
配送エリア

横浜市：鶴見区・港北区・都筑区・青葉区・港南区・南区・
　　　　神奈川区・保土ヶ谷区・旭区・中区・西区
川崎市：川崎区

ラッピング

冬季のご注文について

●観葉植物の一部の種類に限り、一時的に流通（入荷）
　が止まりご注文をお受けできない場合がございます。

キャンセルについて
Order

東京23区、横浜・川崎エリア、名古屋市内、大阪市内、
福岡市内は自社配送エリアとなります。
自社配送エリア外は提携の宅配便を利用してお届け致
します。(宅配便は時間指定不可)
※自社配送エリア納品時間は19時までとなっております。
●宅配便地域において物流が著しく増える時期（母の日・
お歳暮・3月～ 4月の引越しシーズン）などは商品が未
着・延着となる場合がございます。

●沖縄・離島へのお届けは配送にかかる日数と品質保持
の関係上、お断りしております。

送料

掲載商品は、一部の地域または再送・転送を除き、送料
込みの価格です。
●お届け先ご不在での再配送は別途再送料が発生する場
合がございます。

（別途料金が発生する場合はご連絡差し上げます）

●胡蝶蘭・観葉植物について
　・自社配送エリアに関しては納品日の当日より全額　
　　キャンセル料金が発生いたします。
　・宅配エリアに関しては出荷日当日より全額キャンセ
　　ル料金が発生いたします。
　・一部キャンセル規定外の商品がございます。
●生花(アレンジメント、花束、スタンド花)・化粧蘭に
　ついて
　・納品日を含めた3日前より全額キャンセル料金が発
　　生いたします。

ご提供する胡蝶蘭は全て無料でラッピングをいたしま
す。なお、本カタログのラッピング写真はサンプルで
す。色味のご希望などございましたらお問い合わせくだ
さい。観葉植物にはサイズの大小関わらず、鉢カバー
（バスケット）を無料でお付けいたします。

提携店利用について

自社配送エリア外へのスタンド花のご手配や冬季のご注
文等様々なケースで提携店を利用する場合がございます
が、提携店を利用した場合はカタログに記載しているサ
イズ、仕様が異なります。
また、各種札の仕様も異なりますのでご了承ください。

・お届け日の５日前（土・日祝を除く）までに、ご注文書
をお送りください。
・葬儀用のお花は葬儀場の都合によりお断りしております。
・その他、お急ぎのご注文やご不明な点、ご要望等ござ
いましたらお電話にてお問い合わせください。

※繁忙時期の4月1日、5月の連休明け、7月1日、10月
1日の前後1週間は受注の制限がかかる場合がございま
すのでご注意ください。

災害発生時などのお届けに関しましては、お客様のご判断によ
りキャンセルの有無をご連絡ください。
ご連絡がない場合は配送を継続させていただきますが、未着・
延着についての責任は負いかねますので、ご了承ください。

11月中旬～4月上旬の冬季寒冷地への胡蝶蘭・観葉植物
のお届けは商品の凍結の恐れがあるため、お断りしてお
ります。
●アレンジメントやスタンド花、花束などの生花につい
ては全国に提携店があるため、周年お手配が可能です。

※急激な気温の変化により冬季寒冷地以外の地域においても凍
結リスクのご案内をさせていただく場合がございます。

ご注文に関するご注意事項
必ずご確認の上、ご注文ください。

北海道　青森県　岩手県　秋田県　宮城県　山形県
福島県　長野県　石川県　富山県　福井県　新潟県
島根県　鳥取県　

Flowers
SPECIAL

大切な方への贈りもの
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ハイグレードタイプ
最高級の胡蝶蘭は
大切な方へのギフトの決定版

