
ご注文日

お名前

〒     

TEL：   

E-mail

決済方法

お届け希望日

希望時間

 ◆ サイトで「販売中」の品種をご確認のうえご注文数量をご記入下さい。生育待ち品種の

◆ 「生育待ち」品種に数量を記入されますと見積りを作成できず、ご連絡

◆ 価格は、
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フラワーショップ江口通販＠

注文日 

お名前 ：             

    -     

      -   

mail  

決済方法 □

お届け希望日 
第

□

時間帯 □

サイトで「販売中」の品種をご確認のうえご注文数量をご記入下さい。生育待ち品種の

「生育待ち」品種に数量を記入されますと見積りを作成できず、ご連絡

価格は、生育ステージにて

商品 ＩＤ 

fse-p001  【黒ポット】赤紫果皮

fse-p002  【黄ポット】黄果皮

fse-p003  【赤ポット】赤紫果皮

fse-p012  【藤ポット】濃赤果皮

fse-p009  【緑ポット】紫果皮

fse-p010  【青ポット】赤果皮

fse-p015  【茶ポット】新ブラック果皮

fse-p023  【黒ポット名札付】紫果皮

fse-p007  【銀ポット】ピーチ色果皮

fse-p004  【紫ポット】赤紫果皮

fse-p005  【ピンクポット】

fse-p017  【黒ポット名札付】赤紫果皮

fse-p018  【オレンジポット】ピンクチーク果皮

fse-p019  【

fse-p022  【

fse-psoil  パッションフルーツ苗育成用オリジナル培養土

fse-pset0  パッション栽培セット

fse-pset  パッション栽培セット

fse-sn500 ダイヤスプレー

fse-ey01  ハイポネックス液体肥料

fse-kt  菌の力

fse-gs  Gs

フラワーショップ江口通販＠

    令和

                   

  住所： 

    -      

  

□代金引換 

第 1 …    

□月～金 □

□お任せ    

サイトで「販売中」の品種をご確認のうえご注文数量をご記入下さい。生育待ち品種の

「生育待ち」品種に数量を記入されますと見積りを作成できず、ご連絡

生育ステージにて変動し掲載価格と異なる場合がありますのでご理解ご了承のうえご利用ください。

【黒ポット】赤紫果皮

【黄ポット】黄果皮

【赤ポット】赤紫果皮

【藤ポット】濃赤果皮

【緑ポット】紫果皮

【青ポット】赤果皮

【茶ポット】新ブラック果皮

【黒ポット名札付】紫果皮

【銀ポット】ピーチ色果皮

【紫ポット】赤紫果皮

【ピンクポット】

【黒ポット名札付】赤紫果皮

【オレンジポット】ピンクチーク果皮

【透明ポット】黄果皮

【白ポット名札付

パッションフルーツ苗育成用オリジナル培養土

パッション栽培セット

パッション栽培セット

ダイヤスプレー

ハイポネックス液体肥料

菌の力 - （100cc

Gs 酵素 - （5

明細作成後の連絡ご希望は？

フラワーショップ江口通販＠

令和         

         

    携帯：   

 □PayPay 銀行

     月    日（

□土日・祝祭日

  □午前中  

サイトで「販売中」の品種をご確認のうえご注文数量をご記入下さい。生育待ち品種の

「生育待ち」品種に数量を記入されますと見積りを作成できず、ご連絡

変動し掲載価格と異なる場合がありますのでご理解ご了承のうえご利用ください。

商  

【黒ポット】赤紫果皮-大実 

【黄ポット】黄果皮-ジャンボ果実

【赤ポット】赤紫果皮-ジャンボ果実

【藤ポット】濃赤果皮-ジャンボ果実

【緑ポット】紫果皮-サマークイーン

【青ポット】赤果皮-ルビースター

【茶ポット】新ブラック果皮 

【黒ポット名札付】紫果皮-台農

【銀ポット】ピーチ色果皮 

【紫ポット】赤紫果皮-小実 

【ピンクポット】赤系果皮-中実

【黒ポット名札付】赤紫果皮

【オレンジポット】ピンクチーク果皮

ポット】黄果皮-大実-

白ポット名札付】黄果皮-大実

パッションフルーツ苗育成用オリジナル培養土

パッション栽培セット(鉢・支柱以外：

パッション栽培セット(鉢に支柱固定済・用土・肥料・ﾋﾞﾆﾀｲ等

ダイヤスプレーSN500（597

ハイポネックス液体肥料（1

100cc：718 円）

500ml：1,028 円）

◆ お客様からフラワーショップ江口への通信欄

明細作成後の連絡ご希望は？

フラワーショップ江口通販＠

   年      

  フリガナ： 

    -      

銀行 □楽天銀行

日（    曜） 

土日・祝祭日   /  □お任せ

   □14-16 時

サイトで「販売中」の品種をご確認のうえご注文数量をご記入下さい。生育待ち品種の

「生育待ち」品種に数量を記入されますと見積りを作成できず、ご連絡

変動し掲載価格と異なる場合がありますのでご理解ご了承のうえご利用ください。

  品  名 

 

