪まで咲くか

ですが、親株同様の綺麗なセミアル

ープラータの陰に隠れる原種ですが、

期待しましょう！

バを期待する新しい実生です。

こんな極上個体もあります。メリクロン

187)

188)

左：purpurata fma.russelliana
右：tenebrosa fma.alba

186)

２号・３作

￥２,７５０．

３号・１作

￥３,８５０．

３号・２作

￥６,６００．

C.Pacavia (purpurata x tenebrosa) C.(Undine x Interglossa)

C.Final Image ‘Giant White’

カトレア パカビア （黄色系）

カトレア（アンダイン×インターグロッサ）

ファイナルイメージ ‘ジャイアントホワイト’

１２０年前に登録された品種のリメイク

セルレアの中大輪花同士を交配しま 待望の白花新品種です。花径２０cm

ですが、過去の交配は赤茶系ばかり

した。濃いクサビが入る花に、細かな

でした。爽やかな黄色系大輪花が期

点が入る多花性個体との実生です。 た。初花まであと２年、素直な株立ち

待できる新しい実生です。

セルレアの新花を期待しましょう！

なので生育も問題ないはずです！

189)

190)

191)

３.５号・２作

￥６,６００

３.５号・２作

￥６,６００

を超える極大輪花をメリクロンしまし

３号・ＢＳ

￥１９,８００

Grt.[Ctna.] Why Not

Rlc.Tokyo Girl ‘Elegance’ BM/JOGA

Rlc.Dark Cherry ‘Hawaiian Legacy’

東京ガール ‘エレガンス’

ダークチェリー ‘ハワイアンレガシィ’

白く見える花弁は極淡いピンク色で、

真っ赤な大輪花は如何ですか？銘花 ホワイノット ‘マカナ・ケ・アクア’

口元の黄色と赤を引き立ててくれま

Vallezac にハワイの赤花を当園で交 赤い小輪多花性品種として有名です

す。優しい気持ちにさせてくれる上品

配し、選抜した個体をメリクロンしまし

が、こんなかわいい黄色の変種もある

な大輪花です。メリクロン

た。生育はゆっくりですが良い色です

んです。オリジナル分け株

‘Makana ke Akua’ HCC/AOS

192)

２号・２作

￥３,３００

193)

２号・２作 ￥３,３００

194)

４.５号・１作￥５５,０００

Rth.Cutie Baby ‘Little Phoenix’

Rth.Jubilee Lady ‘Raspberry Yogurt’ Aca.sylhetense ‘Fredensborg’

キューティーベイビー

ジュビリーレディー‘ラズベリーヨーグルト’

アカンソフィピウム シルヘテンセ

‘リトルフェニックス’ SBM/JOGA

こちらも今春新発売のメリクロン苗で

‘フレデンスボー’ GM/DOG

淡い黄色と赤いリップがかわいらしい

す。オフホワイトの花弁にラズベリー

ミニカトレアです。今春新発売のメリク

色の細かな点が縁取られ、他に類を ドイツの審査でゴールドメダルに輝い

ロン苗です。あと２年で初花です。

見ないタイプのミニカトレアです。

た優秀花です。オリジナルを特価で！

195)

196)

197)

５号・ＢＳ

￥１１,０００

Bulb.amplebracteatum
subsp.carunculatum ‘Magnifico’

３号・ＢＳ

￥３,３００

春咲きの稀少地生蘭で、この個体は

３.５号・ＢＳ￥１６,５００

Den.draconis’

Trpla.Maria ‘E Lip’

デンドロビューム ドラコニス

トリコピリア マリア ‘Ｅ リップ’

AM,CBR/AOS タイを中心とした東南アジアに分布す 中米産の原種として人気が高いトリコ

オリジナル分け株

バルボフィラム アンプレブラクテアタム、

カルンキュラタム ‘マグニフィコ’

る原種です。フォルモーサム系なので ピリアですが、こんな濃色花を咲かせ
バルブに生える細かな毛がかわいら

る交配種もあるんです。春～初夏咲

大株作りに適したバルボの原種です。

しいです。香りの良い春咲きです。

き。オリジナル分け株

左：Legacy Red ‘203’

左：Big City ‘Villagio’

右：Hokota Cassandra
‘New Standard’ BM/JOGA

右：Royal Legacy ‘55’

左：Golden Island
‘California Spring’ BM/JOGA
右：Sorcerer’s Stone ‘13’

198)

199)

３号・１作

￥４,４００

Paph.(Legacy Red
x Hokota Cassandra)

３号・１作

￥４,４００

200)

３号・１作

￥３,８５０

Paph.(Big City x Royal Legacy)

Paph.(Golden Island x Sorcerer’s Stone)

（ビッグシティ×ロイヤルレガシィ）

（ゴールデンアイランド

（レガシィレッド×ホコタカサンドラ）

A3817 両親とも数代前には大輪銘花

×ソーサレーズストーン）

A3814 ピカピカに光る艶の良い花弁

ペリーグリップが存在します。展開の

の赤花大輪花を期待する実生です。

良い花弁に放射状の点が広がる大輪 長い大輪花との実生です。展開良く、

色の濃い丸い花を望みましょう！

花が期待できる実生です。

A3818 濃い黄色の大輪花と花茎の
長めの花茎の花を期待しましょう。

221)

