
 2020/3/9更新

注文日    年   月   日

発注者

ご住所 〒

TEL:
下記品種からお選びの上、ご希望の出荷週とトレー枚数をご記入下さい。

※当注文書は2020年6月30日まで有効です。※土日・祝日及び弊社休業日の出荷は行っておりません。

/ / / / /
イエロー 406/512
イエローコンパクト 406/512
イエローパープルウィング 406/512
イエローブロッチ 406/512
オーシャン 406/512
オレンジ 406/512
ゴールデンイエロー
ブロッチ

406/512

サングリア 406/512
サンライズ 406/512
スカーレット 406/512
ソーラフレア 406/512
ディープオレンジ 406/512
ディープブルーブロッチ 406/512
デニム 406/512
ブルーウィング
（旧称デルフト）

406/512

トゥルーブルー 406/512
パープル 406/512
ピンクシェード 406/512
ビーコンフィールド 406/512
プリムローズ 406/512
ブルーブロッチ 406/512
ホワイト 406/512
ホワイトブロッチ 406/512
ミッドナイトグロー 406/512
モーフィアス 406/512
ライトブルー 406/512
ラベンダーシェード 406/512

マトリックスパンジー

納期週

M&BFlora 2020秋のプラグ苗キャンペーン専用注文書
キャンペーン締め切り 6月30日

 お得意様名 (コードNo.         )

 TEL:
 
 FAX:

<送付先>お名前

品 目 シリーズ 花 色 NEW  情報詳細 規 格

（株）エム・アンド・ビー・フローラ
山梨本社 TEL0551-36-5677 FAX0551-36-5636
東京事務所 TEL03-3306-7412 FAX03-3306-7419
千葉農場 営業部 TEL043-308-9210 FAX043-308-9010 Page：1/



 2020/3/9更新

注文日    年   月   日

発注者

ご住所 〒

TEL:
下記品種からお選びの上、ご希望の出荷週とトレー枚数をご記入下さい。

※当注文書は2020年6月30日まで有効です。※土日・祝日及び弊社休業日の出荷は行っておりません。

/ / / / /

納期週

M&BFlora 2020秋のプラグ苗キャンペーン専用注文書
キャンペーン締め切り 6月30日

 お得意様名 (コードNo.         )

 TEL:
 
 FAX:

<送付先>お名前

品 目 シリーズ 花 色 NEW  情報詳細 規 格

レッドウィングインプ NEW 406/512
レッドブロッチ 406/512
レモン 406/512
ローズ 406/512
ローズウィング 406/512
ローズブロッチ 406/512
ミックス 406/512
イエローウィズ
パープルウィング

406/512

イエローブロッチ 406/512
ゴールドウィズブロッチ 406/512
ディープブルー 406/512
トゥルーブルー 406/512
ネオンバイオレット 406/512
パープルサプライズ 406/512

 バイオレットアンドホワイト 406/512
ビーコンフィールド 406/512
ピュアオレンジ 406/512
ピュアゴールデンイエロー 406/512
ピュアバイオレット NEW 406/512
ピュアプリムローズ 406/512
ピュアホワイト 406/512
ピュアライトブルー 406/512
ピュアレモン 406/512
ブルーウィズブロッチ 406/512
ブルーモルフォ NEW 406/512

 プリムローズブロッチ NEW 406/512
ペルシアンサプライズ 406/512
ホワイトブロッチインプ NEW 406/512

デルタプレミアムパンジー

マトリックスパンジー

（株）エム・アンド・ビー・フローラ
山梨本社 TEL0551-36-5677 FAX0551-36-5636
東京事務所 TEL03-3306-7412 FAX03-3306-7419
千葉農場 営業部 TEL043-308-9210 FAX043-308-9010 Page：2/



 2020/3/9更新

注文日    年   月   日

発注者

ご住所 〒

TEL:
下記品種からお選びの上、ご希望の出荷週とトレー枚数をご記入下さい。

※当注文書は2020年6月30日まで有効です。※土日・祝日及び弊社休業日の出荷は行っておりません。

/ / / / /

納期週

M&BFlora 2020秋のプラグ苗キャンペーン専用注文書
キャンペーン締め切り 6月30日

 お得意様名 (コードNo.         )

 TEL:
 
 FAX:

