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一年に一度の母の日、父の日。日ごろ伝えられない感謝の気持ちをかわいいお花や小物に込めて、贈ってみてはいかがでしょうか。
定番のカーネーションをはじめ、バラや胡蝶蘭など、色とりどりの花々で大切な人への「ありがとう」の気持ちをお届けします。

日ごろの感謝の気持ちを込めて、大切なご両親にフラワーギフトはいかがですか？

※配送 、申し込み期限は、商品 に 定が異なります。 配送 別途商品は、お届け リアにより金 が異なります。母の日＆父の日
ギフトのご案内

住宅緑化事業部 愛グリーン推進部ギフトグループ

TEL：03-6832-2232　Mail：rk_i-gift@sfc.co.jp
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Me!
はじめました！

sfc_ryokka

住宅施工事例、お庭のメンテナンス事例、花とみどりのギフト商品等ご紹介します。

ご両親へのプレゼントには勿論、
自分へのごほうびにも。

[サイズ]
約 H12×W16cm
[内容] 花：カーネーション、スプレーカーネーション、
アイ ー、 ーンズリーフ、 ：ブリキベース（一部木製）
[メッセージ不可商品]

商品番号 M 04

ディアマザー ピンク
商品番号 M 05

ディアマザー オレンジ

ヨーロピアン調のブリキケースに優しい色合いの
カーネーションでグラデーションアレンジ

ピンクブラ ン でシックなバスケットアレンジ
[サイズ]約H25×W（直径）30cm
[内容] 花：バラ、 の の 花

：バスケット　　[フリーメッセージ可能商品]

人気のあるバラ・カーネーション・胡蝶蘭が一度に楽しめるアレンジ

[サイズ]約H18×W16cm
[内容] 花：バラ、 、カーネーション、テマリ 、

リカム、アセ 、リキ 　 ：バスケット
[メッセージ不可商品]

商品番号M 02（ ）

アメイジング・マム レッド
商品番号M 03（ ）

アメイジング・マム ピンク

税込価格
￥7,290

送料込

[サイズ]約H35×W34cm
[内容]アジサイ5号、バスケット
[メッセージ不可商品]

長くお花を楽しみたい方に

商品番号M 07

アジサイ「こんぺいとうスマイル ピンク」

税込価格
￥6,966

送料込

ヨーロピアン調のブリキケースに優しい色合いの

人気のあるバラ・カーネーション・胡蝶蘭が一度に楽しめるアレンジ

花：バラ、 、カーネーション、テマリ 、

アメイジング・マム レッド

アメイジング・マム ピンク

税込価格
￥6,966

ヨーロピアン調のブリキケースに優しい色合いの

人気のあるバラ・カーネーション・胡蝶蘭が一度に楽しめるアレンジ

税込価格
￥6,966

送料込

人気のあるバラ・カーネーション・胡蝶蘭が一度に楽しめるアレンジ

ヨーロピアン調のブリキケースに優しい色合いの

税込価格
￥6,966

送料込

人気のあるバラ・カーネーション・胡蝶蘭が一度に楽しめるアレンジ

税込価格
￥6,966

税込価格
￥4,806

送料込

商品番号 M 04商品番号 M 04

ディアマザー ピンクディアマザー ピンク

[内容] 花：バラ、 、カーネーション、テマリ 、
リカム、アセ 、リキ 　 ：バスケット

[メッセージ不可商品]

税込価格
￥4,806

送料込 [サイズ]
約
[内容]
アイ ー、 ーンズリーフ、 ：ブリキベース（一部木製）
[メッセージ不可商品]

商品番号 M 05商品番号 M 05

ディアマザー オレンジディアマザー オレンジ

カーネーションでグラデーションアレンジ
ヨーロピアン調のブリキケースに優しい色合いの

税込価格
￥4,806

送料込

税込価格
￥4,806

送料込

カーネーションでグラデーションアレンジ

Mother ’ s  Day

Fresh Flower

税込価格
￥4,806

送料込

税込価格
￥4,806

送料込

税込価格
￥4,806

送料込

ピンクブラ ン でシックなバスケットアレンジ

商品番号MHH02

バラアレンジメント
ブラウンS

タ ンカラーのガーベラアレンジメント
[サイズ]約H20×W（直径）25cm
[内容] 花：ガーベラ、 の の 花

：バスケット　　[フリーメッセージ可能商品]