ハイグレードタイプ
最高級の品質と驚くような
ボリューム感！
特別な場面や大事な方への
贈り物にお使いください

ミドルタイプ
多様なニーズにお応えできるマルチなタイプです

スタンダードタイプ
フォーマルな一級品をよりお買い求めやすく！

ミドルタイプ
ひと際目立つ存在感に驚かれることでしょう

スタンダードタイプ
どのような場面でも安心して贈ることができます

①／
胡蝶蘭 3本立
ハイグレード
販売価格（税別）

￥30,000
◎輪数：36～41輪以上（つぼみ込）
◎サイズ：約H90～100／W40～50

④／
胡蝶蘭 5本立
ハイグレード
販売価格（税別）

￥50,000 
◎輪数：65輪以上（つぼみ込）
◎サイズ：約H100／W60～70

②／
胡蝶蘭 3本立
ミドル
販売価格（税別）

￥25,000 
◎輪数：33輪以上（つぼみ込）
◎サイズ：約H90～100
　／W40～50

③／
胡蝶蘭 3本立
スタンダード
販売価格（税別）

￥20,000 
◎輪数：30輪前後（つぼみ込）
◎サイズ：約H90
　／W40～50

⑤／
胡蝶蘭 5本立
ミドル
販売価格（税別）

￥40,000 
◎輪数：55～60輪前後
　　　　（つぼみ込）
◎サイズ：約H100
　／W60～70

⑥／
胡蝶蘭 5本立
スタンダード
販売価格（税別）

￥35,000 
◎輪数：50輪前後
　　　　（つぼみ込）
◎サイズ：約H９０～100
　／W60～70

白

※ピンク、赤リップは白に比べて輪が小さく、
　花持ちが短くなる場合がございます。
　予めご了承ください。

お花の色をお選びください

胡蝶蘭 胡蝶蘭の花言葉は「幸福が飛んでくる」。
豪華で美しい大輪の花は、ご移転、ご就任のお祝いに最適です。

赤リップピンク

⑦／
ミディ胡蝶蘭 3本立
販売価格（税別）

￥12,000
◎サイズ：約H50～60／W30～40

⑧／
ミディ胡蝶蘭 5本立
販売価格（税別）

￥18,000
◎サイズ：約H60～70／W40～50

白

お花の色をお選びください

ミディ胡蝶蘭
胡蝶蘭の豪華さを残しながら、コンパクトになった
ミディ胡蝶蘭。

ピンク

３本立 ５本立
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よりボリューム感を求めるお客様の
お声をかたちにしました

最高級、圧倒的存在感、
最上級品の贈り物です

セブン

テン

大切な方へ
プレミアムな贈り物を

至高の限りを尽くした
5本立て胡蝶蘭の最上級品

⑪／
胡蝶蘭 7本立
ハイグレード
販売価格（税別）

￥70,000
◎輪数：84輪以上（つぼみ込）
◎サイズ：約H110 ～120
／W80～90

⑫／
胡蝶蘭 10本立
ハイグレード
販売価格（税別）

￥100,000
◎輪数：120輪以上（つぼみ込）
◎サイズ：約H110 ～120
／W100～120

⑨／
胡蝶蘭 3本立
プレミアム
販売価格（税別）

￥40,000
◎輪数：42輪以上（つぼみ込）
◎サイズ：約H100
／W40～50

⑩／
胡蝶蘭５本立
プレミアム
販売価格（税別）

￥60,000
◎輪数：70輪以上（つぼみ込）
◎サイズ：約H100
／W70～80

※7本立、10本立の自社配送エリア外へのご納品は別途料金にてご対応可能でございます。
　お気軽にご相談下さいませ。

オーダーメイド胡蝶蘭プレミアム胡蝶蘭
7 本立

10本立

３本立

５本立
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可憐なサクラ

優雅な花火や金魚

艶麗な紅葉

優美な雪の結晶

幸福を運ぶ花 胡蝶蘭は

あなたの気持ちと

色鮮やかな四季を纏い

一層華やかを増す

贈る人の想いを乗せた

世界に一つだけの贈り物

最高級の贈呈花「化粧蘭」

化粧蘭
（特許登録4982901号・商標登録認定済）

化粧蘭四季シリーズ

オプション

●【御祝】以外の文字もご用意がございますので、ご希望の場合はお
問い合わせください。
●パウダーは蘭専用のものであり、添加しても鑑賞期間に影響はござ
いません。
●花に触れると衣類などにパウダーが付着する場合がございます。
●造花ではありませんので、観賞期間は通常の鉢植え胡蝶蘭（生花）
と同じです。

●花に霧吹きなどで直接水をかけないでください。
●蕾が開いても、絵柄や文字は入っておりません。
●パウダーは赤・ピンク・ブルーの３色をご用意しております。絵柄と文
字を考慮してお化粧を施しますので、お色の選択は基本的にお任せ
願います。

