
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2021年11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。

/ / / / /

コーラル NEW 406

スカイブルー NEW 406

ピンク NEW 406

ピンクコスモ NEW 406

ブルー NEW 406

ホワイト NEW 406

レッド NEW 406

イエロー NEW 406/512

サーモン NEW 406/512

サーモンモーン NEW 406/512

サマー NEW 406/512

シック NEW 406/512

シュガー NEW 406/512

スプリング NEW 406/512

バーガンディスター NEW 406/512

パープル NEW 406/512

ピンク NEW 406/512

プラムクリスタル NEW 406/512

ブルー NEW 406/512

ブルースター NEW 406/512

ベルベット NEW 406/512

ホワイト NEW 406/512

ミッドブルー NEW 406/512

ライトブルー NEW 406/512

ライラック NEW 406/512

ラベンダー NEW 406/512

レッド NEW 406/512

レッドピコティ NEW 406/512

レッドモーン NEW 406/512

ペチュニア ミラージュ

   FAX:

   TEL:

納期週

ペチュニア ドームウェーブ

M&BFlora 2022春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 11月30日

<送付先>お名前

品 目 シリーズ 花 色 NEW
情報
詳細

規 格

    お得意様名 (コードNo.         )

（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



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2021年11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。

/ / / / /

   FAX:

   TEL:

納期週

M&BFlora 2022春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 11月30日

<送付先>お名前

品 目 シリーズ 花 色 NEW
情報
詳細

規 格

    お得意様名 (コードNo.         )

ローズ NEW 406/512

ローズモーン NEW 406/512

ミックス NEW 406/512

イエロー NEW 406

チェリーローズ NEW 406

バーガンディー NEW 406

ブルー NEW 406

ブルーベイン NEW 406

ホワイト NEW 406

ライラック NEW 406

ラベンダーピンク NEW 406

レッド NEW 406

レッドベイン NEW 406

ローズピンク NEW 406

ローズモーン NEW 406

オーシャン NEW 406

ストロベリー NEW 406

パープル NEW 406

ピンク NEW 406

ピンクモーン NEW 406

ブラッシュピンク NEW 406

レッド NEW 406

ローズ NEW 406

サーモン 406

チェリーローズ 406

バーガンディピコティ 406

ピンク 406

ピンクベイン 406

ピンクモーン 406

プラム 406

ペチュニア ミラージュ

ペチュニア エコチュニア

ペチュニア バカラIQ

ペチュニア バカラ

（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
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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2021年11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。

/ / / / /

   FAX:

   TEL:

納期週

M&BFlora 2022春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 11月30日

<送付先>お名前

品 目 シリーズ 花 色 NEW
情報
詳細

規 格

    お得意様名 (コードNo.         )

ブルーVer.2 406

ブルーピコティ 406

ホワイト 406

マジェンタ 406

ライトサーモン 406

ライトブルー 406

レッド 406

レッドピコティ 406

レッドモーン 406

ローズ 406

ローズピコティ 406

ローズモーン 406

ミックス 406

ディープサーモン 406

ディープピンク 406

ブルー 406

ホワイト 406

レッド 406

ローズ 406

ミックス 406

406

ラベル ラベル100枚

アップルブロッサム 406

スカイブルー 406

ネオンローズ 406

バーガンディ 406

バーガンディピコティ 406

ピンク 406

ホワイト 406

ミッドナイト 406

ペチュニア いちまつ

ペチュニア イージーライダー

ペチュニア ドリーム

ペチュニア バカラ

（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
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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2021年11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。

/ / / / /

   FAX:

   TEL:

納期週

M&BFlora 2022春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 11月30日

<送付先>お名前

品 目 シリーズ 花 色 NEW
情報
詳細

規 格

    お得意様名 (コードNo.         )

レッド 406

レッドピコティ 406

ローズ 406

ローズピコティ 406

ローズモーン 406

オレンジ 406

コーラル 406

サーモン 406

バイオレットシェード 406

ブライトレッド 406

ホワイト 406

ローズ 406

ミックス 406

ミックスラベル ラベル100枚

コーラル 406

サーモン 406

サーモンスプラッシュ 406

スカーレット 406

バイオレット 406

バイオレットスターバースト 406

パンチ 406

ピンク 406

ブルーパール 406

ホワイト 406

レッド 406

レッドスターバースト 406

ローズ 406

フォーミュラミックス 406

インパチェンス ビーコン

ペチュニア ドリーム

インパチェンス スーパーエルフィン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
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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2021年11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。

/ / / / /

   FAX:

   TEL:

