1１th.

和歌山マリーナらんフェスタ

日時：２０１８．５．２５～２７（sun.）
場所：わかやま館１F

10:00 to 17:00

（和歌山マリーナシティー内）

出店者：ワカヤマオーキッド・

久栄ナーセリー

大垣園芸 ・須和田農園

・万花園

5社

個別展示出展公募します！
誰でも参加が可能です。

豪華な褒賞を用意しています。

展示参加の場合は各出店業者 (集荷場所) にお早めにお問い合わせください。
5 月２４日にリボン審査と 26 日 JOGA メダル審査（ｴﾝﾄﾘｰ代と認定料必要）実施

和歌山マリーナらんフェスタ

SPECIAL LIST 201８

今回も各出店者のご協力により素晴らしい LIST が出来上がりました！是非ご覧いただき
ご購入下さい！LIST 有効期限は２０１８．５．２６まで （表示価格は税込み価格となります）

1) 購入希望の番号をメール・TEL・FAX でお知らせください。
お問い合わせの際は、下記連絡事項とお支払い方法をお書き添えください。
ご氏名 ・ご住所 ・電話番号（有れば携帯） ・到着希望日（５月２９日以降となります）
（W－１～W45 のナンバーのみの場合、発送はお問い合わせいただいた日から承ります）

2) こちらから在庫確認しご連絡します。
3) 送料全国一律￥１，５００
（2018 年 5 月から送料が値上がりしました、予めご了解ください）

4) お支払いは ①商品到着後に同送する郵便振替でのお支払い ②銀行振り込み
③ゆうちょ振込み ④代引き（別途 300～500 円）が可能。

5) TEL 073-444-2422 FAX.073-446-2506 MAIL shop@w-orchids.net

W-1

開花株 ￥5,400

Den.Shining Pink

W-2

開花株 ￥16,200

Den.annae ‘Momo’ (OG)

シャイニング ピンク

アンアエ モモ

W-３

開花株

￥21,600

Ascocentrum miniatum (OG)
‘Select orange’

同実生から写真の様な大きくてバキッ

前回開花した時よりもレベルが上がっ

と展開する濃色の花が多く咲き出して

た個体です。栽培容易で春秋年 2 回 大バスケットに入った巨大株です。

います。メダルも狙えるほどの優秀花

開花します。

特にオレンジが濃い個体です。展示

が沢山出てきました。

W-４

.5 号鉢 ￥３，０２４

アスコセントラム ミニアタム

会で入賞可能！７～１０芽立ち

W-５

開花株 ￥9,720

W-６ 5 苗入り CP

￥５，４００

Ctna Why Not ‘Yellow’ (MC)

C.nobilior var.amaliae

カトレトニア ホワイノット イエロー

ノビリオール アマリエ

[‘Aludebalan’SM x ’Aphri’SM ]

赤色で有名なこの品種、黄色も有るん

ブラジルはトカンチン産の自然種が久

シレリアナ 実生

です！門外不出だったハワイの遺産。

しぶりに入荷しました。栽培しやすい

巨大で筋が鮮明なリップを持つ個体と

やっと販売ができるようになりました。

木に付いた状態でお渡しです。

定評ある巨大輪との SM 同士のコラボ

新発売！

是非栽培にトライしてください。

です。期待十分！

W-８ ２．５号開花株

W-９ 3.0 号

W-７

開花株 ￥4,320

C.schllerian

￥３，２４０

開花株 ￥１，９４４

Phal.mannii

Phal.cornu-cervi Chattaladae type

[‘Super Black’ x ‘Black’ ]

ファレノプシス コルヌセルビー

ファレノプシス マンニー

光沢ある濃赤色一色の個体です。

ボウ蘭似の花形で巨大輪 白基調の

ここまで改 良が 進んだ ビッ クリの 原

ステムがギザギザで長い間開花す

花が多くリップは赤になるみたいです

種！真っ黒と黄色タイガー色彩。

る。中型の胡蝶蘭原種。

香りは勿論あります！低温性！

（ボウ蘭 x 風蘭）

W-１０

開花株

￥21,600

W-１１

2.5 号開花株

￥4,104

W-１２

開花株

￥5,400

Angcm leonis (Madagascar 産)

