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お知らせ ‐ 最新エントリ

最新エントリ

2015/08/26

アレンジメント　周年祝い　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☆サワヤカ : 

執筆者: mons01 (4:57 pm)

パン屋さんの周年祝いのお花を…

オレンジがお店のカラーなのでオレンジ系で。元気が出るようなお花
にと*･゜ﾟ･*:.｡..｡.:*･'(*ﾟ▽ﾟ*)'･*:.｡. .｡.:*･゜ﾟ･*

　　　　　　　　　カードはお客様の手作り�
　　　　　　　　　枝のカード用ぼっこを付けて(o^^o)枝の先に手作りカードを

カテゴリ一覧

季節のお花(81)

薔薇(2)

葉物 グリーン(1)

実物(0)

その他のお花(4)

スタンド花(12)

ウェディング(1)

ラウンド(5)

キャスケード(2)

プリザーブドフラワー
(6)

アクセサリー・花冠な
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)

アレンジ☆供花(2)

レッスン(2)

メインメニュー

ホーム
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ここに…
 　　　　

　　　　　小さいころパン屋さんにもなりたかったナァ・・・
　　　　　おめでとうございます☆

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 (2225)

2015/04/16

開店のお祝いのお花を・・　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☆サワヤカ : 

執筆者: mons01 (10:06 pm)

恵庭市にできた大きな商業施設内　

お洋服のショップへ開店のお花をお届け♪

　　キイロ系＆ナチュラル　
　　　　なイメージでのご希望でした
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バラ・ラナンキュラスの淡ｷｲﾛ

　　　　＆
　グリーンのカーネーションやハイドランジア
　　フワモコに。。。

　　オープンの日は開店前から長蛇の列で・・
　　たくさんの買い物をするお客様で賑わっていました。
　　　横目に小走りで花を抱える自分
　　　ぅぅ。ゆっくり買い物したい・・・

東京のF様ご
注文ありがと

うございまし

た！！
　　無事お届
け完了しまし

た（
　　写真のア
ップが大変遅

くなり申し訳

ありません

（（＞＜：）

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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2015/04/10

お誕生日に　お店の名前にちなんだお花で
カテゴリ: アレンジメント・花束 : アレンジ☆サワヤカ : 

執筆者: mons01 (10:32 pm)

お店の名前にちなんだお花で！とのご希望のアレンジメント☆

　　　　　　　　　　いつもにぎわっているお店です♪
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　　　　　　　お誕生日にはたくさんお花がきています！！

今回は女性から女性へのバースディフラワー☆
ｽﾗﾘなｶﾗｰと

シュガーピンクのバラと合わせてお作りしました。
アレンジメントの背は高め！です。

ご注文いただきありがとうございます☆

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 (3914)

2014/08/05

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☆サワヤカ : 

執筆者: mons01 (2:41 pm)

お誕生用に・・・
　　昨年からご注文いただいているお客様
　　7/5アップした会社さまより注文♪　　　　

　　７月のお誕生日さまとおそろいのｶｺﾞバッグにアレンジ☆
　　 おそろいでお弁当でも入れて出勤♪
　　　なんていかがでしょうか・・？　　　　　　　　
　　　　

mailto:m.flower@cpost.plala.or.jp
http://www.mons62.com/modules/weblog/index.php?user_id=2
http://www.mons62.com/modules/weblog/details.php?blog_id=356#comment
http://www.mons62.com/modules/weblog/details.php?blog_id=356#trackback
http://www.mons62.com/modules/weblog/details.php?blog_id=346
http://www.mons62.com/modules/weblog/index.php?user_id=0&cat_id=25
http://www.mons62.com/modules/weblog/index.php?user_id=0&cat_id=33
http://www.mons62.com/userinfo.php?uid=2


お花～トルコキョウ
オンシジューム（蘭）
シンビジューム（蘭）
カラー

ブルーベリー
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2014/05/03

花 アレンジメント 恵庭市フラワーショップ 母の日近し
カテゴリ: アレンジメント・花束 : アレンジ☆サワヤカ : 

執筆者: mons01 (3:09 pm)

ピンク☆ピンク♪ピンク

ご退職の女性へ

母の日のお問い合わせも増えて来ております・・・

毎年の事ながら入荷が読みずらく
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どのお花が良い状態で入荷出来るかわからないのです

絶対にこのお花で！
などの

お花の指定は受けずらいのですがヽ(´o｀；
 

色合いや雰囲気はご指定いただけます☆

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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2014/01/07

アレンジメント　BOX　FLOWER　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☆サワヤカ : 

執筆者: mons01 (7:00 pm)

たまにお問い合わせいただくBOX FLOWER
　　

ふたを閉めることができます！
　　男性でも気恥ずかしくなく持ち歩けて( *´艸)( 艸｀*)
　　渡したときにふたを開けたときのサプライズ感☆
　　　などなど・・
　　　　　ＧＩＦＴによいですよぉ！！

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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