９cm 鉢

￥６，６００

C. maxima, rubra strain

222)

BS 7.5cm 鉢

￥９，９００

223)

BS 板付

￥２，２００

Sns. juncifolia ' 5 Stars '

Schoenorchis(Sns.) fragrans

ｼｪﾉﾙｷｽ ｼﾞｭﾝｼﾌｫﾘｱ‘5 ｽﾀｰｽﾞ’

シェノルキス フラグランス

カトレア マキシマ ルブラ系

ブドウ状に多数の小花をつける種。

手のひらに収まる極小型種。透明感

多数の花をつけバランスが良い最高

5 Stars は濃紫色の美花をつける選別 あるピンクの小花を多数咲かせる。花

個体に極濃赤色花の交配。（開花例）

個体の分け株。冬咲き。

色は個体変化あり。栽培容易。

224)

225)

226)

(‘Gorgeous’ X 'Natural World' )

3.5 号鉢 BS

￥５，５００

BS

￥３、８５０

１作

￥３３，０００

Den. Oharano 'Pink Pearl '

Den. Pixie Princess 'H&R'

Den. オオハラノ ' ピンク パール‘

Den. ピクシープリンセス ‘ H & R ’

鮮やかなピンクと白色で先端はグリー

カナリキュラタムの印象が濃くのこる ブラジル 特に美しいライトグリーンの

ンのコントラストが大変美しい花をボ

スパチュラータ系の小型種。花保ち大 花を房状につける希少な入賞花オリ

ール状に咲かせる。

変良く人目を引く色彩。

ジナル分株。花保ち大変良い。

227)

228)

229)

BS

￥９，９００

BS

￥８，８００

Epi. robustum ' Chizuka'
AM/JOS オリジナル株

花芽付

￥７，７００

Bulb. maximam (oxypterum)

V. V. tessellata

V. Pakchong Blue ‘Otokuni’

バルボフィラム マキシマム

バンダ テッセラータ

アフリカ コブラオーキットのアルバタ

インドからミャンマーに自生するバン

イプ。花茎は 50cm 程になり鮮黄緑色

ダの原種。リップのブルーが美しく目 今年入賞色した濃いブルーで網目が

の小花を順次咲かせる希少種。

を引きます。香りがよい人気の原種。

SM(84p)/JOGA(2021)
V. パクチョン ブルー ‘オトクニ’
美しい大輪花。コンパクトな株から花
径 11cm 以上もの大輪整形花を 8 輪。

230)

１作～BS

Rlc. Success Beauty

￥５，５００

231)

(Karbela Beauty x Success Dream )

１作

￥４，４００

Rby. Sanyo Convex

Rlc. サクセスビューティー

( nodosa x Mem. Anna Balmores )

花色の個体変化が大きく面白い実生。高確率でスプラッシュ花が咲き出した

リンコブラソレヤ サンヨー コンベックス

実生未開花株。秋ー冬咲きの大輪花。 写真は開花例。

リップ濃紫紅色のコンパクトな株。兄
弟株で写真の花が咲きました。

232)

2作

￥４，４００

233)

BS

￥２２，０００

234)

1作

￥５，５００

Rlc. Hey Song ‘Flame Dance’

C.(Horace x Benikomachi) select1 Rlc. Mem. Floyd Irvin Bachrach

Rlc. ヘイ ソング ‘フレーム ダンス’

カトレア 未登録 選別個体１

名花チアリンの血を引く極大輪の

中大輪の極丸弁でフラットに展開する ﾒﾓﾘｱ ﾌﾛｲﾄﾞｱｰｳﾞｨﾝ ﾊﾞｯｸﾗｯﾁ‘ｼﾝｲﾝ’

赤花。メリクロンだが覆輪や中斑など

整型花。上品に纏まったリップ、ペタ 黄色系の大輪最新花。たいへん花型

多くの色彩変異株が出る話題の MC。

ルにスプラッシュが入る。

‘Hsinying’

が整い、花保ちも良好な優良種。

236)

開花株

￥３，８５０

Ctt. Scarlet Drop 'Haru'
ｶﾄﾘｱﾝｾ スカーレットドロップ ‘ハル’

235)

1作

￥３,８５０

ワーネリーと、チョコレートドロップの

Bc. 未登録 ( B. nodosa x C.Sanyo Splash )

交配から生まれたメリクロン。

ブラソカトレア (B. ノドサ x C. サンヨースプラッシュ)

株は比較的コンパクトながら、緋色の

実物を見たときにボリューム感を強く感じられる。大きなリップにユニークな

大きな花を 10 輪以上つける

色柄が期待できる新しいノドサ交配。世界らん展 2021 でも同交配が部門トップ

ボール咲きの秋咲き種で見応えあり。

となるトロフィー賞を受賞するなど注目の交配苗。

