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おうちで作ろうシリーズは横浜ディスプレイミュージアムが制作したフリーコンテンツ動画です。
専属のフラワーデザイナーのアイデアやテクニックが多様に収録されています。

動画で分かりづらいところは
イラストで分かりやすく解説。

動画の最後に他の材料で制作するときの
ヒントや難しい工程のアドバイス付き。

・動画やレシピを用いた誹謗中傷。

・動画やレシピを私物化、収益化すること。

禁
止
事
項

ワークショップの開催
レシピにアレンジを加えた

作品の制作
動画を元に作った作品や

動画の一部を SNS にアップ

このマークがあるアレンジは、
ホームページより作り方動画をご覧いただけます。

「おうちで作ろう！」シリーズ

季節に合わせ随時更新

ご自由にお使いください

誰でも自由に使えるアレンジ動画

「おうちで作ろう」

動画一覧はこちら

春
spring

夏
summer

秋
autumn

冬
winter

￥X000

作り方動画
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【組立前】

箱を開くと同時に
自動的に

底が組みあがります

組み立て

簡単♪
作業効率

 UP↑
組み立ての時間が短縮され、
作業性まで考えた時の
トータルコストパフォーマンスが
良いクリアボックスです。

ワンタッチで

完成 !

ワンタッチ式
クリアボックス
ワンタッチ式
クリアボックス

【組立前】

箱を開くと同時に
自動的に

底が組みあがります

組み立て

簡単♪
作業効率

 UP↑
組み立ての時間が短縮され、
作業性まで考えた時の
トータルコストパフォーマンスが
良いクリアボックスです。

ワンタッチで

完成 !

ワンタッチ式
クリアボックス
ワンタッチ式
クリアボックス

おしゃれな文字入りで
雰囲気アップ!

MB-0019
クリアボックスモジイリ M10P
￥4,800（税抜）/1パック（10枚入）
1枚あたり … ￥480
W15cm×D15cm×H20cm
入り数：1パック/B 12パック/C
材質：ポリ塩化ビニール

MB-0020
クリアボックスモジイリ L10P
￥6,600（税抜）/1パック（10枚入）
1枚あたり … ￥660
W18cm×D18cm×H21cm
入り数：2パック/B 10パック/C
材質：ポリ塩化ビニール

MB-0018
クリアボックスモジイリ S10P
￥3,300（税抜）/1パック（10枚入）
1枚あたり … ￥330
W12cm×D12cm×H16cm
入り数：1パック/B 21パック/C
材質：ポリ塩化ビニール

MB-0021
OTクリアボックスSS10P
105×130
￥3,000（税抜）/1パック（10枚入）
1枚あたり･･･￥300
H13cm×W10.5cm×D10.5cm
入り数：1パック/B 21パック/C
材質：ポリ塩化ビニール

MB-0022
OTクリアボックスS10P
120×160
￥3,400（税抜）/1パック（10枚入）
1枚あたり･･･￥340
H16cm×W12cm×D12cm
入り数：1パック/B 21パック/C
材質：ポリ塩化ビニール

MB-0024
OTクリアボックスM10P
150×200
￥4,700（税抜）/1パック（10枚入）
1枚あたり･･･￥470
H20cm×W15cm×D15cm
入り数：1パック/B 12パック/C
材質：ポリ塩化ビニール

MB-0026
OTクリアボックスL10P
180×210
￥6,100（税抜）/1パック（10枚入）
1枚あたり･･･￥610
H21cm×W18cm×D18cm
入り数：1パック/B 10パック/C
材質：ポリ塩化ビニール

SS
サイズ

LL
サイズL

サイズM
サイズS

サイズ

MB-0004
MB-0005

MB-0002
MB-0003

MB-0007 
クリアボックスLL10P

（200×300）
￥6,000（税抜）/1パック（10枚入）
1枚あたり … ￥600
W20cm×D20cm×H30cm
入り数：2パック/B 8パック/C
材質：ポリ塩化ビニール
組み立て式（台座別売り）

MB-0006 
クリアボックスL10P

（180×210）
￥4,800（税抜）/1パック（10枚入）
1枚あたり … ￥480
W18cm×D18cm×H21cm
入り数：2パック/B 10パック/C
材質：ポリ塩化ビニール
組み立て式（台座別売り）

MB-0005 
クリアボックスM10P

（150×400）
￥6,000（税抜）/1パック（10枚入）
1枚あたり … ￥600
W15cm×D15cm×H40cm
入り数：2パック/B 10パック/C
材質：ポリ塩化ビニール
組み立て式（台座別売り）

MB-0004 
クリアボックスM10P

（150×200）
￥3,600（税抜）/1パック（10枚入）
1枚あたり … ￥360
W15cm×D15cm×H20cm
入り数：1パック/B 12パック/C
材質：ポリ塩化ビニール
組み立て式（台座別売り）

MB-0003 
クリアボックスS10P

（120×350）
￥4,800（税抜）/1パック（10枚入）
1枚あたり … ￥480
W12cm×D12cm×H35cm
入り数：1パック/B 13パック/C
材質：ポリ塩化ビニール
組み立て式（台座別売り）

MB-0002 
クリアボックスS10P

（120×160）
￥2,700（税抜）/1パック（10枚入）
1枚あたり … ￥270
W12cm×D12cm×H16cm
入り数：1パック/B 21パック/C
材質：ポリ塩化ビニール
組み立て式（台座別売り）

MB-0001 
クリアボックスSS10P

（105×130）
￥2,500（税抜）/1パック（10枚入）
1枚あたり … ￥250
W10.5cm×D10.5cm×H13cm
入り数：1パック/B 21パック/C
材質：ポリ塩化ビニール
組み立て式（台座別売り）

組み立ての時間が短縮され、作業性まで考えた時の
トータルコストパフォーマンスが良いクリアボックスです。

S
サイズ

M
サイズ

L
サイズ

SS
サイズ

S
サイズ

M
サイズ

L
サイズ

広げるだけで自動的に
底が組みあがります

【組立前】

箱を開くと同時に
自動的に

底が組みあがります

組み立て

簡単♪
作業効率

 UP↑
組み立ての時間が短縮され、
作業性まで考えた時の
トータルコストパフォーマンスが
良いクリアボックスです。

ワンタッチで

完成 !

ワンタッチ式
クリアボックス
ワンタッチ式
クリアボックス

ワンタッチ式クリアボックス

文字入りクリアボックス

クリアボックス

M
サイズ

S
サイズ

ギフトケース

Gi� Case

SS
サイズ

MB-0011 
クリアトレイL10P（178×50）
￥1,900（税抜）/1パック（10枚入）
1枚あたり … ￥190
W17.8cm×D17.8cm×H5cm
入り数：1パック/B 21パック/C
材質：ポリ塩化ビニール

Lサイズ対応

MB-0010 
クリアトレイM10P（148×50）
￥1,600（税抜）/1パック（10枚入）
1枚あたり … ￥160
W14.8cm×D14.8cm×H5cm
入り数：1パック/B 48パック/C
材質：ポリ塩化ビニール

Mサイズ対応

MB-0012 
クリアトレイLL10P（198×60）
￥2,100（税抜）/1パック（10枚入）
1枚あたり … ￥210
W19.8cm×D19.8cm×H6cm
入り数：1パック/B 21パック/C
材質：ポリ塩化ビニール

LLサイズ対応

MB-0009 
クリアトレイS10P（118×40）
￥1,400（税抜）/1パック（10枚入）
1枚あたり … ￥140
W11.8cm×D11.8cm×H4cm
入り数：1パック/B 48パック/C
材質：ポリ塩化ビニール

Sサイズ対応

MB-0008 
クリアトレイSS10P（103×30）
￥1,300（税抜）/1パック（10枚入）
1枚あたり … ￥130
W10.3cm×D10.3cm×H3cm
入り数：1パック/B 48パック/C
材質：ポリ塩化ビニール

SSサイズ対応

MB-0016 
ペーパートレイL10P（178×50）
￥1,500（税抜）/1パック（10枚入）
1枚あたり … ￥150
入り数：1パック/B 30パック/C
W17.8cm×D17.8cm×H5cm
材質：紙

Lサイズ対応

MB-0015 
ペーパートレイM10P（148×50）
￥1,000（税抜）/1パック（10枚入）
1枚あたり … ￥100
入り数：1パック/B 40パック/C
W14.8cm×D14.8cm×H5cm
材質：紙

Mサイズ対応

MB-0017 
ペーパートレイLL10P（198×60）
￥1,700（税抜）/1パック（10枚入）
1枚あたり … ￥170
入り数：1パック/B 30パック/C
W19.8cm×D19.8cm×H6cm
材質：紙

LLサイズ対応

MB-0014 
ペーパートレイS10P（118×40）
￥900（税抜）/1パック（10枚入）
1枚あたり … ￥90
入り数：1パック/B 60パック/C
W11.8cm×D11.8cm×H4cm
材質：紙

Sサイズ対応

MB-0013 
ペーパートレイSS10P（103×30）
￥800（税抜）/1パック（10枚入）
1枚あたり … ￥80
入り数：1パック/B 80パック/C
W10.3cm×D10.3cm×H3cm
材質：紙

SSサイズ対応

前ページのクリアボックスに対応したインナートレーです。

MB-0030
ペーパートレイSS10P

（103×30）Y
￥580（税抜）/1パック（10枚入）
1 枚あたり … ￥58
W10.3cm×D10.3cm×H3cm
入り数：1パック/B 80パック/C★

材質：紙

MB-0029
ペーパートレイSS10P

（103×30）GR
￥580（税抜）/1パック（10枚入）
1 枚あたり … ￥58
W10.3cm×D10.3cm×H3cm
入り数：1パック/B 80パック/C★

材質：紙

MB-0028
ペーパートレイSS10P

（103×30）P
￥580（税抜）/1パック（10枚入）
1 枚あたり … ￥58
W10.3cm×D10.3cm×H3cm
入り数：1パック/B 80パック/C★

材質：紙

MB-0036
ペーパートレイM10P

（148×50）Y
￥780（税抜）/1パック（10枚入）
1 枚あたり … ￥78
W14.8cm×D14.8cm×H5cm
入り数：1パック/B 40パック/C★

材質：紙

MB-0035
ペーパートレイM10P

（148×50）GR
￥780（税抜）/1パック（10枚入）
1 枚あたり … ￥78
W14.8cm×D14.8cm×H5cm
入り数：1パック/B 40パック/C★

材質：紙

MB-0034
ペーパートレイM10P

（148×50）P
￥780（税抜）/1パック（10枚入）
1 枚あたり … ￥78
W14.8cm×D14.8cm×H5cm
入り数：1パック/B 40パック/C★

材質：紙

Mサイズ対応

MB-0032
ペーパートレイS10P

（118×40）GR
￥680（税抜）/1パック（10枚入）
1 枚あたり … ￥68
W11.8cm×D11.8cm×H4cm
入り数：1パック/B 60パック/C★

材質：紙

MB-0033
ペーパートレイS10P

（118×40）Y
￥680（税抜）/1パック（10枚入）
1 枚あたり … ￥68
W11.8cm×D11.8cm×H4cm
入り数：1パック/B 60パック/C★

材質：紙

Sサイズ対応SSサイズ対応

クリアトレイ
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FM カラーリースボックス

コンパクト宅配ボックス

透明なフタつきの『カラーリースボックス』中身が見えて、高級感もUP‼保管にも適しています。

・4サイズ×6カラーの豊富なバリエーション！あなたのお好みがみつかります!
・使い方色 ！々リース BOXとして、さらにギフト BOX にも、収納用にも!
・丈夫なのに軽量！環境にも優しい段ボール素材。

 
MHZMTBX1
無地コンパクト宅配ボックス-1（20枚）
¥1,900（税抜）/1パック（20 枚）
 
・1枚あたり…￥95
・外寸：W32cm×D22.5cm×H2cm、
  内寸：W31.8cm×D22.3cm×H1.8cm
・素材：再生紙
・ブラックプライス 

※2022年6月30日までは￥1,810

 
MHZMTBX2
無地コンパクト宅配ボックス-2（20枚）
¥1,240（税抜）/1パック（20 枚）
 
・1枚あたり…￥62
・外寸：W23cm×D16.5cm×H2cm、
   内寸：W22.8cm×D16.3cm×H1.8cm
・素材：再生紙
・ブラックプライス 

※2022年6月30日までは￥1,240

「ウラ」と表記している方を内側になるように組み立ててください。

ミシン目なのでカッターを使わなくても開封できます。

ベージュ×ベージュ
 

DRT87197

DRT87195 
1セットあたり…￥460
発注単位：1セット（5袋）
・20×20×8.5cm（内寸：18.6×18.8×8.4cm）
・本体：段ボール、透明フタ：ポリ塩化ビニール製

¥520（税抜）/1袋

¥2,300（税抜）/5 袋

DRT87199

DRT87258 
1セットあたり…￥560
発注単位：1セット（5袋）
・30×30×9cm（内寸：28.6×28.8×8.9cm）
・本体：段ボール、透明フタ：ポリ塩化ビニール製

¥660（税抜）/1袋

¥2,800（税抜）/5 袋

DRT87198

DRT87257 
1セットあたり…￥500
発注単位：1セット（5袋）
・25×25×8.5cm（内寸：23.6×23.8×8.4cm）
・本体：段ボール、透明フタ：ポリ塩化ビニール製

¥600（税抜）/1袋

¥2,500（税抜）/5 袋

DRT87200

DRT87259 
1セットあたり…￥700
発注単位：1セット（5袋）
・35×35×9cm（内寸：33.6×33.8×8.9cm）
・本体：段ボール、透明フタ：ポリ塩化ビニール製

¥820（税抜）/1袋

¥3,500（税抜）/5 袋

ホワイト×ホワイト
 

DRT87201

DRT87196 
1セットあたり…￥490
発注単位：1セット（5袋）
・20×20×8.5cm（内寸：18.6×18.8×8.4cm）
・本体：段ボール、透明フタ：ポリ塩化ビニール製

¥550（税抜）/1袋

¥2,450（税抜）/5 袋

DRT87203

DRT87261 
1セットあたり…￥660
発注単位：1セット（5袋）
・30×30×9cm（内寸：28.6×28.8×8.9cm）
・本体：段ボール、透明フタ：ポリ塩化ビニール製

¥750（税抜）/1袋

¥3,300（税抜）/5 袋

DRT87202

DRT87260 
1セットあたり…￥560
発注単位：1セット（5袋）
・25×25×8.5cm（内寸：23.6×23.8×8.4cm）
・本体：段ボール、透明フタ：ポリ塩化ビニール製

¥650（税抜）/1袋

¥2,800（税抜）/5 袋

DRT87204

DRT87262 
1セットあたり…￥800
発注単位：1セット（5袋）
・35×35×9cm（内寸：33.6×33.8×8.9cm）
・本体：段ボール、透明フタ：ポリ塩化ビニール製

¥900（税抜）/1袋

¥4,000（税抜）/5 袋

ブラック×ブラック
 

DRT87205

DRT87263 
1セットあたり…￥780
発注単位：1セット（5袋）
・20×20×8.5cm（内寸：18.6×18.8×8.4cm）
・本体：段ボール、透明フタ：ポリ塩化ビニール製

¥880（税抜）/1袋

¥3,900（税抜）/5 袋

DRT87207

DRT87265 
1セットあたり…￥1,060
発注単位：1セット（5袋）
・30×30×9cm（内寸：28.6×28.8×8.9cm）
・本体：段ボール、透明フタ：ポリ塩化ビニール製

¥1,160（税抜）/1袋

¥5,300（税抜）/5 袋

DRT87206

DRT87264 
1セットあたり…￥900
発注単位：1セット（5袋）
・25×25×8.5cm（内寸：23.6×23.8×8.4cm）
・本体：段ボール、透明フタ：ポリ塩化ビニール製

¥1,000（税抜）/1袋

¥4,500（税抜）/5 袋

DRT87208

DRT87266 
1セットあたり…￥1,260
発注単位：1セット（5袋）
・35×35×9cm（内寸：33.6×33.8×8.9cm）
・本体：段ボール、透明フタ：ポリ塩化ビニール製

¥1,360（税抜）/1袋

¥6,300（税抜）/5 袋

グリーン×ホワイト
 

DRT87217

DRT87275 
1セットあたり…￥660
発注単位：1セット（5袋）
・20×20×8.5cm（内寸：18.6×18.8×8.4cm）
・本体：段ボール、透明フタ：ポリ塩化ビニール製

¥760（税抜）/1袋

¥3,300（税抜）/5 袋

DRT87219

DRT87277 
1セットあたり…￥1,020
発注単位：1セット（5袋）
・30×30×9cm（内寸：28.6×28.8×8.9cm）
・本体：段ボール、透明フタ：ポリ塩化ビニール製

¥1,120（税抜）/1袋

¥5,100（税抜）/5 袋

DRT87218

DRT87276 
1セットあたり…￥820
発注単位：1セット（5袋）
・25×25×8.5cm（内寸：23.6×23.8×8.4cm）
・本体：段ボール、透明フタ：ポリ塩化ビニール製

¥920（税抜）/1袋

¥4,100（税抜）/5 袋

DRT87220

DRT87278 
1セットあたり…￥1,220
発注単位：1セット（5袋）
・35×35×9cm（内寸：33.6×33.8×8.9cm）
・本体：段ボール、透明フタ：ポリ塩化ビニール製

¥1,400（税抜）/1袋

¥6,100（税抜）/5 袋

ブルー×ホワイト
 

DRT87213

DRT87271 
1セットあたり…￥660
発注単位：1セット（5袋）
・20×20×8.5cm（内寸：18.6×18.8×8.4cm）
・本体：段ボール、透明フタ：ポリ塩化ビニール製

¥760（税抜）/1袋

¥3,300（税抜）/5 袋

DRT87215

DRT87273 
1セットあたり…￥1,020
発注単位：1セット（5袋）
・30×30×9cm（内寸：28.6×28.8×8.9cm）
・本体：段ボール、透明フタ：ポリ塩化ビニール製

¥1,120（税抜）/1袋

¥5,100（税抜）/5 袋

DRT87214

DRT87272 
1セットあたり…￥820
発注単位：1セット（5袋）
・25×25×8.5cm（内寸：23.6×23.8×8.4cm）
・本体：段ボール、透明フタ：ポリ塩化ビニール製

¥920（税抜）/1袋

¥4,100（税抜）/5 袋

DRT87216

DRT87274 
1セットあたり…￥1,220
発注単位：1セット（5袋）
・35×35×9cm（内寸：33.6×33.8×8.9cm）
・本体：段ボール、透明フタ：ポリ塩化ビニール製

¥1,400（税抜）/1袋

¥6,100（税抜）/5 袋

ピンク×ホワイト
 

DRT87209

DRT87267 
1セットあたり…￥660
発注単位：1セット（5袋）
・20×20×8.5cm（内寸：18.6×18.8×8.4cm）
・本体：段ボール、透明フタ：ポリ塩化ビニール製

¥760（税抜）/1袋

¥3,300（税抜）/5 袋

DRT87211

DRT87269 
1セットあたり…￥1,020
発注単位：1セット（5袋）
・30×30×9cm（内寸：28.6×28.8×8.9cm）
・本体：段ボール、透明フタ：ポリ塩化ビニール製

¥1,120（税抜）/1袋

¥5,100（税抜）/5 袋

DRT87210

DRT87268 
1セットあたり…￥820
発注単位：1セット（5袋）
・25×25×8.5cm（内寸：23.6×23.8×8.4cm）
・本体：段ボール、透明フタ：ポリ塩化ビニール製

¥920（税抜）/1袋

¥4,100（税抜）/5 袋

DRT87212

DRT87270 
1セットあたり…￥1,220
発注単位：1セット（5袋）
・35×35×9cm（内寸：33.6×33.8×8.9cm）
・本体：段ボール、透明フタ：ポリ塩化ビニール製

¥1,400（税抜）/1袋

¥6,100（税抜）/5 袋

20cm
1コ

20cm
5コ

セット

30cm
1コ

30cm
5コ

セット

25cm
1コ

25cm
5コ

セット

35cm
1コ

35cm
5コ

セット

20cm
1コ

20cm
5コ

セット

30cm
1コ

30cm
5コ

セット

25cm
1コ

25cm
5コ

セット

35cm
1コ

35cm
5コ

セット

20cm
1コ

20cm
5コ

セット

30cm
1コ

30cm
5コ

セット

25cm
1コ

25cm
5コ

セット

35cm
1コ

35cm
5コ

セット

20cm
1コ

20cm
5コ

セット

30cm
1コ

30cm
5コ

セット

25cm
1コ

25cm
5コ

セット

35cm
1コ

35cm
5コ

セット

20cm
1コ

20cm
5コ

セット

30cm
1コ

30cm
5コ

セット

25cm
1コ

25cm
5コ

セット

35cm
1コ

35cm
5コ

セット

20cm
1コ

20cm
5コ

セット

30cm
1コ

30cm
5コ

セット

25cm
1コ

25cm
5コ

セット

35cm
1コ

35cm
5コ

セット
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MHZJURR6

MHZJURR MHZJURR2 MHZJURR3

MHZJURR4

MHZJURR5

 
MHZJURR1　ジュートロープレッド-1（1巻）
MHZJURR2　ジュートロービビッドピンク-2（1巻）
MHZJURR3　ジュートローモーブピンク-3（1巻）
MHZJURR4　ジュートロープアイボリー-4（1巻）
MHZJURR5　ジュートロープクラフト-5（1巻）
MHZJURR6　ジュートロープライトグリーン-6（1巻）
MHZJURR7　ジュートロープブラック-7（1巻）
¥570（税抜）/1巻
 
・W3mm×30m巻
・ジュート
・ブラックプライス

※2022年6月30日までは￥530

 
MHZLRVR1
ルレーブプリントサテンリボン-1（1巻）
¥1,080（税抜）/1巻 

・W16mm×20m巻

※2022年6月30日までは￥1,000

 
MHZLRVR2
ルレーブプリントサテンリボン-2（1巻）
¥1,360（税抜）/1巻
・W22mm×20m巻

※2022年6月30日までは￥1,260

 
MHZOSFP1
お供フラワーPPピック-1（30枚）
¥1,130（税抜）/1パック（30枚） 

1枚あたり…¥38
発注単位:1パック（30枚）
・W3.4cm×H13cm
・紙
食品には使用できません。
耐水性の紙を使用しています。
・ブラックプライス
 
※2022年6月30日までは￥1,050

中面

13.2
cm

 
MHZFGMC2
プリザーブドフラワーメンテナンスカード-2（50枚）
¥1,760（税抜）/1パック（50枚） 

1枚あたり…¥36
発注単位:1パック（50枚）
・W6cm×H6.7cm（H13.2cm）
・紙 
・ブラックプライス

※2022年6月30日までは￥1,680

 
MHZFWOD1
フラワーオーダーシート-1（3冊セット）
¥3,180（税抜）/1パック（3冊） 

1冊あたり…¥1,060
発注単位:1パック（3冊）
・W14.8cm×H22.2cm
・紙
・50組･3枚複写式タイプ
・ブラックプライス

※2022年6月30日までは￥3,030

3枚複写注文書

お届け伝票 店舗控え

お客様控え

 
MHZFGMC5
プリザーブドフラワー
メンテナンスカード-5（30枚）
¥1,060（税抜）/1パック（30枚）  

1枚あたり…¥36
発注単位:1パック（30枚）
・W14.8cm×H10.5cm
・折りたたみサイズW7.4cm×H10.5cm 
・紙
・ブラックプライス

※2022年6月30日までは￥1,010

質感のある紙を使用した上品な
メンテナンスカードです。

 
MHZTO1S
ご注文ありがとう
ステッカー-1（60枚）
¥500（税抜）/1パック（60枚）
・1枚あたり…￥9
・W8cm×H4.6cm
・素材：アート紙 
・ブラックプライス

※2022年6月30日までは￥480

 
MHZTZ1S
手づくり
ステッカー-1（60枚）
¥480（税抜）/1パック（60枚） 

・1枚あたり…￥8
・直径6.5cm
・素材：アート紙 
・ブラックプライス

※2022年6月30日までは￥460

 
MHZH2S
お花が入っています
ステッカー-2（60枚）
¥530（税抜）/1パック（60枚） 

・1枚あたり…￥9
・W7.7cm×H8cm
・素材：ミラーコート 
・ブラックプライス

※2022年6月30日までは￥500

 
MHZNPJ1WR
ニュースペーパー
ジャーナル-1WR（500枚）
¥8,270（税抜）/1パック（500枚） 

・1枚あたり…￥17
・W81.3cm×H54.6cm
・素材：木材パルプ紙 
・ブラックプライス

※2022年6月30日までは￥7,880

 
MHZTKL1
サンキュークラフトテープ-1（1巻）
¥610（税抜）/1パック（1巻） 

・W38mm×L50m
・素材：クラフト 
・ブラックプライス

※2022年6月30日までは￥580

 
MHZAIRRO2
エア緩衝材ロール-2
40cm×5m巻（2巻）
¥690（税抜）/1セット 

1巻あたり…¥345
発注単位:1セット（2巻）
・W40cm×L5m（厚み4mm）
・低密度ポリエチレン
・コンパクトサイズのエア緩衝材
・ブラックプライス

 
MHZNFSR1
NEWフレンチショート
OPPロール-1
¥1,650（税抜）/1巻  

発注単位:1巻
・W30cm×L30m（厚さ:0.04mm）
・OPP 
食品に使用する場合は印刷面に直接食品が
触れない様にお使い下さい。
・ブラックプライス

緩衝材 OPP ロール

ラップのようにカンタンに使える
幅30cmのショートロールです。

→
P.240

→
P.240

 
MHZVOP[カラー]
ボリュームパッキン
￥1,760（税抜）/1コ 

・内容量 500g
・紙
・ブラックプライス

※2022年6月30日までは￥1,680

[KF] クラフト [LB] ライトブルー [GR] グレー

[LY] レモン [PI] ピンク [WH] ホワイト

MHZJURR7
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メインとなる花束が決まったら、花束の色を引き立てる色味
のラッピング資材を選んでいきましょう。
初級編は、花束に使用した色合いと同系色の落ち着いた色
味を選択するとGOOD！
反対色を一種類セレクトして加えると、アレンジ全体が引き
締まって上級ラッピングに！

きれいにラッピングする際には、
①空気を含ませながらふんわり巻く
②ペーパーを重ねる際には都度整え、
　空気の入り具合を確認する
③持ち手以外に折り目がつかないように
　上部はふわっとカーブを意識する

この3点に気を付けましょう！
せっかく束ねた花束がつぶれないように
ふんわりと束ねていくのがベストです！

レイヤーを重ねていくスタイルの韓国風フラワーラッピングは、薄くかつ硬さの
あるラッピングペーパーを選びましょう。重ねるペーパーは質感の違うペーパー
を組み合わせてよりお洒落に！

NOW TREND
韓国風フラワーラッピング

今年の春のトレンドおすすめカラーは、
花：マンゴーオレンジ
資材：ペールトーンカラー

詳しい作り方動画は
公式インスタグラムを
CHECK！▷

あたたかな気持ちで送るギフト

きれいにブーケをラッピングするための
コツを売場スタッフがご紹介！

母の日や贈り物に欠かせないブーケ、今回はブーケにぴったりのラッピング資材、
ブーケを束ねるためのポイントなどをご紹介いたします！

How to make

Point

1枚目:一番土台となるペーパーは、横幅を花束の直径から約二倍の大
きさ、縦は花束の長さが少しカバー出来る大きさで裁断します。花束より
も大きく裁断しすぎると、花束が小さく見えてしまうので注意が必要です。

今回用意したペーパーは全部で7枚、花束の大きさと比較しながら裁
断していきます。
使うペーパーの枚数は、ペーパーの厚みに合わせて調整していきま
す。薄いペーパーであれば多く、厚いペーパーであれば少なく用意しま
す。重ねるペーパーの枚数の目安は、持ち手の部分が不格好でないか
どうか、重ねすぎて着ぶくれして見えないかどうかです。持ち手部分に
はくびれが残るよう確認しながら枚数を決めていきましょう！50cm

40cm

30cm

60cm

2枚目、3枚目:左右のボリューム出しに使用するペー
パーは、縦の長さは一枚目より少し短い長さで、横は
半分の長さで裁断。高低差がつくとよりボリュームを
感じさせてくれます。

4枚目、5枚目:下部のボリューム出しに使用します。花束は全体の形がひし形になるように
作成するときれいに仕上がるので、あごの部分にボリュームをだしましょう。
品番：MHS331314　モイスト04
 
6枚目、7枚目:4、5枚目と同じ大きさで裁断。

65cm

45cm

65cm

32.5cm 32.5cm

32.5cm 32.5cm

30cm60cm 30cm

30cm 30cm

ラッピングペーパーは 
P.236に掲載しています

→
P.236
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エア緩衝材に包んでそのまま段ボールに入
れましょう。

サイズに合わせたクリアボックスとインナート
レイを選びましょう。

クリアBOX+インナートレイ

①大きさの合う段ボールに入れ、段ボールとクリアBOXをテープ等で固定します。
　クリアケースはそのまま飾る場合もあるので養生テープなど、はがしやすいものがにしましょう。

②段ボールが大きく隙間ができてしまう場合には、ニュースペーパーやラッピングカラーペーパーを
   使って隙間を埋めていきましょう。
　しっかり隙間を埋めたい時はニュースペーパーがおすすめです。
　ふんわりさせたい時はラッピングカラーペーパーやエア緩衝材を使いましょう。

底がしっかり固定されていて動かないことが重要です

OPPロールでラッピングした後、クリアBOX用
インナートレイを使い底面を固定しましょう。

OPPロール+インナートレイ エア緩衝材

POINT

アレンジによって梱包方法をかえましょう

アレンジによって梱包方法をかえましょう

リースBOXに入れる際はボリュームパッキン
を入れて作品が動かないように固定しましょ
う。ボリュームパッキンの色を作品に合わせ
てかえると印象が良くなります。

段ボールに入れた際に隙間があればニュー
スペーパー等を使って隙間を埋めましょう。

リース

クリアケース

ブーケ

OPPラッピング

壁面飾り

ラッピングなし

クリアBOXに入る大きさのものであれば、ク
リアBOXに入れて立つ状態に固定してから
段ボールに入れるのがベストです。インナート
レイに合えばインナートレイにさして、合わな
ければ緩衝材を詰めて固定します。OPP包
みの場合でも立つように、インナートレイにさ
して段ボールに入れましょう。

高さがあるブーケは、花がつぶれないよう上
部に隙間があるサイズの段ボールを選ぶよ
うにしましょう。

箱の上部にワイヤーで固定します。底面には
ニュースペーパーなどで隙間を埋めましょう。

背面に目打ちで穴を開けてワイヤーを通し、
アレンジをしっかりと固定します。段ボールの
場合、目立ちづらい色のバンドワイヤーなど
を選びましょう。ワイヤーが出た背面は、テー
プなどで固定しましょう。

アレンジを綺麗に送る梱包方法

アレンジを綺麗に送る梱包方法

フラワーギフト用ボックス
お花と雑貨（お菓子）などを合わせて贈るギフト専用BOXです

コラボギフト 
が

つくりやすい

→

レイアウトが
自由に
できる

セパレート
可能

15cm

21.5cm

17cm

17cm

12cm

18cm

MKT8801A
ギフトセットBOX長方形A
￥1,100（税抜） 
H6cm×W21.5cm×D15cm
材質：紙、PET

MKT8801B
ギフトセットBOX正方形B
￥1,100（税抜） 
H6cm×W17cm×D17cm
材質：紙、PET

MKT8801C
ギフトセットBOX長方形C
￥1,000（税抜） 
H6cm×W18cm×D12cm
材質：紙、PET

アレンジ用boxが取り外せるので、フラワーアレンジ製作作業がしやすくなっております。
また、クリアケースが付いているので汚れにくくギフトを汚す心配も少なくなってます。
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MCY-0321
インテリアチャームセレス SI
￥400（税抜）/1コ
W17.5cm×D0.6cm×H20cm
入り数：12コ/B 120コ/C
材質：鉄

MCY-0322
インテリアチャームセレス W
￥400（税抜）/1コ
W17.5cm×D0.6cm×H20cm
入り数：12コ/B 120コ/C
材質：鉄

MCY-0323
インテリアチャームセレス BLK
￥400（税抜）/1コ
W17.5cm×D0.6cm×H20cm
入り数：12コ/B 120コ/C
材質：鉄

セレス
Ceresローマ神話の豊穣の女神の名にふさわしく優美

MCY-0327
インテリアチャームカービー SI
￥400（税抜）/1コ
W4.3cm×D0.6cm×H25.5cm
入り数：12コ/B 120コ/C
材質：鉄

MCY-0328
インテリアチャームカービーW
￥400（税抜）/1コ
W4.3cm×D0.6cm×H25.5cm
入り数：12コ/B 120コ/C
材質：鉄

MCY-0329
インテリアチャームカービー BLK
￥400（税抜）/1コ
W4.3cm×D0.6cm×H25.5cm
入り数：12コ/B 120コ/C
材質：鉄

カービー
Curvy大きく弧を描く、大胆な曲線美がエレガント

コピア
Copia花と果物で満たされた、豊穣の角がモチーフ

ハーティー
Hearty丸い膨らみが愛らしいハート形で、幸せ気分

MCY-0324
インテリアチャームハーティー SI
￥400（税抜）/1コ
W14.5cm×D0.6cm×H20.2cm
入り数：12コ/B 120コ/C
材質：鉄

MCY-0325
インテリアチャームハーティー W
￥400（税抜）/1コ
W14.5cm×D0.6cm×H20.2cm
入り数：12コ/B 120コ/C
材質：鉄

MCY-0326
インテリアチャームハーティー BLK
￥400（税抜）/1コ
W14.5cm×D0.6cm×H20.2cm
入り数：12コ/B 120コ/C
材質：鉄

MCY-0336
インテリアチャームアレイ SI
￥580（税抜）/1コ
W4cm×D4cm×H40cm
入り数：12コ/B 120コ/C★

材質：鉄

MCY-0337
インテリアチャームアレイ W
￥580（税抜）/1コ
W4cm×D4cm×H40cm
入り数：12コ/B 120コ/C★

材質：鉄

MCY-0338
インテリアチャームアレイ BLK
￥580（税抜）/1コ
W4cm×D4cm×H40cm
入り数：12コ/B 120コ/C★

材質：鉄

アレイ
Array整然と並ぶラインの繊細さが花の躍動感を引き出す

MCY-0484  インテリアチャーム花蓮 SI
MCY-0485  インテリアチャーム花蓮 W
MCY-0486  インテリアチャーム花蓮 BLK
￥500（税抜）/1コ
φ4.5×H28cm
入り数：12コ/B 120コ/C
材質：鉄

かれん
花連
環でつながる和合をあらわします。

MCY-0490  インテリアチャーム麗華 SI
MCY-0491  インテリアチャーム麗華 W
MCY-0492  インテリアチャーム麗華 BLK
￥400（税抜）/1コ
W10.5cm×D0.6cm×H25.5cm
入り数：12コ/B 120コ/C
材質：鉄

れいか
麗華
進物や贈答品に添える飾りである熨斗（のし）をイメージしています。

フーガ
Fugaラインが重なり、織り成すハーモニーの美しさ

MCY-0333
インテリアチャームフーガ SI
￥700（税抜）/1コ
W7cm×D7cm×H30cm
入り数：12コ/B 120コ/C＊

材質：鉄

MCY-0334
インテリアチャームフーガ W
￥700（税抜）/1コ
W7cm×D7cm×H30cm
入り数：12コ/B 120コ/C＊

材質：鉄

MCY-0335
インテリアチャームフーガ BLK
￥700（税抜）/1コ
W7cm×D7cm×H30cm
入り数：12コ/B 120コ/C＊

材質：鉄

MCY-0330
インテリアチャームコピア SI
￥500（税抜）/1コ
W12cm×D3cm×H24.5cm
入り数：12コ/B 120コ/C＊

材質：鉄

MCY-0331
インテリアチャームコピア W
￥500（税抜）/1コ
W12cm×D3cm×H24.5cm
入り数：12コ/B 120コ/C＊

材質：鉄

MCY-0332
インテリアチャームコピア BLK
￥500（税抜）/1コ
W12cm×D3cm×H24.5cm
入り数：12コ/B 120コ/C＊

材質：鉄

MCY0484

MCY0485MCY0485

MCY0486

MCY-0487  インテリアチャーム扇 SI
MCY-0488  インテリアチャーム扇 W
MCY-0489  インテリアチャーム扇 BLK
￥400（税抜）/1コ
W13.7cm×D0.6cm×H24.5cm
入り数：12コ/B 120コ/C
材質：鉄

おおぎ
扇
末広がりの形状は発展・繁栄を表現しています。

MCY0487

MCY0488MCY0488

MCY0489 MCY0490

MCY0491

MCY0492

MCY-0321
MCY-0324

MCY-0336

MCY-0333

MCY-0325

MCY-0337

MCY-0334

MCY-0326

MCY-0338
MCY-0335

MCY-0332

MCY-0331

MCY-0330

MCY-0327

MCY-0328

MCY-0329

MCY-0322

MCY-0323

Interior Charm
インテリアチャーム

作り方動画 作り方動画
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MCY-0317
ウッドプレートハンガーM NA
￥2,400（税抜）/1コ
W40cm×D17.5cm×H50cm
入り数：6コ/B 24コ/C
材質：木 鉄

MCY-0318
ウッドプレートハンガーL NA
￥3,000（税抜）/1コ
W60cm×D18cm×H43cm
入り数：4コ/B 40コ/C
材質：木 鉄

MCY-0493
レザーバッグポット
￥980（税抜）/1コ
φ10.5cm・H23.5cm
入り数：12コ/B 120コ/C＊

材質：リサイクルレザー 

MCY-0495
レザーネットハンガーS
￥580（税抜）/1コ
H約34cm・φ12.5cm
入り数：12コ/B 360コ/C
材質：リサイクルレザー 綿 鉄

MCY-0496
レザーネットハンガーM
￥880（税抜）/1コ
H約47cm・φ20.3cm
入り数：12コ/B 180コ/C
材質：リサイクルレザー 綿 鉄

MCY-0497
レザーネットハンガーL
￥980（税抜）/1コ
H約50cm・φ27.8cm
入り数：12コ/B 180コ/C
材質：リサイクルレザー 綿 鉄

MCY-0498
レザーチェーン
ハンガーポットS
￥1,080（税抜）/1コ
H約49cm・φ11.5cm
チェーン長さ31cm
入り数：12コ/B 120コ/C
材質：リサイクルレザー 鉄 PE

MCY-0499
レザーチェーン
ハンガーポットM
￥1,400（税抜）/1コ
H約49cm・φ12.5cm
チェーン長さ32cm
入り数：12コ/B 120コ/C
材質：リサイクルレザー 鉄 PE

約34
cm

約47
cm

約50
cm

約49
cm

約49
cm

入り数：12コ/B 180コ/C
材質：リサイクルレザー 綿 鉄

約47
cm

入り数：12コ/B 360コ/C
材質：リサイクルレザー 綿 鉄

約34
cm

材質：リサイクルレザー 綿 鉄

約50
cm

ビニール
ライナー付

ビニール
ライナー付

MCY-0319
28cmメタルリースハンガー
￥2,400（税抜）/1コ
φ28cm×H60cm
入り数：6コ/B 24コ/C
材質：鉄

MCY-0320
36cmメタルリースハンガー
￥2,600（税抜）/1コ
φ36cm×H54cm
入り数：6コ/B 12コ/C
材質：鉄

MCY-0458
リングタペストリーS
￥380（税抜）/1コ
W6cm・H21cm
入り数：12コ/B 240コ/C＊

材質：木 綿

MCY-0459
リングタペストリーL
￥680（税抜）/1コ
W11cm・H40cm
入り数：12コ/B 144コ/C＊

材質：木 綿

MCY-0461
ボヘミアンドリームキャッチャー
￥1,300（税抜）/1コ
W21cm・H56cm
入り数：8コ/B 72コ/C＊

材質：木 鉄 綿 羽毛

MCY-0462
ウィービング
タペストリーハンガー
￥2,300（税抜）/1コ
W37cm・H78cm
入り数：6コ/B 24コ/C＊

材質：木 綿

PDS-9334
ライトアップキャンバスバルブ
￥3,000（税抜）/1コ
W60cm×D1.8cm×H40cm
入り数：1コ/B 24コ/C
材質：木 ポリエステル プラスチック 紙 銅 鉄
電池式（単三電池×2コ）
連続点灯時間：約15時間
ウォームホワイトLED 点灯前

PDS-9336
ライトアップキャンバスデイジー
￥1,500（税抜）/1コ
W20cm×D1.8cm（10.5cm）×H15cm
入り数：1コ/B 48コ/C
材質：木 ポリエステル プラスチック 紙 銅 鉄
電池式（単四電池×2コ）
連続点灯時間：約15時間
ウォームホワイトLED 点灯前

裏面スタンド付き

PDS-9335
ライトアップキャンバスグリナリー
￥2,500（税抜）/1コ
W60cm×D1.8cm×H30cm
入り数：1コ/B 24コ/C
材質：木 ポリエステル プラスチック 紙 銅 鉄
電池式（単三電池×2コ）
連続点灯時間：約15時間
ウォームホワイトLED 点灯前

電池式のライト付商品なので、置いても壁にかけても使いやすい仕様になっています。
グリーンなどをからめて使用すると立体感のあるデザインになります。

Light up Canvas
ライトアップキャンバス

Ceiling & Hanging Base
シーリング＆ハンギングベース

MCY-0494
レザーダブルスクエアハンガー
￥680（税抜）/1コ
H約75cm・W12cm・D12cm
ハトメ穴φ1.5cm
入り数：12コ/B 180コ/C＊

材質：リサイクルレザー 綿 鉄 

約75
cm

作り方動画
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MCY-0339
パインコーンセットNA
￥380（税抜）/1セット
φ2.5〜9cm・H2.5〜12cm
入り数：12セット/B 240セット/C＊

材質：松かさ

MCY-0264
ナチュラルコーンパック
￥580（税抜）/1セット
φ5cm×H4.5cm
入り数：6セット/B 36セット/C＊

材質：松かさ
9コ入り

MCY-0265
バーチウッドパック
￥580（税抜）/1セット
W3.5cm×H5〜5.5cm
入り数：6セット/B 36セット/C＊

材質：木
約90g（約30コ）

MCY-0262
スライスウッドパック
￥580（税抜）/1セット
φ3.2〜4.5cm×H6mm
入り数：1セット/B 36セット/C＊

材質：木
140g（約22枚）

MCY-0293
ウッドスティックパックNA
￥580（税抜）/1セット
φ0.5〜1.5cm・W7.5cm
入り数：6セット/B 36セット/C＊

材質：木
約150g
※自然素材の為、サイズが異なる
場合がございます。

MCY-0292
ウッドスティックパックW
￥580（税抜）/1セット
φ0.5〜1.5cm・W7.5cm
入り数：6セット/B 36セット/C＊

材質：木
約150g
※自然素材の為、サイズが異なる
場合がございます。

＊

※自然素材の為、サイズが異なる

MCY-0403
ウッドスティックパック
￥400（税抜）/1セット
φ0.5〜1.5cm・W7.5cm
入り数：1セット/B 36セット/C★

材質：木
約150g
※自然素材の為、サイズが異なる
場合がございます。

MCY-0256
φ15cmホワイト
ナチュラルリース
￥250（税抜）/1コ
φ15cm・D2cm
入り数：12コ/B 144コ/C
材質：柳

MCY-0257
φ20cmホワイト
ナチュラルリース
￥330（税抜）/1コ
φ20cm・D2.5cm
入り数：12コ/B 120コ/C
材質：柳

MCY-0255
φ10cmホワイト
ナチュラルリース 6P
￥680（税抜）/1セット
φ10cm
入り数：6セット/B 72セット/C
材質：柳
6コ入り

MCY-0151
ラウンドナチュラルリース
￥280（税抜）/1コ
φ20cm 
入り数：12コ/B 120コ/C
材質：柳 鉄

MCY-0191
φ15cmナチュラルリース
￥230（税抜）/1コ
φ15cm
入り数：12コ/B 144コ/C
材質：柳･鉄

MCY-0190
φ10cmナチュラルリース 6P
￥580（税抜）/1セット
φ10cm
入り数：6セット/B 72セット/C
材質：柳･鉄
6コ入り

MCY-0303
10cm
ナチュラルラタンリース 6P
￥800（税抜）/1セット
φ10cm
入り数：36セット/B 360セット/C
材質：柳
6コ入り

MCY-0304
15cm
ナチュラルラタンリース
￥300（税抜）/1コ
φ15cm
入り数：12コ/B 300コ/C
材質：柳

MCY-0305
20cm
ナチュラルラタンリース
￥430（税抜）/1コ
φ20cm
入り数：10コ/B 150コ/C
材質：柳

MCY-0306
25cmナチュラルラタンリース
￥600（税抜）/1コ
φ25cm
入り数：10コ/B 100コ/C
材質：柳

MCY-0307
30cmナチュラルラタンリース
￥880（税抜）/1コ
φ30cm
入り数：6コ/B 60コ/C
材質：柳

MCY-0308
40cmナチュラルラタンリース
￥1,600（税抜）/1コ
φ40cm
入り数：3コ/B 30コ/C
材質：柳

MCY-0405
ナチュラルウッドラウンド
￥2,300（税抜）/1コ
φ25cm・D4cm
入り数：1コ/B 6コ/C＊

材質：木 鉄

MCY-0405MCY-0408
20cmバインボール
￥1,400（税抜）/1コ
φ約20cm
入り数：1コ/B 12コ/C＊

材質：つる 鉄

MCY-0408 MCY-0309
20cmナチュラルラタン
ムーンリース
￥350（税抜）/1コ
φ20cm
入り数：10コ/B 150コ/C
材質：柳

MCY-0310
25cmナチュラルラタン
ムーンリース
￥500（税抜）/1コ
φ25cm
入り数：10コ/B 100コ/C
材質：柳

MCY-0312
35cmナチュラルラタン
クレッセント
￥550（税抜）/1コ
W10cm×H35cm
入り数：12コ/B 120コ/C
材質：柳

MCY-0406
20cmバインベースリース
￥1,400（税抜）/1コ
φ20cm・D5.5cm
入り数：1コ/B 40コ/C＊

材質：つる 鉄

MCY-0271 MCY-0272 MCY-0273

MCY-0271  リースハンガー W
MCY-0272  リースハンガー BK
MCY-0273  リースハンガー RUS
￥400（税抜）/1本
W2.5cm×D5cm×H35.8cm
入り数：24本/B 96本/C
材質：鉄
耐久荷重：2kg

Rattan wreath
ラタンリース

作り方動画
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MY-089 MY-090

MY-061
スターフルーツピック 6P
￥240（税抜）/1セット
L10cm・φ2.8cm・H3.5cm
入り数：12セット/B 192セット/C★

材質：PS 鉄
6本入り

MY-062
アップルピック 6P R
￥380（税抜）/1セット
L12cm・φ3cm・H4.3cm
入り数：12セット/B 192セット/C★

材質：PS 鉄 プラスチック
6本入り

MY-059
チェリーピック 6P
￥240（税抜）/1セット
L14.5cm・W2.3cm・H5.5cm
入り数：12セット/B 192セット/C★

材質：PS 鉄 プラスチック
6本入り

MY-022
ブルーベリーピック24P PU
￥300（税抜）/1セット
全長10cm・実径1.2cm
入り数：12セット/B 192セット/C
材質：PS 鉄
24本入り

MY-034
アップルピック6P S GR
MY-036
アップルピック6P S R
￥380（税抜）/1セット
全長10cm・実径2.5cm
入り数：12セット/B 192セット/C
材質：PS 鉄
6本入り

MY-031
アップルピック6P M GR
MY-033
アップルピック6P M R
￥450（税抜）/1セット
全長11cm・実径3cm
入り数：12セット/B 192セット/C
材質：PS 鉄
6本入り

MY-028
アップルピック6P L GR
MY-030
アップルピック6P L R
￥550（税抜）/1セット
全長11.5cm・実径3.5cm
入り数：12セット/B 192セット/C
材質：PS 鉄
6本入り

MY-021
ミニラズベリーピック 6P
￥380（税抜）/1セット
全長10cm・実径1cm
入り数：12セット/B 192セット/C★

材質：PS ポリエステル 鉄
6本入り

MY-088

MY-081 MY-082 MY-083 MY-084MY-080

MY-080  12mmベリーピックR 30P
MY-081  12mmベリーピックOR 30P
MY-082  12mmベリーピックGR 30P
MY-083  12mmベリーピックP 30P
MY-084  12mmベリーピックPU 30P
MY-087  12mmパールピックSI 30P
MY-088  12mmパールピックP 30P
MY-089  12mmパールピックPU 30P
MY-090  12mmパールピックR 30P
￥420（税抜）/1セット
全長8cm・実径1.2cm
入り数：30セット/B 480セット/C★

材質：鉄 PS 紙
30本入り

MY-091  10mmベリーピックR 30P
MY-092  10mmベリーピックOR 30P
MY-093  10mmベリーピックGR 30P
MY-094  10mmベリーピックP 30P
MY-095  10mmベリーピックPU 30P
MY-098  10mmパールピックSI 30P
MY-099  10mmパールピックP 30P
MY-100  10mmパールピックPU 30P
MY-101  10mmパールピックR 30P
￥380（税抜）/1セット
全長6cm・実径1cm
入り数：30セット/B 480セット/C★

材質：鉄 PS 紙
30本入り

MY-099
MY-100
MY-101
￥
全長6cm・実径1cm
入り数：30セット/B 480セット/C
材質：鉄 PS 紙

MY-098 MY-099

MY-100 MY-101

MY-092 MY-093 MY-094 MY-095

MCY-0466

MCY-0467

MCY-0468MCY-0477

MCY-0475

MCY-0476

MCY-0472

MCY-0473

MCY-0474MCY-0483

MCY-0481

MCY-0482

MCY-0466  ワイヤーハローレター S W
MCY-0467  ワイヤーハローレター S BK
MCY-0468  ワイヤーハローレター S GO
￥190（税抜）/1コ
W10.5cm×H5.5cm
入り数：12コ/B 240コ/C★

材質：鉄

MCY-0472  ワイヤーハッピーレター S W
MCY-0473  ワイヤーハッピーレター S BK
MCY-0474  ワイヤーハッピーレター S GO
￥190（税抜）/1コ
W11cm×H4cm
入り数：12コ/B 240コ/C★

材質：鉄

MCY-0475  ワイヤーハローレター L W
MCY-0476  ワイヤーハローレター L BK
MCY-0477  ワイヤーハローレター L GO
￥220（税抜）/1コ
W17.5cm×H7cm
入り数：12コ/B 240コ/C★

材質：鉄

MCY-0481  ワイヤーハッピーレター L W
MCY-0482  ワイヤーハッピーレター L BK
MCY-0483  ワイヤーハッピーレター L GO
￥220（税抜）/1コ
W15.5cm×H6.5cm
入り数：12コ/B 240コ/C★

材質：鉄

MCY-0469

MCY-0470

MCY-0478

MCY-0479

MCY-0469  ワイヤーウェルカムレター S W
MCY-0470  ワイヤーウェルカムレター S BK
￥200（税抜）/1コ
W15cm×H4cm
入り数：12コ/B 240コ/C★

材質：鉄

MCY-0478  ワイヤーウェルカムレター L W
MCY-0479  ワイヤーウェルカムレター L BK
￥250（税抜）/1コ
W24cm×H7.5cm
入り数：12コ/B 240コ/C★

材質：鉄

MY-034 MY-031 MY-028MY-036 MY-033 MY-030

MY-087

MY-091

シンプルなワイヤーレターはいろいろなアレンジのアクセントとして大活躍します。
フレームに貼っても、リースに付けても使いやすい軽量タイプです。

Wire Letter
ワイヤーレター

MY-066
シルエットピック2AST
￥120（税抜）/1本
L21cm 
W4.8〜5cm×H5〜7cm
入り数：24本/B 192本/C★

材質：鉄
2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

MY-071
ミニアニマルピック3AST
￥150（税抜）/1本
L21cm 
W1.5〜2.0cm×D2〜3cm×H3.8〜4cm
入り数：24本/B 192本/C★

材質：鉄 レジン
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

MY-076
リスピック2AST
￥200（税抜）/1本
L20cm 
W1.5cm〜4cm×H3.6cm
入り数：24本/B 144本/C★

材質：レジン グラスファイバー
2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

MY-077
ヒツジ＆ヤギピック2AST
￥200（税抜）/1本
L20cm 
W1.5cm〜4cm×H3.5cm
入り数：24本/B 144本/C★

材質：レジン グラスファイバー
2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

MY-078
ハチピック2AST
￥200（税抜）/1本
L20cm 
W3.5cm〜4.5cm×H3.6cm
入り数：24本/B 144本/C★

材質：レジン グラスファイバー
2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

MY-072
ミニモスピック3AST
￥150（税抜）/1本
L20.5〜22.5cm 
W3〜4.5cm×D2〜2.5cm×H3.5cm
入り数：24本/B 192本/C★

材質：鉄 PA PS
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

MY-073
ドックピック2AST
￥200（税抜）/1本
L20cm 
W2〜4.4cm×H3.8〜5cm
入り数：24本/B 144本/C★

材質：レジン グラスファイバー
2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

MY-074
キャットピック2AST
￥200（税抜）/1本
L20cm 
W2〜4cm×H3.8〜6cm
入り数：24本/B 144本/C★

材質：レジン グラスファイバー
2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

ピックは棒の部分をハサミ等で切ってフィギュアとして使用できます

MCY-0294
スライスオレンジ 6P
￥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-0297
スライスアップル 6P
￥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-0299
スライスペア 6P
￥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
￥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
￥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

MCY-0298
スライスグリーンアップル 6P
￥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

※本物のドライフルーツではありません。 ※製品の加工上、色や形等で個体差があります。
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台紙付き
詳細はこちらより
ご確認ください

SNSで情報を発信することが主流になった今、人々の目に留まる写真を撮る文化が当たり前になってきました。
小さな世界の住人たちを使って、ストーリーのあるディスプレイやSNSでの発信をしませんか。

プチスケープ

MCT-040
ブリック&ドアバナースタンド
￥1,600（税抜）/1セット
W23cm×D0.5cm×H36.5cm
入り数：6セット/B 18セット/C
材質：木 2分割

MCT-039
ブリックバナースタンド
￥1,600（税抜）/1セット
W23cm×D0.5cm×H36.5cm
入り数：6セット/B 18セット/C
材質：木 2分割

PDS-8016
ハウスポットウェルカム
￥2,200（税抜）/1コ
W12.8cm×D8cm×H12.6cm
入り数：1コ/B 27コ/C
材質：レジン 

PDS-8017
ハウスポットパーラー
￥2,200（税抜）/1コ
W12.6cm×D7.5cm×H11.3cm
入り数：1コ/B 27コ/C
材質：レジン 

PDS-8018
ハウスポットコーヒー
￥2,200（税抜）/1コ
W14.2cm×D7.1cm×H11.9cm
入り数：1コ/B 27コ/C
材質：レジン 

PDS-8019
ハウスポットファーマー
￥2,200（税抜）/1コ
W14.2cm×D6.4cm×H11.9cm
入り数：1コ/B 27コ/C
材質：レジン 

小スペースのディスプレイ用背景として、またSNS用の撮影背景としても使いやすい商品です。

PDS-8020
クリアボールガラスベースS
￥1,600（税抜）/1コ
φ12.2cm×H10.5cm（口径8cm）
入り数：1コ/B 12コ/C
材質：ガラス 

PDS-8021
クリアボールガラスベースL
￥2,400（税抜）/1コ
φ15.5cm×H13.4cm（口径9.8cm）
入り数：1コ/B 12コ/C
材質：ガラス 

PDS-8000
レジンフィギュアコック
￥280（税抜）/1コ
W1.8cm×D2.5cm×H6.2cm
入り数：10コ/B 300コ/C
材質：レジン 

台紙付き PDS-8001
レジンフィギュアウェイター
￥280（税抜）/1コ
W1.5cm×D1.5cm×H6.2cm
入り数：10コ/B 300コ/C
材質：レジン 

台紙付き PDS-8002
レジンフィギュアSL
￥280（税抜）/1コ
W1.5cm×D1.5cm×H6.2cm
入り数：10コ/B 300コ/C
材質：レジン 

台紙付き PDS-8003
レジンフィギュアワフク
￥280（税抜）/1コ
W1.6cm×D1.5cm×H6.2cm
入り数：10コ/B 300コ/C
材質：レジン 

台紙付き

PDS-8008
レジンウェディングバルーン
￥380（税抜）/1コ
W6cm×D2.5cm×H11cm
入り数：10コ/B 150コ/C
材質：レジン 鉄 

台紙付き PDS-8009
レジンウェディングケーキ
￥380（税抜）/1コ
W5cm×D5cm×H5.6cm
入り数：10コ/B 150コ/C
材質：レジン 

台紙付きPDS-8010
ウェディングサインボードセット
￥780（税抜）/1セット
W9cm×D7cm×H10cm
入り数：10セット/B 150セット/C
材質：木 鉄 

台紙付き

PDS-8022
ミニチュアローズリース
￥280（税抜）/1コ
φ6.4cm×H2.3cm
入り数：12コ/B 144コ/C
材質：ポリエステル PE
雨ホワイトブルー 碓ホワイトピンク 
欧パープルブルー 

台紙付き

PDS-8011
ワイヤーミニブランコW
￥380（税抜）/1コ
W7cm×D4cm×H6cm
入り数：10コ/B 150コ/C
材質：鉄 

PDS-8012
ワイヤーミニスベリダイR
￥380（税抜）/1コ
W2cm×D11.5cm×H7.5cm
入り数：10コ/B 150コ/C
材質：鉄 

PDS-8013
ワイヤーミニベンチW
￥380（税抜）/1コ
W7.5cm×D3.3cm×H5.2cm
入り数：10コ/B 150コ/C
材質：鉄 

PDS-8004
レジンフィギュアOG
￥280（税抜）/1コ
W3cm×D1.2cm×H4cm
入り数：10コ/B 300コ/C
材質：レジン 

台紙付きPDS-8005
レジンフィギュアOL
￥280（税抜）/1コ
W3cm×D1.3cm×H4cm
入り数：10コ/B 300コ/C
材質：レジン 

台紙付き

PDS-8006
レジンフィギュアドレスカップル1
￥280（税抜）/1コ
W3.7cm×D2.8cm×H6.5cm
入り数：10コ/B 300コ/C
材質：レジン 

台紙付き PDS-8007
レジンフィギュアドレスカップル2
￥280（税抜）/1コ
W4cm×D2.5cm×H6.4cm
入り数：10コ/B 300コ/C
材質：レジン 

台紙付き

PDS-8014
ステムアクセサリーH＆U 3AST
￥680（税抜）/1セット
W2〜3cm×D2〜3cm×H2.2〜3cm
入り数：10セット/B 300セット/C
材質：レジン 麻ひも 

台紙付き
PDS-8015
ステムアクセサリーガーランド3AST
￥680（税抜）/1セット
L19〜27cm×H1〜3cm
入り数：10セット/B 300セット/C
材質：ポリエステル 麻ひも 

台紙付き

作り方動画
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裏面

MCT-005
ボックス&フォトフレームS 
￥2,400（税抜）/1コ
オープン：W21.6cm×D5.5cm×H14.5cm 
クローズ：W10.6cm×D6.8cm×H14.5cm 
アレンジ面内寸：W8.2cm×D4.5cm×H12cm
入り数：6コ/B 36コ/C
材質：MDF PE ガラス 鉄 
隠シルバー＊ 茜ブラック 荷ホワイト/ホワイト 
穎ナチュラル 闇ダークブラウン

裏面

MCT-006
ボックス&フォトフレームM 
￥2,700（税抜）/1コ
オープン：W24cm×D5.5cm×H17cm 
クローズ：W12cm×D6.8cm×H17cm 
アレンジ面内寸：W9.5cm×D4.5cm×H14.5cm
入り数：6コ/B 36コ/C
材質：MDF PE ガラス 鉄 
隠シルバー＊ 茜ブラック 荷ホワイト/ホワイト 
穎ナチュラル 闇ダークブラウン

W/W カラーは
裏面のフタが白となります

W/W カラーは
裏面のフタが白となります

裏面
縦横どちらでも使用できます
フック付き

裏面
縦横どちらでも使用できます
フック付き

MCT-032
2連ボックス&フレーム
￥1,500（税抜）/1コ
W22.5cm×D6cm×H22.4cm

（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

MCT-033
3連ボックス&フレーム
￥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

MCT-036
レクトボックス&フォトフレーム S
￥2,400（税抜）/1コ
オープン：W29.2cm×D5.5cm×H10.5cm　
クローズ：W14.4cm×D6.8cm×H10.5cm　
アレンジ面内寸W12cm×D4.5cm×H8.2cm
入り数：6コ/B 36コ/C
材質：MDF ガラス プラスチック
迂ホワイト

MCT-037
レクトボックス&フォトフレーム M
￥2,700（税抜）/1コ
オープン：W34.2cm×D5.5cm×H11.8cm　
クローズ：W16.6cm×D6.8cm×H11.8cm　
アレンジ面内寸W14.4cm×D4.5cm×H9.5cm
入り数：6コ/B 36コ/C
材質：MDF ガラス プラスチック
迂ホワイト

MCT-036

裏面

オープン：W29.2cm×D5.5cm×H10.5cm　
クローズ：W14.4cm×D6.8cm×H10.5cm　
アレンジ面内寸W12cm×D4.5cm×H8.2cm

裏面裏面

アレンジ面内寸W14.4cm×D4.5cm×H9.5cm

MCT-038
フレーム&フォトボックス
￥1,280（税抜）/1コ
W24.3cm×D6cm×H16cm 
フォト面W10cm×H15cm
入り数：1コ/B 18コ/C★

材質：MDF ガラス プラスチック
迂ホワイト

裏面

Photo Frame
フォトフレーム

MCY-0413  ナチュラルウッドフレームL W
MCY-0416  ナチュラルウッドフレームL NA
￥680（税抜）/1コ
W23cm×D4.5cm×H42cm
入り数：12コ/B 60コ/C
材質：木 鉄

MCY-0414  ナチュラルウッドフレームL BK
￥680（税抜）/1コ
W23cm×D4.5cm×H42cm
入り数：12コ/B 60コ/C＊

材質：木 鉄

MCY-0420 
ナチュラルウッドフレーム NA
￥580（税抜）/1コ
W20.5cm×D4.5cm×H32cm
入り数：12コ/B 60コ/C
材質：木 鉄

MCY-0418 
ナチュラルウッドフレーム BK
￥580（税抜）/1コ
W20.5cm×D4.5cm×H32cm
入り数：12コ/B 60コ/C＊

材質：木 鉄

MCY-0421  ナチュラルハニカムフレーム W
MCY-0423  ナチュラルハニカムフレーム GRY
MCY-0424  ナチュラルハニカムフレーム NA
￥580（税抜）/1コ
W15cm×D4cm×H13.5cm
入り数：12コ/B 60コ/C
材質：木 鉄

MCY-0422  ナチュラルハニカムフレーム BK
￥580（税抜）/1コ
W15cm×D4cm×H13.5cm
入り数：12コ/B 60コ/C＊

材質：木 鉄

MCY-0416

MCY-0421
MCY-0422 MCY-0423 MCY-0424

MCY-0414MCY-0413

※花は付属しません

裏面フック付き

RFB-098
ウッディーハニカムハンガーL
￥3,800（税抜）/1コ
W35cm×D13.5cm×H30cm
入り数：2コ/B 16コ/C＊

材質：木 鉄

作り方動画
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RFB-021
ウッディードロワーボックス
￥880（税抜）/1コ
□11.5cm×H10cm 
内：□10cm×H9.5cm
入り数：6コ/B 48コ/C
材質：木 ビニール

落とし付き

使用目安：3号鉢1コ

RFB-022
ユーズドドロワーボックス
￥980（税抜）/1コ
□11.5cm×H10cm 
内：□9.5cm×H9.5cm
入り数：6コ/B 60コ/C＊

材質：木 ビニール

落とし付き

使用目安：3号鉢1コ

裏面裏面

RFB-024
ウッディー
ブラックボードツキプランター
￥1,200（税抜）/1コ
W20cm×D9.5cm×H31cm 
内：W18cm×D7.5cm×H9.5cm
入り数：4コ/B 16コ/C★

材質：木 ビニール

落とし付き

RFB-029
ウッディー
サークルプランター
￥2,600（税抜）/1コ
W29cm×D10cm×H31cm
入り数：1コ/B 16コ/C＊

材質：木 鉄 PE

落とし付き

使用目安：2.5号鉢2コ 使用目安：3号鉢3コ

MCY-0064
ワイヤーチェアー BR
￥350（税抜）/1コ
φ6cm･H13.5cm
入り数：12コ/B 240コ/C★

材質：鉄

MCY-0065
ワイヤーチェアー CR
￥350（税抜）/1コ
φ6cm･H13.5cm
入り数：12コ/B 240コ/C★

材質：鉄

MCY-0066
ワイヤーベンチ BR
￥500（税抜）/1コ
W13cm×D5.5cm×H11cm
入り数：12コ/B 240コ/C★

材質：鉄

MCY-0070
ワイヤーピアノ BR
￥500（税抜）/1コ
W10cm×D11cm×H7.5cm
入り数：12コ/B 120コ/C★

材質：鉄
＊フタが開きます

MCY-0313
アイアンサークルホルダーハンガー
￥1,600（税抜）/1コ
φ12cm Φ6cm×1.5cm 全長48cm
入り数：8コ/B 80コ/C★

材質：鉄
掛けても使えます

MCY-0426  ナチュラルスクエアウッドボード BK
￥680（税抜）/1コ
W15cm×D6cm×H15cm
入り数：12コ/B 60コ/C  MCY-0426のみ＊

材質：木

裏面

MCY-0429  ナチュラルレクタングルウッドボード W
MCY-0431  ナチュラルレクタングルウッドボード GRY
MCY-0432  ナチュラルレクタングルウッドボード NA
￥780（税抜）/1コ
W11cm×D6cm×H27cm
入り数：12コ/B 60コ/C  MCY-0430のみ＊

材質：木

裏面

MCY-0429

MCY-0431 MCY-0432

MCY-0270  ハウスボックスハンギング W
MCY-0269  ハウスボックスハンギング GRY
￥880（税抜）/1コ
W15cm×D6cm×H19.5cm
入り数：6コ/B 24コ/C 6コ/B 60コ/C★

材質：木 鉄

MCY-0135 プラスチックフレームBR
￥1,400（税抜）/1コ
W30.5cm×D3cm×H19.5cm
入り数：8コ/B 80コ/C＊

材質：プラスチック 

裏面

MCY-0270

MCY-0269 裏面

MCY-0276  フレーム ブラック
￥980（税抜）/1コ
W18cm×H18cm×D5cm
入り数：1コ/B 36コ/C★

材質：プラスチック

裏面

MCY-0267 スクエアボックスハンギング GRY
￥620（税抜）/1コ
W15cm×D6cm×H15cm
入り数：6コ/B 24コ/C 6コ/B 60コ/C★

材質：木 鉄

作り方動画
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RFB-317
ツイストスクエアベース W
￥5,500（税抜）/1コ
□16cm・H46cm・底面10cm×11.5cm

（内：□15cm・H45cm）
入り数：1コ/B 2コ/C
材質：陶器

RFB-318
ツイストスクエアベース BK
￥5,500（税抜）/1コ
□16cm・H46cm・底面10cm×11.5cm

（内：□15cm・H45cm）
入り数：1コ/B 2コ/C
材質：陶器

RFB-317 RFB-318

RFB-436
モダンストリ−ム
￥3,500（税抜）/1コ
φ12cm×H37.5cm（口径7cm）
入り数：1コ/B 8コ/C
材質：セラミック

水OK

RFB-430
モダンウェ−ブ
￥1,200（税抜）/1コ
φ8cm×H15.5cm（口径8cm）
入り数：1コ/B 36コ/C＊

材質：セラミック

水OK

RFB-431
モダン
￥1,200（税抜）/1コ
φ10cm×H13.5cm
入り数：1コ/B 24コ/C＊

材質：セラミック

水OK

RFB-360
H30cmラインベースGO
￥4,000（税抜）/1コ
φ13.5cm×H30cm
入り数：1コ/B 4コ/C
材質：陶器

RFB-361
H33cmラインボトルベースSI
￥2,700（税抜）/1コ
φ11.5cm×H33cm
入り数：1コ/B 6コ/C
材質：陶器

RFB-362
H18cmラインオーバルベースSI
￥2,000（税抜）/1コ
φ13cm×H18cm
入り数：1コ/B 6コ/C
材質：陶器

RFB-363
H34cm
アルミルックベースSI
￥4,200（税抜）/1コ
φ18cm×H34cm（口径8.5cm）
入り数：1コ/B 6コ/C
材質：陶器

RFB-364
H40cm
アルミルックベースSI
￥6,800（税抜）/1コ
φ18cm×H40cm（口径10.5cm）
入り数：1コ/B 2コ/C
材質：陶器

RFB-319
シャインマット
スクエアベース GO
￥2,500（税抜）/1コ
□12.5cm・H28cm

（内：□11cm・H27cm）
入り数：1コ/B 8コ/C
材質：陶器

RFB-319RFB-321
シャインマット
スクエアベース GO
￥1,800（税抜）/1コ
□11.5cm・H18.5cm
底面：□8cm

（内：□10cmH17.5cm）
入り数：1コ/B 12コ/C
材質：陶器

RFB-322
シャインマット
スクエアベース SI
￥1,800（税抜）/1コ
□11.5cm・H18.5cm
底面：□8cm

（内：□10cmH17.5cm）
入り数：1コ/B 12コ/C
材質：陶器

RFB-321 RFB-322

RFB-437
H40cm
アルミルックベースGO
￥6,800（税抜）/1コ
φ18cm×H40cm（口径10.5cm）
入り数：1コ/B 2コ/C
材質：陶器 

水OK

RFB-382  結ぶ W
RFB-383  結ぶ BK
RFB-384  結ぶ GO
RFB-385  結ぶ COP
￥400（税抜）/1コ
W9cm×D6cm×H7cm
入り数：6コ/B 60コ/C★

材質：陶器

水OK

RFB-385RFB-384RFB-382

RFB-383

手を結び、包み込むかたちを表現しました。
どんな花も活かすことの出来る、シンプルな三角形です。

RFB-390  紡ぐ W
RFB-391  紡ぐ BK
RFB-392  紡ぐ GO
RFB-393  紡ぐ COP
￥400（税抜）/1コ
φ6.5cm×H9.5cm
入り数：6コ/B 60コ/C★

材質：陶器

水OK

RFB-390 RFB-393RFB-392

RFB-391

豊かな丸みは繭をあらわし、花を描き紡いでいく様を表します。
一輪挿しも似合うかわいらしい形です。紡ぐ tsu mu gu

結ぶ mu su bu

RFB-386  包む W
RFB-387  包む BK
RFB-388  包む GO
RFB-389  包む COP
￥400（税抜）/1コ
φ6cm×H9cm
入り数：6コ/B 60コ/C★

材質：陶器

水OK

RFB-389RFB-388

RFB-387

RFB-386

花びらをモチーフに優しく包み込むフォルムを表します。
まっすぐな形は、空間をモダンに仕上げます。包む tsu tsu mu

PED-0052
CANDLE HOLDER DARK
￥19,600（税抜）/1コ
φ10.5cm（口径8.1cm）×H16cm
入り数：1コ/C▼

材質：石 鉄

RFB-447
シェイプド
ラインポットW
￥880（税抜）/1コ
φ7cm×H13.5cm（口径2cm）
入り数：1コ/B 48コ/C
材質：陶器

NEW

水OK

RFB-448
シェイプド
ラインポットGRY
￥880（税抜）/1コ
φ7cm×H13.5cm（口径2cm）
入り数：1コ/B 48コ/C
材質：陶器

NEW

水OK

RFB-449
ラインポットW
￥880（税抜）/1コ
φ7cm×H13.5cm（口径2.5cm）
入り数：1コ/B 48コ/C
材質：陶器

NEW

水OK

RFB-450
ラインポットGRY
￥880（税抜）/1コ
φ7cm×H13.5cm（口径2.5cm）
入り数：1コ/B 48コ/C
材質：陶器

NEW

水OK

RFB-451
ラインピラーポットW
￥880（税抜）/1コ
φ7cm×H10cm（口径2.5cm）
入り数：1コ/B 48コ/C
材質：陶器

NEW

水OK

RFB-452
ラインピラーポットGRY
￥880（税抜）/1コ
φ7cm×H10cm（口径2.5cm）
入り数：1コ/B 48コ/C
材質：陶器

NEW

水OK

PED-0080
WINDING VASE
￥17,000（税抜）/1コ
φ22cm×H33.5cm
入り数：1コ/C
材質：レジン

NEW
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RFB-327  セラミックカラフルコーンベース P
RFB-328  セラミックカラフルコーンベース W
RFB-329  セラミックカラフルコーンベース BLU
RFB-330  セラミックカラフルコーンベース Y
￥1,200（税抜）/1コ
φ8.5cm・H19cm（口径4cm）
入り数：1コ/B 12コ/C
材質：陶器

水注意

RFB-327

RFB-328 RFB-329 RFB-330

RFB-314  セラミックカラフルスフィアベース W
RFB-316  セラミックカラフルスフィアベース Y
￥1,800（税抜）/1コ
φ13.5cm・H20cm（口径2cm）
入り数：1コ/B 12コ/C＊

材質：陶器

水注意

RFB-314

RFB-316

RFB-339

RFB-337 RFB-338 RFB-340

RFB-337  セラミックカラフルジャー P
RFB-338  セラミックカラフルジャー W
RFB-340  セラミックカラフルジャー Y
￥680（税抜）/1コ
φ9cm・H16cm（口径5.5cm）
入り数：1コ/B 12コ/C
材質：陶器 麻

水注意

RFB-339  セラミックカラフルジャー BLU
￥480（税抜）/1コ
φ9cm・H16cm（口径5.5cm）
入り数：1コ/B 12コ/C★

材質：陶器 麻

水注意

RFB-311

RFB-309 RFB-310 RFB-312

RFB-309  セラミックカラフルボトル P
RFB-310  セラミックカラフルボトル W
RFB-312  セラミックカラフルボトル Y
￥580（税抜）/1コ
φ6.5cm・H11.5cm（口径2cm）
入り数：1コ/B 24コ/C
材質：陶器

水注意

RFB-311  セラミックカラフルボトル BLU
￥380（税抜）/1コ
φ6.5cm・H11.5cm（口径2cm）
入り数：1コ/B 24コ/C★

材質：陶器

水注意

RGB-684 RGB-685RGB-789

RGB-789  ミニスリムボトル GRY
RGB-684  ミニスリムボトル Y
RGB-685  ミニスリムボトル GR
￥380（税抜）/1コ
φ6cm×H15.5cm（口径：2cm）
入り数：1コ/B 24コ/C
材質：ガラス

色落ち注意RGB-683
ミニスリムボトル CR
￥380（税抜）/1コ
φ6cm×H15.5cm（口径：2cm）
入り数：1コ/B 24コ/C
材質：ガラス

RGB-788  ミニラウンドボトルGRY
RGB-681  ミニラウンドボトルY
RGB-682  ミニラウンドボトルGR
￥400（税抜）/1コ
φ7cm×H12.5cm（口径：2.5cm）
入り数：1コ/B 24コ/C
材質：ガラス

色落ち注意RGB-680
ミニラウンドボトルCR
￥400（税抜）/1コ
φ7cm×H12.5cm（口径：2.5cm）
入り数：1コ/B 24コ/C
材質：ガラス

RGB-682RGB-788 RGB-681

RGB-831  ラインバルブベースGRY
RGB-832  ラインバルブベースAMB
RGB-839  ラインバルブベースDBL
RGB-840  ラインバルブベースD/G
￥480（税抜）/1コ
φ11cm×H14.5cm（口径4.5cm）
入り数：1コ/B 24コ/C
材質：ガラス

色落ち注意

RGB-830
ラインバルブベースCL
￥480（税抜）/1コ
φ11cm×H14.5cm（口径4.5cm）
入り数：1コ/B 24コ/C
材質：ガラス

RGB-839

RGB-832 RGB-840

RGB-831

RGB-834  カッティングエッジベースGRY
RGB-835  カッティングエッジベースAMB
RGB-841  カッティングエッジベースDBL
RGB-842  カッティングエッジベースD/G
￥480（税抜）/1コ
φ9cm×H16cm（口径4cm）
入り数：1コ/B 24コ/C
材質：ガラス

色落ち注意

RGB-833
カッティングエッジベースCL
￥480（税抜）/1コ
φ9cm×H16cm（口径4cm）
入り数：1コ/B 24コ/C
材質：ガラス

RGB-841

RGB-835 RGB-842

RGB-834

RFB-040RFB-041RFB-039 RFB-040

RFB-039  ガラスオーバルベースミニBLU
RFB-041  ガラスオーバルベースミニGR
RFB-040  ガラスオーバルベースミニBR
￥380（税抜）/1コ
φ6cm×H11.5cm
入り数：1コ/B 24コ/C
材質：ガラス

色落ち注意RFB-038
ガラスオーバルベースミニCL
￥380（税抜）/1コ
φ6cm×H11.5cm
入り数：1コ/B 24コ/C
材質：ガラス

RFB-052RFB-053RFB-051 RFB-052

RFB-051  ハンドルツキボトルベースBLU
RFB-053  ハンドルツキボトルベースGR
RFB-052  ハンドルツキボトルベースBR
￥480（税抜）/1コ
φ7cm×H17cm（H10.5cm）
入り数：1コ/B 18コ/C
材質：ガラス 鉄 

色落ち注意RFB-050
ハンドルツキボトルベースCL
￥480（税抜）/1コ
φ7cm×H17cm（H10.5cm）
入り数：1コ/B 18コ/C
材質：ガラス 鉄 

RFB-049 RFB-048 RFB-047RFB-365

RFB-365  ミニボトルオーナメントツキGRY
RFB-049  ミニボトルオーナメントツキBLU
RFB-048  ミニボトルオーナメントツキGR
RFB-047  ミニボトルオーナメントツキBR
￥380（税抜）/1コ
φ5.5cm×H11cm
入り数：1コ/B 24コ/C
材質：ガラス 鉄 麻

色落ち注意
RFB-046
ミニボトルオーナメントツキCL
￥380（税抜）/1コ
φ5.5cm×H11cm
入り数：1コ/B 24コ/C
材質：ガラス 鉄 麻

RFB-043 RFB-045 RFB-044RFB-366 RFB-045 RFB-044RFB-043

RFB-042
ガラスボールベースCL
￥380（税抜）/1コ
φ8cm×H9.5cm
入り数：1コ/B 24コ/C
材質：ガラス

RFB-043  ガラスボールベースBLU
RFB-045  ガラスボールベースGR
RFB-044  ガラスボールベースBR
￥380（税抜）/1コ
φ8cm×H9.5cm
入り数：1コ/B 24コ/C
材質：ガラス

色落ち注意

RFB-366  ガラスボールベースGRY
￥380（税抜）/1コ
φ8cm×H9.5cm
入り数：1コ/B 18コ/C
材質：ガラス

色落ち注意

RFB-369 RFB-371RFB-368

RFB-370
ガラスデキャンタボトルCL
￥400（税抜）/1コ
φ9cm×H15cm（口径5cm）
入り数：1コ/B 24コ/C
材質：ガラス

RFB-368  ガラスデキャンタボトルGRY
RFB-369  ガラスデキャンタボトルGR
RFB-371  ガラスデキャンタボトルBR
￥400（税抜）/1コ
φ9cm×H15cm（口径5cm）
入り数：1コ/B 24コ/C
材質：ガラス

色落ち注意

RFB-374
ガラスカッティングボトルCL
￥400（税抜）/1コ
φ6.8cm×H17cm（口径6cm）
入り数：1コ/B 24コ/C
材質：ガラス

RFB-372  ガラスカッティングボトルGRY
RFB-373  ガラスカッティングボトルGR
RFB-375  ガラスカッティングボトルBR
￥400（税抜）/1コ
φ6.8cm×H17cm（口径6cm）
入り数：1コ/B 24コ/C
材質：ガラス

色落ち注意

RFB-373 RFB-375RFB-372

RGB-843
ガラスボトルキューブ CL
￥350（税抜）/1コ
□6cm×H10cm（口径：2cm）
入り数：3コ/B 36コ/C
材質：ガラス

NEW

RGB-845RGB-844 RGB-846

RGB-844  ガラスボトルキューブ P
RGB-845  ガラスボトルキューブ DBL
RGB-846  ガラスボトルキューブ GR
￥350（税抜）/1コ
□6cm×H10cm（口径：2cm）
入り数：3コ/B 36コ/C
材質：ガラス

NEW

色落ち注意

作り方動画
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作り方動画

RGB-778
コルクチューブグラス S
￥140（税抜）/1コ
φ2.6cm・H13cm
入り数：12コ/B 96コ/C
材質：ガラス コルク

RGB-779
コルクチューブグラス M
￥180（税抜）/1コ
φ2.6cm・H17cm
入り数：12コ/B 96コ/C
材質：ガラス コルク

RGB-780
コルクチューブグラス L
￥400（税抜）/1コ
φ4cm・H16.5cm
入り数：1コ/B 48コ/C
材質：ガラス コルク

RGB-781
コルクジャーグラス SS
￥400（税抜）/1コ
φ5cm・H8.3cm
入り数：1コ/B 48コ/C
材質：ガラス コルク

RGB-782
コルクジャーグラス S
￥520（税抜）/1コ
φ6cm・H9cm
入り数：1コ/B 36コ/C
材質：ガラス コルク

RGB-783
コルクジャーグラス M
￥620（税抜）/1コ
φ6cm・H11cm
入り数：1コ/B 24コ/C
材質：ガラス コルク

RGB-784
コルクジャーグラス L
￥1,200（税抜）/1コ
φ10cm・H13cm
入り数：1コ/B 12コ/C
材質：ガラス コルク

RGB-785
コルクジャーグラス LL
￥1,300（税抜）/1コ
φ8cm・H21cm
入り数：1コ/B 12コ/C
材質：ガラス コルク

RGB-750
ツイングラスベース
￥2,300（税抜）/1コ
φ8〜10cm×H24cm
入り数：1コ/B 24コ/C★

材質：ガラス

RGB-745
ハンギングラウンド
カラーグラスBLU
￥980（税抜）/1コ
φ10cm×H11cm

（口径：φ1.8〜6cm）
入り数：1コ/B 24コ/C▼

材質：ガラス 麻

RGB-746
ハンギングラウンド
カラーグラスGR
￥980（税抜）/1コ
φ10cm×H11cm

（口径：φ1.8〜6cm）
入り数：1コ/B 24コ/C▼

材質：ガラス 麻

RGB-745
ハンギングラウンド
カラーグラスBLU
￥
φ10cm×H11cm

（口径：φ1.8〜6cm）
入り数：1コ/B 24コ/C
材質：ガラス 麻

RGB-746
ハンギングラウンド
カラーグラスGR
￥
φ10cm×H11cm

（口径：φ1.8〜6cm）
入り数：1コ/B 24コ/C
材質：ガラス 麻

RGB-670
ハンギングガラスラウンドLL
￥1,500（税抜）/1コ
W15cm×D14cm×H16cm

（口径φ10cm）
入り数：1コ/B 18コ/C＊

材質：ガラス 麻

RGB-671
ハンギング
ガラスドロップS
￥500（税抜）/1コ
W6cm×D5.5cm×H11.5cm

（口径φ4.5cm）
入り数：1コ/B 72コ/C＊

材質：ガラス 麻

RGB-725
ハンギング
ガラスカプセル
￥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-676
ハンギングガラスアップルM
￥780（税抜）/1コ
W9cm×D8cm×H12cm

