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ソーラーローズフレアー大
カメリアローズ

ソフトかすみ草
ピンク

＋ ＋

色合い、質感など温かみのあるソーラーローズを組み合わせたアレンジメント。
ドライの小花やプリザーブドフラワーなどとの相性は抜群。

ソーラーローズブレード
ホワイト

ソーラーローズ プティ
エメラルドグリーン

ソーラーローズ フレアー 大
レッド

ソーラーローズ フレアー 中
ミストブルー

01
Handmade
f lowers
ハンドメイドフラワー

どの角度から見
ても美しい花形

。

様々な色合わせ
ができるカラー

バリエー

ション。プリザ
ーブドフラワー

に負け

ないくらいの存
在感があります

。
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handmade f lowers

ソーラーローズ ブレード
5コ/袋 ￥1,600 （税抜）

5コ/袋 ￥1,600 （税抜）

ソーラーローズ フレアー 大

※ソーラーローズは、商品ひとつひとつが手づくりのため、
形状やボリュームにバラつきがございます。

約W4〜6cm

約W4〜6cm

約H3〜4cm

約H3〜4cm

75463　ホワイト

75451　レッド

75449　ホワイト

75446　パープル

75447　ボルドー

75461　ハニーブラウン

75455　オレンジピンク

75445　カメリアローズ
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※ソーラーローズは、商品ひとつひとつが手づくりのため、形状やボリュームにバラつきがございます。

ソーラーローズ フレアー 中
5コ/袋 ￥1,400 （税抜）

ソーラーディスコローズ 大
5コ/袋

約W6〜8cm

約H4〜5cm

約W3〜5cm

約W4〜5cm

約H3〜4cm

約H3〜4cm

75489
パープル

75485
エメラルドグリーン

75487
ミストブルー

75482
スモークイエロー

75486
ブルーグレー

75483
イエローグリーン

75481
オフブラウン

75467
ボルドー

75480
オフオレンジ

75479
ホットピンク

75476
レッド

75500
ホワイト

ソーラーディスコローズ 小
5コ/袋

75735　ナチュラル
￥1,200 （税抜）

75736　ナチュラル
￥1,000 （税抜）

75738　グリーン
￥1,200 （税抜）

75737　グリーン
￥1,400 （税抜）
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75727
オフブラウン

75506
ボルドー

75726
オフオレンジ

75508
ホットピンク

75507
レッド

75733
パープル

75731
ブルーグレー

75730
エメラルドグリーン

75728
スモークイエロー

75729
イエローグリーン

75734
ホワイト

75732
ミストブルー

Handmade
　　  f lowers

約W3〜5cm

約H2〜3cm

バリエーション豊富なソーラーローズから、大人色をチョイス。
カラーバインをトロフィーコーン型に編み上げ小花を添えて仕上げます。

ソーラーローズフレアー中／ブルーグレー
ソーラーローズフレアー中／パープル
カラーバイン丸芯2.5ｍｍ／ブラック

5コ/袋 ￥1,400 （税抜）

ソーラーローズ プティ
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ブルーグレー

ライラック

クランベリー

ブルーグリーン

ソーラーローズプティ
パープル

うんりゅう柳
ボルドー

ポアプランツ
ボルドー

＋ ＋

ボルドー系の色合わせも素材感を活かして組み合わせれば
様々な表情が生まれます。

02
豊富なアイテ

ムを彩り豊か
にライン

ナップ。新商
品には素材の

色を生か

した、どこか
懐かしく、そ

して優し

い雰囲気のカ
ラーが仲間入

り。

Color
variation
カラーバリエー

ション
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60078　N/ ブラウン
￥650（税抜）

65078　ホワイト
￥950（税抜）

75704　ボルドー
￥950（税抜）

73866　クリームイエロー
￥950（税抜）

75703　ブラック
￥950（税抜）

76041　オフグレー
￥950（税抜）

75706　ブルーグリーン
￥950（税抜）

76042　ピンク
￥950（税抜）

75705　ブリックオレンジ
￥950（税抜）

75576　フレッシュグリーン
￥950（税抜）

　

76085　アンティークピンク
￥950 （税抜）

76084　アンティークパープル
￥950 （税抜）

60077　ナチュラル
￥950 （税抜）

ラグラス

color variation

約15g/束、 約L40cm 約15g/束、  約L30～40cm、 穂：約2～4cm 
ハニーテール
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76087　ミルキーオレンジ
￥1,100（税抜）

