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FA-7088
ローズチュチュスプレー
￥720（税抜）/1本

￥480（税抜）/1本
全長48cm・花径2.5～5cm
入り数:12本/B 288本/C★
材質：ポリエステル PE 鉄
逸ピンク  稲ピンクグリーン 

※ボックス納品の際の形状を
記号化しています。
そのまま店頭に並べやすい
ウッドフェンスタイプと、紙
素材のディスプレイボックス
があります。

ディスプレイボックス
素材：紙

※写真は形状イメージです

ウッドボックス
素材：木、スチロール

※写真は形状イメージです

CONTENTS

単体商品

※1 W…幅、 D…奥行き、 H…高さ、 L…長さ、 φ…径、 の表記を使用しています。
※2 Bはボックス、Cはカートン単位となります。ボックス単位より少ない出荷単位があ
る商品にはボックス単位の前に表記しています。
※3 PA…ポリアミド、 PE…ポリエチレン、 PS…ポリスチレン、  EVA…エチレンビニー
ルアセテート、PVC…ポリ塩化ビニル、PUR…ポリウレタンの表記を使用しています。

カタログの見方

カラーバリエーションのある商品は、 
ご注文の際に必ず、カラー名をご指定下さい。

アソート商品

セット商品

最小出荷単位の中に、カラーやデザインが
数パターンある場合、「アソート」と表記しています。
＊カラー、デザインの指定はできません。

MCY-0295
スライスレモン6P
￥880（税抜）/1セット

￥600（税抜）/1セット
約W5～6cm×D0.2cm×H9.5cm
入り数:12セット/B 96セット/C★
材質：PS
6コ入り

セット内容がカウントできるものは、
特記事項として記載されています。
この場合、6コ入りのセットです。

セット販売の商品は、
1コ単位での販売はできません。
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品番
商品名

税抜価格 /価格単位
サイズ※1
出荷単位※2 
材質※3
カラー名

ホルダー
付き

ラップ
付き

ディスプレイ
ボックス入り

鉄芯不使用
環境にやさしいお花

FP-5014
グラスデージーブッシュ
¥1,200（税抜）/1本

¥600（税抜）/1本
全長42cm・幅30ｃｍ
入り数:24本/B 96本/C★
材質：ポリエステル PE PS 鉄
阿アソート
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Material………………………… …28

Season…………………………… …34

Index……………………………… …41

Flower

FA-7169 
マリアージュローズ
￥580（税抜）/1本

￥420（税抜）/1本
全長47cm・花径7cm
入り数:12本/B 144本/C★
材質：ポリエステル PE 鉄 EVA
碓ホワイトピンク　厩イエロー
牡オレンジピンク  因レッド

FA-7155 臼
プリマダリア
￥520（税抜）/1本

￥360（税抜）/1本
全長35cm・花径7.5cm
入り数:12本/B 192本/C★
材質：ポリエステル PE 鉄 PS
臼ホワイトレッド 

FA-6882A 
トルコキキョウ
￥480（税抜）/1本

￥240（税抜）/1本
全長63cm・花径7.5cm
入り数:12本/B 144本/C▼
材質：ポリエステル PE 鉄
医ライトパープル 
員パープルホワイト 

FA-7157 慰
ポンポンダリアスプレー
￥600（税抜）/1本

￥420（税抜）/1本
全長48cm・花径10cm
入り数:12本/B 192本/C★
材質：ポリエステル PE 鉄 PA
慰グリーン 

FA-7125  胃
インディゴデイジースプレー
￥880（税抜）/1本

￥480（税抜）/1本
全長49cm・花径3.5～5cm
入り数:12本/B 192本/C★
材質：ポリエステル PE 鉄
胃ラベンダー

FA-7215 迂
ルドベキア
￥680（税抜）/1本

￥500（税抜）/1本
全長53cm・花径6.5cm
入り数:12本/B 144本/C★
材質：ポリエステル PE 鉄
迂ホワイト 厩イエロー

FA-7248 
ジャンボガーベラ
￥480（税抜）/1本

￥330（税抜）/1本
全長64cm・花径13cm
入り数:12本/B 144本/C★
材質：ポリエステル PE 鉄 PA
絢クリーム　移ライトピンク
胃ラベンダー 　穐ブルー   

コーティング

1本につき運賃が1個口
発生いたします。

花や葉にコーティング加工を
施してあります。

花や葉に光触媒加工を施して
あります。

水対応の落としが付いています。

洗剤など、化学薬品で色落ちす
る場合があります。

マークの見方

光触媒とは、太陽の光や蛍光灯
に当たると化学反応を起こす酸化
チタンを利用し、室内に浮遊する
有害物質を二酸化炭素と水に分解
し、細菌の繁殖も抑制する作用で
す。環境にやさしく、人々に快適
な環境を提供いたします。

太陽光・蛍光灯

接触

分解

水・二酸化炭素

H2O CO2

花
面

光
触
媒

雑菌・臭気

光 触 媒 加 工 とは

FA-7230 
トケイソウ
￥1,800（税抜）/1本

￥1300（税抜）/1本
全長84cm・花径9～10cm
入り数:8本/B 80本/C★
材質：ポリエステル PE 鉄
慰グリーン
胃ラベンダー  

色落ち注意

落とし付き
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FA-7217 迂
ユキヤナギ
￥480（税抜）/1本

￥300（税抜）/1本
全長57cm・花径1.5cm
入り数:12本/B 216本/C★
材質：ポリエステル PE 鉄
迂ホワイト 

FF-2958 胃
サテンカスミ
￥180（税抜）/1本

￥86（税抜）/1本
全長53cm・花径1.8cm
入り数:24本/B 480本/C▼
材質：ポリエステル PE 鉄
胃ラベンダー 

FF-2620R 厩
カスミスプレー
￥150（税抜）/1本

￥86（税抜）/1本
全長59cm・花径1cm
入り数:24本/B 720本/C▼
材質：ポリエステル PE 鉄
厩イエロー 

FF-2714AR 迂
リリーアメツキ×２
￥86（税抜）/1本
全長60cm・花径9.5cm
入り数:24本/B 480本/C▼
材質：ポリエステル PE 鉄 エ
ポキシ樹脂
迂ホワイト 

FF-2798A 逸
サテンシングルガーベラ
￥180（税抜）/1本

￥86（税抜）/1本
全長58cm・花径10cm
入り数:24本/B 480本/C▼
材質：ポリエステル PE PA PS 鉄
逸ピンク 

FF-2720R 逸
サテンイースターリリー×３
￥150（税抜）/1本

￥86（税抜）/1本
全長74cm・花径12cm
入り数:24本/B 360本/C▼
材質：ポリエステル PE 鉄
逸ピンク 

FS-8238A 握
ハイビスカスショート
￥180（税抜）/1本

￥100（税抜）/1本
全長30cm・花径10cm
入り数:24本/B 360本/C★
材質：ポリエステル PE PA
握ビューティー 

FA-6324 
アジサイピック
￥450（税抜）/1袋

￥240（税抜）/1袋
全長22cm・花房径11cm
入り数:12本/B 432本/C▼
材質：ポリエステル PE 鉄
葵ブルーグリーン
印パープル  

FA-7230 
トケイソウ
￥1,800（税抜）/1本

￥1300（税抜）/1本
全長84cm・花径9～10cm
入り数:8本/B 80本/C★
材質：ポリエステル PE 鉄
慰グリーン
胃ラベンダー  

FF-2953 
トルコキキョウ×4
￥180（税抜）/1本

￥100（税抜）/1本
全長55cm・花径3.5cm
入り数:24本/B 288本/C★
材質：ポリエステル PE 鉄
迂ホワイト 
維ラベンダーホワイト 
員パープルホワイト 

FFH-0033
ピオニー
￥180（税抜）/1本

￥100（税抜）/1本
全長31cm・花径9cm
入り数:24本/B 192本/C★
材質：ポリエステル PE
移ライトピンク 
胃ラベンダー
迂ホワイト  

ディスプレイ
ボックス入りディスプレイ

ボックス入り

FFH-0004 逸
アキレア
￥180（税抜）/1本

￥100（税抜）/1本
全長28cm・花房径8cm
入り数:24本/B 192本/C★
材質：ポリエステル PE PA
逸ピンク 

FA-7009 医
コチョウランピック
￥250（税抜）/1本

￥180（税抜）/1本
全長18cm・花径8cm
入り数:36本/B 540本/C★
材質：ポリエステル PE 鉄 紙
※色落ちするおそれがあります
医ライトパープル 

FA-7087 移
カールリリーピック
￥420（税抜）/1本

￥320（税抜）/1本
全長21.5cm・花径9cm
入り数:12本/B 288本/C★
材質：ポリエステル PE 鉄 PS
※色落ちするおそれがあります
移ライトピンク 

コーティング コーティング

FF-2921 胃
サテンローズ×3
￥180（税抜）/1本

￥86（税抜）/1本
全長55cm・花径7cm
入り数:24本/B 384本/C▼
材質：ポリエステル PE 鉄
胃ラベンダー 

FF-2777 員
コギクスプレー
￥180（税抜）/1本

￥86（税抜）/1本
全長58cm・花径1.2～3.2cm
入り数:24本/B 576本/C 720本/C▼
材質：ポリエステル PE PA 鉄
員パープルホワイト 

FBC-8136
オーキッドモダンブーケ
￥880（税抜）/1セット

￥680（税抜）/1セット
全長32.5cm・花径11cm・幅20cm
入り数:6束/B 144束/C★
材質：ポリエステル PE 鉄 紙
慰グリーン  胃ラベンダー 

FB-2509
ブバリアバンドル
￥480（税抜）/1束

￥380（税抜）/1束
全長25cm・幅11.5cm
入り数:12束/B 288束/C★
材質：ポリエステル PE 鉄 ラフィア
逸ピンク 　印パープル
迂ホワイト  厩イエロー 

54

Outlet Item 2021



O
utlet Item

 2021

ブ
ー
ケ
・
仏
花

FB-2457 印
フレンチラナンミックスブーケ
￥1,200（税抜）/1束

￥980（税抜）/1束
全長26cm・花径5～10cm･幅23cm
入り数:12束/B 120束/C★
材質：ポリエステル PE 鉄 PA
印パープル 

FB-2482
ドライローズミックスブッシュ
￥580（税抜）/1本

￥420（税抜）/1本
全長22cm・花径5～8cm・幅17cm
入り数:12本/B 144本/C★
材質：ポリエステル PE 鉄
姶ベージュ 　胃ラベンダー 
逸ピンク 

FB-2459
フルオブリリーブーケ
￥1,800（税抜）/1束

￥1600（税抜）/1束
全長25cm・花径4～16cm･幅25cm
入り数:12束/B 72束/C★
材質：ポリエステル PE 鉄 PA ラフィア
胃ラベンダー 　迂ホワイト 

FP-0827 域
スカビオサブッシュ 絵ろうそく付き
￥780（税抜）/1コ

￥380（税抜）/1コ
全長25cm・幅13cm・ろうそくサイズ 高さ7cm・直径1cm
入り数:4コ/B 40コ/C▼
材質：ポリエステル PE 鉄
ロウソク付き
域ミックス 

FP-0828 域
ボールマムブッシュ 絵ろうそく付き
￥780（税抜）/1コ

￥380（税抜）/1コ
全長18cm・幅12cm・ろうそくサイズ 高さ7cm・直径1cm
入り数:4コ/B 40コ/C▼
材質：ポリエステル PE 鉄
ロウソク付き
域ミックス 

FP-0844 
仏壇用ミニアスターポット
￥1,580（税抜）/1コ

￥980（税抜）/1コ
全長12cm・幅10cm
入り数:3コ/B 24コ/C★
材質：ポリエステル PE 陶器 PS
移ライトピンク 胃ラベンダー 
井モーブ  

FP-0845 印
仏壇用ミニラナンポット
￥1,580（税抜）/1コ

￥980（税抜）/1コ
全長13cm・幅9.5cm
入り数:3コ/B 24コ/C★
材質：ポリエステル PE PS 陶器
印パープル  碓ホワイトピンク
厩イエロー  

FP-0846 域
仏壇用ラウンドポット
￥1,980（税抜）/1コ

￥1,380（税抜）/1コ
全長21cm・幅16.5cm
入り数:1コ/B 50コ/C★
材質：ポリエステル PE 鉄 PA PS 陶器 石
域ミックス 

FPCA-0001
カーネーションアレンジ線香セット P
￥6,000（税抜）/1セット

￥3,800（税抜）/1セット
幅16.5cm・奥行33.5cm・高さ4cm
入り数:1セット/C▼
材質：木 ポリエステル PE PS PVC 紙 タブ 香料
線香原産国：日本
木箱入り
グリーンプライス

FPCA-0002
ダリアアレンジ線香セット PU
￥6,000（税抜）/1セット

￥3,800（税抜）/1セット
幅16.5cm・奥行33.5cm・高さ4cm
入り数:1セット/C▼
材質：木 ポリエステル PE PS PVC 紙 
タブ 香料
線香原産国：日本
木箱入り
グリーンプライス

PVC
ボックス入り

PVC
ボックス入り

PVC
ボックス入り

PVC
ボックス入り

Funeral Flower

FG-4745 慰
シバ
￥580（税抜）/1本

￥380（税抜）/1本
全長38cm、葉長9～11cm
入り数:12本/B 144本/C▼
材質：ポリエステル PE 鉄
慰グリーン 

FP-5013 阿
グラスマムブッシュ
￥1,200（税抜）/1本

￥600（税抜）/1本
全長44cm・幅30cm
入り数:24本/B 96本/C▼
材質：ポリエステル PE PS
阿アソート 

FP-5008 阿
グラスカーネーションブッシュ
￥1,200（税抜）/1本

￥600（税抜）/1本
全長43cm・幅30cm
入り数:24本/B 96本/C▼
材質：ポリエステル PE PA PS 鉄
阿アソート 

FP-0853 域
プラ仏花組花M
￥580（税抜）/1束

￥380（税抜）/1束
全長70cm・幅20cm
入り数:12束/B 72束/C★
材質：PE 鉄
域ミックス 

ラップ
付き

FPK-0030
コスモスメモリアルブーケ
￥3,800（税抜）/1束

￥2,800（税抜）/1束
全長50cm・幅35cm
入り数:6束/C★
材質：ポリエステル PE 鉄 PA PS
 

ディスプレイ
ボックス入り

ラップ
付き
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FP-5014 阿
グラスデージーブッシュ
￥1,200（税抜）/1本

￥600（税抜）/1本
全長42cm・幅30cm
入り数:24本/B 96本/C▼
材質：ポリエステル PE PS 鉄
阿アソート 

FP-5022 逸
グラスカーネーションブッシュ
￥1,200（税抜）/1本

￥780（税抜）/1本
全長48cm・花径5cm・幅35cm
入り数:8本/B 64本/C▼
材質：ポリエステル PE 鉄 PS PVC 紙
逸ピンク 　因レッド 　迂ホワイト 

FP-5027 茨
グラスマーガレットブッシュ
￥1,980（税抜）/1本

￥1,280（税抜）/1本
全長55cm・花径4.5cm・幅40cm
入り数:8本/B 48本/C★
材質：ポリエステル PE 鉄 PA PS PVC 紙
茨ピンクラベンダー 　迂ホワイト 

FP-5028
グラスポンポンブッシュ
￥1,980（税抜）/1本

￥1,480（税抜）/1本
全長55cm・球径4.5～5cm・幅40cm
入り数:8本/B 32本/C★
材質：ポリエステル PE 紙 PVC 鉄 PA PS
箇オレンジラベンダー　稲ピンクグリーン  

FP-5032 
グラスデージーブッシュ
￥980（税抜）/1本

￥780（税抜）/1本
全長45cm・花径7.5cm・幅35cm
入り数:8本/B 64本/C★
材質：ポリエステル PE 鉄 PA 紙 PS PVC
沿ピンクビューティー 
云イエローオレンジ 

FP-5033 云
グラスガーベラブッシュ
￥980（税抜）/1本

￥780（税抜）/1本
全長45cm・花径8～11cm・幅35cm
入り数:8本/B 64本/C★
材質：ポリエステル PE 鉄 PA 紙 PS PVC
云イエローオレンジ 

FPT-104阿
グラスガーベラブッシュセット
￥1,200（税抜）/1本

￥880（税抜）/1本
全長48cm・花径7.5cm・幅35cm
入り数:12本/C★
材質：ポリエステル PE 鉄 PS PVC 紙 PA
阿アソート 

スタンド什器入り スタンド什器入り 
FPT-105凹
グラスヤグルマソウブッシュセット
￥1,980（税抜）/1本

￥1,380（税抜）/1本
全長50cm・花径5cm・幅35cm
入り数:12本/C★
材質：ポリエステル PE 鉄 紙 PS PVC
凹ラベンダーブルー 

FP-5031
グラスカーネーションブッシュ
￥980（税抜）/1本

￥780（税抜）/1本
全長45cm・花径3.5～7cm・幅35cm
入り数:8本/B 64本/C★
材質：ポリエステル PE 鉄 PS 紙 PVC
握ビューティー 　胃ラベンダー 

FP-5020 阿
オソナエヨウブーケＲ
￥1,200（税抜）/1本

￥600（税抜）/1本
全長33～34cm・幅25～37cm
入り数:8本/B 48本/C▼
材質：ポリエステル PE
阿アソート 

FP-5018 阿
オソナエヨウブーケＰ
￥1,200（税抜）/1本

￥600（税抜）/1本
全長32～34cm・幅30～32cm
入り数:8本/B 48本/C▼
材質：ポリエステル PE PA PS
阿アソート 

PVC
ボックス入り

PVC
ボックス入り

PVC
ボックス入り

PVC
ボックス入り

PVC
ボックス入り

PVC
ボックス入り

ラップ
付き

ラップ
付き

FP-5010 阿
グラスガーベラブッシュ
￥1,200（税抜）/1本

￥600（税抜）/1本
全長46cm・幅23cm
入り数:24本/B 96本/C▼
材質：ポリエステル PE PA PS 鉄
阿アソート 
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FG-4937 
シダレベリー
￥180（税抜）/1本

