
SR-141.（左）
ダイヤモンドローズ
フェミニンピンク

SR-142.（右）
ダイヤモンドローズ
ブルー

SR-132-L.
ボックスアレンジメント（レッド）
税込価格11,880円（本体価格11,000円）
Size：H9.5×W17×D8cm

SR-128.
モンシェールバラのフィナンシェ、
プリザーブドフラワーセット
（バラのフィナンシェ4個入り）
税込価格7,236円（本体価格6,700円）
Size：H15×W15×Ｄ15cm

SR-127.
細沼光則デザイン
スプリングアレンジメント
税込価格56,160円（本体価格52,000円）
Size：H48×W36×D36cm

バラのハートフルアレンジメント
税込価格6,480円（本体価格6,000円）
Size:H22×W17×D10cm
SR-122. ストロベリーピンク
SR-123. ゴールデンイエロー
SR-124. ソーダブルー

プリザーブドフラワー 本物に近い瑞々しさで、水やりが要りません。2年程度楽しめます。

税込価格6,480円
（本体価格6,000円）
Size：H14×W9cm

※掲載商品のバラの花は全てプリザーブドフラワーです。その他素材は生花をリアルに再現したものです。

SR-126.
スプリングコレクション

～サクラ～
税込価格17,280円（本体価格16,000円）

Size：H42×W25×D24cm

SR-67. トピアリー・グリーン
税込価格21,600円（本体価格20,000円）
Size：H33×W13cm

SR-125.
スプリングアレンジメント

～ミモザ～
税込価格17,280円（本体価格16,000円）

Size：H35×W25×D22㎝
3月8日は
ミモザの日

SR-124

SR-123SR-122

全ての商品 送料無料
期間中、全てのギフト商品は弊社通常価格より５％オフでのご提供です。（表示価格は割引後の金額です）

SR-142SR-141

「美しく咲き続けるプリザーブドフラワーのように末永いお付き合い」をお届け致します。



プリザーブドフラワー

上から

SR-130-L． オレンジグラデーション

SR-131-L． ピンクグラデーション

SR-132-L． レッドグラデーション

SR-133-L． ブルーグラデーション

ボックスアレンジメント（5輪）
税込価格 11,880円
（本体価格11,000円）
Size H9.5×W17×D8cm

※バラの花がプリザーブドフラワーです。その他素材は生花をリアルに再現したものです。

瑞々しさは本物並み、水やり不要で約2年楽しめます！

SR-69．
トピアリー・レッド
税込価格 20,520円
（本体価格19,000円）
Size H33×W13cm

SR-41．
フェミニンパープル
税込価格 22,680円
（本体価格21,000円）
Size H33×W16cm

SR-61-L．
ベリーピンクミックス
アレンジメントＬ
税込価格 11,880円
（本体価格11,000円）
Size H20×W20×D20cm

SR-64-L．
オレンジミックスア
レンジメントＬ
税込価格 11,880円
（本体価格11,000円）
Size H20×W20×D20cm

SR-68．
フレームアレンジメント
税込価格 22,680円（本体価格21,000円）
Size H21.5×W30cm

SR-130-L

SR-131-L

SR-132-L

SR-133-L

Preserved flower
本物のお花に特殊な加工をして誕生しました。
生花のみずみずしい風合いを残したままなので、
まるで生きているお花のような美しさ。
水やりいらずで、いろんな場所に飾ることができます。

全ての商品 送料無料



世界で一つだけのギフトを作りませんか？

全ての商品 送料無料

SR-136．
メッセージボード〈パールパステル〉
税込価格 20,520円（本体価格19,000円）
Size H18×W20.5×Ｄ7.5cm

SR-135．
メッセージボード〈ハートピンク〉
税込価格 17,280円（本体価格16,000円）
Size H20.5×W18×Ｄ7.5cm

入園・入学の
お祝いに

おすすめです！

【メッセージをご記入ください】 ※納期まで2週間必要です

下段にメッセージをお入れできます。記念に残るお祝いギフトです。

ご注意

※下段のみ、27文字までお入れできます。
※アルファベット大・小文字と数字のみ使用可能です。
※空白は１文字とします。

※ご注文頂いた文字はそのまま入力しますので、
くれぐれもお間違いのないようお願い致します。

※上段にはCongratulationsと記載されます。
※バラの花がプリザーブドフラワーになります。【入力例】To:Hanako From:T＆S 2018.4.1
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フレッシュフラワー “やっぱり花は生花”という方はこちらがお勧めです。

