
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回は何と言ってもコスタリカからのドーウィアナ！ブラジルより人気沸騰のソフロ系天然 

物や最新 FDK 新竹の子族、前回売り切れのパープラータ、シュロデレーも含め２０００株 

直前入荷！台湾よりカトレア最新品種もあり、盛り沢山のラインナップのリストに仕上が 

っています！イベントがキャンセルになる中、皆様のイライラをブッ飛ばす事が目標！ 

期待に沿えるよう、メッチャメチャ頑張っています！応援下さーい。 

＜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 

秋の洋蘭まつり   10月９日～１１日 委託販売になります 田口洋蘭園温室 （宮城県多賀城市） 

須和田農園秋のセール＆展示会 １０月２９日～１１月１日  須和田農園温室 （千葉県市川市） 

国際園芸オープンハウス秋の蘭展 １１月５日～７日  国際園芸温室（神奈川県伊勢原市） 

咲くやこの花館 秋の蘭展 １１月１８～２１日   咲くやこの花館フラワーホール（大阪市鶴見区） 

久栄ナーセリー秋の蘭展  １１月２６～２８日   久栄ナーセリー温室内 （滋賀県彦根市） 

 

開店記念セール＆和歌山冬のらん展 １２月３日～５日 ワカヤマオーキッド温室にて開催！ 

★特別リストを発行予定です。（期間１１月２７日～１２月４日 ネット配信のみとなります） 

★国際園芸・ナーセリーイデさんが出張販売の予定です！ 
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C.dowiana ‘Treasure Hunting’ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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！ 

 

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。 

                         



    

１：C.dowiana (Costa Rica)  

ドーウィアナ コスタリカ産 

遂に来ました！AM/AOS 個体を使 

用した現地ブリーダーの実生。既開 

花株も含まれますのでご了解下さい 

とにかくホットな買うべき原種です！ 

開花株    ￥２２、０００  

1作開花株 ￥１８，５００ 

２：C.tenebrosa ‘C.G Select’ 

 テネブロッサ カルロスゴメス選抜 

彼自身が選抜した群の中から今回 

特別に入手！どれも幅広弁です。

色彩は濃いものややや薄い色彩も 

あります。どれが咲くかはお楽しみ 

外れなしの選抜個体です。 

開花株 ￥２２，０００ 

３：Rlc.Camdy Pop‘Angel Bouquet’ 

 ｷｬﾝﾃﾞｨ―ﾎﾟｯﾌﾟ `ｴﾝｼﾞｪﾙﾌﾞｰｹ’ 

いよいよ最新メリクロンの発売です 

成長は良くこの勢いだと１～２作で 

開花します。多花性１花茎でブーケ 

になるのでこの名前です。草丈は２５ 

ｃｍ限定２００株ＭＣ初売りです！ 

３．０号 1～２作開株 ￥８，８００ 

 

  

  

４：C.schilleriana ( f.s/alba x s/alba ) 

     シレリアナ セミアルバ 

写真の花が咲き出して売れまくっている 

カリマンの実生です。前回売り切れの為 

再入荷！これは見事です。アベレージ 

も高いので十分期待できます。 

１作 ３．０号   ￥２５，０００ 

５： C.loddigesii fma.trilabelo 

ﾛﾃﾞｨｹﾞｼｰ ﾄﾘﾗﾍﾞﾛ 実生 

ピンクからもっとクリーム系など様々な 

トリラベロが開花します。ハリソニエでは 

なく純潔のロディゲシーです。 

 めっちゃきれいです。          

開花株  ￥８，８００ 

６： C.warneri (‘Santa Teresa’x self) 

 ﾜﾅｰﾈﾘｰ ｻﾝﾀﾃﾚｻ  

やっと見つけた！ワーネリーの女王様！ 

美しすぎるピンクと白リップは永遠です。 

いつの時代も好かれてきた特別個体 

最終販売になります、是非お求め下さい 

３．０号  ￥８，８００ 

   

７： Phal.minus (=Kingidium) 

     (‘WO Zebra’ x self ) 

ファレノプシス ミナス 実生 

写真のように極ミニサイズの胡蝶蘭原種 

トリカラーの派手な色彩は筋となり下垂し

て可愛いんです！入手困難な種です。 

今回実生に成功！木に付けて育てます 

木付き開花株   ￥３，８５０ 

８： Phal.schilleriana 

 ( ‘Red’ x Silver Leaf ) 

ファレノ シレリアナ シルバーリーフ 

同実生群の中から完全に銀色の葉を持つ 

個体だけを選抜したプラントを販売します。 

とにかく美しいので是非お買い求めください 

リーフスパン約 30ｃｍ   ﾋﾟﾝｸから赤花 

木付き 開花可能株  ￥６，６００ 

９：C.araguaiensis  

アラグアイエンシス 

とても珍しいミニ系の原種を入荷できま 

した！リップが筒状でユニークな花形 

は興味津々！日本では見つからない

です。植え替え時期に注意し水は多め 

で管理します。 

２．５号 開花可能株 ￥４，９５０ 



         

１０： C.purpurata fma.sanguinea 

   (‘Red Bull’x ‘Priscila’) 

サンギネア レッドブル ｘ プリシーラ 

世界が驚嘆したサンギネアの丸花！ 

フラメア系が片親ですから、ビックリの 

濃色フラメアが出る可能性もある。 

３．０号相当  ￥８，８００ 

１１： C.purpurata fma.sanguinea 

 ( ‘Aparecida’ x ‘Priscila’) 

サンギネア アパレシーダ x プリシーラ 

ブラジル最高のコレクター名を持つ 

最高ポテンシャルのサンギネア交配 

です。やっぱり買いです！ 

３．０号相当 ￥８，８００ 

１２： C.purpurata  

(f.carnea-cherry‘Big Lip’x self) 

 カーネア チェリー‘ビッグリップ’ セルフ 

巨大なリップを持つカーネアです。 

色が濃いのでチェリーという色彩。 

このアンバランスが新しい！ 

３．０号相当   ￥６，６００  

   

１３： C.purpurata  

flamea’Bela Vista’x sang.’Finho’ 

ﾌﾗﾒｱ ﾍﾞﾗﾋﾞｽﾀ x ｻﾝｷﾞﾈｱ ﾌｨﾝﾎ 

いわゆる白縁取り系のフラメアやサンギ 

ネアを狙ったゴメスの新交配です。 

ﾌﾗﾒｱが出たら凄いのが咲きます。 

          ２．５号 ￥７，１５０ 

１４： C.purpurata  

(fma.ardosia‘Black’x self) 

