オーキッドワンクラブ主催

サイレントオークションのご案内
（入札形式）

◎ フェアー恒例となりました入札形式のスペシャルイベントを開催します。
(MB) = 最低入札価格は、大変お買い得な金額に設定しておりますのでふるってご参加ください。
(MB) 金額以上で最も高い金額を入札くださったお客様にその株をお買い上げいただくシステムです。
（ 入札いただいた金額に、消費税と送料を加算させていただきます。）

◎ オーキッドワンクラブフェアの３日間、下記の２７株すべてを仙台洋ラン園の温室に展示しております。
◎ ご来園のお客様は、備え付けの用紙にご希望の株番号と入札価格をご記入になりご提出ください。
◎ フェアの３日間にご来園になれないお客様は、入札用紙にてもご参加いただけます。
ご希望の株番号、
入札金額
（税別）
、
お名前、
ご住所、
電話番号をご記入の上、
仙台洋ラン園宛てにFAXまたはご郵送ください。
e-mail にても受付いたします。アドレスは son@r5.dion.ne.jp までお願いします。
(郵送、e-mail 、FAX ともに10月21日
（日）PM3 :00 到着分まで有効です。
）

◎ 10月21日午後3時に開票し、落札されたお客様にはお電話にてご送金いただく金額をご通知いたします。
銀行振込または現金書留にてご送金ください。 入金確認後品物をお送りいたします。ゆうパックの代金引換での清算
も可能です。 ※ 落札品のお支払いには、クレジットカードはご利用いただけませんのでご了承ください。

◎ 下記オーキッドワンクラブメンバーのホームページからも本オークションにご参加いただけます。
花及びオークション出品株の画像も掲載されています。

須和田農園
大垣園芸

国際園芸 (株) http://www.kokusaiengei.com

http://www.suwada.com
http://orchid.ne.jp/ogaki/

仙台洋ラン園 https://www.sendaiorchid.com/

株番号１

五島園芸

（MB）￥4,000 開花サイズ 大株

Dendrobium draconis

デンドロビューム ドラコニス

最近ではあまり見かけなくなった同種の大株。
春咲きで、たいへん作りやすい種です。
株高４７ｃｍ、１５バルブに新芽が３本出てきているしっかりした株です。

株番号２

（MB）￥4,000 開花サイズ 大株

Dendrobium formosum

デンドロビューム フォーモサム

ミャンマー原産の個体で、通常より株の大きさのわりに大きな花を咲かせる。
不定期咲き。株高４３㎝、１５バルブに新芽が２本出ています。

株番号３

（MB）￥6,000 開花サイズ 大株

Dendrobium jenkinsii

デンドロビューム ジェンキンシー

小型で可愛らしい花を咲かせる種。春咲き。
なかなかこれだけの株はありません。
板付きで裏にも株が回っており、１００バルブ以上あります。
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http://orchid.la.coocan.jp/

株番号４

（MB）￥10,000 開花サイズ 大株

V.(Asctm.) curvifolia

バンダ カービフォリア

春～夏咲きで、鮮やかな赤色の花を咲かせる種。
バンダにしては乾燥にも強く育てやすい。
株高４０㎝、株幅５０㎝の大株。２０芽以上。

株番号５

（MB）￥10,000 開花サイズ 大株

V.(Asctm.) miniata

バンダ ミニアタ

春咲きで、鮮やかなオレンジの花色が目を引く品種。
選別した濃色個体のシブリング苗の大株です。
１５芽以上あり、株高３０㎝、株幅４０センチのしっかりと作りこんだ株です。

株番号６

（MB）￥15,000 開花サイズ

Cattleya trianae ‘Valley Isle' カトレヤ トリアネ ‘バレー アイル’
5号鉢入り。株高約３５ｃｍ。５バルブ＋新芽伸長中
花弁が極幅広くオーバーラップする極整形な優秀個体オリジナル株。

