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日々、様々なお祝い事が開催される中、

お花は、祝賀イベントを飾るギフトとして選ばれてきました。

だからこそ、私たちはお花をただ代送するのではなく

贈り主にもお届け先にも「安心」と「喜び」を感じて頂ける

サービスをお届け致します。

企業と企業を結ぶ花屋。

花を通じてお祝いの気持ちを届ける。

それがHABOTAN FLOWERの精神です。

HABOTANのフローリストを紹介いたします。 日本のトップデザイナーである彼らが贈り主様の想いを最高の形にいたします。

どのようなご依頼でも、カスタマーセンターに申し付けくださいませ。

F l o r i s t s

C o m p a n y

ハボタン運営会社

会社名 株式会社エンターテック

代表者 代表取締役社長　村上 友一

本店 〒142-0053
東京都品川区中延2-2-12 プランドールビルB1
TEL:03-6421-5890
FAX:03-6421-5891
URL　http://www.entertech.co.jp/

本社 〒108-0074
東京都港区高輪3丁目4番1号 高輪偕成ビル 3F
TEL:03-6421-5890
FAX:03-6421-5891

設立 平成19年7月12日

資本金 60,000,000円（令和元年５月現在）

事業内容 ギフト事業部
フラワーソリューション業務「HABOTAN」

主要部門 ギフト事業部
業務管理部

取引銀行 三菱東京UFJ銀行
みずほ銀行

オランダを始め欧州各国でフラワーデザインを学びました。1982年

世界チャンピオンであるウイム・ハズラー氏に師事、その後単身で欧

州各国を周りオランダ、ベルギー、スウェーデンなどでワークトレー

ニングを経験しました。欧州各国に多くの友人を持ち、数多くのイベ

ントにも参加しました。国内においては、JFTD主催のジャパンカップ

に東京代表として2001年から4年連続出場。2009年JFTD主催フ

ラワーデザインコンテストジャパンカップ1位を獲得・内閣総理大臣

賞を受賞しました。また、2011年インターコンチネンタルカップin台

湾に日本代表として出場し、テーブルディスプレイ部門2位・サプラ

イズブーケ部門2位・ディスプレイ部門4位を獲得しました。花材流通

協会主催のジャパン・フラワービジネスショーにおいては、2年連続

メインブースの制作を担当しました。数々の実績と経験を経て、新し

いショップ・商品の提案・インテリア業界とのコラボレーションを行っ

ています。

平井 昭臣
Akihito Hirai



アレンジメント
フラワー
Arrangement flower

バリエーション豊富でさまざまなお祝いに

ご活用いただけるアレンジメントフラワー。

華麗で優美なアレンジメントは、室内にそ

のまま飾って楽しむことが出来ます。店内や

オフィス用におすすめです。

お花のデザインや色合いを自由に組み合わ

せられるので、一人ひとりに合ったオリジナ

ルアレンジメントを贈ることができ、バリエ

ーションも豊富です。和のイメージ・シック

なイメージなど、どんなアレンジにもお応え

いたします。

厳選した季節の花をひとつひとつフローリ

ストが丁寧にアレンジし、日頃の感謝の気

持ちを花に込めます。更にアレンジメントに

メッセージをお付けして、他にはないたった

一つのアレンジメントをお作りすることも可

能です。

見えない部分にも配慮が行き届いた最良

のアレンジメントフラワーを、HABOTAN

が自信を持ってお作りいたします。

ご希望の色味やスタイルなどは、ウェブサ

イトからご依頼下さい。

開店
祝い

改築・移転
祝い

昇進・昇格
祝い

誕生日 送別・退職
祝い 式典

楽屋花

アレンジ
メント

フラワー

縦120cm × 横95cm × 幅85cm

スタイル：華やか
色味：カラフル系

バラ・ゆりを中心に・グロリオサの
赤やオンシジウムが
華やかさを表現したイメージ。

30,000円

アレンジ
メント

フラワー

縦110cm × 横70cm × 幅60cm

スタイル：スタイリッシュ
