
花キューピット加盟店　フローリスト 花　銀　ＦＡＸ注文用紙（お花の定期便）  お問い合わせ先：☎０３－３６８０－４１８７

📠（送信先）：ＦＡＸ０３－３６８０－４１８８ （注意、午前９時～午後５時のみＦＡＸ受信可・夜間は受信不可）

●　お届け日（記入必須）※お届け回数分のお届け日を記入願います　　※番号間違えにくれぐれもご注意願います

    月　  　　日 月　　  　日  月　　  　日  月　　　  日  月　　  　日   月　　 　日

    月　  　　日 月　　　  日  月　　　  日  月 　　 　日   月　　  　日   月　　 　日

●　お届け回数（記入必須）　※定期便は、３回以上１２回までのお届け回数となります。

回

●　お届け先様情報（記入必須）
〒　　　　　　　－

ご　住　所

会社・店名・施設名・団体名など 様

役職・部、課・氏名など 様

電話番号（自宅・会社など） 　　　　 　―　　　　　　　　　　　―

電話番号（携帯） 　   ―　　　　　　　　　　　―

●　ご注文主様情報（記入必須）
〒　　　　　　　－

ご　住　所

会社・店名・施設名・団体名など 様

役職・部、課・氏名など 様

電話番号（自宅・会社など） 　　　　 　－　　　　　　　　  －
電話番号（携帯） 　   －　　　　　　  　　－

ＦＡＸ番号   －　　　　　　　　  －
メールアドレス 　　　　　　　  　＠

●　ご用途（選択必須）　※該当の物に〇印をご記入願います

　１．　記念日　　２．　ご自宅用　　３．　プレゼント　　４．　ご贈答　　５．　ご命日　　６．　御供

　７．　会社受付用　　８．　装飾用　　９．　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　

商品名（選択必須）　※該当の項目に〇印をご記入願います 　　項　目 単価（税別） 回数 金額

　１．ｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ ５．胡蝶蘭 　　　     商品代 　　　　　　　　円× 円

　２．花束 ６．お墓用（一対） 　　花ｷｭｰﾋﾟｯﾄ手数料 　５００円× 　　円

　３．季節の花鉢 ７．仏壇用 　　　小計 円

　４．観葉植物 ８．その他（　　　　　　　 ） 　　　　消費税 ※国が定めた消費税率 円

●　備考欄・連絡事項欄（ご自由にお使い下さい） 　　ｺﾝﾋﾞﾆ決済手数料 　　※ｺﾝﾋﾞﾆ支払のみ加算 一律１５０円

　　合計(お支払金額) 円

記入例
商品代3,000円×5回＋花ｷｭｰﾋﾟｯﾄ手数料500円×5回＋消費税＝合計金額

商品代5,000円×10回＋花ｷｭｰﾋﾟｯﾄ手数料500円×10回＋消費税＝合計金額

お支払方法（該当の物に〇印をご記入下さい）　※ 振込・コンビニ・クレジットカードの中から〇印でご選択下さい
 １．  銀行振込（先払い）　三菱東京ＵＦＪ銀行　葛西（かさい）支店　普通口座　００８５０２５　有限会社　ハナギン

 ２．  銀行振込（先払い）　三井住友銀行　　　　葛西（かさい）支店　普通口座　４５６４９０１　有限会社　ハナギン

 ３．  銀行振込（先払い）　ゆうちょ銀行      　　      　記号　１０１５０　　番号　９５０８８９７１  有限会社　ハナギン

 ４．  銀行振込（先払い）　ジャパンネット銀行　　　　本店営業部　  普通口座　５７６３３３７   有限会社　ハナギン

 ５．  銀行振込（先払い）　楽天銀行　　　ビート支店（店番２１０）　  普通口座　７００３００５ 　有限会社　ハナギン
 ※ 銀行振込手数料は、お客様ご負担とさせていただきます。土曜日・日曜日・祝日は、入金確認が出来ないため、ご選択できません。

 ６．  コンビニ支払（先払い）※コンビニ決済手数料150円がかかります。
※メールアドレスが必要になります。 支払用紙（請求書）送信先メールアドレス

　　　　　＠

 ７．  クレジットカード支払（先払い）
カード会社名　　　　VISA　・　Master Card　・　Diners Club International　・　AMERICAN EXPRESS　・　JCB