76088　ミルキーボルドー
￥1,100（税抜）

76089　ミルキーレッド
￥1,100（税抜）

ポアプランツ
約15g/束、 約L40cm  

75709　ブルーグレー
￥1,000（税抜）

75491　カフェブラウン
￥1,000（税抜）

76086　ライラック
￥1,000（税抜）

75708　ブルーグリーン
￥1,000（税抜）

60108　ナチュラル　
￥600（税抜）

65012　ホワイト
￥1,000（税抜）

75712　ブリックオレンジ
￥1,000（税抜）

73864　イエロー
￥1,000（税抜）

75713　ブラック
￥1,000（税抜）

75710　クランベリー
￥1,000（税抜）

76038　ピンク
￥1,000（税抜）

75711　ボルドー
￥1,000（税抜）

76039　キルシュピンク
￥1,000（税抜）

76090　ミルキーブルーグリーン
￥1,100（税抜）

73865　グリーン
￥1,000（税抜）
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61070　約30g/束

N/グリーン
73051　
モーブピンク

75755　
ブリックオレンジ

76091　
ミルキーホワイト

76092　
ミルキーピンク

75714　
ブラウン

65091　
ホワイト

79252　
海

75758　
ターコイズグリーン

75756　
ボルドー

75759　
ブラック

75757　
レッド

74433　
プラチナゴールド

76097　
グレー

65067　
ホワイト

76093　
アンティークピンク

73040　
ピンク

79238　
パープリッシュブルー

73041　
クリームイエロー

76094　
オフブラウン

ニゲラオリエンタリス

ニゲラオリエンタリス ミディ

ニゲラオリエンタリス

ニゲラオリエンタリス ミディ
約20g/束、約L30～40cm ￥1,400 （税抜）

人気のニゲラオリエンタリスに、少し小ぶりなミディが登場。
個性的なフォルムに、かわいらしさをプラス。
カラーも優しい色で揃えてみました。

約20g/束、 約L40～50cm ￥1,400 （税抜）
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約20g/束、 約L35cm 　※ソフトタタリカはP29にございます。
タタリカ

73042
ピンク

76095
ラベンダー

73045
イエロー

73043
アップルグリーン

75716
エジプシアンブルー

79240
アクア

60109
ナチュラル

75715
クランベリー

color
　　  variation

75625　ボルドー
￥1,600（税抜）

61049　ナチュラル
￥1,300（税抜）

マルガリータ
約15g/束、 約L25cm ￥2,000 （税抜）
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61039
N/ ホワイト

73049
アップルグリーン
￥1,200 （税抜）

73050
イエロー
￥1,200 （税抜）

67306
ピンク

67307
ボルドー

67305
グリーン

75723
クランベリー
￥1,200 （税抜）

約20g/束、 約L40cm ￥1,100 （税抜）

約30g/束、 約L40cm ￥1,300 （税抜）

アンモビューム

73048　
ピンク
￥1,200 （税抜）

67022　
ナチュラル

75724　
ブルーグリーン
￥1,200 （税抜）

75725　
エジプシアンブルー
￥1,000 （税抜）

カ
ラ
ー
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

約20g/束、 約L40～50cm ￥1,700 （税抜）約30g/束、 約L40～50cm ￥1,200 （税抜）

73309
アクア

61150
ナチュラル

73311
ピンク

73308
アップルグリーン

モリソニア

フィビジアフィビジア

約30g/束、 約L40cm ￥1,600 （税抜）

アンモビューム

ソフトモリソニア
約20g/束、 約L40cm 

73310
エジプシアンブルー
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シルバーデージー シルバーデージーミニ

color
　　  variation

67021　N/ ホワイト
￥1,200（税抜）

67117　N/ ホワイト
￥1,300（税抜）

76052　
カシスフロート
￥1,500（税抜）

76053　
グリーンイエロー
￥1,500（税抜）

73302　
ピンク
￥1,400（税抜）

76055　
レモンオレンジ
￥1,500（税抜）

79404　
ターコイズグリーン
￥1,500（税抜）

73303　
パープル
￥1,400（税抜）

76049　
ピンク
￥1,500（税抜）

79297　
パープリッシュブルー
￥1,500（税抜）

73304　
ライトグリーン
￥1,400（税抜）

約20g/束、 約L30cm 
シルバーデージー

約20g/束、 約L30cm 
シルバーデージー ミニ

花びらが大きく開いた様子が華やかなシルバーデージー。
それに対してミニタイプは、花びらもやや小さめで咲き方
も閉じ気味の愛らしい姿です。

※素材の特性上、気温や湿度によって花の形状が開閉する場合がございます。
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73305
ラベンダー

75743
エジプシアンブルー

73306
イエロー

75744
ブルーグレー

73307
アップルグリーン

75742
クランベリー

color variation

約20g/束、 約L40～50cm

アグロスティス
約15g/束、 約L40～50cm ￥1,000 （税抜）

フローレンシア

73003　イエロー
￥1,400 （税抜）

73002　ピンク
￥1,400 （税抜）

74403　プラチナピンク
￥1,200 （税抜）

65089　ホワイト
￥1,200 （税抜）

73001　グリーン
￥1,400 （税抜）
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インディアンコーン

