
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゆうメール Orchids List NO.61 

2019 Winter-Spring 

 

Den.trinerbium ‘Orange Kiss type 

〒641-0023和歌山市新和歌浦 2-10  Tel.073-444-2422  Fax.073-446-2506 

ホームぺージ http://www.w-orchids.net  e-mail shop@w-orchids.net 

 

 

2019年 新年おめでとうございます！今年も 1年宜しくお願い申し上げます。 

 

この１年は年号も新たになり、社会的にも色んな変化が生まれる事でしょう。 

本園も今後の方針を定める 1年となります。夢の花を育種したり、世界中で 

新しいランを追い求めたり、刺激を求めジャングルへも行きたいなと思っています。 

今年も元気に各地でお会いしましょう！ 

 

重要！今回はお客様情報更新もお願いしたく存じます。 

詳しくは P２１と同封のハガキでご確認下さい 

 

＊ホームページが新しくなりましたので是非ご覧ください。 

 http://w-orchids.coolstore.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

差出人返還先 

〒641-0023 ワカヤマオーキッド  

和歌山市新和歌浦 2-10 

Wakayama Orchids  

           

 

 

ゆうメール 

〒641-0023 和歌山市新和歌浦 2-10 Tel.073-444-2422  Fax 073-446-2506 

ホームぺージ http://w-orchids.coolstore.org/  e-mail shop@w-orchids.net 

http://w-orchids.coolstore.org/
http://w-orchids.coolstore.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。手数料無料）がご利用になれます。 

２．銀行振り込：【 紀陽銀行 和歌浦支店（普通）０４２９１５０  ワカヤマオーキッド 】 

３．ゆうちょ銀行：【  記号１４７３０  番号１４８７６０６１  ワナカ マサト 】 

４．郵便振り込：【 口座番号 京都０１０９０－２－８１８７９ ワカヤマオーキッド 】 

５．代引きシステム：【（必ずご注文時にお聞かせください） ３万円まで３２４円 それ以上５４０円 】  

６．クレジットカード：【VISA・MASTER・AMEXがご利用になれます。セール期間中は割引が１５％になる】 

＊ご注文時にカードナンバー・有効期限・カード裏記載の３桁の数字・名義人名をお電話でお知らせ下さい。 

送料＆荷作り料： [ 北海道・沖縄￥２,１６０ 東北￥１,８３６ その他の地域￥１,６７４ 税込み価格]  

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。 

      ＊冬季 寒冷地のお客様はご注文確定後春までご希望によりお預かりが可能です。ご入金は 1か月以内 

割引に関して：通常割引として：１回のご注文の商品合計金額が１万円以上になりますと１０％OFFいたします。 

          特別割引商品と２０％OFFセール期間中との併用はできません。尚表示価格は本体価格です。 

  表示価格：本リストの表示価格は全て本体価格です。お支払金額に対し別途消費税が必要です。 

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。 

2019年 春夏イベント情報です。各イベントに出張販売します！ 

ｻﾝｼｬｲﾝｼﾃｨｰ世界のらん展 １月１０（木)～１４日（月祝） 池袋サンシャインシティー文化会館２F 

関西らんフェスタ京阪百貨店 １月２４日(木)～２９日（火） 京阪百貨店守口店８F にて（大阪府守口市） 

世界らん展２０１９       ２月１５日(金)～２２日（金） トーキョードームにて（東京都文京区） 

＊今回から前売り券ではなく、ご招待券でのご用意ができます。 是非お問い合わせ下さい。 

世界の蘭と熱帯の花フェスタ ２月２３日(土)～3月３日（日） ３/２・３日は直接販売(広島市植物公園にて) 

７３th.JOGA洋らん展 3月８(金)～１１日（月） 国営昭和記念公園（東京都立川市） 

春の洋らん展 入場料５００円 3月１４(木)～１７日（日） 咲くやこの花館ﾌﾗﾜｰﾎｰﾙ（大阪府大阪市） 

福岡洋蘭展 3月２１日（木）～24日（日） 平田ナーセリー小戸店（福岡県） 

関西らんフェスタ in神戸 ４月１２日(金)～１４日（日） ﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｾﾝﾀｰ神戸 KIITO（神戸市） 

万花園スプリングフェア ５月４(土)～６日（月祝） 万花園温室内 （兵庫県宝塚市） 

大垣春の蘭展２０１９ ５月１０日(金)～１２日（日） 大垣園芸温室内（岐阜県大垣市） 

６９ｔｈ.蘭友会らん展 ５月２３(木)～２６日（日） 池袋サンシャインシティー展示ホール A 

和歌山らんフェスタ ６月１日(土)と２日（日） 和歌山 JAビル ｱｸﾞﾘﾃﾗｽ１F（JR和歌山駅前） 

 



   
 

 

 
  

３： Den.hveyanum 

[ ‘Super Moon’ x ‘Big Moon’ ] 

従来のハーベヤナムとは違い暑さに強く強健でバルブ 

も丸く太る。巨大輪と丸花のとの実生。高確率で優秀

な花が咲いています。株もかなり大きくなりました。 

          3.0号鉢 完全開花株  ￥４，０００ 

 

   

   

５： Dendrophylax [ lindenii × salliei ] 

 幽霊蘭の交配種です。 

 

「ゴーストオーキッド」と呼ばれるリンデニーは栽培 

難度が高い為、今回は花も良く似た似た交配種で 

す。水が大好きな蘭です、木に付けています。 

           開花可能株   ￥６，５００ 

６：C.lueddemanniana [f.coerulea’SmokyShadow’ 

            X f.rubra flamea ‘Grand Odyssey] 

奇跡を起こす実生が遂に発売！５０％セルレアの血を 

持つグランドオデッセイに、あのセルレアで筋花の親 

のスモーキーシャドウのコラボ！狙うは世界初の強烈 

なセルレアのフラメアだ！！ 

3.0号鉢 ほぼ開花株 ￥１５，０００ 

  

１：Rlc.Warm Color ‘Big FootⅡ’ SM/JOGA 

遂に発売！OG メリクロンから良い個体を当園で選抜。 

その個体のメリクロンとなります。ゆったりと丸いリップは 

色がにじまず付け根からピンク色に覆われます。12月か 

ら 2月に開花。株姿はダルマ系でコンパクトです。 

当園限定 MC  ３．０号鉢  ￥３，５００ 

 ４：Rlc.Lester Mc Donald ‘Exotic Orchids’ 

FCC/AOSに入賞した超巨大輪になるグリーンンカト 

レアの待望のメリクロンです。とても良い香りがある。 

株は細めですが肉厚葉。現在グリーン花の最高品で 

す。限定 20株ハワイから輸入。 

3.0号鉢 開花予定株 ￥７，５００ 

 

２：C.Remo Prada ‘Crown’ (MC) 

蘭を始めた頃、好きで好きでたまらなかった往年の名花は 

現在でもその存在感をアピールしてくる。可愛くてたまらない 

秋咲き品種です。なんと 1969年登録トリアネの直子供！ 

これをブラジルで再 MCを偶然発見し輸入しました。  

開花株  ４．０号鉢  ￥８，０００ 

  



     

７：Rlc.Last Dream (MC) 

‘Vivian’ SM/JOGA  

２０１３年に惜しくも農林水産大臣 1点 

差で逃したビビットなカラーが印象的なカ 

トレア。リッチな色彩で花弁が厚い冬咲 

当園オリジナル２００株限定メリクロン 

２．５号株  ￥５，０００  

８：C.nobilior ver.amaliae (MC) 

f.striata ‘Mascaras’ SM/JOGA  

中輪ながら極良型の花形と深いピンク 

色地に濃いグレーのハッキリとした筋が 

花一面に入る自然種です。世界中の方 

から購入希望があります。 

２．５号鉢 1作開花株 ￥１５，０００ 

９： C.cernua fma.aurea  

     [ ‘Yellow’ x ‘Limone’ ] 

写真の花が咲いた国産実生のオーレア 

成長も良く今季開花予定しています。 

リップは丸く、コラムは白となります。 

人気のセルヌア黄色花です。９９％黄色 

２．０号鉢  開花株  ￥４，５００ 

   

１０： C.(=S.)pygmea x sib. 

       (Brasil 系) 

世界最小のカトレア ピグメア この可 

愛さ、も～いっちゃいますよね！ ブラ 

ジルより入荷しほぼ活着しました。 

シリンジが大好き！ 

2号 開花株 ￥４，０００ 

１１： C.dormaniana f.coerulea 

    ‘ Majorca’ SBM-CBR/JOGA 

世界初ドーマニアナ セルレアの限定メ 

リクロン鉛色とグリーン色が合わさった花 

弁に青紫色のリップは大変美しく希少。

成長はすごく良いです。 

２．５号  １作開花予定株 ￥６，５００ 

１２: C.schroederae fma.rubra 

     ‘Ashura’  (限定 MC) 

不気味なくらい濃色素が乗る「阿修羅」 

今年は良い出来でお買い時です。花形 

は極良型リップ大きく見事、甘い香りと共 

に 1～3月に開花します。 

２．５号鉢  1～２作開花株 ￥１，５０００ 

 

  

１３： C.nobilior ver.amaliae 

 [s/alba‘Pure’ x s/alba ‘Cicio’ ] 

遂に発売！セミアルバ系のアマリエです 

ペタルには赤いクサビが入る事を願って 

の実生、アマリエ独特の柔らかな色彩に 

なるでしょう。今年一押しの 1鉢 

２号鉢   ￥２，５００ 

１４： C.(=S.)coccinea 自然種 

ブラジルから輸入し生き残った丈夫で 

花の良い個体を丁寧に何十年も栽培さ 

れた 2倍体のコクシネア。この品種の特 

徴の集団美をお楽しみください。 

大きく分けて 2個体があります。 

2鉢どうぞ！ 開花株  ￥３，０００ 

１５: Den.deleonii  

       デレオニー  （ミンダナオ産） 

最新発見種！サンデレータイプの小型で葉 

も小さい珍種！リップ大きく素晴らしい。草丈 

２０～３０ｃｍとかなりコンパク！この奇跡のデ 

ンドロは限定 5株です。新芽は動いている。 

3号 開花株  ￥１８，０００ 

×



        

