
 

 

 

 

1. ご注文について 

注文書に所定の事項をご記入のうえ、下記まで郵送またはファクシミリでお送りください。 

 

2. 苗木の発送時期およびご注文締切りについて 

苗木の発送時期は１１月中旬、２月中旬、３月中旬です。申込書のご希望の時期に○をつけ

て下さい。なお、苗木のご注文受付は平成３０年３月１５日までとさせていただきます。 

 

3. 苗木発送のご通知と代金のお支払い方法 

苗木発送の約３週間前に「発送のご案内」（本数・お届け先・発送月日を記載）と請求書、郵

便振替用紙を郵送いたしますので、内容をご確認の上、代金をお振込み下さい。 

 

4. 発送方法・運送費について 

苗木はダンボール箱梱包、宅配便にてお届けいたします。なお、１～１０本までは４，０００円、  

１１～３０本までは４，５００円、３１～１００本までは５，５００円を荷造・送料（消費税別）としてご請求

いたします。但し、沖縄県・離島は別途送料を請求させていただきます。 

 

5. 消費税について 

表示価格は税別金額です。 

 

6. 会員特別割引について 

当会の個人会員、法人会員の方は、会員番号（個人会員 10、法人会員・法人支部は 11 から

始まる番号）をご記入いただいた場合に限り、会員特別割引として、１年生苗木の定価を３

割引とさせていただきます。 

 

7．品種の特徴について 

品種特性表を参照ください。また、カラー写真を掲載した「桜ミニ図鑑」がございますので、

ご希望の方は「カタログ希望  ○部」と明記の上、１部につき３００円分（当会会員は２

００円）の切手を同封し、下記まで郵送して下さい。 

 

8．規格及び植え付け後の開花について 

苗木の台木は記入がない品種は実生台で、接木後１年生、大きさは約１．２～１．５ｍです。 

 

●桜は成長が早いので、植える場所の選定や土づくりを充分にして植え付け、適切な育成・管理

を実施することで、３～５年後には美しい花を咲かせることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年度 桜苗木販売のご案内 

＜個人情報の取り扱いについて＞ 

お客様の個人情報は苗木の発送に関する目的以外には一切使用いたしません。  

＜申込書の送付およびお問合せ先＞ 

公益財団法人 日本花の会結城農場 

〒307-0044  茨城県結城市田間２２１７  TEL0296-35-0235 FAX0296-35-3385 

桜に関する情報満載の当会のホームページも是非ご覧下さい。 http://www.hananokai.or.jp 

 

  

 

 

http://www.hananokai.or.jp/


品種特性一覧表 ※開花期は東京を基準としています    

 

