
胡蝶蘭が1か⽉以上楽しめる
たった5つの管理⽅法！

これさえ読めば

あなたも今⽇から胡蝶蘭マスター！

【胡蝶蘭❝愛❞を伝える花屋の社⻑がこっそり教える！】
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こんにちは、胡蝶蘭をこよなく愛する内⼭です。

�
胡蝶蘭は贈り物としてもご⾃宅⽤としても、

とても⼈気があります。

やはり「⾼級感があって華やか」だから、

ということが⼤きい理由ですよね。

�
胡蝶蘭が⽞関やリビングに飾ってあると、

そのお宅全体が格調⾼い上品な雰囲気になったり、

お客様にもちょっと⾃慢できたりしますしね。(笑)
�

何より飾った本⼈、あなたの気分を⾼めてくれます。

(胡蝶蘭を⾒ていると、僕も気分が上がります！)

■はじめに■
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僕は花屋をしているので、お客様から

    ・胡蝶蘭を⻑持ちさせるにはどうしたらいい？

    ・胡蝶蘭はいつまで咲くの？

    ・胡蝶蘭は⽔やりや温度管理が難しいですよね？

というようなご質問をいただくことが多いです。

�
そうですよね。

せっかく⾼価な胡蝶蘭・・・。

できるだけ⻑く花を楽しみたいと思うのは、誰もが⼀緒。
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でも、みなさんとても勘違いされていることがあります。

�
それは、

「胡蝶蘭を⻑く楽しむのは、そんなに難しいことがじゃない！」

ということです！�
�

これからお伝えする

たった５つのことに気をつけるだけで、

胡蝶蘭を1ヵ⽉以上楽しむことは簡単にできるようになります！�
�

そう、「簡単に！」です！

�
それではフラワーギフト専⾨店として、

たくさんの胡蝶蘭をお届けしてきた内⼭が、

胡蝶蘭を簡単に⻑く楽しむ⽅法をお伝えしていきますね。
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胡蝶蘭は

「窓からレースのカーテン越しに⼊る優しい⽇光」や

「適度に空気が流れる涼しい空間」を好みます。

�
逆にいうと、「直射⽇光が当たる場所」や

「空気がこもる蒸し暑い空間」はとても苦⼿と⾔うことです。

�
この苦⼿な場所を避けたところに飾ってあげると

喜んでくれます。

�
そうすると⾃然に胡蝶蘭にとって過ごしやすい環境になり、

⻑く花を楽しませてくれます。

�
はっ！いきなり答えを⾔ってしまいました。

�
そうです、これだけ気をつけておけばいいんです！

(本当に！)

■Chapter.1■�飾る場所
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もう少し詳しくお伝えしていくと、

例えば「リビング」は、

胡蝶蘭を飾るのにとても良い場所ですね。�
�
�

直射⽇光は当たらないけど適度に外からの光が⼊ります。

そのうえ空間もあり⼈が動くので空気も動く。

適度に空調もかかっており⼈にも胡蝶蘭にも快適空間。

�
�

まさにピッタリな置き場所ですよね！

�「リビング」おすすめです。
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ちなみに、狭い空間で空気が流れず気温が上がってしまうと、

胡蝶蘭はうまく呼吸できずに、

⽣育不良の他、花や葉に蒸れ(むれ)が起こりやすくなります。
�

「⾼温障害」と⾔う現象です。

�
⾼温障害になると

花や葉にシミがついてしまいます。

その結果、花が傷んで開花期が短くなってしまうのです。

�
だから空気が動きにくく⾼温になる環境は、

とても注意が必要です。

�
これを避けるために、

空間に適度な広さがある場所に飾ってあげましょう。

�
つまり、「リビング」などですね。�

�
もちろん胡蝶蘭が好む条件を満たす空間だったら、

キッチンや⽞関でも⼤丈夫ですよ。
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胡蝶蘭が⼀番喜ぶ気温は

「１８℃〜２５℃」の間と⾔われています。

�この気温を保つと、胡蝶蘭にとって気持ちのいい環境温度で、
�花が⻑持ちしやすくなります。

というか「必ず⻑持ちします！」(⾔い切れます！)
�

そして、なるべく

「１⽇の温度差が少ない場所」が理想です。

例えば冬場、夜まで暖房が効いていて

そのまま余熱で冷え込みにくいリビングなどですね。

(ここでもリビング推し！)

■Chapter.2■�気温
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逆に、夜間に急に冷え込むような場所はとても苦⼿です。