１６：Den.Adastra (aphyllum x anosmum) 

巨大輪の優秀花保ちが良い美花（OG） 

（写真左 ‘Kiki’   BS￥8,000） 

特にリップの目が 2つに分かれる（OG） 

(写真右‘Ono Ono#15’ BS \10,000) 

１７：Den.Chantaboon Sunrise  

       ‘C.B’ (MC) 

原種同士の交配種で垂れ下がって鮮やか

なオレンジ花が咲く人気品種。 

1作開花株  ￥2，５００ 

１８： Den.luzonica 

純白にお抹茶色のリップは今の流行。 

栽培も容易です。国産実生。 

（緑＋赤）リップも特別にご用意できます。 

開花株  ￥３，50０ 

   

１９：Den.bellatulum 

 ベラチュラム 自然種栽培品 

小型でとても可愛く人気がある原種 

赤いリップの物も咲いてきている。 

開花株 ￥3,500 

２０： Den.nobile fma.carnea 

                 ‘ F. Arima ’ (OG) 

やはりこのカーネア色のリップは素晴らしく 

人気絶頂です。草丈１ｍの本物のアリマ！ 

高芽取り ２．０号   ￥６，０００ 

２１： Den.bifurcatum 

ビファーカタム 

夏から秋に房で開花する。とても甘い香りがす

る人気品種。強健で草丈６０ｃｍほどになる。 

開花株  ￥３，５００ 

   

２２： Phal.belina 

艶々した葉は美しく大変素晴らしい香り 

を放つボルネオの原種です。 

普通品種 開花株 ￥３，０００ 

セルレア個体 開花株  ￥５，０００  

２３： Charm Blue Star (MC) 

風蘭と洋蘭の交配種で大変人気あり！ 

濃い青色の巨大な花が 2～4月に開花

します・低温性です。芳香種。 

３．０号鉢  ￥３，０００ 

２４：Cl.Rebecca Northen 

‘ Mikkabi ’ (MC) 

「ピンク真珠」と呼ばれ１ｃｍ程の花が鈴な

りに下垂咲きする ジンジャーの香りもある 

今春開花予定株 ￥３，０００ 

   

２５： Cl.Rebecca Northen 

‘ Grapefruit Pink’ (MC) 

ﾐｯｶﾋﾞに比べオレンジ系ピンクの新品種 

2色持ちされてはどうでしょう？ 

秋 11月から乾燥させると花が付く。 

今春開花予定株 ￥３，０００ 

２６：V.sanderiana f.alba (MC) 

バンダ サンデリアナ アルバ 

希少なサンデリアナ アルバ４倍体です 

葉はコチコチです今回 2株限定です 

最終販売 輸入直後の株です。 

BS大\25,000  中\18,000 

２７： Cyrtorchis chiluana 

シルトルキス チャイルアナ 

中型のアフリカン単茎種です。ハワイから 

苗を輸入しました。草丈１５ｃｍで開花する 

珍しい品種 あと1～2年で開花します。 

２．５号  ￥４，８００ 



   

２８: C.aclandiae fma.coerule 

4N系と思われるゴツゴツした葉をしてい 

ます。写真の花のセルフ実生です。黒と

グリーンのメリハリある個体を目指します 

ハワイからの輸入品  

３．０号鉢  ￥８，０００ 

２９： C.amethystoglossa  AM 

f.coerulea‘Cornflower Blue’x self 

白と濃いブルーのドットがハッキリした 4

倍体個体のセルフ苗。一歩進んだアメ

ジストをお試しください。ハワイ輸入品 

３．０号鉢  ￥８，５００ 

３０: Epc.Haiku Twinkle 

[Ctt.Trick or Treat x Epi.ilense] 

今風の大変魅力ある新交配種です。 

多花性で下垂して開花する。写真は開花

例です。ハワイからの輸入品 

２．５号鉢 NBS ￥３，５００ 

   

 

３１: C.leopoldii f.coerulea 

  x C.schilleriana f.coerulea 

今流行の２枚葉でセルレアの新交配種 

です。これは買いです！ハワイ輸入品 

３．０号鉢  ￥４，３００ 

３２:  C.aclandiae  

    x C.schofieldiana 

今流行の２枚葉でセルレアの新交配種 

です。これも買いです！ハワイ輸入品 

３．０号鉢  ￥４，３００ 

 ３３： Blc.Pauwela Dawn 

    X B.cucullata 

どんな花が咲くかワクワクする新交配種！ 

黄花点花ノドサ系？ハワイ輸入品 

３．０号鉢 NBS ￥４，３００ 

      

 

３４：C.Cantagalo‘Floralia Spots’ 

  x Blc.Sunspots ‘Valley Isle’ 

強烈なドットがお好きなら迷わずこれ！ 

多花性、良花が咲いてるハワイ輸入品。 

３．０号鉢  ￥４，３００ 

３５： B.nodosa ‘Josephine’4N 

x C.amethysto coerulea‘Pauwela 4N’ 

どうなるのか？４倍体になる全く新しい

試みの交配です。ハワイ輸入品 

２．５号鉢  ￥２，８００ 

３６： C.schilleriana 

[‘Aludebalan’ SM x ‘Aphri’ SM ] 

Lが６ｃｍのアレデバランと巨大輪のアフリ 

を使用した次世代のシレリアナです。生育良い 

２号鉢  ￥２，０００ 

    

37: Blc.Pauwela Dawn  (MC) 

‘Tiger Butter’ AM/AOS 

ノドサの血が入り黄花でリップのドットが印

象的で大人気の美花 ハワイ輸入品。 

３．０号鉢  ￥３，８００ 

38: Blc.Durigan ‘Valley Isle’ 

人気の初夏咲きドゥリガン、変わった色 

彩の新発売ハワイ選抜。香りも良い。 

5～8月咲きハワイ輸入品 

２．５号鉢  ￥３，５００ 

39: C.trianae fma.coerulea 

[‘(coerulea x Sulla)’x ‘Rio Manso’] 

新発売! 濃い青色でペタルに少し青いク

サビが入るピンセラーダを狙っています。 

３．０号鉢  ￥３，５００ 

  

××

      

× ××

   

   

×



  

 

４０：C.nobilior var.amaliae 

ノビリオール アマリエ 

ブラジルはトカンチン原産の株を現地で 

1年栽培して輸入したものをです。木に 

付けています。こうすると枯れにくいので 

トライしてみてはどうでしょう？ 

自然の力をご堪能下さい。 

木付き ￥９，０００ 

４１：C.purpurata fma.ardosia 

[‘Minha Gilda’ x‘Minha G’xself ] 

パープラータ ミンハギルダ系 

世界中で大人気となったこの筋花です 

筋で開花するのは既に判っているブラ

ジル生産者の選抜個体です。 

 

開花可能株  ￥２３，０００ 

４２：Rlc.Twenty First Century‘New.G.’ 

X  Rlc.Last Dream ‘Vivian’  

大輪系最新交配。様々な模様とリッチな 

カラーバリエーションが楽しみな近未来の 

ラベンダーを代表する交配になるでしょう 

1月から 3月に開花予定。大輪整形花 

レビューで紹介後 問い合わせ多数。 

３．０号鉢 ￥３，０００ 

   

４３： Rlc.Duh’s Fantasy (MC) 

‘Mellow’ FCC/AOS 
株はｺﾝﾊﾟｸﾄながら１５ｃｍの巨大輪です 

鮮やかに輝くオレンジ色でＬ大きく展開 

良く更に濃色となる。厚弁でＦＣＣ獲得の 

優秀花、秋から春咲き凄く良い芳香種。 

開花株 ４．５号  ￥８，５００ 

４４： Rlc.Perfect Beauty (MC) 

   ‘New Edition’SM/JOGA  
パーフェクトビューティー ニューエディション 

王道を行く交配から生まれるべくして生 

まれた最高の冬咲種。大輪でリップが 

鮮やかです。時代を乗り越えた美花。 

開花株  ￥１２，０００ 

４５： C.Wedding Gift   (MC)  

‘Sweet Dream’SM/JOGA  

ウエディングギフト スィートドリーム 

ベルベット色の濃色リップが美しくセミア 

ルバとしては重厚感ある冬咲き整形大 

輪花です。 

開花株  ￥６，８００ 

   

４６： Rlc.Duh’s Pride 

   ‘Good Hope’AM/AOS (MC) 

トゥーズ プライド グッドホープ 

黄金色の中大輪カトレア。リップが大きく

展開し花が大きく見える、素晴らしい香り

も楽しめます。12月から 2月咲き。株は

コンパクトです。 

開花株  ￥１０，０００ 

４７：(C.Edgar Omura x Paysage) 

      ‘Angel Kiss’ (OG) 

エドガーオムラ ｘ ペイサージ 

パープラータに似た雰囲気のクリスタル 

な純白と極濃赤の L,周辺白い縁取りが 

クッキリし見事な大輪花です。 

限定 2株販売します。 

       開花株  ￥３０，０００ 

４８： Rth.Duh’s Smile  (MC) 

‘The King’HCC/JOGA  

トゥーズ スマイル ザ キング 

柑橘系の良い香りがする目にも鮮やかな 

中輪オレンジ花最大で 6輪開花する。 

特にリップにはっきりとした目が入り見事で

す。冬咲品種。 蕾あります。 

開花株  ￥８，５００ 

  

×



  

 

 

49: Rht.Duh’s Sunshine 

            ‘Shine’ (MC) 

