
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開店記念セールと冬の蘭展 
日程：１２月６日（金）７日（土）８日（日）  営業時間１０：００～１７：００ 

出張販売業者： 国際園芸㈱ ・万花園 ・ナーセリー イデ（委託販売） 

場所：ワカヤマオーキッド特設会場    

 

 

今年も恒例の年末２０％OFF セールが始まります！皆様是非お出かけ下さい。 

ご来店の際はこのクーポン付きカタログをお持ちください！  

ワカヤマオーキッドの商品（書籍等対象外）が資材も含め２０％OFF となります！ 
 

第 1 弾特別通販用カタログは１１月２８日から１２月８日まで有効です。 

お早目にご注文ください。 JOGA レビュー２６号進呈します！ 

＊12 月 4 に第 2 弾追加ＬＩＳＴが出ます。 予定なくアイテム追加があります。 

① カタログからお好きな蘭を選んで番号をお知らせください。 

② Tel. ０７３－４４４－２４２２  FAX.４４６－２５０６  メール shop@w-orchids.net 
③ ご注文の際お名前と電話番号をお知らせ下さい。在庫確認後お返事いたします。 

④  紫マーカー価格の物はワカヤマオーキッドの商品で表示価格より２０％OFF。 

⑤  黄色マーカー価格の物は他店舗の商品で値引き対象外となります。 

⑥ 送料梱包料は全国一律￥１６００となります。 

ＪＯＧＡ洋ランカレンダー２０２０ 

12 か月版 ￥１，３２０ 

20%OFF クーポン 

 

 

S A L E 
 



    

1:Phal.lindenii 

自然種栽培品待望の入荷！ 

小型でとても可愛い花が咲きま

す葉は斑点模様が美しい 

 

1 作開花株 ￥４，９５０  

2:Phal.schilrelliana 

一番売れている原種胡蝶 

蘭大株だと 100 輪開花する 

葉の斑点模様も美しい 

花ステム有りの株を販売 

開花株 ￥６，６００  

3: Onc.onustum 

１０～１２月咲きの人気ミニ

オンシです。今回木付きで栽

培が容易です。 

 

開花株 ￥３，３００  

4:V. tesserata f.s/alba  

珍しいアルバ個体のセル

フ株でしかも 4 倍体系の

巨大輪、葉も丸く見事 

 

開花株 ￥１９，８００  

 ×  
  

5:C.walkeriana fma.s/alba-picoty ‘Mado Madel’  

     X      fma.s/alba-picoty-flamea ‘PA-06’ 

凄い花が咲き出した最新交配です 

両親共に覆輪花。今回大きな見開花株良株です 

開花可能株  4.0 号鉢  ￥２２，０００  

6:Rlc.Warm Color 

‘Big Foot Ⅱ’ (MC) 

大変人気ある巨大輪です。 

秋から冬咲。リップの筒ピンク

がたまりません！ 

３．０号 ￥５，５００  

7:Rlc.Last Dream ‘Vivian’  

        SM/JOGA (MC) 

一押しの最新カトレア！ 

ビビットなカラーで極整形 

1 月～2 月に開花する 

 ３．５号 ￥８，８００  

    

8:C.maxima ‘1204-29’(JP) 

エクアドル産海のタイプ 

天然物でリップの縁が白く

目立つ個体です。香良い 

開花株 ￥１３，２００  

9:C.maxima ‘2005 #11’ (JP) 

エクアドル産海のタイプ 

天然物でピンク色の個体で

す。香り良い 

開花株 ￥１３，２００  

10:C.maxima s/a ‘select 2019’ 

ほぼペタルに模様が入ら

ない個体でリップも同色

です。 化けるかも？  

開花株 ￥８８，０００  

11: Ctt.Pasific Mission 

         ‘Evolution’ （ＭＣ） 

マキシマ ヘクターが親の 

迫力が出る青花最新種 

花付き株 ￥１１，０００  

    

12:Rlc.Mystery Zone 

‘1911-2101’ (OG) 

ピンクの巨大輪でリップ濃い

ピンクで嘗てない模様で美し

い交配種です。 

開花株  ￥２２，０００  

13:Rlc.Mystery Zone 

       ‘Firest Kiss’(OG) 

黄白弁赤Ｌになるものは少 

なくリップ大きく赤いので

目立つ。巨大輪 

開花株 ￥２２，０００  

14:Rlc.Mystery Zone 

       ‘1911-2102’ 

オレンジ味のあるピンク個

体で巨大輪面白い花で

す。 

開花株 ￥１１，０００  

15:C.praestans 

    ‘Yellow Lip’ (OG) 

