
優しい色合いで可愛らしくまとめました優しい色合いで可愛らしくまとめました

3,980円各3,980円各
（税込各4,298円）（税込各4,298円）

季節のアレンジ 中季節のアレンジ 中

4,980円4,980円
（税込5,378円）（税込5,378円）

季節のアレンジ 大季節のアレンジ 大

ピンクピンク

15,800円15,800円
（税込17,064円）（税込17,064円）

3,980円3,980円
（税込4,298円）（税込4,298円）

ミディコチョウラン
ラッピング
ミディコチョウラン
ラッピング

大輪コチョウラン 白
ラッピング
大輪コチョウラン 白
ラッピング

白白商品番号 1

商品番号 6

商品番号 7

商品番号 2

商品番号 8

商品番号 10

商品番号 11

商品番号 12

商品番号 9

商品番号 3

商品番号 4 商品番号 5

ピンクピンク

2,980円2,980円
（税込3,218円）（税込3,218円）

季節のアレンジ 小季節のアレンジ 小黄色黄色

3,980円各3,980円各
（税込各4,298円）（税込各4,298円）

季節の花束季節の花束
プリザーブドフラワー
フラワードーム
プリザーブドフラワー
フラワードーム
（約）幅16x奥行16x高さ14ｃｍ（約）幅16x奥行16x高さ14ｃｍ

6,980円6,980円
（税込7,538円）（税込7,538円）

6,980円各6,980円各
（税込各7,538円）（税込各7,538円）

プリザーブドフラワー
レジーナ
プリザーブドフラワー
レジーナ

（約）幅30x奥行10x高さ10ｃｍ（約）幅30x奥行10x高さ10ｃｍ

4,980円4,980円
（税込5,378円）（税込5,378円）

プリザーブドフラワー リースプリザーブドフラワー リース
（約）幅30x奥行8x高さ30ｃｍ（約）幅30x奥行8x高さ30ｃｍ

ピンクピンク
黄色黄色

表示価格は「本体価格」と「税込価格」を併記しております

感謝の気持ちや大切な思いを込めて贈りたい
開店祝いや長寿祝いに開店祝いや長寿祝いに

昇進祝いや新築祝いに昇進祝いや新築祝いに

結婚祝いや出産祝いに結婚祝いや出産祝いに

生花に特殊加工をして長期間楽しめるようにした加工花です。
水やり不要で長く楽しめるためギフトにおすすめです。
生花に特殊加工をして長期間楽しめるようにした加工花です。
水やり不要で長く楽しめるためギフトにおすすめです。プリザーブドフラワーとは？プリザーブドフラワーとは？

手軽に贈れて飾れるお花のギフトです手軽に贈れて飾れるお花のギフトです

手軽に飾れるサイズの
可愛らしいコチョウランです
手軽に飾れるサイズの

可愛らしいコチョウランです

大きな花で見栄えが
良いです

大きな花で見栄えが
良いです

ワイヤーフレームにリースを飾った
壁に掛けるプリザーブドフラワーです
ワイヤーフレームにリースを飾った
壁に掛けるプリザーブドフラワーです

ガラスドームに
可愛らしいお花を
アレンジしました

ガラスドームに
可愛らしいお花を
アレンジしました

気品漂う大人の色合いに
仕上げました
気品漂う大人の色合いに
仕上げました

元気になれるビタミンカラーです元気になれるビタミンカラーです

ピンクのかわいい
色合いです

ピンクのかわいい
色合いです

お祝いギフトに贈りたい
大き目のアレンジです
お祝いギフトに贈りたい
大き目のアレンジです

6号(約18cm） 7号(約21cm）

高さ
約45cm

高さ
約45cm

全長
約55cm

全長
約55cm

高さ
約20cm

高さ
約20cm

高さ
約35cm

高さ
約18cm

高さ
約65cm白白 ピンクピンク

黄色黄色

ピンクピンク

黄色黄色 ピンクピンク

アレンジアレンジ

花束花束

コチョウランコチョウラン

プリザーブドフラワープリザーブドフラワー

　　

お花の贈り物カタログ
全国無料配送 2/289/6 水 水 土3/10最終お申し込み

期間 お届け日
お届けはお申し込み日より10日以降の日程でご指定いただけます ※12/28木～1/6土の期間は配送指定はできかねます。予めご了承ください

お手入れガイド付き

http://keiyo-online.com/cgi-bin/db_f_1.cgi?G=item&item_id=15875
http://keiyo-online.com/cgi-bin/db_f_1.cgi?G=item&item_id=15876
http://keiyo-online.com/cgi-bin/db_f_1.cgi?G=item&item_id=15877
http://keiyo-online.com/cgi-bin/db_f_1.cgi?G=item&item_id=15878
http://keiyo-online.com/cgi-bin/db_f_1.cgi?G=item&item_id=15879
http://keiyo-online.com/cgi-bin/db_f_1.cgi?G=item&item_id=15881
http://keiyo-online.com/cgi-bin/db_f_1.cgi?G=item&item_id=15880
http://keiyo-online.com/cgi-bin/db_f_1.cgi?G=item&item_id=15882
http://keiyo-online.com/cgi-bin/db_f_1.cgi?G=item&item_id=15883
http://keiyo-online.com/cgi-bin/db_f_1.cgi?G=item&item_id=15884
http://keiyo-online.com/cgi-bin/db_f_1.cgi?G=item&item_id=15885
http://keiyo-online.com/cgi-bin/db_f_1.cgi?G=item&item_id=15886