明るいオレンジ色で L レモン色 

の珍しい色彩の美花エレガント 

な香りがある。１０～２月咲き 

3号鉢  ￥３，０００ 

50: Rlc.Duh’s Treasure 

        ‘Sweetheart’ (MC) 

目にも鮮やかな真赤 Lが印象 

的な人気カラー 中型種 

不定期咲きエレガントな香り 

3号鉢  ￥３，８００ 

51:  Rlc.Duh’s Creation 

               ‘Peach’ (MC) 

朱オレンジの特異色彩で人気 

Lピンク系でP幅広オーバーラ 

ップ、香あり 秋から春咲き 

3号鉢   ￥３，０００ 

52: Rlc.Duh’s Eternal Love 

          ‘Sweet’ (MC) 

P幅広でオ＾バーラップし豪 

華 L巨大で黄色目がクッキリ 

冬春咲き 良い香りがある。 

3号鉢 ￥３，０００ 

 
   

53: Bc.Katherine H.Chatham 

‘Suckers’ SBM/JOGA 

秋冬咲き、特徴あるリップが人気 

展示会向けラビアタの子供 

（OG） 開花株 ￥１２，０００ 

（MC） ３．０号 ￥３，５００ 

54: Rlc.Kuwale Gem 

‘Bai Jian Ying’ (MC) 

久しぶりにパキッと開くクリーム 

系セミアルバの大輪です。 

クサビが入る。冬咲き美花 

開花株   ￥３，８００ 

55: C.Dorothy Oka   (MC) 

‘Sayo’ BM/JOGA  

ﾜﾙｹﾘｱﾅ直の子供で中輪で4-6輪 

不定期年2回開花しとても甘い香り 

がする。低温でも栽培可能です。 

１作開花株 ３．５号 ￥３，０００ 

56: Rby.Wakamodosa 

‘Ohyama’ 

香りが凄く良いノドサ系中型種 

で秋咲、花保し良く低温でも 

栽培が出来る。 

開花株 ￥４，８００ 

  

 

 

57: Rlc.Chunfong Little Sun 

      ‘ K.W.’  (MC) 

橙オレンジ色に黄色のスプラッシュ 

は今までに無いカラーリングです。 

展示会で目立つこと確実の最新種 

1作開花株 ￥３，０００ 

58: Rlc.Taiwan Fantasy 

‘ T.Y.’  (MC) 

写真の様な特殊な色彩の最新 

品種です。中輪ながら花形良く 

とても目立ちます。  

   開花株  ￥３，５００ 

59: C.Hiroshima Melody  

     ‘Blue Genid’ (MC) 

とても青い濃色花で中輪の最 

新品種です。日本選抜個体の 

MC。秋冬咲き。香りもある。 

1作開花株 ３．５号  ￥３，５００ 

60: Rlc.Songher Gold 

‘Pington’ (MC) 

人気抜群黄金色一色の最新品種 

です。オープンリップで花が大きく 

見える。香りもあります。 

 開花株 ￥３，５００ 

 

 
 

 

61: C.Interglossa ‘#217’ (OG) 

アメジストとインターメディアの

セルレアタイプの交配種です。 

８０ｃｍ位になりボール咲する。 

秋咲品種。 

開花株 大５G ￥４５，０００ 

62: Lc.Izumi Candy’Twinkle’ 

中輪で多花性の有名な品種。香り

の審査で上位入賞するほど香りが

良いカトレアです。クサビ模様もは

っきりしたオリジナル株販売 

  開花株 ６G ￥２，８０００ 

63: (Lc.Mari’s Song  (OG) 

x Blc.Prince Yuuto) ‘ Aoi ’ 

中輪ながら色鮮やかな美花です。 

12～2月に開花。カラーブレイクもな

くきれいに開花します。国産品 

     ４G ３５，０００ 

64: C.Segulls Gumdrop 

シーガルズ ガムドロップ   

セルヌアの子供で小型多花性 

ワックス状の花びらで低温性 

秋から冬咲き 実生初花 

  開花株 ３号 ￥２，５００ 



 

  

 

65: Phal.phillippinense 

近年入荷が減っている自然種の販 

売です。原則板付きでの販売。 

BS～NBS ￥６，５００ 

BS～NBS ￥９，０００ 

66: Phal.schilleriana 

近年入荷が減っている自然種の販

売です。原則板付きでの販売。 

BS～NBS ￥７，０００ 

BS～NBS ￥９，０００ 

67： Phal.chibae 

比較的新しい発見種で小型 

無数に花を付ける。木などに

付けると良い。 

   開花株  ￥3，500 

68: Phal.deliciosa f.alba 

波打つ葉は艶やかで小型。 

純白の花が沢山下垂して咲く  

希少品種です 限定 2 

   開花株  ￥１２，０００ 

 

 

 

 

69: Den.reypimentelii 

ミンダナオ産原種、日本初上陸で 

す！バルブが垂れ下がります。 

グリーン花で沢山開花。 

限定5株のみ 

３号   ￥６，８００ 

70: Den.Lee Chang Y. Mirian 

写真の花が開花する最新メリクロン 

株。とても濃色な2色花で豪華で 

す。栽培容易。草丈最大で５０ｃｍ 

是非お求めください。 

３号 1～２作  ￥５，５００ 

71: Den.spectabile 

      fma.aureum x self 

入手困難となった黄金色の個体。 

凄く目立ち人気がある。限定５ 

良い株入荷しました。 

４号  BS ￥２５，０００ 

72: Den.teretifolium 

       var.fasciatum 

オーストラリアの原種で草状も面

白い。細長い円柱形のバルブは

垂れ下がる。乾燥に強い。 

２．５号   ￥３，８００ 

 

 

  

73: Den.crisocrepis  (OG) 

‘Full Moon’SBM/JOGA 

毎年必ず開花する入賞個体 

です。花も丸く 1バルブに難渋

輪も開花することもある。 

    開花株  ￥５，０００ 

74: Den.hymenophyllum 

‘Brownhut’CHM BM/JOGA 

なかなかこの艶っぽい赤が咲いてく

れないのですが、こちらは入賞花分

け株です！めちゃキレイです。 

3号 開花株3G大 ￥６０，０００ 

75: Gastrochis pulchera 

   ‘Fredensborg’ GM/EOC 

春咲きでエネルギッシュに開花す 

る。GM受賞のカクチョウランの仲 

間。草丈５０ｃｍ程の中型種。 

4号 開花株  ￥８，０００ 

76: Chysis Langleyensis 

   ‘Pink Jewel’ (OG) 

真四角な極整形花。ショッキング

ピンクと白のロー質の花は 1 花茎

に6～10輪開花する。 

3号 NBS  ￥２０，０００ 

 

 

  

77: Ancm.leonis Madagascar 

 レオニス マダガスカルタイプ 

マダガスカルタイプの希少な 

小型種！是非この機会に！ 

葉の形で選んでます。 

   開花株  ￥５，０００ 

78 :Aerangis  Hyb.木付 

[ somalensis x mystacidii ] 

ソマレンシス x ミスタシディー 

この種では珍しい交配種。 

肉厚で波打つ葉は見事！  

   開花株  ￥５，８００ 

79： Den.boosii 

バルブ全体が枝分かれして

次々と垂れ下がる面白い形

態の原種。強健で可愛い花が

春に開花する。完全栽培品 

   開花株  ￥１０，０００ 

80: Cym.wadae ‘Tokai’ x self 

シンビ ワダエ 

シンビなのにバンダの様な草

状。花は株に比べ巨大で圧

倒される。優秀花のセルフ 

   開花株  ￥７，５００ 



    
 

 

81: Aerangis luteo-alba 

強健で栽培しやすい国産実生 

です。親株は入賞するほど素晴

らしい個体です。 

    開花株  ￥５，０００ 

82: Angcm.Shooting Star 

アフリカ産のアングレカム交配 

種です。思ったより迫力満点 

で開花するみたいです。 

２．５号 ￥４，５００ 

83: Angcm.infundibulare 

NS ９ｃｍをはるかに超える巨大輪 

是非是非 栽培お勧めします！ 

2作開花予定です。 

２．５号鉢  ￥６，０００  

84: Erasanthe henrici 

人気のアフリカン原種です。 

写真のデカい個体を販売します。 

葉の長さ２５～３０ｃｍ 特大 

開花株 ￥３０，０００ 

 

 
 

 

85: Angcm.Crest Wood 

‘3 Spars’ (MC) 

3つの角が出る変種のメリクロ 

ンです。葉も重なり合い美しい 

      開花株 ￥６，５００ 

86:Angcm. ramosaum ‘Ailen’ 

純白の花は他このような形を

しておりユンーク。小型の原種

で良く開花します。（OG） 

   開花株  ￥５，０００ 

87: V.curvifolia 

ミニアータに似た小型の赤花で 

す。今回栽培品で2～3バルブ 

有ります。 この春開花予定 

バスケット入り開花株 ￥４，０００ 

88: V.miniata 

鮮やかな深いオレンジ色になる実生 

選抜個体の作り込み大株です。 

10～15芽もある大株 展示会向け 

バスケット入り開花株 ￥３０，０００ 

   

 

89: Asctm.pusillum 

ｱｽｺｾﾝﾄﾗﾑ ﾌﾟｼﾗﾑ 

極最小のアスコセントラムです 

ピンク～赤色の可愛い花が房 

で開花葉幅１２ｃｍ 

木付き 開花株  ￥４，０００ 

90： Bulb.inacootesii 

     ﾊﾞﾙﾎ  ゙ ｲﾅｺー ﾃｼー  

ミンダナオ島産の日本初上陸物。 

小型でオレンジ色の可愛い 

房咲きです。 

開花株 ３号 ￥６，５００ 

91: Bulb.moniliforme 

    ﾊﾞﾙﾎ  ゙ ﾓﾆﾘﾆﾌｫﾙﾒ 

SNSで人気！コケサンゴの様なぷ 

ちゅぷちゅ極小のバルブが何とも 

かわいい！葉は落葉し花が咲く。 

木付き 開花株  ￥３，５００ 

92: Bulb.physometrum 

    ﾊﾞﾙﾎﾞ ﾌｨｿﾒﾄﾗﾑ 

花の中から何か出てくる希 

少バルボです。葉やバルブ 

がとても可愛いです。 

開花株 2.5号 ￥４，０００ 

 