株番号７

（MB）￥5,000 ほぼ開花サイズ（3バルブ＋新芽）

Dendrobium Senbazuru ‘Yoshino’ JC/JOGA (Nagasaki x tosaense)
デンドロビウム センバヅル（千羽鶴）‘ヨシノ（吉野）’
2号鉢入り。株高約２７cm。本年JOGA洋らん展にて農林水産大臣賞受賞花の
貴重なオリジナル株。乳白色にリップの小豆色がくっきりと目立つ。
花径4cmくらいの花をびっしりと咲かせる。

株番号８

（MB）￥5,000 開花サイズ（7バルブ＋3新芽伸長中）

Dendrobium hercoglossum fma. album ‘White Angel' BM/JOGA
デンドロビウム ヘルコグロッサム，
アルバム ‘ホワイト エンジェル’
２．５号鉢入り。最長バルブ長約６０ｃｍ。このまま大株仕立てをどうぞ。
タイ、ラオス原産。純白色の可憐変種の入賞個体オリジナル株。強健な初夏咲種。

株番号９

（MB）￥5,000 開花サイズ（15バルブ＋5新芽伸長中）

Dendrobium okinawaense

デンドロビウム オキナワエンセ

3号鉢入り。最長バルブ長約８０ｃｍ。
このまま大株仕立てをどうぞ。オキナワセッコク。
香り良い純白色花。
「特定国内希少野生動植物」販売許可品。春咲。

株番号10

（MB）￥5,000 開花サイズ（15バルブ＋3新芽伸長中）

Gongora galeata fma. luteola ‘Ohyama' CBR/JOGA
ゴンゴラ ガレアタ，ルテオラ ‘オオヤマ’

木付。株高約２５ｃｍ。木に着生させた趣ある良株。メキシコ原産の本属中の小型種。
全花鮮黄色の変種で、花立ち良好な入賞個体オリジナル株。主に夏咲。

株番号11

（MB）￥12,000

5号鉢 3リード 20バルブ

Bc.Carnival Kids 'Bonoto' BM/JOGA
ブラソカトレア カーニバルキッズ ‘ボニート’
秋咲きでグリーンの花弁と赤紅色のリップのコントラストが美しい花です。
このままあと数年栽培するとすばらしい作品に仕上がっていくでしょう。
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株番号12

（MB）￥20,000

3.5号鉢 4バルブシース付き

C.maxima 'Deep Kiss' SM/JOGA カトレア マキシマ ‘ディープキス’
マキシマ（‘フクエ’ × ‘須和田’）の交配から生まれた濃色の優秀入賞花。
少し小ぶりな株ですが今シーズンの花も見られそうなシース付きです。

株番号13

（MB）￥20,000

5.5号鉢 2リード 9バルブ

C.purpurata fma.shusteriana 'Satomi' BM/JOGA
カトレア パープラータ、シュステリアナ ‘サトミ’
濃色で明るい紫色のリップが魅力の夏咲き入賞花です。大きな作品に仕上げていく
のにちょうど良いサイズです。

株番号14

（MB）￥15,000

5.5号鉢 7バルブシース付き

Rlc.Twenty First Century '4stars' BM/JOGA
リンコレリオカトレア トゥエンティーファーストセンチュリー ‘４スターズ’
入賞時の花のサイズは兄弟のニュージェネレーションとほぼ同じNS18.6×17.5cm
もあった巨大輪冬咲きカトレアです。
太くしっかりとした株も美しい選抜入賞個体です。

株番号15

（MB）￥8,000

5号鉢 4リード 31バルブ 大株

Den.fimbriatum デンドロビューム フィンブリアーツム
インド東北部より輸入しました濃色のフィンブリアータムです。
大きな株（株幅９０cm）に育ってきていますので、これから展示会向けに栽培する
には大変良い大株です。

株番号16

（MB）￥5,000 6号鉢（5 芽の大株）

Paphiopedilum Harold Koopowitz
パフィオペディラム ハロルドクーポウィッツ
特別の花ではないが 5芽以上ある大株です。

株番号17

（MB）￥5,000 吊り仕立て

V.falcata x tessellata バンダ ファルカタ × テッセラータ
風蘭とバンダの属間交配種（今は同じバンダだが）
セミアルバで風蘭より一回り大輪花、とてもよい香りがあり、花付き極良