￥100（税抜）/1本
全長78cm
入り数:24本/B 480本/C★
材質：PE 鉄 PS
穐ブルー 　慰グリーン 
溢オレンジ 　印パープル 　
因レッド 

FG-4818 葦
フロックベリーショートブランチ
￥480（税抜）/1本

￥280（税抜）/1本
全長46cm・実径1.5cm
入り数:12本/B 216本/C▼
材質：PE 鉄 PA
葦クリームブラウン 

FG-4215R 溢
ナチュラルヒペリカム
￥380（税抜）/1本
入り数:12本/B 288本/C▼
材質：ポリエステル PE 鉄
溢オレンジ 

FG-4546 旭
ベリーブランチ
￥720（税抜）/1本

￥290（税抜）/1本
全長75cm・房径2～2.5cm
入り数:12本/B 144本/C▼
材質：ポリエステル PE 鉄
旭バーガンディー 

FG-4936 悪
山椒リーフスプレー
￥280（税抜）/1本

￥180（税抜）/1本
全長69cm
入り数:12本/B 96本/C★
材質：PE 鉄
悪ブラウン 

FG-5026 因
ローズヒップスプレー
￥1,600（税抜）/1本

￥1200（税抜）/1本
全長97㎝・実長3～4cm
入り数:8本/B 96本/C★
材質：PE 鉄 PS
因レッド 

FG-4876 慰
サンセベリアリーフ
￥980（税抜）/1本

￥500（税抜）/1本
全長83.5cm・幅5.5cm
入り数:12本/B 168本/C▼
材質：PE
慰グリーン 

FG-4886 慰
カラードバショウリーフ
￥1,900（税抜）/1本

￥980（税抜）/1本
全長101cm・葉長42cm
入り数:8本/B 96本/C▼
材質：鉄 PU EVA
慰グリーン 

FG-4857 慰
スパニッシュモスS
￥280（税抜）/1本

￥200（税抜）/1本
全長89cm・幅18cm
入り数:12本/B 480本/C★
材質：PE 鉄 紙
慰グリーン 

FG-4851 悪
モスブランチ×6
￥600（税抜）/1本

￥420（税抜）/1本
全長77cm
入り数:12本/B 240本/C★
材質：PE 鉄 PA
悪ブラウン 

FG-4750 慰
フレキシブルロングブランチL
￥550（税抜）/1本

￥420（税抜）/1本
全長138cm
入り数:12本/B 288本/C★
材質：PE 鉄
慰グリーン 

FG-4811
モミジブランチ
￥680（税抜）/1本

￥480（税抜）/1本
全長64cm・葉径7～11cm
入り数:12本/B 144本/C▼
材質：ポリエステル PE 鉄 EVA
尉グリーンブラウン
慰グリーン  

FG-5024 
カエデスプレー
￥880（税抜）/1本

￥620（税抜）/1本
全長90㎝・葉径5.5～7cm
入り数:12本/B 120本/C★
材質：ポリエステル PE 鉄
慰グリーン 　溢オレンジ 
因レッド 

FG-4880 慰
マグノリアリーフブランチ
￥2,200（税抜）/1本

￥1600（税抜）/1本
全長64cm・葉長12.5cm・幅17.5cm
入り数:12本/B 96本/C★
材質：PE 鉄
慰グリーン 

GL-5213 慰
シーグレープ
￥4,800（税抜）/1本

￥3,000（税抜）/1本
全長124cm・葉径13～22cm
入り数:2本/B 48本/C★
材質：ポリエステル PE 鉄
慰グリーン 

FG-4889 慰
ザミフォリア
￥3,400（税抜）/1本

￥2400（税抜）/1本
全 長 114cm・ 葉 径 7.8 ～
12.5cm
入り数:6本/B 36本/C★
材質：PE 鉄 EVA
慰グリーン 

FG-4973 慰
フィロデンドロン
￥7,200（税抜）/1本

￥5000（税抜）/1本
全長104cm・葉径54cm
入り数:4本/B 40本/C★
材質：PE 鉄 EVA
慰グリーン 

FG-4761 威
パピルススプレー
￥580（税抜）/1本

￥350（税抜）/1本
全長76cm・葉径18cm
入り数:12本/B 240本/C★
材質：鉄 PVC PA
威グリーンイエロー 

FG-4871 慰
シペラススティック
￥480（税抜）/1本

￥280（税抜）/1本
全長80cm・葉径24cm
入り数:12本/B 144本/C▼
材質：PE 鉄
慰グリーン 

Green

FG-4819 
スリムアマランサスショート
￥680（税抜）/1本

￥480（税抜）/1本
全長35cm・房径9～17cm
入り数:12本/B 216本/C★
材質：PE 鉄 PA
姶ベージュ 　旭バーガンディー 
溢オレンジ

FG-4904 慰
ベンジャミンスモールリーフスプレー
￥580（税抜）/1本

￥400（税抜）/1本
全長71cm・葉長6.2～8.5cm
入り数:12本/B 288本/C★
材質：ポリエステル PE 鉄
慰グリーン 
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FG-4751 慰
マリモピック
￥180（税抜）/1本

￥86（税抜）/1本
全長20cm・葉径3cm
入り数:24本/B 480本/C▼
材質：ポリエステル PE 鉄
慰グリーン 

FG-4775 穐
スモークツリーピック
￥180（税抜）/1本

￥86（税抜）/1本
全長21cm・幅9cm
入り数:24本/B 480本/C▼
材質：PE 鉄
穐ブルー 

FG-4739 慰
モスピック
￥180（税抜）/1本

￥120（税抜）/1本
全長19cm
入り数:24本/B 480本/C▼
材質：PE 鉄
台紙付き
慰グリーン 

FG-5078 慰
ミニアイビーピック3P
￥420（税抜）/1束

￥300（税抜）/1束
全長12cm・幅6cm
入り数:12束/B 288束/C★
材質：PE 鉄 紙
3本組
慰グリーン 

FG-5079 慰
ミニオキシカルジウムピック3P
￥420（税抜）/1束

￥300（税抜）/1束
全長13.5cm・幅9cm
入り数:12束/B 288束/C★
材質：PE 鉄 紙
3本組
慰グリーン 

FG-5080 慰
ミニゼラニウムピック3P
￥420（税抜）/1束

￥300（税抜）/1束
全長13.5cm・幅7cm
入り数:12束/B 288束/C★
材質：PE 鉄 紙
3本組
慰グリーン 

FG-4852 慰
ミックスリーフスプレー
￥1,080（税抜）/1本

￥800（税抜）/1本
全長54cm・幅40cm
入り数:12本/B 120本/C★
材質：ポリエステル PE 鉄 紙
慰グリーン 

GL-5093 烏
ホーランドアイビーブッシュ
￥2,000（税抜）/1本

￥980（税抜）/1本
全長50cm・葉長4～11cm・葉径4.5
～11cm
入り数:6本/B 72本/C▼
材質：ポリエステル PE 鉄
烏ツートングリーン 

GL-5095 慰
モンステラブッシュ
￥2,300（税抜）/1本

￥1,280（税抜）/1本
全長35cm・葉長7.5～10cm
葉径6～8.5cm
入り数:6本/B 72本/C▼
材質：PVC PE 鉄
慰グリーン 

GL-5070 慰
プールモスM
￥300（税抜）/1コ

￥160（税抜）/1コ
W10cm×D10cm×H7cm
入り数:12コ/B 288コ/C▼
材質：PA PU
慰グリーン 

GL-5069 慰
プールモスS
￥280（税抜）/1コ

￥150（税抜）/1コ
W9cm×D8cm×H6cm
入り数:12コ/B 288コ/C▼
材質：PA PU
慰グリーン 

GL-5165 慰
グリーンネックレスリース
￥200（税抜）/1コ

￥100（税抜）/1コ
φ10cm･H2cm
入り数:24本/B 480本/C▼
材質：PE 木
慰グリーン 

GLA-1277 迂
モスアニマルベアL
￥880（税抜）/1コ

￥480（税抜）/1コ
W12cm×D10cm×H13cm
入り数:12コ/B 144コ/C▼
材質：PA PS
迂ホワイト 

GLA-1278 迂
モスアニマルドッグL
￥780（税抜）/1コ

￥380（税抜）/1コ
W8cm×D12cm×H11cm
入り数:12コ/B 144コ/C▼
材質：PA PS
迂ホワイト 

GLA-1281 迂
モスアニマルラビットL
￥580（税抜）/1コ

￥380（税抜）/1コ
W7cm×D8cm×H13cm
入り数:12コ/B 144コ/C▼
材質：PA PS
迂ホワイト 

GL-5153 厩
ミックスミニグリーンマット
￥200（税抜）/1コ

￥120（税抜）/1コ
W13cm×D13cm×H4.5cm
入り数:24コ/B 480コ/C▼
材質：PE
厩イエロー 

台紙付き

台紙付き

FG-4979 慰
ユーカリバイン
￥1,900（税抜）/1本

￥1,300（税抜）/1本
全長59cm・幅11cm
入り数:8本/B 96本/C★
材質：PE 鉄
慰グリーン 

GL-5169 慰
アイビーバイン
￥3,800（税抜）/1本

￥2,800（税抜）/1本
全長55cm・葉長2.5～7cm・幅25cm
入り数:6本/B 48本/C★
材質：ポリエステル PE 鉄
慰グリーン 

GL-5190 鞍
ホスタリーフブッシュ
￥1,200（税抜）/1本

￥580（税抜）/1本
全長43cm・葉長9～16cm・幅38cm
入り数:12本/B 120本/C★
材質：ポリエステル PE 鉄
鞍ダークグリーン 

GLA-1375 慰
ミックスグリーンリース
￥3,000（税抜）/1P

￥2,100（税抜）/1P
φ50cm･D10cm
入り数:4コ/B 32P/C★
材質：ポリエステル PE 鉄 木
慰グリーン 

GLA-1347 慰
ハーブミックスマグプランツホーム
￥780（税抜）/1コ

￥580（税抜）/1コ
全長15cm×幅15cm
入り数:12本/B 288本/C★
材質：ポリエステル PE 鉄 磁石
マグネット付き
慰グリーン 

GLA-1348 慰
ハーブベリーマグプランツホーム
￥780（税抜）/1コ

￥580（税抜）/1コ
全長15cm×幅13cm
入り数:12本/B 288本/C★
材質：ポリエステル PE 鉄 磁石
マグネット付き
慰グリーン 

GLA-1349 慰
グリーンミックスマグプランツホーム
￥780（税抜）/1コ

￥580（税抜）/1コ
全長15cm×幅13cm
入り数:12本/B 288本/C★
材質：ポリエステル PE 鉄 磁石
マグネット付き
慰グリーン 

GLA-1350 慰
カクタスミックスマグプランツホーム
￥780（税抜）/1コ

￥580（税抜）/1コ
全長15cm×幅10cm
入り数:12コ/B 288コ/C★
材質：ポリエステル PE 鉄 磁石
マグネット付き
慰グリーン 

GLA-1250
ポトスマグプランツホーム
￥1,300（税抜）/1コ

￥980（税抜）/1コ
全長28cm×葉長6.5～11cm
入り数:12コ/B 120コ/C★
材質：ポリエステル PE 鉄 磁石
マグネット付き
 

GLA-1251
ヒメモンスマグプランツホーム
￥1,300（税抜）/1コ

￥980（税抜）/1コ
全長26cm×葉長7.5～14cm
入り数:12コ/B 120コ/C★
材質：ポリエステル PE 鉄 磁石
マグネット付き
 

GLA-1253
アイビーマグプランツホームLGR
￥1,300（税抜）/1コ

￥980（税抜）/1コ
全長35cm×葉長4.5～9cm
入り数:12コ/B 120コ/C★
材質：ポリエステル PE 鉄 磁石
マグネット付き
 

GLA-1254
アイビーマグプランツホームDGR
￥1,300（税抜）/1コ

￥980（税抜）/1コ
全長35cm×葉長4.5～9cm
入り数:12コ/B 120コ/C★
材質：ポリエステル PE 鉄 磁石
マグネット付き
 

GLA-1255
モンステラマグプランツホーム
￥1,300（税抜）/1コ

￥980（税抜）/1コ
全長30cm×葉長20～22cm
入り数:12コ/B 120コ/C★
材質：ポリエステル PE 鉄 磁石
マグネット付き
 

ヘッダー付き

ヘッダー付き ヘッダー付き

ヘッダー付き

ヘッダー付き

ヘッダー付き ヘッダー付き

ヘッダー付き ヘッダー付き

FG-4863 
ハオルシアギョクロピック
￥380（税抜）/1本

￥240（税抜）/1本
全長11.5cm・幅6cm
入り数:12本/B 192本/C▼
材質：PE 鉄
鵜ホワイトグリーン 慰グリーン 
咽パープルグリーン 

FG-4864 慰
ハオルシアギョクセンピック
￥500（税抜）/1本

￥300（税抜）/1本
全長13.5cm・幅8.5cm
入り数:12本/B 192本/C▼
材質：PE 鉄
慰グリーン 違ライトグリーン 

FG-4865 鵜
ハオルシアマンゾウピック
￥500（税抜）/1本

￥380（税抜）/1本
全長14cm・幅6cm
入り数:12本/B 144本/C▼
材質：PE 鉄
鵜ホワイトグリーン  慰グリーン 
夷グリーンレッド 

FG-4504 引
セダムピック
￥480（税抜）/1袋
全長12cm・幅8cm
入り数:12本/B 288本/C★
材質：PE
引レッドグリーン 
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GLA-1423
ハオルシアギョクロポットS
￥1,200（税抜）/1コ

￥800（税抜）/1コ
鉢：φ8cm×H7.5cm全長11.5cm・幅8.5cm
入り数:1コ/B 24コ/C▼
材質：PE PS 鉄 石 陶器
鵜ホワイトグリーン 慰グリーン 
咽パープルグリーン 

GLA-1421 慰
ハオルシアギョクセンポットS
￥1,200（税抜）/1コ

￥800（税抜）/1コ
鉢：φ8cm×H7.5cm全長12.5cm・幅8.5cm
入り数:1コ/B 24コ/C▼
材質：PE PS 鉄 石 陶器
慰グリーン 

GLA-1424 慰
ハオルシアギョクセンポットM
￥1,800（税抜）/1コ

￥1,200（税抜）/1コ
鉢：φ10cm×H9.5cm全長14.5cm・幅9.5cm
入り数:1コ/B 24コ/C▼
材質：PE PS 鉄 石 陶器
慰グリーン 

GLA-1425
ハオルシアマンゾウポットM
￥1,800（税抜）/1コ

￥1,200（税抜）/1コ
鉢：φ10cm×H9.5cm全長15cm・幅10cm
入り数:1コ/B 24コ/C▼
材質：PE PS 鉄 石 陶器
鵜ホワイトグリーン 
慰グリーン 
夷グリーンレッド 

GLA-1422 鵜
ハオルシアマンゾウポットS
￥1,200（税抜）/1コ

￥800（税抜）/1コ
鉢：φ8cm×H7.5cm全長12.5cm・幅8cm
入り数:1コ/B 24コ/C▼
材質：PE PS 鉄 石 陶器
鵜ホワイトグリーン 
夷グリーンレッド 

GLA-1426
ハオルシアギョクロポットM
￥1,800（税抜）/1コ

￥1,200（税抜）/1コ
鉢：φ10cm×H9.5cm全長13cm・幅10.5cm
入り数:1コ/B 24コ/C▼
材質：PE PS 鉄 石 陶器
鵜ホワイトグリーン 慰グリーン 
咽パープルグリーン 

GLA-1315 慰
セダムセメントポット
￥680（税抜）/1コ

￥480（税抜）/1コ
□5cm・W7cm×D7cm×H13cm
入り数:12コ/B 144コ/C★
材質：PE 鉄 PS セメント 紙
慰グリーン 

GLA-1317 慰
アガベセメントポット
￥680（税抜）/1コ

￥480（税抜）/1コ
□5cm・W10cm×D10cm×H14cm
入り数:12コ/B 144コ/C★
材質：PE 鉄 PS セメント 紙
慰グリーン 

GLA-1329 慰
アロエミックスブリキポット
￥2,300（税抜）/1コ

￥1,800（税抜）/1コ
W17cm×D16cm×H17cm
入り数:6コ/B 48コ/C★
材質：PE PS 鉄 石 PA
慰グリーン 

GLA-1449
ミンカクタスミックスドーム 3AST
￥480（税抜）/1コ
サイズW8.5cm×D8.5cm×H12.5cm
入り数:12コ/B 144コ/C▼
材質：PE PS ABS PA 鉄 石

GLA-1450
カクタスミックスドーム 3AST 
￥480（税抜）/1コ
サイズW8.5cm×D8.5cm×H12.5cm
入り数:12コ/B 144コ/C▼
材質：PE PS ABS PA 鉄 石

GLA-1462 阿
サボテンポット 3AST
￥980（税抜）/1コ

￥580（税抜）/1コ
サイズW7～8cm×D7～8cm×H12～17.5cm
入り数:12コ/B 72コ/C▼
材質：PE PS PA PP 石
阿アソート

GLA-1463 阿
サボテンポット 3AST
￥980（税抜）/1コ

￥580（税抜）/1コ
サイズW7～8cm×D7～8cm×H12～17.5cm
入り数:12コ/B 72コ/C▼
材質：PE PS PA PP 石
阿アソート 

GL-MB035 逸
シバザクラマット
￥3,500（税抜）/1コ

￥2,500（税抜）/1コ
□30cm×高さ7cm
入り数:12コ/B 24コ/C▼
材質：ポリエステル PE
逸ピンク 

GL-MB037 碓
ハツユキカズラマット
￥4,200（税抜）/1コ

￥2,400（税抜）/1コ
□30cm×高さ10cm
入り数:12コ/B 24コ/C▼
材質：ポリエステル PE
碓ホワイトピンク 

GL-MB047 域
フラワーフィールドマット
￥4,200（税抜）/1本

￥1,500（税抜）/1本
□30cm×高さ4.5cm
入り数:6コ/B 48コ/C★
材質：ポリエステル PE PA
域ミックス 

GL-MB048 印
ラベンダーミックスマット
￥4,200（税抜）/1本

￥1,500（税抜）/1本
□30cm×高さ10cm
入り数:6コ/B 48コ/C★
材質：ポリエステル PE
印パープル 

GLP-1503慰
アロエツリーポット
￥8,500（税抜）/1本

￥5,000（税抜）/1本
鉢：φ20cm×H17.5cm全長105cm・
幅54cm
入り数:1本/C★
材質：PE PS 自然素材(鉢：PP)
慰グリーン 

GLP-1467
メスカルアガベ140cm
￥44,000（税抜）/1本

￥20,000（税抜）/1本
全長140cm・幅90cm 鉢：φ
21.5cm・H20cm
入り数:1本/C▼
材質：PP 鉄(鉢：PP)
重量：約8kg
 

GLP-1481
アロエ
￥43,000（税抜）/1本

￥25,000（税抜）/1本
全長70cm・幅50cm 鉢：φ12.5cm・H12cm
入り数:1本/C▼
材質：PP 鉄 木(鉢：PP)
重量：約3kg
 

GLP-1483
イエローアガベ
￥28,000（税抜）/1本

￥15,000（税抜）/1本
全長120cm・幅70cm 鉢：φ23cm・H23cm
入り数:1本/C▼
材質：PP 鉄(鉢：PP)
重量：約9.7kg
 

GLP-1473
エケベリア
￥3,800（税抜）/1コ

￥2,800（税抜）/1コ
全長25cm・幅25cm 幅φ10cm・H9cm
入り数:1コ/B 24コ/C★
材質：PP 鉄 (鉢：PP)
重量：約0.4kg
 

GLP-1477
カランコエデザートローズ
￥1,800（税抜）/1コ

￥1,400（税抜）/1コ
H22cm×W20cm
入り数:1コ/B 24コ/C★
材質：PP 鉄 (鉢：PP)
重量：約0.5kg
 

GL-5195 旭
カラードアガベ
￥10,000（税抜）/1本

￥7,000（税抜）/1本
全長87cm・葉長54cm・幅45cm
入り数:2本/B 6本/C★
材質：PE 鉄 紙 PA
旭バーガンディー 

GLA-1363 慰
シペラスポット
￥5,300（税抜）/1コ

￥3,800（税抜）/1コ
全長73cm・幅42cm
入り数:1コ/B 8コ/C★
材質：PE 鉄 PA PS 紙 PVC 砂
セメント
慰グリーン 

GLA-1445 慰
エバーフレッシュポット
￥3,400（税抜）/1コ

￥2,400（税抜）/1コ
全長60cm・幅38cm 鉢：φ13.5cm×
H14cm
入り数:1コ/B 12コ/C★
材質：PE PS EVA  PS PA（器:紙）
慰グリーン 

GLA-1446慰
シダーポット
￥3,400（税抜）/1コ

￥2,400（税抜）/1コ
全長60cm・幅38cm 鉢：φ13.5cm
×H14cm
入り数:1コ/B 12コ/C★
材質：PE PS EVA  PS PA（器:紙）
慰グリーン 
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GLA-1237
ボタニカルアレンジラウンドＭ Ａ
￥2,800（税抜）/1コ

￥1,980（税抜）/1コ
ガラス部:φ9cm 
スタンドセット時:H26cm・W17cm
入り数:1コ 6コ/B 12コ/C▼
材質：ガラス 鉄 PE 石 麻
 

GLA-1240
ボタニカルアレンジオーバルM B
￥2,800（税抜）/1コ

￥1,800（税抜）/1コ
ガラス部:H11cm・W8cm 
スタンドセット時:H26cm・W15cm
入り数:1コ 6コ/B 12コ/C▼
材質：ガラス 鉄 PE 石 麻
 

GLA-1241A
ボタニカルアレンジシリンダー
￥2,800（税抜）/1コ

￥1,800（税抜）/1コ
ガラス部:H16cm・W4.5cm 
スタンドセット時:H26cm・W16cm
入り数:1コ 6コ/B 12コ/C▼
材質：ガラス 鉄 PE レジン 麻
 

