
ホーム 今日のお花たち ｱﾚﾝｼﾞ・花束 ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞ ｽﾀﾝﾄﾞ花 ｶﾙﾁｬ‐ﾚｯｽﾝ ｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ花屋 お問い合せ 特定商取引の表記

お知らせ ‐ 最新エントリ

最新エントリ

2015/04/23

スタンド花　恵庭市フラワーショップ
カテゴリ: スタンド花 : 

執筆者: mons01 (10:02 pm)

焼肉店の開店のお祝いに！

　　札幌市のHALAL焼肉晃様へ届け☆
　　
　　　目立つように
　　　おっきなガーベラと真っ赤なバラで
　　　自分的には
　　　ﾒｽﾞﾗｼｸ派手に目にヽ(ﾟｰﾟ*ヽ)ヽ(*ﾟｰﾟ*)ﾉ(ﾉ*ﾟｰﾟ)ﾉ♪ 
　　　肉だし！派手に！！

この日は４台お届け☆+:;;;;;:+☆☆+:;;;;;:+☆ 
　　　ご注文いただきありがとうございます☆

　　　在庫は持っておりませんので今日の今日だと
　　　スタンド花の対応ができない日が多いのが現状です。。。
　　　お早めにご相談いただけるとお色や雰囲気など
　　　ご希望に添えます！

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　　　

　　　

供花のスタンド花・・・
　　　こちらは急な事ですので
　　　明日なんだけど・・

　　　明後日なんだけど・・・
　　　とお電話いただければ
　　　対応できるときのみですがMONSTERAで製作・配達いたしま
す。

故人のお好き

な雰囲気

で・・・

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

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

アルバム

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 (4883)

2014/12/16

バルーンスタンド花　恵庭市フラワーショップ
カテゴリ: スタンド花 : 

執筆者: mons01 (10:19 pm)

３周年のお祝いにバルーン入りのお花をお届け☆

お店の名前にちなんでワインレッドのカラーを入れて
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3周年にちなんで3RDのレターバルーンもお入れしました
 

お店絵の会談を上って

　一番に目に入る入り口前に置かせていただけました!!
 

喜んでいただけたなら幸いです。。。

　　　　　　　　ご注文ありがとうございます＆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 (4725)

2014/10/14

スタンド花
カテゴリ: スタンド花 : 

執筆者: mons01 (10:36 am)
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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 (5014)

2014/07/07

スタンド花　バルーン入り　恵庭市フラワーショップ
カテゴリ: スタンド花 : 

執筆者: mons01 (6:41 pm)

お誕生日のお祝いへお花を
　　　
　　　送り主のお名前を面白く変えて(*･艸･）
　　　その名前にちなんで
　　　テーマカラーは赤！！

　　　真っ赤なバラとガーベラ☆
　　
　　　スモークツリーでﾓｸﾓｸ *￣(ｴ)￣)

入り口の一番目に入るところに置かせていただきましたょ☆
　　　
　　　　目立つこと間違いなしッ！

　　　　周年記念に送ってもよいですよね♪
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　　　　恵庭・千歳・札幌近郊は
　　　　車にて直接配達いたします。
　　　　ほか地域については運送会社利用も可。
　　　　ご相談・お問い合わせは下記までお気軽に
　　　　（オーダーメイドの為お早目のご予約をお願いいたします）

　　　　　　　℡　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 (5965)

2014/04/03

スタンド花　バルーンスタンド　恵庭市フラワーショップ
カテゴリ: スタンド花 : 

執筆者: mons01 (10:05 am)

スタンドのお花を・・・

　　た～くさん来るであろうスタンド花達の中で
　　ちょっぴり変わったスタンド花で☆のご注文・・

　　　　風船の入ったスタンドをご提案☆快諾いただきつくりました
♪
　　　　　　いつもご注文ありがとうございます！！

今回はお誕生日でしたが開店のお祝いにもGOODです☆
　　　バルーンとお花は来場者にプレゼント！！なんてのも良いです
ょ*･゜ﾟ･*:.｡..｡.:**:.｡. .｡.:*･゜ﾟ･*
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ガーべラのみで♪（葉っぱとアジサイは少々）フラワースタンドです
から風船だけじゃないです！！
　　ガーベラは６種
　　お花の大きな大輪ガーベラも入れて・・

水玉プリテカ風船*･゜ﾟ･*:.｡..｡.:**:.｡. .｡.:*･゜ﾟ･*
 

　　配達について。。。
　　　　恵庭・千歳・札幌近郊は
　　　　車にて直接配達いたします。
　　　　ほか地域については運送会社利用も可。
　　　　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 (4710)

2012/05/08

スタンド花　恵庭市フラワーショップ
カテゴリ: スタンド花 : 

執筆者: mons01 (3:33 pm)

　　お店のご開店のお祝いに*。*。*。*。*。*。*。*。 
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おまかせでのご注文

　　ご注文主さまの雰囲気が緑・・葉ものグリーン系・・淡い色かな
って

　　

　　　　　　使用花～オオデマリ
　　　　　　　　　　バラ　アバランシェ
　　　　　　　　　　バラ　ピンク
　　　　　　　　　　アンスリューム
　　　　　　　　　　spカーネーション