（口径φ6cm）
入り数：1コ/B 48コ/C★

材質：ガラス 麻

RGB-724
グラスポットハンギングM
￥1,300（税抜）/1コ
W22.5cm×D12cm×H13.5cm

（口径：φ7cm）
入り数：1コ/B 24コ/C★

材質：ガラス 麻

RGB-723
グラスポットハンギングS
￥1,000（税抜）/1コ
W20cm×D11cm×H12cm

（口径：φ5.5cm）
入り数：1コ/B 36コ/C★

材質：ガラス 麻

PDS-8020
クリアボールガラスベースS
￥1,600（税抜）/1コ
φ12.2cm×H10.5cm（口径8cm）
入り数：1コ/B 12コ/C
材質：ガラス 

PDS-8021
クリアボールガラスベースL
￥2,400（税抜）/1コ
φ15.5cm×H13.4cm（口径9.8cm）
入り数：1コ/B 12コ/C
材質：ガラス 
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作り方動画

RFB-403
サイエンスボトルS CL
￥480（税抜）/1コ
φ6.5cm×H14cm
入り数：1コ/B 24コ/C＊

材質：ガラス 

RFB-062
サイエンスボトルCL
￥1,080（税抜）/1コ
φ10cm×H21cm
入り数：1コ/B 12コ/C
材質：ガラス

RFB-394
ラベル付き
サイエンスボトルS CL
￥580（税抜）/1コ
φ6.5cm×H14cm
入り数：1コ/B 24コ/C＊

材質：ガラス 紙

RFB-398
ラベル付き
サイエンスボトルL CL
￥1,200（税抜）/1コ
φ10cm×H21.5cm
入り数：1コ/B 12コ/C
材質：ガラス 紙

RFB-399
ラベル付き
サイエンスボトルL BR
￥1,200（税抜）/1コ
φ10cm×H21.5cm
入り数：1コ/B 12コ/C
材質：ガラス 紙

色落ち注意

RFB-400
ラベル付き
サイエンスボトルS GRY
￥580（税抜）/1コ
φ6.5cm×H14cm
入り数：1コ/B 24コ/C＊

材質：ガラス 紙

色落ち注意 RFB-402
ラベル付き
サイエンスボトルL GRY
￥1,200（税抜）/1コ
φ10cm×H21.5cm
入り数：1コ/B 12コ/C
材質：ガラス 紙

色落ち注意RFB-405
サイエンスボトルS 
BLU
￥480（税抜）/1コ
φ6.5cm×H14cm
入り数：1コ/B 24コ/C＊

材質：ガラス 

色落ち注意

RFB-407
サイエンスボトルM 
BR
￥680（税抜）/1コ
φ8cm×H18cm
入り数：1コ/B 12コ/C＊

材質：ガラス 

色落ち注意

RFB-408
サイエンスボトルM 
BLU
￥680（税抜）/1コ
φ8cm×H18cm
入り数：1コ/B 12コ/C＊

材質：ガラス 

色落ち注意 RFB-063
サイエンスボトル
BLU
￥1,080（税抜）/1コ
φ10cm×H21cm
入り数：1コ/B 12コ/C
材質：ガラス

色落ち注意

RFB-064
サイエンスボトル
BR
￥1,080（税抜）/1コ
φ10cm×H21cm
入り数：1コ/B 12コ/C
材質：ガラス

色落ち注意

RFB-063 色落ち注意

RFB-054
マグボトル
COUNTY FAIR
￥500（税抜）/1コ
W11cm×D8cm×H13cm
入り数：1コ/B 18コ/C＊

材質：ガラス 鉄 

RFB-055
マグボトル
COLD DRINK
￥500（税抜）/1コ
W11cm×D8cm×H13cm
入り数：1コ/B 18コ/C＊

材質：ガラス 鉄 

RGB-719
ウッドガラスドームS
￥6,800（税抜）/1コ
木台：φ18cm・H2.5cm 
ガラス：φ15cm・H30.5cm
入り数：1コ/B 4コ/C
材質：ガラス 木

RGB-719 RGB-720
ウッドガラスドームM
￥8,800（税抜）/1コ
木台：φ24cm・H3cm 
ガラス：φ21cm・H26cm
入り数：1コ/B 4コ/C
材質：ガラス 木

RGB-720
ウッドガラスドームM

RGB-713
ガラスベースダブルカクテル
￥2,800（税抜）/1コ
φ17.5cm×H40.5cm 
入り数：1コ/B 6コ/C★

材質：ガラス

ガラスベースダブルカクテル
RGB-322
ガラスベースカクテル
￥3,500（税抜）/1コ
φ18cm×H40cm
入り数：1コ/B 6コ/C▼

材質：ガラス

ガラスベースカクテル
RGB-323
ガラスベースカクテル
￥5,200（税抜）/1コ
φ18cm×H50cm
入り数：1コ/B 4コ/C▼

材質：ガラス

RGB-703
クロムメッキ
スタンドグラスベースS
￥2,000（税抜）/1コ
φ9.5cm・H30cm 
入り数：1コ/B 12コ/C▼

材質：ガラス

RGB-705
ブーケグラス
スタンドベースM
￥3,600（税抜）/1コ
φ17.5cm・H30cm 
入り数：1コ/B 6コ/C★

材質：ガラス

RGB-706
ブーケグラス
スタンドベースS
￥2,800（税抜）/1コ
φ15cm・H25cm 
入り数：1コ/B 9コ/C★

材質：ガラス

RGB-336
ガラスベース
パフューム
￥5,500（税抜）/1コ
φ24cm･H55cm
入り数：1コ/B 2コ/C▼

材質：ガラス

RGB-762
コンポートガラス
￥6,000（税抜）/1コ
土台φ30cm・H11cm
蓋φ29cm・H19.5cm
入り数：1コ/B 6コ/C★

材質：ガラス

RGB-763
キャニスターガラス
￥3,500（税抜）/1セット
φ12.5cm・H37cm
入り数：1セット/B 8セット/C★

材質：ガラス

RGB-764
キャニスターガラス
￥4,500（税抜）/1コ
φ22cm・H42.5cm
入り数：1コ/B 4コ/C★

材質：ガラス
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RGB-807
ピ−コックベ−ス
￥3,500（税抜）/1コ
φ15cm×H20cm（口径6.5cm）
入り数：1コ/B 6コ/C
材質：ガラス

色落ち注意

RGB-808
アクアドロップベ−スS
￥4,000（税抜）/1コ
φ16.5cm×H23.5cm（口径9.3cm）
入り数：1コ/B 6コ/C
材質：ガラス

色落ち注意

RGB-811
アクアウェ−ブベ−ス
￥3,000（税抜）/1コ
φ12.5cm×H20cm
入り数：1コ/B 6コ/C
材質：ガラス

色落ち注意

RGB-812
フロストジェイド
￥3,000（税抜）/1コ
φ17cm×H17cm

（口径9.3cm・底φ7.5cm）
入り数：1コ/B 12コ/C
材質：ガラス

色落ち注意 RGB-813
フロストベ−ジュ
￥2,500（税抜）/1コ
φ9.5cm×H25cm

（口径4cm）
入り数：1コ/B 12コ/C
材質：ガラス

色落ち注意 RGB-814
フロストオーシャン
￥4,500（税抜）/1コ
φ7.5cm×H35cm

（口径8cm）
入り数：1コ/B 6コ/C
材質：ガラス

色落ち注意

RGB-822
フロスティーラインベースS
￥2,000（税抜）/1コ
φ15cm×H15cm（口径10cm）
入り数：1コ/B 12コ/C
材質：ガラス

色落ち注意 RGB-823
フロスティーラインベースM
￥2,300（税抜）/1コ
φ14cm×H20cm（口径9cm）
入り数：1コ/B 12コ/C
材質：ガラス

色落ち注意

RGB-824
パールタッチベースS
￥2,500（税抜）/1コ
φ19.5cm×H12cm（口径8cm）
入り数：1コ/B 12コ/C
材質：ガラス

色落ち注意 RGB-825
パールタッチベースM
￥3,200（税抜）/1コ
φ18cm×H26.5cm（口径7cm）
入り数：1コ/B 6コ/C
材質：ガラス

色落ち注意

RGB-826
シーリップルベースS
￥2,300（税抜）/1コ
φ14.5cm×H15cm（口径10cm）
入り数：1コ/B 12コ/C
材質：ガラス

色落ち注意 RGB-827
シーリップルベースM
￥3,000（税抜）/1コ
φ16cm×H25cm（口径10.5cm）
入り数：1コ/B 6コ/C
材質：ガラス

色落ち注意

RGB-828
ウィンディーアースベースS
￥2,800（税抜）/1コ
φ18cm×H19.3cm（口径10.5cm）
入り数：1コ/B 12コ/C
材質：ガラス

色落ち注意 RGB-829
ウィンディーアースベースM
￥3,800（税抜）/1コ
φ17.5cm×H29.5cm（口径10cm）
入り数：1コ/B 6コ/C
材質：ガラス

色落ち注意

RGB-767
ストライプガラスベース GR
￥4,800（税抜）/1コ
φ19.5cm・H25cm（口径：8.5cm）
入り数：1コ/B 6コ/C
材質：ガラス

色落ち注意 RGB-769
デザインガラスベース GR
￥2,500（税抜）/1コ
φ9.5cm・H24cm（口径：5.5cm）
入り数：1コ/B 12コ/C
材質：ガラス

色落ち注意

RGB-768
ドットガラスベース BK
￥3,800（税抜）/1コ
φ15cm・H30cm（口径：5.5cm）
入り数：1コ/B 8コ/C
材質：ガラス

色落ち注意 RGB-770
ドットガラスベース BK
￥4,200（税抜）/1コ
φ12cm・H39cm（口径：6.5cm）
入り数：1コ/B 8コ/C
材質：ガラス

色落ち注意 RGB-847
パールウェーブベースM
￥3,000（税抜）/1コ
φ15.5cm×H17.5cm

（口径：9.7cm）
入り数：1コ/B 6コ/C
材質：ガラス

NEW
色落ち注意 RGB-848

パールウェーブベースL
￥4,000（税抜）/1コ
φ17.5cm×H30cm

（口径：10.3cm）
入り数：1コ/B 4コ/B
材質：ガラス

NEW
色落ち注意 RGB-849

カッティングエッジベースGRY
￥4,800（税抜）/1コ
φ14cm×H35.5cm

（口径：8.3cm）
入り数：1コ/B 6コ/C
材質：ガラス

NEW
色落ち注意

RGB-850
アクアゴールドベースM
￥4,800（税抜）/1コ
φ16cm×H20.5cm（口径8.5cm）
入り数：1コ/B 18コ/C
材質：ガラス

NEW
色落ち注意 RGB-851

アクアゴールドベースL
￥5,200（税抜）/1コ
φ14cm×H28cm（口径：7.5cm）
入り数：1コ/B 12コ/C
材質：ガラス

NEW
色落ち注意

Glass
ガラス
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RGB-809
モノトーンモダンベ−スS
￥3,000（税抜）/1コ
φ13cm×H21cm（ガラスH19cm）
入り数：1コ/B 6コ/C★

材質：ガラス セメント

色落ち注意 RGB-810
モノトーンモダンベ−スL
￥3,000（税抜）/1コ
φ15cm×H29cm（ガラスH25cm）
入り数：1コ/B 6コ/C★

材質：ガラス セメント

色落ち注意

RGB-803
ミルフィ−ユベ−ス
￥5,000（税抜）/1コ
W25cm×D6.3cm×H6.3cm 
花どめ（W23cm×D4.5cm×H4.7cm）
入り数：1コ/B 6コ/C★

材質：ガラス 鉄
＊フラワーは商品に含まれません

RGB-799
ゴ−ルドエッジダイヤ
￥2,000（税抜）/1コ
φ17cm×H11cm（口径5.5cm）
入り数：1コ/B 24コ/C
材質：ガラス

RGB-800
ゴ−ルドエッジラウンド
￥1,500（税抜）/1コ
φ7cm×H10cm（口径3cm）
入り数：6コ/B 72コ/C
材質：ガラス

RGB-801
ゴ−ルドエッジオ−ロラS
￥1,500（税抜）/1コ
φ8cm×H8cm（口径3cm）
入り数：6コ/B 72コ/C＊

材質：ガラス

色落ち注意 RGB-802
ゴ−ルドエッジオ−ロラL
￥2,500（税抜）/1コ
φ10cm×H18cm（口径4cm）
入り数：1コ/B 24コ/C
材質：ガラス

色落ち注意

RGB-766
テクスチャガラスベース
￥5,800（税抜）/1コ
W18.5cm×D7cm×H35cm

（口径：W10.5cm×D6cm）
入り数：1コ/B 8コ/C＊

材質：ガラス

RGB-772
テクスチャガラスベース
￥4,200（税抜）/1コ
φ14.8cm・H40cm
入り数：1コ/B 8コ/C＊

材質：ガラス

RGB-806
ツイングレ−ベ−ス
￥4,000（税抜）/1コ
φ14cm×H29.5cm

（口径7.2cm）
入り数：1コ/B 6コ/C
材質：ガラス

色落ち注意 PED-0005
ICE VASE TALL
￥4,400（税抜）/1コ
φ14cm×H26cm
入り数：1コ/B 6コ/C★

材質：ガラス

PED-0013
SNOW VASE LOW
￥4,800（税抜）/1コ
φ20.5cm×H25.5cm
入り数：1コ/B 4コ/C★

材質：ガラス

RGB-804
レザーハンドルガラスS
￥2,500（税抜）/1コ
φ17cm×H13cm(27cm)（口径13.5cm）
入り数：1コ/B 12コ/C
材質：ガラス 合皮 鉄

RGB-805
レザーハンドルガラスM
￥3,000（税抜）/1コ
φ16cm×H21.5cm(35cm)（口径10cm）
入り数：1コ/B 6コ/C
材質：ガラス 合皮 鉄

RGB-852
フロストゴールドエッジベースS
￥1,400（税抜）/1コ
φ8cm×H8cm（口径：7.7cm）
入り数：1コ/B 36コ/C
材質：ガラス

NEW
RGB-853
フロストゴールドエッジベースM
￥1,500（税抜）/1コ
φ7cm×H12cm（口径：6.8cm）
入り数：1コ/B 36コ/C
材質：ガラス

NEW

RGB-854
ゴールドハンガーベースM
￥1,800（税抜）/1コ
φ9cm×14.5cm（口径：8.5cm）
入り数：１コ/B 24コ/C
材質：ガラス 鉄

NEW
RGB-855
ゴールドハンガーベースL
￥1,900（税抜）/1コ
φ9cm×21cm（口径：8.5cm）
入り数：１コ/B 24コ/C
材質：ガラス 鉄

NEW

RGB-856
ゴールドエッジ
ストライプベース
￥2,300（税抜）/1コ
φ9.5cm×H11cm（口径：5cm）
入り数：1コ/B 36コ/C
材質：ガラス

NEW
RGB-857
ゴールドエッジ
オープンベース
￥2,500（税抜）/1コ
φ5cm×H14cm（口径：4cm）
入り数：1コ/B 36コ/C
材質：ガラス

NEW

42 43

M
aterial

マ
テ
リ
ア
ル



RGB-773
ガラスベース
シリンダーS
￥4,000（税抜）/1コ
φ12cm・H50cm
入り数：1コ/B 8コ/C
材質：ガラス

RGB-774
ガラスベース
シリンダーM
￥5,000（税抜）/1コ
φ12cm・H60cm
入り数：1コ/B 6コ/C
材質：ガラス

RGB-775
ガラスベース
シリンダーL
￥5,800（税抜）/1コ
φ12cm・H80cm
入り数：1コ/B 6コ/C
材質：ガラス

RGB-365
ガラスベース
シリンダー
￥1,200（税抜）/1コ
φ10cm･H20cm
入り数：1コ/B 12コ/C
材質：ガラス

RGB-366
ガラスベース
シリンダー
￥1,800（税抜）/1コ
φ10cm･H35cm
入り数：1コ/B 12コ/C
材質：ガラス

RGB-773
ガラスベース
シリンダーS
￥4,000（税抜）/1コ
φ12cm・H50cm
入り数：1コ/B 8コ/C
材質：ガラス

（税抜）/1コ

入り数：1コ/B 12コ/C

RGB-815
ロングパフェグラス
￥2,500（税抜）/1コ
φ11cm×H40cm

（口径10cm）
入り数：1コ/B 8コ/C
材質：ガラス

RGB-816
ロングパフェグラス
￥3,000（税抜）/1コ
φ11cm×H58cm

（口径10cm）
入り数：1コ/B 8コ/C
材質：ガラス

RGB-821
ガラスベース
シリンダー BK
￥8,000（税抜）/1コ
φ12cm×H80cm
入り数：1コ/B 6コ/C
材質：ガラス

カラー
ガラスRGB-820

ガラスベース
シリンダー GRY
￥5,000（税抜）/1コ
φ12cm×H50cm
入り数：1コ/B 8コ/C
材質：ガラス

カラー
ガラスRGB-819

ガラスベース
シリンダー BK
￥5,000（税抜）/1コ
φ12cm×H50cm
入り数：1コ/B 8コ/C
材質：ガラス

カラー
ガラスRGB-818

ガラスベース
シリンダー GRY
￥2,500（税抜）/1コ
φ10cm×H35cm
入り数：1コ/B 12コ/C
材質：ガラス

カラー
ガラスRGB-817

ガラスベース
シリンダー BK
￥2,500（税抜）/1コ
φ10cm×H35cm
入り数：1コ/B 12コ/C
材質：ガラス

カラー
ガラス

RGB-361
ガラスベースシリンダー
￥4,500（税抜）/1コ
φ18cm･H40cm
入り数：1コ/B 6コ/C
材質：ガラス

RGB-362
ガラスベースシリンダー
￥5,800（税抜）/1コ
φ18cm･H50cm
入り数：1コ/B 6コ/C
材質：ガラス

RGB-363
ガラスベースシリンダー
￥7,000（税抜）/1コ
φ18cm･H60cm
入り数：1コ/B 4コ/C
材質：ガラス

RGB-364
ガラスベースシリンダー
￥12,000（税抜）/1コ
φ18cm･H80cm
入り数：1コ/B 4コ/C
材質：ガラス

RGB-359
ガラスベースシリンダー
￥3,000（税抜）/1コ
φ18cm･H25cm
入り数：1コ/B 6コ/C
材質：ガラス

RGB-360
ガラスベースシリンダー
￥3,600（税抜）/1コ
φ18cm･H30cm
入り数：1コ/B 6コ/C
材質：ガラス

RGB-758
ガラスベース3レイヤー CL
￥3,500（税抜）/1コ
φ11.8cm・H40cm
入り数：1コ/B 6コ/C＊

材質：ガラス

RGB-759
ガラスベース3レイヤー BR
￥3,500（税抜）/1コ
φ11.8cm・H40cm
入り数：1コ/B 6コ/C＊

材質：ガラス

色落ち注意 RGB-761
ガラスベースシリンダー BR
￥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

色落ち注意

RGB-751
ガラスベースオーバルS
￥2,200（税抜）/1コ
φ14cm・H50cm

（口径：9cm）
入り数：1コ/B 6コ/C★

材質：ガラス

RGB-752
ガラスベースオーバルM
￥2,800（税抜）/1コ
φ14cm・H60cm

（口径：9cm）
入り数：1コ/B 4コ/C★

材質：ガラス

RGB-753
ガラスベースオーバルL
￥3,200（税抜）/1コ
φ18cm・H80cm

（口径：11.5cm）
入り数：1コ/B 4コ/C★

材質：ガラス

RGB-339
ガラスベースラウンド
￥4,600（税抜）/1コ
φ14cm･H60cm
入り数：1コ/B 6コ/C
材質：ガラス

RGB-340
ガラスベースラウンド
￥8,800（税抜）/1コ
φ16cm･H80cm
入り数：1コ/B 6コ/C
材質：ガラスRGB-339RGB-751 RGB-340RGB-752 RGB-753
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RGB-332
ブーケガラスベースCL
￥3,200（税抜）/1コ
W11cm（底部）×D11cm×
H80cm
入り数：1コ/B 6コ/C＊

材質：ガラス
宛クリア

RGB-332

RGB-327

RGB-334

RGB-328

RGB-331

RGB-333
ブーケガラスベースW
￥3,600（税抜）/1コ
W11cm（底部）×D11cm×
H80cm
入り数：1コ/B 6コ/C＊

材質：ガラス
迂ホワイト

RGB-327
ブーケガラスベースW
￥1,000（税抜）/1コ
W7.5cm（底部）×D7.5cm×
H30cm
入り数：1コ/B 24コ/C＊

材質：ガラス
迂ホワイト

RGB-330
ブーケガラスベースW
￥2,300（税抜）/1コ
W9cm（底部）×D9cm×
H60cm
入り数：1コ/B 12コ/C＊

材質：ガラス
迂ホワイト

RGB-334
ブーケガラスベースBK
￥3,600（税抜）/1コ
W11cm（底部）×D11cm×
H80cm
入り数：1コ/B 6コ/C＊

材質：ガラス
逢ブラック

RGB-328
ブーケガラスベースBK
￥1,000（税抜）/1コ
W7.5cm（底部）×D7.5cm×
H30cm
入り数：1コ/B 24コ/C＊

材質：ガラス
逢ブラック

RGB-331
ブーケガラスベースBK
￥2,300（税抜）/1コ
W9cm（底部）×D9cm×
H60cm
入り数：1コ/B 12コ/C＊

材質：ガラス
逢ブラック

RGB-328RGB-328RGB-328RGB-327

RGB-333

RGB-330

RGB-776
ボウルガラス M
￥4,000（税抜）/1コ
φ24cm・H21.5cm（口径：15cm）
入り数：1コ/B 6コ/C＊

材質：ガラス

RGB-692
φ12cmガラスベースボール
￥1,200（税抜）/1コ
φ12cm･H10cm（口径：7.5cm）
入り数：1コ/B 12コ/C
材質：ガラス 

RGB-693
φ18cmガラスベースボール
￥1,800（税抜）/1コ
φ18cm･H15cm（口径：11.5cm）
入り数：1コ/B 8コ/C
材質：ガラス RGB-692 RGB-776RGB-693

RGB-715RGB-715

RGB-714
ガラスベース
フィッシュボールS
￥1,200（税抜）/1コ
φ14cm・H4cm 
口径：φ10.5cm
入り数：1コ/B 16コ/C
材質：ガラス

RGB-715
ガラスベース
フィッシュボールM
￥1,500（税抜）/1コ
φ19cm・H6.5cm 
口径：φ14cm
入り数：1コ/B 16コ/C
材質：ガラス

RGB-716
ガラスベース
フィッシュボールL
￥1,800（税抜）/1コ
φ24cm・H7.5cm 
口径：φ17.5cm
入り数：1コ/B 16コ/C
材質：ガラスRGB-714

RGB-716

RGB-718
ガラスベースワイドショートM
￥3,800（税抜）/1コ
W47cm×D15cm×H11.5cm 
入り数：1コ/B 4コ/C▼

材質：ガラス

RGB-711
ガラスベーストラペゾイドS
￥1,400（税抜）/1コ
W20cm×D10cm×H7.5cm 
入り数：1コ/B 16コ/C▼

材質：ガラス

RGB-314
ガラスベースオーバル
￥980（税抜）/1コ
H10cm･W9.5cm×D5.5cm
入り数：1コ/B 24コ/C＊

材質：ガラス

RGB-315
ガラスベースオーバル
￥1,500（税抜）/1コ
H20.5cm･W16cm×D8cm
入り数：1コ/B 12コ/C
材質：ガラス

RGB-316
ガラスベースオーバル
￥2,100（税抜）/1コ
H24.5cm･W19cm×D9.5cm
入り数：1コ/B 6コ/C
材質：ガラス

RGB-695
H25cmガラスカップ
シリンダー
￥1,080（税抜）/1コ
φ4.5cm･H25cm
入り数：1コ/B 24コ/C＊

材質：ガラス 

RGB-317
ガラスベースラウンド
￥1,400（税抜）/1コ
φ12.5cm･H21cm
入り数：1コ/B 12コ/C
材質：ガラス

RGB-318
ガラスベースラウンド
￥2,300（税抜）/1コ
φ16cm･H25cm
入り数：1コ/B 6コ/C
材質：ガラス

RGB-319
ガラスベーススクエアー
￥1,500（税抜）/1コ
H21cm･W8cm×D8cm
入り数：1コ/B 12コ/C
材質：ガラス

RGB-320
ガラスベーススクエアー
￥2,300（税抜）/1コ
H25cm･W9.8cm×D9.8cm
入り数：1コ/B 12コ/C
材質：ガラス

RGB-312
ガラスベースタングル
￥1,500（税抜）/1コ
H20cm×W10cm×D6cm
入り数：1コ/B 12コ/C
材質：ガラス

RGB-313
ガラスベースタングル
￥2,000（税抜）/1コ
H25cm×W10cm×D6cm
入り数：1コ/B 12コ/C
材質：ガラス

RGB-367
ガラスベーススクエアー
￥2,300（税抜）/1コ
W12cm×D12cm×H20cm
入り数：1コ/B 6コ/C
材質：ガラス

RGB-771
セミサークルガラスベース
￥2,800（税抜）/1コ
W15cm×D9cm×H20cm
入り数：1コ/B 12コ/C＊

材質：ガラス

RFB-065
H12cm
ガラス CL
￥680（税抜）/1コ
φ12cm×H12cm
入り数：1コ/B 6コ/C★

材質：ガラス

RFB-367
H12cm
カラーガラスGRY
￥680（税抜）/1コ
φ12cm×H12cm
入り数：1コ/B 6コ/C★

材質：ガラス

色落ち注意 RGB-790
H18cm
カラーガラスGRY
￥980（税抜）/1コ
φ14cm・H18cm
入り数：1コ/B 4コ/C
材質：ガラス

色落ち注意 RGB-792
H24cm
カラーガラス GRY
￥1,280（税抜）/1コ
φ13cm・H24cm
入り数：1コ/B 6コ/C
材質：ガラス

色落ち注意 RGB-791
H30cm
カラーガラス GRY
￥1,800（税抜）/1コ
φ15cm・H30cm
入り数：1コ/B 6コ/C
材質：ガラス

色落ち注意

RGB-687
H18cm
カラーガラス Y
￥980（税抜）/1コ
φ14cm･H18cm
入り数：1コ/B 4コ/C
材質：ガラス

色落ち注意 RGB-689
H24cm
カラーガラス Y
￥1,280（税抜）/1コ
φ13cm･H24cm
入り数：1コ/B 6コ/C
材質：ガラス

色落ち注意 RGB-691
H30cm
カラーガラス Y
￥1,800（税抜）/1コ
φ15cm･H30cm
入り数：1コ/B 6コ/C
材質：ガラス

色落ち注意RGB-687
H18cm
カラーガラス Y
￥980
φ14cm･H18cm
入り数：1コ/B 4コ/C
材質：ガラス

RGB-691
H30cm
カラーガラス Y
￥
φ15cm･H30cm
入り数：1コ/B 6コ/C
材質：ガラス

RGB-689
H24cm
カラーガラス Y
￥1,280
φ13cm･H24cm
入り数：1コ/B 6コ/C
材質：ガラス

RGB-686
H18cm
ガラス CL
￥980（税抜）/1コ
φ14cm･H18cm
入り数：1コ/B 4コ/C
材質：ガラス

RGB-688
H24cm
ガラス CL
￥1,280（税抜）/1コ
φ13cm･H24cm
入り数：1コ/B 6コ/C
材質：ガラス

RGB-690
H30cm
ガラス CL
￥1,800（税抜）/1コ
φ15cm･H30cm
入り数：1コ/B 6コ/C
材質：ガラス

RGB-688
H24cm
ガラス CL
￥
φ13cm･H24cm
入り数：1コ/B 6コ/C
材質：ガラス
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RFB-438
レースパターン
カップ
￥400（税抜）/1コ
φ8cm・H7.5cm（口径6.5cm）
入り数：1コ/B 36コ/C
材質：セメント

穴あき

RFB-439
レースパターン
スクエア
￥450（税抜）/1コ
□8cm×H7.5cm
入り数：1コ/B 36コ/C
材質：セメント

穴あき

RFB-440
レースパターン
オーバル
￥750（税抜）/1コ
W17cm×D9cm×H9cm
入り数：1コ/B 18コ/C
材質：セメント

穴あき

RFB-409
スクエアパターンポット
￥380（税抜）/1コ
φ9.5cm・H9cm
入り数：1コ/B 48コ/C
材質：セメント

穴あき

RFB-414
スクエアパターンオーバルポット
￥680（税抜）/1コ
W17cm×D9.5cm×H9cm
入り数：1コ/B 18コ/C
材質：セメント

穴あき

RFB-422
ナチュラル
メッシュカップ
￥400（税抜）/1コ
φ8cm×H7.5cm（口径6.5cm）
入り数：1コ/B 36コ/C
材質：セメント

穴あき

RFB-424
ナチュラル
メッシュスクエア
￥450（税抜）/1コ
□8cm×H7.5cm
入り数：1コ/B 36コ/C
材質：セメント

穴あき

RFB-425
ナチュラル
メッシュスクエア
￥450（税抜）/1コ
□8cm×H7.5cm
入り数：1コ/B 36コ/C
材質：セメント

穴あき

RFB-423
ナチュラル
メッシュカップ
￥400（税抜）/1コ
φ8cm×H7.5cm（口径6.5cm）
入り数：1コ/B 36コ/C
材質：セメント

穴あき

RFB-426
ナチュラル
メッシュオーバル
￥750（税抜）/1コ
W17cm×D9cm×H9cm
入り数：1コ/B 18コ/C
材質：セメント

穴あき

RFB-427
ナチュラル
メッシュオーバル
￥750（税抜）/1コ
W17cm×D9cm×H9cm
入り数：1コ/B 18コ/C
材質：セメント

穴あき

RFB-410
ゴールドライン
ポット
￥350（税抜）/1コ
φ8cm・H8cm
入り数：1コ/B 36コ/C
材質：セメント

穴あき

RFB-411
メッシュパターンポット
￥480（税抜）/1コ
φ12.5cm・H11cm
入り数：1コ/B 12コ/C
材質：セメント

穴あき

RFB-412
トライブパターンポット
￥480（税抜）/1コ
φ12.5cm・H11cm
入り数：1コ/B 12コ/C
材質：セメント

穴あき

RFB-413
トライブパターンスタンドポット
￥780（税抜）/1コ
φ12.5cm・H18cm
入り数：1コ/B 12コ/C
材質：セメント 鉄

穴あき

RFB-415
ラフストーン
フィニッシュポット
￥350（税抜）/1コ
φ8.5cm・H7cm
入り数：1コ/B 48コ/C
材質：セメント

穴あき

RFB-416
ラフストーンフィニッシュ
カップポットS
￥480（税抜）/1コ
φ9.5cm・H9.5cm
入り数：1コ/B 48コ/C
材質：セメント

RFB-417
ラフストーンフィニッシュ
カップポットM
￥980（税抜）/1コ
φ13cm・H12.5cm
入り数：1コ/B 12コ/C
材質：セメント

RFB-428
クレセントベ−ス
￥2,800（税抜）/1コ
φ30cm×H5cm
入り数：1コ/C
材質：セメント

RFB-432
メタリックカップ
￥650（税抜）/1コ
φ9cm×H8.5cm
入り数：1コ/B 48コ/C
材質：陶器

水OK

RFB-434
メタリックスクエア
￥550（税抜）/1コ
□7cm×H10cm
入り数：1コ/B 48コ/C
材質：陶器

水OK

RFB-433
メタリックボウル
￥700（税抜）/1コ
W14cm×D7.5cm×H7cm
入り数：1コ/B 48コ/C
材質：陶器

水OK

RFB-418
ダブルフィニッシュポット
ワイドS
￥880（税抜）/1コ
W16.5cm×D9.5cm×H13cm
入り数：1コ/B 24コ/C
材質：セラミック

RFB-419
ダブルフィニッシュポット
ワイドM
￥1,500（税抜）/1コ
W20cm×D10.5cm×H15.5cm
入り数：1コ/B 18コ/C
材質：セラミック

RFB-420
ダブルフィニッシュポット
トールS
￥1,200（税抜）/1コ
W14.5cm×D8cm×H21.5cm
入り数：1コ/B 24コ/C
材質：セラミック

RFB-421
ダブルフィニッシュポット
トールM
￥1,900（税抜）/1コ
W16.5cm×D9.5cm×H26cm
入り数：1コ/B 18コ/C＊

材質：セラミック

RFB-441
レイヤード
カップW
￥400（税抜）/1コ
φ8cm×H7cm（口径：6.5cm）
入り数：1コ/B 36コ/C
材質：セメント

NEW

穴あき

RFB-443
レイヤード
スクエアW
￥450（税抜）/1コ
□8cm×H8cm
入り数：1コ/B 36コ/C
材質：セメント

NEW

穴あき

RFB-445
レイヤード
オーバルW
￥750（税抜）/1コ
W17cm×D9cm×H9cm
入り数：1コ/B 18コ/C
材質：セメント

NEW

穴あき

RFB-444
レイヤード
スクエアGRY
￥450（税抜）/1コ
□8cm×H8cm
入り数：1コ/B 36コ/C
材質：セメント

NEW

穴あき

RFB-446
レイヤード
オーバルGRY
￥750（税抜）/1コ
W17cm×D9cm×H9cm
入り数：1コ/B 18コ/C
材質：セメント

NEW

穴あき

RFB-442
レイヤード
カップGRY
￥400（税抜）/1コ
φ8cm×H7cm（口径：6.5cm）
入り数：1コ/B 36コ/C
材質：セメント

NEW

穴あき
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裏面

使用目安：2.5号鉢1コ使用目安：3号鉢1コ 使用目安：2.5号鉢2コ使用目安：2号鉢6コ

RFB-291
スチールハンドルポットM
￥580（税抜）/1コ
φ9cm（13.5cm）×H9cm（10cm）
入り数：6コ/B 60コ/C
材質：ブリキ 鉄

水NG

RFB-292
スチールハンドルポットL
￥680（税抜）/1コ
φ11.5cm（15cm）×H11.5cm（12cm）
入り数：6コ/B 60コ/C
材質：ブリキ 鉄

水NG

RFB-299
スチール
オーバルポットM
￥880（税抜）/1コ
W17.5cm（22.5cm）×
D13.5cm×H9cm（11cm）
入り数：6コ/B 60コ/C
材質：ブリキ 鉄

水NG

RFB-301
スチール
スクエアポット
￥1,080（税抜）/1コ
W20cm×D12cm×
H6cm（7.5cm）
入り数：6コ/B 48コ/C
材質：ブリキ 鉄

水NG

RFB-293
スチール
ミルクピッチャーS
￥680（税抜）/1コ
W9.5cm×D7cm×H10.5cm
入り数：12コ/B 72コ/C
材質：ブリキ

水NG

RFB-294
スチール
ミルクピッチャーM
￥750（税抜）/1コ
W12.5cm×D8cm×H13.5cm
入り数：12コ/B 72コ/C
材質：ブリキ

水NG

RFB-296
フレンチ
ミルクタンクS
￥680（税抜）/1コ
φ7cm・W8.5cm×H10cm
入り数：12コ/B 72コ/C
材質：ブリキ

水NG

RFB-297
フレンチ
ミルクタンクM
￥850（税抜）/1コ
φ9cm・W14.5cm×H14cm
入り数：6コ/B 60コ/C
材質：ブリキ

水NG

RFBB-041
プラサークル75mm10P BK
￥550（税抜）/1コセット
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
穴あき
10コ入り

RFBB-042
プラサークル75mm10P P
￥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
穴あき
10コ入り

RFBB-043
プラサークル75mm10P W
￥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
穴あき
10コ入り

RFBB-051
プラスクエア113mm6P P
￥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

※品番が 4 ケタの商品は通常掛率とは異なります。担当者にお問い合わせください。

RFB-282
枡S
￥450（税抜）/1コ
□7cm・H5.5cm

（内：□5.5cm・H5cm）
入り数：12コ/B 144コ/C＊

材質：木

RFB-283
枡M
￥500（税抜）/1コ
□7.7cm・H7cm

（内：□6.2cm・H6.5cm）
入り数：12コ/B 120コ/C＊

材質：木

枡はサイズ、高さともにバリエーションが豊富。
シンプルな色と形なので、いろいろな組み合わせに挑戦してみませんか。

日本の伝統的な器、枡シリーズ。素朴な形と木のぬくもりが魅力的で、
気軽に和モダンスタイルが楽しめます。

RFB-281
枡トレイ
￥380（税抜）/1コ
W23cm×D10.5cm×H1.7cm

（内：W21.4cm×D8.9cm×H1cm）
入り数：12コ/B 120コ/C＊

材質：木

RFB-285
お重箱S S
￥450（税抜）/1コ
□17.4cm・H1.5cm

（内：□16cm・H1.1cm）
入り数：12コ/B 72コ/C＊

材質：木

RFB-286
お重箱S L
￥750（税抜）/1コ
□15.7cm・H4.3cm

（内：□14.4cm・H3.9cm）
入り数：12コ/B 72コ/C＊

材質：木

RFB-288
お重箱M L
￥850（税抜）/1コ
□17.4cm・H4.3cm

（内：□16cm・H3.9cm）
入り数：12コ/B 72コ/C＊

材質：木

RFB-289
枡型花器S
￥980（税抜）/1コ
□8cm・H16.5cm

（内：□6.5cm・H15.5cm）
入り数：1コ/B 24コ/C＊

材質：木

RFB-290
枡型花器M
￥1,400（税抜）/1コ
□9cm・H22cm

（内：□7.5cm・H21.3cm）
入り数：1コ/B 12コ/C＊

材質：木

RFB-305
三宝S
￥780（税抜）/1コ
□12.8cm・H9.5cm
入り数：1コ/B 27コ/C＊

材質：木

セット商品です
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MCY-0196
ブックケースストーリー
￥2,000（税抜）/1コ
W3cm×D14cm×H21cm
入り数：1コ/B 36コ/C
材質：紙 PVC ポリエステル 磁石

MCY-0454
ブックケースフルオブローズ
￥1,800（税抜）/1コ
W5cm×D16cm×H37cm
入り数：1コ/B 8コ/C★

材質：紙 PVC ポリステル 磁石

MCY-0195
ブックケースティー
￥2,000（税抜）/1コ
W3cm×D14cm×H21cm
入り数：1コ/B 36コ/C
材質：紙 PVC ポリエステル 磁石

MCY-0524  ブックケースキャンバスNA2Pセット
MCY-0515  ブックケースキャンバスR2Pセット
MCY-0516  ブックケースキャンバスGR2Pセット
MCY-0517  ブックケースキャンバスBLU2Pセット
￥3,800（税抜）/1セット
大：W4.5cm×D15.5cm×H24cm 
小：W3.5cm×D12cm×H17.5cm
入り数：1セット/B 12セット/C
材質：紙 PVC ポリエステル 磁石 
2コセットMCY-0517MCY-0516MCY-0515MCY-0524

2Pセットの商品は
このように梱包されています

MCY-0518  ブックケースレザーR2Pセット
MCY-0519  ブックケースレザーGR2Pセット
MCY-0520  ブックケースレザーBLU2Pセット
￥3,800（税抜）/1セット
大：W4.5cm×D15.5cm×H24cm 
小：W3.5cm×D12cm×H17.5cm
入り数：1セット/B 12セット/C
材質：紙 PVC ポリエステル 磁石 
2コセット

MCY-0518 MCY-0520MCY-0519

MCY-0449
ブックケースファーン
￥2,200（税抜）/1コ
W5cm×D16cm×H20cm
入り数：1コ/B 24コ/C
材質：紙 PVC ポリステル 磁石

MCY-0442
ブックケースジャパニーズ
￥1,500（税抜）/1コ
W5cm×D17cm×H26cm
入り数：1コ/B 12コ/C★

材質：紙 PVC ポリステル 磁石

MCY-0443
ブックケースツル
￥1,800（税抜）/1コ
W7cm×D18cm×H27cm
入り数：1コ/B 8コ/C★

材質：紙 PVC ポリステル 磁石

MCY-0444
ブックケースキモノ
￥1,800（税抜）/1コ
W5cm×D18cm×H27cm
入り数：1コ/B 8コ/C★

材質：紙 PVC ポリステル 磁石

MCY-0441
ブックケーストウキョウ
￥1,500（税抜）/1コ
W5cm×D16cm×H24cm
入り数：1コ/B 12コ/C★

材質：紙 PVC ポリステル 磁石

MCY-0451
ブックケースフレンチチック
￥2,200（税抜）/1コ
W5cm×D16cm×H21cm
入り数：1コ/B 24コ/C
材質：紙 PVC ポリステル 磁石

MCY-0448
ブックケースストーリーブック
￥2,200（税抜）/1コ
W5cm×D16cm×H24cm
入り数：1コ/B 12コ/C
材質：紙 PVC ポリステル 磁石

MCY-0450
ブックケースロペ
￥2,000（税抜）/1コ
W5cm×D16cm×H21cm
入り数：1コ/B 24コ/C
材質：紙 PVC ポリステル 磁石

MCY-0400
ブックケーススカルS
￥2,000（税抜）/1コ
W3cm×D14cm×H21cm
入り数：1コ/B 36コ/C＊

材質： 紙 PVC ポリエステル 磁石

MCY-0401
ブックケーススカルM
￥2,200（税抜）/1コ
W5cm×D13cm×H21cm
入り数：1コ/B 24コ/C＊

材質： 紙 PVC ポリエステル 磁石   

MCY-0402
ブックケーススカルL
￥2,700（税抜）/1コ
W5cm×D17cm×H26cm
入り数：1コ/B 12コ/C＊

材質： 紙 PVC ポリエステル 磁石   

MCY-0201
ブックケースクラシック
￥2,700（税抜）/1コ
W5cm×D17cm×H26cm
入り数：1コ/B 12コ/C
材質：紙 PVC ポリエステル 磁石

MCY-0201 MCY-0202
ブックケースエンブレム
￥2,700（税抜）/1コ
W5cm×D17cm×H26cm
入り数：1コ/B 12コ/C＊

材質：紙 PVC ポリエステル 磁石

MCY-0203
ブックケースエンボス
￥2,700（税抜）/1コ
W5cm×D17cm×H26cm
入り数：1コ/B 12コ/C
材質：紙 PVC ポリエステル 磁石

MCY-0204
ブックケースレザー
￥2,700（税抜）/1コ
W5cm×D13cm×H21cm
入り数：1コ/B 24コ/C
材質：紙 PVC ポリエステル 磁石

MCY-0286
ジャイアントブックケースL
￥9,800（税抜）/1コ
W10cm×D29cm×H38cm
入り数：1コ/B 2コ/C★

材質：紙 PVC ポリエステル 磁石
ブックケースは
全て開閉できます

ページを開けば、ディスプレイ用の容器に早変わり
アレンジの幅も広がります。

収納力も抜群だから、アイデア次第で使い道はいろいろ。

Book Case
ブックケース

MCY-0521
ブックケーストライブ
￥2,300（税抜）/1コ
W4cm×D18cm×H24cm
入り数：1コ/B 12コ/C
材質：紙 木 PU 磁石

NEW
MCY-0522
ブックケースインテリアホワイト
￥3,200（税抜）/1コ
W4cm×D22cm×H29cm
入り数：1コ/B 8コ/C
材質：紙 木 PU 磁石

NEW
MCY-0523
ブックケースハウス
￥3,200（税抜）/1コ
W4cm×D22cm×H29cm
入り数：1コ/B 8コ/C
材質：紙 木 PU 磁石

NEW

MCY-0525
ブックケースモダンブルー
2Pセット
￥4,200（税抜）/1セット
大：W4cm×D18cm×H24cm 
小：W2.8cm×D14cm×H19.5cm
入り数：1セット/B 12セット/C
材質：紙 木 PU 磁石
2コセット

NEW
MCY-0526
ブックケースモダンワード
2Pセット
￥4,200（税抜）/1セット
大：W4cm×D18cm×H24cm 
小：W2.8cm×D14cm×H19.5cm
入り数：1セット/B 12セット/C
材質：紙 木 PU 磁石
2コセット

NEW

NEW
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裏面は貼ったり、吊るすこと

ができるようになっています。

Let’s DIY 飾りつけ方

PDS-9320
ローズヘッドデコS IVO
￥1,080（税抜）/1コ
φ18cm×D8cm
入り数：12コ/B 120コ/C
材質：EVA 鉄

PDS-9323
ローズヘッドデコM IVO
￥2,000（税抜）/1コ
φ25cm×D10cm
入り数：12コ/B 96コ/C
材質：EVA 鉄

PDS-9325
ローズヘッドデコL IVO
￥3,800（税抜）/1コ
φ30cm×D15cm
入り数：5コ/B 30コ/C
材質：EVA 鉄

PDS-9327
ダリアヘッドデコS IVO
￥250（税抜）/1コ
φ14cm×D6cm
入り数：12コ/B 144コ/C
材質：EVA 鉄

PDS-9328
ダリアヘッドデコM IVO
￥1,500（税抜）/1コ
φ28cm×D9cm
入り数：12コ/B 96コ/C
材質：EVA 鉄

PDS-9332
フリルローズヘッドデコM IVO
￥2,800（税抜）/1コ
φ27cm×D12cm
入り数：12コ/B 96コ/C
材質：EVA 鉄

PDS-9329
ダリアヘッドデコM MIN
￥1,500（税抜）/1コ
φ28cm×D9cm
入り数：12コ/B 96コ/C
材質：EVA 鉄

PDS-9333
フリルローズヘッドデコLL IVO
￥5,300（税抜）/1コ
φ47cm×D16cm
入り数：4コ/B 32コ/C
材質：EVA 鉄

PDS-9330
ダリアヘッドデコM L/B
￥1,500（税抜）/1コ
φ28cm×D9cm
入り数：12コ/B 96コ/C
材質：EVA 鉄

PDS-9331
ダリアヘッドデコM L/P
￥1,500（税抜）/1コ
φ28cm×D9cm
入り数：12コ/B 96コ/C
材質：EVA 鉄

PDS-9321
ローズヘッドデコS L/B
￥1,080（税抜）/1コ
φ18cm×D8cm
入り数：12コ/B 120コ/C
材質：EVA 鉄

PDS-9324
ローズヘッドデコM L/P
￥2,000（税抜）/1コ
φ25cm×D10cm
入り数：12コ/B 96コ/C
材質：EVA 鉄

PDS-9326
ローズヘッドデコL L/P
￥3,800（税抜）/1コ
φ30cm×D15cm
入り数：5コ/B 30コ/C
材質：EVA 鉄

PDS-9322
ローズヘッドデコS L/P
￥1,080（税抜）/1コ
φ18cm×D8cm
入り数：12コ/B 120コ/C
材質：EVA 鉄

PDS-9327
ダリアヘッドデコS IVO

PDS-9328 PDS-9329 PDS-9330 PDS-9331

Let’s DIY 作り方

MCY-0389  ナンバーベース 1
H30cm・W17cm・D2cm

（台座H1cm・W36cm・D7cm）  重量：約210g

MCY-0363  アルファベットベース A
H30cm・W35cm・D2cm

（台座H1cm・W36cm・D7cm）  重量：約410g

MCY-0373  アルファベットベース K
H30cm・W32cm・D2cm

（台座H1cm・W36cm・D7cm）  重量：約510g

MCY-0383  アルファベットベース U
H30cm・W32cm・D2cm

（台座H1cm・W36cm・D7cm）  重量：約420g

MCY-0392  ナンバーベース 4
H30cm・W24cm・D2cm

（台座H1cm・W36cm・D7cm）  重量：約400g

MCY-0366  アルファベットベース D
H30cm・W33cm・D2cm

（台座H1cm・W36cm・D7cm）  重量：約510g

MCY-0376  アルファベットベース N
H30cm・W33cm・D2cm

（台座H1cm・W36cm・D7cm）  重量：約500g

MCY-0386  アルファベットベース X
H30cm・W33cm・D2cm

（台座H1cm・W36cm・D7cm）  重量：約460g

MCY-0395  ナンバーベース 7
H30cm・W24cm・D2cm

（台座H1cm・W36cm・D7cm）  重量：約310g

MCY-0369  アルファベットベース G
H30cm・W30cm・D2cm

（台座H1cm・W36cm・D7cm）  重量：約420g

MCY-0379  アルファベットベース Q
H30cm・W30cm・D2cm

（台座H1cm・W36cm・D7cm）  重量：約410g

MCY-0399  アルファベットベース &
￥2,600（税抜）/1コ
H30cm・W34cm・D2cm

（台座H1cm・W36cm・D7cm）
入り数：1コ/B 12コ/C
材質：MDF 鉄
重量：約420g

MCY-0390  ナンバーベース 2
H30cm・W25cm・D2cm

（台座H1cm・W36cm・D7cm）  重量：約410g

MCY-0364  アルファベットベース B
H30cm・W29cm・D2cm

（台座H1cm・W36cm・D7cm）  重量：約550g

MCY-0374  アルファベットベース L
H30cm・W27cm・D2cm

（台座H1cm・W36cm・D7cm）  重量：約380g

MCY-0384  アルファベットベース V
H30cm・W34cm・D2cm

（台座H1cm・W36cm・D7cm）  重量：約380g

MCY-0393  ナンバーベース 5
H30cm・W23cm・D2cm

（台座H1cm・W36cm・D7cm）  重量：約460g

MCY-0367  アルファベットベース E
H30cm・W28cm・D2cm

（台座H1cm・W36cm・D7cm）  重量：約470g

MCY-0377  アルファベットベース O
H30cm・W29cm・D2cm

（台座H1cm・W36cm・D7cm）  重量：約470g

MCY-0387  アルファベットベース Y
H30cm・W33cm・D2cm

（台座H1cm・W36cm・D7cm）  重量：約400g

MCY-0396  ナンバーベース 8
H30cm・W23cm・D2cm

（台座H1cm・W36cm・D7cm）  重量：約490g

MCY-0370  アルファベットベース H
H30cm・W36cm・D2cm

（台座H1cm・W36cm・D7cm）  重量：約550g

MCY-0380  アルファベットベース R
H30cm・W28cm・D2cm

（台座H1cm・W36cm・D7cm）  重量：約500g

MCY-0391  ナンバーベース 3
H30cm・W24cm・D2cm

（台座H1cm・W36cm・D7cm）  重量：約450g

MCY-0365  アルファベットベース C
H30cm・W27cm・D2cm

（台座H1cm・W36cm・D7cm）  重量：約420g

MCY-0375  アルファベットベース M
H30cm・W40cm・D2cm

（台座H1cm・W36cm・D7cm）  重量：約600g

MCY-0385  アルファベットベース W
H30cm・W40cm・D2cm

（台座H1cm・W36cm・D7cm）  重量：約570g

MCY-0394  ナンバーベース 6
H30cm・W25cm・D2cm

（台座H1cm・W36cm・D7cm）  重量：約530g

MCY-0368  アルファベットベース F
H30cm・W31cm・D2cm

（台座H1cm・W36cm・D7cm）  重量：約530g

MCY-0378  アルファベットベース P
H30cm・W26cm・D2cm

（台座H1cm・W36cm・D7cm）  重量：約430g

MCY-0388  アルファベットベース Z
H30cm・W28cm・D2cm

（台座H1cm・W36cm・D7cm）  重量：約390g

MCY-0397  ナンバーベース 9
H30cm・W24cm・D2cm

（台座H1cm・W36cm・D7cm）  重量：約510g

MCY-0371  アルファベットベース I
H30cm・W16cm・D2cm

（台座H1cm・W36cm・D7cm）  重量：約260g

MCY-0381  アルファベットベース S
H30cm・W21cm・D2cm

（台座H1cm・W36cm・D7cm）  重量：約380g

MCY-0398  ナンバーベース 0
H30cm・W24cm・D2cm

（台座H1cm・W36cm・D7cm）  重量：約370g

MCY-0372  アルファベットベース J
H30cm・W23cm・D2cm

（台座H1cm・W36cm・D7cm）  重量：約410g

MCY-0382  アルファベットベース T
H30cm・W26cm・D2cm

（台座H1cm・W36cm・D7cm）  重量：約360g

塗ったり、接着したり、真っ白なベースが加工次第で、ディスプレイイメージ
に合わせて演出ができるMDF製のアルファベットベース。

アルファベットベース ナンバーベース
￥2,600（税抜）/1コ ￥2,600（税抜）/1コ

入り数：1コ/B 24コ/C
材質：MDF 鉄

入り数：1コ/B 24コ/C
材質：MDF 鉄

MCY-0363

MCY-0364 MCY-0365 MCY-0366

MCY-0367 MCY-0368 MCY-0369

MCY-0370 MCY-0371 MCY-0372 MCY-0373 MCY-0374

MCY-0375 MCY-0376 MCY-0377 MCY-0378 MCY-0379

MCY-0380 MCY-0381 MCY-0382 MCY-0383 MCY-0384

MCY-0385 MCY-0386 MCY-0387 MCY-0388

MCY-0389 MCY-0390 MCY-0391 MCY-0392 MCY-0393

MCY-0394 MCY-0395 MCY-0396 MCY-0397 MCY-0398

MCY-0399

同梱の付属品（スタンド）
を使用することでスタンド
タイプとしてご使用してい
ただくことができます。

裏側には壁掛け用の金具が
取り付けられています。

Alphabet Base
アルファベットベース

壁面を手軽に華やかに演出できるEVA素材のフラワーです。
ウェディングシーンのフォトスポットを作ったり、お部屋を飾り付けたり。

日常からイベントまで、様々な使い方ができます。

Wall Deco
ウォールデコ
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RFB-355
H14cmレイヤードボトルベースW
￥1,400（税抜）/1コ
φ11cm×H14cm（口径2cm）
入り数：1コ/B 8コ/C
材質：陶器

RFB-358
H20cmレイヤードボトルベースGRY
￥1,800（税抜）/1コ
φ11cm×H20cm（口径2cm）
入り数：1コ/B 8コ/C
材質：陶器

RFB-356
H14cmレイヤードボトルベースGRY
￥1,400（税抜）/1コ
φ11cm×H14cm（口径2cm）
入り数：1コ/B 8コ/C
材質：陶器

RFB-357
H20cmレイヤードボトルベースW
￥1,800（税抜）/1コ
φ11cm×H20cm（口径2cm）
入り数：1コ/B 8コ/C
材質：陶器

RFB-345
H20cmピッチャーベースW
￥4,500（税抜）/1コ
W11.5cm×D18cm×H20cm

（口径10cm）
入り数：1コ/B 4コ/C＊

材質：陶器

RFB-346
H20cmピッチャーベースGRY
￥4,500（税抜）/1コ
W11.5cm×D18cm×H20cm

（口径10cm）
入り数：1コ/B 4コ/C＊

材質：陶器

RFB-349
H13cmレイヤードベースW
￥3,400（税抜）/1コ
φ22.5cm×H13cm

（口径7.5cm）
入り数：1コ/B 6コ/C
材質：陶器

RFB-350
H13cmレイヤードベースGRY
￥3,400（税抜）/1コ
φ22.5cm×H13cm

（口径7.5cm）
入り数：1コ/B 6コ/C
材質：陶器

RFB-351
H24cmレイヤードベースW
￥4,000（税抜）/1コ
φ21cm×H24cm（口径7.5cm）
入り数：1コ/B 4コ/C
材質：陶器

RFB-352
H24cmレイヤードベースGRY
￥4,000（税抜）/1コ
φ21cm×H24cm（口径7.5cm）
入り数：1コ/B 4コ/C
材質：陶器

RFB-353
H35cmレイヤードベースW
￥5,400（税抜）/1コ
φ21cm×H35cm（口径8cm）
入り数：1コ/B 2コ/C
材質：陶器

RFB-354
H35cmレイヤードベースGRY
￥5,400（税抜）/1コ
φ21cm×H35cm（口径8cm）
入り数：1コ/B 2コ/C
材質：陶器

PED-0023
IRON VASE L
￥4,500（税抜）/1コ
φ20cm×H51cm
入り数：1コ/B 2コ/C▼

材質：鉄

PED-0024
IRON VASE M
￥3,900（税抜）/1コ
φ18cm×H41cm
入り数：1コ/B 2コ/C▼

材質：鉄

PED-0025
IRON VASE S
￥3,300（税抜）/1コ
φ16cm×H34cm
入り数：1コ/B 4コ/C▼

材質：鉄

PED-0033
IRON VASE
￥6,000（税抜）/1コ
φ25.5cm×H49cm
入り数：1コ/C▼

材質：鉄

RFB-347
H30cmピッチャーベースW
￥3,500（税抜）/1コ
W14.5cm×D18cm×H30cm

（口径11cm）
入り数：1コ/B 6コ/C＊

材質：陶器
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オリジナルドライフラワー
横浜ディスプレイミュージアム

ホワイトピンク*イエロー*グリーン*

グリーン ダークグリーン*ホワイトイエロー*ベージュ*

ピンクラベンダー

DYS-0022 W　パンパス
DYS-0025 Y　ビリーボタン
DYS-0021 BE ラグラス

PDS-9362
スクエアアクリル
ステンボックススタンド
￥22,000（税抜）/1コ
セット時：W30cm×D25cm×H23.7cm 
トレイ：W30cm×D25cm×H5.9cm 
スタンド：W30cm×D26.5cm×H23.3cm
入り数：1コ/C
材質：鉄 アクリル ポリエステル 
重量：1.6kg

PDS-9363
スライドアクリル
ステンボックススタンド
￥22,000（税抜）/1コ
セット時：W30cm×D29.5cm×H24cm 
トレイ：W30cm×D30cm×H5cm 
スタンド：W30cm×D29.5cm×H17.5cm
入り数：1コ/C
材質：鉄 アクリル ポリエステル 
重量：3kg

アクリルトレイは本体より取り外しが可能です。
アクリルトレイ後部に POP 差込用の溝があります。

背面にパネルをさしてご案内に ストーリ性のある展示ベースに

アクリルトレイ内寸

23.4cm
0.6cm

5.9cm
29.7cm

アクリルトレイ内寸

25.4cm 5cm

0.6cm

29.3cm

ギフトユースから商空間ディスプレイまで
幅広いシーンに対応することが可能なディスプレイアレンジベース。

ORIGINAL DESIGN BASE

Acrylic Stainless Box 
Stand

アクリルステンボックススタンド

DYS-0020[カラー]
ポアプランツ
￥700（税抜）/1束
1束（約15g入）
全長：約40cm
入数：10束/C

DYS-0024[カラー]
千日紅
￥950（税抜）/1束
1束（約35g入）　
全長：約40cm
入数：10束/C*

DYS-0025 
ビリーボタン
￥1,800（税抜）/1束
1束（15本入）　
全長：約50cm
入数：10束/C*

DYS-0023 

パンパス
￥5,700（税抜）/1束
5本束
全長：約120〜130cm
入数：10束/C

DYS-0022 

パンパス
￥1,200（税抜）/1束
12本束
全長：約55cm
入数：10束/C

DYS-0021[カラー]
ラグラス
￥780（税抜）/1束
1束（約15g入）
全長：約40cm
入数：10束/C

簡単にアレンジを変更できるのでイベントやシーズンによって雰囲気を変えることが可能です。

Spring Summer Autumn Christmas NewYearChristmas

アクリルトレイは本体より取り外しが可能です。
アクリルトレイ後部に POP 差込用の溝があります。
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～
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約
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～

4
cm

約3.8～4.5cm

  
DASFL041 [カラー ]
ピッコラブロッサムローズ
¥3,780（税抜）/1箱（18輪）
 
1輪あたり･･･¥210
発注単位:1箱（18輪）
・花径約2～3cm ･花高約1.8～2.5cm

[ 01 ]  パールホワイト

[ 16 ]  シャーベットオレンジ [ 06 ]  サンセットオレンジ [ 29 ]  タンジェリンオレンジ[ 15 ]  ソフトイエロー [ 02 ]  イエロー [ 17 ]  ゴールデンイエロー

約2～3cm

約
1.8

～

2.5
cm

全42色

全15色
全39色 全24色 全18色

 
DASFL050 [カラー ]
ベイビーローズ
¥3,360（税抜）/1箱（12輪）
 
1輪あたり…¥280
発注単位:1箱（12輪）
・花径2.5～3.5cm ・花高2.6～3.2cm  

 
DASFL060 [カラー ]
マイクロローズ
¥2,500（税抜）/1箱（20輪）
 
1輪あたり…¥125
発注単位:1箱（20輪）
・花径1.4～2cm ・花高1.4～2cm 

 
DASFL070 [カラー ]
スプレーローズ
¥3,000（税抜）/1箱（8輪）
 
1輪あたり…¥375
発注単位:1箱（8輪）
・花径3.5～4.5cm ・花高3～4cm  

 
DASFL0300 [カラー ]
メディアナローズ
¥4,600（税抜）/1箱（8輪）
 
1輪あたり…¥575
発注単位:1箱（8輪）
・花径4～5cm ・花高4～4.5cm 

 
DASFL0900 [カラー ]
プレミアムローズ
¥3,600（税抜）/1箱（3輪）
 
1輪あたり…¥1200
発注単位:1箱（3輪）
・花径7.5～10cm ・花高4.2～6cm 
・グルーで補強している場合がございます。

 
DASFL0100 [カラー ]
スタンダードローズ
¥3,960（税抜）/1箱（6輪）
 
1輪あたり…¥660
発注単位:1箱（6輪）
・花径4.5～6cm ・花高4.5～6cm

 
DASFL034 [カラー ]
メディアナショートローズ
¥3,000（税抜）/1箱（6輪）
 
1輪あたり…¥500
発注単位:1箱（6輪）
・花径3.8～4.5cm ・花高3.5～4cm  

品番 DASFL060 DASFL041 DASFL050 DASFL070 DASFL034 DASFL0300 DASFL0100 DASFL0900
品名 マイクロ ピッコラブロッサム ベイビー スプレー メディアナショート メディアナ スタンダード プレミアム
入り数/箱 20輪 18輪 12輪 8輪 6輪 8輪 6輪 3輪
箱数/カートン 120箱 40箱 40箱 40箱 30箱 48箱 48箱 64箱
価格（箱）税抜 ￥2,500 ￥3,780 ￥3,360 ￥3,000 ￥3,000 ￥4,600 ￥3,960 ￥3,600

カラー番号 １輪あたり ￥125 ￥210 ￥280 ￥375 ￥500 ￥575 ￥660 ￥1,200
01 パールホワイト ● ● ● ● ● ● ● ●
02 イエロー ● － ● － － ● ● ▲
04 ピーチ － － ● ● － ● ● ●
05 チェリーレッド ● ● ● ● ● ● ● ●
06 サンセットオレンジ － － ● ● － ● ▲ ●
07 ベイビーピンク ● ● ● ● ● ● ● ●
08 ホットピンク ● ● ● ● ● ● ● ●
10 ワイン ● ● ● ● ● ● ● ●
12 グランブルー ● ● ● ● － ● ● ●
13 パウダーブルー ● ● ● ● ● ● ● ●
14 ラベンダー ● ● － ● ● ● ● ●
15 ソフトイエロー － ● ● ● ▲ ● ● ▲
16 シャーベットオレンジ － － － － － － － ▲
17 ゴールデンイエロー ● ● ● ● ● ● ● ●
18 バイオレット － ● － ● － － － －
20 チェリーブロッサム ● ● － ● ● ● ● ●
22 ニューヨークピンク － ● － ● ● ● ● ●
25 グリーンティー － ● － ● － － ▲ －
26 ミッドナイトブラック － ● － ● － － － －
29 タンジェリンオレンジ ● ● ● ● ● ● ● ●
30 ミルキーピンク － － ● ● － ● ● －
37 カーディナル － ● － ● － ● ● －
42 ミストグリーン － － ● ● － ● － －
43 ソフトライラック － ● ● ● ● ● ● ●
44 ヘーゼルナッツ － － ● ● － ● － －
46 パンナコッタ － ● ● ● ● ● ●
47 シュガーピンク － ● ● ● ● ● ● －
55 ヌードピンク ● ● ● ● ● ● ● －
58 フューシャピンク ● － ● ● － ● ● －
61 ラベンダーピンク － － ● ● ● ● ● －
64 シトラスグリーン ● ● ● ● ● ● ● ●
72 カリビアンブルー ● ● ● ● － ● － －
73 スモーキーピンク － ● － ● － ● － －
74 ワイルドチェリー － ● － ● － ● － －
75 ソルティライム － ● ▲ ● － ▲ － －
76 スプラッシュグリーン ● ● ● ● － － － －
80 ブルーマルガリータ － － ▲ － － ▲ － －
81 ラベンダーフィズ － ● ▲ ● － ▲ － －
82 スプモーニピンク － － ▲ ▲ － ▲ － －
83 シルキーグレー － ● ● ● － ● － －
84 フレンチレース － － ▲ ● － ▲ － －
85 フラミンゴオレンジ ● ● ● ● － ● － －
86 オーロラバイオレット － ● ● ● － ● － －
88 グラスグリーン ● ● ● ● － ● － －
89 ピュアパープル － ● ● ● － ● － －
90 ドルチェピンク － ● ● ● － ● － －

400 フォレストグリーン － ● － ● － ● － －

全19色 全35色

全32色

商品取り扱い一覧表  ● : メーカーで取り扱いのあるカラーです。 ▲ : 在庫がなくなり次第終売となります。

[ 55 ]  ヌードピンク[ 20 ]  チェリーブロッサム[ 61 ]  ラベンダーピンク

[ 05 ]  チェリーレッド [ 10 ]  ワイン

[ 73 ] スモーキーピンク 

[ 14 ]  ラベンダー

[ 18 ]  バイオレット [ 400 ]  フォレストグリーン [ 88 ]  グラスグリーン [ 76 ]  スプラッシュグリーン

[ 43 ]  ソフトライラック[58] フューシャピンク[37] カーディナル

[ 08 ]  ホットピンク

[74 ] ワイルドチェリー 

[ 04 ]  ピーチ[ 46 ]  パンナコッタ [ 07 ]  ベイビーピンク

[ 47 ]  シュガーピンク [ 22 ]  ニューヨークピンク

[ 30 ]  ミルキーピンク[75 ] ソルティライム 

[ 26 ]  ミッドナイトブラック[ 12 ]  グランブルー

[ 89 ]  ピュアパープル

[ 90 ]  ドルチェピンク

[ 25 ]  グリーンティー[64] シトラスグリーン

[ 13 ]  パウダーブルー[72 ] カリビアンブルー [ 44 ]  ヘーゼルナッツ[ 42 ]  ミストグリーン

[ 84 ]  フレンチレース

[ 86] オーロラバイオレット

[ 82 ] スプモーニピンク

[ 81 ] ラベンダーフィズ

[ 83 ]  シルキーグレー[ 80 ]  ブルーマルガリータ

*シーズナルカラーはシーズン限定カラーとなります。

[ 85 ]  フラミンゴオレンジ
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[ 021 ]  ホワイトシャンパン [ 371 ]  クリーミーピーチ [ 101 ]  ブライダルピンク [ 121 ]  キャンディーピンク

[192] モーブピンク[ 133 ] バニラピンク [ 111 ]  クリスタルピンク [ 081 ]  ピンクベージュ [ 181 ]  プリンセスピンク[ 102 ]  シャーベットピンク

[ 211 ]  フランボワーズ [ 331 ]  クィーンレッド[ 321 ]  レッド [ 272 ]  カーニバルルージュ[221] ストロベリー

[ 721 ]  ライトグリーン[ 701 ]  フレッシュグリーン

[471] ワインレッド [ 661 ]  インディゴブルー

[ 871 ]  パールグレー

商品取り扱い一覧表  ● : メーカーで取り扱いのあるカラーです。

約2～3cm

約
2

～
2.8
cm

約3～3.5cm

約
2.5

～

3
cm

全35色
全34色

約
3.8

～

4.5
cm

約5～6cm

全25色

 
DRO05203 [カラー ]
ローズ・かのん・L
¥4,800（税抜）/1箱（8輪）
 
1輪あたり…¥600
発注単位:1箱（8輪）
・花径約5～6cm ・花高約3.8～4.5cm  

全16色 全16色

約
2

～

2.5
cm

約
2

cm

約2.5～3.3cm 約3.5～4cm

品番 DRO02370 DRO02591 DRO02592 DRO03840 DRO03480 DRO05202 DRO05203

品名 ビビアン プチシャーロット シャーロット ミミ いずみ かのんＭ かのんＬ

入り数/箱 24輪 16輪 12輪 9輪 9輪 9輪 8輪

箱数/カートン 24箱 40箱 40箱 36箱 40箱 40箱 24箱

価格（箱）税抜 ￥5,040 ￥3,280 ￥3,240 ￥3,060 ￥3,400 ￥4,770 ￥4,800

カラー番号 １輪あたり ￥210 ￥205 ￥270 ￥340 ￥378 ￥530 ￥600

001 ピュアホワイト ● ● ● ● ● ● ●

011 アンティックホワイト ● ● ● ● ● ● ●

021 ホワイトシャンパン ● ● ● ● ● ● ●

081 ピンクベージュ ● － － ● ● ● －

101 ブライダルピンク ● ● ● ● ● ● ●

102 シャーベットピンク ● ● ● ● ● ● ●

111 クリスタルピンク ● － － ● ● ● ●

121 キャンディピンク ● － － ● ● ● ●

133 バニラピンク ● ● ● ● ● ● －

143 クラーレットピンク ● － － ● ● ● －

171 ボンボンオレンジ ● － － － ● ● －

181 プリンセスピンク ● － － ● ● ● ●

192 モーブピンク ● － － ● ● ● －

211 フランボワーズ ● ● ● ● ● ● ●

221 ストロベリー ● － － ● ● ● ●

272 カーニバルルージュ － － － ● ● ● －

301 トパーズレッド ● － － ● ● ● －

321 レッド ● ● ● ● ● ● ●

331 クイーンレッド ● ● ● ● ● ● ●

351 フルーティオレンジ ● ● ● ● ● ● ●

361 ジュリアオレンジ ● ● ● ● ● ● ●

371 クリーミーピーチ ● － － ● ● ● －

382 タルトオレンジ ● － － － ● ● －

411 ラベンダー ● － － ● ● ● ●

451 スウィートライラック ● ● ● ● ● ● ●

461 グレープ ● － － ● ● ● ●

471 ワインレッド ● － － ● ● ● ●

501 モーニングイエロー ● ● ● ● ● ● ●

521 ミモザイエロー ● ● ● ● ● ● ●

621 ベビーブルー ● ● ● ● ● ● ●

651 ソーダブルー ● － － ● ● ● ●

661 インディゴブルー ● － － ● ● ● ●

671 ミストブルー ● － － ● ● － －

701 フレッシュグリーン ● ● ● ● ● ● ●

721 ライトグリーン ● － － ● ● ● ●

871 パールグレー ● － － ● ● ● －

約
3.5

～

4
cm

約4～5cm

全35色

 
DRO05202 [カラー ]
ローズ・かのん・M
¥4,770（税抜）/1箱（9輪）
 
1輪あたり…¥530
発注単位:1箱（9輪）
・花径約4～5cm ・花高約3.5～4cm  

 
DRO03840 [カラー ]
ローズ・ミミ
¥3,060（税抜）/1箱（9輪）
 
1輪あたり…¥340
発注単位:1箱（9輪）
・花径約3～3.5cm 
・花高約2.5～3cm  

 
DRO02370 [カラー ]
ビビアン 24輪
¥5,040（税抜）/1箱（24輪）
 
1輪あたり…¥210
発注単位:1箱（24輪）
・花径約2～3cm
・花高約2～2.8cm  

 
DRO02592 [カラー ]
シャーロット
¥3,240（税抜）/1箱（12輪）
 
1輪あたり…¥270
発注単位:1箱（12輪）
・花径約3.5～4cm  
・花高約2～2.5cm  

 
DRO02591 [カラー ]
プチシャーロット
¥3,280（税抜）/1箱（16輪）
 
1輪あたり…¥205
発注単位:1箱（16輪）
・花径約2.5～3.3cm  
・花高約2cm  

約
3

～

3.5
cm

約3.5～4.5cm

全36色

 
DRO03480 [カラー ]
ローズ・いずみ
¥3,400（税抜）/1箱（9輪）
 
1輪あたり…¥378
発注単位:1箱（9輪）
・花径約3.5～4.5cm 
・花高約3～3.5cm  

[ 651 ]  ソーダブルー

[ 382 ]  タルトオレンジ

[ 671 ]  ミストブルー

[ 171 ]  ボンボンオレンジ

[ 621 ]  ベビーブルー

[ 411 ]  ラベンダー [ 461 ]  グレープ [ 451 ] スウィートライラック

[ 301] トパーズレッド

[ 143 ] クラーレットピンク

[ 001 ]  ピュアホワイト [ 501 ]  モーニングイエロー [ 351 ]  フルーティオレンジ[ 521 ]  ミモザイエロー[ 011 ]  アンティックホワイト [ 361 ]  ジュリアオレンジ
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DDA1122［カラー］
アモローサ ティエラ・ウノ
¥1,500（税抜）1箱（1輪）

・花径約5.5～6cm
・花高約5.5cm

発注単位：1箱（1輪）

DDA1122-99,98,97
アモローサ ティエラ・ウノ
メタリックローズ
¥1,800（税抜）1箱（1輪）

発注単位：1箱（1輪）

発注単位：1箱（1輪）

DDA1122-77
アモローサ ティエラ・ウノ
セブンラック
¥1,800（税抜）1箱（1輪）

DDA1107［カラー］
アモローサ
ダイヤモンドローズ
¥5,400（税抜）1箱（3輪）

・花径約5.5～6cm
・花高約5.5cm

発注単位：1箱（3輪）

［98］シルバー［99］ゴールド ［97］コッパー

DDA1102-99,98,97
アモローサ ティエラ・トレス
メタリックローズ
¥5,400（税抜）1箱（3輪）

・花径約5.5～6cm
・花高約5.5cm

発注単位：1箱（3輪）

「セブンラック」シリーズ
中心の色は
一輪一輪
異なります

中心の色は
一輪一輪
異なります

DDA1102-77
アモローサ ティエラ・トレス
セブンラック
¥5,400（税抜）1箱（3輪）

・花径約5.5～6cm
・花高約5.5cm

発注単位：1箱（3輪）

DDA1107［カラー］
ダイヤモンドローズ
¥5,400（税抜）1箱（3輪）

・花径約6～6.5cm
・花高約5.5cm

発注単位：1箱（3輪）

DDA1108［カラー］
リンダ
¥3,480（税抜）1箱（1輪）

・花径約9～10cm
・花高約5.5～6cm

発注単位：1箱（1輪）

2900

DDA1102［カラー］
ティエラ・トレス
¥4,500（税抜）1箱（3輪）

・花径約6～6.5cm
・花高約5.5cm

発注単位：1箱（3輪）

DDA1101［カラー］
ティエラ
¥8,100（税抜）1箱（6輪）

・花径約6～6.5cm
・花高約5.5cm

発注単位：1箱（6輪）

約6～6.5cm約6～6.5cm

DDA1115［カラー］
ルーナ
¥6,600（税抜）1箱（6輪）

・花径約5.5～6cm
・花高約5cm

発注単位：1箱（6輪）

約5.5～6cm

DDA1116［カラー］
ルーナ・トレス
¥3,600（税抜）1箱（3輪）

・花径約5.5～6cm
・花高約5cm

発注単位：1箱（3輪）

約5.5～6cm

DDA1117［カラー］
ナタリア
¥3,480（税抜）1箱（6輪）

・花径約4～4.5cm
・花高約4cm

発注単位：1箱（６輪）

約4～4.5cm 約6～6.5cm 約9～10cm

全30色 全15色全27色

DDA1122［カラー］
ティエラ・ウノ
¥1,500（税抜）1箱（1輪）

・花径約6～6.5cm
・花高約5.5cm

発注単位：1箱（1輪）

約6～6.5cm

全31色全19色 全22色
全18色

全31色 全27色

［21］ブライダルピンク☆ ［22］パリスピンク☆ ［24］ローズピンク☆［23］キャンディーピンク☆

［01］プラチナホワイト ［02］シャンパン ［11］フェミニンピンク

［12］ホットピンク ［31］アンティークレッド

［10］ピーチピンク

［30］ブライトレッド ［41］シトラスイエロー ［42］サンフランイエロー ［43］ブライトオレンジ

［52］リッチプラム ［53］ビンテージワイン［50］リラ ［51］ロイヤルパープル ［54］ヴィオレ

［00］レザーブラック

［55］モーヴ

［70］ライムグリーン ［75］ミントグリーン［71］ペルシアングリーン ［73］ブリティッシュグリーン［56］オペラモーヴ ［61］エクセレントブルー

AMOROSAの代表作「ティエラ」を
もっと気軽に。1輪からご注文OK。

本物の天然ダイヤモンドと
ラメがきらめくプレミアムローズ

※「ティエラ ウノ」はローズを
守るプラスティックカップを、
ペーパーシリンダーにテープ
で固定した簡易パッケージ
仕様です。

☆バイカラー

☆バイカラー

［01］プラチナホワイト ［02］シャンパン ［11］フェミニンピンク

［21］ブライダルピンク☆

［22］パリスピンク☆ ［24］ローズピンク☆［23］キャンディーピンク☆

［12］ホットピンク ［41］シトラスイエロー

［42］サンフランイエロー ［43］ブライトオレンジ

［31］アンティークレッド

［52］リッチプラム ［53］ビンテージワイン

［00］レザーブラック

［50］リラ ［51］ロイヤルパープル

［10］ピーチピンク ［30］ブライトレッド

［55］モーヴ

［70］ライムグリーン

［54］ヴィオレ

［75］ミントグリーン［71］ペルシアングリーン ［73］ブリティッシュグリーン［56］オペラモーヴ ［61］エクセレントブルー

DDA1110-77
アモローサ アルコイリス　
セブンラック
¥3,600（税抜）1箱（1輪）

・花径約9～10cm
・花高約5.5～6cm

発注単位：1箱（1輪）

3000

■メタリックローズはグラデーション仕様です。花びらのベースはホワイト
カラーです。メタリック加工により、開花の際に塗料がはがれたり、花びら
が破れる場合がございます。あらかじめご了承下さい。

南米アンデスの恵みを受けて育った、大輪の薔薇だけを使用。しっとりとした質感と、ベルベットのような肉厚の花びらが特徴です。
本物のダイヤモンドを使用した「ダイヤモンドローズ 」はAMOROSA(アモローサ)だけのプレミアムローズです。

モダンローズ商品取り扱い一覧表 ●メーカーで扱いのあるカラーです
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［31］アンティークレッド

［31］アンティークレッド

［41］シトラスイエロー

［42］サンフランイエロー

［75］ミントグリーン

［54］ヴィオレ

［30］ブライトレッド

［30］ブライトレッド

［12］ホットピンク［11］フェミニンピンク［01］プラチナホワイト

［13］クランベリー

［12］ピオニーピンク ［52］ピオニーパープル

［26］アプリコットピンク☆

［29］ホワイトピンク★

［82］プラムピンク★ ［23］キャンディーピンク☆

［61］エクセレントブルー

［56］オペラモーヴ［55］モーヴ［50］リラ

［50］リラ

［52］リッチプラム

［14］ピンクストロベリー★ ［15］ピンクプラム★ ［16］ピンクローズ★

［12］ホットピンク

［52］リッチプラム ［73］ブリティッシュグリーン

［61］エクセレントブルー

［54］ヴィオレ

［30］ブライトレッド ［31］アンティークレッド

DDA1114［カラー］
アモローサ カルメン
¥4,800（税抜）1箱（3輪）

豪華に波うつ花びら
アモローサ「カルメン」

DDA1113［カラー］
アモローサ クララ
¥3,480（税抜）1箱（6輪） ※サイズアソート品

コンパクトなオールドローズ
アモローサ「クララ」

シャクヤク咲きが
華やかな「イヴ」

★グラデーション　☆バイカラー　どちらも花びらの中で色の変化があります

DDA1123［カラー］
アモローサ イヴ
¥4,500（税抜）1箱（3輪）

・花径約4.5～5cm
・花高約4.5～5cm

発注単位：1箱（3輪）

カールした花びらが
表情豊かな「キャロリーナ」
DDA1118［カラー］
アモローサ キャロリーナ
¥7,200（税抜）1箱（6輪）

・花径約5.5～6cm
・花高約4cm

発注単位：1箱（6輪）

DDA1119［カラー］
アモローサ キャロリーナ トレス
¥3,900（税抜）1箱（3輪）

・花径約5.5～6cm
・花高約4cm

発注単位：1箱（3輪）

オールドローズ商品
取り扱い一覧表
●メーカーで扱いのあるカラーです

・花径約3.5～4cm
・花高約2～3cm

発注単位：1箱（6輪）

・花径約5.5～6cm
・花高約4cm

発注単位：1箱（3輪）

［31］アンティークレッド

［31］アンティークレッド

［41］シトラスイエロー

［42］サンフランイエロー

［75］ミントグリーン

［54］ヴィオレ

［30］ブライトレッド

［30］ブライトレッド

［12］ホットピンク［11］フェミニンピンク［01］プラチナホワイト

［13］クランベリー

［12］ピオニーピンク ［52］ピオニーパープル

［26］アプリコットピンク☆

［29］ホワイトピンク★

［82］プラムピンク★ ［23］キャンディーピンク☆

［61］エクセレントブルー

［56］オペラモーヴ［55］モーヴ［50］リラ

［50］リラ

［52］リッチプラム

［14］ピンクストロベリー★ ［15］ピンクプラム★ ［16］ピンクローズ★

［12］ホットピンク

［52］リッチプラム ［73］ブリティッシュグリーン

［61］エクセレントブルー

［54］ヴィオレ

［30］ブライトレッド ［31］アンティークレッド

DDA1114［カラー］
アモローサ カルメン
¥4,800（税抜）1箱（3輪）

豪華に波うつ花びら
アモローサ「カルメン」

DDA1113［カラー］
アモローサ クララ
¥3,480（税抜）1箱（6輪） ※サイズアソート品

コンパクトなオールドローズ
アモローサ「クララ」

シャクヤク咲きが
華やかな「イヴ」

★グラデーション　☆バイカラー　どちらも花びらの中で色の変化があります

DDA1123［カラー］
アモローサ イヴ
¥4,500（税抜）1箱（3輪）

・花径約4.5～5cm
・花高約4.5～5cm

発注単位：1箱（3輪）

カールした花びらが
表情豊かな「キャロリーナ」
DDA1118［カラー］
アモローサ キャロリーナ
¥7,200（税抜）1箱（6輪）

・花径約5.5～6cm
・花高約4cm

発注単位：1箱（6輪）

DDA1119［カラー］
アモローサ キャロリーナ トレス
¥3,900（税抜）1箱（3輪）

・花径約5.5～6cm
・花高約4cm

発注単位：1箱（3輪）

オールドローズ商品
取り扱い一覧表
●メーカーで扱いのあるカラーです

・花径約3.5～4cm
・花高約2～3cm

発注単位：1箱（6輪）

・花径約5.5～6cm
・花高約4cm

発注単位：1箱（3輪）

Preserved 

プ
リ
ザ
ー
ブ
ド

66 67



￥3,960（￥330/輪）

※2022年5月31日まで￥3,600
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品番　品番の前にDMOをつけてご発注ください
　　　色番号がある商品は色番号をご指定ください

モノ・インターナショナル（株）
・ブループライス

表記の見方 [例]DMO062　00 品番　品番の前にDMOをつけてご発注ください
　　　色番号がある商品は色番号をご指定ください

モノ・インターナショナル（株）
・ブループライス

表記の見方 [例]DMO062　00

※天然素材のため色・サイズ等が多少異なる場合がございます。 ※プリザーブド商品は染料が漏れることがございます。 ※湿気や直射日光は避けてください。※天然素材のため色・サイズ等が多少異なる場合がございます。 ※プリザーブド商品は染料が漏れることがございます。 ※湿気や直射日光は避けてください。

表記の見方・ご注文方法 モノ・インターナショナル（株）ブループライス

上代　   メーカー上代
ロット　カートン入り数　/の前の単位でご注文ください
品番の前にDMOをつけてご発注ください　色番号がある商品は色番号をご指定ください

品番ご記入例　 DMO864　00

上代　ロット　カートン入り数　/の前の単位でご注文ください

品番の前にDMOをつけてご発注ください　後ろ2桁が色番号になります

品番ご記入例　 DMO372　11
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品番　品番の前にDMOをつけてご発注ください
　　　色番号がある商品は色番号をご指定ください

