
スタンド花・花束・アレンジメント



季節の花材を使い、ご予算に合わせてお作
りします。ご希望の色味、イメージがござい
ましたらおしらせください。なお在庫状況
や時期によりご希望の花材がご用意でき
ない場合がございます。また、花材のご指
定はご容赦ください。

黄＆オレンジ系 紫系

青＆紫系 ピンク系

白＆緑系 赤系

FLOWERS
for your special one

ご注文・お問い合わせ

ご注意事項 ご注文のFAX受領後、担当者よりお届け日・ご贈答先住所・お名前・立札等について確認の連絡を差し上げます。
万一確認の連絡がない場合は、必ずご注文先のヤマダトレーディングへお問い合わせください。

ご
請
求
先

住　所：（〒　　　ー　　　　）

会社名：
氏　名： 電話番号：

ご
発
注
担
当
者

住　所：（〒　　　ー　　　　）

会社名：
氏　名： 電話番号：

ご
依
頼
主

住　所：（〒　　　ー　　　　） ※ご依頼主のお名前が納品書に記載されます。

会社名：

部署名／役職名：

部署名／役職名：

部署名／役職名：
氏　名： 電話番号：

お
届
け
先

住　所：（〒　　　ー　　　　）

会社名： 部署名／役職名：

氏　名： 電話番号：

FAX番号 027-321-0080
発注日：　　年　　月　　日

No. 品名・胡蝶蘭のご注文の際立本数までご記入ください 色/号数 数 量 単 価 金額（税別）

札
頭書き
内容

・メッセージカード　　・立札（　紙札　/　木札　） メッセージカード・紙札は無料
木札は500円（税別）かかります。

・祝　　・御祝　　・祝御移転　　・祝　　周年　　・その他（　　　　　　　 　）
※旧字体等にお気をつけください。
※立札は基本的に縦書きとなります。（別途ご指定のある場合はご指示ください。）

ご希望の色、雰囲気、形など【※アレンジメント、花束、スタンド花はこちらにご記入ください。】
（例：おまかせ／白＆緑系／赤系／青＆紫系／ピンク系／黄色＆オレンジ系／紫系）

お届け日：　　　年　　　月　　　日（　　） ※宅配便エリアの時間指定は
 「希望」としての申し込みとなります。

□AM
□PM

円
円
円

FAX注文書

申 し 込 み 先
株式会社ヤマダトレーディング
〒370-0841 群馬県高崎市栄町1-1
TEL.027-345-8033  FAX.027-321-0080

※お手数ですが、コピーしてお使いください。

サイズ：約30/W30 サイズ：約50/W50

スタンド花・１段
（木札込）


販売価格（税別）

￥15,000-
サイズ：H190/W100

スタンド花・2段
（木札込）


販売価格（税別）

￥20,000-
サイズ：H200/W100

スタンド花・2段
（木札込）


販売価格（税別）

￥25,000-
サイズ：H200/W100

花束
販売価格（税別）

￥5,000-
花束
販売価格（税別）

￥10,000-

アレンジメント
販売価格（税別）

￥5,000-
アレンジメント
販売価格（税別）

￥10,000-









掲載商品は、一部の地域または再送・転送を除き、送料
込みの価格です。

●北海道へのお届けは1,000円(税別)加算されます。
●九州への観葉植物10号のお届けは1,000円(税別)
　加算されます。(福岡市内除く)
●お届け先ご不在での再配送は別途1,500円(税別)、
　転送料は実費でのご請求となります。
 （別途料金が発生する場合はご連絡差し上げます）

ラッピング
ご提供する胡蝶蘭は全て無料でラッピ ングをいたします。           
観葉植物にはサイズの大小関わらず、鉢カバー（バスケット）を無料
でお付けいたします。

12月～３月の冬季寒冷地への胡蝶蘭・観葉植物のお届け
は商品の凍結の恐れがあるため、お断りしております。

●アレンジメントやスタンド花、花束などの生花において
　は全国に提携店があるため、周年お手配は可能です。

●観葉植物の一部の種類に限り、一時的に流通（入荷）
　が止まりご注文をお受けできない場合がございます。

胡蝶蘭・観葉植物について
●自社配送エリアに関しては納品日の当日より全額キャ

ンセル料金が発生致します。
●宅配エリアに関しては出荷日当日より全額キャンセル

料金が発生致します。

生花(アレンジメント、花束、スタンド花)・化粧蘭について
●納品日を含めた3日前より全額キャンセル料金が発生

致します。

配送エリア 送料 冬季のご注文について

東京23区、横浜・川崎エリア、名古屋市内、大阪市内、
福岡市内は自社配送エリアとなります。
自社配送エリア外は提携の宅配便を利用してお届け
致します。(宅配便は時間指定 不可)

