
 

 

 

 

1３th. 和歌山らんフェスタ 

 

日時：２０22．6/4～5（sun.） １0:00 to 17:00 (最終日１６：００) 

場所：和歌山 JA ビル１F （JR 和歌山駅前） 

出店者：ワカヤマオーキッド・ 久栄ナーセリー 

    須和田農園 ・万花園 4 社 

個別展示出展公募します！ 

誰でも参加が可能です。 豪華な褒賞を用意しています。 

展示参加の場合は各出店業者 (集荷場所) にお早めにお問い合わせください。 

6 月 3 日にリボン審査と JOGA メダル審査（ｴﾝﾄﾘｰ代と認定料必要）実施 

  

和歌山らんフェスタ SPECIAL LIST 2022  

今回も各出店者のご協力により素晴らしい LIST が出来上がりました！是非ご覧いただき

ご購入下さい！LIST 有効期限は２０22.6.4 まで  （表示価格は税込み価格となります） 

 

1) ご購入希望の番号をメール・TEL・FAX でお知らせください。在庫をご確認いたします 

2) お問い合わせの際は、下記連絡事項とお支払い方法をお書き添えください。 

ご氏名 ・ご住所 ・電話番号（有れば携帯） ・到着希望日（６月 8 日以降となります） 

（W－１～W27 のナンバーのみのご注文の場合、ご注文後すぐに発送させて頂きます） 

＊割引に関して W1～２７の品物に限り期間中１０％OFF となります。 

3) こちらから在庫確認しご連絡します。 

4) 送料全国一律￥１，700 （箱が小さく済む場合はなるべく安く算出します。） 

5) お支払いは ①商品到着後に同送する郵便振替でのお支払い ②銀行振り込み  

③ゆうちょ振込み ④代引き（別途 300～500 円）が別途必要。 

6) TEL 073-444-2422  FAX.073-446-2506  MAIL shop@w-orchids.net 

 
 

mailto:shop@w-orchids.net


   

W-1  開花株 ￥２，750 

Den.victoria-reginae 

デンドロ ビクトリアレギネ 

青いデンドロで有名な品種です。 

国産実生で栽培も幾分容易です。 

是非チャレンジを！ 

 

W-２  蕾付き良株 ￥６，６００ 

Seidenfadenia mitrata 

セイデンファデニア ミトラタ 

国産栽培でしっかり管理された株です 

SNSでも大人気！５月中に満開となる 

株です。 

W-３   開花株 ￥６，６００ 

V.coerulea (dowarf type) 

バンダ セルレア ドワーフタイプ 

人気の小型で開花するタイプです 

真っ青な花をお楽しみください。 

良い株で販売！ 

   

W-４  開花株 ￥３，８５０ 

V.christensonia 桜バンダ 

バンダ クリステンソニア 

まるで桜のように開花する中型バン 

ダで強健です。葉も赤く紅葉するの 

が楽しいです。 

 

W-５  開花株 ￥4,４００ 

Den.treacherianum 

デンドロ トリチェリアナム 

ピカピカで真っ赤な巨大花を房で 

下垂咲させます、甘い香りも人気 

で３～５月に開花します。 

 

W-６  開花株 ￥４，４００ 

Bulb.ankylochele 

バルボ アンキロチェレ 

マスデバリアに似た綺麗なオレンジ

花は集団で開花！圧巻です。 

展示会向けでもあります。 

 

   

W-７  １作開花株 ￥16,500 

Paph.rothschildianum x sib. 

(Futue World x Montmillais) 

(Giant Wings x Tarantula) 

パフィオ ロスチャイルディアナム 

東京オーキッド自慢の実生です。 

P 幅のある豪快な巨大輪を期待して

います。 

W-８  開花株 ￥１６，５００ 

Phrag.besseae fma.flabum 

フラグミ ベッセ フラバム 

久々の販売しかも国産で安心！ 

ほぼ同じ花が開花します。 

全部開花株です。 

W-９   LS１２ｃｍ ￥１１，０００ 

Phrag.kovachiae  

‘Yashima’x self 

フラグミ コバチー 

国産実生販売です。時間はかかり 

ますがちゃんと育ちますよ！これは 

買いです！ 

 

 

 

 

 

  

  

 



   

W-１０ 開花株 ￥１１，０００ 

Rlc.Last Dream’Vivian’SM/JOGA 

ラストドリ－ム ビビアン 

１２～２月に開花するビビットな 

カラーは人目を惹きます。１花茎に 

３～４輪開花する当園自慢の作品 

W-１１  開花株 ￥３，８５０ 

C.brevipeduncurata NTV 

カトレア ブレビペデンキュラータ 

ブラジルから輸入した天然の株です。 

SNS で大変人気があり品薄です。 

木に付けています。 

W-１２ 来期開花株 ￥６，６００ 

C.coccinea f.aulea x sib. 