※化粧蘭のベースは、ハイグレードタイプの胡蝶蘭です　　完全受注生産のため、お届日の5日前までにご注文下さい

職人が一筆一筆手書きで描き入れております。

4つの四季柄よりお選びいただけます

※ミディ化粧蘭も四季をお選びいただけます。

【御祝】文字／無料 【ラメ】／￥500

ミディ化粧蘭3本立

⑬／
化粧蘭２本立
販売価格（税別）

￥24,000 
◎サイズ：
約H80～90
／W40

⑭／　
化粧蘭３本立
販売価格（税別）

￥36,000 
◎サイズ：
約H90～100
／W40～50

⑯／　　　　
ミディ化粧蘭３本立
販売価格（税別）

￥15,000 
◎サイズ：
約H50～60／W30～40

⑰／　　　　
ミディ化粧蘭５本立
販売価格（税別）

￥25,000 
◎サイズ：
約H60～70／W40～50

⑮／　　　　
化粧蘭５本立
販売価格（税別）

￥60,000 
◎サイズ：
約H100／W60～70

画像の商品は「オーダーメイド化粧蘭」です。このように異なる四季の
絵柄をお選びいただいたり、ラメ、ラインストーン等のオプションを
お選びいただくことも可能です。
詳しくは別紙のオーダーメイド化粧蘭のご案内をご参照下さい。

春柄 夏柄 秋柄 冬柄

拡大
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洋蘭各種 洋蘭は彩りも鮮やかで、胡蝶蘭とは違った
華やかさを楽しんでいただけます。お供え用商品 故人をたたえ、

最高品質の胡蝶蘭・アレンジメントを。

㉕／
デンファレ 5本立
販売価格（税別）

￥12,000
◎サイズ：約H90～100／W30

㉘／
オンシジューム5本立
販売価格（税別）

￥13,000
◎サイズ：約H90／W40

㉙／
グラマトフィラム3本立
販売価格（税別）

￥20,000 
◎サイズ：約H８0～９０／W４0
※夏季期間のみ
　（6月下旬～7月下旬）

㉖／
デンドロビューム6号鉢

㉗／
デンドロビューム7号鉢

販売価格（税別）

￥7,000
◎サイズ：約H60／W30 
※冬季期間のみ（１２～3月） 

◎サイズ：約H70／W35
※冬季期間のみ（１２～3月）

販売価格（税別）

￥10,000

販売価格（税別）

￥15,000

◎サイズ：約H90～100／W30
※冬季期間のみ（１２～2月中旬）  

◎サイズ：約H90～100／W40
※冬季期間のみ（１２～2月中旬）
※サンプル写真の商品は5本立  

㉚／
シンビジューム3本立

㉛／
シンビジューム5本立

㉕ ㉖

㉘

㉙ ㉛

⑱／
【御供え用】胡蝶蘭 3本立
ハイグレード
販売価格（税別）

￥30,000 

㉒／
【御供え用】
ミディ胡蝶蘭３本立
販売価格（税別）

￥12,000

㉔／
【御供え用】アレンジメント
販売価格（税別）

￥5,000～ 

木札 ￥500 紙札 無料

無料

立札とメッセージカード立札とメッセージカード
花束を除くすべての商品に、木札をお付けする
ことができます。
また、メッセージカードもしくは紙札を無料でお
付けいたします。