極幅広弁に巨大リップ美花 

リ ッ プ の中はた っぷ り黄

色！ＳＭ狙える個体です。 

 ＢＳ￥４４，０００  



    

16:C.labiata mosca coerulea 

          ‘M-1’ (OG) 

自然界にはないセルレア色で

モスカ模様となる良い花形の

個体です。 

開花株 ￥２７，５００  

17:C.jenmanii rubra 

 ‘Elegant Dancer ’ (OG) 

写真よりも極濃色の凄い花です 

11 月～12 月咲きしっかりと展

開します。 

開花株 3B￥５５，０００  

18:C.labiata rubra-flamea 

   ‘Victory Road’ (OG) 

新しい模様のルブラフラメ

ア個体で今後が楽しみです 

実生全株の販売名前は変更可 

実生全株 ￥６６，０００  

19:C.riograndensis 

新発見された小さ目のソ

フロ！黄色いリップの物

も咲く、輸入株 木付け 

開花株 ￥４，４００  

 

 

 

フィッチセイラ 

  

20:C.nobilior amaliae -striata 

 ‘Mascaras’ SM/JOGA (MC)  

素晴らしい花形とハッキリとし

た筋が入る優秀花。 

２．５号 ￥１６，５００  

ＮＢＳ ￥３３，０００  

21 :C.walkeriana ‘Feiticeira’ 

ブラジルの新しいＭＣです。 

さてどう咲くのか？安全を期し

て木に付けています。 

 限定 2 株を販売です 

2.5 号相当 ￥１６，５００  

22:C.walkeriana ‘Tokutsu’  

限定メリクロンでほぼ同じ

花が咲いています。咲く時

期のよりフラメアは出ませ

ん。 

1 作開花株 ￥３３,０００  

23:C.walkeriana (OG) 

‘White Santa’  

 1２ｃｍの巨大輪白弁にシルキー

ピンクのリップがたまりません。栽

培容易でエネルギッシュに開花。 

3 バルブ ￥３３，０００ 

 

 

  

24: C.walkeriana’Borsalino’  

面白い形の自然種です。リッ

プ巨大でＰに赤いフラメアが

入るかっこいい花！ 

開花株 ￥２２，０００  

25:C.walkeriana  s/alba 

’Kouzu’ (OG) 

有名なセミアルバ個体です。 

 

４B 開花株 ￥８，８００  

26:C.walkeriana 

      ‘Red Field’ (OG) 

小花ですがこの花形！しか

もかなりのルブラ個体です。 

開花株￥１６，５００  

27:C.walkeriana (OG) 

 ‘Ruby Treasuer ’  

クリーっとした固いリップだ

けが赤く筋が入りとても目

立つ素晴らしい個体です。 

開花株  ￥４４，０００ 

  
  

28: C.walkeriana 

        ‘Gaga’ (OG) 

ふくよかな印象の極整形花 

リップ濃色で目立ちます。 

開花株  ￥３３，０００  

29:C.walkeriana  (OG) 

‘Sakura Stripes’ 

ハワイの選抜個体で４Ｎ系 

コラムやリップが大きく目

立つ。 

開花株 ￥３３，０００  

30:C.walkeriana albescens 

       ‘Queen Lip’ (OG) 

クリっと丸く展開するリップ

はあこがれます。ほぼアル

バ厳かに凄いやつ！ 

開花株 ￥３３，０００  

31:C.walkeriana 

‘Juliana’ (OG) 

極整形の真ん丸な印象の

最高花です。ビビットな濃

色チポ最高品。 

開花株 ￥５５，０００  



    

32:C.walkeria suave flamea 

    ‘Pink Dorphin’ (OG) 

スアーブでピンクのフラメアが

花全体に入る。リップピンクで

筋となり素晴らしい花です。 

開花株 ￥４１，８００  

33:C.walkeriana   

     ‘1.30.15A4.0’ (OG) 

一連のスアーブフラメア確認個

体です。丈夫で栽培しやすく花

付きも良いです。 

開花株 ￥２２，０００  

34:C.walk suave-flamea 

‘1911 2401’ (OG) 

一連のスアーブフラメア確認

個体です。丈夫で栽培しやす

く花付きも良いです。 

開花株 ￥１６，５００  

35:Den.parthenium 

 Album’Vanila Sky’ (OG) 

自然種からの選抜個体

で純白一色！Ｐ幅有りリ

ップも大きい個体 

２．５号 ￥１６，５００  

    

