
花の部屋フラワーショップ

〒560-0021豊中市本町4-1-28 成光ビル1F
TEL : 06-6848-1187
FAX : 06-6858-1544 H A N A NOH E YA

法人向け花ギフトカタログ

花祝

開店祝い
OPENに彩りを添える華やかな「アレンジメント」や
高貴な印象の「胡蝶蘭」がおすすめです。
店頭に飾られる「スタンド花」もございます。

周年祝い
大切な節目を祝う華やかな「アレンジメント」や
豪華な「胡蝶蘭」がおすすめです。店頭に飾る場合は、
人目を引く「スタンド花」もございます。

歓送迎・退職祝い
職場の方に感謝の気持ちをこめて贈るお花は、
シーンを盛り上げる「花束」が最適です。電車など
で持ち帰れるよう袋をご用意します。

開院祝い
医院や整体・治療院の開業には、上品な「胡蝶蘭」が
よく贈られます。また、室内でも長持ちし、癒しにも
なる「観葉植物」もおすすめです。

事務所開設・移転祝い
新たな門出を祝う「アレンジメント」や「胡蝶蘭」が
おすすめです。また、日陰にも強く管理が楽な「観葉
植物」もよく贈られます。

就任祝い
お部屋に飾られる場合は気品のある「胡蝶蘭」が、
お祝いの席でお渡しになる場合は場の演出に
ぴったりな「花束」がおすすめです。

式典の壇上花
卒入学式やさまざまな式典の壇上・演台に飾られる
お花は、華やかで重厚感のある「壺花（つぼばな）」が
おすすめです。

公演祝い
演劇・ダンスなどの公演を彩る祝い花は、華やかな
「アレンジメント」や豪華な「胡蝶蘭・スタンド花」
がおすすめです。

シーンや気持ちにそってお選びください。

＜シーン別＞

贈花の選び方



お祝いの気持ちを花に込め、人と人、企業と企業を繋ぐ。

それが『HANAiWAi（花祝） 』のギフトフラワーです。

花には人を笑顔にする力があり、お祝いごとの贈り物として

想いの詰まった一品一品が多くの方々の笑顔を作ってきました。

私たちはただ花を届けるだけではありません。

創業35年の信頼と安心、

そして技術を感じていただけるサービスで

お届け先に贈り主のお祝いの気持ちをお届けします。

写真はイメージ

想いを、花に変えて。
message

ビジネスシーンに欠かせない企業・法人様の

フラワーギフトを心を込めてご用意いたします

良質なお花

スムーズなお支払い

迅速な対応

会社概要

宮下 真由美
チーフデザイナー

フラワーショップ 花の部屋
宮下浩
〒560-0021
大阪府豊中市本町4-1-28　成光ビル1F
TEL : 06-6848-1187
FAX : 06-6858-1544

ＮFD1級フラワーデザイナー
日本フラワーデザイン大賞2012
フローラル・コラージュ部門3位受賞

大切な贈り物は花の部屋にお任せください。
先方様に喜んでいただけるお花を、自信を持ってお届けします。

1980年
店頭・インターネットによる
生花販売

会 社 名
代 表 者
所 在 地

創　　立
事業内容

資 格
賞 歴

お客様へ

法人向け花ギフトカタログ

花祝
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胡蝶蘭

気品があり、清潔感のある胡蝶蘭。「幸福が飛んでくる」と
いう花言葉を持つことから、開店祝いや開業祝いをはじ
め、様々なシーンの御祝い花として最適です。生命力も強
く、地に根付くということから「長く続いてほしい」という意
味でも喜ばれています。

　　　 アレンジメント
H50cm x W45cm x D30cm

¥5,000（税別）

アレンジメント
Arrengement flower

バリエーションが豊富で、幅広いお祝いにご活用いただけるアレンジメントフラワー。室内でそのまま飾る
ことができるため、オフィスや店内におすすめです。お好みの花や色合いを自由に組み合わせ、お届け先の
雰囲気にあったアレンジメントをご用意させていただきます。

