Mother's Day Material
に
トな の
低 コス
する！
高見え

横浜ディスプレイミュージアムおすすめ
母の日ギフトに役立つ資材のご紹介

Flower & Green Gift Ideas
フラワー＆グリーン ギフトアイデア

M

サイズ

S

サイズ

SS
サイズ

母の日に贈って喜ばれる雑貨とフラワー＆グリーンのギフトセットなら
横浜ディスプレイミュージアムのオリジナル資材を使ってみませんか？
資材のコストを抑えることでギフト本体の価値を高められます。
アロマには 香りをイメージさせる

文 房具と華 やかな

フラワーをプラス！

フラワーのセット。

フラワーやグリーンで
爽やかさをプラス！

もらった後も
飾って楽しめる
コーヒーカップと
コルクジャーの
セット。

Gift Case

ギフトに欠かせないアイテムを安さで応援！

ギフトケース

M

サイズ

S

サイズ

SS
サイズ

20
cm

16
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cm
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10.5
cm

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

発注単位:1パック（10枚）
・W10.5cm×D10.5cm×H13cm
・材質:ポリ塩化ビニール
・組み立て式（台座別売り）

12
cm

12cm

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

発注単位:1パック（10枚）
・W12cm×D12cm×H16cm
・材質:ポリ塩化ビニール
・組み立て式（台座別売り）

15
cm

15cm

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

発注単位:1パック（10枚）
・W15cm×D15cm×H20cm
・材質:ポリ塩化ビニール
・組み立て式（台座別売り）

SSサイズに対応

S サイズに対応

M サイズに対応

（MB-0001 に対応）

（MB-0002 に対応）

（MB-0004 に対応）

MB-0008

MB-0009

MB-0010

クリアトレイSS10P（103×30）

クリアトレイS10P（118×40）

クリアトレイM10P（148×50）

1 枚あたり … ￥130

1 枚あたり … ￥140

1 枚あたり … ￥160

MB-0013

MB-0014

￥1,300（税抜）/1 パック（10 枚入）
発注単位:1パック（10枚）
・W10.3cm×D10.3cm×H3cm
・材質:ポリ塩化ビニール

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

発注単位:1パック（10枚）
・W10.3cm×D10.3cm×H3cm
材質:紙

￥1,400（税抜）/1 パック（10 枚入）
発注単位:1パック（10枚）
・W11.8cm×D11.8cm×H4cm
・材質:ポリ塩化ビニール

￥1,600（税抜）/1 パック（10 枚入）

発注単位:1パック（10枚）
・W14.8cm×D14.8cm×H5cm
・材質:ポリ塩化ビニール

MB-0015

ペーパートレイS10P
（118×40）

ペーパートレイM10P
（148×50）

1 枚あたり … ￥90

1 枚あたり … ￥100

￥900（税抜）/1 パック（10 枚入）
発注単位:1パック（10枚）
・W11.8cm×D11.8cm×H4cm
材質:紙

￥1,000（税抜）/1 パック（10 枚入）
発注単位:1パック（10枚）
・W14.8cm×D14.8cm×H5cm
材質:紙

Floral Tape
フローラルテープ

MB-1101

※水につけると色落ちします

MB-1102

MB-1103

MB-1104

フローラルテープd
LTG

フローラルテープd
MOG

フローラルテープd
W

フローラルテープd
BR

発注単位:1コ
・W12.5mm×L25m

発注単位:1コ
・W12.5mm×L25m

発注単位:1コ
・W12.5mm×L25m

発注単位:1コ
・W12.5mm×L25m

¥210（税抜）/1 コ

¥210（税抜）/1 コ

¥210（税抜）/1 コ

¥210（税抜）/1 コ

Flower Pick for
Arrangement
アレンジ作成用フラワーピック

大 量にアレンジを製作されているお客様へ、
お求めやすい価格でご用意いたしました。
コストダウンに繋がるとご好評をいただいています。

時間のかかるアレンジ制作の作業効率アップ！

今までは・・・。

、
切って

ング
ワイヤリ
を
たもの
してい

ご用意しました！

ワイヤリングしたフラワーピックを100本ご用意するのに30分かかるとすると、
1セット
（10 0本）あたり

1,000円もお得です！

人件費の削減はもちろん、空いた30 分で1つアレンジが 作れるなど効率化がはかれます

ほどよいサイズ

製作時間短 縮に

アレンジ 作 成 時に人 気の 品
種をラインナップ。 品 種ごとに
使いやすいステムの長さに設
定しています。

手間になるワイヤリング作業を
解消。
フォームに挿しやすい硬さ
にピック部分を調整しています。

8 ～10cm

きれいな見た目
ワイヤリングに比べピックの接
合 部 分がきれいに仕 上がっ
ています。また葉のパーツとス
テムが 一 体となっているため、
葉取れの心配がありません。

