
東京オーキット・ナーセリー　感謝セール
２０１8年１１月２4日(土)、２5日(日）開催！！

	 日　時：	 ２０１8年	 １１月２4日（土）	AM10:00 ～ PM	5:00
	 	 	 １１月２5日（日）	AM	9:00 ～	PM	1:00
	 場　所：東京オーキット・ナーセリー本社
	 	 〒156-0055	東京都世田谷区船橋 6-23-24
	 出展者：

Tokyo Orchids Nursery
Thanks sale!

東京オーキット・ナーセリー、須和田農園、万花園、	
北軽ガーデン、松本洋蘭園、αオーキッド

感謝を込めて〜———————————————————————————————
——————————————————————————————————————

P1
Paph.  
(Ice Age x Sorcerer's Stone)
NS9.5 DS8.1 PW5.1 先月のオープ
ンハウスに Popow Orchids から花
付きで入荷した初花個体になります。
箱詰めされて花型が崩れてしまいま
したが、花色が白く美しさが際立っ
ています。

　¥86,400→¥60,480

2018-409

P2
Paph. Giant Knight 
(Ice Age 'White Queen' x 
Giantstone 'Gargantula')
NS10.5 DS7.5 PW5.2 大変展開
が良くスッキリとした花型の好印象な
Giant Knight です。2014 年の初
花から二度目の開花になります。ま
だ咲いたばかりなので、どこまで白く
なるか楽しみです。

　¥86,400→¥60,480

2018-411

P3
VS14-13 Paph. Freedom Flyer  
(Friendly Spirit 'Pink Emotion' 
BM/JOGA x Stone Lovely 
'White & Green')
NS9.6 DS6.8 PW4.6 素晴らしい花
型の Freedom Flyer が咲きました。
親を変えた最新のリメイク交配になり
ます。大きい一輪目が前年ながらD
とP に奇形が出てしまいましたが写
真の二輪目が綺麗に咲きました。ま
だこれから白くなります。

　¥108,000→¥75,600

2018-412

P4
VS12-169 Paph.  
(Mystic Knight 'Moon Lotus' x 
Velvet Smile 'Fantasy')
NS9.0 DS7.8 PW5.0 ピンク色の
発色がとても美しい初花個体にな
ります。特徴的な赤紫色の点花と
Mystic Knight の交配から咲いた狙
い通りの美しいピンク色です。株に
勢いがあり、次回の作上がりのサイ
ズアップにも期待大です。

　¥129,600→¥90,720

2018-413

是非、お誘い合わせの上ご来場ください。皆様のお越しをお待ちしております。

　東京オーキット・ナーセリー　小宮山＆長澤　　TEL: 0551-35-3224　FAX: 0551-35-4415
 e-mail info@tokyoorchid.com           HP   http://www.tokyoorchidnursery.com/

 　お問い合わせ先
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P5
Paph.Bayside Star 'Spotted Emerald'  
(Wallula Bay x Thunder World)
NS11 DS9.5 PW6.0　ペタル幅が広く
色が大変濃い交配になります。次回に
期待が持てる大きな花です。

　¥64,800→¥45,360

2016-345

P6
Paph.Emerald Sea x sib
NS12.0 Ds10.5 PW6.7　ペタル幅
が大変広い Emerald Sea になりま
す。リップも大きく迫力満点です。

　¥108,000→¥75,600

2018-90

P7
VS12-14 (Tree of Motoo 'Miya Moon' x 
Crazy Jolly 'Misty'SSM/JOGA)
NS11.3 Ds10.0 PW5.8　アンバー
系赤花の新しいタイプになります。形
が良い個体です。

　¥108,000→¥75,600

2017-73

P8
Paph. (Icy Galaxy  x Emerald Lake)
NS10 .6  DS6 .5  PW5 .0　The 
Orchid Zone 社からの最後に入荷し
た個体になります。白とライムグリーン
地のコントラストが綺麗です。

　¥64,800→¥45,360

2018-106

P9
VS11-27 Paph.  (Pacific Sunset 
'Perfect Circle' x Thunder 
World 'Tokyo')
NS13.3 DS9.1 PW5.7　アンバー
系の点花を狙った新しいタイプの点
花になります。赤色に黄色いドーサ
ルが特徴的です。