GLA-1243
ボタニカルアレンジドロップL B
￥3,300（税抜）/1コ

￥1,900（税抜）/1コ
ガラス部:H17cm・W9cm 
スタンドセット時:H26cm・W17cm
入り数:1コ 6コ/B 12コ/C▼
材質：ガラス 鉄 PE レジン 麻
 

GLA-1352 慰
松盆栽
￥580（税抜）/1コ

￥300（税抜）/1コ
全長20cm・幅14cm
入り数:1コ/B 72コ/C▼
材質：PE 鉄 PA PS PP 石
慰グリーン 

GLA-1354 慰
つつじ盆栽
￥580（税抜）/1コ

￥300（税抜）/1コ
全長16.5cm・幅12cm
入り数:1コ/B 72コ/C▼
材質：PE 鉄 PA PS PP 石
慰グリーン 

GLA-1416 因
梅モドキ盆栽
￥680（税抜）/1コ

￥300（税抜）/1コ
全長20cm・幅15cm
入り数:1コ/B 72コ/C▼
材質：ポリエステル PE 鉄 PA PS 
PP 石
因レッド 

GLA-1357 慰
紅葉盆栽
￥580（税抜）/1コ

￥300（税抜）/1コ
全長23cm・幅18cm
入り数:1コ/B 72コ/C▼
材質：ポリエステル PE 鉄 PA PS 
EVA PP 石
慰グリーン 

GLA-1358 慰
ししとう紅葉盆栽
￥580（税抜）/1コ

￥300（税抜）/1コ
全長20cm・幅11.5cm
入り数:1コ/B 72コ/C▼
材質：PE 鉄 PA PS PP 石
慰グリーン 

FBC-8128 逸
梅盆栽
￥680（税抜）/1コ

￥300（税抜）/1コ
全長20cm・幅10cm
入り数:1コ/B 72コ/C▼
材質：ポリエステル PE 鉄 PA PS 
PP 石
逸ピンク 

FBC-8128 迂
梅盆栽
￥680（税抜）/1コ

￥300（税抜）/1コ
全長20cm・幅10cm
入り数:1コ/B 72コ/C▼
材質：ポリエステル PE 鉄 PA PS 
PP 石
迂ホワイト 

FBC-8130 逸
サクラ盆栽
￥680（税抜）/1コ

￥300（税抜）/1コ
全長18cm・幅8cm・花径3～3.5cm
入り数:1コ/B 72コ/C▼
材質：ポリエステル PE PA PS PP 石
逸ピンク 

FBC-8095 穐
ききょう盆栽
￥680（税抜）/1コ

￥300（税抜）/1コ
全長20cm・幅10.5cm
入り数:1コ/B 72コ/C▼
材質：ポリエステル PE 鉄 PA PS 
PP 石
穐ブルー 

FBC-8096 迂
こでまり盆栽
￥680（税抜）/1コ

￥300（税抜）/1コ
全長20cm・幅12cm
入り数:1コ/B 72コ/C▼
材質：ポリエステル PE 鉄 PA PS 
PP 石
迂ホワイト 

GLA-1302 慰
セロームグラスポット
￥2,200（税抜）/1コ

￥1,600（税抜）/1コ
□5.5cm・W17cm×D13cm×
H22cm葉長6.5～10cm
入り数:1コ/B 48コ/C★
材質：ポリエステル PE 鉄 石 
ガラス
慰グリーン 

GLA-1304 慰
アロカシアグラスポット
￥2,200（税抜）/1コ

￥1,600（税抜）/1コ
□5.5cm・W18cm×D12cm×
H20cm葉長8～13.5cm
入り数:1コ/B 48コ/C★
材質：ポリエステル PE 鉄 石 
ガラス
慰グリーン 

GLA-1305 慰
クロトングラスポット
￥2,200（税抜）/1コ

￥1,600（税抜）/1コ
□5.5cm・W16cm×D19cm×
H26cm葉長4.5～10cm
入り数:1コ/B 48コ/C★
材質：ポリエステル PE EVA 鉄 
石 ガラス
慰グリーン 

白箱 白箱 白箱

GLA-1337 夷
ベゴニアリーフミックスフレーム
￥2,500（税抜）/1コ

￥1,800（税抜）/1コ
W18cm・D12cm・H18cm
入り数:6コ/B 36コ/C★
材質：ポリエステル PE ABS 鉄
裏面にフック掛け用の穴が空いています
夷グリーンレッド 

GLA-1338 慰
ヤシノハミックスフレーム
￥2,500（税抜）/1コ

￥1,800（税抜）/1コ
W18cm・D12cm・H18cm
入り数:6コ/B 36コ/C★
材質：ポリエステル PE ABS 鉄
裏面にフック掛け用の穴が空いています
慰グリーン 

GLA-1339 慰
グリーンミックスフレーム
￥2,500（税抜）/1コ

￥1,800（税抜）/1コ
W18cm・D12cm・H18cm
入り数:6コ/B 36コ/C★
材質：ポリエステル PE ABS 鉄
裏面にフック掛け用の穴が空いています
慰グリーン 

GLA-1342 穐
アジサイフレームアレンジ
￥2,500（税抜）/1コ

￥1,800（税抜）/1コ
W18cm・D11.5cm・H18cm
入り数:6コ/B 36コ/C▼
材質：ポリエステル PE ABS 鉄
裏面にフック掛け用の穴が空いています
穐ブルー 

GLA-1356 慰
コケダマフレーム
￥1,500（税抜）/1コ

￥880（税抜）/1コ
W18cm×D5.5cm×H18cm
入り数:8コ/B 48コ/C▼
材質：PE PS ABS 石
慰グリーン 

GLA-1370 慰
グリーンワイヤーケージハウス
￥2,700（税抜）/1コ

￥1,800（税抜）/1コ
W17cm×D8cm×H29cm
入り数:1コ/B 24コ/C★
材質：PE 鉄 PS 紙 麻 木
慰グリーン 

GLA-1371 胃
ラベンダーワイヤーケージハウス
￥2,700（税抜）/1コ

￥1,800（税抜）/1コ
W17cm×D8cm×H29cm
入り数:1コ/B 24P/C★
材質：PE 鉄 PA PS 麻
胃ラベンダー 

裏面

GLA-1283
ミニローズマリーポット
￥450（税抜）/1本

￥280（税抜）/1本
W16cm×D12cm×H17cm
入り数:12コ/B 192コ/C★
材質：PE PS 鉄 木
 

GLA-1379 慰
キャットグラスポット
￥680（税抜）/1コ

￥480（税抜）/1コ
全長12cm・幅6.5cm
入り数:12コ/B 120コ/C▼
材質：PE 紙 セメント
慰グリーン 

GLA-1380 慰
グリーントリュフポット
￥680（税抜）/1コ

￥480（税抜）/1コ
全長11cm･幅6.5cm
入り数:12コ/B 144コ/C▼
材質：PE 紙 セメント
慰グリーン 

FBC-8097 穐
ラベンダーポット
￥480（税抜）/1コ

￥380（税抜）/1コ
全長22cm・幅16cm
入り数:12コ/B 120コ/C★
材質：PE 鉄 紙 セメント
穐ブルー 

FBC-8098
ミニフラワーポット
￥680（税抜）/1本

￥380（税抜）/1本
全長18cm･花径2cm･幅12cm
入り数:12コ/B 120コ/C▼
材質：PE 紙 セメント
穐ブルー   逸ピンク 

FBC-8133 慰
ビジットセダムミックスポット
￥2,800（税抜）/1本

￥1,800（税抜）/1本
全長16.5cm・幅17.5cm
入り数:2コ/B 24コ/C▼
材質：PE 鉄 PA PS 麻 石
慰グリーン 

FBC-8134 慰
ビジットチランジアミックスポット
￥2,800（税抜）/1本

￥1,800（税抜）/1本
全長16cm・幅16cm
入り数:2コ/B 24コ/C▼
材質：ポリエステル PE 鉄 PA PS 麻 石
慰グリーン 

FBC-8135 慰
ビジットエケベリアミックスポット
￥2,800（税抜）/1本

￥1,800（税抜）/1本
全長21.5cm・幅18cm
入り数:2コ/B 24コ/C▼
材質：ポリエステル PE 鉄 PA PS 麻 石
慰グリーン 
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FBC-8015 沿
ガーベラリース
￥980（税抜）/1コ

￥680（税抜）/1コ
φ25cm・花径2?7.5cm
入り数:4コ/B 48コ/C★
材質：ポリエステル PE 鉄 PA 自然素材
沿ピンクビューティー 

FBC-8015 云
ガーベラリース
￥980（税抜）/1コ

￥680（税抜）/1コ
φ25cm・花径2?7.5cm
入り数:4コ/B 48コ/C★
材質：ポリエステル PE 鉄 PA 自然素材
云イエローオレンジ 

FBC-8033 委
ラナンキュラスポットＭ
￥580（税抜）/1コ
全長16cm
入り数:3コ/B 36コ/C★
材質：ポリエステル PE 鉄 紙
委グリーンホワイト 

FBC-8033 薗
ラナンキュラスポットＭ
￥580（税抜）/1コ
全長16cm
入り数:3コ/B 36コ/C★
材質：ポリエステル PE 鉄 紙
薗ラベンダーパープル 

GLA-1288 慰
アガベブーケ
￥480（税抜）/1束

￥280（税抜）/1束
全長22cm・幅14cm
入り数:12束/B 240束/C★
材質：PE 鉄 自然素材 紙 麻
デザインタグつき
慰グリーン 

GLA-1290 慰
カクタスブーケ
￥480（税抜）/1束

￥280（税抜）/1束
全長22cm・幅13cm
入り数:12束/B 240束/C★
材質：PE 鉄 自然素材 紙 麻
デザインタグつき
慰グリーン 

FBC-8074 慰
ラナンキュラスブーケ
￥580（税抜）/1本

￥380（税抜）/1本
全長19.5cm・幅11cm
入り数:12束/B 192束/C★
材質：ポリエステル PE PA 鉄 紙 麻
ヒモ付き
慰グリーン 

FBC-8074 厩
ラナンキュラスブーケ
￥580（税抜）/1本

￥380（税抜）/1本
全長19.5cm・幅11cm
入り数:12束/B 192束/C★
材質：ポリエステル PE PA 鉄 紙 麻
ヒモ付き
厩イエロー 

FBC-8029 沿
アマリリスミックスブーケ
￥900（税抜）/1束

￥680（税抜）/1束
全長20cm・幅13cm
入り数:8束/B 144束/C★
材質：ポリエステル PE 鉄 紙
ディスプレイボックス入り
沿ピンクビューティー 

FBC-8102
ハーブミックスブーケ
￥1,680（税抜）/1本

￥1,200（税抜）/1本
全長18cm・花径2.5cm･幅16cm
入り数:1コ/B 48コ/C★
材質：ポリエステル PE 鉄 PA 紙 麻 石
 

FBC-8103
フレンチスタイルブーケ
￥1,680（税抜）/1本

￥1,200（税抜）/1本
全長16cm・花径3～13cm･幅18cm
入り数:1コ/B 48コ/C★
材質：ポリエステル PE 紙 鉄 石
 

FBC-8106
フィールドフラワーミックスブーケ
￥1,980（税抜）/1本

￥1,500（税抜）/1本
全長25cm・幅18cm
入り数:1コ/B 24コ/C★
材質：ポリエステル PE 鉄 紙 石
 

FBC-8107
カラフルフラワーミックスブーケ
￥1,980（税抜）/1本

￥1,500（税抜）/1本
全長25cm・幅18cm
入り数:1コ/B 24コ/C★
材質：ポリエステル PE 鉄 PA 紙 石
 

FBC-8105
グリーンミックスブーケ
￥1,980（税抜）/1本

￥1,500（税抜）/1本
全長26cm・幅18cm
入り数:1コ/B 24コ/C★
材質：ポリエステル PE 鉄 紙 麻 石
 

FBC-8109
ミニフレンチスタイルポット
￥880（税抜）/1本

￥680（税抜）/1本
全長12cm･花径4～6.5cm・幅14cm
入り数:12コ/B 108コ/C★
材質：ポリエステル PE 鉄 PA PU 紙 石
 

FBC-8110
ミニグリーンミックスポット
￥880（税抜）/1本

￥680（税抜）/1本
全長14cm･幅13cm
入り数:12コ/B 108コ/C★
材質：ポリエステル PE 鉄 紙 石
 

FBC-8112
カラフルフラワーミックスアレンジ
￥1,400（税抜）/1本

￥980（税抜）/1本
全長8.5cm・花径2～5cm・幅10.5cm
入り数:1コ/B 48コ/C★
材質：ポリエステル PE 紙
フタを閉めることができます
 

FBC-8113
フィールドフラワーミックスアレンジ
￥1,400（税抜）/1本

￥980（税抜）/1本
全長8.5cm・花径4.5cm･幅10.5cm
入り数:1コ/B 48コ/C★
材質：ポリエステル PE PA 紙
フタを閉めることができます
 

FBC-8125 逸
ビジットガーベラ
ウールポット
￥2,800（税抜）/1本

￥1,800（税抜）/1本
W14cm×D14cm×H15cm
入り数:2コ/B 24コ/C▼
材質：ポリエステル PE 鉄 
PS ウール 紙 麻
逸ピンク 

FBC-8118 逸
ビジットミックスフラワー
ウールポット
￥2,800（税抜）/1本

￥1,800（税抜）/1本
W13cm×D14cm×H14cm
入り数:2コ/B 24コ/C▼
材質：ポリエステル PE 鉄 PS 
ウール 紙 麻
逸ピンク 

FBC-8127 浦
ビジットラナンキュラス
ウールポット
￥2,800（税抜）/1本

￥1,800（税抜）/1本
W16cm×D13cm×H14cm
入り数:2コ/B 24コ/C▼
材質：ポリエステル PE 鉄
PS ウール 紙 麻
浦イエローオレンジ 

FBC-8117 逸
ビジットラナンキュラスラップポット
￥2,800（税抜）/1本

￥1,800（税抜）/1本
W14cm×D14cm×H16cm
入り数:2コ/B 24コ/C▼
材質：ポリエステル PE 鉄 PA 紙 麻 石
逸ピンク 

FBC-8119 浦
ビジットミックスフラワーラップポット
￥2,800（税抜）/1本

￥1,800（税抜）/1本
W14cm×D13cm×H15cm
入り数:2コ/B 24コ/C▼
材質：ポリエステル PE 鉄 PA 紙 麻 石
浦イエローオレンジ 

FBC-8126 浦
ビジットガーベララップポット
￥2,800（税抜）/1本

￥1,800（税抜）/1本
W14cm×D14cm×H17cm
入り数:2コ/B 24コ/C▼
材質：ポリエステル PE 鉄 PA 紙 麻 石
浦イエローオレンジ 

FBC-8115横
フレッシュラナンキュラス
￥1,200（税抜）/1本

￥780（税抜）/1本
全長12cm･幅13cm
入り数:1コ/B 72コ/C★
材質：ポリエステル PE 鉄 PS PA 麻
シリコン樹脂
横グリーンパープル 

FBC-8115 逸
フレッシュラナンキュラス
￥1,200（税抜）/1本

￥780（税抜）/1本
全長12cm･幅13cm
入り数:1コ/B 72コ/C★
材質：ポリエステル PE 鉄 PS PA 麻
シリコン樹脂
逸ピンク 

FBC-8114 厩
フレッシュミモザアレンジ
￥1,200（税抜）/1本

￥780（税抜）/1本
全長15cm･幅12cm
入り数:1コ/B 72コ/C★
材質：シリコン樹脂 ポリエステル PE 
鉄 PS PA 麻
厩イエロー 

FBC-8116 違
フレッシュレースフラワーアレンジ
￥1,200（税抜）/1本

￥780（税抜）/1本
全長14cm･幅17cm
入り数:1コ/B 72コ/C★
材質：シリコン樹脂 ポリエステル PE 鉄 
PS 麻
違ライトグリーン 

PVCケース入り PVCケース入り PVCケース入り PVCケース入り

SPD-0398
ローズミックスウールポットＰ
￥1,680（税抜）/1コ

￥980（税抜）/1コ
W14cm×D13cm×H17cm
入り数:1コ/B 48コ/C▼
材質：ポリエステル PE 鉄PS 木 
ウール
 

SPD-0401
グリーンミックスアレンジ
￥1,400（税抜）/1コ

￥980（税抜）/1コ
□10.5cm×高さ8.5cm
入り数:1コ/B 48コ/C▼
材質：PE 紙
フタを閉めることができます
 

SPD-0402
グリーンミックスウールポット
￥1,680（税抜）/1コ

￥980（税抜）/1コ
W19cm×D12cm×H18.5cm
入り数:1コ/B 48コ/C▼
材質：ポリエステル PE 鉄木 ウール
 

SPD-0420
ドルチェコーンカップ３ＡＳＴ
￥420（税抜）/1コ

￥180（税抜）/1コ
花径11cm・高さ18cm(花部5cm）
入り数:12コ/B 120コ/C▼
材質：ポリエステル PE PS 鉄 紙
3デザインアソート
※カラーを指定することは出来ません
 

SPD-0421
ドルチェダブルワッフルコーン２ＡＳＴ
￥420（税抜）/1コ

￥180（税抜）/1コ
W14cm×D14cm×H7cm
入り数:12コ/B 120コ/C▼
材質：ポリエステル PE PS 鉄 紙
2デザインアソート
※カラーを指定することは出来ません
 

SPD-0422
ドルチェベリースクエアカップ２ＡＳＴ
￥420（税抜）/1コ

￥180（税抜）/1コ
W8cm×D8cm×H6.5cm
入り数:12コ/B 120コ/C▼
材質：ポリエステル PE PS 鉄 紙
2デザインアソート
※カラーを指定することは出来ません 
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FBC-8058 委
ラナンガーベラポット
￥580（税抜）/1本

￥420（税抜）/1本
全長12cm・幅10cm
入り数:12コ/B 96コ/C★
材質：ポリエステル PE PS ABS PA 鉄
委グリーンホワイト 

FBC-8058 逸
ラナンガーベラポット
￥580（税抜）/1本

￥420（税抜）/1本
全長12cm・幅10cm
入り数:12コ/B 96コ/C★
材質：ポリエステル PE PS ABS PA 鉄
逸ピンク 

FBC-8058 厩
ラナンガーベラポット
￥580（税抜）/1本

￥420（税抜）/1本
全長12cm・幅10cm
入り数:12コ/B 96コ/C★
材質：ポリエステル PE PS ABS PA 鉄
厩イエロー 

FBC-8059 委
ダリアミックスポット
￥580（税抜）/1本

￥420（税抜）/1本
全長12cm・幅10cm
入り数:12コ/B 96コ/C★
材質：ポリエステル PE PS ABS PA 鉄
委グリーンホワイト 

FBC-8059 逸
ダリアミックスポット
￥580（税抜）/1本

￥420（税抜）/1本
全長12cm・幅10cm
入り数:12コ/B 96コ/C★
材質：ポリエステル PE PS ABS PA 鉄
逸ピンク 

FBC-8059 厩
ダリアミックスポット
￥580（税抜）/1本

￥420（税抜）/1本
全長12cm・幅10cm
入り数:12コ/B 96コ/C★
材質：ポリエステル PE PS ABS PA 鉄
厩イエロー 

FBC-8057 委 
ローズミックスポット
￥580（税抜）/1本

￥420（税抜）/1本
全長12cm・幅10cm
入り数:12コ/B 96コ/C★
材質：ポリエステル PE PS ABS PA 鉄
委グリーンホワイト 

FBC-8057 逸
ローズミックスポット
￥580（税抜）/1本

￥420（税抜）/1本
全長12cm・幅10cm
入り数:12コ/B 96コ/C★
材質：ポリエステル PE PS ABS PA 鉄
逸ピンク 

FBC-8057 厩
ローズミックスポット
￥580（税抜）/1本

￥420（税抜）/1本
全長12cm・幅10cm
入り数:12コ/B 96コ/C★
材質：ポリエステル PE PS ABS PA 
鉄
厩イエロー 

FBC-8030 沿
ガーベラカラーポットS
￥580（税抜）/1コ
全長13cm・幅12cm
入り数:3コ/B 36コ/C★
材質：ポリエステル PE 鉄 紙
沿ピンクビューティー 

