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● プリメヌエットミニ  上代：1,600円（税別）
　　＊三角のケース（クリアタイプ）に入れてお届けします。
　 サイズ＊14×6×高さ10.5cm／ケースサイズ＊三角ケース14.8×6.1×12cm

●Ｓサイズ

● ハート型プリフラットフレーム  上代：3,600円（税別）　＊アレンジプロテクターをかぶせてお届けします。
　 サイズ：15×14.8×厚み1cm／プロテクター高さ：6cm

●Ｓサイズ

● カジュアルプリフォト  上代：3,800円（税別）　＊白化粧箱に入れてお届けします。
サイズ：22×14.5×奥行6.1cm（クローズ時）11×14.5×奥行7.7cm　★対応写真サイズ：サービス（EC）サイズ，Lサイズ

PZM804CF PZM804PP

SDM803
※ガーベラはソープフラワーを使用しています。

背面にスタンドが付いているので、
そのまま立てて飾っていただけます。

●立ててお使いいただけます。

フレームがマグネット式になっていて取り外しが可能なため、フタを閉じた時は外側に、
フタを開けた時はアレンジと共に写真を飾っていただけます。

●リバーシブルに写真を飾っていただけます！

SDM801 SDM802
※ガーベラはソープフラワーを使用しています。

◆カタログ掲載の写真の色や形状が実際のものと異なる場合があります。◆プリザーブドフラワーを使用しておりますので、お水はあげないでください。◆貴金属、宝石類がお花に触れないようにご注意ください。変色する場合があります。

★プリメヌエットミニはクリア
　タイプの三角ケースに入れて
　お届けします。
　三角ケースは輸入発送用です。
　

三角ケース

いつもは言えない感謝の言葉を美しいお花と共に贈りましょう！優しいお母様にぴったりのアレンジを集めました。
このページ以外にも母の日に贈りたくなるアレンジをたくさん掲載しています。是非、全ページから選んでくださいね！

Mother’s Day Selection   母の日セレクション



＊全てのアレンジでお花の色のご変更をお受けすることができます。お気軽にお問い合わせください。

PZM805
森の仲間 うさぎＦ
上代：1,600円（税別）
サイズ：6.2×8.8×高さ8.8cm
ケースサイズ：10×10×10cm
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● 森の仲間シリーズ　＊ギフト用クリアケースに入れてお届けします。

巻
頭
特
集

※サイズは全て器のサイズを表記しております。

PZM806
森の仲間 くまＡ
上代：1,800円（税別）
サイズ：9.5×6×高さ6.7cm
ケースサイズ：13.2×8.4×10cm

● 陶器の楽器シリーズ
　　＊ギフト用クリアケースに入れてお届けします。

● 陶器のポットシリーズ　＊ギフト用クリアケースに入れてお届けします。

PZM807
ハートボウルＳ
上代：2,000円（税別）
サイズ：8.2×7.5×高さ4.5cm
ケースサイズ：10×10×10cm

PZM808
ローズデコカップ
上代：2,600円（税別）
サイズ：直径7.3×6.6m
ケースサイズ：10×10×14cm

PZM810
ホワイトカップ ストリームＳ

上代：3,200円（税別）
サイズ：8.9×8.9×高さ8.6cm
ケースサイズ：14×14×16cm

PZM811
ホワイトカップ リボンポット

上代：3,400円（税別）
サイズ：直径10×高さ9cm
ケースサイズ：13×13×15cm

PZM809
ホワイトカップ クローバー

上代：3,000円（税別）
サイズ：8.3×8.3×高さ7.2cm
ケースサイズ：10×10×14cm

◆葉っぱ類に関して、特にあじさいについては季節商品のためアーティフィシャルフラワーになる場合があります。◆アレンジに使用している資材（グリーン、リボン、パーツ等）がやむを得ず変更となる場合があります。

PZM812WP
プチグランドピアノ
上代：2,600円（税別）
サイズ：9×8×高さ4cm
ケースサイズ：11×11×9cm

PZM813WR
プチアップライトピアノ
上代：2,800円（税別）
サイズ：7.5×6.5×高さ6cm
ケースサイズ：11×11×12cm



PZS806 Ｍサイズ
上代：2,600円（税別）
サイズ：直径10×高さ6.2cm
ケースサイズ：12×12×12cm
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● スタッカート  上代：3,400円（税別）
　　＊ギフト用クリアケースに入れてお届けします。
　 サイズ：12×15.2×高さ14.8cm　 ケースサイズ：12.4×15.8×15.3cm

● プリメヌエット デラックス  上代：3,000円（税別）
　　＊ギフト用クリアケースに入れてお届けします。
　 サイズ：14×6×高さ10.5cm／ケースサイズ：14.8×11.5×12.5cm

● デザインフレーム 正方形  上代：3,400円（税別）　
　　＊ギフト用クリアケースに入れてお届けします。
　 サイズ：18×18×厚み0.4cm／ケースサイズ：18.1×18.1×6cm

● カジュアルガラスドーム　＊白化粧箱に入れてお届けします。

● ガラスキャンドルスタンド
　　＊ギフト用クリアケースに入れてお届けします。

限定
50個★値下げしました！

SDS801

暑い夏を涼しくしてくれそうな、爽やかなアレンジを集めました。
お花の色を変えれば、夏以外の季節にもぴったりのオリジナル・アレンジに・・・。

Summer Collection   サマーコレクション

PZS804CP

PZS803BB

PZS802BB

◆カタログ掲載の写真の色や形状が実際のものと異なる場合があります。◆プリザーブドフラワーを使用しておりますので、お水はあげないでください。◆貴金属、宝石類がお花に触れないようにご注意ください。変色する場合があります。

数量限定商品

PZS805 Ｓサイズ
上代：2,000円（税別）
サイズ：直径8.5×高さ6.2cm
ケースサイズ：10×10×10cm

PZS807 Ｓサイズ
上代：1,800円（税別）　サイズ：直径9.5×高さ9.5cm

PZS808 Ｍサイズ
上代：2,800円（税別）　サイズ：直径12.3×高さ12cm

● 焼杉ボックス  上代：3,200円（税別）
　　　　　　　　　　　　　  ⇨2,800円（税別）
　　＊ギフト用クリアケースに入れてお届けします。
　 サイズ：8×8×高さ8cm／ケースサイズ：13×13×15cm

PZS708Y  ※ひまわりはソープフラワーを使用しています。
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●Ｓサイズ

● アンティークフレーム正方形  上代：3,400円（税別）　
　　＊ギフト用クリアケースに入れてお届けします。
　 サイズ：16×16×奥行2.6cm／ケースサイズ：16.1×16.1×6.5cm

●Ｍサイズ

● ガラスキャンドルスタンド  上代：2,400円（税別）　
　　＊ギフト用クリアケースに入れてお届けします。
　 サイズ：直径10×6.2cm／ケースサイズ：12×12×12cm