Fdk.After Dark ‘SVO Black Pearl’

アングレカム レオニス

アフターダーク ブラックパール

ベピーゴーダ ｘ クネミドフォラム

大変珍しいマダガスカル産です。通常

近年超人気の黒い蘭です。今回はア

草丈 80cm で株上部から下垂して大き

種に比べ小型で葉が丸く肉厚です。

メリカ物ではないですので格安販売で

な房で開花する。花径４ｃｍで見事で

希少品種。

す。栽培しやすく開花しやすい。

W-１４

W-１５

Epi.Beppy Gouda
x cnemidophorum select A

す。

W-１３

開花株 ￥32,400

C.crispa f.flamea’Summer Sunset’
クリスパ サマーサンセット

3.5 号中苗 ￥16,200

C.harrissonniana f.trilabelo

2.0 号鉢 ￥10,800

C.nobilior amaliae-striata

‘Kuderdiik’ (OG)

‘Mascaras’ SM/JOGA (MC)

どちらかと言うとワインレッド感のある

ハリソニアナ クデルディッキー

ノビリオール マスカラス

フラメアが希少な個体です。パープラ

おっ！って驚く美しい個体です。

自然種からの希少な選抜で花全体に

ータの様に育てやすく咲きやすいで

草丈 30cm 程で多輪開花します。

ものすごく筋が浮き出ます。中輪なが

す。

W-１６

ら花形も良く大変人気がある。

開花株 ￥54,000

W-１７ 3G 開花株 ￥27,000

W-１８ 2.5 号 開花株 ￥3,240

C.purpurata werkhauseri-striata#5

C.intermedia ‘Sant Antonio’ (OG)

Bulb.lemniscatoides

パープラータ ストリアータ ＃５

インターメディア サンアントニオ

バルボ レムニスカトイデス

近年凄いブームの色彩を持つパープ

本種としては珍しい色彩でチポ色で

フジツボ系の小型バルボです。黒くて

プラータ。ブラジルからの選抜個

す。巨大輪で艶のある花弁は展示会

何やら不思議なものが垂れるとっても

体です。初花写真ですのでもっと派手

でも人気がある。5～7 輪開花します。 面白い花です。今回格安で販売しま

になるはず！

今回とても良い株です。

す!

W-１９

開花株 ￥27,000

W-2０ ６G1 作開花株 ￥16,200 W-2１

開花株

￥54,000

C.tenebrosa ‘Rain Forest’ （MC）

C.purpurata fma.flamea ‘FS-1050’’

テネブロッサ レインフォレスト

パープラータ フラメア

パープラータ サンギネア スワダ

NS２０ｃｍにもなる巨大輪が開花する

独特の可愛い模様がペタルに入る個

巨大輪で真っ赤一色の有名個体です

レンガ色の素晴らしい個体です。

体でペタル幅も広く極良形です。リッ

鮮やかなこの色彩をお楽しみください

近年入手困難になりました。

プは真っ赤一色で趣ある個体。

C.purpurata fma.sanguinea
‘Suwada’ 4G シース付き

名前はご自由に！シース付き

W-2２ 開花株 ￥27,000

W-2３

C.amethystoglossa fma aurea

4.0 号

[‘Super Special’ x ‘Orchidglade’]

2.5～3 号

￥５，４００

ｾﾚｸﾄ OG ￥２１，６００

W-2４

‘Armageddn’ x self

￥25,000

C.mendelii fma. flamea

C.bicolor f.albescens

アメジストグロッサ オーレア実生

開花株

‘Mourin Rouge’ (MC)
メンデリー ムーランルージュ

ブラジルから入荷！写真の様な花が

ビカラー アルベッセンス アルメゲドン

世界的に見ても数少ないメンデリーの

咲き出しています。黄色出現っ確率は

写真の様なレラスグリーンでリップ白

フラメアです。花形も良く鮮やかな色

３５％根の色が赤い黄色が来そうな良

から薄ピンクの美しい花が咲く秋咲

には目を奪われます。

い株です！

苗と OG 2 種ご用意しました。

W-2５

開花株 \１２，９６０

W-2６

開花予定株 ￥3,780

W-2７

開花株

￥9,720

Bc.Katherine H.Chatham ‘#16’(OG)

