
ご注文を頂いてからの入荷となります。Alexej Popow 氏 来日記念リスト
Popow-Orchids , Germany





 papuanaum select 1 45.000yen
 papuanaum select 2 40.000yen
 purpuratum dark 35.000yen
 mexipedium xerophyticum 25.000yen

esquirolei alba 'Original-select 130.000yen
esquirolei chiuvanum alba 'SM-DOG' 150.000yen
philippinense alba 'Angle-Hair' SM-DOG 145.000yen
(Original)
philippinense SM-DOG ( 25cm petal ) 180.000yen
niveum alba 'Select P1 ' (4 new growt ) 220.000yen
niveum alba 'Select P2' 75.000yen
kolopakingii alba x self ( 1-2 year to flower ) 60.000yen
dianthum alba  ( fz ) 60.000yen
helenae alba 'SM-DOG' x self 18.000yen
philippinense leavigatum alba 15.000yen

 papuanum 19.000yen
 violascens 16.000yen
 hookerae 18.000yen
 emersonii 7000yen
 emersonii multigrowth plants 25.000yen
 hangianum 'Select-Collection' 25.000yen
 henryanum 3.500yen
 praes. Glanduliferum obira 18.000yen
 stonei 16.000yen 
 lauwrencianum 4000yen
 delenatii vincolor 'Best' 17.000yen
 purputatum 5.500yen
 praestans 6.000yen
 micranthum 3.500yen
 micranthum 'Select-Collection' 30.000yen
 micranthum kwangsi 12000yen
 helenae ( multigrowth, fz ) 10.000yen
 tranlinianum 4000yen
 sangii 8.000yen
 sangii ajubianum 26.000yen
 javanicum 6.000yen
 curtisii 'Real'   15.000yen
 dayanum 10.000yen
 dayanum var petrii1 12.000yen
 volonteanum 14.000yen
 amabile 3.500yen
 purputatum 5.500yen
 sukhakulii 'SM-DOG' 3.500yen
 spicerianum'Big' x self 3500yen
 insigne 3.500yen
 siamense 7.500yen

 adductum 
 ( 2 flower growth, 2 old growth ) 140.000yen
 dayanum var petrii 
 ( 8 growth, multigrowth plant) 80.000yen

 dayanum ( 6 x growth plant ) 57.000yen
 gigantifolium Èxtra-Big' 3 growth 220.000yen
 supardii ( 5 growth ) 145.000yen

Popow-Orchids , Germany
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Select Paphiopedilum division Paphiopedilum species:

Paphiopedilum albino

Select multigrowth plants ( single plant)

Paphiopedilum Set 1 Paphiopedilum Set 2 Paphiopedilum Set 3
スペシャルセット 1 スペシャルセット 2 スペシャルセット 3

only= 62,500yen only= 44,000yen only= 50.000yen

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

	 ［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

* 送料を一律1,500 円いただきます。（北海道・沖
縄を除く）	
* お買い上げ金額 21,000 円以上お買い上げの場合、
送料はサービスとさせていただきます。
* 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。	



お客様各位

オープンハウスのお誘い
　本年は例年にも増して厳しい暑さでした。人も蘭もかなりダメージを受けたのではないでしょうか？

地球温暖化によりこれからこの酷暑が厳しくなることを考えると我々も知恵を絞りなんとか乗り切って

いかなければと思い知らされた夏でもありました。さらに研究、実験を続け皆様に有益な情報をお届

けしていけるよう取り組んでまいります。さて、そんな暑さもひと段落し少しづつ秋の訪れを感じ本年

も東京オーキット・ナーセリー　オープンハウスの季節となりました。皆様にお会いできることを楽し

みにスタッフ一丸となって準備を進めております。本年はドイツより原種のAlexej Popow氏を迎えさら

にバージョンアップをして皆様をお待ちしております。是非、皆様お誘い合わせの上お出かけください。

参加ご希望の方は10月15日までにご連絡ください。よろしくお願いいたします。
メール tokyoorchid@yahoo.co.jp   
電話 ０９０－２２５０－５８８９  ０５５１－３５－３２２４（白州農場） 
ファックス 0551-35-4415   

日時 平成25年10月 26日 ( 土） 9 時～17時 

 27日 (日） 9 時～12時 

場所 東京オーキットナーセリー　白州農場
山梨県北杜市白州町鳥原６０１

０５５１－３５－３２２４

出店業者 東京オーキットナーセリー　太陽園芸　

北軽ガーデン　岡田蘭園　Bluemen Insel orchids

スペシャルゲスト Alexej Popow（ドイツ）

主なイベント 人気投票 ( 豪華賞品を用意！奮って出品してください）

 夕食パーティ・くじ引き大会（からくじなし） 

Alexej Popow氏によるスライドショー 

会費 日帰りの方は、無料（フリーフード、フリードリンク）

宿泊される方は、一泊三食パーティ代込15,000円

宿泊ホテル 八ヶ岳ロイヤルホテル


