
琴蘭展も12月の第1週で終わり､後半はそのなごりを杭州寒蘭の神秘的な色彩が､あわただし

かった展示会の戦いの心をなごませてくれていまlo

等蘭の展示会はえびね蘭の展示会の美しさ､可愛らしさを競うものとは違い､力強さと蘭のプラ

イド(?)を競うかのように思える.これはある人がこう評していまも｢形にはまった良さ､ブ

ランドしか認めない｣ ｢審査基準から与えられた美｣と評した人もいますも

葉も悠々としげって､まさにシンビジュームぼりの株と花伸びで賞をとっている花容を見て､東

洋的､日本的感覚から評されたものと思いますも

花は大きいにこしたことはないかもしれません｡しかし｢八頭身の美｣ということやポチヤ可愛

い等々色々あるように美と好みというのは決められたものではなく､その一人一人が感性と感

動で心を動かされ､美しきを感じるものであると思いま1.

これまでは雛壇の上に､しかも中心に飾られるものが良しとされ､価格的にも評価されてきまし

た｡しかし前述の言葉のように､これからは展示会ではどの位置にあっても見る人の感性と

感動で､自分の思うままに評価し楽しめる展示会になってくるでしょう｡

そしてそれぞれの蘭の個性を生かし､大きく作って､その花の良さを引き出す花と､中くらいの

株で楽しんだほうがより良い花に感性を持つ花｡作り方も色々と考えられてくるべきでしょう｡

えびね蘭にしても等蘭にしても､ある程度の美しきの基準はできてきました｡

これからはそれぞれの作る人の感性で､見てもらえる人にどのような感動を与えられるかの､美

の個性の感覚が求められる時代となっていくだろうと思いますも

自分の思うままに- ! !

えびね･寒蘭専門店

㊨(株)盛華囲



蛮品名の由来アヨ乃JLJト

まるでこの世のものと思えないほどの桃

紫紅の美しい心をゆらされる感動から紅

天竺と命名｡

.<に圃
こ如じく

天f[I(長嶋県鳳明産直根何型化)
これほど鮮やかで濃く輝かしい紅花は他に類を見ない. 0山探りから開花まで1 0年かかったと言うが､当園に展示してもらいレベルの高い寒蘭マニアの誰もが絶讃した有望品｡花持ちも良く､一ケ月以上咲かせても花容をくずさない. 0

BOARD

読者のため　　』

M ESSAG

平成24年宮崎県展､鹿児島県展､諌畢寒蘭展の

いずれかに‖日日はれる♪定です｡



りん

えびね蘭
平成22年の樹花より

作る楽しみの大きい有望花の古木をご案内しますも

Ⅶ凄(肥後の誉×満月の軍)

28,000円23cm2枚古木ぶき

花の切れがよく､りりしく咲く姿には心ひか

れます,

凝悠久の心(肥後の誉×鼓動くイシズチ))
20cm2枚乗切古木,糟1 8,000円

舌が紅でなく､かえって気品のある花になっ

ていますT.

うた

投未来の詩(xxルージュ)
23cm3枚古木ぶき　25,000円

舌の中心が白く抜けて愛らしい花でTo

沿未来の夢(武蔵丸×黒影)
18cm2枚古木ぶき　20,000円

がポイントになって花のムードを高める｡

舌も極赤大吉でしかも花間もよい｡



今月は世の中にたった一品しかないものを

夢にかける貴方に格安でご案内しますと

出世したら是非当園にも里帰りさせてくださいネ▼.

垣無名直根付初花
4本立　　　30,000円

Atf =8
山採り直根付初花

初花でまだやっと咲いたの
で花の後半は舌も巻いたが､丸吉で固く､舌

点の打ち方も良く､今後が楽しみですT.