●宅配便地域において物流が著しく増える（母の日・
お歳暮・3月～4月の引越しシーズン）時期などは商
品の未着・延着となる場合がございます。

●沖縄・離島のお届けは配送にかかる日数と品質保
持の関係上、お断りしております。

Order

キャンセルについて







化粧蘭とは…
蘭専用のパウダーを用いて、自然では出せない色彩や

文字・絵柄を自由にお化粧した胡蝶蘭の総称です。

※完全受注生産になりますので、
　ご注文はお届け希望日の5日前までにお願いいたします。

【ご注文の際は、以下の点にご注意ください。】
●パウダーは蘭専用のものであり、一般的な化粧品とは異なります。
●花に触れると衣類などに色素が付着する場合がございます。
●パウダー添加による花持ちへの影響はありません。
●造花ではありませんので、
　観賞期間は通常の鉢植え胡蝶蘭（生花）と同じです。
●花に霧吹きなどで直接水をかけないでください。
●蕾が開いても、絵柄や文字は入っておりません。
●パウダーは赤・ピンク・ブルーの３色をご用意しております。
　絵柄と文字を考慮してお化粧を施しますので、
　お色の選択は基本的にお任せ願います。

観葉植物各種

季節感あふれる絵柄、
お祝い文字をプラスする逸品
季節感あふれる絵柄、
お祝い文字をプラスする逸品

化粧蘭
（2本立・3本立・5本立）

販売価格（税別）

輪数：1本10輪以上（蕾含む）




【2本立】￥25,000-
【3本立】￥37,000-
【5本立】￥60,000-

ミディ化粧蘭
（3本立・5本立）

販売価格（税別）

輪数：1本6輪以上（蕾含む）
サンプル写真の商品は3本立



【3本立】
￥16,500-
【5本立】
￥26,000-

ミディ胡蝶蘭
（3本立）
❺

通常価格（税別）￥12,000-
特別ご提供価格（税別）

￥10,000-
サイズ：H40/W30

ミディ胡蝶蘭
（5本立）
❻

通常価格（税別）￥20,000-
特別ご提供価格（税別）

￥18,500-
サイズ：H50/W35




販売価格（税別）

【8号鉢】￥10,000-
【10号鉢】￥16,000-
サイズ：8号鉢・H100～130
　　　 10号鉢・H160～180

木札
販売価格（税別）

￥500-

紙札
メッセージカード
無料

胡蝶蘭 化粧蘭ミディ胡蝶蘭

洋蘭各種

◆掲載されていない観葉植物もご用意できます。ご相談下さい。
◆時期や種類により1週間程お時間をいただく場合がございます。
◆サンプル画像は10号鉢です。
◆幸福の木（8・10号） 幸福の木は温暖な気候で栽培される植物で、
　11月～4月の冬季時期のご提供が困難になる可能性がございます。
　あらかじめご了承下さい。
◆気候変動や生産者の生育状態により一時的に流通（入荷）が止まり、

出荷ができない場合がございます。

特許登録4982901号

商標登録認定済

❺

❻

デンファレ
（5本立）
❼

販売価格（税別）

￥12,000-
サイズ：H90～100/W30

オンシジューム
（5本立）
❽

販売価格（税別）

￥13,000-
サイズ：H90/W35

グラマトフィラム
（3本立）
❾

販売価格（税別）

￥20,000-
サイズ：H80～90/W40
夏季期間のみ（7月～8月）

デンドロビューム
（6号鉢・7号鉢）




販売価格（税別）

【6号鉢】￥6,500-
【7号鉢】￥10,000-
サイズ：6号・約H60/W30
　　　 7号・約H70/W35
※サンプル写真の商品は6号
冬季期間のみ（12月～3月）

シンビジューム
（3本立・5本立）




販売価格（税別）

【3本立】￥10,000-
【5本立】￥15,000-
サイズ：3本立・約H90～100/W30
　　　 5本立・約H90～100/W40
※サンプル写真の商品は3本立
冬季期間のみ（12月～3月）

ユッカ パキラ幸福の木



フォーマルな一級品を
よりお買い求めやすく!!
フォーマルな一級品を
よりお買い求めやすく!!

