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岡田蘭園リスト 販売リスト
　＊掲載以外にも新着のオリジナル株・実生その他の洋らんなど、多数販売いたします。ご期待ください。 
  このほか、ＪＯＧＡレビュー掲載の弊社広告掲載の特別株の一部を併せて販売いたします。これらはすでに品切
れの株もございますので、その節はご容赦ください。 
＜お問い合わせ先＞　〒379-2121　群馬県前橋市小屋原町435　携帯090-3243-4147　Teｌ 027-266-5660
Ｅメール　okadaran@beige.ocn.ne.jp　Ｆａｘ　027-266-5609　
<振込先>群馬銀行駒形支店（普通）0516259

カトレア原種オリジナル分け株（ほとんど１株のみの販売です）

No.2
aurea chad sirin'Veuda Negra'
以前辻氏が輸入したペタルのやや
淡いオーレアの特別個体。強健種。
自然種。

5GB　¥54,000 No.3
bicolor'Especal NO1'
ほぼ、ʼ オーキッドグレード ʼと同格
の風貌を見せる優秀花。ペタル幅約
7.5cm ある丸弁のブラジル輸入株。

6GB　¥86,400 No.4
bicolor'Sweet Green'
リップは美しいグリーンで濃赤のリッ
プとのコントラストが極めて美しい優
秀花。

5GB　¥10,800 No.5
Elgans alba’Shadow'
グッタタとパープラタの自然交雑種で
数の少ないアルバ個体として際立つ
美しさ。多花性。米国輸入株。

5GB　¥162,000

No.6
gaskelliana'Do Drago'
比較的流通量の少ない濃色有名個
体。自然個体。

5GB　¥32,400 No.7
gaskelliana'Black Taigar'
どっしりとした重厚感のあるチポの
トップクラスの整型個体。辻勲氏栽
培の自然種。

7GB　¥32,400 No.8
granulosa'BuleMax'CHM/JOGA
原種カトレアファン垂涎の超有名個
体。特異なインパクトのあるオレンジ
色の希少種で辻勲氏の愛培株。特
別価格で販売。

5GB+2GB　¥280,000 No.9
labiata rubra'Vera Cristina OK2'
ルブラの整型濃色個体。オンリーワ
ンで他にはありません。

6GB　¥32,400

No.10
maxima coerulea-rubra' Espeso 
Azul'
セルレアのかなり濃い個体。ヘクター
よりさらに濃い色彩は人目を引く。

5GB　¥86,400 No.11
mendelli semialba-escura'Mimin' 
＊写真なし
セミアルバでありながらリップが濃い
色彩の辻勲氏よりの入手株。

5GB　¥54,000 No.12
mendelli'Rybagzyk #2'
清楚な感を漂わせる美しい個体で
リップとのコントラストが良い希少
種。自然種。

7GB　¥43,200 No.13
mossiae coerulea'Blanca'

「辻勲原種カトレアの世界」の掲載
されている丸弁整型有名個体。比
較的入手困難。自然種。

5GB　¥43,200

No.14
quadicoloe'Prima Donna'
同種の中でも丸弁個体。辻勲氏の
愛培品種。

5GB　¥32,400 No.15
quadricolor splash'Rojo Pasion'
辻勲氏の愛培株で美しいスプラッ
シュの入る自然種。

6GB　¥32,400 No.16
quadricolor vensa'Sha-Lack'
ペタル、セパルに複雑な薄い模様が
全体に入る特に珍しい個体。入手
困難。

5GB　¥43,200 No.17
quadricolor'Angulo'
極丸弁で整型個体。広島の一乗氏
が今でもかなり高価で売っている有
名個体。自然種。

3GB　¥32,400
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実生及びメリクロン苗（数量に限りがあります。品切れの節はご容赦ください）

No.21B
tigrina coerulea'Coliman'
2 年前に輸入したセルレアの自然個
体。日本では初花。端正な花容で
弁幅がありペタルの濃い斑紋が大き
く美しい。弊社が見た中では最高ク
ラス。

5ＧＢ　¥97,200 No.22
trianae'Nelly' * 写真なし
チポの有名個体で、辻氏より入手の
有名個体

5GB　¥32,400 No.23
warneri coerulea'Kameyama'
あまりにも有名なセルレアの人気個
体。ブラジル故亀山盛市の個体名を
冠した自然種。

5GB　¥21,600 No.24
warscewiczii coerulea'Anil'
現在の同種セルレアの最高峰と言わ
れている超有名種。整型大輪で迫
力のある自然個体。入手困難。

5GB　¥270,000

No.25
warscewiczii 
coerulea'PosionAzul'
辻勲氏からの入手個体で殆
ど流通のない希少種。

5GB　¥86,400 No.26
warscewiczii 
semialba'Juno'
辻勲氏が比較的遅く輸入し
たセミアルバ個体で殆ど流
通されていない個体。ＫＴＳ
ホームページに掲載。