モノ・インターナショナル（株）
・ブループライス

表記の見方 [例]DMO062　00 品番　品番の前にDMOをつけてご発注ください
　　　色番号がある商品は色番号をご指定ください

モノ・インターナショナル（株）
・ブループライス

表記の見方 [例]DMO062　00

※天然素材のため、色、サイズ等が表記と多少異なる場合がございます。　※表示価格は全て税抜になります。
※　  印はバイカラー商品のため、入荷時期によって色合いが異なる場合がございます。　※天然素材のため、色、サイズ等が表記と多少異なる場合がございます。
※表示価格は全て税抜になります。



Preserved 

プ
リ
ザ
ー
ブ
ド

7372

品番　品番の前にDMOをつけてご発注ください
　　　色番号がある商品は色番号をご指定ください

モノ・インターナショナル（株）
・ブループライス

表記の見方 [例]DMO062　00 品番　品番の前にDMOをつけてご発注ください
　　　色番号がある商品は色番号をご指定ください

モノ・インターナショナル（株）
・ブループライス

表記の見方 [例]DMO062　00

※天然素材のため、色、サイズ等が表記と多少異なる場合がございます。　※表示価格は全て税抜になります。※天然素材のため、色、サイズ等が表記と多少異なる場合がございます。　※表示価格は全て税抜になります。



品番　品番の前にDMOをつけてご発注ください
　　　色番号がある商品は色番号をご指定ください

モノ・インターナショナル（株）
・ブループライス

表記の見方 [例]DMO062　00 品番　品番の前にDMOをつけてご発注ください
　　　色番号がある商品は色番号をご指定ください

モノ・インターナショナル（株）
・ブループライス

表記の見方 [例]DMO062　00
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※天然素材のため、色、サイズ等が表記と多少異なる場合がございます。　※表示価格は全て税抜になります。※天然素材のため、色、サイズ等が表記と多少異なる場合がございます。　※表示価格は全て税抜になります。



フロールエバー（株）
・ブループライス

表記の見方 品番　　　品番の前にDASをつけてご発注ください [例]DASFL0106　1
カラー　　カラーバリエーションのある商品は色番号をご指定ください

フロールエバー（株）
・ブループライス

表記の見方 品番　　　品番の前にDASをつけてご発注ください [例]DASFL0106　1
カラー　　カラーバリエーションのある商品は色番号をご指定ください

Designed by Hiromi Iwata
主な使用花材： 
ピッコラブロッサムローズ(パウダーブルー、ラベンダー、パンナコッタ、オーロラバイオレット)
アナスタシア(バイオレット、パールホワイト)
ポンポンマム(ソフトライラック、シトラスグリーン)
アスター(パールホワイト)
デンドロビウムＳ(パールホワイト)、アンデスアジサイ(ミストグリーン)
ツゲ(グリーン)

2-イエロー

43-ソフトライラック 64-シトラスグリーン

7-ベイビーピンク1-パールホワイト

18-バイオレット ▲ 35-ルビー

約
2.5～

3cm

約3.5～4.5cm

約
3.3～

4.5cm

約2.5～3cm

35-ルビー 43-ソフトライラック 64-シトラスグリーン

2-イエロー 7-ベイビーピンク1-パールホワイト

7-ベイビーピンク

約4～6cm

1-パールホワイト 64-シトラスグリーン18-バイオレット

ポンポンマム
FL410　　¥2,240(¥280/輪)
■1箱(8輪)/40箱
■花径約2.5～3cm
■全6色

Pompon Mum

アスター
FL440　　¥2,160(¥360/輪)
■1箱(6輪)/40箱
■花径約3.5～4.5cm
■全7色

Aster

デンドロビウム S
FL223　　¥2,800(¥350/輪)
■1箱(8輪)/40箱
■花径約4～6cm
■全4色

Dendrobium S

約5～8cm

18-バイオレット

7-ベイビーピンク1-パールホワイト 17-ゴールデンイエロー

35-ルビー 64-シトラスグリーン

Mums
Standard Mum
丸みがあってかわいらしい花型、
使いやすい中輪サイズ

輪ギク
FL451　 ￥4,080(¥680/輪)
■1箱(6輪)/48箱
■花径約3.6～5.6cm、花丈約3.8～4.8cm
■全4色

1-パールホワイト 7-ベイビーピンク2-イエロー 43-ソフトライラック

シンビディウム 
FL211　¥5,400(¥1,800/輪)
■1箱(3輪)/64箱
■花径約7～9cm
■全4色

約7～9cm

1-パールホワイト 17-ゴールデンイエロー7-ベイビーピンク 11-ミントグリーン

Cymbidium
New package

約3.6～5.6cm

3輪入りでお求めやすくなりました。

※開花してお使いいただけます。
※自然な風合いを残すため、花弁の補強を施しておりません。
　必要に応じて補強してお使いください。

NEW

補強のグルーを施していないので、
花びらを簡単に開かせることができます！
下記QRコードで開花・補強方法の詳細を
公開しています。

※生花の特質上、若干の光沢が残る場合があります。
※中心部が若干白くなる場合があります。

アナスタシア
FL431　　¥2,550 (¥850/輪)
■1箱(3輪)/64箱
■花径約5～8cm 
■全6色

Anastasia
3輪入りでお求めやすくなりました。

Designed by Hiromi Iwata

NEW PACKAGE
NEW PACKAGE

Designed by Hiromi Iwata
主な使用花材： 
ピッコラブロッサムローズ(パウダーブルー、ラベンダー、パンナコッタ、オーロラバイオレット)
アナスタシア(バイオレット、パールホワイト)
ポンポンマム(ソフトライラック、シトラスグリーン)
アスター(パールホワイト)
デンドロビウムＳ(パールホワイト)、アンデスアジサイ(ミストグリーン)
ツゲ(グリーン)

2-イエロー

43-ソフトライラック 64-シトラスグリーン

7-ベイビーピンク1-パールホワイト

18-バイオレット ▲ 35-ルビー

約
2.5～

3cm

約3.5～4.5cm

約
3.3～

4.5cm

約2.5～3cm

35-ルビー 43-ソフトライラック 64-シトラスグリーン

2-イエロー 7-ベイビーピンク1-パールホワイト

7-ベイビーピンク

約4～6cm

1-パールホワイト 64-シトラスグリーン18-バイオレット

ポンポンマム
FL410　　¥2,240(¥280/輪)
■1箱(8輪)/40箱
■花径約2.5～3cm
■全6色

Pompon Mum

アスター
FL440　　¥2,160(¥360/輪)
■1箱(6輪)/40箱
■花径約3.5～4.5cm
■全7色

Aster

デンドロビウム S
FL223　　¥2,800(¥350/輪)
■1箱(8輪)/40箱
■花径約4～6cm
■全4色

Dendrobium S

約5～8cm

18-バイオレット

7-ベイビーピンク1-パールホワイト 17-ゴールデンイエロー

35-ルビー 64-シトラスグリーン

Mums
Standard Mum
丸みがあってかわいらしい花型、
使いやすい中輪サイズ

輪ギク
FL451　 ￥4,080(¥680/輪)
■1箱(6輪)/48箱
■花径約3.6～5.6cm、花丈約3.8～4.8cm
■全4色

1-パールホワイト 7-ベイビーピンク2-イエロー 43-ソフトライラック

シンビディウム 
FL211　¥5,400(¥1,800/輪)
■1箱(3輪)/64箱
■花径約7～9cm
■全4色

約7～9cm

1-パールホワイト 17-ゴールデンイエロー7-ベイビーピンク 11-ミントグリーン

Cymbidium
New package

約3.6～5.6cm

3輪入りでお求めやすくなりました。

※開花してお使いいただけます。
※自然な風合いを残すため、花弁の補強を施しておりません。
　必要に応じて補強してお使いください。

NEW

補強のグルーを施していないので、
花びらを簡単に開かせることができます！
下記QRコードで開花・補強方法の詳細を
公開しています。

※生花の特質上、若干の光沢が残る場合があります。
※中心部が若干白くなる場合があります。

アナスタシア
FL431　　¥2,550 (¥850/輪)
■1箱(3輪)/64箱
■花径約5～8cm 
■全6色

Anastasia
3輪入りでお求めやすくなりました。

Designed by Hiromi Iwata

NEW PACKAGE
NEW PACKAGE
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※天然素材のため色・サイズ等が多少異なる場合がございます。 ※プリザーブド商品は染料が漏れることがございます。 ※湿気や直射日光は避けてください。※天然素材のため色・サイズ等が多少異なる場合がございます。 ※プリザーブド商品は染料が漏れることがございます。 ※湿気や直射日光は避けてください。

表記の見方・ご注文方法 フロールエバー（株） ブループライス

上代　   メーカー上代

ロット　カートン入り数　　/の前の単位でご注文ください

品番の前にDASをつけてご発注ください
カラーバリエーションのある商品は色番号をご指定ください

品番ご記入例　 DASFL504　1
FL50４　1箱（8輪）/48箱

■花径約4〜5cm 

￥4,000 (¥500/輪)



フロールエバー（株）
・ブループライス

表記の見方 品番　　　品番の前にDASをつけてご発注ください [例]DASFL0106　1
カラー　　カラーバリエーションのある商品は色番号をご指定ください

フロールエバー（株）
・ブループライス

表記の見方 品番　　　品番の前にDASをつけてご発注ください [例]DASFL0106　1
カラー　　カラーバリエーションのある商品は色番号をご指定ください

Designed by Chiaki Kimura

主な使用花材：
スプレーローズ(シルキーグレー)
ベイビーローズ(フレンチレース)
ミニカーネーション(パンナコッタ)
スノースター(パールホワイト)
マイクロカーネーション(パールホワイト)
ダイアンサス(パールホワイト)
アンデスアジサイ ワイヤー付 Small Pack(パールホワイト)
アンデスアジサイ ワイヤー付 Small Pack(ヘーゼルナッツ)

Designed by Chiaki Kimura 

主な使用花材：
スプレーローズ(ドルチェピンク)、ミニカーネーション(ドルチェピンク)
スプレーローズ(ミルキーピンク)、ベイビーローズ(ラベンダーピンク)
ベイビーローズ(フューシャピンク)、スノースター(パールホワイト)
ポンポンマム(ベイビーピンク)、アンデスアジサイ ワイヤー付 Small Pack(ベイビーピンク)

2-イエロー1-パールホワイト

1-パールホワイト

7-ベイビーピンク

7-ベイビーピンク

64-シトラスグリーン

64-シトラスグリーン

14-ラベンダー

14-ラベンダー

13-パウダーブルー8-ホットピンク

8-ホットピンク

5-チェリーレッド

約2～2.5cm

約3～4.9cm

Carnations
約5cm

約3cm

1-パールホワイト 7-ベイビーピンク 64-シトラスグリーン14-ラベンダー8-ホットピンク

約2.5～4.5cm

マイクロカーネーション
FL1400　　 ￥2,100(¥105/輪) 
■1箱(20輪)/120箱
■花径約2～2.5cm
■全8色

Micro Carnation

ダイアンサス
FL1401　　 ￥3,420 (¥285/輪) 
■1箱(12輪)/40箱
■花径約3～4.9cm
■全5色
※中心部が若干黄色くなる場合があります。
※花びらに透けが生じる場合があります。
※花びらの形や枚数にばらつきがあります。

Dianthus

スノースター
FL1402　　￥3,600(¥200/輪)
■1箱(18輪)/40箱
■花径約2.5～4.5cm
■全5色
※花びらに透けが生じる場合があります。　
※花びらの形や枚数にばらつきがあります。

Snow Star

スタンダードカーネーション
FL1100　　￥2,880(¥480/輪)
■1箱(6輪)/30箱
■花径約5cm
■全38色

Standard Carnation

ミニカーネーション
FL1200　　￥3,120(¥260/輪)
■1箱(12輪)/40箱
■花径約3cm
■全38色

Mini Carnation

17-ゴールデンイエロー

チューベローズ
FL330　　¥2,400(¥300/輪)
■1箱(8輪)/40箱
■花径約2～5cm
■全７色
※軸に若干色が残る場合があります。

約
4.5～

6.5cm

約2～5cm

7-ベイビーピンク1-パールホワイト 13-パウダーブルー

65-ピンクオパール 64-シトラスグリーン14-ラベンダー

Tuberose

85-フラミンゴオレンジ44-ヘーゼルナッツ21-ライトカフェ19-カフェ 65-ピンクオパール55-ヌードピンク 4-ピーチ

56-コットンブルー13-パウダーブルー76-スプラッシュグリーン 81-ラベンダーフィズ80-ブルーマルガリータ88-グラスグリーン 25-グリーンティー

10-ワイン5-チェリーレッド8-ホットピンク20-チェリーブロッサム7-ベイビーピンク61-ラベンダーピンク 90-ドルチェピンク

68-アッシュグレー18-バイオレット 26-ミッドナイトブラック43-ソフトライラック 14-ラベンダー 86-オーロラバイオレット89-ピュアパープル

30-ミルキーピンク46-パンナコッタ1-パールホワイト

2-イエロー 15-ソフトイエロー17-ゴールデンイエロー16-シャーベットオレンジ6-サンセットオレンジ 64-シトラスグリーン75-ソルティライム

NEW

NEW

Designed by Chiaki Kimura

主な使用花材：
スプレーローズ(シルキーグレー)
ベイビーローズ(フレンチレース)
ミニカーネーション(パンナコッタ)
スノースター(パールホワイト)
マイクロカーネーション(パールホワイト)
ダイアンサス(パールホワイト)
アンデスアジサイ ワイヤー付 Small Pack(パールホワイト)
アンデスアジサイ ワイヤー付 Small Pack(ヘーゼルナッツ)

Designed by Chiaki Kimura 

主な使用花材：
スプレーローズ(ドルチェピンク)、ミニカーネーション(ドルチェピンク)
スプレーローズ(ミルキーピンク)、ベイビーローズ(ラベンダーピンク)
ベイビーローズ(フューシャピンク)、スノースター(パールホワイト)
ポンポンマム(ベイビーピンク)、アンデスアジサイ ワイヤー付 Small Pack(ベイビーピンク)

2-イエロー1-パールホワイト

1-パールホワイト

7-ベイビーピンク

7-ベイビーピンク

64-シトラスグリーン

64-シトラスグリーン

14-ラベンダー

14-ラベンダー

13-パウダーブルー8-ホットピンク

8-ホットピンク

5-チェリーレッド

約2～2.5cm

約3～4.9cm

Carnations
約5cm

約3cm

1-パールホワイト 7-ベイビーピンク 64-シトラスグリーン14-ラベンダー8-ホットピンク

約2.5～4.5cm

マイクロカーネーション
FL1400　　 ￥2,100(¥105/輪) 
■1箱(20輪)/120箱
■花径約2～2.5cm
■全8色

Micro Carnation

ダイアンサス
FL1401　　 ￥3,420 (¥285/輪) 
■1箱(12輪)/40箱
■花径約3～4.9cm
■全5色
※中心部が若干黄色くなる場合があります。
※花びらに透けが生じる場合があります。
※花びらの形や枚数にばらつきがあります。

Dianthus

スノースター
FL1402　　￥3,600(¥200/輪)
■1箱(18輪)/40箱
■花径約2.5～4.5cm
■全5色
※花びらに透けが生じる場合があります。　
※花びらの形や枚数にばらつきがあります。

Snow Star

スタンダードカーネーション
FL1100　　￥2,880(¥480/輪)
■1箱(6輪)/30箱
■花径約5cm
■全38色

Standard Carnation

ミニカーネーション
FL1200　　￥3,120(¥260/輪)
■1箱(12輪)/40箱
■花径約3cm
■全38色

Mini Carnation

17-ゴールデンイエロー

チューベローズ
FL330　　¥2,400(¥300/輪)
■1箱(8輪)/40箱
■花径約2～5cm
■全７色
※軸に若干色が残る場合があります。

約
4.5～

6.5cm

約2～5cm

7-ベイビーピンク1-パールホワイト 13-パウダーブルー

65-ピンクオパール 64-シトラスグリーン14-ラベンダー

Tuberose

85-フラミンゴオレンジ44-ヘーゼルナッツ21-ライトカフェ19-カフェ 65-ピンクオパール55-ヌードピンク 4-ピーチ

56-コットンブルー13-パウダーブルー76-スプラッシュグリーン 81-ラベンダーフィズ80-ブルーマルガリータ88-グラスグリーン 25-グリーンティー

10-ワイン5-チェリーレッド8-ホットピンク20-チェリーブロッサム7-ベイビーピンク61-ラベンダーピンク 90-ドルチェピンク

68-アッシュグレー18-バイオレット 26-ミッドナイトブラック43-ソフトライラック 14-ラベンダー 86-オーロラバイオレット89-ピュアパープル

30-ミルキーピンク46-パンナコッタ1-パールホワイト

2-イエロー 15-ソフトイエロー17-ゴールデンイエロー16-シャーベットオレンジ6-サンセットオレンジ 64-シトラスグリーン75-ソルティライム

NEW

NEW

Preserved 
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※天然素材のため色・サイズ等が多少異なる場合がございます。 ※プリザーブド商品は染料が漏れることがございます。 ※湿気や直射日光は避けてください。※天然素材のため色・サイズ等が多少異なる場合がございます。 ※プリザーブド商品は染料が漏れることがございます。 ※湿気や直射日光は避けてください。



Greens

※大きさにばらつきがあります。

※色によって色むらが目立つ場合がございます。
※松葉などの自然素材が混ざることがございます。

820-オレンジ

800-グリーン 800-グリーン

780-オリーブグリーン 780-オリーブグリーン

810-イエロー790-ライムグリーン 790-ライムグリーン

860-ピンク

890-ブラック

830-レッド

920-アクアマリン910-ナチュラル

ポールモス 
FL823　　¥1,600
■1袋(約30g/1～3個)/40袋
■全1色

ポールモス大袋 
FL824　　¥6,000
■1袋(約150g)/8袋
■全1色
※敷き詰め面積約30cm角

800-グリーン

770-ライトグリーン 770-ライトグリーン

ノルディックモス 500g
FL821　　¥5,300
■1袋(500g)/12袋
■全4色
※2022年5月31日まで￥4,200

ノルディックモス 50g
FL820　　¥700
■1袋(50g)/48袋
■全11色
※2022年5月31日まで￥650

手で簡単に割れます。

Pole Moss L Package 

Pole Moss Bulk

Pole Moss

ポールモスバルク 
FL825 　　¥54,000
■1袋(約1.6kg)/カートン
■全1色

主な使用花材：
輪ギク(ソフトライラック)

アナスタシア(バイオレット)
デンドロビウムS(パールホワイト)

マイクロカーネーション(シトラスグリーン)
ポールモス(グリーン)

Designed by Hiromi Iwata

1-パールホワイト 8-ホットピンク 12-グランブルー7-ベイビーピンク

ショートステムローズ スリーブ入り
FL073　　¥6,420　 5,100
■1カートン(6本)
■全7色

Short Stem Rose
Bulk Packing 商品コード 色名

FL073-01 パールホワイト

FL073-05 チェリーレッド

FL073-07 ベイビーピンク

FL073-08 ホットピンク

FL073-12 グランブルー

FL073-17 ゴールデンイエロー

FL073-29 タンジェリンオレンジ

人気のステム付ローズのスリーブ入りタイプです。
お買い求めやすい価格でアレンジメントやブーケに
ご使用いただけます。

NEW

ガーデンローズキャサリン ステム付
FL5042　　¥2,280　 1,900
■１本/63本
■花径約4～5cm、長さ約20cm
　透明プラケース：約28cm
■全2色

Catherine
with Stem

Garden Rose

Short Stem Rose

※ご注文の際は花色番をご指定ください。

ショートステムローズ
¥1,440　 1,200  
■花径約3.5～5cm、長さ約20cm 
 透明プラケース：約22cm 

■全11色

今までになかった落ち着いた色合いと繊細な植物画が
魅力のボタニカルアートが新登場。

7-ベイビーピンク5-チェリーレッド

1-パールホワイト

58-フューシャピンク

8-ホットピンク

14-ラベンダー

5-チェリーレッド

5-チェリーレッド

69-メルロー

12-グランブルー

17-ゴールデンイエロー

17-ゴールデンイエロー

7-ベイビーピンク

13-パウダーブルー

29-タンジェリンオレンジ

29-タンジェリンオレンジ

ボタニカルアート
FL072023-花色番FL072-花色番

NEW

メッセージユーカリ
FL072021-花色番

大切な人へのメッセージが書けるパッケージです。
(色鉛筆、油性ペン、ボールペンで書くことが出来ます。)

花のイメージに合わせたフレンチカジュアルなパッケージデザイン。
パッケージのまま飾ってお楽しみいただけます。

Nordic Moss 50g Nordic Moss 500g

各パッケージ共通仕様

※この商品の発送はカートン単位となります。

Greens

※大きさにばらつきがあります。

※色によって色むらが目立つ場合がございます。
※松葉などの自然素材が混ざることがございます。

820-オレンジ

800-グリーン 800-グリーン

780-オリーブグリーン 780-オリーブグリーン

810-イエロー790-ライムグリーン 790-ライムグリーン

860-ピンク

890-ブラック

830-レッド

920-アクアマリン910-ナチュラル

ポールモス 
FL823　　¥1,600
■1袋(約30g/1～3個)/40袋
■全1色

ポールモス大袋 
FL824　　¥6,000
■1袋(約150g)/8袋
■全1色
※敷き詰め面積約30cm角

800-グリーン

770-ライトグリーン 770-ライトグリーン

ノルディックモス 500g
FL821　　¥4,200
■1袋(500g)/12袋
■全4色

ノルディックモス 50g
FL820　　¥650
■1袋(50g)/48袋
■全11色

手で簡単に割れます。

Pole Moss L Package 

Pole Moss Bulk

Pole Moss

ポールモスバルク 
FL825 　　¥54,000
■1袋(約1.6kg)/カートン
■全1色

主な使用花材：
輪ギク(ソフトライラック)

アナスタシア(バイオレット)
デンドロビウムS(パールホワイト)

マイクロカーネーション(シトラスグリーン)
ポールモス(グリーン)

Designed by Hiromi Iwata

1-パールホワイト 8-ホットピンク 12-グランブルー7-ベイビーピンク

ショートステムローズ スリーブ入り
FL073　　¥6,420　 5,100
■1カートン(6本)
■全7色

Short Stem Rose
Bulk Packing 商品コード 色名

FL073-01 パールホワイト

FL073-05 チェリーレッド

FL073-07 ベイビーピンク

FL073-08 ホットピンク

FL073-12 グランブルー

FL073-17 ゴールデンイエロー

FL073-29 タンジェリンオレンジ

人気のステム付ローズのスリーブ入りタイプです。
お買い求めやすい価格でアレンジメントやブーケに
ご使用いただけます。

NEW

ガーデンローズキャサリン ステム付
FL5042　　¥2,280　 1,900
■１本/63本
■花径約4～5cm、長さ約20cm
　透明プラケース：約28cm
■全2色

Catherine
with Stem

Garden Rose

Short Stem Rose

※ご注文の際は花色番をご指定ください。

ショートステムローズ
¥1,440　 1,200  
■花径約3.5～5cm、長さ約20cm 
 透明プラケース：約22cm 
 外装：約W8.2×D6×H26cm
■全11色

今までになかった落ち着いた色合いと繊細な植物画が
魅力のボタニカルアートが新登場。

7-ベイビーピンク5-チェリーレッド

1-パールホワイト

58-フューシャピンク

8-ホットピンク

14-ラベンダー

5-チェリーレッド

5-チェリーレッド

69-メルロー

12-グランブルー

17-ゴールデンイエロー

17-ゴールデンイエロー

7-ベイビーピンク

13-パウダーブルー

29-タンジェリンオレンジ

29-タンジェリンオレンジ

ボタニカルアート
FL072023-花色番FL072-花色番

NEW

メッセージユーカリ
FL072021-花色番

大切な人へのメッセージが書けるパッケージです。
(色鉛筆、油性ペン、ボールペンで書くことが出来ます。)

花のイメージに合わせたフレンチカジュアルなパッケージデザイン。
パッケージのまま飾ってお楽しみいただけます。

Nordic Moss 50g Nordic Moss 500g

各パッケージ共通仕様

※この商品の発送はカートン単位となります。
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フロールエバー（株）
・ブループライス

表記の見方 品番　　　品番の前にDASをつけてご発注ください [例]DASFL0106　1
カラー　　カラーバリエーションのある商品は色番号をご指定ください

フロールエバー（株）
・ブループライス

表記の見方 品番　　　品番の前にDASをつけてご発注ください [例]DASFL0106　1
カラー　　カラーバリエーションのある商品は色番号をご指定ください

※天然素材のため色・サイズ等が多少異なる場合がございます。 ※プリザーブド商品は染料が漏れることがございます。 ※湿気や直射日光は避けてください。※天然素材のため色・サイズ等が多少異なる場合がございます。 ※プリザーブド商品は染料が漏れることがございます。 ※湿気や直射日光は避けてください。



※ 天然素材を使用している商品の性質上、色・サイズ等がカタログ表記上と多少異なる場合がございます。
※ 花の咲き方や付き方に多少のばらつきがでる場合があります。
※ ドライ加工品のため、花が散りやすいもの、壊れやすいものがございます。
 ご使用・保管の際は十分にご注意ください。
※ 高温多湿、直射日光のあたる場所での保管は避けてください。
※ 防虫防かび加工は致しておりません。
※ 製法上、茎の一部に黒ずみが残ったものや、染まり方が薄いものが混ざることがあります。(右写真参照)
※ 他の植物が一部混入する場合があります。
※ 着色しているため、色移りする場合があります。

ドライ商品について

860-ピンク 910-ナチュラル

940-ライトブルー 950-ライラック 960-パープル

770-ライトグリーン 810-イエロー 820-オレンジ

830-レッド

770-ライトグリーン 870-ブルー

890-ブラック 910-ナチュラル

1- パールホワイト 15-ソフトイエロー7-ベイビーピンク

43-ソフトライラック 64-シトラスグリーン42-ミストグリーン

810-イエロー800-グリーン 770-ライトグリーン 800-グリーン

830-レッド 910-ナチュラル870-ブルー

950-ライラック930-ダークピンク

870-ブルー830-レッド

930-ダークピンク 970-ライトピンク960-パープル

リンフラワー　ドライ
FLDR0023　　¥1,000
■1束(約30g)/80束
■長さ約50cm
■全5色

ファラリス　ドライ
FLDR0016　　¥1,150
■1束(約20g)/80束
■長さ約40cm
■全9色　※2022年5月31日まで￥950

930- ダークピンク910-ナチュラル

870-ブルー830-レッド

960-パープル

770-ライトグリーン

ニゲラ　ドライ
FLDR0025　　¥1,350
■1束(約20g)/40束
■長さ約50cm
■全6色
※2022年5月31日まで￥950

発色の良いフロールエバーのドライシリーズは、
ナチュラルだけでなく様々なデザインに使いやすい素材。
プリザーブドフラワーとも合わせやすいクリアな色合いです。

主な使用花材： 
マイクロローズ(カリビアンブルー)、アマレリーノ　ドライ(ナチュラル)
ファラリス　ドライ(グリーン)、ファラリス　ドライ(ナチュラル)
アベーナ　ドライ(ライトブルー)、トリーゴ　ドライ(ナチュラル)
トリーゴ　ドライ(ライトブルー)、ニゲラ　ドライ(ライトグリーン)

ストーベ
FL837　　¥1,400
■1束(約50g)/45束
■長さ約30～50cm
■全4色

Stoebe

主な使用花材： 
エリカ(ピンク)
ストーベ(ライトグリーン)
ストーベ(ナチュラル)
カスミソウ(イエロー)
ソリダゴブロッサム(イエロー)

Designed by Chiaki Kimura
Designed by Chiaki Kimura

カスミソウ
FL830　　¥1,400
■1束(約20g)/80束
■長さ約45cm
■全9色

Gypsophila

※ 咲き方に多少のばらつきが
 でる場合があります。
※2022年5月31日まで￥1,200

ソリダゴ 
FL470　　¥850
■1束(約3本)/120束
■長さ30～40cm 
■全6色

Solidago

※ 咲き方に多少のばらつきが
 でる場合があります。

Linseed Flower DRIED Phalaris DRIED

Nigella DRIED

※ 天然素材を使用している商品の性質上、色・サイズ等がカタログ表記上と多少異なる場合がございます。
※ 花の咲き方や付き方に多少のばらつきがでる場合があります。
※ ドライ加工品のため、花が散りやすいもの、壊れやすいものがございます。
 ご使用・保管の際は十分にご注意ください。
※ 高温多湿、直射日光のあたる場所での保管は避けてください。
※ 防虫防かび加工は致しておりません。
※ 製法上、茎の一部に黒ずみが残ったものや、染まり方が薄いものが混ざることがあります。(右写真参照)
※ 他の植物が一部混入する場合があります。
※ 着色しているため、色移りする場合があります。

ドライ商品について

860-ピンク 910-ナチュラル

940-ライトブルー 950-ライラック 960-パープル

770-ライトグリーン 810-イエロー 820-オレンジ

830-レッド

770-ライトグリーン 870-ブルー

890-ブラック 910-ナチュラル

1- パールホワイト 15-ソフトイエロー7-ベイビーピンク

43-ソフトライラック 64-シトラスグリーン42-ミストグリーン

810-イエロー800-グリーン 770-ライトグリーン 800-グリーン

830-レッド 910-ナチュラル870-ブルー

950-ライラック930-ダークピンク

870-ブルー830-レッド

930-ダークピンク 970-ライトピンク960-パープル

リンフラワー　ドライ
FLDR0023　　¥1,000
■1束(約30g)/80束
■長さ約50cm
■全5色

ファラリス　ドライ
FLDR0016　　¥1,150
■1束(約20g)/80束
■長さ約40cm
■全9色　※2022年5月31日まで￥950

930- ダークピンク910-ナチュラル

870-ブルー830-レッド

960-パープル

770-ライトグリーン

ニゲラ　ドライ
FLDR0025　　¥1,350
■1束(約20g)/40束
■長さ約50cm
■全6色
※2022年5月31日まで￥950

発色の良いフロールエバーのドライシリーズは、
ナチュラルだけでなく様々なデザインに使いやすい素材。
プリザーブドフラワーとも合わせやすいクリアな色合いです。

主な使用花材： 
マイクロローズ(カリビアンブルー)、アマレリーノ　ドライ(ナチュラル)
ファラリス　ドライ(グリーン)、ファラリス　ドライ(ナチュラル)
アベーナ　ドライ(ライトブルー)、トリーゴ　ドライ(ナチュラル)
トリーゴ　ドライ(ライトブルー)、ニゲラ　ドライ(ライトグリーン)

ストーベ
FL837　　¥1,400
■1束(約50g)/45束
■長さ約30～50cm
■全4色

Stoebe

主な使用花材： 
エリカ(ピンク)
ストーベ(ライトグリーン)
ストーベ(ナチュラル)
カスミソウ(イエロー)
ソリダゴブロッサム(イエロー)

Designed by Chiaki Kimura
Designed by Chiaki Kimura

カスミソウ
FL830　　¥1,400
■1束(約20g)/80束
■長さ約45cm
■全9色

Gypsophila

※ 咲き方に多少のばらつきが
 でる場合があります。
※2022年5月31日まで￥1,200

ソリダゴ 
FL470　　¥850
■1束(約3本)/120束
■長さ30～40cm 
■全6色

Solidago

※ 咲き方に多少のばらつきが
 でる場合があります。

Linseed Flower DRIED Phalaris DRIED

Nigella DRIED
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フロールエバー（株）
・ブループライス

表記の見方 品番　　　品番の前にDASをつけてご発注ください [例]DASFL0106　1
カラー　　カラーバリエーションのある商品は色番号をご指定ください

フロールエバー（株）
・ブループライス

表記の見方 品番　　　品番の前にDASをつけてご発注ください [例]DASFL0106　1
カラー　　カラーバリエーションのある商品は色番号をご指定ください

※天然素材のため色・サイズ等が多少異なる場合がございます。 ※プリザーブド商品は染料が漏れることがございます。 ※湿気や直射日光は避けてください。※天然素材のため色・サイズ等が多少異なる場合がございます。 ※プリザーブド商品は染料が漏れることがございます。 ※湿気や直射日光は避けてください。



約
10cm

主な使用花材： 
アンデスアジサイ ワイヤー付 Small Pack(パールホワイト)
アンデスアジサイ ワイヤー付 Small Pack(ベイビーピンク)
ブルーム ワイヤー付 Small Pack(ピンク)
ブルーム ワイヤー付 Small Pack(ダークピンク)
スプレーローズ(ミルキーピンク)
マイクロカーネーション(ホットピンク)
ポンポンマム(ベイビーピンク)
フラワーピン(ベーシック)

Flower Ornaments / フラワーオーナメント
Flower Pins Basic

Design Picks
デザインピック

オパールフラワー 
FLAC03-54
￥790
■1袋(3本)/72袋
■幅約2cm・長さ約6cm

デイジー 
FLAC03-53
￥790
■1袋(3本)/72袋
■幅約2cm・長さ約6cm

リボン 
FLAC03-66
￥850
■1袋(3本)/72袋
■幅約2.5cm・長さ約6cm

▲ フラワーボール 
 FLAC03-63
 ￥880
 ■1袋(2本)/72袋
 ■幅約3cm・長さ約6cm

ニューハート L 
FLAC03-65
￥950
■1袋(3本)/72袋
■幅約2cm・長さ約6cm

プリンセスクラウン 
FLAC03-62
￥790
■1袋(3本)/72袋
■幅約1.7cm・長さ約6cm

リング 
FLAC03-68
￥790
■1袋(3本)/72袋
■幅約1.8cm・長さ約6cm

ボウリボン 
FLAC03-67
￥850
■1袋(2本)/72袋
■幅約3.3cm・長さ約6cm 

レディーバグ 
FLAC03-70
￥790
■1袋(2本)/72袋
■幅約1.7cm・長さ約6cm

ラウンドスパークル ゴールド 
FLAC03-76
￥850
■1袋(３本)/72袋
■幅約0.9cm・長さ6cm

ラウンドスパークル シルバー 
FLAC03-75
￥850
■1袋(３本)/72袋
■幅約0.9cm・長さ6cm

バタフライ 
FLAC03-50
￥730
■1袋(3本)/72袋
■幅約1.9cm・長さ約6cm 
スター 
FLAC03-51
￥790
■1袋(3本)/72袋
■幅約1.8cm・長さ約6cm

ニューハート 
FLAC03-49
￥650
■1袋(3本)/72袋
■幅約1.5cm・長さ約6cm

ハート 
FLAC03-48　
￥680
■1袋(3本)/72袋
■幅約1.6cm・長さ約6cm

Flower Pins

約０.4cm

約
8cm

5-クリア 12-ブルー10-イエロー 13-グリーン11-レッド 14-ラベンダー

フラワーピン　72本(ケース入り) 
FLAC51　　￥2,250
■1箱(72本)/72箱
■幅約0.4cm・長さ約8cm

フラワーピン　20本(袋入り) 
FLAC50　　￥790
■1袋(20本)/72袋
■幅約0.4cm・長さ約8cm

ワイヤー付きのプリザーブドフラワー。小花を使いやすくワイヤーでまとめました。

・ 同じアレンジメントをたくさん作りたいとき。
・ ビギナー向けのワークショップに。
・ 時間がない、ワイヤリングの手間を省きたいときに。

フラワーピン　72本(ケース入り)
FLAC52-15　　￥600
■1箱(72本)/72箱
■幅約0.15cm・長さ7.5cm

約0.15cm

7.5cm

ヘッドが小さく、長さのあるフラワーピンは、アレンジメントを
より手軽にしてくれます。ピンを目立たせずに使用したいとき、
繊細な花材に使用する場合などに便利です。

15-ベーシック

フラックス

Preserved

アンデスアジサイ ワイヤー付 Small Pack
FLPP2912　 ¥1,200
■1袋(10本)
■幅約3.5～4.5cm、長さ約10cm
■全8色

ブルーム ワイヤー付 Small Pack  
FLPP8332　¥1,200
■1袋(12本)
■幅約2.5～3.5cm、長さ約10cm
■全7色

Preserved

Preserved

ワイヤー付き

ワイヤー付き

プラスフラワー パレット
FLKT11　￥1,380
■1袋(1セット)
■内容：ローズ×2輪、アジサイ×3本、
　ブルーム×1本、ユーカリ×2本、
　フラワーピン×2本
■全3色

117-レッド＆ワイン(RW)

118-ピーチ＆ピンク(PP) 119-ホワイト＆ブルー(WB)

フラワーアレンジメントに新提案！
手軽におしゃれに、フラワーアレンジが

楽しめるアイテムです。

フラワーピン、デザインピックは針先にご注意ください。

+FLOWER ワイヤー付シリーズ

7- ベイビーピンク1-パールホワイト

64-シトラスグリーン

770-ライトグリーン

43-ソフトライラック

830-レッド

44-ヘーゼルナッツ

810-イエロー

15-ソフトイエロー

860-ピンク

10-ワイン

910-ナチュラル 930-ダークピンク

13-パウダーブルー

870-ブルー

約
10cm

お手持ちの容器を使って簡単にアレンジメントが作れるキット。
特別なテクニックは必要ないので、アレンジ初心者の方でも
気軽にオリジナルアレンジメントにチャレンジできます。

+FLOWER パレット

Designed by Chiaki Kimura

NEW

こんな時におすすめ！！

※ユーカリの種類はパッケージごとに異なります。

約
10cm
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フラワーピン(ベーシック)
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■幅約1.5cm・長さ約6cm

ハート 
FLAC03-48　
￥680
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■幅約1.6cm・長さ約6cm

Flower Pins

約０.4cm

約
8cm

5-クリア 12-ブルー10-イエロー 13-グリーン11-レッド 14-ラベンダー

フラワーピン　72本(ケース入り) 
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・ 時間がない、ワイヤリングの手間を省きたいときに。
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■1箱(72本)/72箱
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ヘッドが小さく、長さのあるフラワーピンは、アレンジメントを
より手軽にしてくれます。ピンを目立たせずに使用したいとき、
繊細な花材に使用する場合などに便利です。
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フラワーアレンジメントに新提案！
手軽におしゃれに、フラワーアレンジが

楽しめるアイテムです。
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お手持ちの容器を使って簡単にアレンジメントが作れるキット。
特別なテクニックは必要ないので、アレンジ初心者の方でも
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フロールエバー（株）
・ブループライス

表記の見方 品番　　　品番の前にDASをつけてご発注ください [例]DASFL0106　1
カラー　　カラーバリエーションのある商品は色番号をご指定ください

フロールエバー（株）
・ブループライス

表記の見方 品番　　　品番の前にDASをつけてご発注ください [例]DASFL0106　1
カラー　　カラーバリエーションのある商品は色番号をご指定ください

※天然素材のため色・サイズ等が多少異なる場合がございます。 ※プリザーブド商品は染料が漏れることがございます。 ※湿気や直射日光は避けてください。※天然素材のため色・サイズ等が多少異なる場合がございます。 ※プリザーブド商品は染料が漏れることがございます。 ※湿気や直射日光は避けてください。



プリザーブド ローズ

Preserved Rose

［015］ ホワイト/ピンク 

［675］ ブルー /グリーン ［445］ ライラックパープル

［045］ ホワイト/ローズ

 ［145］ ピンク/パープル  ［505］ クリーム/レッド 

[77] ピンクフランボワーズ

[20] レッド

[48] ピンクシャンペーン [63] ベイビーピンク [69] マドレーヌピンク [71] プリンセスホワイト 

[61] パステルイエロー [72] オレンジ [73] サフランイエロー  [62] ピーチ 

[64] ライラック [75] ヴァイオレット [33] ローズワイン 

約4～4.5cm 約3.5～4cm

約
3.1

～

3.5
cm

約
2.5

～

3
cm

 
DMAPR630 [カラー ]
ローズアイネス8輪
¥3,300（税抜）/1箱(8輪) 
1輪あたり・・・¥413
発注単位:1箱（8輪）
・高さ:約3.1～3.5cm
・花径:約4～4.5cm

 
DMAPR641 [カラー ]
アイネスシスター
¥2,800（税抜）/１箱（８輪）
 
１輪あたり・・・￥350
発注単位：１箱（８輪）
・高さ：約2.5～3cm
・花径：約3.5～4cm

約
2

cm

[74] マリンブルー [70N] NEWサファイアブルー 

[24] ライムグリーン [07] スカイブルー 

[151] ピンクローズ[021] シャンパンピンク

[061] ホワイトコーラル [121] ピンクベリー [771] ミントグリーン

 
DRO03830 [カラー ]
ローズ・てまり・ミルフィーユ
¥5,520（税抜）/1箱（8輪）
 
1輪あたり…¥690
発注単位:1箱（8輪）
・花径約4～5cm ・花高約2.5～4cm  

約4～5cm

約
2.5

～

4
cm

約4～5cm

約
2.5

～

4
cm

 
DRO02463 ［カラー］
ローズ・てまり・はないろ
￥5,520（税抜）/１箱（8輪）
 
1輪あたり・・・￥690
発注単位：1箱(8輪)
・花径φ約4～5cm・花丈約2.5～4cm

DRO02730 [011] [108] [192] [011] ローズ・ココット … p.97

 [211] フランボワーズ

[471] ワインレッド

約4～5cm

約
2.5

～

4
cm

 [101] ブライダルピンク[011] 白

[021] ホワイトシャンパン

 
DRO02460 [カラー ]
ローズ・てまり
¥5,360（税抜）/1箱（8輪）
 
1輪あたり…¥670
発注単位:1箱（8輪）
・花径約4～5cm ・花高約2.5～4cm  

 [181] プリンセスピンク

[501] モーニングイエロー

 [451] スウィートライラック 

[671] ミストブルー  [331] クイーンレッド 

 [321] レッド

[272] カーニバルルージュ 

Preserved 
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DRO02730 ［カラー］
ローズ・ココット
￥4,800（税抜）/１箱（9輪）
 
1輪あたり・・・￥534
発注単位：1箱(9輪)
・花径φ約3～4cm
・花丈約2.5～3.7cm

 ［011］白 

 ［143］ クラーレットピンク

 ［143］ レッド

 ［361］ ジュリアオレンジ

 ［361］タルトオレンジ

 ［021］ ホワイトシャンパン

 ［181］ プリンセスピンク

 ［181］ バニラピンク

 ［451］ スウィートライラック

 ［451］ ラベンダー

 ［101］ ブライダルピンク

 ［192］ モーブピンク

 ［192］ ミモザイエロー

 ［471］ ワインレッド

 ［471］ ソーダブルー

 ［108］ ピンクベージュ

 ［211］ フランボワーズ

 ［211］ フルーティーオレンジ

 ［501］ モーニングイエロー

 ［111］クリスタルピンク 

 ［331］ クイーンレッド

 ［331］ ボンボンピンク

 ［671］ ミストブルー

約4～5cm

[221] ストロベリー

[192] モーブピンク

[ 701 ]  フレッシュグリーン[ 501 ]  モーニングイエロー

[ 081 ]  ピンクベーシュ[ 001 ]  ピュアホワイト [ 101 ]  ブライダルピンク

 
DRO02412 [カラー ]
フレンチマリアンヌ 12輪
¥4,560（税抜）/1箱（12輪）
 
1輪あたり…¥380
発注単位:1箱（12輪）
・花径約4～5cm  

 
DRO03490 ［カラー］
ローズ・いずみ・はないろ
￥3,900（税抜）/１箱（9輪）
 
1輪あたり・・・￥433
発注単位：1箱(9輪)
・花径φ約3.5～4.5cm
・花丈約3～3.5cm

 ［045］ ホワイト/パープル

 ［505］ クリーム/レッド

［015］ ホワイト/ピンク ［135］ ピンク/ローズ 

［145］ ピンク/パープル

 
DRO03484  [カラー ]
ローズ・いずみ・カラーアソート
￥3,600（税抜）/1箱（9輪）
 
１輪あたり…￥４００
発注単位：１箱（９輪）
・花径約3.5～4.5cm
・花高約3～3.5cm

[110] ピンクミックス  

〇シャーベットピンク
〇プリンセスピンク
〇フランボワーズ

〇シャーベットピンク
〇プリンセスピンク
〇フランボワーズ
〇クイーンレッド

〇ワインレッド
〇クイーンレッド
〇モーブピンク

〇ライトグリーン
〇フレッシュグリーン
〇アンティークホワイト

〇ホワイトシャンパン
〇ブライダルピンク
〇バニラピンク

〇モーニングイエロー
〇ミモザイエロー
〇フルーティーオレンジ

〇モーニングイエロー
〇ミモザイエロー
〇ジュリアオレンジ
〇フルーティーオレンジ

〇クリスタルピンク
〇スウィートライラック
〇グレープ

〇シャーベットピンク
〇クリスタルピンク
〇スウィートライラック
〇グレープ

〇ベビーブルー
〇ソーダブルー
〇インディゴブルー

〇ピュアホワイト
〇ベビーブルー
〇ソーダブルー
〇インディゴブルー

[310] レッドミックス  

[340] オレンジミックス   

[770] グリーンミックス   

[441] ピンク／パープルミックス 

[150] ホワイト／ピンクミックス 

[660] ブルーミックス

 
DRO02374  [カラー ]
ビビアン・カラーアソート
￥5,400（税抜）/1箱（24輪）
 
１輪あたり…￥２２５
発注単位：１箱（２４輪）
・花径約2～3cm
・花高約２～2.8cm [110] ピンクミックス  [340] オレンジミックス   [441] ピンク／パープルミックス [660] ブルーミックス

Preserved 
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[403] ホワイトパープル [703] ホワイトグリーン[103] ホワイトピンク

約3.2～4cm
 
DRO02646A  [カラー ]
ポンポン菊・ミディー
¥4,400（税抜）/1箱（9輪）
 
1輪あたり…¥489
発注単位:1箱（9輪）
・花径約3.2～4cm  
※花のステム部分を持ってお取り扱いください。

 
DRO04190 [カラー ]
小菊・ミルフィーユ
¥3,800（税抜）/1箱（12輪）
 
1輪あたり…¥317
発注単位:1箱（12輪）
・花径約3～4.5cm   

約3～4.5cm

[011] ホワイトピンク  [015] ホワイトイエロー  [017] ホワイトグリーン

[ 500 ]  イエロー  [700] グリーン  [102]シャーベットピンク  [501] モーニングイエロー

[ 331 ]  べにいろ

約3.2～4cm
 
DRO02646  [カラー ]
ポンポン菊・ミディー
¥4,320（税抜）/1箱（9輪）
 
1輪あたり…¥480
発注単位:1箱（9輪）
・花径約3.2～4cm  
※花のステム部分を持ってお取り扱いください。

[010] 白 [500] イエロー [330] べにいろ

 
DRO03680  [カラー ]
小菊
¥3,600（税抜）/1箱（12輪）
 
1輪あたり…¥300
発注単位:1箱（12輪）
・花径約3～4.5cm  

約3～4.5cm

[ 010 ]  白 [180] ももいろ [451] スイートライラック

約5～6.5cm

 
DRO04790 [カラー ]
ことね菊
¥2,600（税抜）/1箱（6輪）
 
1輪あたり…¥433
発注単位:1箱（6輪）
・花径:約5～6.5cm  
※季節によりサイズ、花形にバラつき
　がでることがあります。 

[261] ラズベリー

[102] シャーベットピンク

[103] ホワイトピンク

[451] スウィートライラック[403] ホワイトパープル

[500] イエロー [700] グリーン

[501] モーニングイエロー

約3.5～4.5cm

[102] シャーベットピンク[001] 白

[431] パウダーライラック [300] レッド

[161] エンジェルピンク

[701] フレッシュグリーン

 
DRO02381 [カラー ]
ミニカーネーション
¥2,430（税抜）/1箱（9輪）
 
1輪あたり…¥270
発注単位:1箱（9輪）
・花径約3.5～4.5cm  

[411] ラベンダー

 [621] ベビーブルー

約5～6.5cm

[001] 白 [701] フレッシュグリーン

[431] パウダーライラック [300] レッド

[161] エンジェルピンク

 
DRO02380 [カラー ]
カーネーション
¥3,840（税抜）/1箱（8輪）
 
1輪あたり…¥480
発注単位:1箱（8輪）
・約5～6.5cm  

[411] ラベンダー

 [621] ベビーブルー

[120] ピンクロゼ  [370] ピーチロゼ [520] イエローロゼ  [011] ホワイトライム

 
DRO02180  [カラー ]
カーネーション･ミルフィーユ
¥4,200（税抜）/1箱（8輪）
 
1輪あたり…¥525
発注単位:1箱（8輪）
・花径約5～6.5cm  

約5～6.5cm

約3.5～4.5cm

 
DRO02181 [カラー ]
ミニカーネーション・
ミルフィーユ
¥2,700（税抜）/1箱（9輪）
 
1輪あたり…¥300
発注単位:1箱（9輪）
・花径約3.5～4.5cm  

[010] ホワイトピンク [520] イエローロゼ [430] ライラックロゼ [370] ピーチロゼ[120] ベビーピンクロゼ

 [700] グリーン [180] ももいろ [ 451 ]スウィートライラック

Preserved 
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DRO02920 [カラー ]
ジャスミン
¥3,240（税抜）/1箱（12輪）
 
1輪あたり…¥270
発注単位:1箱（12輪）
・花径約3～4cm  

[621] ベビーブルー

[ 701 ]  フレッシュグリーン

[ 100 ]  ピンク

[ 361 ]  ジュリアオレンジ[ 500 ]  モーニングイエロー

[ 010 ]  ピュアホワイト [221] ストロベリー

[461] グレープ

 
DRO02390 [カラー ]
デンファレ
¥2,600（税抜）/1箱（8輪）
 
1輪あたり…¥325
発注単位:1箱（8輪）
・花径約3.5～6cm  

[ 010 ]  白 [ 621 ]  ベビーブルー[ 701 ]  フレッシュグリーン [ 102 ]  シャーベットピンク

プリザーブド フラワー

Preserved Flower

 
DRO03170  [カラー ]
ガーベラ
¥5,200（税抜）/1箱（9輪）
 
1輪あたり…¥578
発注単位:1箱（9輪）
・花径約5.5～8cm 
※季節によりサイズ、花形にバラ
つきがでることがあります。 

[015] ］白 [185] プリンセスピンク [225] ストロベリー [305] レッド 

[521] ミモザイエロー [355] フル－ティオレンジ [365] ジュリアオレンジ  [505] モーニングイエロー
 
DRT80602 
FM ソフトアナベル
キャンディBOX
レモン&キャロット
¥1,350（税抜）/１BOX
 
発注単位：1BOX
・ボックスサイズ：□8×H8cm

 
DRT80605
FM ソフトアナベル
キャンディBOX
カシス&ライラック
¥1,350（税抜）/１BOX
 
発注単位：1BOX
・ボックスサイズ：□8×H8cm

 
DRT80606
FM ソフトアナベル
キャンディBOX
ライラック&パープリッシュブルー
¥1,350（税抜）/１BOX
 
発注単位：1BOX
・ボックスサイズ：□8×H8cm

 
DRT80607
FM ソフトアナベル
キャンディBOX
パープリッシュブルー &空
¥1,350（税抜）/１BOX
 
発注単位：1BOX
・ボックスサイズ：□8×H8cm

 
DRT80608
FM ソフトアナベル
キャンディBOX
空&ピーコックグリーン
¥1,350（税抜）/１BOX
 
発注単位：1BOX
・ボックスサイズ：□8×H8cm

 
DRT80610
FM ソフトアナベル
キャンディBOX
シャイニーグリーン&マスカット
¥1,350（税抜）/１BOX
 
発注単位：1BOX
・ボックスサイズ：□8×H8cm

 
DRT80611
FM ソフトアナベル
キャンディBOX
マスカット&レモン
¥1,350（税抜）/１BOX
 
発注単位：1BOX
・ボックスサイズ：□8×H8cm

 
DRT80609
FM ソフトアナベル
キャンディBOX ピーコックグ
リーン&シャイニーグリーン
¥1,350（税抜）/１BOX
 
発注単位：1BOX
・ボックスサイズ：□8×H8cm

 
DRT80603 
FM ソフトアナベル
キャンディBOX
キャロット&ストロベリー
¥1,350（税抜）/１BOX
 
発注単位：1BOX
・ボックスサイズ：□8×H8cm

 
DRT80604 
FM ソフトアナベル
キャンディBOX
ストロベリー &カシス
¥1,350（税抜）/１BOX
 
発注単位：1BOX
・ボックスサイズ：□8×H8cm

今までにない
コンパクトサイズの

ソフトアナベル
キャンディ BOX

が新登場！！

ディスプレイにも
かわいい

レインボーカラー

1BOX2色入りで
大変お得！！

しかも同形色だから
使いやすい！！

今までにない
コンパクトサイズの

ソフトアナベル
キャンディ BOX

が新登場！！

ディスプレイにも
かわいい

レインボーカラー

1BOX2色入りで
大変お得！！

しかも同形色だから
使いやすい！！

 
DRO65750  [カラー ] 
デザインステム
スペシャル・3輪
￥600（税抜）/１パック
 
1本あたり…￥100
発注単位：1パック（6本）
・33cmL
・対応ステム：ローズいずみ、
　シャーロット、ビビアン
　プチシャーロット

[710] ライトグリーン [710] ライトグリーン [710] ライトグリーン[710] ライトグリーン

 
DRO65760  [カラー ] 
ハス・カーネーション
ステム
￥1,150（税抜）/１パック
 
1本あたり…￥23
発注単位：1パック（約50本）
・12cmL
・対応ステム：カーネーション

 
DRO65771  [カラー ] 
デザインステム
スペシャル・S
￥950（税抜）/１パック
 
1本あたり…￥40
発注単位：1パック（約24本）
・33cmL
・対応ステム：ビビアン、
  ジニア小、アジサイ、
　フレンチマリアンヌ

 
DRO65773  [カラー ] 
デザインステム
スペシャル・L
￥1,350（税抜）/１パック
 
1本あたり…￥56
発注単位：1パック（約24本）
・33cmL
・対応ステム：ローズてまり
  ローズかのんM、L

ブーケやスワッグをより自然に、
簡単に作れるスプレータイプの

ステムが新登場

ハスやカーネーションに
使えるステム

大きめのアレンジ、ブーケが簡単に作れる
しっかりした太さと長さのあるステム

 
DRO03461 ［カラー］
ジニア・小
￥3,840（税抜）/１箱（12輪）
 
1輪あたり・・・￥320
発注単位：1箱(12輪)
・φ約3.5～5cm
・入荷時期により花形やサイズに多少バ
ラツキがあります。

［011］ 白  ［521］ ミモザイエロー ［351］ フルーティオレンジ ［111］ クリスタルピンク ［132］ マカロンピンク 

［391］ アプリコットオレンジ ［162］ エスプリピンク ［411］ ラベンダー  ［301］ レッド  ［471］ チョコレートワイン

[010] 白

 
DRO05500 [010]
カラーリリー
¥3,500（税抜）/1箱（5輪）
 
1輪あたり・・・¥700
発注単位:1箱（5輪）
・約13cmL  

 
DRO03464 ［カラー］
ジニア・小・グラデーション
￥4,200（税抜）/１箱（12輪）
 
1輪あたり・・・￥350
発注単位：1箱(12輪)
・φ約3.5～5cm

［500］ ホワイトイエロー ［600］ ホワイトブルー

Preserved 
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DRO01515  [カラー ]
ソフトピラミッドアジサイ・ヘッド
¥2,400（税抜）/1箱（約2輪）
  
発注単位:1箱（約2輪）
・約2輪  

[211] ローズホワイト [701] グリーンホワイト[401] パープルホワイト [601] ブルーホワイト

 
DRO01513  [カラー ]
ソフトピラミッドアジサイ・スフレ
¥2,400（税抜）/1箱（約2輪）
  
発注単位:1箱（約2輪）
・約2輪 

 
DRO01510  [カラー ]
ソフトピラミッドアジサイ・ヘッド
¥2,100（税抜）/1箱（約2輪）
  
発注単位:1箱（約2輪）
・約2輪  

[ 411 ]  ラベンダー

 [101] ピンク

[501] モーニングイエロー [ 361 ]  ジュリアオレンジ

[010] オフホワイト 

[340] ワインレッド

[221] ストロベリー

[401] ヴァイオレット

[211] ローズ

[ 701 ]  クリアグリーン

[401] パープル

[ 711 ]  ライトグリーン

[501] モーニングイエロー

[ 700 ]  バジルグリーン

[701] グリーン

[771] グリーン

 [601] ブルー

[641] ロイヤルブルー[621] ベビーブルー

[721] ライトグリーン

[241] カシスワイン  [661] ネイビーブルー

[720] ライムロゼ[151] ピンクローズ [642] ブルーパープル [172]ピンクライム [672] ブルーライム

[ 011 ]  オフホワイト [ 101 ]  ベビーピンク  [221] ストロベリー [161] ミスティーピンク

 
DRO01900  [カラー ] 
ソフトゆめアジサイ・ヘッド
¥1,900（税抜）/1箱
 
発注単位：1箱

 [ 011 ]  オフホワイト [ 101 ]  ピンク [ 401 ]  パープル

 [ 281 ]  カシスピンク [ 361 ] ジュリアオレンジ [ 621 ]  ベビーブルー

 [ 701 ]  グリーン

 [ 721 ]  クリアグリーン

 
DRO02160  [カラー ]
ソフトアナベル・ヘッド
¥1,900（税抜）/1箱（約2輪）
  
発注単位:1箱（約2輪）
・約2輪  

 
DRT64142 
ソフトあじさい彩
ラベンダー×グリーン
￥2,500（税抜）/1BOX
 
発注単位：1BOX
約2.5輪

 
DRT64143 
ソフトあじさい彩
ボルドー×グリーン
￥2,500（税抜）/1BOX
 
発注単位：1BOX
約2.5輪

 
DRT64193 
ソフトあじさい彩
ブルー×ブルー
￥2,800（税抜）/1BOX
 
発注単位：1BOX
約2.5輪

 
DRT64194 
ソフトあじさい彩
ホワイト×ピンク
￥2,800（税抜）/1BOX
 
発注単位：1BOX
約2.5輪

 
DRT64215
ソフトあじさい彩
ボルドー×ボルドー
￥2,800（税抜）/1BOX
 
発注単位：1BOX
約2.5輪

 
DRT64244 
ソフトあじさいアナベル
パルフェ
ソーダーフロート
￥2,500（税抜）/1BOX
 
発注単位：1BOX
約2.5輪

 
DRT64245 
ソフトあじさいアナベル
パルフェ
ピンクフロート
￥2,500（税抜）/1BOX
 
発注単位：1BOX
約2.5輪

 
DRT64249 
ソフトあじさいアナベル
パルフェ
レモンオレンジ
￥2,500（税抜）/1BOX
 
発注単位：1BOX
約2.5輪

 
DRT64250 
ソフトあじさいアナベル
パルフェ
メロンフロート
￥2,500（税抜）/1BOX
 
発注単位：1BOX
約2.5輪

 
DRT64251 
ソフトあじさいアナベル
パルフェ
カシスフロート
￥2,500（税抜）/1BOX
 
発注単位：1BOX
約2.5輪

ペッパーベリー プリザーブド 

Preserved
 
DRO03380  [カラー ]
ペッパーベリー・プリザーブド
￥2,600（税抜）/１束
 
発注単位：1束
・約55g

 ［300］ レッド 

 ［602］ ウオッシュブルー 

 ［101］ ベビーピンク

 ［721］ クリアグリーン 

［350］ オレンジ

［710］ ライトグリーン  ［400］ パープル

 ［100］ ピンク

 ［720］ グリーンロゼ［030］ アイボリー 

 
DRO03380  [カラー ]
ペッパーベリー・プリザーブド
￥2,700（税抜）/１束
 
発注単位：1束
・約55g

Preserved 
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[ 480 ]  ワイン

[ 600 ]  ブルー

[ 631 ]  ターコイズ

[ 510 ]  クリーム

[ 720 ]  ミントグリーン

[ 410 ]  ラベンダー

[ 191 ] クラウドピンク

[ 100 ]  ピンク

[ 741 ]エンジェルグリーン

[ 681 ]コバルトブルー  

 [ 010 ]  白 [012] 白/ローズ

 
DRO00010A  [カラー ]
ソフトミニカスミ草
¥1,100（税抜）/1束（約22g）
  
発注単位:1束（約22g）
・L約40cm  

[017] 白/グリーン

 
DRO00015 [カラー ]
ミニカスミ草フラワーベール
¥1,500（税抜）/1束（約22g）
  
発注単位:1束（約22g）
・L約40cm

 
DRO02010 [カラー ]
タタリカ
¥1,200（税抜）/1束（約18g）
  
発注単位:1束（約18g）
・約25～30ｃｍL

 
DRO03560 [カラー ]
ラスカス・プリザーブド
¥1,350（税抜）/1束（約25g）
  
発注単位:1束（約25g）
・約50～70ｃｍL

 
DRO50296 [カラー ]
山シダ
¥1,200（税抜）/1束（約10枚）
  
発注単位:1束（約10枚）
・約30～45ｃｍL

 
DRO00160
ミリオクラダス
¥1,600（税抜）/1束（約15～20ｇ）
  
発注単位:1束（約15～20g）
・約30～40ｃｍL

 
DRO01080
アスパラ・スプリンゲリー
¥1,400（税抜）/1束（約2本）
  
発注単位:1束（約2本）
・約40～50ｃｍL

[015] 白ラメ

 
DRO00010B [015]
ソフトミニカスミ草
¥1,300（税抜）/1束 （約22g）
  
発注単位:1束（約22g）
・L約40cm
・プリザーブド 

花粒の大きい存在感のある
豪華なカスミ草です。

[011] 白
 
DRO00040  [カラー ]
カスミ草・オーバータイム（箱入り）
¥2,000（税抜）/1箱（約25g）
  
発注単位:1箱（約25g）
・L約13～15cm  

[403] ホワイトパープル

[691] ウォーターブルー

[081] ピンクベージュ

[081] ピンクベージュ

[081] ピンクベージュ [011] オフホワイト [011] オフホワイト[621] ベビーブルー

[162] エスプリピンク

[621] ベビーブルー

[621] べビーブルー

[162] エスプリピンク

[011] オフホワイト

[011]オフホワイト 

[011] オフホワイト

[171] オレガノピンク

[501] ナチュラルイエロー

[103] ホワイトピンク

[021] ナチュラルホワイト

[603] ライムブルー

[401]ナチュラルパープル 

[471] オレガノパープル

[101] ピンク

[703] ホワイトグリーン

 
DRO01076  [カラー ]
カシワバアジサイ・ステム付
¥2,400（税抜）/１束
  
・約30～45cm L

 
DRO03710  [カラー ]
カスピア
￥1,350（税抜）/１束
  
・約60cm L

 
DRO02320A  [カラー ]
ソフトライスフラワー
￥1,900（税抜）/１束（約45g） 
 
発注単位:1束（約45g）
・L約55～60cm 

[ 170 ]  ナチュラルピンク[ 000 ]  白（N）

 
DRO02320   [000]
ソフトライスフラワー
¥1,850（税抜）/1束（約45g）
  
発注単位:1束（約45g）
・L約55～60cm  

Preserved 
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[ 700 ]  グリーン

[011] オフホワイト

[ 731 ]  フレッシュグリーン[ 721 ]  ライムグリーン
 
DRO03320 [カラー ]
サンウィーバイン
¥1,500（税抜）/1袋
  
発注単位:1袋
・約20g  

 
DRO03750 [731]
アジアンタム・ルーシー
¥800（税抜）/1束（約8枚）
  
発注単位:1束（約8枚）
・L約20～30cm  

 
DRO02651 [700]
ワイヤープランツ・ショート
¥1,200（税抜）/1束（約10本）
  
発注単位:1束（約10本）
・L約15～25cm  [731] フレッシュグリーン[721] ライムグリーン

 
DRO03560 [カラー ]
ラスカス・プリザーブド
¥1,350（税抜）/1束（約25g）
  
発注単位:1束（約25g）
・L約50cm～70cm
・プリザーブド

[700] ライムグリーン
 
DRO03950 [700]
ルスカスガーデン
¥1,800（税抜）/1束（約3本）
 
発注単位:1束（約3本）
・L約60cm  

[ 700 ]  グリーン
 
DRO02970 [700]
プリザーブド フラックス 1束
¥1,400（税抜）/1束（約65g）
  
発注単位:1束（約65g）
・L約60cm  

[700] グリーン
 
DRO03100 [700]
バーゼリア
¥1,250（税抜）/1束（約75g）
  
発注単位:1束（約75g）
・L約35cm

[700] グリーン
 
DRO02060 [700]
ソフトサリグナム・実付
¥1,300（税抜）/1束（約100g）
  
発注単位:1束（約100g）
・L約45cm  

[700] グリーン
 
DRO03920 [700]
ミスカンサス
¥1,200（税抜）/1束（約30g･約35本）
  
発注単位:1束（約30g･約35本）
・L約45～60cm  

[ 712 ]  ウォッシュグリーン
 
DRO01760 [712]
ソフトストーベ
¥1,400（税抜）/1束 （約50g）
  
発注単位:1束（約50g）
・L約40～50cm  

[700] グリーン
 
DRO01590 [700]
ソフトツゲ 
¥1,400（税抜）/1束（約45g）
  
発注単位:1束（約45g）
・L約40cm  

[700] グリーン
 
DRO01170 [700]
ピトスポラム 
¥1,450（税抜）/1束（約35g）
  
発注単位:1束（約35g）
・L約40～45cm  

[ 706 ]  フロッキーグリーン
 
DRO01760A [706]
ソフトストーベ
¥1,500（税抜）/1束（約50g）
  
発注単位:1束（約50g）
・L約40～50cm  

 
DRO01080 [カラー ]
アスパラ・スプリンゲリー
￥1,600（税抜）/1束（約3本）
 
発注単位：1束（約3本）
・L約40～50cm

 
DRO02960 [730]
アイビーシャムロック
￥1,350（税抜）/1束（約3本）
 
発注単位：1束（約3束）
・L約40～45cm

[721] ライムグリーン [731] フレッシュグリーン

[731] フレッシュグリーン[731] フレッシュグリーン

[730] フレッシュグリーン

プリザーブド グリーン

Preserved Green

[ 700 ]  グリーン
 
DRO00180 [700]
ローズマリー 
￥1,550（税抜）/1束（約２～4本）
 
発注単位：１束（約２～4本）
・Ｌ約40～45cm

[700] ライムグリーン
 
DRO03910
イタリアンルスカス
¥1,600（税抜）/1束（約2本）
  
発注単位:1束（約2本）
・L約50～60cm

[ 730 ]  フレッシュグリーン

 
DRO03950 [011]
ルスカスガーデン
¥1,800（税抜）/1束（約3本）
 
発注単位:1束（約3本）
・L約60cm  

[ 721 ]  ライムグリーン [ 700 ]  グリーン [700] グリーン
 
DRO02300 [700]
アイビー・実なし
¥1,600（税抜）/1束（約70g）
  
発注単位:1束（約70g）
・L約45cm～50cm  

 
DRO01300 [700]
ベルベットリーフ
¥850（税抜）/1袋（約25枚）
  
発注単位:1袋（約25枚）
・L約5～11cm  

 
DRO03700 [721]
ハートリーフ・プリザーブド
¥900（税抜）/1袋（約60枚･約6g）
  
発注単位:1袋（約60枚･約6g）
・約2～3cm  

Preserved 

プ
リ
ザ
ー
ブ
ド
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DRO32052  [カラー ] 
イモーテル
￥1,500（税抜）/１束
 
発注単位：1束（約15g）
・約30～35cmL

[161] シルキーピンク  [441] エンジェルパープル [681] コバルトブル ー  [871] パールグレー

 
DRO30140  [カラー ] 
クリスパム
￥1,100（税抜）/１束
 
発注単位：1束（約15g）
・約30cmL

[081] ピンクベージュ [681] コバルトブルー [691] ウォーターブルー [871] パールグレー[161] シルキーピンク

 
DRT67021 
シルバーデージー ミニ
N/ホワイト
￥1,300（税抜）/１束
 
発注単位：1束
・約L30cm
・約20g

※2022年5月31日まで¥1,200

 
DRT76120 
シルバーデージー ミニ
モーブピンク
￥1,500（税抜）/１束
 
発注単位：1束
・約L30cm
・約20g

※2022年5月31日まで¥1,400

 
DRT79019 
シルバーデージー ミニ
海
￥1,500（税抜）/１束
 
発注単位：1束
・約L30cm
・約20g

※2022年5月31日まで¥1,400

 
DRT79030 
シルバーデージー ミニ
ハニー
￥1,500（税抜）/１束
 
発注単位：1束
・約L30cm
・約20g

※2022年5月31日まで¥1,400

 
DRT76122 
シルバーデージー ミニ
グレイッシュブルー
￥1,500（税抜）/１束
 
発注単位：1束
・約L30cm
・約20g

※2022年5月31日まで¥1,400

 
DRT76121
シルバーデージー ミニ
クリアグリーン
￥1,500（税抜）/１束
 
発注単位：1束
・約L30cm
・約20g

※2022年5月31日まで¥1,400

 
DRT73077 
ソフトミニカスミ ミントブルー
¥1,500（税抜）/1束（約22g）
  
発注単位:1束（約22g）
・約L35㎝

 
DRT73078 
ソフトミニカスミ ピンクベージュ
¥1,500（税抜）/1束（約22g）
  
発注単位:1束（約22g）
・約L35㎝

 
DRT73075 
シルバーデージー ミニ ミントブルー
¥1,500（税抜）/1束（約20g）
  
発注単位:1束（約20g）
・約L30㎝

※2022年5月31日まで¥1,400

 
DRT73070 
シルバーデージー ミニ ピンクベージュ
¥1,500（税抜）/1束（約20g）
  
発注単位:1束（約20g）
・約L30㎝

※2022年5月31日まで¥1,400

 
DRT73076 
ニゲラオリエンタリス ミディ ミントブルー
¥1,500（税抜）/1束（約20g）
  
発注単位:1束（約20g）
・約L30～40cm

※2022年5月31日まで¥1,400

 
DRT73071 
ニゲラオリエンタリス ミディ ピンクベージュ
¥1,500（税抜）/1束（約20g）
  
発注単位:1束（約20g）
・約L30～40cm

※2022年5月31日まで¥1,400

Preserved 
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DRO02833 ［カラー］
アグロスティス
￥800（税抜）/１束
 
発注単位：1束
・約35～40cm
・約10g

 
DRO42050 ［カラー］
ラグラス
￥780（税抜）/１束
 
発注単位：1束（約15g）
・L約40cm
・約15g

［011］ オフホワイト ［101］ ピンク ［195］ クラウドピンク  ［411］ ラベンダー 

[411] ラベンダー

[451] エンジェルパープル[630] ターコイズ [170] ナチュラルピンク

[081] ピンクベージュ

[161]シルキーピンク  [691] ウォーターブルー  [631] ターコイズ

[691] ウォーターブルー

 
DRO42020  [カラー ] 
ポアプランツ
￥800（税抜）/１束
 
発注単位：1束（約15g）
・約40cmL

 
DRO10380 [カラー ] 
ニゲラオリエンタリス
￥1,000（税抜）/１束  ｜ 1,000 ｜
 
・約50cmL

[081] ピンクベージュ

[881 チャコールグレー

[162] エスプリピンク

[280] カシスワイン

[081] ピンクベージュ

[170] ナチュラルピンク [640] スモーキーブルー

[081] ピンクベージュ

[871] パールグレー  [681] コバルトブルー

[871] パールグレー

[581] マスタード

 [871] パールグレー

 
DRO51340  [カラー ] 
テールリード
￥1,400（税抜）/１束
 
発注単位：1束（約10本）
・約75cmL

 
MMT9080000 
ネオルシール
￥1,000（税抜）/１本
 
発注単位：1本
・220ml
ドライフラワーの補強に。

 
DRO51320  [カラー ] 
プルームリード
￥1,500（税抜）/１束
 
発注単位：1束（約5本）
・約75cmL

 
DRO52250  [カラー ] 
フェザーパンパス
￥5,600（税抜）/１束
 
・約110cmL[011] 白 [000] N

 
DRO50470  [011] 
ミニススキ
￥1,200（税抜）/１束
 
・約60～75cmL

 
DRO50470  [000] 
ミニススキ
￥1,000（税抜）/１束
 
・約60～75cmL

D
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※[ 011 ]  白
 
DRO42020 [011]
ポアプランツ 1束
¥800（税抜）/1束（15g）
  
発注単位:1束（15g）・L約
40cm

 
DRO32200 ［カラー］
ヘリクリサム・ステム付き
￥950（税抜）/１束
 
発注単位：1束
・L約40mm
・約23g

 ［480］ ワイン

 
DRO10060 [020]
フーセンポピー 1束
¥1,000（税抜）/1束（約30g）
  
発注単位:1束（約30g）
・L約35～50cm  
※季節により長さが異なるため
一束のグラム数が変わります。
実のボリュームは同じです。

[020] ＮＧ [012] ウォッシュホワイト [000] N [000] N [000] N

 
DRO10020A[012]
ラベンダー
¥1,500（税抜）/1束（約30g）
  
発注単位:1束（約30g） 
・L約25～30cm  

 
DRO14040[000]
オレガノケントビューティー
¥1,000（税抜）/1束（約13g）
  
発注単位:1束（約13g） 
・L約20～25cm  

 
DRO10190[000]
アレカヤシ
¥1,200（税抜）/1束（約5本）
  
発注単位:1束（約5本） 
・L約65～70cm  

 
DRO10200[000]
ドラセナフロリダビューティー
¥1,300（税抜）/1束（約5本）
  
発注単位:1束（約5本） 
・約50cmL  

 
DRO40295  [011] 
ビリーボタン
￥1,500（税抜）/１束
 
発注単位：1束（約10～15本）
・約50cmL

[ 011 ]  白 [ 011 ]  オフホワイト

[ 011 ]  白

[ 011 ]  オフホワイト

[ 011 ]  オフホワイト[ 011 ]  オフホワイト

[ 011 ]  オフホワイト

[ 011 ]  オフホワイト

[ 011 ]  オフホワイト

[ 011 ]  オフホワイト

[ 011 ]  オフホワイト

[ 011 ]  白

 
DRO03500 ［011］
ピーコックグラス
￥1,150（税抜）/１束
 
発注単位：1束
・L約65cm
・約12本

 
DRO16100 ［011］
ウィローユーカリ
￥1,300（税抜）/１束
 
発注単位：1束（約25g）
・約55cm～60cmL

 
DRO10060  [011] 
フーセンポピー
￥1,400（税抜）/１束
 
発注単位：1束（約15g）
・約30～50cmL

 
DRO10600  [011] 
シャーリーポピー
￥1,400（税抜）/１束
 
発注単位：1束（約22g）
・約45～50cmL

 
DRO50082  [011] 
小麦
￥1,000（税抜）/１束
 
発注単位：1束（約40g）
・約45～50cmL

 
DRO50340  [011] 
ナガシダ
￥1,500（税抜）/１束
 
発注単位：1束（約10枚）
・約40～50cmL

 
DRO13500  [011] 
アマランサス
オフホワイト
￥1,500（税抜）/１束
 
発注単位：1束（約25g）
・約55cmL

 
DRO14500  [011] 
セタリア
オフホワイト
￥1,400（税抜）/１束
 
発注単位：1束（約40g）
・約55cmL

 
DRO01760  [011] 
ソフトストーベ
オフホワイト
￥1,400（税抜）/１束
 
発注単位：1束（約35g）
・約40～50cmL

 
DRO50350  [011] 
レースファーン
￥1,000（税抜）/１束
 
発注単位：1束（約10枚）
・約35～40cmL

 
DRO03560  [011] 
ラスカス・プリザーブド
￥1,350（税抜）/１束
 
発注単位：1束（約25g）
・約50～70cmL

 
DRO32350  [010] 
ソーラーピオニー
￥1,800（税抜）/１束
 
発注単位:1束（2本）
・約50cmL・花径：約9cm

 
DRO40175 [011] 
ユーカリ・エキゾチカ・葉付
￥1,800（税抜）/１束
 
・約50～55cmL

 
DRO40520  [000] 
ココフラワー
￥1,400（税抜）/１束
 
発注単位：1束（3本）
・約50cmL・花径：約7～10cm

 [010] 白  [010] 白[000] N
 
DRO51030  [010] 
パインフラワー
￥1,500（税抜）/１束
 
発注単位：1束（5本）
・約45cmL・花径：約6cm

[ 011 ] 白
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[741]  エンジェルグリーン[141]  エンジェルピンク [541]  エンジェルイエロー [410]  ライトパープル

 
DRO32081W [010]
ソーラーローズ小 10本
¥750（税抜）/1束（10本）
 
1本あたり…¥75
発注単位:1束（10本）
・花径約4cm・L約25cm  

 
DRO32083 [010]
ソーラーローズ大 10本
¥1,000（税抜）/1束（10本）
 
1本あたり…¥100
発注単位:1束（10本）
・花径約6cm・L約25cm  

 
DRO32081C [カラー ]
ソーラーローズ小 10本
¥750（税抜）/1束（10本）
 
1本あたり…¥75
発注単位:1束（10本）
・花径約4cm・L約25cm  

[080]  シャンパン 

[350]  オレンジ

[460]  ミストパープル 

[400]  パープル 

[520]  ミモザイエロー 

[620]  ベビーブルー

[190]  クラウドピンク 

[860]  バーガンディー

 
DRO32083C [カラー ]
ソーラーローズ大 １０本
￥1,100（税抜）/1束（10本）
 
１本あたり…￥１１０
発注単位：１束（１０本）
・花径約６ｃｍ・Ｌ約２５ｃｍ

 
DRO32400 [カラー ]
ソーラーダリア大輪
￥1,500（税抜）/1束（2本）
 
１本あたり…￥750
発注単位：１束（2本）
・花径約50ｃｍ・Ｌ約10ｃｍφ

[410] ライトパープル 

[480] ワイン

[110] クリスタルピンク 

[010] 白 

[470] ワインレッド

[350] オレンジ

[190] クラウドピンク 

[400] パープル 

 
DRO32790 [カラー ]
ソーラーポンポン菊
¥900（税抜）/1袋（9輪）
 
1輪あたり…¥100
発注単位:1袋（9輪）
・花径4～5㎝  

[010] 白

 
DRO32761 [カラー ]
ソーラーファイン
カーネーション･小
¥900（税抜）/1袋（12輪）
 
1輪あたり…¥75
発注単位:1袋（12輪）
・花径約4cm  

[010] 白

[ 011 ]  白[ 011 ]  白

 
DRO75770 [000]
白樺長枝バンドル
¥1,350（税抜）/1束（約10本）
 
1本あたり…¥135
発注単位:1束（約10本）
・L約50cm  

 
DRO74111 [000]
白樺バンドル・23cm
¥550（税抜）/1束
  
発注単位:1束
・φ4cm・L23cm  

 
DRO50760 [011]
ケーンカール シロ 10本
¥1,200（税抜）/1束（10本）
 
1本あたり…¥120
発注単位:1束（10本）
・L約75cm  

 
DRO50780 [000]
白樺小枝
¥1,950（税抜）/1束（約25本）
 
1本あたり…¥78
発注単位:1束（約25本）
・L約70cm  

 
DRO52371 [011]
三又
¥1,100（税抜）/1束（5本）
 
1本あたり…¥220
発注単位:1束（5本）
・L約100cm  

D
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※[ 670 ]  [ 410 ]  は、花径約4cm・L約20cm　パッケージなど他のカラーと若干異なります。



[ 011 ]  白

 
DRO24710 [011]
フラワーコーン
¥800（税抜）/1袋（約30コ・約20g）
 
1コあたり…¥27
発注単位:1袋（約20g）
・約2cm 
・約30コ 
※収穫時期により、若干かたちが
　変わる場合がございます。

 
DRO21050 [000]
シナモンスティック・4cm
¥700（税抜）/1袋（約30コ）
 
1本あたり…¥23
発注単位:1袋（約30コ） 
・L約4cm  

 
DRO21060 [000]
シナモンスティック・12cm
¥1,150（税抜）/1袋（約20本）
 
1本あたり…¥57
発注単位:1袋（約20本） 
・L約12cm  

 
DRO20010 [000]
オレンジ 1袋
¥1,200（税抜）/1袋（約12枚）
 
1枚あたり…¥100
発注単位:1袋（約12枚）
 ・約5cm・約45～50g  

 
DRO21020 [000]
スターアニス・N
¥900（税抜）/1袋（約35g･約20コ）
 
1コあたり…¥45
発注単位:1袋（約35g･約20コ）
・φ約3cm  

ナチュラル

 
DRT66174
松かさ小 ナチュラル
¥800（税抜）/1袋（20コ）
  
発注単位:1袋（20コ）
・約3～4ｃｍ

 
DRT66176
松かさ 中 ナチュラル
￥800（税抜）/1袋（約20個）
 
1コあたり…￥40
発注単位：1袋（20個）
・約4cm～5cm

 
DRT66190
松かさ ミニ ナチュラル
￥1,100（税抜）/1袋（約20個）
 
1コあたり…￥55
発注単位：1袋（20個）
・約3cm

 
DRT66183 
カラマツ ホワイト
￥1,600（税抜）/1袋(約50個)
  
1コあたり…￥32
発注単位：1袋（50個）
・約3cm

※2022年5月31日まで¥1,300

 
DRT66186 
カラマツ ナチュラル
￥1,000（税抜）/1袋(約50個)
   
1コあたり…￥20
発注単位：1袋（50個）
・約3cm

※2022年5月31日まで¥800

 
DRT66187 
松かさ ミニ アイボリー
￥1,500（税抜）/1袋(約20個)
   
1コあたり…￥75
発注単位：1袋（20個）
・約3cm

DRT80595 
ＦＭ フラワーアソート ホワイト
¥650（税抜）/1箱
  
発注単位:1箱
・3種アソート

DRT80592
ＦＭ フラワーアソート グリーン
¥650（税抜）/1箱
  
発注単位:1箱
・3種アソート

DRT80599
ＦＭ フラワーアソート 海
¥650（税抜）/1箱
  
発注単位:1箱
・3種アソート

DRT80593
ＦＭ フラワーアソート イエロー
¥650（税抜）/1箱
  
発注単位:1箱
・3種アソート

DRT80658
ＦＭ フラワーアソート
キャンディBOX レモン
¥1,500（税抜）/1箱
  
発注単位:1箱
・6種アソート
ハンギングアシストパーツ付

DRT80659
ＦＭ フラワーアソート
キャンディBOX オレンジ
¥1,500（税抜）/1箱
  
発注単位:1箱
・6種アソート
ハンギングアシストパーツ付

DRT80660
ＦＭ フラワーアソート
キャンディBOX ピーチ
¥1,500（税抜）/1箱
  
発注単位:1箱
・6種アソート
ハンギングアシストパーツ付

DRT80661
ＦＭ フラワーアソート
キャンディBOX カシス
¥1,500（税抜）/1箱
  
発注単位:1箱
・6種アソート
ハンギングアシストパーツ付

DRT80662
ＦＭ フラワーアソート
キャンディBOX ラベンダー
¥1,500（税抜）/1箱
  
発注単位:1箱
・6種アソート
ハンギングアシストパーツ付

DRT80663
ＦＭ フラワーアソート
キャンディBOX ブルーベリー
ミルク
¥1,500（税抜）/1箱
  
発注単位:1箱
・6種アソート
ハンギングアシストパーツ付

DRT80664
ＦＭ フラワーアソート
キャンディBOX アクア
¥1,500（税抜）/1箱
  
発注単位:1箱
・6種アソート
ハンギングアシストパーツ付

DRT80665
ＦＭ フラワーアソート
キャンディBOX ライム
¥1,500（税抜）/1箱
  
発注単位:1箱
・6種アソート
ハンギングアシストパーツ付

DRT80666
ＦＭ フラワーアソート
キャンディBOX メロン
¥1,500（税抜）/1箱
  
発注単位:1箱
・6種アソート
ハンギングアシストパーツ付

DRT80667
ＦＭ フラワーアソート
キャンディBOX アクア
¥1,500（税抜）/1箱
  
発注単位:1箱
・6種アソート
ハンギングアシストパーツ付

DRT80668
ＦＭ フラワーアソート
キャンディBOX レッドチェリー
¥1,500（税抜）/1箱
  
発注単位:1箱
・6種アソート
ハンギングアシストパーツ付

DRT80669
ＦＭ フラワーアソート
キャンディBOX キャラメル
¥1,500（税抜）/1箱
  
発注単位:1箱
・6種アソート
ハンギングアシストパーツ付

DRT80594
ＦＭ フラワーアソート ピンク
¥650（税抜）/1箱
  
発注単位:1箱
・3種アソート
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DRO51493 [011]
ミニスケルトンリーフ小
¥600（税抜）/1袋（約40枚）
 