Habenaria susannae

Europhia calanthoides

キャサリン Ｈチャザム ＃１６

ハベナリア スザンナエ

ユーロフィア カランソイデス

巨大輪で目立つリップは他個体よりも

タイ原産の世界で一番大きくなるサギ

今春アフリカから輸入球です。開花見

大きく真ん丸で周辺ボカシになる特別

草です！５０～８０ｃｍになり見事に開

込み。雄大で日本ではまだ知られて

個体。ぼってりと咲く感じが良い。

花しますよ！咲くのは秋です。

いない品種です！

10 月から 12 月に開花し花持ちも良い

今年の輸入球を販売します。

W-28

開花株 ￥1,728

W-29

蕾付き開花株 ￥5,400

W-30

開花株

￥3,240

Psh.chacaoensis ‘Suzuki’ x self

Sob.xantholeuca

Den.senile 板付き

チャカオエンシス スズキ

ソブラリア ザンソリューカ

デンドロ セニール

「お金持ちの蘭」で有名な香りが売り

初夏に開花するショッキングイエロー

まるで毛虫の様な草状をした小型デ

の小型エピデンドラムの仲間です。今

の美花です。巨大輪で草丈は１ｍ屋

ンドロです。葉は勿論バルブもすべて

回花付きを販売します。

外で咲かせます。低温性で 5～10 度

細かい毛に覆われている。お水が好

この香りが良いと判断する人はお金

で栽培可能。

きです。黄色の花が開花します。

W-32

W-33

持ちである確率が高いのです。

W-31

2 号 開花株 ￥2,700

2.5 号開花株 ￥3,240

2.5 号 開花株 ￥3,240

Trias oblonga

Trias disciflora

Trias picta

トリアス オブロンガ

トリアス ディスシフローラ

トリアス ピクタ

初入荷の品種で黄色から黄色茶まで

本種中最も巨大な花で見応え抜群

小豆色で三角形の花はとても可愛

の変化がある。赤系の筋が花っ全体

です。花茎 3～3.5cm ほどあります。

い。ドットも細かく気に入っています。

に入りアクセントとなる。

リップは赤茶色で目立ちます。

葉はエメラルドグリーンに光の加減で

バルブがまん丸で可愛い小型品種

光るのも素敵です！小型の蘭です。

W-34 開花株 板付き \3,780

W-35

開花株

￥3,780

W-36

開花株

￥2,160

Bulb.moniliforme

Bulb.physometrum

Trias sp from Laos 品種不明

バルボ モニリフォルメ

バルボ フィソメトラム

トリアス ラオス産

コケサンゴの様に連なるバルブが可

花の中から変なものが飛び出す珍花

三角形の花形のトリアスですがラオス

愛い！バルブ直径 2mmm ほどです。

2 枚葉でバルブが透明感がありプチプ

から入荷した最新発見種です。

赤系の花が咲く SNS 人気の原種で

チしているのが可愛い！SNS で人気

明るい緑のバルブで真ん丸 葉は肉

す。

の小型バルボ！

厚でとても楽しい。

W-37

開花株 ￥4,860

W-38

開花株

￥4,860

W-39

2.5 号鉢 ￥５，４００

Aerides houlletiana

Seidenfadenia mitrata

C.aureana x sib.