納期週

M&BFlora 2022春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 11月30日

<送付先>お名前

品 目 シリーズ 花 色 NEW
情報
詳細

規 格

    お得意様名 (コードNo.         )

ブライトオレンジ 406

リップスティック 406

ルビー 406

アイシーピンク 406/512

アプリコット 406/512

ストロベリー 406/512

ダークレッド 406/512

バーガンディ 406/512

パンチ 406/512

ピュアホワイト 406/512

ポルカドット 406/512

ライラック 406/512

ラベンダーブルーハロ 406/512

リアルレッド 406/512

ローズ 406/512

ローズハロ 406/512

ミックス 406/512

ミックスラベル ラベル100枚

ポップ ポップ/50枚

タンジェリン 406

パパイヤ 406

ブラックチェリー 406

ブルーベリー 406

ラズベリー 406

ミックスラベル ラベル100枚

アイシーピンク 406/512

アプリコット 406/512

オレンジ 406/512

クランベリー 406/512

ダークレッド 406/512

ビンカ

ビンカ パシフィカXP

ビンカ

インパチェンス スーパーエルフィン

タイタン

タトゥー

（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
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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2021年11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。

/ / / / /

   FAX:

   TEL:

納期週

M&BFlora 2022春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 11月30日

<送付先>お名前

品 目 シリーズ 花 色 NEW
情報
詳細

規 格

    お得意様名 (コードNo.         )

チェリーレッドハロ 406/512

ディープオーキッド 406/512

バーガンディ 406/512

バーガンディハロ 406/512

パンチ 406/512

ブラッシュ 406/512

ポッルカドット 406/512

ホワイト 406/512

マゼンタハロ 406/512

ライラック 406/512

ラズベリー 406/512

リアルレッド 406/512

ローズハロ 406/512

アプリコット 406

オーキッド 406

バーガンディ 406

パンチ 406

ピュアホワイト 406

マジェンタ 406

ライラック 406

ミックス 406

ディープローズブロンズリーフ NEW 406

ピンクグリーンリーフ NEW 406

ピンクブロンズリーフ NEW 406

ホワイトブロンズリーフ NEW 406

レッドグリーンリーフ NEW 406

レッドブロンズリーフ NEW 406

ローズグリーンリーフ NEW 406

ローズブロンズリーフ NEW 406

ビンカ バリアント

ベゴニア ビッグ

ビンカ パシフィカ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：6



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2021年11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。

/ / / / /

   FAX:

   TEL:

納期週

M&BFlora 2022春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 11月30日

<送付先>お名前

品 目 シリーズ 花 色 NEW
情報
詳細

規 格

    お得意様名 (コードNo.         )

レッドグリーンリーフ NEW 288

レッドブロンズリーフ NEW 288

ローズグリーンリーフ NEW 288

ローズブロンズリーフ NEW 288

イエローVer.3 406

オレンジシェード 406

サーモンバイカラー※ 406

スカーレッドレッド 406

ディープレッド 406

ピンク 406

ホワイト 406

ミックス 406

ピンク 406

レッド 406

ピンク 406/512

ブラッシュ 406/512

ホワイト 406/512

レッド 406/512

スカーレット 406/512

バイカラー 406/512

ピンクver.2 406/512

ホワイトver.2 406/512

ローズ 406/512

ピンク 406/512

ホワイト 406/512

レッド 406/512

ローズ 406/512

ベゴニア ワッパー

球根ベゴニア フォーチュン

ベゴニア ドラゴンウィング

ベゴニアセンパフ
ローレンス

スーパークール

アンバサダー

ベゴニアセンパフ
ローレンス

ベゴニアセンパフ
ローレンス

スーパーオリンピア

（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



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2021年11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。

/ / / / /

   FAX:

   TEL:

納期週

M&BFlora 2022春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 11月30日

<送付先>お名前

品 目 シリーズ 花 色 NEW
情報
詳細

規 格

    お得意様名 (コードNo.         )

オレンジ 406/512

オレンジバイカラー 406/512

ピンク 406/512

ブラッシュ 406/512

ホワイト 406/512

リップスティック 406/512

レッド 406/512

ローズ 406/512

ディープローズ 406/512

ピンク 406/512

ブラッシュ 406/512

ホワイト 406/512

レッド 406/512

パープル 406

ブルー 406

ホワイト 406

ローズ 406

ミックス 406

スカイブルー 406

パープル 406

ピンク 406

ホワイト 406

ラズベリー 406

ラベンダー 406

ローズ 406

ミックス 406

ミックスラベル ラベル100枚

クフェア ピンクシマー 406

スプリントプラス

セレナ

セレニータ

アンゲロニア

アンゲロニア

ナイトライフ
ベゴニアセンパフ

ローレンス

ベゴニアセンパフ
ローレンス

（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



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2021年11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。