1枚あたり…¥15
発注単位:1袋（約40枚）
・L約5.5～7cm 

[011] 白 [ 011 ]  白
 
DRO51494 [011]
ミニスケルトンリーフ大
¥700（税抜）/1袋（約40枚）
 
1枚あたり…¥18
発注単位:1袋（約40枚）
・L約7～9cm

[ 707 ]  グリーン [700] グリーン

 
DRO61091 [707]
ソフトシートモス 1袋
¥4,500（税抜）/1袋（約200g）
  
発注単位:1袋（約200g）
・約200g 
・プリザーブド
・敷きつめ面積約45cm角

 
DRO61170[700]
山ゴケ 小袋
¥550（税抜）/1袋（約50g）
  
発注単位:1袋（約50g）
・約50g 

DRO60520C [ 830 ] 
 ハーバルブラウン

DRO60520W
[ 011 ]  白

DRO60520C [ 700 ]
 ハーバルグリーン

DRO60520N [ 000 ]
ナチュラル

DRO60520W [011]
シサル麻 1袋
¥680（税抜）/1袋(約40g)
発注単位：1袋(約40g)
・約40g　
・天然素材

DRO60520N [000]
シサル麻 1袋
¥600（税抜）/1袋(約40g) 
発注単位：1袋(約40g)
・約40g　
・天然素材

DRO60520C [カラー ]
シサル麻 1袋
¥680（税抜）/1袋(約40g) 
発注単位：1袋(約40g)
・約40g　
・天然素材

モスグリーン
 
DRT73545
ジュートファイバー
¥1,500（税抜）/1袋（約50g）
  
発注単位:1袋（約50g）
・約50g 
・黄麻繊維 

ライムグリーン
 
DRT73546
ジュートファイバー
¥1,500（税抜）/1袋（約50g）
  
発注単位:1袋（約50g）
・約50g 
・黄麻繊維

ナチュラル
 
DRT73541
ジュートファイバー
¥1,300（税抜）/1袋（約50g）
  
発注単位:1袋（約50g）
・約50g 
・黄麻繊維

 
DRT73668
カラーコキール ピンク
¥1,850（税抜）/1袋（約9g）
  
発注単位:1袋（約9g）
・約5～10cm 約200枚  

 
DRT73033
七面フラット ホワイト
¥1,100（税抜）/1袋（約4g）
  
発注単位:1袋（約4g）
・約7～12cm

 
DRT73689
ほろほろ鳥 ナチュラル
¥1,450（税抜）/1袋（約5g）
  
発注単位:1袋（約5g）
・約5～10cm 約80枚 

 
DRT73706
ホワイトコキール ホワイト
¥1,850（税抜）/1袋（約9g）
  
発注単位:1袋（約9g）
・約5～10cm  

 
DRT73669
カラーコキール ブラック
¥1,850（税抜）/1袋（約9g）
  
発注単位:1袋（約9g）
・約5～10cm 約200枚

 
DRT73672
カラーコキール 水色
¥1,850（税抜）/1袋（約9g）
  
発注単位:1袋（約9g）
・約5～10cm 約200枚

DRO74970N[000]  ナチュラル

 
DRO74970N [000]
ストローバイン
¥780（税抜）/1巻
  
発注単位:1巻
・約50g  

[ 700 ]  グリーン[ 010 ]  白

[ 011 ]  白 [ 700 ]  グリーン[ 700 ]  グリーン[ 000 ]  ナチュラル

[ 700 ]  グリーン [ 760 ]  モスグリーン[ 000 ]  ナチュラル [ 780 ]  スプリンググリーン

[011] 白

 
DRO61061A [000]
スパニッシュモス 1袋
¥650（税抜）/1袋（約50g）
  
発注単位:1袋（約50g） 

 
DRO61061A [700]
スパニッシュモス 1袋
¥700（税抜）/1袋（約50g）
  
発注単位:1袋（約50g） 

 
DRO61061B [011]
ソフトスパニッシュモス･小袋
¥800（税抜）/1袋（約50g）
  
発注単位:1袋（約50g） 
・プリザーブド

 
DRO61071 [カラー ]
アイスランドモス 小袋
¥650（税抜）/1袋（約40g）
  
発注単位:1袋（約40g）
・約40g 
・プリザーブド
 
DRO61073 [カラー ]
アイスランドモス 大袋
¥4,650（税抜）/1袋（約500g）
  
発注単位:1袋　　　（約500g）
・約500g  ・プリザーブド

 
DRO61151 [011]
フィンランドモス
¥1,100（税抜）/1袋（約65g）
  
発注単位:1袋（約65g）
・約65g 
・プリザーブド

 
DRO61180 [カラー ]
カーリーモス 1袋
¥600（税抜）/1袋（約50g）
  
発注単位:1袋（約50g）
・約50g 

 
DRO61063 [700]
スパニッシュモス 大袋
¥2500（税抜）/1袋（約220g）
  
発注単位:1袋（約220g） 
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RDS137915
ソラ　ラナンキュラス　L

￥1,400（税抜）

●３輪入　直径約 10cm

RDS137960
ソラ　ニューローズ　S

￥1,400（税抜）

●５輪入　直径約 4cm

RDS137922
ソラ　ラナンキュラス　M

￥1,400（税抜）

●４輪入　直径約 7cm

RDS137939
ソラ　ラナンキュラス　S

￥1,400（税抜）

●６輪入　直径約 4cm

RDS137908
ソラ　ラナンキュラス　LL

￥1,400（税抜）

● 2輪入　直径約 13cm

RDS137953
ソラ　ニューローズ　L

￥1,400（税抜）

● 3輪入　直径約 10cm

RDS137946
ソラ　ローズ　LL

￥1,400（税抜）

● 2輪入　直径約 13cm

RDS137991
ソラ　ローズバッド SS

￥1,400（税抜）

● 10輪入　直径約 2× 4.5cm

ラナンキュラス

LL

L

S

M

サイズの目安イメージです。
・お皿の直径は 19cm
・ポストカードは 14.8 ×10cm

アンレール A4 ライトブルー

（表面）

ピオニー L・・・・・・・1 輪

ラナンキュラス S・・ ・ 1 輪

ニューローズ S・・・・2 輪

ローズバッド SS・・・ 3 輪

（裏面）

ラナンキュラス M・・・・  1 輪

ローズバッド SS・・・・・  2 輪

プルブロッサム W( 白 )　 3 輪

ナデシコ ・・・・・・・・・ 1 輪

○材料

ダミー

（ソラ以外の花材はお好みでご使用ください。）

* こちらの作品のソラは
絵の具で着色しています。

Coloring

RDS138042
ソラ　アナスタシア　L

￥1,400（税抜）

●３輪入　直径約９cm

RDS138059
ソラ　アナスタシア　SS

￥1,400（税抜）

●８輪入　直径約４cm
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ピオニー / ガーベラ

L

S

SS

M

RDS138073
ソラ　ガーベラ　S

￥1,400（税抜）

●６輪入　直径約 4cm

RDS138097
ソラ　ルビーガーベラM

￥1,400（税抜）

●４輪入　直径約８cm

RDS138080
ソラ　ガーベラ　SS

￥1,400（税抜）

● 10輪入　直径約 3cm

RDS138103
ソラ　ルビーガーベラ　SS

￥1,400（税抜）

● 10輪入　直径約 3cm

RDS138004
ソラ　ピオニー　L

￥1,400（税抜）

●３輪入　直径約 10cm

RDS138028
ソラ　カーネーション　M

￥1,400（税抜）

●３輪入　直径約８cm

RDS138011
ソラ　ピオニーバッド　S

￥1,400（税抜）

● 6輪入　直径約４× 5cm

RDS138035
ソラ　カーネーション　S

￥1,400（税抜）

●６輪入　直径約４cm

サイズの目安イメージです。
・お皿の直径は 19cm
・ポストカードは 14.8 ×10cm

RDS138332
ソラ　リーフ・ローズ　L

￥1,400（税抜）

● 20枚入　約 4.5 × 8cm

RDS138349
ソラ　リーフ・ローズ　S

￥1,400（税抜）

● 20枚入　約３×５cm

RDS138462
ソラシート　ルビー

￥1,400（税抜）

●約 10ｇ

RDS138479
ソラ　ミフクラギ

￥1,400（税抜）

●４個入　直径約 6～ 10cm

RDS138486
ソラ　ホテイアオイ紐　約 180cm

￥1,400（税抜）

●約 180cm× 5本

RDS138455
ソラシート　W（白）

￥1,400（税抜）

●約 10ｇ
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ローズプチ / リリーロータス

ロータスローズ
L

L

M

M

RDS138134
ソラ　ロータスローズ　L　B( 茶）

￥1,400（税抜）

● 5輪入　直径約６～７cm

RDS138172
ソラ　ローズプチ　B（茶）

￥1,400（税抜）

● 20輪入　直径約 2× 3cm

RDS138141
ソラ　ロータスローズ　M　W(白）

￥1,400（税抜）

● 8輪入　直径約 4～ 5cm

RDS138189
ソラ　リリーロータス　W（白）

￥1,400（税抜）

● 5輪入　直径約 4～ 6cm

RDS138158
ソラ　ロータスローズ　M　B( 茶）

￥1,400（税抜）

● 8輪入　直径約 4～ 5cm

RDS138196
ソラ　リリーロータス　B（茶）

￥1,400（税抜）

● 5輪入　直径約 4～ 6cm

RDS138127
ソラ　ロータスローズ　L　W( 白）

￥1,400（税抜）

●５輪入　直径約６～７cm

RDS138165
ソラ　ローズプチ　W（白）

￥1,400（税抜）

● 20輪入　直径約 2× 3cm

RDS138110
ソラ　ジニア　M

￥1,400（税抜）

●４輪入　直径約８cm

RDS138066
ソラ　ロータス　S

￥1,400（税抜）

●６輪入　直径約６cm

サイズの目安イメージです。
・お皿の直径は 19cm
・ポストカードは 14.8 ×10cm

メサージュ 2LW タテ  ブラウン

○材料
ロータス Ｓ・・・・・・・・・ ・・1 輪

ロータスローズ Ｌ B( 茶 )・・1 輪

ジニア M ・・・・・・・・・・・  1 輪

ローズプチ B( 茶 )・・・・・・   2 輪

リリーロータス B( 茶 )・・・・ 1 輪
（ソラ以外の花材はお好みでご使用ください。）
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スターダスト / プルブロッサム

ウメ / ナデシコ

RDS138271
ソラ　マム　B（茶）

￥1,400（税抜）

● 10輪入　直径約 3cm

RDS138257
ソラ　ナデシコ

￥1,400（税抜）

● 8輪入　直径約 4cm

RDS138240
ソラ　ウメ

￥1,400（税抜）

● 12輪入　直径約 3cm

RDS138264
ソラ　マム　W( 白）

￥1,400（税抜）

● 10輪入　直径約 3cm

RDS138202
ソラ スターダスト　W( 白）

￥1,400（税抜）

● 12輪入　直径約 2cm

RDS138226
ソラ　プルブロッサム　 W( 白）

￥1,400（税抜）

● 10輪入　直径約 3cm

RDS138219
ソラ スターダスト　B( 茶）

￥1,400（税抜）

● 12輪入　直径約 2cm

RDS138233
ソラ　プルブロッサム　B( 茶）

￥1,400（税抜）

● 10輪入　直径約 3cm

サイズの目安イメージです。
・お皿の直径は 19cm
・ポストカードは 14.8 ×10cm

○材料（オクタゴン BOX）

○材料（八角時計小）

ヒマワリ L W( 白 )・・・・・・・1 輪
ヒマワリ M W( 白 )・・・・・・・2 輪
ロータス S・・・・・・・・・・・・2 輪
ロータスローズ Ｌ Ｗ ( 白 )・・1 輪
ロータスローズ Ｍ Ｗ ( 白 )・・1 輪
ローズプチ Ｗ ( 白 )・・・・・・4 輪
マム Ｗ ( 白 )・・・・・・・・・・・6 輪
ウメ・・・・・・・・・ ・・・・・・・5 輪

オクタゴン BOX 大 ナチュラル

八角時計 小 アンティークホワイト

ピオニーバッド S・・・・・1 輪
アナスタシア SS・・・・・・1 輪
ローズバッド SS・・・・・・1 輪
ナデシコ・・・・・・・・・・・1 輪
プルブロッサム W( 白 )・・2 輪
スターダスト W( 白 )・・・5 輪

（ソラ以外の花材はお好みでご使用ください。）

（ソラ以外の花材はお好みでご使用ください。）

* こちらの作品のソラは
絵の具で着色しています。

Coloring

* こちらの作品のソラは
絵の具で着色しています。

Coloring

マム

Before

After

ポピーカザロVol.7_2021.indd   14 2022/01/28   9:14:26

D
ried

ド
ラ
イ

114 115※天然素材のため色・サイズ等が多少異なる場合がございます。 ※天然素材のため色・サイズ等が多少異なる場合がございます。 



ミニパーツ（P10)

サクラ

RDS138301
ソラ　Dサクラ

￥1,400（税抜）

● 8輪入　直径約 5cm

RDS138295
ソラ　サクラ　ルビー

￥1,400（税抜）

● 10輪入　直径約 4cm

RDS138318
ソラ　Dサクラ　ルビー

￥1,400（税抜）

● 8輪入　直径約 5cm

RDS1387288
ソラ　サクラ

￥1,400（税抜）

● 10輪入　直径約 4cm

サイズの目安イメージです。
・お皿の直径は 19cm
・ポストカードは 14.8 ×10cm

紙 BOX ロイヤル 200 角
パステルホワイト

○材料
サクラ ルビー・・・・1 輪
D サクラ ルビー・・・1 輪
ミニパーツ・・・・・・3 輪
アナスタシア SS・ ・ 2 輪
マム B( 茶 )・・・・・・2 輪

リーフ・リリー S・・5 枚
リーフ・ローズ S・・4 枚
ソラペーパー・・・・・少々
ホテイアオイ紐・ ・ ・ 1 本

（ソラ以外の花材はお好みでご使用ください。）

RDS138523
ソラペーパー　67cm× 97cm

￥1,400（税抜）

● A4サイズ約 9～ 10枚分　

texture

* こちらの作品のソラは
絵の具で着色しています。

Coloring

D サクラ

D サクラ

RDS138547
ソラ　ヒマワリ　M　W（白）

￥1,400（税抜）

● 5輪入　直径約６cm

RDS138554
ソラ　ヒマワリ　L　B（茶）

￥1,400（税抜）

● 3輪入　直径約 9cm

RDS138561
ソラ　ヒマワリ　M　B（茶）

￥1,400（税抜）

● 5輪入　直径約 6cm

RDS138530
ソラ　ヒマワリ　L　W（白）

￥1,400（税抜）

● 3輪入　直径約 9cm
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RDS139728
セノーカラー 100mL スプレー  　
 ピンク
￥3,840（税抜）*
カートン入数 :10

RDS139834
セノーカラー 300mL スプレー  　
 ピンク
￥9,600（税抜）*
カートン入数 :5

RDS139780
セノーカラー 100mL スプレー  　
 グリーン
￥3,840（税抜）*
カートン入数 :10

RDS139896
セノーカラー 300mL スプレー  　
 グリーン
￥9,600（税抜）*
カートン入数 :5

RDS139735
セノーカラー 100mL スプレー  　
 イエロー
￥3,840（税抜）*
カートン入数 :10

RDS139841
セノーカラー 300mL スプレー  　
 イエロー
￥9,600（税抜）*
カートン入数 :5

RDS139797
セノーカラー 100mL スプレー  　
ブルー

￥3,840（税抜）*
カートン入数 :10

RDS139902
セノーカラー 300mL スプレー  　
ブルー

￥9,600（税抜）*
カートン入数 :5

RDS139742
セノーカラー 100mL スプレー  　
 オレンジ
￥3,840（税抜）*
カートン入数 :10

RDS139858
セノーカラー 300mL スプレー  　
 オレンジ
￥9,600（税抜）*
カートン入数 :5

RDS139803
セノーカラー 100mL スプレー  　
 ブラウン
￥3,840（税抜）*
カートン入数 :10

RDS139919
セノーカラー 300mL スプレー  　
 ブラウン
￥9,600（税抜）*
カートン入数 :5

RDS139759
セノーカラー 100mL スプレー  　
 グレー
￥3,840（税抜）*
カートン入数 :10

RDS139865
セノーカラー 300mL スプレー  　
 グレー
￥9,600（税抜）*
カートン入数 :5

RDS139810
セノーカラー 100mL スプレー  　
 クリア
￥3,840（税抜）*
カートン入数 :10

RDS139926
セノーカラー 300mL スプレー  　
 クリア
￥9,600（税抜）*
カートン入数 :5

RDS139766
セノーカラー 100mL スプレー  　
 パープル
￥3,840（税抜）*
カートン入数 :10

RDS139872
セノーカラー 300mL スプレー  　
 パープル
￥9,600（税抜）*
カートン入数 :5

RDS139827
セノーカラー 100mL スプレー  　
ホワイト
￥3,840（税抜）*
カートン入数 :10

RDS139933
セノーカラー用 300mL 対応  　
スプレーヘッド（アルコール対応）

￥540（税抜）*
カートン入数 :10

●本体外寸法・重量
265 × 55 × 28mm・ 15g

RDS139773
セノーカラー 100mL スプレー  　
 レッド
￥3,840（税抜）*
カートン入数 :10

●本体外寸法・重量
197 × 63 × 63・   330g

●本体外寸法・重量
160 × 55 × 55mm・130g

RDS139889
セノーカラー 300mL スプレー  　
 レッド
￥9,600（税抜）*
カートン入数 :5

RDS139940
セノーカラー用 100mL  　
空ボトル（アルコール対応）

￥216（税抜）*
カートン入数 :10

●本体外寸法・重量
120 ×φ 40mm・ 15g

■ OPP 袋入

※写真はイメージです。
容器やラベルは予告なく
変更することがあります。

●カラーバリエーション

セノーカラー 300mL スプレー  　

セノーカラー 100mL スプレー  　 ・着色イメージ

100mL イメージ

300mL イメージ

ブルー

ピンク

ブラウン
パープル

グレー
・染料カラー９色
・クリア（透明）
・ホワイト（顔料入）

ソラフラワーを
しっとり柔らかにしながら
色をつけられます！

レッドにホワイトを
かさねてます。

計 11 色

RDS139933
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COLLECTION

CERAMIC VASE

820-650-802 / 820-656-802 / 820-655-802

MODERN

170-429-703177-891-530

l u n a
ルーナ

※釉薬の特性上、発色に個体差があります。（SUZUのみ）
※製法上、表面にピンポールやムラ等があります。

Color No.  101:SUZU   801:KUROTETSUストーンウェア
1

155-069-101

¥4,800
LOT:1 CTN:12　28L×10.5W×12.5H

155-069-801 155-070-101

¥9,000
LOT:1 CTN:6　28L×10.5W×26H

（口径：13L×8W）

155-070-801

177-638-820

G u l f
ガルフ

4,000 7,500

s o m b r e
ソンブル

177-895-811

¥9,600
LOT:1 CTN:4
20L×20W×38H

177-894-811

¥16,800
LOT:1 CTN:2
34L×30W×31H

177-896-811

¥8,400
LOT:1 CTN:4
45L×15.5W×18H

上面図

177-895

177-894

177-896

※釉薬の特性上、模様の出方･発色に個体差があります。
ストーンウェア / 内側ペイント

14,000 8,000 7,000

l a r g e
ラルジュ

Color No.  820:GREIGE

177-720-820

¥3,120
LOT:1 CTN:8
19L×14〇×18H

（口径：14L×8W）
ストーンウェア

上面図

177-721-820

¥6,600
LOT:1 CTN:4
25L×19〇×25H

（口径：17L×10W）

2,600 5,500

Color No.  820:PEARL BLACK

177-637-820

¥4,080
LOT:1 CTN:8
27L×9W×24H

（口径：22L×7W）

177-638-820

¥4,800
LOT:1 CTN:6
23L×9W×35H

（口径：19L×6W）
ストーンウェア

上面図

177-637-820

177-638-820ストーンウェア
※釉薬の特性上、発色に個体差があります。

3,400 4,000

155-069-801 / 155-070-101

177-638-820 177-721-820 177-896-811

Color No.  811:PEARL BLACK

CERAMIC VASE MODERN

表記の見方 品番　　品番の前に RZC をつけ、－（ハイフン）を抜いてご発注ください
　　　　 後ろ 3 ケタがカラー番号となります

[ 例 ]RZC150309　212（株）クレイ
・ブループライス 上代　メーカー上代

ロット　カートン入り数　　/ の前の単位でご注文ください

表記の見方 品番　　品番の前に RZC をつけ、－（ハイフン）を抜いてご発注ください
　　　　 後ろ 3 ケタがカラー番号となります

[ 例 ]RZC150309　212（株）クレイ
・ブループライス 上代　メーカー上代

ロット　カートン入り数　　/ の前の単位でご注文ください

表記の見方・ご注文方法 （株）クレイ ブループライス

上代　   メーカー上代

ロット　カートン入り数　　/ の前の単位でご注文ください

品番の前に RZC をつけ、－（ハイフン）を抜いてご発注ください
後ろ 3 ケタがカラー番号となります

品番ご記入例　 RZC150309　212

V
ase

ベ
ー
ス

118 119



CERAMIC VASE GIFT

120-352-310 240-276-310/240-275-310/240-274-310/240-272-310/240-273-310/240-271-310 240-285-100/240-281-100/240-282-100/240-286-100/240-283-100

420 800 1,300 500 1,300

R a m a g e s
ラマージュ

Color No.  100:WHITEストーンウェア

120-485-100
¥504
LOT:1 CTN:48
12L 6〇 8H

120-486-100
¥960
LOT:1 CTN:24
15.5L 8〇 10.5H

1/4

120-487-100
¥1,560
LOT:1 CTN:16
18L 9〇 13H

120-488-100
¥600
LOT:1 CTN:48
7.5 11H

1/4

120-489-100
¥1,560
LOT:1 CTN:16
12 18H ※クリアケースを

   セットした時の
   使用例。

366-105-100

366-105-100 ＋ 860-002-000

C l a i r e
クレア

366-104-100
¥720
LOT:1 CTN:64
11.5□ 5.5H

366-105-100
¥1,200
LOT:1 CTN:32
15.5□ 7H

磁器 Color No.  100:WHITE

366-106-100
¥960
LOT:1 CTN:48
15L 12.5W 5.5H

C l e a r  c a s e
クリア ケースス

860-001-000
¥360
LOT:1 CTN:200
12L 9W 10.5H

860-002-000
¥540
LOT:1 CTN:100
15.5L 12.5W 14H

860-003-000
¥420
LOT:1 CTN:200
15.5L 9.5W 10.5H

Color No.  000:CLEARPET・ 紙

600

300 450 350

1,000 800

※366-104に適応 ※366-105に適応 ※366-106に適応

Femi Anthology
フェミ アンソロジー

240-281-100
¥1,680
LOT:1Box（4P）　7 7.5H

Color No.  100:WHITE

240-282-100
¥600
LOT:1 CTN:64　9 9H

240-283-100 240-284-100240-285-100 240-286-100

ストーンウェア

ストーンウェア

1400

1680

500

326-235-100 / 326-237-100120-474-104 / 120-476-820

1920 2400 1700

é c r i n
エクラン

Color No.  104:PEARL WHITE   820:PEARL BLACK
ストーンウェア/ペイント（PEARL BLACKのみ内側ペイント）
※釉薬の特性上、発色に個体差があります。

120-474-104
¥2,304
LOT:1Box（4P）　8L 6.5W 7.5H

120-474-820 120-475-104
¥2,880
LOT:1Box（4P）　10L 7.5W 9H

120-475-820

1/4

120-476-104
¥2,040
LOT:1Box（4P）　12L 8.5W 11H

120-476-820

m i n i  a n t h o l o g y
ミニ アンソロジー

240-271-310
¥2,016 1680¥2,016 1680¥2,016 1400¥1,680 1400¥1,680 1400¥1,680
LOT:1Box（6P）
6.5 6.5H

（口径：6φ）

240-275-310

LOT:1Box（6P）
6.5 6.5H

（口径：5.5φ）

240-276-310

LOT:1Box（4P）
7.5 7.5H

（口径：6φ）
Color No.  310:IVORY

240-273-310

LOT:1Box（6P）
6 6.5H

240-274-310

LOT:1Box（4P）
7 7.5H

1/32

Color No.  310:IVORY

l e  c o e u r
ル クール

120-350-310
¥1,824
LOT:1Box（4P）
9L 8W 7H

（口径：8□）

120-351-310
¥624
LOT:1 CTN:48
10L 9W 8.5H

（口径：9□）

上面図

1/81/16

1520 520

※釉薬の特性上、模様の出方･発色に個体差があります。
ストーンウェア

120-352-310
¥960
LOT:1 CTN:36
12L 10.5W 11H

（口径：10□）
1/6

800

O r d i n e
オルディネ

520

326-236-
¥624
LOT:1 CTN:64
10L 7.5W 8.5H

Color No.  100:WHITE   800:BLACK

800

326-238-
¥960
LOT:1 CTN:48
8.5□ 13.5H

420

陶器

326-235-
¥504
LOT:1 CTN:80
7.5□ 8H

820

326-237-
¥984
LOT:1 CTN:36
14L 7.5W 10.5H

Color No.
100

Color No.
800

240-272-310

LOT:1Box（4P）
7.5 7.5H

（口径：7φ）
1/16

CERAMIC VASE GIFT

120-352-310 240-276-310/240-275-310/240-274-310/240-272-310/240-273-310/240-271-310 240-285-100/240-281-100/240-282-100/240-286-100/240-283-100

420 800 1,300 500 1,300

R a m a g e s
ラマージュ

Color No.  100:WHITEストーンウェア

120-485-100
¥504
LOT:1 CTN:48
12L 6〇 8H

120-486-100
¥960
LOT:1 CTN:24
15.5L 8〇 10.5H

1/4

120-487-100
¥1,560
LOT:1 CTN:16
18L 9〇 13H

120-488-100
¥600
LOT:1 CTN:48
7.5 11H

1/4

120-489-100
¥1,560
LOT:1 CTN:16
12 18H ※クリアケースを

   セットした時の
   使用例。

366-105-100

366-105-100 ＋ 860-002-000

C l a i r e
クレア

366-104-100
¥720
LOT:1 CTN:64
11.5□ 5.5H

366-105-100
¥1,200
LOT:1 CTN:32
15.5□ 7H

磁器 Color No.  100:WHITE

366-106-100
¥960
LOT:1 CTN:48
15L 12.5W 5.5H

C l e a r  c a s e
クリア ケース

860-001-000
¥360
LOT:1 CTN:200
12L 9W 10.5H

860-002-000
¥540
LOT:1 CTN:100
15.5L 12.5W 14H

860-003-000
¥420
LOT:1 CTN:200
15.5L 9.5W 10.5H

Color No.  000:CLEARPET・ 紙

600

300 450 350

1,000 800

※366-104に適応 ※366-105に適応 ※366-106に適応

Femi Anthology
フェミ アンソロジー

240-281-100
¥1,680
LOT:1Box（4P）　7 7.5H

Color No.  100:WHITE

240-282-100
¥600
LOT:1 CTN:64　9 9H

240-283-100 240-284-100240-285-100 240-286-100

ストーンウェア

ストーンウェア

1400

1680

500

326-235-100 / 326-237-100120-474-104 / 120-476-820

1920 2400 1700

é c r i n
エクラン

Color No.  104:PEARL WHITE   820:PEARL BLACK
ストーンウェア/ペイント（PEARL BLACKのみ内側ペイント）
※釉薬の特性上、発色に個体差があります。

120-474-104
¥2,304
LOT:1Box（4P）　8L 6.5W 7.5H

120-474-820 120-475-104
¥2,880
LOT:1Box（4P）　10L 7.5W 9H

120-475-820

1/4

120-476-104
¥2,040
LOT:1Box（4P）　12L 8.5W 11H

120-476-820

m i n i  a n t h o l o g y
ミニ アンソロジー

240-271-310
¥2,016 1680¥2,016 1680¥2,016 1400¥1,680 1400¥1,680 1400¥1,680
LOT:1Box（6P）
6.5 6.5H

（口径：6φ）

240-275-310

LOT:1Box（6P）
6.5 6.5H

（口径：5.5φ）

240-276-310

LOT:1Box（4P）
7.5 7.5H

（口径：6φ）
Color No.  310:IVORY

240-273-310

LOT:1Box（6P）
6 6.5H

240-274-310

LOT:1Box（4P）
7 7.5H

1/32

Color No.  310:IVORY

l e  c o e u r
ル クールル クール

120-350-310
¥1,824
LOT:1Box（4P）
9L 8W 7H

（口径：8□）

120-351-310
¥624
LOT:1 CTN:48
10L 9W 8.5H

（口径：9□）

上面図

1/81/16

1520 520

※釉薬の特性上、模様の出方･発色に個体差があります。
ストーンウェア

120-352-310
¥960
LOT:1 CTN:36
12L 10.5W 11H

（口径：10□）
1/6

800

O r d i n e
オルディネ

520

326-236-
¥624
LOT:1 CTN:64
10L 7.5W 8.5H

Color No.  100:WHITE   800:BLACK

800

326-238-
¥960
LOT:1 CTN:48
8.5□ 13.5H

420

陶器

326-235-
¥504
LOT:1 CTN:80
7.5□ 8H

820

326-237-
¥984
LOT:1 CTN:36
14L 7.5W 10.5H

Color No.
100

Color No.
800

240-272-310

LOT:1Box（4P）
7.5 7.5H

（口径：7φ）
1/16

表記の見方 品番　　品番の前に RZC をつけ、－（ハイフン）を抜いてご発注ください
　　　　 後ろ 3 ケタがカラー番号となります

[ 例 ]RZC150309　212（株）クレイ
・ブループライス 上代　メーカー上代

ロット　カートン入り数　　/ の前の単位でご注文ください

表記の見方 品番　　品番の前に RZC をつけ、－（ハイフン）を抜いてご発注ください
　　　　 後ろ 3 ケタがカラー番号となります

[ 例 ]RZC150309　212（株）クレイ
・ブループライス 上代　メーカー上代

ロット　カートン入り数　　/ の前の単位でご注文ください

V
ase

ベ
ー
ス
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CERAMIC VASE
JAPANESQUE

CERAMIC VASE TRADITIONAL

C é l e s t i n e
セレスティーヌ

820-620-172
¥2,640
LOT:1 CTN:18

820-623-172
¥3,360
LOT:1 CTN:12

〇

820-624-172
¥7,800
LOT:1 CTN:6

〇

Color No.  172:ANTIQUE WHITEポリレジン / ペイント

上面図

820-622-172
¥7,200
LOT:1 CTN:6

820-621-172
¥3,840
LOT:1 CTN:9

820-620~820-622

820-623, 820-6241/4 2/3

2,200 3,200 6,000 2,800 6,500

C h a r l e s
シャルル

820-650-802
¥3,840
LOT:1 CTN:8

ポリレジン / ペイント

3,200

820-654-802
¥1,920
LOT:1 CTN:18

（口径：8.5φ）

1,600

820-655-802
¥4,080
LOT:1 CTN:8

（口径：12φ）

3,400

820-656-802
¥10,800
LOT:1 CTN:4

（口径：16φ）
Color No.  802:ANTIQUE BLACK

9,000

820-624-172

820-650-802 / 820-656-802 / 820-655-802

170-672-580

155-751-200 

※170-021に適応

860-210-000
¥816
LOT:1 CTN:100   

クリアケースは
横から開閉でき
ます。

680

Color No.  200:NATURAL BROWN   311:ANTIQUE IVORY

155-751-200
¥4,200
LOT:1 CTN:6
11.5□ （口径：11□）

155-751-311155-750-311

s o b r e
ソブル

※釉薬の特性上、発色に個体差があります。
※製法上、表面にピンポールやムラ等があります。
※製法上、多少の傾きが生じます。

ストーンウェア

155-750-200
¥2,640
LOT:1 CTN:8
9.5□ （口径：9□）

2,200 3,500

※商品は付属しません。クリアケースのみでの販売となります。
Color No.  000:CLEARPET・紙

※170-022に適応

860-220-000
¥936
LOT:1 CTN:100

780

c l e a r  c a s e
クリアケース

450 1,000 1,700

J A PA N E S Q U E  Ⅱ
ジャパネスク

Color No.
100

170-021- 
¥540
LOT:1 CTN:64
20L 5.5〇 4H

Color No.  100:WHITE  783:GUN METALLIC
ストーンウェア / メッキ仕上（GUN METALLICのみ）

170-022-
¥1,200
LOT:1 CTN:24
30L 7〇 5H

170-023-
¥2,040
LOT:1 CTN:16
40L 8.5〇 6H

Color No.
783

Color No.
100

Color No.
800

Cube
キューブ

Color No.
100

Color No.
800

Color No.  100:WHITE   800:BLACK

1/8

144-767-
¥576
LOT:1BOX（4P）

144-766-
¥408
LOT:1BOX（6P）

1/16

144-768-
¥768
LOT:1BOX（4P）

1/6

144-769-
¥1,080
LOT:1BOX（2P）

1/3

Cylinder
シリンダー

Color  Vase
カラーベース

ストーンウェア
1/8

144-776-
¥432
LOT:1BOX（6P）
6□

1/2

144-779-
¥1,320
LOT:1 CTN:24
12□

1/3

144-778-
¥912
LOT:1BOX（3P）
10□

1/6

144-777-
¥660
LOT:1BOX（4P）
8□

360 550 760 1,100 340 480 640 900

1/3 1/2

※釉薬のムラ感や多少のピンホールは、アンティークテイストとして残しております。
Color No.  480:VIRIDIAN   580:BORDEAUXストーンウェア

170-671-480
¥1,920
LOT:1 CTN:16　

170-671-580 170-672-480
¥3,600
LOT:1 CTN:8　

170-672-580 170-673-480
¥3,600
LOT:1 CTN:12　

170-673-580

n e u
ノイ

1,600 3,000 3,000

CERAMIC VASE
JAPANESQUE

CERAMIC VASE TRADITIONAL

C é l e s t i n e
セレスティーヌ

820-620-172
¥2,640
LOT:1 CTN:18

820-623-172
¥3,360
LOT:1 CTN:12

〇

820-624-172
¥7,800
LOT:1 CTN:6

〇

Color No.  172:ANTIQUE WHITEポリレジン / ペイント

上面図

820-622-172
¥7,200
LOT:1 CTN:6

820-621-172
¥3,840
LOT:1 CTN:9

820-620~820-622

820-623, 820-6241/4 2/3

2,200 3,200 6,000 2,800 6,500

C h a r l e s
シャルル

820-650-802
¥3,840
LOT:1 CTN:8

ポリレジン / ペイント

3,200

820-654-802
¥1,920
LOT:1 CTN:18

（口径：8.5φ）

1,600

820-655-802
¥4,080
LOT:1 CTN:8

（口径：12φ）

3,400

820-656-802
¥10,800
LOT:1 CTN:4

（口径：16φ）
Color No.  802:ANTIQUE BLACK

9,000

820-624-172

820-650-802 / 820-656-802 / 820-655-802

170-672-580

155-751-200 

※170-021に適応

860-210-000
¥816
LOT:1 CTN:100   

クリアケースは
横から開閉でき
ます。

680

Color No.  200:NATURAL BROWN   311:ANTIQUE IVORY

155-751-200
¥4,200
LOT:1 CTN:6
11.5□ （口径：11□）

155-751-311155-750-311

s o b r e
ソブル

※釉薬の特性上、発色に個体差があります。
※製法上、表面にピンポールやムラ等があります。
※製法上、多少の傾きが生じます。

ストーンウェア

155-750-200
¥2,640
LOT:1 CTN:8
9.5□ （口径：9□）

2,200 3,500

※商品は付属しません。クリアケースのみでの販売となります。
Color No.  000:CLEARPET・紙

※170-022に適応

860-220-000
¥936
LOT:1 CTN:100

780

c l e a r  c a s e
クリアケース

450 1,000 1,700

J A PA N E S Q U E  Ⅱ
ジャパネスク

Color No.
100

170-021- 
¥540
LOT:1 CTN:64
20L 5.5〇 4H

Color No.  100:WHITE  783:GUN METALLIC
ストーンウェア / メッキ仕上（GUN METALLICのみ）

170-022-
¥1,200
LOT:1 CTN:24
30L 7〇 5H

170-023-
¥2,040
LOT:1 CTN:16
40L 8.5〇 6H

Color No.
783

Color No.
100

Color No.
800

Cube
キューブ

Color No.
100

Color No.
800

Color No.  100:WHITE   800:BLACK

1/8

144-767-
¥576
LOT:1BOX（4P）

144-766-
¥408
LOT:1BOX（6P）

1/16

144-768-
¥768
LOT:1BOX（4P）

1/6

144-769-
¥1,080
LOT:1BOX（2P）

1/3

Cylinder
シリンダー

Color  Vase
カラーベース

ストーンウェア
1/8

144-776-
¥432
LOT:1BOX（6P）
6□

1/2

144-779-
¥1,320
LOT:1 CTN:24
12□

1/3

144-778-
¥912
LOT:1BOX（3P）
10□

1/6

144-777-
¥660
LOT:1BOX（4P）
8□

360 550 760 1,100 340 480 640 900

1/3 1/2

※釉薬のムラ感や多少のピンホールは、アンティークテイストとして残しております。
Color No.  480:VIRIDIAN   580:BORDEAUXストーンウェア

170-671-480
¥1,920
LOT:1 CTN:16　

170-671-580 170-672-480
¥3,600
LOT:1 CTN:8　

170-672-580 170-673-480
¥3,600
LOT:1 CTN:12　

170-673-580

n e u
ノイ

1,600 3,000 3,000

表記の見方 品番　　品番の前に RZC をつけ、－（ハイフン）を抜いてご発注ください
　　　　 後ろ 3 ケタがカラー番号となります

[ 例 ]RZC150309　212（株）クレイ
・ブループライス 上代　メーカー上代

ロット　カートン入り数　　/ の前の単位でご注文ください

表記の見方 品番　　品番の前に RZC をつけ、－（ハイフン）を抜いてご発注ください
　　　　 後ろ 3 ケタがカラー番号となります

[ 例 ]RZC150309　212（株）クレイ
・ブループライス 上代　メーカー上代

ロット　カートン入り数　　/ の前の単位でご注文ください
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セットした時の
使用例 適応BOX

min i  dome Ⅲ
ミニ ドーム

※器との接地面を保護する
　緩衝材入り

Color No. 000:CLEAR
ガラス

777-193-000

¥636
LOT:1 CTN:60
6φ×12H    

777-193-000
         ＋
159-509-200

c a r d b o a r d  b o x
カードボード  ボックス

Color No.  800:BLACKPET・紙

960-509-800

¥540
LOT:1 CTN:100
8.5□×21H

K O U - T E N
コウ-テン

159-509-100

¥456
LOT:1 CTN:96　7φ×6.5H
※777-193-000に適応

159-509-200 159-509-420

K U M O W A
クモワ

680-903-202

¥2,400
LOT:1 CTN:18
10φ×14.5H

680-904-202

¥3,960
LOT:1 CTN:12
13φ×24H

■商品箱の仕様

Color No.  202:BROWN
天然木 / ガラス

※木製台とガラスのセットでの
　販売になります。

W

商品の箱はアレンジ制作後、
完成品を入れる箱としても
お使いいただけます。
   　 部分は商品を保護する
緩衝材になっています。

H I C H I R I K I
ヒチリキ

159-003-800159-003-100

¥456
LOT:1 CTN:72　6φ×9.5H

（口径：5.5φ）

159-006-800159-006-100

¥576
LOT:1 CTN:48　7φ×12H

（口径：6.5φ）
Color No. 100:WHITE  800:BLACKストーンウェア

※860-502に適応

359-001-100

¥600
LOT:1 CTN:72　
5φ×14H

359-001-200

¥600
LOT:1 CTN:72　
5φ×14H

359-001-410

¥600
LOT:1 CTN:72
5φ×14H

o b l i q u e
オブリーク

Color No. 100:WHITE  200:BROWN  410:CELADON GREEN  陶器
※860-501・860-502に適応

159-003-100+860-502-000

Color No.  000:CLEAR
PET・紙

860-501-000

¥540
LOT:1 CTN:100
9□×22.5H

Color No.  000:CLEAR
PET・紙

860-502-000

¥636
LOT:1 CTN:100
13L×9W×28H

c lear  case 
クリア ケース 

359-001-100+860-501-000

FUNERAL COLLECTION

530

380

450

2,000

3,300

380

500 500 500 530

480
450

※960-509-800
   に適応

T E N - M O K U
テン-モク

min i  dome Ⅳ
ミニ ドーム

Color No. 209:ASH BROWN  314:PEARL IVORY  410:CELADON GREEN 
ストーンウェア

159-504-209

¥1,140
LOT:1 CTN:24　12.5φ×7H
※777-195-000に適応

159-504-314 159-504-410

min i  dome Ⅴ
ミニ ドーム

※器との接地面を保護する
　緩衝材入り

Color No. 000:CLEARガラス

777-195-000

¥960
LOT:1 CTN:36
9φ×20H
※159-504に適応 777-195-000

         ＋
159-504-209

※960-504-800に適応

960-504-800

¥780
LOT:1 CTN:50
12.5□×30.5H

Color No.800:BLACKPET・紙

cardboard box 
カードボード ボックス

159-503-209

¥840
LOT:1 CTN:32　10.5φ×6H
※777-194-000に適応

159-503-314 159-503-410

※器との接地面を保護する
　緩衝材入り

Color No. 000:CLEAR
ガラス

777-194-000

¥696
LOT:1 CTN:48
7φ×12H

777-194-000
         ＋
159-503-209

セットした時の
使用例

※960-503-800に適応

適応BOX

960-503-800

¥660
LOT:1 CTN:100
11□×21.5H

Color No.800:BLACKPET・紙

Color No. 209:ASH BROWN  314:PEARL IVORY  410:CELADON GREEN
ストーンウェア

777-194-000
         ＋
159-502-209

960-502-800

¥540
LOT:1 CTN:100
8.5□×21.5H

Color No.800:BLACKPET・紙※960-502-800に適応

min i  dome Ⅳ
ミニ ドーム

※器との接地面を保護する
　緩衝材入り

Color No. 000:CLEAR
ガラス

777-194-000

¥696
LOT:1 CTN:48
7φ×12H

Color No. 209:ASH BROWN  314:PEARL IVORY  410:CELADON GREEN
ストーンウェア

159-502-209

¥552
LOT:1 CTN:48　8.5φ×6H
※777-194-000に適応

159-502-314

¥600
159-502-410

¥552

960-501-800

¥480
LOT:1 CTN:100
7.5□×21H

Color No.800:BLACKPET・紙

777-193-000
         ＋
159-501-209

※960-501-800に適応

min i  dome Ⅲ
ミニ ドーム

※器との接地面を保護する
　緩衝材入り

Color No. 000:CLEAR
ガラス

777-193-000

¥636
LOT:1 CTN:60
6φ×12H    

T S U Z U M I
ツヅミ

159-501-209

¥420
LOT:1 CTN:72　7φ×5H
※777-193-000に適応

159-501-314

¥516
159-501-410

¥420

777-194-000 ＋ 159-510-420

700

950

650

400

450

350350

530

580

800

580

430

460460 500

550

セットした時の
使用例 適応BOX

min i  dome Ⅲ
ミニ ドーム

※器との接地面を保護する
　緩衝材入り

Color No. 000:CLEAR
ガラス

777-193-000

¥636
LOT:1 CTN:60
6φ×12H    

777-193-000
         ＋
159-509-200

適応BOX

c a r d b o a r d  b o x
カードボード  ボックス

Color No.  800:BLACKPET・紙

960-509-800

¥540
LOT:1 CTN:100
8.5□×21H

K O U - T E N
コウ-テン

159-509-100

¥456
LOT:1 CTN:96　7φ×6.5H
※777-193-000に適応

159-509-200 159-509-420

K U M O W A
クモワ

680-903-202

¥2,400
LOT:1 CTN:18
10φ×14.5H

680-904-202

¥3,960
LOT:1 CTN:12
13φ×24H

■商品箱の仕様

Color No.  202:BROWN
天然木 / ガラス

※木製台とガラスのセットでの
　販売になります。

W

商品の箱はアレンジ制作後、
完成品を入れる箱としても
お使いいただけます。
   　 部分は商品を保護する
緩衝材になっています。

H I C H I R I K I
ヒチリキ

159-003-800159-003-100

¥456
LOT:1 CTN:72　6φ×9.5H

（口径：5.5φ）

159-006-800159-006-100

¥576
LOT:1 CTN:48　7φ×12H

（口径：6.5φ）
Color No. 100:WHITE  800:BLACKストーンウェア

※860-502に適応

159-006-100 159-006

359-001-100

¥600
LOT:1 CTN:72　
5φ×14H

359-001-200

¥600
LOT:1 CTN:72　
5φ×14H

359-001-410

¥600
LOT:1 CTN:72
5φ×14H

o b l i q u e
オブリーク

Color No. 100:WHITE  200:BROWN  410:CELADON GREEN  

オブリーク

陶器
※860-501・860-502に適応

159-003-100+860-502-000

Color No.  000:CLEAR
PET・紙

860-501-000

¥540
LOT:1 CTN:100
9□×22.5H

Color No.  000:CLEAR
PET・紙

860-502-000

¥636
LOT:1 CTN:100
13L×9W×28H

c lear  case 
クリア ケース 

359-001-100+860-501-000

FUNERAL COLLECTION

530

380

450

2,000

3,300

380

500 500 500 530

480
450

※960-509-800
   に適応

T E N - M O K U
テン-モク

min i  dome Ⅳ
ミニ ドーム

Color No. 209:ASH BROWN  314:PEARL IVORY  410:CELADON GREEN 
ストーンウェア

159-504-209

¥1,140
LOT:1 CTN:24　12.5φ×7H
※777-195-000に適応

159-504-314 159-504-410

min i  dome Ⅴ
ミニ ドーム

※器との接地面を保護する
　緩衝材入り

Color No. 000:CLEARガラス

777-195-000

¥960
LOT:1 CTN:36
9φ×20H
※159-504に適応 777-195-000

         ＋
159-504-209

※960-504-800に適応

960-504-800

¥780
LOT:1 CTN:50
12.5□×30.5H

Color No.800:BLACKPET・紙

cardboard box 
カードボード ボックス

159-503-209

¥840
LOT:1 CTN:32　10.5φ×6H
※777-194-000に適応

159-503-314 159-503-410

※器との接地面を保護する
　緩衝材入り

Color No. 000:CLEAR
ガラス

777-194-000

¥696
LOT:1 CTN:48
7φ×12H

777-194-000
         ＋
159-503-209

セットした時の
使用例

※960-503-800に適応

適応BOX

960-503-800

¥660
LOT:1 CTN:100
11□×21.5H

Color No.800:BLACKPET・紙

Color No. 209:ASH BROWN  314:PEARL IVORY  410:CELADON GREEN
ストーンウェア

777-194-000
         ＋
159-502-209

960-502-800

¥540
LOT:1 CTN:100
8.5□×21.5H

Color No.800:BLACKPET・紙※960-502-800に適応

min i  dome Ⅳ
ミニ ドーム

※器との接地面を保護する
　緩衝材入り

Color No. 000:CLEAR
ガラス

777-194-000

¥696
LOT:1 CTN:48
7φ×12H

Color No. 209:ASH BROWN  314:PEARL IVORY  410:CELADON GREEN
ストーンウェア

159-502-209

¥552
LOT:1 CTN:48　8.5φ×6H
※777-194-000に適応

159-502-314

¥600
159-502-410

¥552

960-501-800

¥480
LOT:1 CTN:100
7.5□×21H

Color No.800:BLACKPET・紙

777-193-000
         ＋
159-501-209

※960-501-800に適応

min i  dome Ⅲ
ミニ ドーム

※器との接地面を保護する
　緩衝材入り

Color No. 000:CLEAR
ガラス

777-193-000

¥636
LOT:1 CTN:60
6φ×12H    

T S U Z U M I
ツヅミ

159-501-209

¥420
LOT:1 CTN:72　7φ×5H
※777-193-000に適応

159-501-314

¥516
159-501-410

¥420

777-194-000 ＋ 159-510-420

700

950

650

400

450

350350

530

580

800

580

430

460460 500

550

159-006-100 159-006

オブリークオブリーク

000:CLEAR

0

表記の見方 品番　　品番の前に RZC をつけ、－（ハイフン）を抜いてご発注ください
　　　　 後ろ 3 ケタがカラー番号となります

[ 例 ]RZC150309　212（株）クレイ
・ブループライス 上代　メーカー上代

ロット　カートン入り数　　/ の前の単位でご注文ください

表記の見方 品番　　品番の前に RZC をつけ、－（ハイフン）を抜いてご発注ください
　　　　 後ろ 3 ケタがカラー番号となります

[ 例 ]RZC150309　212（株）クレイ
・ブループライス 上代　メーカー上代

ロット　カートン入り数　　/ の前の単位でご注文ください
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777-260-000777-260-000777-260-000777-260

Espérance
エスペランス

777-240-000

777-290-000

Pantoufles de verre
ポントゥフル  ド  ヴェール

対応クリアケース

※商品は付属しません。
   クリアケースのみでの
   販売になります。

860-026-000

¥732
LOT：1 CTN：100
14L×12.5W×13H

Color No.  000:CLEAR
PET

610

※777-260に適応

1,000

777-260-000

¥1,200
LOT：1 CTN：24
12L×5.5W×10H

Color No.  000:CLEAR
ガラス W

777-290-000

¥3,960
LOT：1 CTN：24
13φ×21H

Color No.  000:CLEAR
ガラス・天然木・鉄

3,300

W

ボヌール  ド  プ リンセス

G l a s s  D o m e  F r i e n d s
ガラス　ドーム　フレンズ

Color No.  001:BEAR   002:BIRD   004:DIAMOND

□商品箱の仕様

商品の箱はアレンジ制作
後、完成品を入れる箱として
もお使い頂けます。
           部分は商品を保護
する緩衝材になっています。

ガラス

777-150-001

¥2,040
LOT：1 CTN：24
12.5φ×14H

（ドームのみ：10φ×10H）
（皿：12.5φ×1.5H）

1,700

777-150-004

¥2,040
LOT：1 CTN：24
12.5φ×12.5H

1,700

777-150-002

¥2,040
LOT：1 CTN：24
12.5φ×13.5H

1,700

組み立て方法

※何度も着脱するとねじ穴がゆるみ、
   固定しづらくなる場合があります。

※商品の箱はアレンジ制作後、
   完成品を入れる箱としても
   お使い頂けます。

部分は商品を保護する
緩衝材になっています。

W

P e t i t  J a r d i n  m i n i
プティ ジャルダン ミニ

ガラス·銅·MDF（BLACK）·天然木（GOLD）

780-560-902

¥2,160
780-560-802

¥1,920
LOT:1 CTN:36
10.5□×10.5H

1,600 1,800 2,600 2,300

780-561-902

¥3,120
780-561-802

¥2,880
LOT:1 CTN:18
15.5□×10.5H

2,400

Color No.  802:BLACK   902:GOLD

780-562-902

¥2,760
780-562-802

¥2,520
LOT:1 CTN:24
20L×9W×10.5H

2,100

2,600

J a r d i n  m i n i a t u r e
ジャルダン ミニアチュール

780-465-902 / 780-466-902

※内底は鏡面です。
Color No.  902:GOLDガラス･鏡（内底）･真鍮

2,200

780-465-902

¥2,640
LOT：1 CTN：24
12□×8H

780-466-902

¥3,120
LOT：1 CTN：24
15□×8H

2,300

780-467-902

¥2,760
LOT：1 CTN：24
15L×10W×8H

3,000

780-468-902

¥3,600
LOT：1 CTN：12
21L×15W×8H

立てても使用できます。

説明図

抜き差し蝶番をスライドして
開けてお使いください。

上面図

780-465・466

780-467・468

2,400

G l a s s  f r a m e  c o f f r e t
グラス フレーム コフレ

Color No.  802:BLACK   902:GOLD
ガラス･真鍮･MDF（BLACK）･天然木（GOLD） W

780-460-902780-460-802

¥2,880
LOT：1 CTN：24
13□×9H（内寸：3□×2.5H）

側面図

抜き差し蝶番を上にスライドして開けてお使いください。
780-460-902

表記の見方 品番　　品番の前に RZC をつけ、－（ハイフン）を抜いてご発注ください
　　　　 後ろ 3 ケタがカラー番号となります

[ 例 ]RZC150309　212（株）クレイ
・ブループライス 上代　メーカー上代

ロット　カートン入り数　　/ の前の単位でご注文ください

表記の見方 品番　　品番の前に RZC をつけ、－（ハイフン）を抜いてご発注ください
　　　　 後ろ 3 ケタがカラー番号となります

[ 例 ]RZC150309　212（株）クレイ
・ブループライス 上代　メーカー上代

ロット　カートン入り数　　/ の前の単位でご注文ください
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Color No.  000:CLEAR

）。んせまいてし属付は池電（。用使本3池電4単※
※運送便で送る際は電池をはずして別梱包してください。

天然木・ガラス・LEDライト

ルミエ

※ガラス製品には多少の気泡・巻き線が入る場合があります。
 777-142 -000 / 777-143 -000

550-056 -700  / 550-058 -700  / 550-059 -700  

550-056 -700

¥1,440
LOT:1 CTN:20
20L 7.5W 20H

550-058 -700

¥2,160
LOT:1 CTN:12
18L 7.5W 38H

550-059 -700

¥2,640
LOT:1 CTN:8
20L 7.5W 48H

Color No.  700:SILVER

※クリアペイント仕上げのため、鉄の色味に個体差があります。
鉄

※接置面を保護する緩衝材入り。

シャビー　ウッドフレーム シン アイアン フレーム

680-057 -210

¥1,020
LOT:1 CTN:36
12L 4.5W 30H

680-058 -210

¥1,800
LOT:1 CTN:18
18L 6W 38H

680-059 -210

¥2,160
LOT:1 CTN:12
20L 6W 48H

Color No.  210:ASH BROWN

※壁掛け用金具取付済

MDF・紙

680-057～059
壁かけ用金具付（２つ）

680-059 -210 / 680-058 -210 / 680-057 -210

2,500

777-141 -001

¥3,000
LOT：1 CTN：12
13.5 21H

（口径：8φ）
（ガラスのみ：

  13.5 φ 18.5H ）

1,400

777-142 -001

¥1,680
LOT：1 CTN：48
8 17.5H

（ガラスのみ：
  8φ 15H ）

777-143 -001

¥1,800
LOT：1 CTN：36
8 22.5H

（ガラスのみ：
  8φ 20H ）

1,500

1,500 1,800

1,500 1,700

1,200 1,800 2,200850

3,200

3420

1800

2100 4680 9801,200

680

2100

800

500

ガラスシリンダー ウィズ コルク

777-402 -000

¥600
LOT：1 CTN：72
5 26H

（ガラスのみ：5φ 25H ）
777-401 -000  / 777-402 -000  / 777-400 -000

ガラスドーム ウィズ コルク

777-430 -000

¥2,520
LOT：1BOX（6P）
5 11H

（ガラスのみ：5φ 10H ）

777-431 -000

¥5,616
LOT：1BOX（6P）
7.5 12H

（ガラスのみ：7.5φ 11H ）

777-433 -000

¥1,176
LOT：1 CTN：24
12 12H（口径：7φ）

（ガラスのみ：12φ 11H ）

777-432 -000

¥1,440
LOT：1 CTN：24
10 16H

（ガラスのみ：10φ 15H ）

Color No.  000:CLEAR

ガラス・コルク

777-400 -000

¥2,160
LOT：1BOX（6P）
5 11H

（ガラスのみ：5φ 10H ）
ガラス・コルク

Color No.  000:CLEAR

777-410 -000

¥4,104
LOT：1BOX（6P）
7.5 12H

（ガラスのみ：7.5φ 11H ）

777-411 -000

¥816
LOT：1 CTN：48
9.5 12H

（ガラスのみ：9.5φ 11H ）

777-412 -000

¥960
LOT：1 CTN：36
9.5 16H

（ガラスのみ：9.5φ 15H ）

777-401 -000

¥2,520
LOT：1BOX（6P）
5 16H

（ガラスのみ：5φ 15H ）

777-431 -000  / 777-433 -000  / 777-432 -000  / 777-430 -000

スタンド プリエ

550-046 -902

※折りたたみ時Color No.  902:GOLD鉄

550-045 -902

¥1,800
LOT:1 CTN:40
25L 15.5W 25H

（折り畳み時：25L 1W 25H）

550-046 -902

¥2,040
LOT:1 CTN:36
25L 15.5W 40H

（折り畳み時：25L 1W 40H）

※本商品はMDFに紙貼り
を施しており、水に弱いた
めお手入れの際は乾いた
布をご使用下さい。

照明をおとした時

FRAME

Color No.  102:WHITE   300:NATURAL

680-891 -102

¥3,840
LOT:1 CTN:16 　21□×7H

680-890 -300 680-891 -300

ナチュラル ウッド ボックス

構造図

アクリル板

マグネット

マグネット

ダボ

フタ本体

保護フィルム

2,000

天然木・アクリル板
※壁かけ用の三角金具2つ同梱
※天然木を使用しているフレームは、個々の木目や節が異なり、小さな傷、乾燥によるひび割れや反り、貼りあわせ部分に隙間が生じる場合があります。
※アンティーク感を出すため色ムラを残したペイントを施しております。

680-890 -102

¥2,400
LOT:1 CTN:24 　15□×7H

表記の見方 品番　　品番の前に RZC をつけ、－（ハイフン）を抜いてご発注ください
　　　　 後ろ 3 ケタがカラー番号となります

[ 例 ]RZC150309　212（株）クレイ
・ブループライス 上代　メーカー上代

ロット　カートン入り数　　/ の前の単位でご注文ください

表記の見方 品番　　品番の前に RZC をつけ、－（ハイフン）を抜いてご発注ください
　　　　 後ろ 3 ケタがカラー番号となります

[ 例 ]RZC150309　212（株）クレイ
・ブループライス 上代　メーカー上代

ロット　カートン入り数　　/ の前の単位でご注文ください
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※本商品はMDFに紙貼りを施しており、水に弱いためお手入れの際は乾いた布をご使用ください。
※WHITEとIVORYは木目調、BLACKは木目なしの紙を使用しております。
※商品の箱はアレンジ制作後、完成品を入れる箱としてもお使いいただけます。
※内寸はPET板をはめていない時のサイズです。
※意匠登録済

680-823-
¥3,360
LOT:1 CTN:12
30L×21W×5H

（内寸：27L×18W×3.5H）

680-821-
¥2,400
LOT:1 CTN:24
30L×11W×5H

（内寸：27L×7.5W×3.5H）

680-820-
¥3,000
LOT:1 CTN:12
21□×5H

（内寸：18□×3.5H）

680-822-
¥2,880
LOT:1 CTN:18
30L×14W×5H

（内寸：27L×11W×3.5H）

Color No.
310

Color No.
100

680-819-
¥2,160
LOT:1 CTN:30
14.5□×5H

（内寸：11.5□×3.5H）

Color No.
800

680-824-310

¥5,760
LOT:1 CTN:9
42L×30W×5H

（内寸：39L×27W×3.5H）

Color No.  310:IVORY   800:BLACK

h e r b i e r（厚み8cm）
エルビエ 

MDF・紙・ガラス・PET板

680-839-310

¥2,880
LOT:1 CTN:24　14.5□×8H

（内寸：11.5□×6H）

680-839-800 680-840-310

¥3,960
LOT:1 CTN:12　21□×8H

（内寸：18□×6H）

680-840-800 680-841-310

¥3,600
LOT:1 CTN:16　30L×11W×8H

（内寸：27L×7.5W×6H）

680-841-800 680-842-310

¥3,840
LOT:1 CTN:12　30L×14W×8H

（内寸：27L×11W×6H）

680-842-800

W

h e r b i e r（厚み5cm）
エルビエ

Color No.  100:WHITE  310:IVORY  800:BLACKMDF・紙・ガラス・PET板 W

※上記サイズは多少の誤差があります。

厚み8cm

フタ本体

8cm

1.8 4.5

5cm

フタ本体

1.8 1.8

厚み5cm

PET板

ガラス

マグネット

ガラス

フタ本体

保護フィルム

構造図 断面図

PET板

ガラス

ガラス

2,400

1,800

3,800

2,500 2,000 2,400 2,800

4,800

3,300 3,000 3,200

680-800-100

he r b ie r Photo box
エルビエ フォト ボックス

Color No.  100:WHITE　310:IVORY

680-800-100

¥4,560
LOT:1 CTN:12　15L×10W×20H

（内寸：12L×6W×17H）

680-800-310

※写真2L判に対応
※本商品はMDFに貼紙を施しており、水に弱いためお手入れの際は乾いた布を
   ご使用ください。
※WHITEとIVORYは木目調の紙を使用しております。
※商品の箱はアレンジ製作後、完成品を入れる箱としてもお使いいただけます。
※内寸はPET板をはめていない時のサイズです。
※フォトフレーム部に入っている紙は付属しません。 ※意匠登録済

MDF·紙·ガラス·PET板 W

構造図

保護フィルム

PET板

マグネットダボ

フレーム フレーム

保護フィルム

ガラス ガラス

PET板
マグネット

フタ 本体

アレンジ用ボックス フォトフレーム

3,200

h e r b i e r
エルビエ

680-826-310

※本商品はMDFに紙貼りを施しており、水に弱いためお手入れの際は
   乾いた布をご使用ください。　
※WHITEとIVORYは木目調の紙を使用しております。
※商品の箱はアレンジ制作後、完成品を入れる箱としてもお使いいただけます。　
※内寸はPET板をはめていない時のサイズです。 
※意匠登録済

Color No.  100:WHITE   310:IVORYMDF·紙·ガラス·PET板

680-826-100

¥3,840
LOT:1 CTN:12　19L×19W×5H

（内寸：16L×16W×3.5H）
W

※上記サイズは
　多少の誤差があります。

5cm

フタ本体

1.8 1.8

680－826

PET板

ガラス

マグネット

ガラス

フタ本体

保護フィルム

構造図 断面図

ガラス

ガラス
PET板

680-826-310

表記の見方 品番　　品番の前に RZC をつけ、－（ハイフン）を抜いてご発注ください
　　　　 後ろ 3 ケタがカラー番号となります

[ 例 ]RZC150309　212（株）クレイ
・ブループライス 上代　メーカー上代

ロット　カートン入り数　　/ の前の単位でご注文ください

表記の見方 品番　　品番の前に RZC をつけ、－（ハイフン）を抜いてご発注ください
　　　　 後ろ 3 ケタがカラー番号となります

[ 例 ]RZC150309　212（株）クレイ
・ブループライス 上代　メーカー上代

ロット　カートン入り数　　/ の前の単位でご注文ください
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表記の見方 品番　　品番の前に RZC をつけ、－（ハイフン）を抜いてご発注ください
　　　　 後ろ 3 ケタがカラー番号となります

[ 例 ]RZC150309　212（株）クレイ
・ブループライス 上代　メーカー上代

ロット　カートン入り数　　/ の前の単位でご注文ください

表記の見方 品番　　品番の前に RZC をつけ、－（ハイフン）を抜いてご発注ください
　　　　 後ろ 3 ケタがカラー番号となります

[ 例 ]RZC150309　212（株）クレイ
・ブループライス 上代　メーカー上代

ロット　カートン入り数　　/ の前の単位でご注文ください

1,200

550-021-902

860-820-000
¥816
LOT:1 CTN:100
19□×11.5H
※680-082に適応

860-830-000
¥1,020
LOT:1 CTN:100
21.5L×31W×11.5H
※680-083に適応

860-810-000
¥720
LOT:1 CTN:100
15.5□×11.5H
※680-081に適応

Color No.  000:CLEAR

860-800-000
¥1,020
LOT:1 CTN:100
15.5L×40.5W×11.5H
※680-080に適応

PET・紙

680-082-
¥1,680
LOT:1 CTN:48
18□×4.5H

680-083-
¥2,760
LOT:1 CTN:24
21L×30W×4.5H

680-080-
¥3,000
LOT:1 CTN:24
15L×40W×4.5H

Color No.  102:WHITE   802:BLACK

680-081-
¥1,320
LOT:1 CTN:60
15□×4.5H

MDF
※壁かけ用金具取付済

w o o d  f r a m e  B o x  Ty p e
ウッド フレーム ボックス タイプックス タイプ

y p e

Color No.
102

680-081-
¥1,320
LOT:1 CTN:60T:1 CTN:60T

680-082-
¥1,680
LOT:1 CTN:48T:1 CTN:48T:1 CTN:60

680-082
¥
LO:1 CTN:60

680-083-
2,760

T:1 CTN:24T:1 CTN:24T:1 CTN:48

680-083
¥2,760
LOT

680-080-
3,000

T:1 CTN:24T:1 CTN:24T:1 CTN:24

680-080
¥3,000
LOT

Color No.
802

スタンド用スティック付（１本）
壁かけ用金具付（３つ）

680-083

スタンド用スティック付（１本）
壁かけ用金具付（１つ）

680-081
680-082

680-080

680-080-802

680-036-202

Color No.  202:NATURAL BROWN

※壁かけ用金具取付済
※商品の箱はアレンジ制作後、完成品を入れる箱としてもお使いいただけます。
※天然木を使用しているフレームは、個々の木目や節が異なり、小さな傷、乾燥
   によるひび割れや反り、貼りあわせ部分に隙間が生じる場合があります。
※アンティーク感を出すため、色ムラを残したペイントを施しております。

S h a b b y  w o o d  f r a m e
シャビー ウッド フレーム

680-035-202
¥3,600
LOT:1 CTN:12
30□×6.5H

680-036-202
¥4,320
LOT:1 CTN:10
40L×30W×6.5H

壁かけ用
金具付（2つ）
680-036-202

壁かけ用
金具付（1つ）
680-035-202

天然木

IRON STAND

A M  s t a n d
エーエム スタンド

AM002
¥4,100

AM001
¥2,800

スタンディ

550-025-400

550-025-400
¥480 
LOT:1 / CTN:24
18L×28H
リース

鉄
※意匠登録済

リース

550-027-400
¥600 
LOT:1 / CTN:24
27L×43H

400 500

鉄 / ペイント
10□×50H 12□×70H

Wreath stand 
na tu re
リース スタンド ナチュール

550-021-102
¥1,440
LOT:1 CTN:36
24L×26W×29H

550-021-902

Color No.  102:WHITE   902:GOLD鉄

使用時収納時

吸水フォーム付き
ブーケホルダーを入れたイメージ

後ろから見たイメージ

S t a n d e e  D E C O
スタンディ デコ

鉄 Color No.  802:BLACK

550-410-802
¥4,200
LOT:1 CTN:8
14.5L×14.5W×63H

3,500 10,000

3,000 3,600

1,100 1,400 2,300 2,500

600 680 850 850

Wreath stand 
na tu reⅡ
リース スタンド ナチュール

鉄 Color No.  802:BLACK

550-750-802
¥12,000
LOT:1 CTN:2
18L×18W×102～175H
※高さ調節が可能です。

550-750-802

1,200

550-021-902

860-820-000
¥816
LOT:1 CTN:100
19□×11.5H
※680-082に適応

860-830-000
¥1,020
LOT:1 CTN:100
21.5L×31W×11.5H
※680-083に適応

860-810-000
¥720
LOT:1 CTN:100
15.5□×11.5H
※680-081に適応

Color No.  000:CLEAR

860-800-000
¥1,020
LOT:1 CTN:100
15.5L×40.5W×11.5H
※680-080に適応

PET・紙

680-082-
¥1,680
LOT:1 CTN:48
18□×4.5H

680-083-
¥2,760
LOT:1 CTN:24
21L×30W×4.5H

680-080-
¥3,000
LOT:1 CTN:24
15L×40W×4.5H

Color No.  102:WHITE   802:BLACK

680-081-
¥1,320
LOT:1 CTN:60
15□×4.5H

MDF
※壁かけ用金具取付済

w o o d  f r a m e  B o x  Ty p e
ウッド フレーム ボックス タイプ

Color No.
102

Color No.
802

スタンド用スティック付（１本）
壁かけ用金具付（３つ）

680-083

スタンド用スティック付（１本）
壁かけ用金具付（１つ）

680-081
680-082

680-080

680-080-802

680-036-202

Color No.  202:NATURAL BROWN

※壁かけ用金具取付済
※商品の箱はアレンジ制作後、完成品を入れる箱としてもお使いいただけます。
※天然木を使用しているフレームは、個々の木目や節が異なり、小さな傷、乾燥
   によるひび割れや反り、貼りあわせ部分に隙間が生じる場合があります。
※アンティーク感を出すため、色ムラを残したペイントを施しております。

S h a b b y  w o o d  f r a m e
シャビー ウッド フレーム

680-035-202
¥3,600
LOT:1 CTN:12
30□×6.5H

680-036-202
¥4,320
LOT:1 CTN:10
40L×30W×6.5H

壁かけ用
金具付（2つ）
680-036-202

壁かけ用
金具付（1つ）
680-035-202

天然木

IRON STAND

A M  s t a n d
エーエム スタンド

AM002
¥4,100

AM001
¥2,800

スタンディ

550-025-400

550-025-400
¥480 
LOT:1 / CTN:24
18L×28H
リース

鉄
※意匠登録済

リース

550-027-400
¥600 
LOT:1 / CTN:24
27L×43H

400 500

鉄 / ペイント
10□×50H 12□×70H

Wreath stand 
na tu re
リース スタンド ナチュール

550-021-102
¥1,440
LOT:1 CTN:36
24L×26W×29H

550-021-902-902

Color No.  102:WHITE   902:GOLD

-102-102

鉄

使用時収納時

吸水フォーム付き
ブーケホルダーを入れたイメージ

後ろから見たイメージ

S t a n d e e  D E C O
スタンディ デコ

鉄 Color No.  802:BLACK

550-410-802
¥4,200
LOT:1 CTN:8
14.5L×14.5W×63H

3,500 10,000

3,000 3,600

1,100 1,400 2,300 2,500

600 680 850 850

Wreath stand 
na tu reⅡ
リース スタンド ナチュール

10,000

鉄 Color No.  802:BLACK

550-750-802
¥12,000
LOT:1 CTN:2
18L×18W×102～175H
※高さ調節が可能です。

550-750-802

V
ase

ベ
ー
ス

132 133



P C  c a p
キャップ

P C  s t r a i g h t - R   
ストレート アール

·

ポリカーボネートとは？

ポリカーボネートの特徴

ポリカーボネート（PC）は高い耐衝撃性
を持ち、耐候性にも優れたプラスチック
素材です。

POLYCARBONATE

高温、低温に強く、耐熱性に優れています。
（耐熱耐冷温度約 -30℃～ 120℃）

ポリカーボネート専用のマイクロファイバー
製のクロスです。
きめが細かいので傷が付きにくく、ポリカー
ボネート本来の輝きを長く維持します。
また静電気の発生を押さえ、ポリカーボネー
トに埃がつきにくくなります。

Microfiber Cloth のお手入れについて

ガラスの 250 倍もの強度で割れにくく、
軽量で持ち運びしやすい素材です。

光の透過率や屈折率はクリスタルガラス
と同等で、高い透明性と輝きを持って
います。

930-157-000＋936-003-000 /  930-156-000＋936-003-000 / 
 930-103-000＋936-001-000

930-108-000

¥8,400
LOT:1 CTN:4
10φ×60H

936-001-000

¥1,440
LOT:1 CTN:36
10φ×7.5H

◯ 1 0

930-100-000

¥2,160
LOT:1 CTN:48
10φ×10H

930-101-000

¥2,520
LOT:1 CTN:36
10φ×15H

930-102-000

¥2,880
LOT:1 CTN:32
10φ×20H

930-103-000

¥3,480
LOT:1 CTN:24
10φ×25H

930-104-000

¥3,840
LOT:1 CTN:12
10φ×30H

1,200

1,800 2,100 2,400 2,900 3,200 7,000

936-002-000

¥1,920
LOT:1 CTN:36
12.5φ×8H

◯ 1 2

930-126-000

¥6,960
LOT:1 CTN:12
12φ×40H

930-124-000

¥4,800
LOT:1 CTN:12
12φ×30H

930-122-000

¥3,600
LOT:1 CTN:24
12φ×20H

930-120-000

¥2,640
LOT:1 CTN:36
12φ×10H

1,600

2,200 3,000 4,000 5,800

930-127-000

¥8,160
LOT:1 CTN:9
12φ×50H

6,800

936-005-000

¥3,840
LOT:1 CTN:12
20.5φ×8.5H

◯ 2 0

930-200-000

¥5,040
LOT:1 CTN:12
20φ×10H

930-202-000

¥6,960
LOT:1 CTN:12
20φ×20H

930-204-000

¥9,840
LOT:1 CTN:6
20φ×30H

930-206-000

¥12,000
LOT:1 CTN:6
20φ×40H

930-207-000

¥16,800
LOT:1 CTN:6
20φ×50H

930-208-000

¥19,200
LOT:1 CTN:4
20φ×60H

930-209-000

¥26,400
LOT:1 CTN:2
20φ×80H

3,200

4,200 5,800 8,200 10,000 14,000 16,000 22,000

936-006-000

¥5,040
LOT:1 CTN:12
25.5φ×8.5H

◯ 2 5

930-250-000

¥6,000
LOT:1 CTN:12
25φ×10H

930-253-000

¥12,000
LOT:1 CTN:4
25φ×25H

930-256-000

¥16,800
LOT:1 CTN:4
25φ×40H

930-258-000

¥24,000
LOT:1 CTN:2
25φ×60H

930-259-000

¥33,600
LOT:1 CTN:1
25φ×80H

4,200

5,000 10,000 14,000 20,000 28,000

936-003-000

¥2,160
LOT:1 CTN:18
15.5φ×8H

◯ 1 5

930-150-000

¥3,480
LOT:1 CTN:24
15φ×10H

1,800

2,900

930-152-000

¥5,040
LOT:1 CTN:18
15φ×20H

4,200

930-154-000

¥6,480
LOT:1 CTN:9
15φ×30H

5,400

930-156-000

¥8,640
LOT:1 CTN:9
15φ×40H

7,200

930-157-000

¥10,800
LOT:1 CTN:6
15φ×51H

9,000

930-158-000

¥13,200
LOT:1 CTN:6
15φ×60H

11,000

930-159-000

¥19,200
LOT:1 CTN:4
15φ×80H

16,000

Color No.  000:CLEARポリカーボネート 

◯ 3 5 M i c r o f i b e r  C l o t h
マイクロファイバー クロス

990-101-100

¥1,200
LOT:1
62L×49H

990-101-100

Flowers to people, people to f lowers.

MICROFIBER CLOTH
 マ イ ク ロ ファ イ バ ー ク ロ ス

1,000

930-350-000

¥13,200
LOT:1 CTN:3
35φ×12H

930-353-000

¥36,000
LOT:1 CTN:1 
35φ×60H

※　35はPC capに対応しておりません

11,000 30,000

Color No.  000:CLEARポリカーボネート 

性能を保つためにお湯での殺菌をお勧めし
ます。汚れが酷い時は中性洗剤を使って
洗って下さい。
柔軟剤で洗うと油脂が Microfiber Cloth
の表面に付くため、使用しないで下さい。

・

・

ポリカーボネートの
魅力をご覧頂けます。

YouTube
CLAYチャンネル

P C  c a p
キャップ

P C  s t r a i g h t - R   
ストレート アール

·

ポリカーボネートとは？

ポリカーボネートの特徴

ポリカーボネート（PC）は高い耐衝撃性
を持ち、耐候性にも優れたプラスチック
素材です。

POLYCARBONATE

高温、低温に強く、耐熱性に優れています。
（耐熱耐冷温度約 -30℃～ 120℃）

ポリカーボネート専用のマイクロファイバー
製のクロスです。
きめが細かいので傷が付きにくく、ポリカー
ボネート本来の輝きを長く維持します。
また静電気の発生を押さえ、ポリカーボネー
トに埃がつきにくくなります。

Microfiber Cloth のお手入れについて

ガラスの 250 倍もの強度で割れにくく、
軽量で持ち運びしやすい素材です。

光の透過率や屈折率はクリスタルガラス
と同等で、高い透明性と輝きを持って
います。

930-157-000＋936-003-000 /  930-156-000＋936-003-000 / 
 930-103-000＋936-001-000

930-108-000

¥8,400
LOT:1 CTN:4
10φ×60H

936-001-000

¥1,440
LOT:1 CTN:36
10φ×7.5H

◯ 1 0

930-100-000

¥2,160
LOT:1 CTN:48
10φ×10H

930-101-000

¥2,520
LOT:1 CTN:36
10φ×15H

930-102-000

¥2,880
LOT:1 CTN:32
10φ×20H

930-103-000

¥3,480
LOT:1 CTN:24
10φ×25H

930-104-000

¥3,840
LOT:1 CTN:12
10φ×30H

1,200

1,800 2,100 2,400 2,900 3,200 7,000

936-002-000

¥1,920
LOT:1 CTN:36
12.5φ×8H

◯ 1 2

930-126-000

¥6,960
LOT:1 CTN:12
12φ×40H

930-124-000

¥4,800
LOT:1 CTN:12
12φ×30H

930-122-000

¥3,600
LOT:1 CTN:24
12φ×20H

930-120-000

¥2,640
LOT:1 CTN:36
12φ×10H

1,600

2,200 3,000 4,000 5,800

930-127-000

¥8,160
LOT:1 CTN:9
12φ×50H

6,800

936-005-000

¥3,840
LOT:1 CTN:12
20.5φ×8.5H

◯ 2 0

930-200-000

¥5,040
LOT:1 CTN:12
20φ×10H

930-202-000

¥6,960
LOT:1 CTN:12
20φ×20H

930-204-000

¥9,840
LOT:1 CTN:6
20φ×30H

930-206-000

¥12,000
LOT:1 CTN:6
20φ×40H

930-207-000

¥16,800
LOT:1 CTN:6
20φ×50H

930-208-000

¥19,200
LOT:1 CTN:4
20φ×60H

930-209-000

¥26,400
LOT:1 CTN:2
20φ×80H

3,200

4,200 5,800 8,200 10,000 14,000 16,000 22,000

936-006-000

¥5,040
LOT:1 CTN:12
25.5φ×8.5H

◯ 2 5

930-250-000

¥6,000
LOT:1 CTN:12
25φ×10H

930-253-000

¥12,000
LOT:1 CTN:4
25φ×25H

930-256-000

¥16,800
LOT:1 CTN:4
25φ×40H

930-258-000

¥24,000
LOT:1 CTN:2
25φ×60H

930-259-000

¥33,600
LOT:1 CTN:1
25φ×80H

4,200

5,000 10,000 14,000 20,000 28,000

936-003-000

¥2,160
LOT:1 CTN:18
15.5φ×8H

◯ 1 5

930-150-000

¥3,480
LOT:1 CTN:24
15φ×10H

1,800

2,900

930-152-000

¥5,040
LOT:1 CTN:18
15φ×20H

4,200

930-154-000

¥6,480
LOT:1 CTN:9
15φ×30H

5,400

930-156-000

¥8,640
LOT:1 CTN:9
15φ×40H

7,200

930-157-000

¥10,800
LOT:1 CTN:6
15φ×51H

9,000

930-158-000

¥13,200
LOT:1 CTN:6
15φ×60H

11,000

930-159-000

¥19,200
LOT:1 CTN:4
15φ×80H

16,000

Color No.  000:CLEARポリカーボネート 

◯ 3 5 M i c r o f i b e r  C l o t h
マイクロファイバー クロス

990-101-100

¥1,200
LOT:1
62L×49H

Flowers to people, people to f lowers.

