
※お申し込みFAX：03-6823-5873注 文 書

申し込み先
フローリストエレガ〈商船三井テクノトレード（株）運営〉
TEL：03-6823-5927　Mail：marketing.sales@motech.co.jp
※ご注文受付後、ご依頼主様へ確認のお電話をいたします。万一お電話がない場合は必ず上記へお問い合わせ下さい。

送料無料・木札無料

（お手数をおかけいたしますが、コピーしてご使用ください）

ご
請
求
先

住　所：（〒　　　　　　　　　　　　　）

氏名： 電話番号：

ご希望の色、雰囲気、形など 【※アレンジメント、花束、スタンド花はこちらにご記入ください】

札

MOL
ロゴマーク

内容

・メッセージカード　　・立札（　紙札　/　木札　）　　・付けない

※旧字体等にお気をつけください。
※立札は基本的に縦書きとなります（別途指定のある場合はご連絡ください）。

・付ける　　　　　　　・付けない

頭書き ・祝　  ・御祝　  ・祝御移転　  ・祝　　周年　  ・その他（　　　　  　）

品　　　名 単　価 金　額（税別）数量色

円

円

円

ご
依
頼
主

住　所：（〒　　　　　　　　　　　　　）

氏名： 電話番号：

お
届
け
先

住　所：（〒　　　　　　　　　　　　　）

氏名： 電話番号：

※掲載されていない観葉植物もご用意できます。ご相談ください。
　時期や種類により1週間程お時間をいただく場合がございます。

パキラ ポトス ベンジャミン オーガスタユッカ

・1か月に2回メンテナンスへ伺います。
・2か月に1回商品の交換へ伺います。
・植物は環境に合ったものをご提供させていただきます。
・交換前に枯れた場合は即日交換に参ります。

・大鉢2鉢より承ります。
・レンタルする鉢数によりお値段はご対応致しますのでご相談ください。
・配送は東京、埼玉、神奈川（横浜市内）、千葉（千葉市内）に限らせていただきます。

レンタル観葉植物
1か月のレンタル料（税別）

【大鉢】￥2,500- サイズ：約H１６０～１８０
【中鉢】￥1,500- サイズ：約H６０～８０
【小鉢】￥　700- サイズ：約H３０～４０ ストーン

カバー
陶器カバーをご希望の場合は
＋1,000円となります。

陶器
カバー表示価格に含まれております。

発注日：　　　　　 年 　　　月　 　　日 お届け日：　 　　月　　 　日（　　 　）　□AM　□PM通常価格（税別）  ８号・￥１２,０００-　１０号・￥１８,０００-

特別価格（税別）【８号】￥9,000-　【１０号】￥15,000-
サイズ： ８号・約H１００～１３０　１０号・約H１６０～１８０

サンプル写真：上段・８号鉢／下段・１０号鉢

バスケットが無料で付きます！
（一般販売価格２,５００円相当）
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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）。

●宅配便地域において物流が著しく増える（母の日・
　お歳暮・3月～4月の引越しシーズン）時期などは商
　品の未着・延着となる場合がございます。

●沖縄・離島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。

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。

●観葉植物を宅配出荷により個人宅へお届けする場合
　は、別途送料がかかります。都度ご相談下さい。

●北海道へのお届けは1,000円（税別）加算されます。
　（観葉植物以外）

●北海道へのお届けは2,000円（税抜）加算されます。
　（観葉植物各サイズ）

●九州への観葉植物10号のお届けは2,000円（税別）
　加算されます。（福岡市内除く）

●お届け先ご不在での再配送は別途1,500円（税別）、
　転送料は実費でのご請求となります。
（別途料金が発生する場合はご連絡差し上げます）

 

12月～３月の冬期寒冷地への胡蝶蘭・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、花束などの生花において
　は全国に提携店があるため、周年お手配は可能です。

●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。

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致します。

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
　発生致します。

●宅配エリアに関しては出荷日当日より全額キャン
　セル料金が発生致します。

配送エリア 送料

冬期のご注文について

Order

キャンセルについて

冬期寒冷地
!"#$%
フローリストエレガ

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。
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

