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「　　　　　　　　 スタイル＆デコ」「プリフォト」「プリ時計」「プリ」「プリザ」「チャームリーフ」
「La fleur eternelle     　　　　　　（ラ・フロール・エテーネル ヴェルメイユ）」
「プレーリーグリーン」「マドレーヌピンク」「シンデレラブルー」
ミレニアムアート株式会社の登録商標です。

Style & deco

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2022年1月出荷分からの販売価格です。諸事情により予告なく価格を変更する場合があります。 4002112

2022 ＞ 2023  MILLENNIUM ART  CATALOG

Materials Collection

ご注文・お問い合わせは

スタンダード　3,200部

ミレニアムアートが提案する、上質で洗練された資材のブランド



いつもは言えない感謝の気持ちを今年も美しいお花と共に贈りましょう！

Mother’s Day Selection

故人への想いをお花と共に･･･。優しく心のこもったお供えアレンジ。

モダンお供えプリザ®

少し気取ったお洒落な空間に映える、高級感たっぷりのフレームアレンジ。

その他、バラエティあふれる商品を掲載しています。

『贈られて嬉しいアレンジ』をテーマに、
ミレニアムアートが自信を持ってお届けする最新のプリザーブドフラワー
アレンジをご用意しています。

ミレニアムアートが提案する花材のブランド「　　　　　　　」
石鹸素材でできた全く新しいお花のブランド「 　　　　　　　   」
そして資材のブランド「スタイル＆デコ」。

アレンジに最適な上質で洗練された資材を数多く取り揃えました。

アレンジの資材としてだけでなく、お部屋のインテリアやアクセサリーとして

お使いいただける商品もございます。

また、掲載された商品のほとんどに、そのまま贈り物にしていただける

ケースをご用意しているのも「スタイル＆デコ」ならではのポイントです。

ミレニアムアートでは、これからもお客様に喜ばれる商品を

数多く取り揃えていきたいと考えています。

今後の商品ラインナップにご期待ください。

カタログ内の花材・資材を使ったアレンジ商品は、

「2022フロール＆デコ」「2022 フレグランス＆デコ」
中国製のソープフラワーアレンジは、「ソープフラワーコレクション」
タイ製のグラスウェアは、「グラスウェアフラワー」などの
カタログをご参照ください。

お探しの商品は見つかりましたか？

Premium Arrangement
プレミアム アレンジ
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＊自然の生花・植物を原料としています。サイズや色・形などは同一ではありません。

＊サイズは１年を通じての平均を表記しています。季節により、表記のサイズより大きいものや小さいものが混じる場合があります。

Ines 8 Color Assort（アイネス８カラーアソート）- PRA630
上代：3,500円（税別）〈８輪入り／全５アソート〉●1輪当たり 約438円（税別）●１カートン当たり60箱 

PRA630-E
・NEWサファイアブルー
・スカイブルー

PRA630-D
・サフランイエロー
・オレンジ

PRA630-C
・ピンクフランボワーズ
・ベイビーピンク

PRA630-B
・マドレーヌピンク
・ピンクシャンペーン

PRA630-A
・レッド
・マドレーヌピンク

オリジナルのアソートも注文可能！　★ご注文コードは、PRA630-Fとなります。

○アイネスのカラーバリエーションから２色４輪ずつお選びいただけます。２色の組み合わせは自由です。同じ組み合わせの10箱以上でお申し込み

　ください。〈アソート例：パステルイエロー４輪・マリンブルー４輪など〉

○納期はご注文から１～２週間が目安です。時期によってはかなりの日数を要する場合があります。納期はご注文の際にご案内致します。

高さ
約3.1

～

3.5cm

Ines 8（アイネス８）- PR630

直径 約4.0～4.5cm

PR630-20
レッド

PR630-75
ヴァイオレット

PR630-33
ローズワイン

PR630-64
ライラック

PR630-07
スカイブルー

PR630-74
マリンブルー

PR630-77
ピンクフランボワーズ

PR630-69
マドレーヌピンク

PR630-67
ピンクネクター

PR630-63
ベイビーピンク

PR630-48
ピンクシャンペーン

PR630-62
ピーチ

PR630-72
オレンジ

PR630-73
サフランイエロー

PR630-61
パステルイエロー

PR630-24
ライムグリーン

PR630-88
プレーリーグリーン

PR630-21
シャンペーン

PR630-40
アイボリー

PR630-71
プリンセスホワイト

PR630-83
サンドベージュ

上代：3,300円（税別）〈８輪入り／全22色〉　●1輪当たり 約413円（税別）●１カートン当たり60箱 

PR630-70N
NEWサファイアブルー

from  Colombia

１番人気のアイネス。

使いやすいサイズ感が

おすすめです。



＊サイズは１年を通じての平均を表記しています。季節により、表記のサイズより大きいものや小さいものが混じる場合があります。 32

Ines Sister Color Assort（アイネス シスター カラーアソート）- PRA641
上代：3,000円（税別）〈８輪入り／全５アソート〉●1輪当たり375円（税別）●１カートン当たり90箱 

PRA641-E
・NEWサファイアブルー
・スカイブルー

PRA641-D
・サフランイエロー
・オレンジ

PRA641-C
・ピンクフランボワーズ
・ベイビーピンク

PRA641-B
・マドレーヌピンク
・ピンクシャンペーン

PRA641-A
・レッド
・マドレーヌピンク

オリジナルのアソートも注文可能！　★ご注文コードは、PRA641-Fとなります。

○アイネスシスターのカラーバリエーションから２色４輪ずつお選びいただけます。２色の組み合わせは自由です。同じ組み合わせの10箱以上で

　お申し込みください。〈アソート例：パステルイエロー４輪・マリンブルー４輪など偶数単位〉

○納期はご注文から１～２週間が目安です。時期によってはかなりの日数を要する場合があります。納期はご注文の際にご案内致します。

Ines Sister（アイネス シスター）- PR641
上代：2,800円（税別）〈８輪入り／全22色〉　●1輪当たり350円（税別）●１カートン当たり90箱 

＊カタログ掲載の写真の色や形状が実際のものと写真と異なる場合があります。＊自然の生花・植物を原料としています。サイズや色・形などは同一ではありません。

 

／ 
 

高さ
約2.5

～

3.0cm

直径 約3.5～4.0cm

PR641-24
ライムグリーン

PR641-88
プレーリーグリーン

PR641-21
シャンペーン

PR641-61
パステルイエロー

PR641-40
アイボリー

PR641-71
プリンセスホワイト

PR641-83
サンドベージュ

PR641-07
スカイブルー

PR641-74
マリンブルー

PR641-70N
NEWサファイアブルー

PR641-75
ヴァイオレット

PR641-33
ローズワイン

PR641-64
ライラック

PR641-77
ピンクフランボワーズ

PR641-67
ピンクネクター

PR641-63
ベイビーピンク

PR641-48
ピンクシャンペーン

PR641-62
ピーチ

PR641-72
オレンジ

PR641-73
サフランイエロー

PR641-69
マドレーヌピンク

PR641-20
レッド

 

／ 
 

オリジナルのアソートも注文可能！　★ご注文コードは、PRA650-Fとなります。
○アヴァのカラーバリエーションから４色４輪ずつお選びいただけます。オリジナルアソートは同じ組み合わせの10箱以上でお申し込みください。
 〈アソート例：オレンジ４輪・ピーチ４輪・サフランイエロー４輪・レッド４輪など〉
○納期はご注文から１～２週間が目安です。時期によってはかなりの日数を要する場合があります。納期はご注文の際にご案内致します。

Ava  Color Assort（アヴァ  カラーアソート）- PRA650

Ava（アヴァ）- PR650

PRA650-D
・NEWサファイアブルー
・マリンブルー
・スカイブルー
・プリンセスホワイト

PRA650-B
・オレンジ
・サフランイエロー
・パステルイエロー
・ライムグリーン

PRA650-C
・マドレーヌピンク
・ベイビーピンク
・ピンクシャンペーン
・プリンセスホワイト

PRA650-A
・レッド
・ピンクフランボワーズ
・マドレーヌピンク
・ベイビーピンク

上代：4,400円（税別）〈16輪入り／全４アソート〉　●１輪当たり275円（税別）●１カートン当たり100箱 

PR650-70N
NEWサファイアブルー

PR650-61
パステルイエロー

PR650-24
ライムグリーン

PR650-40
アイボリー

PR650-83
サンドベージュ

PR650-21
シャンペーン

PR650-71
プリンセスホワイト

PR650-07
スカイブルー

PR650-74
マリンブルー

PR650-75
ヴァイオレット

PR650-33
ローズワイン

PR650-64
ライラック

PR650-77
ピンクフランボワーズ

PR650-67
ピンクネクター

PR650-63
ベイビーピンク

PR650-48
ピンクシャンペーン

PR650-62
ピーチ

PR650-72
オレンジ

PR650-73
サフランイエロー

PR650-69
マドレーヌピンク

上代：4,000円（税別）〈16輪入り／全22色〉　●1輪当たり250円（税別）●１カートン当たり100箱 

PR650-20
レッド

高さ
約2.3

～

2.5cm

直径 約2.3～2.5cm

PR650-88
プレーリーグリーン

from  Colombia

アレンジに欠かせない

小輪のローズ。

美しいカラーラインナップが

自慢です。

コロッとしたフォルムが

大人気のアイネスシスター。

かわいいアレンジに

ぴったりです。



54 ＊サイズは１年を通じての平均を表記しています。季節により、表記のサイズより大きいものや小さいものが混じる場合があります。

 

＊カタログ掲載の写真の色や形状が実際のものと写真と異なる場合があります。＊自然の生花・植物を原料としています。サイズや色・形などは同一ではありません。

Tiffany 6（ティファニー6）- PR616
上代：4,800円（税別）〈６輪入り／全14色〉　●1輪当たり800円（税別）●１カートン当たり45個

高さ
約4.5

～

5cm

直径 約5～6cm

PR616-70N
NEWサファイアブルー

PR616-75
ヴァイオレット

PR616-74
マリンブルー

PR616-64
ライラック

PR616-33
ローズワイン

PR616-20
レッド

PR616-63
ベイビーピンク

PR616-77
ピンクフランボワーズ

PR616-72
オレンジ

PR616-88
プレーリーグリーン

PR616-73
サフランイエロー

PR616-69
マドレーヌピンク

PR616-48
ピンクシャンペーン

PR616-71
プリンセスホワイト

大輪のローズがアレンジを華やかにするティファニーローズ。

カラーバリエーションが増えて使いやすくなりました。

＊カタログ掲載の写真の色や形状が実際のものと写真と異なる場合があります。 　 Tiffany 3（ティファニー3）- PR613
上代：2,500円（税別）〈６輪入り／全14色〉　●1輪当たり 約834円（税別）●１カートン当たり42個

New

高さ
約4.5

～

5cm

直径 約5～6cm

PR613-70N
NEWサファイアブルー

PR613-75
ヴァイオレット

PR613-74
マリンブルー

PR613-64
ライラック

PR613-33
ローズワイン

PR613-20
レッド

PR613-63
ベイビーピンク

PR613-77
ピンクフランボワーズ

PR613-72
オレンジ

PR613-88
プレーリーグリーン

PR613-73
サフランイエロー

PR613-69
マドレーヌピンク

PR613-48
ピンクシャンペーン

PR613-71
プリンセスホワイト

from  Colombia

ティファニー３について

ティファニー３は、計画生産をしておりません。ティファニー用の

お花が大きく育つ時期だけ入荷するお得なローズ。

ご予約は一応お受けいたしますが、入荷時期が全く予想できない

ことをご理解ください。

不定期入荷の商品となります。大きなサイズのお花がこの価格!!
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Ava Plus（アヴァ プラス）- PR670

PR670-24
ライムグリーン

PR670-61
パステルイエロー

PR670-21
シャンペーン

PR670-88
プレーリーグリーン

PR670-71
プリンセスホワイト

PR670-40
アイボリー

PR670-83
サンドベージュ

PR670-64
ライラック

PR670-20
レッド

PR670-70N
NEWサファイアブルー

PR670-74
マリンブルー

PR670-67
ピンクネクター

PR670-07
スカイブルー

PR670-77
ピンクフランボワーズ

PR670-69
マドレーヌピンク

PR670-63
ベイビーピンク

PR670-48
ピンクシャンペーン

PR670-62
ピーチ

PR670-72
オレンジ

PR670-73
サフランイエロー

上代：2,300円（税別）〈９輪入り／全22色〉　●1輪当たり 約256円（税別）●１カートン当たり100箱 

ご注意
下記の場合は「安心サポート」の対象外となります。
●花びらを開くなどお花に無理のかかるご使用をされた場合。●湿気により花弁が透けた状態になった場合。（梅雨の季節や雨が続く
　時期）●多少の褪色、ガクの折れ、花びらの亀裂等も程度によって対象外となる場合があります。 

・アルコールや多くの油分を含んでいるため火気厳禁です。
・褪色や加工溶液漏れの原因になる場合があるため、直射日光や高温多湿な場所でのご使用、保存は避けてください。除湿器や乾燥剤で、保存
　場所の湿度を約60％以下、室温を25度以下にしてください。ローズが湿気を含んだ場合、花びらが透明になる場合があります。その際、直射
　日光を避け、風通しの良い湿度の低いところで、しばらくの間乾燥させてください。
・染料が切り口や表面から漏れることがありますので、直接洋服、その他布地等に接触するようなご使用は避けてください。また、貴金属・
　宝石類に触れると変色する可能性がありますのでご注意ください。

の上、早急に対応させていただきます。安心サポートの対象は、ピンクの箱のVERMEILLEです。
※規格外品、セール品（バーコードステッカーのないもの、元の上代のままのもの、ステッカーに斜線のひかれたもの）に
　つきましては、安心サポートの対象外とさせていただきます。

高さ
約2.3

～

2.7cm

直径 約2.8～3.3cm

PR670-75
ヴァイオレット

PR670-33
ローズワイン

＊サイズは１年を通じての平均を表記しています。季節により、表記のサイズより大きいものや小さいものが混じる場合があります。＊カタログ掲載の写真の色や形状が実際のものと写真と異なる場合があります。＊自然の生花・植物を原料としています。サイズや色・形などは同一ではありません。

Ines Mini 9（アイネス ミニ９）- PR640

PR640-07
スカイブルー

PR640-74
マリンブルー

上代：2,900円 （税別）〈９輪入り／全22色〉　●1輪当たり 約323円（税別）●１カートン当たり80箱 

PR640-40
アイボリー

PR640-71
プリンセスホワイト

PR640-83
サンドベージュ

PR640-70N
NEWサファイアブルー

PR640-75
ヴァイオレット

PR640-33
ローズワイン

PR640-64
ライラック

PR640-77
ピンクフランボワーズ

PR640-67
ピンクネクター

PR640-63
ベイビーピンク

PR640-48
ピンクシャンペーン

PR640-62
ピーチ

PR640-72
オレンジ

PR640-61
パステルイエロー

PR640-73
サフランイエロー

PR640-69
マドレーヌピンク

PR640-20
レッド

高さ
約2.5

～

3.2cm

直径 約3.2～3.9cm

不定期入荷の商品となります。1輪当たりとっても お得!!

PR640-88
プレーリーグリーン

PR640-24
ライムグリーン

PR640-21
シャンペーン

◆ワイヤーの番手はティファニーは22番、アイネス、アイネスミニ、アイネスシスターは24番、アヴァは26番が目安となります。
◆お花に十字にワイヤリング（クロス）されますと茎が折れる場合がございます。ワイヤリングをされる場合は、ステムの一番上の
　子房部分の一番太い場所にワイヤーを１本横に通してください（ピアス）。さらにお花を安定させるには、ステムにワイヤーを
　差し込むこと（フック又はインソーション）により補強することができます。その上からテーピングをしてください。

＊ワイヤリングのご注意

アイネスミニ及びアヴァプラスの入荷について

アイネスミニ及びアヴァプラスにつきましては、計画生産をしておりません。

アイネスミニはアイネスの小さなサイズがたくさんできた場合、アヴァプラスは

アヴァの大きなサイズがたくさんできた場合にのみ入荷してきます。

ご予約は一応お受けいたしますが、入荷時期が全く予想できないことをご理解

ください。できましたら、その他のサイズで代用いただけますようお勧め致します。

from  Colombia
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不定期入荷の商品となります。1輪当たりとっても お得!!



9＊サイズは１年を通じての平均を表記しています。季節により、表記のサイズより大きいものや小さいものが混じる場合があります。8 ＊カタログ掲載の写真の色や形状が実際のものと写真と異なる場合があります。＊サイズや色・形などは同一ではありません。

／

FSF17-12
〈大箱〉FSF17B-12

オーキッド

FSF17-45
〈大箱〉FSF17B-45
ニュアンスブルー

FSF17-20
〈大箱〉FSF17B-20

レッド

FSF17-20
〈大箱〉FSF17B-20

レッド

FSF17-39
〈大箱〉FSF17B-39
パステルライラック

FSF17-08
〈大箱〉FSF17B-08

ホットピンク

FSF17-05
〈大箱〉FSF17B-05
パステルピンク

FSF17-03
〈大箱〉FSF17B-03

ライトピンク

高さ
約５cm

直径 約4.5cm

FSF17-62
〈大箱〉FSF17B-62

ピーチ

FSF17-40
〈大箱〉FSF17B-40

アイボリー

FSF17-30
〈大箱〉FSF17B-30
パステルグリーン

●フレグランスソープ ヴァージンローズ
上代：1,800円（税別）〈９輪入り／全10色〉●１輪当たり200円（税別） お得な大箱 上代：6,500円（税別）〈50輪入り〉●１輪当たり130円（税別）

FSF09-05
〈大箱〉FSF09B-05
パステルピンク

FSF09-03
〈大箱〉FSF09B-03

ライトピンク

高さ
約５cm

直径 約4.5cm

FSF09-72
〈大箱〉FSF09B-72

オレンジ

FSF09-25
〈大箱〉FSF09B-25

ブルー

FSF09-30
〈大箱〉FSF09B-30
パステルグリーン

   フレグランスソープ バイカラー
上代：1,800円（税別）〈９輪入り／全５色〉●１輪当たり 約200円（税別）お得な大箱 上代：6,500円（税別）〈50輪入り〉●１輪当たり130円（税別）

フレグランス ソープ フラワー

石鹸素材でできたほのかに香るお花

New Material Flower

観賞用

◆フレグランスソープフラワーとは？◆
　フレグランスソープフラワーは石鹸の素材から作られたほのかな香り付き鑑賞用のお花です。

グラデーションを

きかせた新しいローズ。

アレンジに新鮮なイメージを

加えてくれます。

New

New

花びらの先がウェーブした優しいイメージのローズ。
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FSF02-47
〈大箱〉FSF02B-47

ワイン

FSF02-28
〈大箱〉FSF02B-28
カナリアイエロー

FSF02-27
〈大箱〉FSF02B-27

ライトグリーン

FSF02-51
〈大箱〉FSF02B-51

グレープ

FSF02-12
〈大箱〉FSF02B-12

オーキッド

高さ
約５cm

直径 約4.5cm

FSF02-37
〈大箱〉FSF02B-37

パープル

FSF02-03
〈大箱〉FSF02B-03

ライトピンク

FSF02-25
〈大箱〉FSF02B-25

ブルー

FSF02-16
〈大箱〉FSF02B-16
パステルブルー

FSF02-08
〈大箱〉FSF02B-08

ホットピンク

FSF02-66
〈大箱〉FSF02B-66
バーガンディー

FSF02-64
〈大箱〉FSF02B-64

ライラック

FSF02-62
〈大箱〉FSF02B-62

ピーチ

FSF02-73
〈大箱〉FSF02B-73
サフランイエロー

FSF02-72
〈大箱〉FSF02B-72

オレンジ

FSF02-05
〈大箱〉FSF02B-05
パステルピンク

FSF02-30
〈大箱〉FSF02B-30
パステルグリーン

FSF02-13
〈大箱〉FSF02B-13
ダークグリーン

FSF02-61
〈大箱〉FSF02B-61
パステルイエロー

FSF02-40
〈大箱〉FSF02B-40

アイボリー

FSF02-20
〈大箱〉FSF02B-20

レッド

FSF02-21
〈大箱〉FSF02B-21

シャンペーン

◆フレグランスソープフラワーについて
　「フレグランスソープフラワー」は石鹸の素材から作られた、ほのかな香り付き鑑賞用のお花です。

◆ご使用例
　・プリザーブドフラワーや造花のようにアレンジを作れます。玄関やお部屋に置いていただくと、ほのかな香りが漂います。
　・別売りのステム（約40cm）やブーケ用ステム（12輪タイプ）をお使いいただくと、より大きなアレンジを作ることができ、
　　アレンジやブーケを作っていただくことが出来ます。