MICROFIBER CLOTH
 マ イ ク ロ ファ イ バ ー ク ロ ス

1,000

930-350-000

¥13,200
LOT:1 CTN:3
35φ×12H

930-353-000

¥36,000
LOT:1 CTN:1 
35φ×60H

※　35はPC capに対応しておりません

11,000 30,000

Color No.  000:CLEARポリカーボネート 

性能を保つためにお湯での殺菌をお勧めし
ます。汚れが酷い時は中性洗剤を使って
洗って下さい。
柔軟剤で洗うと油脂が Microfiber Cloth
の表面に付くため、使用しないで下さい。

・

・

ポリカーボネートの
魅力をご覧頂けます。

YouTube
CLAYチャンネル

表記の見方 品番　　品番の前に RZC をつけ、－（ハイフン）を抜いてご発注ください
　　　　 後ろ 3 ケタがカラー番号となります

[ 例 ]RZC150309　212（株）クレイ
・ブループライス 上代　メーカー上代

ロット　カートン入り数　　/ の前の単位でご注文ください

表記の見方 品番　　品番の前に RZC をつけ、－（ハイフン）を抜いてご発注ください
　　　　 後ろ 3 ケタがカラー番号となります

[ 例 ]RZC150309　212（株）クレイ
・ブループライス 上代　メーカー上代

ロット　カートン入り数　　/ の前の単位でご注文ください
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スレンダー
P C  s l e n d e r

P C  w a v e
ウェーブ

P C  r e f l e t
ルフレ

P C  g l i t t e r
グリッター

935-062-000 935-075-000 935-084-000 

Color NO.  000:CLEAR ポリカーボネート Color NO.  000:CLEAR ポリカーボネート 

上面図

935-062-000
¥12,000
LOT:1 CTN:6

935-083-000
¥4,560
LOT:1 CTN:6

935-084-000
¥6,480
LOT:1 CTN:6

935-074-000
¥3,600
LOT:1 CTN:9

935-075-000
¥6,000
LOT:1 CTN:6

Color NO.  000:CLEAR 800:BLACK 

P C  c y l i n d e r
シリンダー

930-060-000
¥2,400
LOT:1 CTN:24

930-080-000
¥4,200
LOT:1 CTN:18

930-060-800
¥2,400
LOT:1 CTN:24

930-080-800
¥4,200
LOT:1 CTN:18

Color NO.  000:CLEARポリカーボネート 

ポリカーボネート 
Color NO.  000:CLEAR ポリカーボネート 

935-037-000
¥1,680
LOT:1 CTN:32

(口径：5φ)

935-039-000
¥1,800
LOT:1 CTN:6

(口径：5□)
935-037-000

3,800 5,400 3,000 5,000 10,000

2,000 3,500 2,000 3,5001,400 1,500

POLYCARBONATE

P C  t a p e r
テーパー

935-008-000
¥5,040
LOT:1 CTN:12
15φ 30H

4,200

935-009-000
¥5,040
LOT:1 CTN:6
13□ 29H

4,200

Color No.  000:CLEARポリカーボネート Color NO.  000:CLEARアクリル

A c r y l i c  i c e
アクリル アイス

956-001-000
¥1,680
1袋 (500ｇ,約110粒) / 36袋
2.5L 2W 1.5H

956-002-000
¥1,440
1袋 (300ｇ,約490粒) / 60袋
1.4L 1.1W 1.1H

956-003-000
¥1,560
1袋 (500ｇ,約35粒) / 30袋
2.4□

1,400 1,200 1,300

Color NO.  000:CLEAR
ポリカーボネート 

Color NO.  000:CLEAR
ポリカーボネート 

940-004-000
¥8,640
LOT:1BOX（6P）

938-003-000
¥1,200
LOT:1 CTN:48

P C  s l e n d e r  Ⅱ
スレンダー

P C  p i l s n e r
ピルスナー

938-003-000 938-002-000 940-004-000

1,000 7,200

P C  q u a d r a n g u l a r
クアドラングラー

Color No.  000:CLEARポリカーボネート 

931-104-000
¥4,440
LOT:1 CTN:12
10□ 30H

3,700
931-125-000
¥6,240
LOT:1 CTN:12
12.5□ 35H

5,200
931-157-000
¥9,120
LOT:1 CTN:6
15□ 50H

7,600

P C  d i c e     
ダイス

Color No.  000:CLEARポリカーボネート 

931-253-000
¥12,000
LOT:1 CTN:4
25□ 25H

10,000
931-304-000
¥18,000
LOT:1 CTN:2
30□ 30H

15,000

P C  c a r a f e
カラフェ

Color NO.  000:CLEARポリカーボネート 

938-001-000
¥1,320
LOT:1 CTN:32
8φ
(口径：7φ)

938-002-000
¥2,160
LOT:1 CTN:32
11.5φ
(口径：10φ)

1,100 1,800

スレンダー
P C  s l e n d e r

P C  w a v e
ウェーブ

P C  r e f l e t
ルフレ

P C  g l i t t e r
グリッター

935-062-000 935-075-000 935-084-000 

Color NO.  000:CLEAR ポリカーボネート Color NO.  000:CLEAR ポリカーボネート 

上面図

935-062-000
¥12,000
LOT:1 CTN:6

935-083-000
¥4,560
LOT:1 CTN:6

935-084-000
¥6,480
LOT:1 CTN:6

935-074-000
¥3,600
LOT:1 CTN:9

935-075-000
¥6,000
LOT:1 CTN:6

Color NO.  000:CLEAR 800:BLACK 

P C  c y l i n d e r
シリンダー

930-060-000
¥2,400
LOT:1 CTN:24

930-080-000
¥4,200
LOT:1 CTN:18

930-060-800
¥2,400
LOT:1 CTN:24

930-080-800
¥4,200
LOT:1 CTN:18

Color NO.  000:CLEARポリカーボネート 

ポリカーボネート 
Color NO.  000:CLEAR ポリカーボネート 

935-037-000
¥1,680
LOT:1 CTN:32

(口径：5φ)

935-039-000
¥1,800
LOT:1 CTN:6

(口径：5□)
935-037-000

3,800 5,400 3,000 5,000 10,000

2,000 3,500 2,000 3,5001,400 1,500

POLYCARBONATE

P C  t a p e r
テーパー

935-008-000
¥5,040
LOT:1 CTN:12
15φ 30H

4,200

935-009-000
¥5,040
LOT:1 CTN:6
13□ 29H

4,200

Color No.  000:CLEARポリカーボネート Color NO.  000:CLEARアクリル

A c r y l i c  i c e
アクリル アイス

956-001-000
¥1,680
1袋 (500ｇ,約110粒) / 36袋
2.5L 2W 1.5H

956-002-000
¥1,440
1袋 (300ｇ,約490粒) / 60袋
1.4L 1.1W 1.1H

956-003-000
¥1,560
1袋 (500ｇ,約35粒) / 30袋
2.4□

956-003-000956-002-000
1,400 1,200 1,300

Color NO.  000:CLEAR
ポリカーボネート 

Color NO.  000:CLEAR
ポリカーボネート 

940-004-000
¥8,640
LOT:1BOX（6P）

938-003-000
¥1,200
LOT:1 CTN:48

P C  s l e n d e r  Ⅱ
スレンダー

P C  p i l s n e r
ピルスナー

938-003-000 938-002-000 940-004-000

1,000 7,200

P C  q u a d r a n g u l a r
クアドラングラー

Color No.  000:CLEARポリカーボネート 

931-104-000
¥4,440
LOT:1 CTN:12
10□ 30H

3,700
931-125-000
¥6,240
LOT:1 CTN:12
12.5□ 35H

5,200
931-157-000
¥9,120
LOT:1 CTN:6
15□ 50H

7,600

P C  d i c e     
ダイス

Color No.  000:CLEARポリカーボネート 

931-253-000
¥12,000
LOT:1 CTN:4
25□ 25H

10,000
931-304-000
¥18,000
LOT:1 CTN:2
30□ 30H

15,000

P C  c a r a f e
カラフェ

Color NO.  000:CLEARポリカーボネート 

938-001-000
¥1,320
LOT:1 CTN:32
8φ
(口径：7φ)

938-002-000
¥2,160
LOT:1 CTN:32
11.5φ
(口径：10φ)

1,100 1,800

表記の見方 品番　　品番の前に RZC をつけ、－（ハイフン）を抜いてご発注ください
　　　　 後ろ 3 ケタがカラー番号となります

[ 例 ]RZC150309　212（株）クレイ
・ブループライス 上代　メーカー上代

ロット　カートン入り数　　/ の前の単位でご注文ください

表記の見方 品番　　品番の前に RZC をつけ、－（ハイフン）を抜いてご発注ください
　　　　 後ろ 3 ケタがカラー番号となります

[ 例 ]RZC150309　212（株）クレイ
・ブループライス 上代　メーカー上代

ロット　カートン入り数　　/ の前の単位でご注文ください
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POLYCARBONATE

933-023-000 /  934-002-000 933-012-000 /  974-012-800

カバー 
P C  c o v e r

Color No.  000:CLEAR  800:BLACKポリカーボネート / 800：BLACKのみメラミン

コンポート プレート
P C  c o m p o t e  /  p l a t e P C  d o m e  

ドーム

937-005-000 /  937-006-000 937-008-000 /  974-038-100

937-001-000

¥4,560
LOT:1 CTN:12
18.5φ×27H
(ドーム：15φ×25H）

（皿：18.5φ×2.5H)

937-002-000

¥6,480
LOT:1 CTN:6
21.5φ×32H
(ドーム：18φ×30H）

（皿：21.5φ×2.5H)

937-003-000

¥10,800
LOT:1 CTN:4
24φ×36.5H
(ドーム：20φ×35H）

（皿：24φ×2.5H)

937-004-000

¥14,400
LOT:1 CTN:4
27φ×42H
(ドーム：22.5φ×40H）

（皿：27φ×3H)

937-005-000

¥19,200
LOT:1 CTN:2
29.5φ×47H
(ドーム：25φ×45H）

（皿：29.5φ×3H)
※ 974-035-100 に適応

3,800 5,400 12,000 16,0009,000

ケーキ
c a k e  s t a n d

 スタンド

domeと組み合わせて
お使い頂けます。

974-035-100

¥3,840
LOT:1 CTN:12
22.5φ×35H

974-036-100

¥4,320
LOT:1 CTN:12
28φ×39H

974-038-100

¥7,200
LOT:1 CTN:6
35.5φ×54H

Color No.  000:CLEAR  ドーム：ポリカーボネート / 台：メラミン

Color No.  100:WHITE皿：メラミン / 支柱：鉄

3,200 3,600 6,000

937-006-000

¥22,800
LOT:1 CTN:2
34.5φ×52H
(ドーム：30φ×50H）

（皿：34.5φ×3H)

937-008-000

¥48,000
LOT:1 CTN:1
44.5φ×72H
(ドーム：40φ×70H）

（皿：44.5φ×3H)
※ 974-036-100 に適応 ※ 974-038-100 に適応

19,000 40,000

933-010-000

¥4,560
LOT:1 CTN:12
21φ×17H

933-020-000

¥4,800
LOT:1 CTN:12
21φ×18H

974-010-800

¥2,400
LOT:1 CTN:16
23.5φ×10.5H

974-020-800

¥1,200
LOT:1 CTN:48
23φ×1.5H

3,800 1,000 2,0004,000

933-013-000

¥7,800
LOT:1 CTN:8
31φ×23H

933-023-000

¥10,800
LOT:1 CTN:8
31φ×25H

934-002-000

¥9,600
LOT:1 CTN:4
34φ×12.5H

974-013-800

¥4,800
LOT:1 CTN:8
35.5φ×13.5H

974-023-800

¥2,400
LOT:1 CTN:24
34φ×2H

6,500 9,000
2,000

8,000

4,000

933-012-000

¥7,200
LOT:1 CTN:8
28φ×22.5H

933-022-000

¥8,400
LOT:1 CTN:8
28φ×21H

934-001-000

¥7,200
LOT:1 CTN:4
29.5φ×10H

974-012-800

¥3,840
LOT:1 CTN:8
32φ×12H

974-022-800

¥2,040
LOT:1 CTN:24
31φ×2H6,000 7,000

1,700

6,000

3,200

POLYCARBONATE

933-023-000 /  934-002-000 933-012-000 /  974-012-800

カバー 
P C  c o v e r

Color No.  000:CLEAR  800:BLACKポリカーボネート / 800：BLACKのみメラミン

コンポート プレート
P C  c o m p o t e  /  p l a t e P C  d o m e  

ドーム

937-005-000 /  937-006-000 937-008-000 /  974-038-100

937-001-000

¥4,560
LOT:1 CTN:12
18.5φ×27H
(ドーム：15φ×25H）

（皿：18.5φ×2.5H)

937-002-000

¥6,480
LOT:1 CTN:6
21.5φ×32H
(ドーム：18φ×30H）

（皿：21.5φ×2.5H)

937-003-000

¥10,800
LOT:1 CTN:4
24φ×36.5H
(ドーム：20φ×35H）

（皿：24φ×2.5H)

937-004-000

¥14,400
LOT:1 CTN:4
27φ×42H
(ドーム：22.5φ×40H）

（皿：27φ×3H)

937-005-000

¥19,200
LOT:1 CTN:2
29.5φ×47H
(ドーム：25φ×45H）

（皿：29.5φ×3H)
※ 974-035-100 に適応

3,800 5,400 12,000 16,0009,000

ケーキ
c a k e  s t a n d

 スタンド

domeと組み合わせて
お使い頂けます。

974-035-100

¥3,840
LOT:1 CTN:12
22.5φ×35H

974-036-100

¥4,320
LOT:1 CTN:12
28φ×39H

974-038-100

¥7,200
LOT:1 CTN:6
35.5φ×54H

Color No.  000:CLEAR  ドーム：ポリカーボネート / 台：メラミン

Color No.  100:WHITE皿：メラミン / 支柱：鉄

3,200 3,600 6,000

937-006-000

¥22,800
LOT:1 CTN:2
34.5φ×52H
(ドーム：30φ×50H）

（皿：34.5φ×3H)

937-008-000

¥48,000
LOT:1 CTN:1
44.5φ×72H
(ドーム：40φ×70H）

（皿：44.5φ×3H)
※ 974-036-100 に適応 ※ 974-038-100 に適応

19,000 40,000

933-010-000

¥4,560
LOT:1 CTN:12
21φ×17H

933-020-000

¥4,800
LOT:1 CTN:12
21φ×18H

974-010-800

¥2,400
LOT:1 CTN:16
23.5φ×10.5H

974-020-800

¥1,200
LOT:1 CTN:48
23φ×1.5H

3,800 1,000 2,0004,000

Color No.  000:CLEAR  800:BLACK

933-013-000

¥7,800
LOT:1 CTN:8
31φ×23H

933-023-000

¥10,800
LOT:1 CTN:8
31φ×25H

934-002-000

¥9,600
LOT:1 CTN:4
34φ×12.5H

974-013-800

¥4,800
LOT:1 CTN:8
35.5φ×13.5H

974-023-800

¥2,400
LOT:1 CTN:24
34φ×2H

6,500 9,000
2,000

8,000

4,000

933-012-000

¥7,200
LOT:1 CTN:8
28φ×22.5H

933-022-000

¥8,400
LOT:1 CTN:8
28φ×21H

934-001-000

¥7,200
LOT:1 CTN:4
29.5φ×10H

974-012-800

¥3,840
LOT:1 CTN:8
32φ×12H

974-022-800

¥2,040
LOT:1 CTN:24
31φ×2H6,000 7,000

1,700

6,000

3,200

表記の見方 品番　　品番の前に RZC をつけ、－（ハイフン）を抜いてご発注ください
　　　　 後ろ 3 ケタがカラー番号となります

[ 例 ]RZC150309　212（株）クレイ
・ブループライス 上代　メーカー上代

ロット　カートン入り数　　/ の前の単位でご注文ください

表記の見方 品番　　品番の前に RZC をつけ、－（ハイフン）を抜いてご発注ください
　　　　 後ろ 3 ケタがカラー番号となります

[ 例 ]RZC150309　212（株）クレイ
・ブループライス 上代　メーカー上代

ロット　カートン入り数　　/ の前の単位でご注文ください
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171-440-801 / 171-440-801 / 171-441-101

INTERIOR GREEN

不織布

980-008-
¥1,044
LOT:1 CTN:60
27L×18W×17H
（持手含む：27H）

Color No.  131:ECRU　811:GRAY

※2～3年で土に還る生分解性の布を使用しています。　※Re:potはリバーシブルでお使いいただけます。　※ポケットは前後両面についています。（980-004～008のみ）
※素材の特性上、水をためることができません。
※商標登録済

980-008-
¥1,320
LOT:1 CTN:60
27L×18W×17H
（持ち手含む：27H）

980-006-811 / 980-007-811

Color No.
131

Color No.
811

リ ポット

　　　　    はリバーシブルでお使いいただけます。

（980-007の場合）（980-003の場合）（980-004の場合）

980-003-
¥672
LOT:1 CTN:180
14□×19H

4

980-004-
¥1,020
LOT:1 CTN:100
17□×19H
（持ち手含む：27H）

5

980-005-
¥1,200
LOT:1 CTN:78
21□×22H

（持ち手含む：31H）
6

980-006-
¥1,560
LOT:1 CTN:66
24□×28H
（持ち手含む：39H）

7

980-007-
¥1,800
LOT:1 CTN:50
26□×32H
（持ち手含む：44H）

8

980-002-
¥600
LOT:1 CTN:280
12□×15H
3.5

980-003-
¥600
LOT:1 CTN:180
14□×19H

4

980-001-
¥432
LOT:1 CTN:240
10□×14H

3

980-004-
¥816
LOT:1 CTN:100
17□×19H
（持手含む：27H）

5

980-005-
¥936
LOT:1 CTN:78
21□×22H
（持手含む：31H）

6

980-006-
¥1,200
LOT:1 CTN:66
24□×28H
（持手含む：39H）

7

980-007-
¥1,440
LOT:1 CTN:50
26□×32H
（持手含む：44H）

8

980-002-
¥528
LOT:1 CTN:200
12□×15H
3.5

980-001-
¥504
LOT:1 CTN:360
10□×14H

3

「Re:pot」は時間とともに土に還る生分解性の生地で作られた地球環境にやさしいサステナブル
なアイテムです。Return（還る）、Pot（鉢）から、Re:pot（リ ポット）と名付けられました。鉢カバーや、
小物入れとして幅広くご活用いただけるとともに、直接土を入れて園芸用の鉢としてもご利用いた
だけます。バッグ職人のkurita keiko (k.. design)とCLAYとのコラボレーションにより、インテリア性
が高く使いやすいデザインに仕 上がっています。リバーシブルで 使え、口元の 折り返しなど高
さ調整が出来るため、様々なシーンやインナーポットのサイズに合わせてご利用いただけます。

緑と暮らす
サステナブルな
インテリア

980-003-131 / 980-005-131 / 980-001-131

980-006-811 / 980-007-811

f o n t e
フォンテ

171-440-801 171-441-101

¥2,880
LOT:1 CTN:12　19φ×11.5H
耐荷重：1.5kg
（紐の長さ：100L×3本）

171-441-801

※吊り下げ用の紐３本同梱
Color No.  101:MATT WHITE   801:MATT BLACK

171-440-101

¥1,800
LOT:1 CTN:18　15φ×10.5H
耐荷重：1.5kg
（紐の長さ：100L×3本）

磁器 / 練り込み / 綿（紐）

W o o d  s t a n d  p o t
ウッド スタンド ポット

※鉢と木製台は接着しておりません。取り外し可能です。
※素材の特性上、錆が生じるため、水をためることができません。

鉄 / 天然木

510-960-800

¥13,200
LOT:1 CTN:1
25L×25W×52H
（器：19φ×20H）
（台：25L×25W×47H）

510-961-800

¥20,400
LOT:1 CTN:1
34L×34W×65H
（器：28φ×23H）
（台：34L×34W×60H）

Color No.  800:BLACK

510-960-800

1,500 2,400 11,000 17,000

1,000 1,200 870360 440 500 680 780

1,3001,000 1,500 1,100420 500 560 850

171-440-801 / 171-440-801 / 171-441-101

INTERIOR GREEN

不織布

980-008-
¥1,044
LOT:1 CTN:60
27L×18W×17H
（持手含む：27H）

Color No.  131:ECRU　811:GRAY

※2～3年で土に還る生分解性の布を使用しています。　※Re:potはリバーシブルでお使いいただけます。　※ポケットは前後両面についています。（980-004～008のみ）
※素材の特性上、水をためることができません。
※商標登録済

980-008-
¥1,320
LOT:1 CTN:60
27L×18W×17H
（持ち手含む：27H）

980-006-811 / 980-007-811

Color No.
131

Color No.
811

リ ポット

　　　　    はリバーシブルでお使いいただけます。

（980-007の場合）（980-003の場合）（980-004の場合）

980-003-
¥672
LOT:1 CTN:180
14□×19H

4

980-004-
¥1,020
LOT:1 CTN:100
17□×19H
（持ち手含む：27H）

5

980-005-
¥1,200
LOT:1 CTN:78
21□×22H

（持ち手含む：31H）
6

980-006-
¥1,560
LOT:1 CTN:66
24□×28H
（持ち手含む：39H）

7

980-007-
¥1,800
LOT:1 CTN:50
26□×32H
（持ち手含む：44H）

8

980-002-
¥600
LOT:1 CTN:280
12□×15H
3.5

980-003-
¥600
LOT:1 CTN:180
14□×19H

4

980-001-
¥432
LOT:1 CTN:240
10□×14H

3

980-004-
¥816
LOT:1 CTN:100
17□×19H
（持手含む：27H）

5

980-005-
¥936
LOT:1 CTN:78
21□×22H
（持手含む：31H）

6

980-006-
¥1,200
LOT:1 CTN:66
24□×28H
（持手含む：39H）

7

980-007-
¥1,440
LOT:1 CTN:50
26□×32H
（持手含む：44H）

8

980-002-
¥528
LOT:1 CTN:200
12□×15H
3.5

980-001-
¥504
LOT:1 CTN:360
10□×14H

3

「Re:pot」は時間とともに土に還る生分解性の生地で作られた地球環境にやさしいサステナブル
なアイテムです。Return（還る）、Pot（鉢）から、Re:pot（リ ポット）と名付けられました。鉢カバーや、
小物入れとして幅広くご活用いただけるとともに、直接土を入れて園芸用の鉢としてもご利用いた
だけます。バッグ職人のkurita keiko (k.. design)とCLAYとのコラボレーションにより、インテリア性
が高く使いやすいデザインに仕 上がっています。リバーシブルで 使え、口元の 折り返しなど高
さ調整が出来るため、様々なシーンやインナーポットのサイズに合わせてご利用いただけます。

緑と暮らす
サステナブルな
インテリア

980-003-131 / 980-005-131 / 980-001-131

980-006-811 / 980-007-811

f o n t e
フォンテ

171-440-801 171-441-101

¥2,880
LOT:1 CTN:12　19φ×11.5H
耐荷重：1.5kg
（紐の長さ：100L×3本）

171-441-801

※吊り下げ用の紐３本同梱
Color No.  101:MATT WHITE   801:MATT BLACK

171-440-101

¥1,800
LOT:1 CTN:18　15φ×10.5H
耐荷重：1.5kg
（紐の長さ：100L×3本）

磁器 / 練り込み / 綿（紐）

W o o d  s t a n d  p o t
ウッド スタンド ポット

※鉢と木製台は接着しておりません。取り外し可能です。
※素材の特性上、錆が生じるため、水をためることができません。

鉄 / 天然木

510-960-800

¥13,200
LOT:1 CTN:1
25L×25W×52H
（器：19φ×20H）
（台：25L×25W×47H）

510-961-800

¥20,400
LOT:1 CTN:1
34L×34W×65H
（器：28φ×23H）
（台：34L×34W×60H）

Color No.  800:BLACK

510-960-800

1,500 2,400 11,000 17,000

1,000 1,200 870360 440 500 680 780

1,3001,000 1,500 1,100420 500 560 850

表記の見方 品番　　品番の前に RZC をつけ、－（ハイフン）を抜いてご発注ください
　　　　 後ろ 3 ケタがカラー番号となります

[ 例 ]RZC150309　212（株）クレイ
・ブループライス 上代　メーカー上代

ロット　カートン入り数　　/ の前の単位でご注文ください

表記の見方 品番　　品番の前に RZC をつけ、－（ハイフン）を抜いてご発注ください
　　　　 後ろ 3 ケタがカラー番号となります

[ 例 ]RZC150309　212（株）クレイ
・ブループライス 上代　メーカー上代

ロット　カートン入り数　　/ の前の単位でご注文ください
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RBDBC8326 [SW]
スイートラウンド
¥2,304（税抜）/1箱（6コ）　｜ 1920 ｜
 
１コあたり・・・￥384
発注単位：1箱（6コ）
・φ4.5cm×H6cm
・陶器

 
RBDBC9191  [MW]
Temari Shiro
¥3,744（税抜）/1箱（6コ）　｜ 3120 ｜
 
１コあたり・・・￥624
発注単位：6コ
・φ9cm×H8.5cm
（内寸：間口φ5）
・陶器

 
RBDBC10266  [SW]
シンプルベース
¥1,440（税抜）/1箱（6コ）　｜ 1200 ｜
 
１コあたり・・・￥240
発注単位：1箱（6コ）
・φ5.1cm×H6.4cm
・陶器

 
RBDBC10267 [MB]
ゴールドライン
¥3,240（税抜）/1箱（6コ）　｜ 2700 ｜
 
１コあたり・・・￥540
発注単位：1箱（6コ）
・φ7.5cm×H8.6cm
・陶器

 
RBDBC10270  [MW]
クロススクエア
¥3,600（税抜）/1箱（6コ）　｜ 3000 ｜
 
１コあたり・・・￥600
発注単位：1箱（6コ）
・W8cm×D5cm×H8.7cm
・陶器

 
RBDBC10271 [MW]
ジーン
¥936（税抜）/1コ　｜ 780 ｜
 
発注単位：1コ
・W13.5cm×D6.9cmH10cm
（内寸：間口W9cm×D3.5cmの楕円）
・陶器

 
RBDBC10273［SW］
the~カップ
¥2,736（税抜）/1箱（6コ）　｜ 2880 ｜
 
１コあたり・・・￥456
発注単位：1箱（6コ）
・W8.5cm×D3.5cm×H4.7cm
（内寸：間口W5.1cm×D2.7cmの楕
円）
・陶器

 
RBDBC10283 ［B］
Funagata Kuro
¥960（税抜）/1コ　｜ 800 ｜
 
発注単位：1コ
・W13.5*cm×D5cmH6.5cm
（内寸：間口W11.5cm×D3cmの楕円）
・桐

 
RBDBC10284 ［BR］
heart ベース
¥960（税抜）/1コ　｜ 800 ｜
 
発注単位：1コ
・W8.5cm×D3.6cmH8.5cm
（内寸：間口W4cm×D2.8cm）
・木製

 
RBDBC10285 ［BR］
Maru frame(L)
¥9,600（税抜）/1コ　｜ 8000 ｜
 
発注単位：1コ
・φ45ｃｍ×H6.3ｃｍ
（内寸：内寸φ41cm×H4.8cm）
・木製

 
RBDBC12877
フラワーベース
¥1,512（税抜）/1コ　｜ 1260 ｜
 
発注単位：1コ
・W10cmXH14cmXΦ9.8cm
・陶器

 
RBDBC12878
フラワーベース
¥864（税抜）/1コ　｜ 720 ｜
 
発注単位：1コ
・W5.3cmXH10cmXΦ5.3cm
・陶器

 
RBDBC12880
フラワーベース
¥780（税抜）/1コ　｜ 650 ｜
 
発注単位：1コ
・Ｗ7.5cmＸＨ9cmＸΦ6.4cm
・陶器

 
RBDBC10286 ［BR］
Maru frame(M)
¥6,000（税抜）/1コ　｜ 5000 ｜
 
発注単位：1コ
・φ30ｃｍ×H5.1ｃｍ
（内寸：内寸φ270cm×H3.6cm）
・木製

[MB] ブルー [MP] ピンク

シルバーのラインが目を引くモダン系花器 波のような模様が素敵な可愛く使い易い花器 美しいスパイラルを描くエレガントなフォルムの器

通常アレンジから仏用途のアレンジまで使用出来る花器 コロンと丸くシンプルな花器 高級感漂うクラシカルでスタンダードな器

エレガントにもフェミニンにも使用出来るデザイン性の高い器

飾りのないシンプルなポット クロス模様が新鮮なデザイン

魔法のランプの様な形がユニークな器 取っ手も可愛いナチュラル感漂う器

桐製の舟形花器 塗りの美しいハート型花器塗りの美しい円形のフレーム

 
RBDBC10267 [MP]
シルバーライン
¥3,240（税抜）/1箱（6コ）　｜ 2700 ｜
 
１コあたり・・・￥540
発注単位：1箱（6コ）
・φ7.5cm×H8.6cm
・陶器

 
RBDBC10268  [MW]
エレガントベースM
¥3,240（税抜）/1箱（6コ）　｜ 2700 ｜
 
１コあたり・・・￥540
発注単位：1箱（6コ）
・φ7cm×H8.5cm
・陶器

[MW] ホワイト [SW] ホワイト

 
RBDBC10268  [SW]
エレガントベースS
¥2,304（税抜）/1箱（6コ）　｜ 1080 ｜
 
１コあたり・・・￥384
発注単位：1箱（6コ）
・φ4.9cm×H5.9cm
・陶器

 
RBDBC10269  [MW]
フェミニンポットM
¥960（税抜）/1コ　｜ 800 ｜
 
発注単位：1コ
・W9cm×D9cm×H10.4cm
・陶器

[MW] ホワイト [SW] ホワイト

 
RBDBC10269  [SW]
フェミニンポットS
¥4,320（税抜）/1箱（6コ）　｜ 3600 ｜
 
１コあたり・・・￥720
発注単位：1箱（6コ）
・W7.2cm×D7.2cm×H8.2cm
・陶器

使いやすいシンプルなカラー展開

 
RBDBC11109  [カラー ] 
シンプルカラーベースG
￥3,456（税抜）/１箱（6コ）  ｜ 2,880 ｜
 
1コあたり・・・￥576
発注単位：1箱（6コ）
・W6.5cm×D6.5cmH9cm
（内寸：内寸φ6.2cm×H9cm）
・陶器

[MG]  [MP]

 
RBDBC8325  [LW] 
エレガントトール
￥900（税抜）/１コ  ｜ 750 ｜
 
発注単位：1コ
・W8.5cm×D8.5cmH14.5cm
（内寸：内寸φ8.2cm×H14.5cm）
・陶器

 
RBDBC8326  [LW] 
スイートトール
￥780（税抜）/１コ  ｜ 650 ｜
 
発注単位：1コ
・W7cm×D7cmH12.5cm
（内寸：内寸φ6.7cm×H12cm）
・陶器
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DMAML380 [カラー ]
NEWプリフォトフレーム L縦置き
￥4,560（税抜）/1コ  ｜ 3800 ｜
 
発注単位：1コ
・(オープン時)W29.5cm×H19.8cm×D6ｃｍ
   (クローズ時)W14.5cm×H19.8cm×D7.7ｃｍ
   (アレンジ面内寸)W11.8cm×H17cm×D4.9ｃｍ
・対応写真サイズ：はがきサイズ、２Ｌサイズ

 
DMAML381 [カラー ]
NEWプリフォトフレーム M縦置き
￥4,080（税抜）/1コ ｜ 3400 ｜
 
発注単位：1コ
・(オープン時)W24.3cm×H16.7cm×D6ｃｍ
　(クローズ時)W11.9cm×H16.7cm×D7.7ｃｍ
　(アレンジ面内寸)W9.1cm×H14.1cm×D4.9ｃｍ
・対応写真サイズ：はがきサイズ、Ｌサイズ

  [ 01 ]   [31 ] 

 
DMAML382 [01]
NEWプリフォトフレーム S縦置き
￥3,360（税抜）/1コ  ｜ 2800 ｜
 
発注単位：1コ
・(オープン時)W22.3cm×H14.6cm×D6ｃｍ
　(クローズ時)W11cm×H14.6cm×D7.7ｃｍ
　(アレンジ面内寸)W8.1cm×H11.9cm×D5ｃｍ
・対応写真サイズ：サービス（ＥＣ）サイズ、Ｌサイズ

 
DMAML390 [01]
NEWプリフォトフレーム時計付 L縦置き
￥5,760（税抜）/1コ ｜ 4800 ｜
 
発注単位：1コ
・(オープン時)W29.5cm×H19.8cm×D6ｃｍ
　(クローズ時)W14.5cm×H19.8cm×D7.7ｃｍ
　(アレンジ面内寸)W11.8cm×H17cm×D4.9ｃｍ
・対応写真サイズ：はがきサイズ、２Ｌサイズ

 
DMAML383 [01]
NEWプリフォトフレーム SS縦置き
￥3,240（税抜）/1コ  ｜ 2700 ｜
 
発注単位：1コ
・(オープン時)W23.3cm×H14.6cm×D4ｃｍ
　(クローズ時)W11cm×H14.6cm×D5.7ｃｍ
　(アレンジ面内寸)W8.1cm×H11.9cm×D3ｃｍ
・対応写真サイズ：サービス（ＥＣ）サイズ、Ｌサイズ

 
DMAML386 [01]
NEWプリフォトフレーム SS横置き
￥3,240（税抜）/1コ  ｜ 2700 ｜
 
発注単位：1コ
・(オープン時)W29.4cm×H11cm×D4ｃｍ
　(クローズ時)W14.6cm×H11cm×D5.7ｃｍ
　(アレンジ面内寸)W11.6cm×H8cm×D3ｃｍ
・対応写真サイズ：サービス（ＥＣ）サイズ、Ｌサイズ

 
DMAML384 [01]
NEWプリフォトフレーム W
￥5,760（税抜）/1コ ｜ 4800 ｜
 
発注単位：1コ
・(オープン時)W44.5cm×D14.6cm×D6ｃｍ
　(クローズ時)W22cm×H14.6cm×D7.7ｃｍ
　(アレンジ面内寸)W19.3cm×H11.9cm×D4.9ｃｍ
・対応写真サイズ：サービス（ＥＣ）サイズ、Ｌサイズ

[ 31 ]    [ 01 ] 

 
DMAML385 [01]
NEWプリフォトフレーム　L横置き
￥4,560（税抜）/1コ  ｜ 3800 ｜
 
発注単位：1コ
・(オープン時)W39.9cm×H14.5cm×D6ｃｍ
　(クローズ時)W19.8cm×H14.5cm×D7.7ｃｍ
　(アレンジ面内寸)W17cm×H11.8cm×D4.9ｃｍ
・対応写真サイズ：はがきサイズ、２Ｌサイズ

 
DMAML101 [W]
グレインプリフォトフレーム　Ｗ
￥4,080（税抜）/１コ  ｜ 3400 ｜
 
・発注単位：1コ
・（オープン時）44.5×14.6×奥行き6cm
 （クローズ時）22×14.6×奥行き7.7cm
 （アレンジ面内寸）19.3×11.9×4.9cm
・MDF(紙張り）
・対応写真サイズ：サービスサイズ、Lサイズ

 
DMAML101 [SQ]
グレインプリフォトフレーム　スクエア
￥2,160（税抜）/１コ  ｜ 1800 ｜
 
・発注単位：1コ
・（オープン時）22.5×11×奥行き5cm
 （クローズ時）11×11×奥行き6.7cm
 （アレンジ面内寸）8.3×8.3×4cm
・MDF(紙張り）
・対応写真サイズ：8.9×8.9cm・スクエアサイズ

 
DMAML737 [49]
クアトロプリフォトフレーム
￥4,320（税抜）/１コ   ｜ 3600 ｜
 
・発注単位：1コ
・（最大オープン時）約43.2Ｘ18.5Ｘ奥行6ｃｍ
 （最小クローズ時）14.2Ｘ18.5Ｘ奥行10ｃｍ
 （アレンジ面内寸）約11.5Ｘ16Ｘ5ｃｍ
・MDF(紙張り）
・対応写真サイズ：2Lサイズ

 
DMAML121 [M]
グレインキャリティフレーム　スクエアM
￥2,640（税抜）/１コ  ｜ 2200 ｜
 
・発注単位：1コ
・20×20×奥行き5.5cm
（アレンジ面内寸）12×12×奥行き5cm
（フレーム幅）4cm
・MDF(紙張り）

 
DMAML121 [S]
グレインキャリティフレーム　スクエアS
￥2,160（税抜）/１コ  ｜ 1800 ｜
 
・発注単位：1コ
・16×16×奥行き5.5cm 
 （アレンジ面内寸)8×8×奥行き5cm 
 （フレーム幅）4cm
・MDF(紙張り）

 
DMAML120 [01]
グレインキャリティフレーム　長方形
￥2,880（税抜）/１コ   ｜ 2400 ｜
 
・発注単位：1コ
・30×16×奥行き5.3cm
（アレンジ面内寸）22×8×奥行き5cm
（フレーム幅）4cm
・MDF(紙張り）
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DMAML116 [01]
グレイン２Lフレーム
￥7,200（税抜）/１コ  ｜ 6000 ｜
 
・発注単位：1コ
・26×32×奥行き8.2cm
（アレンジ面内寸）20.5×26.6×奥行き7cm
・MDF(紙張り）
・縦でも横でもお使いいただけます。

 
DMAML117 [01]
グレイン３Lフレーム
￥9,600（税抜）/１コ  ｜ 8000 ｜
 
・発注単位：1コ
・32.7×40.2×奥行き9.3cm
（アレンジ面内寸）27×34.7×奥行き7.8cm
・MDF(紙張り）
・縦でも横でもお使いいただけます。



coco 　－ココ－

標準仕様
・白箱入・PE 袋入

表面材：表　ＰＥＴ　 1.0mm 
素材：樹脂　　　設置方法：置き用

樹脂

80 角　ベージュ 80角　ライトブルー

BOXの取り出し方

BOX（貼箱）イメージ

■パッケージイメージ

100 角　ベージュ

100 角　ライトブルー

ハガキ　ベージュハガキ　ライトブルー

表 裏

中央の引手（リボン）をつまみ
BOXを優しく引き出します。

コ

コ
に
ピッ
タリメッセージ

カ

ー
ド

ハガキ

80角

100 角

" ころん "とかわいい手乗りサイズの立体額。

ボックスにちょこんと作品を飾って、

小箱のような愛らしいアレンジが楽しめます。

80角のサイズ感イメージ

●寸法の単位はすべて mm です。

●本体外寸法・重量  
112 × 112 × 51・  145g
カートン入数 :24

●本体外寸法・重量  
132 × 132 × 51・  175g
カートン入数 :24

●本体外寸法・重量  
132 × 180 × 51 ･  225g
カートン入数 :24

RDSB007001[ カラー ]
ココ　80角

￥2,280（税抜）

RDSB007002[ カラー ]
ココ　100角

￥2,640（税抜）

RDSB007003[ カラー ]
ココ　ハガキ

￥2,760（税抜）

[01]ベージュ

[01]ベージュ

[01]ベージュ [01]ベージュ

[02]ライトブルー

[02]ライトブルー

[02]ライトブルー [02]ライトブルー
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halb  　－ハルプ－

標準仕様
・白箱入・PE 袋入

表面材：表　ＰＥＴ　1.0mm 
素材：樹脂　　　設置方法：置き用

樹脂

透明PETシート:ベージュ

背面ケース

■パッケージイメージ

背面ケースの取り出し方

PET

紙 : ライトブルー

紙
紙イ
メージ

PE
T イメージ

コの字のつまみを優しく引っ張り
背面ケースを引き出します。

スワッグなどを気軽に飾れます。

背面が白い紙製タイプと透明シートタイプが

あるので用途に合わせてアレンジできます！

ギフトにもピッタリです。

●寸法の単位はすべて mm です。

●本体外寸法・重量  
132 × 339 × 51・  340g
カートン入数 :12

●本体外寸法・重量  
132 × 339 × 51・  350g
カートン入数 :12

RDSB008K01[ カラー ]
ハルプ　長方形　紙

￥2,760（税抜）

RDSB008P02[ カラー ]
ハルプ　長方形　PET

￥2,760（税抜）

[01]ベージュ [01]ベージュ[02]ライトブルー [02]ライトブルー
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en l’air 　－アンレール－

アンレールは、
フランス語で≪浮かんでいる≫ことを
意味します。

こだわりの厚み設計によりプリザーブド
フラワーも余裕をもって収納でき、
自由に立体感のあるアレンジをお楽しみい
ただけます。

作品の美しさが際立つ繊細なフレームは、
インテリアはもちろん、ギフトにも最適です。

エレガントな標本風フレーム
360 度どこから見ても美しい

A4　ライトブルー

200 角　ベージュ

セットイメージ

マグネットで
開閉できます！

標準仕様
・白箱入・PE 袋入

表面材：表　アクリル 1.5mm
　　　　中　ＰＥＴ　 0.5mm 2 枚
　　　　裏　アクリル 1.5mm
素材：樹脂
設置方法：置き用

樹脂

表面材と作品の間に
片側 55mm と片側 30mm の
空間があります。

※写真は使用例です。

裏面イメージ

●本体外寸法・重量  
192 × 192 × 102・    750g
カートン入数 :5

●本体外寸法・重量  
252 × 339 × 102 ･  1400g
カートン入数 :5

●本体外寸法・重量  
242 × 242 × 102・  1000g
カートン入数 :5

[01]ベージュ

[01]ベージュ

[01]ベージュ

[02]ライトブルー

[02]ライトブルー

[02]ライトブルー

RDSB006B01[ カラー ]
アンレール　150角

￥3,960（税抜）

RDSB006B03[ カラー ]
アンレール　A4

￥6,600（税抜）

RDSB006B02[ カラー ]
アンレール　200角

￥5,280（税抜）

●寸法の単位はすべて mm です。
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・２LW タテ　ホワイト
・LW タテ　チーク

表面材と作品の間に７ｍｍの空間が

あるから立体の作品が飾れます。

左側は表裏透明なので
浮いたように飾れます！

オリジナル台紙付き
L 判の写真なども飾れます。

・LW タテ 

・２LW タテ 

flotter 　－フロッテ－
両側表裏透明なので浮いたように飾れます！ 表面材：PET1.0mm

素材：木・裏板 /MDF（LW）・丁番 / 鉄
設置方法：置き用

標準仕様
・白箱入・OPP 袋入 木製

LW
裏面イメージ

PET シート

裏板
MDF

裏面から作品をセットし、表と裏から
PET シートでやさしく挟み込む。

※写真は使用例です。

●本体外寸法（片面）・重量  （両面）
117 × 155 × 17・ 210g
カートン入数 :10

●本体外寸法（片面）・重量  （両面）
117 × 155 × 17・ 210g
カートン入数 :10

●本体外寸法（片面）・重量  （両面）  
155 × 206 × 17・   330g
カートン入数 :10

●本体外寸法・重量  
155 × 206 × 17・   330g
カートン入数 :10

[01]チーク

[01]チーク

[01]チーク

[01]チーク

[02]ホワイト

[02]ホワイト

[02]ホワイト

[02]ホワイト

RDSR095026[ カラー ]
フロッテ　LW　タテ

￥2,400（税抜）

RDSR095027[ カラー ]
フロッテ　LW　ヨコ

￥2,400（税抜）

RDSR095028[ カラー ]
フロッテ　２LW　タテ

￥3,300（税抜）

RDSR095029[ カラー ]
フロッテ　２LW　ヨコ

￥3,300（税抜）

●寸法の単位はすべて mm です。

トレンドの標本風アレンジが気軽に楽しめる

2面タイプのフォトフレーム。

木のナチュラルな質感で、簡単におしゃれな

インテリアが完成します。付属のマットの位置をか

えることで、作品の表情も変わります。

ポピーカザロVol.7_2021.indd   5 2022/01/28   9:13:48

V
ase

ベ
ー
ス

148 149



Cacti 　－カクティ－
樹脂

標準仕様
・白箱入・OPP 袋入

表面材：PET0.5mm
素材：樹脂・マット / 紙・裏板 /MDF（LW）
　　・丁番 / 鉄
設置方法：置き用

1316

10 7

PET シート
V カットマット (LW は左側のみ）
スペーサー
台紙
PET シート（LWは片面裏板MDF）

表面材と作品の間に 10ｍｍの空間が

あるから立体の作品が飾れます。

左側は表裏透明なので
浮いたように飾れます！

オリジナル台紙付き
L 判の写真なども飾れます。

・LW タテ 

両側表裏透明なので浮いたように飾れます！

※写真は使用例です。

・LW タテ バーンイエロー　

・２LW タテ ストーンブルー

・２LW タテ 

●本体外寸法（片面）・重量  （両面）  
111 × 149 × 16・   210g
カートン入数 :10

●本体外寸法（片面）・重量  （両面）  
149 × 200 × 16 ・ 315g
カートン入数 :10

RDSR096026[ カラー ]
カクティ　LW　タテ

￥2,100（税抜）

RDSR096028[ カラー ]
カクティ　２LW　タテ

￥2,880（税抜）

[01]バーンレッド

[01]バーンレッド

[03]ストーンホワイト

[03]ストーンホワイト

[02]バーンイエロー

[02]バーンイエロー

[04]ストーンブルー

[04]ストーンブルー

●寸法の単位はすべて mm です。

トレンドの標本風アレンジが気軽に楽し

めるフォトフレーム。

ヴィンテージな質感で、ドライフラワー

アレンジなども簡単におしゃれなインテ

リアに。付属のマットの位置をかえるこ

とで、作品の表情も変わります。
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Message 　－メサージュ－

オリジナル台紙付き
ハガキや写真なども飾れます。

片側に紙 BOX ２L サイズをセットします！

・２LW タテ　ホワイト

・２LW タテ　ブラウン

※写真は使用例です。

標準仕様
･OPP 袋入

フレーム +
プラス

紙BOX専用クリアケース

表面材：PET0.4mm
素材：BOX/ 紙・額 / 樹脂・マット / 紙
・裏板 /MDF・丁番 / 鉄
設置方法：置き用

紙製

●本体外寸法・重量
　 ２L 用：204 × 308 × 69  ･ 90g

フレーム＋
プラス
紙 BOXシリーズ

●本体外寸法（片面）・重量  （両面）  
151 × 202 × 67・   350g
カートン入数 :10

●本体外寸法・重量    
204 × 308 × 69・   90g
カートン入数 :1

RDSP007P05[ カラー ]
メサージュ　2LW　タテ

￥2,640（税抜）

RDSP002P05[01]
メサージュ 2LW専用クリアケース

￥1,320（税抜）

[01]ホワイト [02]ブラウン

標準仕様
・PE 袋PET

●寸法の単位はすべて mm です。

紙ＢＯＸの
組み立て
方はこちら▼

シンプルな2面フレームとセットになった紙製BOXは、とても軽量設計で組み立ても簡単！

工夫次第で素敵なディスプレイになります。箱の空間を自由にアレンジ！クラフトディスプ

レイラッピングBOX、フラワーBOXとしてもご使用いただけます。フレームは2面タイ

プなので片側にメッセージや写真をセットして一緒に飾れます。
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フレーム +
プラス

紙BOX専用クリアケース

※写真は使用例です。

標準仕様
・PE 袋

PET

固定用シート クリアケース

●本体外寸法・重量
256 × 256 × 100mm・150g
カートン入数 :1

●本体外寸法・重量
206 × 206 × 100mm・120g
カートン入数 :1

●本体外寸法・重量
277 × 364 × 110mm・190g
カートン入数 :1

●本体外寸法・重量
235 × 235 × 100mm・125g
カートン入数 :1

RDSP002C02[01]
紙 BOX 用クリアケース
200 角用　クリア

￥1,320（税抜）

RDSP002C01[01]
紙 BOX 用クリアケース
150 角用　クリア

￥1,056（税抜）

RDSP002C03[01]
紙 BOX 用クリアケース
A4 用　クリア

￥1,740（税抜）

RDSP002C04[01]
紙 BOX 用クリアケース
8 角用　クリア

￥1,320（税抜）

フレーム+
プラス

紙 BOX ロイヤル

●本体外寸法・重量（額込）
213 × 213 × 70・160g
内寸法：168 × 168 × 55
カートン入数 :10

●本体外寸法・重量（額込）
256 × 343 × 80・320g
内寸法：210 × 297 × 65
カートン入数 :10

●本体外寸法・重量（額込）
185 × 185 × 70・165g
内寸法：139 × 139 × 55
カートン入数 :10

●本体外寸法・重量（額込）
235 × 235 × 70・230g
内寸法：189 × 189 × 55
カートン入数 :10

RDSP010P04[ カラー ]
フレーム + 紙 BOX　 8 角形

￥2,640（税抜）

RDSP010P03[ カラー ]
フレーム + 紙 BOX 　A4

￥2,640（税抜）

RDSP010P01[ カラー ]
フレーム + 紙 BOX 150 角

￥1,860（税抜）

RDSP010P02[ カラー ]
フレーム + 紙 BOX 200 角

￥2,220（税抜）

作品を引き立てるフレームとセットになった紙製BOX。

とても軽量設計で組み立ても簡単！工夫次第で素敵な

ディスプレイになります。箱の空間を自由にアレンジ！

組み立てスタンド付きで置いて飾ることもできます。

・8角形　ストーンホワイト

・200 角　バーンイエロー

※写真は使用例です。

素材：BOX/ 紙　額 / 樹脂
設置方法：置き掛け兼用（フッ
ク別売り）

【セット内容】
・額縁（吊金具、トンボ）
・PET シート 1 枚
・紙 BOX（本体 1 枚、底板 1 枚）
・吊り紐　１本

[01]バーンレッド

[01]バーンレッド

[01]バーンレッド

[03]ストーンホワイト

[03]ストーンホワイト

[03]ストーンホワイト

[02]バーンイエロー

[02]バーンイエロー

[02]バーンイエロー

[04]ストーンブルー

[04]ストーンブルー

[04]ストーンブルー

紙ＢＯＸの
組み立て
方はこちら▼
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フレーム+
プラス

紙 BOX

※写真は使用例です。 ・A4　クラシックホワイト

パステルホワイト

パステルブルー

・A4　クラシックグリーン

クラシックブルー

・200 角　クラシックブルー
クラシックゴールド

ロイヤル
８角形

●本体外寸法・重量（額込）
201 × 201 × 72・225g
内寸法：139 × 139 × 55
カートン入数 :20

●本体外寸法・重量（額込）
251 × 251 × 72・320g
内寸法：189 × 189 × 55
カートン入数 :20

●本体外寸法・重量（額込）
272 × 359 × 82・375g
内寸法：210 × 297 × 65
カートン入数 :10

●本体外寸法・重量（額込）
219 × 219 × 72・255g
内寸法：168 × 168 × 55
カートン入数 :10

●本体外寸法・重量（額込）
201 × 201 × 72・225g
内寸法：139 × 139 × 55
カートン入数 :20

●本体外寸法・重量（額込）
251 × 251 × 72・320g
内寸法：189 × 189 × 55
カートン入数 :20

●本体外寸法・重量（額込）
272 × 359 × 82・375g
内寸法：210 × 297 × 65
カートン入数 :10

●本体外寸法・重量（額込）
219 × 219 × 72・255g
内寸法：168 × 168 × 55
カートン入数 :10

●本体外寸法・重量（額込）
201 × 201 × 72・225g
内寸法：139 × 139 × 55
カートン入数 :20

●本体外寸法・重量（額込）
251 × 251 × 72・320g
内寸法：189 × 189 × 55
カートン入数 :20

●本体外寸法・重量（額込）
272 × 359 × 82・375g
内寸法：210 × 297 × 65
カートン入数 :10

●本体外寸法・重量（額込）
219 × 219 × 72・255g
内寸法：168 × 168 × 55
カートン入数 :10

●本体外寸法・重量（額込）
201 × 201 × 72・225g
内寸法：139 × 139 × 55
カートン入数 :20

●本体外寸法・重量（額込）
251 × 251 × 72・320g
内寸法：189 × 189 × 55
カートン入数 :20

●本体外寸法・重量（額込）
272 × 359 × 82・375g
内寸法：210 × 297 × 65
カートン入数 :10

●本体外寸法・重量（額込）
219 × 219 × 72・255g
内寸法：168 × 168 × 55
カートン入数 :10

●本体外寸法・重量（額込）
201 × 201 × 66・200g
内寸法：139 × 139 × 55
カートン入数 :20

●本体外寸法・重量（額込）
251 × 251 × 66・225g
内寸法：189 × 189 × 55
カートン入数 :20

●本体外寸法・重量（額込）
272 × 359 × 76・395g
内寸法：210 × 297 × 65
カートン入数 :10

●本体外寸法・重量（額込）
219 × 219 × 66・190g
内寸法：168 × 168 × 55
カートン入数 :10

●本体外寸法・重量（額込）
201 × 201 × 66・200g
内寸法：139 × 139 × 55
カートン入数 :20

●本体外寸法・重量（額込）
251 × 251 × 66・225g
内寸法：189 × 189 × 55
カートン入数 :20

●本体外寸法・重量（額込）
272 × 359 × 76・395g
内寸法：210 × 297 × 65
カートン入数 :10

●本体外寸法・重量（額込）
219 × 219 × 66・190g
内寸法：168 × 168 × 55
カートン入数 :10

●本体外寸法・重量（額込）
201 × 201 × 66・200g
内寸法：139 × 139 × 55
カートン入数 :20

●本体外寸法・重量（額込）
251 × 251 × 66・225g
内寸法：189 × 189 × 55
カートン入数 :20

●本体外寸法・重量（額込）
272 × 359 × 76・395g
内寸法：210 × 297 × 65
カートン入数 :10

●本体外寸法・重量（額込）
219 × 219 × 66・190g
内寸法：168 × 168 × 55
カートン入数 :10

RDSP004P01[01]
フレーム + 紙 BOX 150 角
クラシックホワイト

￥1,860（税抜）

RDSP004P04[01]
フレーム + 紙 BOX 8 角形
クラシックホワイト

￥2,640（税抜）

RDSP004P03[01]
フレーム + 紙 BOX A4
クラシックホワイト

￥2,640（税抜）

RDSP004P01[04]
フレーム + 紙 BOX 150 角
クラシックブルー

￥1,860（税抜）

RDSP004P04[04]
フレーム + 紙 BOX 8 角形
クラシックブルー

￥2,640（税抜）

RDSP004P03[04]
フレーム + 紙 BOX A4
クラシックブルー

￥2,640（税抜）

RDSP004P02[01]
フレーム + 紙 BOX 200 角
クラシックホワイト

￥2,220（税抜）

RDSP004P02[04]
フレーム + 紙 BOX 200 角
クラシックブルー

￥2,220（税抜）

RDSP004P01[02]
フレーム + 紙 BOX 150 角
クラシックグリーン

￥1,860（税抜）

RDSP004P04[02]
フレーム + 紙 BOX 8 角形
クラシックグリーン

￥2,640（税抜）

RDSP004P03[02]
フレーム + 紙 BOX A4
クラシックグリーン

￥2,640（税抜）

RDSP005P01[05]
フレーム + 紙 BOX 150 角
パステルホワイト

￥1,860（税抜）

RDSP005P04[05]
フレーム + 紙 BOX 8 角形
パステルホワイト

￥2,640（税抜）

RDSP005P03[05]
フレーム + 紙 BOX A4
パステルホワイト

￥2,640（税抜）

RDSP004P02[02]
フレーム + 紙 BOX 200 角
クラシックグリーン

￥2,220（税抜）

RDSP005P02[05]
フレーム + 紙 BOX 200 角
パステルホワイト

￥2,220（税抜）

RDSP004P01[03]
フレーム + 紙 BOX 150 角
クラシックゴールド

￥1,860（税抜）

RDSP004P04[03]
フレーム + 紙 BOX 8 角形
クラシックゴールド

￥2,640（税抜）

RDSP004P03[03]
フレーム + 紙 BOX A4
クラシックゴールド

￥2,640（税抜）

RDSP005P01[06]
フレーム + 紙 BOX 150 角
パステルブルー

￥1,860（税抜）

RDSP005P04[06]
フレーム + 紙 BOX 8 角形
パステルブルー

￥2,640（税抜）

RDSP005P03[06]
フレーム + 紙 BOX A4
パステルブルー

￥2,640（税抜）

RDSP005P01[07]
フレーム + 紙 BOX 150 角
ウォールナット

￥1,860（税抜）

RDSP005P04[07]
フレーム + 紙 BOX 8 角形
ウォールナット

￥2,640（税抜）

RDSP005P03[07]
フレーム + 紙 BOX A4
ウォールナット

￥2,640（税抜）

RDSP004P02[03]
フレーム + 紙 BOX 200 角
クラシックゴールド

￥2,220（税抜）

RDSP005P02[06]
フレーム + 紙 BOX 200 角
パステルブルー

￥2,220（税抜）

RDSP005P02[07]
フレーム + 紙 BOX 200 角
ウォールナット

￥2,220（税抜）
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MHZFNBRFWL
フラワークリアワイドBOX斜めスタンド-
ブラウンL（10枚）
¥2,270（税抜）/1パック（10枚）
 
1枚あたり…¥227
発注単位:1パック（10枚）
・W42.3cm×D10.3cm×H17.3（2）cm
穴サイズ:W34cm×H9.4cm
・再生紙
・特許取得済・ブラックプライス

※2022年6月30日まで￥2,100

 
MHZBBKFFWL
BKFフラワークリアワイドBOX本体-L

（10枚）
¥9,170（税抜）/1パック（10枚）
 
1枚あたり…¥917
発注単位:1パック（10枚）
・W42.5cm×D10.5cm×H17.5cm
・PET [透明]
・ブラックプライス

※2022年6月30日まで￥8,490

 
MHZBBKFFWM
BKFフラワークリアワイドBOX本体-M

（10枚）
¥7,860（税抜）/1パック（10枚）
 
1枚あたり…¥786
発注単位:1パック（10枚）
・W33cm×D10.5cm×H15cm
・PET [透明]
・ブラックプライス

※2022年6月30日まで￥7,280

 
MHZFNBRFWM
フラワークリアワイドBOX斜めスタンド-
ブラウンM（10枚）
¥2,110（税抜）/1パック（10枚）
 
1枚あたり…¥211
発注単位:1パック（10枚）
・W32.8cm×D10.3cm×H14.8（2）cm
穴サイズ:W26.5cm×H9.5cm
・再生紙
・特許取得済 ・ブラックプライス

※2022年6月30日まで￥1,950

 
MHZWOFWH2
ウッドフレームホワイト-2（2個）
¥3,840（税抜）/1パック （2コ）
 
1コあたり…¥1,920
発注単位:1パック（2コ）
・W30cm×D4.8cm×H13cm
（内寸:W22.7cm×D4.5cm×H5.5cm）
・木
・MDF 合板 
・ブラックプライス

※2022年6月30日まで￥3,560

スタンド棒
付き

壁掛け用
金具付き

 
MHZWOFBR2
ウッドフレームダークブラウン-2（2個）
¥3,840（税抜）/1パック （2コ）
 
1コあたり…¥1,920
発注単位:1パック（2コ）
・W30cm×D4.8cm×H13cm
（内寸:W22.7cm×D4.5cm×H5.5cm）
・木
・MDF 合板 
・ブラックプライス

※2022年6月30日まで￥3,560

スタンド棒
付き

壁掛け用
金具付き

 
MHZWOFWH1
ウッドフレームホワイト-1（1個）
¥2,470（税抜）/1パック（1コ）
 
発注単位:1パック（1コ）
・W40cm×D4.8cm×H15.3cm
（内寸:W30cm×D4.5cm×H5.5cm）
・木
・MDF 合板 
・ブラックプライス

※2022年6月30日まで￥2,290

スタンド棒
付き

壁掛け用
金具付き

 
MHZWOFBR1
ウッドフレームダークブラウン-1（1個）
¥2,470（税抜）/1パック（1コ）
 
発注単位:1パック（1コ）
・W40cm×D4.8cm×H15.3cm
（内寸:W30cm×D4.5cm×H5.5cm）
・木
・MDF 合板 
・ブラックプライス

※2022年6月30日まで￥2,290

スタンド棒
付き

壁掛け用
金具付き

セット例
MHZFNBRFWL
MHZBBKFFWL
MHZWOFBR1

・プリザーブドフラワーの変色やフレームが溶ける原因となりますの

で、ご使用の際はフレームに直接プリザーブドフラワーが触れない

ようにご注意ください。

・小さなキズ、細かなカケ、はがれ等が発生する場合がございます。

・色あせやカビ等の原因となりますので、高温多湿を避け直射日光の

当たらない場所で保管してください。

・手作りの為、多少のサイズ違い、ゆがみ、色むらが発生する場合

がございます。

MHZ で始まる品番のウッドフレームに関してのご注意

●本体外寸法・重量
91 × 55 × 1mm・1g
カートン入数 :30 袋

●本体外寸法・重量
80 × 80 × 1mm・1g
カートン入数 :30 袋

●本体外寸法・重量
100 × 100 × 1mm・1g
カートン入数 :30 袋

●本体外寸法・重量
89 × 127 × 1mm・1g
カートン入数 :30 袋

●本体外寸法・重量
100 × 148 × 1mm・1g
カートン入数 :30 袋

●本体外寸法・重量
127 × 178 × 1mm・1g
カートン入数 :30 袋

●本体外寸法・重量
89 × 127 × 1mm・1g
カートン入数 :30 袋

●本体外寸法・重量
100 × 148 × 1mm・1g
カートン入数 :30 袋

RDSP101P01[ 色 ]
ソラペーパー  メッセージカード

タテ型　名刺  10 枚入

￥480（税抜）

RDSP101P02[ 色 ]
ソラペーパー  メッセージカード

タテ型　80 角  10 枚入

￥540（税抜）

RDSP101P03[ 色 ]
ソラペーパー  メッセージカード

タテ型　100 角  10 枚入

￥900（税抜）

RDSP101P04[ 色 ]
ソラペーパー  メッセージカード

タテ型　L  10 枚入

￥840（税抜）

RDSP101P05[ 色 ]
ソラペーパー  メッセージカード

タテ型　ハガキ  10 枚入

￥1,020（税抜）

RDSP101P06[ 色 ]
ソラペーパー  メッセージカード

タテ型　２L　10 枚入

￥1,560（税抜）

RDSP101P04[ 色 ]
ソラペーパー  メッセージカード

ヨコ型　L　10 枚入

￥840（税抜）

RDSP101P05[ 色 ]
ソラペーパー  メッセージカード

ヨコ型　ハガキ　10 枚入

￥1,020（税抜）

[01]ピンク

[01]ピンク

[03]ベージュ

[03]ベージュ

[06]ベージュ

[06]ベージュ

[05]ブルー

[05]ブルー

[04]ピンク

[04]ピンク

[02]ブルー

[02]ブルー

ヨコ型

タテ型
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表記の見方・ご注文方法 （株）アプラス ブループライス

ロット カートン入り数　／の前の単位でご注文ください

上代 メーカー上代

品番
品番の前に RTN をつけ、－（ハイフン）を抜いてご発注ください

品番ご記入例　 RTNFC446

表記の見方 品番　品番の前に RTN をつけ、－（ハイフン）を抜いてご発注くださいアプラス（株）
・ブループライス

上代　ロット　　ロットのある商品はロット単位でご注文ください

表記の見方 品番　品番の前に RTN をつけ、－（ハイフン）を抜いてご発注くださいアプラス（株）
・ブループライス

上代　ロット　　ロットのある商品はロット単位でご注文ください
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表記の見方 品番　品番の前に RTN をつけ、－（ハイフン）を抜いてご発注くださいアプラス（株）
・ブループライス

上代　ロット　　ロットのある商品はロット単位でご注文ください

表記の見方 品番　品番の前に RTN をつけ、－（ハイフン）を抜いてご発注くださいアプラス（株）
・ブループライス

上代　ロット　　ロットのある商品はロット単位でご注文ください
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DMAML851S
ハイヒール コンパクトサイズ
ギフトケース
￥1,020（税抜）/１パック｜ 850 ｜
 
１コあたり…￥51０
発注単位：１パック（２コ）
・W14.8cm×H12.5cm×D11.5cm

 ※商品にハイヒールアレンジは含まれません。

 [76] 
クリアグリーン

 [92] 
クリアライトピンク

 [99] 
クリア

[90] 
シャンパンゴールド

クリアケース付
 
DMAML850 [カラー ]
アクリルハイヒール
¥1,020（税抜）/1コ ｜ 850 ｜
 
発注単位:1コ
・W14cm×H8cm×D10.5cm
・アクリル

 
DMAML033S
ハートケース小
積み重ね用（フタなし）
¥420（税抜）/1コ ｜ 350 ｜
 
発注単位:1コ
・W8cm×D7cm×H2cm

 
DMAML033L
ハートケース大
積み重ね用（フタなし）
¥624（税抜）/1コ ｜ 520 ｜
 
発注単位:1コ
・W11cm×D10×H3.3cm

 
DMAML032S
フタ付ハートケース　小
¥600（税抜）/1コ ｜ 500 ｜
 
発注単位:1コ
・W8cm×D7cm×H3cm

 
DMAML032L
フタ付ハートケース　大
¥816（税抜）/1コ ｜ 680 ｜
 
発注単位:1コ
・W11cm×D10cm×H4.3cm

※ティッシュは商品に含まれません。

 
MCP690915
デスコティッシュケース
¥960（税抜）/1コ ● ｜ 800 ｜
 
発注単位:1コ
・W24.4cm×D12.5cm×H8.6cm
・スチロール樹脂

 
MCP690977
デスコティッシュミニ
¥460（税抜）/1コ ● ｜ 350 ｜
 
発注単位:1コ
・W12.3cm×D8.8cm×H5.7cm
・スチロール樹脂

 
DMAML800 [カラー ]
アクリルピアノ
￥1,800（税抜）/1コ ｜ 1500 ｜
 
発注単位：1コ
・W12cm×D15.2cm×H14.8cm
・フタオープン時H14.8cm

[ 92 ] クリアライトピンク[ 99 ] クリア [ 90 ] シャンパンゴールド

 
DMAML789［カラー］
アクリルチェロ
￥900（税抜）/１コ ｜ 750 ｜
 
発注単位：1コ
・W18cm×H8.2cm×D2.5cm

［82］ クリアライトブルー ［90］ シャンパンゴールド ［92］ クリアライトピンク ［99］ クリア

※天然素材を用いて手作りで製作されております。注意しておりますが稀にトゲやささくれが発生する場合があります。保存状態によって変形や虫・カビが発生する可能性があります。

 
DMAML15C[B]
一輪挿しガラス花器　C

（なすび型）
￥540（税抜）/１コ  ｜ 450 ｜
 
・発注単位：1コ
・直径（最大幅）約7.2×高さ約１２cm
・ガラス

 
DMAML15C[C]
一輪挿しガラス花器　C

（なすび型）
￥420（税抜）/１コ  ｜ 350 ｜
 
・発注単位：1コ
・直径（最大幅）約7.2×高さ約１２cm
・ガラス

 
DMAML15C[G]
一輪挿しガラス花器　C

（なすび型）
￥540（税抜）/１コ  ｜ 450 ｜
 
・発注単位：1コ
・直径（最大幅）約7.2×高さ約１２cm
・ガラス
 
DMAML15C[O]
一輪挿しガラス花器　C

（なすび型）
￥600（税抜）/１コ  ｜ 500 ｜
 
・発注単位：1コ
・直径（最大幅）約7.2×高さ約１２cm
・ガラス

 
DMAML15E[C]
一輪挿しガラス花器　E

（しょうゆ型）
￥420（税抜）/１コ  ｜ 350 ｜
 
・発注単位：1コ
・直径（最大幅）約6.8×高さ約11.1cm
・ガラス
 
DMAML15E[B]
一輪挿しガラス花器　E

（しょうゆ型）
￥540（税抜）/１コ  ｜ 450 ｜
 
・発注単位：1コ
・直径（最大幅）約6.8×高さ約11.1cm
・ガラス
 
DMAML15E[G]
一輪挿しガラス花器　E

（しょうゆ型）
￥540（税抜）/１コ  ｜ 450 ｜
 
・発注単位：1コ
・直径（最大幅）約6.8×高さ約11.1cm
・ガラス
 
DMAML15E[O]
一輪挿しガラス花器　E

（しょうゆ型）
￥600（税抜）/１コ  ｜ 500 ｜
 
・発注単位：1コ
・直径（最大幅）約6.8×高さ約11.1cm
・ガラス

 
DMAML15G[C]
一輪挿しガラス花器　G

（とっくり型）
￥600（税抜）/１コ  ｜ 500 ｜
 
・発注単位：1コ
・直径（最大幅）約6.5×高さ約12.5cm
・ガラス
 
DMAML15G[OW]
一輪挿しガラス花器　G

（とっくり型）
￥720（税抜）/１コ  ｜ 600 ｜
 
・発注単位：1コ
・直径（最大幅）約6.5×高さ約12.5cm
・ガラス
 
DMAML15G[OL]
一輪挿しガラス花器　G

（とっくり型）
￥720（税抜）/１コ  ｜ 600 ｜
 
・発注単位：1コ
・直径（最大幅）約6.5×高さ約12.5cm
・ガラス
 
DMAML15G[O]
一輪挿しガラス花器　G

（とっくり型）
￥720（税抜）/１コ  ｜ 600 ｜
 
・発注単位：1コ
・直径（最大幅）約6.5×高さ約12.5cm
・ガラス

 
DMAML15H[C]
一輪挿しガラス花器　H

（涙型）
￥600（税抜）/１コ  ｜ 500 ｜
 
・発注単位：1コ
・直径（最大幅）約6.8×高さ約12.5cm
・ガラス
 
DMAML15H[OW]
一輪挿しガラス花器　H

（涙型）
￥720（税抜）/１コ  ｜ 600 ｜
 
・発注単位：1コ
・直径（最大幅）約6.8×高さ約12.5cm
・ガラス
 
DMAML15H[OL]
一輪挿しガラス花器　H

（涙型）
￥720（税抜）/１コ  ｜ 600 ｜
 
・発注単位：1コ
・直径（最大幅）約6.8×高さ約12.5cm
・ガラス
 
DMAML15H[O]
一輪挿しガラス花器　H

（涙型）
￥720（税抜）/１コ  ｜ 600 ｜
 
・発注単位：1コ
・直径（最大幅）約6.8×高さ約12.5cm
・ガラス

 
DMAML15A[B]
一輪挿しガラス花器　A

（かぼちゃ型）
￥540（税抜）/１コ  ｜ 450 ｜
 
・発注単位：1コ
・直径（最大幅）約10.5×高さ約8.8cm
・ガラス

 
DMAML15A[G]
一輪挿しガラス花器　A

（かぼちゃ型）
￥540（税抜）/１コ  ｜ 450 ｜
 
・発注単位：1コ
・直径（最大幅）約10.5×高さ約8.8cm
・ガラス

 
DMAML15A[O]
一輪挿しガラス花器　A

（かぼちゃ型）
￥660（税抜）/１コ ｜ 550 ｜
 
・発注単位：1コ
・直径（最大幅）約10.5×高さ約8.8cm
・ガラス

[C][B]

[G]

[O]

[C] [C]

[C] [C]

[B]

[OW] [OW]

[G]

[OL] [OL]

[O]

[O] [O]

[B]

[G] [O]

[B]

[G]

[W]

 
DMAML15B[C]
一輪挿しガラス花器　B

（山型）
￥540（税抜）/１コ  ｜ 450 ｜
 
・発注単位：1コ
・直径（最大幅）約11.8×高さ約12.5cm
・ガラス

 
DMAML15B[B]
一輪挿しガラス花器　B

（山型）
￥660（税抜）/１コ  ｜ 550 ｜
 
・発注単位：1コ
・直径（最大幅）約11.8×高さ約12.5cm
・ガラス

 
DMAML15B[G]
一輪挿しガラス花器　B

（山型）
￥660（税抜）/１コ  ｜ 550 ｜
 
・発注単位：1コ
・直径（最大幅）約11.8×高さ約12.5cm
・ガラス

 
DMAML15B[W]
一輪挿しガラス花器　B

（山型）
￥660（税抜）/１コ  ｜ 550 ｜
 
・発注単位：1コ
・直径（最大幅）約11.8×高さ約12.5cm
・ガラス
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ガ
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企画デザインプロデュース　／　フラワーアーティスト　川崎景太（Keita Kawasaki）
製作　／　理化学ガラスクリエーター　田村竜一(Ryuichi Tamura)

MKIKMF001
BRANCH（ブランチ）小枝のイメージ 
￥1,280（税抜）／1コ

MKIKMF002
SQUID（スクイ―ド）イカのイメージ 
￥3,800（税抜）／1コ

細いシリンダー型の一輪ざしです。お好きな花を一輪いけ
るだけで花の凛とした表情が楽しめて、花をいけた花瓶を
複数並べても集合美が楽しめるスタイリッシュな演出を
お楽しみください。

・発注単位：1コ
・W50mm×H180mm
・ブラウンプライス

ティヤードロップ型の花瓶を台座ホルダーに差し込み花
をいけます。存在感のある花一輪でも小花やハーブなどを
抱き合わせいけても宙に浮いた花瓶に花が抱かれている
ファッショナブルな世界をお楽しみください。

・発注単位：1コ 
・花瓶：W60mm×H105mm　スタンド：W67mm×H105mm
・ブラウンプライス

MKIKMF005
BUBBLES（バブルス）二つ玉の泡イメージ 
￥2,800（税抜）／1コ

二つの球体が細いガラス管で繋がっているオシャレな花瓶で
す。存在感ある花一輪の茎はガラス管の下にある球体にいけ
安定させ、茎の短い小花やグリーン植物は上の球体にいけ楽
しむことができるサスティナブルな世界をお楽しみください。

・発注単位：1コ
・W60mm×H116mm
・ブラウンプライス

MKIKMF007
BARON（バロン）王冠のイメージ 
￥3,600（税抜）／1コ

丸みを持った球体型の可愛らしい花器を上品な台座に
乗っけて花をいける花瓶です。小花を抱き合わせ花束風
に存在感ある花を一輪いけることで、気品高い花の姿をお
楽しみください。

・発注単位：1コ 
・上：W80mm×H88mm　下：W65mm×H40mm
・ブラウンプライス

MKIKMF008
SHARING（シアリング）同じ水を枝管が
分かち合うイメージ 
￥3,800（税抜）／1コ

三つの挿し口に小花やハーブをいけることが出来、楕円球
のボトムは愛嬌を感じ安定したカタチの花瓶です。三輪
の花が同じ水を共用している姿は、まるで仲良し三人組。
チャーミングな花演出をお楽しみください。

・発注単位：1コ
・W76mm×H75mm 
・ブラウンプライス

MKIKMF003
TRIPLETS（トリプルズ）三つ子のイメージ 
￥3,600（税抜）／1コ

三つの挿し口に小花やハーブをいけることが出来る花瓶
です。三輪が並び咲いている姿は、まるで仲の良い花兄
弟。三つの挿し口に同じ花をまた異なった花をいけバリ
エーション豊富なカスタマイズを楽しんでください。

・発注単位：1コ
・W100mm×H95mm
・ブラウンプライス

MKIKMF004
ELEGANT（エレガント）優美なイメージ 
￥2,800（税抜）／1コ

輪郭を美しい曲線の構成で描いた花瓶です。存在感ある
花を一輪いけると花が美貌に見え、小花を寄せ合わせい
けると優美な雰囲気が演出できます。暮らしに息づくエレ
ガントな花を楽しみください。

・発注単位：1コ
・W57mm×H130mm
・ブラウンプライス

MKIKMF006
CHIMNEY（チムニー）煙突のイメージ 
￥2,800（税抜）／1コ

安定感のあるボトムに細いガラス管の挿し口で構成され
たオーシャンティーな花瓶です。花にとって十分な水量を
供給でき、細いガラス管で花の茎が倒れずいけれるので
存在感ある花一輪をオシャレにお楽しみください。

・発注単位：1コ
・W50mm×H150mm
・ブラウンプライス

プロモーション
ビデオはこちら

M E D I F L A ( メディフラ)とは
「HANA はココロとカラダのMEDICINE」

花の存在価値が心と体を癒す薬に代わる象徴として、
試験管やビーカーなど医療に使われる理化学ガラスを使用したミニ花瓶。
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表記の見方 品番（カートン入り数）　　品番の前に POH をつけてご発注ください [ 例 ]POH23121（株）大橋新治商店
・ブループライス 価格　ロット　　ロットのある商品はロット単位でご注文ください

表記の見方 品番（カートン入り数）　　品番の前に POH をつけてご発注ください [ 例 ]POH23121（株）大橋新治商店
・ブループライス 価格　ロット　　ロットのある商品はロット単位でご注文ください

表記の見方・ご注文方法 （株）大橋新治商店 ブループライス

価格 ロット　ロットのある商品はロット単位でご注文ください

品番ご記入例　 POH23121

品番  （カートン入り数）　　品番の前に POH をつけてご発注ください
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表記の見方 品番（カートン入り数）　　品番の前に POH をつけてご発注ください [ 例 ]POH23121（株）大橋新治商店
・ブループライス 価格　ロット　　ロットのある商品はロット単位でご注文ください

表記の見方 品番（カートン入り数）　　品番の前に POH をつけてご発注ください [ 例 ]POH23121（株）大橋新治商店
・ブループライス 価格　ロット　　ロットのある商品はロット単位でご注文ください
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Slice Wood Basket

706-002N
25X9X6X12H
700 (120入)
001956
ハンドル可動式

706-001N
32X21X11X24H
2,000 (36入)
001147
ハンドル可動式

706-011N
φ12X7X16H
560 (160入)
001598
ハンドル固定式

706-010N
14X10X6.5X15H
560 (160入)
001499
ハンドル固定式

706-009N
10X7.5X15X20H
580 (150入)
001475

706-007N
26.5X20X8H
1,050 (60入)
001437

706-008N
22X15X7H
680 (96入)
001451

706-003N
34X24X8H
1,400 (36入)
001338

706-004N
27X19X7H
950 (60入)
001352

706-005N
26X12X6H
680 (96入)
001376

706-001B

283-002W  ▽
22X16.5X12.5X30.5H
(内寸φ11.5X6.5H)
680 (90入)
060908

283-003W  ▽
17X13X9.5X25H
(内寸φ8.5X5H)
580 (160入)
062506

Boston Style Bamboo Pot

00

※表示価格は税抜き表示です。 S.G.S WONDERZONE ORIGINAL PRODUCTS ※表示価格は税抜き表示です。 S.G.S WONDERZONE ORIGINAL PRODUCTS

Spiral Grass Flower Pot

375-008  ▽ V付 
φ19X36H(スタンド込)
(内寸φ15.5X26H)
2,200 (16入) 
001703

375-009  ▽ V付 
φ14X29H(スタンド込)
(内寸φ11X20H)
1,500 (24入) 
001710

375-007  ▽ V付
20X12X16H
(内寸17X9X12H)
1,380 (48入) 
001697

375-004  ▽ V付 
25.5X10.5X13H
(内寸18.5X7.5X11H)
1,350 (48入) 
001635

375-001  ▽ V付 
44X20X12H
(内寸40X16X11H)
1,900 (36入) 
001604

375-002  ▽ V付 
34.5X15X9H
(内寸30.5X11X8H)
1,280 (48入) 
001611

S.G.S WONDERZONE ORIGINAL PRODUCTS

Higezuru Vine

635-004 V付
φ16X9.5H
(内寸φ13X8.5H)
680 (108入)
052446

635-005 V付
φ10.5X8H
(内寸φ8X7H)
420 (160入)
052569

635-007 V付
φ10.5X11.5H
(内寸φ8.5X8H)
550 (140入)
053009

635-009 V付
φ12X8.5X16H
(内寸φ8X7.5H)
560 (140入)
053207

表記の見方（株）SG ワンダーゾーン
・ブループライス

品番　　　品番の前に PYA をつけ、－（ハイフン）を抜いてご発注ください [ 例 ]PYA607102
上代（カートン入り数）　
ロット　　ロットのある商品はロット単位でご注文ください

表記の見方（株）SG ワンダーゾーン
・ブループライス

品番　　　品番の前に PYA をつけ、－（ハイフン）を抜いてご発注ください [ 例 ]PYA607102
上代（カートン入り数）　
ロット　　ロットのある商品はロット単位でご注文ください

739-029  ▽
36X26X1.5
(内枠29X19)
2,100 (20入)  
083938
壁掛け用リング付属

739-031  ▽
25X25X1.5
(内枠19X19)
1,480 (30入)  
083952
壁掛け用リング付属

739-032  ▽
40X15X1.5
(内枠35X10)
1,380 (30入)  
083969
壁掛け用リング付属

739-020  ▽
41.5X31X1.5(内寸36.5X26X1)
1,200 (36入)   078040
壁掛け用リング付属
B4判対応

739-022  ▽
35X26X1.5(内寸30X21X1)
1,100 (36入)   078064
壁掛け用リング付属
A4判対応

514-004W
20.5X20X30.5H
（受け枠内寸:18.5X5.5）
1,800（36入）
308536（6pcs小箱入）

515-450W
17.5X30H
（上口内径φ6、下口内径φ4）
720 (72入)  308000

515-451W
16X25H
（上口内径φ6、下口内径φ4）
580 (96入)  308017

515-452W
12.5X20H
（上口内径φ5.5、下口内径φ3.5）
500 (120入)  308024

607-103
φ20X1.5
340 (180入)  
027161  麻紐付
ロット10 

607-102
φ25X1.5
520 (120入)  
027154  麻紐付
ロット5 

607-104
φ15X1
220 (240入)  
027178  麻紐付
ロット10 

305-001W  ▽
φ25X3.5
480 (60入)
059698
ロット5

305-002W  ▽
φ20X3
380 (90入)
060250
ロット10

305-003W  ▽
φ15X2.5
260 (240入)
060267
ロット10

305-006W  ▽
φ30X3.5
600 (60入)
091070

※これらの掲載された商品は、全て当社オリジナル開発商品です。[意匠登録済または出願中]

710-029B ▽ L付 
26.5X12.5X49H
(内寸10X10X10H)
2,480 (24入)  1/3本用
046476

※2022年5月31日まで￥2,300  

意匠登録済

710-030B ▽ L付 
18X9X37H
(内寸7X7X7H)
1,650 (36入)  1/8本用
046490

※2022年5月31日まで￥1,580     

意匠登録済

615-076B
13X5X27H
(内寸6X4.5X4H)
780 (72入)  090349
意匠登録済

615-077B
10.5X4X21H
(内寸5X4X3H)
600 (96入)  090356

※2022年5月31日まで￥790

意匠登録済

※2022年5月31日まで￥580

615-114B
17X4X15.5H
640 (72入) 
012174

615-056BP　▽ 
16.5X6.5X16.5H
（受け内寸：φ5X5H）
800 (120入)  1/24本用
309472
意匠登録済

※2022年5月31日まで￥780

615-046CP　▽  Pオトシ付 
26.5X10X26H
（オトシ内寸：φ7.5X6.5H）
1,580 (48入)  1/8本用
309465
意匠登録済

※2022年5月31日まで￥1,480

The Vintage Taste Buriki Collection

The Taste
Of

Bronze
Corrosion

543-013  ▽
φ22.5X50H
（内寸φ22X49.5H）
2,800 (12入)
003943

543-014  ▽
φ16.5X40.5H
（内寸φ16X40H）
1,600 (24入)
004308

543-015  ▽
φ13.5X30.5H
（内寸φ13X30H）
1,200 (48入)
004612

543-012  ▽
27.5X11X14H
（内寸26X9.5X13.5H）
1,550 (36入)
003608

543-011  ▽
17.5X10.5X20.5H
（内寸16X9X20H）
1,480 (36入)
003509

543-010  ▽
12X12X20.5H
（内寸8.5X8.5X20H）
1,550 (36入)
003400

543-009  ▽
14.5X14.5X24.5H
（内寸11.5X11.5X24H）
2,000 (24入)
003233

543-018  ▽
18.5X14X23H
（内寸φ8X19H）
1,800 (16入)
004872

543-007  ▽
27X16.5X7.5H
（内寸22.5X13X7H）
1,800 (30入)
003219

543-001  ▽
41.5X19.5X7H
1,200 (60入)
002465

543-006  ▽
24X23X4.5H
（内寸12.5X11.5X4H）
1,600 (60入)
003202

543-005  ▽
28X23.5X4.5H
（内寸16.5X12X4H）
1,700 (50入)
003097

543-004  ▽
36X23X4.5H
（内寸24.5X12X4H）
1,900 (40入)
003035

543-008  ▽
21X11X7H
（内寸16.5X7X6.5H）
1,300 (48入)
003226

543-002  ▽
35X16X5.5H
980 (80入)
003011

543-003  ▽
30X14.5X5H
850 (100入)
003028

543-017  ▽
26.5X11.5X15.5H
（内寸φ7.5X14.5H）
1,600 (24入)
004865

543-016  ▽
31X14.5X20.5H
（内寸φ8.5X18H）
2,300 (12入)
004698

000

※表示価格は税抜き表示です。

000

※表示価格は税抜き表示です。※本ページに掲載のブリキ製品は防水ではありませんので、水漏れの恐れがあります。 ※本ページに掲載のブリキ製品は防水ではありませんので、水漏れの恐れがあります。SG Wonder zone ORIGINAL PRODUCTS SG Wonder zone ORIGINAL PRODUCTS