例えば⽞関先とかですね。

�

あるいは、⼀⽇中気温が⼀定に保たれている、そう、

ホテルのフロントのような場所が理想です。
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ただし！

なかなかそういった環境は難しいですよね？

�

⼤丈夫です！

先ほどお伝えした１８℃〜２５℃の間を⽬指せば⼤丈夫です。

�

夏場は除湿だけでも⼤丈夫な場合も多く、

冬場は少しの暖房と加湿で、

この気温になります。

�

開花している間は１８℃前後に近づくほど

花が⻑く楽しめます。

胡蝶蘭にとって快適な気温だからです。

逆に、蕾を早く開かせたい場合は、

25℃〜30℃に近い⽅が開花し易くなりますよ。
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【⾼温は苦⼿！】

�

28℃以上の⾼温になると、とたんに開花期間は短くなります。

当たり前の話ですが、

成⻑が早くなり花が咲き終わってしますからです。

また、先ほどお伝えした「⾼温障害」の⼼配もあります。

�

30℃以上になりそうな⽇は、

少し除湿したり冷房を⼊れたりして

気をつけてあげましょう。
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【冷え込みもちょっと・・・】

�

胡蝶蘭は寒さに弱いです。

出来れば10℃ぐらいが最低温度だと思ってください。

�

最低温度が7℃以下になると

「低温障害」の危険性があります。

いわゆる⽣命活動の危機！です。

�

５℃以下になるとかなり危険。

胡蝶蘭が

「今までありがとう。寒すぎて、私もうダメかも・・・・」

という状態です。(笑)

�

特に冬場、⼀番冷え込む早朝は、

気温は思っているよりも下がります。

�

「これぐらいなら明⽇の朝も⼤丈夫だろう」と油断していると、

「凍傷」にかかる恐れがあります。

�

凍傷にかかると、花や葉、根っこまで

ぐにゃぐにゃと溶けたような状態になり、

最悪枯れてしまいます。
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特に冬場、⼀番冷え込む早朝は、

気温は思っているよりも下がります。

「これぐらいなら明⽇の朝も⼤丈夫だろう」と油断していると、

「凍傷」にかかる恐れがあります。

凍傷にかかると、花や葉、根っこまで

ぐにゃぐにゃと溶けたような状態になり、

最悪枯れてしまいます。

１５



⼀度凍傷にかかった株は

元には戻ることはなく、ほとんどの場合

「さようなら」となることが多いです。

(ごめんよ・・・・涙)

�

早朝冷え込む恐れがある場合は、

前⽇から鉢の部分をバスタオルや⽑布で巻いたり、

発砲スチロールや段ボールの中に⼊れて

防寒してあげてください。

��

こうやって簡単な防寒をしてあげるだけでも

かなり寒さを防ぐことができます。

�

繰り返しになりますが、胡蝶蘭は寒さがとても苦⼿です。

�

冬場の⽞関など、夜間に冷え込みそうな場所は

特に注意が必要です。

�

特に7度以下になる恐れがある場合は、

夜だけリビングやキッチンなど

暖房の余熱がある暖かい場所へ移動してあげてくださいね。

�

きっと喜ぶはずですよ。
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「湿度」に関してはそれほど気をつける必要はありません。

⽇本の気候内でしたらまず問題ありません。

■Chapter.3■�湿度

ただし、冬場は暖房を使⽤するため

「乾燥」には注意が必要ですね。

�

乾燥しすぎると花から⽔気が奪われて、

しわしわになってしまいます。

最悪、花が枯れて落ちてしまうこともあります。

�

胡蝶蘭にとっての湿度の理想は４０％以上。
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通常、⼈間にとって快適とされるのが(季節でも異なりますが)

⼤体５０％前後です。

�

僕たちが普通に⽣活をしていて、

ストレスのない湿度であれば、

胡蝶蘭にとっても問題ないでしょう。

�

ただし、特に冬場に加湿器を使⽤する場合は

気をつけてくださいね。

加湿器の蒸気(ミスト)が、

花に直接当たらないようにしましょう。

花にミストが直接当たると、

「シミ」の原因になることがありますから。

⼀度シミになってしまうと、

もうあの綺麗な花の状態にはもどりません。

(⾟い話です・・・・)
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胡蝶蘭も植物です。

⽇の光から光合成して栄養を作り出しています。

��

ですから⼀⽇中、⽇が当たらない場所だと

栄養を作り出せずに葉が⻩⾊くなってきたり、

つぼみが最後まで開かなかったりします。

�

⽇当たりが悪くて良いことなど⼀つもありません。

■Chapter4.■�⽇当たり
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ぜひ、窓越しから優しい光が⼊る場所に

