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お知らせ ‐ 最新エントリ

最新エントリ

2015/05/01

お誕生日に　ハートなお花を♪
カテゴリ: アレンジメント・花束 : アレンジ☆キュート系 : 

執筆者: mons01 (10:21 pm)

ハートの形に心を込めて・・・

　　　濃い目のピンクでおっきなハート

　　　　　　　　　　中に淡いピンクでちゃなハート・・

　　　happy birth day !!!
 

　　　　　　ご注文ありがとうございますッ！！

　　　　　　　たくさんのハートとメッセージカードお届けいたしま
した☆
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mons01さんのブログを読む | コメント (0) | トラックバック数 (0) | 閲覧数 (3947)

2015/04/06

新しい職場へ行く方へ　アレンジメント
カテゴリ: アレンジメント・花束 : アレンジ☆キュート系 : 

執筆者: mons01 (6:09 pm)

新しい部署に行く女性へ
　　　かわいくのご希望で☆
　　　
　　　
　　　下の部分はかごバッグ♪

　　　次期職場へは
　　　お弁当を入れて・・や
　　　ドリンクを入れてみたり
　　　　と
　　　　お花の後にも楽しんでもらえるように
　　　　(●´∀｀)ノ+゜*。゜+゜。*゜+ 　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　お花はヤワラカピンクでふんわ
りと♪

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

mons01さんのブログを読む | コメント (0) | トラックバック数 (0) | 閲覧数 (3668)

2014/12/01

アレンジメント　ボックスフラワー　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☆キュート系 : 

執筆者: mons01 (7:29 pm)

BOXフラワーのお届け♪
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ご注文主様は海外にいらしゃる方でメールのやりとりでのご注文★

離れていてもBIRTHDAYにお花をと・・・
 　　　ふたを開けた時の感動をお届け・・・

mons01さんのブログを読む | コメント (0) | トラックバック数 (0) | 閲覧数 (3016)

2014/11/13

アレンジメント　開院のお花　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☆キュート系 : 

執筆者: mons01 (9:51 pm)
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開院のお祝いに・・・小児科なのでかわいいイメージで♪ガーベラや

小さめのバラを入れて

　　　

秋色アジサイのニュアンスカラーでやらかく
・・お送りしたのは１０月のことでしたので。。Upが大変遅くなりましてすいません（（（＞　　＜）））

このころの季節花タチ

シンフォリカルポスや

秋色アジサイ・・

秋なら秋らしく・・季節のお花ｽキﾀﾞﾅ

ｵﾒﾃﾞﾄｳｺﾞｻﾞｲﾏｽ！！
オーダーありがとうございます・・・お気に召して頂けたなら幸いです・・♪
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2014/07/05

http://www.mons62.com/modules/weblog/index.php?user_id=2
http://www.mons62.com/modules/weblog/details.php?blog_id=350#comment
http://www.mons62.com/modules/weblog/details.php?blog_id=350#trackback


アレンジメント　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☆キュート系 : 

執筆者: mons01 (7:44 pm)

お誕生用に・・・

　　昨年からご注文いただいているお客様☆
　　リピートの注文はすごくうれしぃです♪

　　今年はオールお任せ！！
　　・・・とは言え、昨年とは違った感じに

　　　　ｶｺﾞバッグにアレンジ☆
　　　　お花が終わったら少しのお買い物バッグとしても良いですし
　　　　
　　　　秋にドライフラワーをﾊﾞサっと入れて飾っても・・・

　　　季節のオ花たっぷりで

　　　小さな赤いお花は
　　　シャーリーベイビー　と言う甘い香りのランです

　　　オンシジューム（黄色の蘭）の仲間で
　　　姿もかわいいのですが
　　　チョコレートのような香りに誘われ
　　　ついつい買ってしまいます:*.;".*・;・^;・:(*yωy*):・;^・;・
*.";.*:

mons01さんのブログを読む | コメント (0) | トラックバック数 (0) | 閲覧数 (4351)

2014/01/22

アレンジメント　恵庭市フラワ－ショップ
カテゴリ: アレンジメント・花束 : アレンジ☆キュート系 : 

執筆者: mons01 (10:20 pm)

ニコニコ☆

歌舞伎好き、明るくッて、料理が上手、、、が送る相手☆お誕生日のお祝いにと♪
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と、お聞きし
て。で、あと
はお任せしま

す！！・
と・・のこと
なので！めち
ゃ自分のイメ

ージ、好みで
おつくりしち

ゃいました(*
´з`*)…

 

mons01さんのブログを読む | コメント (0) | トラックバック数 (0) | 閲覧数 (3812)

2013/11/22

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☆キュート系 : 

執筆者: mons01 (8:09 pm)
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見てます・・

見てま

す・・・・・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お目目がｷﾗﾘ☆

面白く・・・とオーダーのアレンジ☆
　　　面白くなった！！かな？！！
ちょっぴりクリスマスも意識しつつ

スギちゃん(ヒムロ杉)を・・・

　　　お誕生日おめでとうございます☆

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　　　

mons01さんのブログを読む | コメント (0) | トラックバック数 (0) | 閲覧数 (3062)

2013/11/14

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☆キュート系 : 

執筆者: mons01 (9:06 pm)

幼稚園
に・・・のア
レンジメント

タンバリン♪りんりん♪

みんなダイスキお砂場　　スコップも☆
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ｺﾛﾝかわゆい

ｽｽﾞﾒｳﾘ☆

　　お花だけ
でなくチョッピリ小物も入れ込んで・・・のアレンジもおつくりしま
す！！

ご相談・お問い合わせは下記までお気軽に

　　　　　　　℡　08018754106
 

メールアドレス　 m.flower@cpost.plala.or.jp
　　　　　　

mons01さんのブログを読む | コメント (0) | トラックバック数 (0) | 閲覧数 (3172)

2013/10/23

アレンジ　カボチャ☆　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☆キュート系 : 

執筆者: mons01 (9:11 pm)

１０月の定番ネタ・・・・・

　　　ハロウェィンカボチャ☆

みんななんだか楽しそうに見えるかぼちゃん,ｓ

秋マンサイで　アマランサス＆ファーガス
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一人一人の顔

はオリジナルで書き書き・・チョキチョキ・

香りの良いクリームイブピアチッェと☆

mons01さんのブログを読む | コメント (0) | トラックバック数 (0) | 閲覧数 (3518)

2013/10/11

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☆キュート系 : 

執筆者: mons01 (12:05 am)

会社様より
　自社の女性の誕生日に☆
　　笑顔の素敵な女性なので黄色系で
　　　　　　　元気な感じで！！
　　　　　　　　　　　　　　　のリクエスト♪
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職場のみんなでhappy birth day**
 

カボチャんも

いれて...
 

持って行ったときに本人にお会いでき

ほんとに笑顔が素敵な方で！！
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