
フラワーギフトフラワーギフト
感謝の気持ちを伝える

全国配送承ります
長さ 約45㎝、カーネーション（濃いピン
ク3本）、スプレーカーネーション（複色ピ
ンク4本）、カスミソウ、ラッピング、リボン、
母の日カード、お手入れのしおり

長さ 約45㎝、カーネーション（濃いピン
ク3本）、スプレーカーネーション（複色ピ
ンク4本）、カスミソウ、ラッピング、リボン、
母の日カード、お手入れのしおり

マザーポットカーネーションレッドマザーポットカーネーションレッド
感謝の気持ちを
真っ赤なカーネーションに
添えて。
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感謝の気持ちを
真っ赤なカーネーションに
添えて。

幅 約22㎝×高さ 35～40㎝、
カーネーション5号鉢、
バスケット・ラッピング付、
母の日カード、お手入れのしおり

幅 約22㎝×高さ 35～40㎝、
カーネーション5号鉢、
バスケット・ラッピング付、
母の日カード、お手入れのしおり

2,500円
（税込2,700円）

お申し込み番号
05-7200

長さ 約55～60㎝、スプレーカーネーション7本、
サンデリアーナ1本、メッセージカード、
ラッピング付、母の日カード、
お手入れのしおり

長さ 約55～60㎝、スプレーカーネーション7本、
サンデリアーナ1本、メッセージカード、
ラッピング付、母の日カード、
お手入れのしおり

赤、ピンクの人気の
カラーカーネーション
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カラーカカラーカカラーカカラーカカラーカカラーカカラーカカラーカカラカラカラカラカラカラーカカラカラカラーカカラーカカラーカカラーカカラカラ カカラカララ カララ ーネーシーネーシーネーシネーシネーシネ シネ シネ シーネーシーネーシーネーシーネーシーネーシーネーシネ シネ シネ シネ シネ シネ シネ ショョョョョンョンョンョンョンョンンンンンンョンンンンョンンンン
赤、ピンクの人気の
カラーカーネーション

スプレーカーネーションの花束スプレーカーネーションの花束スプレーカーネーションの花束

高さ 約35㎝×鉢の直径 約15㎝
カーネーション｢さくらもなか｣5号鉢、
バスケット、母の日カード、お手入れのしおり
※つぼみを含んだ状態でお届けします。

高さ 約35㎝×鉢の直径 約15㎝
カーネーション｢さくらもなか｣5号鉢、
バスケット、母の日カード、お手入れのしおり
※つぼみを含んだ状態でお届けします。

様々なピンク色が、楽しめるカーネーション。
濃いピンク色から淡いピンク色に
花色が変化します。
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様々なピンク色が、楽しめるカーネーション。
濃いピンク色から淡いピンク色に
花色が変化します。

カーネーション｢さくらもなか｣カーネーション｢さくらもなか｣

ハッピーな気持ちになれそうな、
華やかなアレンジ。
ハッピーな気持ちになれそうな、
華やかなアレンジ。

ひまわりとカーネーションの
アレンジメントフラワー
ひまわりとカーネーションの
アレンジメントフラワー

幅 約20㎝×高さ 約17㎝、
カーネーション6本、
ヒペリカム1本、ヘデラ2本、
グリーン1本、器・給水スポンジ、
母の日カード、お手入れのしおり

幅 約20㎝×高さ 約17㎝、
カーネーション6本、
ヒペリカム1本、ヘデラ2本、
グリーン1本、器・給水スポンジ、
母の日カード、お手入れのしおり

色とりどりのカーネーション
にグリーンを効かせた
アレンジ。
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色とりどりのカーネーション
にグリーンを効かせた
アレンジ。

カーネーションアレンジメントフラワーカーネーションアレンジメントフラワー

長さ 約50㎝、バラ3本、
スプレーカーネーション2本、
かすみ草、切花栄養剤、
お手入れのしおり

長さ 約50㎝、バラ3本、
スプレーカーネーション2本、
かすみ草、切花栄養剤、
お手入れのしおり

美しくラッピングされたブーケは、
場の雰囲気を一瞬で華やかに
します。
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美しくラッピングされたブーケは、
場の雰囲気を一瞬で華やかに
します。

母の日 花束母の日 花束

幅 約15㎝×奥行 15㎝×高さ 40㎝、
デンドロビューム「ハマナレイク」4号鉢、
ラッピング、リボン、母の日カード、
お手入れのしおり

幅 約15㎝×奥行 15㎝×高さ 40㎝、
デンドロビューム「ハマナレイク」4号鉢、
ラッピング、リボン、母の日カード、
お手入れのしおり

高さ 約30㎝×鉢の直径 約15㎝、
マーガレット5号鉢、
バスケット、母の日カード、
お手入れのしおり

高さ 約30㎝×鉢の直径 約15㎝、
マーガレット5号鉢、
バスケット、母の日カード、
お手入れのしおり

薄いピンクから濃いピンクへの、
花色の変化を楽しめます。
薄いピンクから濃いピンクへの、
花色の変化を楽しめます。

マーガレット「さくらべーる」マーガレット「さくらべーる」

幅 約30㎝×奥行 30㎝×高さ 40㎝、
星咲きあじさい「ダンスパーティー」5号鉢、
ラッピング、バスケット（素材：竹）、母の日カード、
お手入れのしおり  ※つぼみを含んだ状態でお届けします。