表記の見方・ご注文方法 （株）SG ワンダーゾーン ブループライス

上代（カートン入り数）

ロット　ロットのある商品はロット単位でご注文ください

品番の前に PYA をつけ、－（ハイフン）を抜いてご発注ください
数字の後ろのアルファベットがカラーとなります

品番ご記入例　 PYA607102

※V付：ビニール付き

600-436S
31X21X13.5X28H
(内寸28X18.5X12.5H )
2,200 (24入)
033032

※2022年5月31日まで￥1,880

600-437
25X17.5X11.5X27H
(内寸22X15X10.5H)
1,600 (36入)
032783

※2022年5月31日まで￥1,350

600-438
21X14.5X9X22H
(内寸18.5X12X8H)
1,200 (72入)
032790

※2022年5月31日まで￥1,000

600-439
17.5X12X7X16.5H
(内寸15X9.5X6H)
900 (128入)
032806

※2022年5月31日まで￥720

307-455
φ21X20X36H
3,980 (18入) 
102042
持ち手：合皮（ＰＥ）
カラー：ダークブラウン

307-456
φ20X16X31H
3,500 (24入) 
102059

307-432
25X11X15X26H
2,400 (36入) 
000768

307-454
23.5X19X12X19H
2,980 (36入) 
102035

収納口を覆える巾着付

Vintage Willow Bag & Basket Collection

持ち手：合皮（ＰＥ）
カラー：ダークブラウン
巾　着：ダークブラウン・
　　　　　ギンガムチェック
※同素材の内布付

※表示価格は税抜き表示です。 S.G.S WONDERZONE ORIGINAL PRODUCTS

371-006B　▽
33X24X11X26H
1,980 (20入)  028526

Handle Willow Basket Collection

371-006G　▽
33X24X11X26H
1,980 (20入)  028540

※表示価格は税抜き表示です。 S.G.S WONDERZONE ORIGINAL PRODUCTS

501-005   V付
φ11.5X20H
(カゴ内寸φ9X12.5H)
880 (100入)
305290

501-003   V付
φ16X30H
(カゴ内寸φ14X19H)
1,480 (50入)
305276

501-004   V付
φ12.5X23H
(カゴ内寸φ10.5X18H)
1,100 (100入)
305283

600-480A
38X28X15X27H
(内寸34.5X23X12H)
2,600 (16入)
017902

600-464
φ25X15X26.5H
(内寸φ21.5X13.5H)
2,200 (24入)
095931

701-244  ▽
26X16.5X11.5X24.5H
1,400 (36入)
019067
ハンドル可動式

701-245  ▽
19.5X11.5X9.5X19.5H
1,000 (80入)
019074
ハンドル可動式

DOWN

600-436S
31X21X13.5X28H
(内寸28X18.5X12.5H )
2,200 (24入)
033032

※2022年5月31日まで￥1,880

600-437
25X17.5X11.5X27H
(内寸22X15X10.5H)
1,600 (36入)
032783

※2022年5月31日まで￥1,350

600-438
21X14.5X9X22H
(内寸18.5X12X8H)
1,200 (72入)
032790

※2022年5月31日まで￥1,000

600-439
17.5X12X7X16.5H
(内寸15X9.5X6H)
900 (128入)
032806

※2022年5月31日まで￥720

307-455
φ21X20X36H
3,980 (18入) 
102042
持ち手：合皮（ＰＥ）
カラー：ダークブラウン

307-456
φ20X16X31H
3,500 (24入) 
102059

307-432
25X11X15X26H
2,400 (36入) 
000768

307-454
23.5X19X12X19H
2,980 (36入) 
102035

収納口を覆える巾着付

Vintage Willow Bag & Basket Collection

持ち手：合皮（ＰＥ）
カラー：ダークブラウン
巾　着：ダークブラウン・
　　　　　ギンガムチェック
※同素材の内布付

※表示価格は税抜き表示です。 S.G.S WONDERZONE ORIGINAL PRODUCTS

371-006B　▽
33X24X11X26H
1,980 (20入)  028526

Handle Willow Basket Collection

371-006G　▽
33X24X11X26H
1,980 (20入)  028540

※表示価格は税抜き表示です。 S.G.S WONDERZONE ORIGINAL PRODUCTS

501-005   V付
φ11.5X20H
(カゴ内寸φ9X12.5H)
880 (100入)
305290

501-003   V付
φ16X30H
(カゴ内寸φ14X19H)
1,480 (50入)
305276

501-004   V付
φ12.5X23H
(カゴ内寸φ10.5X18H)
1,100 (100入)
305283

600-480A
38X28X15X27H
(内寸34.5X23X12H)
2,600 (16入)
017902

600-464
φ25X15X26.5H
(内寸φ21.5X13.5H)
2,200 (24入)
095931

701-244  ▽
26X16.5X11.5X24.5H
1,400 (36入)
019067
ハンドル可動式

701-245  ▽
19.5X11.5X9.5X19.5H
1,000 (80入)
019074
ハンドル可動式

DOWN

635-009A V付
φ12X8.5X16H
(内寸φ8X7.5H)
600 (140入)
4951169103278

635-004A V付
φ16X9.5H
(内寸φ13X8.5H)
700 (108入)
4951169103223

V付635-005A 
φ10.5X8H
(内寸φ8X7H)
480 (160入)
4951169103230

635-003A V付
14X12X9H
(内寸11.5X10X7.5H)
550 (144入)
4951169103216

1,900 1,150 1,200

※2022年5月31日まで￥1,800 ※2022年5月31日まで￥1,000

V
ase

ベ
ー
ス
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※2022年5月31日まで￥1,100 ※2022年5月31日まで￥880

980



V
ase
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ス
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Slice Wood Basket

706-002N
25X9X6X12H
700 (120入)
001956
ハンドル可動式

706-001N
32X21X11X24H
2,000 (36入)
001147
ハンドル可動式

706-011N
φ12X7X16H
560 (160入)
001598
ハンドル固定式

706-010N
14X10X6.5X15H
560 (160入)
001499
ハンドル固定式

706-009N
10X7.5X15X20H
580 (150入)
001475

706-007N
26.5X20X8H
1,050 (60入)
001437

706-008N
22X15X7H
680 (96入)
001451

706-003N
34X24X8H
1,400 (36入)
001338

706-004N
27X19X7H
950 (60入)
001352

706-005N
26X12X6H
680 (96入)
001376

706-001B

283-002W  ▽
22X16.5X12.5X30.5H
(内寸φ11.5X6.5H)
680 (90入)
060908

283-003W  ▽
17X13X9.5X25H
(内寸φ8.5X5H)
580 (160入)
062506

Boston Style Bamboo Pot

00

※表示価格は税抜き表示です。 S.G.S WONDERZONE ORIGINAL PRODUCTS ※表示価格は税抜き表示です。 S.G.S WONDERZONE ORIGINAL PRODUCTS

Spiral Grass Flower Pot

375-008  ▽ V付 
φ19X36H(スタンド込)
(内寸φ15.5X26H)
2,200 (16入) 
001703

375-009  ▽ V付 
φ14X29H(スタンド込)
(内寸φ11X20H)
1,500 (24入) 
001710

375-007  ▽ V付
20X12X16H
(内寸17X9X12H)
1,380 (48入) 
001697

375-004  ▽ V付 
25.5X10.5X13H
(内寸18.5X7.5X11H)
1,350 (48入) 
001635

375-001  ▽ V付 
44X20X12H
(内寸40X16X11H)
1,900 (36入) 
001604

375-002  ▽ V付 
34.5X15X9H
(内寸30.5X11X8H)
1,280 (48入) 
001611

S.G.S WONDERZONE ORIGINAL PRODUCTS

Higezuru Vine

635-004 V付
φ16X9.5H
(内寸φ13X8.5H)
680 (108入)
052446

635-005 V付
φ10.5X8H
(内寸φ8X7H)
420 (160入)
052569

635-007 V付
φ10.5X11.5H
(内寸φ8.5X8H)
550 (140入)
053009

635-009 V付
φ12X8.5X16H
(内寸φ8X7.5H)
560 (140入)
053207

Slice Wood Basket

706-002N
25X9X6X12H
700 (120入)
001956
ハンドル可動式

706-001N
32X21X11X24H
2,000 (36入)
001147
ハンドル可動式

706-011N
φ12X7X16H
560 (160入)
001598
ハンドル固定式

706-010N
14X10X6.5X15H
560 (160入)
001499
ハンドル固定式

706-009N
10X7.5X15X20H
580 (150入)
001475

706-007N
26.5X20X8H
1,050 (60入)
001437

706-008N
22X15X7H
680 (96入)
001451

706-003N
34X24X8H
1,400 (36入)
001338

706-004N
27X19X7H
950 (60入)
001352

706-005N
26X12X6H
680 (96入)
001376

706-001B

283-002W  ▽
22X16.5X12.5X30.5H
(内寸φ11.5X6.5H)
680 (90入)
060908

283-003W  ▽
17X13X9.5X25H
(内寸φ8.5X5H)
580 (160入)
062506

Boston Style Bamboo Pot

00

※表示価格は税抜き表示です。 S.G.S WONDERZONE ORIGINAL PRODUCTS ※表示価格は税抜き表示です。 S.G.S WONDERZONE ORIGINAL PRODUCTS

Spiral Grass Flower Pot

375-008  ▽ V付 
φ19X36H(スタンド込)
(内寸φ15.5X26H)
2,200 (16入) 
001703

375-009  ▽ V付 
φ14X29H(スタンド込)
(内寸φ11X20H)
1,500 (24入) 
001710

375-007  ▽ V付
20X12X16H
(内寸17X9X12H)
1,380 (48入) 
001697

375-004  ▽ V付 
25.5X10.5X13H
(内寸18.5X7.5X11H)
1,350 (48入) 
001635

375-001  ▽ V付 
44X20X12H
(内寸40X16X11H)
1,900 (36入) 
001604

375-002  ▽ V付 
34.5X15X9H
(内寸30.5X11X8H)
1,280 (48入) 
001611

S.G.S WONDERZONE ORIGINAL PRODUCTS

Higezuru Vine

635-004 V付
φ16X9.5H
(内寸φ13X8.5H)
680 (108入)
052446

635-005 V付
φ10.5X8H
(内寸φ8X7H)
420 (160入)
052569

635-007 V付
φ10.5X11.5H
(内寸φ8.5X8H)
550 (140入)
053009

635-009 V付
φ12X8.5X16H
(内寸φ8X7.5H)
560 (140入)
053207

表記の見方（株）SG ワンダーゾーン
・ブループライス

品番　　　品番の前に PYA をつけ、－（ハイフン）を抜いてご発注ください [ 例 ]PYA607102
上代（カートン入り数）　
ロット　　ロットのある商品はロット単位でご注文ください

表記の見方（株）SG ワンダーゾーン
・ブループライス

品番　　　品番の前に PYA をつけ、－（ハイフン）を抜いてご発注ください [ 例 ]PYA607102
上代（カートン入り数）　
ロット　　ロットのある商品はロット単位でご注文ください

600-436S
31X21X13.5X28H
(内寸28X18.5X12.5H )
1,880 (24入)
033032

600-437
25X17.5X11.5X27H
(内寸22X15X10.5H)
1,280 (36入)
032783

600-438
21X14.5X9X22H
(内寸18.5X12X8H)
950 (72入)
032790

600-439
17.5X12X7X16.5H
(内寸15X9.5X6H)
630 (128入)
032806

307-430
φ21X20X36H
3,400 (18入) 
000652
持ち手：合皮（ＰＥ）
カラー：ダークブラウン

307-431
φ20X16X31H
2,850 (24入) 
000676

307-432
25X11X15X26H
2,400 (36入) 
000768

307-429
23.5X19X12X19H
1,980 (36入) 
000621

収納口を覆える巾着付

Vintage Willow Bag & Basket Collection

持ち手：合皮（ＰＥ）
カラー：ダークブラウン
巾　着：ダークブラウン・
　　　　　ギンガムチェック
※同素材の内布付

※表示価格は税抜き表示です。 S.G.S WONDERZONE ORIGINAL PRODUCTS

371-006B　▽
33X24X11X26H
1,980 (20入)  028526

Handle Willow Basket Collection

371-006G　▽
33X24X11X26H
1,980 (20入)  028540

※表示価格は税抜き表示です。 S.G.S WONDERZONE ORIGINAL PRODUCTS

501-005   V付
φ11.5X20H
(カゴ内寸φ9X12.5H)
880 (100入)
305290

501-003   V付
φ16X30H
(カゴ内寸φ14X19H)
1,480 (50入)
305276

501-004   V付
φ12.5X23H
(カゴ内寸φ10.5X18H)
1,100 (100入)
305283

600-480A
38X28X15X27H
(内寸34.5X23X12H)
2,600 (16入)
017902

600-464
φ25X15X26.5H
(内寸φ21.5X13.5H)
2,100 (24入)
095931

701-244  ▽
26X16.5X11.5X24.5H
1,400 (36入)
019067
ハンドル可動式

701-245  ▽
19.5X11.5X9.5X19.5H
1,000 (80入)
019074
ハンドル可動式

DOWN

600-436S
31X21X13.5X28H
(内寸28X18.5X12.5H )
1,880 (24入)
033032

600-437
25X17.5X11.5X27H
(内寸22X15X10.5H)
1,280 (36入)
032783

600-438
21X14.5X9X22H
(内寸18.5X12X8H)
950 (72入)
032790

600-439
17.5X12X7X16.5H
(内寸15X9.5X6H)
630 (128入)
032806

307-430
φ21X20X36H
3,400 (18入) 
000652
持ち手：合皮（ＰＥ）
カラー：ダークブラウン

307-431
φ20X16X31H
2,850 (24入) 
000676

307-432
25X11X15X26H
2,400 (36入) 
000768

307-429
23.5X19X12X19H
1,980 (36入) 
000621

収納口を覆える巾着付

Vintage Willow Bag & Basket Collection

持ち手：合皮（ＰＥ）
カラー：ダークブラウン
巾　着：ダークブラウン・
　　　　　ギンガムチェック
※同素材の内布付

※表示価格は税抜き表示です。 S.G.S WONDERZONE ORIGINAL PRODUCTS

371-006B　▽
33X24X11X26H
1,980 (20入)  028526

Handle Willow Basket Collection

371-014G　▽
33X24X11X26H
2,480 (20入)  102783

※表示価格は税抜き表示です。 S.G.S WONDERZONE ORIGINAL PRODUCTS

501-005   V付
φ11.5X20H
(カゴ内寸φ9X12.5H)
880 (100入)
305290

501-003   V付
φ16X30H
(カゴ内寸φ14X19H)
1,480 (50入)
305276

501-004   V付
φ12.5X23H
(カゴ内寸φ10.5X18H)
1,100 (100入)
305283

600-480A
38X28X15X27H
(内寸34.5X23X12H)
2,600 (16入)
017902

600-464
φ25X15X26.5H
(内寸φ21.5X13.5H)
2,100 (24入)
095931

701-244  ▽
26X16.5X11.5X24.5H
1,400 (36入)
019067
ハンドル可動式

701-245  ▽
19.5X11.5X9.5X19.5H
1,000 (80入)
019074
ハンドル可動式

DOWN

NEW

701-258

Slicewood Basket

706-002B  ▽
25X9X6X12H
￥750 (120入)   ロット1
4951169001154
ハンドル可動式

706-002N
25X9X6X12H
￥750 (120入)   ロット1
4951169001956
ハンドル可動式

706-011B  ▽
φ12X7X16H
￥580 (160入)
ロット1
4951169001505
ハンドル固定式

706-011N
φ12X7X16H
￥580 (160入)
ロット1
4951169001598
ハンドル固定式

706-010B  ▽
14X10X6.5X15H
￥580 (160入)
ロット1
4951169001482
ハンドル固定式

701-258  ▽
17X13X8.5X18H
￥680 (120入)
ロット1
4951169098642
ハンドル可動式

706-010N
14X10X6.5X15H
￥580 (160入)
ロット1
4951169001499
ハンドル固定式

706-009B  ▽
10X7.5X15X20H
★￥540 (150入)
ロット1
4951169001468

706-009N
10X7.5X15X20H
★￥540 (150入)
ロット1
4951169001475

706-005B  ▽
26X12X6H
￥740 (96入)   ロット1
4951169001369

706-005N
26X12X6H
￥740 (96入)   ロット1
4951169001376

157

※表示価格は税抜き表示です。 SG Wonder zone ORIGINAL PRODUCTS

701-258  ▽
17X13X8.5X18H
￥ (120入)
ロット1
4951169098642
ハンドル可動式

371-008G  ▽
22.5X15X30X42H
(内寸19X12X28.5H)
￥ (16入)
ロット1
4951169098789

371-007G  ▽
28X19X37X53H
(内寸24X16X35.5H)
￥ (8入)
ロット1
4951169098772

307-456
φ20X16X31H
3,500 (24入) 
102059

307-455
φ21X20X36H
3,980 (18入) 
102042
持ち手：合皮（ＰＥ）
カラー： ダークブラウン

307-459
33X13.5X12X25H
￥3,800 (16入)
ロット1
4951169102080

307-454
23.5X19X12X19H
2,980 (36入) 
102035

※2022年5月31日まで￥680

720

※2022年5月31日まで￥3,600 ※2022年5月31日まで￥2,400

4,200 2,600



739-031  ▽
25X25X1.5
(内枠19X19)
1,480 (30入)  
083952
壁掛け用リング付属

739-032  ▽
40X15X1.5
(内枠35X10)
1,380 (30入)  
083969
壁掛け用リング付属

739-020  ▽
41.5X31X1.5(内寸36.5X26X1)
1,200 (36入)   078040
壁掛け用リング付属
B4判対応

739-022  ▽
35X26X1.5(内寸30X21X1)
1,100 (36入)   078064
壁掛け用リング付属
A4判対応

514-004W
20.5X20X30.5H
（受け枠内寸:18.5X5.5）
1,800（36入）
308536（6pcs小箱入）

515-450W
17.5X30H
（上口内径φ6、下口内径φ4）
720 (72入)  308000

515-451W
16X25H
（上口内径φ6、下口内径φ4）
580 (96入)  308017

515-452W
12.5X20H
（上口内径φ5.5、下口内径φ3.5）
500 (120入)  308024

607-103
φ20X1.5
340 (180入)  
027161  麻紐付
ロット10 

607-102
φ25X1.5
520 (120入)  
027154  麻紐付
ロット5 

607-104
φ15X1
220 (240入)  
027178  麻紐付
ロット10 

305-001W  ▽
φ25X3.5
430 (60入)
059698
ロット5

305-002W  ▽
φ20X3
320 (90入)
060250
ロット10

305-003W  ▽
φ15X2.5
250 (240入)
060267
ロット10

305-006W  ▽
φ30X3.5
580 (60入)
091070

※2022年5月31日まで￥550

※これらの掲載された商品は、全て当社オリジナル開発商品です。[意匠登録済または出願中]

607-105
φ10X1
160 (450入)  
027222  麻紐付
ロット10 

600-001
φ30X3
600 (60入)  
008207

600-002
φ25X2.5
480 (60入)
ロット5  
008405

600-003
φ20X2.5
380 (90入)
ロット10  
008801

600-004
φ15X2
260 (240入)
ロット10  
009105

607-001
φ30X4.5
850 (80入)
ロット5  024047

607-002
φ25X4
640 (80入)
ロット10
024054

607-003
φ20X3.5
440 (120入)
ロット10
024061

607-004
φ15X3
280 (270入)
ロット10
024078

607-005
φ13X2.5
220 (360入)
ロット10
024085

Musubi- Natural Vine Wreath

Wire Frame Higezuru Vine Wreath

Wreath Collection

607-114
約φ25
￥650 (120入)
ロット1
4951169098390

607-115
約φ20
￥480 (160入)
ロット5
4951169098406

607-116
約φ15
￥360 (200入)
ロット5
4951169098413

SIDE

スタンド部分は必要に応じて
ニッパー等でカット出来ます。

607-117
30X11X30H
￥1,800 (32入)
ロット1
4951169098970

607-117

NEW

NEW

NEW NEW

57

※表示価格は税抜き表示です。 SG Wonder zone ORIGINAL PRODUCTS

V
ase

ベ
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Slice Wood Basket

706-002N
25X9X6X12H
700 (120入)
001956
ハンドル可動式

706-001N
32X21X11X24H
2,000 (36入)
001147
ハンドル可動式

706-011N
φ12X7X16H
560 (160入)
001598
ハンドル固定式

706-010N
14X10X6.5X15H
560 (160入)
001499
ハンドル固定式

706-009N
10X7.5X15X20H
580 (150入)
001475

706-007N
26.5X20X8H
1,050 (60入)
001437

706-008N
22X15X7H
680 (96入)
001451

706-003N
34X24X8H
1,400 (36入)
001338

706-004N
27X19X7H
950 (60入)
001352

706-005N
26X12X6H
680 (96入)
001376

706-001B

283-002W  ▽
22X16.5X12.5X30.5H
(内寸φ11.5X6.5H)
680 (90入)
060908

283-003W  ▽
17X13X9.5X25H
(内寸φ8.5X5H)
580 (160入)
062506

Boston Style Bamboo Pot

00

※表示価格は税抜き表示です。 S.G.S WONDERZONE ORIGINAL PRODUCTS ※表示価格は税抜き表示です。 S.G.S WONDERZONE ORIGINAL PRODUCTS

Spiral Grass Flower Pot

375-008  ▽ V付 
φ19X36H(スタンド込)
(内寸φ15.5X26H)
2,200 (16入) 
001703

375-009  ▽ V付 
φ14X29H(スタンド込)
(内寸φ11X20H)
1,500 (24入) 
001710

375-007  ▽ V付
20X12X16H
(内寸17X9X12H)
1,380 (48入) 
001697

375-004  ▽ V付 
25.5X10.5X13H
(内寸18.5X7.5X11H)
1,350 (48入) 
001635

375-001  ▽ V付 
44X20X12H
(内寸40X16X11H)
1,900 (36入) 
001604

375-002  ▽ V付 
34.5X15X9H
(内寸30.5X11X8H)
1,280 (48入) 
001611

S.G.S WONDERZONE ORIGINAL PRODUCTS

Higezuru Vine

635-004 V付
φ16X9.5H
(内寸φ13X8.5H)
680 (108入)
052446

635-005 V付
φ10.5X8H
(内寸φ8X7H)
420 (160入)
052569

635-007 V付
φ10.5X11.5H
(内寸φ8.5X8H)
550 (140入)
053009

635-009 V付
φ12X8.5X16H
(内寸φ8X7.5H)
560 (140入)
053207

Slice Wood Basket

706-002N
25X9X6X12H
700 (120入)
001956
ハンドル可動式

706-001N
32X21X11X24H
2,000 (36入)
001147
ハンドル可動式

706-011N
φ12X7X16H
560 (160入)
001598
ハンドル固定式

706-010N
14X10X6.5X15H
560 (160入)
001499
ハンドル固定式

706-009N
10X7.5X15X20H
580 (150入)
001475

706-007N
26.5X20X8H
1,050 (60入)
001437

706-008N
22X15X7H
680 (96入)
001451

706-003N
34X24X8H
1,400 (36入)
001338

706-004N
27X19X7H
950 (60入)
001352

706-005N
26X12X6H
680 (96入)
001376

706-001B

283-002W  ▽
22X16.5X12.5X30.5H
(内寸φ11.5X6.5H)
680 (90入)
060908

283-003W  ▽
17X13X9.5X25H
(内寸φ8.5X5H)
580 (160入)
062506

Boston Style Bamboo Pot

00

※表示価格は税抜き表示です。 S.G.S WONDERZONE ORIGINAL PRODUCTS ※表示価格は税抜き表示です。 S.G.S WONDERZONE ORIGINAL PRODUCTS

Spiral Grass Flower Pot

375-008  ▽ V付 
φ19X36H(スタンド込)
(内寸φ15.5X26H)
2,200 (16入) 
001703

375-009  ▽ V付 
φ14X29H(スタンド込)
(内寸φ11X20H)
1,500 (24入) 
001710

375-007  ▽ V付
20X12X16H
(内寸17X9X12H)
1,380 (48入) 
001697

375-004  ▽ V付 
25.5X10.5X13H
(内寸18.5X7.5X11H)
1,350 (48入) 
001635

375-001  ▽ V付 
44X20X12H
(内寸40X16X11H)
1,900 (36入) 
001604

375-002  ▽ V付 
34.5X15X9H
(内寸30.5X11X8H)
1,280 (48入) 
001611

S.G.S WONDERZONE ORIGINAL PRODUCTS

Higezuru Vine

635-004 V付
φ16X9.5H
(内寸φ13X8.5H)
680 (108入)
052446

635-005 V付
φ10.5X8H
(内寸φ8X7H)
420 (160入)
052569

635-007 V付
φ10.5X11.5H
(内寸φ8.5X8H)
550 (140入)
053009

635-009 V付
φ12X8.5X16H
(内寸φ8X7.5H)
560 (140入)
053207

表記の見方（株）SG ワンダーゾーン
・ブループライス

品番　　　品番の前に PYA をつけ、－（ハイフン）を抜いてご発注ください [ 例 ]PYA607102
上代（カートン入り数）　
ロット　　ロットのある商品はロット単位でご注文ください

表記の見方（株）SG ワンダーゾーン
・ブループライス

品番　　　品番の前に PYA をつけ、－（ハイフン）を抜いてご発注ください [ 例 ]PYA607102
上代（カートン入り数）　
ロット　　ロットのある商品はロット単位でご注文ください

607-103
φ20X1.5
360 (180入)  
027161  麻紐付
ロット10 

607-102
φ25X1.5
540 (120入)  
027154  麻紐付
ロット5 

607-101
φ30X2
720 (90入)
027147  麻紐付

607-104
φ15X1
240 (240入)  
027178  麻紐付
ロット10 

※2022年5月31日まで￥520
※2022年5月31日まで￥680

※2022年5月31日まで￥340 ※2022年5月31日まで￥220

607-105
φ10X1
170 (450入)  
027222  麻紐付
ロット10 

※2022年5月31日まで￥160

Higezuru Vine Wreath

305-011G ▽
φ60X8
￥3,980 (8入)   ロット1
4951169098673

305-012G ▽
φ40X6
￥1,500 (20入)   ロット1
4951169098680

Gray color Willow Wreath

Wreath Collection

607-140
φ40X4.5
￥1,800 (30入)   ロット1
4951169098567
ワイヤー芯入

607-160
φ60X5
￥3,500 (15入)   ロット1
4951169098574
ワイヤー芯入

NEW

NEW

NEW

NEW
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※表示価格は税抜き表示です。 SG Wonder zone ORIGINAL PRODUCTS

Higezuru Vine Wreath

305-011G ▽
φ60X8
￥3,980 (8入)   ロット1
4951169098673

305-012G ▽
φ40X6
￥1,500 (20入)   ロット1
4951169098680

Gray color Willow Wreath

Wreath Collection

607-140
φ40X4.5
￥1,800 (30入)   ロット1
4951169098567
ワイヤー芯入

607-160
φ60X5
￥3,500 (15入)   ロット1
4951169098574
ワイヤー芯入

NEW

NEW

NEW

NEW

58

※表示価格は税抜き表示です。 SG Wonder zone ORIGINAL PRODUCTS

739-031  ▽
25X25X1.5
(内枠19X19)
1,480 (30入)  
083952
壁掛け用リング付属

739-032  ▽
40X15X1.5
(内枠35X10)
1,380 (30入)  
083969
壁掛け用リング付属

739-020  ▽
41.5X31X1.5(内寸36.5X26X1)
1,200 (36入)   078040
壁掛け用リング付属
B4判対応

739-022  ▽
35X26X1.5(内寸30X21X1)
1,100 (36入)   078064
壁掛け用リング付属
A4判対応

514-004W
20.5X20X30.5H
（受け枠内寸:18.5X5.5）
1,800（36入）
308536（6pcs小箱入）

515-450W
17.5X30H
（上口内径φ6、下口内径φ4）
720 (72入)  308000

515-451W
16X25H
（上口内径φ6、下口内径φ4）
580 (96入)  308017

515-452W
12.5X20H
（上口内径φ5.5、下口内径φ3.5）
500 (120入)  308024

607-103
φ20X1.5
340 (180入)  
027161  麻紐付
ロット10 

607-102
φ25X1.5
520 (120入)  
027154  麻紐付
ロット5 

607-104
φ15X1
220 (240入)  
027178  麻紐付
ロット10 

305-001W  ▽
φ25X3.5
480 (60入)
059698
ロット5

305-002W  ▽
φ20X3
380 (90入)
060250
ロット10

305-003W  ▽
φ15X2.5
260 (240入)
060267
ロット10

305-006W  ▽
φ30X3.5
600 (60入)
091070

※これらの掲載された商品は、全て当社オリジナル開発商品です。[意匠登録済または出願中]

607-105
φ10X1
160 (450入)  
027222  麻紐付
ロット10 

600-001
φ30X3
600 (60入)  
008207

600-002
φ25X2.5
480 (60入)
ロット5  
008405

600-003
φ20X2.5
380 (90入)
ロット10  
008801

600-004
φ15X2
260 (240入)
ロット10  
009105

607-001
φ30X4.5
850 (80入)
ロット5  024047

607-002
φ25X4
640 (80入)
ロット10
024054

607-003
φ20X3.5
440 (120入)
ロット10
024061

607-004
φ15X3
280 (270入)
ロット10
024078

607-005
φ13X2.5
220 (360入)
ロット10
024085

739-031  ▽
25X25X1.5
(内枠19X19)
1,480 (30入)  
083952
壁掛け用リング付属

739-032  ▽
40X15X1.5
(内枠35X10)
1,380 (30入)  
083969
壁掛け用リング付属

739-020  ▽
41.5X31X1.5(内寸36.5X26X1)
1,200 (36入)   078040
壁掛け用リング付属
B4判対応

739-022  ▽
35X26X1.5(内寸30X21X1)
1,100 (36入)   078064
壁掛け用リング付属
A4判対応

514-004W
20.5X20X30.5H
（受け枠内寸:18.5X5.5）
1,800（36入）
308536（6pcs小箱入）

515-450W
17.5X30H
（上口内径φ6、下口内径φ4）
720 (72入)  308000

515-451W
16X25H
（上口内径φ6、下口内径φ4）
580 (96入)  308017

515-452W
12.5X20H
（上口内径φ5.5、下口内径φ3.5）
500 (120入)  308024

607-103
φ20X1.5
340 (180入)  
027161  麻紐付
ロット10 

607-102
φ25X1.5
520 (120入)  
027154  麻紐付
ロット5 

607-104
φ15X1
220 (240入)  
027178  麻紐付
ロット10 

305-001W  ▽
φ25X3.5
480 (60入)
059698
ロット5

305-002W  ▽
φ20X3
380 (90入)
060250
ロット10

305-003W  ▽
φ15X2.5
260 (240入)
060267
ロット10

305-006W  ▽
φ30X3.5
600 (60入)
091070

※これらの掲載された商品は、全て当社オリジナル開発商品です。[意匠登録済または出願中]

607-105
φ10X1
160 (450入)  
027222  麻紐付
ロット10 

600-001
φ30X3
600 (60入)  
008207

600-002
φ25X2.5
480 (60入)
ロット5  
008405

600-003
φ20X2.5
380 (90入)
ロット10  
008801

600-004
φ15X2
260 (240入)
ロット10  
009105

607-001
φ30X4.5
850 (80入)
ロット5  024047

607-002
φ25X4
640 (80入)
ロット10
024054

607-003
φ20X3.5
440 (120入)
ロット10
024061

607-004
φ15X3
280 (270入)
ロット10
024078

607-005
φ13X2.5
220 (360入)
ロット10
024085



739-031  ▽
25X25X1.5
(内枠19X19)
1,480 (30入)  
083952
壁掛け用リング付属

739-032  ▽
40X15X1.5
(内枠35X10)
1,380 (30入)  
083969
壁掛け用リング付属

739-020  ▽
41.5X31X1.5(内寸36.5X26X1)
1,200 (36入)   078040
壁掛け用リング付属
B4判対応

739-022  ▽
35X26X1.5(内寸30X21X1)
1,150 (36入)   078064
壁掛け用リング付属
A4判対応

514-004W
20.5X20X30.5H
（受け枠内寸:18.5X5.5）
1,800（36入）
308536（6pcs小箱入）

515-450W
17.5X30H
（上口内径φ6、下口内径φ4）
720 (72入)  308000

515-451W
16X25H
（上口内径φ6、下口内径φ4）
580 (96入)  308017

515-452W
12.5X20H
（上口内径φ5.5、下口内径φ3.5）
500 (120入)  308024

607-103
φ20X1.5
340 (180入)  
027161  麻紐付
ロット10 

607-102
φ25X1.5
520 (120入)  
027154  麻紐付
ロット5 

607-104
φ15X1
220 (240入)  
027178  麻紐付
ロット10 

305-001W  ▽
φ25X3.5
480 (60入)
059698
ロット5

305-002W  ▽
φ20X3
380 (90入)
060250
ロット10

305-003W  ▽
φ15X2.5
260 (240入)
060267
ロット10

305-006W  ▽
φ30X3.5
600 (60入)
091070

※これらの掲載された商品は、全て当社オリジナル開発商品です。[意匠登録済または出願中]

607-105
φ10X1
170 (450入)  
027222  麻紐付
ロット10

※2022年5月31日まで￥160

600-001
φ30X3
600 (60入)  
008207

600-002
φ25X2.5
480 (60入)
ロット5  
008405

600-003
φ20X2.5
380 (90入)
ロット10  
008801

600-004
φ15X2
260 (240入)
ロット10  
009105

607-001
φ30X4.5
850 (80入)
ロット5  024047

607-002
φ25X4
640 (80入)
ロット10
024054

607-003
φ20X3.5
440 (120入)
ロット10
024061

607-004
φ15X3
280 (270入)
ロット10
024078

607-005
φ13X2.5
220 (360入)
ロット10
024085

※2022年5月31日まで￥1,100

739-031  ▽
25X25X1.5
(内枠19X19)
1,480 (30入)  
083952
壁掛け用リング付属

739-032  ▽
40X15X1.5
(内枠35X10)
1,380 (30入)  
083969
壁掛け用リング付属

739-020  ▽
41.5X31X1.5(内寸36.5X26X1)
1,200 (36入)   078040
壁掛け用リング付属
B4判対応

739-022  ▽
35X26X1.5(内寸30X21X1)
1,150 (36入)   078064
壁掛け用リング付属
A4判対応

514-004W
20.5X20X30.5H
（受け枠内寸:18.5X5.5）
1,800（36入）
308536（6pcs小箱入）

515-450W
17.5X30H
（上口内径φ6、下口内径φ4）
720 (72入)  308000

515-451W
16X25H
（上口内径φ6、下口内径φ4）
580 (96入)  308017

515-452W
12.5X20H
（上口内径φ5.5、下口内径φ3.5）
500 (120入)  308024

607-103
φ20X1.5
340 (180入)  
027161  麻紐付
ロット10 

607-102
φ25X1.5
520 (120入)  
027154  麻紐付
ロット5 

607-104
φ15X1
220 (240入)  
027178  麻紐付
ロット10 

305-001W  ▽
φ25X3.5
480 (60入)
059698
ロット5

305-002W  ▽
φ20X3
380 (90入)
060250
ロット10

305-003W  ▽
φ15X2.5
260 (240入)
060267
ロット10

305-006W  ▽
φ30X3.5
600 (60入)
091070

※これらの掲載された商品は、全て当社オリジナル開発商品です。[意匠登録済または出願中]

607-105
φ10X1
170 (450入)  
027222  麻紐付
ロット10

※2022年5月31日まで￥160

600-001
φ30X3
600 (60入)  
008207

600-002
φ25X2.5
480 (60入)
ロット5  
008405

600-003
φ20X2.5
380 (90入)
ロット10  
008801

600-004
φ15X2
260 (240入)
ロット10  
009105

607-001
φ30X4.5
850 (80入)
ロット5  024047

607-002
φ25X4
640 (80入)
ロット10
024054

607-003
φ20X3.5
440 (120入)
ロット10
024061

607-004
φ15X3
280 (270入)
ロット10
024078

607-005
φ13X2.5
220 (360入)
ロット10
024085

※2022年5月31日まで￥1,100

522-068W
19X3X29H
(内寸7X2.5X2.5H)
￥680 (126入)   ロット1
4951169055706

515-498W
19X5X29H
(内寸10X4.5X5H)
￥750 (126入)   ロット1
4951169055508

515-499W
16X4.5X25H
(内寸8.5X4X4H)
￥650 (144入)
ロット1
4951169055607

Heart Necklace With Crystal 

533-088W
9X4X29H
￥630 (160入)
ロット1
4951169065330
半立体タイプ

533-090W
11X5.5X50H
￥1,200 (72入)
ロット1
4951169098277
半立体タイプ

533-089W
9X29
￥540 (160入)
ロット1
4951169065347
平面タイプ

Wall Hanging Umbrella

SIDE

Wire Wreath

507-095W
φ20X6
￥650 (80入)   ロット1  
4951169098451

507-095W

NEW
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※表示価格は税抜き表示です。 ※これらの掲載された商品は、全て当社オリジナル開発商品です。[意匠登録済または出願中] SG Wonder zone ORIGINAL PRODUCTS

540-006W
φ8.5X10.5H
720 (120入) 
021251

540-006G
φ8.5X10.5H
720 (120入) 
022098

Antique Iron Candle-Stand

514-026G
φ11X20H
(受け皿φ10)
2,600 (16入)
001987

514-027G
φ9X15.5H
(受け皿φ9)
2,000 (24入)
002045

514-026W
φ11X20H
(受け皿φ10)
2,600 (16入)
001963

514-027W
φ9X15.5H
(受け皿φ9)
2,000 (24入)
001994

540-014G
φ14.5X9H
1,280 (72入) 
024481

540-015W
15.5X15.5X5.5H
1,400 (48入) 
024498

540-015G
15.5X15.5X5.5H
1,400 (48入) 
024504

540-014W
φ14.5X9H
1,280 (72入) 
024429

540-031W
φ22X14H
3,300 (12入)
048937

540-029G
35X9.5X11H
(内寸34X5.5X2H)
2,600 (32入)
049439

540-030G
20.5X9.5X11H
(内寸20X5.5X2H)
1,980 (28入)
048883

540-029W
35X9.5X11H
(内寸34X5.5X2H)
2,600 (32入)
048876

540-030W
20.5X9.5X11H
(内寸20X5.5X2H)
1,980 (28入)
048906

000

※本ページに掲載のブリキ製品は防水ではありませんので、水漏れの恐れがあります。 ※本ページに掲載のブリキ製品は防水ではありませんので、水漏れの恐れがあります。

540-028G
20.5X8.5X28.5H
(内寸10X5X6.5H)
2,200 (24入)
048791

540-028W
20.5X8.5X28.5H
(内寸10X5X6.5H)
2,200 (24入)
048807

540-006W
φ8.5X10.5H
720 (120入) 
021251

540-006G
φ8.5X10.5H
720 (120入) 
022098

Antique Iron Candle-Stand

514-026G
φ11X20H
(受け皿φ10)
2,600 (16入)
001987

514-027G
φ9X15.5H
(受け皿φ9)
2,000 (24入)
002045

514-026W
φ11X20H
(受け皿φ10)
2,600 (16入)
001963

514-027W
φ9X15.5H
(受け皿φ9)
2,000 (24入)
001994

540-014G
φ14.5X9H
1,280 (72入) 
024481

540-015W
15.5X15.5X5.5H
1,400 (48入) 
024498

540-015G
15.5X15.5X5.5H
1,400 (48入) 
024504

540-014W
φ14.5X9H
1,280 (72入) 
024429

540-031W
φ22X14H
3,300 (12入)
048937

540-029G
35X9.5X11H
(内寸34X5.5X2H)
2,600 (32入)
049439

540-030G
20.5X9.5X11H
(内寸20X5.5X2H)
1,980 (28入)
048883

540-029W
35X9.5X11H
(内寸34X5.5X2H)
2,600 (32入)
048876

540-030W
20.5X9.5X11H
(内寸20X5.5X2H)
1,980 (28入)
048906

000

※本ページに掲載のブリキ製品は防水ではありませんので、水漏れの恐れがあります。 ※本ページに掲載のブリキ製品は防水ではありませんので、水漏れの恐れがあります。

540-028G
20.5X8.5X28.5H
(内寸10X5X6.5H)
2,200 (24入)
048791

540-028W
20.5X8.5X28.5H
(内寸10X5X6.5H)
2,200 (24入)
048807

540-006W
φ8.5X10.5H
720 (120入) 
021251

540-006G
φ8.5X10.5H
720 (120入) 
022098

Antique Iron Candle-Stand

514-026G
φ11X20H
(受け皿φ10)
2,600 (16入)
001987

514-027G
φ9X15.5H
(受け皿φ9)
2,000 (24入)
002045

514-026W
φ11X20H
(受け皿φ10)
2,600 (16入)
001963

514-027W
φ9X15.5H
(受け皿φ9)
2,000 (24入)
001994

540-014G
φ14.5X9H
1,280 (72入) 
024481

540-015W
15.5X15.5X5.5H
1,400 (48入) 
024498

540-015G
15.5X15.5X5.5H
1,400 (48入) 
024504

540-014W
φ14.5X9H
1,280 (72入) 
024429

540-031W
φ22X14H
3,300 (12入)
048937

540-029G
35X9.5X11H
(内寸34X5.5X2H)
2,600 (32入)
049439

540-030G
20.5X9.5X11H
(内寸20X5.5X2H)
1,980 (28入)
048883

540-029W
35X9.5X11H
(内寸34X5.5X2H)
2,600 (32入)
048876

540-030W
20.5X9.5X11H
(内寸20X5.5X2H)
1,980 (28入)
048906

000

※本ページに掲載のブリキ製品は防水ではありませんので、水漏れの恐れがあります。 ※本ページに掲載のブリキ製品は防水ではありませんので、水漏れの恐れがあります。

540-028G
20.5X8.5X28.5H
(内寸10X5X6.5H)
2,200 (24入)
048791

540-028W
20.5X8.5X28.5H
(内寸10X5X6.5H)
2,200 (24入)
048807

540-024W
上φ10X下φ15X22H
￥2,480 (12入)   ロット1 
4951169024733

540-033W
φ13.5X14H （受け皿φ12.5）
￥2,400 (18入)   ロット1 
4951169049422

540-022Ｗ
φ22X46H
★￥6,800 (6入)
ロット1
4951169024719

540-023Ｗ
φ13.5X35.5H
￥3,980 (12入)
ロット1
4951169024726

Antique Iron Candle-Stand

514-026G
φ11X20H（受け皿φ10）
￥2,600 (16入)   ロット1
4951169001987

514-027G
φ9X15.5H
（受け皿φ9）
￥2,000 (24入)
ロット1
4951169002045

514-028G
φ9X10H
（受け皿φ9）
￥1,580 (36入)
ロット1
4951169002137

514-026B
φ11X20H（受け皿φ10）
￥2,600 (16入)   ロット1
 4951169001970

514-027B
φ9X15.5H
（受け皿φ9）
￥2,000 (24入)
ロット1
4951169002021

514-028B
φ9X10H
（受け皿φ9）
￥1,580 (36入)
ロット1
4951169002083

514-026W
φ11X20H（受け皿φ10）
￥2,600 (16入)   ロット1
4951169001963

514-027W
φ9X15.5H
（受け皿φ9）
￥2,000 (24入)
ロット1
4951169001994

514-028W
φ9X10H
（受け皿φ9）
￥1,580 (36入)
ロット1
4951169002076

540-024W

※表示価格は税抜き表示です。 ※本ページに掲載のブリキ製品は防水ではありませんので、水漏れの恐れがあります。 SG Wonder zone ORIGINAL PRODUCTS

86

※本ページに掲載のブリキ製品は防水ではありませんので、水漏れの恐れがあります。

Slice Wood Basket

706-002N
25X9X6X12H
700 (120入)
001956
ハンドル可動式

706-001N
32X21X11X24H
2,000 (36入)
001147
ハンドル可動式

706-011N
φ12X7X16H
560 (160入)
001598
ハンドル固定式

706-010N
14X10X6.5X15H
560 (160入)
001499
ハンドル固定式

706-009N
10X7.5X15X20H
580 (150入)
001475

706-007N
26.5X20X8H
1,050 (60入)
001437

706-008N
22X15X7H
680 (96入)
001451

706-003N
34X24X8H
1,400 (36入)
001338

706-004N
27X19X7H
950 (60入)
001352

706-005N
26X12X6H
680 (96入)
001376

706-001B

283-002W  ▽
22X16.5X12.5X30.5H
(内寸φ11.5X6.5H)
680 (90入)
060908

283-003W  ▽
17X13X9.5X25H
(内寸φ8.5X5H)
580 (160入)
062506

Boston Style Bamboo Pot

00

※表示価格は税抜き表示です。 S.G.S WONDERZONE ORIGINAL PRODUCTS ※表示価格は税抜き表示です。 S.G.S WONDERZONE ORIGINAL PRODUCTS

Spiral Grass Flower Pot

375-008  ▽ V付 
φ19X36H(スタンド込)
(内寸φ15.5X26H)
2,200 (16入) 
001703

375-009  ▽ V付 
φ14X29H(スタンド込)
(内寸φ11X20H)
1,500 (24入) 
001710

375-007  ▽ V付
20X12X16H
(内寸17X9X12H)
1,380 (48入) 
001697

375-004  ▽ V付 
25.5X10.5X13H
(内寸18.5X7.5X11H)
1,350 (48入) 
001635

375-001  ▽ V付 
44X20X12H
(内寸40X16X11H)
1,900 (36入) 
001604

375-002  ▽ V付 
34.5X15X9H
(内寸30.5X11X8H)
1,280 (48入) 
001611

S.G.S WONDERZONE ORIGINAL PRODUCTS

Higezuru Vine

635-004 V付
φ16X9.5H
(内寸φ13X8.5H)
680 (108入)
052446

635-005 V付
φ10.5X8H
(内寸φ8X7H)
420 (160入)
052569

635-007 V付
φ10.5X11.5H
(内寸φ8.5X8H)
550 (140入)
053009

635-009 V付
φ12X8.5X16H
(内寸φ8X7.5H)
560 (140入)
053207

表記の見方（株）SG ワンダーゾーン
・ブループライス

品番　　　品番の前に PYA をつけ、－（ハイフン）を抜いてご発注ください [ 例 ]PYA607102
上代（カートン入り数）　
ロット　　ロットのある商品はロット単位でご注文ください

※2022年5月31日まで
￥2,200

2,300

※2022年5月31日まで
￥2,200

※2022年5月31日まで￥2480

2,300

2,580

V
ase

ベ
ー
ス

174 175

Slice Wood Basket

706-002N
25X9X6X12H
700 (120入)
001956
ハンドル可動式

706-001N
32X21X11X24H
2,000 (36入)
001147
ハンドル可動式

706-011N
φ12X7X16H
560 (160入)
001598
ハンドル固定式

706-010N
14X10X6.5X15H
560 (160入)
001499
ハンドル固定式

706-009N
10X7.5X15X20H
580 (150入)
001475

706-007N
26.5X20X8H
1,050 (60入)
001437

706-008N
22X15X7H
680 (96入)
001451

706-003N
34X24X8H
1,400 (36入)
001338

706-004N
27X19X7H
950 (60入)
001352

706-005N
26X12X6H
680 (96入)
001376

706-001B

283-002W  ▽
22X16.5X12.5X30.5H
(内寸φ11.5X6.5H)
680 (90入)
060908

283-003W  ▽
17X13X9.5X25H
(内寸φ8.5X5H)
580 (160入)
062506

Boston Style Bamboo Pot

00

※表示価格は税抜き表示です。 S.G.S WONDERZONE ORIGINAL PRODUCTS ※表示価格は税抜き表示です。 S.G.S WONDERZONE ORIGINAL PRODUCTS

Spiral Grass Flower Pot

375-008  ▽ V付 
φ19X36H(スタンド込)
(内寸φ15.5X26H)
2,200 (16入) 
001703

375-009  ▽ V付 
φ14X29H(スタンド込)
(内寸φ11X20H)
1,500 (24入) 
001710

375-007  ▽ V付
20X12X16H
(内寸17X9X12H)
1,380 (48入) 
001697

375-004  ▽ V付 
25.5X10.5X13H
(内寸18.5X7.5X11H)
1,350 (48入) 
001635

375-001  ▽ V付 
44X20X12H
(内寸40X16X11H)
1,900 (36入) 
001604

375-002  ▽ V付 
34.5X15X9H
(内寸30.5X11X8H)
1,280 (48入) 
001611

S.G.S WONDERZONE ORIGINAL PRODUCTS

Higezuru Vine

635-004 V付
φ16X9.5H
(内寸φ13X8.5H)
680 (108入)
052446

635-005 V付
φ10.5X8H
(内寸φ8X7H)
420 (160入)
052569

635-007 V付
φ10.5X11.5H
(内寸φ8.5X8H)
550 (140入)
053009

635-009 V付
φ12X8.5X16H
(内寸φ8X7.5H)
560 (140入)
053207

表記の見方（株）SG ワンダーゾーン
・ブループライス

品番　　　品番の前に PYA をつけ、－（ハイフン）を抜いてご発注ください [ 例 ]PYA607102
上代（カートン入り数）　
ロット　　ロットのある商品はロット単位でご注文ください

※2022年5月31日まで￥1,800

※2022年5月31日まで
￥2,600

※2022年5月31日まで
￥2,000 ※2022年5月31日まで

￥1,580

※2022年5月31日まで￥500 ※2022年5月31日まで￥580 ※2022年5月31日まで￥720

2,000

2,800 2,200 1,700

520 600 740



533-028
12X11.5X7H
(内寸11.5X11X3.5H)
780 (96入)
068423  ロット6

533-029
10.5X10X6H
(内寸10X9.5X3.5H)
650 (120入)
068430  ロット5

515-408W
12X8.5X24.5H
1,200 (72入)
081361  (1pc小箱入)
意匠登録済

507-078W
12X4.5X22H
650 (120入)
098161
半立体タイプ

507-075W
8X7X21H
630 (120入)
063749

515-485W
11X8X15H
930 (90入) 
010934（6pcs小箱入）

S.G.S WONDERZONE ORIGINAL PRODUCTS

502-053W
10.5X12X17.5H
870 (72入)  
046759

515-312W
φ15X36H
640(50入)
050947

Mule・Shoes

515-383W
12X5.5X4H
400 (240入)
070938   
ロット

※2022年5月31日まで￥380

10

Carriage

502-065
17X12X16H
1,280 (48入)
081422

※2022年5月31日まで￥1,100

意匠登録済

※2022年5月31日まで￥1,200

502-066
13.5X9X13H
920 (60入)
082641
意匠登録済

※2022年5月31日まで￥880

515-499W
16X4.5X25H
(内寸8.5X4X4H)
650 (144入)
055607

Heart Necklace
 With Crystal 

533-088W
9X4X29H
630 (160入)
065330
半立体タイプ

533-090W
11X5.5X50H
1,200 (72入)
098277
半立体タイプ

Wall Hanging Umbrella

507-080W
15X11X10H
840 (96入)
098192
開閉式

※2022年5月31日まで￥790

507-081W
12X9X8H
720 (120入)
098215
開閉式

※2022年5月31日まで￥680

517-058A
26X14X9H(内寸25X12.5X7H)
2,250 (48入) 
006364

※表示価格は税抜き表示です。

533-093W
φ22(内枠φ8)
750 (100入) 
016295

Wall Hanging Wreath

515-474W
12X8.5X22.5H
900（84入）
005992 ロット6

515-407W
14X10X28.5H
1,380 (48入)
081347  (1pc小箱入)
意匠登録済

515-408B
12X8.5X24.5H
1,200 (72入)
081378  (1pc小箱入)
意匠登録済

515-473W
φ7.5X23.5H
680（96入）
005978 ロット6

Prince & Princess Torso

533-092W
φ32(内枠φ9)
880 (100入) 
016288

NEWNEW

533-028
12X11.5X7H
(内寸11.5X11X3.5H)
780 (96入)
068423  ロット6

533-029
10.5X10X6H
(内寸10X9.5X3.5H)
650 (120入)
068430  ロット5

515-408W
12X8.5X24.5H
1,200 (72入)
081361  (1pc小箱入)
意匠登録済

507-078W
12X4.5X22H
650 (120入)
098161
半立体タイプ

507-075W
8X7X21H
630 (120入)
063749

515-485W
11X8X15H
930 (90入) 
010934（6pcs小箱入）

S.G.S WONDERZONE ORIGINAL PRODUCTS

502-053W
10.5X12X17.5H
870 (72入)  
046759

515-312W
φ15X36H
640(50入)
050947

Mule・Shoes

515-383W
12X5.5X4H
400 (240入)
070938   
ロット

※2022年5月31日まで￥380

10

Carriage

502-065
17X12X16H
1,280 (48入)
081422

※2022年5月31日まで￥1,100

意匠登録済

※2022年5月31日まで￥1,200

502-066
13.5X9X13H
920 (60入)
082641
意匠登録済

※2022年5月31日まで￥880

515-499W
16X4.5X25H
(内寸8.5X4X4H)
650 (144入)
055607

Heart Necklace
 With Crystal 

533-088W
9X4X29H
630 (160入)
065330
半立体タイプ

533-090W
11X5.5X50H
1,200 (72入)
098277
半立体タイプ

Wall Hanging Umbrella

507-080W
15X11X10H
840 (96入)
098192
開閉式

※2022年5月31日まで￥790

507-081W
12X9X8H
720 (120入)
098215
開閉式

※2022年5月31日まで￥680

517-058A
26X14X9H(内寸25X12.5X7H)
2,250 (48入) 
006364

※表示価格は税抜き表示です。

533-093W
φ22(内枠φ8)
750 (100入) 
016295

Wall Hanging Wreath

515-474W
12X8.5X22.5H
900（84入）
005992 ロット6

515-407W
14X10X28.5H
1,380 (48入)
081347  (1pc小箱入)
意匠登録済

515-408B
12X8.5X24.5H
1,200 (72入)
081378  (1pc小箱入)
意匠登録済

515-473W
φ7.5X23.5H
680（96入）
005978 ロット6

Prince & Princess Torso

533-092W
φ32(内枠φ9)
880 (100入) 
016288

NEWNEW

533-028
12X11.5X7H
(内寸11.5X11X3.5H)
780 (96入)
068423  ロット6

533-029
10.5X10X6H
(内寸10X9.5X3.5H)
650 (120入)
068430  ロット5

515-408W
12X8.5X24.5H
1,200 (72入)
081361  (1pc小箱入)
意匠登録済

507-078W
12X4.5X22H
650 (120入)
098161
半立体タイプ

507-075W
8X7X21H
630 (120入)
063749

515-485W
11X8X15H
930 (90入) 
010934（6pcs小箱入）

S.G.S WONDERZONE ORIGINAL PRODUCTS

502-053W
10.5X12X17.5H
870 (72入)  
046759

515-312W
φ15X36H
640(50入)
050947

Mule・Shoes

515-383W
12X5.5X4H
400 (240入)
070938   
ロット

※2022年5月31日まで￥380

10

Carriage

502-065
17X12X16H
1,280 (48入)
081422

※2022年5月31日まで￥1,100

意匠登録済

※2022年5月31日まで￥1,200

502-066
13.5X9X13H
920 (60入)
082641
意匠登録済

※2022年5月31日まで￥880

515-499W
16X4.5X25H
(内寸8.5X4X4H)
650 (144入)
055607

Heart Necklace
 With Crystal 

533-088W
9X4X29H
630 (160入)
065330
半立体タイプ

533-090W
11X5.5X50H
1,200 (72入)
098277
半立体タイプ

Wall Hanging Umbrella

507-080W
15X11X10H
840 (96入)
098192
開閉式

※2022年5月31日まで￥790

507-081W
12X9X8H
720 (120入)
098215
開閉式

※2022年5月31日まで￥680

517-058A
26X14X9H(内寸25X12.5X7H)
2,250 (48入) 
006364

※表示価格は税抜き表示です。

533-093W
φ22(内枠φ8)
750 (100入) 
016295

Wall Hanging Wreath

515-474W
12X8.5X22.5H
900（84入）
005992 ロット6

515-407W
14X10X28.5H
1,380 (48入)
081347  (1pc小箱入)
意匠登録済

515-408B
12X8.5X24.5H
1,200 (72入)
081378  (1pc小箱入)
意匠登録済

515-473W
φ7.5X23.5H
680（96入）
005978 ロット6

Prince & Princess Torso

533-092W
φ32(内枠φ9)
880 (100入) 
016288

NEWNEW

533-028
12X11.5X7H
(内寸11.5X11X3.5H)
780 (96入)
068423  ロット6

533-029
10.5X10X6H
(内寸10X9.5X3.5H)
650 (120入)
068430  ロット5

515-408W
12X8.5X24.5H
1,200 (72入)
081361  (1pc小箱入)
意匠登録済

507-078W
12X4.5X22H
650 (120入)
098161
半立体タイプ

507-075W
8X7X21H
630 (120入)
063749

515-485W
11X8X15H
930 (90入) 
010934（6pcs小箱入）

S.G.S WONDERZONE ORIGINAL PRODUCTS

502-053W
10.5X12X17.5H
870 (72入)  
046759

515-312W
φ15X36H
640(50入)
050947

Mule・Shoes

515-383W
12X5.5X4H
400 (240入)
070938   
ロット

※2022年5月31日まで￥380

10

Carriage

502-065
17X12X16H
1,280 (48入)
081422

※2022年5月31日まで￥1,100

意匠登録済

※2022年5月31日まで￥1,200

502-066
13.5X9X13H
920 (60入)
082641
意匠登録済

※2022年5月31日まで￥880

515-499W
16X4.5X25H
(内寸8.5X4X4H)
650 (144入)
055607

Heart Necklace
 With Crystal 

533-088W
9X4X29H
630 (160入)
065330
半立体タイプ

533-090W
11X5.5X50H
1,200 (72入)
098277
半立体タイプ

Wall Hanging Umbrella

507-080W
15X11X10H
840 (96入)
098192
開閉式

※2022年5月31日まで￥790

507-081W
12X9X8H
720 (120入)
098215
開閉式

※2022年5月31日まで￥680

517-058A
26X14X9H(内寸25X12.5X7H)
2,250 (48入) 
006364

※表示価格は税抜き表示です。

533-093W
φ22(内枠φ8)
750 (100入) 
016295

Wall Hanging Wreath

515-474W
12X8.5X22.5H
900（84入）
005992 ロット6

515-407W
14X10X28.5H
1,380 (48入)
081347  (1pc小箱入)
意匠登録済

515-408B
12X8.5X24.5H
1,200 (72入)
081378  (1pc小箱入)
意匠登録済

515-473W
φ7.5X23.5H
680（96入）
005978 ロット6

Prince & Princess Torso

533-092W
φ32(内枠φ9)
880 (100入) 
016288

NEWNEW

※2022年5月31日まで
￥780

※2022年5月31日まで
￥1,200

※2022年5月31日まで
￥730

※2022年5月31日まで
￥1,380

※2022年5月31日まで
￥900

※2022年5月31日まで
￥630

※2022年5月31日まで
￥930

※2022年5月31日まで
￥650

※2022年5月31日まで
￥640

820

1,280

760

1,480 950

660 980

680

680

V
ase

ベ
ー
ス

176 177

Slice Wood Basket

706-002N
25X9X6X12H
700 (120入)
001956
ハンドル可動式

706-001N
32X21X11X24H
2,000 (36入)
001147
ハンドル可動式

706-011N
φ12X7X16H
560 (160入)
001598
ハンドル固定式

706-010N
14X10X6.5X15H
560 (160入)
001499
ハンドル固定式

706-009N
10X7.5X15X20H
580 (150入)
001475

706-007N
26.5X20X8H
1,050 (60入)
001437

706-008N
22X15X7H
680 (96入)
001451

706-003N
34X24X8H
1,400 (36入)
001338

706-004N
27X19X7H
950 (60入)
001352

706-005N
26X12X6H
680 (96入)
001376

706-001B

283-002W  ▽
22X16.5X12.5X30.5H
(内寸φ11.5X6.5H)
680 (90入)
060908

283-003W  ▽
17X13X9.5X25H
(内寸φ8.5X5H)
580 (160入)
062506

Boston Style Bamboo Pot

00

※表示価格は税抜き表示です。 S.G.S WONDERZONE ORIGINAL PRODUCTS ※表示価格は税抜き表示です。 S.G.S WONDERZONE ORIGINAL PRODUCTS

Spiral Grass Flower Pot

375-008  ▽ V付 
φ19X36H(スタンド込)
(内寸φ15.5X26H)
2,200 (16入) 
001703

375-009  ▽ V付 
φ14X29H(スタンド込)
(内寸φ11X20H)
1,500 (24入) 
001710

375-007  ▽ V付
20X12X16H
(内寸17X9X12H)
1,380 (48入) 
001697

375-004  ▽ V付 
25.5X10.5X13H
(内寸18.5X7.5X11H)
1,350 (48入) 
001635

375-001  ▽ V付 
44X20X12H
(内寸40X16X11H)
1,900 (36入) 
001604

375-002  ▽ V付 
34.5X15X9H
(内寸30.5X11X8H)
1,280 (48入) 
001611

S.G.S WONDERZONE ORIGINAL PRODUCTS

Higezuru Vine

635-004 V付
φ16X9.5H
(内寸φ13X8.5H)
680 (108入)
052446

635-005 V付
φ10.5X8H
(内寸φ8X7H)
420 (160入)
052569

635-007 V付
φ10.5X11.5H
(内寸φ8.5X8H)
550 (140入)
053009

635-009 V付
φ12X8.5X16H
(内寸φ8X7.5H)
560 (140入)
053207

Slice Wood Basket

706-002N
25X9X6X12H
700 (120入)
001956
ハンドル可動式

706-001N
32X21X11X24H
2,000 (36入)
001147
ハンドル可動式

706-011N
φ12X7X16H
560 (160入)
001598
ハンドル固定式

706-010N
14X10X6.5X15H
560 (160入)
001499
ハンドル固定式

706-009N
10X7.5X15X20H
580 (150入)
001475

706-007N
26.5X20X8H
1,050 (60入)
001437

706-008N
22X15X7H
680 (96入)
001451

706-003N
34X24X8H
1,400 (36入)
001338

706-004N
27X19X7H
950 (60入)
001352

706-005N
26X12X6H
680 (96入)
001376

706-001B

283-002W  ▽
22X16.5X12.5X30.5H
(内寸φ11.5X6.5H)
680 (90入)
060908

283-003W  ▽
17X13X9.5X25H
(内寸φ8.5X5H)
580 (160入)
062506

Boston Style Bamboo Pot

00

※表示価格は税抜き表示です。 S.G.S WONDERZONE ORIGINAL PRODUCTS ※表示価格は税抜き表示です。 S.G.S WONDERZONE ORIGINAL PRODUCTS

Spiral Grass Flower Pot

375-008  ▽ V付 
φ19X36H(スタンド込)
(内寸φ15.5X26H)
2,200 (16入) 
001703

375-009  ▽ V付 
φ14X29H(スタンド込)
(内寸φ11X20H)
1,500 (24入) 
001710

375-007  ▽ V付
20X12X16H
(内寸17X9X12H)
1,380 (48入) 
001697

375-004  ▽ V付 
25.5X10.5X13H
(内寸18.5X7.5X11H)
1,350 (48入) 
001635

375-001  ▽ V付 
44X20X12H
(内寸40X16X11H)
1,900 (36入) 
001604

375-002  ▽ V付 
34.5X15X9H
(内寸30.5X11X8H)
1,280 (48入) 
001611

S.G.S WONDERZONE ORIGINAL PRODUCTS

Higezuru Vine

635-004 V付
φ16X9.5H
(内寸φ13X8.5H)
680 (108入)
052446

635-005 V付
φ10.5X8H
(内寸φ8X7H)
420 (160入)
052569

635-007 V付
φ10.5X11.5H
(内寸φ8.5X8H)
550 (140入)
053009

635-009 V付
φ12X8.5X16H
(内寸φ8X7.5H)
560 (140入)
053207

表記の見方（株）SG ワンダーゾーン
・ブループライス

品番　　　品番の前に PYA をつけ、－（ハイフン）を抜いてご発注ください [ 例 ]PYA607102
上代（カートン入り数）　
ロット　　ロットのある商品はロット単位でご注文ください

表記の見方（株）SG ワンダーゾーン
・ブループライス

品番　　　品番の前に PYA をつけ、－（ハイフン）を抜いてご発注ください [ 例 ]PYA607102
上代（カートン入り数）　
ロット　　ロットのある商品はロット単位でご注文ください



※2022年5月31日まで￥2,300

2,480
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Slice Wood Basket

706-002N
25X9X6X12H
700 (120入)
001956
ハンドル可動式

706-001N
32X21X11X24H
2,000 (36入)
001147
ハンドル可動式

706-011N
φ12X7X16H
560 (160入)
001598
ハンドル固定式

706-010N
14X10X6.5X15H
560 (160入)
001499
ハンドル固定式

706-009N
10X7.5X15X20H
580 (150入)
001475

706-007N
26.5X20X8H
1,050 (60入)
001437

706-008N
22X15X7H
680 (96入)
001451

706-003N
34X24X8H
1,400 (36入)
001338

706-004N
27X19X7H
950 (60入)
001352

706-005N
26X12X6H
680 (96入)
001376

706-001B

283-002W  ▽
22X16.5X12.5X30.5H
(内寸φ11.5X6.5H)
680 (90入)
060908

283-003W  ▽
17X13X9.5X25H
(内寸φ8.5X5H)
580 (160入)
062506

Boston Style Bamboo Pot

00

※表示価格は税抜き表示です。 S.G.S WONDERZONE ORIGINAL PRODUCTS ※表示価格は税抜き表示です。 S.G.S WONDERZONE ORIGINAL PRODUCTS

Spiral Grass Flower Pot

375-008  ▽ V付 
φ19X36H(スタンド込)
(内寸φ15.5X26H)
2,200 (16入) 
001703

375-009  ▽ V付 
φ14X29H(スタンド込)
(内寸φ11X20H)
1,500 (24入) 
001710

375-007  ▽ V付
20X12X16H
(内寸17X9X12H)
1,380 (48入) 
001697

375-004  ▽ V付 
25.5X10.5X13H
(内寸18.5X7.5X11H)
1,350 (48入) 
001635

375-001  ▽ V付 
44X20X12H
(内寸40X16X11H)
1,900 (36入) 
001604

375-002  ▽ V付 
34.5X15X9H
(内寸30.5X11X8H)
1,280 (48入) 
001611

S.G.S WONDERZONE ORIGINAL PRODUCTS

Higezuru Vine

635-004 V付
φ16X9.5H
(内寸φ13X8.5H)
680 (108入)
052446

635-005 V付
φ10.5X8H
(内寸φ8X7H)
420 (160入)
052569

635-007 V付
φ10.5X11.5H
(内寸φ8.5X8H)
550 (140入)
053009

635-009 V付
φ12X8.5X16H
(内寸φ8X7.5H)
560 (140入)
053207

Slice Wood Basket

706-002N
25X9X6X12H
700 (120入)
001956
ハンドル可動式

706-001N
32X21X11X24H
2,000 (36入)
001147
ハンドル可動式

706-011N
φ12X7X16H
560 (160入)
001598
ハンドル固定式

706-010N
14X10X6.5X15H
560 (160入)
001499
ハンドル固定式

706-009N
10X7.5X15X20H
580 (150入)
001475

706-007N
26.5X20X8H
1,050 (60入)
001437

706-008N
22X15X7H
680 (96入)
001451

706-003N
34X24X8H
1,400 (36入)
001338

706-004N
27X19X7H
950 (60入)
001352

706-005N
26X12X6H
680 (96入)
001376

706-001B

283-002W  ▽
22X16.5X12.5X30.5H
(内寸φ11.5X6.5H)
680 (90入)
060908

283-003W  ▽
17X13X9.5X25H
(内寸φ8.5X5H)
580 (160入)
062506

Boston Style Bamboo Pot

00

※表示価格は税抜き表示です。 S.G.S WONDERZONE ORIGINAL PRODUCTS ※表示価格は税抜き表示です。 S.G.S WONDERZONE ORIGINAL PRODUCTS

Spiral Grass Flower Pot

375-008  ▽ V付 
φ19X36H(スタンド込)
(内寸φ15.5X26H)
2,200 (16入) 
001703

375-009  ▽ V付 
φ14X29H(スタンド込)
(内寸φ11X20H)
1,500 (24入) 
001710

375-007  ▽ V付
20X12X16H
(内寸17X9X12H)
1,380 (48入) 
001697

375-004  ▽ V付 
25.5X10.5X13H
(内寸18.5X7.5X11H)
1,350 (48入) 
001635

375-001  ▽ V付 
44X20X12H
(内寸40X16X11H)
1,900 (36入) 
001604

375-002  ▽ V付 
34.5X15X9H
(内寸30.5X11X8H)
1,280 (48入) 
001611

S.G.S WONDERZONE ORIGINAL PRODUCTS

Higezuru Vine

635-004 V付
φ16X9.5H
(内寸φ13X8.5H)
680 (108入)
052446

635-005 V付
φ10.5X8H
(内寸φ8X7H)
420 (160入)
052569

635-007 V付
φ10.5X11.5H
(内寸φ8.5X8H)
550 (140入)
053009

635-009 V付
φ12X8.5X16H
(内寸φ8X7.5H)
560 (140入)
053207

表記の見方（株）SG ワンダーゾーン
・ブループライス

品番　　　品番の前に PYA をつけ、－（ハイフン）を抜いてご発注ください [ 例 ]PYA607102
上代（カートン入り数）　
ロット　　ロットのある商品はロット単位でご注文ください

表記の見方（株）SG ワンダーゾーン
・ブループライス

品番　　　品番の前に PYA をつけ、－（ハイフン）を抜いてご発注ください [ 例 ]PYA607102
上代（カートン入り数）　
ロット　　ロットのある商品はロット単位でご注文ください

※Pオトシ付 ー 樹脂カップ付の商品です。　L付 ー ライナー付の商品です。

710-029B ▽ L付 
26.5X12.5X49H
(内寸10X10X10H)
2,480 (24入)  1/3本用
046476

※2022年5月31日まで￥2,300  

意匠登録済

710-030B ▽ L付 
18X9X37H
(内寸7X7X7H)
1,650 (36入)  1/8本用
046490

※2022年5月31日まで￥1,580     

意匠登録済

615-076B
13X5X27H
(内寸6X4.5X4H)
780 (72入)  090349
意匠登録済

615-077B
10.5X4X21H
(内寸5X4X3H)
600 (96入)  090356
意匠登録済

※2022年5月31日まで￥580

615-114B
17X4X15.5H
640 (72入) 
012174

615-056BP　▽ 
16.5X6.5X16.5H
（受け内寸：φ5X5H）
800 (120入)  1/24本用
309472
意匠登録済

※2022年5月31日まで￥780

615-046CP　▽  Pオトシ付 
26.5X10X26H
（オトシ内寸：φ7.5X6.5H）
1,580 (48入)  1/8本用
309465
意匠登録済

※2022年5月31日まで￥1,480



表記の見方 品番　（カートン入り数）　品番の前に PFO をつけ、－（ハイフン）を抜いてご発注ください
　　　　　　　　　　　 数字の後ろのはカラー番号となります[ 例 ]PFOYS120　GR

フォーシーズン（株）
・ブループライス

上代　ロット　フォーム使用量　　ロットのある商品はロット単位でご注文ください

YS-120GR （48 入）

￥750 Lot:3 

※TAシリーズはアンティーク調仕上げの為、色ムラ、サビ感を出しております。
※ブリキ製品は、使用環境や水ぬれなどによるサビが生じる場合がございます。また、手作りのため底の安定感にバラつきがある

場合がございます。強くこすったりすると、色や文字がはがれることがございますので、お取り扱いにはご注意ください。

素材：ブリキ 

TA-160GR （18入）
￥2,400 
21×16 H9 TH14.5

 JAN 4571431501474

TA-120GR （6入）
￥4,500 
φ26 H15 TH23

 JAN 4571431501511

TA-414GR （24入）
￥2,900 
22×18 H5.5

 JAN 4571431501580

TA-140GR （36入）
￥1,400 Lot:3 
φ12 H8.5 TH12

 JAN 4571431501535

TA-800GR （24入）
￥3,000
24.5×20 H5.5

 JAN 4571431501573

TA-140W （36入）
￥1,400 Lot:3 
φ12 H8.5 TH12

 JAN 4571431501542 

TA-160W （18入）
￥2,400 
21×16 H9 TH14.5

 JAN 4571431501481

TA-414W （24入）
￥2,900 
22×18 H5.5

 JAN 4571431501566

TA-800W （24入）
￥3,000
24.5×20 H5.5

 JAN 4571431501559 

TA-120W （6入）
￥4,500 
φ26 H15 TH23

 JAN 4571431501528 

素材：水草

SG-131 （72入）
￥750 Lot:6 
φ13 H10.5 TH21 

 JAN 4582110694844

SG-140 （36入）
￥1,350 Lot:3 
23×10 H9 TH23 

 JAN 4582110695001

SG-120 （36入）
￥1,550 
26×13 H11 TH26 

 JAN 4582110694998

SG-130 （90入）
￥700 Lot:6 
φ13 H8 

 JAN 4582110694875

SG-180 （120入）
￥580 Lot:6 
φ10 H7.5 

 JAN 4582110694868

SG-181 （90入）
￥630 Lot:6 
φ10 H7.5 TH16 

 JAN 4582110694851

SG-700 （48入）
￥980 Lot:3 
16×11 H8.5 TH21 

 JAN 4582110694882

SG-413 （72入）
￥980 Lot:3 
□15 H7 

 JAN 4582110694967

SG-916 （72入）
￥880 Lot:3 
φ15 H7 

 JAN 4582110694950

SG-500/S (48入)
￥1,150 Lot:3  
20×11 H11 TH22 

 JAN 4582110694981

SG-500/L (36入)
￥1,450 Lot:3  
24×15 H15 TH26 

 JAN 4582110694974 

MS-140 （90入）
￥780 Lot:6 
16×13 H8 TH19 

 JAN 4582110697111

MS-180 （90入）
￥720 Lot:6 
φ13 H9.5 

 JAN 4582110697098

MS-181 （72入）
￥750 Lot:6 
φ13 H9.5 TH21 

 JAN 4582110697104

MS-003 （90入）
￥720 Lot:6  
φ12 H10.5 

 JAN 4582110697173

MS-035 （60入）
￥850 Lot:6  
φ13 H11 

 JAN 4582110697166

MS-312 （36入）
￥1,450 
23×12 H12 TH25 

 JAN 4582110697296

MS-355 （32入）
￥1,580 
26×14 H13 TH26 

 JAN 4582110697302

※本ページ記載商品は天然素材を使用しております。素材の性質上、水漏れ、稀に強くこすると色移り、色落ちする場合がございます。
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表記の見方 品番　（カートン入り数）　品番の前に PFO をつけ、－（ハイフン）を抜いてご発注ください
　　　　　　　　　　　 数字の後ろのはカラー番号となります[ 例 ]PFOYS120　GR

フォーシーズン（株）
・ブループライス

上代　ロット　フォーム使用量　　ロットのある商品はロット単位でご注文ください

YS-120GR （48 入）

￥750 Lot:3 

表記の見方・ご注文方法 （株）フォーシーズン ブループライス

上代 ロット フォーム使用量　ロットのある商品はロット単位でご注文ください

品番（カートン入り数）

品番の前に PFO をつけ、－（ハイフン）を抜いてご発注ください
数字の後ろのアルファベットはカラー番号となります

品番ご記入例　 PFOYS120  GRYS-120GR （48 入）

￥750 Lot:3 



素材：ウォーターヒヤシンス

素材：ガマ

素材：イグサ

KS-300/S (90入)
￥780 Lot:6 
φ17 H8 

 JAN 4582110695032

KS-300/L (60入)
￥850 Lot:3 
φ21 H9 

 JAN 4582110695049

EA-003 （160入）
￥580 Lot:10  
φ11 H9.5 

 JAN 4571431503447

EA-900/S （60入）
￥1,050 Lot:3 
φ21 （5.5-7-5.5） H7 

 JAN 4571431503515

EA-300/S （120入）
￥680 Lot:6 
φ15 H8 

 JAN 4571431503539 

EA-035 （120入）
￥680 Lot:10  
φ12 H11 

 JAN 4571431503454

EA-900/L （40入）
￥1,250 Lot:2
φ24 （7.5-8-7.5） H8 

 JAN 4571431503522

EA-300/L （90入）
￥730 Lot:6  
φ17 H8 

 JAN 4571431503546 

KR-130BR (90入)
￥700 Lot:6  
□15 H9 

 JAN 4582110691959

KR-160BR (90入)
￥700 Lot:6 
φ18.5 H7 

 JAN 4582110691942

GU-003 (120入)
￥490 Lot:6  
Φ12 H10 

 JAN 4571431505663

GU-004 (48入)
￥740 Lot:3 
Φ18 H14 

 JAN 4571431505632

GU-131 (48入)
￥790 Lot:3  
Φ13 H11.5 TH22 

 JAN 4571431505656

GU-140 (120入)
￥490 Lot:6 
15×12 H9 

 JAN 4571431505649

GU-352 (48入)
￥900 Lot:3  
27×17 H13 

 JAN 4571431505670

KR-130GR (90入)
￥750 Lot:6  
□15 H9 

 JAN 4582110691997

KR-160GR (90入)
￥750 Lot:6 
φ18.5 H7 

 JAN 4582110691973

※本ページ記載商品は天然素材を使用しております。素材の性質上、水漏れ、稀に強くこすると色移り、色落ちする場合がございます。

シリコンキャップに十字に
切込みを入れる
注）はじめ切込みは小さめに

水(又はエコゼリー）を入れ、シリコン
キャップを付ける
注）ガラスが濡れていると、キャップが外れ

やすくなります。ご注意ください。

バスケットにセット 花束をセットする

シリコンキャップ付
リサイクルガラス

素材：柳+リサイクルガラス

素材：柳+リサイクルガラス 素材：柳+リサイクルガラス 素材：ウォーターヒヤシンス
＋リサイクルガラス

素材：水草＋リサイクルガラス

YK-900/M (24入)
￥1,750  
20×14.5 H17 TH18.5 

 JAN 4571431507582

～新しいタイプのバスケット～
花束をバスケットで贈れる

付属のシリコンキャップに切込みを入れそのままブーケを入れる
だけ。持ち歩きの際に水漏れも少なく、エコゼリーならさらに安心。

気軽にブーケごと飾れるバスケット。
また使用後は花瓶としても利用できます。

YK-130BR (48入)
￥930 Lot:3 
Φ12 H11.5  

（シリコンキャップ付）

 JAN 4571431507599

YK-140BR (48入)
￥880 Lot:3 
Φ11 H11.5  

（シリコンキャップ付）

 JAN 4571431507605

EA-800 (48入)
￥950 
Φ15 H11.5  

（シリコンキャップ付）

 JAN 4571431507711

SG-800 (48入)
￥950 
Φ14.5 H11.5  

（シリコンキャップ付）

 JAN 4571431507704

※本ページ記載商品は天然素材を使用しております。素材の性質上、水漏れ、稀に強くこすると色移り、色落ちする場合がございます。

YK-200/M (36入)
￥1,400 
Φ12.5 (上口Φ9.5) H13 

 JAN 4571431507322

YK-200/L (24入)
￥1,750 
Φ13 (上口Φ9.5) H17 

 JAN 4571431507339
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表記の見方 品番　（カートン入り数）　品番の前に PFO をつけ、－（ハイフン）を抜いてご発注ください
　　　　　　　　　　　 数字の後ろのはカラー番号となります[ 例 ]PFOYS120　GR

フォーシーズン（株）
・ブループライス

上代　ロット　フォーム使用量　　ロットのある商品はロット単位でご注文ください

YS-120GR （48 入）

￥750 Lot:3 

表記の見方 品番　（カートン入り数）　品番の前に PFO をつけ、－（ハイフン）を抜いてご発注ください
　　　　　　　　　　　 数字の後ろのはカラー番号となります[ 例 ]PFOYS120　GR

フォーシーズン（株）
・ブループライス

上代　ロット　フォーム使用量　　ロットのある商品はロット単位でご注文ください

YS-120GR （48 入）

￥750 Lot:3 



素材：木製＆ウレタン

素材：木製

素材：木製＆白樺

※SV,TKシリーズは天然の白樺を使用しているため、色・模様にバラツキがあります。

※THシリーズは天然素材を使用しており、商品ごと天然木特有の木目や節（変色を含む）、色合いなどのばらつきがある場合がございます。
※Ⓜマーク＝防振ゴムマット付き商品/ ＝器の底に穴が空いている商品
※使用環境（温度、湿度、天候など）による伸縮やひび割れ、色褪せ等が発生することがございます。

※本ページ記載商品は天然素材を使用しております。素材の性質上、水漏れ、稀に強くこすると色移り、色落ちする場合がございます。

TH-302 （48入）
￥1,150 Lot:3 
24.5×11 H9   

 JAN 4571431503386

TH-353 （36入）
￥1,500 Lot:3 
34×13 H10   

 JAN 4571431503379

TH-102 （72入）
￥930 Lot:3 
□17.5 H8   

 JAN 4571431503423

TH-103 （48入）
￥1,100 Lot:3 
□21.5 H9   

 JAN 4571431503430

FT-250 （48入）
￥1,300 Lot:2
φ25 H4.5

 JAN 4582110696602

FT-302 （32入）
￥1,200 Lot:2 
24.5×11 H9   

 JAN 4582110696589

FT-353 （32入）
￥1,600 Lot:2 
34×12 H10   

 JAN 4582110696572

FT-300 （40入）
￥1,500 Lot:2
φ30 H5 

 JAN 4582110696596

TK-300W (36入)
￥1,800 Lot:3 
Φ14 H14  

 JAN 4571431505182

TK-300BR (36入)
￥1,800 Lot:3 
Φ14 H14  

 JAN 4571431505151

SV-400/S (48入)
￥1,380 Lot:2 
□20 H6.5 

 JAN 4571431506288

SV-400/L (36入)
￥2,200 Lot:2 
□25 H6.5 

 JAN 4571431506295

※たて置きもできます。

SV-300/M （48入）
￥900 Lot:4 
Φ15(上口Φ11.5)H14 

 JAN 4571431508565

SV-300/S （80入）
￥680 Lot:5 
Φ12(上口Φ9)H11.5 

 JAN 4571431508558

素材：柳

※本ページ記載商品は天然素材を使用しております。素材の性質上、水漏れ、稀に強くこすると色移り、色落ちする場合がございます。

YS-120GR （48入）
￥950 Lot:3 
□13（上口12）H11 TH22 

 JAN 4571431503607

YS-230GR （48入）
￥1,200 Lot:3 
□19（上口16） H13 TH29 

 JAN 4571431503591 

YM-352GR (24入)
￥1,700  
26×14 H11 TH28 

 JAN 4571431507490

YM-302GR (32入)
￥1,300  
22.5×14 H10 TH25 

 JAN 4571431507483

YM-304GR (36入)
￥1,400  
Φ26 H10.5 TH29 

 JAN 4571431507353

YM-303GR (36入)
￥1,200 
Φ23 H10 TH26 

 JAN 4571431507346

YM-355GR (24入)
￥1,700  
Φ30.5 H11.5 TH32.5 

 JAN 4571431507360

YJ-120BR (36入)
￥1,200 Lot:3 
21×18 H15.5 TH28.5 

 JAN 4571431507285

YJ-130BR (60入)
￥750 Lot:3 
16.5×16 H12 TH24 

 JAN 4571431507292

YJ-135BR （48入）
￥950 Lot:3  
Φ15.5(上口Φ12.5) H11.5 TH23 

 JAN 4571431508671

YJ-035BR （48入）
￥780 Lot:3  
Φ15.5(上口Φ12.5) H11 

 JAN 4571431508688

YJ-230BR （48入）
￥1,100 Lot:3 
21×15 H9 TH19 

 JAN 4571431508695

YJ-121BR （48入）
￥980 Lot:3 
18×13 H8 TH17 

 JAN 4571431508701
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表記の見方 品番　（カートン入り数）　品番の前に PFO をつけ、－（ハイフン）を抜いてご発注ください
　　　　　　　　　　　 数字の後ろのはカラー番号となります[ 例 ]PFOYS120　GR

フォーシーズン（株）
・ブループライス

上代　ロット　フォーム使用量　　ロットのある商品はロット単位でご注文ください

YS-120GR （48 入）

￥750 Lot:3 

表記の見方 品番　（カートン入り数）　品番の前に PFO をつけ、－（ハイフン）を抜いてご発注ください
　　　　　　　　　　　 数字の後ろのはカラー番号となります[ 例 ]PFOYS120　GR

フォーシーズン（株）
・ブループライス

上代　ロット　フォーム使用量　　ロットのある商品はロット単位でご注文ください

YS-120GR （48 入）

￥750 Lot:3 



※素材の性質上、水漏れ、稀に強く擦ると色移り、色落ちする場合がございます。

 
PKA021379
柄抜きホワイト
ブリキ&ウッドアイ形アレンジS
￥490（税抜）/１コ
 
発注単位：１コ
・16.5cmX10.5cmX6cmH
・オレンジプライス

 
PKA021381
柄抜きグレー
ブリキ&ウッドアイ形アレンジS
￥490（税抜）/１コ
 
発注単位：１コ
・16.5cm×10.5cm×H6cm
・オレンジプライス

 
PKA021380
柄抜きホワイト
ブリキ&ウッド
一文字アレンジ 32
￥800（税抜）/１コ
 
発注単位：１コ
・30cm×8cm×H6cm
・オレンジプライス

 
PKA021382
柄抜きグレー
ブリキ&ウッド
一文字アレンジ 32
￥800（税抜）/１コ
 
発注単位：１コ
・30cm×8cm×H6cm
・オレンジプライス

 
PKA021374
柄抜きホワイトブリキ&ウッド
円盤アレンジS
￥490（税抜）/１コ
 
発注単位：1コ
・φ13.5cm×H6cm
(内:φ10cm×H6cm)
・オレンジプライス

 
PKA021375
柄抜きグレーブリキ&ウッド
円盤アレンジS
￥490（税抜）/１コ
 
発注単位：1コ
・φ13.5cm×H6cm
(内:φ10cm×H6cm)
・オレンジプライス

 
PKA021376
柄抜きホワイトブリキ&ウッド
円盤アレンシ L
￥720（税抜）/１コ
 
発注単位：1コ
・φ20cm×H6cm
(内:φ16.8cm×H6cm)
・オレンジプライス

 
PKA021377
柄抜きグレーブリキ&ウッド
円盤アレンシ L
￥720（税抜）/１コ
 
発注単位：1コ
・φ20cm×H6cm
(内:φ16.8cm×H6cm)
・オレンジプライス

 
PKA017535
ホワイトワッシュ縁付トレー /壁掛Ｍ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
￥1,450（税抜）/１コ
 
