
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新年リストはブラジルのカトレア選抜個体を中心のラインナップになります。頑張った 

あなたにちょっと贅沢してみては？ 選抜個体は全て、オンリーワンですので個体名は 

ご自由に着けて頂けます。また近年入手困難なブラジル系原種類もホットなアイテムと 

なりました。２０２２年からはようやく各地の蘭イベントも再開されます。 

 

＜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６日～１０日  サンシャインシティー文化会館２F （池袋） 

関西らんフェスア 京阪百貨店   １月２７日～２月１日  京阪百貨店守口店 （大阪府守口市） 

ｻﾝｼｬｲﾝｼﾃｨｰ ボタニカルフェア ２月１７日～２０日  サンシャインシティー文化会館２F （池袋） 

世界らん展日本大賞   ３月２４日～３１日   東京ドームシティープリズムホール（文京区後楽園） 

関西らんフェスタ神戸  ４月８～１０日     ﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｾﾝﾀｰ KIITO （神戸市） 

 

 

 

 

 

 

 

Wakayama Orchids  

2022 Spring 
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Rlc.Mem.Yukio Wanaka ‘My Way’ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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：【 口座記号 00950-3-213225 和中 雅人 】 口座変更しました！ 

      ＊当園会員の方のみ 後払いの場合は荷物発送時に郵便振替を請求書と共に同封いたします。 

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： 今回も引き続きお買い上げ合計金額で段階的割引が適応されます！   

資材類の卸高騰も有り、１６，５００円以上のお買い上げでの適応とします。 

 

お買い物合計 ￥１６，５００未満の場合 割引なし 送料一律￥１，７００が必要 

お買い物合計 ￥１６，５００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１５ｋｇ以内と致します。 

これを超える場合又は６０ｃｍサイズの小さい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.granulosa fma.alba x self 

ｸﾞﾗﾆｭﾛｰｻ ｱﾙﾊﾞ 

こんな綺麗な花はなかなかないです 

ね。ﾚﾀｽｸﾞﾘｰﾝ色に純白のリップは 

原種として格別なものです。 

大きく育つと巨大な花が５輪くらい開

花します。超おすすめ！ 

開花株    ￥１１０，０００ 

２：C.leopordii fma.coerulea 

     ‘Charly’x self 

ﾚｵﾎﾟﾙﾃﾞｨｰ ｾﾙﾚｱ ﾁｬｰﾘｰ 

写真の様な緑と黒点がハッキリとし 

リップは美しいセルレア色になる。 

かなりの多花性となり大きく育つと

見事です。今回８０ｃｍの良い株 

開花株 ￥１９，８００ 

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.eldorado f.concolor-venosa x self 

  ｴﾙﾄﾞﾗｰﾄﾞ ｺﾝｶﾗｰﾍﾞﾉｰｻ 

写真の花が開花する。ｺﾝｶﾗｰ色であり 

ながら美しいストライプが花全体に入る。 

あまり日本には入っていないタイプかと 

思います。良い株で入荷しています。 

限定10株 NBS   ￥２,２，０００ 

５： C.trianae fma.carnea 実生 

トリアネ カーネア 

セルレアの実生から出現した新色です。 

ブルーでもピンクでもないどちらかと言え

ばビニカラー系カーネアの美花です。 

トリアネファンなら必須アイテム！      

限定4株 開花株  ￥３３，０００ 

６： C.warkeriana   (MC) 

fma. flamea ‘Priscila Fonseca’ 

 ﾜﾙｹﾘｱﾅ ﾌﾗﾒｱ ﾌﾟﾘｼｰﾗﾌｫﾝｾｶ 

トクツに似た色彩ですがふんわり開花する 

ようです。ﾌﾟﾘｼｰﾗコレクションのブラジル 

メリクロン 1作株になります。日本初！ 

限定 10 株 ３．０号  ￥１６，５００ 

   

７： Enc.randii fma.alba 

ｴﾝｼｸﾘｱ ﾗﾝﾃﾞｨｰ ｱﾙﾊﾞ 実生 

日本初売り！最も美しいエンシクリア！ 

中型で花も大きく５～８輪開花します。 

ピュアーグリーンで厚弁、リップは純白 

で大変目立ちます。 絶対買い！ 

開花株   ￥８，８００ 

８： Cleisostoma arietinum 

  ‘Olympic Rings’ (OG div.) 

