
属名略号 種名・交配名 サイズ 価格
属名カタカナ カタカナ
Phrag. kovachii １バック、１リード ¥210,000
フラグミペデュームコバチ-   1バック、1リード株。リードの伸びが凄い。
Bulb. grandiflorum fma.aureum `Shining Fuji' ５バルブ２リード ¥126,000
バルボフィラム グランディーフローラム　シャイニングフジ OG分け株

Bulb. grandiflorum fma.aureum `Shining Fuji' 3バルブ2リード ¥52,500
バルボフィラム グランディーフローラム　シャイニングフジ OG分け株

C.(L.→S). pumila fma.alba `Miyuki'BM/JOGA ５バルブ１リード ¥52,500
カトレヤ プミラ　アスバ　ミユキ OG分け株

Den. superbum fma.semi-alba `Sitoro Smile'BM/JOGA ３バルブ２リード ¥31,500
デンドロ スーパーバム　セミアルバ　シトロスマイル OG分け株

C. eldorado fma.semi-alba flamea `Coapora' 10.5cm鉢 ¥36,750
カトレヤ エルドラド　セミアルバ　カッポラ メリクロン

L. jongheana `Hiromi'SM/JOGA x self 9cm鉢 ¥8,400
レリア ジョンゲアナ　ヒトミ　セルフ
Calanthe consupiqua 12cm鉢 ¥21,000
カランセ コンスピクア
Paph. armeniacum `Cool'BM/JOGA x self 9cm鉢 ¥12,600
パフィオ アルメニアカム　クール　セルフ
Den. usitae `Red Coral' SM/TOGA １バルブ ¥36,750
デンドロ ウシタエ　レッドコーラル OG分け株

Den. virgineum ＢＳ ¥5,250
デンドロ バージニューム
Den. lasianthera 12cm鉢 ¥5,250
デンドロ ラシアンセラ

1

×

○

9 大輪、良花の咲いている、セルフ。 6 ×

5
スーパーバムのセミアルバ。とても丈夫な
品種です。

5

濃色、良花のオリジナル分け株。ushitae
の入賞花は貴重です。

1

ラシアンセラの実生株。 5

2

7
親を越すチポからアルバまで咲いている、
期待のセルフ苗。

2

4 1

○
Ｐ（バックの花はとんでしまい、花は確認し
ていません。）

1

grandiflorum fma.aureum のオリジナル分
け株。エメラルドグリーンの超美花。

プミラのアルバのオリジナル分け株。とて
もきれいな花です。

写真

×

11 2 ○

10

×12

ワカヤマオーキッド　夏の蘭展特別リスト　２００９．６月２～7日まで有効です。

番号が１～１９番　グリーン色の部分は１０％ＦＦとなります。
番号が２０～３８番　黄色の部分は２０％ＦＦとなります。

割引期間中ですのでお買い上げ金額にかかわらず。全国一律1000円の送料梱包料が必要です。
１）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。
２）ご注文の際には、＊ご住所　＊お電話番号　＊ご氏名　＊到着指定日をお書き添えください。
３）お支払いは　a)代引きシステム 300円別途必要です　 b)銀行振り込み　　ｃ）当社の郵便振替（送金料は無料で品物と同送します）　ｄ）ＶＩＳＡクレジットカード

×

6

説明 販売数

1

1

○

×

8 とても人目を引く花色の花です。 1

○

3
grandiflorum fma.aureum のオリジナル分
け株。エメラルドグリーンの超美花。

1 ○



Den. sp (Spaturata New) ＢＳ ¥26,250
デンドロ 新発見種　
Den. rhodostictum BS ¥5,250
デンドロ ロードスティクタム 9cm鉢

Den. parishii fma.coerulea x sib 7.5cm鉢 ¥21,000
デンドロ パリシー　セルレア　シブクロス
Den. cuthbartsonii ６ｃｍ鉢 ¥5,250
デンドロ x Mountain Magic
Den. cuthbartsonii bicolor 7.5cm鉢 ¥5,250
デンドロ x bracteosum album type
Den. bracteosum BS ¥8,400
デンドロ x laevifolium
Den. pierardii fma.album `Onoda'CHM/JOGA 1バック、１リード。 ¥15,750
デンドロ ピラルディー　アルバム　オノダ オリジナル分け株

B. David Sander (digbyana x cuculata) BS ¥2,625
ブラサボラ デイビッド　サンダー
Bulb maximum 'King of Borneo' (OG)分け株 BS ¥31,500
バルボフィラム マキシマム　キング　オブ　ボルネオ 　　　5バルブ

