
Orchid Supplies & Books 須和田農園のおすすめする肥料

NHK趣味の園芸　
12 か月栽培ナビ
デンドロビウム

江尻宗一著
A5 版　95 ページ

定価 ￥1,320（税抜価格￥1,200）

優良花から
珍ラン奇ランまで
洋ラン大全　
洋ラン大全編集部	編

B５変型判 223 ページ 
定価 ￥3,960（税抜価格￥3,600）

NHK 趣味の園芸　
よくわかる栽培12 か月
新版　シンビジウム

江尻宗一著
B6 判　128 ページ

定価 ￥1,100（税抜価格￥1,000）

NHK 趣味の園芸　
よくわかる栽培12 か月
カトレア／ミニカトレア

江尻宗一著
B6 判　128 ページ

定価 ￥1,045（税抜価格￥950）

NHK 趣味の園芸
新版･園芸相談
洋ラン 江尻宗一著

A5 判　144 ページ
定価 ￥1,650（税抜価格￥1,500）

JOGA入賞花集 
Vol.39(2020-2021)

A5 判　45 ページ
定価 ￥2,310（税抜価格￥2,100）

NHK出版実用セレクション
江尻光一の
はじめての洋ラン

江尻光一著
B5 変型判　160 ページ
定価 ￥1,320（税抜価格￥1,200）

洋ラン書籍洋ラン書籍
洋ラン苗や資材類と一緒にお届けす
ることも出来ます。書籍単独の場合
は郵便でお送りします。（郵送料は別
途お問い合わせ下さい。）

魅惑の蘭事典
～世界のオーキッドと秘密の物語～
フランスで出版された書籍の翻
訳本です。 江尻宗一監修

グラフィック社発行
A5 変版 140 ページ

定価 ￥1,980（税抜価格￥1,800）

（有機肥料）

700g 660円（税抜価格   600 円）

2.5kg 2,090円（税抜価格 1,900 円）

10kg 7,700円（税抜価格 7,000 円）
（10kg はお取り寄せ）

●最高級液体肥料

●超醗酵油かす

1kg
6,050円

（税抜価格  5,500 円）

業務用 18kg（送料込）
48,400円

（税抜価格44,000円）
（18kgはメーカーからの直送）2,750円

（税抜価格 2,500 円）

400g 1個〜4 個 990円（税込・宅急便）
5 個以上 送料無料サービス（宅急便）

※他の商品との組み合わせの場合は通常運賃です。

ガビオタ特別送料
「ガビオタ400ｇ」のみを通販でお求めの場合は下記の
特別送料でお送り致します。ぜひご利用下さい。

洋らん類のみならず、
全ての草花系にお勧
めする肥料です。美
しい花が咲き乱れる
ハワイで開発された
肥料で、特に花の色
が良くなる肥料です。
（無機肥料）

肥料成分　12-24-24 （N-P-K）

栄養タップリの肥料です。使
いやすい中粒をご用意しまし
た。全ての植物に使える肥料
です。

新芽の近くを避けて鉢内に置き、
１ヶ月に１回古いものと取り替えま
す。ガビオタと併用してご利用下
さい。

※１kg・18kgに計量スプーン・説明書は
付きません。

ガビオタシャワー
粉末のガビオタを2000倍に薄めた《ガ
ビオタ溶液》です。溶かす手間なく、
直接植物に与えることが出来ます。

1リットル入り
� 825円（税抜価格 750 円）

700g700g

2.5kg2.5kg 10kg10kg

にお
わな
い

にお
わな
い

◎400gには 1gの計量スプー
ンが付いています。

花色・花付きがよくなる花色・花付きがよくなる!!
中身は薄緑色の粉末です。

!!

400g

基本的に
春～秋の気温が
高い生長期、一
週間～ 10 日に
１回、水やりの
代わりに株元へ
与えます。

3

スプーンすり切り
1 杯のガビオタを
２リットルの水に
入れます。（基本
倍率の２０００倍
液です。）
※粉のまま使用す
る肥料ではありま
せん。

1

混ぜます。
（ガビオタは、サッ
と溶けます。水の
色も特に変化しま
せん。）

2

かびな
い

かびな
い
虫がつかな

い
虫がつかな

い

ガビオタの使い方

400gのみ
説明書
つき
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資材類の発送は大きさ重さにより運賃が規定と異なる場合があります。