SR-129．
バラミックスブーケ
税込価格 11,880円
（本体価格11,000円）
Size H58×W38cm

SR-83．
エテ・ドゥ・ブラン
税込価格 9,720円
（本体価格9,000円）
Size H45×W15×D10cm

SR-81．
ピンキー・キス
税込価格 5,400円
（本体価格5,000円）
Size H23×W23cm

SR-84．
蘭のガラスアレンジメント
税込価格 11,880円
（本体価格11,000円）
Size H28×W28cm

SR-82．
ピンク・ピンク
税込価格 9,720円
（本体価格9,000円）
Size H40×W45cm

SR-121．
チューリップMIX
税込価格 5,400円
（本体価格5,000円）
Size H46×W20cm

全ての商品 送料無料



ウッドデッキ

ウッドデッキの色落ち、気になりませんか？
色落ちしたウッドデッキは、高圧洗浄と再塗装することで新築時の美しさがよみがえるだけではなく、
寿命を延ばす効果もあります。この機会にプロの再塗装をぜひお試し下さい。
また、当社オリジナルのウッドデッキ新設のご相談も承ります。リビングの延長として、一つの部屋の
ようなくつろぎの新しい空間となる“ウッドデッキ”で、心地よい快適な時間を過ごしてみませんか？
お気軽にお問い合わせ下さい。お住まいや使い方に合わせてご提案をさせていただきます！！

≪ご成約特典≫

本キャンペーン期間中のご成約特典として、20畳以上の広
範囲に効果のある「屋外用防虫機」をプレゼント致します。

※ 成約特典は、新規見積り依頼からのご成約の場合となります。
見積依頼有効期限：2018年3月31日(土)

BEFORE

AFTER

高圧洗浄・再塗
装後、木の質感
・風合いを取り
戻します。

【屋外防虫機】



ギフトお申込みの流れ

(1) WEB
・https://www.sumirin-sfl.co.jp/contact/other/

または 「緑化 その他お問い合わせ」で検索下さい（QRコードは右）。
・ご依頼者様のお名前･ご住所･メールアドレス等を入力後、「お問い合わせ詳細内容」に以下『6項目』を入力下さい。

(1)商品番号 (2)商品名 (3)数量 (4)宅配希望日 (5)金額（税込）
(6)お届け先情報 ①お名前 ②ご住所 ③電話番号

・「入力内容確認」⇒「送信」をクリックして下さい。

(3) 電話
・フリーダーイヤル「0120-283-087」へご連絡下さい。

(2) FAX
・次ページの「スプリングフラワーギフトお申込書」へ必要事項をご記入いただき、「03-6832-2217」へ

FAXをお願い致します。

【お振込】
お申込後、以下口座へ合計金額（税込）をお振込をお願い致します（振込手数料はお客様でご負担下さい）。

【お申込方法】

【お届け】
弊社着金後、10日前後でのお届けを予定しております。

お急ぎの場合は、お手数おかけしますが、「0120-283-087」までお問い合わせ下さい。

＝ ご注意点 ＝
・受注生産の為、申込後のキャンセル・内容変更は一切お受けできません。
・一部植物につき、色・形・大きさが写真と異なる場合がございます。
・北海道、沖縄、離島、一部郡部はお届けできない場合がございます。 お届けできない場合は、お申込後弊社よりご連絡致します。

以下 (1)WEB (2)FAX (3)電話 の3つの方法でお申込みいただけます。

銀行名 ： 三井住友銀行 中央支店 普通預金
口座番号 ： ７７６５０５０
口座名義 ： 住友林業緑化株式会社 ≪ スミトモリンギョウリョクカ（カ ≫

※ メッセージボードをお申込みの場合は、メッセージ(27文字以内)もご入力下さい。



数量

1 円

2 円

3 円

円

※ 配達希望日は承りますが、宅配事情により確約はできません。

※ 下段のみ27文字までお入れできます。アルファベット大/小文字と数字のみ使用可能です。空白は1文字とします。
【入力例】　To:Hanako From:T&S 2018.4.1

※ 文字はくれぐれもお間違いのないようお願い致します。 上段には”Congratularions”と記載されます。
※ バラの花がプリザーブドフラワーになります。

商品番号

商品名

商品番号

合計(税込)

商品情報 ③
商品名 宅配希望日 ※ 金額（税込）

　月  日

　月  日

　月  日

27

14

メッセージボードのお申込み