Bulb. sp (Cat orchids type-Yellow & Black ) BS 5B ¥10,500
バルボフィラム 新発見種　キャットオーキッド　黄色で黒ひげ
Bulb. retusiusculum BS ¥3,675
バルボフィラム レツスウスクラム
C. mossiae 'Yukon Belle'  (OG) 分け株 ３GB ¥21,000
カトレヤ モッシアエ　ユコンベル
C. walkeriana fma.semi-alba'Happiness' HCC/ACWJ 2.0 ¥3,150
カトレヤ ワルケリアナ　セミアルバ　ハピネス            (MC)

C. walkeriana fma.flamea 'Tokutsu' GM/JOGA (MC) BS 5B ¥51,500
カトレヤ ワルケリアナ　フラメア　トクツ
C. violacea fma.flamea-tipo type 'selection' (OG)全株 BS 5B ¥52,500
カトレヤ ビオァセア　フラメア　チポタイプ
C. violacea fma.bicolor type 'selection' (OG) 全株 5GB ¥73,500
カトレヤ ビオラセア　ビカラータイプ
C. rex　fma.splash 'Don Pablo Yana' x self 2.0 ¥3,150
カトレヤ レックス　スプラッシュ
C. warscewiczii fma.oscula 'Katia' (OG) 　 バック吹かし ¥42,000
カトレヤ ワーセウリッチ　オスクーラ　カティア
C. lawrenceana ['Red Spark' BM/IOK x 'Hallelujah'] 2.5 ¥6,090
カトレヤ ローレンエアナ　[レッドスパーク　x　ハレルヤ]

18
とにかく花数がすごい。花もちもいい。花
色もきれい。

5

10

1

19
とてもきれいなアルバ個体。オリジナル分
け株。

20

21

花弁が太くなると期待する人気種の再交
配です。葉はバキバキで面白そう！
写真の花です。雄大で綺麗！凄い花で
す。初分け株です。

10

○

限定ＭＣの一番大きなところです。数減少
となりました。世界最高のワルけ。

2 ○

ＭＣが出ましたがやっぱりＯＧ株が一番で
す！格安販売。

1 ○

10 ○
今年のＴＯＫＹＯでワカヤマのブースに
有った親を使用した魅力あふれる実生。

31

27

30

1

2

15

17

22

23

やっと到着！黄色の黒ひげネコバルボ！
新入荷、希少品種です。

○

実生から選抜したペタルがベタ赤となる個
体です。とっても綺麗でした。

1 ○

世界一綺麗と言われるレックスの赤いス
プラッシュ個体です。初売り苗　小さいで

28

29

ブラジル系のフラメア。サイズも大きく見ご
たえある花です。

1

10 ○

○

とても大きな花です。ラベンダーで黄色の
涙リップとなる銘品。格安販売。

24

25

26

5

1

極ミニで人気抜群。オレンジ黄色に真っ赤
なリップが愛らしいバルボです。強健種

サンチャの子供で美しい筋のリップをもっ
たミニにワルケ。当店オリジナルＭＣ

10

○

3 ×

濃色花とリップ濃色花のシブリング苗。 2 ×

×

株姿はほとんどカスバート。ビカラー期
待。

5 ×

○

○

13 スパチュラータ系。花はとても綺麗です。 1 ○

14
白色リップの周辺に綺麗な紫色が入る。と
ても綺麗な花です。

○

○

16
カスバートソニーにマウンテン　マジックを
交配した強健種。



C. Brymeriana (eldorado flamea x violacea rubra) BS ¥8,400
カトレヤ ブリメリアナ
Den. victoria-reginae BS ¥4,200
デンドロ ビクトリアレギネ
Phal. schilleriana BS ¥6,300
ファレノプシス シレリアナ
Phal. phillipinennse BS ¥6,300
ファレノプシス フィリピネンセ
Phrag. kovachii x sib. 2.0 ¥5,800
フラグミペジュームコバチー
Rhy. coelestis x sib. BS ¥2,500
リンコスティリス セレスティス
Rhy. gigantea fma.orange BS ¥10,500
リンコスティリス ギガンテア　オレンジタイプ

34

35

○

フィリピンから輸入直後！株状態いいで
す。ヘゴに付けるといい感じになります。

5 ○

○

国産未生で栽培もやや簡単となりました。
色の良い濃色の大輪花が咲いています。

5 ○

ブラジルの特殊交配種。濃色花を選抜し
ています。栽培容易！限定5株

532

33

今年話題になったコバチーです。株状態
良し。このチャンスにどうぞ！

5 ○

人気のブルー花はいい香りがします。タイ
の最新実生です。2－3株入りバスケット

10 ○

近年改良されたオレンジ色一色のギガン
テアです。オレンジ色選抜です。

3 ○

36

37

38

フィリピンから輸入直後！株状態いいで
す。ヘゴに付けるといい感じになります。

5