FBC-8030 厩
ガーベラカラーポットS
￥580（税抜）/1コ
全長13cm・幅12cm
入り数:3コ/B 36コ/C★
材質：ポリエステル PE 鉄 紙
厩イエロー 

FBC-8031 委
ローズカラーポットS
￥580（税抜）/1コ
全長14cm・幅12cm
入り数:3コ/B 36コ/C★
材質：ポリエステル PE 鉄 紙
委グリーンホワイト 

FBC-8012 委
ガーベラポット S
￥1,600（税抜）/1コ

￥1,280（税抜）/1コ
全長18cm・幅17cm
入り数:4コ/B 36コ/C★
材質：ポリエステル 陶器 PS PE 鉄
委グリーンホワイト 

FBC-8012 沿
ガーベラポット S
￥1,600（税抜）/1コ

￥1,280（税抜）/1コ
全長18cm・幅17cm
入り数:4コ/B 36コ/C★
材質：ポリエステル 陶器 PS PE 鉄
沿ピンクビューティー 

FBC-8012 云
ガーベラポット S
￥1,600（税抜）/1コ

￥1,280（税抜）/1コ
全長18cm・幅17cm
入り数:4コ/B 36コ/C★
材質：ポリエステル 陶器 PS PE 鉄
云イエローオレンジ 

FBC-8013 委
ガーベラポット L
￥2,800（税抜）/1コ

￥1,980（税抜）/1コ
全長24cm・幅20cm
入り数:2コ/B 36コ/C★
材質：ポリエステル 陶器 PS PE 鉄
委グリーンホワイト 

FBC-8013 沿
ガーベラポット L
￥2,800（税抜）/1コ

￥1,980（税抜）/1コ
全長24cm・幅20cm
入り数:2コ/B 36コ/C★
材質：ポリエステル 陶器 PS PE 鉄
沿ピンクビューティー 

FBC-8013 云
ガーベラポット L
￥2,800（税抜）/1コ

￥1,980（税抜）/1コ
全長24cm・幅20cm
入り数:2コ/B 36コ/C★
材質：ポリエステル 陶器 PS PE 鉄
云イエローオレンジ 

FBC-8010 委
ローズポット S
￥1,600（税抜）/1コ

￥1,280（税抜）/1コ
全長20cm・幅20cm
入り数:4コ/B 36コ/C★
材質：ポリエステル 陶器 PS PE 鉄
委グリーンホワイト 

FBC-8010 沿
ローズポット S
￥1,600（税抜）/1コ

￥1,280（税抜）/1コ
全長20cm・幅20cm
入り数:4コ/B 36コ/C★
材質：ポリエステル 陶器 PS PE 鉄
沿ピンクビューティー 

FBC-8010 云
ローズポット S
￥1,600（税抜）/1コ

￥1,280（税抜）/1コ
全長20cm・幅20cm
入り数:4コ/B 36コ/C★
材質：ポリエステル 陶器 PS PE 鉄
云イエローオレンジ 

FBC-8011 委
ローズポット L
￥2,800（税抜）/1コ

￥1,980（税抜）/1コ
全長26cm・幅21cm
入り数:2コ/B 36コ/C★
材質：ポリエステル 陶器 PS PE 鉄
委グリーンホワイト 

FBC-8011 沿
ローズポット L
￥2,800（税抜）/1コ

￥1,980（税抜）/1コ
全長26cm・幅21cm
入り数:2コ/B 36コ/C★
材質：ポリエステル 陶器 PS PE 鉄
沿ピンクビューティー 

FBC-8011 云
ローズポット L
￥2,800（税抜）/1コ

￥1,980（税抜）/1コ
全長26cm・幅21cm
入り数:2コ/B 36コ/C★
材質：ポリエステル 陶器 PS PE 鉄
云イエローオレンジ 

FBC-8032 委
ラナンキュラスカラーポットＳ
￥480（税抜）/1コ
サイズW12cm×D12cm×H13cm
入り数:3コ/B 36コ/C★
材質：ポリエステル PE  PS 陶器
委グリーンホワイト 

FBCA-0005
ガーベラバスケットアレンジ
￥2,300（税抜）/1コ
W11cm×D11cm×H20cm
入り数:1コ/B★
材質：ポリエステル PE ポリフォーム  
PS 紙 木

FBCA-0001
パネルベースガーベラアレンジ
￥1,600（税抜）/1コ
W16cm×D5cm×H24cm
入り数:1コ/B★
材質：ポリエステル PE PS 木
 

FBCA-0002
グラスカップローズアレンジ
￥1,600（税抜）/1コ
サイズW19cm×D13cm×H7.2cm
入り数:1コ/B★
材質：ガラス 麻 ポリエステル PE  PS 

FBCA-0004
ローズハウスポットアレンジ
￥1,600（税抜）/1コ
W8cm×D7cm×H8cm
入り数:1コ/B★
材質：ポリエステル PE  PS セメント 

FBC-6332
ローズポットＳ Ｗ
￥1,000（税抜）/1コ
サイズW11cm×D12cm×H12cm
入り数:2コ/B 24コ/C▼
材質：ポリエステル PE  鉄 PS 陶器

FBC-6333
ローズポットＳ Ｐ
￥1,000（税抜）/1コ
サイズW11cm×D12cm×H12cm
入り数:2コ/B 24コ/C▼
材質：ポリエステル PE  鉄 PS 陶器

FBC-6334
ローズポットＳ Ｒ
￥1,000（税抜）/1コ
サイズW11cm×D12cm×H12cm
入り数:2コ/B 24コ/C▼
材質：ポリエステル PE  鉄 PS 陶器

FBC-6336
ラナンキュラスポットＳ Ｙ
￥1,000（税抜）/1コ
サイズW12cm×D11cm×H13cm
入り数:2コ/B 24コ/C▼
材質：ポリエステル PE  鉄 PS 陶器

FBC-6337
ラナンキュラスポットＳ Ｒ
￥1,000（税抜）/1コ
サイズW22cm×D23cm×H24cm
入り数:2コ/B 24コ/C▼
材質：ポリエステル PE  鉄 PS 陶器
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FBC-6318
ミニガーベラバスケット Ｐ
￥1,700（税抜）/1コ
サイズW21cm×D16cm×H13cm
入り数:1コ/B 12コ/C▼
材質：ポリエステル PE  鉄 PS 紙

FBC-6325
ローズポット Ｗ
￥2,600（税抜）/1コ
サイズW11.5cm×D12.5cm×H13cm
入り数:1コ/B 12コ/C▼
材質：ポリエステル PE  鉄 PS 陶器

FBC-6326
ローズポット Ｙ
￥2,600（税抜）/1コ
サイズW11.5cm×D12.5cm×H13cm
入り数:1コ/B 12コ/C▼
材質：ポリエステル PE  鉄 PS 陶器

FBC-6327
ローズポット Ｒ
￥2,600（税抜）/1コ
サイズW11.5cm×D12.5cm×H13cm
入り数:1コ/B 12コ/C▼
材質：ポリエステル PE  鉄 PS 陶器

FBC-6310
ローズアレンジバスケット Ｐ
￥1,800（税抜）/1コ
サイズW19cm×D14cm×H17cm
入り数:1コ/B 12コ/C▼
材質：ポリエステル PE  鉄 PS 紙

FBC-6311
ローズアレンジバスケット Ｙ
￥1,800（税抜）/1コ
サイズW19cm×D14cm×H17cm
入り数:1コ/B 12コ/C▼
材質：ポリエステル PE  鉄 PS 紙

FBC-6312
ローズアレンジバスケット Ｒ
￥1,800（税抜）/1コ
サイズW19cm×D14cm×H17cm
入り数:1コ/B 12コ/C▼
材質：ポリエステル PE  鉄 PS 紙

FBC-6315
ガーベラバスケット Ｙ
￥2,000（税抜）/1コ
サイズW22cm×D14.5cm×H17cm
入り数:1コ/B 12コ/C▼
材質：ポリエステル PE  鉄 PS 紙

FBC-6316
ガーベラバスケット Ｐ
￥2,000（税抜）/1コ
サイズW22cm×D14.5cm×H17cm
入り数:1コ/B 12コ/C▼
材質：ポリエステル PE  鉄 PS 紙

FBC-6317
ガーベラバスケット Ａ／Ｂ
￥2,000（税抜）/1コ
サイズW22cm×D14.5cm×H17cm
入り数:1コ/B 12コ/C▼
材質：ポリエステル PE  鉄 PS 紙

FBC-6338
カサブランカバスケットＬＬ Ｗ
￥5,500（税抜）/1コ
サイズW41cm×D47cm×H73cm
入り数:1コ/B 4コ/C▼
材質：ポリエステル PE  鉄

FBC-6339
カサブランカバスケット ＬＬ Ｐ

￥5,500（税抜）/1コ
サイズW41cm×D47cm×H73cm
入り数:1コ/B 4コ/C▼
材質：ポリエステル PE  鉄

FBC-6340
ローズバスケットＬＬ Ｐ
￥6,000（税抜）/1コ
サイズW49cm×D38cm×H74cm
入り数:1コ/B 4コ/C▼
材質：ポリエステル PE  鉄 紙 PS

FBC-6341
ローズバスケットＬＬ Ｒ
￥6,000（税抜）/1コ
サイズW49cm×D38cm×H74cm
入り数:1コ/B 4コ/C▼
材質：ポリエステル PE  鉄 紙 PS

FBC-6282
FBC-6282R
ミニコチョウランポットＳ Ｗ
￥2,400（税抜）/1コ

￥1,800（税抜）/1コ

サイズW18cm×D19cm×H30cm
入り数:1コ/B 12コ/C▼
材質：ポリエステル PE  鉄

FBC-6287R
ミニコチョウランポットＳ ＬＧＲ
￥1,800（税抜）/1コ

￥880（税抜）/1コ
入り数:1コ/B 24コ/C▼
材質：ポリエステル PE  鉄

FBC-6290R
ミニコチョウランポットＭ Ｗ／Ｒ
￥2,400（税抜）/1コ

￥1,200（税抜）/1コ
入り数:1コ/B 24コ/C▼
材質：ポリエステル PE  鉄

FBC-6293
FBC-6293R
ミニコチョウランポットＭ Ｙ
￥2,400（税抜）/1コ
サイズW24cm×D19.5cm×H31cm
入り数:1コ/B 12コ/C▼
材質：ポリエステル PE  鉄

FBC-6294
ミニコチョウランポットＭ ＬＧＲ
￥2,400（税抜）/1コ
サイズW24cm×D19.5cm×H31cm
入り数:1コ/B 12コ/C▼
材質：ポリエステル PE  鉄

FBC-6296R
コチョウランポットＭ Ｗ
￥3,300（税抜）/1コ

￥1,900（税抜）/1コ
サイズW29cm×D24.5cm×H37cm
入り数:1コ/B 12コ/C▼
材質：ポリエステル PE  鉄

FBC-6300R
コチョウランポットＭ Ｙ
￥3,300（税抜）/1コ

￥1,900（税抜）/1コ
サイズW29cm×D24.5cm×H37cm
入り数:1コ/B 12コ/C▼
材質：ポリエステル PE  鉄

FBC-6301
コチョウランポットＭ ＬＧＲ
￥3,300（税抜）/1コ
サイズW29cm×D24.5cm×H37cm
入り数:1コ/B 12コ/C▼
材質：ポリエステル PE  鉄

FBC-6306
コチョウランポットＬ Ｙ
￥4,200（税抜）/1コ
サイズW28cm×D28cm×H40cm
入り数:1コ/B 6コ/C▼
材質：ポリエステル PE  鉄

FBC-6307
コチョウランポットＬ ＬＧＲ
￥4,200（税抜）/1コ
サイズW28cm×D28cm×H40cm
入り数:1コ/B 6コ/C▼
材質：ポリエステル PE  鉄

FBC-6289
FBC-6289R
ミニコチョウランポットＭ Ｗ
￥2,400（税抜）/1コ
サイズW24cm×D19.5cm×H31cm
入り数:1コ/B 12コ/C▼
材質：ポリエステル PE  鉄

FBC-6302R
コチョウランポットＬ Ｗ
￥4,200（税抜）/1コ

￥2,300（税抜）/1コ
入り数:1コ/B 12コ/C▼
材質：ポリエステル PE  鉄
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FBC-8170
ハーバリウムキット
￥600（税抜）/1袋
全長2.2～3.2cm・花径3.2cm
実径0.7～0.9cm
入り数：12袋/B 240袋/C＊

材質：ポリエステル PE

胃ラベンダー印パープル穐ブルー

慰グリーン厩イエロー逸ピンク移ライトピンク厩イエロー鵜ホワイトグリーン

ベースとお花を組み合わせるだけのカンタンキット！

手作りをしてみたいお子様にもカンタンに作れるお花のキットです。
刃物や道具も使わないので安心、安全。
親子で一緒にハーバリウムやリースのワークショップが簡単にできます。

専用オイル フラワーボトル

ハーバリウムキット

容量150ml のボトル推奨

完成イメージ

FBC-8192
ナチュラルハーバリウムキット
￥600（税抜）/1袋

￥420（税抜）/1袋
全長2.3～11cm・実房径4cm・
花径3.5cm
入り数:12袋/B 240袋/C★
材質：ポリエステル PE PS

FBC-8182
ガーデンローズパック
￥300（税抜）/1袋

￥200（税抜）/1袋
全長2cm・花径2.5 cm
入り数:12袋/B 288袋/C★
材質：ポリエステル PE
20コ入り

胃ラベンダー

穐ブルー

逸ピンク慰グリーン

印パープル厩イエロー

FBC-8184
カスミソウパック
￥300（税抜）/1袋

￥200（税抜）/1袋
全長3.5cm・花径2.3 cm
入り数:12袋/B 288袋/C★
材質：ポリエステル PE
8コ入り

印パープル

逸ピンク慰グリーン迂ホワイト

胃ラベンダー

FBC-8185
マクロベリーパック
￥200（税抜）/1袋

￥150（税抜）/1袋
全長2.3～3 cm
入り数:12袋/B 288袋/C★
材質：PE PS
7コ入り

絢クリーム

違ライトグリーン

因レッド

悪ブラウン

慰グリーン

FBC-8186
ハートカズラパック
￥200（税抜）/1袋

￥150（税抜）/1袋
全長8.5cm
入り数:12袋/B 288袋/C★
材質：PE
15コ入り

慰グリーン鵜ホワイトグリーン 鞍ダークグリーン

FBC-8187
スマイラックスパック
￥200（税抜）/1袋

￥150（税抜）/1袋
全長8.5cm
入り数:12袋/B 288袋/C★
材質：PE
9コ入り

慰グリーン鵜ホワイトグリーン 鞍ダークグリーン

FBC-8188
ソテツパック
￥200（税抜）/1袋

￥150（税抜）/1袋
全長10cm・葉幅4cm
入り数:12袋/B 288袋/C★
材質：PE
9コ入り

慰グリーン鵜ホワイトグリーン 鞍ダークグリーン

FBC-8189
デルフィニュームパック
￥300（税抜）/1袋

￥200（税抜）/1袋
花径5cm
入り数:12袋/B 288袋/C★
材質：ポリエステル PE
9コ入り

穐ブルー逸ピンク 胃ラベンダー 慰グリーン

FBC-8191
ナチュラルベリーパック
￥300（税抜）/1袋
全長5.5cm・実径1.2～1.8cm
入り数：12袋/B 288袋/C＊

材質：ポリエステル PE PA
6コ入り

因レッド溢オレンジ 印パープル 慰グリーン

印パープル 逸ピンク移ライトピンク

2524

Outlet Item 2021



O
utlet Item

 2021

フ
ラ
ワ
ー
パ
ー
ツ
・
プ
リ
ザ
ー
ブ
ド
フ
ラ
ワ
ー
・
ド
ラ
イ
フ
ラ
ワ
ー

FG-5017域
フラワーグリーンミックスパック
￥420（税抜）/1袋

￥300（税抜）/1袋
L4.5～15.5cm・W3～5cm
入り数:12袋/B 288袋/C★
材質：ポリエステル PE  PA PS
域ミックス 

FG-5018域
ミモザミックスパック
￥420（税抜）/1袋

￥300（税抜）/1袋
L8～14cm・W3～10cm
入り数:12袋/B 288袋/C★
材質：PE PA
域ミックス 

FG-5019域
グリーンベリーミックスパック
￥420（税抜）/1袋

￥300（税抜）/1袋
L8.5～15cm・W3.5～7.5cm
入り数:12袋/B 288袋/C★
材質：ポリエステル PE PA PS
域ミックス 

FG-5020域
ラベンダーミックスパック
￥420（税抜）/1袋

￥300（税抜）/1袋
L9～11cm・W2～8cm
入り数:12袋/B 288袋/C★
材質：ポリエステル PE PS
域ミックス 

FG-5022域
ミカヅキネックレスミックスパック
￥420（税抜）/1袋

￥300（税抜）/1袋
L10.5～20cm・W3.5～7cm
入り数:12袋/B 288袋/C★
材質：PE
域ミックス 

ジップバッグ入り

ビンに入れて
ハーバリウムふうに♪

フラワーリースに
プラスしてアクセントに♪

フレームにマスキングテープで
貼りつけて植物標本ふうに♪

使い方
いろい

ろ

ビンに入れて
ハーバリウムふうに♪

フラワーリースに
プラスしてアクセントに♪

フレームにマスキングテープで
貼りつけて植物標本ふうに♪

使い方
いろい

ろ

DIYで 使い方いろいろ

ジップバッグ入り

ジップバッグ入り ジップバッグ入り

FG-5021域
ハイドレンジアミックスパック
￥420（税抜）/1袋

￥300（税抜）/1袋
L6.5～10.5cm・W2～7cm
入り数:12袋/B 288袋/C★
材質：ポリエステル PE PA
域ミックス 

ジップバッグ入り ジップバッグ入り ジップバッグ入り

FLP-1270
ハイドレンジアヘッド
￥700（税抜）/1箱

￥500（税抜）/1箱
全長2.5cm・花径4cm
入り数:12箱/B 240箱/C★
材質：ポリエステル PE
1箱（30コ入り）

クリーム

ライトグリーン

グレー

モーブ

FG-5023 域
チランジアミックスパック
￥420（税抜）/1袋

￥300（税抜）/1袋
L10.5～15cm・W6～10cm
入り数:12袋/B 288袋/C★
材質：PE
域ミックス 

ジップバッグ入り

ジップバッグ入り

ジップバッグ入り

ジップバッグ入り

ジップバッグ入り

ジップバッグ入り

ジップバッグ入り

ジップバッグ入り

ジップバッグ入り

ジップバッグ入り

ジップバッグ入り

ジップバッグ入り ジップバッグ入り

ジップバッグ入り

ジップバッグ入り

DYS-0010 鞍
アジサイパック
￥200（税抜）/1袋

￥120（税抜）/1袋
約8cm (約1g入り)
入り数:12袋/B 432袋/C▼
材質：プリザーブドフラワー
鞍ダークグリーン 

DYS-0010 慰
アジサイパック
￥200（税抜）/1袋

￥120（税抜）/1袋
約8cm (約1g入り)
入り数:12袋/B 432袋/C▼
材質：プリザーブドフラワー
慰グリーン 

DYS-0010 移
アジサイパック
￥200（税抜）/1袋

￥120（税抜）/1袋
約8cm (約1g入り)
入り数:12袋/B 432袋/C▼
材質：プリザーブドフラワー
移ライトピンク 

DYS-0010 萎
アジサイパック
￥200（税抜）/1袋

￥120（税抜）/1袋
約8cm (約1g入り)
入り数:12袋/B 432袋/C▼
材質：プリザーブドフラワー
萎ライトブルー 

DYS-0010 迂
アジサイパック
￥200（税抜）/1袋

￥120（税抜）/1袋
約8cm (約1g入り)
入り数:12袋/B 432袋/C▼
材質：プリザーブドフラワー
迂ホワイト 

DYS-0012
ラベンダーパック
￥200（税抜）/1袋

￥120（税抜）/1袋
約12cm (約2g入り)
入り数:12袋/B 432袋/C▼
材質：ドライフラワー
 

DYS-0013
センニチコウパック
￥200（税抜）/1袋

￥120（税抜）/1袋
約9cm (3本入り)
入り数:12袋/B 432袋/C▼
材質：ドライフラワー
 

DYS-0014 慰
カスミパック
￥200（税抜）/1袋

￥120（税抜）/1袋
約12cm (約1.3g入り)
入り数:12袋/B 432袋/C▼
材質：プリザーブドフラワー
慰グリーン 

DYS-0014 医
カスミパック
￥200（税抜）/1袋

￥120（税抜）/1袋
約12cm (約1.3g入り)
入り数:12袋/B 432袋/C▼
材質：プリザーブドフラワー
医ライトパープル 

DYS-0014 逸
カスミパック
￥200（税抜）/1袋

￥120（税抜）/1袋
約12cm (約1.3g入り)
入り数:12袋/B 432袋/C▼
材質：プリザーブドフラワー
逸ピンク 

DYS-0014 迂
カスミパック
￥200（税抜）/1袋

￥120（税抜）/1袋
約12cm (約1.3g入り)
入り数:12袋/B 432袋/C▼
材質：プリザーブドフラワー
迂ホワイト 

DYS-0015 慰
ポアプランツパック
￥200（税抜）/1袋

￥120（税抜）/1袋
約12cm (2本入り)
入り数:12袋/B 432袋/C▼
材質：ドライフラワー
慰グリーン 

DYS-0015 迂
ポアプランツパック
￥200（税抜）/1袋

￥120（税抜）/1袋
約12cm (2本入り)
入り数:12袋/B 432袋/C▼
材質：ドライフラワー
迂ホワイト 

DYS-0016
アジアンタムパック
￥200（税抜）/1パック

￥120（税抜）/1パック
約12cm (3本入り)
入り数:12袋/B 432袋/C▼
材質：プリザーブドフラワー
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RGB-749
チューブガラスベース×7
￥1,800（税抜）/1コ