ｸﾚｲｿｽﾄﾏ ｱﾘｴﾃｨﾅﾑ ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾘﾝｸﾞｽ 

なんだろ？見てるだけでワクワクする植物 

OGのみこの形になるという。絶対買ってほ 

しい蘭ですね。強健ですよ！  

カット株新芽あり２０ｃｍ    ￥９，９００ 

９：B.perrinii fma.trilabelo 

ﾍﾟﾘﾆｰ ﾄﾘﾗﾍﾞﾛ 実生 

日本初上陸！殆どこのような花が開 

花しています。株に勢いがあれば３弁

花になると想像します。上手く咲かせ

ばヒーローになれるホットな種です！ 

２．５号 開花可能株 ￥５，５００ 

NEW! 

NEW! 

NEW! NEW! 

NEW! NEW! 

NEW! 

NEW! 

お勧め! 



 C.loddigesii fma.pelorica ロディゲシー ペロリカ ブラジル選抜個体を一挙輸入しました！ 

夢のような凄くきれいな花ばかりです。値段にかかわらずあなたのお好みを選んでください！ 

注意！）お問い合わせ時には、売り切れの場合もありますので第１～第５候補位までお知らせください。 

     Super Excerent ￥５５，０００   全て 1 点物です。名前はご自由に着けてただけます。 

    

    

 

  C.loddigesii fma.pelorica ロディゲシー ペロリカ ブラジル選抜個体を一挙輸入しました！  

Excerent ￥３３，０００       全て個体 1 点物です。名前はご自由に着けてただけます。 
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C.schilleriana selection (from Caliman)  カリマン氏の選抜個体を入荷！ 

開花時期にブラジルでスリップスにやられ完全な開花状態ではない写真です。下記の写真有り個体と 

蕾でダメになった為、花未確認の個体があります。日本にある従来品とは NS サイズが全く違いどれも 

大輪系の４交配 MIX となります。未確認物は株の良いものからお出しします。要ご相談！ 

注意！）お問い合わせ時には、売り切れの場合もありますので第１～第３候補位までお知らせください。 

     Super Excerent ￥１１０，０００   全て 1 点物です。名前はご自由に着けてただけます。 

    

Excerent ￥６６，０００  下記写真個体と大当たり可能性ありの未確認個体を含む 

＊花未確認株をご希望の場合はご注文の際 未確認株とお書きください。２０株ほどあります。 

 

     

   

 

サビオカリマン氏選抜個体。 

花写真無し株が２０株あり。 

お問い合わせ下さい！ 

     ￥５５，０００ 

 

     

４６: 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

けないレオです 再入荷品 

開花可能株￥１１，０００ 

４７:C.leopordii fma.lisa(OG) 

ﾚｵﾎﾟﾙﾃﾞｨｰ ﾘｻ ｾﾚｸﾄ 

花裏は緑系の新色レオです。 

この写真の個体を販売します 

株高８０ｃｍ 見事になりそう 

開花株 ￥３３，０００ 

４８： C.leopordii  

(‘Dark Princes’x ‘Gil’ ) 

かなり改良が進み、すごく濃

色で花形の良い優れた花が

咲き出しているようです。 

開花株大株￥１６，５００ 

４９: C.loddigesii coerulescens 

(Zezinho x coerulea Thiago) 

久々の青系ロディ販売です 

前回良く売れています。 

最終販売となります。 

開花株  ￥６，６００ 
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50：C.aclandiae f.escura 

(‘King Arthur’ x ‘JRD’) 

ガッツリでまん丸のアクランデ 

ィーを期待した交配です。 

前回完売でお勧めします！ 

１～２作木付き￥８，８００ 

51：C.aclandiae 

(‘King Arthur’ x albescens) 

写真の様な色彩が咲くと言わ 

れています。とにかくホットな 

アクランディー 

１～２作木付き￥８，８００ 

52：C.aclandiae f.alba x self 

ｱｸﾗﾝﾃﾞｨｰ ｱﾙﾊﾞ 

美しいグリーン色のアクラン 

ディーです。リーズナブルに 

なりました。 

木付き２作 ￥１１，０００ 

53：C.aclandiae  

(‘King Arthur’ x self) 

親は写真の様な濃い個体です 

大人買いしてください。 

現在 BRのトレンドです！ 

１～２作木付き￥８，８００ 

      

５４：C.aclandiae‘JDE 4N’ 

何が咲くのかワクワクする 4倍 

体のセルフです。絶対買って

おいてくださいね！ 

１～２作木付き￥１１，０００ 

５５：C.tenebrossa C.Gselect 

彼自身が選抜したどれも 

幅広弁です。色彩はやや

薄めですが丸いです！ 

開花株 ￥２２，０００ 

５６：C.tenebrosa fma.escura 

(escura x escura ‘Binot’) 