タ ンカラーのガーベラアレンジメント

商品番号MHH03

ガーベラアレンジメント
オレンジSS

な花器つき。 のまま れます
[花 サイズ] 径12.5cm、高さ12cm
[内容] 花：ピンクバラ12 　花 ：ガラス
[フリーメッセージ可能商品]

な花器つき。 のまま れます

商品番号MHH01

バラグラスブーケ ピンクS
（パンプキンボールMサイズ）

商品番号 M 01

メッセージ
母の日定番 いカーネーションアレンジ
[サイズ]約H16×W13cm [内容] 花：カーネーション、 リカム、
スプレーカーネーション、 リシャス、アセ  ：ブリキ製 ット
メッセージカード付（メッセージ 定）

商品番号MS 02
in your Room
「ギフト」母の日ver
[サイズ]約H45cm[内容] 花： （ピンク ）、

：陶器　　[フリーメッセージ可能商品]

2018年の一番人気商品が今年も登場 税込価格
￥3,704

送料込

[サイズ]約H45cm[内容] 花： （ピンク ）、

2018年の一番人気商品が今年も登場 税込価格
￥3,704

[サイズ]約H45cm[内容] 花： （ピンク ）、

2018年の一番人気商品が今年も登場

M 04 M 05

M 02 M 03

2 個以上のお買い上げで

５％OFF ！
ご両親に、義親様に
お得なペア割を

是非ご利用ください。

お母さん、 ありがと
定メッセージとなります

税込価格
￥9,772

送料込

税込価格
￥7,625

送料込

税込価格
￥6,382

送料込

税込価格
￥4,266

送料込

商品番号MS 01

花柄鉢4.5号アイビー寄せ
[サイズ]約H45cm
[内容] 花： （ピンク ） ：陶器
[フリーメッセージ可能商品]

花柄の陶器鉢とアイビーの寄せ植え税込価格
￥4,536

送料込
商品番号MS 01

花柄鉢4.5号アイビー寄せ
[サイズ]
[内容]
[フリーメッセージ可能商品]

花柄の陶器鉢とアイビーの寄せ植え

￥4,536 商品番号MS 01

花柄鉢4.5号アイビー寄せ
[サイズ]
[内容]

メッセージカード

二人のお母さん、お父さんとお母さんに
お得なペア割をご用意しています。

[サイズ]
約H15 18
×W12×D12cm
[内容]
カーネーション、

の の 花
[フリーメッセージ
可能商品]商品番号MHH04

カーネーション
アレンジメント レッド

いちごにクリームをにじませたような
可愛らしいお花が魅力

[サイズ]約H30×W20cm
[内容]カーネーション4号、ブリキ製 ット
[メッセージ不可商品]

税込価格
￥5,346

送料込

税込価格
￥5,600

送料込
[サイズ]
約H20 25
×W15 20cm
[内容]
カーネーション、

の の 花
[フリーメッセージ
可能商品]カーネーション

アレンジメント
ピンク SS

カーネーション
アレンジメント
レッド SS

商品番号MHH05 商品番号MHH06

商品番号M 06

カーネーション「いちごホイップ」



Mother ’ s  Day

天然木のメガネケース

Father ’ s  Day

商品番号 MSK05　ササキ工芸

くつべら台座付き
メープル（M）
商品番号 MSK06　ササキ工芸

くつべら台座付き
ウォールナット（W）
【サイズ】 台座込み H695×128×98mm
へらのみ H660×32×19mm
【内容】 木製部にレーザー刻印可能
※送料別途商品となります。
※環境に配慮した簡易包装となります。
[ メッセージ不可商品 ]

商品番号 MBF01　ベル ・ フルール

プリンセス ミックス
【サイズ】 W17cm×H18cm×D15cm
【内容】 花材：プリザーブドフラワー

（バラ、 アジサイ、 カーネーション、
リーフ、 苔）アーティフィシャル（リーフ）、
リボン　　　花器：陶器
[フリーメッセージ可能商品]

商品番号 MBF02 ベル ・ フルール 

ガラスドーム L ピンク
【サイズ】 直径 15cm× 高さ 15cm（写真上）
【内容】 花材：プリザーブドフラワー（バラ、 アジサイ、 ライスフラワー、
ストーベ）　花器：ガラス　　[ フリーメッセージ可能商品 ]

