
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018.1．20 版 

２０１８ TOKYO DOME 世界らん展 スペシャルＬＩＳＴ  

                    by wakayama orchids 

＊有効期間はアップした日より 2 月 28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 1万円以上の場合 １０％OFF といたします。 

＊表示価格は税込み価格です。 

＊送料梱包料は別途全国一律￥１，２００。 

＊1点物が多いですのでお早めにご注文ご予約ください。 

＊一部の商品は 2 月中旬に輸入予定しておりますので、すぐに発送できないものがあります。 

＊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（＋300円） クレジットカードの場合は割引が５％となります。 

c) 銀行振り込み 紀陽銀行和歌浦支店（普通）０４２９１５０ ワカヤマオーキッド 

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

d) 世界らん展会場で直接お支払いと引き渡し 

 

ﾈｯﾄ会員限定 世界らん展日本大賞の入場券を販売します （郵送料別途） 

2 月 12 日 ＊表彰式から入れる特別内覧会鑑賞券 ＠￥５４００ 1 枚で 2 名入れます。  

＊特別内覧会鑑賞券 ＠￥２１６０   

＊一般入場券 ＠￥１２９６ 

 

Wakayama Orchids 販売ブースは H 37 です H&R 社も委託販売します。 

                      

 

 



   

W-１ 開花株 ￥５４，０００ 

C.purpurata  ‘NO.4’ 

fma. ardosia -estriata 

[‘Minha Gilda’ x ‘Walentin’ ] 

 

ペタル奥までフラメアが入る青な個

体 

W-２  開花株 ￥２５，０００ 

C.purpurata ‘No.18’ 

fma. ardosia -estriata 

[‘Minha Gilda’ x ‘Walentin’ ] 

 

リップベタ青で特徴あり。P も幅広 

 

W-３  開花株 ￥５４，０００ 

C.purpurata ‘No.6’ 

fma. ardosia -estriata 

[‘Minha Gilda’ x ‘Walentin’ ] 

 

筋が美しく極良型です。P 白渕取り系

で魅力。安定した感じが良いですね。 

   

W-４  開花株 ￥３２，４００ 

C.purpurata ‘No.7’ 

fma. ardosia -estriata 

[‘Minha Gilda’ x ‘Walentin’ ] 

 

リップ濃色で満作期待できそう。 

 

W-５  開花株 ￥４３，２００ 

C.purpurata  ‘No.8’ 

fma. ardosia -estriata 

[‘Minha Gilda’ x ‘Walentin’ ] 

 

シャープな感じでパープラータらしい

です。L 丸く良くなりそう 

W-６  開花株 ￥２５，０００ 

C.purpurata ‘No.9’ 

fma. ardosia -estriata 

[‘Minha Gilda’ x ‘Walentin’ ] 

 

日本で咲くと濃色になるかも？ 

   

W-７  開花株 ￥３２，４００ 

C.purpurata ‘No.10’ 

fma. ardosia -estriata 

[‘Minha Gilda’ x ‘Walentin’ ] 

 

開いたばかりでわかりません。P 幅は

ありますね。 

 

W-８  開花株 ￥２５，０００ 

C.purpurata ‘No.11’ 

fma. ardosia -estriata 

[‘Minha Gilda’ x ‘Walentin’ ] 

 

お手頃な個体です 

W-９  開花株 ￥３２，４００ 

C.purpurata v‘No.12’ 

fma. ardosia -estriata 

[‘Minha Gilda’ x ‘Walentin’ ] 

 

展開が良く濃色です化けるかも！ 

 

 

 

   

 

   

Sold Out Sold Out 

Sold Out 

Sold Out 



   

W-1０  開花株 ￥３２，４００ 

C.purpurata ‘No.13’ 

fma. ardosia -estriata 

[‘Minha Gilda’ x ‘Walentin’ ] 

 

巨大輪になりそうな気配があります。 

W-1１  開花株 ￥３２，４００ 

C.purpurata  ‘No.14’ 

fma. ardosia -estriata 

[‘Minha Gilda’ x ‘Walentin’ ] 

 

P 幅あり化けそうな風格！ 

W-1２  開花株 ￥２５，０００ 

C.purpurata ‘No.15’ 

fma. ardosia -estriata 

[‘Minha Gilda’ x ‘Walentin’ ] 

 

力なく咲いた感じなので次が楽しみ 

 

   

W-1３ C.nobilior var.amaliae (トカンチン産)  