写真は同実生から開花し

た物で極めて濃色です 

３．５号  ￥８，８００ 

５７:  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 

    

５８：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 

 

５９： C.warnerii fma.coerulea 

‘Filinha’x‘Mininas’x‘Caliman’ 

世界的に人気のワーネリー。

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 

６０： C.warnerii s/alba arlata 

(‘Celio’x ‘Caliman’) 

ﾜｰﾈﾘ ｵﾙﾗｯﾀ  

原種ファンならこれは押さえ

ておきたい実生ですね。 

  ３．０号 ￥８，８００ 

６１：C.warneri (‘St. 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！世界中の人が愛す

る原種の一つ。 

３．０号  ￥８，８００ 

        

６２：C.purpurata  

(‘Vera Cruz’x‘Obra-Prima’) 

改良されつくした人気美花 

ノーズから真赤になると最高 

３．０号  ￥８，８００ 

６３：C.purpurata f.roxo-bispo 

   (‘#1577’x ‘Arminio’) 

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 

64:C.purpurata 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 

６５：C.purpurata oculata 

canhanduba(C.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 ￥７，１５０ 

 

Arminio 

Photo: orchid Brazil 

 

! 

Sample Photo 

 

! 

BEST! BEST! BEST! 

BEST! お勧め! お勧め! 

お勧め! お勧め! BEST! 

NEW! NEW! NEW! NEW! 

NEW! 



      

６６：C.purpurata fma.carnea  

(‘Silvia’x‘Perfect Rouge’) 

チェリーと呼ばれる濃色カー 

ネアの自家製実生です。 

２．５号  ￥３，８５０ 

６７：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   ￥３，８００ 

６８： C.purpurata  

(fma.ardosia‘Black’x self) 

濃い青紫色黒っぽい色にな

る個体のセルフ苗。 

２．５号   ￥４，９５０ 

６９：C.purpurata s/alba 

(‘Estrela Poler’x‘Mem.C D.’) 

歴史を変えた綺麗でまん丸 

のパープラータです 

３．０号  ￥７，１５０ 

    

７０：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 

７１：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 

７２：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 

７３：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 

     

74: 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 

75:C. 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 

75: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。入荷しました！ 

２．５号   ￥２，７５０ 

76: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  

 

    

７７：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 

 

７８：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 

７９：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 ￥１３，２００ 

８０： 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。 

開花株 ￥９，９００ 

 

お勧め! お勧め! お勧め! BEST! 

Estrela Polar 

 

Silvia 

BEST! お勧め! お勧め! NEW! 

BEST! BEST! BEST! 

BEST! 

お勧め! 

BEST! 



    

８１： Fdk.After Dark   (MC) 

    ‘Black Cherry Red’ 

なんと真っ赤なアフターダーク 

チェリー色でピカピカな花です 

３．５号   ￥９，９００ 

８２：Fdk.Turning Point (MC) 

   ターニング ポイント 

とても売れた品種です。お 

抹茶色の下垂して咲く美花 

３．５号   ￥９，９００ 

８３：Fdk.Midnight Lace(MC)  

ミッドナイト レース 

リップに髭が入る真っ黒な美

花です。新品種下垂 

３．５号   ￥８，８００ 

８４: Ctsm.expansum (MC) 

‘Green Velvet’ 

巨大輪カタセタム L 中央に黄

色いマークが目立つ最新品種  

３．０号   ￥７，７００ 

            

８５：Clowe Mark Margolis 

クロエサタム マークマーゴリス 

長く下垂する美花で売れてます 

独特なパープルブラウン！ 

３．５号   ￥８，８００ 

８６： Ctsm.Kidny Bean   

 ‘jamie’s Golden Eyes’ 

ピレアタム系で独特な曼荼羅

模様が新しい！人目を引く 

３．５号   ￥８，８００ 

８７： Fdk.After Dark 

’Sunset V O’ (MC) 

OG からの MCFCC入賞花 

赤系が美しい 

３．０号   ￥６，６００ 

８８： Fdk.After Dark 

’SVO Black Pearl’  (MC) 

竹の子ブームの火付け役！ 

まだお持ちでない方は是非！ 

３．０号   ￥５，５００ 

    

８９：Cl.Rebbecca Northern 

‘Miccabi’ (MC) 