アルドシア ブラック 

濃い青紫色の色彩を意味しますが 

さらに黒っぽい色になる個体のセル 

フ苗となります。期待十分！ 

２．５号   ￥４，９５０ 

１５： C.purpurata fma.tipo-claro 

(‘Vera Cruz’x‘Obra-Prima’) 

ベラクルズ ｘ オブラプリマ 

これがレリア？と思わせるくらい改良され 

たまん丸な美花！リップは白部分が無く 

ノーズから真っ赤になると最高です！ 

３．０号  ￥８，８００ 

    

１６：C.purpurata f.sanguinea  

 （‘Red Monday’X‘Priscila’） 

ｻﾝｷﾞﾈｱ ﾚｯﾄﾞﾏﾝﾃﾞｰ x ﾌﾟﾘｼｰﾗ 

リップが濃色で鮮やかを感じるサンギネア 

ゴメスの新作です。意外とこういうのがい

いのが咲いたりするんだな。 

３．０号相当   ￥８，８００ 

１７：C.purpurata f.sanguinea  

     （‘Natal’X‘107 Otto’） 

サンギネア ナタール x オットー 

上の 2種よりも Lが大きな個体を使用し 

たゴメスの新作です。限定 15株のみ 

お早めにお求めください！ 

３．０号相当   ￥８，８００ 

１８：C.tenebrosa fma.escura 

    (escura x escura ‘Binot’) 

ﾃﾈﾌﾞﾛｯｻ ｴｽｸｰﾗ ｘ ｴｽｸｰﾗﾋﾞﾉｰ 

写真は同実生から開花した物です濃色 

でリップが大きくなるのが特徴。P はユニ 

ークだがそこが魅力的なんですね。 

３．５号  ￥８，８００ 

Red Bull Priscila 

Obra-Prima 



   

１９： Fdk.After Dark   (MC) 

    ‘Black Cherry Red’ 

 アフターダーク ブラックチェリーレッド 

新発売！なんと真っ赤なアフターダーク 

チェリー色と言うかピカピカな美花です 

限定 30株のみです！お早めに。 

開花可能株 ３．５号 ￥９，９００ 

２０： Fdk.Turning Point (MC) 

   ターニング ポイント 

とても良く売れたこの品種。お抹茶の

色彩は魅力抜群ですね。今回 BRの 

メリクロン限定 30株のみ販売です！ 

格安なのでお早めに！ 

開花可能株 ３．５号￥９，９００ 

２１： Fdk.Midnight Lace  (MC) 

ミッドナイト レース 

フィンブリアタムを使いリップに髭がでる 

面白い品種です。ｱﾌﾀｰﾀﾞｰｸの様に長く

下垂咲きして花も長く楽しめる。最新品 

種です 

開花可能株 ３．５号￥８，８００ 

   

２２:Ctsm.expansum‘Green Velvet’ 

エクスパンサム‘グリーンベルベット’  

鮮やかなグリーン色の巨大輪です。 

リップ中央に黄色い模様が入りアクセント 

になる。ブラジルのメリクロンです。 

台湾の良く似た類似品とは違います 

    1作開花株 ２．５号  ￥７，７００ 

２３：Clowesetum Mark Margolis 

クロエサタム マークマーゴリス 

巨大なブドウの房状に下垂して開花する 

ド迫力のタケノコです。パープルブラウン

でツヤツヤの弁質は他に類を見ない。 

他のタケノコとは咲き方が違う。 

開花可能株 ３．５号  ￥８，８００ 

２４： Ctsm.Kidny Bean  (MC) 

      ‘jamie’s Golden Eyes’ 

キドニービーン ジャミースゴールデンアイズ 

人気のピレアタム系の巨大輪です。特に濃い 

茶色に鮮やかな黄色い模様が特徴で人目を 

引きます。下垂して開花する。 

    開花可能株 ３．５号 ￥８，８００ 

  
  

２５： 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。 

その後再メリクロンは無い個体。 

３．０号    ￥６，６００ 

２６： 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。 

ジンジャーの香りと色彩が民気  

アメリカ OG系メリクロンです。 

３．０号  ￥６，６００ 

２７：Cl.Rebbecca Northern‘Miccabi’ 

ﾚﾍﾞｯｶﾉｰｻﾞﾝ ﾐｯｶﾋﾞ (MC) 

ピンク真珠と呼ばれる大人気の小型 

タケノコです。ジンジャー系の香りもして 

２～５月に開花します。 

開花株   ￥３，３００ 



    

２８：C.purpurata f.roxo-bispo 

   (‘Arminio’x ‘Sergio’) 

鮮やかな新色の小型ﾊﾟｰﾌﾟﾗ 

ｰﾀ。本当に美しいです。 

     ３．０号 ￥７，１５０ 

２９：C.purpurata f.roxo-bispo 

 ( ‘VTF’ x ‘Arminio’) 

こちらも左種同様ゴメスの最

新実生になります。 

   ３．０号 ￥７，１５０ 

３０：C.purpurata fma.carnea  

(‘Silvia’x‘Perfect Rouge’) 

チェリーと呼ばれる濃色カ

ネアの自家製実生です。 

２．５号  ￥３，８５０ 

３１：C.purpurata fma.carnea  

 (‘Scarlet’x‘Silvia’) 

良型で大輪の濃色カーネア 

を狙った自家製実生です。 

      ２．５号   ￥３，８５０ 

       

３２：C.purpurata f.oculata‘Pedreira4N’ 

x  s/a‘Mem.C.Deschamps 

あえて４Nを使った最新実生、リップがどんな 

色彩になるかはお楽しみの巨大輪予想です。 

３．０号   ￥７，１５０ 

３３：C.purpurata fma.s-alba x sib. 

