ワカヤマオーキッド 月間リスト ２０１７,７月号
１）割引に関して：お買い上げ合計が￥１０，０００を超えますと１０％割引致します。
送料梱包料一律￥１０００が必要です。
２）お気に入りの蘭が見つかったら、まずメールまたはお電話かＦＡＸでお問い合わせください。先着順となります。在庫
確認次第、商品を確保してその後発送となります。表示価格には消費税が含まれています。
ご注文の際には、＊ご住所 ＊お電話番号 ＊ご氏名

＊到着指定日（木曜日以外）をお書き添えください。

３）お支払いは以下の何れかを選んでください・ a)代引きシステム 300 円別途必要です
ｃ）当社の郵便振替（送金料は無料で品物と同送します）

b)銀行振り込み

ｄ）ＶＩＳＡクレジットカード

WOS-１ 開花株 ￥２７，０００

WOS-2

開花株 ￥３２，４００

WOS-3

開花株 ￥２７，０００

C.purpurata f.carnea ‘1706.2601’

C.purpurata carnea’1706.2602’

C.purpurata carnea ‘1706.2604’

リップは濃色でセパル太く安定した形

特にリップの即裂片が発達しておりアク

ゆったり開くカーネアでリップの赤色は格

を持つ優秀個体です。

セントになる。L.真っ赤で大変目立つ個

別。

体です。ペタルも幅広です。

WOS-4 1 作開花株 \１６，２００

WOS-5

C.mendelii f.flamea ‘Mourin Rouge’

C.purpurata f.carnea’1706.2605’

C.dowinana ‘S.Harada’ xself

開花するとやはり美しさを実感するこの

写真は色が落ちていますが、リップが濃

人気のドーウィアナ実生株です。真っ赤なに

個体。在庫減少となりました。

いカーネアです P 上向きにしっかり開き

染まるリップをお楽しみいただけます。

幅広です。

限定 3 株

WOS-8 開花株 ￥４３，２００

WOS-9

C.purpurata f,sanguinea ‘No.5’

C.guttata fma.coerulea ‘Select’

C.purpurata f.sanguinea’Suwada’

巨大輪でリップが門ボス極大きな特

グリーン地が変色せずドットも素敵でリッ

本種中で最も濃色で巨大な花です。

別個体です。株はかなり大きくなり

プ青紫の印象が強い個体です。ブラジ

野性味あふれる魅力抜群の銘花

見事に開花します。

ルの選抜 名前は自由

オリジナル分け株

WOS-7

開花株 \３２，４００

3 号鉢

\２１，６００

WOS-6 2.5 号鉢

\4,860

在庫減少

開花株￥３２，４００

WOS-10 開花株 \３７，８００

WOS-11 開花株 \３２，４００

WOS-12

C.warescewiczii f.coerulea

C.warescewiczii f.coerulea ‘No.5’

C.warescewiczii f.coerulea

‘ 1706.3001 ‘ (OG)
Ituango セルフから選抜した個体です。
花全体が濃色ブルーの美花。

WOS-13

開花株 ２１，６００

‘ La Floresta’

原種テイストが色濃く残る魅力あるセル
レアです。L 特に濃青紫で美しい。

3.5 号鉢４B ￥３7,800
（OG）

ふくよかで青いリップ ワーセの銘花最
高峰の自然種個体 株高２５ｃｍ

WOS-14 開花株 ￥10,800

WOS-15

C.warescewiczii ‘Rucherensis’(OG)

C.gaskelliana f.coerulea ‘seleat’

C.warnerii f.coerulea’Blue Poison’

昔セルレアと呼ばれていた名品で

花全体が青くなる形も安定した個体で

美しいワーネリーセルレア 咲き始めのリ

す。リップ淡いブルーピンクになる。

す。巨大輪で迫力あります。

ップは濃い色に上がります。

WOS-16

WOS-17 開花株 ￥４，３２０

WOS-18 蕾付き株 ￥21,600

Trichoglottis pusilla (本物)

C.violacea f,semi-alba ‘select’

従来の小さいタイプが入荷しました

ブラジルタイプの完全セミアルバ個体

写真の様な美しい色目の花が開花

活着済みで安心、想像以上の素晴ら

P 幅もありリップ筒上まで真っ赤に染まり

する定評あり実生です。

しい香りを官能してください。

ます。

WOS-19 2.5 号鉢

WOS-20 ２．５号鉢

WOS-21

開花株 ￥３，７８０

C.pumilla f.oculata
’Imperiatriz’ x self

￥１６，２００

C.nobilior amaliae-striata
‘ Mascaras ’ SM/JOGA (MC)

\ ８,６４０

る一鉢！

BS ￥１６，２００

C.dormaniana f.coerulea‘ Majorca’

C.violacea f.coerulea(KS1 x KS2)

憧れのセルレア入賞個体の MC です。

海外実生。株も良くできています！花

当園限定 MC。花全体に強い筋が入り 強い苗で 2 年後に開花予定。リップのア
ます。花形も良くｱﾏﾘｴの未来を変え

開花株 ￥8,640

ヤメ紫色がすごくきれいです。

全体が青くなる個体が多く咲いていま
す。100％セルレア！
この価格なら買いです！

WOS-22

開花株 \21,600

WOS-23 開花株 ￥１６２，０００

WOS-24

C.purpurata f.flamea‘FS ３１８３’