<送付先>お名前

品 目 シリーズ 花 色 NEW  情報詳細 規 格

マリーナ 406/512
ラベンダーシェード NEW 406/512
レッドウィズブロッチ 406/512
ローズサプライズ NEW 406/512
ローズブロッチ 406/512
ピュアレッド 406/512
ピュアローズ 406/512
ピンクシェード 406/512
ファイヤーサプライズ 406/512
イエローブロッチ 406/512
いちごみるく 406/512
クリアイエロー 406/512
クリアオレンジVer.2 406/512
クリアスカーレットVer.2 NEW 406/512
クリアパープル 406/512
クリアブルーVer.2 NEW 406/512
クリアホワイト 406/512
クリアラベンダー 406/512
クリアローズ 406/512
ツンブルーブロッチVer.2 406/512
デニム 406/512
パトリシア 406/512
パープルアンドイエロー
ブロッチ

406/512

ビーコン NEW 406/512
ピーチ 406/512
ピンクフレア NEW 406/512
プリムローズ 406/512
ブルーブロッチVer.2 NEW 406/512

パシオパンジー

デルタパンジー

デルタプレミアムパンジー

パシオパンジー

（株）エム・アンド・ビー・フローラ
山梨本社 TEL0551-36-5677 FAX0551-36-5636
東京事務所 TEL03-3306-7412 FAX03-3306-7419
千葉農場 営業部 TEL043-308-9210 FAX043-308-9010 Page：3/



 2020/3/9更新

注文日    年   月   日

発注者

ご住所 〒

TEL:
下記品種からお選びの上、ご希望の出荷週とトレー枚数をご記入下さい。

※当注文書は2020年6月30日まで有効です。※土日・祝日及び弊社休業日の出荷は行っておりません。

/ / / / /

納期週

M&BFlora 2020秋のプラグ苗キャンペーン専用注文書
キャンペーン締め切り 6月30日

 お得意様名 (コードNo.         )

 TEL:
 
 FAX:

<送付先>お名前

品 目 シリーズ 花 色 NEW  情報詳細 規 格

ホワイトブロッチ 406/512
レッドアンドイエロー
ブロッチ

406/512

レッドブロッチ 406/512
ローズブロッチ 406/512
オレンジブロッチ 406/512
ピンクシェード NEW 406/512
ブルーベルベット NEW 406/512
メタリックブルーブロッチ NEW 406/512
ライトブルー NEW 406/512
レモン NEW 406/512
イエロー 406/512
イエローブロッチ 406/512
デニム 406/512
ホワイト 406/512
ホワイトブロッチ 406/512
レッドブロッチ 406/512
ディープローズブロッチ 406/512
ローズベロア 406/512
ピンクサプライズ
ブロッチ

406/512

ブルーサプライズ 406/512
ライトローズブロッチ 406/512
イエロー 406/512
イエローブルースワール 406/512
オレンジ 406/512
バーガンディ 406/512
ブルー 406/512
ラズベリー 406/512

パシオ

パンジー インスパイアプラス

パンジー
インスパイア
デラックス

パンジー

フリズルシズルパンジー

（株）エム・アンド・ビー・フローラ
山梨本社 TEL0551-36-5677 FAX0551-36-5636
東京事務所 TEL03-3306-7412 FAX03-3306-7419
千葉農場 営業部 TEL043-308-9210 FAX043-308-9010 Page：4/



 2020/3/9更新

注文日    年   月   日

発注者

ご住所 〒

TEL:
下記品種からお選びの上、ご希望の出荷週とトレー枚数をご記入下さい。

※当注文書は2020年6月30日まで有効です。※土日・祝日及び弊社休業日の出荷は行っておりません。

/ / / / /

納期週

M&BFlora 2020秋のプラグ苗キャンペーン専用注文書
キャンペーン締め切り 6月30日

 お得意様名 (コードNo.         )

 TEL:
 
 FAX:

<送付先>お名前

品 目 シリーズ 花 色 NEW  情報詳細 規 格

レモネード 406/512
レモンベリー 406/512
ミックス 406/512
カシス 406
クランベリー 406
スイートポテト 406
ソーダ 406
チェリーVer.2 NEW 406
パイナップル 406
ブルーハワイVer.2 406
ブルーフィズ 406
ブルーベリーパイ 406
プルーン 406
マーマレードVer.2 406
マロン 406
ミルクセーキ NEW 406
ライチVer.2 406
ラズベリー 406
ラベンダーソフト 406
レモネード 406
ロゼ 406
エンゼルピンク 406
スイートラブ 406
ノーブル 406
ムーンライト 406
メープル 406
ラブリームーン 406
ロイヤルブルー 406

