
二：マムアレンジ
3,850円（税込）

約高さ27cm×幅27cm

五：迎春アレンジ
5,500円（税込）

約高さ40cm×幅30cm

七：謹賀新年アレンジ
8,800円（税込）

約高さ70cm×幅60cm

一：新春アレンジ
3,300円（税込）

約高さ15cm×幅20cm

六：大王松アレンジ
5,500円（税込）

約高さ40cm×幅30cm

四：末広アレンジ
4,400円（税込）

約高さ23cm×幅30cm

正月花 新年を華やかに迎える

三：蘭アレンジ
4,400円（税込）

約高さ23cm×幅30cm

2022年



　　

お振込みを希望した方は、希望の口座に☑を入れて、振込名義のご記入のご協力をお願いいたします。

□ 沖縄銀行　大道支店（普）1693924 ●お客様の振込名義：（　　　　　　　　　　　　）

□ 琉球銀行　壺屋支店（普）351897

　 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ　ﾄｳﾊﾞﾙﾉｳｴﾝ　ﾀﾞｲﾋｮｳﾄﾘｼﾏﾘﾔｸ　ｼｮｳ　ｱﾂｼ

※ご注文はＦＡＸにてお願い致します。ＦＡＸ受信後にご確認のご連絡を致します。

株式会社桃原農園・フラワーショップトーバル

FAX / 098-867-7222

お
届
け
先

 TEL(                  -                  -                 )

 〒           -

お名前：

ご
注
文
主

 TEL(                  -                  -                 )

 〒           -

お名前：

ご担当者 部署名 ご連絡先

※受信後、ご確認のお電話をさせて頂きますので部署名等詳しくご記入お願い致します。

品名１： 個数：

品名
品名２： 個数： 合計金額

〒900-0036 那覇市安里2-1-1-１階　✉fs@toubaru-nouen.co.jp

円（税抜）

お届け希望日                    年　　　月　　　日　　　曜日（　　　　時頃）

備　考（その他、ご要望がございましたらご記入ください。）

お支払方法：　来店支払　・　お振込み　　　　　お支払日：（　　　　　　　　　　　　）

※ご希望のお支払方法を◯で囲んでください。お支払、お振込み確認後の配達となります。

口座名義　株式会社　桃原農園　代表取締役　尚　厚　

※配達はお花代3,300円～となります。配達無料区域（那覇市・浦添市・豊見城市）その他区域はご相談ください。

※その他、ご不明な点やご相談がございましたらお気軽にお電話くださいませ。

お電話受付時間：１０時～18時　ＴＥＬ ０９８-８６３-１８８０

ご注文締め切り日 ２０２１年 １２ 月 25 日 迄

お花のご注文用紙

申込日：２０２1年 月 日


一般























				　　																						FAX / 098-867-7222







						お届け先 トド サキ										 TEL(                  -                  -                 )



																 〒           -





																お名前：





						ご注文主 チュウモン ヌシ										 TEL(                  -                  -                 )



																 〒           -





																お名前：







								ご担当者 タントウシャ																																				部署名 ブショ メイ																												ご連絡先 レンラクサキ



																※受信後、ご確認のお電話をさせて頂きますので部署名等詳しくご記入お願い致します。 ジュシン ゴ カクニン デンワ イタダ ブショ メイ トウ クワ キニュウ ネガイ タ







														品名１： ヒンメイ																																		個数： コスウ



						品名 ヒンメイ

														品名２： ヒンメイ																																		個数： コスウ																								合計金額 ゴウケイ キンガク																														円（税抜） エン ゼイ ヌ









						お届け希望日 トド キボウ ビ																				                   年　　　月　　　日　　　曜日（　　　　時頃）













						備　考（その他、ご要望がございましたらご記入ください。） ビ コウ タ ヨウボウ キニュウ















						お支払方法：　来店支払　・　お振込み　　　　　お支払日：（　　　　　　　　　　　　） シハライ ホウホウ ライテン シハライ フリコ シハライビ



						※ご希望のお支払方法を◯で囲んでください。お支払、お振込み確認後の配達となります。 キボウ シハライ ホウホウ カコ シハライ フリコ カクニン ゴ ハイタツ





						お振込みを希望した方は、希望の口座に☑を入れて、振込名義のご記入のご協力をお願いいたします。 フリコ キボウ カタ キボウ コウザ イ フリコミ メイギ キニュウ キョウリョク ネガ