株番号18

（MB）￥8,000 5号鉢（5 バルブ）

Lyc.macrophylla 'Panamanensis' リカステ マクロフィラ ‘パナマネンシス’
リカステの原種、マクロフィラは普通茶色だがこの個体は茶緑色花
＊株の画像はWeb、または会場にてご確認ください。またはメールにて送付可能です。

株番号19

（MB）￥5,000 3.5号鉢（ 3 バルブ）

Lyc.Shoalhaven 'Beautiful Spring' SM/JOGA
リカステ ショールヘブン ‘ビューティフルスプリング’

2 倍体のショールヘブンだが明桃色の美花
＊株の画像はWeb、または会場にてご確認ください。またはメールにて送付可能です。
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株番号20

（MB）￥5,000 4号鉢（ 3バルブ ）

Lyc.Shoalhaven 'Dogashima' SM/JOGA リカステ ショールヘブン ‘堂ヶ島’
純白色花、弁幅は広くないがフラットに咲く嘗ての銘花
＊株の画像はWeb、または会場にてご確認ください。またはメールにて送付可能です。

株番号21

（MB）￥10,000 開花サイズ（6バルブ）

Cattleya intermedia fma. flamea ‘Bei-o-Wolf’
カトレア インターメディア , フラメア ‘ベイオウルフ’
(fma. aquinii ‘Sakura Fancy’ x fma. orlata ‘No.1’ )

実生から選別したフラメア個体。
花径１２ｃｍと大きく、スプラッシュも綺麗に入る。オリジナル株。

株番号22

（MB）￥5,000 開花サイズ（10バルブ）

Cattleya walkeriana fma. coerulea ‘Big Child’ (OG)
カトレア ワルケリアナ , セルレア ‘ビッグチャイルド’

昭和の時代に国内愛好家がブラジルから取り寄せた個体。
咲かせやすいセルレア個体で、繁殖も旺盛。３リード４号浅鉢植え。

株番号23

（MB）￥10,000 開花サイズ（4バルブ）

Cattleya Gaskel-Pumila ‘Happy Field’ (OG)
カトレア ガスケル プミラ ‘ハッピーフィールド’

(gaskeliana x pumila) 原種同士の交配で、株は小柄ながら花は大きい。
BM/JOGA入賞の名花で、花弁に紫のスプラッシュが入り綺麗です。

株番号24

（MB）￥5,000 開花サイズ（5バルブ）

C. Hausermann's Sultan ‘Summer Spectaculer’ (MC)
カトレア ハウザーマンズ サルタン ‘サマー スペクタキュラー’
(Kencolor x gutata) 最近見なくなった昭和の名花、夏咲き、３．５号鉢植え。
光沢のある茶色赤リップが綺麗で、株が立派になると１０輪以上開花します。

株番号25

（MB）￥5,000 開花サイズ（4バルブ ）

Rlc. Fatari ‘#2’

リンコレリオカトレア ファタリ ‘# ２’

(Kueale Flare x walkeriana) ハワイから国内に導入された選別個体、オリジナル株。
ほとんどが赤スプラッシュの花が咲く中、この個体はセルレア系の濃い赤紫色です。

株番号26

（MB）￥8,000 開花サイズ（20バルブ）

Dendrobium faciferum ‘Select’

デンドロビューム ファシフェラム 選別品

オレンジの色彩がクリアーな個体の選別品。株もしっかりしています！
株高５０㎝程度、４．５寸。

株番号27

（MB）￥10,000 開花サイズ

C.intermedia fma.orlata ‘Sendai' SM/JOGA (OG)
カトレア インターメディア オルラタ ‘センダイ’
めったに販売しない、当園オリジナル入賞花のオリジナル株。当園開催を記念
しての出品です！ 株高２０ｃｍ、６バルブの２トップです。シース付き。４．５寸。
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