36:Den.Illusion 

（ラウエシーⅹカスバート） 

オレンジ＋赤や白＋ピンクな

ど色んな色彩が出る実生初

花未開花 

. ２．５号モリモリ ￥７，１５０  

37:Den.Swiss Mountain 

 Palace 未開花実生株 

（グロメラタム ｘ カスバート） 

にもう一度カズバートが交配

された巨大輪が咲く実生初花 

２．５号モリモリ ￥７，１５０ 

38:Bulb.fascinater  

alba x self  

既に綺麗なアルバが咲き

出した実生 限定 2 個 

 

1 作開花株 ￥１６，５００  

39:Den.Chantaboon 

Sunrise ‘KB’ (MC) 

巨大輪で鮮やかなオレン

ジで大人気！今回良い株

です！ 

開花株 ￥５，５００  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

 

 

 



   

K-1 ほぼ開花サイズ 

   \3,300 

Den. poryanthum 

(‘Long Well-R’ SBM/JOGA 

 x ‘Long Well’ SM/JOGA) 

リップ大きくふっくらとした良型の入

賞個体同士の実生。良花期待 

K-2  開花サイズ 

    \5,500 

Den. aphyllum ‘Royal’ 

バルブ長く下垂し、濃色良型の選別

個体 

 

K-3  1-2 作サイズ   \8,800 

Den. Senbazuru  

‘Yoshino’ JC/JOGA 

黄花セッコクを交配親に持つ希少交

配。高円宮妃牌受賞花分株 

 

   

K-4  開花サイズ 

    \11,000 

Den. Yukikomachi  

‘Sea Girt E’ BM/JOGA 

リップに彩る緑色が極めて美しい白

色花。花付非常に良いセッコク系交

配。貴重。 

K-5  開花サイズ 

      \13,200 

C. walkeriana fma. semi-alba  

‘Good Lip’ 

古くにブラジルから入荷したリップの

素晴らしさが際立つ可憐個体。 

K-6  ほぼ開花サイズ   \4,400 

C. alaorii  

(‘Pure Smile’ BM/JOGA  

   x concolor ‘Rei’) 

幅広弁丸形の入賞個体を使用したシ

ブリング実生 

 

   

K-7  開花サイズ 

    \11,000 

Rhyncatdendrum Pixie Valley  

‘Piccolina’BM/JGP 

矮性のエピデンドラムを交配に使用

した極小型種。世界らん展にてトロ

フィー賞受賞花のオリジナル分株。 

K-8  開花サイズ 

     \4,400 

Phal. pulcherrima ‘4N’ 

本種としては極大輪の 4 倍体個体。 

花弁にリップの色彩が現れた目

立つ美花。  

K-9  開花サイズ    \6,600 

Phal. violacea(Indigo Red) ‘Miki’ 

スマトラ、マレー半島。本種としては珍

しい色彩で、全体にむらのない桃紫系

花。充分な開花サイズの極良株。 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



   

K-10  開花サイズ大 

  \8,800 

Miltonia Takatsu’K-90’ 

多くの優秀花を生んだ低地性ミル

トニアの有名交配中の濃色個体。コ

ルク付良株。 

K-11  開花サイズ 

    \5,500 

Paraphadenia Juraj Kojs 

(Pps. labukensis x Sed. mitrata) 

バンダ系の下垂性棒状葉タイプ同

士の最新交配メリクロン。 

 

K-12  開花サイズ 

   \16,500 

Ansella africana (compact) 

南アフリカ。本種中には珍しいコン

パクトタイプ個体で草丈 30-40cm 程

度。 

色彩鮮明な良個体。 

 

   

K-13 ほぼ開花サイズ 

 \4,400 

Encyclia alata 

メキシコ。丸形のバルブにしっかりと

した花茎を直立。株ができるといくつ

も枝打ちをして 5cm 程度の花を多数

をつける。 

K-14 ほぼ開花サイズ 

 \4,400 

Encyclia randii 

ブラジル。丸形のバルブにしっかり

とした花茎を直立。香りある 6～7cm

の可憐花を 10～20 輪。 

 

K-15  花芽付 

        \5,500 

Nohawilliamsia pirarensis 

(= Oncidium orthostates) 

ブラジル。エナメル状に艶のある丸

形花を花茎の先に 5～10 輪。貴重。 

 

   

K-16  開花サイズ 

   \16,500 

Bulb. Krairit Vejvarat 

(longifolium x phalaenopsis) 

まだまだ珍しいバルボフィラム

の交配種。正に両親の中間的結果

が表れているやや大型種。  

K-17  開花サイズ 

   \44,000 

Proｓthechea vitellina  

   ‘Moiwa’ BM/JOGA 

メキシコ。本種中の入賞良個体。鮮

濃橙色際立つ花は花もち 2 ヶ月程

度。上作に仕上がった良株は極貴

重。 

K-18  開花サイズ 

    \5,500 

Arpophyllum giganteum  

  subsp. medium 

メキシコ。giganteum と比較して草姿

小振り。花は濃色で咲き易い。 

 

 

   

 

 

  

   



   

M-1 開花サイズ \8,800. 