 

 

 

93: Bulb.lindleyanum 

    ﾊﾞﾙﾎﾞ ﾘﾝﾄﾞﾚｲｱﾅﾑ 

三角形の花には白い毛が生え 

る面白い小型バルボで 15ｃｍ 

下垂して開花します。 

今回格安で販売 

開花株 ￥３，５００ 

94: Bulb.tingabarinum 

    ﾊﾞﾙﾎ  ゙ ﾃｨﾝｶﾞー ﾊﾘ゙ﾅﾑ 

 

小型の人気バルボです。濃いオ 

レンジ色で切れ味抜群のスタイル 

は人目をひきます。 

２．５号 開花株  ￥３，０００ 

95: Bulb.lasiochilum album 

‘White Lion’ (OG) 

ﾗｼｵｷﾗﾑ ﾎﾜｲﾄﾗｲｵﾝ 

小型のバルボで 1輪咲き。 

白から黄色一色の変種個体 

分け株です。強健で良く咲く。 

2.5号 開花株 ￥５，０００ 

96: Bulb.salmoneum 

ﾊﾞﾙﾎﾞ ｻﾙﾓﾆｭｰﾑ 

 

ピュアーなオレンジ色と純白 

のドーサルの色彩が本当に 

美しい中型の希少バルボで 

開花株 3.5号￥１５，０００ 



 

 

 

 

97:Cycds.J.Paff‘J.Emperor’ 

ｼｸﾉﾃﾞｽ ｼﾞｬﾝﾎﾞﾊﾟﾌ‘Jｴﾝﾍﾟﾗｰ’ 

艶やかな花で山吹色の大輪です。 

SM/TOGA入賞花で香りが良く人気 

がある。草丈２５ｃｍ 美花 

２．５号 開花予定株  ￥３，０００ 

98:Clo.JumboCircle’Yellow’ 

ｸﾛｳｪｾﾀﾑ J ｻｰｸﾙ‘ｲｴﾛｰ’ 

ジンジャー系の香りが素敵な 

小型多輪性下垂咲き種です 

ﾚﾍﾞｯｶﾉｰｻﾞﾝ系の黄色花。 

２．５号 開花予定株  ￥３，０００ 

99:Cycds.Jumbo Rosy 

ｼｸﾉﾃﾞｽ ｼﾞｬﾝﾎﾞ ﾛｰｼﾞｰ 

まん丸で艶のあるﾜｲﾝﾚｯﾄﾞの 

小型花実生です。人シャー系 

の香りがします。下垂咲き 

２．５号 開花予定株  ￥３，０００ 

100:Ctsm.pileatum ‘Red Pena’ 

ｶﾀｾﾀﾑ ﾋﾟﾚｱﾀﾑ‘ﾚｯﾄﾞﾍﾟﾅ’ 

巨大輪。白弁でピンクのドット 

が花に入る珍しい色彩です。 

新色のピレアタム（MC）です。 

２．５号 開花予定株 ￥３，０００ 

 

 

 

 

101:Monnierara J.Delight 

ﾓﾆｴﾗﾗ ｼﾞｬﾝﾎﾞﾃﾞﾗｲﾄ 

写真の様に様々な色彩が期 

待できる実生株です。芳香種 

草丈15～25cmになる。 

２．５号 開花予定株  ￥３，０００ 

102: Cycds.J. Phenix‘Jumbo’ 

ｼｸﾉﾃﾞｽ ｼﾞｬﾝﾎﾞﾌｪﾆｯｸｽ 

‘ｼﾞｬﾝﾎﾞ’AM/TOS（MC）  

香りが良く花持ちも良いワイン 

レッドの大輪新種メリクロン。 

２．５号 開花予定株  ￥３，０００ 

103:Cycds.Jumbo Diamond 

ｼｸﾉﾃﾞｽ ｼﾞｬﾝﾎﾞ ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞ 

艶のある黄色からオレンジ系 

まで開花する実生。とても香り 

が良い草丈２５～３０ｃｍ  

２．５号 開花予定株  ￥３，０００ 

104:Cycds.J.Micky’J.Fifi’ 

ｼｸﾉﾃﾞｽ ｼｬ゙ﾝﾎﾐ゙ｯｷ ‘ーJ.ﾌｨﾌｨ’ 

艶やかな花はオレンジ色に細か 

いドットが入る珍しい模様、リップ 

真っ赤とても良い香り （MC） 

２．５号 開花予定株 ￥３，０００ 

 

 

 
 

105:Ctmds.JumboRiot‘Sunrise’ 

ｶﾀﾓﾃﾞｽ ｼｬ゙ﾝﾎﾘ゙ｵｯﾄ‘ｻﾝﾗｲｽ’゙ 

香りが良い中輪新品種で下垂咲き 

するﾜｲﾝﾚｯﾄ゙の美花。今までに無い 

タイプです。香りも良い。 

２．５号 開花予定株  ￥３，０００ 

106:Ctmds.Jumbo Ruby Tex 

‘Jumbo Black Magic’ (MC) 

ｶﾀﾓﾃﾞｽ ｼﾞｬﾝﾎﾞﾙﾋﾞｰﾃｯｸｽ 

香りがある巨大輪で真っ黒で 

す。最新品種 

２．５号 開花予定株  ￥３，０００ 

107:Ctmds.JumboRiot‘Sunset’ 

ｶﾀﾓﾃﾞｽ ｼｬ゙ﾝﾎﾘ゙ｵｯﾄ‘ｻﾝｾｯﾄ’ 

明るい色の黄色とグリーンが 

目に飛び込む中輪下垂咲き 

種。香りが良い新品種(MC)  

２．５号 開花予定株  ￥３，０００ 

108:Clo.Jumbo Lace 

ｸﾛｳｪｾﾀﾑ ｼ゙ｬﾝﾎ  ゙ ﾚー ｽ 

リップの毛とドット模様が人気 

の実生です。香りもあり下垂 

して開花する。 

２．５号 開花予定株 ￥３，０００ 

 

 

 

 

109: Fdk.After Dark  (MC) 

‘SVO Black Peal’ FCC/AOS 

花裏まで真っ黒な人気品種USA 

産の本物MCです。ジンジャー系 

の香りあります、栽培容易 

 ３．５号 開花株  ￥５，０００ 

110: Fdk.After Dark  (MC) 

‘Sunset Valley Orchid’ FCC 

こちらは赤茶色で美しい黒のドット 

が入る、大輪でジンジャー系の香り 

が有る。FCC入賞花 

３．５号 開花株 ￥８，０００ 

111: Monnierara Millennium 

Magic ‘Witchcraft’ FCC/AOS 

巨大輪で真っ黒な花です。 

年 2回ほど開花します。お水 

が好きです。 

３．５号 開花株 ￥５，５００ 

112: Fdk.Beverly Danielson 

 ‘Forever Red’ (OG) 

ワインレッド色に細ドットが鮮 

明に入る選抜個体、花保血 

良く大輪の展示会向け。 

開花株 ￥３０，０００ 



 
 

 

 

113:Phaius pulchellus 

    ‘African Ruby’ (OG) 

小型のアフリカン地生蘭です。エビ 

ネに似た繊細なステムにワインレッ 

ド美花  4～6月に開花  

３．５号 開花株 ￥２０，０００ 

114: Sob.xantholeuca 

ソブラリア ザンソリューカ 

美しい濃い黄色一色の巨大輪が 

咲く自家製実生です、夏咲きで 

低温でもOK。笹の葉系の株姿 

５号 開花株 ￥５，０００ 

115: Epi.bracteolatum 

エピデン ブラクテオラタム 

中型の暑さには強い原種です 

成熟すると枝打ちして見事に

開花する。珍しいエピデンです 

   ２．０号鉢  ￥，０００ 

116: Treacherianum 

    lyonii (Luzon type red) 

ルソン島のライオニーは真っ

赤なものが多く咲きます。 

自然種 1年栽培品 

4号鉢 ￥１０，０００ 

 

 

  

117:Psh.chacaoensis 

‘Suzuki’ x self 「お金持ちの蘭」 

この香りを良いと感じる人はお金持 

ちの確立が高いという蘭。ｴﾋ゚ﾃﾝ゙の 

仲間、主に春～夏に開花 花長持ち 

３号 開花株  ￥１，６００ 

118: Inobulbon munificum 

「毛玉デンドロ」と呼ばれるニュ 

ーカレドニア産の面白い中型 

原種。バルブが毛でおおわれ 

る。開花まで２年。 

３．０号  ￥３，０００ 

119: Zelenkoa onusta 

ゼレンコア オナスタ 

秋咲きの小型オンシで人気抜

群！今回優秀花同士の実生

を木付けにし育てやすい。 

1 作開花予定株 ￥２，８００ 

120: Onc.cebolleta (Mexico)  

メキシコ産本物の天然物栽 

培品です。リップの裏には赤 

いドットが入ります。株は棒状 

の葉が面白い。花裏赤い 

開花株 ￥９，０００ 

 

 

 

 