(‘Estrela Polar’x‘Mem.C.Deschamps’) 

歴史を変えたまん丸のパープラータです 

Ｌも大きくどこまで進化するのか？楽しみ 

３．０号  ￥７，１５０ 

３４：C.purpurata canhanduba 

(‘CG 909’x‘Carlos Gomes’) 

新色です！ピンクリップの中に黄

色が入る、やばいくらい綺麗な花 

２．５号  ￥７，１５０ 

    
  

３５： C.purpurata oculata 

canhanduba 

(‘Carlos Gomes’x self) 

リップが分かれるゴメス氏の 

最新種！実際綺麗ですよ 

３．０号 相当  ￥７，１５０ 

３６： C.warnerii fma.coerulea 

(‘Filinha’x‘Mininas’x‘Caliman’) 

世界的に品薄の人気ワーネリ 

ー。本場エスプリットサントの 

実生今のうちに買ってください 

３．０号  ￥７，１５０ 

３７：C.warnerii f.semi-alba 

     (‘Zulega’x ‘Mestk’) 

本場ＢＲの最新実生です 

夢のｾﾐｱﾙﾊﾞを期待しまし 

ょう！写真はイメージ。 

  ３．０号  ￥ ６，６００ 

３８：C.warnerii fma.semi-alba 

    (‘Zulega’x ‘Mordomia’) 

本場ＢＲの最新実生です 

アベレージは高いのでご安心 

を！写真はイメージ。 

３．０号  ￥ ６，６００ 

    

３９： C.percivaliana fma.alba 

(‘Charito’x‘Caliman’) 

まん丸Ｐの美しいアルバ！ 

Ｌも丸いカリマン使用の実生 

これ咲いたら目立ちます 

３．０号  ￥７，１５０ 

４０：C.percivaliana fma.alba 

      (‘Charito’x ‘AWZ’) 

Ｌが黄金色になるよう工夫さ

れたＢＲの実生です。ノーズ

まで黄色に染まれば OK! 

３．０号   ￥７，１５０ 

４１：C.trianae  

f.coerulea-pincelada 

(‘Heitor’x ‘Majesdade’) 

一発当たれば夢心地～。 

BRでも値段が高騰している 

２．５号   ￥１３，２００ 

４２：C.jenmanii  

(f.s/alba-pincelada x self) 

人気のジェンマニーです 

絶対買うべき実生です。 

純白弁に赤いピンセラーダ 

２．５号   ￥６，０５０ 

Perfect Rouge 

Estrela Polar 

 

Silvia Sergio Arminio 



     

４３：C.nobilior v.amaliae  

‘Beira Rio’ xself 

ピンピンでまん丸なﾍﾟﾀﾙは魅

力！ＢＲで人気が高い交配 

木付き ２作 ￥１３、２００ 

４４：C.nobilior v.mattoglosso 

(‘Antonio D’ X ‘True Diamond’) 

強健で巨大で真っ赤な花が

咲く自慢の実生です。 

木付き開花株 ￥１１、０００ 

４５：C.nobilior 

(f.concolor x f.vinicolor) 

オレンジ系ピンクの新色実生 

ﾋﾞﾆｶﾗｰ期待できます。 

木付きNBS ￥８、８００ 

４６：C.nobilior 

(‘Novo Xavantina’ x concolor) 

写真はイメージです。形の良い 

マットグロッソ系の新実生。           

木付き NBS ￥８，８００ 

         

４７：C.nobilior v.amaliae s/a 

(‘Pure’ X ‘Cicio’) 

純粋にきれいなｾﾐｱﾙﾊﾞ狙い 

自家製実生です。 

２．５号 ￥３，８５０ 

４８：C.amethystoglossa 

(f.flamea ‘Tedesco’x self) 

ブラジル期待のフラメア実生 

２Ｎ系です。 

２．５号   ￥８，８００ 

４９：C.amethystoglossa 

(fma.aurea ‘Select’x self) 

咲くときにより、かなり黄色

になる実生です。 

２．５号  ￥６，６００ 

５０：C.amethystoglossa  

( fma albescens‘Helena’ x self) 

クリーム色でＬは白、中央にブル

ーピンクの模様が入る美花 

２．５号  ￥８，８００ 

         

５１： C.nobilior var.amaliae 

ﾉﾋﾞﾘｵｰﾙ ｱﾏﾘｴ ﾄｶﾝﾁﾝ産  

これが最後になるかも？天然

種です。木に付けています。 

是非この機会に 

開花株 ￥９，９００ 

５２：C.aclandiae fma.escra 

(‘Caliman’ x ‘JRD’) 

ｱｸﾗﾝﾃﾞｨｰ ｴｽｸｰﾗ 実生 

写真のようなガッツリブラック 

系が咲く人気の実生です。 

１～２作木付き ￥８，８００ 

５３： C.amethystoglossa 

(albescens‘Ttapebi’x self ) 

この色はレアだ！白地にピ

ンクのドットが入る 2N系。 

日本初上陸の最新種 

２．５号  ￥１１，０００ 

５４：C.lodigesii coerulescens 

(‘Zezinho’ x coerulea ‘Thiago’) 

久々の青系ロディゲシーの販

売です。RE輸入品。 

限定１５株お早めに！          

開花株 ￥６，６００ 

     

５５: C.leopordii fma.alba 

(‘Bela Vista’x self) 

９９％同色で開花します。 

大きくなると見事です、混じり

けないレオ最終販売 

開花可能株￥１１，０００ 

５６:C.leopordii fma.semi-alba 

ﾚｵﾎﾟﾙﾃﾞｨｰ ｾﾐｱﾙﾊﾞ 

９９％同色で開花します。 

７０ｃｍ大きな株で提供しま 

す。美しい緑とピンクから赤Ｌ 

開花株大 ￥２７，５００ 

５７： C.schilleriana f.coerullea 

 (‘Azul’ x self ) 

前回より少し小さめで価格変

更しました９９％同色開花し

ます ラストチャンス！ 

３．０号 ￥９，９００ 

５８: C.schroederae 

‘Popayan’x self 

ポパヤンは唯一無二、前回 

完売で再輸入最終販売！ 

素晴らしい香りもお楽しみ 

３．０号  ￥６，６００ 



        

５９： C.riograndens  (2021JP)  

     ﾘｵｸﾞﾗﾝﾃﾞﾝｼｽ 天然物 

写真のような黄色いリップが咲けば大当 

たり！前回売り切れにつき再輸入！ 

夏は真っ暗で水浸しが良く木に付けて

育てます。以外に強い種です。 

 開花株 ￥４，４００  大 ￥6,600 

６０： C.wittigiana （2021JP） 

ウイッチギアナ 天然物 

日本製の巨大輪ではなく、蝶のように 

ﾍﾟﾀﾙが横に広がるとても可愛い咲き方 

をする貴重な天然物です。 

前回公表完売に付き再輸入 

木付き 開花株 ￥３，８５０ 

６１： C.mantiqueira (2021JP) 

      ﾏﾝﾁｹｰﾗ 天然物  

ブラジル南部を中心に自生する種です。 

木に付けて育ててください。ブレビよりも水 

を好みます。冬場は日に当てるとガッチリ 

できます初入荷！ 

木付き  開花株   ￥３，８５０ 

     