パンジー よく咲くスミレ

パンジー 虹色スミレ

フリズルシズルパンジー

（株）エム・アンド・ビー・フローラ
山梨本社 TEL0551-36-5677 FAX0551-36-5636
東京事務所 TEL03-3306-7412 FAX03-3306-7419
千葉農場 営業部 TEL043-308-9210 FAX043-308-9010 Page：5/



 2020/3/9更新

注文日    年   月   日

発注者

ご住所 〒

TEL:
下記品種からお選びの上、ご希望の出荷週とトレー枚数をご記入下さい。

※当注文書は2020年6月30日まで有効です。※土日・祝日及び弊社休業日の出荷は行っておりません。

/ / / / /

納期週

M&BFlora 2020秋のプラグ苗キャンペーン専用注文書
キャンペーン締め切り 6月30日

 お得意様名 (コードNo.         )

 TEL:
 
 FAX:

<送付先>お名前

品 目 シリーズ 花 色 NEW  情報詳細 規 格

イエロー 406
イエローブロッチ 406
サンバースト 406
スカーレット 406
ディープオレンジ 406
ディープブルーブロッチ 406
トゥルーブルー 406
パープル 406
パープルフェイス 406
ビーコンフィールド 406
ファイヤー 406
ホワイト 406
ホワイトブロッチ 406
マリーナ 406
ローズピコティ 406
ミックス 406
ピンクシェード 406
シルエットミックス 406
イエロー 406
クリアレモン 406
シュガーグレープ 406
トゥルーオレンジ 406
ブルー 406
フロスティローズ 406
ブロンズシェード 406
ホワイト 406

ナチュレパンジー

ナチュレパンジー

パンジー

パンジー

パノラXP

パノラ

（株）エム・アンド・ビー・フローラ
山梨本社 TEL0551-36-5677 FAX0551-36-5636
東京事務所 TEL03-3306-7412 FAX03-3306-7419
千葉農場 営業部 TEL043-308-9210 FAX043-308-9010 Page：6/



 2020/3/9更新

注文日    年   月   日

発注者

ご住所 〒

TEL:
下記品種からお選びの上、ご希望の出荷週とトレー枚数をご記入下さい。

※当注文書は2020年6月30日まで有効です。※土日・祝日及び弊社休業日の出荷は行っておりません。

/ / / / /

納期週

M&BFlora 2020秋のプラグ苗キャンペーン専用注文書
キャンペーン締め切り 6月30日

 お得意様名 (コードNo.         )

 TEL:
 
 FAX:

<送付先>お名前

品 目 シリーズ 花 色 NEW  情報詳細 規 格

イエロー 406/512
イエロージャンプアップ 406/512
イエローバーガンディ
ジャンプアップ

406/512

イエローピンク
ジャンプアップ

406/512

イエローブロッチ 406/512
オレンジジャンプアップ 406/512
ディープオレンジ 406/512
デニムジャンプアップ 406/512
デルフトブルー 406/512
トゥルーブルー 406/512
ネプチューン 406/512
パープル 406/512
パープルフェイス 406/512
ビーコンフィールド 406/512
ピンクウィング 406/512
ピンクハロ 406/512
ブラックベリー 406/512
プリムローズブロッチ 406/512
ブルーブロッチ 406/512
ホワイト 406/512
ホワイトジャンプアップ 406/512
ホワイトブロッチ 406/512
マリーナ 406/512
モルフォ 406/512
ラズベリー 406/512
ラベンダーピンク 406/512
レッドブロッチ 406/512

ビオラ ソルベXP

（株）エム・アンド・ビー・フローラ
山梨本社 TEL0551-36-5677 FAX0551-36-5636
東京事務所 TEL03-3306-7412 FAX03-3306-7419
千葉農場 営業部 TEL043-308-9210 FAX043-308-9010 Page：7/



 2020/3/9更新

注文日    年   月   日

発注者

ご住所 〒

TEL:
下記品種からお選びの上、ご希望の出荷週とトレー枚数をご記入下さい。

※当注文書は2020年6月30日まで有効です。※土日・祝日及び弊社休業日の出荷は行っておりません。

/ / / / /

納期週

M&BFlora 2020秋のプラグ苗キャンペーン専用注文書
キャンペーン締め切り 6月30日

 お得意様名 (コードNo.         )

 TEL:
 
 FAX:

<送付先>お名前

品 目 シリーズ 花 色 NEW  情報詳細 規 格

レモンアイスブロッチ 406/512
レモンジャンプアップ 406/512
YTT 406/512
ミックス 406/512
アイシーブルー 406/512
アンティークシェード 406/512
イエローブルー
ジャンプアップ