◆ご使用上の注意
　・香りはすべて同じではありません。香りの濃い物や、ほとんど香りのしない物もございます。ご購入ごとにも変わる場合が
　　あります。ご了承ください。
　・直射日光はお避けください。変色したり、色抜けしたりしますのでご注意ください。また水に濡れるだけで簡単に花びら
　　同士がくっつきますので、水気にはご注意ください。
＊石鹸の素材を花びらの形に抜き取っていきますので、端が薄く透明になる場合があります。
＊花びらに小さい黒い点が付く場合があります。生産上どうしても避けられません。ご了承ください。
＊季節により、花びらに多少亀裂が入っている場合があります。

＊サイズは１年を通じての平均を表記しています。季節により、表記のサイズより大きいものや小さいものが混じる場合があります。＊カタログ掲載の写真の色や形状が実際のものと写真と異なる場合があります。＊サイズや色・形などは同一ではありません。

高さ
約5.5cm

直径 約６cm

●フレグランスソープ ローズＭ
　上代：1,800円（税別）〈９輪入り／全22色〉●１輪当たり200円（税別） お得な大箱 上代：6,500円（税別）〈50輪入り〉●１輪当たり130円（税別） お得な大箱 上代：4,700円（税別）〈25輪入り〉●１輪当たり188円（税別）

NewNewNewNewNew

●フレグランスソープ ローズＬ
　上代：1,300円（税別）〈５輪入り／全13色〉●１輪当たり260円（税別）

FSF11-04
ピンク

直径 約８cm

FSF11-81
イエロー

●フレグランスソープ ひまわり（小箱のみの販売となります。）
　上代：1,700円（税別）〈８輪入り／全２色〉●１輪当たり213円（税別）

FSF01A-40
〈大箱〉FSF01B-40

アイボリー

FSF01A-20
〈大箱〉FSF01B-20

レッド

FSF01A-16
〈大箱〉FSF01B-16
パステルブルー

FSF01A-25
〈大箱〉FSF01B-25

ブルー

FSF01A-08
〈大箱〉FSF01B-08

ホットピンク

FSF01A-64
〈大箱〉FSF01B-64

ライラック

FSF01A-37
〈大箱〉FSF01B-37

パープル

FSF01A-21
〈大箱〉FSF01B-21

シャンペーン

FSF01A-73
〈大箱〉FSF01B-73
サフランイエロー

FSF01A-61
〈大箱〉FSF01B-61
パステルイエロー

FSF01A-30
〈大箱〉FSF01B-30
パステルグリーン

FSF01A-03
〈大箱〉FSF01B-03

ライトピンク

FSF01A-05
〈大箱〉FSF01B-05
パステルピンク

 

／ 

り
わ
ま
ひ

大箱なら1輪当たり
 

とっても お得に!!

大輪のローズは

迫力あるアレンジに!

スタンダードサイズの

使いやすいローズ。
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直径 約５～5.5cm

高さ
約４cm

FSF10-29
〈大箱〉FSF10B-29

ティグリーン

FSF10-40
〈大箱〉FSF10B-40

アイボリー

FSF10-18
〈大箱〉FSF10B-18

モーブピンク

FSF10-47
〈大箱〉FSF10B-47

ワイン

直径 約６cm

FSF10-62
〈大箱〉FSF10B-62

ピーチ

FSF10-20
〈大箱〉FSF10B-20

レッド

FSF10-39
〈大箱〉FSF10B-39
パステルライラック

FSF10-80
〈大箱〉FSF10B-80

ホワイト

FSF10-05
〈大箱〉FSF10B-05
パステルピンク

FSF10-08
〈大箱〉FSF10B-08

ホットピンク

FSF15A-40
〈大箱〉FSF15B-40

アイボリー

FSF15A-30
〈大箱〉FSF15B-30
パステルグリーン

FSF15A-03
〈大箱〉FSF15B-03

ライトピンク

FSF15A-73
〈大箱〉FSF15B-73
サフランイエロー

FSF15A-61
〈大箱〉FSF15B-61
パステルイエロー

FSF15A-20
〈大箱〉FSF15B-20

レッド

●フレグランスソープ カーネーション
　上代：1,800円（税別）〈９輪入り／全10色〉●１輪当たり200円（税別）

大箱なら1輪当たり
 

とっても お得に!!

 

／ 

菊
輪

●フレグランスソープ ガーベラ
　上代：2,000円（税別）〈16輪入り／全６色〉●１輪当たり125円（税別） お得な大箱 上代：5,500円（税別）〈50輪入り〉●１輪当たり110円（税別）　

お得な大箱 上代：6,500円（税別）〈50輪入り〉●１輪当たり130円（税別）

お得な大箱 上代：11,000円（税別）〈50輪入り〉●１輪当たり220円（税別）

●フレグランスソープ プティローズ
　上代：3,200円（税別）〈25輪入り／全14色〉●１輪当たり128円（税別） お得な大箱 上代：5,500円（税別）〈50輪入り〉●１輪当たり110円（税別）

NewNewNewNewNewNew

FSF03-47
〈大箱〉FSF03B-47

ワイン

FSF03-30
〈大箱〉FSF03B-30
パステルグリーン

FSF03-08
〈大箱〉FSF03B-08

ホットピンク

FSF03-16
〈大箱〉FSF03B-16
パステルブルー

FSF03-61
〈大箱〉FSF03B-61
パステルイエロー

FSF03-72
〈大箱〉FSF03B-72

オレンジ

高さ
約3.5cm

直径 約3.5～4cm

FSF03-20
〈大箱〉FSF03B-20

レッド

FSF03-39
〈大箱〉FSF03B-39
パステルライラック

FSF03-25
〈大箱〉FSF03B-25

ブルー

FSF03-05
〈大箱〉FSF03B-05
パステルピンク

FSF03-03
〈大箱〉FSF03B-03

ライトピンク

FSF03-18
〈大箱〉FSF03B-18

モーブピンク

FSF03-40
〈大箱〉FSF03B-40

アイボリー

FSF03-62
〈大箱〉FSF03B-62

ピーチ

12

 

／ 

＊サイズは１年を通じての平均を表記しています。季節により、表記のサイズより大きいものや小さいものが混じる場合があります。＊カタログ掲載の写真の色や形状が実際のものと写真と異なる場合があります。＊サイズや色・形などは同一ではありません。＊カタログ掲載の写真の色や形状が実際のものと写真と異なる場合があります。＊サイズや色・形などは同一ではありません。

FSF20-73
〈大箱〉FSF20-73
サフランイエロー

FSF20-80
〈大箱〉FSF20-80

ホワイト

FSF20-37
〈大箱〉FSF20-37

パープル

●フレグランスソープ 輪菊
　上代：2,800円（税別）〈９輪入り／全３色〉●１輪当たり約312円（税別）

高さ
約４cm

直径 約6～6.5cm

New

New New New New

お供えには

欠かせない。
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イ
サ
ジ
ア

 

／ 

●フレグランスソープ ファンシーあじさい
　上代：2,000円（税別）〈８房入り／全６色〉●１房当たり250円（税別）●サイズ：（１房）直径 約８～９cm
お得な大箱 上代：6,500円（税別）〈40房入り〉●１房当たり163円（税別）

●フレグランスソープ アジサイ　
　上代：1,800円（税別）〈６房入り／全７色〉●１房当たり300円（税別）●サイズ：（１房）直径 約９～10cm
お得な大箱 上代：5,500円（税別）〈25房入り〉●１房当たり220円（税別）

FSF14-03
〈大箱〉FSF14B-03

ライトピンク

FSF14-30
〈大箱〉FSF14B-30
パステルグリーン

FSF14-39
〈大箱〉FSF14B-39
パステルライラック

FSF14-80
〈大箱〉FSF14B-80

ホワイト

FSF14-16
〈大箱〉FSF14B-16
パステルブルー

FSF12-30
〈大箱〉FSF12B-30
パステルグリーン

FSF12-08
〈大箱〉FSF12B-08

ホットピンク

FSF12-80
〈大箱〉FSF12B-80

ホワイト

FSF12-13
〈大箱〉FSF12B-13
ダークグリーン

FSF12-05
〈大箱〉FSF12B-05
パステルピンク

FSF12-03
〈大箱〉FSF12B-03

ライトピンク

FSF12-39
〈大箱〉FSF12B-39
パステルライラック

FSF14-05
〈大箱〉FSF14B-05
パステルピンク

＊サイズは１年を通じての平均を表記しています。季節により、表記のサイズより大きいものや小さいものが混じる場合があります。＊カタログ掲載の写真の色や形状が実際のものと写真と異なる場合があります。＊サイズや色・形などは同一ではありません。

●フレグランスソープ カラー（大箱のみの販売となります。）

〈大箱〉FSF22B-80
ホワイト

〈大箱〉FSF22B-39
パステルライラック

〈大箱〉FSF22B-20
レッド

〈大箱〉FSF22B-72
オレンジ

●フレグランスソープ ガーデニア（大箱のみの販売となります。）
お得な大箱 上代：7,200円（税別）〈約45輪入り／全５色〉●１輪当たり160円（税別）

●フレグランスソープ 桜
　　上代：2,200円（税別）〈９輪入り／全４色〉●１輪当たり 約245円（税別）

※各大箱は、少し多めに入っています。

高さ
約3

～

3.5cm

直径 約6～6.5cm

直径 約3.7～4cm

FSF21-03
〈大箱〉FSF21B-03

ライトピンク

FSF21-05
〈大箱〉FSF21B-05
パステルピンク

FSF21-40
〈大箱〉FSF21B-40

アイボリー

FSF21-80
〈大箱〉FSF21B-80

ホワイト

〈大箱〉FSF22B-05
パステルピンク

高さ
約6

～

6.5cm

幅 約9～9.5cm

高さ
約1

～

1.5cm

お得な大箱 上代：3,800円（税別）〈約25輪入り／全４色〉●１輪当たり152円（税別）

〈大箱〉FSF23B-39
パステルライラック

〈大箱〉FSF23B-37
パープル

〈大箱〉FSF23B-80
ホワイト

〈大箱〉FSF23B-62
ピーチ

お得な大箱 上代：7,200円（税別）〈約45輪入り〉●１輪当たり160円（税別）
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●フレグランスソープフラワー用ステム ML704  上代：200円（税別）〈20本入り〉●長さ：約40cm

＊サイズは１年を通じての平均を表記しています。季節により、表記のサイズより大きいものや小さいものが混じる場合があります。

◎ステムの使い方と、ご使用上のご注意

＊ガクの部分と花弁は別々のパーツになっています。接着部分が
　緩い場合は接着剤等で補強してください。
＊ステムが入りにくい場合は、お花の下の短いステムをもって
　回しながら差し込んでください。花弁の部分を持つとステム
　がお花にめり込む場合があります。
＊根元をペンチでもっていただくと、差し込みやすくなります。

別売のステムは丈夫な
ワイヤーカッター等で
適当な長さ切ってお使
いください。

お花の下に付いている
短いステムの穴に適当な
長さに切ったステムを
差し込んでください。

短いステムの穴が大きく
　ステムが簡単にとれる
　　場合は、接着剤等で
　　しっかりと補強して
　　ください。

★アレンジに便利な別売ステム

ML704
フレグランスソープフラワー用ステム（20本入）

●フレグランスソープ ピンポンマム
上代：2,800円（税別）〈８輪入り／全５色〉●１輪当たり 約350円（税別）お得な大箱 上代：7,500円（税別）〈28輪入り〉●１輪当たり268円（税別）

高さ
約３cm

直径 約５cm

FSF18-80
〈大箱〉FSF18B-80

ホワイト

FSF18-30
〈大箱〉FSF18B-30
パステルグリーン

FSF18-64
〈大箱〉FSF18B-64

ライラック

FSF18-05
〈大箱〉FSF18B-05
パステルピンク

FSF18-73
〈大箱〉FSF18B-73
サフランイエロー

高さ
約２cm

直径 約5.5～６cm

●フレグランスソープ シャクヤク（小箱のみの販売となります。在庫限りです。）
上代：3,200円（税別）〈９輪入り／全５色〉●１輪当たり 約356円（税別）

FSF19-39
パステルライラック

FSF19-50
クリーミーホワイト

FSF19-20
レッド

FSF19-49
シルキーピンク

FSF19-61
パステルイエローム

マ
ン
ポ
ン
ピ

／

／

Herbarium Collection
ハーバリウム コレクション

ハーバリウムアレンジボールペン 加賀・ ピンキー・シャーロット
  ハーバリウムボールペン／フラワークリップボールペン

その他関連商品

表情豊かなアレンジの世界

【ハーバリウムアレンジ商品の注意点】
●ハーバリウムオイルは中栓で止めていますが、気圧の加減や急激な
　温度差によりオイルが漏れる場合があります。そのため、飛行機等の
　気圧の変わる場所への持ち込みや、車のダッシュボードへは入れない
　でください。
●オイルが服や布等に一度付くと取れないため、ご注意ください。

＊カタログ掲載の写真の色や形状が実際のものと写真と異なる場合があります。＊サイズや色・形などは同一ではありません。



※カタログ掲載の商品写真と実物との色や形が多少異なる場合がございます。19

上代：2,200円（税別）サイズ：直径 約1cm×14.5cm ／ケースサイズ：2.5×2.5×15.5cm 

上代：2,200円（税別）サイズ：直径 約1cm×14.5cm ／ケースサイズ：2.5×2.5×15.5cm 

上代：1,800円（税別）サイズ：直径 約1cm×14.5cm ／ケースサイズ：2.5×2.5×15.5cm 

ハーバリウムアレンジ ボールペン  ピンキー（替芯２本付き＆クリアケース入り）

HAB01-PG
ピンクゴールド

HAB01-SL
シルバー

HAB01-YG
イエローゴールド

HAB01-LP
ライトピンク

HAB01-WR
ワインレッド

HAB01-W
ホワイト

HAB01-B
ブルー

上代：2,200円（税別）サイズ：直径 約1cm×14.5cm ／ケースサイズ：4.4×7.7×2cm 

ハーバリウムアレンジ ボールペン  加賀（替芯２本付き＆白いギフトボックス入り）

●商品がよく見える
　透明のケース入り。

HAB04-PG
ピンクゴールド

HAB04-SL
シルバー

HAB04-YG
イエローゴールド

HAB04-LP
ライトピンク

HAB04-WR
ワインレッド

HAB04-W
ホワイト

HAB04-B
ブルー

可愛いお花のクリップとポップな色使いのハーバリウムアレンジが新鮮です！

可愛いお花のクリップとポップな色使いのハーバリウムアレンジが新鮮です！

加賀百万石の伝統と豪華さを表現した金箔入りの美しいボールペン。
特別な方への贈り物にぴったりです。白いギフトケースも高級感たっぷりです。

●便利な替芯付き。

●便利な替芯付き。●高級感が漂う白いギフトケース

※現在の在庫はピンクです。次回入荷よりライトピンクになります。

※現在の在庫はピンクです。次回入荷よりライトピンクになります。

ハーバリウムアレンジ ボールペン  シャーロット シルバー
（替芯２本付き＆クリアケース入り）

HAB06S-SL
シルバー

ハーバリウムアレンジ ボールペン  シャーロット ピンクゴールド
（替芯２本付き＆クリアケース入り）

フラワークリップボールペン使用

HAB05P-PG
ピンクゴールド

HAB06S-LV
ラベンダー

HAB05P-LV
ラベンダー

HAB06S-P
ピンク

HAB06S-R
ワインレッド

HAB06S-W
ホワイト

HAB06S-B
ブルー

HAB05P-P
ピンク

HAB05P-R
ワインレッド

HAB05P-W
ホワイト

HAB05P-B
ブルー

HAB06S-N
ネイビー

HAB05P-N
ネイビー

●商品がよく見える
透明のケース入り。

●便利な替芯付き。

華やかで可愛いボールペン、ピンキー。

18

フラワークリップボールペン使用

残りわずか

残りわずか



※カタログ掲載の商品写真と実物との色や形が多少異なる場合がございます。

シャツのポケットやエプロンなどに引っ掛けるだけでお洒落なアクセサリーにも。
シルバーとピンクゴールドとも各８色をご用意しました。お好きなお色をお試しください。

●フラワークリップボールペン  全16色　サイズ：直径 約1×高さ14.5cm・クリップの長さ 約3.7cm

2120

世界で１つのオリジナルボールペンを作ってみませんか？

ハーバリウムボールペン

ML012-W（５本セット）
ML0121-W（ケース入り）

ホワイト

ML012-SL
ML0121-SL
シルバー

ML012-YG
ML0121-YG
イエローゴールド

ML012-PG
ML0121-PG
ピンクゴールド

ML012-LP
ML0121-LP
ライトピンク

ML012-WR
ML0121-WR
ワインレッド

ML012-B
ML0121-B
ブルー

●ハーバリウムボールペン  全12色　サイズ：直径 約1×14.5cm

ML012  ５本セット　上代：2,400円（税別） ML0121  ケース入り　　　上代：500円（税別）１本

発注ロット：同色５本単位

新たにケース入り１本タイプも新登場！

◆材質：金属・プラスチック

ML014

●ボールペン用ギフトボックス　上代：350円（税別）
　 サイズ：約4.4×7.7×2cm

アレンジしたボールペンを特別な贈り物にする時にぜひ！

ML023-W ホワイト

ML023 ネイビー

ML123S-W
ホワイト

ML123S-B
ブルー

ML123S-N
ネイビー

ML123S-P
ピンク

ML123S-L
ラベンダー

ML123S-R
ワインレッド

ML123S-S
シルバー

ML123P-W
ホワイト

ML123P-B
ブルー

ML123P-N
ネイビー

ML123P-P
ピンク

ML123P-L
ラベンダー

ML123P-R
ワインレッド

ML123P-G
ピンクゴールド

色合いの可愛さが際立つ　ピンクゴールドシリーズ

清楚なシンプルさで人気　シルバーシリーズ

グリップ部分にお花を
あしらったボールペン。

　　　　上代：2,500円（税別）5本セット

　　　　上代：2,500円（税別）5本セット

●替芯　　　　 
　 上代：200円（税別）
　 サイズ：直径0.4×7cm
＊全タイプのボールペンに対応しています。

　＊ボールペンの芯は全て油性、0.7㎜です。

5本セット

※ボールペンは付いておりません。

●ボールペンケース　　　　　　
上代：300円（税別） サイズ：2.5×2.5×15.5cm
＊全タイプのボールペンに対応しています。

5個入り

ML013

ML012-PPG
ML0121-PPG
ピンク／ピンクゴールド

ML012-WPG
ML0121-WPG
ホワイト／ピンクゴールド

ML012-LV
ML0121-LV
ラベンダー

ML012-P
ML0121-P
ピンク

在庫
限り

●3mlタイプ

●3mlタイプ　ML020-03 上代：120円（税別）
　 サイズ：スポイト部分 全長 約8.5cm ※針を付けたとき 全長 約18cm

ハーバリウム用オイルを入れるのにとっても簡単で便利な
スポイト。

ハーバリウム用スポイト

発注ロット：10本単位

◆材質：プラスチック・金属

残りわずか

●ML012が完売した場合は、ML0121をご利用ください。



※カタログ掲載の商品写真と実物との色や形が多少異なる場合がございます。2322

ML017-W
ホワイト

ML017-SL
シルバー

ML017-YG
イエローゴールド

ML017-PG
ピンクゴールド

ML017-P
ピンク

●ハーバリウムボールペン アクセサリーホール付き  全５色　　　　  上代：2,500円（税別）サイズ：直径 約1×14.5cm

持ち運びの時にチャームを動かさず
フィットさせ、ボールペンにキズが
付くのを防ぐシリコンリングも１個
付いています。

●シリコンリング
上代：400円（税別）サイズ：直径1.4cm

5本セット

便利なアクセサリーホール付き
かわいいチャームが付けられます。
チャームのラインナップはP12～13参照。

＊引き輪付チャーム１個入り。種類はお選びいただけません。

◆材質：金属●引き輪付きチャーム　＊シリコンリング１個入り サイズ：全長 約3～4.1cm（引き輪含む）

アクセサリーホール付ボールペンだけでなく、携帯カバーやお財布のアクセサリーにもぴったり。
引き輪を外して金具を変えれば、イヤリングやピアスとしてもお使いいただけます。