【立札】

【メッセージカード】

画像の商品　￥10,000（税別）
◎サイズ：約H50／W50
※ご希望のご予算に合わせて作成させて
　いただきます。

◎輪数：36～41輪以上（つぼみ込）
◎サイズ：約H90～100／W40～50

⑲／
【御供え用】胡蝶蘭 3本立
スタンダード
販売価格（税別）

￥20,000 
◎輪数：30輪前後（つぼみ込）
◎サイズ：約H90／W40～50

⑳／
【御供え用】胡蝶蘭 5本立
ハイグレード
販売価格（税別）

￥50,000 
◎輪数：65輪以上（つぼみ込）
◎サイズ：約H100／W60～70

㉑／
【御供え用】胡蝶蘭５本立
スタンダード
販売価格（税別）

￥35,000 

㉓／
【御供え用】
ミディ胡蝶蘭５本立
販売価格（税別）

￥1８,000

◎輪数：50輪前後（つぼみ込）
◎サイズ：約H90～100／W60～70

◎サイズ：約H５0～６0／W30～40

◎サイズ：約H60～70／W40～50

※画像の商品は胡蝶蘭３本立

（ハイグレード）を使用しております。

※ご注意：斎場へのお届けはできかねます。

⑱

㉒

㉔

販売価格（税別）

￥10,000
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ユッカパキラ

ラスターポット

良品バスケット
（濃茶）

良品バスケット
（薄茶）

良品バスケット
（黒）

陶器鉢（黒） 陶器鉢（白）

幸福の木 ゴムの木カポック

観葉植物各種

オプション鉢カバー

オフィスやお店で育てやすく、インテリアに
自然の彩りを加えてくれる観葉植物です。
事務所移転などのお祝いにおすすめです。

インテリアに合わせることのできる、
オプション鉢カバーです。販売価格（税別）

観葉植物（８号鉢）   ￥12,000
観葉植物（10 号鉢）￥18,000

◎サイズ：約H100～130

◎サイズ：約H160～180

８
号
鉢
 H
10
0～
13
0c
m

１０
号
鉢
 H
16
0～
18
0c
m

無料鉢カバー付き

◆陶器鉢宅配の際は観葉植物と別梱包となるため、別途送料3,500円頂戴いたします。

◆掲載されていない観葉植物もご用意できます。
　ご相談下さい。
◆時期や種類により1週間程度お時間をいただく場合がございます。
◆サンプル画像は10号鉢です。

◆幸福の木（8号、10号）は温暖な気候で栽培される植物で、11月～
4月のご提供が困難になる可能性がございます。あらかじめご了承
ください。

無料

販売価格（税別）

ラスターポット 8号 　￥2,000
ラスターポット 10 号　￥3,000
陶器鉢（白）8号  　　￥8,000
陶器鉢（黒）8号  　　￥8,000
陶器鉢（白）10 号  　￥15,000
陶器鉢（黒）10 号 　 ￥15,000
良品カゴ（濃茶）8号  ￥3,150
良品カゴ（薄茶）8号  ￥3,150
良品カゴ（黒）8号   ￥3,150
良品カゴ（濃茶）10 号  ￥4,950
良品カゴ（薄茶）10 号  ￥4,950
良品カゴ（黒）10 号   ￥4,950

36⁄ユッカ 8号鉢
37/ユッカ 10号鉢

34⁄パキラ 8号鉢
35⁄パキラ 10号鉢

32⁄幸福の木 8号鉢
33⁄幸福の木 10号鉢

40⁄ゴムの木 8号鉢
41⁄ゴムの木 10号鉢

38⁄カポック 8号鉢
39⁄カポック 10号鉢
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スタンド花・花束
アレンジメント
季節の花材を使い、お客様のイメージとご予算に
あわせてお作りいたします。スタンド花は新店舗
オープンをお祝いするのにぴったりです。

