
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２２ TOKYO DOME世界らん展 SPECIAL ＬＩＳＴ  

                    by wakayama orchids* 

 

今年もいよいよ始まります！世界最大のランの祭典 

ワカヤマオーキッドは出店参加します！ 

 

＊一般入場招待券（入場時間制限なし）をお一人様１枚のみ差し上げます。 

今回の LIST で１１，０００円以上お買い上げいただいた方で 

世界らん展にご来場予定の方、先着順２０名に限らせていただきます。 

＊有効期間はアップした日より 2022年 3 月 31日までにのご注文またはご予約に限ります。 

＊割引は合計金額が３３，０００円以上の場合１０％OFF となります。 

また１６，５００円以上の場合送料は当園負担サービスとなります。 

＊表示価格は税込み価格です。 

＊送料梱包料は別途全国一律￥１，７００ 

＊1点物が多いですのでお早めにご注文ご予約ください。 

＊ご注文の際は メール・電話・又はＦＡＸでお願いします。お名前とご住所お電話番号を御書き添え 

ください。在庫確認の上こちらからご連絡差し上げます。 

＊お支払いは下記の５種からお選び頂き、ご注文時にお知らせください。 

a) 植物と同送される郵便振替   

b) 代引き: お支払い合計が (3万円まで＋３３０円） （3万円以上 ＋５５０円）  

c) クレジットカード支払いご希望の方は当方へメールアドレスと氏名＋電話番号をお知らせください 

  追って当方からメールにてカード決済メールを返信いたします 

d) 銀行振り込み 紀陽銀行和歌浦支店（普通）０４９４０８３  ワナカ マサト 

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

f) 世界らん展会場で直接お支払いと引き渡し（キャンセルは不可） 

 

メール返信先 shop@w-orchids.net  

Tel 073-444-2422   FAX 073-446-2506  

〒641-0023 和歌山市新和歌浦２－１０ ワカヤマオーキッド 

 

   Ｗakayama Orchids 販売ブースは H１３です。    

                      

 詳しくはこちらまで http://www.event-td.com/orchid/ 

 



                                 SUPER SPECIAL Plants   

  

W-１ 開花株３B   ￥１６５，０００   (OG Div.) 

C. nobilior var.amaliae ‘Luma NO.1’  

台湾趣味家作出の本家ブラジルを超えた素晴らしい

ｱﾏﾘｴです。ﾍﾟﾀﾙの丸さ・幅・リップの濃淡模様

など申し分ない個体です。今回特別に販売できること

になりました！ 

バークボード植えでご提供します。 

W-２ 開花株 3B ￥２５０，０００ 

C. nobilior var.amaliae fma.semialba 
   ‘Luma No.2’   (OG Div.) 
台湾趣味家作出の本家ブラジルを超えた素晴らしいｱ

ﾏﾘｴです。リップの赤さが明確でしかも筋も美しい！ 

パーフェクションの血を受け継いだ優秀花です。 
 バークボード植えでご提供します。 

 

  

W-3 開花株 ２B ￥１４３，０００ 

C.nobilior var.amaliae fma.semialba 

‘Luma No.12’ (OG Ｄｉｖ．)   
 

台湾趣味家作出の本家ブラジルを超えた素晴らしい

ｱﾏﾘｴです。パーフェクションの子供でリップの張り 

筋・サイズも含め親を超えた個体と言えますね。 

バークボード植えでご提供します。 

 

W-4 開花株 ３B ￥２２０，０００ 

C.nobilior var.amaliae fma.semialba  
‘Rainbow Planet’ (OG Div.)  