 　　　　　　　　　　スマイラックス
　　　　　　　　　　モンステラ

　早めのご予約にてご希望の雰囲気や色合いにお答えできます！！
　　　　　　　　　

　　配達について。。。
　　　　恵庭・千歳・札幌近郊は
　　　　車にて直接配達いたします。
　　　　　　　　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

mailto:m.flower@cpost.plala.or.jp


　黒い壁の前でぱちりと撮影・・

　　黒に負けてお花の色がうまく出ないな・・.+:｡*ω*.+:｡ 
 

　　　　　　　久々カメラコーナーを見たらよさげなカメラを発見してしまった・・
　　　　　　　・・カメラほしす

　　　　　　　　

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 (6551)

2012/04/25

スタンド花　恵庭市フラワーショップ
カテゴリ: スタンド花 : 

執筆者: mons01 (3:17 pm)

　開店のお祝いのスタンド花・・

　　　　
　　　　桜を入れて春の雰囲気

春はオレンジやイェローが気に入りはじめる・・（個人的に）

　　　　使用花～彼岸桜
　　　　　　　　カーネーションイェロー＆オレンジ
　　　　　　　　グロリオーサ　イェロー
　　　　　　　　スナップ　イェロー
　　　　　　　　オンシジューム
　　　　　　　　百合　
　　　　　　　　モンステラ　　
　　　　　　　　アレカ
　　　　　　　　

　　　アレンジメントもご注文いただきお届け

　　　　　　　　でっかいお花はキングプロテア☆
　　　　存在感満点

配達について。。。
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　　　　恵庭・千歳・札幌近郊は
　　　　車にて直接配達いたします。
　　　　　　　　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 (6276)

2010/06/08

花　スタンド花　恵庭市フラワーショップ
カテゴリ: スタンド花 : 

執筆者: mons01 (4:51 pm)

花　スタンド花　恵庭市フラワーショップ

　お祝いなどのスタンドのお花
　　　　　
　　色合いや雰囲気のご要望にと近づけるように
　　予約にてお受けさせていただいてます。。。

季節のお花を使って

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　色にこだわって
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こちらはガラス器なので店舗内のみに対応ですが。。

　　　おみせの雰
囲気にあわせた

り。。

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 (8781)

2009/10/16

スタンド花　恵庭市フラワーショップ
カテゴリ: スタンド花 : 

執筆者: mons01 (5:53 pm)

　　　店内用のスタンドのお花
　　　秋ぽくのリクエスト。。。　
　　　　店内用のお花なのでガラス器で
　　　　　ガラスの中にｱﾅﾍﾞﾙとハスの実ﾄﾞﾗｲを入れて

　　　使用花～ばら2種
　　　　　　　カラー
　　　　　　　ﾌｳｾﾝﾄｳﾜﾀ

　　　　　　　ｱﾅﾍﾞﾙ

配達について。。。
　　　　恵庭・千歳・札幌近郊は
　　　　車にて直接配達いたします。
　　　　ほか地域については運送会社利用も可。
　　　　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
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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 (8971)

2009/09/08

スタンド花
カテゴリ: スタンド花 : 

執筆者: mons01 (2:31 pm)

お祝いのスタンド花

カーショップの開店に。。。

　　　　　　　　赤で！
　　　　　　早めのご予約にてご希望の雰囲気や色合いにお答えできます！！
　　　　　　　　　

　　配達について。。。

　　　　恵庭・千歳・札幌近郊は
　　　　車にて直接配達いたします。
　　　　ほか地域については運送会社利用も可。
　　　　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
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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 (9267)

2009/04/30

花　祝スタンド花 恵庭市フラワーショップ
カテゴリ: スタンド花 : 

執筆者: mons01 (11:23 am)

花　祝スタンド花　恵庭市フラワーショップ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お祝いのお花　ナガレ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カラーの曲線を出して流れるように。。。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ご注文に関わらずお問い合わせは下記までお気軽にどうぞ☆
　　　　恵庭・千歳・札幌近郊は
　　　　車にて直接配達いたします。
　　　　ほか地域については運送会社利用も可。
　　　　

　　　　　　℡　08018754106
　　　　　　メール　m.flower@cpost.plala.or.jp
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2008/10/21

花　ギフト・祝いスタンドフラワー　恵庭市
カテゴリ: スタンド花 : 

執筆者: mons01 (6:22 pm)

　　　オープンお祝いのお花

　　秋ぽい色合いでちょこっとこ洒落たカンジ。。。やわらかすぎず強く。。

　　コチナス
　　バラ～ブルーミルフィーユ・ジェイド・ローズユミ
　　プロテア
　　デンファーレ～ローラ
　　スマイラックス
　　カーネ・トルコききようetc･･･
　　　　　

　　　　お花
のご用命

　xxxご相談
は下記まで

xxx
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　　　　　　　　　　　℡　08018754106
 

　　　　　　　　　メール　m.flower@cpost.plala.or.jp
 

注文制作につき在庫は持っておりません。
　　　　　　配達希望日の二日前までにご連絡くださいませ。
　　　　　　
急を要する場

合には電話に

て問い合わせ

くださいませ
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