最高級な胡蝶蘭は
大切な方へのギフトの決定版
最高級な胡蝶蘭は

大切な方へのギフトの決定版

スタンダード
タイプ

ハイグレード
タイプ

胡蝶蘭（3本立）❶
通常価格（税別）￥20,000-
特別ご提供価格（税別）

￥19,000-
輪数：30輪前後以上（蕾含む）
サイズ：H80～90/W40

胡蝶蘭（3本立）❸
通常価格（税別）￥30,000-
特別ご提供価格（税別）

￥29,000-
輪数：36～41輪以上（蕾含む）
サイズ：H90～100/W40～50

胡蝶蘭（5本立）❹
通常価格（税別）￥50,000-
特別ご提供価格（税別）

￥46,000-
輪数：65輪前後（蕾含む）
サイズ：H100/W70

胡蝶蘭（5本立）❷
通常価格（税別）￥35,000-
特別ご提供価格（税別）

￥34,000-
輪数：50輪前後（蕾含む）
サイズ：H90～100/W60～70

白 ピンク 赤リップ

選べる3色

❶

❷

❸

❹

白 ピンク 赤リップ

選べる3色

白 ピンク

選べる2色

（赤リップは、＋3,000円となります。）

（赤リップは、＋3,000円となります。）







化粧蘭とは…
蘭専用のパウダーを用いて、自然では出せない色彩や

文字・絵柄を自由にお化粧した胡蝶蘭の総称です。

※完全受注生産になりますので、
　ご注文はお届け希望日の5日前までにお願いいたします。

【ご注文の際は、以下の点にご注意ください。】
●パウダーは蘭専用のものであり、一般的な化粧品とは異なります。
●花に触れると衣類などに色素が付着する場合がございます。
●パウダー添加による花持ちへの影響はありません。
●造花ではありませんので、
　観賞期間は通常の鉢植え胡蝶蘭（生花）と同じです。
●花に霧吹きなどで直接水をかけないでください。
●蕾が開いても、絵柄や文字は入っておりません。
●パウダーは赤・ピンク・ブルーの３色をご用意しております。
　絵柄と文字を考慮してお化粧を施しますので、
　お色の選択は基本的にお任せ願います。

観葉植物各種

季節感あふれる絵柄、
お祝い文字をプラスする逸品
季節感あふれる絵柄、
お祝い文字をプラスする逸品

化粧蘭
（2本立・3本立・5本立）

販売価格（税別）

輪数：1本10輪以上（蕾含む）




【2本立】￥25,000-
【3本立】￥37,000-
【5本立】￥60,000-

ミディ化粧蘭
（3本立・5本立）

販売価格（税別）

輪数：1本6輪以上（蕾含む）
サンプル写真の商品は3本立



【3本立】
￥16,500-
【5本立】
￥26,000-

ミディ胡蝶蘭
（3本立）
❺

通常価格（税別）￥12,000-
特別ご提供価格（税別）

￥10,000-
サイズ：H40/W30

ミディ胡蝶蘭
（5本立）
❻

通常価格（税別）￥20,000-
特別ご提供価格（税別）

￥18,500-
サイズ：H50/W35




販売価格（税別）

【8号鉢】￥10,000-
【10号鉢】￥16,000-
サイズ：8号鉢・H100～130
　　　 10号鉢・H160～180

木札
販売価格（税別）

￥500-

紙札
メッセージカード
無料

胡蝶蘭 化粧蘭ミディ胡蝶蘭

洋蘭各種

◆掲載されていない観葉植物もご用意できます。ご相談下さい。
◆時期や種類により1週間程お時間をいただく場合がございます。
◆サンプル画像は10号鉢です。
◆幸福の木（8・10号） 幸福の木は温暖な気候で栽培される植物で、
　11月～4月の冬季時期のご提供が困難になる可能性がございます。
　あらかじめご了承下さい。
◆気候変動や生産者の生育状態により一時的に流通（入荷）が止まり、