 

台湾趣味家作出の本家ブラジルを超えた素晴らしいｱ

ﾏﾘｴです。ﾍﾟﾀﾙ先端は少し尖るものの天使の雫を

持ちリップも平開しワクワクする花に仕上がっていま

す。バークボード植えでご提供します。 

 

  

W-5 開花株 4B   (OG Div.) ￥１３２ 

，０００ 

C.walkeriana fma.semialba-picoty‘Pa-28’   

 

近年ﾌﾗﾒｱやピコティーで有名になった Pa シリーズ

の１個体。天使の雫・ソリッドリップ・赤い縁取り・オーバ

ーラップとこれ以上はないワルケリアナとしては超完成

系個体です。 

 

W-6 開花株  ３B ￥１３２，０００ 

C.walkeriana fma.semialba‘ NO.5’  (OG Div.)  
 

ある意味にどん欲な日本人はこの花を追っかけているのか

も？天使の雫を持たないまん丸で幅広ﾍﾟﾀﾙだけでオー

バーラップする完璧なセミアルバ！リップもソリッドﾀｲ

ﾌﾟとなります。も～完璧♪ 

 

  

  

 

 

 

 



  

W-7 開花株 ２Ｂ ４号鉢   ￥３３０，０００ 

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

 

カルロス ゴメス氏秘蔵品、世界で一番有名なパープラ 

ータです。当園残りの１株販売品をこのタイミングで！ 

これは歴史に残る個体となるでしょう。 

 

W-8   開花株 ２B \１７５，０００   初売り！ 

C.purpurata fma.flamea ‘Redondinha’ (Div.)   
 

パープラータの神 Mr.Carls Gomes から輸入したフラメ 

ア個体です。以前に物に比べ格段に P 先端まで幅があり

リップも大きく色鮮やかです。３～４年前５０万円級のよう

です。 

   

W-９  ２号株高５ｃｍ ￥２７，５００ 

Den.spp.Papua Blue 
( =azureum ) 

 
お待たせしました！ついに販売！世

界一青いデンドロです。ｾﾙﾌ苗と

なります。小さいですが是非今のう

ちにお買い求めください！限定１０

株のみを販売します。 

 

W-１０ １作開花株 3Ｇ ￥７７,000 

C.warneri fma.coerulea  

  ‘Gran Bleu’ SSM/JOGA  (Div.) 

 

もう少しで GM までだったパーフェ 

クトなセルレア個体です。なかなか

分け株販売はできないこの個体。 

大柄なﾜｰﾈﾘｰです。４号鉢 

W-１１ 開花株 4Ｂ ￥７７，０００ 

C.traianae f.s/alba-pincerada 

’Erie’   (Div.) 

 

なんとも白と赤の切れが良いトリアネ 

です。自然種っぽい所がとても気に 

入っている。こう言うのは長く愛せ 

る。良い時期に咲くと派手に模様が 

入る。 

 

   

W-１2 １作開花株４Ｇ￥１３２，０００ 

C.maxima fma.rubra  

     ‘New World’   (Div.) 

全てはここから始まった！ハワイ作出 

のルブラ マキシマの基になった有名個 

体です。コレクションとしては素晴らしい

一品です。 

３．５号鉢 

W-１3 １作開花株 3Ｇ ￥44,000 

C.maxima fma.carnea 

  ‘Lahaina Sunset’ (Div.) 

ペルー産のカーネア色をしたハワイ

生まれのﾏｷｼﾏです。久々の分

け株です。 

3.5 号鉢 

W-１4 開花株４Ｇ ￥１６５，０００ 

C.maxima fma.labioamarelo  

               ‘ Angero’  (Div.) 

リップに筋が入らない特別な個体。白い

リップは黄色部分が目立ちアマレーロと

呼ばれる。気候により白いリップ部分は

コンカラー系の淡いピンク色になること

がある。それでも筋は無いです。 

４号鉢 （写真は輸入直後の物です。） 

   

 

 

 
  



 

  

W-１５ １作開花株 3Ｇ ￥33,000 

C.maxima fma.s/concolor 

  ‘Magari’ (Div.) 

まん丸で平開するピンクのリップは 

他に類を見ない個体です。中型種 

です。いわゆるコンカラーとは違う

テイストの自然種分け株。 

3.5 号鉢 

W-１６ 開花株 6Ｇ ￥44,000 

C.maxima fma.s/a-striata 

  ‘White Addiction’ (Div.) 