121: Trias picta 

本種中最も美しい品種です。

赤地に赤褐色の細点が一面 

に入る。葉がエメラルドブルー 

に光る人気品種。 

２．５号 開花株 ￥２，８００ 

122: Trias oblonga 

レモンイエロー地に茶色の細 

い筋が入りアクセントになる。 

大輪で見応え十分です。 

お勧めの新入荷品。 

２．５号 開花株 ￥２，８００ 

123: Trias desciflora 

本種中で一番の巨大輪です。 

リップも大きく大変目立つ品種 

葉は大きく肉厚です。赤系か 

ら赤茶系の花が咲く。 

２．５号 開花株 ￥２，８００ 

124: Trias intermedia 

豆粒の様な極肉厚の丸い葉 

は特徴的で人気がある。 

花は小さいが沢山開花する 

 

２．５号 開花株 ￥２，０００ 

  

 

 

125: Pterostylis nutans 斑入 

新発売！ヌタンスの斑入り個体です 

やや黄色の斑がしっかりと鮮やかに 

入ります。まだまだ貴重な個体です 

２．５号 開花株  ￥２，０００ 

126: Ptero nutans fma.alba  

オーストラリア原産で栽培容易な球 

根性の蘭です。秋から冬に成長し、 

土植えで育てます。アルバ個体 

２．５号 開花株  ￥２，５００ 

127: Pterostylis curta 斑入 

球根性の地生蘭です、寒さ 

や暑さにも強く面白い形の花 

が咲きます。白斑入り強健種 

２．５号 開花株  ￥１，５００ 

128: Bulb.roxburghii 斑入り 

完全に固定しています。冬には茜

色になる見ごたえある小型バル

ボ。花はシルホ型で紅色美花 

２号 開花株  ￥１０，０００ 



 

 

 

 

129: C.praestans  

        ‘Maui Pink’ (OG) 

厚弁で豪華なペタルは淡いピンク 

色！とっても素敵な４N系原種 

これから流行る！プレスタンス 

2.5号 開花株  ￥２５，０００ 

130:C.pumila fma.delicata 

         X self 限定１０ 

白弁で極良型の花、ピンク 

色のリップになる希少品種。 

ブラジルからの輸入品。 

NBS ￥１２，０００ 

131: C.grandis f.vinicolor 

 グランディス ビニカラー 

小型の面白い形のレリアです 

黄色に赤ワイン色のリップに 

なる珍しい個体。 

４G シース  ￥２０，０００ 

132: C.tenebrossa FCC 

   ‘Walton Grange’ (OG) 

巨大輪で黄色の色鮮やか 

な銘品です。オリジナルは 

希少で高騰しています 

５G  ￥５０，０００ 

 

 

  

133: C.alaori fma.s/alaba 

 ‘Kuwado’ (OG) 

強健ですくすく育つ世界的にも珍 

しいアラオリセミアルバ個体で 

す。大株にすると迫力満点！ 

開花株 ￥１２，０００ 

134:C.crispa fma.flamea 

          ‘Wenzel’ (OG) 

ビニカラー系の濃い筋が合 

体した感じのフラメアで小型 

多輪性で美しい花です。 

３G ￥４０，０００ 

135: C.cernua fma.aurea 

        ‘Maravilloso’ (OG) 

天然物の珍しい黄花でサイズも大

きく お勧めの個体 限定2株 

開花株 ５G木付 ￥２８，０００ 

６G木付 ￥３５，０００ 

136: C.coccinea fma.aurea 

‘Yellow Qween’ (OG) 

実生選抜の黄花です。サイズも 

申し分ない。P丸形のお勧めの個 

体。限定2株 

開花株 2号鉢 ￥１８，０００ 

   

 

137: L.autumnalis(Mexico) 

日本には入荷履歴が少ない 

艶のある美しいピンクのレリア 

です。濃色花も開花する。  

開花株 ￥８，０００ 

138 : L.albida (Mexico) 

天然物の中から白弁淡いピンクリッ 

プの真ん丸花を選抜しました。低温 

性で秋から冬に開花。入手困難 

開花株 ￥８，０００ 

139: L.albida splash (Mexico) 

写真の様な模様の花が開花 

します。未選別状態での販売 

です。希少品種 

開花株 ￥１５，０００ 

140:C.perrinii coerulea x sib.

人気のぺリニーのセルレア自家 

実生です。特に花形にこだわり 

改良しています。 

２．５号鉢  ￥２，８００ 

 

 

  

141: C.walk f.s/alba flamea 

  ‘Tokutsu’ GM/JOGA (MC) 

一世を風靡したGMに輝いた世界1 

のワルケ。限定メリクロンの最終販 

売となります。NS１１ｃｍ巨大輪。 

３号 NBS￥３０，０００ 

142:C.walke f. suave flamea 

       ‘Ruby Treasure’ (OG) 

花弁は白に近いピンク、リップ固く1 

枚リップになり、切れの良いとても 

濃い筋が凄く目立つ絶品の個体。 

BS 5G ￥４０，０００ 

143: C.walkeriana  

      ‘Madonna’ (OG) 

リッチなチポカラーで中輪ながら 

極良型の素晴らしい個体です 

日本ワルケのトップクラスです。 

開花株 ３G ￥４０，０００ 

144:C.walk f.suave-flamea 

 ‘Pink Splash’ SM/JOGA(OG) 

１１ｃｍ弱の NSでハッキリし 

たﾌﾗﾒｱ入賞美花。栽培容 

易、希少な色彩です。 

BS ３G ￥３５，０００ 



 

  

 

145: C.lueddemanniana 

     ‘Pink Dots’ (OG) 

印象的なコンカラー系でリップ 

大きく展開し美しいドットが入る 

       ８G  ￥３０，０００ 

146: C.mendelii fma.amoena 

    ‘Luna Rosa’ (OG) 

人気抜群の色彩でリップが

ほぼ白です。P ピンク 

7G  ￥４０，０００ 

147:C.lueddemanniana 

fma.coerulea ‘Zafiras’ (OG) 

L極濃色で P極幅広です。 

青い海を思わせるサフィーラス 

5G  ￥３８，０００ 

148: C.lueddemaniana fma. 

rubra flamea ‘Spring Fire’   

極丸弁のフラメア優秀花で 

まだまだ進化します。 

8G ￥５０，０００ 

 

 
  

149: C.leopordii fma.verde 

       ‘Gnomos’ (OG) 

貴重な自然種から出たグリ

ーン花です。L ピンクで美しい 

最終販売となります。 

開花株 4G  \６０，０００ 

150: C.trianae fma.trilabelo 

 ‘Sakura Passion’ (OG) 

コンカラー使用でファンシーなカラ

ーに仕上がった傑作品です。 

やや抱え込むがP真ん丸。 

開花株 4G ￥４５，０００ 

151: C.schroederae 

‘Coco’ (OG) 

淡いピンク色一色の花で L も 

同様色。香りのよいシュロデレ

ーです。シース付き 

開花株 ４G ￥２３，０００ 

152: C.trianae f.trilabelo 

‘Christmas Melody’(OG)  

リッチで濃厚な色彩は見事

自然に開く個体です。L 深み

有る優秀花です。 

開花株 5G  ￥３５，０００ 

 

 

 

 

153 :C.maxima f.amarelo 

   ‘Aroma Yellow’ (OG) 

極ピンク一色でリップは筋が無く白、 

中央に黄色のラインのみ入る自然 

種、大きくなると２０輪以上咲く。 

開花株 ５G￥１２０，０００ 

154: Rlc.Lady Wakasugi 

       ‘Tenjin’BM/JOGA 

秋咲の魅力抜群のリップを持

つ入賞花 P には少し大きなク

サビ模様が入る 銘品 

開花株 ４G ￥３０，０００ 

155 :C.Murata 

   ‘Ruby Eyes’ (OG) 

ド゙ｰﾏﾆｱﾅの子供で主に秋咲き。 

濃厚なオレンジとリップの鮮ラベン

ダーの見事な花です。 

開花株 ３G ￥２５，０００ 

156:C.jenmanii fma.alba 

‘Angel Wings’ (OG) 

純白のｼﾞｪﾝﾏﾆｰは美しくルブラを

お持ちの方にもお勧めします。原

種っぽくでも上級な美花です。 

開花株 ５G ￥３５，０００ 

 
 

 

 

157:C.trianae fma.picoty 

 ‛Jungle Fever’ (OG) 

写真では見にくいがハッキリしたピン

クの縁取りになり L ノーズの部分も

縁どる新しい色彩の美花です。 

 開花株 3G  \６０，０００ 

158: C.trianae fma.semialba 

‘ Lady Dominican’  (OG) 

花全体が青い個体でリップが大き 

いのも特徴です。花全体が爽やか 

な青紫色になる巨大輪。 

開花株 ４G ￥３０，０００  

159:C.warscewiczii (OG) 

f.coerulea ‘Murasakishikibu’ 

花形は普通ですが強健で5～7輪 

も開花する青紫が濃い選抜個体で 

す。 

開花株 ６G  ￥４０，０００ 

160: Blc.Momilani Raimbow 

 ‘Lemon Scash’ (OG) 

ファンシーな黄色とピンクの美しい 

花色は人気抜群。中輪多花性。 

年2回咲き 

開花株 ３G ￥１５，０００ 



 

 
 

 

161:P.gigantifolium x sib. 

