
2019 母の日カタログ 1-1 椎名洋ラン園

MIX 6号アンティークバスケット M2F

観葉寄せ 4入り 参考上代5000円

in your Room 「ギフト」 母の日Ver.

３．５号2F 6入り 参考上代3300円

ミディーコチョウラン ４号L2F   

ドレスケース ４入り

参考上代4400円

マイクロコチョウラン 2.5号1F   

2WAYボックス 8入り

参考上代2000円

MIX シェリーグラス

3号１F ６入り 参考上代2400円

マイクロ胡蝶蘭

ハッピーケース入り

2.5号1F 6入り

参考上代1600円

花柄鉢 4.5号観葉寄せL2F 4入り 参考上代4800円

可愛らしい花柄の
陶器鉢に観葉を
アレンジ★
人気商品★

大人気★
持ち帰り用に

組み換え可能な
BOX入り★

NEWカラー★

テーブルコチョウラン 3号1F   

2WAYボックス 6入り

参考上代3000円

マイクロ胡蝶蘭 パステルバケット

２．５号1F 9入り 参考上代1700円

★母の日大活躍のBOX入り胡蝶蘭シリーズ★

⑧ ⑨

②
①

⑦

⑩ ⑪
⑫

MIX ルカグラス
４号2F 4入り 参考上代5000円

⑤ ⑥マイクロ胡蝶蘭 プティ―グラス

２．５号1F 9入り 参考上代2000円

MIX ３号2F小タイプ

ラフィアバッグ 6入り 参考上代3000円

③ ④



A 商品名 F 商品名 K 商品名 P 商品名 U 商品名

入数 4 入数 4 入数 6 入数 8 入数 8
参考上代 4400円 参考上代 5000円 参考上代 3000円 参考上代 2000円 参考上代 2200円

備考 備考 備考 備考 備考

B 商品名 G 商品名 L 商品名 Q 商品名 V 商品名

入数 5 入数 6 入数 4 入数 6 入数 5
参考上代 3600円 参考上代 2400円 参考上代 5000円 参考上代 3000円 参考上代 3600円

備考 備考 備考 備考 備考

C 商品名 H 商品名 M 商品名 R 商品名 W 商品名

入数 6 入数 9　or 12 入数 6 入数 6 入数 2
参考上代 3200円 参考上代 2000円 参考上代 1600円 参考上代 3500円 参考上代 7000円

備考 備考 備考 備考 備考

D 商品名 I 商品名 N 商品名 S 商品名 X 商品名

入数 6 入数 9 or 12 入数 5 入数 4 入数 2
参考上代 2600円 参考上代 1700円 参考上代 3800円 参考上代 4400円 参考上代 7000円

備考 備考 備考 備考 備考

E 商品名 J 商品名 O 商品名 T 商品名 Y 商品名
入数 8 入数 6 入数 4 入数 2 入数 1

参考上代 1800円 参考上代 3300円 参考上代 4800円 参考上代 8200円 参考上代 12000円

備考 備考 備考 備考 備考

　2019　母の日カタログ　簡易版
MIX　タンブラーポット　４号2F MIX　ルカグラス　４号2F MIX　３号2F小タイプ　ラフィアバッグ 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　カプセル

１ヵ月水やり不要、イー
ジーメンテナンスの簡単

胡蝶蘭

大理石調のデザインガラ
スベース★手作りにより
一つ一つが微妙に異なっ

た風合いになっていま
す。

ナチュラルテイ
ストのリボン付き
ラッピングバッグ　　　　に
２本立ち胡蝶蘭
を投げ込みました。
木製ピック付き❤

大人気★持ち帰り用に組
み換え可能なBOX入り★

NEWカラー★

可愛らしいフォルムの　ク
リアパッケージ★

ミディー胡蝶蘭　4号L2F

高さ　37ｃｍ

MIX　タンブラーポット　４号1F MIX　シェリーグラス　３号1F MIX　アンティークバスケット　6号M2F観葉寄せ MIX　テーブル胡蝶蘭3号1F　2WAYボックス入り

MIX　タンブラースリムポット　３号2F MIX　プティーグラス MIX　マイクロ胡蝶蘭2.5号　ハッピーケース入り 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　パルテノ鉢　5.5号3F

左　カーリー　　右　リンリン

１ヵ月水やり不要、イー
ジーメンテナンスの簡単

胡蝶蘭

ヨーロッパ製の高級感の
ある厚手のガラスベース
★　　　テーブルサイズ

母の日限定!!人気のバス
ケットがリニューアルして

登場☆

大人気★持ち帰り用に組
み換え可能なBOX入り★

母の日ベストセラー商品。リ
ンリン、ランラン、キャン

ディーなど。

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

可愛らしいパステル調の
バケツ型ポット♪

高級感溢れるマッドなテ
イストのシルバー陶器鉢

です。

大人気★持ち帰り用に組
み換え可能なBOX入り★

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。

高さ　46ｃｍ

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

ヨーロッパ製の高級感の
ある厚手のガラスベース

★　　マイクロサイズ

母の日限定デザインで登
場！！マイクロ胡蝶蘭シ
リーズのベストセラー商

品です。

MIX　タンブラースリムポット　３号1F MIX パステルバケット　２．５号1F MIX　４号M2Ｆ　クローム鉢 ミディー胡蝶蘭　4号L2F　ドレスケース入り ミディー胡蝶蘭　5.5号3F

宅配用としても使える新
デザインのボックス入り

です。

リンリン、ランラン、チュン
リー、カーリー、ユミ　等

高さ　37ｃｍ 左　チュンリー　　　　右　ユミ

MIX　マイクロ胡蝶蘭2.5号　アクアポット　1Ｆ in your Room[ギフト]母の日ver. MIX　花柄鉢４．５号　観葉寄せ　L2F ミディー胡蝶蘭　5.5号3F　ドレスケース入り ミディー胡蝶蘭　6.5号5F

花束感覚でカジュアルに
贈れる★ラッピング付き2

本立ち

可愛らしい花柄の陶器鉢
に観葉をアレンジ★新商

品★

宅配用としても使える新
デザインのボックス入り

です。

リンリン、ランラン、カー
リー、ユミ、ベニールー

ジュ　等

高さ　56ｃｍ 品種指定承ります。

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★

NEW!!

NEW!!

NEW!!

NEW!!



商品名 入り数 ケース数 ＠

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@椎名洋ラン園

GreenSnap@ranran_sheen

【買参No.】 .

椎名洋ラン園 オーダーシート

【市場名】 .

貴社名 TEL .

※お取引市場又は弊社にご注文くださいませ。

本紙をコピーしてご利用下さい。

希望納品セリ日 年 月 日（ ）