￥1,300（税抜）/1コ
W9cm×D8.5cm×H15cm

（口径：φ2.6cm）
入り数:1コ/B 24コ/C★
材質：ガラス
 

RGB-795宛
ガラスボトル スクエア
￥200（税抜）/1コ

￥140（税抜）/1コ
W4cm×D4cm×H17cm
入り数:12コ/B 48コ/C▼
材質：ガラス アルミニウム
宛クリア 

RFB-060
ワスプキャッチャーベースBR
￥680（税抜）/1コ

￥340（税抜）/1コ
φ9cm×H14cm（H21cm）
入り数:1コ/B 12コ/C▼
材質：ガラス 鉄 コルク
底部に穴が開いています
 

RFB-066
H12cmカラーガラスY
￥880（税抜）/1コ

￥680（税抜）/1コ
φ12cm×H12cm
入り数:1コ/B 6コ/C★
材質：ガラス
 

RGB-677
ハンギングガラスペアＳ
￥1,000（税抜）/1コ

￥350（税抜）/1コ
W7cm×D6cm×H13.5cm

（口径φ5cm）
入り数:1コ/B 48コ/C▼
材質：ガラス 麻
 

RGB-725
ハンギンググラスカプセル
￥900（税抜）/1コ

￥450（税抜）/1コ
φ6cm×H16cm
(口径：W4.5cm×H7cm)
入り数:1コ/B 40コ/C▼
材質：ガラス 麻
 

RGB-726
ハンギングガラスレモン
￥800（税抜）/1コ

￥350（税抜）/1コ
W9cm×D8cm×H17.5cm
(口径：W6cm×H7cm)
入り数:1コ/B 24コ/C▼
材質：ガラス 麻
 

RGB-743
ハンギングライトバルブＳ
￥900（税抜）/1コ

￥450（税抜）/1コ
W7cm×D7cm×H13cm

（口径：φ5.1cm）
入り数:1コ/B 40コ/C▼
材質：ガラス 麻
 

RGB-678
ハンギングガラスペアＭ
￥1,200（税抜）/1コ

￥450（税抜）/1コ
W9cm×D7.5cm×H14.5cm
(口径φ6cm)
入り数:1コ/B 40コ/C▼
材質：ガラス 麻
 

RGB-744
ハンギングライトバルブＭ
￥1,200（税抜）/1コ

￥600（税抜）/1コ
W10cm×D8.5cm×H18cm

（口径：φ6.5cm）
入り数:1コ/B 24コ/C▼
材質：ガラス 麻
 

RGB-674
ハンギングガラスドロップＬＬ
￥1,500（税抜）/1コ

￥1,300（税抜）/1コ
W12cm×D10cm×H23cm
(口径φ8cm)
入り数:1コ/B 24コ/C★
材質：ガラス 麻
 

RGB-675
ハンギングガラスアップルＳ
￥900（税抜）/1コ

￥680（税抜）/1コ
W8cm×D7cm×H10cm
(口径φ5cm)
入り数:1コ/B 60コ/C★
材質：ガラス 麻
 

RGB-337
ガラスベースキャニスター
￥2,800（税抜）/1コ

￥1,400（税抜）/1コ
φ14cm･H19cm
入り数:1コ/B 6コ/C▼
材質：ガラス
 

RGB-704
クロムメッキスタンドグラスベースＭ
￥3,800（税抜）/1コ

￥2,800（税抜）/1コ
φ12.5cm・H40cm
入り数:1コ/B 12コ/C▼
材質：ガラス
 

RGB-712
ガラスベーストラペゾイド Ｍ
￥3,800（税抜）/1コ

￥2,800（税抜）/1コ
W30cm×D12cm×H9cm
入り数:1コ/B 9コ/C★
材質：ガラス
 

RGB-717
ガラスベースワイドショート Ｓ
￥5,500（税抜）/1コ

￥3,800（税抜）/1コ
W37cm×D13cm×H10.5cm
入り数:1コ/B 9コ/C★
材質：ガラス
 

RGB-761
ガラスベースシリンダー BR
￥6,800（税抜）/1コ

￥5,000（税抜）/1コ
φ22.5cm・H50cm（口径17cm）
入り数:1コ/B 4コ/C★
材質：ガラス
 

RGB-718
ガラスベースワイドショート Ｍ
￥6,800（税抜）/1コ

￥4,800（税抜）/1コ
W47cm×D15cm×H11.5cm
入り数:1コ/B 4コ/C★
材質：ガラス
 

RGB-322
ガラスベースカクテル
￥5,800（税抜）/1コ

￥4,000（税抜）/1コ
φ18cm×H40cm
入り数:1コ/B 6コ/C★
材質：ガラス
 

RGB-323
ガラスベースカクテル
￥8,000（税抜）/1コ

￥5,800（税抜）/1コ
φ18cm×H50cm
入り数:1コ/B 4コ/C★
材質：ガラス
 

RGB-336
ガラスベースパフューム
￥10,000（税抜）/1コ

￥7,000（税抜）/1コ
φ24cm･H55cm
入り数:1コ/B 2コ/C★
材質：ガラス
 

色落ち注意
色落ち注意色落ち注意 色落ち注意

RGB-373
カラーオーバルフラワーベース
アソート
￥440（税抜）/1コ

￥240（税抜）/1コ
サイズW9cm×D9cm×H21cm
入り数:6コ/B 12コ/C▼
材質：ガラス

RGB-374
カラーオーバルフラワーベース
アソート
￥440（税抜）/1コ

￥240（税抜）/1コ
サイズW13cm×D13cm×H20cm
入り数:6コ/B 12コ/C▼
材質：ガラス

Material

RFB-037
Ｈ１５cmエイジングベースＷ
￥1,300（税抜）/1コ

￥780（税抜）/1コ
φ13cm×H14.5cm(口径：φ11cm)
入り数:1コ/B 18コ/C▼
材質：陶器
 

RFB-082
Ｈ３２ＣＭハンドルツキアンティークポット
￥6,800（税抜）/1コ

￥3,800（税抜）/1コ
W28cm×D22cm×H32cm (口径：φ16cm)
入り数:1コ/B 4コ/C▼
材質：陶器
 

RFB-034
Ｈ２８ＣＭアンティークベース
￥8,700（税抜）/1コ

￥4,350（税抜）/1コ
φ25cm×H28cm
入り数:1コ/B 4コ/C▼
材質：陶器
 

RFB-135
ミルキークラックトールポット
￥4,500（税抜）/1コ

￥3,000（税抜）/1コ
W17.8cm×D17.8cm×H21cm
入り数:1コ/B 6コ/C★
材質：陶器
 

RFB-136
ミルキークラックスクエアポット
￥8,000（税抜）/1コ

￥5,800（税抜）/1コ
W18cm×D18cm×H38.5cm
入り数:1コ/B 2コ/C★
材質：陶器
 

RFB-137
ミルキークラックラウンドポット
￥8,000（税抜）/1コ

￥5,800（税抜）/1コ
W21cm×D17.5cm×H35cm
入り数:1コ/B 6コ/C★
材質：陶器
 

RFBB-023
ワイルドゴールドブラッシュポット
￥680（税抜）/1コ

￥480（税抜）/1コ
φ11.5cm･H11cm (口径：φ10cm)
入り数:1コ/B 24コ/C▼
材質：陶器
 

RFBB-024
オーバルゴールドブラッシュポット
￥680（税抜）/1コ

￥480（税抜）/1コ
W17cm×D9cm×H9cm
入り数:1コ/B 18コ/C★
材質：セメント
 

RFBB-027
モダンオーバルブルーポット
￥600（税抜）/1コ

￥400（税抜）/1コ
W17cm×D9cm×H8cm
入り数:1コ/B 48コ/C★
材質：陶器
穴あき
 

RFBB-016
ワイルドロックポット
￥600（税抜）/1コ

￥400（税抜）/1コ
W13cm×D9.5cm×H7cm
入り数:1コ/B 18コ/C★
材質：セメント
※形状にバラつきがあります
 

底面に穴が
空いています
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PDS-0001M
ＦＲＰプランター Ｈ４０ＣＭ Ｗ
￥9,300（税抜）/1コ

￥6,000（税抜）/1コ
H40cm
入り数:1コ/C▼
材質：FRP
 

PDS-MB009
ＦＲＰフラワースタンドＨ
１０００ ＩＶＯ
￥48,000（税抜）/1コ

￥33,000（税抜）/1コ
H100cm
入り数:1コ/C▼
材質：FRP
 

PDS-MB010
ＦＲＰフラワースタンドＨ
１２００ ＩＶＯ
￥52,000（税抜）/1コ

￥35,000（税抜）/1コ
H120cm
入り数:1コ/C▼
材質：FRP
 

PDS-MB011
ＦＲＰフラワースタンドＨ
１０００ ＧＲＹ
￥48,000（税抜）/1コ

￥33,000（税抜）/1コ
H100cm
入り数:1コ/C▼
材質：FRP
 

PDS-MB012
ＦＲＰフラワースタンドＨ
１２００ ＧＲＹ
￥52,000（税抜）/1コ

￥35,000（税抜）/1コ
H120cm
入り数:1コ/C▼
材質：FRP
 

RFB-030
プランターハウス
￥2,600（税抜）/1コ

￥2,000（税抜）/1コ
W19cm×D19.5cm×H21cm 
内：□15cm×H6.5cm
入り数:1コ/B 18コ/C★
材質：木 鉄 ビニール
開きます
 

RFBB-036
ウッドネットハウスボックス
￥2,500（税抜）/1コ

￥1,800（税抜）/1コ
W19cm×D19cm×H19.5cm 内
：□15.3cm×H5.5cm
入り数:1コ/B 18コ/C★
材質：木 鉄
使用目安：2号鉢4コ穴あき

落とし付き 落とし付き

RFKI-029
ウッドバスケット ラウンドＭ
￥540（税抜）/1コ

￥400（税抜）/1コ
W10.3cm×D10.3cm×H3cm
入り数:1コ/B 120コ/C▼
材質：紙
 

RFKI-030
ウッドバスケット ラウンドＳ
￥400（税抜）/1コ

￥200（税抜）/1コ
W10.3cm×D10.3cm×H3cm
入り数:1コ/B 192コ/C▼
材質：紙
 

RFKI-031
デザインプラポットＭ
￥700（税抜）/1コ

￥480（税抜）/1コ
W11.8cm×D11.8cm×H4cm
入り数:1コ/B 64コ/C▼
材質：紙
 

RFBB-041
プラサークル75mm10P BK
￥800（税抜）/1セット

￥550（税抜）/1セット
直径75mm高さ75mm
入り数:1セット/B 48セット/C★
材質：プラスチック
10コ入り 
オレンジプライス 

RFBB-042
プラサークル75mm10P P
￥800（税抜）/1セット

￥550（税抜）/1セット
直径75mm高さ75mm
入り数:1セット/B 48セット/C★
材質：プラスチック
10コ入り 
オレンジプライス 

RFBB-043
プラサークル75mm10P W
￥800（税抜）/1セット

￥550（税抜）/1セット
直径75mm高さ75mm
入り数:1セット/B 48セット/C★
材質：プラスチック
10コ入り 
オレンジプライス 

RFBB-044
プラサークル95mm8P BK
￥960（税抜）/1セット

￥680（税抜）/1セット
直径95mm高さ85mm
入り数:1セット/B 24セット/C★
材質：プラスチック
8コ入り 
オレンジプライス 

RFBB-045
プラサークル95mm8P P
￥960（税抜）/1セット

￥680（税抜）/1セット
直径95mm高さ85mm
入り数:1セット/B 24セット/C★
材質：プラスチック
8コ入り 
オレンジプライス 

RFBB-047
プラスクエア95mm8P BK
￥1,120（税抜）/1セット

￥780（税抜）/1セット
□95mm高さ80mm
入り数:1セット/B 48セット/C★
材質：プラスチック
8コ入り 
オレンジプライス 

RFBB-048
プラスクエア95mm8P P
￥1,120（税抜）/1セット

￥780（税抜）/1セット
□95mm高さ80mm
入り数:1セット/B 48セット/C★
材質：プラスチック
8コ入り 
オレンジプライス 

RFBB-051
プラスクエア113mm6P P
￥1,080（税抜）/1セット

￥780（税抜）/1セット
□113mm高さ95mm
入り数:1セット/B 24セット/C★
材質：プラスチック
6コ入り 
オレンジプライス 

RFBB-052
プラスクエア113mm6P W
￥1,080（税抜）/1セット

￥780（税抜）/1セット
□113mm高さ95mm
入り数:1セット/B 24セット/C★
材質：プラスチック
6コ入り 
オレンジプライス 

NA-204
ウッド富士山ベース ＷＳＩ
￥700（税抜）/1コ

￥480（税抜）/1コ
W22cm×D6.5cm×H12cm （板厚0.6cm)
入り数:12コ/B 192コ/C★
材質：木 綿 鉄
※箔の模様がひとつひとつ異なります

RFBY-001
桐箱ケース
￥1,200（税抜）/1コ

￥600（税抜）/1コ
H125cm・W65cm・D65cm
入り数:1セット/C▼
材質：PE 鉄
 

MCY-0258
スクエアバーチスキン 6P
￥900（税抜）/1セット

￥680（税抜）/1セット
□14cm・D0.2cm
入り数:6セット/B 48セット/C★
材質：木 麻6枚入り
６枚入り
 

置きでも壁掛けとし
ても使用できます 

MCT-033闇
3レンボックス&フレーム
￥2,800（税抜）/1コ

￥2,000（税抜）/1コ
W33.8cm×D6cm×H16.3cm 

（フレーム単体：W11.2cm×D6cm×H16.4cm)
入り数:1コ/B 6コ/C★
材質：MDF プラスチック 鉄
闇ダークブラウン 

裏面

RFB-009
プラスティックオーバルフラワーポットＳ
￥1,400（税抜）/1コ

￥780（税抜）/1コ
サイズW20cm×D9cm×H11cm
入り数:6コ/B 36コ/C▼
材質：プラスティク
因レッド 溢オレンジ 慰グリーン 

MCT-007
マルシェカンＬ トマト＆オリーブ
￥400（税抜）/1コ

￥200（税抜）/1コ
φ7.5cm×H12cm(口径：φ5.5cm)
入り数:12コ/B 120コ/C▼
材質：スチール
 

MCT-011
マルシェカンＭ ビーン＆コーン
￥380（税抜）/1コ

￥200（税抜）/1コ
φ7.5cm×H9.5cm（口径：φ5.5cm）
入り数:12コ/B 120コ/C▼
材質：スチール

MCT-012
マルシェカンＭ キャロット＆アスパラ
￥380（税抜）/1コ

￥200（税抜）/1コ
φ7.5cm×H9.5cm（口径：φ5.5cm）
入り数:12コ/B 120コ/C▼
材質：スチール

MCT-013
マルシェカンＭ クッキー＆トフィー
￥430（税抜）/1コ

￥240（税抜）/1コ
φ7.5cm×H9.5cm（口径：φ5.5cm）
入り数:12コ/B 120コ/C▼
材質：スチール

裏面裏面 裏面 裏面

表面、裏面の2デザイン
になっています

連結したり吊るせるよう、
2ヶ所に穴が空いています。

RGB-MB002
ペンギン
￥1,800（税抜）/1コ

￥980（税抜）/1コ
W8.5cm×D8.5cm×H14.5cm
入り数:1コ/B 40コ/C▼
材質：セラミック

 

RGB-MB004
サイ
￥2,600（税抜）/1コ

￥1,400（税抜）/1コ
W24cm×D6.5cm×H12cm
入り数:1コ/B 24コ/C▼
材質：セラミック

 

RGB-MB006
バード
￥2,200（税抜）/1コ

￥1,280（税抜）/1コ
W16cm×D9cm×H10cm
入り数:1コ/B 24コ/C▼
材質：セラミック

RGB-MB010
ホワイトベース
￥7,200（税抜）/1コ

￥3,800（税抜）/1コ
W26×D26×Ｈ19.5cm

（口径：上φ2cm、横 W8.5×H4cm）
入り数:1コ/B 4コ/C▼
材質：セラミック 

RGB-MB022
カラフルカップ＆ソーサーベース Ｓ
￥4,300（税抜）/1コ

￥1,800（税抜）/1コ
W14×D14×Ｈ18cm

（外口径：φ7cm 内口径：φ4cm 深さ：17cm）
入り数:1コ/B 4コ/C▼
材質：セラミック
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MCY-0294
スライスオレンジ6P
￥880（税抜）/1セット

￥600（税抜）/1セット
約φ5.5～6cm×D0.2cm
入り数:12セット/B 96セット/C★
材質：PS
6コ入り
 

MCY-0295
スライスレモン6P
￥880（税抜）/1セット

￥600（税抜）/1セット
約W5～6cm×D0.2cm×H9.5cm
入り数:12セット/B 96セット/C★
材質：PS
6コ入り
 

MCY-0296
スライスライム6P
￥880（税抜）/1セット

￥600（税抜）/1セット
約φ6cm×D0.2cm
入り数:12セット/B 96セット/C★
材質：PS
6コ入り
 

MCY-0297
スライスアップル6P
￥880（税抜）/1セット

￥600（税抜）/1セット
約W4～4.5cm×D0.2cm×H6～7cm
入り数:12セット/B 96セット/C★
材質：PS 鉄
6コ入り
 

MCY-0298
スライスグリーンアップル6P
￥880（税抜）/1セット

￥600（税抜）/1セット
約W5～6cm×D0.2cm×H5～6cm
入り数:12セット/B 96セット/C★
材質：PS 鉄
6コ入り
 

MCY-0299
スライスペア6P
￥880（税抜）/1セット

￥600（税抜）/1セット
約W4～4.5cm×D0.2cm×H6～7cm
入り数:12セット/B 96セット/C★
材質：PS 鉄
6コ入り
 

MCY-0300
スライスキウイ6P
￥880（税抜）/1セット

￥600（税抜）/1セット
約φ4.8～5cm×D0.2cm
入り数:12セット/B 96セット/C★
材質：PS 鉄
6コ入り
 

MCY-0301
スライスズッキーニ6P
￥880（税抜）/1セット

￥600（税抜）/1セット
約W4.5cm×D0.2cm×H5cm
入り数:12セット/B 96セット/C★
材質：PS 鉄
6コ入り
 

MB-0034 逸　ペーパートレイM10P(148×50) P
MB-0035 慰　ペーパートレイM10P(148×50) GR
MB-0036 厩　ペーパートレイM10P(148×50) Y
￥1,400（税抜）/1パック