カード番号    － 　　　 　       － 　       　　  －　 有効期限　　　　　　　年年　　　　　  月

カード名義人名　ローマ字   カタカナ

取扱業者 花キューピット加盟店 フローリスト 花 銀　お問い合わせ先：☎０３－３６８０－４１８７（受付業務：午前９時～午後５時）

※書類を確認後、当社よりメール・ＦＡＸ・お電話のいずれかの方法で確認のご連絡をさせていただきます。

　　なお、繁忙期やお時間帯により、ご連絡迄にお時間を要する場合がございます。



花キューピット加盟店　フローリスト 花　銀　ＦＡＸ注文用紙（お花の定期便）  お問い合わせ先：☎０３－３６８０－４１８７

📠（送信先）：ＦＡＸ０３－３６８０－４１８８ （注意、午前９時～午後５時のみＦＡＸ受信可・夜間は受信不可）

記入例（見本）
●　お届け日（記入必須）※お届け回数分のお届け日を記入願います　　※番号間違えにくれぐれもご注意願います

４月　１日 ５月　１日 ６月　１日 ７月　１日 ８月　１日 月　　　日

月　　　日 月　　　日 月　　　日 月　　　日 月　　　日 月　　　日

●　お届け回数（記入必須）　※定期便は、３回以上１２回までのお届け回数となります。
５回

●　お届け先様情報（記入必須）
〒１３４－００１３

ご　住　所 東京都江戸川区江戸川６－２１

会社・店名・施設名・団体名など 様

役職・部、課・氏名など 高橋　花絵 様

電話番号（自宅・会社など） 　　　　 ０３－１１１１－００００
電話番号（携帯） 　 ０２０－１２３４－３２１０

●　ご注文主様情報（記入必須）
〒１３４－００１３

ご　住　所 東京都江戸川区江戸川６－２１

会社・店名・施設名・団体名など 様

役職・部、課・氏名など 高橋　優花 様

電話番号（自宅・会社など） 　　　　 ０３－１１１１－００００
電話番号（携帯） 　 ０２０－４３２１－０１２３

ＦＡＸ番号 ０３－１１１１－０００１
メールアドレス hana@hana.com

●　ご用途（選択必須）　※該当の物に〇印をご記入願います

　１．　記念日　　②．　ご自宅用　　３．　プレゼント　　４．　ご贈答　　５．　ご命日　　６．　御供
　７．　会社受付用　　８．　装飾用　　９．　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　

商品名（選択必須） ※該当の物に〇印をご記入願います 　　項　目 単価（税別） 回数 金額
　１．ｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ ５．胡蝶蘭  　     　商品代 　　３，０００円× 5 １５，０００円
　②．花束 ６．お墓用（一対） 　　花ｷｭｰﾋﾟｯﾄ手数料 　５００円× 5 　　２，５００円
　３．季節の花鉢 ７．仏壇用 　　小計 １７，５００円
　４．観葉植物 ８．（　　　　　　　　 ） 　　消費税 ※国が定めた消費税率 １，４００円
●　備考欄・連絡事項欄（ご自由にお使い下さい） 　　ｺﾝﾋﾞﾆ決済手数料 ※ｺﾝﾋﾞﾆ支払のみ加算 一律１５０円
※自宅の花瓶用に使用。 　　合計(お支払金額) １８，９００円
※毎月、季節の花を入れて下さい。 記入例

商品代3,000円×5回＋花ｷｭｰﾋﾟｯﾄ手数料500円×5回＋消費税＝合計金額

商品代5,000円×10回＋花ｷｭｰﾋﾟｯﾄ手数料500円×10回＋消費税＝合計金額

お支払方法（該当の物に〇印をご記入下さい）　※ 振込・コンビニ・クレジットカードの中から〇印でご選択下さい
 １．  銀行振込（先払い）　三菱東京ＵＦＪ銀行　葛西（かさい）支店　普通口座　００８５０２５　有限会社　ハナギン
 ２．  銀行振込（先払い）　三井住友銀行　　　　葛西（かさい）支店　普通口座　４５６４９０１　有限会社　ハナギン
③．  銀行振込（先払い）　ゆうちょ銀行（先払い）　　　記号　１０１５０　　番号　９５０８８９７１  有限会社　ハナギン
 ４．  銀行振込（先払い）　ジャパンネット銀行　　　　本店営業部　  普通口座　５７６３３３７   有限会社　ハナギン
 ５．  銀行振込（先払い）　楽天銀行　　　ビート支店（店番２１０）　  普通口座　７００３００５ 　有限会社　ハナギン
 ※ 銀行振込手数料は、お客様ご負担とさせていただきます。土曜日・日曜日・祝日は、入金確認が出来ないため、ご選択できません。

 ６．  コンビニ支払（先払い）※コンビニ決済手数料150円がかかります。
※メールアドレスが必要になります。 支払用紙（請求書）送信先メールアドレス

　　　　　＠

 ７．  クレジットカード支払（先払い）
カード会社名　　　　VISA　・　Master Card　・　Diners Club International　・　AMERICAN EXPRESS　・　JCB 

カード番号　      　　   － 　　  　 　      －　  　　　　　 　－ 有効期限　　　　　　　年　　　　　月
カード名義人名 ローマ字　　　   カタカナ　　

取扱業者 花キューピット加盟店 フローリスト 花 銀　お問い合わせ先：☎０３－３６８０－４１８７（受付業務：午前９時～午後５時）

※書類を確認後、当社よりメール・ＦＡＸ・お電話のいずれかの方法で確認のご連絡をさせていただきます。

　　なお、繁忙期やお時間帯により、ご連絡迄にお時間を要する場合がございます。

mailto:hana@hana.com

