
ウチダスお問い合せセンター 受付時間：午前9時～午後5時（土・日・祝日を除く）その他のお問い合せ　何かご不明点ございましたら…

※（発注番号）

整
理
番
号

花苗 専用オーダーシート
オーダーサービス

Vol.16

FAX 0120-757-959
TEL 0120-757-969

品種 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
ノースポール

ビオラ（色込み）

マリーゴールド（色込み）

ペチュニア（色込み）

パンジー（色込み）

メーカー直送品です。※ 沖縄・離島はサービス対象外です。

●❶ ノースポール

●❷ ビオラ

●❸ マリーゴールド

植付時期

植付時期

●❹ ペチュニア

●❺ パンジー

お届けは、ご注文から10日以降の
ご希望日（お届け期間内）となります。
※ 土･日･祝日および午前、午後以外の時間指定での配送は承れません。

24
ポット入 24

ポット入 24
ポット入

ご注文ありがとうございます。
※裏表紙のオーダーシートに印字されている販売店コードと
販売店名をご記入お願いします。

セット単位で
お申し込みください。

ご依頼日 年 月 日

ご請求担当販売店

販売店コード

ご依頼項目○をお付けください

その他
公費 園費学級学年個人

（ ）

お客様名（学校・施設名）

ご担当者名

郵便番号

ご登録電話番号

お願い：赤太枠内は必ずご記入ください。

住所

FAX番号

ー

FAX送付枚数 枚

希望納期 日月20 年 AM PM

数量
〈花苗 ご注文内容〉必要事項にご記入ください。

●植物につき、写真と実際の色、姿、形が多少異なることがございます。
●商品の破損がないように細心の注意を払ってお届けいたします。

お申し込み後のキャンセル、
返品はご容赦ください。

※植付時期・開花時期は地域・気候により異なる場合があります。

開花期間 開花期間

開花期間

開花期間

植付時期

植付時期

植付時期

植付時期

植付時期開花時期

開花時期

※ 土･日･祝日は
のぞく。

受　付：12月 7日～3月 3日まで
お届け：　1月12日～3月17日 ※ 土･日･祝日は

のぞく。
受　付：3月10日～6月 6日まで
お届け：4月 4日～6月20日 ※ 土･日･祝日は

のぞく。
受　付：  9月  1日～11月23日まで
お届け：10月13日～12月12日

商品名 受付期間 お届け期間
1 花苗 ノースポール

12月7日～3月3日 1月12日～3月17日
2 花苗 ビオラ（色込み）
3 花苗 マリーゴールド（色込み）

3月10日～6月6日 4月4日～6月20日
4 花苗 ペチュニア（色込み）
5 花苗 パンジー（色込み） 9月1日～11月23日 10月13日～12月12日

※お届けはご注文日より10日以降のお届け期間内のご希望日となります。
※土･日･祝日および午前、午後以外の時間指定での配送は承れません。

※写真はイメージです。

※ 12～2月は凍結の恐れがあるため、以下の地域には発送しておりません。
北海道・青森・岩手・秋田・山形・宮城・福島・新潟・富山・石川・長野・福井

※お届けのものは掲載品と若干色合いが変わる場合がございます。

商品種別 植付け時期／1～3月

商品種別 M価 税抜価格 税込価格 単位

ノースポール
オープン ￥5,160 ￥5,676

1種
1セット

（24ポット入）ビオラ
（色込み）

●❶
●❷

●1ポット寸法／90（直径）×約100（高）mm　●包装数：1
※ 12～ 2月は凍結の恐れがあるため、以下の地域には発送しておりません。
北海道・青森・岩手・秋田・山形・宮城・福島・新潟・富山・石川・長野・福井
※お届けのものは掲載品と若干色合いが変わる場合がございます。

商品種別 植付け時期／10～12月

商品種別 M価 税抜価格 税込価格 単位

パンジー
（色込み） オープン ￥5,160 ￥5,676 1セット

（24ポット入）

●1ポット寸法／90（直径）×約100（高）mm　●包装数：1

［ディーオーシー］花苗

●❺

※お届けのものは掲載品と若干色合いが変わる場合がございます。

商品種別 植付け時期／4～6月

商品種別 M価 税抜価格 税込価格 単位

マリーゴールド
（色込み）

オープン ￥5,160 ￥5,676
1種
1セット

（24ポット入）ペチュニア
（色込み）

●1ポット寸法／90（直径）×約100（高）mm　●包装数：1

［ディーオーシー］花苗
●❸

●❹

［ディーオーシー］花苗 ※写真はイメージです。
※写真はイメージです。

開花時期の長い花苗を植付け時期にあわせて24ポット分まとめてお届け。
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