６２：C.wittigiana ‘Hannah’x self 

ｳｲﾁｷﾞｱﾅ ﾊﾝﾅ  ー ｾﾙﾌ 

天然物の中から特別にピンク赤の個体の 

セルフです。改良していないパターンになり 

花は横型のかわいい感じとなる。 

山っぽくてなんだか赤い！そんなイメージ 

木付き １作開花株  ￥３，５００ 

６３： C.bicolor fma.aurea x self 

      ﾋﾞｶﾗｰ ｵｰﾚｱ  

新品種！しかもオーレアの個体を使った 

セルフです。黄色出現率は１５％というこ 

とです。大変珍しい種ですのでチポでも

問題ないですね。 

       木付き 開花株  ￥８，８００ 

６４： C.ｇｒａｎｄｉｆｌｏｒａ (2021JP) 

    ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｰﾌﾛｰﾗ 天然物 

コクシネアの近縁属で一番でかい花が 

咲くので人気！７ｃｍレベルは絶対咲 

きます。今後入手困難となる予想 

 

木付き 開花株 ￥４，４００ 

   

６５： C.brevipedenculata (2021JP) 

ブレビペデンキュラータ 天然物 

コクシネアの近縁種ですが少し乾燥に 

強いです。今回は葉が厚くてかわいい 

ゴツゴツの大人気の自然種です！ 

限定３０株のみ輸入しました。 

木付き開花株 ￥３，８５０ 

６６：C.pygmea‘WO Special’x self 

ビグメア WO スペシャル 

国産のピグメアの良個体を再度セル

フしました。丸くて赤い花が期待できま

す。親は常温でも栽培可能でした。完

全国産実生 

木付き開花可能株 ￥３，８５０ 

６７： C.pygmea (自然種) xsib. 

  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。 

今回ｼﾞｬﾝｸﾞﾙ神実生です。 

木付き開花可能株 ￥３，８５０ 



    

68：Rlc.Taiwan Chief Wine  

      ‘Van Gogh’ (MC) 

タイワンチーフワイン ヴァンゴー 

茜色の秋冬咲き。銘花チアリン

よりもかなり赤く美しいです。 

 NBS ４，０号 ￥３，８５０ 

69：C.Star Garden  

   ‘Green Garden’ (MC) 

ｽﾀｰｶﾞｰﾃﾞﾝ `ｸﾞﾘｰﾝｶﾞｰﾃﾞﾝ’ 

鮮やかな緑と深紅のリップが 

たまらない最新品種です。  

４．０号 開花株 ￥３，８５０ 

70：Rlc.Fringe Benefits  

      `Green Angel’ (MC) 

フリンジーﾍﾈ゙ﾌｨｯﾂ ｸ゙ﾘー ﾝｴﾝｼ゙ｪﾙ 

最新のグリーン一色花です 

超お勧めの大輪です！ 

NBS ３．５号 ￥３，８５０ 

71：Rlc.Chomthong Delight 

 ‘Yellow Watermelon’ (MC) 

ﾁｮﾑｿﾝｸ ﾃﾗ゙ｲﾄ 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。ぶさ可愛い人気品種です 

４．０号 開花株  ￥３，８５０ 

    

72：Rlc.Chialin Ruby ‘可楽’  

ﾁｱﾘﾝ ﾙﾋﾞｰ ｺｰﾗ (MC) 

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。。 

４．０号 開花株 ￥３，８５０  

73：Rlc.Village Chief Triumph 

     ‘Jin Taiping’ (MC) 

ﾋﾞﾚｯｼﾞﾁｰﾌﾄﾗｲｱﾝﾌ ｼﾞﾝﾀｲﾋﾟﾝ  

クリアーな黄色と赤のコントラ

ストが素晴らしく花形もよい 

４．０号 開花株 ￥３，８５０ 

74：Rlc.Chialin BlackFlower 

‘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、リップ更にベルベット 

４．０号 開花株 ￥３，８５０ 

75：Rlc.Taida Swan 

     ‘Polar Bear’ 

ﾀｲﾀﾞｽﾜﾝ ﾎﾟｰﾗｰﾍﾞｱｰ  

巨大輪のｾﾐｱﾙﾊﾞで迫力満 

点！とても良い株です！ 

４．０号 開花株 ￥３，８５０ 

 

 

  

76:Rlc.Shang Ding  

Red Dragon‘ #1’  (MC) 

ｼｬﾝ ﾃｨ゙ﾝ ﾚｯﾄ゙ ﾄ゙ﾗｺ゙ﾝ 

紅色系の新品種、P大きくオーバ 

ーラップし、ピンと張る 美花          

４．０号開花株 ￥３，８５０  

77: Rht.Duh’s Crown  

 ‘01214148’ SM/TOGA (MC) 

トゥーズ クラウン 

明るいオレンジ色新花です

巨大 Lが印象的芳香種 

３．５号 NBS  ￥４，９５０ 

78:Rlc.Sanyung Ruby (MC) 

 ‘Grand Dragon’ AM/AOS 

ｻﾝﾔﾝﾙﾋﾞｰ ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾄﾞﾗｺﾞﾝ 

赤味の強いワインレッド最新リッ

プが丸く大きい。 

NBS ４．０号￥３，８５０ 

79: C.Mysterious Night 

‘Cool Down’ SBM/JOGA 

ﾐｽﾃﾘﾔｽﾅｲﾄ ｸｰﾙﾀﾞｳﾝ 

巨大輪の茄子紺の美花で 

す。春咲きでよい香りがある 

 開花株 ￥１１，０００ 

 

 
 

 

80:Rlc.Duh’sTreasure 

    ‘Sweetheart’ (MC) 

ﾄｳｰｽﾞﾄﾚｼﾞｬｰ ｽｨｰﾄﾊｰﾄ 

眩しい黄色と真っ赤なリップ 

３．０号  ￥３，３００ 

81:Rlc.Duh’s Creation 

‘Peach’芳香種 

ﾄｩｰｽﾞ ｸﾘｴｰｼｮﾝ ﾋﾟｰﾁ (MC) 

特殊な朱オレンジの美花です 

３．０号  ￥３，３００ 

82: Bc.Katherine H Chatham 

× C.Shellie Compton 

細長い草状で大きな花、リ

ップの模様には違いがある 

  未開花 開花株 ￥５，５００  

83:Rht. Duh’s Sunshine‘Shine’  

ﾄｩｰｽﾞｻﾝｼｬｲﾝ‘ｼｬｲﾝ’(MC)  

明るいオレンジ色でレモン色になる 

リップが新色。エレガントな香り 

３．０号  ￥３，３００  



 

 

  

84: C.sincorana f.coerulea 

ｼﾝｺﾗｰﾅ ｾﾙﾚｱ 実生 

良い株で入手実現！美しいセル 

レアは在りそうでない最新ブラジ 

ル実生です。 木付き 

開花可能株  ￥８，８００  

85:L.bahiensis  

ﾚﾘｱ ﾊﾞｲｴﾝｼｽ 

BRより新輸入しました。珍しい

レリア中型原種。オレンジ色が

美しい。 

２．５号   ￥２，７５０ 

86: crispa fma.carnea 

クリスパ カーネア実生 

白弁でリップがピンクになる

珍しい色彩です。限定１０株 

レリア好きは是非是非 GET! 