夢にかけて作ってみませんか｡

X3人=交配初花
6本立　　　30,000円

亀と誘
青サラサの極肉厚花

舌は12月になっても巻かな
い　受け舌｡葉も固く､日本一が交配してい

るので､今後が楽しみ｡

夢にかけて作ってみませんか｡

寒さの中にも春のために､蘭は

目に見えない活動をしていまTo

私たちも頑張りましょう｡

水ヤリ 亂8*�+X+x*ﾈ,ﾘｽiZ��ｸ��h,ﾈﾌ9m�,ﾈ�-ﾘ,�,(,�*ｨ.�-ﾈ+x+��

施肥 �8�7H6x�ｸ8ｹ9�,ﾉwIlｨ藝Wｨ,ﾘ��h,ﾈﾞﾈ�8*ｨ.�,�,(,�*ｨ.�-ﾈ+v��

消毒 佇�,�ｩ7�,ﾈ膵ｽｹ9�,ﾘﾏ�ｩ4��ｲ�

見廻り �*h-�,ｺHｪiyh,ﾈｴ8鰄+�,�,�,�,Hﾊ弌H.�/���

植替え �4ｸｯｨ,X+r��

099与-22-7889 �8ｼh鳧ｭB�通販専用TEL 僊M8:00- PM8:00 

商品の確保はまずお電話 �,Y?ｨ��.姐�?ｨ,ﾈ*�&ﾘ.x+�.姐�?｣ｨ憺vｩ?｢�



2017年の御愛顧te 
JtD&り感謝申eJ上げます 

火曜日は定休日です○ごめんなさい日 

番号 儼冖ﾂ�価格 儼偃ﾒ�株の〕犬態 �H,ﾉ<�*R�備考 

1 ��yz(,ﾉ?��8,000 �5H687ﾒ�バルブ ��u�5�487h,ﾉ8ﾘ閂,�5�6x8�42�7h,ﾉ?ﾈ.儖ﾈ+X*(ｼ�?xﾏｩ�Y}h截�2011 カタログ Na151 

2 梯��35,000 梯��28cm4枚少々葉焼 

3 傚x唔_B�8,000 �5H687ﾒ�バルブ出し �8ﾙ]倩y�8,ﾃR綏6ﾘｼ��Yt��tH+X+8,ﾉ(h,�+x+(*ﾙIy|ﾘ.�*��.冤�扎,X+r�2011 カタログ Na321 

4 梯��12,000 梯��10cm2枚 

5 梯��65,000 梯��25cm2枚 

6 ��8,ﾈｿ2�35,000 �5H687ﾒ�20cm2枚古木ぶき 倩x,iI(,ﾉ�x-ﾘﾘx.ﾘ+�,Y5x麌橙�,Y$�.�*ｨ自7�,ﾘ訷,偃h,�+ﾘ截�2011 カタログ Na246 

7 梯��200,000 梯��28cm3枚 

8 �5hﾆ"�30,000 �5H687ﾒ�25cm3枚古木ぶき大 俛Xﾌ8ﾆ�,ﾉIy|ﾙtﾉeﾘ截�2011カタログ No241 

9 ���ﾋH,ﾉk"�8,000 �485h5�6��バルブ出し 偃�|�,�%x閇�Y�8,ﾉ�Y}h截�{(ｴ驂�.��x.��8*ｨ.迂y|ﾘ*�.��485h5�6�ﾆ�,ﾉ<��8截�2011 カタログ No289 

10 梯��12,000 梯��18cm2枚古木ぶき 

ll 梯��18,000 梯��25cm2枚古木ぶき大 

12 梯��30,000 梯��25cm3枚 

13 �?�,ﾈ8ﾘ7ﾘ92�18,000 �5H687ﾒ�18cm1枚古木ぶき大 �仞��h,ﾉ��x,仂僞ｨﾖx,ﾈ7"�8ﾘ�ｸ6��2�扎ｭIK(ﾅ�,ﾈ485h5�6�ﾆ��2011 カタログ No.199 

14 梯��60,000 梯��25cm4枚 

15 侘978,ﾈ��35,000 �5H687ﾒ�28cm3枚 ��駝�,榎�,ﾈｼ�?xﾏｩ��%�,��駝��,YEｨ*(閂,ﾉ�Xｶx*ｨ+x+(*ﾘ5(92�6x8�5�6x,ﾉ|x*(截�2011 カタログ No.38 