￥780（税抜）/1パック
W14.8cm×D14.8cm×H5cm
入り数:1パック/B 40パック/C★
材質：紙
１パック（10枚入）  Mサイズ対応 

MBBD-0003
宅配ボックスＬ
￥11,000（税抜）/1セット

￥7,800（税抜）/1セット
W38cm×D38cm×H72.5cm（84.5cm）
入り数:1セット/C★
材質：ダンボール
１０枚入り  

MBBD-0006
宅配ボックス台座 Ｌ用
￥4,000（税抜）/1セット

￥2,800（税抜）/1セット
W36.8cm×D36.8cm×H14cm（7cm）
入り数:1セット/C★
材質：紙
１０枚入り  

MB-0031 逸　ペーパートレイS10P(118×40) P
MB-0032 慰　ペーパートレイS10P(118×40) GR
MB-0033 厩　ペーパートレイS10P(118×40) Y
￥900（税抜）/1パック

￥680（税抜）/1パック
W11.8cm×D11.8cm×H4cm
入り数:1パック/B 60パック/C★
材質：紙
１パック（10枚入） Sサイズ対応 

MB-0028 逸　ペーパートレイSS10P(103×30) P
MB-0029 慰　ペーパートレイSS10P(103×30)GR
MB-0030 厩　ペーパートレイSS10P(103×30) Y
￥800（税抜）/1パック

￥580（税抜）/1パック
W10.3cm×D10.3cm×H3cm
入り数:1パック/B 80パック/C★
材質：紙
１パック（10枚入）  SSサイズ対応

MB-0034 逸

MB-0031 逸MB-0028 逸

MB-0035 慰

MB-0032 慰
MB-0029 慰

MB-0036 厩

MB-0033 厩
MB-0030 厩

PDS-9314
ハニカムペーパースツールS W
￥13,000（税抜）/1コ

￥8,000（税抜）/1コ
展開時：φ32cm×H30cm 
収納時：H28cm×W16cm×D3cm
入り数:1コ/B 6コ/C▼
材質：ポリエステル クッション：ポリウレタン製
耐荷重：100kg

PDS-9315
ハニカムペーパースツールS NA
￥13,000（税抜）/1コ

￥8,000（税抜）/1コ
展開時：φ32cm×H30cm 
収納時：H28cm×W16cm×D3cm
入り数:1コ/B 6コ/C▼
材質：ポリエステル クッション：ポリウレタン製
耐荷重：100kg

PDS-9316
ハニカムペーパースツールM W
￥18,000（税抜）/1コ

￥10,000（税抜）/1コ
展開時：φ36cm×H44cm 
収納時：H42cm×W18cm×D3cm
入り数:1コ/B 6コ/C▼
材質：ポリエステル クッション：ポリウレタン製
耐荷重：100kg
 

PDS-9317
ハニカムペーパースツールM NA
￥18,000（税抜）/1コ

￥10,000（税抜）/1コ
展開時：φ36cm×H44cm 
収納時：H42cm×W18cm×D3cm
入り数:1コ/B 6コ/C▼
材質：ポリエステル クッション：ポリウレタン製
耐荷重：100kg
 

PDS-9318
ハニカムペーパーテーブルM W
￥43,000（税抜）/1コ

￥20,000（税抜）/1コ
展開時：φ60cm×H65cm 
収納時：H65cm×W28cm×D5cm
入り数:1コ/B 2コ/C▼
材質：ポリエステル テーブルトップ：アクリル製
耐荷重：150kg

PDS-9319
ハニカムペーパーテーブルM NA
￥43,000（税抜）/1コ

￥20,000（税抜）/1コ
展開時：φ60cm×H65cm 
収納時：H65cm×W28cm×D5cm
入り数:1コ/B 2コ/C▼
材質：ポリエステル テーブルトップ：アクリル製
耐荷重：150kg

PDSTS-9302
両面ボード
￥9,000（税抜）/1台

￥7,000（税抜）/1台
W57.5cm×D53cm×H115cm  
ボードサイズ：W45.5cm×H70cm
入り数:1台/C▼
材質：木、ベニア、スチール
グリーンプライス 

マーカー用
マグネット対応
回転型・黒板 / 白板
開脚止め、チェーン滑り止め
キャップ付き

ハニカムペーパー ファニチャー

強度の高いクラフト紙とハニカム構造によりとても丈夫です。使用しない
時にはコンパクトにたたむことが出来るので収納場所にも困りません。

アコーディオンを広げるように開いてください。
両端に磁石が内蔵されているのでお互いをくっつけリボンで
開かないように固定してください。
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SPD-0391
エッグピック５Ｐ
￥480（税抜）/1セット

￥330（税抜）/1セット
L18cm H3cm×φ2cm
入り数:12セット/B 192セット/C★
材質：紙 鉄 PS
５本入り
 

SPD-0390
ミニエッグピック８Ｐ
￥480（税抜）/1セット

￥330（税抜）/1セット
L15cm H2.5cm×φ1.8cm
入り数:12セット/B 192セット/C★
材質：紙 鉄 PS
８本入り
 

メッセージを書いて

ブーケをぐるりと巡るメッセージカード

ブーケにかぶせて

組み立てて
完成！

MBW-0001  メグル R/W/BLU
MBW-0002  メグル R/W/Y
￥1,200（税抜）/1セット

￥980（税抜）/1セット
パッケージサイズ 20cm×20cm
入り数：12セット/B 144セット/C★
材質：紙
メッセージカード15枚（内ハートカード2枚）
リボン60cm 
12～15人推奨
オレンジブライス

メグルは全く新しい寄せ書きの形
一人ひとりのメッセージがつながって
ブーケの周りをぐるりと巡り
大切な人との巡り合わせに
言葉をつないで花を添えます

MBW-0002MBW-0001

MY-102 ベアポンポンピックS W
MY-103 ベアポンポンピックS BE
MY-104 ベアポンポンピックS GRY
MY-105 ベアポンポンピックS P
MY-106 ベアポンポンピックS BTY
￥580（税抜）/1本

￥300（税抜）/1本
L24cm・W5.8cm×D3.8cm×H5.5cm
入り数:12本/B 120本/C▼
材質：ポリエステル PE フェルト 竹 アクリル
 

MY-112 ラビットポンポンピックＳ Ｗ
MY-113 ラビットポンポンピックＳ BE
MY-114 ラビットポンポンピックＳ GRY
MY-115 ラビットポンポンピックＳ P
MY-116 ラビットポンポンピックＳ BTY
￥580（税抜）/1本

￥300（税抜）/1本
L28cm・W4.8cm×D3.8cm×H9.6cm
入り数:12本/B 120本/C▼
材質：ポリエステル PE フェルト 竹 アクリル
 

MY-117 ベアポンポンピックM W
MY-118 ベアポンポンピックM BE
MY-119 ベアポンポンピックM GRY
MY-120 ベアポンポンピックM P
MY-121 ベアポンポンピックM BTY
￥780（税抜）/1本

￥480（税抜）/1本
L26cm・W6.5cm×D5.8cm×H6.8cm
入り数:12本/B 120本/C▼
材質：ポリエステル PE フェルト 竹 アクリル
 

MY-122 プードルポンポンピックM W
MY-123 プードルポンポンピックM BE
MY-124 プードルポンポンピックM BR
MY-125 プードルポンポンピックM P
MY-126 プードルポンポンピックM D/P
￥780（税抜）/1本

￥480（税抜）/1本
L26cm・W13cm×D5.5cm×H7cm
入り数:12本/B 120本/C▼
材質：ポリエステル PE フェルト 竹 アクリル
 

MY-127 ラビットポンポンピックＭ Ｗ
MY-128 ラビットポンポンピックＭ BE
MY-129 ラビットポンポンピックＭ GRY
MY-130 ラビットポンポンピックＭ P
MY-131 ラビットポンポンピックＭ BTY
￥780（税抜）/1本

￥480（税抜）/1本
L33cm・W6.5cm×D5cm×H13cm
入り数:12本/B 120本/C▼
材質：ポリエステル PE フェルト 竹 アクリル
 

MY-102 MY-104 MY-106MY-103 MY-105

MY-107 プードルポンポンピックS W
MY-108 プードルポンポンピックS BE
MY-109 プードルポンポンピックS BR
MY-110 プードルポンポンピックS P
MY-111 プードルポンポンピックS D/P
￥580（税抜）/1本

￥300（税抜）/1本
L25cm・W9cm×D4cm×H5cm
入り数：12本/B 120本/C▼
材質：ポリエステル PE フェルト 竹 アクリル

MY-107 MY-108 MY-109 MY-111MY-110

MY-117 MY-121MY-119 MY-120MY-118

MY-122

MY-112

MY-127 MY-128 MY-129 MY-130 MY-131

MY-113 MY-114 MY-115 MY-116

MY-124 MY-126

MY-123 MY-125

SPDD-0141
チリメンヒナカザリＡ
￥480（税抜）/1コ

サイズW10cm×D7cm×H4.5cm
入り数:4コ/B 120コ/C▼
材質：ポリエステル PS 紙

SPDD-0142
チリメンヒナカザリＢ
￥680（税抜）/1コ

サイズW10cm×D7cm×H7.8cm
入り数:4コ/B 120コ/C▼
材質：ポリエステル PS 紙

SPDD-0067
カーネーションベアリボン ＡＳＴ
￥380（税抜）/1コ

サイズW110cm×D4cm×H9cm
入り数:36コ/B 144コ/C▼
材質：ポリエステル PE

Spring

MCL-0001
パステルバースデーガーランド
￥1,000（税抜）/1本

￥780（税抜）/1本
W220cm×D13cm
入り数:6本/B 72本/C★
材質：ポリエステル
 

MCL-0002
ミニパステルバースデーガーランド
￥580（税抜）/1本

￥380（税抜）/1本
W135cm×D7cm
入り数:12本/B 96本/C★
材質：ポリエステル
 

MCO-0002
ナンバープレートハンギング
アリゾナ
￥480（税抜）/1本

￥240（税抜）/1本
W30cm×D0.6cm×H12cm
入り数:8コ/B 64コ/C▼
材質：木 鉄
 

MCO-0003
チョークサインハンギング
ウェルカム
￥480（税抜）/1本

￥240（税抜）/1本
W17.5cm×D0.7cm×H20cm
入り数:12コ/B 96コ/C▼
材質：木 鉄
 

MCO-0001
ナンバープレートハンギング
カルフォルニア
￥480（税抜）/1本

￥240（税抜）/1本
W30cm×D0.6cm×H12cm
入り数:8コ/B 64コ/C▼
材質：木 鉄
 

MY-045
アメリカンスティック
￥680（税抜）/1コ

￥340（税抜）/1コ
L52cm×W15cm×H16.5cm
入り数:6本/B 24本/C▼
材質：木 鉄
 

MCT-034
リラックスペット＆ハウス4AST
￥300（税抜）/1本

￥200（税抜）/1本
W2cm～5.7cm×D2.8～5cm×H3～6.7cm
入り数:12コ/B 120コ/C★
材質：レジン
4デザインアソート
※デザインを指定することはできません
 

MCT-035
リラックスアニマル＆ハウス4AST
￥300（税抜）/1本

￥200（税抜）/1本
W2.2cm～6.5cm×D2.5～5cm×H4.8～7.2cm
入り数:12コ/B 120コ/C★
材質：レジン
4デザインアソート
※デザインを指定することはできません
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SMD-0343
チョウチョチューリップフウシャＭ ４ＡＳＴ
￥580（税抜）/1コ

￥400（税抜）/1コ
サイズW20cm×D10cm×H52cm
入り数:12コ/B 36コ/C▼
材質：PVC PP 鉄 木
 

SMD-0359
ベジタブルフウシャ ３ＡＳＴ
￥430（税抜）/1コ

￥240（税抜）/1コ
L31cm・φ19cm
入り数:12コ/B 192コ/C▼
材質：PVC PET PP ABS
 

SMD-0363
７連スターフウシャスティック
￥380（税抜）/1コ
サイズW22cm×D3cm×H52cm
入り数:12コ/B 120コ/C▼
材質：PVC PET PP ABS

SMD-0368
ダブルフウシャＭ ２ＡＳＴ
￥680（税抜）/1コ
サイズW38cm×D11cm×H100cm
入り数:12コ/B 48コ/C▼
材質：PVC PET PP ABS

SMD-0371
ダブルフウシャＬ ２ＡＳＴ
￥880（税抜）/1コ
サイズW38cm×D11cm×H100cm
入り数:12コ/B 36コ/C▼
材質：PVC PET PP ABS

SMD-0372
ダブルフウシャＬ ２ＡＳＴ
￥880（税抜）/1コ
サイズW38cm×D11cm×H100cm
入り数:12コ/B 36コ/C▼
材質：PVC PET PP ABS

SMD-0373
ダブルフウシャＭ
￥680（税抜）/1コ
サイズW29cm×D11cm×H75cm
入り数:12コ/B 48コ/C▼
材質：PVC PET PP ABS

SMD-0375
ダブルホイールフウシャＭ
￥580（税抜）/1コ
サイズW26cm×D11cm×H70cm
入り数:12コ/B 36コ/C▼
材質：PVC PET PP ABS

SMD-0377
レインボーシングルフウシャＭ 2AST
￥380（税抜）/1コ
サイズW25cm×D6cm×H67cm
入り数:12コ/B 48コ/C▼
材質：PVC PET PP ABS

SMD-0380
レインボーダブルフウシャＬ
￥880（税抜）/1コ
サイズW38cm×D11cm×H100cm
入り数:12コ/B 36コ/C▼
材質：PVC PET PP ABS

SMD-0381
ストライプダブルフウシャＭ
￥680（税抜）/1コ

サイズW29cm×D11cm×H77cm
入り数:12コ/B 48コ/C▼
材質：PVC PET PP ABS

SMD-0382
ストライプダブルフウシャＬ
￥880（税抜）/1コ

サイズW38cm×D11cm×H100cm
入り数:12コ/B 36コ/C▼
材質：PVC PET PP ABS

MY-037
アメリカンウッドピック４ＡＳＴ
￥230（税抜）/1本

￥120（税抜）/1本
L30cm×H3～5cm×W4.5～5.5cm
入り数:24本/B 288本/C▼
材質：木
4デザインアソート
 

MY-039
ダック＆フロッグピック４ＡＳＴ
￥330（税抜）/1本

￥180（税抜）/1本
L26cm×H6～6.5cm×W3.5～5.5cm
入り数:24本/B 144本/C▼
材質：木 陶器
４デザインアソート

MY-064
ナンバーピック3AST
￥120（税抜）/1本

￥90（税抜）/1本
L20.5cm W0.7～2.5cm×H3cm
入り数:24本/B 192本/C★
材質：鉄
3デザインアソート
 

MY-065
ABCピック3AST
￥120（税抜）/1本

￥90（税抜）/1本
L20.5cm W3cm×H3cm
入り数:24本/B 192本/C★
材質：鉄
3デザインアソート
 

ウッドボックス ウッドボックス
ウッドボックス ウッドボックス

Summer Halloween

HW-1522
パペルピカドガーランド
￥480（税抜）/1コ

￥250（税抜）/1コ
L220cmモチーフサイズW14.8cm×H11cm
入り数:12コ/B 120コ/C★
材質：ポリエステル
 

HW-1521
ビックサインガーランド
￥780（税抜）/1コ

￥380（税抜）/1コ
L120cmモチーフサイズW8～14cm×H14cm
入り数:12コ/B 120コ/C▼
材質：ポリエステル
 

HWE-009
ハロウィンスマイルフレンズガーランド
￥180（税抜）/1コ
サイズW5～6cm×L80cm×H3.5～5.2cm
入り数:12コ/B 144コ/C▼
材質：ポリエステル 綿

HW-1459
メキシカンモノトーンスカルライト
￥680（税抜）/1コ

￥480（税抜）/1コ
W7.5cm×D9cm×H9cm
入り数:1コ/B 12コ/C★
材質：陶器 プラスチック 銅
電池式：LR41×3コ連続点灯時間：約30時間
ウォームホワイトLED
 

HW-1460
メキシカンカラフルスカルライト
￥680（税抜）/1コ

￥480（税抜）/1コ
W7.5cm×D9cm×H9cm
入り数:1コ/B 12コ/C★
材質：陶器 プラスチック 銅
電池式：LR41×3コ連続点灯時間：約30時間
ウォームホワイトLED
 

HW-893A
ハロウィンナチュラルバインリース
￥980（税抜）/1コ
W30cm
入り数:1コ/B 30コ/C▼
材質：材質：ポリエステル PE 鉄 自然素材
 

HW-1527
スカルハロウィンスタンド
￥300（税抜）/1コ

￥180（税抜）/1コ
W8.8cm×D0.4cm×H15cm(6.5cm）
入り数:12コ/B 192コ/C★
材質：木 鉄
 

HW-1385
ハットカチューシャＳＩ
￥680（税抜）/1コ

￥480（税抜）/1コ
W20cm×D19cm×H24cm
(ハットφ16cm×H12cm)
入り数:4コ/B 64コ/C★
材質：プラスチック ポリエステル ナイロン 羽根
 

HW-1386
ハットカチューシャＢＬＫ
￥680（税抜）/1コ

￥480（税抜）/1コ
W20cm×D19cm×H24cm
(ハットφ16cm×H12cm)
入り数:4コ/B 64コ/C★
材質：プラスチック ポリエステル ナイロン 羽根
 

HW-1526
レジンセメタリースタンド
￥280（税抜）/1コ

￥180（税抜）/1コ
W4.6cm×D2.3cm×H8.8cm
入り数:12コ/B 120コ/C★
材質：レジン
 

HW-1532
モダンハロウィンブックスタンド
￥880（税抜）/1コ

￥450（税抜）/1コ
W17.5cm×D0.4cm×H20cm(9.5cm）
入り数:12コ/B 120コ/C★
材質：木
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CT-740
レジンスレークリスマスフレンズ５Ｐ Ｗ
￥1,280（税抜）/1セット