発注単位：１コ
・H24cm×W24cm×D3cm
(内:Ｈ18cm×W18cm)
・フック付
・オレンジプライス

 
PKA017536
ホワイトワッシュ縁付トレー /壁掛Ｌ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
￥1,800（税抜）/１コ
 
発注単位：１コ
・H30cm×W30cm×D3cm
(内:H24cm×W24cm)
・フック付
・オレンジプライス

 
PKA017537
ホワイトワッシュ縁付正方トレー /壁掛　　　　　　　　　　　　　　　　
￥1,700（税抜）/１コ
 
発注単位：１コ
・H27cm×W27cm×D3cm
(内:H21cm×W21cm)
・フック付
・オレンジプライス

 
PKA017534
ホワイトワッシュ縁付トレー /壁掛Ｓ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
￥1,200（税抜）/１コ
 
発注単位：１コ
・H26cm×W16cm×D3cm
(内:H20cm×W10cm)
・フック付
・オレンジプライス

 
PKA017538
ホワイトワッシュ縁付長方トレー /壁掛　　　　　　　　　　　　　　　　
￥1,500（税抜）/１コ
 
発注単位：１コ
・H24cm×W35cm×D3cm
(内:H18cm×W29cm)
・フック付
・オレンジプライス

 
PKA017531
ホワイトワッシュ張出長方形トレー /
壁掛S
￥1,450（税抜） /１コ
 
発注単位：1コ
・H23cm×W16cm×D6cm
(内:H17cm×W10cm)
・フック付
・オレンジプライス 

 
PKA017532
ホワイトワシュ張出長方形トレー /
壁掛M
￥1,600（税抜） /１コ
 
発注単位：1コ
・H36cm×W15cm×D6cm
(内:H30cm×W9cm)
・フック付
・オレンジプライス 
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PKA018398
キャラメルホワイト柳楕円手
付寄鉢用籠S 
¥900（税抜）/1コ
 
発注単位:1コ
・W22cm×D15cm×H7cm
（H19cm）
・オレンジプライス

 
PKA018399
キャラメルホワイト柳楕円手
付寄鉢用籠M 
¥1,100（税抜）/1コ
 
発注単位:1コ
・W26cm×D19cm×H8.5cm
（H22.5cm） 
・オレンジプライス

 
PKA018162
グレー柳舟型中3号二鉢用
籠 
¥650（税抜）/1コ
 
発注単位:1コ
・W29cm×D12cm×H9cm 
・中3号 
・オレンジプライス

 
PKA018163
グレー柳舟型中3.5号二鉢用
籠 
¥750（税抜）/1コ
 
発注単位:1コ
・W36cm×D14cm×H11.5cm 
・中3.5号
・オレンジプライス

 
PKA011227
グレーワッシュ柳吊5号用籠 
¥1,100（税抜）/1コ
 
発注単位:1コ
・φ22cm×H13cm（H54cm） 
・吊5号
・オレンジプライス

 
PKA017025
白骨籐吊5号用籠 
¥780（税抜）/1コ
 
発注単位:1コ
・φ23cm×H13cm（H61cm） 
・吊5号
・オレンジプライス

※天然素材を用いて手作りで製作されております。注意しておりますが稀にトゲやささくれが発生する場合があります。保存状態によって変形や虫・カビが発生する可能性があります。

 
PKA011086
グレー経木手付半卵型寄鉢籠SS 
¥680（税抜）/1コ
 
発注単位:1コ
・W17.5cm×D15cm×H7cm（17cm）
・オレンジプライス

ビニール
ライナー付き

 
PKA011088
グレー経木手付半卵型寄鉢籠M 
¥1,150（税抜）/1コ
 
発注単位:1コ
・W26cm×D22cm×H11cm（25cn）
・オレンジプライス 

ビニール
ライナー付き

 
PKA011087
グレー経木手付半卵型寄鉢籠S
￥830（税抜）/1コ
 
発注単位：1コ
・W20cmXD17cmXH9cm（19cm）
・オレンジプライス 

ビニール
ライナー付き

 
PKA011089
グレー経木手付半卵型寄鉢籠L
￥1,650（税抜）/1コ
 
発注単位：1コ
・W31cmXD27cmXH13cm（33cm）
・オレンジプライス 

ビニール
ライナー付き

 
PKA022071
アンテックホワイトコンポートB
¥600（税抜）/1コ
 
発注単位:1コ
・φ8.5cm×H10cm 
・オレンジプライス
・ブリキ

 
PKA022079
アンテックホワイトコンポートF 
¥1,400（税抜）/1コ
 
発注単位:1コ
・φ11.5cm×H19.5cm 
・オレンジプライス
・ブリキ

 
PKA022074
アンテックホワイトシェル風トレイ 
¥780（税抜）/1コ
 
発注単位:1コ
・φ12.5cm×H7.5cm 
・オレンジプライス
・ブリキ

 
PKA022088
アンテックホワイトフラワートレイ 
¥780（税抜）/1コ
 
発注単位:1コ
・φ13.5cm×H5cm 
・オレンジプライス
・ブリキ

 
PKA022076
アンテックホワイトトレイM 
¥980（税抜）/1コ
 
発注単位:1コ
・φ18cm×H7.5cm 
・オレンジプライス
・ブリキ

 
PKA022203
アンテックホワイトコンポートK 
¥580（税抜）/1コ
 
発注単位:1コ
・φ8.5cm×H8cm 
・オレンジプライス
・ブリキ

 
PKA022205
アンテックホワイトエッジデコS 
¥780（税抜）/1コ
 
発注単位:1コ
・φ7cm×H13cm 
・オレンジプライス
・ブリキ
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[182]ダマスクパール [181]ハピネスゴールドブラック

 
MHO1400105 [カラー ]
デザインボックスカク８０ダブル
￥700（税抜）/１コ 
 
発注単位：１コ
・W17cmxD8cmxH9.5cm
・紙

[113] 
ハピネスゴールドブラック

[112] 
ダマスクパール

 
MHO1400105 [カラー ]
デザインボックスカク１００
￥670（税抜）/１コ
 
発注単位：１コ
・□11cmｘH8.5cm
・紙

 
MHO050129
デザインボックスカク１２０
￥700（税抜）/１コ
 
発注単位：１コ
・□13cmxH9.5cm
・紙
・蓋ゲタＶカット付

ハピネスゴールド
ブラック

ダマスクパール

 
MHO050130
デザインボックスカク１２０
￥700（税抜）/１コ
 
発注単位：１コ
・□13cmxH9.5cm
・紙
・蓋ゲタＶカット付

[225]ダマスクパール　 [227]ダマスクリングピンク　 [229]ハピネスゴールドブラック

 
MHO1400105 [カラー ]
デザインボックスマル１３０
￥800（税抜）/１コ 
 
発注単位：１コ
・Φ13.5cmxH10cm
・紙

[205]ダマスクパール　 [207]ダマスクリングピンク　 [209]ハピネスゴールドブラック

 
MHO1400105 [カラー ]
デザインボックスマル100
¥670（税抜）/1コ
 
発注単位:1コ
・Φ10.5cmxH8cm
・紙

[753]ミント×ベージュ

[803]ミント×ベージュ

[853]ミント×ベージュ

[750]パール×パール　

[800]パール×パール　

[850]パール×パール　

[751]マロン×ブラック

[801]マロン×ブラック

[851]マロン×ブラック

[752]ブラック×グレー

[802]ブラック×グレー

[852]ブラック×グレー

 
MHO1400105 [カラー ]
デザインボックスクリア100
¥750（税抜）/1コ
 
発注単位:1コ
・11x11x9cm
・紙､PET
・水NG
・クリアカバー付き

 
MHO1400105 [カラー ]
デザインボックスクリア120
¥800（税抜）/1コ
 
発注単位:1コ
・13x13x9cm
・紙､PET
・水NG
・クリアカバー付き

 
MHO1400105 [カラー ]
デザインボックスクリア80ダブル
¥800（税抜）/1コ
 
発注単位:1コ
・17x8x9cm
・紙､PET
・水NG
・クリアカバー付き

ペーパーボックス

Paper box

[003]ウッドアイボリー [001]ウッドブラウン

 
MHO1400124 [カラー ]
デザインボードＭ　
￥600（税抜）/１枚
 
発注単位：１枚
・W21cmxH29.7cm
・紙・真鍮

ハトメ付

※お花をホコリ等から守るクリアカバーが付いてます。ボックスの内側と外側の間にはめ込み固定します。
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（株）SS MIYUKI studio
・グリーンプライス

表記の見方 品番　　　　　各商品画像左下の数字 6 ケタの前に
　　　　　　　TSA をつけてご発注ください

[ 例 ] TSA600000

上代　　　　　出荷ロット単位でご注文ください

（株）SS MIYUKI studio
・グリーンプライス

表記の見方 品番　　　　　各商品画像左下の数字 6 ケタの前に
　　　　　　　TSA をつけてご発注ください

[ 例 ] TSA600000

上代　　　　　出荷ロット単位でご注文ください
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表記の見方・ご注文方法 （株）SS MIYUKI studio ブラックプライス（ 一部グリーンプライスあり ）

上代　出荷ロット単位でご注文ください

各商品画像左下の数字 6 ケタの前に TSA をつけてご発注ください

品番ご記入例　 TSA600000



（株）SS MIYUKI studio
・ブラックプライス

表記の見方 品番　　　　　各商品画像左下の数字 6 ケタの前に
　　　　　　　TSA をつけてご発注ください

[ 例 ] TSA600000

上代　　　　　出荷ロット単位でご注文ください

（株）SS MIYUKI studio
・ブラックプライス

表記の見方 品番　　　　　各商品画像左下の数字 6 ケタの前に
　　　　　　　TSA をつけてご発注ください

[ 例 ] TSA600000

上代　　　　　出荷ロット単位でご注文ください
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TADGLSK200 
ガラスボトル スキットル200
￥300（税抜）/１コ
 
発注単位：LOT 6コ
・W7.8cm×D4.1cm×H14cm
・ガラス製
・オレンジプライス

 
DJF211948  
クリアケース
ハーバリウム200mlスキットル用
￥2,100（税抜）/１パック（10枚）
 
1枚あたり…￥210
発注単位：１パック（10枚）
・W7.8cm×D4.4cm×H14.4cm

 
DJF212129 
クリアケース
ハーバリウム50ml角瓶用
￥1,400（税抜）/１パック（10枚）
 
1枚あたり…￥140
発注単位：１パック（10枚）
・W4.5cm×D4.5cm×H8.1cm

※LOT表記のある商品は、LOT単位でのみご注文を承っております。

 
DJF211931 
クリアケース 
ハーバリウム100mlフラスコ用
￥1,500（税抜）/１パック（10枚）
 
1枚あたり…￥150
発注単位：１パック（10枚）
・W7.3cm×D4.8cm×H9.6cm

斜めにも
おけます

 
TADGLF100
ガラスボトル フラスコ100
￥230（税抜）/１コ ●
 
発注単位：1コ
・W7×D4.5×H9.5cm
・ガラス製
・オレンジプライス

Herbarium ハーバリウム

 
DJF211917  
クリアケース
ハーバリウム200mlライト用
￥2,500（税抜）/１パック（10枚）
 
1枚あたり…￥250
発注単位：１パック（10枚）
・W7.2cm×D7.2cm×H13.9cm

 
TADGLL200
ガラスボトル ライト200
￥300（税抜）/１コ ●
 
発注単位：1コ
・W6.5×D6.5×H13.7cm
・ガラス製
・オレンジプライス

 
TADGLSQ50 
ガラスボトル スクエア50
￥225（税抜）/１コ
 
発注単位：LOT 6コ
・W4cm×D4cm×H7.9cm
・ガラス製
・オレンジプライス

 
TADGLHH180  
ガラスボトル ハイヒール180
￥1，200（税抜）/１コ
 
発注単位：LOT 2コ
・W14×D7×H21cm
・ガラス製
・ハイヒール型のガラスボトル
・オレンジプライス

底面  
TADGLR150
ガラスボトル マル150
￥280（税抜）/１コ ●
 
発注単位：1コ
・W4.2×D4.2×H17cm
・ガラス製
・オレンジプライス

 
TADGLR200
ガラスボトル マル200
￥300（税抜）/１コ ●
 
発注単位：1コ
・W4.2×D4.2×H21.5cm
・ガラス製
・オレンジプライス

 
TADGLR100
ガラスボトル マル100
￥230（税抜）/１コ ●
 
発注単位：1コ
・W4.2×D4.2×H12.5cm
・ガラス製
・オレンジプライス

TADGLR100 TADGLR150 TADGLR200

 
TADGLSQ100
ガラスボトル スクエア100
￥230（税抜）/１コ ●
 
発注単位：1コ
・W4×D4×H12.5cm
・ガラス製
・オレンジプライス

 
TADGLSQ150
ガラスボトル スクエア150
￥280（税抜）/１コ ●
 
発注単位：1コ
・W4×D4×H17cm
・ガラス製
・オレンジプライス

 
TADGLSQ200
ガラスボトル スクエア200
￥300（税抜）/１コ ●
 
発注単位：1コ
・W4×D4×H21.5cm
・ガラス製
・オレンジプライス

底面

TADGLSQ100 TADGLSQ150 TADGLSQ200

 
TADGLT200 

ガラスボトル サンカク200
￥300（税抜）/１コ ●
 
発注単位：1コ
・W5.5×D5.5×H22.5cm
・ガラス製
・オレンジプライス

TADGLT200

 
DJF211566
クリアケースハーバリウム100ml用10P
￥1,400（税抜）/１パック 
 
1コあたり・・・￥140
発注単位：1パック
・W4.5cm×D4.5cm×H12.7cm(厚さ0.3mm）

角・丸兼用

 
DJF211573
クリアケースハーバリウム150ml用10P
￥1,500（税抜）/１パック 
 
1コあたり・・・￥150
発注単位：1パック
・W4.5cm×D4.5cm×H17cm(厚さ0.3mm）

角・丸兼用

 
DJF211580
クリアケースハーバリウム200ml用10P
￥2,600（税抜）/１パック 
 
1コあたり・・・￥260
発注単位：1パック
・W6cm×D6cm×H22.1cm(厚さ0.3mm）

角・丸・六角・テーパー兼用

DJF211573DJF211566 DJF211580

 
DMAML012  [カラー ] 
ハーバリウムボールペン 5本入
￥2,880（税抜）/１set  ｜ 2,400 ｜
 
1本あたり…￥576
発注単位：1set
・直径約1cm×L14.5cm

[B] ブルー [LP] ライトピンク[P] ピンク[PPG] ピンク/ピンクゴールド

[W] ホワイト[WR] ワインレッド[LV] ラベンダー

[PG] ピンクゴールド

[SL] シルバー

[WPG] ホワイト/ピンクゴールド

[YG] イエローゴールド

 
DMAML013
ボールペンケースクリア
￥360（税抜）/１パック（5本） ｜ 300 ｜
 
1本あたり…￥96
発注単位：１パック（5本）
・W2.5cm×H2.5cm×L15.5cm
・プラスチック
・DMAML017,016に適用
※2019年4月30日まで￥480

 
DMAML023  [カラー ] 
ボールペン用ギフトボックス
￥420（税抜）/１コ  ｜ 350 ｜
 
発注単位：1コ
・約 4.4cm×17.7cm×2cm

[NA] ネイビー

[W] ホワイト

 
DMAML014
ボールペン替え芯ブラック
￥240（税抜）/１パック（5本） ｜ 200 ｜
 
1本あたり…￥72
発注単位：１パック（5本）
・φ約0.4cm×7cm
・DMAML017,016に適用
※2019年4月30日まで￥360



ハーバリウムに
使いやすい

ストレートタイプ

MCY-0500
ピンセット25cm
￥140（税抜）/1本
L25cm×W13mm
入り数：12本/B 432本/C▼

材質：ステンレス
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TADLEDSLRB
LEDコースター シルバー
￥1,200（税抜）/１コ ●
 
発注単位：1コ
・W11.2×D10.8×H3.6cm
・台座：ABS樹脂、ガラス
・グリーンプライス

 
TADLEDSLAD
LEDコースター シルバー アダプター
￥1,300（税抜）/１コ ●
 
発注単位：1コ
・W6×D4.5×H8cm
・ABS樹脂
・グリーンプライス

ハーバリウムやクリスタル、ホビーなどを
幻想的な光で演出出来る LED台座

LEDコースター (SL)専用のアダプター。
コンセント/USB兼用

 
TADACCAP20
アクリルキャップ20入り
￥3,000（税抜）/１箱 ●
 
1コあたり・・・￥150
発注単位：1箱（20コ）
・φ3.4cm×H2.1cm
・アクリル製
・オレンジプライス

※LOT表記のある商品は、LOT単位でのみご注文を承っております。

 
TADARCAP  [カラー ] 
アロマリウムキャップ  6個セット
￥900（税抜）/１コ
 
発注単位：1コ
・W10×D2×H10cm
（内寸：一個あたりW3.2×H1.9cm）
・外：アルミ製
・アロマリウム用 穴あきキャップ
・オレンジプライス

 
TADCSAR 
クリアケース アロマリウム完成品用4枚パック
￥1,800（税抜）/１コ
 
発注単位：1コ
・アロマリウム完成品にぴったりのクリアケース
・オレンジプライス

[GL6] ゴールド [SL6] シルバー

 
DJF212150  
クリアケース
ハーバリウム150ml
スクエアショート用
￥2,100（税抜）/１パック（10枚）
 
1枚あたり…￥210
発注単位：１パック（10枚）
・W7cm×D7cm×H8.2cm

 
TADGLSQS15
ガラスボトル スクエアショート150
￥300（税抜）/１コ
 
発注単位：LOT 6コ
・W7×D7×H7.8cm
・ガラス
・アロマリウムにピッタリなガラスボトル
・オレンジプライス

 
TADARSTBK1 [0]
アロマリウムスティック
ブラック10
￥480（税抜）/１パック（10本）
 
1本あたり…￥48
発注単位：LOT 4パック
・W5.5×D0.3×H30.5cm
・ファイバー
・オレンジプライス

 
TADARSTWHI [0]
アロマリウムスティック
ホワイト10
￥480（税抜）/１パック（10本）
 
1本あたり…￥48
発注単位：LOT 4パック
・W5.5×D0.3×H30.5cm
・ファイバー
・オレンジプライス

 
TADARSTWBR
アロマリウムスティック
ウッドブラウン10
￥480（税抜）/１パック（10本）
 
1本あたり…￥48
発注単位：LOT 4パック
・W5.5×D0.3×H30.5cm
・ファイバー
・オレンジプライス

 
TADARSTNR1 [0]
アロマリウムスティック
ナチュラル10
￥480（税抜）/１パック（10本）
 
1本あたり…￥48
発注単位：LOT 4パック
・W5.5×D0.3×H30.5cm
・ファイバー
・オレンジプライス

 
TADAR5ML [カラー ]
アロマリウムオイル 500ml
￥2,500（税抜）/１本 
 
発注単位：LOT2本
・W6×D6×H19.2cm
・ミネラルオイル
・オレンジプライス

[949] カクテルブーケ [273] サクラ [271] ベイビーローズ [948]スイートベリー

香りも楽しめるハーバリウム、アロマリウムオイル

◆  取り扱いについて ◆

・小さなお子様など手の届く場所への保管は避
け、誤飲等には十分にお気を付けください。
・万が一オイルが目に入るなどした場合は、清
潔な水で十分洗い流す等の応急処置をし、適切
な医療機関で受診してください。

◆  直射日光はなるべく避けて
ください ◆

・オイルは室内温度が高くなると膨張する可能
性があります。長時間直射日光が当たり続ける
場所への保管は避けてください。
・また、長時間直射日光に照らされると、オイ
ルの変色や花材等の色褪せの原因にもつながり
ます。

［パラフィンオイル］
原油を超高度に精製して得られた無色・無臭の高級ミネラルオイルで、化粧品原料規格に合格しており、
ハーバリウムを制作する際も安心してお使いいただけます。

 
TADSRCP5ML
スイレンカオイルプラス 500ml
￥1,400（税抜）/１コ ●
 
発注単位：1コ
・W6×D6×H19.2cm
・流動パラフィン
・ハーバリウム専用オイル
   耐光性と安全性に優れた高純度オイル
・オレンジプライス

 
TADSRCP5L
スイレンカオイルプラス 5L
￥10,000（税抜）/１コ
 
発注単位：1コ
・W19.3×D19.3×H19.8cm
・流動パラフィン
・ハーバリウム専用オイル
   耐光性と安全性に優れた高純度オイル
・オレンジプライス

 
TADSRCP1L 
スイレンカオイルプラス 1L
￥2,200（税抜）/１コ ●
 
発注単位：1コ
・W7.3×D7.3×25.8cm
・流動パラフィン
・ハーバリウム専用オイル
   耐光性と安全性に優れた高純度オイル
・オレンジプライス



 
TEOBC72078
ラメッタカーリー
シルバー 15G
￥720（税抜）/１袋
 
発注単位：１袋
・15ｇ

 
TEOBC72079
ラメッタカーリー
シャンペン15G
￥720（税抜）/１袋
 
発注単位：１袋
・15ｇ

 
TEOBC72077 
ラメッタカーリー
ゴールド15G
￥720（税抜）/１袋
 
発注単位：１袋
・15ｇ

 
TEOBC72080
ラメッタカーリー
ピンクマスカット15G
￥720（税抜）/１袋
 
発注単位：１袋
・15ｇ

 
DMAML018  [カラー ]
カラービット 約100G入
￥960（税抜）/１パック ｜ 800 ｜
 
発注単位：１パック
・100g
・樹脂・プラスチック

[99]  クリア  [42] グリーン  [25] ライトブルー [05] ブルー

 [20] レッド  [22] フランボワーズ [38] ピンク [62] ピーチ

 
TEOBC72083 
ラメッタカーリー
ロイヤルブルー 15G
￥720（税抜）/１袋
 
発注単位：１袋
・15ｇ

 
M-D62342
ディアマンテスプレー 5mm
¥3,750（税抜）/1袋（30本）
 
1本あたり…¥125
発注単位:1袋（30本）
・φ5mm･L18cm
・ラインストーン 
・ブラックプライス

 
M-D62340
ディアマンテスプレー 4mm
¥3,060（税抜）/1袋（36本）
 
1本あたり…¥85
発注単位:1袋（36本）
・φ4mm･L18cm
・ラインストーン 
・ブラックプライス

 
MMIK4636 [S]
リング シャワー付き12mm
¥400（税抜）/1コ ●
 
発注単位:1コ
・1.2cm　・真鍮 
・オレンジプライス

裏

 
DMAAKS02
ダイツキブローチ（2P）
¥468（税抜）/1箱（2コ）  ｜ 390 ｜
 
1個あたり・・・¥234
発注単位:1箱（2コ）
・円形部分φ3.0cm

 
MMIK504 [S]
ブローチ金具
¥400（税抜）/1コ ●
 
発注単位:1コ
・2.4cm　・真鍮 
・オレンジプライス

 
MMIK2670 [S]
ブローチ金具
¥600（税抜）/1コ ●
  
発注単位:1コ
・3cm　・真鍮 
・オレンジプライス

 
MMIK508 [S]
ブローチピン
¥300（税抜）/1袋 ●（2コ）
 
1コあたり…¥150
発注単位:1袋（2コ）
・2.8cm　・真鍮 
・オレンジプライス

 
MMIK556 [S]
ブローチピン
¥300（税抜）/1袋 ●（2コ）
 
1コあたり…¥150
発注単位:1袋（2コ）
・2.9cm　・真鍮 
・オレンジプライス

 
MMIK558 [S]
ブローチピン
¥300（税抜）/1袋 ●（2コ）
 
1コあたり…¥150
発注単位:1袋（2コ）
・3.7cm　・真鍮 
・オレンジプライス

 
MMIK576 [S]
ヘアバレッタ
¥350（税抜）/1コ ●
  
発注単位:1コ
・6cm　・鉄 
・オレンジプライス

 
MMIK1596 [S]
ヘアバレッタ
¥400（税抜）/1コ ●
 
発注単位:1コ
・8cm　・鉄 
・オレンジプライス

[ 000 ] 白
 
DRO62771 [000]
パールピック・小
¥600（税抜）/1袋（24本）
 
1本あたり…¥25
発注単位:1袋（24本）
・φ0.7cm・L15cm
・発砲スチロール･樹脂 

[ 000 ]  白
 
DRO62772 [000]
パールピック・中
¥680（税抜）/1袋（24本）
 
1本あたり…¥28
発注単位:1袋（24本）
・φ1cm・L20cm
・発砲スチロール･樹脂 

[ 000 ]  白
 
DRO62773 [000]
パールピック・大
¥600（税抜）/1袋（12本）
 
1本あたり…¥50
発注単位:1袋（12本）
・φ1.5cm・L23cm
・発砲スチロール･樹脂 

 
MMIH213
白パール
¥200（税抜）/1袋 ●（25コ）
 
1コあたり…¥8
発注単位:1袋（25コ）
・φ0.4cm×H0.8cm
・ユリヤ樹脂 
・オレンジプライス

パール  ¥500 （税抜）/1袋  発注単位:1袋 ・ユリヤ樹脂 ・オレンジプライス

4mm
（約170コ入）

1コあたり…約¥3

5mm（太穴）

（75～100コ入）
1コあたり…¥7～¥8

6mm（太穴）

（65～75コ入）
1コあたり…¥7～¥8

8mm（太穴）

（30～45コ入）
1コあたり…¥12～¥17

10mm
（23コ入）

1コあたり…¥22

12mm
（12コ入）

1コあたり…¥42

14mm
（8コ入）

1コあたり…¥63

MMIK21905 [W] ●
（80コ入）

MMIK24525 [P] ●
（75コ入）

MMIK24526 [P] ●
（65コ入）

MMIK21915 [CLT] ●
（85コ入）

MMIK21916 [CLT] ●
（65コ入）

MMIK21906 [W] ● 
（65コ入）

MMIK21908 [W] ●
（30コ入）

MMIK25210 [CLT] ●

MMIK25812 [P] ●

MMIK25212 [CLT] ●

MMIK25112 [W] ●

MMIK25204 [CLT] ● MMIK21918 [CLT] ●
（45コ入）

MMIK25104 [W] ●

MMIK25804 [P] ●

MMIK25114 [W] ●

MMIK25214 [CLT] ●

MMIK25814 [P] ●

MMIK25110 [W] ●

MMIK25810 [P] ●
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TADHHKIT  [カラー ] 
ハイヒールボトルキット
￥2,500（税抜）/１コ
 
発注単位：1コ
・ハイヒールボトル×1、スイレンカオイルプラス250ml×1、
花材：アジサイ・カスミソウ、ワイヤー×1 (制作用)、クリアシール×1 (キャップ止め)
オレンジプライス

 
TADARKIT15  [カラー ] 
アロマリウムキット150
￥2,400（税抜）/１コ
 
発注単位：1コ
・ガラスボトルスクエアショート×1、アロ
マリウムキャップゴールド×1、花材：アジ
サイ・カスミソウ、アロマリウムスティッ
ク×3 (15センチ)、アロマリウムオイル
150ml×1
オレンジプライス

[BL] [GR]  [PK] [YL]

 [PK]

[BL] 

 [GR]



※LOT表記のある商品は、LOT単位でのみご注文を承っております。

 
MKABA99300 [02]
ボタニカルゼリーキャンドルキット
￥2,040（税抜）/１set ｜ 1700 ｜
 
袋サイズ：W160×L75×H250mm
発注単位：LOT：6set
セット内容：ポリカーボネート製カップ、キャンドル各
1個、ジェルワックス200g、作り方説明書
原産国：[ポリカーボネートカップ]マレーシア、[キャン
ドル]ベトナム、[ジェルワックス]中国

ウッディーピラー

 
MKABA08401 
ウッディーピラー 3.25×3
¥1,560（税抜）/1コ  ｜ 1300 ｜
 
・発注単位：6コ
・入り数：6コ
・φ82XH76mm
・パラフィン
・燃焼時間：約52時間

 
MKABA08402 
ウッディーピラー 3.25×6
¥2,880（税抜）/1コ  ｜ 2400 ｜
 
・発注単位：4コ
・入り数：4コ
・φ82XH152mm
・パラフィン
・燃焼時間：約100時間

1つ1つを手作業で仕上げた、自然の
風合いを再現したテクスチャー

特徴1
直径を82mm（※従来75mm）に
することで、長時間の燃焼でも
フチが残ってロウが垂れしにくい!

※自社商品比較

特徴2

※自社商品比較

ロイヤル
ラウンド

ウッディー
ピラー

フラットな表面なので炎がよく見えて
美しさが際立ちます!

特徴3
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MKASJ57200[00]
シャーレガラス
¥840（税抜）/1コ  ｜ 700 ｜
  
発注単位：LOT：6コ
・φ100×H20mm

 
MKABA99000[14]
ソイワックスソフト 200g
¥960（税抜）/1コ  ｜ 800 ｜
  
発注単位：1コ
 
MKABA99000[15]
ソイワックスソフト 500g
¥1,800（税抜）/1コ  ｜ 1500 ｜
  
発注単位：1コ

シャーレガラス
フレグランスキャンドル
の作り方はこちらから

シャーレガラスフレグランスキャンドル

 
MKABA99300 [01]
ボタニカルキャンドルキット
￥1,800（税抜）/１set ｜ 1500 ｜
 
袋サイズ：W160×L75×H250mm
発注単位：LOT：6set
セット内容：ポリカーボネート製型、キャンドル各1
個、パラフィンワックス200g、作り方説明書
原産国：[ポリカーボネート製型]マレーシア、[キャン
ドル]ベトナム、[パラフィンワックス]日本

 [MW] ミルキーホワイト

 [MW] ミルキーホワイト

 [SD] サンド

 [SD] サンド

 [TP] トウプ

 [TP] トウプ

 [CC] チャコール

 [CC] チャコール

 [GR] グレー

 [GR] グレー

 [SP] シルキーピンク

 [SP] シルキーピンク



 
MPG5632321
カートリッジ式ラウンド
１００Ｈ：ナチュレタイプ
￥3,000（税抜）/１コ ｜ 2500 ｜
 
発注単位：１コ
・φ７．５ｃｍ・Ｈ１０ｃｍ
パラフインＷＡＸ
カートリッジ式

 
MPG5632421
カートリッジ式ラウンド
１６０Ｈ：ナチュレタイプ
￥3,840（税抜）/１コ ｜ 3200 ｜
 
発注単位：１コ
・φ７．５ｃｍ・Ｈ16ｃｍ
パラフインＷＡＸ
カートリッジ式

 
MPG5632521
カートリッジ式ラウンド
１００Ｈ
￥3,000（税抜）/１コ ｜ 2500 ｜
 
発注単位：１コ
・φ７．５ｃｍ・Ｈ１０ｃｍ
パラフインＷＡＸ
カートリッジ式

 
MPG5632621
カートリッジ式ラウンド
１６０Ｈ
￥3,840（税抜）/１コ ｜ 3200 ｜
 
発注単位：１コ
・φ７．５ｃｍ・Ｈ16ｃｍ
パラフインＷＡＸ
カートリッジ式

 
MPG5632821
ラウンド用カートリッジ６Ｈ
￥3,744（税抜）/１箱（２４コ）
 ｜ 3120 ｜
 
1本あたり…¥156
発注単位：１箱（２４コ）
・φ６ｃｍ・Ｈ３ｃｍ
パラフインＷＡＸ
燃焼時間：約6時間

カートリッジ式ラウンド＆ラウンド用カートリッジ

CARTRIDGE
ROUND

LEDキャンドルにはない
本物のあかりを低コストで実現！

■カートリッジ

■本体

レギュラータイプ本体ナチュレタイプ本体

ナチュレタイプは自然な風合いが特徴。
表面にスジやへこみ、白い模様があり、
ひとつひとつ表情が異なります。

転写紙でテーブルガイドとして

古い切手を貼
り革紐を巻いて

転写紙や切り絵を貼
って

サンゴや貝を巻いて

レースを巻いてボタンを付けて 野草を麻ひもで巻
きつけて

6 時間燃焼

カートリッジ式だからアレンジ無限大！

ロウが垂れて汚すことが無く本体を繰り返し使えるため
本体に凝った装飾を施すことができます

レギュラータイプの表面はつるんとしています。
ほんのりツヤがあり
モダンなテイストにもマッチします。

表面拡大 表面拡大

2・3/4”×6”ラウンド(ピラーキャンドル)
と比較してランニングコスト

”すぐつく”
仕様

燃焼の様子

 
MPG63619 [01]
カラームード
¥360（税抜）/1箱 ●（6コ）  ｜ 300 ｜
 
1コあたり…¥60
発注単位:1箱（6コ）
・φ4cm・H2.5cm 
・燃焼時間:約4時間

アンティークモーブ
MPGB041758

アイボリー
MPGC039121

ローアンバー
MPGC061049

パステルピンク
MPGC039163

パステルブルー
MPGC039167

ダークレッド
MPGB041762

ブラウングレー
MPGB041789

ライトモス
MPGB041706

ラベンダー
MPGB041738

ローズピンク
MPGB041753

 
ナチュレ「2"×4"」
￥348（税抜）/１コ ●  ｜ 290 ｜
 
発注単位：1コ
・φ5cm・H10cm
・燃焼時間:約10時間 
・パラフィンWAX

 
MPG066311  [カラー ] 
2･3/4”×3”ラウンド
￥684（税抜）/１コ  ｜ 570 ｜
 
発注単位：1コ
・7φ×7.5cmH
・パラフインWAX
・パラフインWAX
・燃焼時間：約30時間

[01] ホワイト [41] アイボリー 

[63] パステルピンク [67] パステルブルー [83] ピンクベージュ 

[89] ブラウングレー 

[21] ミルキーホワイト

[38] ラベンダー
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MCZ-0045MCZ-0044

MCZ-0001 MCZ-0002 MCZ-0003 MCZ-0004

MCZ-0030MCZ-0029

MCZ-0001  シングルタッセルS P
MCZ-0002  シングルタッセルS R
MCZ-0003  シングルタッセルS PU
MCZ-0004  シングルタッセルS GR
MCZ-0029  シングルタッセルS GO
MCZ-0030  シングルタッセルS W
MCZ-0044  シングルタッセルS Y
MCZ-0045  シングルタッセルS MAV

￥90（税抜）/1コ
H3.5cm・全長7.5cm
入り数：12コ/P 48コ/B 480コ/C
材質：綿

7.5
cm

3.5
cm

MCZ-0046 MCZ-0047

MCZ-0005 MCZ-0006 MCZ-0007 MCZ-0008

MCZ-0031 MCZ-0032

MCZ-0005  シングルタッセルM P
MCZ-0006  シングルタッセルM R
MCZ-0007  シングルタッセルM PU
MCZ-0008  シングルタッセルM GR
MCZ-0031  シングルタッセルM GO
MCZ-0032  シングルタッセルM W
MCZ-0046  シングルタッセルM Y
MCZ-0047  シングルタッセルM MAV

￥100（税抜）/1コ
H5cm・全長9cm
入り数：12コ/P 48コ/B 384コ/C
材質：綿

9
cm

5
cm

MCZ-0009  シングルタッセルL P
MCZ-0010  シングルタッセルL R
MCZ-0011  シングルタッセルL PU
MCZ-0012  シングルタッセルL GR
MCZ-0033  シングルタッセルL GO
MCZ-0034  シングルタッセルL W
MCZ-0048  シングルタッセルL Y
MCZ-0049  シングルタッセルL MAV

￥130（税抜）/1コ
H9cm・全長14cm
入り数：12コ/P 48コ/B 288コ/C
材質：綿

14
cm

9
cm

MCZ-0033 MCZ-0034 MCZ-0048 MCZ-0049

MCZ-0017  ダブルタッセルM P

MCZ-0018  ダブルタッセルM R

MCZ-0019  ダブルタッセルM PU

MCZ-0020  ダブルタッセルM GR

MCZ-0052  ダブルタッセルM Y

MCZ-0053  ダブルタッセルM MAV

￥180（税抜）/1コ
H5cm・全長49cm
入り数：12コ/P 48コ/B 384コ/C
材質：綿

49
cm

5
cm

MCZ-0013  ダブルタッセルS P

MCZ-0014  ダブルタッセルS R

MCZ-0015  ダブルタッセルS PU

MCZ-0016  ダブルタッセルS GR

MCZ-0050  ダブルタッセルS Y

MCZ-0051  ダブルタッセルS MAV

￥170（税抜）/1コ
H3.5cm・全長27cm
入り数：12コ/P 48コ/B 480コ/C
材質：綿

27
cm

3.5
cmMCZ-0013

MCZ-0014 MCZ-0015 MCZ-0016 MCZ-0050 MCZ-0051

MCZ-0017

MCZ-0018 MCZ-0019 MCZ-0020 MCZ-0052 MCZ-0053

MCZ-0021

MCZ-0022 MCZ-0023 MCZ-0024

MCZ-0021  ダブルタッセルL P

MCZ-0022  ダブルタッセルL R

MCZ-0023  ダブルタッセルL PU

MCZ-0024  ダブルタッセルL GR

MCZ-0054  ダブルタッセルL Y

MCZ-0055  ダブルタッセルL MAV

￥230（税抜）/1コ
H9cm・全長89cm
入り数：12コ/P 48コ/B 288コ/C
材質：綿

89
cm

9
cm

MCZ-0054 MCZ-0055

MCZ-0010 MCZ-0011 MCZ-0012MCZ-0009

MCZ-0039 ラインストーンタッセルL G/B
MCZ-0040 ラインストーンタッセルL BUR

￥160（税抜）/1コ
H10cm・全長15cm
入り数：48コ/B 288コ/C
材質：ポリエステル プラスチック

15
cm

10
cm

MCZ-0035 MCZ-0037MCZ-0036 MCZ-0038

MCZ-0035 パールボールタッセル BE
MCZ-0036 パールボールタッセル W
MCZ-0037 パールボールタッセル IVO
MCZ-0038 パールボールタッセル GO

￥120（税抜）/1コ
H6.5cm・全長14.5cm
入り数：48コ/B 144コ/C
材質：綿 プラスチック

14.5
cm

6.5
cm

MCZ-0039 MCZ-0040

MCZ-0041  リッチラインストーンタッセル G/B
MCZ-0042  リッチラインストーンタッセル BUR
MCZ-0043  リッチラインストーンタッセル GO

￥680（税抜）/1コ
L31cm・φ3cm・H22cm
入り数：6コ/B 144コ/C＊

材質：ポリエステル プラスチック

31
cm

22
cm

MCZ-0025 MCZ-0026 MCZ-0027 MCZ-0028

MCZ-0025  ラインストーンタッセル BE
MCZ-0026  ラインストーンタッセル W
MCZ-0027  ラインストーンタッセル IVO
MCZ-0028  ラインストーンタッセル GO

￥160（税抜）/1コ
H9cm・全長15cm
入り数：48コ/B 288コ/C
材質：綿 プラスチック

15
cm

9
cm

MCZ-0057 MCZ-0058 MCZ-0059 MCZ-0060

MCZ-0062 MCZ-0063

MCZ-0056

MCZ-0041 MCZ-0042

22
cm

MCZ-0043

14
cm

9
cm

MCZ-0061

Tassel タッセル

MCZ-0057  ボールタッセルL R
MCZ-0058  ボールタッセルL PU
MCZ-0059  ボールタッセルL GR
MCZ-0060  ボールタッセルL GO

￥280（税抜）/1コ
H9cm・全長14cm
入り数：12コ/P 48コ/B 288コ/C
材質：綿

MCZ-0056  ボールタッセルL P
MCZ-0061  ボールタッセルL W
MCZ-0062  ボールタッセルL Y
MCZ-0063  ボールタッセルL MAV

￥280（税抜）/1コ
H9cm・全長14cm
入り数：12コ/P 48コ/B 288コ/C＊

材質：綿

A
ccessory
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MZA8501  [000]
ジュートクロス  300×20m
￥2,700（税抜）/１巻
 
発注単位：１巻
・W300mm×L20m
・ジュート

 
MZA8502  [000]
ジュートクロス  600×20m
￥4,400（税抜）/１巻
 
発注単位：１巻
・W600mm×L20m
・ジュート

 
MZA8503  [000]
ジュートクロス  900×20m
￥5,900（税抜）/１巻
 
発注単位：１巻
・W900mm×L20m
・ジュート

 
MZA8504  [000]
ジュートクロス  150×20m
￥1,400（税抜）/１巻
 
発注単位：１巻
・W150mm×L20m
・ジュート

 
MZA8505  [000]
ジュートクロス  100×20m
￥1,250（税抜）/１巻
 
発注単位：１巻
・W100mm×L20m
・ジュート ・ジュート

[011]

[016]

[091]

[024]

[028]

[062]

[039]

[031][045]

[065]

[086]

[070]

[083]

[092]

[071]

[078]

[002][081]

[091]

 
MTR50100  [カラー ] 
フレッジ
￥1,300（税抜）/１巻
 
発注単位：1巻
・W約30mm×L10M

 
MTR50101  [カラー ] 
フレッジ
￥1,900（税抜）/１巻
 
発注単位：1巻
・W約50mm×L10M

 
MZA0648［019］
ジュートコード  9X5
￥3,300（税抜）/１巻
 
発注単位：1巻
・9mm×5m
・レーヨン・ジュート ［019］

レーヨン・ジュート製の細いロープのようなリボンです。

 
MHZFRNR1
フレンチコットンリボン-1
¥1,450（税抜）/1巻
  
発注単位:1巻
・W13mm×L15m
・綿素材 
・ブラックプライス

※2022年6月30日まで￥1,340

 
MHZBKFNR2
BKFコットンリボン-2
¥2,250（税抜）/1巻
  
発注単位:1巻
・W26mm×L15m
・綿素材 
・ブラックプライス

※2022年6月30日まで￥2,080

 
MHZFRNR2
フレンチコットンリボン-2
¥2,250（税抜）/1巻
  
発注単位:1巻
・W26mm×L15m
・綿素材 
・ブラックプライス

※2022年6月30日まで￥2,080

 
MHZLRNR2
リトルローズコットンリボン-2
¥2,250（税抜）/1巻
  
発注単位:1巻
・W26mm×L15m
・綿素材 
・ブラックプライス

※2022年6月30日まで￥2,080

 
MHZBKFNR1
BKFコットンリボン-1
￥1,450（税抜）/1巻
 
発注単位：1巻
・W13mm×L15m
・綿素材
・ブラックプライス

※2022年6月30日まで￥1,340

 
MHZLRNR1
リトルローズコットンリボン-1
￥1,450（税抜）/1巻
 
発注単位：1巻
・W13mm×L15m
・綿素材
・ブラックプライス

※2022年6月30日まで￥1,340

 
MHZNFNR1
NEWフレンチコットンリボン－1
￥1,450（税抜）/1巻
 
発注単位：1巻
・W13mm×L15m
・綿素材
・ブラックプライス

※2022年6月30日まで￥1,340

※ご注意 [MHZ] 品番リボンに関して印刷の都合上、天地左右のズレが生じる場合がございます。

40mm
30mm

20mm

[ 000 ] [ 001 ]

使用例

30cm使用
直径約3.5cm

20
mm巾

40cm使用
直径約6cm

30
mm巾

50cm使用
直径約8cm

40
mm巾

リネン・ワンタッチフラワー
 

リネン 
発注単位:1巻

MTR47427 [カラー ]
・W20mm×L5m
 

¥2,300
（税抜）/1巻

MTR47428 [カラー ]
・W30mm×L5m
 

¥2,800
（税抜）/1巻

MTR47430 [カラー ]
・W40mm×L5m
 

¥3,300
（税抜）/1巻

引きヒモをひっぱるだけで簡単にお花が作れます。

  
MRK-0035
ヘンプリボン25mm
  
・W25mm×L15m
・麻  

¥3,800
（税抜）/1巻

発注単位:1巻

  
MZA0647
リネンテープ20mm
  
・W20mm×L5m
・レーヨン・リネン  

  
MZA0646
リネンテープ30mm
  
・W30mm×L5m
・レーヨン・リネン  

¥2,000 
（税抜）/1巻

発注単位:1巻

¥2,800 
（税抜）/1巻

発注単位:1巻

太幅なリボンも
一度に切れます。

 
MTR93144
ＴＲ．クラフトシザーズ
￥3,000（税抜）/１丁 ●
 
発注単位：１丁
・L200mm

R
ibbon

リ
ボ
ン

209208



 
MZA4254 
スピッツ 25mm
¥2,100（税抜）/1巻
 
・25mmX7m
・ポリエステル

 
MZA4116
ロハスレース
¥4,200（税抜）/1巻
 
・46mmX4.5m
・ポリエステル

 
MZA4115 
オーガニックレース
¥4,200（税抜）/1巻
 
・43mmX4.5m
・ポリエステル

 
MZA0506
ゴシックレース
¥2,000（税抜）/1巻
 
・30mmX5m
・コットン

 
MZA0505
サンシャインレース
¥1,900（税抜）/1巻
 
・20mmX5m
・コットン

 
MZA0504
オーバルレース
¥1,900（税抜）/1巻
 
・20mmX5m
・コットン

 
MZA0503
ミモザレース
¥1,700（税抜）/1巻
 
・15mmX5m
・コットン

 
MZA0502
ラダーレース
¥2,000（税抜）/1巻
 
・15mmX10m
・コットン

 
MZA0649
コットンブレード
¥2,500（税抜）/1巻
 
・7mmX15m
・コットン

 
MZA0652
ポーモン
¥2,700（税抜）/1巻
 
・20mmX8m
・R・C・アサ

 
MZA0651
テラン
¥2,700（税抜）/1巻
 
・24mmX8m
・レーヨン、アサ

 
MZA4113
ダイヤレース
¥3,500（税抜）/1巻
 
・25mmX4.5m
・ポリエステル

 
MZA0653
ワレン
¥2,700（税抜）/1巻
 
・20mmX8m
・R・C・アサ

 
MZA4252 
スピッツ 38mm
¥2,400（税抜）/1巻
 
・38mmX5m
・ポリエステル

 
MZA4114 
スリムオーガニックレース
¥3,500（税抜）/1巻
 
・27mmX4.5m
・ポリエステル

 [01] 

 [01] 

 [01] 

 [01] 

 [01] 

 [01] 

 [19]  [19]  [19] 

 [00] 

 [19] 

 [19] 

 [19] 

 [19] 

 [19] 

 [19] 

 [02] 

 [44] 

 [02] 

 [38] 

 [01]  [02]  [03] 

 [01]  [01] 

 [23]  [02] 

 [23] 

 [00] 

 [21] 

［019］ ［019］ ［019］
 
MZA0654
エルゼ  45X5
￥2,700（税抜）/１巻
 
発注単位：1巻
・45mm×5m
・レーヨン・麻・綿

 
MZA0655
ヘルネ  30X8
￥2,700（税抜）/１巻
 
発注単位：1巻
・30mm×8m
・レーヨン・麻・綿

 
MZA0656
ラミリ  22X8
￥2,700（税抜）/１巻
 
発注単位：1巻
・22mm×8m
・レーヨン・麻・綿

 
MZA0650
チュアン  60X5
￥2,700（税抜）/１巻
 
発注単位：1巻
・60mm×5m
・レーヨン・麻

［019］

 
MHZROLR3
レースコットンリボン-3
¥1,870（税抜）/1巻
  
発注単位:1巻
・W20mm×L10m
・綿素材 
・ブラックプライス

※2022年6月30日まで￥1,730

 
MHZROLR5
レースコットンリボン-5
¥1,500（税抜）/1巻
  
発注単位:1巻
・W8mm×L10m
・綿素材 
・ブラックプライス

※2022年6月30日まで￥1,390

R
ibbon

リ
ボ
ン
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[BTY] ビューティー[Y] イエロー

[LAV] ラベンダー [GR] グリーン[WI] ワイン

  [OR] オレンジ

[DGR] ダークグリーン [BR] ブラウン

[LAV] ラベンダー[D/P] ダークピンク [R/P]ローズピンク

  
MRK-0026 [カラー ]
ラインストーンリボン5mm
  
・W5mm×L15m
・ポリエステル 

¥1,200
（税抜）/1巻
発注単位:1巻

  
MMY122010 [カラー ]
キララ
  
・Ｗ１０ｍｍｘＬ２０ｍ
・ポリエステル 

¥1,000
（税抜）/1巻
発注単位:1巻

  
MRK-0027 [カラー ]
ラインストーンオーガンジー 12mm
  
・W12mm×L15m
・ポリエステル 

¥1,200
（税抜）/1巻

発注単位:1巻

[BR] ブラウン[GR] グリーン

[CR] クリーム

[PU] パープル

[BE] ベージュ

[LAV] ラベンダー

[Y] イエロー

[D/B] ダークブルー

[WI] ワイン

[W] ホワイト [P] ピンク

[BLU] ブルー

[R] レッド

[L/P] ライトピンク

  
MRK-0021 [カラー ]
シングルステッチリボン5mm
  
・W5mm×L18m
・ポリエステル 

¥1,200
（税抜）/1巻★

発注単位:1巻

[ 064 ]  

[ 024 ]  

[ 027 ]  [ 020 ]  [ 015 ]  

[ 060 ]  [ 003 ]  [ 047 ]  

[ 056 ]  [ 001 ]  

  
MTR33112 [カラー]
グリッター Wサテン 12mm
  
・W12mm×L20m
・ポリエステル・ラメフィルム糸

¥1,500
（税抜）/1巻

発注単位:1巻

[ 010 ]  [ 016 ]  [ 067 ]  

[ 017 ]  [ 025 ]  [ 080 ]  

[ 067 ]  

[ 017 ]  

[ 064 ]    
MTR33111 [カラー]
グリッター Wサテン 6mm
  
・W6mm×L20m
・ポリエステル・ラメフィルム糸

¥900 
（税抜）/1巻

発注単位:1巻

[ 047 ]  

[ 024 ]  

[ 016 ]  

[ 027 ]  

[ 056 ]  

[ 003 ]  

[ 010 ]  

[ 015 ]  

[ 001 ]  

[ 025 ]  

[ 020 ]  

[ 060 ]  

[ 080 ]  

  
MTR05616 [カラー]
スエーディー
  
・約5mmX30m
・ポリエステル
・スエード調リボン

  
MTR05617 [カラー]
スエーディー
  
・約12mmX30m
・ポリエステル
・スエード調リボン

¥1,600 
（税抜）/1巻

発注単位:1巻

¥2,000 
（税抜）/1巻

発注単位:1巻

[ 001 ]  

[ 017 ]  

[ 033 ]  

[ 042 ]  

[ 005 ]  

[ 021 ]  

[ 034 ]  

[ 011 ]  

[ 031 ]  

[ 036 ]  

[ 066 ]  [ 904 ]  [ 905 ]  

[ 916 ]  [ 920 ]  [ 937 ]  

R
ibbon

リ
ボ
ン
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MRK-0009 [カラー ]
ラインリボン15mm
  
・W15mm×L25m
・ポリエステル

¥1,200
（税抜）/1巻*

発注単位:1巻
[GR] グリーン [BLU] ブルー

[P] ピンク [D/P] ダークピンク

[R] レッド

[PE] ピーチ

[CR] クリーム

[W] ホワイト

  
MTR51913 [カラー ]
デュオカラー
  
・W10mm×L20m
・ポリエステル 

¥1,460
（税抜）/1巻

発注単位:1巻

[ 027 ]  [ 120 ]  [ 035 ]  [ 060 ]  

[ 036 ]  [ 201 ]  

[ 204 ]  

[ 202 ]  [ 205 ]  

[ 129 ]  [ 203 ]  [ 206 ]  

[ 003 ]  [ 001 ]  [ 005 ]  

[ 007 ]  

[ 020 ]  [ 025 ]  

[ 006 ]  

[ 017 ]  

[ 013 ]    
MTR34200 [カラー]
3mmラメサテン
  
・W3mm×L30m
・ナイロン・ポリエステル

¥2,060
（税抜）/1巻

発注単位:1巻

[ 007 ] [ 021 ]

[ 014 ] [ 026 ]

  
MZA9770 [カラー ]
ラチス 9mm×30m
  
・W9mm×L30m
・ポリエステル 

¥1,600
（税抜）/1巻

発注単位:1巻

[ 921 ]※

[ 903 ]

[ 915 ]

[928 ]

[ 944 ]

  
MMY490505  [カラー ]
シャイニーベルベット
  
・５ｍｍｘ10ｍ
・ポリエステル・ベルベット
  
MMY490510  [カラー ]
シャイニーベルベット
  
・10ｍｍｘ10ｍ
・ポリエステル・ベルベット
※印のみ

¥1,300
（税抜）/1巻

発注単位:1巻

¥1,800
（税抜）/1巻

発注単位:1巻

ステッチリボン
 

ポリエステル 
発注単位:1巻

MRK-0010 [カラー ]
・W10mm×L25m
 

¥900
（税抜）/1巻

MRK-0011[カラー ]
・W15mm×L25m
 

¥1,100
（税抜）/1巻

MRK-0012 [カラー ]
・W25mm×L25m
 

¥1,400
（税抜）/1巻

[GR] グリーン

[BE] ベージュ[Y] イエロー

[PU] パープル

[R] レッド

[L/B] ライトブルー

[APC] アプリコット[P] ピンク[L/P] ライトピンク

25mm
15mm

10mm

  
MZA0379 [カラー ]
ミズタマジャガード 38×4.5
  
・W38mm×L4.5m
・ポリエステル 

¥2,700
（税抜）/1巻
発注単位:1巻

[014] [026] [038]

[043] [046] [052]

※MRK-0010除く ※MRK-0010除く

※MRK-0010除く

[ 022 ]  

[ 014 ]  

[ 021 ]  

[ 024 ]  [ 061 ]  

[ 007 ]  [ 037 ]  

[ 029 ]  

[ 001 ]  

13mm 8mm

フェザーエッジ
 

ポリエステル
発注単位:1巻

MZA6781  [カラー]
・W8mm×L18m
 

¥950
（税抜）/1巻

MZA6782  [カラー]
・W13mm×L18m
 

¥1,300
（税抜）/1巻

  
MZA0334 [カラー ]
リネンメタリック 25×9
  
・W25mm×L9m
・ポリエステル 

¥2,500
（税抜）/1巻
発注単位:1巻

[003] [014]

13mm8mm 6mm 4mm

  
MZA2386 [カラー]
ゴールデンメタリック
  
・W4mm×L25m
・ポリエステル

¥1,400
（税抜）/1巻

発注単位:1巻

  
MZA0344 [カラー]
ゴールデンメタリック
  
・W8mm×L25m
・ポリエステル

¥1,600
（税抜）/1巻

発注単位:1巻

[ 004 ]  [ 003 ]  
  
MZA2387 [カラー]
ゴールデンメタリック
  
・W6mm×L25m
・ポリエステル

¥1,500
（税抜）/1巻

発注単位:1巻

  
MZA2388 [カラー]
ゴールデンメタリック
  
・W13mm×L25m
・ポリエステル

¥2,100
（税抜）/1巻

発注単位:1巻

[ 004 ]  [ 003 ]  

[ 004 ]  [ 003 ]  [ 004 ]  [ 003 ]  

R
ibbon

リ
ボ
ン
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[R/P] ローズピンク

[GR] グリーン

[LAV] ラベンダー

[WI] ワイン

[P] ピンク[W] ホワイト

[Y] イエロー

[BE] ベージュ [BR] ブラウン

[056] [030][001]

[047][067]

[060]

[GR] グリーン

[LBR] ライトブラウン[BE] ベージュ

[R/P]ローズピンク

[LAV] ラベンダー

[OR] オレンジ[CR] クリーム

[P] ピンク

[BR] ブラウン

[PU] パープル

[D/B] ダークブルー

[903][904]

[910] [913]

[915] [923][940]

[947]

[907]

[944][921]

[928]

[923] [938] [945]

[903] [906] [913]

[901] [915]

50mm 25mm

  
MRK-0008[カラー ]
オーガンジーデコ25mm
  
・W25mm×L25m
・ポリエステル 

¥1,600
（税抜）/1巻★

発注単位:1巻

クレア
 

ナイロン 
発注単位:1巻

MMY162025 [カラー ]
・W25mm×L10m
 

¥1,000
（税抜）/1巻

MMY162050 [カラー ]
・W50mm×L10m
 

¥1,400
（税抜）/1巻

・テグス入り

  
MMY234060 [カラー ]
ミルフィーユ
  
・W60mm×L6m
・ナイロン

¥2,800
（税抜）/1巻

発注単位:1巻

・国産品

エッジにテグスが入っているので、簡単
にヒダを寄せてドレープがつくれます。

縫い目の間にワイヤーを通してギャザーを寄せるとフリルが出来ます。

  
MTR51912[カラー]
レイヤーストライプ
  
・W24mm×L30m
・ポリエステル

¥2,240
（税抜）/1巻

発注単位:1巻

[WI] ワイン

[Y]イエロー 

[W]ホワイト 

40mm 18mm

オーガンジーサテンストライプ
 

ポリエステル 
発注単位:1巻

MRK-0016 [カラー]
・W40mm×L25m
 

¥1,600
（税抜）/1巻

3枚重ねたオーガンジーリボン
を縫い合わせたリボン

[906]

[921] [938]

[926]

[901] [920]

[928]

[064][034]

※18mmは完売しております。

R
ibbon
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[001] [014]

 [019] [035] [041]

 [016] [047]

  
MMY156340 [カラー ]
メタルラフィス
  
・W40mm×L9.8m
・ポリエステル

¥2,600
（税抜）/1巻

発注単位:1巻

  
MZA0508 [カラー ]
シェアサテンゴールドエッジ
  
・W10mm×L30m
・ナイロン 

¥1,300
（税抜）/1巻

発注単位:1巻

30mm 25mm 15mm

オーガンジーリボン
 

ポリエステル
発注単位:1巻

MRK-0005 [カラー ]
・幅15mm×25m
 

¥900
（税抜）/1巻

MRK-0006 [カラー ]
・幅25mm×25m
 

¥1,300
（税抜）/1巻

MRK-0007 [カラー ]
・幅30mm×25m
 

¥1,600
（税抜）/1巻*

オーロラオーガンジー
 

ポリエステル 
発注単位:1巻

MRK-0019 [カラー ]
・W18mm×L25m
 

¥1,200
（税抜）/1巻★

MRK-0020 [カラー ]
・W26mm×L25m
 

¥1,500
（税抜）/1巻★

オーガンジーネオ
 発注単位:1巻

MZA0524 [カラー ]
・W6mm×L30m
 

¥850
（税抜）/1巻

26mm 18mm

[WI] ワイン

[BLU] ブルー

[R/P]ローズピンク

[LAV] ラベンダー[CR] クリーム
※MRK-0020のみ ※MRK-0020のみ

※MRK-0020のみ

[P] ピンク

[BR] ブラウン

[R] レッド

[ 009 ]  [ 014 ]  [ 018 ]  

[ 019 ]  [ 028 ]  [ 037 ]  

[ 044 ]  

[ 046 ]  

[ 061 ]  

65mm 40mm 28mm

[ 067 ]  

[ 027 ]  [ 011 ]  

[ 001 ]  [ 006 ]  [ 056 ]  

[ 036 ]  [ 035 ]  

[ 043 ]  

[ 060 ]  

リプレ
 

ナイロン 
発注単位:1巻

MTR34300 [カラー]
・W28mm×L10m
 

¥1,900
（税抜）/1巻

MTR34600 [カラー]
・W40mm×L10m
 

¥2,400
（税抜）/1巻

MTR36900 [カラー]
・W65mm×L10m
 

¥2,900
（税抜）/1巻 [ 017 ]  [ 026 ]  

[002]

[009]

[004]

[003][005]

[006] [008]

ワイヤー入り
  
MTR51803 [カラー]
SUシャーベットオーガンジー
  
・W約38mm×L9m
・メタリック・ポリエステル・ワイヤー

¥1,400
（税抜）/1巻

発注単位:1巻

002

[ ]

[011]

[007]

[010][001] [012]

[001]

[002]

  
MTR50259 [カラー ]
S.U.ライン
  
・約38mm×9m
・ナイロン・ワイヤー

¥1,200
（税抜）/1巻
発注単位:1巻

ワイヤー入り

 
MTR50107 
カーリーオーガンジー
￥1,900（税抜）/１巻  ｜ 1900 ｜
 
・約40ｍｍXＬ14m
・ポリエステル
・ﾘﾎ ﾝ゙にﾃｸ ｽ゙が入っています [ 036 ]  

[ 004 ]  

[ 022 ]  

[ 011 ]  

[ 061 ]  

[ 021 ]  

[ 146 ]  

[ 170 ]  

[ 159 ]  

[ 081 ]  [ 162 ]  [ 164 ]  [ 243 ]  

フレッジ・シフォン
 

ポリエステル 
発注単位:1巻

MTR50105 [カラー]
・約30ｍｍXＬ10ｍ
 

¥1,200
（税抜）/1巻

MTR50106 [カラー]
・約50ｍｍXＬ10ｍ
 

¥1,800
（税抜）/1巻

クリーム ライト 
グリーン 

ライト 
グリーン 

グリーン

グリーン

オレンジ

オレンジ

ライト 
ピンク ピンク レッド

レッドレッド

シルバー

シルバー

ラベンダー ニュー 
ブルー

ニュー 
ブルー

パープル

パープル

ダーク 
ブルー

ダーク 
ブルー

ブラウン

ブラウン

ブラウン

ブラック

ブラック

MRK-0005  15mm

MRK-0006  25mm

MRK-0007  30mm

[ 066 ]  

[ 077 ]  

R
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[ 075 ]  

[ 063 ]  [ 053 ]  

[ 016 ]  

[ 091 ]  

36mm 24mm 18mm 12mm 6mm 3mm

[ 023 ]  

[ 009 ]  

[ 014 ]  [ 040 ]  

[ 860 ]  

[ 486 ]  

[ 538 ]  

[ 001 ]  

[ 802 ]  [ 035 ]  

[PU] パープル [LGR] ライトグリーン[BLU] ブルー

25mm 20mm 10mm

オリジナルサテン
 

ポリエステル 
発注単位:1巻

MRK-0002 [カラー ]
・W10mm×L25m
 

¥600
（税抜）/1巻★

MRK-0003 [カラー ]
・W20mm×L25m
 

¥1,000
（税抜）/1巻＊

MRK-0004 [カラー ]
・W25mm×L25m
 

¥1,200
（税抜）/1巻＊

リーガルサテングランプリ
 

ポリエステル 
発注単位:1巻

MZA1299 [カラー ]
・W3mm×L48m
 

¥1,000
（税抜）/1巻

MZA3505 [カラー ]
・W6mm×L25m
 

¥600
（税抜）/1巻

MZA1314 [カラー ]
・W12mm×L25m
 

¥900
（税抜）/1巻

MZA1315 [カラー ]
・W18mm×L25m
 

¥1,150
（税抜）/1巻

MZA1316 [カラー ]
・W24mm×L25m
 

¥1,500
（税抜）/1巻

MZA1317 [カラー ]
・W36mm×L25m
 

¥2,200
（税抜）/1巻

[001]

[002] [004]

[087] [027]

[003] [005] [041] [051]

[026] [016]

[037][007]

[084]

22mm 13mm

ニューフローラルサテン
 

アセテート
発注単位:1巻

MZA0322 [カラー]
・W13mm×L92m
※2022年5月31日まで￥1,720（税抜）になります。
 

¥1,890
（税抜）/1巻

MZA0323 [カラー]
・W22mm×L92m
※2022年5月31日まで￥2,200（税抜）になります。
 

¥2,420
（税抜）/1巻

25mm 40mm

ワイヤー入り

D オリジナル
 

 
発注単位:1巻

MAI966025 [カラー]
・W25mm×L25m
 

¥2,700
（税抜）/1巻

MAI966040 [カラー]
・W40mm×L25m
 

¥3,400
（税抜）/1巻

25mm 40mm

ワイヤーリヨン
 

レーヨン 
発注単位:1巻

MMY151025 [カラー ]
・W25mm×L12m
 

¥1,600
（税抜）/1巻

MMY151040 [カラー ]
・W40mm×L12m
 

¥2,100
（税抜）/1巻

ワイヤー入り

[913]

[919] [920][914] [915]

[910] [912]

[923] [925] [926] [929] [933]

[937]

[921]

[929]

[940]

[952] [963]

[944] [946][938]

[901] [902] [904] [906]

[907] [908]

[903]

[SI] シルバー

[LPU] ライトパープル[L/L] ライトラベンダー[L/O] ライトオレンジ [MNT] ミント

[DBL] ダークブルー[GO] ゴールド[OGR] オリーブグリーン [BLK] ブラック

※MRK-0003のみ ※MRK-0004のみ ※MRK-0002のみMRK-0004のみ

※MRK-0002、MRK-0003、MRK-0004のみ

※MRK-0003、MRK-0004のみ

[ 01 ]  

[ 21 ]  

[ 022 ]  

[ 31 ]  

[ 531 ]  

[ 02 ]  

[ 221 ]  

[ 15 ]  

[ 371 ]  

[ 53 ]  

[ 027 ]  

[ 202 ]  

[ 19 ]  

[ 39 ]  

[ 592 ]  

[ 72 ]  

[ 26 ]  

[ 424 ]  

[ 63 ]  

[ 79 ]  

※5mmは完売しております。
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[ 021 ]  [ 038 ]  

[ 033 ]  

[ 019 ]  [ 047 ]  [ 028 ]  

[016] [022][031]

ワイヤー入り  
MZA3061 [カラー]
ブリクソン
  
・W40mm×L10m
・ポリエステル

¥3,300
（税抜）/1巻
発注単位:1巻

[086][001] [017]

ワイヤー入り  
MZA3166 [カラー ]
メタリックブリクソン
  
・W40mm×L7m
・ポリエステル 

¥3,300
（税抜）/1巻
発注単位:1巻

[001] [016][019]

[038] [005]

ワイヤー入り  
MZA3090 [カラー ]
オーガンジーブリクソンII
  
・W40mm×L10m
・ポリエステル 

¥3,300
（税抜）/1巻
発注単位:1巻

[019]

[045]

[032]

[084]

[035]

[086]

  
MZA3062 [カラー ]
ブリクソン
  
・W25mm×L10m

¥2,500
（税抜）/1巻

発注単位:1巻

ワイヤー入りワイヤー入り

  
MZA0627 [カラー]
トリアノンローズ
  
・W18mm×L20m

¥2,500
（税抜）/1巻
発注単位:1巻

[032] [051]

[172] [181]

[281] [402][831]

[761][772]

[741][661]

  
MTR01403 [カラー]
グロッシー
  
・36mmX14m
・アセテート
・艶やかな光沢としわが高級感を醸し出す、やわらか質感
のエコ素材リボン

  
MTR01404 [カラー]
グロッシー
  
・50mmX14m
・アセテート
・艶やかな光沢としわが高級感を醸し出す、やわらか質感
のエコ素材リボン

¥1,600 
（税抜）/1巻

発注単位:1巻

¥2,000 
（税抜）/1巻

発注単位:1巻

[ 001 ]  [ 010 ]  

[ 073 ]  

[ 422 ]  

[ 022 ]  

[ 080 ]  

[ 612 ]  

[ 045 ]  

[ 081 ]  

[ 613 ]  

ネオグログラン
 

ポリエステル 
発注単位:1巻

MZA1357 [カラー ]
・W25mm×L45m
 

¥3,200
（税抜）/1巻

MZA1358 [カラー ]
・W38mm×L45m
 

¥4,200
（税抜）/1巻 [001] [002] [007] [018]

[082][037] [103] [111]

[113] [305] [471] [487]

[608]

R
ibbon
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[W]ホワイト
※MRK-0031のみ

[Y]イエロー

[P]ピンク

[BE]ベージュ

[MAV]モーブ

[BR]ブラウン

[PU]パープル

[GR]グリーン

[BE]ベージュ

[BLU]ブルー

[BR]ブラウン

[DBL]ダークブルー

[LBL]ライトブルー

[115] ＤＲＫネイビー

[001] [006]

[005][003]

[002]

[004]

[011] [007]

[008][010]

[009]

[012]

[144] ゴールド [160] ローズピンク

[117] ブラック [123] シルバーＧＲＹ

[164] ベージュＰＮＫ

[942][935] [936][901]

ワイヤー入り  
MMY 156225 [カラー ]
レイヤード 25mm
  
・W25mm×L9.8m  
・ポリエステル・ワイヤー

¥2,400
（税抜）/1巻

発注単位:1巻

ワイヤー入り  
MTR51701 [カラー ]
S.U.サテンストライプ
  
・W55mm×L15m  
・ポリエステル・ワイヤー

¥3,000
（税抜）/1巻

発注単位:1巻

ワイヤー入り  
MTR37125 [カラー ]
S.U.シュガーストライプ
  
・W30mm×L15m
・ポリエステル・ワイヤー  

¥1,800
（税抜）/1巻

発注単位:1巻

ネットリボン
 

ポリエステル 
発注単位:1巻

MRK-0030 [カラー ]
・W20mm×L8m
 

¥2,400
（税抜）/1巻

MRK-0031 [カラー ]
・W40mm×L8m
 

¥2,800
（税抜）/1巻

20mm 40mm

  
MRK-0034 [カラー ]
デニムリボン 25mm
  
・W25mm×L15m
・ポリエステル  

¥1,500
（税抜）/1巻

発注単位:1巻

[CR] クリーム [GR] グリーン [P] ピンク

[LBL] ライトブルー [GRY] グレー [PU] パープル

40mm 25mm

MRK-0036
・W25mm×L15m
 

¥2,500
（税抜）/1巻

MRK-0037 
・W40mm×L15m
 

¥3,000
（税抜）/1巻

WRINKLEDリボン
 

ポリエステル発
注単位:1巻

  
MTR48810 [カラー ]
S.U.キュービック
  
・約40mm×L15m
・ポリエステル・ナイロン・ワイヤー

¥1,800
（税抜）/1巻
発注単位:1巻

[001] [002]

[003] [004]

ワイヤー入り

[PU]パープル

[BR]ブラウン [Y]イエロー [P]ピンク

[BE]ベージュ [BLU]ブルー

ネットサテン
 

ポリエステル 
発注単位:1巻

MRK-0028 [カラー ]
・W20mm×L8m
 

¥3,400
（税抜）/1巻*

MRK-0029 [カラー ]
・W40mm×L8m
 

¥3,800
（税抜）/1巻*

20mm 40mm

※MRK-00028のみ ※MRK-00028のみ ※MRK-00028のみ

※MRK-00029のみ ※MRK-00029のみ ※MRK-00029のみ

R
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[044]

[046]

[047]

[085]

[002]

[016]

[018]

ネオリネン
 

ポリエステル
発注単位:1巻

MZA0278  [カラー]
・25mm×15m
 

¥3,200
（税抜）/1巻

MZA0279  [カラー]
・38mm×15m
 

¥4,000
（税抜）/1巻

Nature Basic
 
MAI189A25  [カラー]
・25mm×L20m
 

¥3,700
（税抜）/1巻

MAI189A40  [カラー]
・40mm×L20m
 

¥4,600
（税抜）/1巻

リネンのように柔らかい風合いでドラ
イフラワーやプリザーブドフラワーに
よくマッチする色合いのリボンです。

38mm
25mm

[001]

[007]

[021]

[014]

[028]

[039] [033]

[037]

［047］

 
MZA0493 ［カラー］
クリスピーリボン2  50X10
￥2,500（税抜）/１巻
 
発注単位：1巻
・50mm×10m
・ナイロン

ソフトな風合いでありながら
しっかりとしたハリのあるメッシュリボンです

[001]

[021]

[035]

[046]

[014]

[017][058]

 
MZA0241 ［カラー］
マドンナサテン  25X23
￥2,300（税抜）/１巻
 
発注単位：1巻
・25mm×23m
・ポリエステル

落ち着いた光沢があり、和の雰囲気を醸し
出すストライプ模様のサテンリボンです。
ソフトでありながらコシのあるリボンです。

［カラー］

 
MMY182125 ［カラー］
シェード
￥2,000（税抜）/１巻
 
発注単位：1巻
・25mm×20m
・ポリエステル

ツタと葉が編み込まれたような綿コード

[929]

[901]

[066]

[942]

［カラー］ 
MMY185240 ［カラー］
ナチュレ
￥2,500（税抜）/１巻
 
発注単位：1巻
・40mm×9.8m
・ポリエステル

ワイヤー入り

[945]

[921]

[926] [905]

[923]

[935]

[937]

[922]

 
MTR50000 
コットンリボンプレーン
￥2400（税抜）/１巻
 
・Ｗ約13ｍｍXＬ30ｍ
・コットン

[000]

[250]

[644]

[825]

[015]

[275]

[668]

[855]

[151]

[332]

[713]

[161]

[512]

[810]

[ 040 ]  

[ 353 ]  

[ 016 ]  

[ 059 ]  

[ 002 ]  

[ 020 ]  [ 626 ]  [ 601 ]  

R
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ワイヤー入り
  
MMY130238 [カラー ]
ブライト
  
・W38mm×L9.8m
・ポリエステル ・フロッキー加工

¥2,900
（税抜）/1巻

発注単位:1巻

[920]

[921]

[922 ]  [901 ]  

[921 ]  [945 ]  

[907]

  
MMY450122 [カラー ]
リーブルレース
  
・W22mm×L10m
・ポリエステル 
・レース

¥2,000
（税抜）/1巻

発注単位:1巻

[ 019 ]  

[ 001 ]  

[ 001 ]  

[ 023 ]  

[001]

[002]

[019]

[035]

36mm 25mm

[061]

[001]

[926]

[921]

[920]

[921]

[920] [901]

  
MZA1103 [カラー ]
マリアーナ
  
・W40mm×L10m
・ポリエステル 

¥2,600
（税抜）/1巻

発注単位:1巻

  
MZA0105 [カラー ]
エレナーレース
  
・W36mm×L10m
・ナイロン

¥1,600
（税抜）/1巻

発注単位:1巻

ロイヤルティアラ
 

ポリエステル
発注単位:1巻

MZA4125 [カラー ]
・W36mm×L10m
 

¥3,200
（税抜）/1巻

MZA4124 [カラー ]
・W25mm×L10m
 

¥2,700
（税抜）/1巻

ワイヤー入り

  
MMY150340 [カラー ]
ラフィス
  
・W40mm×L9.8m
・ポリエステル 

¥2,400
（税抜）/1巻

発注単位:1巻

  
MMY179018 [カラー ]
パレード
  
・W18mm×L9m
・ポリエステル
・パール付

¥2,800
（税抜）/1巻

発注単位:1巻

  
MZA2780 [カラー ]
ニュースィートサテンレース
  
・W18mm×L10m
・ポリエステル

¥2,000
（税抜）/1巻

発注単位:1巻

  
MMY150838 [カラー ]
エアリーローズ
  
・W38mm×L9.8m
・ポリエステル 

¥2,900
（税抜）/1巻

発注単位:1巻

ワイヤー入り

  
MMY175763 [カラー ]
マリッジローズ
  
・W63mm×L9m
・ポリエステル 

¥2,200
（税抜）/1巻

発注単位:1巻

ワイヤー入り

[904]

[921] [920] 白

[901]

[921]

[902]

[001]

[019]

[014]

  
MZA0512 [カラー ]
シュアーサテンエルフ
  
・W22mm×L30m
・ポリエステル 

¥2,500
（税抜）/1巻

発注単位:1巻

  
MMY350038 [カラー ]
リラフリル
  
・W38mm×L10m
・ポリエステル

¥1,600
（税抜）/1巻

発注単位:1巻

[921]

[920]

[901]

[926]

[915]

[ 001 ]  

[ 014 ]  

  
MZA1613 [カラー ]
ハートオーガンジー
  
・W25mm×L15m
・ポリエステル

¥2,000
（税抜）/1巻

発注単位:1巻

[LAV] ラベンダー

[P] ピンク

[W] ホワイト

[BE] ベージュ

[Y] イエロー

フリルオーガンジー
 

ポリエステル
発注単位:1巻

MRK-0024 [カラー ]
・W16mm×L15m
 

¥1,300
（税抜）/1巻

MRK-0025 [カラー ]
・W26mm×L15m
 

¥1,700
（税抜）/1巻

26mm 16mm

[001] 白

[014]

  
MZA0118 [カラー ]
ナイロンチュール ソフト
  
・W144mm×L10m
・ナイロン 

¥2,200
（税抜）/1巻

発注単位:1巻

[921] [066]

[920]

[913] [906] [077]

[904]

[901] [945]

  
MMY130140 [カラー ]
ワイヤーネット
・W40mm×L7.2m
・ポリエステル 

¥1,800
（税抜）/1巻

発注単位:1巻

ワイヤー入り

[921 ]  

[922 ]  

[921]

※MRK-0024のみ

R
ibbon

リ
ボ
ン

229228



 
MTR89940 [カラー ]
クラフトフラット
￥1,000（税抜）/１巻
 
発注単位：１巻
横浜ディスプイミュージアムオリジナル

[001] ゴールド

  
MTR44070 [カラー ]
ワンタッチ24
  
・W約20mm×L20m
・ナイロン・ポリエステル 
※2019年5月31日まで￥1,480（税抜）

¥1,580
（税抜）/1巻

発注単位:1巻

中心のヒモを引くとワンタッチで
ボウが出来上がります。
※写真は1.5m使用しています。←   約7.5cm   →

[003] パール[002] シルバー

[015]ブルー

[001]シタジホワイト

[056]クラフト

[075]ブラウン

[047]レッド

[039]マゼンダ

[027]イエローグリーン

[017]ブラック

[045]シルバー

[044]ゴールド

クラフトフラットは、数本の細いワイヤーを引き揃え、
和の色合いの紙で包んでいるから、
今までにないソフトでしなやかなラインの演出に！
ソフト感満載なのにちょっとした小物を吊り下げてもしっかりキープ！
リボンを貼って、さらにエレガントさをアップ！
ビジューを貼ってアクセサリーに！もちろん文字だって作れます！
クラフトフラットは使い方次第で魅力満載！！

クラフトフラット

Cra� Flat

サイドのヒモを引くとワンタッチで
ボウが出来上がります。
※写真は約1m使用しています。

←   約6cm   →

[001]
 ロイヤルホワイト

[056]
 パールホワイト

[060]
 マルメゾンピンク

[035]
 セレストブルー

[082]
 グレージュ

[024]
 エクリュ

[064]
 マゼンタ

[049]
 ナイトブルー

[023]
 ダルジャングレー

[003]
 タンゴオレンジ

[047]
 ルージュレッド

[059]
 シプレグリーン

[017]
 サーブルブラック

←   約10cm   →

24mm巾 約50cm使用

48mm巾 約1m使用

ワンタッチソフトオーガンジー
 

ナイロン
発注単位:1巻

MTR44200 [カラー ]
・24mm×L10m
 

¥2,600
（税抜）/1巻

MTR44201 [カラー ]
・48mm×L10m
 

¥3,200
（税抜）/1巻

R
ibbon

リ
ボ
ン

231230



  
MTR46400 [カラー ]
ペーパーラフィア
  
・Φ約５ｍｍ×Ｌ９１ｍ
・パルプ 

¥880
（税抜）/1巻

発注単位:1巻

[002][045] [010]

  
MZA9678  [カラー]
リーフリボン
  
1枚あたり … ¥210　
・W103mm×L58cm
・ポリプロピレン

¥2,100
（税抜）/1セット（10枚入り）

発注単位:1セット

[ 041 ]  

[ 000 ]  [ 018 ]  

[ 019 ]  

PPにハランの模様がプリント
されています。

[560]カラシ

[100]ピンク

[730]若竹

[840]コゲ茶[480]ワイン

※[000]ナチュラル
※カラーによって価格が異なります。
  
DRO60110N [000]
ラフィアファイバー・ナチュラル
   

発注単位:1巻

¥550
（税抜）/1巻

DRO60110C [カラー ]
ラフィアファイバー
・約50本・約50g・約70〜130cm
・天然素材

¥800
（税抜）/1巻

[022] [023]

[052][038] [041] [073]

  
MTR51813 [カラー ]
デコレ･スピラーレ Ⅰ
  
・約7mm×9m
・ポリエステル 

¥860
（税抜）/1巻

発注単位:1巻
[106] [108] [111]

[115] [117] [112]

[113] [114]

  
MTR51814 [カラー ]
デコレ･スピラーレ Ⅱ
  
・約11mm×9m
・ポリエステル

¥1,800
（税抜）/1巻

発注単位:1巻
[006] [008] [011]

[012] [013] [014]

[015] [017]

  
MTR51815 [カラー ]
デコレ･スピラーレ Ⅲ
  
・約11mm×9m
・ポリエステル
 

¥1,800
（税抜）/1巻

発注単位:1巻
[001]

[044]

[045]

[047] 

[016]

[043]

[044] [018]

[001]

ワイヤー入り  
MZA2125 [カラー ]
ミトス
  
・W10mm×L10m
・ポリエステル 

¥2,600
（税抜）/1巻

発注単位:1巻

[093]

[065]

[038][029]

[014] [007]

[004]

[001]

  
MZA2104 [カラー ]
リボンカーリングパール
  
・W10mm×L5m
・ポリエステル/プラスチック 

¥3,200
（税抜）/1巻

発注単位:1巻

ワイヤー入り

[ 007 ]  

[ 014 ]  

[ 047 ]  

[ 001 ]  

[ 002 ]  

[ 014 ]  

[ 005 ]  

  
MZA2211 [カラー ]
カーリングパール
  
・W20mm×L5m
・ポリエステル/プラスチック  

¥2,600
（税抜）/1巻

発注単位:1巻

ワイヤー入り   
MZA2237 [カラー ]
ミックスカーリングパール
  
・W20mm×L5m 
・ポリエステル/プラスチック 

¥2,600
（税抜）/1巻

発注単位:1巻

ワイヤー入り

R
ibbon

リ
ボ
ン

233232



 
MTR45715 [カラー ]
金打源氏紐
￥3,700（税抜）/1巻
 
発注単位：1巻
・約φ4mm×L15m
・レーヨン・ポリエステル

[906]

[921]

[934]

[907]

[926]

[937]

  
MZA2238 [カラー ]
チリメン ワヒモ
  
・W7mm×L4.8m
・ポリエステル   

¥3,000
（税抜）/1巻

発注単位:1巻[016] [004]

[016]

[040]

[023]

[039]

  
MZA2239 [カラー ]
チリメン カザリヒモ
  
・W7mm×L4.8m
・ポリエステル   

¥3,500
（税抜）/1巻

発注単位:1巻

[ 01 ]  [16 ]  [ 41 ]  

 
MZA1999 [カラー ]
四季
￥2,900（税抜）/1巻
 
発注単位：1巻
・W22mm×L23m
・アセテート

 
MZA1998 [カラー ]
四季
￥4,200（税抜）/1巻
 
発注単位：1巻
・W36mm×L23m
・アセテート

[ 920 ]  [ 928 ]  [ 937 ]  [ 929]   
MMY149136 [カラー ]
マムレガート
￥2,400（税抜）/1巻
 
発注単位：1巻
・Ｗ36mm×L15m
・ポリエステル

 
MMY145838 [カラー ]
いぶき
￥2,000（税抜）/1巻
 
発注単位：1巻
・W38mm×L9m
・ポリエステル

 
MMY153338 [カラー ]
ことぶき
￥2,800（税抜）/1巻
 
発注単位：1巻
・W38mm×L20m  
・ポリエステル

ワイヤー入り

[905] [937]

[934]

[907]

[ 001 ]  

[ 029 ]  

[ 046 ]  [ 063 ]  

[ 067 ]  

[ 044 ]  

 
MZA9253 [カラー ]
ミニリーガルブレード
￥2,000（税抜）/１巻
 
発注単位：１巻
・W2.5mm×L18m

[ 001 ]

[ 016 ]

[ 002 ]

[ 014 ]

 
MMY145106 [カラー ]
ビーズロープ
￥2,000（税抜）/１巻
 
発注単位：１巻
・W6mm×L9m
・ポリエステル
・ビーズ付

[920]

