
ご案内資料

ハナスタ 検 索
入会金・利用料０円!!



1.ハナスタとは
ハナスタとは、提携する６市場の相対情報をリアルタイムに表示し、購入できる仕入れサイト。

販売画面では、それぞれ特色のある ”６市場の相対情報を一度に比較しながらお選びいただくこと” が可能です！

第一花き

東京都足立区入谷6-3-1

・東京都の中央卸売市場とし
て最初に創られた市場
・高品質な国内産ブランドを
中心に安定した品揃えが魅力

南関東花き

神奈川県厚木市長沼253-3

・地方卸売市場。
・近郊の個選商品の入荷が多
く、小ロットのバラも安定出
荷

東京フラワーポート

東京都江戸川区臨海町3-4-1

・輸入物もスプレーマム、ア
ンス、葉物など安定して出荷
・良質なバラの品種も豊富な
品揃え

FAJ（ﾌﾗﾜｰｵｰｸｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ）

東京都大田区東海2-2-1

・日本を代表する中央卸売市
場。鮮度を重視し「ELF」を
推奨
・国内産・外国産ともに高品
質なバラを供給

世田谷花き

東京都世田谷区大蔵1-4-1

・ブライダル需要に対応でき
る商品ラインナップ
・バラ・トルコギキョウをは
じめとした洋花類が充実

東日本板橋花き

東京都板橋区高島平6-1-5

・洋花の高品質、品揃えはも
ちろんの事、菊を中心とした
葬儀商材が特に充実

ハナスタ販売画面



2.その他企画
提携６市場以外の商品企画もございます。

鮮度抜群の産地直送商品の企画や、在庫・ロスを考慮した販売企画、また資材の販売もございます。

産直企画 販売企画

菊
JA愛知みなみ

ガーベラ
JAいしのまき

バラ
Rose Farm KEIJI

開花菊
※エリア限定企画

胡蝶蘭販売
黒臼洋蘭園/ｱｰﾄｸﾞﾘｰﾝ

資材販売
東京リボン

日本最大級の菊の生産地、
愛知県渥美半島。

その中でも最大規模を誇
るJA愛知みなみの輪菊部
会「Team MAX」と産地
直送契約を結び、お手ご
ろな価格で高品質な菊を
ご提供しております。

宮城県桃生町はロック
ウール栽培により周年出
荷が可能なガーベラ産地
です。

産地直送で高品質なガー
ベラを鮮度抜群の状態で
お届けします。

滋賀県・ローズファーム
ケイジの和バラと称した
オリジナル品種。

鮮度・品質が抜群なバラ
を1本からご注文いただ
けます。

【エリア限定企画(※)】

水揚げや開花調整、葉落
としなど必要最低限の処
理を行った上でご納品い
たします。

毎日発送で対応します。
※対象エリア： 宮城、岩手、山
形、福島、栃木、群馬、茨城、埼
玉、千葉、東京、神奈川、 長野、
山梨、静岡、愛知、岐阜、福井、
富山、石川、新潟、滋賀、奈良、
京都、大阪、兵庫、三重