￥880（税抜）/1セット
W3～12.5cm×D3～5cm×H3.5～6cm
入り数:8セット/B 96セット/C▼
材質：レジン
5種類セット
 

CT-741
レジンスレークリスマスフレンズ５Ｐ Ｒ
￥1,280（税抜）/1セット

￥880（税抜）/1セット
W3～12.5cm×D3～5cm×H3.5～6cm
入り数:8セット/B 96セット/C▼
材質：レジン
5種類セット
 

CT-742
レジンサンタスタンド
￥6,800（税抜）/1コ

￥3,800（税抜）/1コ
W15.5cm×D15.5cm×H41cm
入り数:1コ/B 4コ/C▼
材質：陶器
 

CT-822
６０ｃｍフェルトコーンツリーＧＲ
￥980（税抜）/1コ

￥680（税抜）/1コ
φ22cm・H60cm
入り数:12コ/B 96コ/C★
材質：フェルト
 

CT-826
フェルトシーンスノーマン＆スレー
￥680（税抜）/1セット

￥480（税抜）/1セット
W28cm×D0.5cm×H28cm
入り数:12セット/B 96セット/C★
材質：フェルト
 

CT-828
フェルトシーンタウン
￥680（税抜）/1セット

￥480（税抜）/1セット
W28cm×D0.5cm×H28cm
入り数:12セット/B 96セット/C★
材質：フェルト
 

CZ-401
麻ひもミックスダブルアソートＢ
￥250（税抜）/1巻

￥180（税抜）/1巻
W0.5cm・L3.5m
入り数:20巻/B 360巻/C★
材質：麻
3デザインアソート
※デザインを指定することはできません
 

FS-6913 因
シャイニングシングルポインセチア
￥180（税抜）/1本

￥100（税抜）/1本
全長40cm･花径17cm
入り数:24本/B 480本/C▼
材質：PE 鉄
因レッド 

ディスプレイ
ボックス入り

CL-951
ラージミラーボールプラチェーン BLU
￥220（税抜）/1本

￥160（税抜）/1本
L180cm・φ1.5cm
入り数:12本/B 252本/C▼
材質：プラスチック
 

CL-978
ハートガーランドチェーン R
￥220（税抜）/1本

￥160（税抜）/1本
L180cm・W2cm
入り数:12本/B 252本/C▼
材質：プラスチック
 

CL-989
ウェイビーモール L/P
￥350（税抜）/1本

￥180（税抜）/1本
L200cm・W9cm
入り数:12本/B 144本/C▼
材質：PVC 鉄
 

CL-990
ウェイビーモール L/B
￥350（税抜）/1本

￥180（税抜）/1本
L200cm・W9cm
入り数:12本/B 144本/C▼
材質：PVC 鉄
 

CN-722
サンタトレインスティック
￥1,080（税抜）/1コ

￥580（税抜）/1コ
L77cm×W17cm×H20cm
入り数:6本/B 72本/C▼
材質：木 ポリエステル ラフィア
 

CN-723
ノルディックブーツスティック
￥1,080（税抜）/1コ

￥580（税抜）/1コ
L77cm×W17cm×H20cm
入り数:6本/B 72本/C▼
材質：木 ポリエステル ラフィア
 

CN-789
クリスマスシーンスティック
￥580（税抜）/1本

￥380（税抜）/1本
W11.4cm×D0.5cm×H45cm
入り数:12本/B 96本/C▼
材質：木
 

COA-847
60mmディスコボール4P GO
￥380（税抜）/1セット

￥200（税抜）/1セット
φ6cm
入り数:12セット/B 48セット/C▼
材質：プラスチック
4コ入り
 

COH-777
スノーフレークツリートップ SI
￥1,100（税抜）/1コ

￥580（税抜）/1コ
W19cm×D4cm×H29cm（挿口φ5.5cm×
H6cm)
入り数:12コ/B 120コ/C▼
材質：鉄
 

COH-811
ウッドメッセージオーナメント W
￥350（税抜）/1コ

￥180（税抜）/1コ
W6.5cm×D0.4cm×H11.5cm
入り数:12コ/B 216コ/C▼
材質：木 麻
 

COH-834
カットフルーツオーナメント オレンジ
￥480（税抜）/1コ

￥240（税抜）/1コ
L25cm
入り数:12コ/B 96コ/C▼
材質：PS 木 実 麻
 

COH-835
カットフルーツオーナメント ライム
￥480（税抜）/1コ

￥240（税抜）/1コ
L25cm
入り数:12コ/B 96コ/C▼
材質：PS 木 実 麻
 

CT-657
グリッタースリムミニツリー Ｒ
￥350（税抜）/1コ

￥180（税抜）/1コ
φ6cm×H15cm
入り数:12コ/B 144コ/C▼
材質：鉄
 

CT-711
ワイヤースノーフレークスタンド
￥450（税抜）/1コ

￥240（税抜）/1コ
W10cm×D4.5cm×H14cm
入り数:12コ/B 240コ/C▼
材質：鉄
 

CT-726
ファーグラスジャー Ｌ
￥780（税抜）/1コ

￥380（税抜）/1コ
φ7.9cm・H10cm
入り数:1コ/B 24コ/C▼
材質：ガラス ポリエステル 木 麻
 

Christmas

CT-823
セラミックパインコーンＧＯ
￥580（税抜）/1コ

￥480（税抜）/1コ
W11.5cm×D6.8cm×H7.3cm
入り数:1コ/B 36コ/C★
材質：セラミック
 

CT-824
セラミックスターＧＯ
￥580（税抜）/1コ

￥480（税抜）/1コ
W12cm×D3.5cm×H12cm
入り数:1コ/B 36コ/C★
材質：セラミック
 

COA-528
ラージリボン2P GO
￥730（税抜）/1セット

￥380（税抜）/1セット
W16cm×H25cm
入り数:12セット/B 48セット/C▼
材質：PVC
2コ入り
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N-KP2430
タワラアレンジ Ｒ
￥1,000（税抜）/1コ
サイズW15cm×D4.5cm×H13.5cm
入り数:12コ/B 72コ/C★
材質：PE 鉄 紙 PVC PS

N-KP2432
ショウガツアレンジ ＧＲ
￥1,200（税抜）/1コ
サイズW17.5cm×D8cm×H17.5cm
入り数:12コ/B 72コ/C★
材質：ポリエステル PE 鉄 紙 松カサ

N-KP2433
ショウガツアレンジ Ｒ
￥1,200（税抜）/1コ
サイズW15cm×D10cm×H17.5cm
入り数:12コ/B 72コ/C★
材質：ポリエステル PE 鉄 紙 松カサ

N-PS1501
シサルタケポットＳ ＧＲ
￥1,500（税抜）/1コ
サイズW15cm×D10cm×H17cm
入り数:1コ/B★
材質：ポリエステル PE PS PVC 紙 松カ
サ

N-PS1502
シサルタケポットＳ Ｒ
￥1,500（税抜）/1コ
サイズW14cm×D11cm×H18cm
入り数:1コ/B★
材質：ポリエステル PE PS PVC 紙 松カ
サ

NPR-1296GA
ちりめんリーフ椿 ＧＲ ６Ｐ
￥880（税抜）/1セット

￥680（税抜）/1セット
W6cm×H15cm
入り数:12セット/B 576セット/C▼
材質：ポリエステル PE 鉄 紙
6本入り
 

NPR-1297GA
ちりめんリーフ南天 ＧＲ ６Ｐ
￥880（税抜）/1セット

￥680（税抜）/1セット
W6cm×H15cm
入り数:12セット/B 576セット/C▼
材質：ポリエステル PE 鉄 紙
6本入り
 

MCY-0274茜
ワイヤーゴショグルマ
￥600（税抜）/1コ

￥400（税抜）/1コ
W21.5cm×D8.4cm×H7.5cm
入り数:6コ/B 60コ/C★
材質：鉄
茜ブラック 

MKYD-003
チリメンエトピックトラ
￥250（税抜）/1本

￥180（税抜）/1本
L15cm W3.3cm×D0.2cm×H3.5cm
入り数:1本/B 100本/C★
材質：ポリエステル 紙 鉄
 

MKYD-004
チリメンエトピックウ
￥250（税抜）/1本

￥180（税抜）/1本
L15cm W3.3cm×D0.2cm×H2.5cm
入り数:1本/B 100本/C★
材質：ポリエステル 紙 鉄プラスチック
 

MKYD-005
チリメンエトピックタツ
￥250（税抜）/1本

￥180（税抜）/1本
L15cm W3cm×D0.2cm×H3cm
入り数:1本/B 100本/C★
材質：ポリエステル 紙 鉄
 

MKYD-006
チリメンエトピックミ
￥250（税抜）/1本

￥180（税抜）/1本
L15cm W3.5cm×D0.2cm×H3cm
入り数:1本/B 100本/C★
材質：ポリエステル 紙 鉄
 

MKYD-007
チリメンエトピックウマ
￥250（税抜）/1本

￥180（税抜）/1本
L15cm W3cm×D0.2cm×H2cm
入り数:1本/B 100本/C★
材質：ポリエステル 紙 鉄
 

MKYD-008
チリメンエトピックヒツジ
￥250（税抜）/1本

￥180（税抜）/1本
L15cm W3cm×D0.2cm×H2cm
入り数:1本/B 100本/C★
材質：ポリエステル 紙 鉄
 

MKYD-009
チリメンエトピックサル
￥250（税抜）/1本

￥180（税抜）/1本
L15cm W3cm×D0.2cm×H2cm
入り数:1本/B 100本/C★
材質：ポリエステル 紙 鉄
 

MKYD-010
チリメンエトピックトリ
￥250（税抜）/1本

￥180（税抜）/1本
L15cm W3cm×D0.2cm×H2cm
入り数:1本/B 100本/C★
材質：ポリエステル 紙 鉄
 

MKYD-013
チリメンオオギピックＰ
￥200（税抜）/1本

￥180（税抜）/1本
L18cm W3cm×D0.2cm×H2cm
入り数:1本/B 100本/C★
材質：ポリエステル 紙 鉄
 

MKYD-014
チリメンオオギピックＲ
￥200（税抜）/1本

￥180（税抜）/1本
L18cm W3cm×D0.2cm×H2cm
入り数:1本/B 100本/C★
材質：ポリエステル 紙 鉄
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品番 品名 ページ
CL-951 ラージミラーボールプラチェーン BLU 38
CL-978 ハートガーランドチェーン R 38
CL-989 ウェイビーモール L/P 38
CL-990 ウェイビーモール L/B 38
CN-722 サンタトレインスティック 39
CN-723 ノルディックブーツスティック 39
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CT-657 グリッタースリムミニツリー Ｒ 38
CT-711 ワイヤースノーフレークスタンド 38
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CT-740 レジンスレークリスマスフレンズ５Ｐ Ｗ 39
CT-741 レジンスレークリスマスフレンズ５Ｐ Ｒ 39
CT-742 レジンサンタスタンド 39
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CT-824 セラミックスターＧＯ 38
CT-826 フェルトシーンスノーマン＆スレー 39
CT-828 フェルトシーンタウン 39
CZ-401 麻ひもミックスダブルアソートＢ 39
DYS-0010 アジサイパック 27
DYS-0012 ラベンダーパック 27
DYS-0013 センニチコウパック 27
DYS-0014 カスミパック 27
DYS-0015 ポアプランツパック 27
DYS-0016 アジアンタムパック 27
FA-6324 アジサイピック 4
FA-6882A トルコキキョウ 3
FA-7009 コチョウランピック 4
FA-7087 カールリリーピック 4
FA-7088 ローズチュチュスプレー 3
FA-7125 インディゴデイジースプレー 3
FA-7155 プリマダリア 3
FA-7157 ポンポンダリアスプレー 3
FA-7169 マリアージュローズ 3
FA-7215 ルドベキア 3
FA-7217 ユキヤナギ 4
FA-7230 トケイソウ 4
FA-7248 ジャンボガーベラ 3
FB-2457 フレンチラナンミックスブーケ 6
FB-2459 フルオブリリーブーケ 6
FB-2482 ドライローズミックスブッシュ 6
FB-2509 ブバリアバンドル 5
FBC-6282 ミニコチョウランポットＳ Ｗ 23
FBC-6282R ミニコチョウランポットＳ Ｗ 23
FBC-6287R ミニコチョウランポットＳ ＬＧＲ 23
FBC-6289 ミニコチョウランポットＭ Ｗ 23
FBC-6289R ミニコチョウランポットＭ Ｗ 23
FBC-6290R ミニコチョウランポットＭ Ｗ／Ｒ 23
FBC-6293 ミニコチョウランポットＭ Ｙ 23
FBC-6293R ミニコチョウランポットＭ Ｙ 23

品番 品名 ページ
FBC-6294 ミニコチョウランポットＭ ＬＧＲ 23
FBC-6296R コチョウランポットＭ Ｗ 23
FBC-6300R コチョウランポットＭ Ｙ 23
FBC-6301 コチョウランポットＭ ＬＧＲ 23
FBC-6302R コチョウランポットＬ Ｗ 23
FBC-6306 コチョウランポットＬ Ｙ 23
FBC-6307 コチョウランポットＬ ＬＧＲ 23
FBC-6310 ローズアレンジバスケット Ｐ 22
FBC-6311 ローズアレンジバスケット Ｙ 22
FBC-6312 ローズアレンジバスケット Ｒ 22
FBC-6315 ガーベラバスケット Ｙ 22
FBC-6316 ガーベラバスケット Ｐ 22
FBC-6317 ガーベラバスケット Ａ／Ｂ 22
FBC-6318 ミニガーベラバスケット Ｐ 22
FBC-6325 ローズポット Ｗ 22
FBC-6326 ローズポット Ｙ 22
FBC-6327 ローズポット Ｒ 22
FBC-6332 ローズポットＳ Ｗ 20
FBC-6333 ローズポットＳ Ｐ 20
FBC-6334 ローズポットＳ Ｒ 20
FBC-6336 ラナンキュラスポットＳ Ｙ 20
FBC-6337 ラナンキュラスポットＳ Ｒ 20
FBC-6338 カサブランカバスケットＬＬ Ｗ 22
FBC-6339 カサブランカバスケット ＬＬ Ｐ 22
FBC-6340 ローズバスケットＬＬ Ｐ 22
FBC-6341 ローズバスケットＬＬ Ｒ 22
FBC-8010 ローズポット S 21
FBC-8011 ローズポット L 21
FBC-8012 ガーベラポット S 21
FBC-8013 ガーベラポット L 21
FBC-8015 ガーベラリース 18
FBC-8029 アマリリスミックスブーケ 18
FBC-8030 ガーベラカラーポットS 20
FBC-8031 ローズカラーポットS 20
FBC-8032 ラナンキュラスカラーポットＳ 20
FBC-8033 ラナンキュラスポットＭ 18
FBC-8057 ローズミックスポット 20
FBC-8058 ラナンガーベラポット 20
FBC-8059 ダリアミックスポット 20
FBC-8074 ラナンキュラスブーケ 18
FBC-8095 ききょう盆栽 17
FBC-8096 こでまり盆栽 17
FBC-8097 ラベンダーポット 16
FBC-8098 ミニフラワーポット 16
FBC-8102 ハーブミックスブーケ 18
FBC-8103 フレンチスタイルブーケ 18
FBC-8105 グリーンミックスブーケ 18
FBC-8106 フィールドフラワーミックスブーケ 18
FBC-8107 カラフルフラワーミックスブーケ 18
FBC-8109 ミニフレンチスタイルポット 18
FBC-8110 ミニグリーンミックスポット 18
FBC-8112 カラフルフラワーミックスアレンジ 18
FBC-8113 フィールドフラワーミックスアレンジ 18
FBC-8114 フレッシュミモザアレンジ 19
FBC-8115 フレッシュラナンキュラス 19
FBC-8116 フレッシュレースフラワーアレンジ 19

品番 品名 ページ
FBC-8117 ビジットラナンキュラスラップポット 19
FBC-8118 ビジットミックスフラワーウールポット 19
FBC-8119 ビジットミックスフラワーラップポット 19
FBC-8125 ビジットガーベラウールポット 19
FBC-8126 ビジットガーベララップポット 19
FBC-8127 ビジットラナンキュラスウールポット 19
FBC-8128 梅盆栽 17
FBC-8130 サクラ盆栽 17
FBC-8133 ビジットセダムミックスポット 16
FBC-8134 ビジットチランジアミックスポット 16
FBC-8135 ビジットエケベリアミックスポット 16
FBC-8136 オーキッドモダンブーケ 5
FBC-8170 ハーバリウムキット 24
FBC-8182 ガーデンローズパック 24
FBC-8184 カスミソウパック 24
FBC-8185 マクロベリーパック 25
FBC-8186 ハートカズラパック 25
FBC-8187 スマイラックスパック 25
FBC-8188 ソテツパック 25
FBC-8189 デルフィニュームパック 25
FBC-8191 ナチュラルベリーパック 25
FBC-8192 ナチュラルハーバリウムキット 24
FBCA-0001 パネルベースガーベラアレンジ 21
FBCA-0002 グラスカップローズアレンジ 21
FBCA-0004 ローズハウスポットアレンジ 21
FBCA-0005 ガーベラバスケットアレンジ 21
FF-2620R カスミスプレー 4
FF-2714AR リリーアメツキ×２ 5
FF-2720R サテンイースターリリー×３ 5
FF-2777 コギクスプレー 4
FF-2798A サテンシングルガーベラ 5
FF-2921 サテンローズ×3 5
FF-2953 トルコキキョウ×4 4
FF-2958 サテンカスミ 4
FFH-0004 アキレア 5
FFH-0033 ピオニー 5
FG-4215R ナチュラルヒペリカム 10
FG-4504 セダムピック 12
FG-4546 ベリーブランチ 10
FG-4739 モスピック 12
FG-4745 シバ 7
FG-4750 フレキシブルロングブランチL 10
FG-4751 マリモピック 12
FG-4761 パピルススプレー 11
FG-4775 スモークツリーピック 12
FG-4811 モミジブランチ 11
FG-4818 フロックベリーショートブランチ 11
FG-4819 スリムアマランサスショート 10
FG-4851 モスブランチ×6 10
FG-4852 ミックスリーフスプレー 12
FG-4857 スパニッシュモスS 10
FG-4863 ハオルシアギョクロピック 12
FG-4864 ハオルシアギョクセンピック 12
FG-4865 ハオルシアマンゾウピック 12
FG-4871 シペラススティック 11
FG-4876 サンセベリアリーフ 11
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品番 品名 ページ
FG-4880 マグノリアリーフブランチ 11
FG-4886 カラードバショウリーフ 11
FG-4889 ザミフォリア 11
FG-4904 ベンジャミンスモールリーフスプレー 11
FG-4936 山椒リーフスプレー 10
FG-4937 シダレベリー 10
FG-4973 フィロデンドロン 11
FG-4979 ユーカリバイン 12
FG-5017 フラワーグリーンミックスパック 26
FG-5018 ミモザミックスパック 26
FG-5019 グリーンベリーミックスパック 26
FG-5020 ラベンダーミックスパック 26
FG-5021 ハイドレンジアミックスパック 26
FG-5022 ミカヅキネックレスミックスパック 26
FG-5023 チランジアミックスパック 26
FG-5024 カエデスプレー 11
FG-5026 ローズヒップスプレー 10
FG-5078 ミニアイビーピック3P 12
FG-5079 ミニオキシカルジウムピック3P 12
FG-5080 ミニゼラニウムピック3P 12
FLP-1270 ハイドレンジアヘッド 26
FP-0827 スカビオサブッシュ 絵ろうそく付き 6
FP-0828 ボールマムブッシュ 絵ろうそく付き 6
FP-0844 仏壇用ミニアスターポット 7
FP-0845 仏壇用ミニラナンポット 7
FP-0846 仏壇用ラウンドポット 6
FP-0853 プラ仏花組花M 7
FP-5008 グラスカーネーションブッシュ 7
FP-5010 グラスガーベラブッシュ 8
FP-5013 グラスマムブッシュ 7
FP-5014 グラスデージーブッシュ 8
FP-5018 オソナエヨウブーケＰ 8
FP-5020 オソナエヨウブーケＲ 8
FP-5022 グラスカーネーションブッシュ 8
FP-5027 グラスマーガレットブッシュ 8
FP-5028 グラスポンポンブッシュ 9
FP-5031 グラスカーネーションブッシュ 9
FP-5032 グラスデージーブッシュ 9
FP-5033 グラスガーベラブッシュ 9
FPCA-0001 カーネーションアレンジ線香セット P 6
FPCA-0002 ダリアアレンジ線香セット PU 6
FPK-0030 コスモスメモリアルブーケ 7
FPT-104 グラスガーベラブッシュセット 9
FPT-105 グラスヤグルマソウブッシュセット 9
FS-6913 シャイニングシングルポインセチア 39
FS-8238A ハイビスカスショート 5
GL-5069 プールモスS 13
GL-5070 プールモスM 13
GL-5093 ホーランドアイビーブッシュ 12
GL-5095 モンステラブッシュ 12
GL-5153 ミックスミニグリーンマット 13
GL-5165 グリーンネックレスリース 13
GL-5169 アイビーバイン 12
GL-5190 ホスタリーフブッシュ 12
GL-5195 カラードアガベ 15
GL-5213 シーグレープ 11