[905]

[926]

[937]

[ 929]  

 
MTR51702 ［カラー］
金市松
￥2,400（税抜）/１巻
 
発注単位：1巻
・W約38mm×L20m
・ポリエステル

［007］   ［003］ ［012］  ［014］［003］

金糸が入った市松柄サテンリボン

[ 047 ]  [ 064 ]  

[ 068 ]  [ 015 ]  [ 017 ]  [ 027 ]  

[ 034 ]  

  
レーヨンツイスト
¥880（税抜）/1パック ●(15本入り)
  
・発注単位:1パック
・φ1.5mm、L90cm
・鉄、レーヨン 

(15本入り)

パック
cm

MZWRTCF
クリーム

MZWRTGF
ミドリ

MZWRTLF
ラベンダー

MZWRTMF
ムラサキ

MZWRTPF
ピンク

MZWRTRF
アカ

MZWRTWF
シロ

MZWRTYF
ヤマブキ

作品例と作り方は
こちらから

R
ibbon

リ
ボ
ン

235234



[ 003 ]  
ナチュラル

[ 071 ]  
ホワイト

[ 066 ]  
ブラウン

[ 016 ]  
グリーン

[ 025 ]  
レッド

※ロールの外側がはっ水加工となっております。

 
MTR68570 [カラー ]
ビスクレープ
¥3,600（税抜）/1本
  
発注単位:1本
・W74cm×L20m
・パルプ
・片面はっ水加工

 
MTR68587 [カラー ]
ブリューム
¥2,800（税抜）/1本
  
発注単位:1本
・W74cm×L15m
・パルプ
・片面はっ水加工

[ 023 ]  

[ 024 ]  

[ 005 ]  

[ 010 ]  

[ 001 ]  

[007]

[012]

 
MTR75802 [カラー ]
ラフリネン
¥1,300（税抜）/1巻
  
発注単位:1巻
・約W48cm×約4.5m
・麻 

[ 017 ]  
ブラック

[ 004 ]  
金 / なす

[ 002 ]  
金 / 赤

 
MTR68560 [カラー ]
ゴールデンクレープR
¥3,400（税抜）/1巻
  
発注単位:1巻
・約W74cm×L10m
・パルプ
・片面はっ水加工

※ロールの外側がはっ水加工となっております。

[ 003 ]  

[ 005 ]  

[ 007 ]  

[ 014 ]  

[ 016 ]  

[ 018 ]  

[ 001 ]  

 
MZA8516 [カラー ]
マシュリ
¥2,300（税抜）/1巻
  
発注単位:1巻
・W65cm×L10m
・レーヨン･コットン 

[ 001 ]  

[ 002 ]  

[ 004 ]  

[ 006 ]  

[ 009 ]  

[ 010 ]  

[ 011 ]  

 
MZR71015 [カラー ]
フィオット
¥2,800（税抜）/1巻
  
発注単位:1巻
・W75cm×L約15m
・パルプ 

[ 006 ]  

[ 010 ]  

[ 011 ]  

[ 001 ]  

[ 003 ]  

[ 007 ]  

 
MZR50000 [カラー ]
Jラップ
¥1,700（税抜）/1巻
  
発注単位:1巻
・W70cm×L20m
・ポリエステル 

[004]

[038]

[008]

[039]

[015]
[056]

[064]

[066]

[023]

[065]

[032]

[005]

[067]

[044]

[055]

[062]

[017]

[030]

[040]

[034]

[041]

[042]

[035]

[042]

[036]

[037]

MHZHPARO1 
レッド

MHZHPARO5 
イエロー

MHZHPARO6 
パープル

MHZHPARO2 
ライトピンク

MHZHPARO4 
スモーキーピンク

MHZHPARO7 
ライトグレー

MHZHPARO8 
ウォームグレー

 
撥水ペーパーロール（1巻）
￥2,950（税抜）/１巻
 
発注単位：1巻
・W65cm×20m巻
・紙：片面撥水加工(内側)
・ブラックプライス

※2022年6月30日まで￥2,730

 
ファブリックレースロール（1巻）
￥2,700（税抜）/１巻
 
発注単位：1巻
・W70cm×10m巻
・ポリエステル
・ブラックプライス

※2022年6月30日まで￥2,500

MHZFALRO1  
アイボリー

MHZFALRO2  
ブラック

MHZFALRO3  
サーモンピンク

MHZFALRO4 
ピンク

MHZFALRO5 
レッド

MHZFALRO6  
グレー

[ 001 ]  アンティーク

[012 ]  ミストホワイト

[010 ]  アイリス

[009]  トープ

[008 ]  グラファイト

[006 ]  シルバーグレイ

[004]  ボルドー

[002 ]  シェルピンク

 
MTR60644  [カラー ]
スパークルフロスト
￥2,600（税抜）/１本  ｜ 2600 ｜
 
・Ｗ58cmXＬ15m
・ポリプロピレン

W
rapping

ラ
ッ
ピ
ン
グ

237236



 
MSLF6213
セロンドームクリア L
¥912（税抜）/1コ ● ｜ 760 ｜
  
発注単位:1コ
・φ11.5cm・W13cm・H21cm
・スチロール樹脂 

 
MSLF6214
セロンドームクリア M
¥792（税抜）/1コ ●  ｜ 660 ｜
  
発注単位:1コ
・φ11.5cm・W13cm・H14cm
・スチロール樹脂 

 
MSLF6215
セロンドームクリア S
¥516（税抜）/1コ ●  ｜ 430 ｜
  
発注単位:1コ
・φ7cm・W9cm・H8cm
・スチロール樹脂 

 
MSLF6217
セロンドーム200
¥2,640（税抜）/1コ ●  ｜ 2200 ｜
  
発注単位:1コ
・φ20.5cm・H15cm
・スチロール樹脂 

 
MHR000044
コサージケース 小 （10枚）
¥1,850（税抜）/1箱 ●（10枚入り）
 
1枚あたり…¥185
発注単位:1箱（10枚入り）
・W9cm×D9cm×H6cm
・PVC 

 
MHR000013
コサージケース 特大 （10枚）
¥3,300（税抜）/1箱 ●（10枚入り）
 
1枚あたり…¥330
発注単位:1箱（10枚入り）
・W22cm×D13cm×H8cm
・PVC 

 
MHR000020
コサージケース 大 （10枚）
¥2,550（税抜）/1箱 ●（10枚入り）
 
1枚あたり…¥255
発注単位:1箱（10枚入り）
・W15cm×D12cm×H8cm
・PVC 

 
MHR000037
コサージケース 中 （10枚）
¥2,350（税抜）/1箱 ●（10枚入り）
 
1枚あたり…¥235
発注単位:1箱（10枚入り）
・W12cm×D12cm×H8cm
・PVC 

 
MHR750307
丸型ケース 75φ×30 

（10コ）
¥2,100（税抜）/1袋 ●（10コ）
 
1コあたり…¥190
発注単位:1袋（10コ）
・φ7.5cm・H3cm
・PVC 

 
MHR100607
丸型ケース 100φ×60 

（10コ）
¥3,400（税抜）/1袋 ●（10コ）
 
1コあたり…¥305
発注単位:1袋（10コ）
・φ10cm・H6cm
・PVC 

 
MHR100355
丸型ケース 100φ×35 

（10コ）
¥2,500（税抜）/1袋 ●（10コ）
 
1コあたり…¥225
発注単位:1袋（10コ）
・φ10cm・H3.5cm
・PVC 

 
MHR385202
ミニブーケケース20H 

（10枚）
¥6,300（税抜）/1箱 （10枚入り）
 
1枚あたり…¥630
発注単位:1箱（10枚入り）
・W12cm×D8.5cm×H20cm
・PVC・スチロール

 
MHR203209
ブーケケース 小 （6枚）
¥15,000（税抜）/1箱 （6枚入り）
 
1枚あたり…¥2,500
発注単位:1箱（6枚入り）
・W25cm×D15cm×H32cm
・PVC・スチロール 

 
MHR204503
ブーケケース 中 （6枚）
¥17,700（税抜）/1箱 （6枚入り）
 
1枚あたり…¥2,950
発注単位:1箱（6枚入り）
・W25cm×D15cm×H45cm
・PVC・スチロール 

 
MHR206507
ブーケケース 大 （6枚）
¥20,400（税抜）/1箱（6枚入り）
 
1枚あたり…¥3400
発注単位:1箱（6枚入り）
・W25cm×D15cm×H65cm
・PVC・スチロール 

 
MHR104506
ブーケケース 特小 （6枚）
¥23,220（税抜）/1箱 （6枚入り）
 
1枚あたり…¥3870
発注単位:1箱（6枚入り）
・W32cm×D21cm×H45cm
・PVC・スチロール 

 
MHR107200
ブーケケース 特大 （6枚）
¥27,900（税抜）/1箱 （6枚入り）
 
1枚あたり…¥4650
発注単位:1箱（6枚入り）
・W32cm×D21cm×H72cm
・PVC・スチロール 

 
MHR007500
ブーケケース スーパー 750 （6枚）
¥49,320（税抜）/1箱（6枚入り）
 
1枚あたり…¥8220
発注単位:1箱（6枚入り）
・W42cm×D30cm×H75cm
・PVC・スチロール 

 
MTR88071 [カラー ]
ドームBOX（5P）
¥3,360（税抜）/1パック（5コ） ｜  2800  ｜
 
1コあたり…¥600
発注単位:1パック（5コ）
・φ9cm・H7.7cm
・パルプ・ポリエチレン 

[001]ホワイト

[017]ブラック [047]レッド

[023]ライトグレー

 
MTR88051  [004]
ボックス丸128
¥720（税抜）/1コ ●  ｜ 600 ｜
  
発注単位:1コ
・φ12.8cm・H7.5cm
・パルプ 

 
MTR88052  [004]
ボックス正角136
¥720（税抜）/1コ ●  ｜ 600 ｜
  
発注単位:1コ
・□13.6cm・H8.3cm
・パルプ 

[004]すみ [004]すみ

W
rapping

ラ
ッ
ピ
ン
グ

239238



MZR90030

MZR50030

MZR70030

 
MZR50030
OPPロール#40 50cm
¥1,400（税抜）/1巻 ●
  
発注単位:1巻
・W50cm×L30m
・ポリプロピレン
・静電防止対応

 
MZR70030
OPPロール#40 70cm
¥2,000（税抜）/1巻 ●
  
発注単位:1巻
・W70cm×L30m
・ポリプロピレン
・静電防止対応

 
MZR90030
OPPロール#40 90cm
¥2,500（税抜）/1本 ●
  
発注単位:1本
・W90cm×L30m
・ポリプロピレン
・静電防止対応

MZR450500 MZR470500 MZR490500

直送直送

直送

直送

 
MZR450500
OPPロール#40 50cm
¥12,000（税抜）/1本
  
発注単位:1本
・W50cm×L500m
・ポリプロピレン
・静電防止対応
 
MZR470500
OPPロール#40 70cm
¥17,000（税抜）/1本
  
発注単位:1本
・W70cm×L500m
・ポリプロピレン
・静電防止対応

 
MZR490500
OPPロール#40 90cm
¥21,000（税抜）/1本
  
発注単位:1本
・W90cm×L500m
・ポリプロピレン
・静電防止対応

 
MHZAIRRO2
エア緩衝材ロール-2
40cm×5m巻（2巻）
¥750（税抜）/1セット
  
1巻あたり…¥375
発注単位:1セット（2巻）
・W40cm×L5m（厚み4mm）
・低密度ポリエチレン
・コンパクトサイズのエア緩衝材
・ブラックプライス

※2022年6月30日まで￥690

 
MHZNFSR1
NEWフレンチショート
OPPロール-1
¥1,780（税抜）/1巻
  
発注単位:1巻
・W30cm×L30m（厚さ:0.04mm）
・OPP 
食品に使用する場合は印刷面に直接食品
が触れない様にお使い下さい。
・ブラックプライス

※2022年6月30日まで￥1,650

ラップのようにカンタンに使える幅30cmのショートロールです。

 
MHZLRV1XS 
ルレーブミニバッグ-1（30枚）
¥2,280（税抜）/1パック（30枚）
 
1枚あたり・・・￥76
発注単位：1パック
・W16.5cm×H16.5cm×D14.5cm
・ポリエチレン（ハード）・底板：厚紙
・横底マチ
・ブラックプライス

※2022年6月30日まで￥2,110

 
MHZLRV2LB 
ルレーブワイドバッグ-L（20枚）
¥4,550（税抜）/1パック（20枚）
 
1枚あたり・・・￥228
発注単位：1パック
・W42cm×H36cm×D29cm
・ポリエチレン（ハード）・底板：段ボール紙
・横底マチ
・ブラックプライス

※2022年6月30日まで￥4,210

 
MHZLRV2MB 
ルレーブワイドバッグ-M（20枚）
¥3,020（税抜）/1パック（20枚）
 
1枚あたり・・・￥151
発注単位：1パック
・W35cm×H31cm×D22cm
・ポリエチレン（ハード）・底板：段ボール紙
・横底マチ
・ブラックプライス

※2022年6月30日まで￥2,800

 
MHZFS1XS
フレンチフロストミニバッグ-1

（30枚）
¥2,280（税抜）/1パック（30枚）
 
1枚あたり…¥76
発注単位:1パック（30枚）
・W16.5cm×D14.5cm
×H16.5cm
・高密度ポリエチレン [ 半透明 ]
・横底マチ･底板：厚紙
・ブラックプライス

※2022年6月30日まで￥2,110

 
MHZFS2LB
フレンチフロスト
ワイドバッグ-L（20枚）
¥4,550（税抜）/1パック（20枚）
 
1枚あたり…¥228
発注単位:1パック（20枚）
・W42cm×D29cm×H36cm
・高密度ポリエチレン [ 半透明 ]
・横底マチ･底板：段ボール紙
・ブラックプライス

※2022年6月30日まで￥4,210

MHZFS2MB
フレンチフロスト
ワイドバッグ-M（20枚）
¥3,020（税抜）/1パック（20枚）
1枚あたり…¥151
発注単位:1パック（20枚）
・W35cm×D22cm×H31cm
・高密度ポリエチレン [ 半透明 ]
・横底マチ･底板：段ボール紙
・ブラックプライス

※2022年6月30日まで￥2,800

 
MHZFS2SB
フレンチフロスト
ワイドバッグ-S（20枚）
¥2,430（税抜）/1パック（20枚）
 
1枚あたり…¥122
発注単位:1パック（20枚）
・W27cm×D21cm×H28cm
・高密度ポリエチレン [ 半透明 ]
・横底マチ･底板：段ボール紙
・ブラックプライス

※2022年6月30日まで￥2,250

 
MHZFRS
フレンチフロストレジ
バッグ-3（100枚）
¥640（税抜）/1パック（100枚）
 
1枚あたり…¥7
発注単位:1パック（100枚）
・W18cm×D10cm×H35cm
・高密度ポリエチレン [ 半透明 ]
・横マチ
・ブラックプライス

※2022年6月30日まで￥590

 
MHZFRM
フレンチフロストレジ
バッグ-2（100枚）
¥1,090（税抜）/1パック（100
枚）
 
1枚あたり…¥11
発注単位:1パック（100枚）
・W24cm×D14cm×H45cm
・高密度ポリエチレン [ 半透明 ]
・横マチ
・ブラックプライス

※2022年6月30日まで￥1,010

 
MHZBKFO3
BKFアレンジOPPバッグ-3

（50枚）
¥3,550（税抜）/1パック（50枚）
 
1枚あたり…¥71
発注単位:1パック（50枚）
・W57（底28.5）cm×D15cm×
　H38cm
・OPP [ 透明 ]
・底マチ
・ブラックプライス

※2022年6月30日まで￥3,290

 
MHZBKFO4
BKFアレンジOPPバッグ-4

（50枚）
¥2,880（税抜）/1パック（50枚）
 
1枚あたり…¥56
発注単位:1パック（50枚）
・W40（底20）cm×D12cm×
　H30cm
・OPP [ 透明 ]
・底マチ
・ブラックプライス

※2022年6月30日まで￥2,670

 
MHZVOP [カラー ]
ボリュームパッキン
¥1,810（税抜）/1コ
 
・内容量 500g
・紙
・ブラックプライス

※2022年6月30日までは￥1,680

[KF] クラフト [LB] ライトブルー [GR] グレー

[LY] レモン [PI] ピンク [WH] ホワイト
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LIMEXシリーズで、環境にやさしいラッピング
を始めてみませんか。LIMEXは石灰石を主原
料とした無機物を50%以上含む複合素材で
す。紙やプラスチックをLIMEXに置き換える
ことで木、水、石油の資源を守ることができ、
企業やお店のイメージアップにつながります。
また、耐水性があるので、安心してフラワー
ラッピングにご使用いただけます。

LIMEXシリーズ
東京リボンの

ラ イ メ ッ ク ス

LIMEX・ピック
フラワーギフトにメッセージを添えるピックです。

LIMEXは可燃ですが、一般家庭ごみとして処分される
場合は、お住まいの自治体のルールに従い処理してく
ださい。なお古紙回収には混ぜないでください。

 
MTR92872 
LIMEX･ピック
￥2,880（税抜）/１袋（24枚）
 
1枚あたり・・・￥120
・発注単位：1袋（24枚）
・Ｗ約8cmXＬ29cm
・LIMEX（ライメックス）
・耐水性あり
※食品に直接触れる使用はできません。

折り線を山折りにし、
ご使用ください。
立体的になり
立ち易く
なります。

ご使用方法

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！

組

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！

組

MBW-0001
メグル R/W/BLU
¥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
・オレンジプライス

MBW-0002
メグル R/W/Y
¥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
・オレンジプライス

使用する花について

使用する花のカラーイメージ

花の丈は15cm程度を推奨しています。

メグルを15枚全部使用の場合
ブーケサイズは直径15cm目安です。�
12枚の場合は12cm目安となります。

造花の場合はニッパーでカットして
ご使用ください。

メグルの情報をHPでも
見ることができます。

ブーケをぐるりと巡るメッセージカード

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

卒業式に
後輩から先輩へ、
思い出と感謝の
気持ちをプレゼント。

誕生日パーティーに
一年に一度だけ、
いつも言えない言葉を
ブーケと一緒に。

ウェディングに
学生時代の仲間に
職場の同僚や幼馴染。
たくさんの人の
思いをつないで。

撥水加工をしています。生花にも使用いただけます。

送別会に
また会いましょう。
思いを込めて
ブーケにぐるり。

1.グレー

4.マザーズデーレッド

7.スクエアガレー

10.マザーズデーライン

2.ボタニカル

5.グリーティングス

8.サンキュー

11.マザーズデーフルール

3.マザーズデーフラワー

6.スノーマン

9.マザーズデードット

12.マザーズデーリラ
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フラワーアーティスト「川崎景太」プロデュース

 
MKIKM008
ＰＩＮＫＩＥ
￥740 （税抜） /１コ
 
発注単位：１コ
・Ｗ１．８ｃｍＨ４ｃｍＤ１．２ｃｍ
（ピン部含む）
・ガラス
・グリーンプライス

水OK
 
MKIKS007
花わっぱ（５個セット）
￥1500 （税抜） /１セット（５コ）
 
１コあたり・・・￥３００
発注単位：１セット（５コ）
・Φ１４ｃｍ（底面Φ１０ｃｍ）×Ｈ７ｃｍ
本体：杉（間伐材）取っ手：シュロ
・オレンジプライス
・組み立て式

花わっぱ

輸入材木が主流になっている現在、日本の

地方産材（杉）を加工して生産されている

「わっぱ」です。金属や接着剤を一切使うこ

となく組子で組み立てることができ、杉の

香りと共に温かいぬくもりが感じられます。

この「わっぱ」は間伐材を国内工場で加工

しており環境にも優しいエコ商品です。

お水を入れフレッシュフラワーが

生けられるピンバッジです。ファッ

ションの一部として季節の小花を

胸にお楽しみください。

[DG]ダークグリーン

[DG]ダークグリーン

[W]ホワイト

[W]ホワイト

[BR]ブラウン

[B]ブラウン

 
MKIKE001［カラー］
スティックロープ（１４０ｍ）
￥2500 （税抜） /１巻
 
発注単位：１巻
・約Ｌ１４０ｍ
ポリエステル、ビーワックス
・オレンジプライス

 
MKIKE005［カラー］
スティックロープ（２０ｍ）
￥860 （税抜） /１巻
 
発注単位：１巻
・約Ｌ２０ｍ
ポリエステル、ビーワックス
・オレンジプライス

ポリエステルの細い紐を束にして、特殊蜜蝋加工してあります。よく使われている

紐に比べて「強い」「濡れない」「滑らない」。花を束ねるときに2～3周巻き付ける

だけで茎が固定され仮止めができます。

スティックロープ
Stickrope

ピンキー
Pinkie

川崎景太のStickropeを使った
フラワーデザイン配信中 →

M-D6010 

M-U3530 

ディスプレイ
ミュージアム
オリジナル

 
MB-1101
フローラルテープd
 LTG
¥210（税抜）/1コ
  
発注単位:1コ
・W12.5mm×L25m  

 
MB-1102
フローラルテープd
 MOG
¥210（税抜）/1コ
  
発注単位:1コ
・W12.5mm×L25m  

 
MB-1103
フローラルテープd
 W
¥210（税抜）/1コ
  
発注単位:1コ
・W12.5mm×L25m

 
MB-1104
フローラルテープd
 BR
¥210（税抜）/1コ
  
発注単位:1コ
・W12.5mm×L25m  

 
M-U3530
アンカーピン 100コ
¥3,000（税抜）/1袋（100コ）
 
1コあたり…¥30
発注単位:1袋（100コ）
・φ3cm･H3cm
・プラスチック 
・ブラックプライス

 
M-D6010
フィックステープ
¥3,000（税抜）/1巻
  
発注単位:1巻
・L500cm
・合成ゴム 
・ブラックプライス

 
MMT104014 [0]
アクアボウスイテープ
6mm
¥1,200（税抜）/1袋 ●（1巻）
  
発注単位:1袋（1巻）
・W6mm×L54m 
・防水性

 
M-U1610 [GR]
オアシス®ボウスイテープ6mm
¥1,200（税抜）/1袋（1巻）
  
発注単位:1袋（1巻）
・L54m･W6mm
・天然ゴム 
・防水性
・ブラックプライス

 
M-U1600 [GR]
オアシス®ボウスイテープ12mm
¥1,800（税抜）/1袋（1巻）
  
発注単位:1袋（1巻）
・L54m･W12mm
・天然ゴム 
・防水性
・ブラックプライス

 
MMT1005
ダブルテープ
5mm×20m
¥290（税抜）/1巻 ●
  
発注単位:1巻
・W5mm×L20m
・アクリル・不織布 

 
MMT1012
ダブルテープ
12mm×6.6m
¥310（税抜）/1巻 ●
  
発注単位:1巻
・W12mm×L6.6m
・アクリル・不織布 

 
MMT1020
ダブルテープ
20mm×6.6m
¥450（税抜）/1巻 ●
  
発注単位:1巻
・W20mm×L6.6m
・アクリル・不織布 

 
MHO13578
PEクロス両面テープ 
25×15
¥990（税抜）/1巻 ●
  
発注単位:1巻
・W25mm×L15m  

フィックステープをちぎって
アンカーピンに接着し花器な
どにセットします。

花器などに生花用フォームを固定
させるための防水性テープです。

 
MTR86000 [カラー ]
フラワーテープ
¥430（税抜）/1巻 ●
  
発注単位:1巻
・W12.5mm×L27m
・パルプ 

 
M-D6180
PVCテープ
￥700（税抜）/1巻
 
発注単位：1巻（1巻）
・L33m・W15㎜
・ブラックプライス
・耐水性

[ 002 ]  ライトグリーン

[ 001 ]  グリーン [ 003 ]  モスグリーン [ 006 ]  ブラウン[ 004 ]  オリーブグリーン

[ 008 ]  ホワイト[ 009 ]  ミントアイボリー[ 011 ]  ブラック

※水につけると色落ちします

MB-1111 
フローラルテープD 6mm LTG
MB-1112 
フローラルテープD 6mm MOG
MB-1113 
フローラルテープD 6mm BR
¥180（税抜）/1巻
W6mm×L25m
入り数：24巻/B 576巻/C
材質：紙

MB-1114 
フローラルテープD 30mm LTG
MB-1115 
フローラルテープD 30mm MOG
MB-1116 
フローラルテープD 30mm BR
¥480（税抜）/1巻
W30mm×L25m
入り数：10巻/B 120巻/C
材質：紙

MB-1114

MB-1115

MB-1116

MB-1117 
フローラルテープD 50mm LTG
MB-1118 
フローラルテープD 50mm MOG
MB-1119 
フローラルテープD 50mm BR
¥580（税抜）/1巻
W50mm×L25m
入り数：6巻/B 72巻/C★

材質：紙

MB-1117

MB-1118

MB-1119MB-1111

MB-1112

MB-1113MB-1113

Tools

ツ
ー
ル

245244



 
MSLF063702
手持ち花桶　角型Ｍ
￥1,440（税抜）/１コ ● ｜ 1200 ｜
 
発注単位：１コ
・□17.5cm×H35.5cm
・ＰＰ
・片手で二つ持てます。。

M-FLQD1
フローラライフ
クイックデイップTM 1L
¥3,000（税抜）/1本 ●（1本）  ｜ 2500 ｜

発注単位:1本（1本）
・1L
・界面活性剤・ph調整剤・ミネラル
・※切り花用水揚げ促進剤

使い易い希釈50倍の切り花鮮度保持剤です。

 
M-HANA1.8
華の精1.8L
¥2,600（税抜）/1本 ●（1.8L）

｜ 2300 ｜
  
発注単位:1本（1.8L）
・1.8L
・糖類 

 
M-HANA500
華の精 500ml
¥1,100（税抜）/1本 ●（500ml）  

｜ 850 ｜
  
発注単位:1本（500ml）
・500ml
・糖類 

厚手で吸水力・保水力に優れ
ています。

厚手の業務用ホイルです。

 
MTR80222
タフホイル
¥2,730（税抜）/1箱 ●
  
発注単位:1箱
・W30cm×L50m
・アルミ 
・オレンジプライス

 
MSA17555
立華用水差し
￥600（税抜）/1コ ●
 
発注単位：1コ
・250cc
・ポリエチレン製
・オレンジプライス

 [GR]

 [BK]  [BK]

 [GR]
 [GR]

 [BK]
 
M-160 [カラー ]
オアシス®ベース
¥180（税抜）/1コ ●
  
発注単位:1コ
・φ15.5cm・H5cm ・プラスチック 

 
M-170M [カラー ]
オアシス®ベース
¥180（税抜）/1コ ●
  
発注単位:1コ
・W17cm×D10cm×H3.5cm ・プラスチック 

 
M-250L [カラー ]
オアシス®ベース
¥230（税抜）/1コ ●
  
発注単位:1コ
・W25cm×D12cm×H3.5cm ・プラスチック 

[DBR] ダークブラウン

[W] ホワイト
 
MSLF0314 [カラー ]
角長水盤ECO
¥1,920（税抜）/1コ ● ｜ 1600 ｜
  
発注単位:1コ
・W48cm×D7cm×H6cm
・環境適応樹脂 

[ DBR ]  ダークブラウン

[ BR ]  ブラウン

 
MSLF0315 [カラー ]
小判型水盤ECO
¥2,160（税抜）/1コ ●  ｜ 1800 ｜
  
発注単位:1コ
・W48cm×D11.5cm×H6.5cm
・環境適応樹脂 ※NFD対応花器

[DBR]ダークブラウン

[BR]ブラウン

 
MSLF0316 [カラー ]
丸型水盤ECO
¥2,160（税抜）/1コ ●  ｜ 1800 ｜
  
発注単位:1コ
・φ27cm・H6cm
・環境適応樹脂 ※NFD対応花器

[DBR]ダークブラウン
 
MSLF0317 [DBR]
ドングリ型コンポートECO
¥2,160（税抜）/1コ ●  ｜ 1800 ｜
  
発注単位:1コ
・φ14cm・H20cm
・環境適応樹脂 ※NFD対応花器

 
MSLF0520
ブリキ花桶1号
¥4,320（税抜）/1コ ● ｜ 3600 ｜
  
発注単位:1コ
・φ23.5cm・H41cm
・ブリキ製 
・簡易防水

 
MSLF0521
ブリキ花桶2号
¥3,000（税抜）/1コ ●  ｜ 2500 ｜
  
発注単位:1コ
・φ18cm・H31cm
・ブリキ製 
・簡易防水

 
MSLF0522
ブリキ花桶3号
¥2,520（税抜）/1コ ●  ｜ 2100 ｜
  
発注単位:1コ
・φ16cm・H25.5cm
・ブリキ製 
・簡易防水

 
MSLF063802
手持ち花桶　角型Ｌ
¥1,920（税抜）/1コ ●  ｜ 1600 ｜
  
発注単位:1コ
・□20.5cm×H40.5cm
・ＰＰ
・片手で二つ持てます。

 
MSLF063701
手持ち花桶　角型Ｍ
¥1,440（税抜）/1コ ● ｜ 1200 ｜
  
発注単位:1コ
・□17.5cm×H35.5cm
・ＰＰ
・片手で二つ持てます。

 
MSLF063801
手持ち花桶　角型L
¥1,920（税抜）/1コ ● ｜ 1600 ｜
  
発注単位:1コ
・□20.5cm×H40.5cm
・ＰＰ
・片手で二つ持てます。

[DBR] 濃こげ茶

[W] ホワイト

 
MSLF0312［カラー］
角長水盤ＥＣＯ　Ｍ　
￥1,560（税抜）/１コ ● ｜ 1300 ｜
 
発注単位：１コ
・W37.5×D7cm×H5.5cm
・環境適応樹脂
フローラルフォーム３／４個使用。

[DBR] 濃こげ茶

[W] ホワイト

 [IVO] アイボリー  [IVO] アイボリー  [BK] ブラック  [BK] ブラック 

 
MB-0100 クラフトシザー R
MB-0101 クラフトシザー Y
MB-0102 クラフトシザー BLU
¥1,000 （税抜）/本

・全長185mm・刃長60mm
・入り数：12コ/B 120コ/C
・材質：ステンレス
・オレンジプライス

MB-0100 MB-0101 MB-0102

 
MSA18250
シザーバック
￥3,300（税抜）/1コ ●
 
発注単位：1コ
・W16㎝×H21㎝×D最大4㎝
・デニム生地・刃受け部：ベルポーレン
・オレンジプライス

 
MSA19052
フローリストナイフ直刃黒
￥2,750（税抜）/1コ ●
 
発注単位：1コ
・L16・5㎝（刃5・5㎝）
・オレンジプライス

[ V ]  バイオレット

[ P ]  ピンク [Y] イエロー

[W] ホワイト

柄部はエラストマ樹脂を取り付けてあるた
め、濡れた手でも滑りにくく安全に使って
いただけます。

 
MFUFW330H [カラー ]
ARS 生花クラフトチョキ（キャップ付）
¥2,000（税抜）/1丁  ●
  
発注単位:1丁
・L16cm（刃4cm）
・高炭素刃物鋼 ハードクロームメッキ仕上
・グリーンプライス[G] グリーン

フッ素コーティング刃で
フローラルテープを切っ
てもベタつかない。#18
相当まで切れるワイヤー
カット付き。

[SFW] ホワイト [SFP] ピンク

 
MTICRI360 [カラー ]
アレンジはさみフッ素（キャップ付）
¥2,300（税抜）/1丁  ●
  
発注単位:1丁
・L16cm（刃 4.5cm）
・刃部:高級ステンレス刃物鋼（高級フッ素加工）
・柄部:ソフトグリップ・キャップ:PP 
・オレンジプライス

 
MTICRIL360 [SFP]
アレンジはさみフッ素左利
¥2,500（税抜）/1丁  ●
  
発注単位:1丁
・L16cm（刃 4.5cm）
・刃部:高級ステンレス刃物鋼（高級フッ素加工）
・柄部:ソフトグリップ・キャップ:PP 
・オレンジプライス

左利仕様

[FBK] ブラック

Tools
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ナイフで切ったようなシャープ
な切り口、茎を潰さない刃の
角度設計。ヤニが付きにくい
高級フッ素加工刃。

 
MTIMF8000 [カラー ]
ウルトラロッソ花鋏（キャップ付）
¥2,600（税抜）/1丁  ●
  
発注単位:1丁
・L17cm（刃 4.7cm）
・刃部:高級炭素刃物鋼（高級フッ素加工）
・柄部:PP・エラストマー樹脂
・キャップ:PP 
・オレンジプライス

ディスプレイミュージアムオリジナル
人気のハンドクリエーションに針金
切を付けて便利さUP!

針金切付

 
MSH19352
ハンドクリエーションF170 　ピンク 針金切付
¥3,100（税抜）/1丁  ●
  
発注単位:1丁
・L17cm（刃4cm）
・刃部:高炭素刃物鋼（フッ素加工）
・柄部:エラストマ樹脂
・オレンジプライス

 
MTIJP2000
グロワー２０００
¥2,500（税抜）/1丁 ●
  
発注単位:6丁
・L19.5cm(刃 4.5cm）
・刃部：高級炭素刃物工具鋼
・柄部：ＰＡ＋ＧＦ･エラストマー樹脂
・オレンジプライス

 
MSH16350
ハンドクリエーションF165 針金切付
¥3,100（税抜）/1丁 ●
 
発注単位：1丁
・L16.5cm（刃4cm）
・刃部：高炭素刃物鋼（フッ素加工）
・柄部：エラストマ樹脂
・（株）ポピーオリジナル！池坊タイプのハンドクリエーション。
・針金切付。
・オレンジプライス

ディスプレイミュージアムオリジナ
ル人気のハンドクリエーションに
針金切を付けて便利さUP!

[B] [P]

生花用バサミ

下刃がギザ刃加工になっていて
束ね切りでもしっかり捕まえてカット！

軽く握るだけでパワフルなワイヤーカッター。
束ね切りも可能。　#14〜#30適

 
MFU316
ARS ワイヤーカット鋏
¥2,400（税抜）/1丁 ●
  
発注単位:1丁
・L17cm（刃1.5cm）
・高炭素刃物鋼 ハードクロームメッキ仕上 
・グリーンプライス

お求めやすさと初心者になじみやすい
ハンドルがおすすめ。　#14〜#30適

#14をしっかりカットできるワイヤー切り付き。
超軽量で疲れにくく持ち運びがが楽です。

 
MFUJY145
Silky ワイヤーカット
¥1,464（税抜）/1丁  ● ｜ 1220 ｜
  
発注単位:1丁
・L14.5cm（刃1.5cm）
・サテン仕上げ 
・グリーンプライス

 
MTITP600BK
ワイヤーカッター ブラック
¥1,900（税抜）/1丁  ●
  
発注単位:6丁
・L17.5cm(刃1.7ｃｍ）
・刃部：高級炭素刃物工具鋼
・バネ：ステンレスバネ
・柄部：エラストマー樹脂
・67ｇ
・オレンジプライス

広範囲でワイヤー
カットできるギザギ
ザワイヤーカット付。
錆にもっとも強いス
テンレス製。

[G] グリーン [P] ピンク 

 
MFUUSP175 [カラー ]
Silky スイートシルキー
¥1,464（税抜）/1丁 ● ｜ 1220 ｜
  
発注単位:1丁
・L17.5cm（刃6cm）
・ステンレス 
・グリーンプライス

[R] レッド [BK] ブラック

ワイヤーカット付

 
MFUFW330HC [カラー ]
ARS クラフトチョキプリザ（キャップ付）
¥2,100（税抜）/1丁 ●
  
発注単位:1丁
・L16cm（刃4cm）
・高炭素刃物鋼 ハードクロームメッキ仕上 
・グリーンプライス

太幅なリボンも
一度に切れます。

 
MTR93144
ＴＲ．クラフトシザーズ
￥3,000（税抜）/１丁 ●
 
発注単位：１丁
・L200mm

 
MFUIK10R
花小町コンパクト鋸
¥1,600（税抜）/1丁 ●
  
発注単位:1丁
・折込時13cm・使用時22cm（刃9cm）
・高炭素刃物鋼 特殊表面処理
・グリーンプライス

ポケットサイズでシャープな
切れ味のコンパクト鋸。

 
MFU38402
マルシュー オアシス切 両刃付 赤柄 大 
300MM
￥1,500（税抜）/1丁 ●
 
発注単位：1丁
・L30cm（刃18.5cm）
・ステンレス（刃部）

Tools
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刃の窪みで造花、ワイヤーが楽に
切断できる。
軽量コンパクトサイズ。

※刃部で造花、ワイヤー等を切断すると
 刃欠けの原因になります。

 
MSH360
アーティフィシャルシザー
¥3,900（税抜）/1丁 ●
  
発注単位:1丁
・L18cm（刃4cm）
・刃部:高炭素刃物鋼（無電解ニッケルメッキ）　柄部:エラストマ樹脂 
・オレンジプライス

 
MTIAC5V
アーティフィシャルカッター
¥5,800（税抜）/1丁 ●
  
発注単位:1丁
・L20cm（刃 1.9cm）
・刃部:高級炭素鋼
・柄部:PA+GF･エラストマー樹脂 
・グリーンプライス

 
MTIAC4P
アーティフィシャルカッターミニ
¥5,800（税抜）/1丁 ●
  
発注単位:1丁
・L18cm（刃 1.9cm）
・刃部:高級炭素鋼
・柄部:PA+GF･エラストマー樹脂 
・グリーンプライス

刃がワイドに開くので太い茎のアーティフィシャルフラワーに適したハサミです。
またワイヤリングしたブーケもカット出来ます。刃元でなまし線#8までカット可能。

ワイヤー #8までカット可能。

 
MFUMC0020
MCC ミゼットカッター
¥1,830（税抜）/1丁 ●
  
発注単位:1丁
・L21.5cm
・特殊鋼 
・オレンジプライス

ラウンド刃なので、より線を
残さずきれいに切れます。

 
MFUMN115
TTC No.2 ミニニッパー 115mm（バネ付）
¥1,850（税抜）/1丁 ●
  
発注単位:1丁
・L11.8cm（刃1.5cm）
・特殊鋼（神戸製鋼） グリップ:ビニール
・グリーンプライス

 
MFUER150
TTC ラジオペンチ 15cm
¥1,940（税抜）/1コ  ●
  
発注単位:1コ
・L15cm
・工具鋼 
・グリーンプライス

TEO72057 [N]
リースワイヤー（5P）
¥900（税抜）/1袋 ●（5本） 
 
1本あたり…¥180
発注単位:1袋（5本） ・#23･L約35m  

TEO72058 [G]
リースワイヤー（5P）
¥1,100（税抜）/1袋 ●（5本） 
 
1本あたり…¥220
発注単位:1袋（5本） ・#23･L約35m  

TEO72010TEO72008
TEO72001
 [GO] 

TEO72002
 [SI] 

 
TEO72008
カールワイヤー SI
¥900（税抜）/1巻 ●
  
発注単位:1巻
・φ約0.3mm･L約35m  

 
TEO72010
カールワイヤー GO
¥900（税抜）/1巻 ●
  
発注単位:1巻
・φ約0.3mm･L約35m  

 
TEO72001 [GO]
スプールワイヤー
¥800（税抜）/1巻 ●
  
発注単位:1巻
・φ0.35mm
･L約40m･#28  

 
TEO72002 [SI]
スプールワイヤー
¥800（税抜）/1巻 ● 
  
発注単位:1巻
・φ0.35mm
･L約40m･#28  

TEO72025

TEO72018 [ SI ]  TEO72016

TEO72020 [ GO ] 

 
TEO72016
リースワイヤー R
¥1,800（税抜）/1巻 ●
  
発注単位:1巻
・#25･L約50m  

 
TEO72018 [SI]
スティックワイヤー
¥1,800（税抜）/1巻  ●
  
発注単位:1巻
・#25･L約50m  

 
TEO72025
リースワイヤー GR
¥1,800（税抜）/1巻 ●
  
発注単位:1巻
・#25･L約50m  

 
TEO72020 [GO]
スティックワイヤー
¥1,800（税抜）/1巻  ●
  
発注単位:1巻
・#25･L約50m  

アートアルミワイヤー
品  番 サイズ 価格（税抜） 発注単位

MEGART150 [SGO]  φ1.5mm・L10m ¥640 1巻 ●

MEGART200 [SGO]  φ2.0mm・L10m ¥900 1巻 ●

MEGART300 [SGO]  φ3.0mm・L10m ¥1,200 1巻 ●

アートアルミワイヤー
品  番 サイズ 価格（税抜） 発注単位

MEGART150 [GLD]  φ1.5mm・L10m ¥640 1巻 ●

MEGART200 [GLD]  φ2.0mm・L10m ¥860 1巻 ●

MEGART300 [GLD]  φ3.0mm・L10m ¥1,500 1巻 ●

アルミハリガネ
品  番 サイズ 価格（税抜） 発注単位

MEG076950 [BK]  φ1.5mm・L10m ¥470 1巻 ●

MEG076967 [BK]  φ2.0mm・L10m ¥700 1巻 ●

MEG076981 [BK]  φ3.0mm・L10m ¥1,100 1巻 ●

アルミハリガネ
品  番 サイズ 価格（税抜） 発注単位

MEG3215 [BR]  φ1.5mm・L10m ¥470 1巻 ●

MEG3220 [BR]  φ2.0mm・L10m ¥700 1巻 ●

MEG3230 [BR]  φ3.0mm・L10m ¥1,100 1巻 ●

アートアルミワイヤー
品  番 サイズ 価格（税抜） 発注単位

MEGART150 [PAL]   φ1.5mm・L10m ¥640 1巻 ●

MEGART200 [PAL]   φ2.0mm・L10m ¥900 1巻 ●

MEGART300 [PAL]   φ3.0mm・L10m ¥1,500 1巻 ●

発色と光沢が美しいクラフト用アルミワイヤー。
軽くて非常に柔らかいので、一般工作用に最適です。

 
MSA17648
生花用紙巻針金 緑
￥372（税抜）/1コ ● ｜ 310 ｜
  
発注単位：1コ
・L約19M
・糸巻サイズ 7㎝×5.5㎝
・紙巻（芯材：鉄）

 
MSA17649
生花用糸針金 エナメル緑
￥384（税抜）/1コ ● ｜ 320 ｜
 
発注単位：1コ
・L約22M
・糸巻サイズ 7㎝×5.5㎝
・ウレタン被覆（芯材：銅）

 
MSA17651
生花用糸針金 なまし＃30
￥324（税抜）/1コ ●  ｜ 270 ｜
 
発注単位：1コ
・L約24M
・糸巻サイズ 7㎝×5.5㎝
・なまし加工（芯材：鉄）

 
MSA17653
生花用紙巻針金 茶
￥372（税抜）/1コ ●  ｜ 310 ｜
 
発注単位：1コ
・L約19M
・糸巻サイズ 7㎝×5.5㎝
・紙巻（芯材：鉄）

 
MSA17654
生花用紙巻針金 白
￥372（税抜）/1コ ●  ｜ 310 ｜
 
発注単位：1コ
・L約19M
・糸巻サイズ 7㎝×5.5㎝
・紙巻（芯材：鉄）
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レーヨンツイスト
¥880（税抜）/1パック ●(15本入り)
  
・発注単位:1パック
・φ1.5mm、L90cm
・鉄、レーヨン 

MZWRTCF
クリーム

MZWRTGF
ミドリ

MZWRTLF
ラベンダー

MZWRTMF
ムラサキ

MZWRTPF
ピンク

MZWRTRF
アカ

MZWRTWF
シロ

MZWRTYF
ヤマブキ作品例と作り方は

こちらから

地巻きワイヤー ブラウン L36cm
番手 品 番 サイズ 価格（税抜） 発注単位

#30 MZW030 φ0.30mm ¥370 1束 ●（200本）

#28 MZW028 φ0.34mm ¥370 1束 ●（200本）

#26 MZW026 φ0.45mm ¥430 1束 ●（200本）

#24 MZW024 φ0.55mm ¥470 1束 ●（200本）

#22 MZW022 φ0.7mm ¥340 1束 ●（100本）

#20 MZW020 φ0.9mm ¥420 1束 ●（100本）

#18 MZW018 φ1.2mm ¥660 1束 ●（100本）

地巻きワイヤー ホワイト L36cm
番手 品 番 サイズ 価格（税抜） 発注単位

#30 MZW130 φ0.30mm ¥370 1束 ●（200本）

#28 MZW128 φ0.34mm ¥370 1束 ●（200本）

#26 MZW126 φ0.45mm ¥430 1束 ●（200本）

#24 MZW124 φ0.55mm ¥470 1束 ●（200本）

#22 MZW122 φ0.7mm ¥340 1束 ●（100本）

#20 MZW120 φ0.9mm ¥420 1束 ●（100本）

#18 MZW118 φ1.2mm ¥660 1束 ●（100本）

地巻きワイヤー グリーン  L36cm
番手 品 番 サイズ 価格（税抜） 発注単位

#30 MZW230 φ0.30mm ¥370 1束 ● （200本）

#28 MZW228 φ0.34mm ¥370 1束 ● （200本）

#26 MZW226 φ0.45mm ¥430 1束 ● （200本）

#24 MZW224 φ0.55mm ¥470 1束 ● （200本）

#22 MZW222 φ0.7mm ¥340 1束 ● （100本）

#20 MZW220 φ0.9mm ¥420 1束 ●（100本）

#18 MZW218 φ1.2mm ¥660 1束 ● （100本）

裸ワイヤー L45cm
番手 品 番 サイズ 価格（税抜） 発注単位

#30 MZW330 φ0.28mm ¥260 1束 ●（200本）

#28 MZW328 φ0.34mm ¥290 1束 ●（200本）

#26 MZW326 φ0.45mm ¥340 1束 ●（200本）

#24 MZW324 φ0.55mm ¥420 1束 ●（200本）

#22 MZW322 φ0.7mm ¥320 1束 ●（100本）

#20 MZW320 φ0.9mm ¥410 1束 ●（100本）

#18 MZW318 φ1.2mm ¥660 1束 ●（100本）

#16 MZW316 φ1.6mm ¥1,140 1束 ●（100本）

#14 MZW314 φ2.0mm ¥820 1束 ●（50本）

裸ワイヤー ロング L72cm
番手 品 番 サイズ 価格（税抜） 発注単位

#16 MZW516 φ1.6mm ¥1,770 1束 ●（100本）

#14 MZW514 φ2.0mm ¥1,290 1束 ●（50本）

クラフトワイヤー L72cm
番手 品 番 サイズ 価格（税抜） 発注単位

#15 MZW4159 φ5mm （鉄芯径φ1.8mm） ¥530 1束 ●（10本）

#15     MZW4156A φ6mm （鉄芯径φ1.8mm） ¥610 1束 ●（10本）

#15 MZW4180 φ8mm （鉄芯径φ1.8mm） ¥790 1束 ●（10本）

・鉄、紙

 
MSA17642
丸型ワイヤーケース小黒
￥2,300（税抜）/1コ ●
 
発注単位：1コ
・Φ3・5㎝×L47㎝
・内寸Φ3㎝×L44㎝
・発泡塩化ビニール
・芯：ポリ塩化ビニールパイプ
・オレンジプライス

MZW34SI MZW34GOMZW28SI MZW28GO

 
MZW28GO
糸針金
¥390（税抜）/1コ ●
  
発注単位:1コ
・φ0.34mm･L46m
・真鍮 

 
MZW28SI
糸針金
¥280（税抜）/1コ ●
  
発注単位:1コ
・φ0.34mm･L46m
・鉄 

 
MZW34SI
糸針金
¥170（税抜）/1コ ●
  
発注単位:1コ
・φ0.23mm･L30m
・鉄 

 
DRT73600
チキンワイヤー 
¥2,300（税抜）/1巻
  
発注単位:1巻
・W90cm×L100cm
・亜鉛メッキ鉄線

 
TEO72050 [BRO]
ブロンズネット
¥1,000（税抜）/1巻 ●
  
発注単位:1巻
・W35cm×L200cm  

 
MZW34GO
糸針金
¥190（税抜）/1コ ●
  
発注単位:1コ
・φ0.23mm･L30m
・真鍮 

[ シルバー ]

 
MHZZYUGLS1
ウッドグルーガンスタンド-1
¥4,080（税抜）/1コ
  
発注単位:1コ
・W120×H200×D185mm
・松
・ブラックプライス

※2022年6月30日まで￥3,780
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白い花にスプレーするだけでグラデーションのかかった自然に咲いた生花のような仕上がりになります。
生花、造花、ドライフラワー、プリザーブドフラワーなど幅広くご利用頂けます。

ジャストフォーフラワーズ
¥2,800（税抜）/１本（400ml）
  
発注単位：１本（400ml）
・ブラックプライス

粒子が細かく仕上がりがきれいです。生花や布地などにも使えます。

生花に使用する場合は、40～50cm離してお使いください。

 
M-DM831
グリッタースプレー GO
¥2,520（税抜）/1本 ｜ 2100 ｜
  
発注単位:1本
・約238ml
・合成樹脂塗料 

 
M-DM832
グリッタースプレー SI
¥2,520（税抜）/1本 ｜ 2100 ｜
  
発注単位:1本
・約238ml
・合成樹脂塗料 

M-122
[コーラルベル]

M-126
[ブーゲンビリア]

M-138
[パンジーパープル]

M-137
[デルフィニウムブルー ]

M-135
[ハイドレンジアブルー ]

M-134
[ピーコック]

M-133
[フレッシュグリーン]

M-132
[レモン]

M-124
[ペチュニアピンク]

M-128
[チェリーブラック]

M-139
[ライラック]

M-125
[ワイルドローズ]

M-127
[ポピー ]

M-129
[タイガーリリー ]

M-130
[オシアナピーチ]

125ワイルドローズ

127ポピー 129タイガーリリー

130オシアナピーチ

122コーラルベル

126ブーゲンビリア

138パンジーパープル

137デルフィニウムブルー

135ハイドレンジアブルー

134ピーコック

133フレッシュグリーン

132レモン

124ペチュニアピンク

128チェリーブラック
139ライラック

柔 硬
硬さ

ディスプレイミュージアムオリジナルの吸水フォームです。

 
MB-1001
スイスイブリック生花用
スタンダード
¥6,500（税抜）/1箱（48コ）
 
1コあたり…¥135
発注単位:1箱（48コ）
・W23cm×D11cm×H8cm
・フェノール樹脂 
・ブラックプライス

 
MB-1002
スイスイブリック生花用
ハード
¥6,500（税抜）/1箱（48コ）
 
1コあたり…¥135
発注単位:1箱（48コ）
・W23cm×D11cm×H8cm
・フェノール樹脂 
・ブラックプライス

柔 硬

折れやすい花や茎に最適なデリ
ケートな草花や中空の茎などのた
めの柔らかタイプ。

早

オアシス® フローラルフォーム
原材料フェノール樹脂を使用。有毒性はいっさい無いので安心してご使用いただけます。
使用後の処分方法は、自治体によっては可燃ゴミとして受け入れてくれる地区もありますが、焼却炉の設備が充分でない自治体では、焼却炉
の温度を安全に完全燃焼する温度（800度以上）に保つため、フローラルフォームを不燃ゴミとして処理するところが多いのが現状です。
使用済みのフローラルフォームは、2次利用ができます。使用済みのフォームを細かく砕いて、植木などの土壌に混ぜれば保湿機能や土壌良
剤としてご使用いただけます。化学反応を起こしたり、有害な物質を排出することはありません。

M-K0120 デラックスM-K0020 スタンダード  

あらゆる花材にご使用いただける
万能タイプ。

デラックスに細かい穴をあけ、吸水
時間を短くしたブリック。

M-K0140 インスタントデラックス

生花用ブリックは、吸水させて使用することを
目的として製品で、通常サイズ（約50g/1コ）で
約2Lの水を吸収します。

M-K0100 スプリングタイム

硬さ

吸水
スピード

M-K0060 インスタント 

大きな花や茎の太い花材をしっか
り支える硬めのブリック。

スタンダードに多数の細かい穴を
あけ、吸水時間を短くしたブリック。

 
M-K0120
デラックス 48コ
¥12,500（税抜）/1箱（48コ） 
 
1コあたり…¥260
発注単位:1箱（48コ）
・W23cm×D11cm×H8cm
・フェノール樹脂 

 
M-K0140
インスタントデラックス 48コ
¥12,500（税抜）/1箱（48コ） 
 
1コあたり…¥260
発注単位:1箱（48コ）
・W23cm×D11cm×H8cm
・フェノール樹脂 

 
M-K0020
スタンダード 48コ
¥12,500（税抜）/1箱（48コ） 
 
1コあたり…¥260
発注単位:1箱（48コ）
・W23cm×D11cm×H8cm
・フェノール樹脂 

 
M-K0060
インスタント（48P）
¥12,500（税抜）/1箱（48コ） 
 
1コあたり…¥260
発注単位:1箱（48コ）
・W23cm×D11cm×H8cm
・フェノール樹脂

直送直送

直送直送

 
M-K0100
スプリングタイム（48P）
¥12,500（税抜）/1箱（48コ） 
 
1コあたり…¥260
発注単位:1箱（48コ）
・W23cm×D11cm×H8cm
・フェノール樹脂

直送

 
MMT1020500
アクアフォーム1コ箱
¥440（税抜）/1コ ●
  
発注単位:1コ
・W23cm×D11cm×
H8cm
・フェノール樹脂 

 
M-D7711
オアシス®
生花用ブリック（1コ）
¥550（税抜）/1コ ●
  
発注単位:1コ
・W23cm×D11cm×H8cm
・フェノール樹脂
・スタンダードタイプ

 
SO-MMT1060 [0]
アクアフォーム ハード
¥9,000（税抜）/1カートン（48コ）
 
1コあたり…¥188
発注単位:1カートン（48コ）
・W23cm×D11cm×H8cm
・フェノール樹脂 
・ブラックプライス

直送

 
MMT102100
アクアフォーム スタンダード
¥2,600（税抜）/1箱（10コ）
 
1コあたり…¥260
発注単位：１箱（10コ）
・W23cm×D11cm×H8cm
・フェノール樹脂、ABS樹脂
 

 
SO-MMT1020 [0]
アクアフォーム スタンダード
¥9,000（税抜）/1カートン（48コ）
 
1コあたり…¥188
発注単位:1カートン（48コ）
・W23cm×D11cm×H8cm
・フェノール樹脂 
・ブラックプライス

直送

柔 硬
硬さ

 
MMT1020700 
アクアフォーム化粧箱 
ハード
¥440（税抜）/1コ 
  
発注単位：１箱
・W23cm×D11cm×H8cm
・フェノール樹脂、ABS樹脂

Tools

ツ
ー
ル

255254



 
M-D63331
スーパーウェット
ブーケホルダー傾き
¥3,840（税抜）/1パック（6コ）
 
1コあたり…¥640
発注単位:1セット（6コ）
・φ7cm・柄長H11cm
・フェノール樹脂 
・ブラックプライス

 
M-D63332
スーパーウェット
ブーケホルダーまっすぐ
¥3,840（税抜）/1パック（6コ）
 
1コあたり…¥640
発注単位:1セット（6コ）
・φ7cm・柄長H11.5cm
・フェノール樹脂 
・ブラックプライス

 
M-D3094
オアシス®ミニハート 2コ
¥1,440（税抜）/1パック（2コ）
 
1コあたり…¥720
発注単位:1パック（2コ）
・W12cm×D12cm×H4.7cm
・フェノール樹脂 
・ブラックプライス

フォームには、プラスチックの土台と両面
テープがついており、器やワイヤーが使えな
い場所に最適な商品です。そのままの状態
で吸水させることができるのも魅力。
両面テープだけで不安な場合は、ワイヤー
やリボンを通して、補強することもできます。

 
M-D3230
ミニデコ 生花用
¥3,360（税抜）/1パック（12コ）
 
1コあたり…¥280
発注単位:1パック（12コ）
・φ4.5cm・H3cm
・フェノール樹脂 
・ブラックプライス 

MMT3062
ブライディネットBホワイト
¥3,480（税抜）/1箱 ●（6コ）
 
1コあたり…¥580
発注単位:1箱（6コ）
・φ7.4cm・L19cm  

 
M-D3852
オアシス®アーク
¥1,360（税抜）/1パック（2コ） 
 
1コあたり…¥680
発注単位:1パック（2コ）
・W5.6cm×D27.2cm×H5cm
・フェノール樹脂 
・ブラックプライス

 
MMT1030520
アクセントL
¥2,400（税抜）/1箱 ●（6コ）
 
1コあたり…¥360
発注単位:1箱（6コ）
・φ7.6cm×H4.5cm
・フェノール樹脂・ABS樹脂 

M-D7209 M-D7208 

 
M-D7208
オアシス®円錐 24cm
¥580 （税抜）/1コ
 
発注単位:1コ
・φ9cm･H24cm
・フェノール樹脂
・ブラックプライス

 
M-D7209
オアシス®円錐 32cm
¥880 （税抜）/1コ
 
発注単位:1コ
・φ12cm･H32cm
・フェノール樹脂
・ブラックプライス

オアシス®リース 素材:フェノール樹脂　

品 番 サイズ    価格（税抜） 1コあたり 発注単位

M-D3715 外径φ16cm・内径φ9cm・H3.5cm ¥2,080/1パック（2コ入り）　 ¥1,040 1パック（2コ入り）

M-D3720 外径φ21cm・内径φ13cm・H4cm ¥2,560/1パック（2コ入り）　 ¥1,280 1パック（2コ入り）

M-D3724 外径φ25cm・内径φ15.5cm・H4cm ¥2,780/1パック（2コ入り）　 ¥1,390 1パック （2コ入り）

M-D3730 外径φ31.5cm・内径φ19.5cm・H4cm ¥2,900/1パック（2コ入り）　 ¥1,450 1パック（2コ入り）

M-D3097 外径φ43cm・内径φ29cm・H5.5cm ¥5,980/1パック（2コ入り）　 ¥2,990 1パック（2コ入り）

・ブラックプライス

オアシス®球 素材:フェノール樹脂

品 番 サイズ 価格（税抜） 1コあたり 発注単位

M-D7374 φ7cm     ¥960/1パック（6コ入り） ¥160 1パック（6コ入り）

M-D7375 φ9cm ¥1,160/1パック（4コ入り） ¥290 1パック（4コ入り）

M-D7376 φ12cm ¥2,200/1パック（4コ入り） ¥550 1パック（4コ入り）

M-D7377 φ16cm ¥2,560/1パック（2コ入り） ¥1,280 1パック（2コ入り）

M-D7378 φ20cm ¥2,140/1コ ¥2,140 1コ

・ブラックプライス

 
MMT1030830
アクアバーワイド15
￥880（税抜）/1箱（2コ）
 
1コあたり…￥420
発注単位：1コ（2コ）
・W15cm×D8.2cm×H5cm
・フェノール樹脂・PS樹脂

 
MMT1030820
アクアバーワイド30
￥1,480（税抜）/1箱（2コ）
 
1コあたり…￥700
発注単位：1コ（2コ）
・W30cm×D8.2cm×H5cm
・フェノール樹脂・PS樹脂

 
MMT1013061
ブライディネットA 化粧箱 
¥740（税抜）/1箱
  
発注単位：１箱
・φ7.5×L19.5cm
・フェノール樹脂、ABS樹脂

 
MMT1013068 
ブライディネットF 化粧箱 
¥700（税抜）/1箱
  
発注単位：１箱
・φ6.5×L19cm
・フェノール樹脂、ABS樹脂

 
MMT1013055
アクアボールブーケネット 化粧箱 
¥520（税抜）/1箱
  
発注単位：１箱
・φ7×H8.5cm
・フェノール樹脂、ABS樹脂

 
M-S38
ブーケスタンド H38cm
¥1,500（税抜）/1コ ●  ｜ 1250 ｜
  
発注単位:1コ
・W16.5cm×D16.5cm×H38cm
・プラスチック
・台座着脱可

 
M-M51
ブーケスタンド H51cm
¥1,560（税抜）/1コ ●  ｜ 1300 ｜
  
発注単位:1コ
・W16.5cm×D16.5cm×H51cm
・プラスチック
・台座着脱可

 
M-L60
ブーケスタンド H60cm
¥1,680（税抜）/1コ ●  ｜ 1400 ｜
  
発注単位:1コ
・W16.5cm×D16.5cm×H60cm
・プラスチック
・台座着脱可

M-S38
ブーケスタンド H38cm
¥1,500（税抜）/1コ 
  
発注単位:
  
発注単位:
  

1コ
・W16.5cm×D
・プラスチック
・台座着脱可

ブーケスタンド H38cm
1250｜｜

cm×H38cm

M-M51
ブーケスタンド H51cm
¥1,560
  
発注単位:
  
発注単位:
  
・W16.5
・プラスチック
・台座着脱可

ブーケスタンド H51cm
1300｜｜

cm×H51cm

M-L60
ブーケスタンド H60cm
¥1,680
  
発注単位:
  
発注単位:
  
・W16.5cm×D
・プラスチック
・台座着脱可

ブーケスタンド H60cm
｜｜1400｜｜

cm×H60cm

 
M-LL70
ブーケスタンド H70cm
¥1,848（税抜）/1コ ●  ｜ 1540 ｜
  
発注単位:1コ
・W16.5cm×D16.5cm×H70cm
・プラスチック
・台座着脱可

Tools

ツ
ー
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M-F37006 

M-F37171 

M-F37020 

 
M-F37470
レインボーオープンハート
IVO 2P
¥2,200（税抜）/1パック（2コ）
 
1コあたり…¥1,100
発注単位:1パック（2コ）
・W18cm×D18cm×H3.5cm
・ウレタン樹脂 
・ブラックプライス

 
M-F37480
レインボーオープンハート
桜2P
¥2,200（税抜）/1パック（2コ）
 
1コあたり…¥1,100
発注単位:1パック（2コ）
・W18cm×D18cm×H3.5cm
・ウレタン樹脂 
・ブラックプライス

 
M-F37471
レインボーミニハート
IVO 4P
¥1,600（税抜）/1パック（4コ）
 
1コあたり…¥400
発注単位:1パック（4コ）
・W12 . 2cm×D 9 . 5 cm×
H3.5cm
・ウレタン樹脂 
・ブラックプライス

 
M-F37479
レインボーミニハート
桜 4P
¥1,600（税抜）/1パック（4コ）
 
1コあたり…¥400
発注単位:1パック（4コ）
・W12 . 2cm×D 9 . 5 cm×
H3.5cm
・ウレタン樹脂 
・ブラックプライス

 
M-F37006 [IVO]
レインボーフォーム・ブリック4コ
¥3,200（税抜）/1パック ●（4コ）
 
1コあたり…¥800
発注単位:1パック（4コ）
・W23cm×D11cm×H8cm
・ウレタン樹脂 
・ブラックプライス

 
M-F37171
レインボーフォーム・ブリック4コ
¥3,200（税抜）/1パック（4コ）
 
1コあたり…¥800
発注単位:1パック（4コ）
・W23cm×D11cm×H8cm
・ウレタン樹脂 
・ブラックプライス

 
M-F37020 [LGR]
レインボーフォーム・ブリック4コ
¥3,200（税抜）/1パック（4コ）
 
1コあたり…¥800
発注単位:1パック（4コ）
・W23cm×D11cm×H8cm
・ウレタン樹脂 
・ブラックプライス

 
M-F37000
RFケーキ10cm
アイボリー
¥2,520（税抜）/1パック（6コ）
 
1コあたり…¥420
発注単位:1パック（6コ）
・φ10cm・H5cm
・フェノール樹脂 
・ブラックプライス

 
M-F37001
RFケーキ 20cm2コ
¥2,600（税抜）/1パック（2コ）
 
1コあたり…¥1,300
発注単位:1パック（2コ）
・φ20cm・H5cm
・フェノール樹脂 
・ブラックプライス

 
M-F37410
RFケーキ10cm 桜
¥2,520（税抜）/1パック（6コ）
 
1コあたり…¥420
発注単位:1パック（6コ）
・φ10cm・H5cm
・フェノール樹脂 
・ブラックプライス

 
M-2537821
RFケーキ20cm 桜
¥2,600（税抜）/1パック（2コ）
 
1コあたり…¥1,300
発注単位:1パック（2コ）
・φ20cm・H5cm
・フェノール樹脂 
・ブラックプライス

M-F37000 M-F37001 M-F37410 M-2537821

M-F37470 M-F37480 M-F37471 M-F37479

■発色に優れたウレタン樹脂製フォームです。
■吸水させて生花に、そのままでプリザーブドフラワー、
ドライフラワーにお使いいただけます。
■異なる色を重ねてもにじみません。
■生花用フローラルフォームに比べて硬くなっております。
柔らかい花材をお使いになる場合は、あらかじめナイフの
先で穴を開けるなどの工夫が必要な場合もあります。

 
MMT1020600
アクアフォーム1コ箱ドライ
¥500（税抜）/1コ ●
  
発注単位:1コ
・W23cm×D11cm×H8cm
・ウレタン樹脂 

 
M-K7722
ドライ用セックブリックG
1個箱
¥720（税抜）/1コ 
  
発注単位:1コ
・W23cm×D11cm×H8cm
・ウレタン樹脂 

 
M-D63004
セックレディネット6コ
¥5,400（税抜）/1パック（6コ）
 
1コあたり…¥900
発注単位:1パック（6コ）
・φ7cm・柄長H10cm
・ウレタン樹脂 
・ブラックプライス

セックリング
品名 品  番 サイズ 価格（税抜） 1コあたり 発注単位

セックリング15cm（4個入り） M-2100016 φ15cm・H2cm ¥3,200 ¥800 1パック

セックリング17cm（4個入り） M-2100018 φ17cm・H2.5cm ¥3,920 ¥980 1パック

セックリング20cm（2個入り） M-2100017 φ20cm・H3cm ¥2,400 ¥1,200 1パック

セックリング25cm（プラ台つき、2個入り） M-2100019 φ25cm・H3.5cm ¥3,680 ¥1,840 1パック

セックリング30cm（プラ台つき、2個入り） M-2100020 φ30cm・H4cm ¥4,200 ¥2,100 1パック

・ウレタン樹脂 ・ブラックプライス

アクアボールドライ
品名 品  番 サイズ 価格（税抜） 1コあたり 発注単位

アクアボールドライ5（6個入り） MMT1032300 φ5cm ¥900 ¥150 1パック

アクアボールドライ7（6個入り） MMT1032310 φ7cm ¥1,140 ¥190 1パック

アクアボールドライ11（6個入り） MMT1032320 φ11cm ¥3,120 ¥520 1パック

アクアボールドライ15（2個入り） MMT1032330 φ15cm ¥2,200 ¥1,100 1パック

アクアボールドライ20 MMT1032380 φ16cm ¥2,800 1コ

・フェノール樹脂

 
M-D2115
セック円すい 20cm5コ
¥3,450（税抜）/1パック（5コ）
 
1コあたり…¥690
発注単位:1パック（5コ）
・φ8cm・H20cm
・ウレタン樹脂 
・ブラックプライス

 
M-2100025
セック円錐24cm
¥1,150（税抜）/1コ
  
発注単位:1コ
・φ9cm・H24cm  
・ウレタン樹脂 
・ブラックプライス

 
M-2100026
セック円錐32cm
¥2,070（税抜）/1コ
  
発注単位:1コ
・φ12cm・H32cm  
・ウレタン樹脂 
・ブラックプライス

 
MMT10720
アクアフォームドライ10
￥4,000（税抜）/1ケース（10コ）
 
1コあたり…￥400
発注単位：1ケース（10コ）
・W23cm×D11cm×H8cm
・フェノール樹脂

 
M-D2302
セックブリック（20P）
￥11,400（税抜）/1ケース（20コ）
 
1コあたり…￥540
発注単位：1ケース（10コ）
・W23cm×D11cm×H8cm
・ウレタン樹脂
※ブリックの色はグレーになります。

 
MMT1020800
アクアフォームアーティフィ
シャル用
￥800（税抜）/1コ ●
 
発注単位：1コ
・W23cm×D11cm×H8cm
・フェノール樹脂

 
MMT102220
アーティフィシャルフォーム 10コ入り
￥6,000（税抜）/1箱（10コ）
 
1コあたり…￥600
発注単位：１箱（10コ）
・W23cm×D11cm×H8cm
・フェノール樹脂、ABS樹脂

MB-1009
スイスイブリック
アーティフィシャルフラワー用
￥800（税抜）/1コ
W23cmxD10.5cm×H8cm
入り数：1コ/B 40コ/C
材質：PU

NEW

・アーティフィシャルフラワーのアレンジに
・ドライフラワー用よりもっと硬さがほしい方に
・スタイロフォームの代わりに
・穴がひろがりにくい

横浜ディスプレイミュージアムオリジナルフォームのスイスイブリックシリーズに
アーティフィシャルフラワー用が登場！
高密度ポリウレタン素材でしっかりとした安定感ある刺し心地です

スイスイブリック
アーティフィシャルフラワー用

Tools

ツ
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MOM001
グルーパット
¥1,700（税抜）/1コ ●
  
発注単位:1コ
・W25cm×H1.1cm  

 
MOM007
グルーペレット400g
¥2,400（税抜）/1袋 ●（400g） 
  
発注単位:1袋（400g）
・400g  

 
RDSYDM001  [カラー ] 
グルーガンスタンド小フラワー
￥1,200（税抜）/１コ
 
発注単位：1コ
・W16cm×D7cm×H7.7cm
・アクリル・紙

[A]

[B]
[B]

[D]
 
RDSYDM002  [カラー ] 
グルーガンスタンド大フラワー
￥1,440（税抜）/１コ
 
発注単位：1コ
・W22.5cm×D7cm×H8cm
・アクリル・紙

 

特殊シート付きで簡単お手入れ

グルーガン（大・小）対応設計 [A]

[C]

※�使用中のノズル、及びグルー（接着剤）
は高温で非常に危険です。
　絶対に触らないでください。
※火傷、火災には充分注意してください。
※�使用中は必ず付属のスタンドを使用し
てください。絶対に横に寝かせて置かな
いでください。
※�使用中はその場から絶対に離れないで
ください。離れる場合には、必ずコンセン
トを抜いてください。
※�長時間のご使用は発火の恐れがありま
すので避けてください。連続の使用目安
は60分までとしてください。
※�電源を入れて、充分に温まったのを確
認してから引き金をひいてご使用くださ
い。温度が不十分のまま無理に引き金
をひくと、グルーガン内部でグルーが漏
れ出し、発火の原因になります。

※�使用後はコンセントを抜き、ガンは立てたま
ま完全に冷ましたのを確認してから収納し
てください。
※�作業終了後、一度挿入したグルース
ティックは抜かないでください。再度ヒー
ティングするとご使用できます。
※�高温用のガンには高温用のグルース
ティックを、低温用のガンには低温用の
グルースティックを必ずご使用ください。
不適切な使用をすると、グルーが溶けす
ぎたり不十分だったりで、グルーガン内
部の故障原因につながります。
※分解、改造はしないでください。
※�お子さまの手に届くところに放置しない
でください。

グルーガンを安全に
お使いいただくために

MB-1105
グルーガン S （低温用）
¥1,000（税抜）/1丁
発注単位:1丁
・W11cm×D2.5cm×H10cm
・プラスチック･鉄
 

MB-1106
グルーガン S （高温用）
¥1,000（税抜）/1丁　
発注単位:1丁
・W11cm×D2.5cm×H10cm
・プラスチック･鉄 

グルースティック対応表

グルーガン S 低温 グルーガン S 高温 グルーガン 大 高温

ロ
ン
グ
タ
イ
プ

MOM002
グルーガン 大 高温
¥2,500（税抜）/1丁 ●
  
発注単位:1丁
・16cm
・プラスティック･鉄 

MB-1108
10cm低温グルースティック12P
¥380（税抜）/1パック（12本） 
 
1本あたり…¥32
発注単位:1パック（12P）
・H10cm
・プラスチック

MB-1107
10cm高温グルースティック12P
¥380（税抜）/1パック（12本） 
 
1本あたり…¥32
発注単位:1パック（12P）
・H10cm
・プラスチック

MB-1110
25cm低温グルースティック12P
¥550（税抜）/1パック（12本）
 
1本あたり…¥46
発注単位:1パック（12本）
・H25cm  
・プラスチック

MB-1109
25cm高温グルースティック12P
¥550（税抜）/1パック（12本）
 
1本あたり…¥46
発注単位:1パック（12本）
・H25cm  
・プラスチック

MMT9050950
グルースティック低温L10P
￥660（税抜）/1パック ●（10本）
 
1本あたり…¥62
発注単位:1パック（10本）
・H30cm  

MMT9050910 
グルーステッィククリア7mm高温L10P
￥660（税抜）/1パック ●（10本）
 
1本あたり…¥62
発注単位:1パック（10本）
・H30cm 

MMT9050920 
グルースティッククリア11mm高温L12P
￥1,380（税抜）/1箱 ●（12本）
 
1本あたり…¥109
発注単位:1箱（12本）
・H30cm 

MMT9050930
グルースティック低温S
¥380（税抜）/1パック ●（12本） 
 
1本あたり…¥32
発注単位:1パック（12本）
・H10cm

MMT9050900
グルースティッククリア7mm高温S 12P 
¥380（税抜）/1パック ●（12本） 
 
1本あたり…¥32
発注単位:1パック（12本）
・H10cm

シ
ョ
ー
ト
タ
イ
プ

 
MFU128
ステンピンセットAA150先曲がり
¥380（税抜）/1コ  ●
  
発注単位:1コ
・L15cm
・ステンレス 
・オレンジプライス

 
MFU87977
ステンレスクジリ
¥500（税抜）/1本  ●
  
発注単位:1本
・L10cm
・ステンレス 
・オレンジプライス

 
MTR80214
ピンブートニア 250本
¥1,160（税抜）/1箱（250本）
 
1本あたり…¥4
発注単位:1箱（250本）
・L4cm
・ステンレス･ABS樹脂
・オレンジプライス

 
MTR80210 [002]
ピンコサージシロ 144本
¥1,680（税抜）/1箱（144本）
 
1本あたり…¥10
発注単位:1箱（144本）
・L5.7cm
・ステンレス･ABS樹脂
・オレンジプライス

 
RZC0350
油粘土350グラム
¥250（税抜）/1コ●（350g） 
  
発注単位:1コ（350g）
・350g
・油粘土 

 
MFU40117
ボンド 木工用（500g）
¥980（税抜）/1コ ● 
  
発注単位:1コ
・500g  

 
MFU10132
ボンド 木工用（180g）
¥500（税抜）/1コ ●  ｜ 330 ｜
  
発注単位:1コ
・180g  

 
MFU04592
ウルトラ多用途SU
¥840（税抜）/1コ ●
  
発注単位:1コ
・25ml 
・速硬化性強力接着･クリアタイプ

 
MMT4075 [0]
アクアグルー 50
¥730（税抜）/1本 ●
  
発注単位:1本
・50ml 
・※クリアタイプ※生花用接着剤

 
MMT1040700
アクアグルー 20
¥380（税抜）/1本 ●
  
発注単位:1本
・20ml  

 
M-U1531
フローラルアドヒーシブチューブ
¥780（税抜）/1本 ●
  
発注単位:1本
・50ml
・スチレンブタジエンゴム 
・ブラックプライス

 
M-U1533 
フローラルアドヒーシブ20ml
¥400（税抜）/１本（20ml）●
  
発注単位：１本（20ml）
・ブラックプライス

 
MMT1040740
アクアグルー 6（12コ入り）
¥1,800（税抜）/1パック ●（12コ）
 
1コあたり…¥145
発注単位:1パック（12コ）
・6ml  

一粒づつはがして使用します。接着の強度が強く、ざらつ
いた表面でも簡単に接着可能です。耐水性があるため、
水に濡れてもしっかりと接着します。

 
M-D6125
グルードット
¥2,000（税抜）/1巻
  
発注単位:1巻（1000粒）
・約1cm（粒のサイズ） 
・ブラックプライス

 
M-U1532
アドヒーシブチューブミニ 12本
¥1,800（税抜）/1パック ●（6ml×12本）
 
1本あたり…¥150
発注単位:1パック（6ml×12本）
・6ml×12本
・スチレンブタジエンゴム 
・ブラックプライス

 
M-L1505
フローラロック
¥4,280（税抜）/1本 ●
  
発注単位:1本
・128g
・スチレンブタジエンゴム 
・ブラックプライス

茎の1本1本に糊付けする
手間が要らず、乾きも早い。

プリザーブドフラワーでも花びらの変色が
無く、どんな素材にも接着が可能です。

Tools
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プリザードフラワーの強化と開花に最適 より自然な風合でのコーディングに最適！

 
MGRK0001
ガルデ トライアルキット
¥2,250（税抜）/1セット
  
発注単位:1セット
・ガルデライトスプレー（12ml）ガルデ（5ml）
専用アクリル筆（1本）
・ガルデライトスプレー12ml、ガルデ5ml（使い
切りタイプ）、専用アクリル筆
・どなたでも簡単に体感できるスタートアップ
キットです。自然の風合いに仕上げることのでき
るガルデライトがスプレーに入れ花切れ、取り
扱いの不便さ、がく花びらの強化のガルデと専
用筆を入れレッスンにもお一人づつお渡しできる
タイプです。

「体に優しい素材で安心!」
水に溶ける素材は体にも環境にも優しく、
これまで安全性を追求しました。
自分でコGarde はまったくにおいがありません。手についても水で洗い流せる
ほど優しい素材で作られていますから、安心してお使いいただけます。

「マニキュアをするような感じ!」
まるでつめにマニキュアをぬるような手軽さで、
どなたにもコーティングの楽しさが味わえます。
自分でコーティングした花びらやリーフでお好みのデザインが楽しめます。
アクセサリー、インテリア、ギフト、ブライダル、ショップディスプレーなど Garde 
を使った世界は無限に広がります。

「まるで生の花みたい!」
生花の持つ自然な風合いそのもの。
耐久性も非常に優れています。
限りなく生花に近い風合いなのに、軽く握ってもねじっても跡が残らない弾力
性とやわらかさ、強度を兼ね備えています。通常のプリザード・フラワーより保
存期間が長く、花切れや変色がかなり抑えられます。

Gardeは安全性と使いやすさ、生の花の質感を追求した新しいコーティング剤です。

★は5段階評価で、それぞれの特性を示しています。（1〜5max）

ガルデ

ガルデライト

光沢 より自然な風合 コーディングの厚み しっかり感 耐水性 スプレー対応

★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★

★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★

 
MGRDRY0050
ガルデドライスプレー 50ml
¥3,600（税抜）/1コ
  
発注単位:1コ
・50mL

 
MGR0050
ガルデ 50ml
¥3,300（税抜）/1本 （50ml）
  
発注単位:1本（50ml）
・50mL
・ウレタン樹脂・界面活性剤
・においもなく、手についても水
で洗い流せます。

 
MGR0100
ガルデ 100ml
¥5,900（税抜）/1本 （100ml）
  
発注単位:1本（100ml）
・100mL
・ウレタン樹脂・界面活性剤
・においもなく、手についても水で
洗い流せます。

 
MGRL0050
ガルデライト 50ml
¥3,300（税抜）/1本 （50ml）
  
発注単位:1本（50ml）
・50mL
・ウレタン樹脂・界面活性剤 

 
MGRL0100
ガルデライト 100ml
¥5,900（税抜）/1本 （100ml）
  
発注単位:1本（100ml）
・100mL
・ウレタン樹脂・界面活性剤 

MGR0050 MGR0100

※天然素材のため色・サイズ等が多少異なる場合がございます。 ※プリザーブド商品は染料が漏れることがございます。 
※湿気や直射日光は避けてください。

 
LIK0010
マジカルウォーター 160g
¥2,640（税抜）/1セット ●
  
発注単位:1セット
・A液80g B液80g  

 
LIK0020
マジカルウォーター 2kg
¥15,000（税抜）/1箱 ●
  
発注単位:1箱
・A液1kg B液1kg  

マジカルウォーター人工水
シリコン樹脂を主な成分とした固定剤です。2種類の液を混ぜ合わせて器に流し込みそのままキープ。
半日から1日で硬化します。真水のような透明性で、美しいお花をみずみずしくとじ込めます。�
※�ご使用の際には商品添付の取り扱い説明書をよくお読みください。

ペットボトルなどの空き容器をカットし、A
液、B液を同量移します。換気の良い平
らな場所に新聞紙などを敷いて行なって
ください。

割ばしやワイヤーなどを使って1〜2分
間、泡をたてないようによくかき混ぜてく
ださい。

よく混ぜ合わせたのち、アレンジした花器へ
速やかに流し込んでください（以上の作業を
60分以内に行なってください）。気温によっ
て異なりますが、半日〜1日で硬化します。 
こぼれた場合は、すぐにふき取ってください。

積み重ねも可能。陳列に最適な筒状形状

スッキリと見せられるコの字型られるコの字型

アクリルライザー

ウッドスツール・ウッドコンテナボックス

MBBTS-1004 MBBTS-1005

MBBTS-1002

MBBTS-1006

MBBTS-1003

MBBTS-1007

※品番が5ケタの商品は通常掛率とは異なります。担当者にお問い合わせください。

MBBTS-1002
アクリルボックス 18cm
￥1,850（税抜）/1コ
W18cm×D18cm×H18cm
入り数：1コ/B 6コ/C＊

材質：アクリル

MBBTS-1003
アクリルボックス 30cm
￥5,800（税抜）/1コ
W30cm×D30cm×H30cm
入り数：1コ/B 4コ/C＊

材質：アクリル

MBBTS-1006
コノジライザー M
￥1,200（税抜）/1コ
W21cm×D13cm×H13cm
入り数：2コ/B 18コ/C
材質：アクリル

MBBTS-1004
コノジライザー SS
￥750（税抜）/1コ
W13cm×D8cm×H9cm
入り数：2コ/B 24コ/C
材質：アクリル

MBBTS-1007
コノジライザー L
￥1,600（税抜）/1コ
W25cm×D15cm×H15cm
入り数：2コ/B 12コ/C
材質：アクリル

MBBTS-1005
コノジライザー S
￥950（税抜）/1コ
W17cm×D11cm×H11cm
入り数：2コ/B 24コ/C
材質：アクリル

MCY-0437
フォルダブル
ウッドスツールL
￥2,500（税抜）/1コ
W60cm×D15cm×H10.5cm
入り数：1コ/B 12コ/C＊

材質：木 鉄
折りたたみ式

MCY-0438
フォルダブル
ウッドスツールM
￥1,800（税抜）/1コ
W30cm×D15cm×H10.5cm
入り数：1コ/B 24コ/C＊

材質：木 鉄
折りたたみ式

MCY-0439
ウッドコンテナ
ボックスL
￥3,800（税抜）/1コ
W40cm×D29cm×H11.5cm
入り数：1コ/B 12コ/C
材質：木
折りたたみ式

MCY-0440
ウッドコンテナ
ボックスM
￥2,800（税抜）/1コ
W40cm×D20cm×H10cm
入り数：1コ/B 16コ/C
材質：木
折りたたみ式

MCY-0439と
MCY-0440は
折りたたみ式です

MCY-0437と
MCY-0438は
折りたたみ式です

約30cm

約
10
cm

約40cm

約30cm

約
10
cm

約60cm

約
10
cm

約40cm

約
10
cm

約20cm

標準的なサイズの棚に什器として使用しやすいサイズです

900

400

400

1200

RFB-376
ティン
ロングポットS
￥530（税抜）/1コ
φ12cm×H18cm
入り数：1コ） 48コ/C
材質：ブリキ

水NG

RFB-377
ティン
ロングポットM
￥1,200（税抜）/1コ
φ18cm×H33cm
入り数：1コ） 24コ/C
材質：ブリキ

水NG

RFB-378
ティン
ロングポットL
￥1,500（税抜）/1コ
φ21cm×H36cm
入り数：1コ） 16コ/C
材質：ブリキ

水NG

RFB-379
ティン
ロングポットLL
￥2,400（税抜）/1コ
φ22cm×H50cm
入り数：1コ） 8コ/C
材質：ブリキ

水NG

アーティフィシャルフラワーのサイズに合わせて使いやすいサイズになってます

ティンロングポット

Tools
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