エリデス ホーレティアナ

セイデンファデニア ミトラタ

カトレア オーレアナ

ナゴランの様な素敵な香りがする原

丸く細く伸びた葉は３０ｃｍもあり類を

ブラジルから入荷しました。近年問い

種で今回蕾付き株です。花径３ｃｍの

見なく面白い。今回は大株で 3～4 芽

合わせが多い品種です・秋咲き

大きな花が房になって垂れ下がる見

一株になっています。小輪の可愛い

事な蘭です。単茎種です。

花が房で立ち上がって開花します。
香りもとても良いです。

W-40

開花株 ￥２１，６００

W-41

開花株

￥12,960

W-42

３．５号

￥５４,0００

Phal..schilleriana フィリピン産

Phal.philippinense フィリピン産

Phal.aphrodite フィリピンパラワン産

ファレノプシス シレリアナ

ファレノプシス フィリピネンセ

ファレノプシス アフロダイト

最近めっきり減った原産地由来種。

最近めっきり減った原産地由来種。

花径６～８ｃｍの大きな白い花を沢

久々の入荷！葉は３０㎝ほど垂れ

久々の入荷！葉は３０㎝ほど垂れ

山咲かせる。葉はグリーンで模様

下がりこれが何とも魅力的！ピン

下がりこれが何とも魅力的！白弁

は無く丸くてぴかぴか光る。

クの花は香りが良く 100 輪の記録有

で黄色いリップ、多輪咲きで見事

フィリピンより入荷！

W-43

W-44

W-45

開花株 ￥3,240

開花株 ￥5,400

開花株

￥5,400

Ascocentrum pusillum 板付き

Bulb.lindleyanum

Den.eximium エクシミウム

アスコセントラム プシラム

バルボ リンドレイアナム

春の蘭展で良く入賞する中型原種セ

初入荷のアスコセントラムは極小で

白い毛に覆われた三角形の花です。

パルには白い毛の様な突起があり面

す！手のひらサイズで開花！

白に黒い筋がハッキリと入り 20～30

白い。リップはショッキングピンクで目

濃いピンク色の美しい花が咲く一度咲

輪ほど 1 茎に下垂して咲きます。

立つ。草丈３０ｃｍ花径６ｃｍ美花。

かせて見たくなる品種です。

草丈２５ｃｍ沢山咲くと見ごたえあり。

古いバルブからも開花する！

S-46

開花サイズ ￥３２，４００．

S-47

開花サイズ ￥２１，６００．

S-48 開花サイズ ￥１６，２００．

C.[L.]purpurata fma.aco ‘Kohler’

C.purpurata fma.striata ‘Doraci’

パープラータ、アソ ‘ケラー’HCC/AOS

パープラータ、ストリアータ ‘ドラシ’

パープラータ、セミアルバ

本種中、最も美しいとされている白

オリジナル分け株

オリジナル分け株 ‘アイリーンギャリソン’

弁紫リップの優秀花・入賞個体です。

筋花の優秀花です。４号鉢・シース付

展開の良い白い花弁に赤紫のリップ

３．５号鉢植え、シース付きの良株で、

きです。寒さに強く丈夫なパープラ

が美しい入賞個体です。シース付き。

今シーズンすぐに花を楽しめます。

ータ、各色揃えると楽しいですよ！

S-49 実生開花サイズ ￥１９，４４０．

S-50 実生 1 作苗 ￥３，２４０．

S-51 メリクロン２作苗 ￥５，９４０．

C.maxima fma.coerulea × sib

C.Angela(1908)

Rlc.High Society ‘Sorelis’ JC/JOGA

マキシマ、セルレア系実生 既開花株

カトレアの原種同士（インターメディ

ハイソサエティー‘ソレリス’ 新発売

有名個体‘ヘクター’（上記写真）を基

アとラビアタ）を掛け合わせた単純

いわゆる整型花からは遠くかけ離れ

に作った実生株です。セルレア（紫）色

交配のリメイク品です。今春、数株だ

ていますが、満作時のインパクトは抜

確認済みの４．５号鉢・シース付きで

け初花を咲かせ、とても良い香りの

群です。近年あまり見かけないバチ

す。満作までがんばりましょう！

個体もありました。ぜひお試し下さい

弁の大輪花です。３号鉢・メリクロン株

S-52 メリクロン２作苗 ￥６，４８０．

S-53

S-54 開花サイズ ￥３７，８００．

C.Mysterious Night ‘Cool Down’

Rlc.Chatoyant ‘Twilight Passion’

C.[L.] purpurata fma.semialba
‘Aileen Garrison’ AM/AOS

新発売

SBM/JOGA

アンジェラ

開花サイズ ￥１６，２００．

オリジナル分け株

HCC/AOS

古くから伝わる

C.Mary Ellen Carter
‘Dixie Hummingbird’ HCC/AOS

ミステリアスナイト ‘クールダウン’