審査規定を変えた新しい原種です。 

子房が白い。P がコイル状にゆった

り巻くさまは見事。(葉の長さ50cm) 

１作開花株 ￥２０，０００ 

6芽の大株も有ります。価格応談 

162: Paph.liemianum 

[‘Taka’ x ‘Daiane’ BM/JOGA] 

真ん丸でペタルW抜群で入賞狙い 

葉もまん丸！UD白い覆輪でLピン 

クや濃色もでる2種類の実生有り 

    開花株  ￥６，５００ 

163: Paph.fairianum 

     国産シブリング 

現在売り物が無くなったフェイ 

リアナム。小型で赤い筋が人 

気の品種。今が買い時です。 

BS  \６，５００ 

164: Paph.primurinum 

パフィオ プリムリナム 

黄色くてまん丸で可愛い原

種、順次咲きし半年間開花

する。写真の花と同実生  

      開花株 ￥３，０００ 

 

 
  

165: Stenosarcos Vanguard 

     ‘Fire Ball’ JC/AOS 

深緑の葉にハ白い模様が入り 

観賞価有り。赤い大きなネジ 

花タイプの花が咲く強健種 

BS 4号鉢  ￥７，０００ 

166:Sarcoglottis sceptrodes 

‘Silver Sword’ (OG) 

艶のある緑葉にシルバー色の 

模様が美しい。中型でグリー 

ンの面白い花が咲きます。 

BS 4号鉢  ￥５，０００ 

167: Eulophia 

petersii (OG) 

手首程ある太さのバルブは圧 

巻！強健で珍花が開花砂漠 

に生えると言われる原種。 

BS  5号鉢  ￥３０，０００ 

168: Eulophia 

petersii compacta (OG) 

左と同種扱いでスリムな個体 

です。アフリカン。葉は細く固 

いギザギザ葉 珍種です。 

BS 4号鉢  ￥１３，０００ 

 
 

 

 

169: C.warneri fma.coerulea 

         ‘ Mama ’ (OG) 

リップがベタ青になり素晴らし 

い形と共にセルレアの代表種 

３G  ￥３０，０００ 

170: Ornithisium sophronitis 

いわゆる大きなタイプで流通してい

る開花しやすい個体の分け株で

す。鮮やかな紅色美花。  

開花株 ２．５号 ￥３，８００ 

171 V.Grove’s Dream (MC)  

魅力抜群！原種のセルレアが直接

の親で低温性で模様が無い白花で

す。小型で開花する。 

開花株   ￥６，５００ 

172: V.Lou Sneary ﾙｰｽﾈｱﾘｰ 

風蘭とリンコ セレスティスの交配

で、温室いらず！風蘭の良い香り

はそのままで！小型秋咲き。 

開花株   ￥１，５００ 

              

173: Psh.mariae ‘Select’ 

x C.tenebrosa ‘Walton Grange’ FCC/AOS 

花のサイズはかなりデカくなると期待しています。 

ワカウィチー系の第二弾です！栽培も容易で来期 

中に開花予定をしています。お早めに 

NBS ３号鉢   ￥４，０００ 

174: C.trianae  

[ ‘Patoriot’  x  trilabelo ‘Lia’ ] 

この実生は一番大きくなり雄大に開花すると 

思います。既に素晴らしいゆったりとしたトリ 

ラベロが出だしています。 

３．５号鉢  ￥５，０００   

175: jenmanii alba‘White Legend’ SM/JOGA  

x  rubra ‘Black Papillon’ 

親が同じで色違いの兄弟同士の自家実生です。 

白赤どちらが出るかは不明。SMクラスの花形と色

彩狙いです。既に納得の物が咲き出しています。 

３．５号鉢 NBS ￥５，０００ 

×× ×



             

176: walkeriana ‘Joel de Silveira’SM 

     X  rubra ‘Boa Sorte’  

花形やルブラ度を追求した自家製実生です。 

新しいリッチカラーの濃色チポを狙いました。 

今回の目玉品です。愛倍容易なようです。 

 

(WO-433)   ２．０号鉢 ￥２，５００ 

177:walkeriana f.albescens ‘TK Hawaiian’ 

   X fma.perola ‘Awayuki’  

ハワイ系お得意の４N系を求めたアルバから白 

弁ピンクリップまでを狙った自家製実生です。 

巨大輪で固い花弁が特徴です。実生数が少な

いので今回で最終販売となります。 

  (WO-377)   ２．５号鉢 ￥３，８００ 

178:  albescens ‘Yukitsubaki’ SM/JOGA 

X suave-flamea’Sta.Gertrudes’ AM/ACWJ 

４N系肉厚弁のアルベッセンス巨大輪に筋花や 

フラメアが出るサンタゲルタルデスのコラボ。 

さてどんな結果が出るか？楽しみな自家実生。 

葉は白っぽいので新色が咲けば！ 

  (WO-430)    ２．５号鉢 ￥３，５００ 

            

179: albescens ‘Yukitsubaki’ SM/JOGA 

     X  suave-flamea ‘Iroha’  

４N系肉厚弁のアルベッセンス巨大輪に筋花 

やフラメアが出るアズリッタの子供を使用！ 

あらゆる展開が楽しみな自家実生。初売り品 

白弁で筋花が咲くかも？ 

 (WO-431)   ２．５号鉢 ￥３，０００ 

180: walkeriana flamea ‘Tress Lagoas’ 

X falmea ‘Winter Temptation’ 

ドッシリしたリップにフラメアが入る自然種にハワ 

イ４N系の肉厚弁のフラメア花を使用した自家 

実生です。何れにせよ３N系で開花してきま 

す。セミアルバ系フラメアまで予定しています 

  (WO-432)  ２．５号鉢 ￥４，０００ 

181: walkeriana ‘Joel de Silveira’SM/JOGA 

X suave-flamea’Sta.Gertrudes’ AM/ACWJ 

何色が出るか興味津々 のコラボ！美しい未知の 

色彩を狙った自家実生。花形は外しませんので 

ご安心を！チポでリップに筋＋ペタルにフラメア 

が入ると予想しています。 

  (WO-434)    ２．０号鉢 ￥３，０００ 

           

182: semi-alba ‘Happiness’ HCC/ACWJ 

X  suave-flamea ‘Iroha’ 

リップに筋を残す為に作った自家実生です。 

スアーブ系セミアルバ系と様々 な色彩を期 

待！ミニ系のワルケを期待しています。 

(WO-436)  ２．５号鉢  ￥３，０００ 

183: walkeriana‘Joel de Silveira’SM/JOGA 

X  f.flamea‘Tress Lagoas’  

自然種同士を使用、リップがどっしりとした鮮や 

かな色彩のチポフラメアを狙った自家実生。 

アベレージはかなり高いと予想します。 

(WO-393)      ２．５号鉢  ￥４，０００   

184: walkeriana f.perola ‘Tinny Lotus’  

X suave-flamea’Sta.Gertrudes’ AM/ACWJ 

極ミニワルケを使用。リップに綺麗な筋が入ると 

期待している自家製実生。花型やリップの展開は 

間違いないと予想される。 

(WO-401)     ２．５号鉢 ￥３，０００  

           

185: lawrenceana flamea ‘Cool Blush’ 

           X  flamea ‘ TK ’ ] 

今までに類を見ないスプラッシュの父親を使用 

した自家製実生です。フラメアでハワイ系の強 

健な親を使用し栽培も容易 お勧め！ 

２．５号鉢  ￥３，８００ 

186: werscewiczii fma.rubra x sib 

(WO-384)     [ ‘Urpia’ X ‘Esalq’ ]  

ブラジル選抜の超濃色ルブラ個体を使った 

期待十分の実生です。一味違うワーセウイッ 

チーを咲かせてみませんか？ 

２．５号鉢  ￥３，８００ 

187 C.nobilior ‘Antonio Demond’ 

X  ‘True Diamond’ 

１２ｃｍ巨大輪ルブラに巨大リップの80万円 

コラボ！自然種同士を使用した最高のﾏｯﾄグロッ 

ソ自家実生ここに！生育良い。真ん丸い葉です 

２．５号鉢  ￥３，５００  

× ×

× × ×

××

×

× ×

×

×



             ◆ 専用資材 ◆ （割引期間中は１０％OFFとなります。） 

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 

 

 

 

１： 硬質グリーンプラポット 

 

２．５号-￥３５ ４．０号-￥６０ 

３．０号-￥４０ ５．０号-￥９０ 

３．５号-￥５０   

２：透明プラポット１０個組価格 

 

２．５号-￥２００ ４．０号-￥３６０ 

３．０号-￥２９０ ４．５号-￥４００ 

３．５号-￥３３０ ５．０号-￥４４０ 

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！ 

５００ｇ ３A ￥２６００  １ｋｇ ３A 上 ￥４８００ 

１．５ｋｇ 特上４Aハーフ ￥７０００  

３．０ｋｇ 特上４A ￥１３０００ 

          
 

４：素焼き鉢 （三河鉢） 毎年替えましょう！ 

 

２．０号-￥５０ ３．５号-￥１００ ５．０号-￥１９０ 

２．５号-￥７０ ４．０号-￥１４０ ６．０号-￥３００ 

３．０号-￥８０  ４．５号-￥１６０ ７．０号-￥４００ 

５： 素焼き平鉢 

３．０号-￥８０  ６．０号-￥２６０ 

４．０号-￥１２０ ７．０号-￥４００ 

５．０号-￥１６０ ８．０号-￥５５０ 

９．０号-￥６００  １０号-￥８００ 

６： オーキッドバーク 

SサイズとM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。 

８ℓ ￥１,２５０ ４０ℓ￥３,６００ 

   

７：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￥５００ ２．５㎏￥１,６００ 

皆使ってる活力ホルモン肥料！ 

８： ｓｕｐｅｒX５ 芽 \２，５００ 

９： ｓｕｐｅｒＲ７ 根 \３，０００ 

１０： ｓｕｐｅｒＦ１ 花 \２，０００ 

1１：グリーンサムポット 

約 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\600 １０ｋｇ￥１９,０００ 

       

１２：JBハンガー 新発売！ 

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) 

スタンダード￥８５０  ロング￥９５０ 

１３：洋ラン吊り輪(ﾌﾞﾙｰｼｰﾙﾄﾞ） 

       [ １０個で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！ 

３号 ￥４００ ３．５号￥４５０ 

４号 ￥４７０ ４．５号￥４９０ 

１４：オーキッドハンガー 

[ １０個で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。 

S （ 長さ約３０ｃｍ） ￥３８０ 

M （ 長さ約５０ｃｍ）  ￥４００ 



                  

１５：コルト （水和剤１００g) 

