
一般価格 会員価格 

中 (直径１８０cm） ¥16,200  ¥12,960  

大 (直径１９５cm） ¥21,600  ¥17,280  

リース花環 (室内用) 
直径 75ｃｍ   高さ 210ｃｍ 

一般価格 会員価格 

¥10,800  ¥8,640  

≪リース外花環≫ 

※ 全て税込価格です 

※葬儀終了後回収となります 

≪リース花環（室内用）≫ 

※葬儀終了後回収となります 

ファミリアでのご葬儀の場合、 
取付けに支障が生じる為、室内 
に飾る商品を推奨しております 



≪ 生 花 ≫ 

菊を多く使用し長持ちします 
供花の定番です 【生花ダルマ篭】 

～ 季節により花の種類・色合いなど写真と異なります ～ 

一般価格 会員価格 

30号 ¥32,400  ¥29,160  

一般価格 会員価格 

25号 ¥27,000  ¥24,300  

一般価格 会員価格 

20号 ¥21,600  ¥19,440  

【生花アレンジ】 
 

一般価格 会員価格 

アレンジ ¥10,800  ¥9,720  

※ 全て税込価格です 

祭壇や仏壇前の彩りに… 



≪ 生 花 ≫ 

～ 季節により花の種類・色合いなど写真と異なります ～ 

一般価格 会員価格 

30号 ¥32,400  ¥29,160  

一般価格 会員価格 

25号 ¥27,000  ¥24,300  

一般価格 会員価格 

20号 ¥21,600  ¥19,440  

洋花を多く使用し 
華やかな印象を与えます 

【生花２段スタンド】 

一般価格 会員価格 

15号 ¥16,200  ¥14,580  

【生花１段スタンド】 

※ 全て税込価格です 



 10,000円 （税込） 

白を基調とした 

 「パール」 

ご自宅から葬儀会場へのお花の移動はございません。 
（葬儀会場には名札をつけたリース小花環を飾らせていただきます） 

写真はサンプルです 
季節によって、ご希望の色のお花に対応できない場合もございます。 

赤・ピンクを基調とした 

  「ルビー」 

ブルー・白を基調とした 

 「サファイア」 
オレンジ・黄色を基調とした 

    「アンバー」 

（高さ約 70 cm × 幅 約 60cm） 

各宝石の色をイメージした  
生花アレンジです 

供花  「ジュエル」   会社創立 
20周年特別 
ご提供商品 

※ 特別ご提供品のためみどりの会会員割引はございません 

※ 全て税込価格です 



葬儀会場へお届けするシルクフラワー  
（ご葬儀後回収になります） 

高さ約190cm×幅約95cm （名札を含めた高さ240cm） 

故人の旅立ちを 「送るお花」 と故人を偲び 「想うお花」 のセットです 

※ 写真は全てサンプルです 
実際のお花が写真と異なることもございます 

ご自宅にお届けするお花 （以下より１つお選びください） 

生花アレンジ 
 
 高さ約85cm×幅約60m（花器を含む）  

① ② 

生花花束 １対 

送 想 花 

※ 花瓶は含まれておりません 

一般価格 会員価格 

¥21,600  ¥19,440  

火葬・ご葬儀にあわせて葬儀会場に
シルクフラワーをお届けします 

後日、忌明までの間で、ご喪家のご
指定の日にご自宅にお好みのお花
をお届けします  

シルクフラワースタンド 

花瓶花１対  

名札をつけてお届けいたします 



《 缶詰盛篭 》 

酒のほさか 

～実用性のある一品～ 

＊アルコール類抜きもございます 

＊内容は写真と異なる場合がございます 

15号 
一般価格 会員価格 

¥16,200 ¥15,390 

30号 
一般価格 会員価格 

¥32,400 ¥30,780 
25号 

一般価格 会員価格 

¥27,000 ¥25,650 

20号 
一般価格 会員価格 

¥21,600 ¥20,520 

※ 全て税込価格です 

［商品拡大表示］ 

［商品拡大表示］ 

［商品拡大表示］ 

［商品拡大表示］ 



《 缶詰盛篭 》 ～実用性のある一品～ 

＊アルコール類抜きもございます 

＊内容は写真と異なる場合がございます 

15号 
一般価格 会員価格 

¥16,200 ¥15,390 

30号 
一般価格 会員価格 

¥32,400 ¥30,780 
25号 

一般価格 会員価格 

¥27,000 ¥25,650 

20号 
一般価格 会員価格 

¥21,600 ¥20,520 

能代盛篭センター 

※ 全て税込価格です 

［商品拡大表示］ 

［商品拡大表示］ 

［商品拡大表示］ 

［商品拡大表示］ 



《 缶詰盛篭 》 ～実用性のある一品～ 

15号 
一般価格 会員価格 

¥16,200 ¥15,390 

30号 
一般価格 会員価格 

¥32,400 ¥30,780 
25号 

一般価格 会員価格 

¥27,000 ¥25,650 

20号 
一般価格 会員価格 

¥21,600 ¥20,520 

渡部陶器店 

＊アルコール類は入りません 内容は写真と異なる場合がございます 

＊お届け先は、三種町・南秋田郡限定となります ※ 全て税込価格です 

［商品拡大表示］ 

［商品拡大表示］ 

［商品拡大表示］ 

［商品拡大表示］ 



＊内容は写真と異なる場合がございます 

15号 
一般価格 会員価格 

¥16,200 ¥15,390 

25号 
一般価格 会員価格 

¥27,000 ¥25,650 

20号 
一般価格 会員価格 

¥21,600 ¥20,520 

宮腰蒲団店 

《 タオルつき缶詰盛篭 》 

※ 全て税込価格です 

［商品拡大表示］ 



こまがたや 

《 缶詰スタンド 》 新感覚の寄贈品  

A B C 

セット内容（上下）・造花を 

自由にセレクト 
≪セット内容≫ 

      下のA～Cの中からお好きなものを 

上下一つずつお選びいただけます 

≪造花≫ 

ピンクと白をご自由に 

組み合わせできます 

   ① 白＋白 

   ② 白＋ピンク 

   ③ ピンク＋ピンク 

盛篭にはサンプルを展示いたします 
商品は手提げBOXでお届け致します 
（納品場所は、盛篭のお届け先になります） 

   調味料セット         フルーツ缶セット           乾物セット  

～～～～～～～～～～～～～～ 

≪フルーツ一段スタンド≫  

     フルーツのみの一段スタンドです  

一般価格        会員価格 

¥16,200  ¥15,390  

※ 全て税込価格です 

※フルーツの納品は 
3日～2週間以内で指定可能です 

上下どちらか1段をフルーツにすることもできます 

≪A～Cから1点+ フルーツ≫  

一般価格        会員価格 

¥27,000  ¥25,650  

S.フルーツセット 

三種町地域への配達は確認が必要となります。必ず担当にご確認ください。 

※ 内容は写真と異なる場合がございます。 

     一般価格    会員価格 

¥21,600  ¥20,520  

≪A～Cから2点≫  