アレンジメント
サンプル写真 A

サンプル写真 A サンプル写真 B

サンプル写真D

サンプル写真 E

サンプル写真 C

花束
サンプル写真 A

花束
サンプル写真 B

アレンジメント
サンプル写真 B

42

43

プリザーブドフラワー
生花のような華やかさと、あなたの想いを長く留める、
新しい花の贈り物です。

47

49
48

プリザーブドフラワーとは、生花のようなみずみずしい美しさを備えながら、
ドライフラワーのように長く楽しむことのできる素材です。

加工には、オーガニックの染料と身体に無害な薬品が使われています。

水やりなどのお手入れが要りませんので、インテリア・ギフトにとても適し、
長い間美しい花姿を楽しめます。

※画像はアレンジメントの一例です

47／ローズ S
販売価格（税別）

￥30,000
◎サイズ：約H30
　　　　　／W20

49／ローズ L
販売価格（税別）

￥100,000
◎サイズ：約H60
　　　　　／W40

48／ローズM
販売価格（税別）

￥50,000
◎サイズ：約H30
　　　　　／W30

※49の商品は東京23区および、川崎市、横浜市の一部のみ
のお届けとなります。
詳しくは右記「ご注文につきまして」をご覧ください。

◆ご注文につきまして
・こちらの商品は完全受注生産となります。
  お届け日の10日前までにご注文ください。
・沖縄県、離島を除く全国配送が可能です（Lサイズ除く）。宅急
便にてお届けいたします。
・Lサイズのお届け先……東京23区・川崎市［川崎区］・横浜市［鶴
見区、港北区、都筑区、青葉区、神奈川区、保土ケ谷区、旭区、中区、
西区、南区、港南区]　
◆その他
・メッセージカードや立て札をお付けすることができます。詳細
はお問い合わせください。
・容器のデザインが異なる場合がございます。
・葉は造葉を使用しております。
◆キャンセルについて
・納品日を含めた7日前より全額キャンセル料が発生いたします。

◆メッセージカードも
　お付けできます。

※全商品、ご予算に応じて作成させて頂きます。

※全商品、ご予算に応じて作成させて頂きます。

42／
スタンド花１段
専用札付
販売価格（税別）

￥15,000 ～
◎サイズ：約H190／W100
サンプル写真の商品
￥15,000（税別）

46／
ブリザーブドフラワー各種

43／
スタンド花２段
専用札付
販売価格（税別）

￥20,000 ～
◎サイズ：約H200／W100
サンプル写真の商品
￥20,000（税別）

販売価格（税別）

￥5,000 ～
花束サンプル写真Aの商品
￥5,000（税別）
花束サンプル写真Bの商品
￥10,000（税別）

44／
花束各種

販売価格（税別）

￥5,000 ～
アレンジメントサンプル写真Aの商品
￥5,000（税別）
◎サイズ：約H30／W30

アレンジメントサンプル写真Bの商品
￥10,000（税別）
◎サイズ：約H50／W50

45／
アレンジメント各種

サンプル写真Aの商品
￥5,000（税別）
◎サイズ：約H20／W13

サンプル写真Bの商品
￥8,000（税別）
◎サイズ：約H20／W15

サンプル写真Cの商品
￥10,000（税別）
◎サイズ：約H32／W19

サンプル写真Dの商品
￥15,000（税別）
◎サイズ：約H25～30
　　　　　／W30

サンプル写真Eの商品
￥20,000（税別）
◎サイズ：約H13～15
　　　　　／W30

販売価格（税別）

￥5,000 ～
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それぞれのシーンに合わせ
て各種立札・メッセージカー
ドをご用意しております。
特に木札は商品の高級さ
を引き立てられるため、多
くの方に選ばれております。
※花束・プリザーブドフラ
ワー はメッセージカードの
みになります。
※スタンド花の専用札は無
料でお付けしております。

東京23区内・川崎、横浜、大阪、
名古屋、福岡の各市内は、 専門
のスタッフが手持ち配送便にて
安全にお届けいたします。
お時間のご指定にも対応できる
高品質な配送サービスをご提供
いたします。
その他の地域は、安全面に配慮
した植物専用の箱にお入れして、
宅配便にてお届けいたします。
※川崎、横浜市内は全域ではご
ざいません。詳細に関しまし
ては、ご注文に関するご注意
事項をご参照ください。

無料

オプション
お花だけでなく、立札やラッピングも

お選びいただけます。

大切な方の
オフィスやお部屋を
最高級の花と緑で
彩ります。

オレンジ系 ピンク系 ブルー系

グリーン系レッド系（通常） ゴールド系 御供え用

【メッセージカード】 【紙札】 【木札（通常）】 【木札（大）】

●立札とメッセージカード●立札とメッセージカード

●ラッピングカラー●ラッピングカラー
御祝用途の場合、レッド系
のラッピングでご用意させ
て頂くことが多くございま
すが、お客様のお好みや、
シーンに合わせてレッド系
以外のお色味もお選びいた
だけます。

お届け
お客様のお手元まで、
丁寧にお届けいたします。

◎サイズ： 11×6cm 手持ち配送便 宅配便でのお届け（梱包状態）
無料

◎サイズ：20×10.5cm ◎サイズ：24×9cm
￥500（税別）

◎サイズ：30×12cm
※胡蝶蘭７本立・10本立に
　お勧めです。

￥700（税別）

※メッセージカードは、商品サイズやメッセージ文字数に合わせてこちらでご用意させて頂きます。