開花株 1 株  ￥１０，８００ 

        2 株以上 ２０％OFF （他の割引との併用はできません） 

久しぶりに自然種栽培品が入荷します！かつてこの中から沢山の良花が咲いた記憶もまだ新しいところ。 

50 株入荷しますので あなたも宝さがしに加わりませんか！ 

 

 

   

W-1４ 1 作開花株 ￥１４，５８０ 

C. schilleriana v. coerulea 

 [‘Gilson’x ‘Caliman’] 

 Ｌ特濃で型良い、現在ある中で１，２を 

争う良交配。 開花が楽しみ。 

 

 

W-1５  開花株 ￥21,600 

C.purpurata fma.ardosia-estriata 

[(‘Minha Gilda’ MC)  

x (Minha Gilda x self)] 選抜個体   

世界的人気の高い青い筋花実生中 

BZ でのセレクションです。悪い花は 

外しています。 

実生筋確認選別中 個体未選別 OG 

W-1６  開花株 ￥９，７２０ 

[ C. Waiane Leopord 

 ｘ aclandiae]  (MC)        

アクランディの血が強く出た草姿・ 

花色。育て甲斐たっぷりある玄人向

き交配種。 

 

 

  

 

 

 

   

 



   

W-1７ 1 作開花株 ￥5,400 

L. alaorii fma. alba x self     

葉に色素が出ていないBZの実生で 

す。 

W-1８ 1 作開花株 ￥２１，６００ 

amethystoglossa f.aurea  

‘Super Special’ x ‘Orchidglade’       

ブラジルでも開花株が完売するほど 

の好成績実生、黄色地花も咲く。 

写真はイメージです。 

W-1９  2 作開花株 ￥３，２４０ 

L. pumila escura ‘Lucio’ x self 

ワイン系濃色のエスクーラです 

一歩進ん BZ 趣味家の実生です。 

 

   

W-２0 開花株 ￥４３，２００ 

C.lueddemanniana coerulea 

 striata ‘1702-2201’ (OG) 

実生選抜個体です。セルレアカラー 

でグレーの筋が花全面に入る人気の 

筋花です。名前はご自由に！ 

 

W-２１ 開花株 ￥４３，２００ 

C.lueddemanniana coerulea 

       ‘1802-0302’ (OG) 

かなり濃色なセルレアです。リップは 

ソリッドで極青黒で目立つ。花全体も 

青く染まり美しい。名前はご自由に！ 

W-２２ 1 作開花株 ￥３２，４００ 

C.mossiae s/a-flamea 

‘Cool Edge’ (OG) 

ペタル先に赤いｸｻﾋﾞが入る趣ある 

個体です。エッジが効いてます！ 

   

W-23 開花株 ￥43,200  4B 

C.walkeriana’Madonna’ 

小型ながら並んで開花し極良型の 

私の一番お気に入りの個体です。 

奥深い色彩をぜひお楽しみください。 

 

 

W-24  開花株 ￥37,800 

C.trianae f.trilabelo  4G 

’Winter Buttefly’ (OG) 

極展開良く自然開花する。ペタルが 

丸く今後が楽しみな個体です。2017 

年選抜。お勧め！ 

W-25 巨大開花株 ￥５４０，０００ 

C.amethystoglossa BM/JGP 

’All for You’ (OG) 

秘蔵品特別販売！蕾 18 輪付き！ 

20 年間作り上げた見事な株です。大 

切に育てていただける方にお譲りしま 

す。株高約９０ｃｍのバルブが６G 

株確認の方は写真お送りできます。 

  

 

 

 

写真無し 

  
 

 

 

  



   

W-26  開花株 ￥３７，８００ 

C.trianaei f.trilabelo 

‘Holy Night’ (OG)  ８G 

自然開花が出来る赤濃色のトリラベ 

ロです。黄色く V 字に模様もクッキリ 

入る。万作が楽しみです。 

W-27  開花株 ￥１０８，０００ 

C.trianaei f.trilabelo 

‘Darkest Passion’ (OG) BS 

唯一不思議な色彩を持つトリアネ 

初花の写真です どうなっていくの 

か？すごく楽しみな個体です。 

W-28  開花株 ￥５４，０００ 

C.trianaei    BS 4G 

‘Victoria de Castro’ (OG)  

その昔ブラジルから高価で購入し 

た株。これで最後の一株となりまし 

た。正真正銘本物です。 

   

W-29 1 作開花株 ￥48,600 

C.trianaei f.trilabelo 

‘Gion’ (OG) NBS 5G 

特殊な色彩に出たトリラベロ個体 

着物の様なのでギオンと名付けた。 

中輪です。 

 