カトレア コクシネア オーレア 

国産の黄花実生でかなり良いものが 

開花します。ペタルも丸く進化してい

ます。 

   

W-１３ 1 作開花株 ￥８，８００ 

Rlc.Candy Pop’Angel Bouquet’ 

ｷｬﾝﾃﾞｨｰﾎﾟｯﾌﾟ ｴﾝｼﾞｪﾙﾌﾞｰｹ 

１花茎で写真の様にブーケになって 

しまう凄い花です。裏表が無いボール 

状で開花します。夏から秋咲種。 

W-１４ 開花株 ￥６，６００ 

Rlc.Mem.Yukio Wanaka 

メモリア ユキオ ワナカ 

駄花は咲かないアベレージの高い実 

生です。全てオーバーラップし様々な 

模様に花が開花。冬咲品種。 

 

W-１５  ３．０号 ￥４，４００ 

C.amethystoglossa ‘All Foe You’ 

アメジストグロッサ オールフォーユー 

過去に好成績を出した再実生です。 

４倍体で大きな点が魅力ですね。 

生産者委託栽培で良株です。 

   

W-１６ 開花可能株 ￥７，７００ 

C.schlleriana BR 実生 

カトレア シレリアナ  

ブラジルから最新の実生を輸入 

根も動いていますのでご安心くださ 

い。 

W-１７ 開花株 ￥１１，０００ 

C.purpurata f.flamea selected 

カトレア パープラータ 選抜品 

ブラジルで選抜された写真の様な 

ルブラ系のフラメアです。夏咲き種 

W-１８ 開花株 ￥２２，０００ 

C.tenebrossa selected 

カトレア テネブローサ選抜個体 

ブラジル カルロスゴメスの選抜品 

で従来品に比べてかなり花形が丸く 

なっています。 

 

   

   

   



   

W-19  2.5 号 ￥27,500 

Paph.leucochylum black 

パフィオ リューコキラム 

ここまで黒いのは初めて！３芽入っ

た苗になるので大変お得です。 

お早めに！ 

 

W-20 開花株 ￥ 

Gomesa Moon Shadow  (MC) 

   ‘Tigertail’ BM/JOGA 

ﾑｰﾝｼｬﾄﾞｰ ﾀｲｶﾞｰﾃｰﾙ 

パンダタイプの人気品種です。 

小型で枝打ちして開花する。 

W-21 ２．０号 ￥２７，５００ 

Den.azuleum  x self 

デンドロ アズリューム 

パプアブルーとも呼ばれる最新の

青い原種です。良い苗に仕上がっ

ています。 

   

W-22 開花株 ￥６，６００ 

Macodes petra <black type> 

SNS で大人気の新しいペトラです 

黒いのが特徴でオークションでは 

１万円以上で取引されています。 

ジュエンﾙ関係は沢山入荷して 

いますお問い合わせください。 

W-23  1 作開花株 ￥２，７５０ 

DenBlue Twinkle (MC) 

ブルー トゥインクル 

カナリキュラタム系でブルーの 

中型種で人気抜群！ 

１度開花すると次々と咲きます。 

W-24 開花株  ￥３，３００ 

Phal.lueddemanniana ‘Red’ 

天然のルデマニアナの分け株です 

バーがしっかりしていて可愛い。 

ピンク系です。 

高芽で良く増えます・ 

 

   

W-２５ １作開花株 ￥８，８００ 

Cym.wadae 4N x self 

シンビ ワダエ ４倍体 

高いフラスコを買って育て上げた 

４倍体と言われる実生です。 

花は来年開花しそうです。 

巨大輪来てほしい！ 

W-2６ 開花株 ￥１６，５００ 

Rlc.Durigan ‘Aquarius’ (MC) 

ドゥリガン アクアリウス 

貴重な赤系の個体です。赤いドット

も粗くて魅力抜群の個体です。 

一株のみの販売。 

 

W-2７ ３．０号 ￥６，６００ 

C.schroederae’Popayan’ x self 

シュロデレー ポパヤン 

最高の香りを持つシュロデレーの銘

品！とにかく売れてます！ 

お早めにお求めください。 

 

 

   

   

 
  



   

M-28 開花サイズ ￥4,400. 