ラッピング



S特選 （５本立）
通常価格（税別） ￥５０,０００-

特別価格（税別） ￥37,000-
輪数：６５輪（１本１２輪）以上（蕾含む）
サイズ：約H１００前後／W７０

グラマトフィラム （３本立）
通常価格（税別） ￥２２,０００-

特別価格（税別） ￥18,000-
サイズ：約H８０～９０／W４０

ミディ胡蝶蘭 （５本立）
通常価格（税別） ￥２０,０００-

特別価格（税別） 

￥17,000-
サイズ：約H６０～７０／W４０～５０

ミディ胡蝶蘭 （３本立）
通常価格（税別） ￥１５,０００-
特別価格（税別）

￥10,000-
サイズ：約H５０～６０／W３５～４０

オンシジューム （５本立）
通常価格（税別） ￥１３,０００-

特別価格（税別）  ￥10,000-
サイズ：約H９０／W３５

S特選 （３本立）
通常価格（税別） ￥３０,０００-

特別価格（税別） ￥25,000-
輪数：３６輪（１本１２輪）以上（蕾含む）
サイズ：約H８０～１００／W４０～５０

特選 （５本立）
通常価格（税別） ￥４０,０００-

特別価格（税別） ￥34,000-
輪数：５５～５９輪（１本１０～１１輪）以上（蕾含む）

サイズ：約H８０～１００／W６０～７０

特選 （３本立）
通常価格（税別） ￥２５,０００-

特別価格（税別） ￥20,000-
輪数：３３～３６輪（１本１１～１２輪）以上（蕾含む）

サイズ：約H８０～１００／W４０～５０

スタンダード （５本立）
通常価格（税別） ￥３５,０００-

特別価格（税別） ￥29,000-
輪数：５０輪（１本１０輪）以上（蕾含む）
サイズ：約H８０～１００／W６０～７０

化粧蘭 （２本立）
通常価格（税別） ￥２４,０００-

特別価格（税別） ￥22,000-
輪数：２０輪（１本１０輪）以上（蕾含む）

化粧蘭 （３本立）
通常価格（税別） ￥３６,０００-

特別価格（税別） ￥30,000-
輪数：３０輪（１本１０輪）以上（蕾含む）

化粧蘭 （５本立）
通常価格（税別） ￥６０,０００-

特別価格（税別） ￥52,000-
輪数：５０輪（１本１０輪）以上（蕾含む）

スタンダード （３本立）
通常価格（税別） ￥２２,０００-

特別価格（税別） ￥17,000-
輪数：３０輪（１本１０輪）以上（蕾含む）
サイズ：約H８０～１００／W４０～５０

デンドロビューム （６号鉢・７号鉢）
通常価格（税別） ６号・￥８,０００-　７号・￥１２,０００-

特別価格（税別）【６号】 ￥　7,000-
　　　　　　　【７号】 ￥10,000-

サイズ：６号・約H６０/W３０
　　　　７号・約H７０/W３５
※サンプル写真の商品は６号

（特許登録4982901号・商標登録認定済）

木札・紙札・メッセージカード
無料

ピンク白 ピンク 白

デンファレ （５本立）
通常価格（税別） ￥１２,０００-

特別価格（税別） ￥10,000-
サイズ：約H９０～１００／W３０

夏期期間のみ（７月～８月）

冬期期間のみ（１２月～３月）

シンビジューム （３本立・５本立）
通常価格（税別） ３本立・￥１２,０００- ５本立・￥１８,０００-

特別価格（税別）【３本立】 ￥　9,000-
　　　　　　   　【５本立】 ￥13,000-
サイズ：３本立・約H９０～１００/W３０
　　　　５本立・約H９０～１００/W４０
※サンプル写真の商品は３本立

冬期期間のみ（１２月～２月）

胡蝶蘭
季節感あふれる絵柄、お祝い文字をプラスする逸品

ミディ胡蝶蘭

洋蘭各種

化粧蘭

5本立

3本立

※完全受注生産になりますので、ご注文はお届け希望日の５日前までにお願いいたします。

【ご注文の際は、以下の点にご注意下さい。】
●パウダーは蘭専用のものであり、一般的な化粧品とは異なります。
●花に触れると衣類等に色素が付着する場合がございます。
●パウダー添加による花持ちへの影響はありません。
●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。
●花に霧吹等で直接水をかけないで下さい。
●蕾が開いても、文字・絵柄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
　お化粧致しますので、お色の選択は基本的にお任せ願います。

化粧蘭とは…
蘭専用のパウダーを用いて、自然では
出せない色彩や文字・絵柄を自由に
お化粧した胡蝶蘭の総称です。

花束各種
販売価格（税別） ￥5,000- ～

アレンジ各種
販売価格（税別） ￥5,000- ～

スタンドフラワー・花束・アレンジ

季節の花材を使い、ご予算に合わせてお作りいたします。ご希望の色味、イメージがございましたらお知らせください。
なお、在庫状況や時期によりご希望の花材がご用意できない場合がございます。また、花材の指定はご容赦ください。

白＆緑系黄＆オレンジ系青＆紫系紫系ピンク系赤系

スタンド花・２段（木札込）
販売価格（税別）￥20,000- ～

サイズ：約H２００／W１００
※サンプル写真の商品・￥３０,０００-（税別）
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スタンドフラワー・花束・アレンジ

季節の花材を使い、ご予算に合わせてお作りいたします。ご希望の色味、イメージがございましたらお知らせください。
なお、在庫状況や時期によりご希望の花材がご用意できない場合がございます。また、花材の指定はご容赦ください。

