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BOX  

 

 

MIX [  ver.] 

4 L2F 4  4600  

MIX [  ver.] 

4 1F 5  3800

 

-yuusoku-  

 

 [2WAY  ver. ] 

2.5 1F 8  2000  

 

in your Room [  ver.] 

3.5 2F 6  3300  

 

 

 [  ver.] 

2.5 1F 8  2200  

 

1  

  

2.5 1F  4000  



1 商品名 6 商品名 11 商品名 16 商品名 21 商品名

入数 4 入数 4 入数 5 入数 2 入数 6
参考上代 4600円 参考上代 4400円 参考上代 4000円 参考上代 7000円 参考上代 1600円

セールス
ポイント

大人気のマイ
クロ胡蝶蘭、
販促ケース付
き★

備考 備考 備考 備考 備考

2 商品名 7 商品名 12 商品名 17 商品名 22 商品名

入数 5 入数 5 入数 8 入数 5 入数 8
参考上代 3800円 参考上代 3600円 参考上代 2000円 参考上代 3800円 参考上代 1300円

セールス
ポイント

手の平サイズ
のアンスリウ
ム★底面給水
で簡単管理★

備考 備考 備考 備考 備考

3 商品名 8 商品名 13 商品名 18 商品名 23 商品名

入数 6 入数 6 入数 6 入数 4 入数 2
参考上代 3300円 参考上代 3200円 参考上代 2600円 参考上代 4400円 参考上代 7000円

セールス
ポイント

リンリン、ラン
ラン、チュン
リー、カー
リー、ユミ　等

備考 備考 備考 備考 備考

4 商品名 9 商品名 14 商品名 19 商品名 24 商品名

入数 8 入数 6 入数 4 入数 6 入数 2
参考上代 2200円 参考上代 2600円 参考上代 5000円 参考上代 3000円 参考上代 9000円

セールス
ポイント

ユミ、カー
リー、フラミン
ゴ、パレルモ、
ベニールー
ジュ　等

備考 備考 備考 備考 備考

5 商品名 10 商品名 15 商品名 20 商品名 25 商品名

入数 8 入数 8 入数 2 入数 6 入数 1
参考上代 2000円 参考上代 1800円 参考上代 7000円 参考上代 3500円 参考上代 16000円

セールス
ポイント

お洒落な浅鉢
の５本立ち。
受け皿付きで
す。

備考 備考 備考 備考 備考

１ヵ月水やり不要、イー
ジーメンテナンスの簡単
胡蝶蘭　新登場のテーブ

ルサイズ

敬老デザイン★カプセル
型クリアパッケージ★

花束感覚で贈れるカジュ
アルギフト。敬老仕様の

和柄ラッピング。

MIX　マイクロ胡蝶蘭　カプセル　敬老仕様

底面給水で水遣りのタイミ
ングが一目瞭然★水の減
りが解るクリアポットです

★

大人気★持ち帰り用に組
み換え可能なBOX入り★

NEWカラー★

MIX　マイクロ胡蝶蘭2.5号　アクアポット　1Ｆ MIX　モノトリコ鉢　5.5号3F MIX　テーブル胡蝶蘭3号2F　2WAYボックス入り ミディー胡蝶蘭　白平鉢　８号　5Fマイクロ胡蝶蘭　2WAYボックス　敬老仕様

左　チュンリー　　　　右　ユミ

大人気★持ち帰り用に組
み換え可能なBOX入り★

高さ　37ｃｍ 敬老ラベルをお付けできます 左　カーリー　　　右　フラミンゴ

敬老ラベルをお付けできます

モノトーン調のモダンな陶
器鉢。ドロップ型のスタイ
リッシュなデザインです。

大人気★持ち帰り用に組
み換え可能なBOX入り★

in your Room 「ギフト　敬老ver.」 MIX　タンブラースリムポット　３号2F ミディー胡蝶蘭　4号L2F　ドレスケース入り

宅配用としても使える新
デザインのボックス入りで

す。

MIX　タンブラースリムポット　３号1F 飴色鉢　MIX寄せ5号2F MIX　テーブル胡蝶蘭3号1F　2WAYボックス入り ミディー胡蝶蘭　6号3F

敬老ラベルをお付けできます

ミディー胡蝶蘭　5.5号3F

京都のモダン風呂敷「有
職-ユウソク-」の両面風

呂敷を使用しております。

MIX マイクロ胡蝶蘭　苔玉　3号1Ｆ MIX　４号M2Ｆ　クローム鉢 MIX マイクロアンスリウム　アクアポット　2.5号MIX 風呂敷包み　1F　４号　敬老ver. MIX　タンブラーポット　４号1F

京都のモダン風呂敷「有
職-ユウソク-」の両面風

呂敷を使用しております。

MIX 風呂敷包み　2F　４号　敬老ver. MIX　タンブラーポット　４号2F 新米と胡蝶蘭　敬老ギフトBOX ミディー胡蝶蘭　パルテノ鉢　5.5号3F マイクロ胡蝶蘭　ハッピーケース

１ヵ月水やり不要、イー
ジーメンテナンスの簡単

胡蝶蘭

オシャレな長方形型クラッ
ク加工の陶器鉢。シートモ

ス付です。

高級感溢れるマッドなテイ
ストのシルバー陶器鉢で

す。

１ヵ月水やり不要、イー
ジーメンテナンスの簡単

胡蝶蘭

１ヵ月水やり不要、イー
ジーメンテナンスの簡単
胡蝶蘭　新登場のテーブ

ルサイズ

世界初！採れたての新米
1ｋｇと胡蝶蘭のセット。配

送箱も可能です。

人気商品★苔玉に人
気のマイクロ胡蝶蘭を植

え込みました。受け皿付き
です★

高級感のあるガラス玉
入り胡蝶蘭

豪華な２色寄せ　高級
感のある飴色鉢

MIX マイクロ胡蝶蘭　グラスモス　4号1Ｆ

敬老ラベルをお付けできます

敬老ラベルをお付けできます

2018   -Sheena 

NEW!! 

NEW!! 

NEW!! 

NEW!! 

NEW!! 

NEW!! NEW!! 

NEW!! 

NEW!! 

※敬老ラベルをお付けできます。ご注文時にお申し付けください。 

NEW!! 



商品名 入り数 ケース数 ＠

            

 TEL 0479 - 63 - 3251  mail: info@ranran.co.jp 

こちらの「椎名洋ラン園 LINE@」では農場からの 

新鮮なお得情報を、不定期で配信致します♪ 

数量限定品種や、特別価格のご案内などなど！！ 

是非ご登録くださいませ♪ Twitter@ranran_sheena 

Instagram@sheenaorchids Facebook@  

GreenSnap@ranran_sheen

椎名洋ラン園 注文FAX番号 0479-64-1327 

【買参No.】         . 

   

【市場名】        . 

貴社名                  TEL                   .             

                          

希望納品セリ日    年  月  日（ ） 