						□ 沖縄銀行　大道支店（普）1693924　　　 オキナワ ギンコウ ダイドウ シテン フ																																																		●お客様の振込名義：（　　　　　　　　　　　　） キャクサマ フリコ メイギ

						□ 琉球銀行　壺屋支店（普）351897　　　   リュウキュウ ギンコウ ツボ ヤ シテン フ

										　								ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ　ﾄｳﾊﾞﾙﾉｳｴﾝ　ﾀﾞｲﾋｮｳﾄﾘｼﾏﾘﾔｸ　ｼｮｳ　ｱﾂｼ

						口座名義　株式会社　桃原農園　代表取締役　尚　厚　 コウザ メイギ カブシキ カイシャ トウバル ノウエン ダイヒョウ トリシマリヤク ショウ アツシ



				※ご注文はＦＡＸにてお願い致します。ＦＡＸ受信後にご確認のご連絡を致します。 チュウモン ネガ イタ ジュシン ゴ カクニン レンラク イタ

				※配達はお花代3,300円～となります。配達無料区域（那覇市・浦添市・豊見城市）その他区域はご相談ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ハイタツ ハナ ダイ エン ハイタツ ムリョウ クイキ ナハシ ウラソエシ トヨ ミ シロ シ タ クイキ ソウダン

				※その他、ご不明な点やご相談がございましたらお気軽にお電話くださいませ。　 タ フメイ テン ソウダン キガル デンワ



				お電話受付時間：１０時～18時　ＴＥＬ ０９８-８６３-１８８０ デンワ ウケツケ ジカン ジ ジ

				〒900-0036 那覇市安里2-1-1-１階　✉fs@toubaru-nouen.co.jp カイ

				株式会社桃原農園・フラワーショップトーバル











ご注文締め切り日　２０２１年　１２　月　25　日　迄

お花のご注文用紙

申込日：２０２1年　　　月　　　日



ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ専用

		≪≪　ダウンロード専用　≫≫ センヨウ





















				　　																						FAX / 098-867-7222







						お届け先 トド サキ										 TEL(                  -                  -                 )



																 〒           -





																お名前：





						ご注文主 チュウモン ヌシ										 TEL(                  -                  -                 )



																 〒           -





																お名前：







								ご担当者 タントウシャ																																				部署名 ブショ メイ																												ご連絡先 レンラクサキ



																※受信後、ご確認のお電話をさせて頂きますので部署名等詳しくご記入お願い致します。 ジュシン ゴ カクニン デンワ イタダ ブショ メイ トウ クワ キニュウ ネガイ タ







														品名１： ヒンメイ																																		個数： コスウ



						品名 ヒンメイ

														品名２： ヒンメイ																																		個数： コスウ																								合計金額 ゴウケイ キンガク																														円（税抜） エン ゼイ ヌ









						お届け希望日 トド キボウ ビ																				                     年　　　月　　　日　　　曜日（　　　　時頃）













						備　考（その他、ご要望がございましたらご記入ください。） ビ コウ タ ヨウボウ キニュウ















						お支払方法：　来店支払　・　お振込み　　　　　お支払日：（　　　　　　　　　　　　） シハライ ホウホウ ライテン シハライ フリコ シハライビ



						※ご希望のお支払方法を◯で囲んでください。お支払、お振込み確認後の配達となります。 キボウ シハライ ホウホウ カコ シハライ フリコ カクニン ゴ ハイタツ





						お振込みを希望した方は、希望の口座に☑を入れて、振込名義のご記入のご協力をお願いいたします。 フリコ キボウ カタ キボウ コウザ イ フリコミ メイギ キニュウ キョウリョク ネガ



						□ 沖縄銀行　大道支店（普）1693924　　　 オキナワ ギンコウ ダイドウ シテン フ																																																		●お客様の振込名義：（　　　　　　　　　　　　） キャクサマ フリコ メイギ

						□ 琉球銀行　壺屋支店（普）351897　　　   リュウキュウ ギンコウ ツボ ヤ シテン フ

										　								ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ　ﾄｳﾊﾞﾙﾉｳｴﾝ　ﾀﾞｲﾋｮｳﾄﾘｼﾏﾘﾔｸ　ｼｮｳ　ｱﾂｼ