開　店 周　年

花束
Bouquet

誕生日や記念日、お見舞いなど豊富なシーンで使える花束。主に個人への贈り花として人気があり、お相手の
お好み、季節やご用途に合わせてお選びいただけます。大切な方の記憶に残るよう、あなたの想いと一緒に
手渡ししてみてはいかがでしょう。

line-up

就　任 歓 送 迎 退　職

開　店 開　院 事業所開設移　転

就　任 周　年 公　演

公　演

　　　 3本立ち
H80cm x W40cm x D40cm

¥10,000（税別）

E-3

　　　 3本立ち［ロング］
H105cm x W50cm x D50cm

¥20,000（税別）

E-6 　　　 5本立ち
H105cm x W60cm x D60cm

¥30,000（税別）

E-7

A-5 　　　 アレンジメント
H65cm x W50cm x D40cm

¥8,000（税別）

A-9 　　　 アレンジメント
H70cm x W45cm x D40cm

¥10,000（税別）

A-10

　　　 花束
H35cm x W30cm x D30cm

¥3,000（税別）

B-2 　　　 花束
H70cm x W40cm x D40cm

¥5,000（税別）

B-7

Phalaenopsis orchid

　　　 花束
H80cm x W45cm x D45cm

¥8,000（税別）

B-10

全商品のラインアップは「花の部屋」WEBサイトをご覧ください。

事業所開設移　転
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法人向けサービスだからできること

https://hananoheya.com

検 索花の部屋

06-6848-1187
（９:00～18:30　火休）

　　　 観葉植物
幸福の木
H85cm x W35cm x D35cm

¥5,000（税別）

　　　 観葉植物
パキラ
H135cm x W70cm x D70cm

¥10,000（税別）

　　　 観葉植物
ユッカ
H110cm x W40cm x D40cm

¥8,000（税別）

　　　 スタンド花
1段
H200cm x W100cm x D80cm

¥12,000（税別）

　　　 スタンド花
2段・洋蘭入り
H200cm x W100cm x D80cm

¥20,000（税別）

　　　 壺花
H110cm x W100cm x D80cm

¥20,000（税別）

育てやすく、観賞用として長期間楽しむことができる観葉植物。インテリアとしてもご活用いただけるため、開店や
開業、移転をはじめ様々な贈答用として人気があります。爽やかなグリーンが癒しの空間を演出し、室内の雰囲気を
和ませてくれます。

色とりどりの花々で空間を豪華に彩るスタンド花。開店や開業、発表会など特別なお祝いの場をより一層
華やかに演出してくれます。1段は花のアレンジ部分が1か所、2段は上下2か所に。より特別な方には、より
豪華な2段のスタンド花もおすすめします。

壷花は式典や講演会、発表会の演台や壇上を
華やかに彩ります。
（花台は各会場にてご用意ください）

開　院 事業所開設 移　転

式典の壇上花開　店 周　年 公　演

観葉植物
Foliage plant

Stand・Tsubobana

F-1

S-1 S-3 S-4

F-3 F-4

選べる決済方法 鮮度の良いお花

立て札に無料印字 お届け商品の
画像メール送付 ネット注文対応

現金・請求書・クレジットカードから
お選びいただけます。

（宅配便配送はクレジットカード不可）

最短当日お届け
豊中市内は当日お届け、豊中市外は
翌日以降にお届けが可能です。お問い
合わせください。全国発送も承ります。
（北海道、沖縄、離島を除く）

新鮮な花を
随時市場で仕入れています。

シーンに合わせた
印字を無料で
いたします。

ご注文商品を撮影し、
メールでお送りいたします。

（ご希望の方）

PC・スマホからお気軽に
ご注文いただけます。

お電話でご注文の際に『カタログを見て』とスタッフにお伝えください

06-6858-1544
TEL 注文の場合

WEB 注文の場合

FAX 注文の場合

ご注文は簡単3ステップ

1
選択

カタログからお好きな
商品をお選びください A-1注文番号は写真下記の

2ケタの英数 >>>

2
注文

お好きな注文方法を
4つからお選びください

3
決済

お好きな決済方法を
3つからお選びください

TEL FAX 店頭WEB

最短

当日
お届け

●クレジットカード（VISA, MasterCard, JCB, American Express, Diners Club）
●銀行お振込（三井住友銀行）　●インターネットでクレジットカード決済も可能

現金 クレジット
カード請求書払

お問い合わせ・ご相談を承りますので、
お気軽にご連絡ください。

スタンド花・壺花
つ ぼ

FAXのオーダーシートは店頭と「花の部屋」WEBサイトで
配布しております。 
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※スタンド台・壺のレンタル料込の価格です