開花株   ￥８，８００  

87:C.dayana fmacoerulea 

    ‘Chojumaru’ (OG) 

近年入手困難となった種です 

国産の写真個体の分け株です 

是非栽培してみてください 

    開花株 ３号 ￥８，８００  

 

  

 

88:Rlc.Last Dream‘Vivian’(MC)   

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 

だいぶ大きくなりました！今が買

い！是非お買い求めください。 

シース付き開花株 ￥１１，０００  

89: Rlc.Warm Color (MC) 

‘Big FootⅡ’SM/JOGA 

ｳｫｰﾑｶﾗー  ‘ﾋ゙ｯｸ゙ﾌｯﾄ’  

ゆったり咲く超巨大輪で人気種、冬

咲き、栽培容易で丸葉 

３．５号  ￥４，４００  

90: 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のリメイ

クです。丸い花が咲いています 

開花株   \１６，５００  

91: 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 ￥１６，５００ 

 

 

  

92:Lc.MiniPurple ‘Gekko’ BM 

ﾐﾆﾊﾟー ﾌ゚ﾙ ｹﾞｯｺｳ (MC) 

当園のMCをブラジルがリメイク 

したものでやや大型となりました 

開花株  ￥５，５００ 

93: 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 

ﾏｷｼﾏの子供でとにかく青い！ 

開花株   \１１，０００ 

94 :Bc.Calypso (OG) 

‘Funky Smile. 

巨大輪のクラシックカトレアです 

ﾋ゙ｶﾗｰの子供で香りもよい夏咲 

開花株  ￥２７，５００ 

95: L.Canariensis 

    ‘Golden Glow’  

低温に強い中型のレリアです。 

カナリア色で美しい 

開花株  ￥３，８５０  

 

 

 

 

96:C.maxima ‘Gogeous’SM   

 X rubra ‘Natural World’  

チポと新しい小型ルブラを使 

った実生です。小さい株でも 

咲く可能性がある。 

    開花可能株 ￥６，６００  

97: 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 

やや大輪系 

開花株 ￥３，８５０  

98: 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  

99: 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 



    

 

100:Pleu. pectinate alba 

ﾌﾟﾚｳﾛｻﾞﾘｽ ﾍﾟｸﾃｨﾅｰﾀｱﾊﾞ 

大変珍しいアルバ個体です。

葉もまん丸でこれは楽しい！ 

 開花株 ￥１６，５００ 

101: Pleu. pectinate 

ﾌﾟﾚｳﾛｻﾞﾘｽ ﾍﾟｸﾃｨﾅｰﾀ 

逆さ向きに栽培すると良く出

来る。大変面白い品種 

開花株 ￥９，９００ 

102:Onc.croesus 

ｵﾝｼ ｸﾛｴｻｽ 

株がもこもこになりドッサリ花をつ

けるミニｵﾝｼです。栽培容易。 

開花株 ￥２，７５０ 

103:Eulophia.euglossa 

ﾕｰﾛﾌｨｱ ﾕｰｸﾞﾛｯｻ 

ペガサスと言う個体のセルフ 

花が３か月咲く人気種 

開花株 ￥７，１５０ 

 

  
 

 

104: Den.christyanum 

   ﾃﾞﾝﾄﾞﾛ ｸﾘｽﾃｨｱﾅﾑ 

ベラチュラムに似た小型品種

ベトナム産です。お水が好き 

沢山花が咲きます。 

木付き 開花株 ￥２，７５０ 

105：Den.normanbyense 

ﾉｰﾏﾝﾋﾞｴﾝｾ ﾄﾞﾜｰﾌﾀｲﾌﾟ 

鮮やかな紫色のリップで人気

の原種、ミニタイプで開花！ 

花持ちも良いおすすめ品 

２．５号  ￥２，７５０ 

106: Den.bellatulum 

   ﾃﾞﾝﾄﾞﾛ ﾍﾞﾗﾁｭﾗﾑ 

小型で美しいオレンジ赤の 

リップが大人気の原種、木に 

付けて栽培します。 

木付き開花株  ￥２，７５０ 

107: Isabelia virginalis 

ｲｻﾍﾘ゙ｱ ｳｧ゙ｰｼﾞﾅﾘｽ 

バルブが毛におおわれた楽し

い人気の小型原種。木に付け

て栽培する。BR輸入品 

     木付き開花株 ￥２，７５０ 

 

  
 

108:Rodriguezia venusta 

    ﾛﾄﾞﾘｹﾞﾁｱ ﾍﾞﾅｽﾀ 

最近見なくなった小型原種。 

BR より輸入。エネルギッシュ

に開花する 木に付け栽培 

開花株 木付き ￥２，７５０ 

109:Phal.gigantea album 

原種 ｷﾞｶﾞﾝﾃｱ ｱﾙﾊﾞ 

希少原種の色彩で高値で取

引されている。今回木付き 

の良い株です葉の長さ 25ｃｍ 

木付き ￥３８，５００ 
 

110:Phal.gigantea x sib. 

原種胡蝶蘭 ｷﾞｶﾞﾝﾃｱ 

今回はお勧めの国産実生！ 

勿論株の出来も素晴らしい 

です。葉の長さ 20ｃｍ 

木付き ￥６，６００ 

111: Phal.bellina 

   原種胡蝶蘭ﾍﾞﾘｰﾅ 

香り抜群の人気原種です。 

葉もまん丸艶々で魅力抜群 

赤系 青系も開花する実生 

蕾付き開花株  ￥３，３００  

 

  

 

112: 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。栽培はシトナ

同様です。希少です。 

開花株￥１４，３００ ・￥１９，８００ 
 

113: Psh.mariae x sib. 