シルバーシリーズ

AEP20S-14
さくら（ピンク）
上代：600円

AEP20S-13
さくら（ホワイト）
上代：600円

AEP20S-12
リング

上代：850円

AEP20S-11
リボン

上代：750円

AEP20S-10
プチキャット
上代：750円

AEP20S-09
ライン

上代：750円

AEP20S-08
パール

上代：750円

AEP20S-07
フリンジ
上代：850円

AEP20S-06
スター

上代：750円

AEP20S-05
クラウン
上代：750円

AEP20S-04
マース

上代：750円

AEP20S-03
ドロップ
上代：750円

AEP20S-02
キャット
上代：850円

AEP20S-01
クローバー
上代：850円

ピンクゴールドシリーズ

イエローゴールドシリーズ

AEP20G-07
フリンジ
上代：850円

AEP20G-06
スター

上代：750円

AEP20G-05
クラウン
上代：750円

AEP20G-04
マース

上代：750円

AEP20G-2
キャット
上代：850円

AEP20G-01
クローバー
上代：850円

AEP20G-13
さくら（ホワイト）
上代：600円

AEP20G-12
リング

上代：850円

AEP20G-11
リボン

上代：750円

AAEP20G-10
プチキャット
上代：750円

AEP20G-09
ライン

上代：750円

AEP20G-08
パール

上代：750円

AEP20P-06
スター

上代：750円

AEP20P-09
ライン

上代：750円

AEP20P-07
フリンジ
上代：850円

AEP20P-05
クラウン
上代：750円

AEP20P-03
ドロップ
上代：750円

20個入り

チャームを動かさずフィット
させるシリコンリング。

AEP20P-01
クローバー
上代：850円

目移りするほど可愛いチャームが目白押し！簡単に取り外しできる引き輪付き。

※上代は全て税別価格です。

※上代は全て税別価格です。

※上代は全て税別価格です。

AEP20P-10
プチキャット
上代：750円

AEP20P-12
リング

上代：850円

AEP20P-11
リボン

上代：750円

AEP21

※ボールペンは付いて
　おりません。

ML788-99

●ボールペンスタンド
上代：2,000円（税別） サイズ：約17.5×6.5cm 

アクリル製で透明度が高い上質なペンスタンドです。 メイクアップ道具以外にも色々入れられる
便利なオーガナイザー。

●オーガナイザーSS　※外箱は色の違うものがございます。
上代：800円（税別）サイズ：8.8×9.1×高さ7cm ◆材質：アクリル ◆材質：アクリル

※文具類は付いておりません。

在庫
限り

在庫
限り

ML787-99

残りわずか 残りわずか

残りわずか 残りわずか

残りわずか残りわずか



アレンジに最適な上質で洗練された資材のブランド『スタイル＆デコ』。

「アレンジしやすい資材」、「アレンジしてみたい資材」を目指して、
今年もたくさんの新商品を揃えました。

また、今人気の商品もさらに魅力的に新たなデザインでリフレッシュ!

『スタイル＆デコ』は常に進化しています。

ライフスタイルとお好みに合った資材を、このカタログを通じてお選びください。

在庫
限り

＜必ずお読みください。＞

＊為替等の動向により、予告なく上代を変更させていただく場合がございます。

＊商品仕様が予告なく変更となる場合がございます。＊カートン入数は予告なく変更となる場合がございます。

＊入荷ロットにより、色、サイズ、重さ等が多少違う場合がございます。＊カタログ掲載の商品写真と実物との色や形が多少違う場合がございます。

＊商品が予告なく在庫限りとなる場合がございます。＊在庫限り　  の商品ですでに在庫の無い商品がございます。（在庫限り）

   Grain Frame 

新鮮な台形のフォルムがアレンジの可能性を広げる。

スプレッドフレーム  31

豪華な大型フレームもグレインフレームならお買い求めやすいはず。

グレインフレーム  30

美しくお花をアピールするオープンフレームができました。

グレインキャビティフレーム  29

フォトフレームの外側にも内側に写真が楽しめる欲張りなフレーム。

ダブルプリフォトフレーム  28

全く新しいフォルム。４枚のフォトが入る贅沢なフレーム。

クアトロプリフォトフレーム  28

文字盤が大きな時計付フレームにもグレインフレームが登場!

グレインプリ時計フレーム  27

人気のプリフォトフレームがお手頃価格に!

グレインプリフォトフレーム  26 - 27

New

グレインシリーズは、木材を細かく砕き、
圧縮して、塗装をせず、紙を貼って加工
している環境にやさしい商品です。

資材の使い方が一目瞭然!!

QRコードが付いている商品は、
初心者にも分かりやすく楽しい
動画で解説しています

資材の使い方が一目瞭然!!

QRコードが付いている商品は、
初心者にも分かりやすく楽しい
動画で解説しています

〈グレインフレーム使い方の注意〉
グレインフレームはアレンジ面がつるつるで
お花が取れやすいので、アレンジする場所に
カッターなどで切り込みを入れて凹凸を付けると
接着力が高まります。



※仕様は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。27＊為替等の動向により、予告なく上代を変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。26

　  グレインプリフォトフレーム  ＊白化粧箱付
人気のプリフォトフレームがお洒落な木目の紙貼りになってお手頃価格に! ◆材質：MDF（紙張り）、ガラス

New

ナチュラルな雰囲気が魅力の木目調MDFタイプ。＊グレインフレームの特徴

通常のMDF素材に美しい木目調の紙を貼り、まるで木製のようなフレームに
仕上げました。塗装を施さない、環境にやさしいフレームです。

ML101-SS
ＳＳサイズ　ナチュラルホワイト

〈縦置きタイプ〉

ML101-S
Ｓサイズ　ナチュラルホワイト

〈縦置きタイプ〉

〈特性上のご注意〉
特に角の部分の張り合わせがズレていたり、剥がれているように見える
場合があります。製造の際に生じる特性のため避けることができません。
あらかじめご理解願います。

〈縦置きタイプ〉サイズ：（オープン時）22.3×14.6×奥行6cm
　　　　　　　　　　　　（クローズ時）11×14.6×奥行7.7cm
　　　　　　　　　　　　（アレンジ面内寸）8.1×11.9×5cm

★対応写真サイズ：サービス（EC）サイズ，Lサイズ

●Ｓサイズ　上代：2,200円（税別）１カートン当たり20個

〈縦置きタイプ〉サイズ：（オープン時）22.3×14.6×奥行6cm（クローズ時）11×14.6×奥行5.7cm
　　　　　　　　　　　　（アレンジ面内寸）8.1×11.9×3cm

★対応写真サイズ：サービス（EC）サイズ，Lサイズ

●ＳSサイズ　上代：2,000円（税別）１カートン当たり20個

通常のMDF素材に美しい木目調の紙を貼り、まるで木製のようなフレームに仕上げました。

ナチュラルな雰囲気が魅力の木目調MDFタイプ。

大きな文字盤が見やすく、どんなインテリアにもマッチする時計付きフレーム。 ◆材質：MDF（紙張り）、ガラス

　  グレインプリ時計フレーム  ＊白化粧箱付New

サイズ：（オープン時）24.3×17×奥行6cm（クローズ時）12×7×奥行9cm
　　　　（アレンジ面内寸）9.4×14.4×5cm（時計ムーブメント部分）厚み1.8cm

●Ｍサイズ　上代：3,600円（税別）１カートン当たり10個
サイズ：（オープン時）22×14.6×奥行6cm（クローズ時）10.8×14.6×奥行8.7cm
　　　　（アレンジ面内寸）8×11.9×5cm（時計ムーブメント部分）厚み1.8cm

●Ｓサイズ　上代：3,200円（税別）１カートン当たり20個

ML104-S
　Ｓサイズ　ナチュラルホワイト

※電池は付いていません。
ML104-M

Ｍサイズ　ナチュラルホワイト
※電池は付いていません。

フレームの前面には、アレンジを保護する透明のガラスが入っています。
（プリ時計フレームは、時計部分もガラスで保護されています。）
ガラスでアレンジ面を密封することで、お花に空調等の風が当たり、
ダメージを受けることを防ぎます。ガラス製ですので、衝撃を加えると
割れる場合があります。ご注意ください。

アレンジを保護するガラス入り。

エッジをカットしたデザインです。

エッジをカットすることで、やさしい表情の時計フレーム。仕上げの
滑らかさに注目です。

プリフォトフレーム 時計付き プリ時計フレーム

時計付きの時計は全て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。
電池は付いていません。単三乾電池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

〈縦置きタイプ〉サイズ：（オープン時）29.5×19.8×奥行6cm（クローズ時）14.5×19.8×奥行7.7cm
　　　　　　　　　　　　（アレンジ面内寸）11.8×17×4.9cm

★対応写真サイズ：ハガキサイズ，2Lサイズ

●Ｌサイズ　上代：2,800円（税別）１カートン当たり10個

ML101-L　
Ｌサイズ　ナチュラルホワイト

〈縦置きタイプ〉
※商品にアレンジは含まれません。

ML101-W
Ｗサイズ　ナチュラルホワイト

※商品にアレンジは含まれません。

サイズ：（オープン時）44.5×14.6×奥行6cm
　　　　（クローズ時）22×14.6×奥行7.7cm
　　　　（アレンジ面内寸）19.3×11.9×4.9cm

★対応写真サイズ：サービス（EC）サイズ，Lサイズ

●Ｗサイズ
　上代：3,400円（税別）１カートン当たり10個

両方に写真を飾ることが出来ます。

ML101-SQ
スクエア　ナチュラルホワイト

今ならではの人気サイズ！
小さいサイズなので、いくつか並べても素敵なインテリアに…。 

Instagramなどのスクエア写真がぴったり納まる。

サイズ：（オープン時）22.5×11×奥行5cm（クローズ時）11×11×奥行6.7cm（アレンジ面内寸）8.3×8.3×4cm

 ★対応写真サイズ：8.9×8.9cmのスクエアサイズ

●スクエア　上代：1,800円（税別）１カートン当たり20個

贈り物に最適なハードタイプの白化粧箱に
入れてお届けします。
アレンジをそのまま箱に戻すだけで素敵な
贈り物が完成です。

アレンジした後、
ギフトBOXを探すのは結構手間なもの。

＊白化粧箱イメージ

グレインフレームは、通常のMDF素材に美しい木目調の紙を貼って加工している環境にやさしい商品です。 ＊グレインフレームは、アレンジ面がつるつるでお花が取れやすいので、アレンジする場所にカッターなどで切り込みを入れて凹凸を付けると接着力が高まります。



※仕様は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。29

　  グレインキャビティフレーム  ＊白化粧箱付
フレーム幅が広く存在感が増した新しいフレーム。 ◆材質：MDF（紙張り）

New

　  グレインキャビティフレーム ギフト用ケース（クリア）New

ML121-S
スクエア  Ｓサイズ　ナチュラルホワイト
上代：1,800円（税別）１カートン当たり20個

サイズ：16×16×奥行5.5cm
（アレンジ面内寸）8×8×奥行5cm（フレーム幅）4cm

ML120-01
長方形　ナチュラルホワイト

上代：2,400円（税別）１カートン当たり10個
サイズ：30×16×奥行5.3cm

（アレンジ面内寸）22×8×奥行5cm（フレーム幅）4cm

ML121-M
スクエア  Ｍサイズ　ナチュラルホワイト
　上代：2,200円（税別）１カートン当たり20個

サイズ：20×20×奥行5.5cm
（アレンジ面内寸）12×12×奥行5cm（フレーム幅）4cm

置物としても壁掛けとしても飾ることが
できます。

裏面には、壁掛け用の吊り下げ
金具が付いていますので、壁に
かけてお使いいただくことが
できます。
またスタンドを差し込む穴が
１か所付いているので、立てて
飾ることもできます。

※商品にアレンジは含まれません。

＊為替等の動向により、予告なく上代を変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。28

作品全体がよく見えるクリアケースです！ ◆材質：PET、ポリ

MLC121S-99　※台座は付いておりません。
②スクエアＳ用ギフト用ケース　　　上代：450円（税別）
　１カートン当たり50個／サイズ：16.2×16.2×13cm 厚さ0.4mm　◆保護シートをはがしてお使いください。

MLC121M-99　※台座は付いておりません。
②スクエアＭ用ギフト用ケース　　　上代：500円（税別）
　１カートン当たり50個／サイズ：20.2×20.2×13cm 厚さ0.4mm　◆保護シートをはがしてお使いください。

MLC120-99　※台座は付いておりません。
①長方形用ギフト用ケース　　　上代：500円（税別）
　１カートン当たり50個／サイズ：16.2×30.2×13cm 厚さ0.4mm　◆保護シートをはがしてお使いください。

＊写真は①ギフト用ケース Ｓ

グレインキャリティフレームがぴったり入るクリアケース。
グレインキャリティフレームのアレンジをギフトにする場合には欠かせません。
作品の保護にもご利用いただけます。

リバーシブルに写真を飾ることが出来ます。＊この商品の特徴

ML719-49
ダブルプリフォトフレーム 　ナチュラルホワイト
上代：2,400円（税別）１カートン当たり10個
サイズ：（オープン時）約28.4×18.5×奥行6cm（クローズ時）14×18.5×奥行7.5cm
　　　　（アレンジ面内寸）約11.5×16×5cm

★対応写真サイズ：2Lサイズ

写真を入れる側のフレームは、２枚のガラスで写真を挟むタイプなので、
アレンジ側からもフレームを閉じた外側からもお写真をお楽しみいただけます。

通常のMDF素材に美しい木目調の紙を貼り、まるで木製のような 
フレームに仕上げました。

質感あふれるあふれる木目調グレインタイプ。

＊アレンジ例
※商品にアレンジは含まれません。

　  ダブルプリフォトフレーム（グレインフレーム）  ＊白化粧箱付
フレームの外側にも内側にも写真を飾ることが出来るフォトフレーム。 ◆材質：MDF（紙張り）、ガラス

大人気

フレームの外側にも内側にも写真を飾ることが出来る
新タイプのフォトフレーム。

リバーシブルに４枚の写真を飾ることが出来ます。＊この商品の特徴

ML737-49
クアトロプリフォトフレーム 　ナチュラルホワイト
上代：3,600円（税別）１カートン当たり10個
サイズ：（最大オープン時）約43.2×18.5×奥行6cm
　　　　（最小クローズ時）14.2×18.5×奥行10cm
　　　　（アレンジ面内寸）約11.5×16×5cm（フレームの厚さ）2cm

★対応写真サイズ：2Lサイズ

フォトフレームがじゃばらに繋がれているので、
アレンジ側を閉じれば、裏面に違う写真が２枚現れます。

写真を入れる側のフレームは、２枚のガラスで写真を挟むタイプなので、
アレンジ側からもフレームを閉じた外側からもお写真をお楽しみいただけます。

欲張りなあなたに写真が４枚飾れる
フォトフレームが新登場! !

＊アレンジ例
※商品にアレンジは含まれません。

　  クアトロプリフォトフレーム（グレインフレーム）  ＊白化粧箱付
フレームの外側にも内側にも４枚の写真を飾ることが出来る新タイプのフォトフレーム。 ◆材質：MDF（紙張り）、ガラス

New

１枚

１枚

１枚

この部分にツメがありますので固定されます。

グレインフレームは、通常のMDF素材に美しい木目調の紙を貼って加工している環境にやさしい商品です。グレインフレームは、通常のMDF素材に美しい木目調の紙を貼って加工している環境にやさしい商品です。

４枚の写真を飾ることができます。

＊グレインフレームは、アレンジ面がつるつるでお花が取れやすいので、アレンジする場所にカッターなどで切り込みを入れて凹凸を付けると接着力が高まります。



※仕様は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。31＊為替等の動向により、予告なく上代を変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。30

◆材質：MDF（紙張り）、ガラス

ML718-49
スプレッドフレーム 　ナチュラルホワイト
上代：2,800円（税別）１カートン当たり12個
サイズ：20.1×20.1×奥行10.3cm

表面のガラスをスライドして外せるので、上からアレンジができる
使いやすいフレーム。ガラスは１カ所で固定します。
危険ですので固定する面は下に向けて置かないでください。

置物として飾っていただけます。

贈り物に最適なハードタイプの白化粧箱に入れてお届けします。アレンジをそのまま箱に戻すだけで素敵な贈り物が完成です。

＊白化粧箱イメージ

アレンジした後、ギフトBOXを探すのは結構手間なもの。

表面が広いので、迫力のあるアレンジが可能です。

　  スプレッドフレーム（グレインフレーム）  ＊白化粧箱付
新鮮なフォルムが魅力的なお手頃価格の新しいフレーム。

大人気

◆材質：MDF（紙張り）、ガラス

　  グレインフレーム  ＊白化粧箱付New

吊り下げ金具に付属のヒモを通して
長さを調整してお使いください。

ML117-01
3Lサイズ  ナチュラルホワイト
上代：8,000円（税別）１カートン当たり５個
サイズ：32.7×40.2×奥行9.3cm
　　　  （アレンジ面内寸）27×34.7×奥行7.8cm（フレーム幅）4cm

＊縦でも横でもお使いいただけます。

広いフレーム幅が重厚感と高級感たっぷりのシンプルなフレーム。

ML116-01
2Lサイズ　ナチュラルホワイト

上代：6,000円（税別）１カートン当たり５個
サイズ：26×32×奥行8.2cm（アレンジ面内寸）20.5×26.6×奥行7cm（フレーム幅）4cm

＊縦でも横でもお使いいただけます。

縦長にも横長にも飾っていただけるように、裏面には壁掛け用の金具が
４ヶ所に付いています。（吊り下げ用のヒモが１本付いています。）
縦長・横長どちらの向きにも使えますから，デザインの幅が広がります。

縦長にも横長にも、アレンジ自在です。
●写真は２Lサイズ

４ヶ所のツメを外すと、
アレンジ板が取り外せます。

◆参考アレンジ

通常のMDF素材に美しい木目調の紙を貼り、
まるで木製のようなフレームに仕上げました。

ナチュラルな雰囲気が魅力の
木目調MDFタイプ。

壁に掛けても、置物にしても飾ることができます。

◆参考アレンジ（グレインフレーム）

グレインフレームは、通常のMDF素材に美しい木目調の紙を貼って加工している環境にやさしい商品です。 ＊グレインフレームは、アレンジ面がつるつるでお花が取れやすいので、アレンジする場所にカッターなどで切り込みを入れて凹凸を付けると接着力が高まります。



在庫
限り

＜必ずお読みください。＞

＊為替等の動向により、予告なく上代を変更させていただく場合がございます。

＊商品仕様が予告なく変更となる場合がございます。＊カートン入数は予告なく変更となる場合がございます。

＊入荷ロットにより、色、サイズ、重さ等が多少違う場合がございます。＊カタログ掲載の商品写真と実物との色や形が多少違う場合がございます。

＊商品が予告なく在庫限りとなる場合がございます。＊在庫限り　  の商品ですでに在庫の無い商品がございます。（在庫限り）

Pre Photo Frame 

スムーズムーブメント仕様の人気の時計付きフレーム。

NEWプリフォトフレーム時計付き  35
NEWプリ時計フレーム  35

なめらかな手触りと光沢が高級感がたっぷり。

NEWプリフォトフレーム  33 - 34

※仕様は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。33

◆材質：MDF、ガラスエッジを滑らかに面取りした、高級感あふれるMDF（木製）のプリフォトフレーム。

NEWプリフォトフレーム MDF（木製）  ＊白化粧箱付

〈縦置きタイプ〉サイズ：（オープン時）29.5×19.8×奥行6cm（クローズ時）14.5×19.8×奥行7.7cm
　　　　　　　　　　　　（アレンジ面内寸）11.8×17×4.9cm
〈横置きタイプ〉サイズ：（オープン時）39.9×14.5×奥行6cm（クローズ時）19.8×14.5×奥行7.7cm
　　　　　　　　　　　　（アレンジ面内寸）17×11.8×4.9cm

 ★対応写真サイズ：ハガキサイズ，2Lサイズ

●Ｌサイズ（ML380-01、ML380-31、ML385-01）
　上代：4,000円（税別）１カートン当たり10個

ML385-01　
Ｌサイズ　ホワイト〈横置きタイプ〉

ML380-31　
Ｌサイズ　ブラウン〈縦置きタイプ〉

ML380-01　
Ｌサイズ　ホワイト〈縦置きタイプ〉

サイズ：（オープン時）44.5×14.6×奥行6cm
　　　　（クローズ時）22×14.6×奥行7.7cm
　　　　（アレンジ面内寸）19.3×11.9×4.9cm

★対応写真サイズ：サービス（EC）サイズ，Lサイズ

●Ｗサイズ（ML384-01）
　上代：5,000円（税別）１カートン当たり10個

両方に写真を飾ることが出来ます。

ML384-01　Ｗサイズ　ホワイト　　　

お気に入りの写真が２枚入る特別なフレーム。
アレンジ面が大きいのでアレンジが楽しめそう。

３タイプのフレームからお選びいただけます。

２枚の写真を鮮やかなアレンジで彩ります。

贈り物に最適なハードタイプの白化粧箱に入れてお届けします。
アレンジをそのまま箱に戻すだけで素敵な贈り物が完成です。

＊白化粧箱イメージ

アレンジした後、ギフトBOXを探すのは結構手間なもの。

プリフォトフレームには、留め具が緩み止まりにくくなった場合に、
交換していただける、やや太めの換えネジが付いております。
お手数ですが、そちらに交換して締め直してお使いください。

変わらない人気のプリフォトフレーム。
MDFに美しい塗装を施した高級感ある
フレームが人気。

資材の使い方が一目瞭然!!

