
2022 年 12 月 吉日 

ご担当者各位                            

 

電報サービス「VERY CARD」一部サービス価格改定のお知らせ 

 

佐川ヒューモニー株式会社 

代表取締役 田辺 正己 

謹啓 貴社益々のご繁栄の事とお慶び申し上げます。 

平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。 

さて、弊社は下記の通り 2023 年 1 月 11 日より電報サービス「VERY CARD」の一部サービス価格を改定する

ことといたしましたのでご案内申し上げます。 

謹白 

 

記 

 

１）対象サービス（商品） 

   ①生花の一部商品（本格胡蝶蘭、ミディ胡蝶蘭、ミニ胡蝶蘭、観葉植物） 

②NTT 電報申込代行サービス 

 

２）改定内容 

①生花の一部商品の価格改定につき、別紙価格表をご参照ください。 

②NTT 電報申込代行の金額を以下の通り改定いたします。 ※下記は、税込表記となります。 

 

価格別台紙 変更前 変更後 

0 円 2,156 円 1,705 円 

550 円 2,706 円 2,255 円 

1,100 円 3,256 円 2,805 円 

1,650 円 3,806 円 3,355 円 

３）改定の事由 

①仕入価格や輸送費の高騰により、現行販売価格でのサービスのご提供が難しくなったことによるもの。 

②ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本が提供する電報サービスの料金体系の見直しに伴う改定。 

 

４）改定日 

  2023 年 1 月 11 日 0:00～のお申し込み分より 

  2023 年 1 月 10 日以前のお申し込みであれば、お届け日が 1 月 11 日以降であっても価格改定の対象外です。 

 

ご利用のお客さまにはご負担をお掛けすることとなりますが、よりご満足いただけるようサービスの向上に努め

て参りますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

以上 



商品価格一覧

品番 商品名
価格改定後
販売定価
（税抜）

価格改定後
販売定価
（税込）

MO3001 本格胡蝶蘭3本立 ¥19,000 ¥20,900
MO3002 本格胡蝶蘭3本立　上級 ¥22,000 ¥24,200
MO3003 本格胡蝶蘭3本立　特選 ¥24,000 ¥26,400
MO3004 本格胡蝶蘭3本立　上特選 ¥27,000 ¥29,700
MO3005 本格胡蝶蘭3本立　プレミアム ¥30,000 ¥33,000
MO3006 本格胡蝶蘭3本立　プレミアム特選 ¥33,000 ¥36,300
MO5001 本格胡蝶蘭5本立 ¥35,000 ¥38,500
MO5002 本格胡蝶蘭5本立　上級 ¥38,000 ¥41,800
MO5003 本格胡蝶蘭5本立　特選 ¥41,000 ¥45,100
MO5004 本格胡蝶蘭5本立　上特選 ¥45,000 ¥49,500
MO5005 本格胡蝶蘭5本立　プレミアム ¥47,000 ¥51,700
MO5006 本格胡蝶蘭5本立　プレミアム特選 ¥50,000 ¥55,000
MO7001 本格胡蝶蘭7本立 ¥52,000 ¥57,200
MO7002 本格胡蝶蘭7本立　上級 ¥55,000 ¥60,500
MO7003 本格胡蝶蘭7本立　特選 ¥59,000 ¥64,900
MO7004 本格胡蝶蘭7本立　上特選 ¥63,000 ¥69,300
MO7005 本格胡蝶蘭7本立　プレミアム ¥67,000 ¥73,700
MO7006 本格胡蝶蘭7本立　プレミアム特選 ¥70,000 ¥77,000
MO1201 ミニ胡蝶蘭 コスモレディ 2本立 お祝い用 赤・ピンク系 ¥5,900 ¥6,490
MO1203 ミニ胡蝶蘭 リトルジェム 2本立 お祝い用 赤・ピンク系 ¥5,900 ¥6,490
MO1204 ミニ胡蝶蘭 グリーンピクシー 2本立 お祝い用 黄色系 ¥5,900 ¥6,490
MO1205 ミニ胡蝶蘭 ブランシュ 2本立 お祝い用 白系 ¥5,900 ¥6,490
MO1301 ミニ胡蝶蘭 コスモレディ 3本立 お祝い用 赤・ピンク系 ¥7,500 ¥8,250
MO1303 ミニ胡蝶蘭 リトルジェム 3本立 お祝い用 赤・ピンク系 ¥7,500 ¥8,250
MO1304 ミニ胡蝶蘭 グリーンピクシー 3本立 お祝い用 黄色系 ¥7,500 ¥8,250
MO1305 ミニ胡蝶蘭 ブランシュ 3本立 お祝い用 白系 ¥7,500 ¥8,250
MO1211 ミニ胡蝶蘭 コスモレディ 2本立 お悔み用 赤・ピンク系 ¥5,900 ¥6,490
MO1213 ミニ胡蝶蘭 リトルジェム 2本立 お悔み用 赤・ピンク系 ¥5,900 ¥6,490
MO1214 ミニ胡蝶蘭 グリーンピクシー 2本立 お悔み用 黄色系 ¥5,900 ¥6,490
MO1215 ミニ胡蝶蘭 ブランシュ 2本立 お悔み用 白系 ¥5,900 ¥6,490
MO1311 ミニ胡蝶蘭 コスモレディ 3本立 お悔み用 赤・ピンク系 ¥7,500 ¥8,250
MO1313 ミニ胡蝶蘭 リトルジェム 3本立 お悔み用 赤・ピンク系 ¥7,500 ¥8,250
MO1314 ミニ胡蝶蘭 グリーンピクシー 3本立 お悔み用 黄色系 ¥7,500 ¥8,250
MO1315 ミニ胡蝶蘭 ブランシュ 3本立 お悔み用 白系 ¥7,500 ¥8,250
MO2001 ミディ胡蝶蘭3本立 ¥9,800 ¥10,780
MO2002 ミディ胡蝶蘭5本立 ¥14,000 ¥15,400
FP0801 コンシンネ　8号 ¥12,000 ¥13,200
FP0802 ユッカ　8号 ¥12,000 ¥13,200
FP0803 パキラ　8号 ¥12,000 ¥13,200
FP0804 ジェレ　8号 ¥12,000 ¥13,200
FP0805 サンセベリア　8号 ¥12,000 ¥13,200
FP1001 コンシンネ　10号 ¥18,000 ¥19,800
FP1002 ユッカ　10号 ¥18,000 ¥19,800
FP1003 パキラ　10号 ¥18,000 ¥19,800
FP1004 ジェレ　10号 ¥18,000 ¥19,800
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