●MSサイズ

● ラウンドドーム  上代：2,800円（税別）　
　　＊白化粧箱（ソフトタイプ）に入れてお届けします。
　 サイズ：直径13×高さ12.5cm

巻
頭
特
集

※サイズは全て器のサイズを表記しております。

● 陶器のポットシリーズ
　　＊ギフト用クリアケースに入れてお届けします。

PZC805
ロックポット

上代：3,200円（税別）
サイズ：7.2×7×高さ7cm
ケースサイズ：12×12×14cm

PZC804
アンティークウォールポット丸
上代：3,000円（税別）
サイズ：直径8.8×高さ7.3cm
ケースサイズ：12×12×14cm

PZC807
PWポット

上代：3,400円（税別）
サイズ：6.9×6.9×高さ7.9cm
ケースサイズ：13×13×15cm

PZC806
デコポット

上代：3,200円（税別）
サイズ：直径8.9×高さ8.4cm
ケースサイズ：11×11×16cm

＊全てのアレンジでお花の色のご変更をお受けすることができます。お気軽にお問い合わせください。

クリスマスと言えば赤い薔薇。そんな赤い薔薇が印象的なクリスマスならではのアレンジが勢揃い。
寒い冬の温かい贈り物におすすめです。

Christmas Series   クリスマスシリーズ

SDC802

PZC803

●ドームをかぶせた全体イメージ

◆葉っぱ類に関して、特にあじさいについては季節商品のためアーティフィシャルフラワーになる場合があります。◆アレンジに使用している資材（グリーン、リボン、パーツ等）がやむを得ず変更となる場合があります。

SDC801



＊全体イメージ
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◆カタログ掲載の写真の色や形状が実際のものと異なる場合があります。◆プリザーブドフラワーを使用しておりますので、お水はあげないでください。◆貴金属、宝石類がお花に触れないようにご注意ください。変色する場合があります。

故人への想いをお花とともに贈りたい。そんな優しい想いから「モダンお供えプリザ」が生まれました。   
お供えやお悔やみの品として贈りたくなる心のこもったアレンジを揃えました。      

モダンお供えプリザ

SDO804K
〈ボックス：ブラック〉

SDO803B
〈ボックス：ブラウン〉

＊フタをはずしてアレンジをお楽しみいただけます。
＊ボックスのお色変更が可能です。

●Ｍサイズ

● フタ付きアレンジボックス  上代：4,200円（税別）　サイズ：14.5×14.5×高さ10.2cm（フタを被せた外寸）
　　 ※アレンジに使用している胡蝶蘭はソープフラワー又は造花となります。

●Ｌサイズ

● プリフォトフレーム　※白化粧箱に入れてお届けします。

※専用の白化粧箱に入れてお届けします。
　ギフト用にも最適なハードタイプの
　白化粧箱に入れてお届けします。

SDO801B　Lサイズ
※アレンジに使用しているガーベラはソープフラワーとなります。

上代：7,800円（税別）
サイズ：29.5×19.8×奥行6cm（クローズ時）14.5×19.8×奥行7.7cm

★対応写真サイズ：ハガキサイズ，２Lサイズ

SDO802B　Ｍサイズ
上代：6,400円（税別）
サイズ：24.3×16.7×奥行6cm（クローズ時）11.9×16.7×奥行7.7cm

★対応写真サイズ：ハガキサイズ，Lサイズ

太陽光や照明器具の紫外線との化学変化により、紙製のボックスの色は褪色します。
長時間フタを閉めたままの場合は、光の当たらない部分のみ元の色が残り、フタを
開けた時に線が入ったようになります。あらかじめご了承ください。

●フタ付きボックスの変色について

＊モダンお供えプリザには、
　各１枚お供えの札が付いて
　います。
　アレンジやクリアケースに
　貼ってお使いください。

●Ｍサイズ



＊全てのアレンジでお花の色のご変更をお受けすることができます。お気軽にお問い合わせください。
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※サイズは全て器のサイズを表記しております。

     
  
● 陶器のポットシリーズ　＊ギフト用クリアケースに入れてお届けします。

PZO812
杯型ポットＭ
上代：3,600円（税別）
サイズ：直径8×11.9cm
ケースサイズ：11×11×22cm

PZO811
杯型ポットＭ
上代：3,600円（税別）
サイズ：直径8×11.9cm
ケースサイズ：11×11×22cm

PZO807
杯型ポットＳ
上代：3,200円（税別）
サイズ：直径7.6×8.1cm
ケースサイズ：11×11×16cm

PZO808
杯型ポットＳ
上代：3,200円（税別）
サイズ：直径7.6×8.1cm
ケースサイズ：11×11×16cm

PZO809
杯型ポットＳ
※アレンジに使用している
　胡蝶蘭はソープフラワー
　又は造花となります。

上代：3,200円（税別）
サイズ：直径7.6×8.1cm
ケースサイズ：14×14×20cm

PZO806
杯型ポットＳ
上代：2,800円（税別）
サイズ：直径7.6×8.1cm
ケースサイズ：10×10×14cm

PZO810
杯型ポットＭ
上代：3,600円（税別）
サイズ：直径8×11.9cm
ケースサイズ：11×11×22cm

PZO805B
ハートポットＳ
上代：1,800円（税別）
サイズ：7.3×7×6.8cm
ケースサイズ：10×10×10cm

PZO814
ホワイトカップ ダミエＬ
上代：3,800円（税別）
サイズ：8×7.8×11.3cm

ケースサイズ：11×11×22cm

PZO813
ホワイトカップ エレガンス

上代：3,600円（税別）
サイズ：直径9.2×11cm

ケースサイズ：14×14×20cm

PZO805P
ハートポットＳ
上代：1,800円（税別）
サイズ：7.3×7×6.8cm
ケースサイズ：10×10×10cm

◆葉っぱ類に関して、特にあじさいについては季節商品のためアーティフィシャルフラワーになる場合があります。◆アレンジに使用している資材（グリーン、リボン、パーツ等）がやむを得ず変更となる場合があります。



Wedding Selection ウェディングセレクション
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◆カタログ掲載の写真の色や形状が実際のものと異なる場合があります。◆プリザーブドフラワーを使用しておりますので、お水はあげないでください。◆貴金属、宝石類がお花に触れないようにご注意ください。変色する場合があります。

プリザーブドフラワーで彩る美しく心あたたまる幸せな記念日…。いつまでも鮮やかに記憶に残る素敵な贈り物。

晴れ姿のお写真をプリザーブドフラワーでデコレーション。感謝を込めたご両親へのプレゼントにも最適です。
★対応写真サイズ：ハガキサイズ，2Lサイズ

●Ｌサイズ

● WEDDING プリフォトフレーム　サイズ：29.5×19.8× 奥行 6cm（クローズ時）14.5×19.8× 奥行 7.7cm

SDW801
上代：10,000円（税別）

＊三角のケース（クリアタイプ）に入れてお届けします。

クリスタルなハイヒールがおしゃれな席札立に。
お客様への記念品にもぴったり。席札立以外にも、色んな用途にお使いいただけます。

● WEDDING ハイヒール席札立　サイズ：14×6× 高さ 10.5cm／三角ケース（クリアタイプ）14.8×6.1×12cm

＊スマートフォン立てとしてもお使いいただる
　だけでなく、携帯電話や小物、アクセサリー
　などを入れるケースとしてもお使いいただけ
　ます。

＊三角ケース、又はギフト用クリアケースがお選びいただけます。
ご結婚の喜びをイメージした特別なハイヒールは素敵なメモリアルに…。

● WEDDING ハイヒール　サイズ：14×6× 高さ 10.5cm／ケースサイズ：コンパクトケース 14.8×11.5×12.5cm・三角ケース 14.8×6.1×12cm