ﾚﾍﾞｯｶﾉｰｻﾞﾝ ﾐｯｶﾋﾞ 

人気のピンク真珠！蕾付き 

 開花株   ￥３，３００ 

９０：V.merrillii‘Chocolate’ 

ﾒﾘﾘｰ ﾁｮｺﾚｰﾄ 

希少種でチョコレート色になる 

艶やかな選抜個体です。 

1作開花株   ￥３３，０００ 

９１：V.luzonica’大山崎’ 

ﾙｿﾞﾆｶ ｵｵﾔﾏｻﾞｷ 

銘品の分け株です。買いやす

いサイズです。 

葉の長さ３０ｃｍ ￥２２，０００ 

92：Dendrophylax lindenii 

   ﾘﾝﾃﾞﾆｰ 幽霊蘭 

実生栽培品で健康です。2 サイ

ズあります。コルク付き 

BS￥16,500 1 作￥132,00 

   
   

９３：Mucropodanthus alatus 

ﾏｸﾛﾎﾟﾀﾞﾝｻｽ ｱﾗﾀｽ 

珍しい小型の単茎原種です。 

赤い点がアクセントになります 

葉の長さ１５ｃｍ  

開花株 ￥６，６００ 

９４：Phal.equestris coerulea 

ｴｸｴｽﾄﾘｽ ｾﾙﾚｱ (OG) 

なんとも可愛くてしょうがない 

ミニ系原種胡蝶蘭。木に付け

ています。下垂して咲く 

開花株 ￥７，１５０ 

９５：Bulb.scaphioglossum 

ﾊﾞﾙﾎﾞﾌｨﾗﾑ ｽｶﾌｨｵｸﾞﾛｯｻﾑ 

ハシビロコウの様な花姿は面

白いですね＝。強健でいっ

ぱい開花してきます。 

開花株 ￥３，８５０ 

９６：Bulb.sp  (Philippin) 

バルブが枝豆サイズで赤くなり 

可愛い。花は年に何度も開花

する。SNS 系でも人気が出そう

な原種バルボです。 

開花株 ￥２，７５０ 

お勧め! 

BEST! 

BEST! 

NEW! NEW! NEW! NEW! 

NEW! NEW! NEW! 

BEST! BEST! BEST! BEST! 

BEST! BEST! 



   

    

  

９７： 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 

９８： 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 

９９： C.cernua fma.aurea 

(‘Select ’ x ‘KanaeⅡ’) 
セルヌア オーレア 実生 

大輪系の黄色くて丸いイメージの花を予 

想しています。違う系統を使うことにより 

強健になる 

1作 開花株 ￥４，４００ 

 

     

１００：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 

１０１： 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。 

前回好評 完売に付き再輸入 

木付き 開花株 ￥３，８５０ 

１０２： C.mantiqueira (2021JP) 

      ﾏﾝﾁｹ ﾗー 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！ 

木付き  開花株   ￥３，８５０ 

   

１０３：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 

１０４： 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 

１０５： C.cernua 国産実生 

    セルヌア  

ゴツゴツした丸い葉っぱの株姿も含め 

て初心者からベテランまで人気の種で 

す。秋咲きで今回木についています。 

来秋開花する株です。 

木付き 開花可能株 ￥２，７５０ 

 

NEW! NEW! NEW! 

NEW! 

NEW! お勧め! 

お勧め! 

NEW! 

お勧め! 



    

106：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 

107：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 

108：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 

109：Rlc.Chomthong Delight 

 ‘Yellow Watermelon’ (MC) 

ﾁｮﾑｿﾝｸ ﾃﾗ゙ｲﾄ ｲｴﾛー  ｳォ ﾀーー 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 

    

110：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種 

リップが丸く大きい。 

NBS ４．０号￥３，８５０  

111： 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   

112：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 

113： 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 

  

 

 

114: 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！ 

秋咲きの多花性美花です。 

開花株   \１１，０００ 

115: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

ラストが鮮明花形もよい 

４．０号 開花株 ￥３，８５０  

116:  Rlc.Taida Swan 

        ‘Polar Bear’ (MC) 

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  

117: 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 

 

 

 

 

118: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 

119: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 

120: 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  

121: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  

HIT! 

HIT! 

HIT! HIT! お勧め! 

お勧め! 

お勧め! Sale! Sale! Sale! 

HIT! お勧め! 

お勧め! BEST! BEST! 

BEST! 