チャトヤント ‘トワイライトパッション’

妖艶なセルレア大輪個体のメリクロン

カトレア系の花が極端に少なくなる、

株です。パープラータ系の新品種な

７月下旬～８月にかけて大輪花を咲

このような黄色地にオレンジの覆輪

ので、丈夫で育てやすいです。３．５号

かせてくれる入賞個体です。４．５号

花は滅多にありません！４号鉢

メリーエレンカーター オリジナル分け株

‘ディキシーハミングバード’

M-55 開花サイズ(9.0cm 鉢) \3,780.

M-56 １作開花(7.5cm 鉢) \2,700.

M-57 ２作開花(7.5cm 鉢) \2,700.

Ctnchs.Taiwan Red Diamond

Ctsm.Orchidglade

Ctsm.(Pileabrosum Green ‘Green Bat’

‘Jack of Daiamond’

(Cycd.Taiwan Gold x Ctsm.Orchidglade)

x fimbriatum)

Ctsm.(pileatum x expansum)
実生株。黄色系と茶色系花の交配な

カタセタムの原種フィンブリアタ

ので写真とは違い薄黄色の花も咲

交配親としても良く使われている

ムを使った実生苗。どのような花が

かせている交配。お楽しみに！

品種。栽培も容易で咲きやすい。

咲くかはお楽しみ！

M-58 開花サイズ(10.5cm 鉢) \3,240.

M-59

M-60

Cycd.Wine Delight ‘J.E.M’

\5,400.

\68,040

(Cycd.lehmanii x Morm.sinuata)

Den.munificum

Den.leporinum

開 花 サ イ ズ (9.0cm 鉢 )

開 花 サ イ ズ (12.0cm 鉢 )

‘Hyperion’ SM/JOGA
数十年前にブレークしたワインデ

自生地：ニューカレドニア

１バルブ＋新芽(72cm + 35cm)

ライトが再入荷しました。香もあ

バルブに毛が生えていることから

世界らん展にて最も優れた原種に

り栽培も簡単でおすすめ！

「毛玉デンドロ」とも呼ばれる。最

与えられる「WOC 特別賞」を受賞

近は流通が減っいますので是非！

した濃色個体です。オリジナル株

写真はありません

写真はありません

M-61 開花サイズ(ヘゴ着) \27,000.

M-62 開花サイズ(9.0cm 鉢) \4,320.

M-63 開花サイズ(9.0cm 鉢) \6,480.

Den.tressae （大株）

Paph.(Tokyo Lovery Magic ‘Emerald’

Paph.(White Knight ‘Blumen Insel’

x Snow Tiger ‘Legacy’)

x Giantstone ‘Gargantula’)

自生地：オーストラリア

ピンク系の色彩でブラキに似た美

株姿が多肉植物のようなラン。ここ

しい花を期待した交配。非常に開花 グリーン花に交配親として定評のあ

までの大株はなかなか手に入りま

が楽しみ。

せんので是非、この機会に！

るホワイトナイトを用いた期待度満
点の交配。

M-64 開花サイズ(9.0cm 鉢) \2,700.

M-65 開花サイズ(15.0cm 鉢) \7,020.

M-66 開花サイズ(9.0cm 鉢) \3,240.

Angcm.leonis

Angcm.sesquipedale

Bulb.burbigerum

自生地：マダガスカル

自生地：マダガスカル

自生地：カメルーンなど

「夜に香らん」で有名になったレオ

ダーウィンの「蘭の受粉」で紹介さ

世界らん展で特別展示された「踊る

ニス。星形の純白の花型と多肉植物

れ有名になった品種です。魅力は何 蘭」リップが微風によって不規則に

を思わせる葉を持つ人気品種。

と言っても距の長さです。

クネクネと不思議な動きをする。

M-67 開花サイズ 板着 \27,000.

M-68 2 作開花(7.5cm 鉢) \16,200.

M-69 開花サイズ(7.5cm 鉢) \3,780.