        ﾌ゚ﾛｽﾃｹｱ ﾏﾘｴ 

大変人気のエピデン系小型

原種レタスグリーンとリップ 

の白が目立ちます。 

開花株 ￥４，４００   

114: Psh.citriana 

ﾌﾟﾛｽﾃｹｱ ｼﾄﾘﾅ 

リップ先端が白くなり丸みがあ 

る。チューリップ咲きでシトラス 

の良い香りがある。 

木付き 開花株 ￥１３，２００  

115:  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！ 

お勧めの原種です。 

木付き開花株 ￥９，９００  



    

116: Den.Lai’s Angel 

ﾗｲｰｽﾞ ｴﾝｼﾞｪﾙ 

リップのあずき色が新しい、フ

ォーモーサ系花もち良い美花 

３．０号 開花株 ￥３，３００ 

117: 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 

118:Den.eximium ｴｸｼﾐｳﾑ 

花裏には毛が生えリップはショッキ

ングピンクで目立つ人気品種です 

お水が好きです。 

開花株   ￥４，４００ 

119: Den.haveyanum 実生 

    ﾃﾞﾝﾄﾞﾛ ﾊｰﾍﾞﾔﾅﾑ 

気温 40度を超える暑さにも負 

けない強健種が完成 

３．５号 開花株 ￥４，１８０ 

    

120： Oeceoclades sp new 

ｵｴｾｵｸﾗﾃﾞｽ ｸﾞﾘｰﾝﾘｰﾌ 

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 M\１１，０００ L￥１６，５００ 

121: Aer.hyaloides 

ｴﾗﾝｷﾞｽ ﾋｱﾛｲﾃﾞｽ 

極ミニのアフリカン入手困難 

品、実生に成功！久々の販 

売になります。 

２．０号 開花株   \３，３００ 

122 : Ionopsis utricularioides 

ｲｵﾉﾌﾟｼｽ ｳﾄﾘｸﾗﾘｵｲﾃﾞｽ 

「桜オンシ」として有名な美花 

エネルギッシュに開花する。 

乾く環境で水をたっぷり！ 

開花株 ２．０号 ￥２，５３０ 

123: Schoenorchis fragrans 

ｼｪﾉﾙｷｽ ﾌﾚｸﾞﾗﾝｽ 

今回もよい株です。木付き 

手乗りのミニ人気単茎種 

 

2芽 開花株  ￥３，０８０ 

  
  

124:Ryh.coerestis  

リﾝｺｽﾃｨﾘｽ ｾﾚｽﾃｨｽ 

青色で大人気の単茎種。香り

があります。中型で開花します 

開花株 ￥４，４００ 

125: V.Lou Snealy 

風蘭交配 ﾙｰｽﾈｱﾘー  

無加温栽培できるバンダ、 

良い香りがあるブルー系 

    開花株 ￥１，６５０ 

126:Rhy.coerestis pink 

ﾘﾝｺｽﾃｨﾘｽ ｾﾚｽﾃｨｽ ﾋﾟﾝｸ 

濃いピンクの花が咲く実生で

す。ゴリゴリのはす型です 

    開花可能株 ￥３，０８０ 

127：Gongola 各種 

a) flaveola  d) grossa 

b) cassidea e) gratulabund 

c) galeata luteola 

開花株 どれでも  \３，８５０ 

    

128:Erasanthe henricii 

ｴﾝﾗｻﾝｾ ヘンリッシー 

人気のマダガスカル原種 

葉の長さ約２０ｃｍ 活着品 

   コルク付き ￥１３，２００ 

129:Enc.profusa 

ｴﾝｼｸﾘｱ ﾌﾟﾛﾌｰｻ 

小型で人気上昇中のｴﾝｼｸ

ﾘｱ！良い香りがします。 

２．５号  ￥２，７５０ 

130:Trg.brachiata 

ﾄﾘｺｸﾞﾛﾃｨｽ 

濃い小豆色の面白い人気

種。今回良い株です。 

３．５号 開花株 ￥６，０５０ 

131: 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 



 

 

 

 

132:V.Suk.Spot x Jirprapa 

X TubimViolet2 x Tome Pink 

サンデリアナの血を引く最新

品種です。(MC) 

開花株 ￥６，６００  

133:V.Prapathom Gold  

X Rasri Gold No.2 

珍しい黄色系のアンバーです 

これは新色です。(MC) 

開花株 ￥６，６００ 

134: V.brunea x tessellata 

X Aer.lawrencea 

珍しいブル－系のエリーデス

風の最新種 香りあり (MC) 

     開花株  ￥６，６００  

135: V.Dr.Della Suantio 

X Lee SG Soft Pink 

淡いピンク一色のかわいい新

品種です。(MC) 

     開花株  ￥６，６００ 

 

 

 
 

136: V.densoniana 

     ‘Khun Tarn’ (MC) 

ほぼ白に近い色まで進化し 

たデンソニアナ新発売！ 

開花株 \5,500 

137: C.warneri f.coerulescens 

              ‘Rossi’ (OG) 

名リップ先端に青いモスカ模

様が入る美しい個体 

３G開花株  \４４，０００  

138:C.maxima f.concolor 

 ‘Magari ’SBM/JOGA (OG) 

まん丸のコインリップと得意

色彩の自然種です。 

３G  \３３，０００ 

139:C.percivaliana 

‘Black Diamond’ (OG) 

いわゆるマルモラーダの濃色個体 

です。私のキープラント！ 

開花株  ￥５５，０００ 

 
 

 

 

140:C.violacea f.suavissima 

     ‘Sakura Rouge’ (OG) 

 ﾋﾞｵﾗｾｱ ｻｸﾗﾙｰｼﾞｭ 

コロネットの子供で親勝り個体 

実生全株 ￥６６，０００ 
 

141:Cviolacea s/a-picoty 

‘Carole’ (OG) 

   ﾋﾞｵﾗｾｱ `ｷｬﾛﾙ’ 

花形が良い派手な個体です 

開花株 ￥３３，０００  

142: C.bicolor brasilianensis 

‘Pink Jewel (OG) 

株高７０ｃｍ とても美しいリップ

です。5～8 輪開花します。 

開花株 ￥２２，０００  

143:  C.crispa  

fma.flamea ‘Red Flash’   

ｸﾘｽﾊﾟ ﾌﾗﾒｱ 

低温でも栽培が可能 美花 

5G開花株￥２７，５００ 

 

   

144:  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。 

こういう花は見飽きませんね 

４G開花株  ￥２２，０００  

145: C.maxima fma.rubra 

 ‘Natural World’ x self  

ルブラのセルフですが、ｶｰﾈｱ 

が咲くと思われる葉を選抜 

普通種に比べ小さい個体。 

     ３．０号 ￥２７，５００ 

146:C.maxima s/a-striata 

‘Brilliant Red’ (OG) 

ｾﾐｱﾙﾊﾞｽﾄﾘｱｰﾀ ﾌﾞﾘﾘｱﾝﾄﾚｯﾄﾞ 

特にリップが赤く長く魅力ある 

自然種の特別個体です。 

開花可能株４G ￥７７，０００ 

147: C.maxima v.gigantea 

fma.alba‘Anastasia’(OG) 