継ぎ目が
ありません

プリザーブドフラワーとのサイズ比較

約 2 ～ 3cm

約 3 ～ 3.5cm

約 3.5 ～ 4.5cm

約 5 ～ 6cm

ビビアン

ローズ・ミミ

ローズ・いずみ

ローズ・かのん M

マムピック S

マムピック M

ビバーナムピック

アジサイピック

ビバーナムワイヤー

アストランティア

ミニリーフピック

リーフピック

副資材として使いやすい品種をラインナップ

FZY-0351

FZY-0352

FZY-0350

FZY-0354

￥ 5，200 (税抜)/100本

￥ 6,000 (税抜)/100本

￥ 4,500 (税抜)/100本

￥ 4,000 (税抜)/100本

全長11cm・花径3cm
入り数:100本/袋
材質：ポリエステル PE 鉄

全長12cm・花径4cm
入り数:100本/袋
材質：ポリエステル PE 鉄

全長14cm・房径6cm
入り数:100本/袋
材質：ポリエステル PE 鉄

全長11cm・花径3cm
入り数:100本/袋
材質：ポリエステル PE 鉄

マムピックS 100Pセット
1本あたり…￥52

マムピックM 100Pセット
1本あたり…￥60

アジサイピック 100Pセット
1本あたり…￥45

アストランティアピック 100Pセット
1本あたり…￥40

FZY-0353

FZY-0278

FZY-0356

FZY-0355

￥ 6,800 (税抜)/100本

￥ 6,800 (税抜)/100本

￥ 1,800 (税抜)/100本

￥ 1,800 (税抜)/100本

全長13cm・房径3cm
入り数:100本/袋
材質：ポリエステル PE 鉄

全長14cm・房径3cm
入り数:100本/袋
材質：ポリエステル PE 鉄

全長11cm・葉長3cm
入り数:100本/袋
材質：ポリエステル PE 鉄

全長12cm・葉長4cm
入り数:100本/袋
材質：ポリエステル PE 鉄

ビバーナムピック 100Pセット
1本あたり…￥68

ビバーナム ワイヤー 100Pセット
1本あたり…￥68

ミニリーフピック 100Pセット
1本あたり…￥18

リーフピック 100Pセット
1本あたり…￥18

Memorial Gift
個 人でのご使 用の 他に、 お 母 様を亡くされた方
への贈り物としての需要は年々高まっています。
お線香と一緒に販売すると贈った方に喜んでいた
だけます。

広がりつつある「 母の日参り」
「 母の日参り」 とは、 母の日にかけて亡くなった
母 親の 墓 前を訪ねる習慣のことで す。 お墓 参り
に行けなくても、 仏前にお 花や、 お 花の 匂いが
するお線 香をお供えすることも増えています。母
の日は「亡くなった母 親 」と会う日という習慣が
少しずつ広がりつつあります。

MCT-005 [W/W]

ボックス&フォトフレームS

￥2,400（税抜）/1コ

MCT-006 [W/W]

