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注文について

<<ご注文の流

1 問い合

2

 

3 ご注文
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5 商品到着

お支払方法について

1)ヤマト宅急便

 銀行振込は

ただし銀行振込

文成立となり

荷造り送料について

荷物の大小や

ただし、合計金額

発送について 

1)段ボール箱

2)輸送中の鉢

3)蘭の性質上到着後日時

また、輸送中

品切れ株について

品切れの場合

代替えの商品

その他 

販売株は特にコメントがない

ト 販 売

について(表示価格

流れ>>全てメールにてお

合わせメール 

 

2 在庫連絡

注文メール 

4 受付・発送

商品到着 

について 

宅急便の代引きあるいは

は①七十七銀行

銀行振込の場合のご

となり、その後の

について 

や配達地域で

合計金額が３万円

 

箱で梱包し冬

鉢の破損はご

性質上到着後日時

輸送中のいかなる事故

について 

場合でも許可なしで

商品が有ればご

にコメントがない

売 の ご

表示価格は消費税を

てメールにてお願

 お

在庫連絡メール 

お

発送 

お

あるいは銀行振込

銀行と②ゆうちょ

のご注文は前金制

の発送となります

で料金が変動

万円(税込)以上を

冬は凍結防止対策

はご容赦願います

性質上到着後日時を経過した

事故においても

なしで他の品種

ればご連絡ください

にコメントがない限り花無し

〒985-0852

TEL 

年中無休（

ご 注 文

含んだ価格です

願いいたします

お客様 

田口洋蘭園

お客様 

田口洋蘭園

お客様 

銀行振込となりますが

ゆうちょ銀行となります

前金制といたしますので

となります。 

しますので、

をご注文された

凍結防止対策して発送

います。 

した後での商品

においても、お買い

品種を送ることはありません

ください。 

し株となります

0852 宮城県多賀城市山王字山王三区

 022-368-3667

Email: orchid@gaea.ocn.ne.jp

（正月 1～3日

文 方 

です) 

いいたします。 

田口洋蘭園 

田口洋蘭園 

となりますが、手数料

となります 

といたしますので

、在庫連絡メール

された場合は送料

発送いたします

商品の責任は負いかねます

い上げ金額以上

ることはありません

となります。 

宮城県多賀城市山王字山王三区

3667 FAX 

orchid@gaea.ocn.ne.jp

日までは休みです

問い合わせメールはこちらから

 法 と 

手数料はご負担願

といたしますので、現金が振り

メール時にお知

送料をサービスさせていただきます

いたします 

いかねます。

金額以上の補償はできかねます

ることはありません。 

宮城県多賀城市山王字山王三区

 022-368-8333

orchid@gaea.ocn.ne.jp 

みです） 駐車場完備

わせメールはこちらから

商品を

絡メール

以内にお願いい

 規 定 

負担願います 

り込まれたことが

知らせします

をサービスさせていただきます

。 

できかねます

宮城県多賀城市山王字山王三区 90－1 

8333 

駐車場完備 

わせメールはこちらから 

商品を 1週間取り置きしますので

メール到着後

以内にお願いい

 に つ 

 

まれたことが確認できた

らせします。 

をサービスさせていただきます。

できかねます。 

 

週間取り置きしますので

到着後、ご注文メールは

以内にお願いいたします。

 い て 

できた時点で

。 

週間取り置きしますので在庫連

ご注文メールは 1週間

たします。 

 

でご注

在庫連

週間
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1 2 3

¥6,500 4.5号鉢 開花株 ¥6,500 4.5号鉢 開花株 ¥3,500 3.5号鉢 開花株
4 5 6

¥5,500 4.5号鉢 開花株 ¥4,500 4.5号鉢 開花株 ¥4,500 4.5号鉢 開花株
7 8 9

¥6,500 4.5号鉢 開花株 ¥4,500 4.5号鉢 開花株 ¥2,500 2.5号鉢 開花株
10 11 12

¥4,500 4.5号鉢 開花株 ¥4,500 4.5号鉢 開花株 ¥15,000 4.5号鉢 開花株

C(Lc).C.G Roebling Rlc.Sung Ya Green Bc.Nanipuakea

パーブラタの形のブルーの交配
種では相変わらずの人気です

淡いライムグリーン系の花色に大
きなリップが印象的な美花

ノドサの形を色濃く引き継ぎ、白
にピンクの花姿のバランスが良い

白弁赤リップの巨大輪系優秀美
花

ラベンダー系整形大輪花、強健で
栽培容易。

ギリシャ彫刻のような力強い印象
の当園オリジナル強健種。

Lc.Orglede's Grand `Yu
Chang Beauty'