 
 

  

122: Lc.MiniPurple ‘Gekko’ BM 

ﾐﾆﾊﾟー ﾌﾟﾙ ｹｯ゙ｺｳ  

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 

（MC） 開花株  ￥５，５００ 

（OG） 開花株  ￥１６，５００  

123:Rlc.Last Dream‘Vivian’ MC 

ﾗﾄﾗｽﾄﾄ゙ﾘー ﾑ ﾋ゙ﾋ゙ｱﾝ SM/JOGA 

MCもいい花が咲き出しました！ 

今が買い！やはり鮮やかな花で

すね。是非お買い求めください。 

開花株 ￥１１，０００ 

124: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 

125: Rlc.Warm Color (MC) 

‘Big FootⅡ’SM/JOGA 

ｳｫｰﾑｶﾗ  ー‘ﾋ゙ｯｸﾌ゙ｯﾄ’  

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 ￥５，５００   ４号￥７，７００ 

 

 
 

 

126：C.labiata s/alba-carnea 

(‘Carolyne’ x self) 

クリーム色でＬはカーネア色の 

最新色です！アメシアナとは違

うラビアタをお楽しみください。 

開花株  ￥８，８００ 

127:C.schilleriana albescens 

ｼﾚﾘｱﾅ ｱﾙﾍﾞｯｾﾝｽ 実生 

写真の花が咲いた同実生をブラジ 

ルから輸入しました。 

前回とはひと味違う実生です。 

1作開花株 ３．５号 ￥６６，０００  

128: C.schilleriana 

(‘#254’ x ‘Labelao’) 

比較的お買い求め安いシレリア

ナ。丸系の花が期待できます。 

花サイズは普通と聞いています 

開花株   \７，７００ 

129: C.hardiana ‘Amaging’ 

ﾊｰﾃﾞｨｱﾅ ｱﾒｲｼﾞﾝｸﾞ 

ｾﾐｱﾙﾊ゙ﾀｲﾌﾟの自然交雑種です。 

リップが大きく目がありワーセの 

血が濃い個体です。 

開花株 ￥２２，０００ 

   
 

130:C.purpurata f.flamea x sib 

ﾊﾟー ﾌﾗ゚ｰﾀ ﾌﾗﾒｱ ｼﾌﾘ゙ﾝｸ  ゙

BR実生で開花済みの個体です 

写真より濃いものが多いです 

開花株  ￥１１，０００ 

131: C.alaorii alba ‘Marshmallow’ 

ｱﾗｵﾘー  ｱﾙﾊ  ゙ ‘マシュマロ’ （MC） 

完全純白の素晴らしい個体です 

年２回は開花。栽培容易水好む。 

開花株   \２２，０００  

132:C.maxima s/alba 

‘ White Sphinx’  (OG) 

ペタルに少し赤い筋金入りです。 

大輪で多輪性 L脈が粗く個性有 

開花株  ￥３３，０００ 

133:Den.polyanthum 

国産実生 (2 列 x 脈目) 

長さ５０ｃｍのバルブです。春に

は初花が咲きます！ 

開花株  ￥５，５００  

 

 

 

 

134:C.maxima fma.alba 

‘Rantemario’ (OG) 

ﾏｷｼﾏ ｱﾙﾊﾞ ﾗﾝﾃﾏﾘｵ 

ペルー産の極整形の美花。 

数少ないミニ系アルバです。 

    開花株 ５G ￥２７，５００  

135: Phal.schilleriana sib. 

シレリアナ（ｼﾙﾊﾞｰｘ赤花）  

花芽が動き出した株になりま

す。木に付けたものもあります 

開花株 ￥５，５００  

銀葉   ￥７，７００  

136: Phal.minus(=Kingidium) 

   ( ‘WO Zebra’ x self ) 

当園選抜個体のセルフ株。 

可愛い木付きで販売中！ 

意外に入手困難です。 

開花株  ￥３，８５０ 

137: Den.annae ‘Pappy’(OG) 

   アナエ パピー 

天然物からの選抜個体です 

写真良くないですが綺麗な 

白赤になります。 

開花株  ￥８，８００ 

NEW! 

NEW! OMG! 

HIT! HIT! 

NEW! OMG! 

HIT! 

NEW! NEW! 

NEW!

NEW!

BEST! BEST! BEST! 

NEW! 

Sample Photo 

 

! 