白＆緑系黄＆オレンジ系青＆紫系紫系ピンク系赤系

スタンド花・２段（木札込）
販売価格（税別）￥20,000- ～

サイズ：約H２００／W１００
※サンプル写真の商品・￥３０,０００-（税別）

※お申し込みFAX：03-6823-5873注 文 書

申し込み先
フローリストエレガ〈商船三井テクノトレード（株）運営〉
TEL：03-6823-5927　Mail：marketing.sales@motech.co.jp
※ご注文受付後、ご依頼主様へ確認のお電話をいたします。万一お電話がない場合は必ず上記へお問い合わせ下さい。

送料無料・木札無料

（お手数をおかけいたしますが、コピーしてご使用ください）

ご
請
求
先

住　所：（〒　　　　　　　　　　　　　）

氏名： 電話番号：

ご希望の色、雰囲気、形など 【※アレンジメント、花束、スタンド花はこちらにご記入ください】

札

MOL
ロゴマーク

内容

・メッセージカード　　・立札（　紙札　/　木札　）　　・付けない

※旧字体等にお気をつけください。
※立札は基本的に縦書きとなります（別途指定のある場合はご連絡ください）。

・付ける　　　　　　　・付けない

頭書き ・祝　  ・御祝　  ・祝御移転　  ・祝　　周年　  ・その他（　　　　  　）

品　　　名 単　価 金　額（税別）数量色

円

円

円

ご
依
頼
主

住　所：（〒　　　　　　　　　　　　　）

氏名： 電話番号：

お
届
け
先

住　所：（〒　　　　　　　　　　　　　）

氏名： 電話番号：

※掲載されていない観葉植物もご用意できます。ご相談ください。
　時期や種類により1週間程お時間をいただく場合がございます。

パキラ ポトス ベンジャミン オーガスタユッカ

・1か月に2回メンテナンスへ伺います。
・2か月に1回商品の交換へ伺います。
・植物は環境に合ったものをご提供させていただきます。
・交換前に枯れた場合は即日交換に参ります。

・大鉢2鉢より承ります。
・レンタルする鉢数によりお値段はご対応致しますのでご相談ください。
・配送は東京、埼玉、神奈川（横浜市内）、千葉（千葉市内）に限らせていただきます。

レンタル観葉植物
1か月のレンタル料（税別）

【大鉢】￥2,500- サイズ：約H１６０～１８０
【中鉢】￥1,500- サイズ：約H６０～８０
【小鉢】￥　700- サイズ：約H３０～４０ ストーン

カバー
陶器カバーをご希望の場合は
＋1,000円となります。

陶器
カバー表示価格に含まれております。

発注日：　　　　　 年 　　　月　 　　日 お届け日：　 　　月　　 　日（　　 　）　□AM　□PM通常価格（税別）  ８号・￥１２,０００-　１０号・￥１８,０００-

特別価格（税別）【８号】￥9,000-　【１０号】￥15,000-
サイズ： ８号・約H１００～１３０　１０号・約H１６０～１８０

サンプル写真：上段・８号鉢／下段・１０号鉢

バスケットが無料で付きます！
（一般販売価格２,５００円相当）

カポック サンセベリア 御
祝
商
船
三
井
テ
ク
ノ
ト
レ
ー
ド
株
式
会
社

東
京
太
郎

代
表
取
締
役

社
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観葉植物
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※
縦
書
き
サ
ン
プ
ル

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）。

●宅配便地域において物流が著しく増える（母の日・
　お歳暮・3月～4月の引越しシーズン）時期などは商
　品の未着・延着となる場合がございます。

●沖縄・離島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。

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。

●観葉植物を宅配出荷により個人宅へお届けする場合
　は、別途送料がかかります。都度ご相談下さい。

●北海道へのお届けは1,000円（税別）加算されます。
　（観葉植物以外）

●北海道へのお届けは2,000円（税抜）加算されます。
　（観葉植物各サイズ）

●九州への観葉植物10号のお届けは2,000円（税別）
　加算されます。（福岡市内除く）

●お届け先ご不在での再配送は別途1,500円（税別）、
　転送料は実費でのご請求となります。
（別途料金が発生する場合はご連絡差し上げます）

 

12月～３月の冬期寒冷地への胡蝶蘭・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、花束などの生花において
　は全国に提携店があるため、周年お手配は可能です。

●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。

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致します。

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
　発生致します。

●宅配エリアに関しては出荷日当日より全額キャン
　セル料金が発生致します。

配送エリア 送料

冬期のご注文について

Order

キャンセルについて

冬期寒冷地
!"#$%
フローリストエレガ

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。
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

ラッピング
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reiko.kumeda
テキストをタイプ

reiko.kumeda
テキストをタイプ

reiko.kumeda
テキスト ボックス

reiko.kumeda
テキスト ボックス