PZW802CPC コンパクトケース入
PZW802CP 三角ケース

●コンパクトケース入
　PZW802CWC・PZW802CPC 上代：2,700円（税別）
●三角ケース 
　PZW802CW・PZW802CP 上代：2,200円（税別）

PZW802CWC コンパクトケース入
PZW802CW 三角ケース

三角ケースコンパクトケース

＊飾っていただくのにぴったりなコンパクトケース入りと、
　気軽にお持ち帰りいただける三角ケース入りをお選び
　いただけます。

PZW02 リボン大 ゴールド
上代：1,100円（税別）

PZW03 リボン大 シルバー
上代：1,100円（税別）

PZW08 バタフライ
上代：1,000円（税別）

フタを開けるとお花とお写真を同時にご覧いただける、
特製の白化粧箱をご用意しました。
ＰＥＴのカバーがフレームを保護するので、蓋をひらいたまま
リボンをかけて贈り物にしていただくこともできます。
ケースサイズ：31.5×21×9cm

＊プリザーブドフラワーの色やリボンの色を
　変えることで雰囲気も変わります。
　※リボンは商品には含まれません。

●カバー付白化粧箱イメージ

＊全てのアレンジでお花の色のご変更をお受けすることができます。お気軽にお問い合わせください。
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上質で高級感たっぷりのアレンジが魅力の『Fleur＆Deco』。
今年も新しいフレームが仲間入りして、ますます選ぶのが楽しくなりました。

一生に一度の記念日を鮮やかに彩る、記憶に残る素敵な贈り物。

いつまでも忘れられない故人への想いを美しいお花と共に･･･。

赤い薔薇が印象的なクリスマスならではのアレンジは、寒い冬の温かい贈り物！Christmas Series
暑い夏を涼しくしてくれそうな、爽やかなアレンジを集めました。Summer Collection
いつもは言えない感謝の言葉を美しいお花と共に、今年もお母様に贈りましょう！

モダンお供えプリザ
Wedding Selection

Mother’s Day Selection

巻頭特集
2 - 3P

4P

5P

6 - 7P

8P

＊重厚感のある上質な木製家具のように、高級感がさらに増した上品なフレーム『NEWウッドフレーム』
＊お好みのモチーフを選べば自分流『ヨーロピアンフレーム』、『ルネッサンスフレーム』
＊フレームのエッジを優しくカットした人気のフォトフレーム『NEWプリフォトフレーム』
＊優しく時を刻む時計とお花のコラボレーション『NEWプリ時計フレーム』
＊リバーシブルに写真を飾っていただける新感覚のプリフォトにカラフルなお花が印象的『カジュアルプリフォト』
＊気軽に飾れるジャストサイズとお手頃価格が嬉しい『デコフレーム』
＊　　素朴な木のフレームに白いペンキを塗ったような、温かみのあるオープンフレーム『カジュアルフレーム』
＊発売以来大人気！便利な時計付もお手頃価格でラインナップ『プリフラットフレーム』
＊フレームとお花の色の組み合わせが楽しい『オーバルドーム』
＊360度アレンジをお楽しみいただける『ラウンドドーム』、『オルゴールドームラウンド』
＊ミラーとガラスがアレンジの美しさを際立てる新感覚のフレーム『ミラーフレーム』
＊ミラーの四隅に描かれたレースのような模様がお洒落な『スタンドミラー』

かわいくてついつい欲しくなる人気のシリーズ！『プリ雑貨』。
カラフルなプリザーブドローズとキュートな器でお手頃価格のアレンジを！

＊ミラーに映るお花がお化粧しているようでユニークな『ダブルミラースタンド』
＊シンプルだけどどこか気になるダイヤモンド型のアレンジ『ダイヤモンドケース』
＊優しく温かみのある陶器がご出産のお祝にピッタリ『ベビーシューズ』、『ベビーカー』
＊色の組み合わせは自由自在！人気のハイヒールシリーズ『プリメヌエット』 
＊愛らしくてたまらない！手のひらサイズのハイヒール『プティプリメヌエット』 
＊色とりどりのメロディを奏でるピアノのアレンジ『スタッカート』
＊発表会の贈り物にいかがですか？キュートなプチサイズも大人気！『陶器の楽器シリーズ』
＊滑らかな白い陶器がアレンジを上品に優雅に魅せる！『ホワイトカップシリーズ』
＊どこに置いてもピッタリな人気の陶器が勢揃い『陶器のポットシリーズ』
＊愛らしい森の仲間たちのおしゃべりが聞こえてきそう！『森の仲間シリーズ』
＊可愛くて美味しそう。ショーウィンドウに並んだケーキのような『陶器のスイーツシリーズ』 
＊大切な方へ、心を込めて贈りたい『ハートスタンド』『ブック』
＊小さな贈り物、永遠の人気者『プリＱアレンジ』、『ジュエリーローズ』

19P

19P

19P

20 - 21P

20P

22P

23P

24P

25P

26P

27P

27P

裏表紙

10P

11P

12 - 13P

14P

14P

14P

15P

16P

17P

17P

18P

18P

※このカタログのアレンジは、お客様のご要望に応じて、特別注文を承ります。フレームの色や、お花の色の
　ご変更などのご希望は、お気軽にお問い合わせください。
※このカタログのアレンジデザインは、2018年12月20日までのご注文に有効です。（2019年1月10日納品まで）

〈注意事項〉
◆葉っぱ類に関しては季節商品のためアーティフィシャルフラワーになる場合があります。◆アレンジに使用している資材（グリーン、
リボン、パーツ等）がやむを得ず変更となる場合があります。◆カタログ掲載の写真の色や形状が実際のものと異なる場合があります。
◆プリザーブドフラワーを使用しておりますので、お水はあげないでください。◆貴金属、宝石類がお花に触れないようにご注意
ください。変色する場合があります。★記載のサイズは全てフレーム及び花器のサイズとなります。

New
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上質の木製家具のような落ち着きのある色としっとりとした高級感のある上品な光沢。
さらに高級感が増したフレームを色鮮やかなローズやリボンが、上質な華やかさを演出します。
※白化粧箱に入れてお届けします。