商品番号 MBF03 ベル ・ フルール 

ガラスドーム S イエロー
【サイズ】 直径 12cm× 高さ 14.5cm（写真下）
【内容】 花材：プリザーブドフラワー（バラ、 アジサイ）　
アーティフィシャル（小花）、 パールピック

商品番号 MBF04　ベル ・ フルール

イタリア S ピンク
【サイズ】 約 W11cm×H11.5cm
【内容】 花材：プリザーブドフラワー

（バラ、 カーネーション、 アジサイ）、
花器：陶器（メタリック加工）
[フリーメッセージ可能商品]

シンプルかつ上品に。
バラのプリザーブドフラワー

童話のお姫様のような可愛らしいプリザーブドフラワー

靴を履くのが楽しみになる。
天然木のくつべら

お申込みのご案内
■商品お届け時期　母の日ギフト　5 月 9 日（木）～ 5 月 12 日（日）　　父の日ギフト　6 月 16 日（日）
※母の日ギフトに関しましては、 配送が集中する為日にち指定をお受けすることができません。
■商品お申込期限　母の日ギフト 商品によって異なりますのでご確認ください。 　父の日ギフト　6 月 3 日（月）
■ご注文方法　　　別紙の注文書に記載の上弊社までメールもしくは FAX にてご依頼ください。
■お支払い方法　　 弊社よりメールもしくは FAX にて、 ご注文商品の在庫確認と振込先のご連絡致します。

■ご注意
・ お届け先がご不在の場合は不在票にてご連絡が取れ次第再発送となります。 お届け先様とご連絡が取れない場合は、 ご注文主様に
　お届けの商品を転送させて頂く場合がございます。
・ 予約販売につき、 ご注文後のキャンセルや内容の変更は承れませんのであらかじめご了承ください。
・ 植物につき、 色 ・ 形 ・ 大きさが写真と若干異なる場合がございます。
・ バスケット ・ ラッピングなどの付属品が写真と若干異なる場合がございます。
・ お届けにかかる時間と品質保持の関係上などにより、 北海道、 沖縄および一部の離島、 郡部などお届けできない地域がございます。
　詳しくはお問い合わせください。

Pre
served Flower

W
o o d e n  G o o d s

Pre
served Flower

W
o o d e n  G o o d s

オシャレで実用的な木製手鏡

北海道　　￥    702　　　東北　　　　￥1,134
関東　　　￥1,242　　　 信越・北陸　￥1,350
中部　　　￥1,458　　　 関西　　　　￥1,674
中国　　　￥1,782　　　 四国・九州　￥1,890
沖縄　　　￥2,322

ササキ工芸送料一覧
母の日、父の日共通

メープル
MSK05

ウォールナット
MSK06

【サイズ】 約 W173×65×40mm
【内容】 木製部にレーザー刻印可能
※送料別途商品となります。
※環境に配慮した簡易包装となります。
[ メッセージ不可商品 ]

商品番号 MSK04（上）　ササキ工芸 

メガネケース ウォールナット（W）
商品番号 MSK03（下）ササキ工芸

メガネケース ナラ（N）

お申込み期限母の日 4月 25 日（木）父の日 6月 3日（月）

商品番号 MBF08 ベル ・ フルール

グリーンフレーム L
【サイズ】 W21ｃｍ×H30cm×D8.5cm
【内容】 花材：プリザーブドフラワー

（苔、 サリグナム、 アジサイ、 ベアグラス）、
アーティフィシャル（ローズマリー）
花器：木製フレーム

（壁掛け用金具、 スタンド用スティック付き）
[フリーメッセージ可能商品]

「苔」の風情をインテリアに。

お申込み期限
母の日 4月 25 日（木）父の日 6月 3日（月）

商品番号 MSK01　ササキ工芸

手鏡台座付き
ウォールナット（W）

MSK01

商品番号 MBF09　ベル ・ フルール

モスグラスフロート W
【サイズ】 W33cm×H13cm×D7cm
【内容】 花材：プリザーブドフラワー

（苔、 アジサイ、 バーゼリア、
サリグナム、 リーフ類）　花器：ガラス
[フリーメッセージ可能商品]

