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お知らせ ‐ 最新エントリ

最新エントリ

2015/12/15

プリザブドフラワー　アレンジメント　恵庭市フラワーショップ　花屋
カテゴリ: アレンジメント・花束 : プリザーブドフラワー アレンジ : 

執筆者: mons01 (9:38 am)

プリザーブドフラワーのアレンジメント
　　　
　　　結婚祝いのギフトにと・・・
　　　サムシングブルーの青で

　　ご予約でご希望のお色合いでお作りします
　　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　　　

カテゴリ一覧

季節のお花(81)
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プリザーブドフラワー
(6)
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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

プロフィール

お知らせ

マイブログ

ブログ投稿

アーカイブ

ご案内
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恵庭市 フラワー ショップ 花屋 花 配達 オーダーメイドのモンステラ
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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 (438)

2015/09/08

プリザ　アレンジ　恵庭市フラワーショップ
カテゴリ: アレンジメント・花束 : プリザーブドフラワー アレンジ : 

執筆者: mons01 (11:06 am)

にゃんこ

わんこ
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　　　　　　　　　　　　　　　を飼っているお友達へ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プレゼント♪

　　プリザーブドフラワーのアレンジメント



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 (2023)

2014/07/26

プリザーブドフラワーアレンジ ギフト 恵庭市フラワーショップ
カテゴリ: アレンジメント・花束 : プリザーブドフラワー アレンジ : 

執筆者: mons01 (8:57 pm)

結婚式 ご両親への贈答用プリザーブドフラワーアレンジメント★
新郎新婦様よりそれぞれのリクエストをいただいて

違うお色合いで

ご実家ではワンちゃんを2匹飼っていたので
ワンちゃんを入れて！のご希望♫
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ナチュラルな雰囲気が好きだから、、新郎様より色合いを指定頂き
こういう風に我が子に好みを知ってもらえていたら嬉しいですよね

(੭◌ु´  ͈ᐜ ` )͈੭◌ु⁾⁾
 

新婦様側はウサギさんを飼っていたのでうさちゃんを♫
このうさちゃん

ウフフ♫って
お二人のご結婚の幸せをかみしめているよぅ...

 

そして、ブルーのほおずき！！

前回のブログアップと繋がってきます、、、

新婦様は

[ 花冠・プリザアレンジ
 それぞれに同じお花を入れて欲しい ]

 家族になるから

今日という日に感謝の気持ちを込めて...
 みんなで同じ部分を持ち合いたい.....

 

柔らかい雰囲気の新婦様ですが

強く、凛とした
そんな気持ちがこもってました！



花冠付けたお写真！ありがとうございます☆

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 (5061)

2014/05/23

mother'sday2014
カテゴリ: アレンジメント・花束 : プリザーブドフラワー アレンジ : 

執筆者: mons01 (8:00 pm)

母の日☆プリザーブトフラワー

お二人の母へ。。。色違いで

喜んでいただけたかな・・・？？

ギフト商品としてのプリザの場合一応透明のケースに入れてお渡ししております・・・
　
　もちろんケースから出して飾ってもＧＯＯＤです
　壁かけにもできますし
　スタンドとしても飾れますので。
　ケースから出してかざって
　近くで見て触れて生花に近い風合いや
　造花との違いを感じることができます
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　埃がつきずらくなるのは断然ケースのままなのですが・・・

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 (2846)

2014/04/17

母の日　プリザーブドフラワーアレンジメント　恵庭市フラワーショップ
カテゴリ: アレンジメント・花束 : プリザーブドフラワー アレンジ : 

執筆者: mons01 (5:17 pm)
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母の日用に少しばかりですがプリザーブドフラワーのアレンジメントを製作しました☆

ご注文に関わらず詳細の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　　　

mailto: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 (3091)

2014/02/23

プリザーブドフラワー　恵庭市フラワーショップ
カテゴリ: アレンジメント・花束 : プリザーブドフラワー アレンジ : 

執筆者: mons01 (5:09 pm)

なにやらウサギさんがひそひそ話し・・

知ってる？？

もうすぐ結婚式があるんだって！！

じゃぁお祝いを持っていかないと！

四葉のクローバーがいいね☆

　　　　　　　　　　　　　　ご結婚のお祝いに
プリザのアレンジメントをピンクで！！のご希望でお作りしました☆
　　　春を少し・・・桜を入れて:*.;".*・;・^;・・;^・;・*.";.*: 
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近々3人家族
になるお二人

へ・・・ウサ
ギさんも三

匹。。

　　おめでと
うございま

す！！

プリザもお色合いなどのご希望をお聞きしてお作りしています。
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 (3576)

2013/12/23

アレンジメント　プリザーブドフラワー　恵庭市フラワーショップ
カテゴリ: アレンジメント・花束 : プリザーブドフラワー アレンジ : 

執筆者: mons01 (8:01 pm)

退職のお祝いとして・・・のプリザアレンジ

赤などの明るい強い色よりは、
ピンクなどの淡い優しい色合いで

かわいらしい・・ような
大人っぽい・・・ような感じで
のご要望☆

すごく丁寧なメールでのご依頼で
あげる方への気持ちが伝わるメールを頂きおつくりしました

ヤサシイグリーンバラと淡～いブルーのジャスミン∪*´艸｀)。。。
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ﾌﾜﾌﾜのピンク

アジサイとピ

ンクなスカビ

オサ

ホウズキの濃い目のピンクでちょっぴり元気よく☆今後のご活躍とご
健勝をお祈りて・・

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 (3319)

2013/10/27

プリザーブドフラワー　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 : プリザーブドフラワー アレンジ : 

執筆者: mons01 (12:09 pm)

プリザブドフラワーのアレンジメント☆

　　　何かある度にご注文いただいている
　　　ワンちゃんＬＯＶＥのＩさま♪

　　　　
淡い色合いご

希望で・・・
中心部がほん

のり緑のロー
ズと水色のロ

ーズ

　　ふわふわアジサイの森
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　　　　　森
の中の教会

　　　　　　　　
　　教会の上を舞うエンジェル
　　エンジェルが一粒の涙を天国へ運んでいきます・・・
　　　　　　　　　あなたの涙を。。

プリザ・生花ともに在庫はありません・・・
オーダーを居た咲いてからの仕入れ、製作となります。
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 (3412)

2013/10/12

プリザーブドフラワー　アレンジ　恵庭市フラワーショップ
カテゴリ: アレンジメント・花束 : プリザーブドフラワー アレンジ : 

執筆者: mons01 (6:29 pm)

お誕生日にプリザーブドフラワーで...
黒のピカピカな器で かっこ良くも少し入れて。
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赤のお色の指

定を伺って作

ったアレンジ

♪

四つ葉のクローバーでhappyな気分になりますよぅに☆

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 (3346)
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