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

￥2,700（税抜）/1コ

ボックス&フォトフレームM
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

裏面

FPN-0035

FPN-0036

￥2,200（税抜）/1コ

￥2,400（税抜）/1コ

W12cm×D9cm×H12cm
入り数：1コ/B 12コ/C
材質：陶器 ポリエステル PE
フェノール樹脂
PVCボックス入り

φ10cm・リボン17cm
入り数：1コ/B 12コ/C
材質：ポリエステル PE 鉄
PVCボックス入り

メモリアルアレンジプレート

FPN より始まる商品番号のアイテムは
全てパッケージ入りとなっています。

ボールアレンジパープル

裏面

FPN-0046

FPN-0038

FPN-0037

￥1,980（税抜）/1コ

￥1,580（税抜）/1コ

￥2,400（税抜）/1コ

メモリアルアレンジホワイト

ボールアレンジグリーン

W10.5cm×D10.5cm×H13cm
入り数：1コ/B 12コ/C
材質：陶器 ポリエステル PE PA
PVCボックス入り

ボールアレンジイエロー

W11.5cm×D10cm×H18cm
入り数：1コ/B 12コ/C
材質：ポリエステル PE 鉄
PVCボックス入り

W13cm×D11cm×H19cm
入り数：1コ/B 12コ/C
材質：ポリエステル PE 鉄
PVCボックス入り

FPN-0042

FPN-0043

FPN-0044

FPN-0045

￥1,580（税抜）/1コ

￥1,580（税抜）/1コ

￥1,580（税抜）/1コ

￥1,580（税抜）/1コ

アレンジドッグキュート
W13cm×D12cm×H5.5cm
入り数：1コ/B 10コ/C
材質：陶器 ポリエステル PE
PVCボックス入り

アレンジキャットキュート

アレンジドッグ草原

W13cm×D12cm×H5.5cm
入り数：1コ/B 10コ/C
材質：陶器 ポリエステル PE PA
PVCボックス入り

アレンジキャット草原

W10cm×D10cm×H10.5cm
入り数：1コ/B 10コ/C
材質：陶器 ポリエステル PE
PVCボックス入り

W10cm×D10cm×H10.5cm
入り数：1コ/B 10コ/C
材質：陶器 ポリエステル PE
PVCボックス入り

FPN-0039

FPN-0040

FPN-0041

￥2,800（税抜）/1コ

￥3,000（税抜）/1コ

￥3,000（税抜）/1コ

W23cm×D6.5cm×H23cm
入り数：1コ/B 6コ/C
材質：ポリエステル PE 鉄 PS 自然素材
PVCボックス入り

W23cm×D6.5cm×H23cm
入り数：1コ/B 6コ/C
材質：ポリエステル PE 鉄 自然素材
PVCボックス入り

W38.5cm×D8cm×H28cm
入り数：1コ/B 6コ/C
材質：ポリエステル PE 鉄 自然素材
PVCボックス入り

メモリアルリースグリーン

メモリアルリースパープル

メモリアルリースピンク

アレンジのデザイン提案から製作までの
OEMを承っております。
自社工場機能を活かした生産が可能です。
貴社のご要望に応じてオリジナルデザイン商品の製作も
可能です。経験 豊富なスタッフによるご相談も承ります。
お気 軽にご相談ください。

母の日ギフトのラッピングにいかがですか？

25mm 20mm 10mm 5mm

[L/P] ライトピンク

オリジナルサテン

ポリエステル
発注単位:1巻

MRK-0004 [L/P]

¥900
（税抜）/1 巻★

・W25mm×L25m

25mm

15mm

10mm

26mm

18mm

20mm 40mm

[L/P] ライトピンク

[P] ピンク

ステッチリボン

ポリエステル
発注単位:1巻

MRK-0010 [カラー ]

¥900
（税抜）/1 巻★

MRK-0011[カラー ]

¥1,100
（税抜）/1 巻★

MRK-0012 [カラー ]

¥1,400
（税抜）/1 巻★

・W10mm×L25m
・W15mm×L25m

・W25mm×L25m

[P]ピンク

[P] ピンク

オーロラオーガンジー

ポリエステル
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-0019 [P]

¥1,200
（税抜）/1 巻★

MRK-0030 [P]

¥2,400
（税抜）/1 巻★

MRK-0020 [P]

¥1,500
（税抜）/1 巻★

MRK-0031 [P]

¥2,800
（税抜）/1 巻★

・W18mm×L25m

・W26mm×L25m

・W20mm×L8m
・W40mm×L8m

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。

硬さ

柔

硬

MB-0101
MB-0100

MB-1001

MB-1002

スイスイブリック生花用
スタンダード

スイスイブリック生花用
ハード

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

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

¥6,500（税抜）/1 箱（48 コ）

¥6,500（税抜）/1 箱（48 コ）

MB-0102

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＊
/本
¥1,000（税抜）

・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