QRコードが付いている商品は、
初心者にも分かりやすく楽しい
動画で解説しています

プリフォトフレームは、MDFに美しい塗装を施した高級感あるフレームです。



＊為替等の動向により、予告なく上代を変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。34

サイズ：（オープン時）24.3×16.7×奥行6cm（クローズ時）11.9×16.7×奥行8.7cm
　　　　（アレンジ面内寸）9.1×14.1×4.9cm（時計ムーブメント部分）厚み1.8cm

●Ｍサイズ　上代：4,600円（税別）１カートン当たり10個
サイズ：（オープン時）22.3×14.6×奥行6cm（クローズ時）11×14.6×奥行8.7cm
　　　　（アレンジ面内寸）8.1×11.9×5cm（時計ムーブメント部分）厚み1.8cm

●Ｓサイズ　上代：4,000円（税別）１カートン当たり10個

ML390-01　
Ｌサイズ　ホワイト〈縦置きタイプ〉
※電池は付いていません。

贈り物に最適なハードタイプの白化粧箱に
入れてお届けします。
アレンジをそのまま箱に戻すだけで素敵な
贈り物が完成です。

木製家具の重量感がインテリアに美しくマッチするMDFタイプの
プリフォトフレーム。大切な方への贈り物にぴったりです。

高級感あふれるMDFタイプ。

流れるように時を刻む時計が贈り物にぴったり！

大きな文字盤が見やすく、どんなインテリアにもマッチする時計付きフレーム。

〈縦置きタイプ〉サイズ：（オープン時）29.5×19.8×奥行6cm（クローズ時）14.5×19.8×奥行7.7cm
　　　　　　　　　　　　（アレンジ面内寸）11.8×17×4.9cm（時計ムーブメント部分）厚み1.5cm

 ★対応写真サイズ：ハガキサイズ，2Lサイズ

●Ｌサイズ　上代：5,000円（税別）１カートン当たり10個

ML915-01
Ｓサイズ　ホワイト
※電池は付いていません。

ML905-01　
Ｍサイズ　ホワイト
※電池は付いていません。

フレームの前面には、アレンジを保護する透明のガラスが入っています。
（プリ時計フレームは、時計部分もガラスで保護されています。）
ガラスでアレンジ面を密封することで、お花に空調等の風が当たり、
ダメージを受けることを防ぎます。ガラス製ですので、衝撃を加えると
割れる場合があります。ご注意ください。

アレンジを保護するガラス入り。

プリフォトフレーム 時計付き プリ時計フレーム

エッジをカットしたデザインです。

エッジをカットすることで、やさしい表情の時計フレーム。仕上げの
滑らかさに注目です。

時計付きの時計は全て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。
電池は付いていません。単三乾電池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

◆材質：MDF、ガラス

◆材質：MDF、ガラス

＊白化粧箱イメージ

NEWプリフォトフレーム時計付き MDF（木製）  ＊白化粧箱付

NEWプリ時計フレーム MDF（木製）  ＊白化粧箱付

アレンジした後、ギフトBOXを探すのは結構手間なもの。

※仕様は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。35

ML381-31
Ｍサイズ　ブラウン〈縦置きタイプ〉

ML381-01　
Ｍサイズ　ホワイト〈縦置きタイプ〉

〈縦置きタイプ〉サイズ：（オープン時）24.3×16.7×奥行6cm（クローズ時）11.9×16.7×奥行7.7cm
　　　　　　　　　　　　（アレンジ面内寸）9.1×14.1×4.9cm

★対応写真サイズ：ハガキサイズ，Lサイズ

●Ｍサイズ（ML381-01、ML381-31）
　上代：3,600円（税別）１カートン当たり10個

サイズ：（オープン時）22.5×11×奥行5cm（クローズ時）11×11×奥行6.7cm
　　　　（アレンジ面内寸）8.3×8.3×4cm

 ★対応写真サイズ：8.9×8.9cmのスクエアサイズ

●スクエア（ML387-01）
　上代：2,800円（税別）１カートン当たり20個

ML382-01
Ｓサイズ　ホワイト〈縦置きタイプ〉

〈縦置きタイプ〉サイズ：（オープン時）22.3×14.6×奥行4cm（クローズ時）11×14.6×奥行5.7cm
　　　　　　　　　　　　（アレンジ面内寸）8.1×11.9×3cm
〈横置きタイプ〉サイズ：（オープン時）29.4×11×奥行4cm（クローズ時）14.6×11×奥行5.7cm
　　　　　　　　　　　　（アレンジ面内寸）11.6×8×3cm

★対応写真サイズ：サービス（EC）サイズ，Lサイズ

●ＳSサイズ（ML386-01、ML383-01）上代：3,000円（税別）１カートン当たり20個

〈縦置きタイプ〉サイズ：（オープン時）22.3×14.6×奥行6cm（クローズ時）11×14.6×奥行7.7cm
　　　　　　　　　　　　（アレンジ面内寸）8.1×11.9×5cm

★対応写真サイズ：サービス（EC）サイズ，Lサイズ

●Ｓサイズ（ML382-01）上代：3,000円（税別）１カートン当たり20個

ML383-01
ＳＳサイズ　ホワイト〈縦置きタイプ〉

ML386-01　
ＳＳサイズ　ホワイト〈横置きタイプ〉

ML387-01　
スクエア　ホワイト

今ならではの最新サイズ！
小さいサイズなので、いくつか並べても素敵なインテリアに…。 

Instagramなどのスクエア写真がぴったり納まる。

白とブラウンから
お選びいただけます。

縦置きと横置きをお選びいただけます。

プリフォトフレームは、MDFに美しい塗装を施した高級感あるフレームです。



Newウッドフレーム ＊白化粧箱付

フレーム幅が広がり重厚感が増した高級感たっぷりのウッドフレーム。 ◆材質：MDF、ガラス

ML716-31  2Lサイズ　ブラウン
上代：8,500円（税別）１カートン当たり５個

サイズ：26×32×奥行8.2cm（アレンジ面内寸）20.5×26.6×奥行7cm

＊縦でも横でもお使いいただけます。

ML717-01  3Lサイズ　ホワイト
上代： 10,000円（税別）１カートン当たり５個

サイズ：32.7×40.2×奥行9.3cm（アレンジ面内寸）27×34.7×奥行7.8cm

＊縦でも横でもお使いいただけます。

ML716-01  2Lサイズ　ホワイト
上代： 8,500円（税別）１カートン当たり５個

サイズ：26×32×奥行8.2cm（アレンジ面内寸）20.5×26.6×奥行7cm

＊縦でも横でもお使いいただけます。

しっかりとした厚みが
あるカバーガラス

しっかりとフレームを支えられます。● Point! !
① フレーム内側４ヶ所のネジでしっかりとフレームを
　支えます。
② 壁に掛けても、置物にしても飾ることができます。
　  ※写真は2Lサイズ

③ そのまま贈り物にできる白化粧箱が付いています。
④ 吊り下げヒモが１本付いています。

※仕様は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。37

〈ご注意〉何度も色を重ね丁寧に仕上げておりますが、
　　　　　ハンドメイドのため角度により微妙にムラが
　　　　　出る場合がございます。

吊り下げ金具に付属のヒモを通して長さを調整してお使いください。

＊ホワイトフレームには白、
　ブラウンフレームには黒の
　ヒモが付いています。

贈り物に最適なハードタイプの白化粧箱に入れてお届けします。
アレンジをそのまま箱に戻すだけで素敵な贈り物が完成です。

縦長にも横長にも飾っていただけるように、裏面には壁掛け用の
金具が４ヶ所に付いています。（吊り下げ用のヒモが１本付いて
います。）縦長・横長どちらの向きにも使えますから，デザインの
幅が広がります。

縦長にも横長にも、アレンジ自在です。

壁に掛けても、置物にしても飾ることができます。

●写真は2Lサイズ

４ヶ所のツメを外すと、
アレンジ板が取り外せます。

アレンジした後、ギフトBOXを探すのは結構手間なもの。

在庫
限り

＜必ずお読みください。＞

＊為替等の動向により、予告なく上代を変更させていただく場合がございます。

＊商品仕様が予告なく変更となる場合がございます。＊カートン入数は予告なく変更となる場合がございます。

＊入荷ロットにより、色、サイズ、重さ等が多少違う場合がございます。＊カタログ掲載の商品写真と実物との色や形が多少違う場合がございます。

＊商品が予告なく在庫限りとなる場合がございます。＊在庫限り　  の商品ですでに在庫の無い商品がございます。（在庫限り）

Frame

優雅で美しい縁取りがアレンジを華やかに彩る。

ルネッサンスフレーム  38
ジャストサイズの大きさと価格が人気。

デコフレーム  39
アレンジのしやすさとお手頃価格が大人気。

プリフラットフレームシリーズ  39

上質の木製家具のようなしっとりとした高級感と上品な光沢。

NEWウッドフレーム  37 資材の使い方が一目瞭然!!

QRコードが付いている商品は、
初心者にも分かりやすく楽しい
動画で解説しています



※仕様は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。＊為替等の動向により、予告なく上代を変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。 3938

ML572-01
ハート型　Ｌサイズ　ホワイト
上代：1,400円（税別）
１カートン当たり40個
サイズ：18×17.6×厚み1cm

ML587-01　
スクエア　ホワイト
上代：1,200円（税別）
１カートン当たり40個
サイズ：15×15×厚み1cm

ハート型プリフラットフレーム用 
アレンジプロテクター（クリア）

ML578-99
Ｌサイズ　　　　　
上代：1,000円（税別）
サイズ：18.5×18×高さ6.5cm

２枚入り

１カートン当たり50個

◆材質：PET、ポリ

スクエアＬサイズ

アレンジした作品を贈り物にするときにや、
そのまま飾っていただく時に重宝するアレ
ンジプロテクター。
それぞれのフレームに被せ、テープなどで
しっかり留めてお使いください。

大切なアレンジを保護する
アレンジプロテクター

＊プロテクター使用イメージ

アンティークなモチーフが絵画の額縁のようにアレンジの魅力を引き立てます。

縦長にも横長にも飾っていただけるように、裏面には壁掛け用の金具が
４ヶ所に付いています。（吊り下げ用のヒモが１本付いています。）
縦長・横長どちらの向きにも使えますから，デザインの幅が広がります。

縦長にも横長にも、アレンジ自在です。

奥行きが７～９cmあるので、壁に掛けるだけでなく置物としてもご利用
いただけます。

アレンジ面

＊吊り下げ用のヒモが付いています！

奥行きたっぷり！豪華なアレンジが可能です。

表面のガラスで、
大切なアレンジをガード！

壁に掛けることができる
吊り下げ金具が付いてい
ます。

＊アレンジ例　※商品にアレンジは含まれません。

贈り物に最適なハードタイプの白化粧箱に入れてお届けします。
アレンジをそのまま箱に戻すだけで
素敵な贈り物が完成です。

＊白化粧箱イメージ

フレーム前面には、アレンジを保護する透明のガラス板が入っています。
ガラスでアレンジ面を密封することで、お花に空調等の風が当たること
によるダメージを防ぎます。ガラス製ですので、衝撃を加えると割れる
場合があります。ご注意ください。

アレンジを保護するガラス入り。

ML818-01
Ｍサイズ　ホワイト

上代：3,600円（税別）１カートン当たり12個
サイズ：18.5×23×奥行8cm（アレンジ面内寸）13.8×18.3×奥行5.5cm

＊縦でも横でもお使いいただけます。

ML896-01
New Ｌサイズ　ホワイト

上代： 4,200円（税別）１カートン当たり8個
サイズ：21.6×26.8×奥行9cm（アレンジ面内寸）17×22.3×奥行6.5cm

＊縦でも横でもお使いいただけます。

アンティークなデザインのモチーフフレーム。
美術館に飾られる絵画のように、アレンジがお部屋の壁を
より優雅に上品に彩ります。

豪華で高貴なモチーフのルネッサンスフレーム。

◆参考アレンジ

◆材質：プラスチック、ガラス プラスチック製とは思えない質感と高級感。お手頃価格も魅力です。
・裏面には、壁掛け用の吊り下げ金具が２ヵ所についています。（壁掛け用のヒモも付いています。）奥行きが広い（7cm）ので、そのまま置物としても飾っていただけます。

ML840-31　ブラウン
上代：2,400円（税別）１カートン当たり24個

サイズ：15×15×奥行7cm

（アレンジ面内寸）11.5×11.5×奥行6cm

ML840-01　ホワイト
上代：2,400円（税別）１カートン当たり24個

サイズ：15×15×奥行7cm

（アレンジ面内寸）11.5×11.5×奥行6cm

壁に掛けても、置物にしても程よい
サイズが人気です。

吊り下げ金具に付属のヒモを
通して長さを調整してお使い
ください。

４ヶ所のツメを外すと、
アレンジ板が取り外せます。

◆材質：プラスチック、ガラス

ルネッサンスフレーム　＊白化粧箱付 デコフレーム　＊白化粧箱付

アレンジした後、ギフトBOXを探すのは結構手間なもの。

プリフラットフレーム スクエア／ハート型プリフラットフレーム  ※時計付きは完売しました。
◆材質：MDF

＊背面写真　　

プリフラットレーム スクエア用 
アレンジプロテクター（クリア）

ML577-99
スクエア　　　　　
上代：900円（税別）
サイズ：15.5×15.5×厚み6cm

２枚入り

スクエア

１カートン当たり50個

◆材質：PET、ポリ

プリフラットフレーム スクエア用ミラー

アレンジを、さらに華やかに！

ML569-S　
スクエア　　　　　
上代：300円（税別）
サイズ：15×15cm

スクエア

◆材質：ガラス

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。

置物として飾っていただけます。

アレンジのしやすさと愛らしいフォルムのハート型、お手頃価格が大人気のプリフラットフレーム。



在庫
限り

＜必ずお読みください。＞

＊為替等の動向により、予告なく上代を変更させていただく場合がございます。

＊商品仕様が予告なく変更となる場合がございます。＊カートン入数は予告なく変更となる場合がございます。

＊入荷ロットにより、色、サイズ、重さ等が多少違う場合がございます。＊カタログ掲載の商品写真と実物との色や形が多少違う場合がございます。

＊商品が予告なく在庫限りとなる場合がございます。＊在庫限り　  の商品ですでに在庫の無い商品がございます。（在庫限り）

※仕様は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。41

ML688N-S  Ｓサイズ
上代：450円（税別）１カートン当たり48個
サイズ：ベース＊直径 約9.5×1.2cm
ドーム＊直径 約7.2×8.5cm／ドームをかぶせた高さ＊約9.5cm

ML688N-M  Ｍサイズ
上代：650円（税別）１カートン当たり36個
サイズ：ベース＊直径 約12.3×1.2cm
ドーム＊直径 約9×10.8cm／ドームをかぶせた高さ＊約12cm

◆材質：ガラス

◆材質：ガラスシルバーボールが織りなすユニークな世界。

ML696-S  Ｓサイズ
上代：580円（税別）１カートン当たり48個
サイズ：直径8.5×6.2cm

ガラスでできた質感豊かなドームです。
ガラスの奥に見えるアレンジは一層華やかに
見えます。

＊この商品の特徴

贈り物にぴったりな白化粧箱。

Newカジュアルガラスドーム
専用白化粧箱（別売）

しっかりとした厚みがある
カバーガラス

メーカーオリジナル箱になり、さらにお求めやすい価格になりました。

＊白化粧箱イメージ

◆材質：紙

MLC688-Ｓ  Ｓサイズ用　　　　　
上代：240円（税別）サイズ：10×10×高さ10.2cm

MLC688-Ｍ  Ｍサイズ用　　　　　
上代：300円（税別）サイズ：13×13×高さ13.8cm

２個入り

２個入り

Newカジュアルガラスドーム  ＊メーカーオリジナル箱入

ガラスキャンドルスタンド ＊白化粧箱付

メーカーオリジナルの箱入です。

白化粧箱に入れてお届けします。商品をしっかりと保護する、ハードタイプの白化粧箱に入れてお届けします。

在庫
限り

※ガラス製品の表示サイズは目安です。

　製品の特性上多少大きさが異なる場合がございます。

◆参考アレンジ

◆参考アレンジ

Glass

シルバーボールが織りなすユニークな世界。

ガラスキャンドルスタンド  41

質感豊かなガラスでお手頃価格がうれしい！

NEWカジュアルガラスドーム  41

グラスウェアフラワーを作るのに最適なグラスが新登場！

ラウンドグラス  44
チューリップグラス  44

生花にも使える一輪挿しのガラスの器が新しくラインナップ。

　 一輪挿しガラス花器シリーズ  42 - 43New

残りわずか

資材の使い方が一目瞭然!!