お願い  資材類の価格は予告なく変更する場合、または取り扱い中止となる場合がありますのでご了承下さい。

●バスケット（木枠）
四角形 八角形

大 1,320円
（税抜価格 1,200 円）約 18.5cm

1,540円
（税抜価格 1,400 円）約 18.5cm

中 1,100円
（税抜価格 1,000 円）約 13.5cm

1,320円
（税抜価格 1,200 円）約 13.5cm

小 　880円
（税抜価格　800 円）約 8.5cm

1,100円
（税抜価格 1,000 円）約 8.0cm

三組
セット

2,750円
（税抜価格 2,500 円）約 8.5cm

3,520円
（税抜価格 3,200 円）

どちらも吊り下げワイヤー付きです。
価格下段は内寸直径サイズです。

●鉢各種 鉢は、植え付ける蘭の種類によって、選ぶようにしましょう。

素焼き鉢 標準鉢 浅鉢 プラ鉢

●コルク板（着生蘭向け）

●カトレアハンガー

※各サイズ1色　30個入りの価格です。

板状のコルク 
330円（税抜価格300円）／100g

掲載価格は100gあたりのものです。
ご希望の大きさ（タテ×ヨコ）をお伝
え下さい。
重さを量り、お見積します。

枝状のコルク 
385円（税抜価格350円）／100g

芯の入ったコルクの枝です。ご希望の
長さをお伝え下さい。
重さを量り、お見積します。

150g 1,760円
（税抜価格 1,600 円）

500g 5,500円
（税抜価格 5,000 円）

1 ㎏ 9,350円
（税抜価格 8,500 円）

3 ㎏ 25,300円
（税抜価格 23,000 円）

5ℓ入り 990円
（税抜価格 900 円）

10ℓ入り 1,870円
（税抜価格 1,700 円）

10ℓ入りパック
各サイズとも

1,540円
（税抜価格1,400円）
SS粒　S粒
 M粒　L粒

3.5号・4号・4.5号鉢用 
（鉄製・ビニールコーティング）
550円（税抜価格 500 円）

5 号鉢用
（ステンレス製）
�1,980円（税抜価格 1,800 円）

5.5 号鉢用
（ステンレス製）
�2,200円（税抜価格 2,000 円）

6 号鉢用
（ステンレス製）
�2,420円（税抜価格 2,200 円）

カラーラベル
小 9.5cm 各色

（50 枚入り）275円
（税抜価格 250 円）

大 11.0cm 黄色・白色
（50 枚入り）385円

（税抜価格 350 円）

生花紙
蕾や開花中の花を移動するとき
に利用する保護用の柔らかな和
紙です。

37cm× 53cm
100 枚　1,980円

（税抜価格 1,800 円）

鉢の吊り金具です。直径が決まっているので、鉢のサイズに合
わせて選んで下さい。

●植え込み材料
ニュージーランド産高級水苔 洋らん培養土（ミックスコンポスト） 中国産クルミバーク

用途や蘭の種類に応じてお選び下さい。

鉢の
サイズ

素焼き鉢 プラ鉢
標準鉢 浅鉢 価格 色彩

2.0 号 99円
（税抜価格 90 円） － 33円

（税抜価格 30 円） 薄ブルー

2.5 号 110円
（税抜価格 100 円） － 44円

（税抜価格 40 円） 白

3.0 号 154円
（税抜価格 140 円）

176円
（税抜価格 160 円）

66円
（税抜価格 60 円） ミカゲ

3.5 号 187円
（税抜価格 170 円）

220円
（税抜価格 200 円）

77円
（税抜価格 70 円） ミカゲ

4.0 号 209円
（税抜価格 190 円）

275円
（税抜価格 250 円）

88円
（税抜価格 80 円） ミカゲ

4.5 号 275円
（税抜価格 250 円）

319円
（税抜価格 290 円）

110円
（税抜価格 100 円） 白

5.0 号 330円
（税抜価格 300 円）

363円
（税抜価格 330 円）

143円
（税抜価格 130 円） 白

5.0号浅鉢 － － 143円
（税抜価格 130 円） 茶

6.0 号 572円
（税抜価格 520 円）

528円
（税抜価格 480 円）

220円
（税抜価格 200 円）

黒・腰高
シンビ用7.0 号 990円

（税抜価格 900 円）
990円

（税抜価格 900 円）
286円

（税抜価格 260 円）

8.0 号 1,430円
（税抜価格 1,300 円）

1,155円
（税抜価格 1,050 円）

396円
（税抜価格 360 円）

9.0 号 1,980円
（税抜価格 1,800 円）

1,870円
（税抜価格 1,700 円） － －

10 号 2,970円
（税抜価格 2,700 円）

2,420円
（税抜価格 2,200 円） － －
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◎温室の注文も承っております。お気軽にご相談下さい。