16 梯��38,000 梯��28cm3枚 

17 梯��45,000 梯��28cm3枚 

18 仞(憙,ﾉy"�20,000 �5H687ﾒ�23cm2枚 僮(4�8ｨ�ｸ8�,ﾉ�Y}h截���Z�,ﾈ扎,ﾉ|x+8/��YO�j�.ﾘ,��,H.�.x*(+ﾘ*"�2011 カタログ No.166 

19 梯��30,000 梯��23cm3枚 

20 ��,ﾈｵ��7,000 �5H687ﾒ�バルブ出し ��Y}i$�+�,ﾉOﾈ截�|ﾘｺﾘ*)Oﾈ扎,X+r�ﾚ�ﾈ�,ﾈ5H�ｸ7(5鰻��2011 カタログ No.274 

21 梯��9,000 梯��葉切古木ぶき葉焼 

22 梯��38,000 梯��28cm3枚花芽可 

23 倅ih��X咤�35,000 �485h5�6�ﾆ��25cm3枚 偃�|��Y}h閇�)V8,ﾈ閂,几(ｴ���ﾈ,ﾈ囗*ｨ8�987ﾈ48986r�2011 カタログ No223 

24 梯��55,000 梯��28cm3枚 

25 ��Xﾍｲ�7,000 �5H687ﾒ�バルブ出し �+I�Y}h,ﾉIy|ﾘ/�ｧ�+X/�,X.�.r�*H鉱IiHﾏ�Gｩ^ｩm�,ﾈ*�+x+x-��,X6�8ｸ7R靂9m�/�ｦ��,����2011 カタログ Na119 

26 梯��15,000 梯��28cm2枚古木ぶき大 

27 梯��100,000 梯��28cm3枚 

28 �,ｸ-H+ﾒ�12,000 �485h5�6�ﾆ��20cm1枚 �I�b靂9�h,h6�684ﾈ8ｨ��,�+ﾒ�Z)}h,ﾉOﾈ+X*)tﾉeﾘ截�2011 カタログ Na370 

29 梯��23,000 梯��23cm2枚 

30 俛Y���18,000 �5H687ﾒ�13cm1枚 俟xﾙX,ﾈﾔﾉ]���x,��Eｨ閇�8,ﾉ<��8截�2011 カタログ No.364 

31 梯��68,000 梯��25cm3枚 

32 倡R�+�+�.ｸ+H+R��35,000 �5H687ﾒ�23cm3枚 倩x,ﾉ�X自hy�8*ｨ,h,H.�Oﾈ+X*"�2011カタロク No.183 

<苗の御注文について>

メリセ-yl　まずは御希望品を電話にて確認･確保して下さいo御申し込みの御送金は
ゆうちよ銀行口座をお持ちの方は記号17820番号20759341力)セイカ1
工ン迄お願い致します.手数料無料で登録しておくと便利です｡
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新しい億 兩�/�*�<ﾘ*�+X-ﾈ+r�
新春セール実施中 ����"�#蔦��,ﾘ*姐�-ﾘ+8+�,H*(+ﾘ+�*ｸ-ﾈ+r�

番号 儼冖ﾂ�価格 儼偃ﾒ�株の状態 �H,ﾉ<�*R�備考 

33 �?�,ﾉyb�12,000 �5H687ﾒ�23cm1枚古木ぶき 倩x,iI(,ﾉ?��h扞�Y}b���Z�,ﾙ�IGｹ|x*(,X+r�2011 カタログ No.72 

34 梯��50,000 梯��23cm3枚 

35 �5h､R�8,000 �5H687ﾒ�23cm3枚 ��Y}h閇�8,Xﾚ�ﾎ8ｧ�+X-ﾒ�2011カタログ No266 

36 ��B�12,000 �5H687ﾒ�18cm2枚古木ぶき ��,�%x7X8ｸ�ｹ�2�,h,H.�oﾈ+8.ｨ.倚h截�2011 カタログ No.338 