色味：赤系

ダリア・カーネーションをメインにした
アレンジメント。5種の多様なグリーンが
全面レッドを引き立たイメージ。

20,000円

アレンジ
メント

フラワー

縦110cm × 横70cm × 幅40cm

スタイル：華やか
色味：ピンク系

ゆり・バラを中心にした
ペールトーンのアレンジメント。
4種のグリーンを合わせたイメージ。

20,000円

アレンジ
メント

フラワー

縦100cm × 横30cm × 幅30cm

スタイル：エレガント
色味：白系

ダリアを中心にした全て
ホワイトの花で構成したアレンジメント。
5種のグリーンを合わせたイメージ。

15,000円

アレンジ
メント

フラワー

縦40cm × 横30cm × 幅30cm

スタイル：キュート
色味：ピンク系

コロンとかわいい
季節のピンクの
アレンジメント。

5,000円

アレンジ
メント

フラワー

縦85cm × 横30cm × 幅20cm

スタイル：おまかせ
色味：黄色系

ひまわり・レースフラワーで
構成しているアレンジメント。
シンプルにすることでひまわりを
強調したイメージ。

10,000円



スタンド花（2段）

縦190cm × 横100cm × 幅80cm

スタイル：華やか
色味：黄系・ひまわり

夏季限定！（6月～9月）
ひまわりをメインに使用し、
夏をイメージしたデザイン。

30,000円

スタンド花（1段）

縦170cm × 横85cm × 幅50cm

スタイル：華やか
色味：ピンク系

ダリア・バラをメインにして
4種のグリーンを
合わせたイメージ。

15,000円

スタンド花
Stand flower

新たな門出をお祝いする際に最適なスタン

ド花。主にパーティーや開店祝いなど、会場

を華やかに飾る場面で用いられ、店頭に飾

る方も多くいらっしゃいます。

コンセプトや雰囲気に合わせて、自由にア

レンジすることが可能です。イメージに合

わせ華麗で気品溢れるスタンド花をお作り

いたします。

贈り先様に届いたとき、笑顔の花が咲きま

すように。想いをこめた贈り物をご用意い

たします。

ご希望の色味やスタイルなどは、ウェブサ

イトからご依頼下さい。

開店
祝い

改築・移転
祝い

劇場
発表会 イベント

スタンド花（1段）

縦185cm × 横100cm × 幅50cm

スタイル：キュート
色味：ピンク系

ダリアメインにキュートな
お花とグリーンを
ふんだんに使って。

20,000円

スタンド花（1段）

縦175cm × 横90cm × 幅55cm

スタイル：華やか
色味：赤系

バラ・カーネーション・ガーベラなどの
真っ赤なお花でハートを表現、
アクセントにゴールドのリボンを。

※ひまわり以外にも季節のお花を
ボリューム良く使用した
デザインをお作りいたします。

※お届けエリア：東京23区

30,000円

スタンド花（2段）

縦185cm × 横100cm × 幅50cm

スタイル：エレガント
色味：白系

背の高いデザインスタンドに
アートフラワーを絡ませて
ボリュームよく見えるデザインに。

25,000円



胡蝶蘭（白）

縦100cm × 横70cm × 幅70cm
50,000円

5本立ち

胡蝶蘭（ピンク）

縦100cm × 横70cm × 幅70cm
50,000円

5本立ち

胡蝶蘭（白）

縦90cm × 横55cm × 幅50cm
30,000円

3本立ち

胡蝶蘭（赤リップ）

縦90cm × 横55cm × 幅50cm
30,000円

3本立ち

胡蝶蘭（白）

縦90cm × 横50cm × 幅45cm
20,000円

3本立ち

胡蝶蘭<ワルツシリーズ>

ワルツ・ハーモニー

縦90cm × 横45cm × 幅45cm
30,000円

2本立ち

ワルツシリーズのご注文後、4営業日程の
お届けを目安にいただいております。

ワルツ・デュエット
ハーモニーは、ワルツのたて琴を交差して組
み合わせた胡蝶蘭です。らせん状に組んだプ
レートに沿って花が咲きます。
デュエットは、ワルツのたて琴を2本組み合わ
せた胡蝶蘭です。通常の3本立の胡蝶蘭と同
じくらいのボリュームになります。