ジャンボ果実 

ジャンボ果実 

ジャンボ果実 

サマークイーン系 

ルビースター系 

 

台農 1 号 

 

中実 

【黒ポット名札付】赤紫果皮-丸実 

【オレンジポット】ピンクチーク果皮 

-パッション苗 

大実(タイプ 2)

パッションフルーツ苗育成用オリジナル培養土

・支柱以外：用土・肥料・ﾋﾞﾆﾀｲ等

鉢に支柱固定済・用土・肥料・ﾋﾞﾆﾀｲ等

597 円） /  LN500

160ml：594 円）

円） / （500cc：2,037

円） / （1Ｌ：1,

お客様からフラワーショップ江口への通信欄

明細作成後の連絡ご希望は？  ⇒  

TEL ＆ FAX 

フラワーショップ江口通販＠FAX

       月   

  -      

楽天銀行 □ゆうちょ

 / 第 2 …   

お任せ ※なるべくお任せ頂ければ助かります

時    □16-

サイトで「販売中」の品種をご確認のうえご注文数量をご記入下さい。生育待ち品種の

「生育待ち」品種に数量を記入されますと見積りを作成できず、ご連絡

変動し掲載価格と異なる場合がありますのでご理解ご了承のうえご利用ください。

パッション苗 

2) 

パッションフルーツ苗育成用オリジナル培養土-５Ｌ 

用土・肥料・ﾋﾞﾆﾀｲ等

鉢に支柱固定済・用土・肥料・ﾋﾞﾆﾀｲ等

N500（898 円） /  

円） / （450ml：842

2,037 円） / （

,955 円） / （

お客様からフラワーショップ江口への通信欄

 

 

 □メール  □

 

FAX ： 0996 

FAX-パッションフルーツ苗専用

            

   FAX：      

ゆうちょ・ぱるる □

     月    

※なるべくお任せ頂ければ助かります

-18 時    □18

サイトで「販売中」の品種をご確認のうえご注文数量をご記入下さい。生育待ち品種の

「生育待ち」品種に数量を記入されますと見積りを作成できず、ご連絡・ご返信出来ませんのでご注意ください。

変動し掲載価格と異なる場合がありますのでご理解ご了承のうえご利用ください。

1,480/1,780

 

用土・肥料・ﾋﾞﾆﾀｲ等) 

鉢に支柱固定済・用土・肥料・ﾋﾞﾆﾀｲ等) 

/  ピペット（216

842 円） 

（1Ｌ：3,785 円）

（10Ｌ：12,343 円）

お客様からフラワーショップ江口への通信欄

□ショートメッセージ

0996 - 67 - 0708

パッションフルーツ苗専用

     日 

    -      -

□クレジット(ﾍﾟｲﾊﾟﾙ他

 日（    曜）

※なるべくお任せ頂ければ助かります

□18-20 時    

サイトで「販売中」の品種をご確認のうえご注文数量をご記入下さい。生育待ち品種のご予約は出来ません。

出来ませんのでご注意ください。

変動し掲載価格と異なる場合がありますのでご理解ご了承のうえご利用ください。

1,980

1,780

1,280

1,480/1,780/1,980/2,280

1,280/1,580//1,780/2,280/

1,680/1,980/2,280/

1,680

1,780

1,

680

1,280

1,

1,680 / 1,980

1,680 / 1,980

216 円） 

円） 

円） 

お客様からフラワーショップ江口への通信欄 ◆ 

ショートメッセージ  □ＦＡＸ

0708 

パッションフルーツ苗専用

-      

ﾍﾟｲﾊﾟﾙ他) 

曜） 

※なるべくお任せ頂ければ助かります 

   □19-21 時

予約は出来ません。

出来ませんのでご注意ください。

変動し掲載価格と異なる場合がありますのでご理解ご了承のうえご利用ください。

単価 

680 / 780 

80/2,480/2,980

80/2,280/2,780

1,280/1,480/2,480

/1,980/2,280/2,480

/1,780/2,280/2,480

2,280/2,480/2,680/2,980

80/1,980/2,280

80/2,280/2,580

1,980 / 2,480 

80/980/1,980 

1,280 / 1,580 

1,980 / 2,480 

1,680 / 1,980 

1,680 / 1,980 

680 

1,185 

1,980 

ＦＡＸ  □不要

パッションフルーツ苗専用 

時 

予約は出来ません。 

出来ませんのでご注意ください。  

変動し掲載価格と異なる場合がありますのでご理解ご了承のうえご利用ください。 

/2,480/2,980 

/2,280/2,780 

/1,480/2,480 

/2,480/2,680/2,980 

2,480/2,780 

/2,680/2,980 

/1,980/2,280 

/2,280/2,580 

 

 

 

 

 

 

不要 

数量 

   

   

   

   

    

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

  

  


