


本カタログ全商品に
母の日オリジナルの
タグが付きます。

商品番号 6301 生花／フランボワーズ　¥3,500（税込 ¥3,780）
　商品番号 6302 生花／アプリコット  　¥3,500（税込 ¥3,780）

サイズ約：H16×W13cm
内容：カーネーション、スプレーバラ、

スプレーカーネーション、ヒペリカム、ポリシャス、陶器

商品番号 6303 生花／ローズパニエ　レッド　¥5,500（税込 ¥5,940）
商品番号 6304 生花／ローズパニエ　ピンク　¥5,500（税込 ¥5,940）

サイズ約：H15×W24×D13cm
内容：バラ、カーネーション、ヒペリカム、アイビー、

ポリシャス、リンゴピック（造花）、バスケット

パーティ
ーに「花

」を添え
て。

一年に一度の母の日。そんな特別な日のパーティーの「華」はもちろんお母さん！
テーブルの上にカラフルなお花を添えれば、パーティーが一層華やぎます。

ローズパニエ　ピンク
商品番号 6304

ローズパニエ　レッド
商品番号 6303

フランボワーズ
商品番号 6301

アプリコット
商品番号 6302

Fresh Flower  2018 Mother’s day Party

4月26日15:00まで ¥5,000（税込 ¥5,400）4月26日15:00まで ¥5,000（税込 ¥5,400）早割

4月26日15:00まで ¥3,000（税込 ¥3,240）4月26日15:00まで ¥3,000（税込 ¥3,240）早割



元気に、キュートに、
さり気なく。

2種類のカーネーションとスプレーバラの美しい
グラデーション。ふんわりやさしい印象のブーケを贈って
お母さんに素敵な思い出をプレゼントしてみませんか？

商品番号 6309　花束／メモワールブーケ　¥4,500（税込 ¥4,860）
サイズ約：L55×W30cm　内容：カーネーション、スプレーバラ、
キイチゴ（葉）、ポリシャス、ラッピング

バラとカーネーションを贅沢にあしらったフォトジェニックな
アレンジ。リースのような「輪」の形には、ずっと家族円満で

過ごせますようにという願いが込められています。

元気でポップなひまわり、定番のピンクの
カーネーション、小箱からさり気なく覗くバラ。
お母さんのイメージに合わせて選べるカジュアルな
アレンジメントをご用意しました。

商品番号 6306

生花／フラワーパーティー　¥3,000（税込 ¥3,240）
サイズ約：H16×W11cm　内容：カーネーション、
スプレーカーネーション、アイビー、アセビ、陶器

商品番号 6307

生花／メルシーコフレ　¥3,500（税込 ¥3,780）
サイズ約：H15×W15×D11cm　内容：バラ、カーネーション、

ヒペリカム、アセビ、リボン、リンゴピック（造花）、木製器

商品番号 6305

生花／プチソレイユ　¥5,500（税込 ¥5,940）
サイズ約：H20×W18cm　内容：ヒマワリ、カーネーション、
モカラ、オーニソガラム、キイチゴ（葉）、リキュウソウ、陶器