出荷ができない場合がございます。

特許登録4982901号

商標登録認定済

❺

❻

デンファレ
（5本立）
❼

販売価格（税別）

￥12,000-
サイズ：H90～100/W30

オンシジューム
（5本立）
❽

販売価格（税別）

￥13,000-
サイズ：H90/W35

グラマトフィラム
（3本立）
❾

販売価格（税別）

￥20,000-
サイズ：H80～90/W40
夏季期間のみ（7月～8月）

デンドロビューム
（6号鉢・7号鉢）




販売価格（税別）

【6号鉢】￥6,500-
【7号鉢】￥10,000-
サイズ：6号・約H60/W30
　　　 7号・約H70/W35
※サンプル写真の商品は6号
冬季期間のみ（12月～3月）

シンビジューム
（3本立・5本立）




販売価格（税別）

【3本立】￥10,000-
【5本立】￥15,000-
サイズ：3本立・約H90～100/W30
　　　 5本立・約H90～100/W40
※サンプル写真の商品は3本立
冬季期間のみ（12月～3月）

ユッカ パキラ幸福の木



フォーマルな一級品を
よりお買い求めやすく!!
フォーマルな一級品を
よりお買い求めやすく!!

最高級な胡蝶蘭は
大切な方へのギフトの決定版
最高級な胡蝶蘭は

大切な方へのギフトの決定版

スタンダード
タイプ

ハイグレード
タイプ

胡蝶蘭（3本立）❶
通常価格（税別）￥20,000-
特別ご提供価格（税別）

￥19,000-
輪数：30輪前後以上（蕾含む）
サイズ：H80～90/W40

胡蝶蘭（3本立）❸
通常価格（税別）￥30,000-
特別ご提供価格（税別）

￥29,000-
輪数：36～41輪以上（蕾含む）
サイズ：H90～100/W40～50

胡蝶蘭（5本立）❹
通常価格（税別）￥50,000-
特別ご提供価格（税別）

￥46,000-
輪数：65輪前後（蕾含む）
サイズ：H100/W70

胡蝶蘭（5本立）❷
通常価格（税別）￥35,000-
特別ご提供価格（税別）

￥34,000-
輪数：50輪前後（蕾含む）
サイズ：H90～100/W60～70

白 ピンク 赤リップ

選べる3色

❶

❷

❸

❹

白 ピンク 赤リップ

選べる3色

白 ピンク

選べる2色

（赤リップは、＋3,000円となります。）

（赤リップは、＋3,000円となります。）







化粧蘭とは…
蘭専用のパウダーを用いて、自然では出せない色彩や

文字・絵柄を自由にお化粧した胡蝶蘭の総称です。

※完全受注生産になりますので、
　ご注文はお届け希望日の5日前までにお願いいたします。

【ご注文の際は、以下の点にご注意ください。】
●パウダーは蘭専用のものであり、一般的な化粧品とは異なります。
●花に触れると衣類などに色素が付着する場合がございます。
●パウダー添加による花持ちへの影響はありません。
●造花ではありませんので、
　観賞期間は通常の鉢植え胡蝶蘭（生花）と同じです。
●花に霧吹きなどで直接水をかけないでください。
●蕾が開いても、絵柄や文字は入っておりません。
●パウダーは赤・ピンク・ブルーの３色をご用意しております。
　絵柄と文字を考慮してお化粧を施しますので、
　お色の選択は基本的にお任せ願います。