最新のカイガラ虫専用殺虫剤、顆粒 

   ￥２，２００ 

１６：アプロード （水和剤１００g) 

特に粉カイガラ虫に大変良く効きます。 

         ￥１，２００ 

１７：ﾀﾞｰズバン （水和剤１６７g) 

カイガラムシやヤスデにも大変良く 

効きます。        ￥２，５００ 

                

１８：スターナー  

軟腐病治療に効果があるが連用は 

できない。   (水和剤１００ｇ) ￥１，７００ 

１９：ジマンダイセン 

(水和剤２５０ｇ) ￥８５０ 

黒点黒斑病等菌類に使用可 

２０：アグレプトマイシン 

（水和剤 100g）￥８００ 

軟腐病や細菌感染予防に効有り 

            

２１：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 

      （４８０ｍｌ） ￥８６０ 

２２：キノンドー （水和剤２００ｇ） 

軟腐病の予防剤として安定した効果

がある。多性菌も付きません。 

      （２００ｇ）￥１，３００ 

２３：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！ 

      （１００ｍｌ）￥２，８００ 

               

２４：マイキラー（1本）ナメクジ駆除剤 

上を通れば駆除できる、薄めて噴霧 

するだけ！  （５００ｍｌ） ￥２,８００ 

２５：ナメナイト(３２０ｇ １個) ￥１,０００ 

新発売！水に強くなった巻くだけで 

ナメクジを退治！粒剤で安全です 

２６：ガビオタ １２：２４：２４ （400g） 

美しい花を咲かせる肥料として一番使

われている肥料です。１個 ￥２，４００  

 

 

 

 

２７：ステムクリップ 

支柱に挟んで新芽やステム 

を簡単固定、稼働可能  

\４００ 

２８： バルブクリップ \２００ 

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 M１-８個 S-２０個 

２９： サニーコート ２ｍ幅 

内張りに使用で暖房費をセ 

ーブ！空気を含む２重構造 

 １ｍ単位でカット  \４５０ 

３０： 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。 

  １ｍ単位でカット \６５０ 

 
 

  

３１： ｼﾝﾋﾞ・ﾃﾞﾝﾄﾞﾛの土 

軽石とバークベース、当社オ 

リジナルブレンドのコンポスト  

    (６リットル) \１,０００ 

３２： パフィオの土 

やや細かめ、軽石バークべ- 

ス当社ブレンドのコンポスト 

    (６リットル) \１,４００  

３３： 発砲スチロール S型 

鉢底に使用し支柱固定に！ 

乾きが良くなり根にも良い。 

     (５リットル) \２５０ 

３４：支柱キャップ  

葉傷や目に安全！支柱曲

げ不要！約１７０~２００個 

Ｓ・Ｍ・Ｌの３サイズ￥４００ 



 

 

 

  

３５： ビストロン 

バイラス予防に漬け置きで 

使用。強アルカリ性なので錆 

びません！  １ℓ ￥１,３４０ 

３６：洋ラン大全  

久々のラン専門書籍発売！ 

色んな情報が詰まってます 

       \３,６００  

３７：コルク板 

30cm ｘ 45cm 特大版 

近年入手困難品 

（1 枚の価格）￥２，８００ 

３８：ヘゴ板 

18cm x 25cm  

近年価格高騰しています 

（1枚の価格）￥１，８００ 

  

   

３９：チークバスケット ４角 

タイのチーク材使用の丈夫で 

根の張りが良いスタンダード 

 (２個組) \１,５００ 

４０：チークバスケット ８角 

タイのチーク材使用で腐ら 

ない。８角で色んな蘭に合う 

    (３個組) \２,３００  

４１：プラスチックバスケット 

便利に使えるプラスチック性 

希望者多数の為販売開始 

Ｓ\１００ Ｍ\１５０ L\２５０ 

４２：ボードバーク不定形 

奥中国産固め松皮、非常 

に活着が良い小型蘭に！  

１個￥３００ ４個★１,０００ 
 

コレクターズコレクション＆WOアウトレット  一挙販売 第７弾 

 ＊通常価格より３０～７０％OFF とすごくお得なプランですので、是非まとめ買い下さい！ 

 ＊このリストの No.１８８より No.２６４は割引対象外となります。２０％割引期間中のみ１０％割引を適用します。 

 