  
   

138: Baptistonia silvana 

ﾊﾞﾌﾟﾃｨｽﾄﾆｱ ｼﾙﾊﾞｰﾅ 

初めて入荷の小型人気種！ 

希少ですよこれは日本初？ 

開花株 ￥３，７５０ 

139: 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 ￥８，８００ 

140: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 

141:  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 

 

   

 

142: Octomeria juncifolia 

ｵｸﾄﾒﾘｱ ｼﾞｭﾝｼﾌｫｨｱ 

とても面白い原種、棒状の葉

の真ん中から黄色い花が咲く 

草丈３０ｃｍで下垂する。 

   木付き開花株 ￥８，８００ 

143：Capanemia ulginosa 

ｶﾊﾟﾈﾐｱ ｳﾙｷﾉ゙‐ｻ 

とても魅力的な小型原種です 

純白の花は可愛くて下垂する 

木に付けて栽培します。 

木付き開花株 ￥３，３００ 

145:  Isabelia virginalis 

ｲｻﾍﾘ゙ｱ ｳﾞｧｰｼﾞﾅﾘｽ 

バルブが毛に覆われ、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 
 

146: Dichaea pendula 

    ﾃﾞｨｶｴｱ ﾍﾟﾝﾃﾞﾕﾗ 

規則正しく連なった葉は下垂し

て見事！花も紫系で美しいで 

すね。SNS受けしそうな原種 

     木付き開花株 ￥３，３００ 

 

 

  

147:  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   \３，８５０ 

148: 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 

149:Colax jugosus 

ｺﾗｯｸｽ ｼﾞｭｺﾞｻｽ 

超貴重な小型の地生蘭です 

久々に輸入しました！是非お

買い求めください。 

１作開花株   ￥３，３００ 

150: Zyg.crinitum 

  ｼﾞｺﾞﾍﾟﾀﾗﾑ ｸﾘﾆﾀﾑ 

菜の花系の香りがする小型 

のジゴです。近年入手困難と 

なりました。輸入品 

１作開花株  ￥３、３００  

 
  

 

151:Aer.biliba 

ｴﾗﾝｷﾞｽ ビロバ 

久々に入荷しました。星形で

純白の大きな花が３０ｃｍほど

下垂して咲きます。 

開花株  ￥７，０００ 
 

152: Psh.mariae x sib. 

        ﾌﾛ゚ｽﾃｹｱ 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  

153: 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１作開花株 ￥１３，２００  

154:  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 

NEW! 

NEW! お勧め! 

NEW! NEW! 

HIT! 

NEW!

NEW!NEW!

NEW!NEW! 

お勧め! 

HIT! NEW! 



    

155:  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 

156: 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 

157: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 

158:  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 

    

159： 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 

160:  Phal.gigantea  

原種 ｷﾞｶﾞﾝﾃｱ  

原種の胡蝶蘭で日本実生 

今回木付きの良い株です 

葉の長さ 25ｃｍ 

木付き ￥９，９００ 

161 : 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 ￥３，３００ 

162: 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 

  
  

163: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 

164: 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 

165: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 

166：Gongola 各種 

a) flaveola  d) grossa 

b) cassidea e) gratulabund 

c) galeata luteola 

開花株 どれでも  \３，８５０ 

    

167:  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 

168: 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 

169: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 

170: 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 

OMG! 

HIT! HIT! HIT! 

HIT! お勧め! 

お勧め! BEST! BEST! 

BEST! NEW! 

HIT! HIT! お勧め! 



 

 
 

 

171:C.trianae fma.concolor 

‘Oto’ BM/JOGA (OG) 

開花株  ￥２２，０００ 

172: C.trianae (OG) 

fma.s/alba flamea ‘Erie’    

5G開花株￥７７，０００ 

173:  C.trianae (OG) 

‘Kiss Mark’ BM/JOGA  

４G開花株 ￥１６，５００ 

174:  C.trianae (OG) 

f. flamea ‘Edgar Knight’    

4G開花株￥４４，０００  

 

   
 

 

175: C trianae fma.trilabelo 

  ‘1512-2205’  (OG) 

開花株  ￥３３，０００ 

176: C.trianae fma.trilabelo 

   ‘1112-113’ (OG) 

開花株 ￥４４，０００ 

177:C.trianae fma.trilabelo 

     ‘ 1512-0905’ (OG) 

開花株 ￥３３，０００ 

177:C.trianae fma.trilabelo 

      ‘ 2112-1402’ (OG) 

     開花株  ￥３３，０００  

 

 

 

 

178: C.trianae fma.trilabelo 

        ‘Amalfii’ (OG) 

開花株  ￥３３，０００ 
 

179: C.trianae fma.trilabelo 

   ‘El Passo’ (OG) 