ｱﾙﾊﾞ ｱﾅｽﾀｼｱ 自然種 

ｷﾞｶﾞﾝﾃｱﾀｲﾌﾟの希少アルバ

個体。スッキリした純白花で 

開花株 ￥５５，０００ 



 

  

 

148:C.trianae fma.concolor 

‘Oto’ (OG) 

開花株  ￥２２，０００ 

149: C.crispa  

fma.flamea ‘Red Flash’    

5G開花株￥２７，５００ 

150: C.jenmanii 

fma. rubra ‘Kobe Night’  

  開花株 ￥３３，０００ 

151:C.trianae (OG) 

‘Kiss Mark’ BM/JOGA  

４G 開花株 ￥１６，５００ 

     

 

152: C.labiata fma.mosca 

  ‘Excellent’ (OG) 

開花株 ￥２２，０００ 

153:C.labiata fma.mosca 

    ‘Jasmine’(OG) 

開花株 ￥２２，０００ 

154:C.labiata fma.mosca 

    ‘Mariage’(OG) 

開花株 ￥２２，０００ 

155: C.labiata fma.mosca 

 ‘Carol’  (OG) 

     開花株  ￥２７，５００  

 
 

 

 

156: C.labiata fma.mosca 

 ‘Scaret’  (OG) 

   開花株  ￥２７，５００ 
 

157: C.labiata  (OG) 

f.labio-blanca‘Christie’  

  開花株  ￥３３，０００  

158:C.labiata fma.rubra     

‘Red Sniper’ (OG) 

開花株  ￥１９，８００  

159:  C.warscewiczii (OG) 

coerulea ‘Urtoramarine Blue’  

開花株４B ￥４４，０００  

 

   

160:C.warscewiczii (OG) 

   coerulea  ‘Emily (OG) 

開花株 3B ￥５５，０００ 

161: C.warscewiczii (OG) 

s/a-coerulea ‘Front Runner’  

開花株４B  ￥５５，０００ 

162: C.warscewiczii (OG) 

coerulea ‘Jr.Floresta’ (OG) 

    開花株４B  ￥ ５５，０００ 

163: C.warscewiczii (OG) 

coerulea ‘Massaro’  

    開花株４B  ￥４４，０００ 

 
  

 

164: C.warscewiczii (OG) 

coerulea ‘Violetta’ 

開花株５B  ￥４４，０００ 

   

165:C.walkeriana rubra trilabelo 

     ‘Perfect B.V.’ (OG) 

開花株株  ￥６６，０００ 

 
 

166:C.walkeriana labeloide 

     ‘Transformer’ (OG) 

開花株株  ￥６６，０００  

167: C.walkeriana 

trilabelo‘Azurita’(OG) 

     開花株  ￥３３，０００ 



      

168:Cmaxima fma.s/alba 

(‘Buena Vista’x ‘Fantastic Red’) 

有名趣味家さんの実生です異なった 

血筋の美しいｾﾐｱﾙﾊﾞ狙い。期待して 

います。    ２．５号 ￥３，８５０  

169: C.dowiana aurea 

  X B.tubereculata 

未知のとても楽しいブラジル実生を輸入。 

リップに筋が来るのか？楽しみだ 

１～２作開花株  ￥３，３００ 

170:C.schilleriana coerulea 

X B.tuberculata 

どうなる？楽しいブラジル実生、こう言うの 

からすごいのが咲く 結果はお楽しみです！ 

1～２作開花株  ￥３，３００  

       

171 :C.cernua fma.aurea 

(‘Select ’ x ‘KanaeⅡ’) 

風蘭交配 ﾋﾟﾝｷｰ ﾆｭｰｽﾀｰ 

風蘭系の甘い香りがする大輪 

花。春咲きで葉姿が良い 

開花株 ￥４，４００ 

172:Rlc.Warm Color ‘Big Foot Ⅱ’ 

X Rlc.Last Dream ‘Vivian’ SM/JOGA 

今季からやっと開花してきます！様々な模 

様色彩を予定しています。良いのが咲くと値

上がりします。この機会にどうぞ！ 

開花可能株  ￥６，６００ 

173:Rlc.Twenty First Century‘New Genelation’ 

x  Rlc.Last Dream ‘Vivian’  

既にラベンダーフラメア系 オーバーラップが

咲きました！さあ新しいステージへ！ 

お早めにお買い求めください！  

３．５号  ￥４，４００ 

  

 

174: C.trianae fma.flamea ‘Red Sea’ 

X   coerulea-flamea’La mer’ 

ご自分の夢を追い続けてここに至った 

ひとりの男の実生です。セルレアのスプ 

ラッシュも出現する夢の実生です。 

３．０号鉢 1株￥４，４００  

175:C.jenmanii rubra‘Super legend’ 

X  coerulea ‘St. Geoge’  

濃い濃い青を目指した第一弾の実生 

この子供を再度実生して夢のルブラセルレアを 

狙うための実生です。限定２０株で終了します 

２．５号 ￥４，４００ 

176：C.dormaniana f.coerulea 

(‘Cagnes Sur Mer’ x ‘Tentation’) 

入手困難な原種。当園自家製実生 

不思議な色に魅了される。 

来年は開花しそうです。限定３０株 

２．５号１作 ￥５，５００ 

a)   b)   c)   d)             

177: Sarcochilus Special Hyb.  サーコキラス 最新実生 

a) 赤系期待の実生              b) ピンク系期待の実生        c) どうなるか不明実生      d) 白弁（ピンク弁）中央赤の実生 

各実生には全て交配名はありますが長いので割愛させてもらいました。暗めで栽培が可能、水が好きだが停滞は嫌い冬は回数を減らす 

薄い液肥が好きで濃いと葉に障害が入るのでダメ。冬は温めの水やりが良い。１５度あると良い。  さ＝＝トライだ！ 

各実生 １作開花株   ２．０号１鉢 ￥２，７５０    チョイス４鉢で ￥８，８００ （割引対象外） 

 



◆ 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 

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-￥５０ ４．０号-￥９０ 

３．０号-￥６０ ５．０号-￥１００ 

３．５号-￥７０  

 5号は 4.5号と高さが同じです 

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-￥２５０ ４．０号-￥４５０ 

３．０号-￥３５０ ５．０号-￥５５０ 

３．５号-￥４００   

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   

１ｋｇ ３A 上 ￥５、５００ 

１．５ｋｇ 特上４Aハーフ ￥８，０００ 

３．０ｋｇ 特上４A ￥１５，４００ (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-￥７０  ３．５号-￥１３０ ５．０号-￥２５０ 