飾ってあげてくださいね。

�

レースのカーテン越しの太陽光が理想です。�

要は強い⽇差しではなく

カーテン越しの「優しい柔らかい光」です。�

�

あなたも胡蝶蘭に喜んで欲しいですよね(笑)

�

だったら、外から⼊ってくる優しい光を、

たっぷりと部屋に⼊れてあげましょう！
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実は胡蝶蘭を枯らしてしまう原因トップ3のひとつが
「⽔のやり過ぎ」です。

■Chapter5.■�⽔やり

基本的に株元の⽔苔が湿っていれば、

⽔を与える必要はありません。(バークの場合も同じです)
�

胡蝶蘭は乾燥気味を好みます。

じつは表⾯に出ている根っこから、

空気中の⽔分(湿気)を吸収しているのです。

湿度が適度に保たれた空間では⽔のやり過ぎは

過湿となって、根が呼吸できず株が傷んでしまいます。
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傷んだ場所から株が腐ったり病気になったりして、

養分を吸いあげられなくなり弱っていきます。

�
ですから、できるだけ

「乾かし気味」を意識してみてくださいね。

表⾯の⽔苔(バーク)が多少乾いていても、
株元にはさほど影響はありません。

指で⽔苔(バーク)の中を触ってみて、
少しでも湿っているなら⽔は必要なし。

乾いていれば下から流れ出るぐらいたっぷりと

⽔を与えて下さい。

２２



「どっちかな？」と迷った時は、

葉っぱに霧吹きをしてあげるのが有効です。

�
胡蝶蘭は空中湿度を少し上げるだけで、

表⾯の根っこから⽔分を取り込めます。

�株が乾いているか否かで判断しましょう。
�

また、受け⽫を使っている場合は、

受け⽫にたまった⽔は必ず捨てて下さい。

�
⽔をためておくと空気が鉢の中を通りにくく、

根っこが呼吸できなくなります。

結果、根腐れをおこして枯れてしまう原因に・・・。

�
とにかく、

「⽔は株元が乾くまでは与えない！」

を徹底しましょう！

�
⽬安として、3⽇に⼀回、指先で⽔気を確認する。

乾いていればたっぷり⽔やり。

�
乾いてなければ乾くまでやらない。

⼼配なら霧吹きをしてあげる。
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⼤切なのは何⽇に⼀回と決めるのではなく、

胡蝶蘭と相談すること！(様⼦を⾒ること！)

様⼦を⾒てから⽔を与える習慣をつけると、

⽔のやり過ぎによる根腐れは間違いなく防げます。
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⼤切なので繰り返しますが、

株元が乾いているのか、湿っているのか。

�
指先で触った感覚で判断するだけでも、

⽔のやり過ぎによるダメージを減らすことができます。

冬場なら１週間以上、⽔を欲しがらないこともあります。

�
葉に元気がなくなってきた。

花にしわが⼊って⼒なく垂れてきた。

�
こんな時はたっぷりと⽔を与えてください。

ごくごく飲んでくれますよ(笑)
�

くどいようですが、もう⼀度だけ繰り返します。

⽔のやり過ぎには本当に注意してくださいね！
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今回は胡蝶蘭を⻑く楽しむために必要な

「たった5つの⽅法」をお伝えしました。
�

本当にこれだけ気をつけていただくだけで、

花持ちが格段に変わりますよ。

もう⼀度ポイントをまとめると

置き場所・温度・湿度・⽇当たり・⽔やりです。

この5つを意識して胡蝶蘭にとって
「過ごしやすい環境」にしてあげることが⼤切なのです。

■最後に■�まとめ
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また、胡蝶蘭にとって⼼地よい環境にすることが理想ですが、

やっぱりなかなか難しい！

そんな時は胡蝶蘭が「苦⼿な環境にしない！」ことも効果的！

こちらの⽅がじつは簡単で、すぐできますよ(笑)
�

ぜひ、このレポートを参考にして、

あなたも試してみて下さいね。

�
さて、ここまでいかがでしたでしょうか。

きっとあなたも胡蝶蘭❝愛❞に⽬覚めたはずですよ(笑)
�

胡蝶蘭が好きな者同⼠、これからもよろしくお願いしますね。�
�

最後まで読んで頂きありがとうございました。

�
ぜひこのレポートに関する感想やご質問など

下記のメールアドレスからお問い合わせくださいね。

hanayou@crest.ocn.ne.jp�【お問合せ】
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