37 梯��30,000 梯��28cm3枚花芽可 

38 ��8,ﾉk"�12,000 �5H687ﾒ�バルブ小 僮(ｼ�?xﾏｩ�Y}h閇�Xｶx鰄�8截�5x麌檍,Y$�.�*ｩw�+X*ｨ,(+ﾘ截�6�8ｸ7R靂9m�/�ｦ��,��2011 カタログ No.88 

39 梯��55,000 梯��25cm1枚古木ぶき大 

40 梯��350,000 梯��28cm3枚 

41 ��8,ﾈｼﾂ�70,000 �5H687ﾒ�30cm3枚+古木花芽可 �$�+��Y}itﾉeﾘ截�2011カタログ No295 

42 冉ｸ,ﾉk"�7,000 �485h5�6��バルブ ��,ﾈ��*(扞vX,�485h5�6�,ﾈﾔﾂ�*)�Xｶx*ｨ防*h.��2011 カタログ Na366 

43 梯��12,000 梯��18cm1枚乗切古木 

44 梯��28,000 梯��25cm3枚 

45 �衣r�18,000 �5H687ﾒ�25cm3枚 僞ｩ|�,ﾈｼ�?xﾏｩ]�,偃俟y�Xｶr�2011カタロク No.369 

46 侈8�2�9,000 �5H687ﾒ�20cm2枚+バック付 �6�8�985�,ﾈ竧.ｨ+ﾘ扎ｭH,ﾉ|x*"�$�+�,ﾉOﾈ截�2011 カタログ No.367 

47 梯��12,000 梯��25cm3枚十バック付 

48 ��駢ｨ,ﾈｵ��12,000 �5H687ﾒ�28cm3枚+バック付 亰�*�+X*(囗ｾ�自�i�Y}b���Z�/�ｧ�+X/�,X.�.x*H郊ｦ��,Y?｢�2011 カタログ No.365 

49 梯��12,000 梯��28cm3枚+バック付 

50 冖9d�鈐�7,000 �5H687ﾒ�バルブ �仞��i]倩y�Xｶx,ﾈｼ��Yt����Z�/�ｧ�+X/�,X.�.x*H荒�6�8ｸ7R靂9m�/�ｦ��,R�2011 カタログ No.359 

51 梯��15,000 梯��25cm2枚葉切古木 

52 梯��65,000 梯��28cm2枚W芽 

53 ����,ﾉy"�5,000 �5H687ﾒ�25cm2枚 處饐俾��Y�8,ﾈｼ��Yt�截��X.(*�+8,ﾉ(h,僮y|ﾘ.�*�.�-ﾈ+r�2011 カタログ No.355 

54 梯��8,000 梯��28cm3枚 

55 仄ｹI�,ﾉk"�38,000 �5H687ﾒ�25cm2枚ハカマ痛み花芽可 ��陏仞��h,ﾉ�Y}h閇�Xｶytﾉeﾘ截�2011カタロク No.354 

56 冉ｸﾙ�,ﾉ9B�20,000 �485h5�6��28cm2枚+バック付 僞ｩ|饐僞ｨ閇�Xｶr�2011カタロク No.357 

57 亰�{B�7,000 �5H687ﾒ�葉切古木 ��駝�,�仞��h,仂��I�2�ﾚ�ﾎ8*ｨｧ�+X-ﾘ,�H,X+r�2011 カタログ No.356 

58 梯��28,000 梯��25cm3枚花芽可 

59 侏几B�7,000 �5H687ﾒ�バルブ �仞��h,俟y-ﾈ/�*�*�.��Y}h截��8,ﾘｼ俟x,ﾈ7(8ﾘ�ｸ6��8,ﾉtﾉeﾘ截�2011 カタログ No.349 