２．５号-￥９０  ４．０号-￥１８０ ６．０号-￥４４０ 

３．０号-￥１１０ ４．５号-￥２２０ ７．０号-￥６６０ 

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-￥１１０ ７．０号-￥５５０ 

４．０号-￥１８０ ８．０号-￥８００ 

５．０号-￥２５０ ９．０号-￥１０００ 

６．０号-￥３５０ １０号- ￥１３００ 

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  

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 
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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 

      （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・７・１１月に散布 

     （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１５０～１７０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 1㎡当たり  ￥５５０ 

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 

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 

Ｓ \１１０  Ｍ \１７０ 

L \２８０  XL  

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：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。 

３０ｍ  \４５０  

                         

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：バークボード 不定形 (幅 約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＝＝＝。 

＊１個￥４４０ （ｻｲｽﾞ 約１０cm x１５cm） 

      ＊お買い得５～６個 ★１,８７０（値引き対象外） 

＊特大幅￥６６０ (約 １４cm x １５cm)  

＊長尺 ￥７７０ （幅約１０～１２ｃｍ ｘ 長さ約３０ｃｍ） 

＊LONG ￥１，１００ （幅約１５ｃｍ ｘ 長さ約３５ｃｍ） 

 



Wakayama Orchids Special Collection  

                                                                       

 

トリアネ セミアルバピンセラーダ ‘エリー’ 

他に類を見ないくらい美しいｾﾐｱﾙﾊﾞの個体です 

キレが良いリップの色彩は抜群ですね。 

ペタルに赤いクサビが入るのも気に入っています。 

（１７８）     開花株３～４G ￥７７，０００ 

んンｎ                                                                                     

 

ｱﾒｼﾞｽﾄｸﾞﾛｯｻ ｱﾙﾊﾞ ‘＃２’ 

ブラジルのカリマンから直接出向いて購入した 

大変珍しい２N系の純白美花です。 

限定１株最終販売 個体名は自由です。 

（１７９）  １作開花株  ￥１９８，０００ 

                                                                      

 

ﾗﾋﾞｱﾀ ｺﾝｶﾗｰﾓｽｶ `ﾀﾞｰｸｻｲﾄﾞ’ 

モスカ模様ですが花全体がｺﾝｶﾗｰ色となる大変 

珍しい個体です。花付きもよく咲く時期により様々 

な模様が出るのも毎年見てみたくなるポイント！ 

（１８０）  開花株４G ￥３３，０００ 

                                                     

 

ｻﾌﾟﾗｲｽﾞﾚｲﾝﾎﾞｰ‘ﾗｲﾑｼｬﾜｰ’ 

ピュアなグリーンのセパルに深紅のﾍﾟﾀﾙとリップは 

 夏咲には相性抜群の取り合わせ！１花茎に５～７輪 

開花します。大株を分けました！限定４株 

（１８１）     ４号鉢 開花株 ￥１６，５００ 

                                                        

 

レックス `モヨバンバ’  

ペルーフローラより輸入した選抜個体で写真はあり 

ません。やっと調子が出てきましたので販売！ 

（１８２）  １作開花株 ￥６６，０００ 

 

     
 

      

       セルヌア‘スザク’ （ゴールドメダル株） 

NS 3.2x2.8cm の巨大輪です。L も大きく他の個体とは 

格が違います。 

（１８３）   開花株４G ￥１８０，０００ 

Rlc.Surprise Raimbow ‘Lime Shower’ (OG) 

  

 

C.cernua ‘Suzaku’GM/JOGA  (OG) 委託品 

C.trianae fma.s/alba-pincerada‘Erie’ (OG) C.amethystoglossa fma. alba ‘#2’ (OG) 

C.labiata f.concolor-mosca‘Dark Side’ (OG) 

C.rex ‘Moyobannba’ (OG) 写真はイメージです 

 (OG) 



                                                             Ｖｖ  

 

ﾍﾞﾗﾁｭﾗﾑ セミアルバム選抜品 

 実生から選抜した花形の良い個体です。クリーム色弁 

にピンク系のドットが美しいですね。名前は自由です 

（１８４） 全株 ￥５５，０００ 

 

 

グロメラタム  ロミオ OR  ジュリエット 

どちらも BM 入賞花の自然種ですが今では SM クラス 

です自然種選抜個体で１ｍ以上になります。 

ロミオは巨大輪ジュリエットは色が濃いです。 

（１８５）  開花株 ３バルブ ￥５５，０００ 

                                                           

 

トリアネ ﾙﾌﾞﾗトリラベロ ‘パンダ’ 

世界で最も美しいﾄﾘｱﾈと言われているこの個体！ 

本当に見事なパンダで咲けば美しいです！ 

今回大株を株分けしました！是非この機会に！     

（１８６） ３～４Ｇ   ￥２２０，０００ 

     

 

     ﾏｷｼﾏ ﾗﾋﾞｵｱﾏﾚｰﾛ ‘ｱﾝｼﾞｪﾛ’ 

写真はジャンクルから来た時の物でリップに筋がない 

のが特徴です。大変珍しい個体です。上手く成長す 

ると１花茎に２０～２５輪開花するポテンシャルです。 

（１８７） 開花株４G ￥１６５，０００ 中￥１１０，０００ 

          

 

パープラータ サンギネア ‘ナタール’            パープラータ サンギネア ‘チェ サンギ’ 

Cゴメス氏選抜の有名個体です。当園が全株購入     Cゴメス氏選抜の個体です。ペタルの揺れ 

したため世界的に最終販売となります。            が無くピント張るのが特徴です。色は濃色  

同種中リップが特に大きいのが特徴の大変優れ      で白いカスレがポイントになる優れた個体。 

た世界最高峰の個体です。                   こちらも世界的に最終販売となります。 

（１８８） 開花株 ３G ￥３３０，０００                  （１８９） 開花株 ３G ￥１９８，０００ 

      
 

Den.glomeratum  ‘Romio’ ‘Julliet’  (OG) 

 

 

 

C.maxima fma.labio-amarero ‘Angero’ (OG)  

 

 

C.trianae fma.rubra-trilabelo‘Panda’ (OG) 

 

 

Paph.bellaturum fma.s/album‘select’  (OG) 

 

 

 

 

 

 

(OG) 

 

C.purpurata f.sanguinea ‘Natal’ (OG) 

 

C.purpurata f.sanguinea ‘Tie Sangue’  (OG) 

FCC/RHS (OG) 

 