ｺｰﾄﾞ 品種名  ﾌﾘｶﾞﾅ 開花期 樹形 樹高 花形 花色 

1144 アーコレード ｱｰｺﾚｰﾄﾞ 10-11，4 月 傘状 亜高木 半八重咲 淡紅 

1106 天の川 ｱﾏﾉｶﾞﾜ 4 月中旬 円柱状 亜高木 八重咲 淡紅 

1141 市原虎の尾 ｲﾁﾊﾗﾄﾗﾉｵ 4 月中下旬 盃状 亜高木 八重咲 白 

1103 一葉 ｲﾁﾖｳ 4 月中旬 広卵状 高木 八重咲 淡紅 

1107 鬱金 ｳｺﾝ 4 月中旬 盃状 高木 八重咲 黄緑 

1194 雨情枝垂 ｳｼﾞｮｳｼﾀﾞﾚ 4 月上中旬 枝垂状 亜高木 八重咲 淡紅 

1184 江戸彼岸 ｴﾄﾞﾋｶﾞﾝ 3 月下旬 傘状 高木 一重咲 淡紅 

1132 大島桜 ｵｵｼﾏｻﾞｸﾗ - - - - - 

1133 大島桜台木用 ｵｵｼﾏｻﾞｸﾗﾀﾞｲｷﾞﾖｳ - - - - - 

1150 オカメ ｵｶﾒ 3 月中下旬 広卵状 低木 一重咲 紫紅 

1181 思川 ｵﾓｲｶﾞﾜ 4 月上中旬 傘状 亜高木 半八重咲 淡紅 

1128 河津桜 ｶﾜﾂﾞｻﾞｸﾗ 3 月上旬 傘状 亜高木 一重咲 紫紅 

1119 寒桜 ｶﾝｻﾞｸﾗ 3 月上旬 盃状 亜高木 一重咲 淡紅 

1101 関山 ｶﾝｻﾞﾝ 4 月中下旬 盃状 高木 八重咲 濃紅 

1108 御衣黄 ｷﾞｮｲｺｳ 4 月中下旬 盃状 高木 八重咲 黄緑 

1116 兼六園菊桜 ｹﾝﾛｸｴﾝｷｸｻﾞｸﾗ 4 月下旬 広卵状 亜高木 菊咲 淡紅 

1233 兼六園熊谷 ｹﾝﾛｸｴﾝｸﾏｶﾞｲ 4 月中旬 盃状 亜高木 一重咲 淡紅 

1126 紅華 ｺｳｶ 4 月中下旬 盃状 亜高木 八重咲 紅 

1185 越の彼岸 ｺｼﾉﾋｶﾞﾝ 3 月中下旬 傘状 高木 一重咲 淡紅 

1187 小松乙女 ｺﾏﾂｵﾄﾒ 4 月上旬 傘状 高木 一重咲 淡紅 

1121 修善寺寒桜 ｼｭｾﾞﾝｼﾞｶﾝｻﾞｸﾗ 3 月中下旬 広卵状 高木 一重咲 紫紅 

1104 松月 ｼｮｳｹﾞﾂ 4 月中下旬 傘状 亜高木 八重咲 淡紅 

1105 白妙 ｼﾛﾀｴ 4 月中旬 盃状 高木 八重咲 白 

1188 神代曙 ｼﾞﾝﾀﾞｲｱｹﾎﾞﾉ 4 月上旬 傘状 高木 一重咲 淡紅 

1109 駿河台匂 ｽﾙｶﾞﾀﾞｲﾆｵｲ 4 月中下旬 傘状 亜高木 一重八重咲 白 

1127 仙台屋 ｾﾝﾀﾞｲﾔ 4 月上中旬 広卵状 高木 一重咲 紅 

1483 園里黄桜 ｿﾉｻﾄｷｻﾞｸﾗ 4 月中下旬 傘状 高木 八重咲 緑黄 

1155 太白 ﾀｲﾊｸ 4 月上中旬 広卵状 高木 一重咲 白 

1253 大漁桜 ﾀｲﾘｮｳｻﾞｸﾗ 3 月中下旬 傘状 高木 一重咲 淡紅 

1614 華加賀美 ﾊﾅｶｶﾞﾐ 4 月上中旬 盃状 高木 半八重咲 紅 

1224 花笠 ﾊﾅｶﾞｻ 4 月中旬 傘状 高木 八重咲 淡紅 

1135 鵯桜 ﾋﾖﾄﾞﾘｻﾞｸﾗ 4 月下旬 広卵状 亜高木 菊咲 濃紅 

1102 普賢象 ﾌｹﾞﾝｿﾞｳ 4 月中下旬 傘状 高木 八重咲 淡紅 

1122 冬桜 ﾌﾕｻﾞｸﾗ 10‐12，4 月 広卵状 亜高木 一重咲 白 

1192 紅枝垂 ﾍﾞﾆｼﾀﾞﾚ 3 月中下旬 枝垂状 高木 一重咲 濃紅 

1587 舞姫 ﾏｲﾋﾒ 4 月上中旬 盃状 高木 八重咲 淡紅 

1154 御車返し ﾐｸﾙﾏｶﾞｴｼ 4 月中旬 広卵状 亜高木 一重八重咲 淡紅 

1110 八重紅大島 ﾔｴﾍﾞﾆｵｵｼﾏ 4 月上中旬 広卵状 高木 八重咲 淡紅 

1191 八重紅枝垂 ﾔｴﾍﾞﾆｼﾀﾞﾚ 4 月上中旬 枝垂状 高木 八重咲 淡紅 

 

＊舞姫は農水省登録品種（20923 号）のため、当会に無断で増殖することはできません。 

＊大島桜、大島桜台木用は実生苗なので開花しないと花などの特性はわかりません。また、個体により

他種との雑種になっている場合もあります。 

 



桜苗木注文書（平成２９年度） 
 

  ご注文日 平成  年  月  日  受注 No.              出荷 No. 

 

ご
注
文
者 

会員№（        ） 
                                                                     
氏名 
住所 （〒       ） TEL 
 
                                                                  FAX 

お

届

け

先

 
 

 
 

 
 

会員№（        ） 
                                                                     
氏名 
住所 （〒       ） TEL 
 
                                                                  FAX 

 

  ★の品種は平成 30 年 1 月 22 日現在、樹高１ｍ前後の苗木しか在庫がありません。 

     の品種は品切れとなりました。（表示した単価は税抜価格です。） 

code 品種名 単価  本数 金額 code 品種名 単価 本数 金額 

1101 関山 670 円   1184 江戸彼岸 670 円   

1102 普賢象 ★ 460 円   1185 越の彼岸 670 円   

1103 一葉 670 円   1187 小松乙女 670 円   

1104 松月 670 円   1188 神代曙 670 円   

1105 白妙  670 円   1191 八重紅枝垂 1050 円   

1106 天の川 760 円   1192 紅枝垂  730 円   

1107 鬱金  670 円   1194 雨情枝垂 1050 円   

1108 御衣黄  760 円   1253 大漁桜 760 円   

1109 駿河台匂  670 円   1587 舞姫  670 円   

1110 八重紅大島★ 460 円   1614 華加賀美★ 460 円   

1116 兼六園菊桜 860 円   1135 鵯桜 3330 円   

1119 寒桜 ★  600 円   1233 兼六園熊谷 3330 円   

1121 修善寺寒桜 670 円   1483 園里黄桜 3330 円   

1122 冬桜 760 円   1141 市原虎の尾★ 2330 円   

1124 花笠 670 円   1155 太白  3330 円   

1126 紅華 670 円   1132 大島桜 500 円   

1127 仙台屋 760 円   1133 大島桜台木用 300 円   

1128 河津桜 760 円   代金合計  

1144 アーコレード 950 円   会員割引（３割引）  

1150 オカメ 760 円   運 送 費  

1154 御車返し  760 円   消 費 税（８％）  

1181 思川 670 円   合 計 金 額  

ご希望する発送時期に○をつけてください １．１１月中旬  ２．２月中旬 ３．３月中旬 

 

＊舞姫は農水省登録品種（20923 号）のため、当会に無断で増殖することはできません。 

＊大島桜台木用は実生１年生苗、高さは 30～50ｃｍです。大島桜は実生苗、高さ 1.2ｍ以上です。 

 
桜苗木注文書の送付先 公益財団法人 日本花の会結城農場 苗木係 

 
〒307-0044 茨城県結城市田間２２１７  TEL0296-35-0235 FAX0296-35-3385 