商品番号 6308
生花／ボンヌ フェット ママン！　¥10,000（税込 ¥10,800）

サイズ約：H13×W25cm　内容：バラ、カーネーション、
スプレーカーネーション、ヒペリカム、ワイヤープランツ、アセビ、バスケット

※壁には掛けられません

贅沢に伝える、ありがとうの気持ち。

Fresh Flower  2018 Mother’s day Party

4月26日15:00まで ¥5,000（税込 ¥5,400）4月26日15:00まで ¥5,000（税込 ¥5,400）早割



カーネーションとアロマティカス、
プミラがセットになりました。

キュートなバスケットには、母の日限定柄の
タオルハンカチもついておすすめ！

緑いっぱいの、

アーリーサマーガー
デン。

｛セット植物一覧｝
商品番号 6313

鉢物／「アロマプランツセット」　¥3,800（税込 ¥4,104）
サイズ約：H34×W30cm　ハンカチサイズ約：25×25cm

内容：カーネーション4号、アロマティカス3号、
プミラ3号、バスケット、ハンカチ（綿100%・日本製）

ガーデニング好きのお母さんに贈りたい、
5種類のフラワー＆グリーンギフトセット。

商品番号 6315

鉢物／ジャルダン　¥10,000（税込 ¥10,800）
サイズ約：H33×W40cm　
内容：カーネーション4号、ベゴニア5号、アンスリウム4号、
ローズマリー4号、アイビー3号、バスケット

デンマーク王室御用達、130年以上の歴史を持つ
『ポールセン・ローザー社』のポットローズ。

室内でも、地植えでも幅広くお楽しみいただけます。

商品番号 6314

鉢物／ポールセンローズ　フェンス付き
¥4,500（税込 ¥4,860）

サイズ約：H54（フェンス含む）×W25cm　内容：バラ5.5号、フェンス、バスケット

商品番号 6310　鉢物／カーネーション「アラモードオレンジ」
商品番号 6311　鉢物／カーネーション「チェリータルト」
商品番号 6312　鉢物／カーネーション「さくらもなか」
各 ¥3,500（税込 ¥3,780）
サイズ約：H30×W20cm
内容：カーネーション5号、バスケット

カーネーション ベゴニア アンスリウム ローズマリー アイビー

母の日限定柄 !綿100%やわらかハンカチ付き♪

アラモードオレンジ
商品番号 6310

チェリータルト
商品番号 6311

さくらもなか
商品番号 6312

柔らかなフリルが愛らしいカーネーションは、
ストライプが覗くバスケットでキュート&ポップに！
アメリカンレトロな雰囲気で、お部屋のアクセントになりそう。

母の日、迷ったらやっぱりこのお花。
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商品番号 6310-6312  4月26日15:00まで ¥3,000（税込 ¥3,240）商品番号 6310-6312  4月26日15:00まで ¥3,000（税込 ¥3,240）早割



アジサイにもお得な早割をご用意！

様々な色の変化を楽しめる人気のアジサイKEIKO。
爽やかなブルーとふんわりピンクが揃いました。
日本フラワー・オブ・ザ・イヤー「最優秀賞」受賞品種です。

商品番号 6316

鉢物／アジサイ「マジカルレボリューション ブルー」
¥5,500（税込 ¥5,940）
サイズ約：H40×W35cm　内容：アジサイ5号、バスケット

商品番号 6318

鉢物／アジサイ「こんぺいとう」　¥5,500（税込 ¥5,940）
サイズ約：H45×W38cm　内容：アジサイ5号、バスケット

商品番号 6317

鉢物／アジサイ「巡恋歌」　¥5,800（税込 ¥6,264）
サイズ約：H43×W38cm　内容：アジサイ5号、バスケット

商品番号 6320

鉢物／アジサイ「KEIKO ブルー」　¥8,000（税込 ¥8,640）
サイズ約：H60×W50cm　内容：アジサイ6号、ブリキ器

商品番号 6321

鉢物／アジサイ「KEIKO ピンク」　¥8,000（税込 ¥8,640）
サイズ約：H60×W50cm　内容：アジサイ6号、ブリキ器

商品番号 6319

鉢物／アジサイ「舞姫」　¥5,800（税込 ¥6,264）
サイズ約：H40×W30cm　内容：アジサイ5号、バスケット

移
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や
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ひらひらと波打つ花びらが特徴的なアジサイ、
カーリースパークル。愛知県渥美半島でしか
生産されない希少品種をこの機会にぜひ。