当園作出の良個体です。特にリッ

プの赤さが際立つ個体です。強健

で大きくなると１５～２０輪開花でき

るポテンシャルあり。 

4.5号鉢 

W-１７ １作開花株 3Ｇ ￥１３２,000 

C.maxima ‘Spicy Red’ (Div) 
 

エクアドル産の天然ﾏｷｼﾏです。

リップノーズが異様に大きく大変豪

華な花になります。ある意味凄い！ 

久々の分け株です。 

3.5 号鉢 

 

  

W-１８ ２．５号 ￥３，３００ 

C.schroederae  
[ ‘Tara’ X ‘Popayan’ ] 

オレンジ色が際立つ銘品タラを使用した国産実生です。 

香りはもちろん 花形や色彩共に期待十分な組み合わせです。 

今が買いごろ？なのかも？２作で開花できます。 

 

W-１９ ３号 ￥１３，２００ 

C.lueddemanniana 
[ flamea ‘Grand Odyssey’  
X coerulea-flamea ‘Samurai Blue’ ] 

７５%がセルレアの血を持つフラメア実生！ 

狙うは世界初のセルレアの強烈なﾌﾗﾒｱだ！ 

ほぼ最終販売です。限定５株 

 

   

W-２０ 開花株４バルブ￥２７,５00 

Blc.Excellent Zaoh (Div.) 

‘Green Fantasy’ SBM/JOGA 

 

ディグビアナ系のとても素晴らしい香

りを持つグリーン花です。大切に育て

た株 超希少です。 

W-２１ 開花株３バルブ￥２７，５００ 

Bc.Digbyano-warneri  
‘Napoleon’  (Div.) 

 

18cm 級の巨大輪冬咲き種です。 

すごくいい香りがするので迫力と共に

楽しめます。希少です。 

 

W-２２ 開花株 6B ￥77,000 

                      3B    \44,000 

Blc.Lester McDonald  Div. 
     ‘Exotic Orchids’ FCC/AOS 
株ができると１８ｃｍの巨大輪となり緑

色の鮮やかさと巨大ﾘップには虜とな

る。香りも素晴らしい個体。 

超入手困難なオリジナル株です。 

   

   

 

 

   

 

 

 

  

 



   

W-２３ 開花株 ￥66,000 

C.warscewiczii fma.coerulea 
‘Jr.Floresta’ (Div.)  

 

La Floresta x self より選抜された

個体で濃色な青いリップが印象的な

個体です。P/S は白に近く美しい。 

 

W-２４  開花株４Ｇ ￥４４,000 

C.warscewicziia fma.coerulea 
   ‘Ultramarin Blue’   ( Div.) 
 

リップに筋が無く白と黄色の美し 

い表情が印象的な希少色彩で 

す。写真は天然採集時の物です。 

 

W-２５ 開花株 4B ￥４４，０００ 

Ctrianae fma.trilabelo 
‘ Lia ’ SBM/JOGA  (Div)  
 

当園のトリラベロ作出の原点となった

1 個体です。当時 45 万円した分け株

です。自然に開く素晴らしい銘花 

 

 

 

 

 

W-２６    2 号鉢 ￥５,５００ 

C.walkeriana 

  (‘Madou Madel’x ‘Pa-06’) 

 

面白い試みでいろんな色彩が期待で 

きる交配です。ピコティー率は良くな 

ります。限定 1０株 （前回人気交配） 

 

W-２７  ２作株 3Ｂ ￥44，０００ 

Rlc.Perfect Beauty 

  ‘Compliance’ SM/JOGA (Div) 

 

１８ｃｍ位の巨大輪で株も気持ちよい

位大きく幅広の葉です。まん丸な完

成系の花で見ごたえ十分！希少なオ

リジナル株 バックふかし販売。 

W-２８ 開花株４Ｇ ￥６６，０００ 

C.trianae fma.trilabelo 

 ‘New Century’ (OG Div.) 