W-30  開花株 ￥32,400 

C.trianaei f.trilabelo 2b+G 

‘El Carmen’ (OG) NBS 

写真では見辛いが濃色なピンク色に 

P 先端が赤いクサビ模様が入るまた 

P 中央には白い模様も入る花形も良 

くトップクラスのトリラベロです。 

W-31  開花株 ￥１７２，８００ 

C.walkeriana f.s-alba-picoty 

‘Perfect Blush’ (OG) ４G 

奇跡のワルケとして憧れの銘品です 

ハワイで育った OG 良株の分け株を 

提供します。絶対お勧めのワルケ。 

   

W-32 開花株 ￥54,000 

C.jenmanii f.rubra  2G 良株 

‘Corazon’BM/JOGA (OG)  

数々の銘花を生んだコラゾン久々の 

販売です。今回良株！強烈な醍醐味 

をお楽しみください。 

 

W-33  開花株 ￥43,200 

C.jenmanii f.rubra-mosca  

‘Fortuna’(OG)  

自然界ではありえないモスカタイプ 

のルブラ！この厳かさ分かる方は是 

非お勧めします。 

W-34  開花株 ￥64,800 

C.jenmanii f.rubra  5G 良株 

‘Black Diva’ (OG)  

花形も色の濃さも最上級の個体で 

す。花付きも良く毎年咲きます。 

大株にすれば賞は確実！ 

 

 
 

 

   

 

 

  



   

W-35  開花株 5G ￥５４，０００ 

C.mossiae f.coerulea-aureana 

‘Azul de Ouro’ BM/JOGA (OG) 

セルレアながらリップが黄色で大変 

珍し色彩のモシェです。 

この一株で終わりです。 

W-36  3b+G ￥３２，４００ 

C.mossiae f.semi-alba 

‘Garfo de Ouro’SM/JOGA (OG)  

NS が１８ｃｍと巨大な花が咲きます。 

ペタル展開も良く素晴らしい個体で 

す。リップは涙系の模様。 

W-37  開花株 ￥４３，２００ 

C.tenebrossa  4G 90cm 株高 

‘Primavera’ (OG)  

トップバルブが９０ｃｍ高でシース付 

きの極良株です。初夏に開花します 

花はレンガ色で NS1７ｃｍ 

   

W-38 1 作開花株 ￥１０８，０００ 

C.labiata f.rubra-flamea 

‘Crimzon Blaze’ (OG)  

２ｂ＋３G  

秘蔵の分け株！世界初のフラメアで 

ルブラ。申し分ない個体です。 

絶対買っておいてください！ 

W-39  3.0 号 ￥７５，６００ 

C.labiata f.rubra-flamea 

‘Josephine’SBM/JOGA (OG)  

５G 中 2 作開花株 

ｸﾘﾑｿﾞﾝに比べやや丸形でハッキ 

リとしたｸｻﾋﾞが大きくはいる入賞 

花です。 

W-40 開花株 ￥32,400 

Guarianthe deckerii  3G  

‘Spring Sparkle’BM/JOGA (OG)  

完全にボール状になって開花するス 

キンネリーの var.です。秋咲き 

株高は３０ｃｍとあまり大きくならない 

   

W-41 開花株 6 号 ￥２５０，０００ 

C.maxima f.semi-alba/striata  

‘Lillian’ 11G 巨大株 (OG)  

初花時の写真ですが現在 11 バルブ 

でトップは５３ｃｍある 4 本開花バルブ 

があります。展示会には最適です。 

おそらく 1 バルブに 20 輪ほど開花し 

ます。秘蔵品を販売します 

株確認の方は写真お送りできます。 

W-42 開花株１０G \２１６，０００ 

５G ￥108,000 

C.maxima f.semi-alba 

‘Fantastic Red’(OG)  

当園交配のセミアルバ系の中で最高 

の個体です。リップが真っ赤になりペ 

タルにもほとんど筋が入りません。 

W-43  開花株 ￥43,200 

C.jenmanii f.rubra  6G 良株 

‘Magari’ BM/JOGA (OG)  

エクアドル自然種です。リップがコイ 

ン型で真ん丸でよれずにピンと開く 

優しいピンク一色のコンカラーです 

大変趣のある中型種。 

 
 

 

   

 

 

  



 

   

W-44 開花株 5G ￥194,400 

Rlc.Last Dream 

‘Vivian’ SM/JOGA (OG) 

