
●MIX 華友禅 ４号Ｌ2Ｆ[迎春ver.] 

4入り 参考上代4800円

年末ギフト 2018 おススメ商品

●テーブル胡蝶蘭 ３号2Ｆ小タイプ

[迎春ポットカバー] 6入り 参考上代3000円

Sheena Orchids

風呂敷包み 京都発のモダン風呂敷「有職-yusoku-」を使用しています。

●マイクロ胡蝶蘭 縁（えにし）鉢 2.5号1F

[迎春ver.] 6入り 参考上代2400円

●マイクロ胡蝶蘭 カプセル 2.5号1Ｆ

[迎春ver.] 8入り 参考上代2200円

１１月中旬～

１１月中旬～

●ＭＩＸ 風呂敷包み ４号Ｌ2Ｆ

[迎春ver.]4入り 参考上代4600円

●ＭＩＸ 風呂敷包み ４号1Ｆ

[迎春ver.]5入り 参考上代3800円



年末ギフトカタログ ver.1　2018
1 商品名 6 商品名 11 商品名 16 商品名 21 商品名

入数 5 入数 4 入数 8 入数 2 入数 6
参考上代 4000円 参考上代 4400円 参考上代 2200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 8 入数 5 入数 6 入数 4 入数 8
参考上代 2200円 参考上代 3600円 参考上代 3000円 参考上代 4600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 4 入数 2 入数 2
参考上代 2600円 参考上代 3200円 参考上代 4200円 参考上代 8200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 6 入数 6 入数 4 入数 6 入数 2

参考上代 3300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

マイクロ胡蝶蘭　ハッピーケース

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

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★

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。

MIX　４号M2Ｆ　クローム鉢　クリスマスver. MIX　タンブラーポット　４号2F マイクロ胡蝶蘭　苔玉 3号1Ｆ　迎春ver. ミディー胡蝶蘭　パルテノ鉢　5.5号3F

マイクロ胡蝶蘭　グリースグラス　クリスマスver. MIX　タンブラーポット　４号1F MIX　マービー鉢　3号2Ｆ小タイプ　正月仕様 ＭＩＸ　４号Ｌ2Ｆドレスケース　迎春ピック付き MIX マイクロアンスリウム　アクアポット　2.5号

厚手のガラス製フラワー
ベースに植え込みまし

た。クリスマスピック付き
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

お手頃な２本立ちをモ
ダンな印象の陶器鉢

で

宅配にも使えるギフトＢＯ
Ｘ入り。迎春ピック付き

ＭＩＸ　3号1Ｆ　エンブレム鉢　クリスマスver. MIX　タンブラースリムポット　３号2F ＭＩＸ　ゴールドクラック４号Ｌ2Ｆ　迎春ver. ミディー　5.5号　3Ｆドレスケース　迎春ピック付き ミディー胡蝶蘭　5.5号3F

お洒落な刻印の入ったオ
リジナル陶器鉢。クリスマ

スピック付きです。

１ヵ月水やり不要、イー
ジーメンテナンスの簡単
胡蝶蘭　新登場のテーブ

ルサイズ

豪華なゴールドの
２トーン陶器鉢。
迎春ピック付き。

宅配にも使えるギフトＢＯ
Ｘ入り。迎春ピック付き

左　チュンリー　　　　右　ユミ

in your Room ギフト　迎春ver. 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

花束感覚で贈れる胡蝶蘭
ギフト　２本立ちナチュラ

ル仕立て

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

豪華な２色寄せ　高級
感のある飴色鉢

大人気★持ち帰り用に組
み換え可能なBOX入り★

左　カーリー　　　右　フラミンゴ

MIX　マイクロ胡蝶蘭2.5号　2WAYボックス入り 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

高さ　37ｃｍ

高さ　37ｃｍ

大人気★１１月下旬から
迎春背面紙が入ります

↓

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★

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★

椎名洋ラン園-Sheena Orchids-