QRコードが付いている商品は、
初心者にも分かりやすく楽しい
動画で解説しています



43＊為替等の動向により、予告なく上代を変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。42 ※仕様は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

ML15E-C
クリア

上代：350円（税別）

ML15E-O
オーロラ

上代：500円（税別）

ML15E-B
ブルー

上代：450円（税別）
ML15E-G
グリーン

上代：450円（税別）

大輪のお花が印象的に映えるカボチャ型。

ML15G-C
クリア

上代：500円（税別）

ML15G-O
オーロラ

上代：600円（税別）

ML15H-O
オーロラ

上代：600円（税別）

ML15G-B
オーロラグレー 
上代：600円（税別）

ML15H-B
オーロラグレー 
上代：600円（税別）

ML15G-OW
オーロラブラウン
上代：600円（税別）

ML15H-OW
オーロラブラウン
上代：600円（税別）

グラスが薄くお洒落なとっくり型には、
華やかなお花を。

安定感のある山型は、お花をたくさん飾ってもバランスばっちり。

シンプルな涙型には、高さのあるお花が印象的。

ML15H-C
クリア

上代：500円（税別）コロンと可愛いなすび型に明るいお花がぴったり。

ML15C-B
ブルー

上代：450円（税別） ML15C-G
グリーン

上代：450円（税別）ML15C-C
クリア

上代：350円（税別）

ML15B-C 
クリア

上代：450円（税別）

ML15C-O
オーロラ

上代：500円（税別）

ML15B-W
ブラウン

上代：550円（税別）

ML15B-G
グリーン

上代：550円（税別）

ML15B-B
ブルー

上代：550円（税別）

ML15A-O
オーロラ

上代：550円（税別）

ML15A-B
ブルー

上代：450円（税別）

ML15A-G
グリーン

上代：450円（税別）
口が挟まったしょうゆ型は、まさに一輪挿しに最適。

◆材質：ガラス生花にも使える一輪挿しのガラスの器が新しくラインナップ。

　  一輪挿しガラス花器シリーズ  ＊個別段ボール箱入りNew

薄めのガラスをトックリのようにデザインした器。
●Ｇタイプ とっくり型　サイズ：直径（最大幅）約6.5×高さ 約12.5cm

お醤油の入れの器に似たユニークなデザイン。
●Ｅタイプ しょうゆ型　ササイズ：直径（最大幅）約6.8×高さ 約11.1cm

薄めのガラスを涙のようにドロップさせたシンプルな器。
●Ｈタイプ 涙型　サイズ：直径（最大幅）約6.8×高さ 約12.5cm

シンプルだけどなぜか欲しくなる可愛い器。

スカートが広がったような、チャーミングな器。

コロンとしたフォルムがカボチャのような可愛い器。

●Ｃタイプ なすび型　サイズ：直径（最大幅）直径 約7.2×高さ 約12cm

●Ｂタイプ 山型　サイズ：直径（最大幅）約11.8×高さ 約12.5cm

●Ａタイプ カボチャ型　サイズ：直径（最大幅） 約10.5×高さ 約8.8cm

ガラスの器が割れないよう、
個別段ボール箱に入れてお届けします。

個別段ボール入り。

＊個別段ボールイメージ



ML402  Ｍサイズ
上代：2,600円（税別）
１カートン当たり36個
サイズ：直径 約15×12cm
フタ部分：直径 約9.5×厚み0.2cm

ML403  Ｓサイズ
上代：2,800円（税別）
１カートン当たり12個
サイズ：直径 約12×14.4cm
フタ部分：直径 約9.3×厚み0.2cm

ML401  Ｓサイズ
上代：2,200円（税別）
１カートン当たり16個
サイズ：直径 約12×9cm
フタ部分：直径 約8.7×厚み0.2cm

チューリップをイメージした形のグラスです。

チューリップグラス ＊白化粧箱付

◆材質：ガラス
お客様のご要望にお応えして、グラスウェアフラワーを作るのに最適なグラスが新登場！

ラウンドグラス ＊白化粧箱付
＊アレンジしたお花を密閉にできるガラスのフタ付き。
　プリザーブドフラワーやドライフラワーを、長く保存していただけます。

＊為替等の動向により、予告なく上代を変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。44

ガラスでできた質感豊かなフタ付きのグラスです。
ガラスの奥に見えるアレンジは一層華やかに見えます。

＊この商品の特徴

しっかりとした厚みがある
カバーガラス

ラウンドグラスとチューリップグラスのご使用方法。

①フタは装着されていません。
　本体とフタを合わせるためのマークが付いています。

②アレンジをする。

③本体ガラスのフタにガラス専用
　接着剤を塗り、カバーガラスで
　フタをする。
　接着剤が乾いた後、マジックの
　マークをベンジン等で拭き取る。

◆材質：ガラス

◆参考アレンジ

※ガラス専用の接着剤は、エポキシ2液混合タイプがおすすめです。

在庫
限り

＜必ずお読みください。＞

＊為替等の動向により、予告なく上代を変更させていただく場合がございます。

＊商品仕様が予告なく変更となる場合がございます。＊カートン入数は予告なく変更となる場合がございます。

＊入荷ロットにより、色、サイズ、重さ等が多少違う場合がございます。＊カタログ掲載の商品写真と実物との色や形が多少違う場合がございます。

＊商品が予告なく在庫限りとなる場合がございます。＊在庫限り　  の商品ですでに在庫の無い商品がございます。（在庫限り）

Acrylic

かわいいハートの器は、どんな時でも人気者。何重にも重ねてかわいい小物入れに。

ハートケース  51

ハーバリウム用のアクリルアイテムが多数入荷しました! 懐かしいハートケースも復活です!

ソープディスペンサー ／ マルチスタンド ／ ソープトレイ  50 - 51

実用にもアレンジにも最適な透明感あふれるティッシュケース。

アクリルティッシュケース  49

透明感あるアクリルタイプのチェロは、アレンジ面が広くアレンジしやすいのが人気。

アクリルチェロ  49

軽やかなメロディーが聞こえてきそうな、透明感あふれるアクリル製のグランドピアノ。

アクリルピアノ  48 - 49

エレガントなフォルムに華やかなアレンジが良く似合う、大人気のハイヒール。

アクリルハイヒール  46 - 47 資材の使い方が一目瞭然!!

QRコードが付いている商品は、
初心者にも分かりやすく楽しい
動画で解説しています



１カートン当たり50個　◆材質：PET、ポリ

ML851-S
ギフト用ケース
コンパクトサイズ（台座付）

上代：850円（税別）
サイズ：14.8×11.5×高さ12.5cm
◆保護シートをはがしてお使いください。

２枚入り

※仕様は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。＊為替等の動向により、予告なく上代を変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。 4746

そのままお使いいただくことも
できますが、
贈り物にされる場合は、別売の
ギフト用ケースをお使いいだく
ことをお勧めします。　　　

三角形のクリアケースで
お届けします。

アレンジ面が広いので、より豪華で優雅な
アレンジを楽しめます。

アレンジ面が広い「アレンジスタイル」

ML850A-99
アレンジスタイル　クリア
上代：850円（税別）
１カートン当たり72個
サイズ：14×6×高さ10.5cm ※三角ケースは輸入発送用です。

　多少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。

アクリルハイヒール  ギフト用ケース（クリア）

アクリルハイヒール アレンジスタイル  ＊三角形のクリアケース入り
アレンジ面が広くて使いやすく、 豪華なアレンジが作れる「アレンジスタイル」にも注目です。

アレンジしたアクリルハイヒールがぴったり入るギフト用ケース。(アクリルハイヒール ミニにはお使いいただけません。)

ハイヒールがしっかり固定できるクリアタイプの台座が付いているので、持ち運びも安心！作品の保護にもご利用いただけます。

◆材質：アクリル◆材質：アクリル

アクリルハイヒール ミニ  ＊三角形のクリアケース入り

ML850S-99
クリア

上代：650円（税別）

ML850S-92
クリアライトピンク
上代：650円（税別）

ML850S-90
シャンパンゴールド
上代：650円（税別）

人気のアクリルハイヒールの小さいサイズのミニタイプです。

通常サイズとの比較

通常サイズと並べると、可愛さが引き立つミニサイズの
ハイヒールが新登場！
小さいサイズのローズやリボンでアレンジすればキュート
な作品が出来上がります。

１カートン当たり120個／サイズ：9.7×4.3×高さ7.4cmアクリルハイヒール  ＊三角形のクリアケース入り
エレガントなフォルムに華やかなアレンジが良く似合う、大人気のハイヒール。

１カートン当たり72個／サイズ：14×6×高さ10.5cm

ML850-99
クリア

上代：850円（税別）

ML850-92
クリアライトピンク
上代：850円（税別）

ML851
ギフト用ケース（台座付）

上代：900円（税別）
サイズ：15.8×12.4×高さ15.3cm
◆保護シートをはがしてお使いください。

２枚入り

◆材質：アクリル

※商品にアレンジは含まれません。 ※商品にアレンジは含まれません。

一回り小さい「コンパクトサイズ」はハイヒールの大きさにピッタリフィットするサイズです。小さめなので持ち運びにも便利！お好みに合わせてケースをお選びください。◆参考アレンジ

スマートフォンだけでなく、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。

スマートフォン立てとしても
お使いいただけます。

◆使用イメージ

ML850-76
クリアグリーン
上代：850円（税別）

ML850-82
クリアライトブルー
上代：850円（税別）

ML850-90
シャンパンゴールド
上代：850円（税別）

アクリル製品について
アクリル製品には製造上,、接合線と型から
抜いた際に残るへそ（バリ）が必ず残ります。
たまに目立つ物がありますが、傷ではありま
せんのでご理解ください。
また、アクリルの耐熱温度は約70℃前後です。
80度になると溶けますのでご注意ください。

バリ

接合部



ML789-99
クリア
上代：750円（税別）

ML789-92
クリアライトピンク
上代：750円（税別）

ML789-90
シャンパンゴールド
上代：750円（税別）

ML789-82
クリアライトブルー
上代：750円（税別）

※仕様は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。＊為替等の動向により、予告なく上代を変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。 4948

アクリルティッシュケース
実用にもアレンジにも最適な透明感あふれるティッシュケース

◆材質：アクリルアレンジがしやすく、華やかなアレンジが作れる、フタなしタイプのピアノが登場。◆材質：アクリル軽やかなメロディが聞こえてきそうな、透明感あふれるアクリル製のグランドピアノ。

１カートン当たり48個／サイズ：12×15.2×高さ6.6cm（フタオープン時）高さ14.8cm １カートン当たり48個／サイズ：12×15.2×高さ6.4cm

ML800-99
クリア

上代：1,500円（税別）

ML800-92
クリアライトピンク
上代：1,500円（税別）

◆材質：PET、ポリ

蓋の開いたアクリルピアノがぴったり入るクリアケース。
アレンジしたピアノをギフトにする場合には欠かせません。作品の保護にも
ご利用いただけます。

アクリルピアノ  ギフト用ケース（クリア）
◆材質：アクリル作品全体がよく見えるクリアケースです！

ML822
ギフト用ケース（台座付）

上代：900円（税別）
１カートン当たり50個
サイズ：12.4×15.8×高さ15.3cm
◆保護シートをはがしてお使いください。

２枚入り

つっかえ棒は、写真の２ヶ所をアクリル溶接材で留めて固定して
ください。また、つっかえ棒を内部に収納することにより、フタ付
の小物入れとしてご利用いただけます。

ケース内に収められたつっかえ棒を立てることにより
フタを開けてアレンジすることができます。

ピアノの大屋根（フタ）はつっかえ棒で支えます。

つっかえ棒

ML782-99
上代：1,600円（税別）
１カートン当たり24個／サイズ：26.5×14.7×高さ7.3cm

ML800A-99
クリア
上代：1,000円（税別）

◆使用イメージ

※商品にアレンジは含まれません。

◆材質：アクリル透明感が魅力のアクリルタイプのチェロ。新たに３色仲間に加わりました。

商品をしっかりと保護する、クリアケースに
入れてお届けします。

クリアケースに入れてお届けします。

アクリルピアノ アレンジスタイル　＊白化粧箱入り

アクリルチェロ  ＊クリアケース入り

アクリルピアノ　＊白化粧箱入り

ML800-01
ホワイト

上代：1,500円（税別）

１カートン当たり100個／サイズ：18.5×8.5×高さ2.4cm

＊クリアケース入イメージ

商品をしっかりと保護する、ハードタイプの白化粧箱に入れて
お届けします。

アクリルピアノ、アクリルピアノアレンジスタイルは
白化粧箱に入れてお届けします。

◆参考アレンジ

アクリル製品について
アクリル製品には製造上,、接合線と型から抜いた際に残るへそ（バリ）が必ず残ります。
たまに目立つ物がありますが、傷ではありませんのでご理解ください。
また、アクリルの耐熱温度は約70℃前後です。
80度になると溶けますのでご注意ください。

バリ

接合部

アクリルピアノの蓋をはずすことで
大輪のローズを使った大胆なアレンジが
可能になりました。是非、挑戦してみて! !

フタなしタイプのアレンジスタイル

MLC919-S
アンティークフレーム長方形Ｓ
クリアケース

上代：580円（税別）
サイズ：14.1×20.1×高さ6.5cm
◆保護シートをはがしてお使いください。

２枚入り

アレンジしたアクリルチェロを
収めるのにぴったり！

ML800-30
ブラック

上代：1,500円（税別）



ML033S-99
ハートケース（積み重ね用）フタなし

上代：350円（税別）
１カートン当たり100個
サイズ：8×7×高さ2cm

ML033L-99
ハートケース（積み重ね用）フタなし

上代：520円（税別）
１カートン当たり50個

サイズ：11×10×高さ3.3cm

◆ふた付きイメージ

ML032S-99
フタ付きハートケース小
上代：500円（税別）
１カートン当たり96個
サイズ：8×7×高さ3cm

※仕様は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。＊為替等の動向により、予告なく上代を変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。 5150

ML028-99　上代：1,600円（税別）

 ML027-99　上代：2,400円（税別）

◆材質：アクリル小物入れとして便利なハートケース。蓋なしタイプもあるので何段も重ねることが出来ます。

１カートン当たり120個／サイズ：9.7×4.3×高さ7.4cm

◆材質：アクリル

◆材質：アクリルディペンサー部分を外し、歯ブラシ立てやペン立てなどいろいろ使える便利なスタンドに!

１カートン当たり48個／サイズ：直径8.5×高さ11cm

◆材質：アクリル 石鹸を置くのがもったいない、美しいハーバリウムアレンジが作れるソープトレイ。

１カートン当たり100個／サイズ：9.5×13.5×高さ3.8cm

オリジナルのハーバーリウムアレンジが楽しめるソープディスペンサーが遂に登場!!

１カートン当たり36個／サイズ：直径8.5×高さ19.5cm（ディスペンサー部分含む）

オイル容量：約180ml
アクリルの耐熱温度：70℃前後、80℃で溶けます。
※キャンドル等の使用は不可

オイル容量：約180ml
アクリルの耐熱温度：70℃前後、80℃で溶けます。
※キャンドル等の使用は不可

底を最後に接着する画期的な方法で、
悩みのオイル漏れをほぼ解決！

＊以下の付属品がセットされています。

◆参考アレンジ

＊以下の付属品がセットされています。
◆ふた付きイメージ

●Ｓサイズ

●Ｌサイズ

◆参考アレンジ

◆参考アレンジ

オイル容量：約125ml
アクリルの耐熱温度：70℃前後、80℃で溶けます。
※キャンドル等の使用は不可

＊以下の付属品がセットされています。

ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。 

ML029-99　上代：1,200円（税別）

ML032L-99
フタ付きハートケース大
上代：680円（税別）
１カートン当たり48個

サイズ：11×10×高さ4.3cm

◆積み重ねきイメージ

◆積み重ねきイメージ透明感ばっちりのアクリル製ディスペンサーが登場! !
透明感が自慢の、アクリルのハーバリウム用
ディスペンサーです。
オイル漏れしないディスペンサーに極限まで
こだわって、完成した商品。
紆余曲折の末、底を最後に接着することにより、
今まで悩みだったオイル漏れを解決!
最後に注射器の針でオイルを足せば、隅々まで
オイルの入った美しいハーバリウムアレンジが
完成します。 
（ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みください。）

何段にも重ねられる便利なハートケース     
小物やアクセサリーを整理するのに便利なサイズのハートケース。
ケースを重ねられるようにフタなしもご用意。
一番上にアレンジを、その下に小物をいれるなど、
使い方のアレンジも自由自在です。

9.5cm

5.5cm

◆参考アレンジ

◆参考アレンジ

ハーバリウム用ソープディスペンサー ハーバリウム用ソープトレイ

ハーバリウム用マルチスタンド

ハートケース

オイル漏れを極力無くした
オリジナルスタイルルスタイル



Ceramics（陶器）

小さなアレンジが人気の中、身の回りにある何気ない器が再登場！

　 リバイバル キッチンシリーズ ／ ショートケーキ  55

アレンジを贈るのに最適！ 豊富なサイズを揃えました。

陶器用クリアケース  58

出産のお祝やお誕生日の贈り物にイチオシ！

ベビーシューズ  57

かわいい動物の陶器シリーズ。

森の仲間シリーズ  57

アレンジによって使い分けできる、陶器のバリエーションに注目！

アレンジスタイル（ポットシリーズ）56

素朴でナチュラルな雰囲気が魅力の新しい陶器。

カントリーシリーズ  56

バリエーション豊かなカップを取りそろえました。お供えにも使えるブラックも大人気！

アレンジカップシリーズ  53 - 54

New

在庫
限り

＜必ずお読みください。＞

＊為替等の動向により、予告なく上代を変更させていただく場合がございます。

＊商品仕様が予告なく変更となる場合がございます。＊カートン入数は予告なく変更となる場合がございます。

＊入荷ロットにより、色、サイズ、重さ等が多少違う場合がございます。＊カタログ掲載の商品写真と実物との色や形が多少違う場合がございます。

＊商品が予告なく在庫限りとなる場合がございます。＊在庫限り　  の商品ですでに在庫の無い商品がございます。（在庫限り）

アレンジカップシリーズ

ML598-01
ボルケーナ

上代：750円（税別）
１カートン当たり24個

サイズ：8.5×8.3×高さ9.2cm

ML597-01
エレガンス

上代：680円（税別）
１カートン当たり24個

サイズ：直径9.2×高さ11cm

ML595-01
ダミエＬ

上代：650円（税別）
１カートン当たり24個

サイズ：8×7.8×高さ11.3cm

ML593-01
ダミエＳ

上代：450円（税別）
１カートン当たり36個

サイズ：8.3×8.3×高さ8cm

ML593-30
ダミエＳ

上代：450円（税別）
１カートン当たり36個

サイズ：8.3×8.3×高さ8cm

ML591-01
クローバー

上代：420円（税別）
１カートン当たり48個

サイズ：8.3×8.3×高さ7.2cm

ML594-01
ストリームＳ

上代：450円（税別）
１カートン当たり36個

サイズ：8.9×8.9×高さ8.6cm

ホワイトカップにブラックバージョン登場！仏花のアレンジなどに重宝です。

ML596-01
ストリームＬ

上代：650円（税別）
１カートン当たり24個

サイズ：9×8.8×高さ11.8cm

ML541-30
ブラックスリムポット
上代：750円（税別）
１カートン当たり48個

サイズ：直径7×高さ12cm

ML599-01
リボンポット

上代：700円（税別）
１カートン当たり24個

サイズ：直径10×高さ9cm

◆材質：陶器

ML592-01
スクエア

上代：420円（税別）
１カートン当たり36個

サイズ：8.5×8.5×高さ7cm

※アレンジ後はP.58掲載のクリアケースに入れて贈られる事をおすすめします。
　多数のサイズをご用意していますので、作品にぴったりのサイズを見つけてください。

※仕様は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。53

New

資材の使い方が一目瞭然!!

QRコードが付いている商品は、
初心者にも分かりやすく楽しい
動画で解説しています



※仕様は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。55

杯型ポット ＊茶箱入
◆材質：陶器

◆材質：陶器以前大人気だったキッチンシリーズが戻ってきました。かわいいアレンジを！

※アレンジ後はP.58掲載のクリアケースに入れて贈られる事をおすすめします。
　多数のサイズをご用意していますので、作品にぴったりのサイズを見つけてください。

◆材質：陶器かわいいお花でデコレーションした美味しそうなケーキを作ってみませんか？

※アレンジ後はP.58掲載のクリアケースに入れて贈られる事をおすすめします。
　多数のサイズをご用意していますので、作品にぴったりのサイズを見つけてください。

◆材質：陶器

アレンジスタイルとは違った使い方ができる
陶器がバラエティ豊かに再登場。

ML697-S　杯型ポットＳ
上代：580円（税別）
１カートン当たり64個

サイズ：直径7.6×高さ8.1cm

アレンジカップシリーズ
プリにもソープにも、お供えにも使えるマルチでシンプルな器が新登場！

※アレンジ後はP.58掲載のクリアケースに入れて贈られる事をおすすめします。
　多数のサイズをご用意していますので、作品にぴったりのサイズを見つけてください。

※アレンジ後はP.58掲載のクリアケースに入れて贈られる事をおすすめします。
　多数のサイズをご用意していますので、作品にぴったりのサイズを見つけてください。

＊為替等の動向により、予告なく上代を変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。54

お花のデコレーションケーキはパーティーなどで注目間違いなし!!