サニーコート（保温ビニール）
温室の屋根やサッシのガラス面など
に張ると保温効果が高まります。
内張り用としてご利用頂けます。
幅 270cm　1 ｍあたり

1,650円（税抜価格 1,500 円）

遮光ネット　カット販売
（シルバー35%遮光）
2m 幅　1m あたり

990円（税抜価格 900 円）

1m 幅　1m あたり
495円（税抜価格 450 円）

ご注文電話番号 047-371-7768（9AM 〜 5PM）

植木はさみ（ステンレス製）
１丁 6,380円

（税抜価格 5,800 円）

諏訪田製作所謹製　
植木はさみ

１丁4,620円
（税抜価格 4,200 円）

ピンセット（ステンレス製・19.5cm） 
１本2,200円（税抜価格2,000円）

先端が尖っており、細かな作業や植え替えに適しています。

草取りピンセット
（ステンレス製・18cm） １本2,860円（税抜価格2,600円）
（ステンレス製・23cm） １本3,300円（税抜価格3,000円）

先端内側にギザギザがあり鉢内除草に向いているピンセット
です。

リン酸三ナトリウム
１本 880円

（税抜価格 800 円）
非金属製器具などのウィルス病
感染予防に使用します。

① 2.2mm × 1000mm（10 本）　495円（税抜価格 450 円）

② 2.6mm × 1000mm（10 本）　550円（税抜価格 500 円）

③ 3.2mm × 1000mm（10 本）　715円（税抜価格 650 円）

④ 4.0mm × 1000mm（10 本）　880円（税抜価格 800 円）

植え込み棒
（須和田農園特製） １本550円（税抜価格500円）
水苔での植え替え時に便利な竹製のへらです。

ガスバーナー １台7,700円（税抜価格7,000円）
ガスバーナー用替ボンベ １本 770円（税抜価格700円）
金属製器具の殺菌消毒に使用しウィルス病の感染を防ぎます。

●支柱

●最高最低温度計

●家庭園芸用農薬 害虫と病気は種類に合わせて農薬散布をしましょう。

殺菌剤
ダコニール
（総合殺菌剤）
30ml 935円

（税抜価格   850円）

殺虫剤
ベニカベジフルスプレー
（アブラムシ・カイガラムシなど）
420ml 605円

（税抜価格   550 円）
1000ml 990円

（税抜価格   900 円）

不快害虫殺虫剤
ナメクリーン 3
（ナメクジ）
1kg 1,980円

（税抜価格 1,800 円）

殺虫殺菌剤
ベニカXファインスプレー
 （アブラムシ・カイガラムシ・
ハダニ・灰色かび病など）
420ml 935円
 （税抜価格　850 円）
1000ml 1,430円

（税抜価格 1,300 円）

ミニタイ　12.5cm　500 本入り
� 990円（税抜価格 900 円）

ミニタイ　200m 巻　１個
� 2,200円（税抜価格 2,000 円）

とめきち君　
完成前の新芽や、伸長中の花芽な
どを支えるのに便利な道具です。
15 個入り　

550円（税抜価格　500 円）

支柱キャップ（緑・軟質・100 個入り）
� 各550円（税抜価格 500 円）
サイズ 3種類
《ご使用の支柱サイズに合わせてご利用下さい。》

小 2.6mm 用　㊥ 3.2mm 用　大 4.0mm 用 特大（緑）	 30個入り 11㎜×15㎜ 605円（税抜価格550円）

大（緑・半透明）	 30個入り 12㎜×10㎜ 550円（税抜価格500円）

中（緑）	 30個入り 7㎜×7㎜ 517円（税抜価格470円）

使用例

使用例

ⓐ×ⓑ

ⓐ
ⓑ

特大
大 中

●茎止めクリップ ※各サイズ1色30個入りの価格です。

	プッシュ式
 高240×幅60×厚30mm
� 3,520円（税抜価格 3,200 円）

デジタル式 
高120×幅106×厚16mm
4,620円（税抜価格 4,200 円）

植え替えや手入れに便利な道具と使い方
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