ガラスと苔が調和する

お申込み期限 　母の日 5 月 2 日（木）父の日 6 月 3 日（月）

MSK04

メガネケース ウォールナット（W）

お申込み期限母の日 4月 25 日（木）父の日 6月 3日（月）

メガネケース ウォールナット（W）

メガネケース ナラ（N）

お申込み期限母の日 4月 25 日（木）父の日 6月 3日（月）

メガネケース ウォールナット（W）

お申込み期限母の日 4月 25 日（木）父の日 6月 3日（月）

MSK04

MSK03

お申込み期限 母の日 5 月 2 日（木） 父の日 6 月 3 日（月）

商品番号 MBF05　ベル ・ フルール

グリーンフレーム M
【サイズ】 W18.5cm×H18.5cm×5cm
【内容】 花材：プリザーブドフラワー（苔、 サリグナム、 アジサイ、
ベアグラス）、 アーティフィシャル（ローズマリー）
花器：木製フレーム（壁掛け用金具、 スタンド用スティック付き）
[フリーメッセージ可能商品]

税込価格
￥22,572

送料込

税込価格
￥13,932

送料込

税込価格
￥20,412

送料込
商品番号 MBF09　

モスグラスフロート W
【サイズ】 W33cm×H13cm×D7cm
【内容】 花材：プリザーブドフラワー

（苔、 アジサイ、 バーゼリア、
サリグナム、 リーフ類）　花器：ガラス
[フリーメッセージ可能商品]

ガラスと苔が調和する

お申込み期限 　母の日 5 月 2 日（木）父の日 6 月 3 日（月）お申込み期限 　母の日 5 月 2 日（木）父の日 6 月 3 日（月）

税込価格
￥20,412

送料込

母の日 4月 25 日（木）父の日 6月 3日（月）

税込価格
￥10,584

送料別

税込価格
￥9,720

送料別

税込価格
￥11,772

送料込

税込価格
￥7,452

送料込MBF03

税込価格
￥10.152

送料込

税込価格
￥6.264

送料別

【サイズ】 248×27×130（セット時）
【内容】 木製部にレーザー刻印可能
　　　　　　　　　※送料別途商品となります。
　　　　　　　　　※環境に配慮した簡易包装となります。
　　　　　　　　　　[ メッセージ不可商品 ]

オシャレで実用的な木製手鏡

商品番号 MSK01　

税込価格

商品番号 MSK01　

手鏡台座付き
ウォールナット（W）
【サイズ】 248×27×130（セット時）
【内容】 木製部にレーザー刻印可能
　　　　　　　　　※送料別途商品となります。
　　　　　　　　　※環境に配慮した簡易包装となります。
　　　　　　　　　　[ メッセージ不可商品 ]

商品番号 MSK01　商品番号 MSK01　

手鏡台座付き
ウォールナット（W）

MSK01

税込価格
￥6.264

送料別

【サイズ】 248×27×130（セット時）
【内容】 木製部にレーザー刻印可能
　　　　　　　　　※送料別途商品となります。
　　　　　　　　　※環境に配慮した簡易包装となります。
　　　　　　　　　　[ メッセージ不可商品 ]