Ctsm.pileatum fma.album 

カタセタム ピレアタム、アルバム 

トリニダード・トバゴに自生する原

種で普通個体は茶色系の花を咲か

せるが、本個体は純白の花をさかせ

ます。人気品種ですのでお早めに！ 

M-29 １～２作開花 ￥4,400. 

Aeranthes ramosa 

エランサス ラモサ 

マダガスカルに自生する原種で花

茎を下垂させて約 60ｃｍ伸ばしそ

の先にグリーンの花を次々と咲か

せる面白い品種です。 

M-30 開花サイズ ￥3,300. 

Phal.tetraspis fma.alba x sib 

ファレノプシス テトラスピス、アルバ 

アンダマン・ニコバル諸島に自生す

る原種で普通個体とは違い純白の

花を咲かせる個体のシブリング株

です。香りも楽しめます。 

   

M-31 開花サイズ ￥6,600. 

Monn.Millennium Magic 

‘Witchcrafut’ 

モニエララ ミレニアムマジック 

‘ウイッチクラフト’ 

イカ墨にような真っ黒で光沢のあ

る花を咲かせます。真っ黒です。 

M-32 開花サイズ ￥2,750. 

Gastrohilus retrocallus  

‘Three Lip’ 

ガストロルキス リトロカラス 

‘フリー リップ’ 

南西諸島などに自生する原種で株

がとても小さく可愛いです。 

M-33 開花サイズ ￥27,500. 

Pinalia cylindrostachya 

‘Fountain Spring’AM/AOS 

ピナリア シリンドロスタチア 

‘ファウンテン スプリング’ 

マレーシアなどに自生する原種で

１花茎に約 30 輪咲かせる珍種。 

   

M-34 開花サイズ ￥22,000. 

Den.lindleyi  

‘Florida SunShine’HCC/AOS 

デンドロビューム リンドレイ 

‘フロリダ サンシャイン’ 

花茎が長く伸び、大きな花を咲かせ

る有名個体の 14バルブ大株です。 

M-35 開花サイズ ￥16,500. 

Angraecum sesquipedale 

              ‘Tokyo’xself 

アングレカム セスキペダレ 

‘東京’x self 

兄弟株は非常に大きな花を咲かせ、

距も非常に長いです。 

M-36 開花サイズ ￥77,000. 

Paph.Crazy Lake (Select) 

パフィオペディラム  

クレイジー レイク 

花型が非常に良く、初花で花径は

14.5ｃｍと大きくさらなる期待が

出来ます。実生選別株。１芽+新芽 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



   

S-37 4.5 号・ＢＳ￥８８，０００． 

C.maxima ‘Super Lady’ SM/JOGA 

カトレア マキシマ ‘スーパーレディー’ 

オ リ ジ ナ ル 分 け 株  (‘Suwada’ x 

‘Fukue’) の初期実生から生まれた最

高峰の個体です。草丈４０cm、３バル

ブの分け株です。久々の販売株です。 

S-38 ４号・１作 ￥８８,０００． 

C.maxima fma.alba ‘J&L’ SM/JOGA 

カトレア マキシマ、アルバ ‘J&L’ 

オリジナル分け株 こちらも久々の販

売株ですが、いまだに高い人気を誇る

コースタルタイプの純白個体です。草

丈３５cm の１作サイズです。限定１株。 

S-39 ３号・２作 ￥１１,０００． 

C.tenebrosa ‘Yono’ GM/JOGA 

カトレア テネブロッサ ‘ヨノ’ 

なんと花径２１cm にもなるゴールドメ

ダル受賞の極大輪花です。いつもパ

ープラータの陰に隠れる原種ですが、

こんな極上個体もあります。メリクロン 

   

S-40 4.5 号・ＢＳ ￥３８,５００． 

C.Nostalgia ‘Good Memories’ BM/JOGA 

ノスタルジア ‘グッドメモリーズ’ 

オリジナル分け株 ３月に入賞したば

かりの特選個体です。原種インターメ

ディア、モッシエ、マキシマの三種だけ

で構成されている丈夫な品種です。 

S-41 2.5 号・１作 ￥５,５００． 

Bc.Shellie Nodosa ‘Mari’ SM/JOGA 

シェリーノドサ ‘マリ’ 

原種ノドサの直接の子供とは思えな

いほど大きく丸い花を咲かせます。高

円宮妃杯受賞花で花保ちも抜群に良

く１～２月に咲くミディです。メリクロン 

S-42 ２号・１作 ￥３,３００． 

Rth.Jubilee Lady ‘Raspberry Yogurt’ 