1 年に新芽が 1 本しか出ないのでなか

なか増えない。でもそこが良い？ 

今まで最大級の株の大きさです。 

素晴らしい色彩をお楽しみください 

W-45  3b+G ￥ １６，２００ 

C.Cosmo Catherin 

‘Cosmo 8’BM/JOGA (OG)  

ワルケの子供で L 展開良く香も良

い。ファンシーさも兼ね備えた美花 

花弁固く花持ちも良い。 

W-46  開花株 ￥31,600 

Rlc.Dream Paradise  NBS 4G 

‘Temptation’BM/JOGA (OG)  

やはりオリジナルは全く違います。 

雄大に咲く展示会向けのこの花をご

堪能下さい。親にも使えます。 

 

   

W-47  開花株 ￥32,400 

Bc.Digbyano-warneri 

‘Napoleon’ (OG)  

株が出来上がると花は２０ｃｍ近くなり

迫力満点！香りも良く大変人実があ

ります。 

W-48  開花株 ￥２１，６００ 

C.purpurata f.carnea 

‘1706-2605’ (OG)  

実生選抜個体です。オンリーワンな

ので名前はご自由に！良い株ですが

今の所シースなし株。 

W-49  開花株 ￥37,800 

C.jenmanii f.rubra 

‘Double Passion’ (OG)  

実生選抜個体です。かなりの濃色

2017 年初花。今後が楽しみですね。 

   

W-50 開花株 ￥１６２，０００ 

Den.smilliae ‘Black Hole’ (OG)  

草丈１．２ｍの巨大株です。赤身が強く

グリーンも濃く対照的。1 輪も大きく 

巨大なボールになる優秀な個体で

す。展示会で受け抜群！ 

 

W-51  開花株 ￥３７，８００ 

Den.farmeri f.petaloid 

‘Hsinying’GM/JOGA (MC)  

展示に出せば上位入賞は確実となる 

栽培容易なデンドロです。花持ちも

良い。今回大きな株です！お勧めし

ます。 

W-52  開花株 ￥108,000 

Fdk.Beverly Danielson 

‘2018 選抜個体’ (OG)  

巨大輪でオレンジ系ピンクの色彩に

出た優秀な個体です。SM は確実？ 

細かいドットが花全面にはいるのもク

ールです！名前は自由！ 

 

 
 

 

   

 

 

 

 



   

W-53 2 作 １G+N ￥21,600 

Chysis Langlayensis 

‘Pink Jewel’ (OG) 

写真の分け株ですが株がやや小さめ 

咲くまで 1～2 年ですが格安で販売と

なりました。2～5 月開花。 

W-54  開花株 ￥２１，６００ 

Den.victoria-reginae 

NS ７ｃｍ級の巨大化が咲く実生です 

10 バルブ以上もある巨大な鉢を販売 

花未確認。株は良い状態です。 

W-55 開花株 ￥１６，２００ 

C.alaori fma.semi-alba  

           ‘Kuwado’ (OG) 

オルラッタになるセミアルバ最高個

体です。オリジナルを販売します 

栽培容易です。 

   

W-５６ 開花株 M ￥３２，４００ 

        L ￥４３，２００ 

Eria sp.’Miyata’ (OG) 

なかなか株分けできないこの品種 

5 年ぶりの販売となります。 

板付けで販売（根はあります） 

大変珍しい品種です。激レア！ 

W-57 開花株 ￥３２，４００   

Den.lindley’Super Nova’ (OG) 

久々の分け株販売です。NS５．５ｃｍ 

の巨大輪で４N です。花茎も長く開花 

すると見事です。４ｂ＋３G 

W-58 1 作開花株 ￥２７，０００   

C.walkeriana f.suave 3~4G 

‘Ruby Treasure Lip’ (OG) 

Nobiliorアマリエを彷彿させるこんな 

に素敵なリップはワルケにはありませ 

ん！2017 選抜品。初売りです。 

 

   

W-  

  

 

 

 

 

W-  W-   

 

 

 

 
  

 

  

    



 

最後まで見ていただきありがとうございました！ 

 

 

世界らん展日本大賞２０１８  

セールスブースで当店の商品お買い上げいただく方に耳よりな情報です！ 

 

期間：２０１８年２月１５日から２３日まで 

当園セールスブースでのお買い上げに限ります。 

２個買うと １個目商品→値引きなし （値段の高い方が１個目となります） 

      ２個目商品→３０％OFF セールいたします。         

H＆R の商品や委託品、資材等は割引対象外となります。 

ブースで「耳より使えますか？」とお尋ねください！ 

使うか使わないかはお客様次第です！ 

 

 

 

By Wakayama Orchids 
 

 