2/289/6 水 水 土3/10最終お申し込み
期間 お届け日

※12/28木～1/6土の期間は配送指定はできかねます。予めご了承ください

●ご指定いただいたお届け日が前後する場合がございます。あらかじめご了承ください。
●植物のため、写真と実際の色・形などが異なる場合がございます。
●容器・ラッピングの色・柄は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

■詳しくはサービスカウンターへお訪ねください。

お届けはお申し込み日より
10日以降の日程でご指定いただけます。

【配送できない地域一覧】北海道／全域、東京都／伊豆諸島（青ヶ島村、大島町、神津島村、利島村、新島村、八丈町、御蔵島村、
三宅村）小笠原諸島（小笠原村）、長崎県／対馬市、鹿児島県／大島郡、鹿児島郡、奄美市、種子島、沖縄県／全域、その他離島

●ご注文はサービスカウンター、またはお近くの係員までお申しつけください。

※鮮度良くお届けするため、離島など一部配送できない地域がございます。

哀悼の意を込めた、お花の贈り物です

3,980円3,980円
（税込4,298円）（税込4,298円）

プリザーブドフラワー
蓮音（はすね）
プリザーブドフラワー
蓮音（はすね）

15,800円15,800円
（税込17,064円）（税込17,064円）

商品番号 13

商品番号 16

商品番号 17

商品番号 18
商品番号 19

商品番号 20
商品番号 21

商品番号 14
商品番号 15

（約）幅16x奥行16x高さ14ｃｍ（約）幅16x奥行16x高さ14ｃｍ 3,980円3,980円
（税込4,298円）（税込4,298円）

プリザーブドフラワー
紫苑（しおん）
プリザーブドフラワー
紫苑（しおん）
（約）幅7.5x奥行7.5x高さ14ｃｍ（約）幅7.5x奥行7.5x高さ14ｃｍ

4,980円4,980円
（税込5,378円）（税込5,378円）

プリザーブドフラワー
紫苑（しおん）
線香セット

プリザーブドフラワー
紫苑（しおん）
線香セット

（約）幅7.5x奥行7.5x高さ14ｃｍ（約）幅7.5x奥行7.5x高さ14ｃｍ

生花に特殊加工をして長期間楽しめるようにした加工花です。
水やり不要で長く楽しめるためギフトにおすすめです。
生花に特殊加工をして長期間楽しめるようにした加工花です。
水やり不要で長く楽しめるためギフトにおすすめです。

プリザーブドフラワーとは？プリザーブドフラワーとは？

洋風タイプのお供え用
プリザーブドフラワーです
洋風タイプのお供え用
プリザーブドフラワーです

いつまでも美しい状態を
お楽しみいただけます
いつまでも美しい状態を
お楽しみいただけます

お供え用のプリザーブドフラワーと
線香のセットです
お供え用のプリザーブドフラワーと
線香のセットです

高さ
約40cm

高さ
約50cm

高さ
約65cm

高さ
約45cm

高さ
約60cm

お供えなど、弔事全般にお使いいただけますお供えなど、弔事全般にお使いいただけます

白色のアレンジは亡くなられてから
日が浅い方に適しています
白色のアレンジは亡くなられてから
日が浅い方に適しています

ご法要、ご法事に
お使いいただけます
ご法要、ご法事に
お使いいただけます

ボリュームのある
お供え用アレンジです
ボリュームのある
お供え用アレンジです

6号(約18cm）

6,980円6,980円
（税込7,538円）（税込7,538円）

ミディコチョウラン 白 
弔事用ラッピング
ミディコチョウラン 白 
弔事用ラッピング

7号(約21cm）

大輪コチョウラン 白 
弔事用ラッピング
大輪コチョウラン 白 
弔事用ラッピング

4,980円各4,980円各
（税込各5,378円）（税込各5,378円）

お供えアレンジ40cmお供えアレンジ40cm
白白
カラフルカラフル

7,980円各7,980円各
（税込各8,618円）（税込各8,618円）

お供えアレンジ50cmお供えアレンジ50cm
白白
カラフルカラフル

商品番号 22
商品番号 23

白白
カラフルカラフル

白白

白白

カラフルカラフル

カラフルカラフル

白白

カラフルカラフル

9,980円各9,980円各
（税込各10,778円）（税込各10,778円）

お供えアレンジ60cmお供えアレンジ60cm

プリザーブドフラワープリザーブドフラワー

お供えアレンジお供えアレンジコチョウランコチョウラン

http://keiyo-online.com/cgi-bin/db_f_1.cgi?G=item&item_id=15892
http://keiyo-online.com/cgi-bin/db_f_1.cgi?G=item&item_id=15888
http://keiyo-online.com/cgi-bin/db_f_1.cgi?G=item&item_id=15889
http://keiyo-online.com/cgi-bin/db_f_1.cgi?G=item&item_id=15890
http://keiyo-online.com/cgi-bin/db_f_1.cgi?G=item&item_id=15891
http://keiyo-online.com/cgi-bin/db_f_1.cgi?G=item&item_id=15887
http://keiyo-online.com/cgi-bin/db_f_1.cgi?G=item&item_id=15893
http://keiyo-online.com/cgi-bin/db_f_1.cgi?G=item&item_id=15894
http://keiyo-online.com/cgi-bin/db_f_1.cgi?G=item&item_id=15895
http://keiyo-online.com/cgi-bin/db_f_1.cgi?G=item&item_id=15896
http://keiyo-online.com/cgi-bin/db_f_1.cgi?G=item&item_id=15897