NEWウッドフレーム（据置・壁掛けタイプ）

●2Lサイズ　サイズ：26×32×奥行8.2cm

●背面

SD8160WP  上代：18,000円（税別）

※専用の白化粧箱に入れてお届けします。
　ギフト用にも最適なハードタイプの白化粧箱に入れて
　お届けします。

NEWウッドフレームは縦位置でも横位置でも
壁に掛けることができるように、吊り下げ金具が
２組付いています。
（吊り下げ用のヒモが１本ついています）

SD8170WR  上代：32,000円（税別）

●3Lサイズ　サイズ：32.7×40.2×奥行9.3cm

イメージ

◆カタログ掲載の写真の色や形状が実際のものと異なる場合があります。◆プリザーブドフラワーを使用しておりますので、お水はあげないでください。◆貴金属、宝石類がお花に触れないようにご注意ください。変色する場合があります。
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美しい縁飾りがアレンジを華やかに彩る話題のヨーロピアンフレームとルネッサンスフレーム。
お好みのモチーフでフレームをお選びいただけます。
※白化粧箱に入れてお届けします。※壁に掛けることができるように、吊り下げ金具が１組付いています。（吊り下げ用のヒモが１本ついています）

ヨーロピアンフレーム／ルネッサンスフレーム（据置・壁掛けタイプ）

SD8810R  上代：10,000円（税別）
※ルネッサンスフレームはSD8810RR

＊写真はヨーロピアンフレーム

●Ｌサイズ　ヨーロピアンフレーム サイズ：21.5×26.8×奥行8cm／ルネッサンスフレーム サイズ：21.6×26.8×奥行9cm

※専用の白化粧箱に入れてお届けします。
　ギフト用にも最適なハードタイプの
　白化粧箱に入れてお届けします。

イメージ

同じデザインでもフレームを変えると雰囲気が変わります。
ヨーロピアンフレーム・ルネッサンスフレーム、お好みの
フレームをお選びください。

ヨーロピアンフレーム
（SD8810R）

ルネッサンスフレーム
（SD8810RR）

全てのデザインで、
ヨーロピアンフレーム・ルネッサンスフレームを

お選びいただけます。

SD8820R
上代：8,000円（税別）
※ルネッサンスフレームは
　SD8820RR
＊写真はヨーロピアンフレーム

SD8821PR
上代：8,000円（税別）
※ヨーロピアンフレームは
　SD8821P
＊写真はルネッサンスフレーム

●Ｍサイズ　ヨーロピアンフレーム サイズ：18.3×23×奥行7cm／ルネッサンスフレーム サイズ：18.5×23×奥行8cm

◆葉っぱ類に関して、特にあじさいについては季節商品のためアーティフィシャルフラワーになる場合があります。◆アレンジに使用している資材（グリーン、リボン、パーツ等）がやむを得ず変更となる場合があります。

＊全てのアレンジでお花の色のご変更をお受けすることができます。お気軽にお問い合わせください。



あなたの大切なお写真をプリザーブドフラワーアレンジが優雅に演出。エッジをカットしたデザインが新鮮です。
どんなインテリアにもコーディネートしやすく贈り物にも最適です。
※白化粧箱に入れてお届けします。

NEWプリフォトフレーム（据置タイプ）

12

SD8631P  上代：5,800円（税別）

●Ｍサイズ　★対応写真サイズ：ハガキサイズ，Lサイズ　サイズ：〈 縦置きタイプ 〉24.3×16.7×奥行6cm（クローズ時）11.9×16.7×奥行7.7cm

SD8630B  上代：5,800円（税別）

●SSサイズ　★対応写真サイズ：サービス（EC）サイズ，Lサイズ サイズ：〈 縦置きタイプ 〉22.3×14.6×奥行4cm（クローズ時）11×14.6×奥行5.7cm
　　　　〈 横置きタイプ 〉29.4×11×奥行4cm（クローズ時）14.6×11×奥行5.7cm

SD8610YY  上代：4,200円（税別）

SD8610Y  上代：4,200円（税別）

SD8621Y  上代：5,000円（税別）SD8620P  上代：5,000円（税別）

●Ｓサイズ　★対応写真サイズ：サービス（EC）サイズ，Lサイズ　サイズ：〈 縦置きタイプ 〉22.3×14.6×奥行6cm（クローズ時）11×14.6×奥行7.7cm

◆カタログ掲載の写真の色や形状が実際のものと異なる場合があります。◆プリザーブドフラワーを使用しておりますので、お水はあげないでください。◆貴金属、宝石類がお花に触れないようにご注意ください。変色する場合があります。

横置きタイプもお選びいただけます。
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SD8641PY  上代：6,800円（税別）

横置きタイプもお選びいただけます。

SD8641P  上代：6,800円（税別）

●Ｌサイズ　★対応写真サイズ：ハガキサイズ，2Lサイズ

SD8640R  上代：6,800円（税別）

SD8640RY  上代：6,800円（税別）

サイズ：〈 縦置きタイプ 〉29.5×19.8×奥行6cm（クローズ時）14.5×19.8×奥行7.7cm
　　　　〈 横置きタイプ 〉39.9×14.5×奥行6cm（クローズ時）19.8×14.5×奥行7.7cm

横置きタイプもお選びいただけます。

SD8650P  上代：9,000円（税別）

●Ｗサイズ　★対応写真サイズ：サービス（EC）サイズ，Lサイズ　サイズ：44.5×14.6×奥行6cm（クローズ時）22×14.6×奥行7.7cm

※専用の白化粧箱に入れてお届けします。
　ギフト用にも最適なハードタイプの
　白化粧箱に入れてお届けします。

イメージ

◆葉っぱ類に関して、特にあじさいについては季節商品のためアーティフィシャルフラワーになる場合があります。◆アレンジに使用している資材（グリーン、リボン、パーツ等）がやむを得ず変更となる場合があります。

＊全てのアレンジでお花の色のご変更をお受けすることができます。お気軽にお問い合わせください。
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優しく時を刻む時計とお花のコラボレーション。お部屋のアクセントにいかがですか？
＊秒針の動きが滑らかなスムーズムーブメント仕様。　※白化粧箱に入れてお届けします。

プリ時計フレーム（据置タイプ）

●Ｓサイズ
サイズ：22.3×14.6×奥行6cm（クローズ時）11×14.6×奥行8.4cm
●時計ムーブメント部分厚み：1.5cm

SD8671R  上代：6,500円（税別）
SD8670O  上代：5,800円（税別）

●Ｍサイズ
サイズ：24.3×16.7×奥行6cm（クローズ時）11.9×16.7×奥行8.4cm
●時計ムーブメント部分厚み：1.5cm

プリ時計フレームはスムーズムーブメント（スイーブ運針）を使用しているので、針が流れるように時を刻みます。また時計は全て電池式です。
電池は付いておりません。単三乾電池を１本ご用意ください。＊時計部分は１年間の保証付きです。※時計の針のデザインが変更になる場合がございます。

カチッカチッと音が鳴らないスムーズムーブメント仕様

＊時計が動かない場合は
　時計の針が柔らかいので、針が曲がって重なっている
　場合があります。その場合は、針を全て順番に外して
　いただき横から見て針が重ならないように再度しっかり
　とセットし直してください。これだけで多くの場合動き
　出します。