ジュビリーレディー‘ラズベリーヨーグルト’ 

白地にピンクのぼかしのミディですが

このぼかしは細かな点の集合でこの

ように見えます。２号鉢でもこの冬に

咲き始めました。メリクロン 

   

S-43 ２号・２作 ￥２,７５０． 

C.World Vacation ‘Costa del Sol’  

新発売 ワールドバケイション 

‘コスタ・デル・ソル’ BM/JOGA 

以前から人気の高かったミディの個体

ですが満を持してメリクロン株の登場

です。大輪花の魅力を凝縮しています 

S-44 ２号・２作 ￥２,２００． 

Ctt.Mini Sparkle ‘Anny’ 

新発売 ミニスパークル ‘アニー’ 

満作時には一花茎に１０輪もの濃色

花を咲かせるボール咲きのミディで

す。切り花にすると、１本だけでも丸い

ブーケのような雰囲気です。メリクロン 

S-45 3.5 号・２作 ￥７,７００． 

Rlc.Next Century ‘Elizabeth’ SBM 

ネクストセンチュリー ‘エリザベス’ 

極大輪花を咲かせる冬咲きの正統派

ラベンダーです。花並びも良く、冬の

展示会向けに大株作りに挑戦してみ

ては如何でしょうか？メリクロン 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 



   

K-46 7.5cm 鉢 1 作 ￥５，５００ 

C. lawrenceana, flamea strain 

カトレア ローレンセアナ，フラメア系 

多くの花をつける多花性タイプ。 

ビロード状のリップが美しいフラメア花

が咲いている実生苗。(参考写真) 

K-47  ２号鉢 ￥４,４００ 

C. rex （‘Pritania’ x select）  

カトレア レックス フラメア系  

花弁に紫紅色のフラメアが入る花の 

実生苗。２世代目の苗でフラメアの 

期待大。生育素直です。 

 

K-48 3.5 号１作-BS ￥9,900 

C. violacea,rubra ‘Tsiku Taiwan’  

C. ビオラセア,ルブラ ‘シク タイワン’  

最高峰‘Muse’のセルフから選別され

た SM/TOGA 受賞の濃色優秀花。 

格段に栽培しやすいメリクロン。 

   

K-49  ２号鉢 ￥７,７００ 

C. walekeriana (picoty ‘Baby Tears’ 

 x picoty ‘Exlior of Love’)  

まん丸でオーバーラップする大きな 

ペタルは紅色の覆輪が入る。極めて

型の良いセミアルバタイプの花同士を

交配した実生です。写真は交配親 

 

K-50  ３号鉢２作 ￥４,９５０ 

Rlc. Vigour Kugina ‘4 Point’  

Rlc. ビガー クギナ ‘フォーポイント’  

今まで見たことがない、赤の大きな 

マークが４つ入る色彩。 

あっと驚くような人目を引くセミアルバ

大輪花です。 

 

K-51  ３号１作 ￥５,５００ 

Rlc. Chief Queen ‘Lightning’  

チーフクイーン ‘ライトニング’  

チアリンの血を引くオレンジ系大輪の 

スプラッシュ花。小柄な株で開花しフ 

ラットで素直な咲き方をする。 

   

K-52  開花サイズ ￥７,７００ 

Bulb. cirrhoglossum 

Bulb. シルホグロッサム 

マダガスカル アフリカ系特有の大変

ユニークなバルボフィラム。ウロコのよ

うな傘の下から鳥の顔のようでヒゲの

生えた花が次々開花するタイプです。 

K-53  1 作 ￥６,６００ 

V. coerulea  (x sib)  

バンダ セルレア 

特にブルーの色彩や素晴らしい型の

花が期待できる最新交配。同系の交

配から高得点入賞花も出ている超人

気の苗です。 

K-54 開花サイズ ￥５,５００ 

Clo. Rebecca Express ‘M’  

クロウエセタム レベッカエクスプレス  

香りの良いピンク色の花が人気の 

レベッカノーゼンを用いた冬咲きで 

鮮グリーンが眩しい交配種。しっかり

した開花サイズのおすすめ株です。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



   

W-5５ ２．５号鉢 ￥６,６００ 

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-56  開花株 ３B   (OG Div.) ￥１１０，０００ 

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。 今回はバックバルブの販売ですので２０％off

価格となっています。 

 

 

 

 