　¥108,000→¥75,600

2018-107

P10
Paph. rothschildianum 
('Giant Wings' GM/WOC x  
'Black Star')
NS30.0 DS6.2 PW1.8 ペ タルと
ドーサルの幅が広く雄大な花になり
ます。シルバーメダルクラスの個体に
なります。

　¥216,000→¥151,200

2018-264

P11
paph.rothschildianum 
('Sunshine Doll' x  'Black Star')
NS28.0 DS5.9 PW1.9　全体に色
が濃く素晴らしい形の花になります。
特にドーサルとリップが特徴的です。

　¥108,000→¥75,600

2018-260

P12
Paph.bougainvillianum
ドイツにて SM を受賞した個体の兄
弟株になります。素晴らしい綺麗な
花になります。

　¥216,000→¥151,200

P13
Paph.tranlinianum fma.album 
'Aquerius' x self
tranlinianum のアルバ個体のセル
フ苗。限定２株の開花サイズになり
ます。

　¥54,000→¥37,800 P14
Den. victoriae-reginae
NS4.8 PW1.6 LW1.5　珠玉の初
花セレクト個体になります。展開が良
く大輪整形の素晴らしい花です。花
色極めて濃色、魅惑のレギネブルー
が冴えわたります。作り込めば GM
入賞も狙えます。

　¥86,400

2018-397

P15
Den. victoriae-reginae
NS4.6 PW1.6 LW1.5　濃色大輪
整形の初花セレクト個体になります。
花型が丸く見応えがあります。ボ
リューム感がすごいです。作り込め
ば高得点入賞を狙えます。

　¥86,400

2018-398

P16
Den. victoriae-reginae
NS4.9 PW1.1 LW1.4　大変すばら
しい初花セレクト個体になります。ペ
タルとリップが太く作上がりのサイズ
アップにも期待できます。

　¥64,800

2018-399

P17
Paph.
Ice Age x Sorcerer's Stone
ドイツの蘭展で兄弟株が入賞してい
ます。ドイツの栽培技術がキラリと光
るモリモリに育った株の初花花芽付
きです。

　¥16,200 P18
Paph. malipoense 
'Sam's Choice'FCC/AOS x self
malipoense の 中で 唯 一 FCC/AOS
を受賞した極大輪整形個体 'Sam's 
Choice' の貴重なセルフ株になります。
在庫僅少です。

　¥43,200 P19
Phrag.Fritz Schomberg (kovachi x 
besseae)
Flitz Schomberg の再実生初花蕾付き苗になり
ます。Orchid Zone 社の besseae と kovachii
の優秀な個体を使っていますので良い花が期待
できると思います。写真はサンプルです。

　¥10,000

 　おすすめ実生苗
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２株以上
お買い上げの場合、
1株あたり12,500円
（消費税サービス）
になります。



 　最新入荷品

Popow Orchids
番号 品種 大きさ 数量 価格 20%off

Paphiopedilum
A1 praestans fs 1 ¥32,000 ¥25,600
A2 tigrinum ( markianum ) fs 2 ¥17,000 ¥13,600
A3 charlesworthii Myanmar Mini typ fs 4 ¥6,000 ¥4,800
A4 primulinum yellow fs 花芽付き 3 ¥4,700 ¥3,760
A5 concolor longipetalum fs 1 ¥18,000 ¥14,400
A6 concolor striatum fs 1 ¥12,500 ¥10,000
A7 philippinense leavaigatum alba 

'Green Tea' x self
2 寸苗 3 ¥6,300 ¥5,040

A8 niveum select cross fs 3 ¥12,000 ¥9,600
A9 niveum fma. album fs 2 ¥26,000 ¥20,800
A10 ang-thong fma. album fs 3 ¥7,500 ¥6,000
A11 delenatii `Giant' x sib 2 寸苗 3 ¥3,500 ¥2,800
A12 micranthum eburneum fs 3 ¥9,000 ¥7,200
A13 spicerianum fs 蕾付き 3 ¥4,300 ¥3,440
A14 bellatulum 'Original Beauty' multigrowth 1 ¥16,200 ¥12,960
A15 wardii fs 2 ¥4,200 ¥3,360
A16 wilhelminae `dark´ multigrowth 1 ¥33,000 ¥26,400
A17 liemianum Motteld Leaf fs 1 ¥12,000 ¥9,600
A18 fairrianum `OZ remake fs 蕾付き 5 ¥6,000 ¥4,800
A19 wardii fma. album fs 3 ¥6,500 ¥5,200
A20 callosum fma. album 2 ¥19,000 ¥15,200
A21 wentworthianum fs 1 ¥138,000 ¥110,400
A22 concolor Vietnam Type fs 2 ¥5,800 ¥4,640
A23 acmodontum fs 1 ¥7,500 ¥6,000
A24 dayanum 2 寸苗 11 ¥4,300 ¥3,440
A25 venustum fma. album fs 3 ¥14,000 ¥11,200