幅 約30㎝×奥行 30㎝×高さ 40㎝、
星咲きあじさい「ダンスパーティー」5号鉢、
ラッピング、バスケット（素材：竹）、母の日カード、
お手入れのしおり  ※つぼみを含んだ状態でお届けします。

花持ちがよく、次 と々花を咲かせる
八重咲きのあじさいです。
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花持ちがよく、次 と々花を咲かせる
八重咲きのあじさいです。

星咲きあじさい「ダンスパーティー」星咲きあじさい「ダンスパーティー」

幅 約30㎝×奥行 30㎝×高さ 40㎝、
星咲きあじさい「コンペイトウ」ブルー5号鉢、
ラッピング、バスケット（素材：竹）、母の日カード、
お手入れのしおり  ※つぼみを含んだ状態でお届けします。

幅 約30㎝×奥行 30㎝×高さ 40㎝、
星咲きあじさい「コンペイトウ」ブルー5号鉢、
ラッピング、バスケット（素材：竹）、母の日カード、
お手入れのしおり  ※つぼみを含んだ状態でお届けします。

名前の通り、和のたたずまいを
感じさせる爽やかなブルー
のあじさいです。
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名前の通り、和のたたずまいを
感じさせる爽やかなブルー
のあじさいです。

あじさい「コンペイトウ」ブルーあじさい「コンペイトウ」ブルー

ユリとカーネーションの
ミックス
ユリとカーネーションの
ミックス

ユリとカーネーションの花束ユリとカーネーションの花束

承り期間 5月12日　～5月14日　
●お申し込みは、食品サービスカウンター（サービスコーナー）又は青果係員までお申しつけくださいませ。
●お申し込み時に宅配伝票を記入していただきます。※商品はヤマト宅急便で配送いたします。　 ●配送地域について、一部お届けできない地域がございます。詳しくは、係員にお問い合わせくださいませ。
※「母の日カード」への加筆はご容赦願います。

※花色、バスケット、ラッピング等は、写真と異なる場合がございます。
　あらかじめご了承くださいませ。

●写真はすべてイメージです。 ●価格は本体価格と税込価格を併記しております。

5月6日　まで お届け期間
〔お届け日の指定はご容赦くださいませ〕

2,500円
（税込2,700円）

お申し込み番号
03-7200

2,800円
（税込3,024円）

長さ 約55～60㎝、
ユリ1本、スプレーカーネーション5本、
カーネーション2本、グリーン1本、
メッセージカード、ラッピング付、
母の日カード、お手入れのしおり

長さ 約55～60㎝、
ユリ1本、スプレーカーネーション5本、
カーネーション2本、グリーン1本、
メッセージカード、ラッピング付、
母の日カード、お手入れのしおり

お申し込み番号
04-7200

2,800円
（税込3,024円）

幅 約20㎝×高さ 約17㎝、
ひまわり2本、カーネーション1本、
スプレーカーネーション1本、
ヒペリカム1本、ルスカス1本、
ヘデラ1本、器・給水スポンジ、
母の日カード、お手入れのしおり

幅 約20㎝×高さ 約17㎝、
ひまわり2本、カーネーション1本、
スプレーカーネーション1本、
ヒペリカム1本、ルスカス1本、
ヘデラ1本、器・給水スポンジ、
母の日カード、お手入れのしおり

お申し込み番号
07-7200

2,800円
（税込3,024円）

お申し込み番号
06-7200

2,200円
（税込2,376円）

お申し込み番号
02-9100

2,800円
（税込3,024円）

お申し込み番号
10-9100

3,800円
（税込4,104円）

お申し込み番号
11-9100

2,700円
（税込2,916円）

お申し込み番号
09-9100

3,800円
（税込4,104円）

お申し込み番号
12-9100

4,500円
（税込4,860円）

お申し込み番号
13-9100

3,000円3,000円
（税込3,240 円 ）
3,000円3,000円
（税込3,240 円 ）

花束｢ロゼシャンパーニュ｣花束｢ロゼシャンパーニュ｣
お申し込み番号
01-9100
お申し込み番号
01-9100

花束

鉢植え・アレンジメント

コンパクトながら、花が次々に咲くので
お家を華やかにするインテリアに
ぴったりです。
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コンパクトながら、花が次々に咲くので
お家を華やかにするインテリアに
ぴったりです。
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花 ｢ロゼシャンパ花束花 ｢ロゼシャンパ ニュ｣
柔らかなピンク色に気泡が舞う
ロゼシャンパーニュをイメージした
大人かわいい印象の花束です。

柔らかなピンク色に気泡が舞う
ロゼシャンパーニュをイメージした
大人かわいい印象の花束です。

幅 約22㎝×高さ 35～40㎝、
5号鉢、バスケット、
ラッピング付、
母の日カード、お手入れのしおり

幅 約22㎝×高さ 35～40㎝、
5号鉢、バスケット、
ラッピング付、
母の日カード、お手入れのしおり

さわやかなピンク色に
思いを込めて感謝を
伝えましょう。

さわやかなピンク色に
思いを込めて感謝を
伝えましょう。

マザーポットカーネーションピンクマザーポットカーネーションピンク

2,500円
（税込2,700円）

お申し込み番号
08-7200

デンドロビューム「ハマナレイク」デンドロビューム「ハマナレイク」
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５月14日（日）は母の日

※送料は価格に含まれております。
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土 金 日

お近くの　　　　　　　　　食品取り扱い店舗にてお申し込みくださいませ。