観葉植物各種

季節感あふれる絵柄、
お祝い文字をプラスする逸品
季節感あふれる絵柄、
お祝い文字をプラスする逸品

化粧蘭
（2本立・3本立・5本立）

販売価格（税別）

輪数：1本10輪以上（蕾含む）




【2本立】￥25,000-
【3本立】￥37,000-
【5本立】￥60,000-

ミディ化粧蘭
（3本立・5本立）

販売価格（税別）

輪数：1本6輪以上（蕾含む）
サンプル写真の商品は3本立



【3本立】
￥16,500-
【5本立】
￥26,000-

ミディ胡蝶蘭
（3本立）
❺

通常価格（税別）￥12,000-
特別ご提供価格（税別）

￥10,000-
サイズ：H40/W30

ミディ胡蝶蘭
（5本立）
❻

通常価格（税別）￥20,000-
特別ご提供価格（税別）

￥18,500-
サイズ：H50/W35




販売価格（税別）

【8号鉢】￥10,000-
【10号鉢】￥16,000-
サイズ：8号鉢・H100～130
　　　 10号鉢・H160～180

木札
販売価格（税別）

￥500-

紙札
メッセージカード
無料

胡蝶蘭 化粧蘭ミディ胡蝶蘭

洋蘭各種

◆掲載されていない観葉植物もご用意できます。ご相談下さい。
◆時期や種類により1週間程お時間をいただく場合がございます。
◆サンプル画像は10号鉢です。
◆幸福の木（8・10号） 幸福の木は温暖な気候で栽培される植物で、
　11月～4月の冬季時期のご提供が困難になる可能性がございます。
　あらかじめご了承下さい。
◆気候変動や生産者の生育状態により一時的に流通（入荷）が止まり、

出荷ができない場合がございます。

特許登録4982901号

商標登録認定済

❺

❻

デンファレ
（5本立）
❼

販売価格（税別）

￥12,000-
サイズ：H90～100/W30

オンシジューム
（5本立）
❽

販売価格（税別）

￥13,000-
サイズ：H90/W35

グラマトフィラム
（3本立）
❾

販売価格（税別）

￥20,000-
サイズ：H80～90/W40
夏季期間のみ（7月～8月）

デンドロビューム
（6号鉢・7号鉢）




販売価格（税別）

【6号鉢】￥6,500-
【7号鉢】￥10,000-
サイズ：6号・約H60/W30
　　　 7号・約H70/W35
※サンプル写真の商品は6号
冬季期間のみ（12月～3月）

シンビジューム
（3本立・5本立）




販売価格（税別）

【3本立】￥10,000-
【5本立】￥15,000-
サイズ：3本立・約H90～100/W30
　　　 5本立・約H90～100/W40
※サンプル写真の商品は3本立
冬季期間のみ（12月～3月）

ユッカ パキラ幸福の木



フォーマルな一級品を
よりお買い求めやすく!!
フォーマルな一級品を
よりお買い求めやすく!!

最高級な胡蝶蘭は
大切な方へのギフトの決定版
最高級な胡蝶蘭は

大切な方へのギフトの決定版

スタンダード
タイプ

ハイグレード
タイプ

胡蝶蘭（3本立）❶
通常価格（税別）￥20,000-
特別ご提供価格（税別）

￥19,000-
輪数：30輪前後以上（蕾含む）
サイズ：H80～90/W40

胡蝶蘭（3本立）❸
通常価格（税別）￥30,000-
特別ご提供価格（税別）

￥29,000-
輪数：36～41輪以上（蕾含む）
サイズ：H90～100/W40～50

胡蝶蘭（5本立）❹
通常価格（税別）￥50,000-
特別ご提供価格（税別）

￥46,000-
輪数：65輪前後（蕾含む）
サイズ：H100/W70

胡蝶蘭（5本立）❷
通常価格（税別）￥35,000-
特別ご提供価格（税別）

￥34,000-
輪数：50輪前後（蕾含む）
サイズ：H90～100/W60～70

白 ピンク 赤リップ

選べる3色

❶

❷

❸

❹

白 ピンク 赤リップ

選べる3色

白 ピンク

選べる2色

（赤リップは、＋3,000円となります。）

（赤リップは、＋3,000円となります。）



スタンド花・花束・アレンジメント



季節の花材を使い、ご予算に合わせてお作
りします。ご希望の色味、イメージがござい
ましたらおしらせください。なお在庫状況
や時期によりご希望の花材がご用意でき
ない場合がございます。また、花材のご指
定はご容赦ください。

黄＆オレンジ系 紫系

青＆紫系 ピンク系

白＆緑系 赤系

FLOWERS
for your special one

ご注文・お問い合わせ

ご注意事項 ご注文のFAX受領後、担当者よりお届け日・ご贈答先住所・お名前・立札等について確認の連絡を差し上げます。
万一確認の連絡がない場合は、必ずご注文先のヤマダトレーディングへお問い合わせください。