C.Old Whity × Lc.Culminant C. (Spring Climax x Picasso)
`Shannon'

Lcr.Village Chief
Parfum'Snowy Crystal'

Pot.Shin Fong Dawn Eplc. Golden Sunburst 'Exotic
Orchids' AM/AOS

Rlc.Golf Green ‘Hair Pig’ Blc.Pamela Finney'BiggerOX' Rth.Shinfong Little Sun
'Youngmin Golden Boy'

フリルのあるリップに薄いピンクが
入るインパクトの強い極美花

雄大なリップの鮮明な彩りと力強
い印象の円い巨大輪の優秀個体

オレンジ色がまぶしい小型の多
花性カトレア

半多花性セミアルバの中輪美
花、強健種で栽培容易、初夏咲

濃オレンジ小花10～25輪ほど塊
で咲かせ作り易いカトレア

甘い香りがとてもよく、株の成長
は旺盛で花もよくつく優良品

1



13 14 15

¥2,500 2.5号鉢 開花株 ¥3,500 2.5号鉢 開花株 ¥8,000 4.5号鉢 開花株
16 17 18

¥8,000 4.5号鉢 開花株 ¥3,500 3.5号鉢 開花株 ¥1,500 2.5号鉢 開花株
19 20 21

¥7,500 5号鉢 開花株 ¥15,000 4.5号鉢 開花株 ¥12,000 4.5号鉢 開花株
22 23 24

¥6,500 3.5号鉢 開花株 ¥15,000 4.5号株 開花株 ¥8,500 4号鉢 開花株

Epc. Mikawa Prime L.Seagulls Zippitydoo-Da L.purpurata flamea `Aterui'

独特な色・花型でプラスチックで
できているような花です

鮮明な赤がまぶしい小型のレリア フラメアの色が珍しくてリップの色
が濃くあまり出回ってないタイプ

ペタル捻じれて細いがリップが大
きくて色が濃いのが魅力です

ペタル幅があり厚弁のどっしりし
た感じのタイプです

寒さに強くて、生育旺盛で強健な
小型のラン

L.purpurata flamea `Dos
Ganchos'  self BM/JOGA

C.bicolor `T.Black' (Yellow ×
Ceasar)

L.lundii

L.purpurata `Ruby' L.purpurata schusteriana C.maxima var.semi-alba `La
Pedrena'

L.superbiens fma.alba C.mossiae coerulea `Scotch
Mist' (OG)

L.purpurata var.vinicolor

旧属名ショーンバキアの白花で比
較的強健で花もよく咲きます

モッシェのセルレア優良花で大き
く雄大な花を咲 かせます

真紅のリップが美しく作りこむと4
輪以上の花を付ける

リップの色が鮮やで４~5輪くらい
付ける銘花

大輪でリップが濃紫色、強健・優
良株

ペタルに葉脈状の赤い筋が薄く
入るのが特徴で豪華な感じ
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25 26 27

¥30,000 5号鉢 開花株 ¥6,500 4号鉢 開花株 ¥6,500 3.5号株 開花株
28 29 30

¥3,500 3号鉢 2作開花株 ¥3,500 4号鉢 開花株 ¥3,500 3.5号鉢 開花株
31 32 33

¥4,500 3号鉢 開花株 ¥6,500 4号鉢 開花株 ¥1,000 2.5号鉢 開花株
34 35 36

¥3,500 2.5号鉢 開花株 ¥1,500 3号鉢 開花株 ¥3,500 3.5号鉢 開花株

C.maxima coerulea `Miyabi'
(`Gigi'×`Angelo')

C.intermedia fma.coerulea
`Ayame Hime'

C.schilleriana (`Sanderiana'×
`Happy Field'BM/JOGA)

ペタルの反りが少なく10輪前後の
花を付けます

全体的にプルーとなる比較的珍し
いインターメデイアのセルレア

点が良く載りリップが大きく栽培容
易

ペタルセパル共にフラットに咲き
展開が良く期待される株

淡いピンクでペタル幅があり整形
花が期待される

淡いピンクでペタル幅があり整形
花が期待される

C.lueddemanniana f.concolor
×sib

C.warneri albescensu(semi-
alba `Goriosa'×`Ricard

C.warneri #3

Den.aphyllum fma.album Den.wassellii Den.thyrsiflorum

Den.formosum var.petaroid Den.thyrsiflorum Den.aphyllum

リップがペタル化した最近売り出
された珍しい品種

白ペタルに黄色リップのクラスタ
咲き強健種でよく花が咲く

細い棒状の茎を下垂しピンクの花
弁に白色のリップを付ける

リップにはフリルが入り清潔感あ
ふれる珍しい純白の花を着ける

多肉質の棒状葉が特徴で涼しげ
な白い花をたくさん咲かせます

白弁でリップ濃橙黄色の下垂性
の花を10数輪着け栽培容易
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37 38 39