胡蝶蘭
Phalaenopsis orchid

「幸福の飛来」という意味を持つ胡蝶蘭。

そのほかにも変わらぬ愛や、清純など幸運

のイメージを持つ花の代表と言っても過言

ではありません。

上品で華麗なその花は非常に生命力が強

く、長くその地に根付きます。

「幸福がやってきますように」という意味を

込め、お祝いのシーン等に贈る方が多くい

らっしゃいます。

HABOTANでは、受賞蘭のみを使用し、大

切な贈り先様にお届けいたします。

日本農業大賞・内閣総理大臣賞受賞・関東

東海『花の展覧会』洋らの部農林水産大臣

賞を受賞。

その他にも全国花き品評会農林水産大臣

賞受賞・農林水産祭園芸部門天皇杯受賞

などさまざま賞を受賞しております。

開店
祝い

改築・移転
祝い

昇進・昇格
祝い

劇場
発表会 楽屋花

胡蝶蘭<ミディ胡蝶蘭> 胡蝶蘭<化粧蘭>

縦90cm × 横50cm × 幅45cm
40,000円

3本立ち

化粧蘭はご注文後、4営業日程の
お届けを目安にいただいております。

化粧蘭とは、花を傷めない専用の
パウダーを用いて、1本1本手作
業で花びらにアートを施した胡蝶
蘭です。花の持つ優美さとアート
の芸術を兼ね備えた、気品あふれ
る一品です。

ミディ胡蝶蘭（熟成胡蝶蘭）

縦80cm × 横50cm × 幅60cm
30,000円

8本立ち

ミディ胡蝶蘭は熟成胡蝶蘭八本立ちです。縁起が良い
とされる「八」（八 = 末広がり、めでたい）。薄ピンク、
濃ピンク、白黄のミックス八本立ちでとても豪華です。
※胡蝶蘭農家より宅配便でのお届けとなるため、お時
間の指定はあくまでも希望となります。
終日のお届けとなる場合もございますので、何卒ご了
承くださいませ。



観葉植物

縦180cm × 横85cm × 幅85cm

種類：パキラ

熱帯アメリカに自生する植物で、
とても育てやすく、
定番の根強い人気があります。

30,000円

観葉植物

縦150cm × 横40cm × 幅50cm

種類：フランスゴム

病気や虫の被害が少なく寒さにも強いので、
とても育てやすい観葉植物です。
仕立てが自由に出来るので、アレンジ次第で
とてもスタイリッシュに変貌します。

30,000円

観葉植物

縦170cm × 横40cm × 幅40cm

種類：幸福の木（ドラセナ）

ドラセナは長寿で生命力がとても強く育て
やすい為、観葉植物として幅広く親しまれて
います。「家の前に置いておくと良い」という
言い伝えがあったことから、「幸福の木」という
名前がついたそうです。

20,000円

観葉植物

縦180cm × 横50cm × 幅45cm

種類：ユッカ

別名｢青年の木｣と呼ばれ幸福の木に似た
姿形がとても優美です。ユッカの葉は垂れ
下がらずにピンと立ち上がって先端が
ややとがっているのが特徴的です。

25,000円

観葉植物

縦115cm × 横30cm × 幅30cm

種類：カボック

熱帯アジア・オセアニアにおよそ
150種が分布します。
観葉植物として広く
親しまれています。

15,000円

観葉植物
Foliage plant

観葉植物は花よりも育てやすく、観賞用と

して長期間楽しむ事が出来ます。使用用途

が多く、育てやすい為インテリアとしてもご

活用いただけます。

葉やその色合いを楽しみ、自然な雰囲気を

醸し出すために育てる植物です。葉の形

状、色彩、斑などの模様・造形美を深く味

わい観賞する。リラクゼーションの効用が

あります。

主に屋内において、オフィスなどのほか、

ホテルのロビーや美容室、飲食店などの

店舗、オフィスなどに置かれることが多い

です。

空間を演出する存在である観葉植物は、オ

フィスの定番として人気があります。開店

や開業、移転を始めとしたさまざまな贈答

用におすすめです。

開店
祝い

改築・移転
祝い

花器に関して

○プラスチック鉢（無料でラッピング） 15,000円～ 
○プラ鉢＋カゴ付　　　　　　　　　　　 20,000円～
○高級陶器鉢　　　　　　　　　　　　　 30,000円～

※植物の種類によって高さが違って参りますが、すべて大鉢にてご案内しております。
　（個体差がありますが、H160㎝～180㎝）
※小・中鉢のご注文も可能です。カスタマーセンターまでお問合せ下さい。



