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最新エントリ

2015/04/04

奥様のお誕生日に　アレンジメント
カテゴリ: アレンジメント・花束 : アレンジ☆大人系 : 

執筆者: mons01 (2:48 pm)

奥様のBIRTHDAYにお花を・・・

　　かわいいぴんくだけでは物足りないので♪
　　大人ピンクも入れて・・・

　　　バラ
　　　ラナンキュラス　　
　　　スカビオサ
　　　トルコキキョウ
　　　カーネーション

　　　カーネーションは密かにマイブーム。:*:・(*´ω`pq゛　
　　　母の日のイメージの
　　　カーネーションですが
　　　一口にピンクと言っても
　　　かなり多色の展開で。
　　　花合わせも楽しめます☆
　　　そして、花持ちはやっぱりよいのです

　　
　　　　　　丸っこいフォルムのお花・・・やぱり好きだな(●*>凵＜p喜q)*゜・。+゜

こんなお花贈りたい・・などありませんか？？
ご質問だけでもかまいませんッ

在庫はもっておりません・・・
オーダーをいただいてから仕入れいたします♪
ご注文に関わらずお問い合わせは下記までどうぞ☆

℡　08018754106
メールアドレス　 m.flower@cpost.plala.or.jp
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カテゴリ一覧

季節のお花(81)

薔薇(2)

葉物 グリーン(1)
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その他のお花(4)
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ど(5)

アレンジメント・花束(1)

アレンジ☆大人系(7)

アレンジ☆キュート系
(10)

アレンジ☆サワヤカ(6)

花束(4)

プリザーブドフラワー
アレンジ(9)
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レッスン(2)
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ホーム
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開店のお祝い　アレンジメント
カテゴリ: アレンジメント・花束 : アレンジ☆大人系 : 

執筆者: mons01 (6:03 pm)

美容室の開店のお祝いに・・・

オマカセ♪のアレンジメントをご依頼いただきました☆
　いいつもありいがとうございます！！
　　男性からのご依頼
　　大人なピンクと紫で(*’ω｀*)

紫とピンクの中間くらいの色・・・ガーベラは芯黒が好き☆

シンふぉりカ

ルポス　ぷり
ぷり実物
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こちらは外に置くスタンドタイプのご注文☆

最近の美容室

さんは本当に

素敵な店舗が

多いです☆
　
　オープンお
めでとうござ

います！！
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2014/04/28

アレンジメント　恵庭市フラワーショップ
カテゴリ: アレンジメント・花束 : アレンジ☆大人系 : 

執筆者: mons01 (6:49 pm)

男性のご退職にお花を・・
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紫とオレンジってあわなそうな色のコンビ

　　でも色味によって合っちゃうんですよ☆

　　ﾀﾞﾝﾃﾞｨな感じ・・・？？
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2014/04/15

アレンジメンメント　恵庭市フラワーショップ
カテゴリ: アレンジメント・花束 : アレンジ☆大人系 : 

執筆者: mons01 (6:13 pm)

女性の昇進のお祝いに・・・のアレンジメント☆

大人系で♪のご希望♪♪

　　　　　　　　　　ニュアンスカラーミックスのピンクやボルドー
で

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　色あわせがうまくいくように
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　仕入れできた時うれしくなるのだ・・
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　　　　　　　　　　　　　　バラ　ノーティカ＆ハートカズラ
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2014/02/05

アレンジメント
カテゴリ: アレンジメント・花束 : アレンジ☆大人系 : 

執筆者: mons01 (10:56 pm)

ダリアをメインに使って★

愛のキューピッド役の方のお店に飾ってもらいたくて。
アジアン好きな彼女へ!...

 アジアンテイストの濃い目の色合いで

3月の卒業シ
ーズンご退職シーズンのお問い合わせやご予約が増えて来てます☆

大切なギフトのお花ですから気合がはいりますッ♪

混み合う日時はご希望のお時間に添えなくなってしまいます´д` ;
 小さなお問い合わせでもお早めにお聞きくださいませ☆
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2013/11/02

アレンジメント　お誕生日　恵庭市フラワーショップ
カテゴリ: アレンジメント・花束 : アレンジ☆大人系 : 

執筆者: mons01 (2:56 pm)

昨年に引き続きご注文いただきありがとうございます！！

　　室蘭まで発送いたましたァ

　　
　　昨年はピンク系で作りましたので違った色で☆

　　今年はこんな感じで！！

喜んでいただけたならｻｲﾜｲﾃﾞｽ・・・
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こちらが昨年送りましたお花です☆
　　違った雰囲気でおつくりするように心がけております・・・
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2013/10/16

アレンジメント　恵庭市フラワーショップ
カテゴリ: アレンジメント・花束 : アレンジ☆大人系 : 

執筆者: mons01 (9:11 pm)

秋デス★

まぁ雪降りましたけど（－＿－；）
秋色なアレンジを・・・
グリーンのケイトウ
ピンクのケイトウ

赤リンゴ

と、
毛糸の玉・・・

ケイトウ と 毛糸
ダジャレ・・・・・*･゜ﾟ･*:.｡..｡.:**:.｡. .｡.:*･゜ﾟ･*ではなく、

ケイトウは手触りも布の質感★

どれが毛糸でしょうか？？

あっぷにすると、さすがにわかるかな？？

「ケイトウ」は漢字で書くと「鶏頭」
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花の形状が、ニワトリの鶏冠に似ていることから、この名が

英語でも「cockscomb」=鶏冠　
 

若干好き嫌いあるのかなぁ・・・ 
 近年は色鮮やかで花持ちも良いケイトウデス★
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