¥3,500 3号鉢 開花株 ¥4,500 3.5号鉢 開花株 ¥1,500 2.5号鉢 開花株
40 41 42

¥8,500 2.5号鉢 開花株 ¥3,500 2.5号鉢 開花株 ¥8,500 4.5号鉢 開花株
43 44 45

¥4,500 4.5号鉢 開花株 ¥2,500 2.5号鉢 開花株 ¥25,000 4.5号鉢 開花株
46 47 48

¥2,500 4号鉢 開花株 ¥1,500 2.5号鉢 開花株 ¥3,500 3.5号鉢 開花株

Den.Formidible Den. Rosy Cluster Den. Jenkinsii

フォーミディブルの最高品種、2か
月以上咲きます

今までにない濃色の花をつけま
す

草姿に比べ大きくな丸弁良型花
で花付きが良く暑さ寒さにも強い

アフィラムとアノスマムの交配で
リップに２目が入る、オリジナル株

パリシーとアノスマムのF1交配種
で両親譲りの芳香で花持ち良好

中南米原産の水を好み、鉢の底
から花茎を伸ばし咲きます

Den.Adastre `One One' (OG) Den.Nester `Nagata' Stanhopea wardii

Maxillaria orchroleuca Asp.lunato × Odm.rosii Epi.peperromia (Epi.porpax)

Coelia bella
(Bothriochilus.bellus)

Ionocidium PinkAngel Cyrt(Cyrtpodium).andersonii

栽培は容易で夏の暑さに強く大
株にすると見応えがあります

イオノプシスとオンシジュームの
属間交配種。ピンクがきれいな花

花はろう質で芳香があり5cmの黄
緑色でリップはレモン色、春咲

株元から沢山の白い花を咲かせ
ます

ぺタルセパルに独特の模様が入
りリップが白からピンクの花です

主に冬咲きだが不定期に咲き愛
嬌のある花で見ていても飽きない
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49 50 51

¥2,500 2.5号鉢 開花株 ¥3,500 3号鉢 開花株 ¥4,500 古木着生 開花株
52 53 54

¥8,500 4.5号鉢 開花株 ¥8,500 4.5号鉢 開花株 ¥12,000 4号鉢 開花株
55 56 57

¥3,500 3号 開花株 ¥1,500 2.5号鉢 開花株 ¥1,500 2.5号鉢 開花株
58 59 60

¥4,500 3.5号鉢 開花株 ¥1,500 3.5号鉢 開花株 ¥2,000 2.5号鉢 開花株

Zelemnia Midas `Willow Pond'
AM/AOS

Miltonia moreliana `Carl' Chiloschista parisii

オンシジュームの近縁属
（Zelenkoa.onusta×Tolunia Red

花が大きくて色が濃いです。よく
増えるので大鉢にし易い

無葉蘭またの名をクモランと言
い、湿気が好きなランです

夜間に素晴らしい香りが漂いま
す。

10輪ほどの白い花をつけ夜間強
い香りが漂うマダガスカル原産

花のサイズより黒色のすごさを見
てください。

Angcm. Crestwood 'Tomorrow
Star'

Angcm.eburneum
var.longicalcar

Fdk.After Dark `S.V.O Black
Pearl'

Bifrenaria harrisoniae
fma.alba

Lyc. aromatica Disa tripetaloides

Spiranthes speciosus
`Hainying' SM/JOGA

Epi.latifolium Phal. mannii 'SuperBlack'×
'Black`

地生ランで「ネジバナ」属の仲間
で初夏に目を引く赤色の花が咲く

星形に咲き興味を惹かれる花を
咲かせる珍しい品種

花片は蝋質で開花期は初夏。普
通種に比べ濃黒色がお勧め

爽やかな香水の様な香りがする
珍しい白花です

地手さな花を沢山咲かせシナモ
ンに似る芳香があります

ディサの中では比較的寒さに強く
白色から薄いピンクの花が咲く
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61 62 63