ケーキを６～８個並べればラウンドケーキに!!

ML544-01
コーヒーカップ ホワイト
上代：380円（税別）
サイズ：直径6×高さ5.1cm

２個入り

ML545-01
ミニココット ホワイト
上代：680円（税別）サイズ：直径6.4×高さ3.8cm

４個入り

ML543-01
取手付きスイーツカップ ホワイト
上代：480円（税別）
サイズ：直径7.5×高さ3.4cm／取手1cm

２個入り

◆参考アレンジ

◆参考アレンジ

New

ML546-01
ショートケーキ Ｓサイズ ホワイト
上代：680円（税別）サイズ：8×6.2×高さ3.7cm

２個入り

ML534-01
カジュアルポット ホワイト
上代：580円（税別）
１カートン当たり48個

サイズ：直径8.8×高さ10cm

ML534-30
カジュアルポット ブラック
上代：580円（税別）
１カートン当たり48個

サイズ：直径8.8×高さ10cm

ML537-93
スクラッチポット ラウンド

シルバー
上代：500円（税別）
１カートン当たり48個

サイズ：直径7.3×高さ6.5cm

ML583-93
スクラッチポット スクエア

シルバー
上代：500円（税別）
１カートン当たり48個

サイズ：6.2×6.2×高さ6.5cm

ML535-01
ラウンドポット ホワイト
上代：460円（税別）
１カートン当たり48個

サイズ：直径9×高さ5.8cm

ML535-30
ラウンドポット ブラック
上代：460円（税別）
１カートン当たり48個

サイズ：直径9×高さ5.8cm

ML536-30
プランターポット
上代：580円（税別）
１カートン当たり48個

サイズ：10.2×6.8×高さ6.5cm
（中底が少しふくらんでいます）

ML542-30　杯型ポットＬ
上代：980円（税別）
１カートン当たり64個

サイズ：直径10×高さ13cm

ML697-M　杯型ポットＭ
上代：680円（税別）
１カートン当たり36個

サイズ：直径8×高さ11.9cm

ちょっとした贈り物や初めてのアレンジにも最適!

小ぶりのアレンジが人気!

　  リバイバル キッチンシリーズNew

　  ショートケーキNew



※仕様は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。＊為替等の動向により、予告なく上代を変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。 5756

◆材質：陶器

◆材質：陶器

アレンジスタイル〈ポットシリーズ〉

アレンジ面に付属のアレンジアシストを貼っていただければ、
メリハリのある美しいアレンジが出来上がります。
アレンジアシストは４種類（別売 P.76）
ご用意しています。
アレンジに合わせてご利用ください。

Hint! アレンジに高さを出したいときは…。

②縁が高くなっているので、
　スッキリと見えます。

①アレンジ面と器の縁が自然につながっているので、
　下が見えても違和感がありません。

アレンジに立体感を出すのに便利な、
アレンジアシスト付。（写真は配置例）

● アレンジスタイル　アレンジに最適な画期的な陶器！
●実用新案登録

●経費削減…………フォームを使う必要がありません。

●手間いらず………アレンジ面に直付けできるのでワイヤリングの必要が
　　　　　　　　　ありません。

●自然な仕上がり…アレンジ面が陶器なので、陶器面が見えても違和感が
　　　　　　　　　なく、あじさいやリーフをたくさん貼り付ける必要がありません。

ミレニアムアート・オリジナルの画期的な陶器です。お勧め３つのポイントは…

ML624A-Ｓ
ハートボウル アレンジスタイルＳ
＊アレンジアシストSS付
上代：380円（税別）
１カートン当たり60個

サイズ：8.2×7.5×高さ4.5cm

ML618A-01
ローズデコカップ アレンジスタイル

＊アレンジアシストＳ付
上代：450円（税別）
１カートン当たり60個
サイズ：直径7.3×高さ6.6cm

ML624A-M
ハートボウル アレンジスタイルＭ
＊アレンジアシストＳ付
上代：520円（税別）
１カートン当たり48個

サイズ：10×10×高さ5cm

カントリーシリーズ

ML564-01　オーバルポット
上代：780円（税別）

サイズ：18×8.5×高さ7cm

ML565-01　フォークロアポット
上代：780円（税別）

サイズ：18.3×9.3×高さ8cm

ML566-01　ガーデンポット
上代：780円（税別）

サイズ：直径10×高さ10cm

アンティークで素朴なフォルムがアレンジの幅を広げるカントリーシリーズ。

ML617A-M
NEWハートポット アレンジスタイルＭ

＊アレンジアシストＳ付
上代：540円（税別）
１カートン当たり48個
サイズ：10×9×高さ8cm

ML617A-Ｓ
NEWハートポット アレンジスタイルＳ

＊アレンジアシストSS付
上代：420円（税別）
１カートン当たり48個

サイズ：7.3×7×高さ6.8cm

※アレンジ後はP.58掲載のクリアケースに入れて贈られる事をおすすめします。
　多数のサイズをご用意していますので、作品にぴったりのサイズを見つけてください。

※アレンジ後はP.58掲載のクリアケースに入れて贈られる事をおすすめします。
　多数のサイズをご用意していますので、作品にぴったりのサイズを見つけてください。

作品全体がよく見えるクリアケースです！

森の仲間 ギフト用ケース（クリア）

表情豊かなウサギやクマなど、かわいくて温かい白い陶器が勢ぞろい。

森の仲間シリーズ ※ケース番号は、下段にある 森の仲間 ギフト用ケース（クリア）の番号に対応しています。

ML785B-01　森の仲間 くまＢ
上代：580円（税別）
１カートン当たり36個
サイズ：9.3×6.5×6.8cm

ケース①

ML785A-01　森の仲間 くまＡ
上代：580円（税別）
１カートン当たり36個
サイズ：9.5×6×6.7cm

ケース①

ML786F-01　NEWうさぎＦ
上代：490円（税別）
１カートン当たり48個

サイズ：約6.2×8.8×高さ8.8cm
ケース①

ML770A-01　森のうさぎ
上代：490円（税別）
１カートン当たり72個

サイズ：約8×5×高さ7.5cm
ケース①

ML772A-01　森の小鳥Ａ
上代：680円（税別）
１カートン当たり72個

サイズ：約11×8.3×高さ6.5cm
ケース②

◆材質：陶器

◆材質：PET、ポリ

MLC7700-M　※台座は付いておりません。
②ギフト用ケース Ｍ　　　　　上代：650円（税別）
　１カートン当たり50個／サイズ：15.8×12.3×9cm 厚さ0.4mm
　◆保護シートをはがしてお使いください。

２個入り

MLC7700-S　※台座は付いておりません。
①ギフト用ケース Ｓ　　　　　上代：600円（税別）
　１カートン当たり50個／サイズ：13.2×8.4×10cm 厚さ0.4mm
　◆保護シートをはがしてお使いください。

２個入り

＊写真は①ギフト用ケース Ｓ

森の仲間シリーズがぴったり入るクリアケース。
森の仲間シリーズのアレンジをギフトにする場合には欠かせません。
作品の保護にもご利用いただけます。

出産のお祝やお誕生日の贈り物にイチオシ！レジン製の愛らしいベビーシューズ。

ベビーシューズ サイズ：（片足）8.0×4.5×高さ4.5cm

◆材質：レジン

ML730-01
ホワイト（レジン）
上代：1,300円（税別）１カートン当たり48セット

一足（2個）ML730-01
ホワイト（陶器）
上代：800円（税別）１カートン当たり48セット

ML730-24
ライトピンク（レジン）
上代：1,300円（税別）１カートン当たり48セット

一足（2個）

アシストはしっかりと
シューズに接着してください。

一足（2個）

両足にアシスト用のカップが付いています。
アシストをシューズに固定すれば、高さのないお花でも美しくアレンジ
することができます。

アレンジの幅が広がるアシスト付！

小さなお花はアシストにアレンジ、大きなお花は
直接シューズに接着。※商品にアレンジは含まれません。

グルーでお花を直接つけることができます。

商品ががぴったり入るクリアケース。
作品の保護にもご利用いただけます。

ベビーシューズ  ギフト用ケース（クリア）
◆材質：PET、ポリ

ML721
ベビーシューズギフト用ケース（台座付）　　　　
　　　　上代：900円（税別）
１カートン当たり24セット
サイズ：16×14×高さ10cm
◆保護シートをはがしてお使いください。

２個入り



＊為替等の動向により、予告なく上代を変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。58

制作したアレンジを贈ったり、飾ったりするのに便利なクリアケース。作品の大きさによってサイズお選びください。

陶器用クリアケース ◆保護シートをはがしてお使いください。

◆材質：PET、ポリ

MLC16　　　　上代：300円（税別）サイズ：16×16cm
MLC13　　　　上代：250円（税別）サイズ：13×13cm
MLC12　　　　上代：180円（税別）サイズ：12×12cm

シルバーの台紙を入れるとアレンジがスタイリッシュに見えます。

シルバー台紙 ◆材質：紙

２枚入り

２枚入り

２枚入り

横入れ

MLC12×12×14
12号－14 横入れ 
上代：730円（税別）サイズ：12×12×高さ14cm 厚さ0.4mm

２個入り

MLC12×12×12
12号－12 横入れ 
上代：680円（税別）サイズ：12×12×高さ12cm 厚さ0.4mm

２個入り

横入れ台紙なし

＊クリアケースイメージ写真
　商品にアレンジは含まれません。

MLC11×11×16
11号－16 横入れ 
上代：730円（税別）サイズ：11×11×高さ16cm 厚さ0.4mm

２個入り

MLC11×11×12
11号－12 横入れ　 　　　
上代：500円（税別）サイズ：11×11×高さ12cm 厚さ0.3mm

２個入り

MLC10×10×14
10号－14 横入れ 
上代：680円（税別）サイズ：10×10×高さ14cm 厚さ0.4mm

２個入り

MLC10×10×10
10号－10 横入れ　 　　　
上代：450円（税別）サイズ：10×10×高さ10cm 厚さ0.3mm

２個入り

※商品に陶器は含まれません。

●クリアケースイメージ写真●クリアケースイメージ写真

MLC11×11×22
11号－22 横入れ（器を押さえるシート付き）　
上代：780円（税別）サイズ：11×11×高さ22cm 厚さ0.5mm

２個入り

MLC16×16×23
16号－23 上入れ　
上代：1,350円（税別）サイズ：16×16×高さ23cm 厚さ0.5mm

２個入り

MLC15×15×23
15号－23 上入れ　
上代：1,250円（税別）サイズ：15×15×高さ23cm 厚さ0.5mm

２個入り

MLC14×14×20N
14号－20 上入れ　
上代：1,100円（税別）サイズ：14×14×高さ20cm 厚さ0.5mm

２個入り

MLC19×19×19　
19号－19 横入れ 
上代：1,300円（税別）サイズ：19×19×高さ19cm 厚さ0.5mm

２個入り

MLC16×16×17　
16号－17 横入れ 
上代：1,250円（税別）サイズ：16×16×高さ17cm 厚さ0.5mm

２個入り

MLC14×14×23
14号－23 横入れ  
上代：1,500円（税別）サイズ：14×14×高さ23cm 厚さ0.4mm

２枚入り

MLC14×14×16
14号－16 横入れ  
上代：900円（税別）サイズ：14×14×高さ16cm 厚さ0.4mm

２個入り

MLC13×13×15
13号－15 横入れ 
上代：900円（税別）サイズ：13×13×高さ15cm 厚さ0.4mm

２個入り

シルバーの台紙を入れると
アレンジが豪華に見えます。

※アレンジを贈る時、保護する時に便利なクリアケース。
透明度抜群のクリアケースですので、ケースに入れてもアレンジを
　美しくご覧いただけます。
※ケースには保護シールが貼ってありますので、必ず剥がしてご使用
　ください。
※ケースサイズは多数取りそろえております。アレンジに合わせてお好きな
　サイズをお選びください。
※横入れのクリアケースは、アレンジをケースに入れる時に作品を傷めず
　スムーズに入れる事が出来ます。
※ご利用にあたっては、花器をクリアケースの内側の底に強力な両面
　テープ等でしっかりと固定してください。
（本カタログP.67掲載の両面テープ等のご使用をお勧めします。）   

上入れ

＊シルバー台紙を使用したイメージ写真
　商品にアレンジは含まれません。

Dome

透明度抜群のラウンドドームは、360度どこからでもアレンジをお楽しみいただけます。

ラウンドドーム ／ オルゴールドーム（ラウンド） 61

アレンジをより美しく見せてくれる透明感がきわだつドーム。

オーバルドーム  60

在庫
限り

＜必ずお読みください。＞

＊為替等の動向により、予告なく上代を変更させていただく場合がございます。

＊商品仕様が予告なく変更となる場合がございます。＊カートン入数は予告なく変更となる場合がございます。

＊入荷ロットにより、色、サイズ、重さ等が多少違う場合がございます。＊カタログ掲載の商品写真と実物との色や形が多少違う場合がございます。

＊商品が予告なく在庫限りとなる場合がございます。＊在庫限り　  の商品ですでに在庫の無い商品がございます。（在庫限り）

資材の使い方が一目瞭然!!

QRコードが付いている商品は、
初心者にも分かりやすく楽しい
動画で解説しています
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オーバルドーム　＊白化粧箱付　＊アレンジアシストMサイズ １個付き
アレンジをより美しく見せてくれる透明感がきわだつドーム。

ML805
上代：300円（税別）サイズ：19.4×13.4cm
◆保護シートをはがしてお使いください。

アレンジをさらに華やかに魅せるミラー

オーバルドーム用ミラー（ガラス製）

オーバルドームは、贈り物に最適な
ハードタイプの白化粧箱に入れて
お届けします。
アレンジをそのまま箱に戻すだけで
素敵な贈り物が完成です。

縦長でも横長でも壁に掛けていただけるように、
吊り下げ穴が２カ所付いています。

アレンジした後、ギフトBOXを
探すのは結構手間なもの。

置物としても壁掛けとしても飾っていただけます。

●背面

〈壁掛け対応〉

別売のミラーをご用意しています。アレンジが写りこんでより豪華にボリューム
アップします。お好みでご利用ください。
（オーバルドームのクリアミラーには、あらかじめミラーが付いています。）

ML803-01　ホワイト
上代： 1,600円（税別）

ML803-32　オークレッド
上代：1,600円（税別）

１カートン当たり12個／サイズ：22×16×高さ9.5cm　◆材質：プラスチック

◆材質：ガラス

◆参考アレンジ

60

透明度抜群のラウンドドームは、360度どこからでもアレンジをお楽しみいただけます。

●オルゴールドーム

ML890-99  JASRAC許諾番号 M-0960002
オルゴールドーム（ラウンド）星に願いを

＊白化粧箱付（4方向窓付き）
上代：2,500円（税別）
１カートン当たり18個

サイズ：直径19×高さ17cm　曲／星に願いを

●Ｌサイズ●ＭSサイズ

ML885-99
ラウンドドーム　MSサイズ　クリア
＊白化粧箱付（ソフトケース）
上代： 1,000円（税別）
１カートン当たり18個

サイズ：直径13×高さ12.5cm

ML883-99
NEWラウンドドーム  Ｌサイズ  クリア
＊白化粧箱付（4方向窓付き）
上代：2,000円（税別）
１カートン当たり18個

サイズ：直径19×高さ17cm

あらかじめめ取り付けられている中央のアシストは取り外しが可能です。
付属の円形プレートを張り付けていただければ、フラットな状態でもお使いいただけます。

NEWラウンドドームの裏ワザ！

付属の円形プレートを
張り付けています。

☆アシストなし（高さのあるお花を使う場合）
　アシストを外して付属のプレートを張り付けた状態。ミラーはML889を
　ご利用ください。

アシストを取り付けて
います。

★アシストあり（小さいお花で高さを出す場合）
　お買い求めいただいた時はこの状態です。ミラーはML899をご利用
　ください。

アシスト円形プレート

●底面

美しいメロディがアレンジを優しく彩る
オルゴールドーム（ラウンド）。
アレンジ面中央のアシストの中に、小型の
オルゴールをコンパクトに収めました。
底面にねじまきが付いているので、簡単に
メロディをお楽しみいただけます。

美しいメロディをアレンジと共に…

※商品にアレンジは含まれません。

アシストの周りにリボンを巻くような
アレンジも可能です。

＊アレンジ例

◆材質：プラスチック

ML881
上代：450円（税別）
サイズ：19×19×高さ17cm

NEWラウンドドームＬサイズ
オルゴールドーム（ラウンド）
に対応

ML797-99
上代：150円（税別）
サイズ：直径6.5×高さ3.5cm

アレンジをさらに高さを出すのに便利

ラウンドドーム用アレンジアシスト

４方向窓付白化粧箱

ML899
上代：350円（税別）サイズ：直径16.4cm
◆保護シートをはがしてお使いください。

オルゴールドーム 、
NEWラウンドドームＬサイズに対応

オルゴールドーム（ラウンド）用ミラー（ガラス製）

２枚入り

◆材質：紙

◆材質：プラスチック ◆材質：ガラス

在庫
限り

ラウンドドーム／オルゴールドーム（ラウンド）　＊白化粧箱付

Ｌサイズは、箱の外からでも美しいアレンジが見える窓のある専用化粧箱に
入れてお届けします。MSサイズは、滑らかな手触りのソフトケースに入れて
お届けします。
どのサイズもアレンジをそのまま箱に戻すだけで素敵な贈り物の完成です。

外からアレンジが覗ける専用窓付化粧箱



在庫
限り

＜必ずお読みください。＞

＊為替等の動向により、予告なく上代を変更させていただく場合がございます。

＊商品仕様が予告なく変更となる場合がございます。＊カートン入数は予告なく変更となる場合がございます。

＊入荷ロットにより、色、サイズ、重さ等が多少違う場合がございます。＊カタログ掲載の商品写真と実物との色や形が多少違う場合がございます。

＊商品が予告なく在庫限りとなる場合がございます。＊在庫限り　  の商品ですでに在庫の無い商品がございます。（在庫限り）

Box Materials

ふたをしたままでも中のアレンジが見える窓付きボックス。

窓付カラフルラウンドボックス  65

ボックスのアレンジ用に最適

発砲スチロール  68

窓付きボックスに長方形タイプ。お供えアレンジにもぴったり。

窓付長方形ボックス  67

爽やかなエメラルドグリーンロマンチックなラウンドボックス。

リボンボックスラウンド  67

フタが無いことで、かえって自由なアレンジをイメージできる新しいボックス。

　 グレースボックスラウンド（フタ無し）  64New

高級感溢れる３色のボックスにスタイリッシュなゴールドの文字。

　 グレースボックス  63 - 64New

　  グレースボックス
スタイリッシュなゴールドの文字が印象的なグレースボックスに、情熱の赤と光沢の白が加わりました。 ◆材質：紙、PET

※仕様は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。63

◆参考アレンジ

ML564-L
正方形 Lサイズ　ブラック

New

ML564-M
正方形 Mサイズ　ブラック

ML548-M
正方形 Mサイズ　レッド

●Ｍサイズ　上代：1,200円（税別）サイズ：21.5×21.5×11.8cm（フタを閉じた場合）サイズ：22×22×12cm

ML547-M
正方形 Mサイズ　パールホワイト

●Ｌサイズ　上代：2,000円（税別）※Ｌサイズはブラックのみとなります。
サイズ：25.5×25.5×12.8cm（フタを閉じた場合）サイズ：26×26×13cm

NewNew

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。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

蓋を開ける瞬間の楽しみを最高に高める演出です。
特別なアレンジに、特別な贈り物に最適なボックスです。
正方形は、L・M・S・SSサイズ。用途に合わせてお選びください。

ステッチ柄が新鮮な窓付きボックス

窓付きステッチボックスラウンド  66
窓付きステッチボックススクエア  66

資材の使い方が一目瞭然!!