  開花株  ￥３３，０００  

180:C.trianae fma.trilabelo 

   ‘Emotional Day’ (OG) 

開花株  ￥５５，０００  

181: C.trianae fma.trilabelo 

   ‘Tricolor Magic’ (OG) 

開花株４B ￥４４，０００  

 

 

 

 

182:C.amethystoglossa (OG) 

‘H.Kazuyo’ HCC/JOS 巨大株 

 開花株  8G 80cm ￥４４，０００  

183: C.percivaliana 

 marmorada ‘Sangre’ (OG) 

開花株    ￥３８，５００ 

184: C.Mystery Zone (OG) 

‘Japan Flag’SM/JOGA 

    ３．５号 ￥ ３８，５００ 

185: C.jenmanii (OG) 

rubra ‘Black Diva’ 

  開花株 3B  ￥６６，０００ 

    

186: C.walkeriana (OG) 

flamea‘Crimson Lotus’ 

開花株  ￥33，０００   

187:C.walkeriana rubra trilabelo 

     ‘Perfect B.V.’ (OG) 

開花株株  ￥６６，０００ 

188:C.walkeriana s/alba 

     ‘Leo’ (OG) 大輪強健種 

開花株  ￥２７，５００  

189: C.walkeriana 

trilabelo‘Azurita’(OG) 

     開花株  ￥３３，０００ 

NEW! NEW! 

NEW! NEW! 

NEW! NEW! 

NEW! NEW! 

NEW! 

NEW! NEW! 

NEW! NEW! 

NEW! 

NEW! 

一押し! 一押し! 

NEW! 

お勧め! NEW! 



  

     

190:C.walkeriana sib. 

(labeloide x ‘Smile Happy Love) 

台湾で大成功を収めている実生です。 

様々な色彩がでる！大人買いすべき 

        ２．５号 ￥８，８００  

191: 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 

192:C.schilleriana coerulea 

X B.tuberculata 

どうなる？楽しいブラジル実生、こういう交配 

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  

     

193 :C.maxima s/alba 

(Buena Vista x Fantastic Red) 

異なった血筋の美しいｾﾐｱﾙ 

ﾊﾞを期待できます。有名趣味 

家さんの実生 

    ３．０号 ￥４，４００ 
 

194: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 

195:Rlc.Mem.Yukio Wanaka（登録中）  

フラメア系で９０％オーバーラップが開花しま 

す！高いポテンシャルを持つ交配となりました 

１２～２月に開花。未開花株を販売します！

お早めにお買い求めください！  

３．５号  ￥４，４００  １作開花株 ￥８，８００ 

 
   

196: 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￥５，５００  

197: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 

198：C.walkeriana x sib. 

(‘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 

２．５号 ￥５，５００ 

a)   b)   c)   d)             

199: 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） 

HIT!  

NEW! 

HIT! 

NEW! 

NEW! 

 

NEW! 

NEW! NEW! 

NEW! 

一押し! 



◆ 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 

 

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 

      （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！ 全滅系です。  

（５００ｍｌ） ￥３,０８０ 

２０：ナメナイト 

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。 

       (３２０ｇ １個)￥１,１００ 

２１：ガビオタ １２：２４：２４  

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。 

安心のスタンダード！ 

（400g）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  

                                                            

 

ラビアタ ルブラフラメア‘クリムゾンナイト’ 

この秋に実生から選抜した優秀個体です。 

写真よりも濃色でフラメアがハッキリしています。 

とてもリッチな世界初の色彩を持つラビアタ 

（２００）     開花株３～４G ￥１５０，０００ 

んンｎ                                                         

 

クアドリカラー セミｱﾙﾊﾞ ‘サザグア’ 

実際見るとこの純白の花弁と深紅のリップは印象 

深い、特に L白縁取りは素晴らしく他に類を見ない 

絶対抑えるべき原種になりました。 

（２０１） 開花株 ５G￥６６，０００ （MC）￥１１，０００ 

                                                            

 

マキシマ ラビオ アマレロ `アンジェロ’ 

写真はｼﾞｬﾝｸﾞﾙ収穫時の物です。日本で咲かすと 

白い部分がややピンク系となることが多いですが、 

Lに線が無く特殊な多輪性のコースたるﾀｲﾌﾟ美花 

（２０２）  開花株４G ￥１６５，０００ 

                                          

 

シュロデレー ルブラ ‘阿修羅’ 