						口座名義　株式会社　桃原農園　代表取締役　尚　厚 コウザ メイギ カブシキ カイシャ トウバル ノウエン ダイヒョウ トリシマリヤク ショウ アツシ



				※ご注文はＦＡＸにてお願い致します。ＦＡＸ受信後にご確認のご連絡を致します。 チュウモン ネガ イタ ジュシン ゴ カクニン レンラク イタ

				※配達はお花代3,300円～となります。配達無料区域（那覇市・浦添市・豊見城市）その他区域はご相談ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ハイタツ ハナ ダイ エン ハイタツ ムリョウ クイキ ナハシ ウラソエシ トヨ ミ シロ シ タ クイキ ソウダン

				※その他、ご不明な点やご相談がございましたらお気軽にお電話くださいませ。　 タ フメイ テン ソウダン キガル デンワ



				お電話受付時間：１０時～18時　ＴＥＬ ０９８-８６３-１８８０ デンワ ウケツケ ジカン ジ ジ

				〒900-0036 那覇市安里2-1-1-１階　✉fs@toubaru-nouen.co.jp

				株式会社桃原農園・フラワーショップトーバル











お花のご注文用紙

申込日：２０２1年　　　月　　　日

ご注文締め切り日　２０２１年　１２　月　25　日　迄



社員専用





















		　　FAX / 098-867-7222









						お届け先 トド サキ										　　本社　・　南部支社　・　津嘉山現場　・ 与根農場・　来　店 ホンシャ ナンブ シシャ ツカザン ゲンバ ヨネ ノウジョウ キ ミセ











																※ご希望のお届け先を○で囲んでください。 トド サキ カコ



						ご注文主 チュウモン ヌシ										 TEL(                  -                  -                 )



																 〒           -





																お名前：







								ご担当者 タントウシャ																																				部署名 ブショ メイ																												ご連絡先 レンラクサキ



																※受信後、ご確認のお電話をさせて頂きますので部署名等詳しくご記入お願い致します。 ジュシン ゴ カクニン デンワ イタダ ブショ メイ トウ クワ キニュウ ネガイ タ







														品名１： ヒンメイ																																		個数： コスウ



						品名 ヒンメイ

														品名２： ヒンメイ																																		個数： コスウ																								合計金額 ゴウケイ キンガク																														円（税抜） エン ゼイ ヌ









						受取希望日 ウケトリ キボウ ビ																				              年　　　月　　　日　　　曜日（　　　　時頃）













						備考（その他、ご要望がございましたらご記入ください。） ビ コウ タ ヨウボウ キニュウ















						お支払方法：　来店支払　・　給料天引き　・　配達時集金 シハライ ホウホウ ライテン シハライ キュウリョウ テンビ ハイタツ ジ シュウキン



						※ご希望のお支払方法を◯で囲んでください。お支払、お振込み確認後の配達となります。 キボウ シハライ ホウホウ カコ シハライ フリコ カクニン ゴ ハイタツ







				桃原農園のホームページから一般のお客様用の注文用紙をダウンロードできます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぜひ皆様の知人・友人・お客様へご案内、ご紹介ください！！ モモハラ ノウエン イッパン キャクサマ ヨウ チュウモン ヨウシ ミナサマ チジン ユウジン キャクサマ アンナイ ショウカイ







				※ご注文はＦＡＸにてお願い致します。ＦＡＸ受信後にご確認のご連絡を致します。 チュウモン ネガ イタ ジュシン ゴ カクニン レンラク イタ

				※配達はお花代3,300円～となります。配達無料区域（那覇市・浦添市・豊見城市）その他区域はご相談ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ハイタツ ハナ ダイ エン ハイタツ ムリョウ クイキ ナハシ ウラソエシ トヨ ミ シロ シ タ クイキ ソウダン

				※その他、ご不明な点やご相談がございましたらお気軽にお電話くださいませ。 タ フメイ テン ソウダン キガル デンワ



				お電話受付時間：１０時～18時　ＴＥＬ ０９８-８６３-１８８０ デンワ ウケツケ ジカン ジ ジ

				〒900-0036 那覇市安里2-1-1-１階　 カイ

				株式会社桃原農園・フラワーショップトーバル

















株式会社桃原農園社 員 限 定

お花のご注文用紙

申込日：２０２1年　　　月　　　日

ご注文締め切り日　２０２１年　１２　月　25　日　迄
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