Clo.Black Jade 

(Cl.russelliana x Ctsm.expunsum)  

鮮やかなグリーンの花を 1 花茎に 

10 輪ほど咲かせる。 

おすすめです！メリクロン株 

M-2 開花サイズ \7,700. 

Clo.Jumbo Glory 'Pink' メリクロン

株 

(Cl.Rebecca Northen x  

Ctsm.Bound of 

Glory) 

花が大きくリップの先の毛が特徴

的。1 花茎に 10 輪ほど咲かせる。 

M-３ 開花サイズ \3,300. 

Fdk.After Dark 'S.V.O. Black Pearl'  

x Ctsm.pileatum 

var.alba 

花色が「黒」と「白」との交配。 

どちらの親に似るかどんな花が咲く

かは誰にも分かりません。  

   

M-４ 開花サイズ \4,950. 

Cycd.Roberta Fox 

(Morm.Midnight x Cyc.barthiorum) 

濃ワインレッドの色彩が魅力。 

1 花茎に 12 輪ほど咲かせる。 

メリクロン株 

M-５ 開花サイズ \6,600. 

Acampe rigida 

インド、ネパールなどに自生。 

バンダの様な株姿で黄色の花弁に 

赤褐色のストライプが入る花を 

咲かせる。 

M-６ 開花サイズ \6,600. 

Aerides houlletiana fma.alba 

タイ、ベトナムなどが自生。 

希少なアルバ個体のメリクロン株。 

この機会に是非！！ 

おすすめ品。 

   

M-７ 1~2 作開花 \4,400. 

Aerides lawrenceae 

フィリピンに自生。 

ピンク色の香りのよい花を下垂させ

て十数輪咲かせる。 

香りも楽しめます。 

M-８ 開花サイズ \22,000. 

V.coerulea fma.alba 

タイなどに自生。 

希少なアルバ個体の開花サイズの 

良株が入荷しました。 

実生株 

M-９ 開花サイズ \6,600. 

V.Kultana Magic 

V.(Srakaew x Bitz's Heartthrob) 

ピンク系の大輪品種。葉もしっかり

として良株です。 

メリクロン株 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



   

M-10 開花サイズ \4,400. 

Wuttiphanara Manoonya 

(Ryps.Dixie Delight  

x Prra.Bangkok Sunset)  

株が完成すると 1 花茎に約 100 輪の

花を咲かせ迫力満点。 

M-11 開花サイズ \7,700. 

Rlc.Izumi Dream  

'Fascination' SM/JOGA 

2005 年の JOGA 洋ラン展にて「農林

水産大臣賞」を受賞した 

優秀個体のメリクロン株。 

M-12 開花サイズ \16,500. 

L.anceps fma.semi-alba  

'Ruby in Snow' BM/JOGA 

メキシコに自生。 

アンセプスのセミアルバ個体の 

入賞花。花色が綺麗です。 

   

M-14 開花サイズ \6,600. 

C.tenebrosa fma.alba 'Charming' x 

self 

黄色の花弁に白リップのアルバ個体

で花も大きくしかも丈夫で栽培しや

すい。非常に人気の高い品種です。 

M-14 約 2 作開花 \8,800. 

C.tenebrosa fma.aurea 

‘Siori’ x self 

リップの色彩が非常に綺麗な個体

のセルフ株です。まだあまり出回っ

ていませんのでこの機会にぜひ！ 

M-13 開花サイズ \4,950. 

Den.treacherianum 

ボルネオ・フィリピンに自生。星形の

花を下垂させ１花茎に１０輪程の花

を咲かせる人気品種。栽培も簡単で

香りもあります。 

   

M-16 開花サイズ \2,200. 

Angcm.leonis 

マダガスカルに自生。 

星形の純白な花形で多肉植物のよ

うな葉を持つ人気種。夜に香蘭とし

ても有名になりました。 

M-17 開花サイズ \5,500. 

Bulb.medusae 

ボルネオ・マレーシアなどに自生。

毛が長く伸びた花のようすから 

蛇女メデューサと名がついた非常に

花が変わった花を咲かせます。 

M-18 開花サイズ \3,300. 

Bulb.barbigerum 

カメルーンなどに自生。 

リップが微風によりまるで生きてい

る様に動く大変に面白い蘭で人気

があります。 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 