60 梯��20,000 梯��23cm3枚 

61 俟y�駢｢�5,000 �5H687ﾒ�18cm1枚葉切古木 ��,ﾈ*�.俟xﾙY�Y}hｴﾙ�Y�2�-ﾈ+顫ﾈ+8*(ｩH,俥x*(,Itﾉeﾒ�2011 カタログ No.351 

62 梯��12,000 梯��20cm4枚 

63 傀宙.(+x.x*ﾂ��7,000 �5H687ﾒ�20cm2枚古木少々葉傷 �4�485�4�8ｨ�ｸ99�Y}h,�%x*"�7X8ｸ�ｹ�8,ﾉ�X.(*�,�B�2011 カタログ No.343 

64 梯��15,000 梯��23cm2枚 

/A-ジ
<送金口座について>

郵便振込口座02060-2-38869,鹿児島銀行大口支店普通801032,ジヤ
SaOe･　バネット銀行本店営業部普通6515265力)セイカエン迄お願い致します.



2011年度-年間の中でお取り引き頂いた方全員に 
2012年度えびね銘花カレンダーを 

プレゼント致します 
カレンダーのみ御希望の場合､送料込¥500(B2-枚サイズです) 

番号 儼冖ﾂ�価格 儼偃ﾒ�株の状態 �H,ﾉ<�*R�備考 

65 �+x+�*�+｢�|�Yr�12,000 �5H687ﾒ�28cm3枚花芽可 偃�|��Y}i�Y}i%x7X8ｸ�ｹ�Xｶr�2011カタログ Na347 

66 佇靠R�8,000 �5H687ﾒ�25cm3枚+古木付 們�Z�,ﾉOﾈ+X*ｸ/�j�.ﾘ,�,H岑+8*(ｦ���2011カタログ No.346 

67 ��X苓ﾈ��28,000 �5H687ﾒ�23cm3枚少々ハカマ傷 �-ﾈ/�ｭｹ�Y}h,ﾈ囗ｾ��i]僞ｨﾖy�Y�2�-�,ﾈ-ｨ,ﾈ,h+X+ﾙ(h,�.�|ﾘｺﾘ*"�2011 カタログ No.339 

68 梯��38,000 梯��23cm4枚 

69 几IF�,ﾉ;"�250,000 �5H687ﾒ�13cm3枚少々葉焼 傀9I)G�?xﾏｨｭｹ]僞ｨ閂自hy�Y�2�2011カタログ NG379 

70 ��ﾘ,ﾈｯ｢�30,000 �5H687ﾒ�23cm1枚古木ぶき 俟x,�8ﾘ/�*�*�.冖�.�*(截���Z�,ﾈ��|ﾘ/�ｫH+h,H.�.x*H荒�ｦ��,����2011 カタログ No.57 

71 梯��80,000 梯��25cm2枚 

72 弍9eﾘ,ﾉ?��70,000 �5H687ﾒ�28cm3枚 們�Z�,ﾉ|x+8/�j�.ﾘ,�,B��ｦ�����2011カタログ No.117 

73 俎)��40,000 �5H687ﾒ�25cm4枚 們�Z�,ﾉ|x+8/�j�.ﾘ,�,B��ｦ�����2011カタログ No.89 

74 冲亶h,ﾉ;��30,000 �5H687ﾒ�25cm3枚 們�Z�,ﾉ|x+8/�j�.ﾘ,�,B��ｦ�����2011カタロ No.184 

75 ��Gr�5,000 �5H687ﾒ�バルブ出し �+�.ｨ-�,x��*ｨ*�,�,B�Eｨ*)�h.�晴,�*)+���ｵ�*(,H*(-ﾈ+r�2011 カタログ No.304 