/ / / / /

   FAX:

   TEL:

納期週

M&BFlora 2022春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 11月30日

<送付先>お名前

品 目 シリーズ 花 色 NEW
情報
詳細

規 格

    お得意様名 (コードNo.         )

ビスタ レッド 406

ボンフャイヤー 406

レッドホットサリー 406

レア 406

エボーリューション 406

エボーリューション ホワイト 406

シクラメン スーパーベラノ ミックス MM406

サーモン NEW MM406

フクシア NEW MM406

ブライトパープル NEW MM406

マゼンタ NEW MM406

ホワイト NEW MM406

レッド NEW MM406

ライトピンクウィズアイ NEW MM406

ダークフレームミックス MM406

ディープバーガンディ MM406

ディープローズ MM406

パープル MM406

ブライトレッド MM406

ホワイト MM406

ディープブルー 406

バーガンディ 406

ブルーアンドホワイト 406

ホワイト 406

マゼンタ 406

レモンドロップ 406

ローズ 406

ミックス 406

トレニア カウアイ

サルビア
スプレンデンス

サルビア
ファリナセア

シクラメン メタリス

シクラメン ドリームスケープ

（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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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2021年11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。

/ / / / /

   FAX:

   TEL:

納期週

M&BFlora 2022春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 11月30日

<送付先>お名前

品 目 シリーズ 花 色 NEW
情報
詳細

規 格

    お得意様名 (コードNo.         )

アプリコット 406

コーラルウィズアイ 406

スカーレット 406

ツイスターパープル 406

ツイスターレッド 406

バーガンディウィズアイ 406

ピンク 406

ブルーウィズアイ 406

ホワイトインプ NEW 406

ライトブルーウィズアイ 406

ライラック 406

レッド 406

レッドウィズアイ 406

フォーミュラミックス 406

シルバー 406

スカーレット 406

バーガンディアイ 406

パープル 406

バイオレットウィズアイ 406

ピンク 406

ボルドー 406

ホワイト 406

レッドアイ 406

ミックス 406

ウルトラバイオレット 406

クランベリー 406

トゥルーピンク 406

フラーティピンク 406

ホワイト 406

ラベンダーピンク 406

オブセッションバーベナ

バーベナ クォーツXP

ペンタス グラフィティ20/20

（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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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2021年11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。

/ / / / /

   FAX:

   TEL:

納期週

M&BFlora 2022春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 11月30日

<送付先>お名前

品 目 シリーズ 花 色 NEW
情報
詳細

規 格

    お得意様名 (コードNo.         )

フクシア 406

ルビー 406

レイザーピンク 406

ミックス 406

ダークレッド 406

ディープピンク 406

バイオレット 406

ピンク 406

ホワイト 406

ラズベリー 406

ラベンダー 406

リップスティック 406

ミックス 406

パープルスター 406

パープルスターラベル ラベル100枚

レッドスター 406

レッドスターラベル ラベル100枚

ポーチュラカ ハッピーアワー ミックス 406

ストロベリーブロンド 288

ファイヤーボール 288

イエロー 288

オレンジ 288

ゴールド 288

タンジェリン 288

ビー 288

フレーム 288

ボレロ 288

レッド 288

アウトバックミックス 288

フレンチ
マリーゴールド

デュランゴ

ペンタス ギャラクシー

ペンタス グラフィティ20/20

フレンチ
マリーゴールド

ラッキースターペンタス

（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：11



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2021年11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。

/ / / / /

   FAX:

   TEL:

納期週

M&BFlora 2022春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 11月30日

<送付先>お名前

品 目 シリーズ 花 色 NEW
情報
詳細

規 格

    お得意様名 (コードNo.         )

イエロー 288

オレンジ 288

ゴールド 288

スプレー 288

ハーモニー 288

ファイヤー 288

フレーム 288

イエロー 288

ディープオレンジ 288

ハーモニー 288

ビー 288

フレーム 288

ボレロ 288

グラマー 288

グラマー ラベル ラベル100枚

グリッツ 288

グリッツ ラベル ラベル100枚

メランポジウム ジャックポット 406

ルドベキア アマリロゴールド 406

ユーフォールビア
※ラベル別売

フレンチマリー
ゴールド

ホットパック

フレンチマリー
ゴールド

ボナンザ

（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：12