◆カタログ掲載の写真の色や形状が実際のものと異なる場合があります。◆プリザーブドフラワーを使用しておりますので、お水はあげないでください。◆貴金属、宝石類がお花に触れないようにご注意ください。変色する場合があります。

お気に入りの写真の飾り方は自分次第！カラフルなアレンジが印象的な白いプリフォト。
※白化粧箱に入れてお届けします。

カジュアルプリフォト（据置タイプ）

●Ｍサイズ　★対応写真サイズ：ハガキサイズ，Lサイズ
　サイズ：24×16.5×奥行6.1cm（クローズ時）12×16.5×奥行7.7cm

SD8690Y　上代：4.200円（税別）
※ひまわりはソープフラワーを使用しています。

フレームがマグネット式になっていて取り
外しが可能なため、フタを閉じた時は外側に、
フタを開けた時はアレンジと共に写真を飾って
いただけます。

●リバーシブルに写真を飾って
　いただけます！

壁掛けにしても置物にしても、お部屋を華やかに演出してくれるフレームです。プラスチック製とは思えない質感も人気です。
※白化粧箱に入れてお届けします。※壁に掛けることができるように、吊り下げ金具が１組付いています。（吊り下げ用のヒモが１本ついています）

デコフレーム（据置・壁掛けタイプ） サイズ：15×15× 奥行 7cm

SD8111WP
上代：4,200円（税別）

SD8110WR
上代：4,200円（税別）
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●スクエア　Ｍサイズ

SD8312R  上代：4,200円（税別）
サイズ：20×20×奥行2.6cm
ケースサイズ：20.1×20.1×7cm

SD8321P  上代：4,000円（税別）
サイズ：24×17×奥行2.6cm
ケースサイズ：24.1×17.1×7cm

●長方形　Ｍサイズ

●長方形　Ｓサイズ

SD8320G  上代：3,000円（税別）
サイズ：20×14×奥行2.6cm

ケースサイズ：20.1×14.1×6.5cm

●長方形はスタンドを差し込む穴が２ヶ所付いて
　いるので、縦にも横にも立てて飾ることができ
　ます。（正方形は１ヶ所です。）

●ギフト用クリアケースに入れてお届けします。
　アレンジが良く見えるクリアタイプのケースです。

●スクエア　Ｓサイズ

SD8310P  上代：2,800円（税別）
サイズ：16×16×奥行2.6cm

ケースサイズ：16.1×16.1×6.5cm

●スクエア　MSサイズ

SD8311O  上代：3,600円（税別）
サイズ：18×18×奥行2.6cm
ケースサイズ：18.1×18.1×7cm

裏面に壁掛け用の吊り下げ金具が付いて
いますので、壁に掛けてお使いいただく
ことが可能です。

●置き物のとしても壁掛けとしても
　飾ることができます。

自然な木のフレームにペンキを塗ったような素朴なオープンフレーム。
飾らない魅力のフレームに色鮮やかなお花を表情豊かにアレンジしました。
※ギフト用クリアケースに入れてお届けします。

カジュアルフレーム（据置・壁掛けタイプ）

＊全てのアレンジでお花の色のご変更をお受けすることができます。お気軽にお問い合わせください。

◆葉っぱ類に関して、特にあじさいについては季節商品のためアーティフィシャルフラワーになる場合があります。◆アレンジに使用している資材（グリーン、リボン、パーツ等）がやむを得ず変更となる場合があります。



●ハート型 Ｌサイズ
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真っ白の画用紙に絵を描くようにアレンジできるお手頃なフレーム。実用的な時計付きも大人気！
※アレンジプロテクターをかぶせてお届けします。

SD8515P　上代：3,800円（税別）
サイズ：15×15×厚み1cm／プロテクター高さ：6cm

プリフラットフレーム/ハート型プリフラットフレーム （時計付き）（据置タイプ）

●スクエア 時計付き

●ハート型 Ｌサイズ 時計付き

SD8510O  上代：3,400円（税別）
サイズ：15×15×厚み1cm／プロテクター高さ：6cm

●スクエア

●時計の針のデザインが変更になる場合がございます。
●電池は付いておりません。単三乾電池を１本ご用意ください。

●全てのプリフラットフレーム（ハート型も含む）は、背面にスタンドが
　付いているので、アレンジをしたらそのまま飾れます。

SD8520P  上代：3,800円（税別）
※ガーベラはソープフラワーを使用しています。

サイズ：18×17.6×厚み1cm／プロテクター高さ：6.5cm

SD8525P  上代：4,200円（税別）
サイズ：18×17.6×厚み1cm／プロテクター高さ：6.5cm

●プリフラットフレームは全て、専用のアレンジプロテクターを
　被せてお届けします。そのまま飾っていただけば、アレンジ
　されたお花の保護にもなります。

全ての時計付きプリフラットフレームは、スムーズムーブメント（スイーブ運針）を使用しているので、
秒針が流れるように時を刻みます。また時計は全て電池式です。単三乾電池を１本ご用意ください。
＊時計部分は１年間の保証付きです。

＊秒針の動きが滑らかなスムーズムーブメント仕様。

◆カタログ掲載の写真の色や形状が実際のものと異なる場合があります。◆プリザーブドフラワーを使用しておりますので、お水はあげないでください。◆貴金属、宝石類がお花に触れないようにご注意ください。変色する場合があります。

＊プロテクター使用イメージ
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人気の透明カバーケース「オーバルドーム」の華やかなアレンジシリーズです。
底部のミラーが、アレンジのボリューム感をさらにアップしてくれます。
※白化粧箱に入れてお届けします。

オーバルドーム（壁掛・据置タイプ）

〈クリア〉SD8210CP〈オークレッド〉SD8210AP
〈ホワイト〉SD8210WP

●SD8210タイプ　上代：4,000円税別）　サイズ：22×16×高さ9.5cm

〈クリア〉SD8210CB
〈オークレッド〉SD8210AB
〈ホワイト〉SD8210WB

〈クリア〉SD8210CY
〈オークレッド〉SD8210AY
〈ホワイト〉SD8210WY

〈クリア〉SD8210CR
〈オークレッド〉SD8210AR
〈ホワイト〉SD8210WR

●全てのデザインで、
　フレームの色をお選び
　いただけます。

〈クリア〉Cタイプ 〈オークレッド〉Aタイプ 〈ホワイト〉Wタイプ

透明感あるラウンドドームに花束や花カゴのような愛らしいデザインをおさめました。
オルゴール付きが選べるＬサイズ、小ぶりでかわいいのＭＳサイズからお選びください。
※白化粧箱に入れてお届けします。（Lサイズは、専用の窓付き白化粧箱に入れてお届けします。ＭSサイズの白化粧箱には窓は付いていません。）