76 梯��8,000 梯��18cm1枚 

77 梯��9,000 梯��20cm1枚 

78 梯��12,000 梯��23cm1枚古木ぶき 

79 梯��25,000 梯��25×3枚 

80 俐�+r�12,000 �5H687ﾒ�25cm3枚 俛X,ﾈ扎�(,��僞ｨﾖy�8,ﾂ�甑�h,ﾈ5�487b�2011 カタログ No.309 

81 梯��12,000 梯��25cm3枚 

82 �Yd�蹌�5,000 �5H687ﾒ�バルブ出し 仂倩x,ﾈﾌX*)�8,i{(ｴ驂�,ﾂ�I(*)�x.��8*ｨ.�,ﾉ�餒H*｢�,h,H.�Oﾈ+X*"��2011 カタログ No.360 

83 梯��7,000 梯��20cm1枚古木ぶき良 

84 梯��8,000 梯��20cm2枚古木ぶき良 

85 梯��15,000 梯��28cm3枚 

86 梯��15,000 梯��28cm3枚 

87 �*H+ﾒ���,ﾈ靨�5,000 �5H687ﾒ�葉切古木ぶき �4�485�4�8ｨ�ｸ98,ﾉ�X.(*�,��扞]�,倩y�8*ｨ,h,H.��ｴ9V�*ｨ*�.碓ﾈ+X*"�2011 カタログ No.362 

88 梯��8,000 梯��23cm3枚乗切古木ぶき 

89 梯��18,000 梯��25cm3枚 

90 倚xｪR�5,000 �5H687ﾒ�23cm3枚 價y�h,�5�6x8�487h,ﾉ?ﾈ.��?xﾏｨ,ﾉ]�,�8ﾘﾌ2�9Gｹ�ﾈ,ﾈ扎,YOﾈ+X*"�ﾚ�ﾈ�,ﾈ5H�ｸ7(5鰻��2011 カタログ No.352 

91 梯��8,000 梯��28cm3枚 

92 梯��8,000 梯��28cm3枚 

93 ��駢ｨ,ﾈ�2�5,000 �5H687ﾒ�バルブ中2ケぶかし ��駝�,�仞��h,仂俟x,ﾉ�Xｶr�扎ｭH.�|x*ﾘ,h,H.�48987�4�6r�,ﾈｺﾘ*)Oﾈ+X*ﾘｵ�*�+X*(扎,X+r�2011 カタログ Na353 

94 梯��9,000 梯��23cm3枚古木ぶき少々葉焼 

95 梯��12,000 梯��23cm3枚 

96 梯��18,000 梯��23cm3枚花芽可 

その他､現金封筒､代金引替弘にても受付けております｡金額については､
商品代プラス根巻き送り¥10,000､鉢送り¥15,000未満のご注文の場
合は送料九州内¥600､その他¥1,000加算､代引手数料は一律¥315
加算となります｡ 3
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人=交野苗の廟芳IJスト