勝手にしっかりと開く優秀なトリラベ 

ロ．トリアネ本来の魅力を残しつつ 

厚弁でペタルに黄色い模様が入る。 

私の大好きな個体です。 

 

   

W-２９ 1 作開花株 ￥３，８５０ 

Phal.celebensis 
   
セレベス島に自生するユニークな原 

種胡蝶蘭です。葉に斑点模様があり

美しい。木に付けるのもよいです。 

W-３０  ２．５号 ￥１6,500 

Den.annae 
      ‘Charotte’ (OG Div.)  

 

とても人気がある個体です。久々に

高芽取りが出来ました。SM 十分狙え

る個体です。自然種です。 

W-３１ 開花株 4 号 ￥4，4００ 

Den.Shining Pink 
 

 

良型で濃いピンクの大房が咲く大変

人気が高い国産実生です。今春初花

が咲く予定の株となります。 

 

   

 

 

 

 

 



                     

W-２６  １作開花株 ￥５，５００ 

Rlc.Warm Color ‘Big FootⅡ’ SM/JOGA 
 X Rlc.Last Dream ‘Vivian’ SM/JOGA 

巨大輪で安定した花形とぶれない子供を生み出す 

ウォームカラーに当園選抜のビビアンのコラボ。色んな 

色彩が出現することでしょう。今が買い時！細葉と太葉の

チョイスで大人買いして下さい！ １～２作開花株 

W-２７ １作開花株  ￥５，５００  
Rlc.Twenty First Century ‘New Genelation’SM/JOGA 

X Rlc.Last Dream ‘Vivian’ SM/JOGA 

自家製最新大輪系交配です。様々な模様とリッチなカラ 

ーバリエーションが期待できる。近未来のラベンダーを 

代表する交配になるでしょう。1２月から２月にかけて開花

予定。 レビューで紹介後問い合わせ多数！ 

  

 

W-43 開花株 ２B 小 ￥５５,000 

Den.glomeratum  (OG Div.) 
‘Juliet’BM/JOGA 

20 年前の天然物の選抜個体です。 

大切に育てていた株で実生が大きく

ならないのに比べ背が伸びます。濃

色で丸い申し分ない花。 花付き 

W-44  開花株 ３B ￥８８,000 

Den.glomeratum (OG Div.) 
   ‘Romio’ BM/JOGA 
左に同じく天然物でＮＳが大きくゆっ

たり開花します。色彩はピンクです。 

リップのオレンジが目立つ。サイズも

大きいです。 

W-３２  3.0 号  ￥８，８００ 

C.amethystoglossa f.flamea  

 [ ‘Tedesco’ x self ]       

ブラジルでも開花株が完売するほど 

の新しいタイプのフラメアが開花する 

今回一押しの実生苗です。 

さあ始まる新しい世界 

   

W-３１ 開花株  ￥４，４00 

Cl.Grace Dunn 

‘Beaver Valley’ (OG Div.) 

 

人気のグレースダン ミッカビの親

です。OG の販売は少なく希少です

ね。この機会にコレクションください 

 

 

W-３２ 開花株  ￥４４，０００ 

C.lueddemanniana f.coerulea  

Picoty ‘2203.0301’  (OG all)     

 

当園オリジナル実生から選抜したセ

ルレアですがﾍﾟﾀﾙ周辺縁取りとな

るピコティータイプです。これなかな

かきれいなんです！実生株全部 

名前はご自由に 

 

W-３３ 開花株 ￥27,500 

Rlc.Digbiyano-schroederae  

 ‘Alies’ （Div.） 

 

香りの事だけ考えて交配をした品種。 

とにかくこの個体は甘～い香りが長時 

間続きます。一度嗅いだらもう病みつ

きになる位。香りフェチの人にお勧め

です！  

 

このリスト以外にもワカヤマオーキッド過去の LIST から合わせてのご注文もお受けできます。 

併せてご検討ください。  

 

 

  

  

 

  



 
 

 