ラウンドドーム（据置タイプ）

●MSサイズ　上代：2,800円税別）　サイズ：直径13×高さ12.5cm

SD8250RSD8250P

＊フタをかぶせた
　全体イメージ

●Ｌサイズ　サイズ：直径19×高さ17cm

　＊オルゴール付きのタイプもお選びいただけます。

＊フタをかぶせた全体イメージ

＊フレームは３色からお選びいただけます。

＊フレームは３色からお選びいただけます。底部はすべてミラー付きです。

Ｌは窓からアレンジが見える特別仕様の
ケースです。窓の部分は透明のプラス
チックが貼ってあります。

SD8230R 上代：5,800円（税別）
SD8230RO ＊オルゴール付き
曲：星に願いを 上代：6,400円（税別）

SD8231P 上代：5,300円（税別）
SD8231PO ＊オルゴール付き
曲：星に願いを 上代：5,800円（税別）

オーバルドームは縦・横どちらでも壁に
掛けられるよう、吊り下げ用の穴が２箇所
付いています。

＊全てのアレンジでお花の色のご変更をお受けすることができます。お気軽にお問い合わせください。

◆葉っぱ類に関して、特にあじさいについては季節商品のためアーティフィシャルフラワーになる場合があります。◆アレンジに使用している資材（グリーン、リボン、パーツ等）がやむを得ず変更となる場合があります。
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４本のガラスの柱で支えられたカットガラスがアレンジを優しく保護する人気のフレーム。
※白化粧箱に入れてお届けします。

ミラーフレーム（据置タイプ）

●長方形 ●正方形

SD8420P
上代：5,800円（税別）
サイズ：16×20×奥行8cm

SD8410Y
上代：3,800円（税別）

※ガーベラはソープフラワーを使用しています。
サイズ：14×14×奥行7cm

四隅に描かれたレースのような模様とアレンジがミラーに映えるスタンドミラー。
※ギフト用クリアケースに入れてお届けします。

スタンドミラー（据置タイプ）

●正方形  Ｓサイズ　上代：1,800円（税別）　サイズ：10×10cm／ケースサイズ：10.3×10.3×6cm

SD8713P
上代：2,800円（税別）
サイズ：12×17cm
ケースサイズ：12.3×17.3×7cm

●長方形  Ｓサイズ●正方形  Ｍサイズ

SD8712B
上代：2,200円（税別）

※ガーベラはソープフラワーを使用しています。
サイズ：12×12cm／ケースサイズ：12.3×12.3×6cm

SD8710R SD8710P SD8710B SD8710O

●ギフト用クリアケースに入れてお届け
　します。
　アレンジが良く見えるクリアタイプの
　ケースです。

◆カタログ掲載の写真の色や形状が実際のものと異なる場合があります。◆プリザーブドフラワーを使用しておりますので、お水はあげないでください。◆貴金属、宝石類がお花に触れないようにご注意ください。変色する場合があります。
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上代：1,600円（税別）
サイズ：10.8×6.3×高さ7cm／ケースサイズ：8.5×8.5×12.5cm

ミラーに映るお花がまるでお化粧をしているようなユニークなデザインに注目です。
※持ち手の付いたギフト用クリアケースに入れてお届けします。

ダブルミラースタンド

PZ892Y
PZ892R

PZ891P
PZ891B

上代：1,400円（税別）　サイズ：直径9×高さ8.5cm／ケースサイズ：9×9×9cm

ダイヤモンド型のクリアなケースに美しいローズを閉じ込めました。　※ギフト用クリアケースに入れてお届けします。

ダイヤモンドケース

PZ890PPZ890R

●ギフト用クリアケースに入れてお届けします。
　アレンジが良く見えるクリアタイプのケースです。

上代：1,800円（税別）　
サイズ：9×6.7×高さ7.3cm／ケースサイズ：10×10×10cm

ちょこっと顔を出したクマがかわいい
ベビーカー。出産のお祝に最適です。
※ギフト用クリアケースに入れて
　お届けします。

ベビーカー出産のお祝やお誕生日の贈り物にぴったりな、愛らしい
ベビーシューズのアレンジです。
お好きな色をお選びください。
※ギフト用クリアケースに入れてお届けします。

ベビーシューズ

上代：一足（２個）2,800円（税別）　
サイズ：（片足）8.0×4.5×高さ4.5cm／ケースサイズ：16×14×10cm

PZ840P

PZ842P

PZ840B

●ギフト用クリアケースに入れてお届けします。
　アレンジが良く見えるクリアタイプのケースです。

●ギフト用クリアケースに入れてお届けします。
　アレンジが良く見えるクリアタイプのケースです。

◆葉っぱ類に関して、特にあじさいについては季節商品のためアーティフィシャルフラワーになる場合があります。◆アレンジに使用している資材（グリーン、リボン、パーツ等）がやむを得ず変更となる場合があります。

＊全てのアレンジでお花の色のご変更をお受けすることができます。お気軽にお問い合わせください。
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キュートなフォルムのハイヒールをお花やリボン、アクセサリーパーツで可愛くデコレーション。
また、プリメヌエットに小さいサイズのプティも大人気！愛らしさがたまりません。

プリメヌエット（アクリルハイヒール）

●プリメヌエット デラックス　・ゴージャスな雰囲気ただよう大人っぽいタイプ。　
　※ギフト用クリアケースに入れてお届けします。
　サイズ：14×6×高さ10.5cm／ケースサイズ：14.8×11.5×12.5cm

PZ828GY
上代：3,000円（税別）　

PZ827PP
上代：3,000円（税別）　

PZ826CR
上代：3,000円（税別）　

PZ820AR
上代：3,600円（税別）　

PZ823CWPZ823CBPZ823CPPZ823CR

●シンデレラハイヒール with ローズ  PZ823タイプ　・憧れのシンデレラをイメージしたエレガントなタイプ。　
　 ※三角ケース（クリアタイプ）でお届けします。
　上代：1,500円（税別）　サイズ：14×6×高さ10.5cm／ケースサイズ：14.8×6.1×12cm

◆カタログ掲載の写真の色や形状が実際のものと異なる場合があります。◆プリザーブドフラワーを使用しておりますので、お水はあげないでください。◆貴金属、宝石類がお花に触れないようにご注意ください。変色する場合があります。

PZ825CR PZ825PR PZ825PP PZ825GY PZ825GRPZ825CY PZ825CP PZ825CB

★プティプリメヌエットはクリアタイプの
　三角ケースに入れてお届けします。
　三角ケースは輸入発送用です。三角ケース
　のキズや汚れ等による、ご返品交換には
　対応いたしかねます。

三角ケース●プティプリメヌエット  PZ825タイプ　・水玉リボンがキュートなタイプ。　
　 ※三角ケース（クリアタイプ）でお届けします。
　上代：920円（税別）　サイズ：9.7×4.3×高さ7.4cm／ケースサイズ：10.8×4.2×8.3cm



21

●プリメヌエット ミニ  PZ822タイプ　・ローズとアジサイのベーシックタイプ。　※三角のケース（クリアタイプ）でお届けします。
　上代：1,400円（税別）　サイズ：14×6×高さ10.5cm／ケースサイズ：14.8×6.1×12cm