406/512

オーキッドローズビーコン 406/512
カーマインローズ 406/512
バイオレットビーコン 406/512
ハニービー 406/512
ファイア 406/512
ブラックデライト 406/512
ミッドナイトグロー 406/512
ライラックアイス 406/512
ルビーアンドゴールド
ベビーフェイス

406/512

レモンシフォン 406/512
ローズウィング 406/512
ソフトピンク 406/512
ローズウィング 406/512
アプリコットリップ 406/512
イエローウィズブロッチ 406/512
オレンジレッドウィング 406/512
クリームイエローリップ 406/512
ゴールデンブルース 406/512
ゴールドクリーン 406/512
ジョリーフェイス 406/512

ソルベビオラ

ソルベビオラ

ビオラ

ビオラ

ビオラ

フローラルパワー
スーパー

ソルベXP

フローラルパワー

（株）エム・アンド・ビー・フローラ
山梨本社 TEL0551-36-5677 FAX0551-36-5636
東京事務所 TEL03-3306-7412 FAX03-3306-7419
千葉農場 営業部 TEL043-308-9210 FAX043-308-9010 Page：8/



 2020/3/9更新

注文日    年   月   日

発注者

ご住所 〒

TEL:
下記品種からお選びの上、ご希望の出荷週とトレー枚数をご記入下さい。

※当注文書は2020年6月30日まで有効です。※土日・祝日及び弊社休業日の出荷は行っておりません。

/ / / / /

納期週

M&BFlora 2020秋のプラグ苗キャンペーン専用注文書
キャンペーン締め切り 6月30日

 お得意様名 (コードNo.         )

 TEL:
 
 FAX:

<送付先>お名前

品 目 シリーズ 花 色 NEW  情報詳細 規 格

パープルローズ
ホワイトフェイス

406/512

ピュアホワイト 406/512
ピンクレモンリップ 406/512
ブルーピコティ 406/512
ホワイトパープルウィング 406/512
ラベンダーピンク 406/512
アステカ 406/512
アプリコットアンティーク 406/512
オーシャンブルー 406/512
クリアオーシャン 406/512
クリアオレンジ 406/512
クリアホワイト 406/512
クリアライトブルー 406/512
スカーレット 406/512
トリカラー 406/512
ビーコン 406/512
ピンクアンティーク 406/512
ファイヤー 406/512
プラムアンティーク 406/512
ヘブンリーブルー 406/512
マロンアンティーク 406/512
マンゴーアンティーク 406/512
ライトローズウィズ
ブロッチ

406/512

ラベンダーアンティーク 406/512
レッドウィズブロッチ 406/512
ローズピンクアンティーク 406/512
クリアイエローインプ NEW 406/512

ビオラ

ビオラ

フローラルパワー

ビビ

（株）エム・アンド・ビー・フローラ
山梨本社 TEL0551-36-5677 FAX0551-36-5636
東京事務所 TEL03-3306-7412 FAX03-3306-7419
千葉農場 営業部 TEL043-308-9210 FAX043-308-9010 Page：9/



 2020/3/9更新

注文日    年   月   日

発注者

ご住所 〒

TEL:
下記品種からお選びの上、ご希望の出荷週とトレー枚数をご記入下さい。

※当注文書は2020年6月30日まで有効です。※土日・祝日及び弊社休業日の出荷は行っておりません。

/ / / / /

納期週

M&BFlora 2020秋のプラグ苗キャンペーン専用注文書
キャンペーン締め切り 6月30日

 お得意様名 (コードNo.         )

 TEL:
 
 FAX:

<送付先>お名前

品 目 シリーズ 花 色 NEW  情報詳細 規 格

アズールドーン 406/512
イエロー 406/512
イエロージャンプアップインプ NEW 406/512
イエローブロッチ 406/512
オレンジ 406/512
オレンジジャンプアップ 406/512
クリアイエロー 406/512
タンジェリン 406/512
ディープブルー 406/512
デニムジャンプアップ 406/512
パープルピコティ 406/512
バイオレット 406/512
バイオレットフェイス NEW 406/512
バイオレットブルー 406/512
ビーコンフィールド NEW 406/512
ピーチジャンプアップ 406/512
ブラック NEW 406/512
プリムローズバイカラー NEW 406/512
プリムローズピコティ 406/512
ブルー 406/512
ホワイト 406/512
ホワイトジャンプアップインプ NEW 406/512
ホワイトブロッチ NEW 406/512
マリーナ 406/512
ミッキー 406/512
レッドウィズイエロー
フェイス