品番 品名 ページ
GLA-1237 ボタニカルアレンジラウンドＭ Ａ 16
GLA-1240 ボタニカルアレンジオーバルM B 16
GLA-1241A ボタニカルアレンジシリンダー 16
GLA-1243 ボタニカルアレンジドロップL B 16
GLA-1250 ポトスマグプランツホーム 13
GLA-1251 ヒメモンスマグプランツホーム 13
GLA-1253 アイビーマグプランツホームLGR 13
GLA-1254 アイビーマグプランツホームDGR 13
GLA-1255 モンステラマグプランツホーム 13
GLA-1277 モスアニマルベアL 13
GLA-1278 モスアニマルドッグL 13
GLA-1281 モスアニマルラビットL 13
GLA-1283 ミニローズマリーポット 16
GLA-1288 アガベブーケ 18
GLA-1290 カクタスブーケ 18
GLA-1302 セロームグラスポット 16
GLA-1304 アロカシアグラスポット 16
GLA-1305 クロトングラスポット 16
GLA-1315 セダムセメントポット 14
GLA-1317 アガベセメントポット 14
GLA-1329 アロエミックスブリキポット 14
GLA-1337 ベゴニアリーフミックスフレーム 17
GLA-1338 ヤシノハミックスフレーム 17
GLA-1339 グリーンミックスフレーム 17
GLA-1342 アジサイフレームアレンジ 17
GLA-1347 ハーブミックスマグプランツホーム 13
GLA-1348 ハーブベリーマグプランツホーム 13
GLA-1349 グリーンミックスマグプランツホーム 13
GLA-1350 カクタスミックスマグプランツホーム 13
GLA-1352 松盆栽 17
GLA-1354 つつじ盆栽 17
GLA-1356 コケダマフレーム 17
GLA-1357 紅葉盆栽 17
GLA-1358 ししとう紅葉盆栽 17
GLA-1363 シペラスポット 15
GLA-1370 グリーンワイヤーケージハウス 17
GLA-1371 ラベンダーワイヤーケージハウス 17
GLA-1375 ミックスグリーンリース 13
GLA-1379 キャットグラスポット 16
GLA-1380 グリーントリュフポット 16
GLA-1416 梅モドキ盆栽 17
GLA-1421 ハオルシアギョクセンポットS 14
GLA-1422 ハオルシアマンゾウポットS 14
GLA-1423 ハオルシアギョクロポットS 14
GLA-1424 ハオルシアギョクセンポットM 14
GLA-1425 ハオルシアマンゾウポットM 14
GLA-1426 ハオルシアギョクロポットM 14
GLA-1445 エバーフレッシュポット 15
GLA-1446 シダーポット 15
GLA-1449 ミンカクタスミックスドーム 3AST 14
GLA-1450 カクタスミックスドーム 3AST 14
GLA-1462 サボテンポット 3AST 14
GLA-1463 サボテンポット 3AST 14
GL-MB035 シバザクラマット 15
GL-MB037 ハツユキカズラマット 15
GL-MB047 フラワーフィールドマット 15

品番 品名 ページ
GL-MB048 ラベンダーミックスマット 15
GLP-1467 メスカルアガベ140cm 15
GLP-1473 エケベリア 15
GLP-1477 カランコエデザートローズ 15
GLP-1481 アロエ 15
GLP-1483 イエローアガベ 15
GLP-1503 アロエツリーポット 15
HW-1385 ハットカチューシャＳＩ 37
HW-1386 ハットカチューシャＢＬＫ 37
HW-1459 メキシカンモノトーンスカルライト 37
HW-1460 メキシカンカラフルスカルライト 37
HW-1521 ビックサインガーランド 37
HW-1522 パペルピカドガーランド 37
HW-1526 レジンセメタリースタンド 37
HW-1527 スカルハロウィンスタンド 37
HW-1532 モダンハロウィンブックスタンド 37
HW-893A ハロウィンナチュラルバインリース 37
HWE-009 ハロウィンスマイルフレンズガーランド 37
MB-0028 ペーパートレイSS10P(103×30) P 32
MB-0029 ペーパートレイSS10P(103×30)GR 32
MB-0030 ペーパートレイSS10P(103×30) Y 32
MB-0031 ペーパートレイS10P(118×40) P 32
MB-0032 ペーパートレイS10P(118×40) GR 32
MB-0033 ペーパートレイS10P(118×40) Y 32
MB-0034 ペーパートレイM10P(148×50) P 32
MB-0035 ペーパートレイM10P(148×50) GR 32
MB-0036 ペーパートレイM10P(148×50) Y 32
MBBD-0003 宅配ボックスＬ 32
MBBD-0006 宅配ボックス台座 Ｌ用 32
MBW-0001 メグル R/W/BLU 34
MBW-0002 メグル R/W/Y 34
MCL-0001 パステルバースデーガーランド 34
MCL-0002 ミニパステルバースデーガーランド 34
MCO-0001 ナンバープレートハンギングカルフォルニア 34
MCO-0002 ナンバープレートハンギングアリゾナ 34
MCO-0003 チョークサインハンギングウェルカム 34
MCT-007 マルシェカンＬ トマト＆オリーブ 31
MCT-011 マルシェカンＭ ビーン＆コーン 31
MCT-012 マルシェカンＭ キャロット＆アスパラ 31
MCT-013 マルシェカンＭ クッキー＆トフィー 31
MCT-033 3レンボックス&フレーム 31
MCT-034 リラックスペット＆ハウス4AST 34
MCT-035 リラックスアニマル＆ハウス4AST 34
MCY-0258 スクエアバーチスキン 6P 31
MCY-0274 ワイヤーゴショグルマ 40
MCY-0294 スライスオレンジ6P 32
MCY-0295 スライスレモン6P 32
MCY-0296 スライスライム6P 32
MCY-0297 スライスアップル6P 32
MCY-0298 スライスグリーンアップル6P 32
MCY-0299 スライスペア6P 32
MCY-0300 スライスキウイ6P 32
MCY-0301 スライスズッキーニ6P 32
MKYD-003 チリメンエトピックトラ 40
MKYD-004 チリメンエトピックウ 40
MKYD-005 チリメンエトピックタツ 40

品番 品名 ページ
MKYD-006 チリメンエトピックミ 40
MKYD-007 チリメンエトピックウマ 40
MKYD-008 チリメンエトピックヒツジ 40
MKYD-009 チリメンエトピックサル 40
MKYD-010 チリメンエトピックトリ 40
MKYD-013 チリメンオオギピックＰ 40
MKYD-014 チリメンオオギピックＲ 40
MY-037 アメリカンウッドピック４ＡＳＴ 36
MY-039 ダック＆フロッグピック４ＡＳＴ 36
MY-045 アメリカンスティック 34
MY-064 ナンバーピック3AST 36
MY-065 ABCピック3AST 36
MY-102 ベアポンポンピックS W 35
MY-103 ベアポンポンピックS BE 35
MY-104 ベアポンポンピックS GRY 35
MY-105 ベアポンポンピックS P 35
MY-106 ベアポンポンピックS BTY 35
MY-107 プードルポンポンピックS W 35
MY-108 プードルポンポンピックS BE 35
MY-109 プードルポンポンピックS BR 35
MY-110 プードルポンポンピックS P 35
MY-111 プードルポンポンピックS D/P 35
MY-112 ラビットポンポンピックＳ Ｗ 35
MY-113 ラビットポンポンピックＳ BE 35
MY-114 ラビットポンポンピックＳ GRY 35
MY-115 ラビットポンポンピックＳ P 35
MY-116 ラビットポンポンピックＳ BTY 35
MY-117 ベアポンポンピックM W 35
MY-118 ベアポンポンピックM BE 35
MY-119 ベアポンポンピックM GRY 35
MY-120 ベアポンポンピックM P 35
MY-121 ベアポンポンピックM BTY 35
MY-122 プードルポンポンピックM W 35
MY-123 プードルポンポンピックM BE 35
MY-124 プードルポンポンピックM BR 35
MY-125 プードルポンポンピックM P 35
MY-126 プードルポンポンピックM D/P 35
MY-127 ラビットポンポンピックＭ Ｗ 35
MY-128 ラビットポンポンピックＭ BE 35
MY-129 ラビットポンポンピックＭ GRY 35
MY-130 ラビットポンポンピックＭ P 35
MY-131 ラビットポンポンピックＭ BTY 35
NA-204 ウッド富士山ベース ＷＳＩ 30
N-KP2430 タワラアレンジ Ｒ 40
N-KP2432 ショウガツアレンジ ＧＲ 40
N-KP2433 ショウガツアレンジ Ｒ 40
NPR-1296GA ちりめんリーフ椿 ＧＲ ６Ｐ 40
NPR-1297GA ちりめんリーフ南天 ＧＲ ６Ｐ 40
N-PS1501 シサルタケポットＳ ＧＲ 40
N-PS1502 シサルタケポットＳ Ｒ 40
PDS-0001M ＦＲＰプランター Ｈ４０ＣＭ Ｗ 31
PDS-9314 ハニカムペーパースツールS W 33
PDS-9315 ハニカムペーパースツールS NA 33
PDS-9316 ハニカムペーパースツールM W 33
PDS-9317 ハニカムペーパースツールM NA 33
PDS-9318 ハニカムペーパーテーブルM W 33

品番 品名 ページ
PDS-9319 ハニカムペーパーテーブルM NA 33
PDS-MB009 ＦＲＰフラワースタンドＨ１０００ ＩＶＯ 31
PDS-MB010 ＦＲＰフラワースタンドＨ１２００ ＩＶＯ 31
PDS-MB011 ＦＲＰフラワースタンドＨ１０００ ＧＲＹ 31
PDS-MB012 ＦＲＰフラワースタンドＨ１２００ ＧＲＹ 31
PDSTS-9302 両面ボード 33
RFB-009 プラスティックオーバルフラワーポットＳ 30
RFB-030 プランターハウス 30
RFB-034 Ｈ２８ＣＭアンティークベース 29
RFB-037 Ｈ１５cmエイジングベースＷ 29
RFB-060 ワスプキャッチャーベースBR 28
RFB-066 H12cmカラーガラスY 28
RFB-082 Ｈ３２ＣＭハンドルツキアンティークポット 29
RFB-135 ミルキークラックトールポット 29
RFB-136 ミルキークラックスクエアポット 29
RFB-137 ミルキークラックラウンドポット 29
RFBB-016 ワイルドロックポット 29
RFBB-023 ワイルドゴールドブラッシュポット 29
RFBB-024 オーバルゴールドブラッシュポット 29
RFBB-027 モダンオーバルブルーポット 29
RFBB-036 ウッドネットハウスボックス 30
RFBB-041 プラサークル75mm10P BK 30
RFBB-042 プラサークル75mm10P P 30
RFBB-043 プラサークル75mm10P W 30
RFBB-044 プラサークル95mm8P BK 30
RFBB-045 プラサークル95mm8P P 30
RFBB-047 プラスクエア95mm8P BK 30
RFBB-048 プラスクエア95mm8P P 30
RFBB-051 プラスクエア113mm6P P 30
RFBB-052 プラスクエア113mm6P W 30
RFBY-001 桐箱ケース 30
RFKI-029 ウッドバスケット ラウンドＭ 30
RFKI-030 ウッドバスケット ラウンドＳ 30
RFKI-031 デザインプラポットＭ 30
RGB-322 ガラスベースカクテル 29
RGB-323 ガラスベースカクテル 29
RGB-336 ガラスベースパフューム 29
RGB-337 ガラスベースキャニスター 29
RGB-373 カラーオーバルフラワーベース 28
RGB-374 カラーオーバルフラワーベース 28
RGB-674 ハンギングガラスドロップＬＬ 28
RGB-675 ハンギングガラスアップルＳ 28
RGB-677 ハンギングガラスペアＳ 28
RGB-678 ハンギングガラスペアＭ 28
RGB-704 クロムメッキスタンドグラスベースＭ 29
RGB-712 ガラスベーストラペゾイド Ｍ 28
RGB-717 ガラスベースワイドショート Ｓ 28
RGB-718 ガラスベースワイドショート Ｍ 28
RGB-725 ハンギンググラスカプセル 28
RGB-726 ハンギングガラスレモン 28
RGB-743 ハンギングライトバルブＳ 28
RGB-744 ハンギングライトバルブＭ 28
RGB-749 チューブガラスベース×7 28
RGB-761 ガラスベースシリンダー BR 29
RGB-795 ガラスボトル スクエア 28
RGB-MB002 ペンギン 31

品番 品名 ページ
RGB-MB004 サイ 31
RGB-MB006 バード 31
RGB-MB010 ホワイトベース 31
RGB-MB022 カラフルカップ＆ソーサーベース Ｓ 31
SMD-0343 チョウチョチューリップフウシャＭ ４ＡＳＴ 36
SMD-0359 ベジタブルフウシャ ３ＡＳＴ 36
SMD-0363 ７連スターフウシャスティック 36
SMD-0368 ダブルフウシャＭ ２ＡＳＴ 36
SMD-0371 ダブルフウシャＬ ２ＡＳＴ 36
SMD-0372 ダブルフウシャＬ ２ＡＳＴ 36
SMD-0373 ダブルフウシャＭ 36
SMD-0375 ダブルホイールフウシャＭ 36
SMD-0377 レインボーシングルフウシャＭ 2AST 36
SMD-0380 レインボーダブルフウシャＬ 36
SMD-0381 ストライプダブルフウシャＭ 36
SMD-0382 ストライプダブルフウシャＬ 36
SPD-0390 ミニエッグピック８Ｐ 34
SPD-0391 エッグピック５Ｐ 34
SPD-0398 ローズミックスウールポットＰ 19
SPD-0401 グリーンミックスアレンジ 19
SPD-0402 グリーンミックスウールポット 19
SPD-0420 ドルチェコーンカップ３ＡＳＴ 19
SPD-0421 ドルチェダブルワッフルコーン２ＡＳＴ 19
SPD-0422 ドルチェベリースクエアカップ２ＡＳＴ 19
SPDD-0067 カーネーションベアリボン ＡＳＴ 34
SPDD-0141 チリメンヒナカザリＡ 34
SPDD-0142 チリメンヒナカザリＢ 34
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4342 Outlet Item 2021



株式会社ポピー
営業部（問屋卸・量販店）
〒 221-0055 横浜市神奈川区大野町 1-8 アルテ横浜 3F
TEL：045-441-0877 FAX：045-441-0922

●写真と実際の商品では、色,形状,サイズ,質感が異なる場合があります。

●直射日光の当たる場所や屋外で使用すると、色落ちや変色する場合があります。

●商品の上に立ったり、踏んだり、踏み台代わりに使用したり、不安定な場所に設置しないでくだ

さい。バランスが崩れ転倒し、怪我の原因となる場合があります。

●やむを得ず、商品の廃番,価格,仕様の変更がある場合があります。あらかじめご了承ください。

●カタログ中の表示寸法は、実物と多少異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

●先端部などが尖っている商品があります。目など突かないようお取り扱いにはお気をつけください。

●商品の付属品は、取れやすいものもあります。衝撃や摩擦を加えぬようご注意ください。

●商品を取り扱う際は破損などにご注意ください。怪我の原因となります。

●食料品と直に触れるようなご使用はおやめください。また、口の中に入れないください。

●アソート商品の場合、商品の指定はできません。ご了承ください。

ご注文の前にご確認ください。 商品について

間違いを防ぐため、必ず FAXにてご注文ください。
◎価格（下代）に関しましては、各営業担当にご相談ください。

◎ご注文の際は [2021アウトレットアイテム]と明記してください。また価格は上記で打ち合

わせした価格を必ず明記してください※明記が無い場合、通常価格での対応となる可能性

がございますのでご注意ください。

◎在庫に限りがございます。無くない次第終了となります。お早めにご利用ください。

◎特別価格の商品ですので、長期間にわたる商品確保は致しかねます。※各担当者にご相談

ください。

◎掲載価格は、消費税抜きの価格です。

◎同品番で色のバリエーションがある商品は色名もあわせてご記入ください。

◎ご発注はボックス単位、カートン単位にてお願いいたします。

◎追加注文を頂いた場合、別梱包での発送になる場合があります。

◎品切れになる場合がありますので、お早めのご注文をおすすめします。

◎不良品,出荷違い ,破損等は、1週間以内に担当者までご一報ください。

◎お客様のご都合による返品,交換についてはお受けいたしかねますのでご了承ください。

ご注文に際してお読みください。

●アーティフィシャルフラワーについて
アーティフィシャルフラワーは、布地に染色、及びプリントを施した製品です。品質に
は万全の注意を払っておりますが、性質上、ご使用の際には下記の内容をご注意くだ
さい。
・ 水に濡らさないようご注意ください。特に、湿度の高い場所や、雨や雪の日の使用は、

色落ちや色移り、破損の原因となります。
・ コサージュ等の服飾品としてご使用される場合は、汗や摩擦により、色落ち、色移

りすることがありま すのでご注意ください。
・ 多湿な環境下での保管は、周りのものに色移りする場合がございますので、ご注意

ください。
・ ラメやフロック加工をした商品は付着物が落ちやすく、衣類などに付きやすいのでご

注意ください。
・ 屋内装飾用です。屋外や野外での使用は、色あせや破損等、劣化を早めますのでご

注意ください。特に、直接日光が当たる場所での使用は避けてください。
・ 火気の近くでご使用にならないでください。燃える恐れがあります。
・ 枝の先端が尖っているものがありますので、目など突かぬようお気をつけください。
・ 食料品と直に触れるような使用や、お子さまが口に入れてしまうような環境での使用

は避けてください。
●ガラス・セラミック製商品について
・多少の気泡、流れ模様、ひずみが入ることがあります。
・炎に近づけると割れる恐れがあります。火気の近くでご使用にならないでください。
・急激な温度変化で割れる場合があるので、冷水や熱湯などに入れないでください。
・傷の原因となるので、石などの硬いものを入れないでください。
・製品に傷、ヒビが入った場合は、水を入れたり加重をかけないでください。割れる可
能性が高くなります。

●テラコッタ商品について
・製造過程での焼成具合により、サイズや色などに製品ごとのバラつきがあります。
・素材自体に吸水性があるため、撥水処理を施していても水漏れする場合があります
ので、ご使用の際は 充分お気をつけください。

●プラスチック製商品について
・火気の近くでご使用にならないでください。変形や燃焼の恐れがあります。
・装飾以外の用途には、ご使用にならないでください。
・口の中には入れないでください。
●アンティーク加工商品について
・デザイン上、故意に錆・色落ち・変色加工を施している商品があります。

※ 上 記 運 賃 の 表 示 価 格 には 消 費 税 は 含 ま れておりません 。 別 途 御 請 求 させ ていた だきます。
※ 佐 渡 は 新 潟 9 5 0 +1 , 0 5 0 となります。
     沖 縄 県・離 島 及び 一 部 地 域 につ いては 、 別 途 実 費をご 負 担 いた だきます。 沖 縄 は 陸 便 実 費 + 船 賃（ 配 達 場 所 による） になります。
     上 記 運 賃 は  [  陸 上 便  ]  の 一 個 単 位 で、 集 荷 料 、 配 達 料 なども含 ま れております。
     運 送 会 社 による 運 賃 改 定 などにより、 や むなく価 格 が 変 更 になる 場 合 がご ざいます。

人工樹木運賃条件

送料規定 （令和 2 年 4月 1日より）

配送地域 北海道 北東北 南東北 関東 信越 北陸 中部 関西 中国 四国 北九州 南九州
沖縄 

その他 
離島

運賃
都道府県

北海道 青森 
岩手 
秋田

宮城 
山形 
福島

茨城 
栃木 
群馬 
山梨 
埼玉 
千葉 
東京 

神奈川

長野 
新潟

富山 
石川 
福井

岐阜 
静岡 
愛知 
三重

滋賀 
京都 
大阪 
兵庫 
奈良 

和歌山

鳥取 
島根 
岡山 
広島 
山口

徳島 
香川 
愛媛 
高知

福岡 
佐賀 
長崎 
大分

熊本 
宮崎 

鹿児島

本島 
離島

頭品番 商品の高さ

A GLA 
GLP 
※ 1

1,6m 未満 1,630 1,260 1,150 950 950 950 950 980 1,260 1,260 1,520 1,520 実費

B 1.6m 以上 2,400 2,350 2,300 1,600 2,300 2,300 2,300 2,300 2,350 2,350 2,400 2,400 実費

のマー クが ついてい る商 品 は 1 本 につき運 賃 が 1 個 口 発 生いたします。別途
運賃