6GB　¥129,600 No.27
warscewiczii 
semiala'Katia'
セミアルバの有名個体自然
種のオリジナル株。

4GB　¥48,600 No.28
lueddemanniana 
alba'Castro'
ベネズエラ、カルロ・アウリ
シ氏の原種カトレアの書籍
に掲載されているアルバの整
型大輪有名個体。自然種。

6GB　¥48,600 No.28B
jenmanii striata_venosa' 
Branco de Pulma'
ジェンマニーのシブリングから
生まれた特異な色彩の花容。
ペタル中央が白い羽のように見
える。２花茎 4 輪とも複雑な
模様が見られます。ペタルの
模様は環境により変化します。

4GB　¥86,400

No.29
amethystglossa sib 'Nobu'BM-
JOGA X 'Minami'
アメジストグロッサの優良入賞花同
士のシブリング。すでに良花が咲い
ている1 作開花予定株。

BS　¥37,800 No.30
amethystglossa tipo X coerulea
チポで深みのある美しい花が咲いて
いる良交配。( 写真はその開花例 )

3号　¥4,860 No.31
bicolor alba'Labelao'self
数の少ないアルバの実生です。( 在
庫僅少 )

2号　¥4,320 No.32
dowiana'Harada' self
濃い黄色赤リップの強健種です。

3号　¥5,400

No.18
teneus(JP)
株すがたは細いが、素晴らしい香り
のする比較的少ない自然種。

4GB　¥21,600 No.19
tigrina coerulea'Lilac Blue'
リップが淡い上品なセルレア。ブラジ
ル輸入株。

6GB　¥43,200 No.20
tigrina escura'Black Devil'
ペタル、セパルが濃く株ができると
10 輪くらい着く濃色のブラジル輸入
の自然種。

7GB　¥32,400 No.21
tigrina'Negro Satan'
ペタル、セパルの点はほぼ退化して
その部分がベタ茶黒に見え、ボール
紙のように厚い個体。

7GB　¥32,400
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原種カトレアと世界の洋らんと世界の洋らんフェスタ　２０１7のご案内
期日　2017．１１．18(土)～19(日)  会場　岡田蘭園温室　作品募集致します。　

搬入11月17日 搬出19日夕方より　※JOGA審査会開催いたします。  
皆様のお越しをお待ち申し上げます。予約にて上州鳥めし弁当をご用意致します。

 <予定出店業者＞はちのへ洋蘭園・須和田農園・大場オーキッド・北軽ガーデン・ヒロタインターナショナル・東京オーキッド・草月園・太陽園芸・Ｋボタニカル・岡田蘭園

家庭用温室「アルナマイルーム」「プチカ」「室内フレーム」
（全国に温室施工40年の実績）　弊社はアルナ温室代理店

特別価格で販売施工いたします。現地下見、カタログ、お見積無料。
ランを栽培する立場になって、全国により良い温室をご提案いたします。
ご成約の場合特別プレゼントあります。

豪華写真集「辻勲原種カトレアの世界」　13,000 円
（残部僅少となりました）
「原種デンドロビュウム全書」　8,400 円（残部僅少）
オーキッドハンガー等特別価格にて頒布いたします。
できるだけご予約下さい。

No.37
tenebrossa'WoltonGranglande' 
sib
黄色系の良花を期待。

3.5号　¥10,800 No.38
walkeriana quini'Gifu' X auuinii'Gifi '
アキニーとペロラとの名花同士の最
新シブリングです。

2号　¥5,400 No.39
Cyc.Barthiorum'Pink Dove'(MC)
新入荷開花予定株。

BS　¥5,400 No.40
Cyc.WineDelight'JEM'FCC-
AOS(MC)
オレンジ色の FCC/AOS 入賞花。

BS　¥8,400

No.41
Fdk.AfterDark 'SVO 
BlackPearl'FCC － AOS
黒い特異な色彩。お安くな
りました。

No.43
onc.lanceanum
厚葉系の美しいオンシジュウ
ムの原種です。

BS　¥8,400 BS　¥9,720No.42
Monn.Millem Magic 
'Witicn Craft'AM－ AOS
真っ黒な色彩の人気株です。

No.44
secundum'PInk'
美しいピンクで。普通サイズ
の倍くらいある花梗の長いオリ
ジナル分け株です。

No.45
Den.farmeri'Harada'
15 バルブ以上の展示会向き
の大株。オリジナル分け株
です。

BS　¥8,400 BS　¥10,800 BS　¥12,960

No.33
lawrenceana deicata X self
セルレアより数の少ないデリカタ系で
す。

2.5号　¥6,480 No.34
lawrenceana fl amea X self
フラメアの入る美しいセルフ実生で
す。

3号　¥4,320 No.35
maxima rubra'Natural Warld' self 
JC-AOS
濃色系の 1 作苗です。

NBS　¥21,600 No.36
schofi eldiana'Aldebaran' self
弁幅の特異な色彩が入るセルフ実生
です。

3.5号　¥4,320


