
1955 年創業 世界遺産 仁和寺門前 京都老舗花屋 

 

 
【お水やり】 
・土の表面が白く乾いたら、鉢底から流れるくらいたっぷりお水を与えてくださ
い。苔がある場合は、苔を持ち上げて土の状態をご確認ください。 
・お水やりの際に葉にもお水がかかるようにしてください。 
 

【置き場所】  

・必ず戸外の日当たりと風通しのよい場所で育ててください。 
・室内でのご鑑賞は、冷暖房の風が直接あたらない場所で必ず日光と風通し
がよい、できるだけ自然環境に近い状態の場所に置いてください。 

 
【お手入れなど】 
・春からでた新葉が固まる8月下旬から9月末にかけて、古葉（前年か前々年 
にできた葉）が黄色や茶色に変色します。風通しと日当たりをよくするため、
手で古葉を取り除いてください。 
・地植えや植え替えをする場合は、2 月頃に行ってください。 
・肥料(玉肥など)は、活動期の 3 月から 5 月と 10 月に与えてください。 

～ 長くお楽しみいただくために大切なこと～ 
お水やりを忘れず、古葉はこまめに取ってください。 

 
ご不明な点やご質問がございましたら、お気軽に店舗までお問い合わせください。  

Tel 075-465-5005 Fax 075-465-5007 
京都花室 おむろ(京都老舗花屋)/OMURO GREEN HOUSE Cafe&Gift(京都 おむろカフェ) 
〒616-8095京都府京都市右京区御室芝橋町 6番地 16 

- インターネット通信販売（花屋）  http://kyoto-omuro.jp 検索【おむろ】 
- おむろカフェ（花屋併設）   http://kyoto-omurocafe.jp 検索【おむろカフェ】  

【京都花室 おむろのおしながき】 
京都 小鉢（ミニ盆栽）シリーズ：京桜・京睡蓮木・京紅葉・京椿・京松・特選升・京都年代物 
京都 胡蝶蘭シリーズ：白大輪・ピンク大輪 
京都 変わり胡蝶蘭シリーズ：ななめ型・らせん型・クロス型など 
京都 はんなり胡蝶蘭シリーズ：白大輪・ピンク大輪・紅白大輪・特選升 
京都 ミニ胡蝶蘭シリーズ：薄ピンク・濃ピンク・紅白 
京都 色付き胡蝶蘭シリーズ：青・紫・黄・緑・ピンクなど 
京都 手染め胡蝶蘭シリーズ：さくら・金魚・もみじ・雪の結晶など 
京都 特選升胡蝶蘭シリーズ：京都はんなり胡蝶蘭・京都色付き胡蝶蘭 
京都 お誂え胡蝶蘭シリーズ：京都 ミニ胡蝶蘭・京都 熟成胡蝶蘭・京都 胡蝶蘭・ 京都色付き胡蝶蘭 
京都 観葉植物シリーズ｜アレンジメントなどの生花シリーズ｜その他（迎春門松・外構植樹など） など 
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