ご
請
求
先

住　所：（〒　　　ー　　　　）

会社名：
氏　名： 電話番号：

ご
発
注
担
当
者

住　所：（〒　　　ー　　　　）

会社名：
氏　名： 電話番号：

ご
依
頼
主

住　所：（〒　　　ー　　　　） ※ご依頼主のお名前が納品書に記載されます。

会社名：

部署名／役職名：

部署名／役職名：

部署名／役職名：
氏　名： 電話番号：

お
届
け
先

住　所：（〒　　　ー　　　　）

会社名： 部署名／役職名：

氏　名： 電話番号：

FAX番号 027-321-0080
発注日：　　年　　月　　日

No. 品名・胡蝶蘭のご注文の際立本数までご記入ください 色/号数 数 量 単 価 金額（税別）

札
頭書き
内容

・メッセージカード　　・立札（　紙札　/　木札　） メッセージカード・紙札は無料
木札は500円（税別）かかります。

・祝　　・御祝　　・祝御移転　　・祝　　周年　　・その他（　　　　　　　 　）
※旧字体等にお気をつけください。
※立札は基本的に縦書きとなります。（別途ご指定のある場合はご指示ください。）

ご希望の色、雰囲気、形など【※アレンジメント、花束、スタンド花はこちらにご記入ください。】
（例：おまかせ／白＆緑系／赤系／青＆紫系／ピンク系／黄色＆オレンジ系／紫系）

お届け日：　　　年　　　月　　　日（　　） ※宅配便エリアの時間指定は
 「希望」としての申し込みとなります。

□AM
□PM

円
円
円

FAX注文書

申 し 込 み 先
株式会社ヤマダトレーディング
〒370-0841 群馬県高崎市栄町1-1
TEL.027-345-8033  FAX.027-321-0080

※お手数ですが、コピーしてお使いください。

サイズ：約30/W30 サイズ：約50/W50

スタンド花・１段
（木札込）


販売価格（税別）

￥15,000-
サイズ：H190/W100

スタンド花・2段
（木札込）


販売価格（税別）

￥20,000-
サイズ：H200/W100

スタンド花・2段
（木札込）


販売価格（税別）

￥25,000-
サイズ：H200/W100

花束
販売価格（税別）

￥5,000-
花束
販売価格（税別）

￥10,000-

アレンジメント
販売価格（税別）

￥5,000-
アレンジメント
販売価格（税別）

￥10,000-









掲載商品は、一部の地域または再送・転送を除き、送料
込みの価格です。

●北海道へのお届けは1,000円(税別)加算されます。
●九州への観葉植物10号のお届けは1,000円(税別)
　加算されます。(福岡市内除く)
●お届け先ご不在での再配送は別途1,500円(税別)、
　転送料は実費でのご請求となります。
 （別途料金が発生する場合はご連絡差し上げます）

ラッピング
ご提供する胡蝶蘭は全て無料でラッピ ングをいたします。           
観葉植物にはサイズの大小関わらず、鉢カバー（バスケット）を無料
でお付けいたします。

12月～３月の冬季寒冷地への胡蝶蘭・観葉植物のお届け
は商品の凍結の恐れがあるため、お断りしております。

●アレンジメントやスタンド花、花束などの生花において
　は全国に提携店があるため、周年お手配は可能です。

●観葉植物の一部の種類に限り、一時的に流通（入荷）
　が止まりご注文をお受けできない場合がございます。

胡蝶蘭・観葉植物について
●自社配送エリアに関しては納品日の当日より全額キャ

ンセル料金が発生致します。
●宅配エリアに関しては出荷日当日より全額キャンセル

料金が発生致します。

生花(アレンジメント、花束、スタンド花)・化粧蘭について
●納品日を含めた3日前より全額キャンセル料金が発生

致します。

配送エリア 送料 冬季のご注文について

東京23区、横浜・川崎エリア、名古屋市内、大阪市内、
福岡市内は自社配送エリアとなります。
自社配送エリア外は提携の宅配便を利用してお届け
致します。(宅配便は時間指定 不可)

●宅配便地域において物流が著しく増える（母の日・
お歳暮・3月～4月の引越しシーズン）時期などは商
品の未着・延着となる場合がございます。

●沖縄・離島のお届けは配送にかかる日数と品質保
持の関係上、お断りしております。

Order

キャンセルについて