Bulb.polliculosum

Cym.erythrostylum fma.alba

Eulophia andamanensis

きょ

‘Diamond White’ x self
自生地：ミャンマーなど

原産国：ラオスなど

大株です。フジツボを思わせるユニ

原産地：ベトナム

ークなバルブを持つ珍種。花もグレ

エリスロスティラムの希少なアル ア。花茎を 40cm ほど伸ばし約 3cm の

ーでこれまた変わっている。

バ（白色）個体のセルフ苗です。

グリーン茶系の花を咲かせる。

M-70 開花サイズ(13.5cm 鉢) \6,480.

M-71 開花サイズ(6.0cm 鉢) \1,620.

M-72 1 作開花(12.0cm 鉢） \7,020.

Gastorchis pulchra

Macodes petra 「ジュエルオーキッド」 Maxillaria scalarformis

草丈が約 15cm の小型のユーロフィ

‘Fredensborg’ GM/EOC
原産地：

原産地：パナマ

原産地：マダガスカル

光が当たると葉の葉脈がキラキラ

まるで桜のような優しいピンク色

世界らん展で優良賞を受賞。花が丸

と輝いて見える不思議なランです。 の花を咲かせる人気品種。水をたい

くリップの色彩が非常に美しい。

（事業者番号 28-0009）

へん好む。

O-73 開花ｻｲｽﾞ 3 号 ￥21,600

O-74

C.intermedia flamea ‘Beio-Wolf’

C.intermedia flamea‘Rosen Ritter’

C.intermedia flamea (Selected)

インターメディア フラメア ‘ベイオウ

BM/JOGA 入賞花

インターメディア セレクト全株

ルフ’

インターメディア フラメア ‘ローゼンリ

名花サンダーのような色彩の 11cm 程

(‘Sakura Fancy’ x orlata‘No.1’)から

ッター’

の大輪花。分け株無し、ご自分で個体

の選別個体。花径 12cm になる綺麗な

(‘Sakura Fancy’ x orlata‘No.1’)から

名をつけて下さい。左と同じ実生兄弟

色彩の花です。7 バルブ

の選別個体。5 バルブ

株からの選別個体。7 バルブ

O-76 1 作開花株 3.5 号 ￥3,780

O-77

O-78 開花ｻｲｽﾞ 2.5 号 ￥2,160

C.purpurata vinicolor 系実生

C.purpurata sanginea x striata‘Draci’

C.jongheana ‘Miwa’x alba

‘Cindarosa’x flamea‘Ikau Pa Lin’

パープラタ サンギネア系実生

ジョンゲアナ ‘ミワ’ x アルバ

パープラタ ビニカラー系実生。白赤で

写真は母親(‘Shonan’x self)。花粉親

暑がらず平地でスクスク育っていま

すが赤ワイン(ビーニョ)色のリップなの

はスジ花名花。濃色でスジ入る個体

す。コンパクトな株に 12-15cm の大き

でビニカラーと呼んでます。 写真は兄

を期待。草丈約 30cm の 2 作開花サイ

な花を咲かせる人気種、来春開花予

弟株からの開花例。

ズ。

定のサイズ。

O-79

O-80

オリジナル株

1 作開花株 2.5 号 ￥2,700

1 作開花株 3 号 ￥32,400
オリジナル株

2 作開花株 3 号 ￥2,700

開花サイズ 3.5 号 ￥3,240

O-75 開花サイズ 3.5 号 ￥10,800

O-81

1 作開花株 3.5 号 ￥16,200

C.cernua ‘Select’ x (‘H.I.’x self)

Rl.digbyana ‘Mrs. Chase’

Rlc.Fatari‘#2’

セルヌア実生

ディグビアナ ‘ミセスチェイス’

リンコレリオカトレア

丸く形の良い個体とサイズのある個体

往年の名花のメリクロン分け株。ヒゲ

walkeriana の交配種選別個体。ハワ

を使った、国内愛好家による実生。秋

ヒゲがたまらない、ロウ弁質のグリー

イで実生された苗の中で、唯一セルレ

咲きの超小型人気種、大株に仕立て

ン花。香りのある交配親としても重宝

アの色彩で開花した個体のオリジナ

ると見応えあります。

される。

ル分け株。 濃紫リップが綺麗です。

ファタリ‘#2’