税込価格
￥11,772

送料込

MBF02

お申込み期限 母の日 5 月 2 日（木） 父の日 6 月 3 日（月）



税込価格 お届けエリア 配送料金 数量

① MHH 01 ¥9,772 配送費用込み

② MHH 02 ¥7,625 配送費用込み

北村・袰川（いやかわ）　行 MHH 03 ¥6,382 配送費用込み

③ TEL　03-6832-2232　FAX  03-6832-2217 MHH 04 ¥5,346 配送費用込み

E-mail：rk_i-gift@sfc.co.jp MHH 05 ¥5,600 配送費用込み

定休日：水曜・日曜・祝日 MHH 06 ¥5,600 配送費用込み

※太枠内に必要事項を記入してください ご記入日　2019年 月 日 MTR 01 ¥4,266 配送費用込み

MTR 02 ¥6,966 配送費用込み

MTR 03 ¥6,966 配送費用込み

MTR 04 ¥4,806 配送費用込み

MTR 05 ¥4,806 配送費用込み

MTR 06 ¥4,806 配送費用込み

MTR 07 ¥7,290 配送費用込み

MSY 01 ¥4,536 配送費用込み

MSY 02 ¥3,704 配送費用込み

MBF 01 ¥11,772 配送費用込み

MBF 02 ¥11,772 配送費用込み

MBF 03 ¥7,452 配送費用込み

MBF 04 ¥10,152 配送費用込み

MSK 01 ¥6,264 　

MSK 03 ¥9,720 　

MSK 04 ¥9,720 　

MSK 05 ¥10,584 　

MSK 06 ¥10,584 　

SSK 08 ¥864

5％割引

･･･フリーメッセージ可商品 合計

様宛 メッセージ内容①

様宛 メッセージ内容②

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　※別途　jpeg　pdfデータをメールにて送付でも可　　

＠ 個人のお客様：商品代金の振込先

価格 ﾐﾂｲｽﾐﾄﾓｷﾞﾝｺｳ ﾁｭｳｵｳ

¥702 三井住友銀行 中央支店

¥1,134 普通預金 7765051

¥1,242 ｽﾐﾄﾓﾘﾝｷﾞｮｳﾘｮｸｶｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ

¥1,350 住友林業緑化株式会社

¥1,458 https://www.instagram.com/sfc_ryokka/

¥1,674

¥1,782

¥1,890

¥1,890

¥2,322

□　あり　　　　　　　　　　□　なし

※請求書発行の際割引いたします2商品以上お買い上げで５％割引！

□　あり　　　　　　　　　　□　なし

□　あり　　　　　　　　　　□　なし

東北（青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島）

関東（東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城・栃木・群馬・山梨）

関西（大阪・兵庫・奈良・京都・滋賀・和歌山）

信越・北陸（新潟・長野・富山・石川・福井）

中部（愛知・岐阜・三重・静岡）

　　ベル・フルール　イタリアSピンク

ササキ工芸　メガネケース　ナラ（N）

ササキ工芸　メガネケース　ウォールナット（W）

レーザー刻印（ササキ工芸商品のみ）

刻印内容

母の日、父の日ギフト　ご注文書

【発注フロー】

FAXまたはメールで本注文書を右記に送信願います。

弊社より郵送もしくはメールにて、請求書を送付致します。

※在庫が不足していた場合はお電話にてご連絡致します。

住宅緑化事業部　愛グリーン推進部 ギフトG

商品番号 商品名 金額

メッセージ

　　ベル・フルール　ガラスドームL　ピンク

　　ベル・フルール　ガラスドームS　イエロー

　　カーネーションアレンジメント レッド

　　カーネーションアレンジメント　ピンクSS

ディアマザー　ピンク

　　カーネーションアレンジメント　レッドSS

　　in your Room「ギフト」母の日Ver

アメイジング・マム　ピンク

お客様からのお振込み確認後、商品発注いたします。

　　バラグラスブーケ ピンクS（パンプキンボールMサイズ）

お急ぎの場合は、右の電話番号までご連絡お願いいたします。

ディアマザー　オレンジ

カーネーション「いちごホイップ」

アメイジング・マム　レッド

お電話番号

　　ベル・フルール　プリンセス　ミックス

ササキ工芸　くつべら台座付き　メープル（M）

ササキ工芸　手鏡台座付き　ウォールナット（W）

〒

あじさい「こんぺいとうスマイル　ピンク」

沖縄

お

届

け

先

（

予

備

）

ご住所

フリガナ

お名前 様　

中国（岡山・広島・山口・鳥取・島根）

四国（高知・香川・愛媛・徳島）

九州（福岡・佐賀・鹿児島・大分・宮崎・熊本・長崎）

ご注文商品番号

〒

フリガナ

お電話番号

お名前

ご住所

北海道

10エリア名　【ササキ工芸（北海道より）商品配送費】

ササキ工芸　くつべら台座付き　ウォールナット（W）

ササキ工芸　レーザー刻印

　　花柄鉢4.5号アイビー寄せ

ご注文商品番号

様　

お

届

け

先

①

お

届

け

先

②

ご注文商品番号

〒

フリガナ

ご住所

フリガナ

お名前 様　

お名前 様　

お電話番号

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

お電話番号

〒

ご住所
ご

依

頼

主

　　バラアレンジメント ブラウンS

　　ガーベラアレンジメント オレンジSS

ペア割引

メッセージの有無（　　マーク商品のみ）

メッセージの有無（　　マーク商品のみ）

下部配送費参照

https://www.instagram.com/sfc_ryokka/