番号 品種名 メモ バルブ数 

1鉢 ￥5,000均一販売 

１８８  ワカヤマオーキッド実生の既開花株、実生一鉢丸ごと「お試し株」販売です。      

a)トリアネ b)ラビアタ c)ジェンマニー d)マキシマ e)ワルケリアナ からお選びください。 
開花株 

１８９ C.aurantiaca ‘Kodama’ (OG)     BS 4G 

１９０ C.labiata fma.amesiana’Wenzel’ (OG) バックふかし  3.5号 3G 

１９１ C.gaskeliana fma.coerulea‘Sky’ (OG)   3.5号 3G 

１９２ C.percivaliana ‘Thiago’ (MC)    BS 4G 

１９３ C.maxima 店主にお任せ！  BS 

１９４ C.maxima 海タイプ 0411 LR (OG) BS 6G 

１９５ C.percivaliana ‘Summit’ FCC/AOS (OG)    BS  ６G 

１９６ C.intermedia fma.flamea ‘Sander Aki’ (OG) 3.5号 ４G 

１９７ C.intermedia fma.flamea ‘Ecstacy’ (OG)    BS 5G 

１９８ C.walkeriana ‘Leilani’ HCC/ACWJ  (OG)  BS 4G 

１９９ C.labiata ‘Unicorn’(OG)    BS 8G 

２００ C.maxima ‘2004.3 Red Funny Lip’ (OG) 小型 BS 5G 

２０１ C.trianae fma.concolor ’Peach Moon’ (OG) 3.5号 4G 

２０２ C.trianae ‘Sangre de Toro’ (OG)     BS ３G 



1鉢 ￥１０，０００   均一販売 

２０３ 
C.trianae fma.trilabelo 既開花株 トリラベロ確認個体を在庫処分格安販売します。 

色んなトリラベロがありますので何株でもどうぞ！全て違う花が咲きます。「お任せ株」 開花株 

２０４ C.jenmanii fma coerulea ‘Blue in Blue’  バック吹き開花株 3.5号 3G 

２０５ C.mossiae fma.semi-alba ‘Crothers’ (OG)  3.5号 4b+2G 

２０６ C.hardiana fma.semi-alba ‘E.B selection’ 3.5号 ４G 

２０７ C.mossiae multiflora type (OG) 3.5号 5G 

２０８ C.jenmanii fma rubra 2018 初花 GOOD 3.5号 4G 

２０９ C.labiata fma.rubra ‘2011.9.1.2’ (OG)    BS 10G 

２１０ C.labiata fma.rubra-flamea ‘1309-30-1’ (OG) 3.5号 ４G 

２１１ C.warnerii fma.mosca-concolor ‘1605-1708’ (OG) 3.5号 ６G 

２１２ C.gigas ‘Rome’ Jungle Plants (OG) 3.5号 6G 

２１３ C.maxima ‘Spiders Net’ (OG)  Jungle plants 筋花美花    BS 5G 

２１４ C.maxima  ‘2005 #11 ’ (OG)    4号 ７G 

２１５ C.mendelii ‘The King’ (OG) 3.5号 ４G 

２１６ C.Mem.Dr. Peng ‘Deep’ AM/JOS (OG) 4.0号 ５G 

２１７ C.Gila Wilderness ‘Takara Sienne’ PC/JOS   6G 

２１８ C.trianae fma.concolor ‘Super Model ’ (OG)  3G＋N 

２１９ C.maxima fma.coerulea (‘Hector x Chig Hua’)   4.0号 5G 

２２０ C.intermedia fma.aquinii-vinicolor ‘Cool Beauty’ (OG)  ５G 

２２１ C.intermedia fma.flamea ‘Ecstacy’ (OG)  ５G 

２２２ C.warneri fma.mosca-concolor ‘1605-1708’ (OG)   ５G 

1鉢 ￥１５，０００   均一販売 

２２３ C.eldorado fma.alba x alba (未開花物 ) 4.5号 ４G 

２２４ C.maxima fma.semi-alba ‘Paola’ (OG) ペルー産小型 3号 5G 

２２５ C.walkeriana ‘Canbara’ (OG)  6G 

２２６ C.walkeriana fma.rubra ‘Kiss of Fire’ (OG)  5G 

２２７ C.trianae fma.flamea 'Yami'(OG) 4.0号 ７G 

２２８ C.trianae ‘Mary Fennel’ (OG)   4G 

２２９ C.trianae fma.semi-alba’Mother Dominican’ (OG)  2b+N 

２３０ C.labiata fma.coerulea ‘Blue Shock’ (OG) 4.0号 ５G 

２３１ C. maxima ‘Cannon Ball’ (OG) 海タイプ 4.0号 10G 

２３２ C.violacea fma.semi-alba ‘NO.3’ (OG) 4.0号 4G 

２３３ C.lueddemanniana fma.alba ‘’Dreamer’BM/JOGA (OG)   BS 6G 

２３４ Rlc.Orglade’s Discovery ‘Shimizu’ BM/JOGA (OG)   3.5号 3G 

２３５ C.labiata fma.mosca ‘Queen’ (OG)   3.5号 ４G 



                1鉢 ￥２０，０００   均一販売 

２３６ C.walkeriana ‘Dona Nega’ (OG) 5号平 10G 

２３７ C.bicolor fma.coerulea ‘Dos Pinhos’ (OG)  H ３０ｃｍ  3.0号 ４G 

２３８ C.labiata fma.rubra ‘Aloma Rosso’  (OG) 3.5号 ４G 

２３９ Rlc.Chyong Guu Chaffinch ‘Dixie Joy ‘ HCC/AOS (OG) 3.5号 ５G 

２４０ C.jenmanii fma.rubra ‘Red Coral’ (OG) 4.0号 5G 

２４１ C.percivaliana fma.aureana ‘Mounte de Ouro’ (OG) 4.0号 7G 

２４２ C.trianae fma.flamea ‘Yami’ (OG) 4.5号 7G 

２４３ C.trianae fma.rubra’Joan Croben Ponce’ (OG) 3.5号 ５G 

２４４ C.trianae fma.flamea ‘Cosmic Fire’ (OG) 巨大株 5.0号 ９G 

２４５ C.violacea fma.flamea ‘Snow Ruby’ (OG) 3.5号 5G 

２４６ C.labiata fma.rubra-splash’Dark Killer’ (OG) BS 5G 

                     1鉢 ￥３０，０００   均一販売 

２４７ C.walkeriana fma.semi-alba ‘Leo’ AM/ACWJ (OG) 4号 6G 

２４８ C.walkeriana ‘Feiticeira’ (OG) 本物 3号 3G 

２４９ C.maxima fma.alba ‘Esplendido’ HCC/JOS  (OG)  2 リード 4.5号 ９G 

２５０ C.trianae fma.semi-alba’Mother Dominican’ (OG)   3.5号 4G 

２５１ C.purpurata fma.carnea ‘Red Queen’ (OG) 4.5号 ３G＋N 

２５２ C.jenmanii fma rubra ‘1611-2501’ (OG) Round Dark BS 6G 

２５３ C.jenmanii fma.rubra ‘Double Passion’ (OG) BS 6G 

２５４ B.glauca ‘Green Field’ SSM/JOGA (OG) 世界一グリーンで美しい BS ６G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お客様へワカヤマオーキッドからのお願い 

 

30年積み重ねてきましたWO-リストですが、お客様お届け先の 

情報が何千件にも膨らんでまいりました。近年は宛先不明での返送 

も多くなってまいりましたので、今回思い切って近々にご登録頂いた 

方も含め、お客様情報の更新のご協力をお願いしたいと思います。 

今回のWO-61号リストに同封の専用ハガキに従って是非今すぐ！ 

ご返信下さい！ご返信いただきましたお客様には今後も続けて楽しい 

LISTを無料でお届けいたします。1月末までにご返信が無い場合は、残念で 

すが今後 LISTのお届けは中止させて頂く事になります、予めご了解下さい。 

 

尚、ハガキをお送りいただく際は、必ず 62円切手をお貼りの上ご投函下さい。 

                      ワカヤマオーキッド 和中 

 



Wakayama Orchids Special Collection 

                               

 

ブラジル最新種！カリマンの傑作品と言える大きくな 

るアルバ個体です。左は‘＃１’右は‘＃５’初花写真 

世界初のこの株を是非作り上げてください。 

名前はご自由にお付けください。実生株全株販売 

（２５５） 開花株 4 号鉢 ４バルブ ￥１５０，０００            

     
 

世界中が度肝を抜かれたルブラ系フラメアで素晴ら 

しい子供を導く事が出来るサラブレッドのラビアタ！ 

久しぶりの分け株をお譲りします。 

やはりオリジナルは大事です！限定 1株 

（２５６） 2019開花予定株 3 バルブ ￥１５０，０００ 

 

 

自然にペタルが開く事を重視し日々選抜しています 

P先が丸く濃色リッチなカラーで黄色のV字も目立つ 

当園実生でも超ハイクラスな個体です。 

（２５７）   開花株 ５バルブ ４号￥６０，０００ 

 

 

本年は久々に良く開花しました！真っ赤に染まるこ 

こまでのリップに感動すら覚える素晴らしい個体で 

す。オーバーラップし純白のペタルセパル。これが 

クアドリカラーの自然種セミアルバ最高個体だ。 

（２５８）    開花株 ８バルブ ￥１００，０００ 

 

 

20年前にスラウェシから輸入した超選抜品の 2個 

体の一つ。色が濃く形の良い巨大輪で、実生では出 

ない株姿も含め大変迫力ある入賞花です。今では 

メダル評価以上の SMクラスとなります。（２５９） 

90cm+90+1m+新芽 60cm ４バルブ￥１００，０００ 

      

 

絶対に自然界ではありえないセルレアでモスカ模様 

です。リップの雰囲気が良く目立つこと間違いなし！ 

既にこれを親に使用した苗も同色の物が咲き出しま

した。オリジナルは久々の販売です。 

（２６０）  ４号鉢 ５バルブ中 ￥４０，０００ 

C.trianae fma.trilabelo‘Sexy Shot’ (OG)  

 

 

C.labiata f.rubra-flamea‘Crimson Blaze’  

(OG) 

 

 

C.quadricolor fma.semi-alba ‘Sazagua’ (OG) 

(OG) 

 

 

C.amethystoglossa fma.s/alba select 1 or 5 

 

Den.glomeratum ‘Julliet’ BM/JOGA  (OG)   

 

 

C.labiata f.mosca-coerulea ‘Blue Diamond’ 

 

 



                                       

 

SM/CHM/JOGA受賞の素晴らしい個体です。MCで 

作り込み株は少なく値打ちあり！各バルブ 80ｃｍ 

～1.2ｍ文字通り吹雪の様に大迫力で開花します! 

（２６１）  開花株６バルブ５号鉢 ￥５８，０００ 

     

 

写真よりも極々濃色の銘品です。久々の分け株をお 

譲りします。親としても有名でこの血筋は絶やしたく 

はない一鉢となりました。 

（２６２） ２０１９年開花株予定 3バルブ ￥５０，０００ 

                                                

 

ペニークロダの子供で名の通り 1ステムに 20輪も 

の花が付く「天使のブーケ」と名付けた個体です。 

写真は 1ステム開花状態を真上から撮影した物。 

今回バックふかしではありますが開花可能な株。 

（２６３）  3.5号 4バルブ ￥５０，０００ 

 

 

当園では実生の中から自然に開花する素晴らしい 

トリラベロを選抜個体としています。中輪ではあるが 

株もコンパクトです。トップ 5に入る優秀花、毎年どん 

どん派手に進化して行ってます。凄くかわいい花。 

     （２６４）  開花株 ５バルブ ￥４５，０００ 

   

 

(ラ ペドレナ Xブリリアントレッド)から選抜した世界 

に誇れる No.1個体です。近年数あるこの色彩でも 

名前の通り最高に赤くリッチなリップには一目惚れ 

する事でしょう。作り上げてきた良い株 満作にして 

下さい。 

（２６５） ７バルブ  ￥１２０，０００ 

 
 

レタスグリーンの艶やかな花びらに、クッキリとした 

純白のリップにはよく見るとピンクの粉を散らした印

象がある。大きく育てた時の花は絶品です。夏秋咲 

勿論 自然種個体の為価値観は図り知れません。 

 

（２６６）株高５０ｃｍ 開花株 4バルブ ￥８０，０００ 

C.maxima fma.s/alba-striata‘Fantastic Red’  

 

 

Rlc.Candy Pop ‘Angel Bouquet’ (OG)  

 

 

C.jenmanii fma.rubra‘Corazon’ BM/JOGA (OG) 

 

 

C.bicolor fma.albescens ‘Armageddon’(OG) 

 (OG)(OG) 

 

 

 

C.goldschmiditianum fma.album‘Fubuki’ 

 (MC) 

 

 

C.trianae fma.trilabelo‘Linda Linda’ (OG)  

 

 



                                   

 

原種の交配種部門に値するアイテムの中では群 

を抜いて豪華で目立つ美花です。花保ちも良く 2～ 

4 月に開花します。1 ステムに 6～8 輪開花。 

オリジナル株は久々の販売です。 

（２６７） 開花株 ３バルブ ￥６０，０００ 

    

 

銘花バロンドールとは違った趣ある当園最高のトリラ 

ベロです。他に類を見ない紅を想わせるリッチなバイ

オレットカラーが色鮮やかで本当に美しいです。 

世界に誇れるカトレアをうれしく思います。 

（２６８）  4.5 号開花株 ５バルブ ￥２００，０００ 

 

 

9G巨大なボールになり Pがよれない極整形花！ 

特に色彩が美しく淡ピンク色に純白のリップ、中心 

のみ黄色の筋が強烈に目立ちます。これで自然種 

海のタイプ、迫力満点に作り上げた株は必見です。 

（２６９） 80cm の２バック＋1バルブ ￥１５０，０００ 

 
 

花全体が爽やかな青紫になる個体です。写真の通り 

リップも大きくドッシリとした印象の巨大輪整形美花で 

す。当園実生の中でもトップクラスの選抜品。 

毎年良く開花します。  

（２７０）   ５バルブ ￥６０，０００ 

 
 

近年同色の実生もちらほら出回っていますが、これ 

は正真正銘 40 万円した自然個体です。P・S先が濃 

い緑色に驚き花全体はロゼワインの美しい色彩で 

す。P 幅もあり巨大輪、申し分ないコレクション。 

（２７１） ４号鉢 ３バルブ花バルブ２ ￥１００，０００ 

 

 

ブ NS10.5cm の巨大輪です。安定した花形で紫ピンク 

の濃い模様が全てのペタルセパルに入り目立ちます 

世界的にも珍しい色彩のワルケです。強健で栽培容

易もうれしい。写真のオリジナル株販売 

（２７２）    開花株 ４バルブ ￥４５，０００ 

 

C.warscewiczii fma.coerulea ‘Sky High’ (OG) 

 

 

C.maxima fma.labio-amarelo ‘Gigi’  SM/JOGA  

 

 

Chysis Langleyensis‘Red Qween’ BM/JOGA  

(OG) 

 

C.trianae fma.trilabelo ‘Panda’ (OG) 

 

 

C.walkeriana fma.suave-flamea ‘Pink Dorphin’  

 

 

 

C.walkeriana fma.vinicolor‘ BZ’ (OG) 

 