商品番号 6322

鉢物／アジサイ「カーリースパークル ブルー」　¥6,000（税込 ¥6,480）
サイズ約：H33×W32cm　内容：アジサイ5号、バスケット

商品番号 6323

鉢物／アジサイ「カーリースパークル ピンク」　¥6,000（税込 ¥6,480）
サイズ約：H33×W32cm　内容：アジサイ5号、バスケット

商品番号 6316

マジカルレボリューション
ブルー

商品番号 6317
巡恋歌

商品番号 6320
KEIKO　ブルー

商品番号 6321
KEIKO　ピンク

商品番号 6322
カーリースパークル　ブルー

商品番号 6323
カーリースパークル　ピンク

商品番号 6319
舞姫

商品番号 6318
こんぺいとう

Hydrangea  2018 Mother’s day Party

数量
限定

数量
限定

4月26日15:00まで ¥5,000（税込 ¥5,400）4月26日15:00まで ¥5,000（税込 ¥5,400）早割

4月26日15:00まで ¥5,000（税込 ¥5,400）4月26日15:00まで ¥5,000（税込 ¥5,400）早割

4月30日15:00まで ¥3,500（税込 ¥3,780）4月30日15:00まで ¥3,500（税込 ¥3,780）早割 4月26日15:00まで ¥5,300（税込 ¥5,724）4月26日15:00まで ¥5,300（税込 ¥5,724）早割

4月26日15:00まで ¥5,300（税込 ¥5,724）4月26日15:00まで ¥5,300（税込 ¥5,724）早割



JOC　ミディ胡蝶蘭

商品番号
6324

商品番号
6325

商品番号
6326

気品と可愛らしさを兼ね備えて。

商品番号 6326
ミディ胡蝶蘭／スウィートローズ 2本立＋ペペロミア
¥12,000（税込 ¥12,960）
サイズ／スウィートローズ 約：H55×W25cm
ペペロミア 約：H22×W13cm
内容：スウィートローズ2本立、ペペロミア、陶器

商品番号 6325
ミディ胡蝶蘭／メイリー 1本立
¥5,000（税込 ¥5,400）
サイズ約：H33×W18cm　内容：メイリー 1本立、陶器

商品番号 6324
ミディ胡蝶蘭／ビビアン 1本立
¥4,500（税込 ¥4,860）
サイズ約：H30×W18cm　内容：ビビアン1本立、ブリキ器

気品はそのままに、日常にも溶け込む可愛らしい小ぶりな
胡蝶蘭は大好きなお母さんへの特別な贈り物にピッタリ。

産地から直接お届けする
ミディ胡蝶蘭
国内で生産から流通までを行う
JOC（ジャパン・オーキッド・センター）。
胡蝶蘭の生育に長年携わってきた匠が、きめ細やかな
愛情で花持ちが良いと評判になるまでに育て上げました。
もっと身近に、気軽に楽しめる可愛いサイズの胡蝶蘭を
ぜひご自宅でお楽しみください。

Master’s Voice
JOC 前田 聡

管理が難しいと思われがちな胡蝶蘭ですが
意外と室内向きで花持ちがよく育てやすいお花です。
花の形や色もさまざま、華やかな胡蝶蘭を
ぜひこの機会に贈ってみてはいかがですか。
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商品番号 6333

プリザーブドフラワー／プランタン　¥13,000（税込 ¥14,040）
サイズ約：H26×W13cm　内容：バラ、カーネーション、チューベローズ、サンウィーバイン、
ライスフラワー、ピットスポラム、陶器／クリアBOX入り

ほっとひと息つける場所。

マスキングテープの柄は3種類♪思い出の写真やメッセージカードを貼っていただけます

（写真左から） 商品番号 6327／レッド　商品番号 6328／バイオレット　商品番号 6329／オレンジ
プリザーブドフラワー／シナモンポット　各 ¥3,500（税込 ¥3,780）
サイズ約：H12×W12cm　内容：バラ、カーネーション、アジサイ、オレガノ、