注文後、直接指定の場所
までお届けします！もう
在庫の心配はいりません。

・黒臼洋蘭園

黒臼洋蘭園にて出荷直前
まで最適な環境で栽培し
た胡蝶蘭をお届け

・アートグリーン

胡蝶蘭配送代行サービス。
複数産地との提携で種類
が豊富。

資材メーカー東京リボン
より、リボン・ペー
パー・ステムティッ
シュ・花袋・ハサミ・吸
水スポンジなどを取り揃
えております。

※毎週1回発送（月曜）



3.提供環境
ハナスタでは、パソコンサイトをはじめ、タブレット・スマートフォンにも対応しております。

外出の多い方、またPCの調子が悪くなった時もハナスタサービスをご利用いただける環境が整っております。

http://hanasuta.jp/sp/http://cifra.hanasuta.jp
スマートフォン専用パソコン・タブレット



4.お届け日と送料 ※関東の方
商品の発送は、月・水・金の週３回、お届け日は発送日の当日、送料は5箱以上なら300円/箱でお届けが可能です！

また弊社が指定した場所で商品を引取り可能な方は、送料が０円に！

ポイント✓

自社便とは…
弊社提携の専用トラック・専任ドライバーが
市場出荷時そのままの荷姿で発送日の当日に
店舗まで直接お届けに上がります。

※一部地域は宅配業者での出荷となります

配送業者 お届け日
※発送日：月・水・金

送料（税別）

佐川急便 発送日の翌日 1～4箱：650円 /箱 5箱以上：300円 /箱

ヤマト運輸 発送日の翌日 1～4箱：950円 /箱 5箱以上：600円 /箱

配送業者 お届け日
※発送日：月・水・金

送料（税別）

自社便 発送日の当日 1～4箱：650円 /箱 5箱以上：300円 /箱

5箱以上で

お得に!!

自社便でお届けできないエリアに関しましては、

以下配送業者より発送日翌日にお届けさせていただきます



5.お届け日と送料 ※関東以外
商品の発送は、月・水・金の週３回、お届け日は発送日の翌日以降となります。

商品を極力おまとめした最終の個口数が送料となります。配送業者も「佐川急便」か「ヤマト運輸」をお選びいただけます(※)

※送料が異なりますのでご注意ください

お届けエリア お届け日
※発送日：月・水・金

送料（税別）

北海道 発送日の翌々日 1～4箱：1,400円 /個口 5箱以上：1,300円 /個口

東北・北陸・甲信越
東海・関西 発送日の翌日 1～4箱：1,050円 /個口 5箱以上：900円 /個口

中国・四国 発送日の翌々日 1～4箱：1,300円 /個口 5箱以上：1,050円 /個口

九州 発送日の翌々日 1～4箱：1,400円 /個口 5箱以上：1,150円 /個口

ヤマト運輸

※ヤマトクール便は、出荷規格が合わないためお受けできません

お届けエリア お届け日
※発送日：月・水・金

送料（税別）

北海道 発送日の翌々日 1～4箱：1,000円 /個口 5箱以上：900円 /個口

東北・北陸・甲信越
東海・関西 発送日の翌日 1～4箱：650円 /個口 5箱以上：500円 /個口

中国・四国
※航空便をお選びいただけます

発送日の翌々日 1～4箱：900円 /個口 5箱以上：650円 /個口

発送日の翌日 ※航空便 1～4箱：1,400円 /個口 5箱以上：1,150円 /個口

九州 発送日の翌々日 1～4箱：1,000円 /個口 5箱以上：750円 /個口

クール便
※お届け日は上記と同じです
※佐川出荷規格に準じるため、箱の大
きさによっては、発送不可の場合あり

上記送料に +200円 /個口

佐川急便



6.送料：お得な無料企画！

【注意事項】
※交通状況によっては上記受け渡し開始時間が遅れる場合がございます

※時間を過ぎてのお引取りは、弊社では一切責任を負いませんのでご了承下さい

【利用方法】

発送日前日20:00までに「●●で引取」とご連絡
※時間を過ぎての変更、または発送日当日の変更はできません

受付時間：9:00 ～ 12:00

住所：東京都世田谷区大蔵1-4-1 3F

②世田谷花き
場所：千政（仲卸）

受付時間：9:00 ～ 12:00

住所：東京都板橋区高島平6-1-5 3F

③東日本板橋花き
場所：フラワーロード（仲卸）

受付時間：9:00 ～ 12:00

住所：東京都青梅市今井5-2440-32

④青梅インターフローラ
場所：アイドル（鉢物仲卸）

受付時間：9:00 ～ 12:00

住所：神奈川県厚木市長沼253-3

⑤南関東花き
場所：場内セリ場左手

受付時間：8:00 ～ 12:00

住所：東京都江戸川区臨海町3-4-1

①東京フラワーポート
場所：花き棟正面入口

受付時間：9:30 ～ 12:00

住所：群馬県前橋市東片貝町395

⑥前橋生花市場
場所：場内セリ場右手

以下の弊社指定市場でハナスタで購入した商品をお引き取りの場合、

送料はいただきません!