PZ822PR

クリア

PZ822CR PZ822CP

PZ822CBPZ822CY

PZ822CO

PZ822BY PZ822BBPZ822CL

PZ822LR PZ822LL

ライラック

PZ822KR

ブラック

PZ822BS

ブルー

オーダー・カラーバリエーション

ローズのお色変更をご希望の場合は、ご注文時にご確認ください。

PZ822PP PZ822PLPZ822PF

PZ822GR PZ822GO

ゴールド

ピンク 厳選したカラーバリエーションをご用意しました。
お好きな組み合わせをお選びください。

★シンデレラハイヒール及びプリメヌエット
　ミニはクリアタイプの三角ケースに入れて
　お届けします。三角ケースは輸入発送用です。
　三角ケースのキズや汚れ等による、ご返品
　ご交換には対応いたしかねます。

★お部屋に飾っていただいたり、贈り物に
　される場合は、追加代金500円でギフト用
　クリアケースにお入れします！ご注文時に
　お申し付けください。注文番号：PZZ81

★プリメヌエットデラックスは、そのまま
　飾っていただけるギフト用クリアケース
　に入れてお届けします。

ハイヒールのサイズにピッタリの
コンパクトサイズです。

ギフト用クリアケース 三角ケース

＊全てのアレンジでお花の色のご変更をお受けすることができます。お気軽にお問い合わせください。

◆葉っぱ類に関して、特にあじさいについては季節商品のためアーティフィシャルフラワーになる場合があります。◆アレンジに使用している資材（グリーン、リボン、パーツ等）がやむを得ず変更となる場合があります。
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グランドピアノ型のアクリルケースにプリザーブドローズを優雅にアレンジ。まるで軽やかな音楽が聴こえてきそうです。
※ギフト用クリアケースに入れてお届けします。

スタッカート（アクリルピアノ）

●PZ810（１輪）タイプ　上代：3,000円（税別）

PZ810BR PZ810CBPZ810PP

PZ810GO

●PZ812（２輪）タイプ　上代：3,800円（税別）

PZ812CR PZ812PFPZ812GO

PZ812WP PZ812BB

●ギフト用クリアケースに入れて
　お届けします。

アレンジが良く見える
クリアタイプのケースです。

サイズ：12×15.2×高さ14.8cm／ケースサイズ：12.4×15.8×15.3cm

◆カタログ掲載の写真の色や形状が実際のものと異なる場合があります。◆プリザーブドフラワーを使用しておりますので、お水はあげないでください。◆貴金属、宝石類がお花に触れないようにご注意ください。変色する場合があります。
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陶器ならではの質感を醸し出すピアノとチェロに可愛いアレンジをプラス。
優雅なメロディーを奏でてくれそうなアレンジを、発表会のご褒美にいかがでしょう？
※ギフト用クリアケースに入れてお届けします。

陶器の楽器シリーズ

●プチ チェロ　上代：2,400円（税別）
　　サイズ：13×6.5×高さ3.5cm／ケースサイズ：15×8×8cm

●プチ アップライトピアノ　上代：2,600円（税別）　
　サイズ：7.5×6.5×高さ6cm／ケースサイズ：11×11×12cm

●アップライトピアノ　上代：3,400円（税別）
　サイズ：9×8×高さ8cm／ケースサイズ：12.4×15.8×15.3cm

PZ833WP
PZ832WP

PZ834BR

PZ832BR

PZ835WPPZ835BR PZ836WOPZ837BR

●プチ グランドピアノ　上代：2,600円（税別）
　サイズ：9×8×高さ4cm／ケースサイズ：11×11×9cm

●グランドピアノ　上代：3,200円（税別）
　サイズ：11.5×10×高さ5cm／ケースサイズ：15.8×12.3×9cm

●チェロ　上代：3,200円（税別）　
　サイズ：15.5×8×高さ4cm／ケースサイズ：16×14×10cm

●ギフト用クリアケースに入れてお届けします。
　アレンジが良く見えるクリアタイプのケースです。

PZ831Y

PZ831B

PZ830R

PZ831P
PZ830P

＊全てのアレンジでお花の色のご変更をお受けすることができます。お気軽にお問い合わせください。

◆葉っぱ類に関して、特にあじさいについては季節商品のためアーティフィシャルフラワーになる場合があります。◆アレンジに使用している資材（グリーン、リボン、パーツ等）がやむを得ず変更となる場合があります。
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高級感のある真っ白な陶器が色とりどりの美しいお花を引き立ててくれる豪華なアレンジ。
※ギフト用クリアケースに入れてお届けします。

陶器シリーズ（ホワイトカップ） ※サイズは全て器のサイズを表記しております。

◆カタログ掲載の写真の色や形状が実際のものと異なる場合があります。◆プリザーブドフラワーを使用しておりますので、お水はあげないでください。◆貴金属、宝石類がお花に触れないようにご注意ください。変色する場合があります。

PZ884R　エレガンス
上代：3,800円（税別）
サイズ：直径9.2×高さ11cm
ケースサイズ：14×14×20cm

PZ887P　ボルケーナ
上代：4,200円（税別）
サイズ：8.5×8.3×高さ9.2cm
ケースサイズ：14×14×20cm

PZ886R　リボンポット
上代：4,200円（税別）
サイズ：直径10×高さ9cm
ケースサイズ：14×14×16cm

PZ883Y　ダミエＬ
※ガーベラはソープフラワーを使用しています。

上代：3,600円（税別）
サイズ：8×7.8×高さ11.3cm
ケースサイズ：14×14×20cm

PZ885R　ストリームＬ
上代：4,200円（税別）
サイズ：9×8.8×高さ11.8cm
ケースサイズ：14×14×20cm

PZ880R　ストリームＳ
上代：2,800円（税別）
サイズ：8.9×8.9×高さ8.6cm
ケースサイズ：10×10×14cm

PZ882P　ダミエＳ
上代：3,200円（税別）
サイズ：8.3×8.3×高さ8cm
ケースサイズ：12×12×14cm

PZ881L　スクエア
上代：3,200円（税別）
サイズ：8.5×8.5×高さ7cm
ケースサイズ：12×12×14cm

●ギフト用クリアケースに入れて
　お届けします。
　アレンジが良く見えるクリア
　タイプのケースです。
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飾る場所を選ばない白い陶器の器にカラフルなローズをアレンジしました。
器の種類やサイズ、カラーバリエーションも豊富にラインナップ。目移りしそうです！
※ギフト用クリアケースに入れてお届けします。

