
３０日間メンテナンスフリー
１ヵ月に１度の給水でOK

2018 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 2F

観葉寄せ 4入り 参考上代5000円
MIX ６号ハンドバスケット 2F
観葉寄せ ４入り 参考上代4600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

エンブレム鉢 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 パステルキャット鉢

２．５号1F 9入り 参考上代2200円

★母の日大活躍のBOX入り胡蝶蘭シリーズ★
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オーキッド タンブラー

実用新案 登録第3211188号

MIX タンブラーポット
４号2F 4入り 参考上代4400円

⑤ ⑥
マイクロ胡蝶蘭 グリースグラス

２．５号1F 8入り 参考上代2200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



A 商品名 F 商品名 K 商品名 MIX　テーブル胡蝶蘭3号1F　2WAYボックス入り P 商品名 U 商品名 z 商品名

入数 9 入数 4 入数 6 入数 8 入数 6 入数 5
参考上代 2200円 参考上代 4400円 参考上代 3000円 参考上代 2000円 参考上代 3300円 参考上代 3200円

備考 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 商品名

入数 4 入数 8 入数 6 入数 6 入数 8 入数 6
参考上代 4600円 参考上代 1800円 参考上代 3500円 参考上代 1600円 参考上代 2200円 参考上代 2800円

備考 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 商品名

入数 6 入数 4 入数 4 入数 5 入数 4 入数 6
参考上代 3000円 参考上代 5000円 参考上代 4400円 参考上代 3600円 参考上代 4000円 参考上代 2400円

備考 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 商品名

入数 6 入数 5 入数 2 入数 2 入数 2 入数 4
参考上代 2400円 参考上代 4000円 参考上代 8200円 参考上代 7000円 参考上代 7000円 参考上代 4400円

備考 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 商品名

入数 8 入数 5 入数 4 入数 2 入数 2 入数 1
参考上代 2200円 参考上代 3800円 参考上代 4800円 参考上代 7000円 参考上代 9000円 参考上代 14000円

備考 備考 備考 備考 備考 備考

大人気★持ち帰り用
に組み換え可能な

BOX入り★

大人気★持ち帰り用
に組み換え可能な

BOX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。

宅配用としても使える
新デザインのボックス

入りです。

大人気★持ち帰り用
に組み換え可能な

BOX入り★

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。

母の日ベストセラー商
品。リンリン、ランラ
ン、チュンリー等

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。

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

ポップな猫のステ
ンシル❤パステル
カラー3色鉢

母の日限定!!人気の
モコモコバスケット❤

鉢の中央に入った紋
章型の刻印がおしゃ
れな新商品☆

可愛らしいフォルムの
クリアパッケージ★

１ヵ月水やり不要、
イージーメンテナンス
の簡単胡蝶蘭

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★

母の日限定!!人気の
バスケットがリニュー
アルして登場☆

ヨーロッパ産、美しい
フォルムのガラス製
陶器鉢です。

左　ユミ　　右　キャンディー

母の日ベストセラー商品。
チュンリー、リンゴ系,オレン
ジマジック、ランラン、など。

コンパクトな2本立ち胡蝶蘭。母
の日にも大人気のサイズで

す。

コンパクトな2本立ち胡蝶蘭。母
の日にも大人気のサイズで

す。

リーズナブルな３本立ち胡
蝶蘭★ギフトにも人気の高
い値頃感のある商品です★

リンリン、ランラン、チュン
リー、ピカソ、エレガンスな

ど。

左　ランラン　　右　パレルモ 左　リンリン　　右　エレガンス

リンリン、ランラン、
チュンリー、ピカソ、
エレガンスなど。

高級感溢れるマッドな
テイストのシルバー陶

器鉢です。

MIX　マイクロ胡蝶蘭　カプセル MIX　クローム鉢　４号M2F MIX　花柄鉢４．５号　観葉寄せ　L2F ミディー胡蝶蘭　5.5号3F ミディー胡蝶蘭　6号3F

ミディー胡蝶蘭　4号Ｍ2F

テーブル胡蝶蘭　ＭＩＸ　3号2Ｆ

高さ　56ｃｍ

ミディー胡蝶蘭　パルテノ鉢　5.5号3F

ＭＩＸ　3号2Ｆ　小タイプ

4.5号　1株3F

高さ　51ｃｍ

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。

MIX3号1F　エンブレム鉢 MIX　マドンナグラス（仮名）　４号M2F 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　4号L2F　ドレスケース入り ミディー胡蝶蘭　4号L2F ドロップ鉢　４号L2F

ミディー胡蝶蘭　7号5F

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

お洒落な鉢色のオルード
調陶器鉢★

高さ　46ｃｍ

リンリン、ランラン、
チュンリー、ピカソ、パ

レルモなど。

可愛らしい花柄の陶
器鉢に観葉をアレン

ジ★

MIX　３号2F小タイプ　ラフィアバッグ MIX　アンティークバスケット　6号M2F観葉寄せ

高級感溢れる厚手の
グラス容器★❤ピック

付き❤

高さ　37ｃｍ

MIX　ハンドバスケット　6号M2F観葉寄せ MIX　マイクロ胡蝶蘭2.5号　アクアポット　1Ｆ MIX　テーブル胡蝶蘭3号2F　2WAYボックス入り MIX　マイクロ胡蝶蘭2.5号　ハッピーケース入り マイクロ胡蝶蘭　グリースグラス　母の日Ver.

マイクロ胡蝶蘭　パステルキャット鉢　1F MIX　タンブラーポット　４号2F MIX　マイクロ胡蝶蘭2.5号　2WAYボックス入り

MIX　モノトリコ鉢　5.5号3F

in your Room[ギフト]母の日ver.

NEW!!

NEW!!

NEW!!

NEW!!

NEW!!

NEW!!

2018 母の日カタログ 1-2 椎名洋ラン園

NEW!!