A26 sanderianum 'Dark Cross' fs 1 ¥45,000 ¥36,000
A27 hangianum Select Cross fs 1 ¥25,000 ¥20,000
A28 anitum x glanduliferum fs 3 ¥11,000 ¥8,800
A29 rothschildianum x micranthum fs 1 ¥8,600 ¥6,880
A30 rothschildianum x niveum fs 2 ¥8,600 ¥6,880
Phragmipedium
A31 popowii fs 3 ¥8,600 ¥6,880
Other Species
A32 Sobennikoffia humbertiana nfs 2 ¥9,500 ¥7,600
A33 Erasanthe (Aeranthes) henrici 実生苗 2 ¥12,500 ¥10,000
A34 Conchidium extinctorium fs 2 ¥12,000 ¥9,600
A35 Ascocentrum ampullaceum fma. 

album
nfs 2 ¥6,300 ¥5,040

A36 Eria muscicola fs 2 ¥6,000 ¥4,800
A37 Aerangis hyaloides 花芽付き 2 ¥4,800 ¥3,840
A38 Aerangis kirkii fs 2 ¥6,000 ¥4,800
A39 Angraecum infundibulare 3 ¥4,500 ¥3,600
A40 Angraecum erectum fs 2 ¥6,000 ¥4,800
A41 Trichoglottis triflora fs 1 ¥5,500 ¥4,400
A42 Bulb. moniliforme fs 2 ¥4,000 ¥3,200
A43 Bulb. stockerii fs 1 ¥6,000 ¥4,800
A44 Bulb. muscarirubrum fs 2 ¥7,500 ¥6,000
A45 Den. vietnamense fs 1 ¥7,300 ¥5,840
A46 Den. pachyphyllum mini fs 2 ¥1,500 ¥1,200
A47 Den. elliotianum fs 1 ¥4,500 ¥3,600
A48 Den. parichii fma. coerulea fs 2 ¥14,500 ¥11,600
A49 Den. leucocyanum x protractum fs 2 ¥7,000 ¥5,600
A50 Prosthechea citrina x mariae fs 3 ¥6,000 ¥4,800

Orchid Inn
番号 品種 数量 価格 20%off

OI1 PAS0667 Paph. glanduliferum var. praestans x 
sib ('Sam's Choice' x 'Yellow Giant')

2 ¥3,500 ¥2,800

OI2 PAS0628 Paph. glanduliferum var. gardineri x 
sib ('New Horizon' x 'Black Tiger')

3 ¥3,500 ¥2,800

OI3 PAS0502 Paph. philippinense 'Super Twister' x 
self

2 ¥4,500 ¥3,600

OI4 PAS0671 Paph. primulinum x sib ('Full Moon Jr.' 
x 'Gigantic')

2 ¥3,500 ¥2,800

OI5 PAS0712 Paph. stonei x sib ('Red Pouch' x 'The 
Best')

4 ¥4,500 ¥3,600

OI6 PAS0669 Paph. haynaldianum 'High Color' x 
self

2 ¥5,000 ¥4,000

OI7 PAS0639 Paph. sanderianum x sib ('Dr. John' 
AM/AQ/AOS x 'Sam Tsui' AM/AQ/AOS)

1 ¥6,500 ¥5,200

OI8 PAS0580 Paph. hirsutissimum x sib ('Gigantic' x 
'High Color')

1 ¥6,000 ¥4,800

OI9 PAS0614 Paph. villosum x sib (fma. amnamense 
'Bloody Wide Dorsal' x 'Grand Finale' AM/AOS)

2 ¥4,000 ¥3,200

OI10 PAS0684 Paph. hennisianum var christiansenii 
'Green Lantern' AM/AOS x self

2 ¥5,000 ¥4,000

OI11 PAB0091 Paph. Quantum Light var alba 'Tall 
Albino' x concolor var alba 'Albino Beauty'

1 ¥4,500 ¥3,600

OI12 PAB0096 Paph. S. Gratrix 'Black Widow' x 
thaianum 'Perfect Circle'