406/512

レッドウィング 406/512
レッドブロッチ 406/512

ペニービオラ

（株）エム・アンド・ビー・フローラ
山梨本社 TEL0551-36-5677 FAX0551-36-5636
東京事務所 TEL03-3306-7412 FAX03-3306-7419
千葉農場 営業部 TEL043-308-9210 FAX043-308-9010 Page：10/



 2020/3/9更新

注文日    年   月   日

発注者

ご住所 〒

TEL:
下記品種からお選びの上、ご希望の出荷週とトレー枚数をご記入下さい。

※当注文書は2020年6月30日まで有効です。※土日・祝日及び弊社休業日の出荷は行っておりません。

/ / / / /

納期週

M&BFlora 2020秋のプラグ苗キャンペーン専用注文書
キャンペーン締め切り 6月30日

 お得意様名 (コードNo.         )

 TEL:
 
 FAX:

<送付先>お名前

品 目 シリーズ 花 色 NEW  情報詳細 規 格

ローズブロッチ 406/512
ミックス 406/512
レッド 406
ホワイト 406
ローズ 406
ディープピンク 406
ディープローズ 406
バイオレット 406
ピーチ 406
ホワイト 406
レモネード 406

アリッサム 406
パープルシェード 406
ホワイト 406
ラベンダーシェード 406

ミオソティス モナミ ミックス 406
バイオレット 406
ホワイト 406
ホワイトファイヤー 406
ラズベリー 406
レッド 406
ローズ 406
ミックス 406
アップルブロッサム 406
イエロー 406
オレンジ 406
コーラルバイカラー 406
サンセット 406
バーガンディ 406

イースター
ボネット

スノークリスタル

クリアクリスタル

デージー

アリッサム

アリッサム

ダイアンサス

スピードスター
プラス

ビオラ ペニー

スナップ
ショット

キンギョソウ

アイディアル
セレクト

（株）エム・アンド・ビー・フローラ
山梨本社 TEL0551-36-5677 FAX0551-36-5636
東京事務所 TEL03-3306-7412 FAX03-3306-7419
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 2020/3/9更新

注文日    年   月   日

発注者

ご住所 〒

TEL:
下記品種からお選びの上、ご希望の出荷週とトレー枚数をご記入下さい。

※当注文書は2020年6月30日まで有効です。※土日・祝日及び弊社休業日の出荷は行っておりません。

/ / / / /

納期週

M&BFlora 2020秋のプラグ苗キャンペーン専用注文書
キャンペーン締め切り 6月30日

 お得意様名 (コードNo.         )

 TEL:
 
 FAX:

<送付先>お名前

品 目 シリーズ 花 色 NEW  情報詳細 規 格

バーガンディバイカラー 406
パープル 406
ピンク 406
プラムブロッサム 406
ホワイト 406
レッド 406
レッドバイカラー 406
ローズ 406
ミックス 406

ビンテージ カッパー 288
ハイダブルイエロー 288
ハイダブルクリーム 288
ハイダブルホワイト 288
アプリコット 288
イエロー 288
クリアピンク 288
チェリー 288
パープル 288
ピンク 288
ピンクフラッシュ 288
ブルー 288
マリン 288
ライトブルーフラッシュ 288
ラブリーピンク 288
レインボー 288
レッド 288
ローズ 288
スノーランド 406
シルバーレース 406

クリサンセマム

ダスティミラー

ストック
ベイビー

スナップ
ショット

キンギョソウ

（株）エム・アンド・ビー・フローラ
山梨本社 TEL0551-36-5677 FAX0551-36-5636
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 2020/3/9更新

注文日    年   月   日

発注者

ご住所 〒

TEL:
下記品種からお選びの上、ご希望の出荷週とトレー枚数をご記入下さい。

※当注文書は2020年6月30日まで有効です。※土日・祝日及び弊社休業日の出荷は行っておりません。

/ / / / /

納期週

M&BFlora 2020秋のプラグ苗キャンペーン専用注文書
キャンペーン締め切り 6月30日

 お得意様名 (コードNo.         )

 TEL:
 
 FAX:

<送付先>お名前

品 目 シリーズ 花 色 NEW  情報詳細 規 格

ミックス MM288
バイカラーミックス MM288

スプリンクルス ミックス MM288
プリムラ
ポリアンサ

プリムレット フォーミュラミックス 406

イエローシェード 406
ピンクシェード 406
ブルーシェード 406
ホワイト 406
レッド 406
ビカラーミックス 406
ミックス 406

ラナン
キュラス

マシェ

プリムラ
ジュリアン

ポニー
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