ブルーベリーピック（造花）、シナモンスティック、ラフィア、陶器

　（写真左から） 商品番号 6330／ピンク　商品番号 6331／オレンジ
プリザーブドフラワー／パフェフルール　各 ¥5,500（税込 ¥5,940）

サイズ約：H20×W12cm　内容：バラ、ミニカーネーション、
アップルスライス、スパニッシュモス、アジサイ、

ライスフラワー、ミニラタボール、グラス

商品番号 6332
プリザーブドフラワー／メモリーウッドスタンド
¥8,000（税込 ¥8,640）
スタンドサイズ約：H20×W15cm　　
内容：ガーベラ、バラ、カーネーション、アジサイ、
ジニア、アイビー、リボン、木製スタンド、
マスキングテープ（幅1.5cm×長さ300cm）3個入り 
※カードはつきません

玄関に、リビングに、寝室に…いつもそばにいてほしいから。
水やり不要で長く手軽に楽しめるプリザーブドフラワーがおすすめです。

ヨーロピアンスタイルの器に華やかなバラやカーネーションをあしらいました。
溢れ出るようなボリュームと、柔らかい色合いのカーネーションがポイントです。

Preserved Flower  2018 Mother’s day Party



ご注意

5月1日（火）15:00まで

5月10 日（木）～5月13 日（日）
shop-hanna.com

※早割、お届け日指定受付は4月 26日（木）15：00まで ※お届け日指定受付期限後にお申込みの方は、上記期間内のいずれ
　かにお届けします。日時指定は承れませんのでご了承ください。
※5月13日の配送は大変混み合う為、お届け時間が遅くなる場合が
　ございます。5月12日（土）までのお届けをおすすめします。
※天災や交通状況などにより、ご指定のお日にちにお届けできな
　い場合がございます。

￥950（税込￥1,026）

Photograph : Masaaki Kimura（THE EARTH PRODUCTION）　 Styling : Shoko Ishibashi

※商品の数には限りがございますので、お早めにご注文く
　ださい。お申込みが集中した場合、バスケット、ラッピ
　ング、器のデザインが変更になる場合がございます。

タグイメージ

・お届け先様がご不在の場合は不在票にてご連絡が取れ次第再配送となります。 お届け先様とご連絡が取れない場合は、ご注文主様  
　にお届け商品の対応（転送・処分など）をご相談させていただきます。
・ご不在による商品劣化のため、新たに商品をお送りする場合は、別途商品代金と配送料金をご負担いただきます。
・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。
・商品を２個以上お買い上げの場合、お届け日が異なる場合がございます。
・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。また、天候や気温等の状況により、やむを得ず植物の色や種類等が変更
　と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。
・撮影用小物は商品には含まれませんのでご了承ください。
・ お届けにかかるお時間と品質保持の関係などにより、北海道、東北、沖縄、　及び一部の離島・郡部、福島県（双葉郡・相馬郡・飯舘村・
　南相馬市の各地域の一部）など、　お届けできない地域がございます。

←こちらの表記のある商品は、全国お届けが可能です。（一部地域を除く。詳しくはお問い合わせください）

配送料金

商品お申込期限

商品お届け期間

I N F O R M A T I O N

4月 26日（木）15:00までのお申込みに限り、
上記期間内でお届け日の指定が可能です。
（時間指定は承れませんのでご了承ください）

全ての商品に「母の日オリジナルタグ」と
植物を長く楽しんでいただくための「お手入れのしおり」をお付けしています。

FAX・オンラインショップ

※配送料金は別途となり、同一配送先でも商品1点ごとに頂戴いたします。ご了承ください。

フラワーラウンジ ブランハンナ（近鉄百貨店上本町店） (06) 6776-7239
フラワーラウンジ ブランハンナ / インテリア（阪神百貨店梅田店）

フローリスト　ハンナ（京都ブライトンホテル店）　　　　　　　　　 (075) 451-3911
カゼン（中之島フェスティバルプラザ店 ）　　　　　　　　　　　　　  (06) 4707-2780

フラワーラウンジ ブランハンナ （リノアス八尾店）

(06) 6348-8297 