QRコードが付いている商品は、
初心者にも分かりやすく楽しい
動画で解説しています
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フタに窓が付いているので、フタを閉めたままでも美しいアレンジを
お楽しみいただけます。

フタを閉めたままでもアレンジが楽しめる窓付きボックス。

◆参考アレンジ

カラフルな色合いのラウンドボックスに窓付きが登場！

窓付カラフルラウンドボックス　◆保護シートをはがしてお使いください。

◆材質：紙、PET

ML560P-L
ピンク

ML561V-L
アイボリー

●Ｌサイズ　上代：880円（税別）
　  サイズ：直径15.5×8.2cm（フタを閉じた場合）直径16×8.6cm

ML560P-S
ピンク

ML561V-S
アイボリー

●Ｓサイズ　上代：580円（税別）
　  サイズ：直径10.5×6.8cm（フタを閉じた場合）直径11×7.2cm

ML560P-M
ピンク

ML561V-M
アイボリー

●Ｍサイズ　上代：680円（税別）
　 サイズ：直径12×7.8cm（フタを閉じた場合）直径12.5×8.1cm

ML664-38
ピンク

ML664-07
オレンジ

ML664-49
アイボリー

●２Ｌサイズ　上代：1,000円（税別）　サイズ：直径17.2×9.2cm（フタを閉じた場合）直径18.5×9.7cm

ML698-49
アイボリー●ＳSサイズ　上代：700円（税別）サイズ：15.2×15.2×18.8cm（フタを閉じた場合）サイズ：16×16×8.8cm

●Ｓサイズ　上代：900円（税別）サイズ：17.5×17.5×10.8cm（フタを閉じた場合）サイズ：18×18×11cm

●３Ｌサイズ　上代：1,200円（税別）　
　  サイズ：直径20.5×10.8cm（フタを閉じた場合）直径21×11cm

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。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

　  グレースボックスラウンド（フタ無し）
フタが無いことで、かえって自由なアレンジをイメージできる新しいボックス。 ◆材質：紙、PET

ML548-S
正方形 Sサイズ　レッド

ML547-S
正方形 Sサイズ　パールホワイト

ML564-S
正方形 Sサイズ　ブラック

ML548-SS
正方形 SSサイズ　レッド

ML547-SS
正方形 SSサイズ　パールホワイト

ML564-SS
正方形 SSサイズ　ブラック　

New New

New New

New

●Ｓサイズ　上代：350円（税別）
　サイズ：直径10×7cm

ML549-WS
ラウンド Sサイズ
パールホワイト

ML549-BS
ラウンド Sサイズ
ブラック

●Ｍサイズ　上代：400円（税別）
　サイズ：直径12×8cm

ML549-WM
ラウンド Mサイズ
パールホワイト

ML549-BM
ラウンド Mサイズ
ブラック

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。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

ありがとう
ございまし

た。
礼御売完



※仕様は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。67

アレンジの幅が広がる新鮮なステッチ柄のラウンドタイプのボックス。

窓付きステッチボックス ラウンド　◆保護シートをはがしてお使いください。

◆材質：紙、PET

ML562L-43
グレー

ML562L-42
フレッシュグリーン

●Ｌサイズ　上代：800円（税別）
　  サイズ：直径15.5×8.3cm（フタを閉じた場合）直径16×8.6cm

ML563M-43
グレー

ML563M-42
フレッシュグリーン

ML562XL-43
グレー

ML562XL-42
フレッシュグリーン

●２Ｌサイズ　上代：900円（税別）　サイズ：直径18×9.3cm（フタを閉じた場合）直径18.5×9.6cm

上品なステッチ柄のスクエアタイプのボックス。

窓付きステッチボックス スクエア　◆保護シートをはがしてお使いください。

◆材質：紙、PET

フタに窓が付いているので、フタを閉めたままでも美しいアレンジを
お楽しみいただけます。

フタを閉めたままでもアレンジが楽しめる窓付きボックス。

ML563S-43
グレー

ML563S-42
フレッシュグリーン

●Ｓサイズ　上代：700円（税別）
　  サイズ：13.5×13.5×7.4cm（フタを閉じた場合）14×14×7.6cm

●Ｍサイズ　上代：800円（税別）  サイズ：16×16×8.3cm（フタを閉じた場合）16.5×16.5×8.5cm

フタに窓が付いているので、フタを閉めたままでも美しいアレンジを
お楽しみいただけます。

フタを閉めたままでもアレンジが楽しめる窓付きボックス。

新鮮なステッチ柄

新鮮なステッチ柄

ありがとう
ございまし

た。
礼御売完

リボンボックス ラウンド（発泡付）
◆材質：紙、PET

爽やかなエメラルドグリーンのボックスにシンプルにリボンをかけた、ロマンチックなラウンドボックス。
そのままプレゼントにお使いいただける便利なボックスです。

そのままプレゼントにお使いいただける。

爽やかなエメラルドグリーンのボックスにシンプルにリボンをかけた、ロマンチックなラウンドボックス。 ◆材質：紙、PET

ML539-2L
グリーン

●２Ｌサイズ　上代：1,000円（税別）
　  サイズ：直径17.2×9.2cm（フタを閉じた場合）直径18.5×9.7cm

ML539-3L
グリーン

●３Ｌサイズ　上代：1,200円（税別）　
　  サイズ：直径20.5×10.8cm（フタを閉じた場合）直径21×11cm

中に発泡が
セットされていて
使いやすい!!

＊為替等の動向により、予告なく上代を変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。66

窓付長方形ボックス
窓付きボックスに長方形タイプ。お供えアレンジにもぴったり。 ◆材質：紙

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。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

◆参考アレンジ

ML559-M
Ｍサイズ　ブラック

ML559-L
Ｌサイズ　ブラック

フタに窓が付いているので、フタを閉めたままでも美しいアレンジを
お楽しみいただけます。

フタを閉めたままでもアレンジが楽しめる窓付きボックス。

●Ｌサイズ　上代：1,100円（税別）
　  サイズ：9.3×34.5×7.7cm
（フタを閉じた場合）約10×35×高さ8.2cm

●Ｍサイズ　上代：900円（税別）
　  サイズ：8.5×24.3×6.8cm
　  （フタを閉じた場合）約9×25×高さ7.2cm

★Ｍ・Ｌセット　上代：1,800円（税別）
　ML559-ST　 ブラック

お得なM・Lセットもございます。



発砲スチロール
◆材質：発泡スチロール

＊アレンジボックス用発泡スチロールの使い方（ソープフラワーアレンジの場合）

①組み立てたアレンジボックス
　にぴったりサイズの発泡スチ
　ロールをセットします。

②ソープフラワーのステムを
　発泡スチロールに突き刺して
　いきます。

③簡単に素敵なアレンジが出来
　上がり。

※発泡スチロールは、お花の高さを出す
　ためのアシストとしてもお使いいただ
　けます。
※プリザーブドフラワーをグルーで貼っ
　ても、美しい仕上がりです。

使い方は左記に掲載して
います。
ぜひ参考にしてください！

ラウンドスクエア

長方形

＊為替等の動向により、予告なく上代を変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。68

※発砲スチロールのサイズは予告なく変更となる場合がございます。ご注文の際にご確認ください。

※参考対応商品は、あくまで参考です。作品によってサイズを合わせてご注文ください。

サイズ：直径 約9×1cm上代：120円（税別）ML734R-S ２枚入り 参考対応商品：窓付カラフルラウンドボックスＳ

サイズ：直径 約10×1.5cm上代：160円（税別）ML734R-M ２枚入り 参考対応商品：窓付カラフルラウンドボックスM

サイズ：直径 約13×2.6cm上代：180円（税別）ML734R-L ２枚入り

　　　　　　　窓付カラフルラウンドボックスＬ
参考対応商品：窓付ステッチボックスラウンドＬ

サイズ：直径 約16×3.6cm上代：200円（税別）ML702-LN ２枚入り

　　　　　　　窓付カラフルラウンドボックス２L
参考対応商品：窓付ステッチボックスラウンド２L

サイズ：約11×11×1.8cm上代：120円（税別）ML706-Ｓ ２枚入り 参考対応商品：窓付ステッチボックススクエアＳ

サイズ：約13×13×2.6cm上代：160円（税別）ML706-Ｌ ２枚入り 参考対応商品：窓付ステッチボックススクエアＭ

サイズ：約16×16×3.6cm上代：180円（税別）ML706-2L ２枚入り 参考対応商品：グレースボックスＳ

サイズ：約19×19×5.7cm上代：200円（税別）ML735S-B ２枚入り 参考対応商品：グレースボックスM

サイズ：約6×22×1cm上代：160円（税別）ML736L-Ｍ ２枚入り 参考対応商品：長方形M

サイズ：約7×32×2cm上代：200円（税別）ML736L-Ｌ ２枚入り 参考対応商品：長方形Ｌ

長方形型

サイズ：約23×23×6.7cm上代：250円（税別）ML735S-A ２枚入り 参考対応商品：グレースボックスＬ

スクエア型

サイズ：直径 約19×5.5cm上代：250円（税別）ML734R-3L ２枚入り 参考対応商品：窓付カラフルラウンドボックス３L

ラウンド型

アレンジを表情豊かに仕上げるために、立体感をプラスする便利なアイテム。

アレンジアシスト  76

アレンジをケースに入れて固定するには欠かすことのできない実用性の高いテープ。

フラワーテープ／
アレンジメント用両面テープ  75

Other Materials

ハーバリウムに入れたり、個性的なアレンジのアクセントとして。

クリスタルストーン  73

アレンジの幅が広がるキラキラストーン！

カラービット  73

新感覚で便利なカラフルフラワーベース。

　 シリコンフラワーベース  73

ストライプのシャツがオシャレなベア。

　 ラウルベア  72

頭に吊り下げ用のフックが付いた可愛い子熊たち。

ファンシーベア  72

コロッとしたフォルムの抱きしめたいベア。

　 マカロンベア  72

季節を選ばず安定して使えるアレンジの強い味方。

アートフラワー　70 - 71

おしゃれで丈夫なギフトボックス。

フラワーギフトボックス  76

よく切れて使いやすいと評判の、プリ用はさみ。

フローリア  75

お花をアレンジしたり、小物入れにしたり。かわいいクリアケース。

プリキューブ  74

キラキラ感がアレンジのアクセントになります。

ラメッタカーリー & フェアリーヘアー  74

在庫
限り

＜必ずお読みください。＞

＊為替等の動向により、予告なく上代を変更させていただく場合がございます。

＊商品仕様が予告なく変更となる場合がございます。＊カートン入数は予告なく変更となる場合がございます。

＊入荷ロットにより、色、サイズ、重さ等が多少違う場合がございます。＊カタログ掲載の商品写真と実物との色や形が多少違う場合がございます。

＊商品が予告なく在庫限りとなる場合がございます。＊在庫限り　  の商品ですでに在庫の無い商品がございます。（在庫限り）

New

New

New



※仕様は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。71

アートフラワー
季節を選ばず安定して使えるアートフラワーはアレンジの強い味方！アジサイも人気です。

＊アートアジサイ １束 10本入り（60輪）上代：380円（税別）花サイズ：直径 約2.5～3.5cm／Ｌ：約11cm

AFC27-09
パープル

AFC34-G
ライム

AFC27-02
グリーン

＊チェリーマム  ８本入り
上代：350円（税別）花サイズ：直径3～3.5cm／Ｌ：約11cm

AFC27-04
イエロー

AFC27-38
ピンク

＊スライスフルーツ ４枚入り
上代：1,000円（税別）サイズ：直径 約5cm

AFA32A-23
ラベンダー

AFA32A-42
フレッシュグリーン

AFA32A-01
ホワイト

AFA32A-08
モスグリーン

AFA32A-10
ワイン

AFA32A-38
ピンク

AFA32A-24
ライトピンク

AFA32A-28
ホワイトミント

◆材質：ポリエステル

＊プチデイジー 12本入り
上代：350円（税別）花サイズ：直径 約2.5cm／Ｌ：約11cm

AFC17-24
ライトピンク

AFC17-22
フランボワーズ

AFC17-09
パープル

AFC17-01
ホワイト

AFC17-05
ブルー

＊チャームリーフ  24本入り
上代：350円（税別）リーフサイズ：直径 約5.5×3.5cm／Ｌ：約11cm

AFC21-38
ピンク

AFC21-01
ホワイト

AFC21-02
グリーン

色合いや質感がまるでプリアジサイのように仕上がりました。
１束入りでお求め安くなりました。

まるでプリアジサイのような仕上がりの
アートアジサイ！

＊ゴールドアップル 12本入り
上代：350円（税別）サイズ：実部 直径 1.7×2.5cm／L：11cm

＊アートローズ・ダイヤ ８本入り
上代：350円（税別）花サイズ：直径 約3.5cm／Ｌ：約11cm

＊アートローズ・パール 8本入り
上代：350円（税別）花サイズ：直径 約3.5cm／Ｌ：約11cm

＊プチベリー 24本入り
上代：350円（税別）サイズ：実部分 直径 約1.3×1.5cm／L11cm

＊プチアップル 20本入り
上代：380円（税別）サイズ：実部分 直径 約1.5×2.8cm／L12.4cm

AFA10A-53
クリーム

AFA10A-01
ホワイト

AFA10B-53
クリーム

AFA10B-01
ホワイト

AFA42-20
レッド

AFA42-02
グリーン

AFA41-02
グリーン

AFA41-20
レッド

AFA41-07
オレンジ

＊ファブリックフラワー ８本入り
上代：350円（税別）花サイズ：直径 3.5cm／Ｌ：約11cm

AFC15-89
ゴールド

＊アートカラー・パール大 10本入り
上代：350円（税別）花サイズ：直径 約4cm／Ｌ：約12～13cm

AFA11A-53
クリーム

AFA11A-01
ホワイト

アレンジのちょっとした隙間にさりげなく収まるベリーたちは便利なアイテム。

使い勝手抜群！アートアジサイと小さなアップル

＊為替等の動向により、予告なく上代を変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。70

在庫
限り

AFC14S-24
ライトピンク

AFC14S-01
ホワイト



※仕様は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。73

◆材質：プラスチック

　  クリスタルストーン
ハーバリウムに入れたり、個性的なアレンジのアクセントとして。

◆材質：シリコン

　  シリコンフラワーベース 上代：300円（税別）サイズ：15×15×1.5cm　＊同色５個以上でご注文ください。

新感覚で便利なカラフルフラワーベース。

頭に吊り下げ用のフックが付いた
可愛いコグマたち。

◆材質：生地

ファンシーベア　サイズ：約5×高さ2.8cm

ストライプのシャツがオシャレなラウルベア。組み合わせによって４種類から選べます。 ◆材質：生地

　  ラウルンベア　上代：980円（税別）サイズ：約18×15×高さ17cmNew

マカロンのような美味しそうな色の抱きしめたくなるコロンとした表情がかわいいベア。

●Ｌサイズ ●Ｍサイズ

約500g入り 約100g入り

●Ｌサイズ
　 ML008-99　　　　　　　上代：300円（税別）サイズ：約1.8×2×2.5cm
　 ML009-99　　　　　　　上代：1,000円（税別）サイズ：約1.8×2×2.5cm

●Ｍサイズ
　 ML006-99　　　　　　　上代：1,000円（税別）サイズ：約1.5×1.8×2.3cm約500g入り

約100g入り
約500g入り

＊為替等の動向により、予告なく上代を変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。72

◆材質：生地

　  マカロンベア　上代：980円（税別）サイズ：約18×15×高さ19cm

ML120-M
ミント

ML120-L
ラベンダー

ML120-C
ピーチ

ML431
ファンシーベア
上代：950円（税別）

６個入り

お花と一緒にクリアケースに
入れると、すてきなギフトに。

NewNew

MLO99-WR
ベアＡ

MLO99-WB
ベアＢ

MLO99-BR
ベアＣ

MLO99-BB
ベアＤ

ML018-99
クリア

ML018-42
フレッシュグリーン

ML018-25
ライトブルー

ML018-05
ブルー

ML018-20
レッド

ML018-22
フランボワーズ

ML018-38
ピンク

ML018-62
ピーチ

◆材質：樹脂

カラービット
ハーバリウムボールペンのアレンジの幅が広がるキラキラストーン。

上代：800円（税別）
約100g入り

ML110-B
ブルー

ML110-W
ホワイト

ML110-P
ピンク

（お水を入れすぎると剥がれることがあります。）

窓ガラスや冷蔵庫、タイル等の平らな部分に
簡単に張り付き、お花を飾ることができます。　

※マカロンベア&ラウルベアとお花をクリアケースに入れた商品がございます。フレグランス＆デコ、
　ソープフラワーコレクションのカタログをご覧ください。 在庫

限り

殺風景な壁が華やかに。
造花なら剥がれて水がこぼれることも
ありません。

15cm 6.5cm

15cm



※仕様は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。75＊為替等の動向により、予告なく上代を変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。74

◆材質：金属製

ラメッタカーリー
キラキラなカールワイヤーがアレンジのアクセントに！

約250g入り

約15g入り

ML003-89  ゴールド／ ML003-93  シルバー／ML003-21  シャンペーン／ML003-53  ピングゴールド／ML003-05  ブルー

ML004-89  ゴールド／ ML004-93  シルバー／ML004-21  シャンペーン／ML004-53  ピングゴールド

上代：700円（税別）　

上代：7,000円（税別）約250g入り

約15g入り

シャンペーン ピンクゴールド

ブルー
(15gのみ)

ゴールド シルバー

◆材質：金属製、ポリエステル

フェアリーヘアー
ふわっとした素材に大人気のラメッタカーリーがポイントのメルヘンんタイプ。

ML015-84  クリームゴールド ML015-83  ホワイトシルバー
上代：700円（税別）　約15g入り

プリキューブ
お花をアレンジしたり、小物入れにしたり。何に使ってもかわいいクリアケース。

12個入り

ML806-99
プリキューブ　　　　　上代：3,200円（税別）１カートン当たり20セット
サイズ：（１個あたり）5.4×5.4×高さ5.2cm

12個入り

◆材質：プラスチック

＊１箱12個入りです。＊１箱12個入りです。

ML604　クリアタイプ 25mm幅
上代：１本 450円（税別）
サイズ：幅2.5cm／長さ 約10m
＊薄手タイプ
（ケースにシルバーの台紙を貼る場合に
　とても便利です。）