C.tenebrossa f.aurea ‘Waka Midori’

Den.boosii

ペタル幅広くゆったりと咲くフラメ

写真では見えないがエメラルドグリーン

フィリピン原種バルブ基部がものすごく

ア・ストリアータ。満作になると素晴ら

の美花 リップ丸・赤色部分も多く大変

細く花は目立つ。年に何度も開花し見

しくなります。

美しい仕上がりの個体です。NS18cm

応えがある人気品種、活着品

WOS-25

WOS-26 開花株 ￥２５，０００

WOS-27 3.5 号 蕾付き株 ￥２，１６０

Bulb.salmoneum ‘Select’

Btem.Hwuluduen Chameleon

開花株 ￥１６，２００

Bulb.tricanariferum
‘ Mount Little’ SBM/JOGA

開花株 ￥１０，８００

‘Golden Orior

大変美しい中型のバルボで希少な品種

株のわりに巨大な花が開花します！

です。この写真花の分け株を販売しま

新発売のオンシ系新交配種です。小型

写真の花の分け株！絶対お勧めの

す。栽培は容易のようです。

で開花します。枝咲きして光沢ある花が

入手困難な品種個体です。

初夏に開花します。

WOS-29 ３号開花株 \１２，９６０

WOS-30 ３号開花株 ￥１２，９６０

Den.pseudglomeratum 1706-2601

Den.pseudglomeratum 1706-2602

Den.pseudglomeratum 1706-2603

(NS３cm×３ｃｍ) 一番開く個体です。

やや濃色で展開の良い個体です。

やや縦長ながら濃色で展開の良い

リップも良い色です。

リップの色彩が特に良い。

個体です。全体的雰囲気が良い

WOS-31 ３号開花株 \１２，９６０

WOS-32 ３号開花株 \１２，９６０

WOS-33

Den.pseudglomeratum 1706-2604

Den.pseudglomeratum 1706-2605

Den.spectabile f.aureum ‘select’

縦長で展開良い個体です。化ける可

ボール状に密に花をつける個体です。

ハワイ実生で綺麗な緑黄色大輪、大き

能性大！

展開も良く、咲いている雰囲気が良い

な株を分けました。草丈４０ｃｍ

WOS-28

３号開花株

￥１６，２００

４.5 号開花株

￥２１，６００

WOS-34

開花株 \16,200

WOS-35 開花株 ￥16,200

WOS-36

Cｔｙｈ.Wakawiczii ‘ select No.5’ (OG)

Ctyh.Wakawiczii‘select No.7’ (OG)

C.warscewiczii f.coerulea ‘Blue Gem’

リップの展開が良い優秀個体です。

リップが丸く大きくそして周辺部が通常

リップまん丸で濃色花全体まとまりが有

SM も獲得できそうなオーラあり。

種よりも赤いいのが特徴の優秀花。

る非常に強健で良く咲く個体です。

WOS-37

WOS-38 1 作 開花株 ￥４，２００

WOS-39 花付き株 ￥４，８６０

Erasanthe henrici

Phal.philippinense x sib.

Acacallis cyanea

この春マダガスカルから輸入！根が

白弁でリップだけが黄色いフィリピン

ブラジル原産の青い宝石です、年 2-3

動き出しています。人気の単系種で

産原種です、今回シブリングで葉模

回開花する中型の趣ある原種。

す。やや暗めで栽培ください。

様も綺麗です。

WOS-40

WOS-41

開花株 ￥12,960

1 作開花株 ￥７，０２０

開花株 \ ５，４００

WOS-42

開花株 ￥３７，８００

BS ￥１０，８００

Rlc.Taiwan Emperor ‘赤将軍’

C.Taiwan Beauty’Qing Ming #1’

Papilionanthe vandarum

極丸弁でオーバーラップする濃赤

なんと 2 か月間も咲く春咲き最新品

大変珍しい原種です。花は大きく見ご

色の最新品種です。株姿もズングリ

種。NS１６ｃｍと株姿コンパクトですが

たえあり、写真の個体の分け株になり

超お勧め！

巨大輪です。超お勧め！

ます。

WOS-43 フラスコ 25 入り￥１６，２００

WOS-44

WOS-45 3.5 号開花株 ￥３，０２４

(Rlc.Warm Color ‘Big Foot’SM/JOGA

(Rlc.Dream Paradice‘Temptation’ BM

Den.usitae ‘Red Coral’ x sib.

X Rlc.Last Dream ‘Vivian’SM/JOGA )

X Rlc.Last Dream‘Vivian’ SM/JOGA)

濃い赤色から濃いオレンジ色まで開

新発売！高確率で優秀花が咲くと予

優秀なスプラッシュを目指した自家製

花する優秀実生です。今回株も良い

想される自家製実生です。限定 3

実生。苗やや小さめだが直ぐ出せます。

です。

フラスコ 25 入り ￥１６，２００