番号 竸ｩm��花粉親 ����苗の大きさ 儖Xﾖﾂ�

1 ��X葡�神殿 �2ﾃ����23cm3枚 ��

2 �4ｨ6(7��X咤�風林火山 �2ﾃ����23cm3枚 ��

3 �4ｨ6(7��X咤�風林火山 �2ﾃ����25cm2枚 ��

4 儂ﾈﾎ8,ﾉu��猿の女王 �2ﾃ����25cm2枚 ��

5 几I;b�大猿 �2ﾃ����23cm3枚 ��

6 儂ﾈﾎ8,ﾉu��神殿 �2ﾃ����25cm3枚 ��

7 傅B�イシズチ特大舌 �2ﾃ����25cm2枚 ��

8 儂ﾈﾎ8,ﾉu��千年の期 �2ﾃ����23cm3枚 ��

9 佇)���ムサシ �2ﾃ����25cm3枚 ��

10 ���r�輩翠 �2ﾃ����20cm3枚 ��

ll �仞�*�-H,b�王道(丹頂) �2ﾃ����23cm3枚 ��

12 儂ﾈﾎ8,ﾉu��満月の宴 �2ﾃ����23cm3枚 ��

13 儂ﾈﾎ8,ﾉu��満月の宴 �2ﾃ����20cm3枚 ��

14 儂ﾈﾎ8,ﾉu��猿の女王 �2ﾃ����23cm2枚 ��

15 �>ﾈ�鬩���千年の祈 �2ﾃ����23cm2枚 ��

16 仂XﾍR�ムサシ �2ﾃ����25cm2枚 ��

17 仞�ﾘHｪR�黒影 �2ﾃ����20cm3枚 ��

18 仞�ﾘHｪR�黒影 �2ﾃ����20cm3枚 ��

19 ��Xｴﾙ.��黒影 �2ﾃ����23cm3枚 ��

20 ��Xｴﾙ.��黒影 �2ﾃ����25cm3枚 ��

園芸資材の人気実績おすすめ品 

ネフトール芽フトール 

菓面散布及び水 冉jNC議臨C覇~~~~~~~~~~~~植え込み時隣表､'㌣{<でき､~--/~~ぢ5:;千.■きし:≡ 

18人1,000円 2Q入2,000円 送料九州内600円 その他1,000円 僮 キミフ芸至芸∵戎ミプ:;."蕗. ■→ 貰■ j三等{,i等E凄､潜.ミk.蕪ノブと.㌔ 1.8D入-,-00.持田等 i1▲ '/㌻&抑':送料空Al.nb1屑物V､ 剪�

鉢混入活性軌 細に附_m.%㌻…琵試し73は鍵!J1-L'J相1､.-- 醜震. 

2..I , ,.,,
ホームページが新しくなりました

日本の蘭の情報も``月別リスト販売"でご覧になれます
http://www.seikaenィan.comへグ｣ツクして下さい



人=交野苗の廟芳IJスト

番号 竸ｩm��花粉親 ���� 儼8,ﾉ�X*ｸ+2�備考 

21 �4ｨ6(7��X咤�千年の夢 �2ﾃ���� �#�6ﾓ9hr� 

22 兀y}�懆�"�縁宝 �2ﾃ���� �#66ﾓ)hr� 

23 ��yD�,ﾈｯ｢�玉金剛 �2ﾃ���� ���6ﾓ)hr� 

24 兀y}�懆�"�御蔵姫 �2ﾃ���� �#66ﾓ)hr� 

25 �4ｨ6(7��X咤�千年の夢 �2ﾃ���� �#�6ﾓ)hr� 

26 儻8��+��南部大王 �2ﾃ���� �#�6ﾓ9hr� 

27 儻8��+��南部大王 �2ﾃ���� ���6ﾓ)hr� 

28 ��X唏倪�千年の夢 �2ﾃ���� �#66ﾓ9hr� 

29 ��X唏倪�千年の夢 �2ﾃ���� �#V6ﾓ)hr� 

30 �5h楷�5(4�5倩r��ムサシ �2ﾃ���� �#V6ﾓ9hr� 

31 �4ｨ6(7��X咤�神風 �2ﾃ���� �#�6ﾓ9hr� 

32 ��yD�,ﾈ��南十字星 迭ﾃ���� ���6ﾓ)hr� 

33 �5i���駢｢�大鷲(大王F1) �2ﾃ���� �#�6ﾓ9hr� 

34 佩I��U��南十字星 迭ﾃ���� �#66ﾓ)hr� 

35 �i(雲2�千年の夢 �2ﾃ���� �#66ﾓ9hr� 

36 ��HﾙY�Y}b��X咼c���赤黒大吉(カッパF1) �2ﾃ����� �#V6ﾓ)hr� 

37 冑)d��カッパ 釘ﾃ���ﾒ� �#V6ﾓ)hr� 

38 佇)����8�5H5b�さやか �2ﾃ���� �#V6ﾓ)hr� 

39 �兢俟y�9�Y}b�大紋 �2ﾃ���� �#66ﾓ)hr� 

40 从ﾈﾏX�韋y��,ﾉY���大明香 �2ﾃ���� �#V6ﾓ)hr�コオズの良い花咲いています 

国主お客様お棚訪問企画 

1月14日出～1月22日① 

第1次:九州.中国地方 

園主が直接お客様のお棚を訪問させて頂き､栽培についての御相談や 

増殖株の下取り.交換等の御中 劔mｩ&ｸ,��+h-ﾈ+v��

お近くを通りました時､お時 劍ｭH*ｨ竧.ｨ.倬�,ﾘ-�,(+ﾘ,�,�*(ｮ�h,X+x,ﾂ�

で､是非よろしくお願いしますo 

ノブ々- y'