3 ¥3,500 ¥2,800

OI13 PAP0345 Paph. Carolyn Butcher (Fanaticum 
'SVO Chunky Monkey' AM/AOS x delenatii 'SVO 
VII' AM/AOS)

3 ¥5,500 ¥4,400

OI14 PAP0363 Paph. Nori's Song (Norito Hasegawa 
'Vista Del Monte' AM/AOS x malipoense 'Sam's 
Choice' FCC/AOS')

3 ¥6,000 ¥4,800

OI15 PAP0358 Paph. Misty Lantern (Magic Lantern 
'Gigantic' AM/AOS x malipoense 'Scott')

1 ¥5,000 ¥4,000

OI16 PSH0136 Paph. Angel Hair (Saint Swithin 
'Jumbo Jamboree' AM/AOS x sanderianum 
'Lady In Red')

2 ¥5,000 ¥4,000

OI17 PSH0140 Paph. Booth's Sand Lady (Lady Isabel 
'Jumbo Lady' x sanderianum 'Lady in Red')

3 ¥5,000 ¥4,000

OI18 PAM0214 Paph. Lady Rothschild (Lady Isabel 
'Jumbo Lady' x rothschildianum 'New Horizon' 
FCC/AOS)

2 ¥4,500 ¥3,600

OI19 PAM0232 Paph. Julius (rothschildianum 'Wide 
Baron' x lowii 'Exotic Dancer' FCC/AOS)

2 ¥5,000 ¥4,000

OI20 PAM0245 Paph. rothschildianum 'Little Giant' x 
thaianum 'Perfect Circle'

3 ¥4,000 ¥3,200

OI21 PAM0239 Paph. Mark Hasegawa (concolor 'Full 
Moon' x rothschildianum 'X-Hot' SSM/JOGA)

1 ¥3,500 ¥2,800

OI22 PAM0233 Paph. Chonsuke Atsugi (Conco-
b e l l a t u l u m  ' J u m b o  J u m b o '  A Q /A O S  x 
rothschildianum 'X-Hot' SSM/JOGA)

1 ¥3,500 ¥2,800

OI23 PAM0237 Paph. Vanguard (moquettianum 
'Gigantic Circle' x rothschildianum 'Leo' S/
JOGA)

2 ¥4,500 ¥3,600

OI24 PHS0060 Phrag. longifolium v album x sib ('FV' 
x 'Green Delight')

1 ¥12,000 ¥9,600

OI25 PHH0097 Phrag. Wossner Dirndl 'Garnet Hope' 
x kovachii 'Plum Brother'

1 ¥9,000 ¥7,200

商品お問い合わせ先：

　東京オーキット・ナーセリー
 高橋 TEL: 090-2250-5889   
 e-mail info@tokyoorchid.com
 携帯メール tokyoorchid-0823@i.softbank.jp
 ホームページ http://www.tokyoorchidnursery.com/
 
 TEL: 0551-35-3224　FAX: 0551-35-4415

お振り込み先：
　城南信用金庫　桜上水支店　	
　（普通）０２１４８９	（株）東京オーキット・ナーセリー	

※すべての商品に消費税８％がかかります。
※送料を一律 1,500 円いただきます。（北海道・沖縄を除く） 
※商品の返品につきましては植物のため商品到着後８日間とさせて頂きます。
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東京オーキット・ナーセリー本社

 　交通のご案内

● 電車の方

● 車の方

小田急線「経堂駅」もしくは京王線「八幡山駅」
下車、 駅よりバスにてお越しください。

バスのご案内
小田急線　「経堂駅」から
・「千歳船橋駅行き」バスにて「希望ヶ丘東公園バス停」下車
・「八幡山駅行き」バスにて「希望ヶ丘東公園バス停」下車
 
京王線　「八幡山駅」から
・「希望ヶ丘団地行き」バスにて「船橋六丁目バス停」下車
・「経堂駅行き」バスにて 「希望ヶ丘東公園バス停」下車

環八通り「千歳台」交差点を入り700mほど先を
斜めに右折して下さい。

日　時：　2019年	 1月19日（土）	 AM9:00-PM5:00
	 １月20日（日）	 AM9:00-PM3:00
場　所：　東京オーキット・ナーセリー東京本社
　　　　　東京都世田谷区船橋６−２３−２４

パフィオ・フェスティバル2019のご案内
ー 色とりどりのパフィオペディルムの祭典 ー