▼ 引取り可能な市場

受付時間：9:00 ～ 12:00

住所：茨城県土浦市卸町1-10-1

⑦茨城県土浦花き市場
場所：正面口入り右手



7.お支払い
ハナスタで購入いただいた商品のお支払い方法は、

基本「お振込み」となりますが、一定量のお取引実績があったお客様は「自動引落」への切替も可能です。

口座振込み（月3回締め）

自動引落（月2回締め）

◆締め日 ◆支払期限

例）1月10日締め → 1月15日までにお支払い
1月20日締め → 1月25日までにお支払い
1月31日締め → 2月5日までにお支払い

月に3回締め [ 10日・20日・末日 ] 各締め日の 5日後 まで

◆締め日 ◆支払期限

月に2回締め [ 15日・末日 ] 15日締め → 翌月6日引落
末日締め → 翌月23日引落

例）1月15日締め → 2月6日にお引き落とし
1月31日締め → 2月23日にお引き落とし

※休日・祝祭日にあたる場合は、その翌営業日のお引き落としとなります
※口座相違、預金残高不足等により引き落としができなかった場合は、

再度引き落としができないため、弊社口座までお振込みください。

※お振込手数料は、お客様負担となります

※一定量のお取引実績があったお客様のみ切り替え可能



8.お客様の声
ハナスタサービスをご利用中の会員様からの声を一部紹介させていただきます。

このようなお客様に支えられてハナスタは発展を続けております！

交通費や人件費を考えるとお得!!
市場までの高速代や店番アルバイトなどのコストを考えると、お店に届けてくれるのは本当にありがたい！

全体的なコストを考えると配送料を含めても元が取れていると思っています。

品揃えが豊富で助かります！
商品が豊富で地元市場だけじゃ揃えられない商品が揃っているのが一番の魅力だね！

周りの花屋との差別化を図っていかないと厳しい時代だしね。

販売画面がシンプルで買いやすいのが◎
以前利用していたネットサービスに比べて画面もシンプルで使いやすいのが断然魅力的！

市場だとうまく競り落とせないものもあるので、必要なものは前日の段階でハナスタで仕入れるようにしてます。

６市場を1つの画面で見れるから、比較が楽だし選びやすいね 外出しててもスマホで買えたりメールで教えてくれるのは便利

上物から下物まで幅広いバリエーションが豊富なのがいいね やっぱりハナスタは菊が強いところかな

忙しい物日の期間には仕入れの手間が省けてありがたいです 梱包も丁寧で、品目によって保水もしてくれてて安心だね

【茨城県】

A花店様

【新潟県】

H花店様

【東京都】

ﾌﾛｰﾘｽﾄH様



9.ご入会方法
入会方法はとってもかんたん！まずはインターネットで弊社サイトにアクセス！

入会金・年会費は０円です！

弊社ハナスタサイト
（http://cifra.hanasuta.jp）にアクセ
スし、入会フォームから必要事項を入力

STEP１ STEP２

ＷＥＢお申込後、ハナスタ事務局からご
本人確認と簡単なサービス説明のための
お電話をさせていただきます。

STEP３

ご本人確認が取れ次第、メールにてＩ
Ｄ・パスワードを送付。受取り後、すぐ
にハナスタをご利用いただけます!!

入会フォーム登録 ご本人確認 ご利用開始



10.会社概要

■会社称号 ： 株式会社シフラ

■所在地 ： 東京都江東区富岡1-12-8 アサヒビル4F

： TEL：03-5646-1187

： FAX：03-5646-1203

： Mail：hana@cifra.co.jp

■創立 ： 1996年2月14日

■資本金 ： 7,675万円

■年商 ： 約20億円

■役員 ： 代表取締役 竹熊 俊哉

取締役 菱田 敏明

会社概要

ハナスタ 検 索

入会金・利用料０円!!