<ポスト投函を希望o｢ホームページにての閲覧希望>
一年間の中でお取り引きある方にはメール便にてお送りしていますが､ポスト投函必要でない

Sage･　方は恐れ入りますが一報いただけると助かりまT. (ポスト投函御希望の方にはお送りします)
5
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暴刑コーナー
植え替え･株分け増殖株の超特価です

番号 儼冖ﾂ�株の状態 ����花の特徴 

1 俟x自[h鬩k9kﾂ�上木5本立 迭ﾃ����大雄×極楽鳥の山播き交配種で葉 姿も良く花形も良い 

2 梯��上木5本立 途ﾃ����

3 儼��8ｽ��上木4本立 �3�ﾃ����サラサ広弁広舌極大輪 業販価格より安い!! 

4 梯��特上木7本立 田�ﾃ����

5 倩yOi�Yu��上木4本立 ����ﾃ����白花の特上入手の難しい希少品 

6 佗X,ﾉY�ﾆ��上木4本立 迭ﾃ����サラサ一文字広舌無点系 

7 ��IW域ﾒ�上木2本立+新子2枚 �#�ﾃ����濃紅大輪固い無点舌 

8 �HｧB�上木4本立 ���ﾃ����濃桃紅のとても美しい花 

9 俟y�ﾘﾆ��9Z��上木5本立 �3�ﾃ����サラサ乎肩咲黒ぺタ舌 

10 侘972�40cm4枚上古木 ��づ����緑大輪ベタ舌 

ll 處����上木2本葉切古木3本付 �#�ﾃ����濃い緑の特上品 

12 仞�ﾝ)Yr�上木3本立 涛�ﾃ����縁広弁平肩咲大輪べタ舌 

13 ��i:��上木5本立 �3Rﾃ����白花持上新花 

14 ��YJ｢�50cm2枚古木 �#�ﾃ����サラサ一文字大輪 

15 ��Yu��飆)jﾒ�特上木6本立 都�ﾃ����白花新花大輪 

16 價ｨ奉�40cm3枚古木2本立 鼎�ﾃ����縁大輪ぺタ舌 

17 倩ｩ_2�上木3本立 ��S�ﾃ����払越の一文字紅丸吉 

18 �?ｨﾏﾈ,ﾉu�,ﾉ-�,ﾉ�"�28cm2枚古木+イモ付 �#�ﾃ����濃緑一文字丸吉舌点太い 

19 估韈�_2�上木3本立 �#�ﾃ����黄広弁丸吉 

20 亂Xﾈ�-�ｩ[h鬚�上木4本立 �3�ﾃ����緑一文字咲丸吉 

月厳冬期の手入れワンポイント 

一年中で一番寒さの厳しい季節になってまいりますoLかしこの時 

期の管理が春先にも大きな影響を及ぼしますo行う作業は少なくと 

も蘭合から遠ざかる事なく､日々目をかけて(水かけ.消毒)あげ 

て下さいo 

その貴方の要一 刳рｱきつと春には貴方への恩返しとして＼作上がりの 

喜びを与えてくれるでしょう- 
●●● 頑張れ!!えびね.寒蘭o頑張れ!!アナ夕!! 

<新春セール　杭州等蘭展実施中!!>
ノヰせ-y'年末年始高琴串芦い物琴いた方に_更にプレゼンと_畔._#国のり筆)旦耳ていたちいて奉りま

す｡店の方は29日～4日はお休み致します｡尚､通販の受付は年末30日陰)迄､年明け4日㈹よSaOe･ L')竃蒜蒜蒜L/貰TT.芯蒜liVli;還遺品蒜還じ芸J+ii