強力両面テープ

フラワーアレンジメント用 両面テープ

ML603-A　両面テープＡ 15mm幅
上代：１本 560円（税別）
サイズ：幅1.5cm／長さ 約10m

両面テープ

ML607　３cm角 ２mm厚 １シート24枚入り
上代：１シート 400円（税別）　サイズ：3cm×3cm×厚み2mm　※厚手タイプ

強力両面テープ

ML606　５㎝角 ７㎜厚 １シート12枚入り
上代：１シート 700円（税別）サイズ：5cm×5cm×厚み7mm 
※厚手タイプ

ML605　５㎝角 ５㎜厚 １シート12枚入り
上代：１シート 650円（税別）サイズ：5cm×5cm×厚み5mm

ML601　３㎝角 ５㎜厚 １シート24枚入り
上代：１シート 550円（税別）サイズ：3cm×3cm×厚み5mm

クッション両面テープ（超強力タイプ）

＊3cm角 5mm厚 使用

●使用イメージ

◆材質：紙

自分の手になじむ使いやすいものが一番です。
そこでフローリア。

アレンジには欠かせないハサミ。

ML650
Ａタイプ（プリ用）
上代：1,400円（税別）
サイズ：全長16cm／刃長4.3cm
　　　　質量63g

フローリア

MLGS-10K  
10kg 約800本入り
上代：24,000円（税別）
　　　＊１本につき約30円

MLGS-100  100本入り
上代：4,000円（税別）
　　　　＊１本につき40円

MLGS-12  12本入り
上代：550円（税別）
　　　＊１本につき約46円

グルースティック（高温用）

MLGS-12

サイズ：（１本）7mm×30cm

大量ご購入ならさらにお得！

お得な

◆材質：ロウ，プラスチック◆材質：ステンレススチール
ハンドル部：亜鉛合金メッキ、TPR被覆

ML651
Ｂタイプ（プリ用）
上代：800円（税別）
サイズ：全長19cm／刃長4.8cm
　　　　質量130g

ML653
Ｄタイプ（プリ用）
上代：800円（税別）
サイズ：全長16.5cm／刃長5.3cm
　　　　質量131g

ML654
Ｅタイプ（プリ用）
上代：800円（税別）
サイズ：全長16cm／刃長4.8cm
　　　　質量135g

レディースフローリア レディースフローリア

◆材質：紙

ML720-01
個別白化粧箱
上代：450円（税別）
サイズ：5.5×5.5×高さ6.5cm

12個入り

プリキューブ専用の白化粧箱です。
ギフトにぴったり。



＊為替等の動向により、予告なく上代を変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。76

オシャレで丈夫なギフトボックス。ソープフラワーブーケやアレンジを入れるのにピッタリ！ ◆材質：紙

フラワーギフトボックス

簡単に組み立てる
ことが出来ます。

ブーケなどを
送る時に便利
です。

ML037
Ｌサイズ
上代：3,000円（税別）
サイズ：20×20×高さ26cm

10枚入り

ML007
Mサイズ
上代：2,500円（税別）
サイズ：18.5×18.5×高さ25.7cm

10枚入り

アレンジアシスト　アレンジをさらに楽しくするアレンジアシスト

アレンジ面にアレンジアシストを貼ることにより、アレンジを立体的に仕上げていただけます。

ML904-99
SSサイズ　　　　　
上代：200円（税別）
直径4×高さ1.2cm

ML807-99
Ｓサイズ　　　　　
上代：200円（税別）
直径4.9×高さ1.2cm

ML808-99
Ｍサイズ　　　　　
上代：200円（税別）
6.2×8×高さ1.2cm

ML809-99
Ｌサイズ　　　　　
上代：200円（税別）
6.2×8×高さ2.2cm

〈 アレンジアシスト Mサイズ 使用例 〉

アレンジアシストを利用すれば、
アレンジにボリューム感が出ます。
アレンジのデザインに合わせて
サイズをお選びださい。

５個入り ５個入り ５個入り ５個入り

◆材質：PET、ポリ

◆参考アレンジ

在庫
限り

＜必ずお読みください。＞

＊為替等の動向により、予告なく上代を変更させていただく場合がございます。

＊商品仕様が予告なく変更となる場合がございます。＊カートン入数は予告なく変更となる場合がございます。

＊入荷ロットにより、色、サイズ、重さ等が多少違う場合がございます。＊カタログ掲載の商品写真と実物との色や形が多少違う場合がございます。

＊商品が予告なく在庫限りとなる場合がございます。＊在庫限り　  の商品ですでに在庫の無い商品がございます。（在庫限り）

Ribbon, Flower Accesories
アレンジに華やかな印象をプラスするリボンが勢揃い。

リボン  78  -81

そのままでも使える！ アレンジしたらさらに可愛い。

台形ブローチ  85　／ アクセサリーパーツ  85
アレンジブレスレッド  85  ／ バレッタ  85 
ポニーテールフック  85 ／ フォーククリップ  85
ヘアクリップ  86

アレンジのちょっとしたアクセサリーに気軽に使っていただける可愛いパーツ。

ジャイアントリーフ  84
スワロフスキー クリスタルパーツ  84
ラメバタフライ  84 

アレンジが一層華やかに、アレンジの強い味方！

アレンジパーツ  82 - 84

ブーケを袋から
出して入れると
ピッタリ!!

ブーケを袋に入れたまま
お使いになれます。



中国リボン
ちょっとしたワンポイントにも使えるお買い得なリボンです。 ◆材質：ポリエステル

●トリプルレターリボン  6色　上代：1,400円（税別）サイズ：幅 約10mm×長さ 約90m

◆カラーバリエーション

RBC32-02
グリーン

RBC32-49
アイボリー

RBC32-24
ライトピンク

RBC32-22
フランボワーズ

RBC32-35
スモーキーピンク

RBC32-17
ネイビー

●ステッチリボン スリム  10色　上代：900円（税別）幅 約10mm×長さ 約45m

◆カラーバリエーション

RBC30-33
チェリーピンク

RBC30-24
ライトピンク

RBC30-23
ラベンダー

RBC30-49
アイボリー

RBC30-48
ブラウン

RBC30-25
ライトブルー

RBC30-30
ブラック

RBC30-17
ネイビー

RBC30-46
ベージュ

RBC30-20
レッド

●シングルレターリボン  12色　上代：1,800円（税別）サイズ：幅 約7mm×長さ 約90m

◆カラーバリエーション

RBC31-48
ブラウン

RBC31-45
ライトブラウン

RBC31-20
レッド

RBC31-24
ライトピンク

RBC31-46
ベージュ

RBC31-49
アイボリー

RBC31-17
ネイビー

RBC31-02
グリーン

RBC31-18
ターコイズ

RBC31-03
ライトグリーン

RBC31-35
スモーキーピンク

RBC31-22
フランボワーズ

●プティリボンＣ  ストライプ（20個入）上代：１袋 350円（税別）

サイズ：約3.5～3.7×2.5cm

RB20A-35
スモーキーピンク

RB20A-66
バーガンディー

RB20A-62
ピーチ

RB20A-52
クリーム

●プティリボンＡ  ダブル（15個入）　上代：１袋 350円（税別）

サイズ：3.8cm×長さ3.0cm

RB21B-50
ラズベリーピンク

RB21B-04
イエロー

RB21B-20
レッド

RB21B-64
ライラック

RB21B-24
ライトピンク

RB22C-24
ライトピンク

RB22C-22
フランボワーズ

RB22C-07
オレンジ

●プティリボンＢ  水玉（20個入）　上代：１袋 350円（税別）

サイズ：約3.5～3.7×2.5cm

◆材質：ポリエステル

在庫
限り

＊プティリボン

＊プリーツリボン

RB004-64／RB002-64
ライラック

RB004-37／RB002-37
スカイブルー

RB004-27／RB002-27
デザートゴールド

RB004-48／RB002-48
ブラウン

RB004-21
シャンペーン

RB004-11／RB002-11
アースレッド

RB004-01
ホワイト

RB004-24／RB002-24
ライトピンク

●プリーツリボン オーガンジー 15mm／25mm ８色 ＊用途やお好みによってリボンの幅がお選びいただけます。

RB004　15mm ８色
上代：900円（税別）
サイズ：幅15mm×長さ2.7m

 RB002　25mm ８色
上代：1,000円（税別）
サイズ：幅25mm×長さ2.7m

◆カラーバリエーション　※写真は25mmです。

在庫
限り

在庫
限り

◆材質：ポリエステル

在庫
限り

在庫
限り

在庫
限り

残りわずか

残りわずか

残りわずか

※仕様は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。79＊為替等の動向により、予告なく上代を変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。78



※仕様は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。81

◆材質：ポリエステル◆材質：ポリエステル
＊プティリボン

＊為替等の動向により、予告なく上代を変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。80

RB001-64 ライラックRB001-12 クリスマスグリーンRB001-48 ブラウン RB001-37 スカイブルー

RB001-27 デザートゴールドRB001-21 シャンペーンRB001-19 ヌードピンク RB001-11 アースレッド

RB001-16 アプリコットRB001-14 ベイビーピンクRB001-01 ホワイト RB001-03 ライトグリーン

●プリーツリボン サテン  25mm 12色　上代：800円（税別）サイズ：幅25mm×長さ2.7m

◆カラーバリエーション

 プリーツリボンは、お好みと用途に合わせてお好きな色や素材をお選びいただけます。

●メッシュリボン ３色　上代：700円（税別）サイズ：幅 約70mm×長さ 約2.7m

RB050-05　ブルーRB050-24　ライトピンクRB050-01　ホワイト

●フラワーパールリボン ２色　上代：2,800円（税別）サイズ：幅32mm×長さ2.7m　

RB043-01　ホワイト RB043-24　ライトピンク

●プティフラワーリボン ２色　上代：1,400円（税別）サイズ：幅12mm×長さ2.7m　

RB044-04　イエロー RB044-38　ピンク

在庫
限り

在庫
限り

＊レースリボン

RB048　シャイニーレース
上代：1,000円（税別）
サイズ：幅15mm×長さ約9m

RB021　フラワーレース
上代：1,000円（税別）

サイズ：幅10mm×長さ約2.7m

RB020　ピアノレース
上代：1,100円（税別）

サイズ：幅10mm×長さ約2.7m

RB038　ストリームナイトレース
上代：2,600円（税別）

サイズ：幅80mm×長さ約2.7m

RB012A-38　レースリボンA（ピンク）
上代：2,200円（税別）

サイズ：幅75mm×長さ約2.7m

RB037　プリンセスナイトレース　　
上代：2,600円（税別）

サイズ：幅85mm×長さ約2.7m

RB026　スパンコールレース
上代：2,600円（税別）

サイズ：幅45mm×長さ約2.7m

RB034　ゴールドフラワーベール
上代：2,400円（税別）

サイズ：幅70mm×長さ 約2.7m

RB027　ゴールドシャトーレース
上代：2,200円（税別）

サイズ：幅25mm×長さ約2.7m

RB047　ドロップレース
上代：1,300円（税別）

サイズ：幅28mm×長さ約2.7m

RB035　ブライダルベール
上代：2,600円（税別）

サイズ：幅105mm×長さ約2.7m

RB036　エレガントレース
上代：2,800円（税別）

サイズ：幅120mm×長さ約2.7m

在庫
限り

残りわずか

残りわずか

残りわずか

在庫
限り

在庫
限り

在庫
限り



※仕様は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。83＊為替等の動向により、予告なく上代を変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。82

アレンジパーツ〈ゴールドは20Ｋ仕上げ、シルバーはホワイトゴールド仕上げです。〉

AEP101-2A
クラッシックリーフ　ゴールド

上代：800円（税別）
サイズ：5.2cm×3.0cm

３枚入り

AEP101-1A
クラッシックリーフ　シルバー

上代：800円（税別）
サイズ：5.2cm×3.0cm

３枚入り

AEP101-26
リーフ小　ゴールド
上代：1,000円（税別）
サイズ：3.5cm×2.0cm

10枚入り

AEP101-25
リーフ小　シルバー
上代：1,000円（税別）
サイズ：3.5cm×2.0cm

10枚入り

AEP101-24
リーフ中　ゴールド
上代：1,150円（税別）
サイズ：4.0cm×2.3cm

10枚入り

AEP101-23
リーフ中　シルバー
上代：1,150円（税別）
サイズ：4.0cm×2.3cm

10枚入り

AEP101-22
リーフ大　ゴールド
上代：1,050円（税別）
サイズ：5.1cm×3.0cm

５枚入り

AEP101-21
リーフ大　シルバー
上代：1,050円（税別）
サイズ：5.1cm×3.0cm

５枚入り

AEP101-85G
スターフィッシュ　ゴールド
上代：700円（税別）
サイズ：約1.8cm×約2.2cm

５枚入り

AEP101-85S
スターフィッシュ　シルバー
上代：700円（税別）
サイズ：約1.8cm×約2.2cm

５枚入り

AEP101-86G
プチシェル　ゴールド
上代：600円（税別）
サイズ：約2.5cm×約2.1cm

５枚入り

AEP101-86S
プチシェル　シルバー
上代：600円（税別）
サイズ：約2.5cm×約2.1cm

５枚入り

◆材質：鉄

14K
仕上げ

14K
仕上げ

14K
仕上げ

14K
仕上げ

AEP101-4A
立体リーフ　ゴールド
上代：900円（税別）
サイズ：2.8cm×2.8cm

３枚入り

在庫
限り

AEP101-83
トゥインクルスノー　ゴールド

上代：700円（税別）
サイズ：直径2.4cm

３枚入り

AEP101-82
トゥインクルスノー　シルバー

上代：700円（税別）
サイズ：直径2.4cm

３枚入り

AEP101-81
フラワードロップ　ゴールド
上代：700円（税別）
サイズ：5.0cm×2.7cm

３枚入り

AEP101-43／AEP101-40　　　　　バタフライ大（シルバー・ゴールド）上代：780円（税別）サイズ：3.5cm×5.1cm

AEP101-44／AEP101-41　　　　　バタフライ中（シルバー・ゴールド）上代：680円（税別）サイズ：2.7cm×3.8cm

AEP101-45／AEP101-42　　　　　バタフライ小（シルバー・ゴールド）上代：600円（税別）サイズ：2.0cm×3.0cm３枚入り

３枚入り

３枚入り

３枚入り３枚入り３枚入り

バタフライ シルバー バタフライ ゴールド

AEP101-45AEP101-44AEP101-43 AEP101-42AEP101-41AEP101-40

３枚入り３枚入り３枚入り３枚入り

AEP101-33A
立体ゴールドスター
上代：750円（税別）
サイズ：3.3cm×3.1cm

AEP101-35A
立体リボン　ゴールド
上代：700円（税別）
サイズ：2.0cm×2.0cm

AEP101-57A
立体リボン　シルバー
上代：700円（税別）
サイズ：2.0cm×2.0cm

AEP101-51
リボン大　ゴールド
上代：1,000円（税別）
サイズ：3.0cm×4.5cm

AEP101-56
リボン大　シルバー
上代：1,000円（税別）
サイズ：3.0cm×4.5cm

AEP101-32A
パピヨン　ゴールド
上代：1,250円（税別）
サイズ：3.0cm×4.6cm

AEP101-68
エレガントバタフライ　ゴールド

上代：750円（税別）
サイズ：4.0cm×5.5cm

AEP101-67
キュートリボン　ゴールド
上代：700円（税別）
サイズ：4.0cm×5.1cm

３枚入り

AEP101-66
アラベスクシェープＣ　ゴールド

上代：680円（税別）
サイズ：5.6cm×4.1cm

３枚入り

AEP101-60
メタリックハート　ゴールド
上代：680円（税別）
サイズ：4.5cm×4.5cm

３枚入り

AEP101-59
ナチュラルハート　ゴールド
上代：780円（税別）
サイズ：4.5cm×4.7cm

３枚入り

AEP101-58
エレガントハート　ゴールド
上代：780円（税別）
サイズ：5.5cm×5.0cm

３枚入り

在庫
限り



※仕様は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。＊為替等の動向により、予告なく上代を変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。 8584

３枚入り３枚入り

AEP101-63
スノークリスタル　ゴールド
上代：750円（税別）
サイズ：5.2cm×5.2cm

３枚入り

AEP101-73
クレストA　ゴールド
上代：750円（税別）
サイズ：6.0cm×6.0cm

３枚入り

AEP101-55A
スターフラワー　ゴールド
上代：600円（税別）
サイズ：1.5cm×1.5cm

３枚入り

AEP101-50
マーガレット小　ゴールド
上代：750円（税別）
サイズ：3.5cm×3.5cm

AEP101-49
マーガレット大　ゴールド
上代：850円（税別）
サイズ：4.7cm×4.7cm

AEP101-69
ローズパーツ　ゴールド
上代：450円（税別）
サイズ：3.0cm×3.0cm

３枚入り

在庫
限り

ラメバタフライ

AEP101-72
デコボール25mm　シルバー
上代：650円（税別）
サイズ：直径1.4cm

３個入り

AEP101-84

上代：620円（税別）

◆材質：ガラス、クリスタル◆材質：鉄14K仕上げ

サイズ：約7.6×4.4cm

＊パーツの形状が多少異なる場合があります。

３個入り

ジャイアントリーフ スワロフスキー クリスタルパーツ

アレンジのアクセントに
最適です。

ASS34-77

ASS16-77

ASS34-77
クリスタル ７mm（SS34）　　　　
上代：1,800円（税別）サイズ：直径 7mm

72個入り

ASS16-77　　　　　
クリスタル ４mm（SS16）　　　　
上代：1,600円（税別）サイズ：直径 4mm

72個入り

AKB01-89
ゴールド

AKB01-38
ピンク

AKB01-93
シルバー

　　　　上代：750円（税別）３個入り

AEP101-71
デコボール14mm　ゴールド
上代：550円（税別）
サイズ：直径1.4cm

３個入り

台付ブローチ
◆材質：鉄

表

AKS02　台付ブローチ　シルバー
上代：390円（税別）サイズ：円形部分 直径3cm

AKS04
バレッタ
上代：380円（税別）

１袋２個入り

サイズ：約9.3×3cm

◆材質：鉄、プラスチック

１袋２個入り

バレッタ

アクセサリーパーツ

在庫
限り

ポニーテールフック
◆材質：鉄

サイズ：直径2cm×長さ4cm

AKS06　　　　上代：520円（税別）３個入り

ゴムで結んだ髪にさすだけで、
かわいいヘアアクセサリーに。

フォーククリップ

裏裏

◆材質：鉄

AKS01A　フォーククリップＡ
上代：500円（税別）サイズ：12.3×1.5×高さ3.2cm

１袋１個入り AKS01B　フォーククリップＢ
上代：420円（税別）サイズ：8.5×2.3×高さ1.5cm

１袋１個入り

アレンジブレスレット

＊アレンジ例

AKS03　
アレンジブレスレット
上代：1,200円（税別）

◆材質：鉄

サイズ：アレンジ部 直径4cm
　　　　ブレス部 6.5×5.3×1.4cm
　　　　円径 6×4.6cm

上代：１袋 350円（税別）

AHB01　　　
サイズ：花部分 直径1.2cm

20本入り AHB02　　　
サイズ：花部分 直径1.6cm

12本入り AHB03　　　
サイズ：花部分 直径 2.3cm

12本入り

AHB04　　　
サイズ：花部分 直径2.2cm

８本入り AHB05　　　
サイズ：花部分 直径2.4cm

12本入り AHB06　　　
サイズ：玉部分（1個）直径0.8cm

12本入り

◆材質：アクリル、針金

在庫
限り

大人気

◆材質：ゴム、ラメ

サイズ：約7.1×5.7cm



＊為替等の動向により、予告なく上代を変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。86

ヘアクリップ（シルバー仕上げ）
◆材質：ラインストーン他、針金

AHA901　　　
パピヨン

上代：2,200円（税別）
サイズ：約2.4×2.4cm

20本入り

足部分サイズ：全て約6.5cm

NewNew

　　　AHA906　　　　　　
パールフラワー

上代：1,800円（税別）
サイズ：直径 約1.8cm

20本入り

AHA902　　　
クローバー

上代：2,200円（税別）
サイズ：直径 約1.8cm

20本入り AHA903　　　
ウインドミル

上代：2,200円（税別）
サイズ：直径 約2.3cm

20本入り 20本入りAHA904　　　
６ペダル

上代：2,400円（税別）
サイズ：直径 約2.3cm

AHA905　　　
スパイラル

上代：2,800円（税別）
サイズ：直径 約2.7cm

20本入り

AHA908　　　
パールホワイト

上代：1,100円（税別）
サイズ：直径 約21.5cm

20本入り 　　　AHA910　　　　　　
５ペダル

上代：2,400円（税別）
サイズ：直径 約2.0cm

20本入りAHA909　　　
バタフライ

上代：2,000円（税別）
サイズ：約1.9cm×2.6cm

20本入りAHA907　　　
プチフラワー

上代：700円（税別）
サイズ：直径 約1.0cm

20本入り

AHA911　　　
フリルフラワー

上代：2,600円（税別）
サイズ：直径 約2.5cm

20本入り 20本入りAHA912　　　
パールライトピンク
上代：1,100円（税別）
サイズ：直径 約1.5cm

AHA916　　　
シルバーパピヨン

上代：1,200円（税別）
サイズ：直径 約4.2cm

12本入り AHA917　　　
ゴールドフラワー

上代：1,200円（税別）
サイズ：直径 約4cm

6本入り

AHA913　　　
パールピンク

上代：1,100円（税別）
サイズ：直径 約1.5cm

20本入り AHA914　　　
パールプラム

上代：2,200円（税別）
サイズ：直径 約2.2cm

20本入り AHA915　　　
ハートフラワー

上代：2,000円（税別）
サイズ：直径 約3.2cm

12本入り