¥2,000 2.5号鉢 開花株 ¥4,000 4.5号鉢 開花株 ¥8,500 4.5号株 開花株
64 65 66

¥1,500 3号鉢 開花株 ¥2,500 2.5号鉢 開花株 ¥2,500 2.5号鉢 開花株
67 68 69

¥4,500 4号鉢 開花株 ¥1,500 2.5号鉢 開花株 ¥3,500 3.5号鉢 開花株
70 71 72

¥1,500 3号鉢 開花株 ¥1,500 2.5号鉢 開花株 ¥1,000 3号鉢 開花株

Disa Artists Pale Brs.Rex `Sakata' Brs.Rex `Waiomao Spotless'
FCC/AOS

南アフリカ産の地性蘭、薄いピン
クの花を次々と咲かせます。

ブラッシアの中でも大輪多花性で
比較的水が好きなランです

レックスの点がないタイプで希少
種、大輪高製の最高級品

大きな花でペタルセパルは淡緑
黄色でリップ前端部は白くなる

花被片の大きさに対してリップが
大きく20輪以上の花を付ける

脇から子株が出て花茎もたくさん
出てかわいい花が沢山咲きます

Coel.lawrenceana Phal.chibae Phal.parishii

Coel.mooreana
'Brockhurst`SM/JOGA

Ornithidium coccineum Coel.trinervis

Cirr.longflorum `Tokyo'
BM/JOGA

Ornithidium sophronitis Ren.Scarlet Yuka

長い花茎に10輪程の花を付け春
～初夏咲きで花着き良好

朱赤の可憐な花が映えるランで
増えて大株になり栽培容易

鮮やかな緋赤の美花で花茎に多
数着花。強健種で栽培容易

ムーレアナの最高峰でリップに濃
黄色が入り大変清楚で綺麗な花

綺麗な赤色の子花で、夏は涼し
いところで育てると良い。

直立タイプの中輪白花のセロジ
ネ。栽培容易
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73 74 75

¥2,500 3.5号鉢 開花株 ¥1,000 2.5号鉢 開花株 ¥2,000 3.5号鉢 開花株
76 77 78

¥3,500 4号鉢 開花株 ¥2,000 3号鉢 開花株 ¥1,500 3号鉢 開花株
79 80 81

¥18,000 2.5号鉢 1作開花株 ¥3,500 3.5号鉢 1作開花株 ¥8,000 3号鉢 開花株
82 83 84

¥2,500 2.5号鉢 開花株 ¥6,500 4.5号鉢 開花株 ¥4,500 4.5号鉢 開花株

Gongora flaveola Max.Sea Breeze Encyclia pentotis

花茎を下垂させ珍奇な形状の花
で芳香あり、水は多用が良い

花弁が厚く香りが良く栽培容易で
増えてすぐに大株になる

リップが上になっており、白っぽく
て大変清楚な花姿

花茎は基部から出て下垂し、短
命な奇花を多数つける

ボリューム感のある花を咲かせ
大きなリップが存在感を感じさせ

ココア色の濃い花色で香りのよい
強健・優良株

Gongora atropurpurea
`Kayanagi'

Wils.Golden Afternoon `Rich
Yellow'

Onc.Cocoa `Cesar'

Pleurothallis sarracenia Phrag.caudatum Phrag.Grande

Arpophyllum alpinum `Golden
Gate'

Cym.wadae Dimerandra stenopetala

濃赤色多花性で穂状に沢山の花
を付ける珍花

葉数が多く1～2輪の花で淡い桃
色で上品な色合いの最新花

エピデン近縁属で同じ花茎から何
度も咲かせ花保ちも良い

ブラジル原産のとても珍奇なラン
ですが栽培容易

大型で強健種、ペタルが５０-７０ｃ
ｍ伸びるフラグミ原種

初夏咲きの大型交配で花色は茶
緑色、迫力のある花
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85 86 87

¥4,500 3.5号鉢 開花株 ¥4,500 3.5号鉢 開花株 ¥2,500 3号鉢 開花株
88 89

¥8,500 4号鉢 開花株 ¥8,500 4号鉢 開花株

Paph.thailandense Paph.liemianum `Taka' ×
`Marie'

Paph.Goultenianum (callosum
×curtisii)

株が増えやすく花が付きやすい
ので作りこむと豪華になります

コクロペタラム系パフィオの代表
的原種でコントラストが良い花色

ペタルが長く淡いビニカラータイプ
の個体で作りやすい強健種

ドーサルに黒い色が出てリップも
色濃い良型美化

ぺタルが水平でNSサイズも大きく
なることが期待され良型美化

Paph.rothschildianum ゛
Sunshine Doll'×'Knight

Paph.rothschildianum ゛Exotic
Dancerl'×
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