K-82 開花ｻｲｽﾞ 4 号鉢 \12,960

K-83 １作～開花

Rlc. Fatari ‘Hanabi’

C. maxima (select x ‘Suwada')

(OG)

3 号鉢 \3,780

K-84 2 作開花 2.5 号鉢 \8,640

C. lawrenceana, coerulea strain

Ｃ． マキシマ ( ‘ｾﾚｸﾄ’ x ‘ｽﾜﾀﾞ‘ )

C. ローレンセアナ, セルレア系

夏-秋咲き 香りあるセミアルバで

多くの優秀花が生まれた系統の苗。’

リップが極めて濃いセルレア色で

花径 13-14cm ２～5 輪つける。花弁

Select’は濃色多花性で、特にペタル

どうしても咲かせてみたくなる逸品

のきめが細かく、白と赤のコントラス

がフラットに展開するもの。

海外(コロンビア)で実生された苗。

トが美しい。

参考写真

参考写真

K-85 1 作開花 3.5 号鉢 \4,860

K-86

K-87

Rlc． ファタリ ‘ハナビ’

Rlc. Chie Hattori ‘Volcano Queen’

1-2 作開花 2 号鉢 \3,240

ツボミ付 2.5 号鉢 \12,960

Eny. Rainbow Bridge ﾚｲﾝﾎﾞｰﾌﾞﾘｯｼﾞ Den. parishii, s/alba ‘Suwimol’

Rlc.チエ ハットリ ‘ボルケーノクイーン’

(Gcy.Kyoguchi x C.walke,coerulea)

銘花 Zuiho と Meditation から生まれ

キョーグチとワルケリアナのミックスさ

Den. パリシー, ｾﾐｱﾙﾊﾞ ‘スイモル‘

たセミアルバ極大輪花。ボリュームあ

れた香りが人気の実生苗。セルレアを

喉元に桃赤色の色彩が入るセミ

るリップ真っ赤に黄目のコントラスト

用いた新交配です。(写真はセミアル

アルバの銘花 甘い香り

が美しい大輪花。

バ親の結果で色彩は変わります)

オリジナル分株。

K-88

K-89

花芽つき 3 号鉢 \8,640

Den. parishii ‘YE-a’

開花ｻｲｽﾞ

\2,700

Den. devonianum

AM/RHT

BM/JOGA (OG)

K-90 1-2 作 2.5 号鉢 \3,780
/ 開花ｻｲｽﾞ(大)

4 号鉢 \10,800

Den. パリシー, ‘YE-a‘

Den. デボニアナム

Den. Oharano

濃色タイプの自生地由来種。濃色花

リップ黄目に欠刻が入り花色鮮明。細

スミリエとパープリウムの交配より

狙いの交配に用いられ親としても

いバルブの割に花のボリュームがあ

生まれたボール咲きの最新人気種。

能力を発揮した有名個体分け株。

り、下垂するので印象的。

鮮ピンクと白・緑色の色彩バランスが

甘い香り。 写真は参考

お買い得品

大変美しい

オーハラノ (MC)

K-91 開花ｻｲｽﾞ ３号鉢 \10,800

Den. lindleyi ‘Florida Sunshine’
HCC/AOS (OG)

K-92

花芽付 4 号鉢 \19,440

Phal. pulchra, alba strain

K-93 開花ｻｲｽﾞ 7 号鉢 \32,400

Den. stratiotes ‘select’

Phal. プルクラ, アルバ系

Den. ストラティオテス

(セレクト株)

Den. リンドレイ ‘フロリダ サンシャイン‘

希少なアルバが咲いている実生苗

spatulata タイプ中の人気種。

花径約 5cm にもなる丸弁の良型花を

です。半光沢の清楚な色調が特徴の

花茎長く伸び、特に花が大きな

花茎当たり 30 輪以上つける最高クラ

美花。

選別良個体。３リード株

スの入賞花オリジナル株です。

写真は同交配開花例で AOS 入賞花。

参考写真