陶器シリーズ（ポット） ※サイズは全て器のサイズを表記しております。

PZ863Y　ハートポットＭ
※ガーベラはソープフラワーを使用しています。

上代：2,800円（税別）
サイズ：10×9×8cm

ケースサイズ：12×12×14cm

PZ864P
アンティークウォールポット角
※ガーベラはソープフラワーを使用しています。

上代：3,000円（税別）
サイズ：8×8×6.5cm

ケースサイズ：12×12×14cm

PZ865O　デコポット
上代：3,200円（税別）
サイズ：直径8.9×8.4cm

ケースサイズ：11×11×16cm

PZ862P　ローズデコカップ
上代：2,600円（税別）
サイズ：直径7.3×6.6cm
ケースサイズ：10×10×14cm

PZ866F　エレガントポット
※ガーベラはソープフラワーを使用しています。

上代：3,600円（税別）
サイズ：直径7.5×12cm
ケースサイズ：11×11×22cm

PZ860R　ハートボウルＳ
上代：1,800円（税別）
サイズ：8.2×7.5×4.5cm

ケースサイズ：10×10×10cm

PZ861R　ハートボウルＭ
※ガーベラはソープフラワーを使用しています。

上代：2,400円（税別）
サイズ：10×10×5cm

ケースサイズ：12×12×12cm

＊全てのアレンジでお花の色のご変更をお受けすることができます。お気軽にお問い合わせください。

◆葉っぱ類に関して、特にあじさいについては季節商品のためアーティフィシャルフラワーになる場合があります。◆アレンジに使用している資材（グリーン、リボン、パーツ等）がやむを得ず変更となる場合があります。
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表情豊かな森の仲間たちが賑やかにカラフルな色彩のローズを運んできてくれます。
※ギフト用クリアケースに入れてお届けします。

陶器シリーズ（森の仲間たち） ※サイズは全て器のサイズを表記しております。

PZ850R　森のうさぎ
上代：1,600円（税別）
サイズ：8×5×高さ7.5cm
ケースサイズ：13.2×8.4×10cm

PZ854AP　森のくまＡ
上代：1,800円（税別）
サイズ：9.5×6×高さ6.7cm
ケースサイズ：13.2×8.4×10cm

PZ855BO　森のくまＢ
上代：1,800円（税別）
サイズ：9.3×6.5×高さ6.8cm
ケースサイズ：13.2×8.4×10cm

PZ850P　森のうさぎ
上代：1,600円（税別）
サイズ：8×5×高さ7.5cm
ケースサイズ：13.2×8.4×10cm

●森のくま

●NEW 森のうさぎ

●森のうさぎ

PZ851CY　NEWうさぎＣ
上代：1,800円（税別）
サイズ：8.6×5.4×高さ6.5cm
ケースサイズ：13.2×8.4×10cm

PZ851BP　NEWうさぎＢ
上代：1,800円（税別）
サイズ：8.3×5×高さ7cm
ケースサイズ：13.2×8.4×10cm

PZ851AB　NEWうさぎＡ
上代：1,800円（税別）
サイズ：8.1×5.9×高さ6cm
ケースサイズ：13.2×8.4×10cm

PZ851DR　NEWうさぎＤ
上代：1,800円（税別）
サイズ：9.3×5.4×高さ6.4cm
ケースサイズ：13.2×8.4×10cm

PZ852EB　NEWうさぎＥ
上代：1,800円（税別）
サイズ：7.8×5.7×高さ9cm

ケースサイズ：13.2×8.4×10cm

PZ853AP　森の小鳥Ａ
上代：1,800円（税別）
サイズ：11×8.3×高さ6.5cm
ケースサイズ：15.8×12.3×9cm

●森の小鳥

●ギフト用クリアケースに入れてお届けします。
　アレンジが良く見えるクリアタイプのケースです。

◆カタログ掲載の写真の色や形状が実際のものと異なる場合があります。◆プリザーブドフラワーを使用しておりますので、お水はあげないでください。◆貴金属、宝石類がお花に触れないようにご注意ください。変色する場合があります。
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美味しそうで思わず食べたくなる！スイーツシリーズ。お誕生日などのお祝いにぴったり！
※ギフト用クリアケースに入れてお届けします。

陶器シリーズ（スイーツ ショートケーキ）

PZ846F
ショートケーキＳサイズ
上代：1,500円（税別）
サイズ：8×6.2×高さ3.7cm
ケースサイズ：10×10×10cm

PZ847P
ショートケーキＭサイズ
上代：2,000円（税別）
サイズ：10.3×7.5×高さ4.7cm
ケースサイズ：12×12×12cm

PZ849O
ラウンドケーキ
上代：2,000円（税別）
サイズ：直径8.2×高さ4.5cm
ケースサイズ：10×10×10cm

PZ848R
長方形ケーキ

上代：2000円（税別）
サイズ：9.3×5.3×高さ4.6cm
ケースサイズ：13.2×8.4×10cm

どこか温かいハートの器は大輪のローズとリボンでドレスアップ。
大切な方への心のこもった贈り物におすすめです。
※ギフト用クリアケースに入れてお届けします。

上代：2,400円（税別）　サイズ：11.5×11.4×高さ3.5cm／ケースサイズ：16×14×10cm

ハートスタンド
大好きな物語をお花とリボンが
美しく彩ります。
※ギフト用クリアケースに入れて
　お届けします。

上代：2,400円（税別）　
サイズ：12×8×高さ4.1cm／ケースサイズ：15.8×12.3×9cm

ブック

PZ844WY PZ845RPZ844PP

＊全てのアレンジでお花の色のご変更をお受けすることができます。お気軽にお問い合わせください。

◆葉っぱ類に関して、特にあじさいについては季節商品のためアーティフィシャルフラワーになる場合があります。◆アレンジに使用している資材（グリーン、リボン、パーツ等）がやむを得ず変更となる場合があります。
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ご注文・お問い合わせは

JRS1223
グリーン

JRS1350 
イエロー

JRS1630
ブルー

JRS1210
オレンジ

JRS1222
ピンク

JRS1200
レッド

JR1223
グリーン

JR1350
イエロー

JR1630
ブルー

JR1210
オレンジ

JR1222
ピンク

四角いクリアケースにリボンとローズをシンプルにあしらったお洒落なデザイン。
※白化粧箱（ソフトタイプ）に入れてお届けします。

プリＱアレンジ 上代：1,000円（税別）　サイズ：5.4×5.4×高さ5.2cm

サイズ：4.5×4.5×高さ4.2cm

●ジュエリーローズ with クリスタル　　　　　　　　　　　　　上代：3,600円（税別）

●ジュエリーローズ　　　　　　　　　　　　　上代：3,000円（税別）

白化粧箱（ソフトタイプ）に
入れてお届けします。PZ800R PZ800P PZ800B PZ800Y

JR1200
レッド ＊外からお花が見えるかわいいクリアケースに

　入れてお届けします。

大人気のジュエリーローズにお好みでクリスタルの輝きをプラス。　
※ギフト用クリアケースに入れてお届けします。　＊１個での販売及び色のアソートはいたしません。同色セット単位でご注文ください。

ジュエリーローズ

同ケース・同色６個入り １セット

同ケース・同色６個入り １セット

☆ジュエリーローズwithクリスタルには
　スワロフスキー社のクリスタルを使用
　しています。

企画・制作：ミレニアムアート株式会社  http://www.mille-art.jp/
※掲載価格は2018年１月以降の販売価格です。
　諸事情により予告なく価格を変更する場合があります。

「  　　　　　　　　（フロール & デコ）」「   　　　 」「プリ」「プリザ」「プリフォト」
「プリ時計」「プリアート」「スタッカート」「モダンお供えプリザ」「森の妖精たち」
「シンデレラハイヒール」「プリＱ」は、 ミレニアムアート株式会社の登録商標です。