花 束
Bouquet

記念日・誕生日プレゼントの定番である花

束。セレモニーなどのイベントで直接お渡し

する際や、お急ぎの場合などにも手軽でご

対応しやすいため、目にする機会も多く、使

用用途は多様です。

セレモニーであれば、会場の雰囲気を華や

かに演出する花束を、快気祝いであれば気

持ちが落ち着くような花束を贈ると喜ばれ

ます。主に個人への贈り花としてお勧めし

ております。

花には人の心を癒す力があります。花束はも

っとも活用しやすい心へのプレゼントです。

HOBOTANでは、厳選した旬の花を使用

し、他にはない品質の花束をお作りいたし

ます。きっと大切な方の心に残る花束にな

ります。

ご希望の色味やスタイルなどは、ウェブサ

イトからご依頼下さい。

昇進・昇格
祝い

送別・退職
祝い

劇場
発表会 式典 誕生日

花束

縦75cm × 横45cm × 幅30cm

スタイル：おまかせ
色味：赤系

バラのみを贅沢に
あしらった花束。
シンプルでゴージャスなイメージ。

30,000円

花束

縦65cm × 横65cm × 幅50cm

スタイル：華やか
色味：ピンク系

バラ・カーネーションを中心に
6種のお花と2種のグリーンを
合わせたイメージ。

20,000円

花束

縦100cm × 横60cm × 幅35cm

スタイル：華やか
色味：黄系

バラ・ゆりを中心に5種の
お花を合わせたイメージ。

10,000円

花束
スタイル：華やか
色味：白系

バラ・あじさいを中心に、
アンスリウムとグリーンを
合わせたイメージ。

10,000円

花束

縦30cm × 横30cm × 幅20cm

スタイル：キュート
色味：ピンク系

ダリア・バラを中心にした花束。
3種のグリーンを
合わせたイメージ。

5,000円

縦50cm × 横40cm × 幅35cm



プリザーブド
フラワー
Preserved flower

プリザーブドフラワーとは生花を特殊な液

体に浸し、水分を抜いた加工花です。ドライ

フラワーと比べて生花に近い手触りで、生

花と見間違えるほどです。

生花に特殊な加工を施し、長期保存を可能

にした新しい種類の贈り花です。色彩も鮮

やかで、生花では表現できないカラーを出

すことも可能です。

すぐに枯れる心配もなく、気品あるみずみ

ずしい姿を長期間保ちます。加工花なので

水を与える必要もございません。室温・湿

度・環境にもよりますが、数年間美しさを保

つことも可能で御座います。

昇進・昇格
祝い

送別・退職
祝い

劇場
発表会

誕生日
祝い

プリザーブド
フラワー

縦35cm × 横27cm × 幅10cm

スタイル：おまかせ
色味：ピンク系　備考：額縁タイプ

バラ・あじさい・かすみ草・
フェイクグリーンの
プリザーブドフラワー。

20,000円

プリザーブド
フラワー

縦23cm × 横20cm × 幅18cm

スタイル：おまかせ
色味：青系　備考：エレガント

さわやかな色味のバラ・あじさい・
かすみ草・フェイクグリーンの
プリザーブドフラワー。

15,000円

プリザーブド
フラワー

縦20cm × 横18cm × 幅18cm

スタイル：華やか
色味：赤系

バラ・カーネーション・あじさい・
フェイクグリーンの
プリザーブドフラワー。

10,000円

プリザーブド
フラワー

縦16cm × 横16cm × 幅16cm

スタイル：華やか
色味：黄系　備考：BOX

ビタミンカラーのバラ・あじさい・
フェイクグリーンの
プリザーブドフラワー。

10,000円

プリザーブド
フラワー

縦14cm × 横14cm × 幅15cm

スタイル：華やか
色味：ピンク系

バラ・あじさい・かすみ草・
フェイクグリーンの可愛らしい
雰囲気のプリザーブドフラワー。

5,000円



お悔やみ
お供え
Offerings flower

初七日までのご多忙な時期はご遺族のお

気持ちを考え、手間をかけさせないよう配

慮をします。胡蝶蘭やアレンジメントであれ

ばそのまま飾れるので、余計な手間がかか

りません。

四十九日までは基本的には白一色でのア

レンジをお勧めしておりますが、淡いお色

や故人が好んだお色をアレンジに加えるこ

とも可能です。