世界的に超人気のアシュラ 在庫はほとんどなく 

なりました。今回１～２か月に開花する限定５株を 

チョイスしました。是非このチャンスに！ 

（２０３）   開花株 シース付き ￥５５，０００ 

                                                        

 

ﾙﾃﾞﾏﾆｱﾅ ｾﾙﾚｱｰｽﾄﾘｱｰﾀ ‘ﾀﾞｰｸｻｲﾄﾞﾌﾞﾙｰ’ （MC） 

自家製限定メリクロンです。気持ち悪い位筋が花一 

面に入ります。最初の１００株最終販売です。大きな 

ところを３号に鉢上げして出します！限定１０株程度 

（２０４）  １～２作開花予定 ￥１３，２００ 

     
 

      

       プレスタンス コンカラー‘ｴﾝｼﾞｪﾙピンク’  

カリマン氏作出の美しいコンカラー、花形が自然ぽくって 

気に入ってます。リップの中はオレンジ色です。 

お水が大好きですが栽培は容易です。 

（２０５）   開花株４G ￥４４，０００ 

C.schroederae fma.rubra ‘Ashura’  (MC) 

  

 

C.praestans‘Angel Pink’ (OG) NO.6 

C.labiata rubra-flamea‘Crimson Night’ (OG) C.quadricolor fma.s/alba ‘Sazagua’ (OG) 

C.maxima f.labio amarelo‘Anjero’ (OG) 

C.lueddemanniana f.coerulea-striata ‘Dark Side Blue’ 

(OG) No.4 

 (OG) 

NEW! 
NEW! 

NEW! NEW! 



                                                             Ｖｖ  

 

トリアネ ペロリカ ‘ リア ’ 

 当園実生の親として大活躍した基本の個体！ 

 年により派手に咲いてくれたりもして楽しい個体です。 

 自力で咲くのは評価が高いです。 

（２０６） 開花株 ￥４４，０００ 

 

 

スペクタビル ｵｰﾘｭｰﾑ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾄﾞﾗｺﾞﾝ 

ハワイ作出の黄色い個体です。開花株が無いこの種、 

葉先まで４０ｃｍの良い株です！限定１株 

開花すると人目を惹きます！ 

（２０７）  開花株 ４．５号 ￥４４，０００ 

                                                           

トリアネ ﾙﾌﾞﾗトリラベロ ‘パンダ’ 

メロディーフェアー ‘キャロル’ （OG） 

昭和の銘品！素晴らしいｾﾐｱﾙﾊﾞ整形花ですね。 

アメリカの OGからの MCです。NOバイラス品！ 

入手困難です。巨大に開花します。限定２株    

（２０８） 開花株  ￥３３，０００ 

       

 

  ﾊﾟｰｼﾊﾞﾘｱﾅ ﾏﾙﾓﾗｰﾀﾞ ‘ﾚﾓﾗｯﾁｬ’ （OG） 

特殊な変異色彩のジャンクル物です。有名な花で 

咲き始めは白っぽく、日ごとに色が濃くなる。 

自然の技をお楽しみください。 

（２０９） 開花株４G ￥３８，５００ 

            

 

ミカワ エレガンス ‘アオイ’               パーシバリアナ ﾏﾙﾓﾗｰﾀﾞ ﾍﾟﾛﾘｶ‘ミスティーク’ 

濃厚な赤系の色彩を持つ特殊個体です。        奇跡の色彩を生み出した当園自慢の実生から 

リップとコラム筒部分が赤の同色になり凄い！     選抜した個体。蕾が開いたころから毎日色変化 

純日本製でカラーブレイクは無いです。         することからミスティークと言う名を付けました。 

パーツに分かれるクリーム黄色も見逃がせない    BSは２０万でした、今回小さめ株です。 

（２１０） 開花株 ３G ￥４４，０００              （２１１） １作開花株 ３G ￥１３２，０００      

 

Den.spectabile aureum‘Golden Dragon’ (OG) 

 

 

 

C.percivaliana fma.marmolada ‘Remoracha’ 

(OG)  

 

 

C.Melody Fair ‘Carol’ HCC/AOS （MC-Div.） 

 

 

C.triana fma.pelorica‘Lia’ SBM/JOGA (OG) 

 

 

 

 

 

 

(OG) 

 

NEW! NEW! 

NEW! NEW! 

Rlc.Mikawa Elegans ‘Aoi’  (OG) 

 

C.percivaliana f.marmorada-pelorica‘Mystique’  

(OG) 

FCC/RHS (OG) 

 

NEW! 