白一色でのアレンジをご希望、またはお好

みの差し色などがある場合は、注文フォー

ムの備考欄にご記入ください。

※斎場などによってはお花のお届けをお断

りされてしまう場合がございます。事前に納

品先にご確認ください。

お供えお悔やみ

供花
胡蝶蘭

縦90cm × 横55cm × 幅50cm

大切な方への哀悼と追悼のお気持ちを
最高級の胡蝶蘭で表現いたします。

花は心の贈り物です。追悼の意を表して、
最良品質の胡蝶蘭を贈りましょう。ラッピングは
無料でお供え用としてお包みいたします。

30,000円

供花
アレンジ
菊なし

縦100cm × 横70cm × 幅60cm

初七日以降は白一色で
なくても構いません。

さまざまな種類の花を使用した
アレンジメントで、気品を
演出いたします。

20,000円

供花
アレンジ
菊あり

縦90cm × 横65cm × 幅60cm

葬祭に多く利用される菊ありの
アレンジメントです。

ゆり、菊、小菊を中心とした
白のアレンジメントにオレンジウムの
差し色を加えたイメージ。

15,000円

供花
アレンジ
菊あり

縦80cm × 横55cm × 幅55cm

ご遺族のお気持ちを考え、
さまざまな配慮を心がけましょう。

ゆり、菊、小菊を中心とした
オンシジウムを差し色に
入れたイメージ。

10,000円

供花
アレンジ
菊なし

縦60cm × 横50cm × 幅50cm

初七日までは白一色の
アレンジメントが一般的です。

洋花を中心とした
白一色の菊なし
アレンジメント。

10,000円



＜法人専門だからこそできるサービス＞

●本カタログおよびWEBサイトに掲載されている商品はイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。●一部商品を除い
て生花は季節商品ですので、ご注文される季節によっては生産不可能な花もございます。●祝福花、供花ともに納品先の都合で
納品不可となる場合もございます。予め納品先の可否をご確認くださることをお勧めいたします。●天候不順、自然環境の変化な
どの理由で承りましたご注文をお断りする場合がございます。●カタログやWEBサイトの金額表記は全て税別となります。

立て札・メッセージカード 無料サービス
スタンド花や胡蝶蘭には立て札が、花束やプリザーブドフラワーにはメッセージ

カードが無料で付けることができます。あなたの社名や個人名を贈り先様へアピ

ールしてください。申し込みはウェブサイトで注文時におこなうことができます。

コラム・ギャラリーのコンテンツが充実
ウェブサイトには納品事例のお花の画像やほぼ毎日更新されているコラムなど

充実のコンテンツがあります。実際にご注文される前にみなさまが、どうされてい

るのか確認していただくことも可能です。

3回の報告メールがあるので、ご安心してご利用いただけます。月末締めにて、ご請求。お支払いのタイミングは各社に合わせることが可能です。
支払い方法も自動引落、銀行振込に対応しております。詳しくはお問い合わせください。

※タテ位置の立て札も可能です。
※地方によってデザイン・内容が
変わる場合がございます。

法人のお客様が使いやすいように

webサイトへ
ご注文

ご注文者様へ配達完了のメール

ご注文者様 ご注文者様贈り先様ご注文者様
ご登録後
即日利用可能

注文確認メール 画像確認メール

検索HABOTAN

全国送料無料1

納品画像配信サービス2

立て札にロゴマーク無料印字サービス３

品質・ボリューム・デザイン5

配送時間指定サービス4

カスタマーセンターによるサポート6

『贈り物文化』を
考える
さまざまな祝いを彩る、美しい花々

開店・移転祝いだけでなく、

創立記念日や取引が成立した日

最高のタイミングに

花そのものがメッセージ

法人専門 贈り花

https://f  lower.habotan-gift.com
法人専門贈り花ブランド　ハボタンフラワー

運営会社： 株式会社エンターテック

本社：〒108-0074 東京都港区高輪3-4 -1 高輪偕成ビル３F
TEL：03-6421-5890（代表）  FAX：03-6421-5891

フリーダイヤル

0120 -056 -087HABOTAN
お問合せサポート