75750　レッド 74425　プラチナピンク 74424　ゴールド

カネラ ミニ

スターコーン スターコーンヘッド
10コ/袋、約φ4～6cm 

67020　
ナチュラル
￥1,200 （税抜）

75697　
ボルドー
￥1,500 （税抜）

75686　
パープル
￥1,800 （税抜）

75687　
グリーン
￥1,800 （税抜）

75688　
パープリッシュブルー
￥1,800 （税抜）

66214　
ナチュラル
￥1,300 （税抜）

75696　
ブリックオレンジ
￥1,500 （税抜）

3本/束

2～5本/束、 約L20～30cm ￥800 （税抜）

カネラ
2～3本/束、 約L20～40cm ￥800 （税抜）

2本/束、約L25～35cm 

76030　オフオレンジ
￥1,600 （税抜）

73477　シェルピンク
￥1,600 （税抜）

75497　グリーン
￥1,600 （税抜）

75496　オリーブグリーン
￥1,600 （税抜）

65065　ホワイト
￥1,400 （税抜）
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75577
オリーブグリーン

約15g/束、 約L30cm ￥1,100 （税抜）

スティファ

小麦

75580
カフェブラウン

75582
ボルドー

75581
ブラック

65077
ホワイト

チーゼル

黒麦

ホウキ草

ソフト小麦

75511　
カフェブラウン
￥1,200 （税抜）

75512　
ボルドー
￥1,200 （税抜）

60001　
N/グリーン
￥1,100 （税抜）

65063　ホワイト
5～6輪/束 ￥700 （税抜）

65085　ホワイト
20本/束、 約L65cm ￥1,100 （税抜）

69139　ホワイト
約100g/束、 約L110cm ￥900 （税抜）

64206　グリーン
40本/束、 約L60cm ￥1,500 （税抜）

40本/束、 約L60cm 
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ソフトあじさい美咲
アンティークブルー

ポアプランツ
ブルーグレー

ソーラーローズ プティ
オフブラウン

＋ ＋

美咲ベビーブルー

美咲プレシャスピンク

03
美咲アンティ

ークシリーズ
に新色が

登場。鮮やか
さと深い色の

織りなす

彩りは作品に
奥深さを与え

てくれま

す。

Hydrangea
あじさい

あじさい美咲の深い色合いは光の受け方で多様な雰囲気を演出してくれます。
オレンジとブラウンの色合わせであじさいの色味を引き立てます。



あ
じ
さ
い

19

64292　アンティークブルー
￥1,800 （税抜）

64281　アンティークグリーン
￥1,800 （税抜）

64260　バジルグリーン
￥1,800 （税抜）

64261　ビューティー
￥1,800 （税抜）

64166　フレッシュグリーン
￥2,400 （税抜）

64165　プレシャスピンク
￥2,400 （税抜）

64280　スカーレット
￥1,800 （税抜）

64243　フレッシュオレンジ
￥2,400 （税抜）

64168　オフホワイト
￥2,400 （税抜）

64167　ベビーブルー
￥2,400 （税抜）

64282　アンティークレッド
￥1,800 （税抜）

64164　ナイトブラック
￥1,800 （税抜）

64293　アンティークパープル
￥1,800 （税抜）

ソフトあじさい 美咲
約2.5輪/BOX

※自然素材のため色ムラ、形状、ボリュームにバラつきがございます。
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ソフトあじさい 彩

64245

64250

64249

64251

64244 ソーダーフロート

ピンクフロート

メロンフロート

レモンオレンジ

カシスフロート

約2.5輪/BOX

ソフトあじさいアナベル パルフェ
約2.5輪/BOX　￥2,500 （税抜）

64142　ラベンダー×グリーン
￥2,500 （税抜）

64143　ボルドー×グリーン
￥2,500 （税抜）

64193　ブルー×ブルー
￥2,800 （税抜）

64194　ホワイト×ピンク
￥2,800 （税抜）

64215　ボルドー×ボルドー
￥2,800 （税抜）

※自然素材のため色ムラ、形状、ボリュームにバラつきがございます。
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ソフトあじさい水無月

ソフトあじさい柏葉

64211 グリーン 64198 オフホワイト 64212 ライトグリーン

約2輪/BOX

約2輪/BOX　￥2,500 （税抜）

64200 パープル 64199 ピンク

64286　ブルーベリー
￥2,000 （税抜）

64285　ラズベリー
￥2,000 （税抜）

64283　グリーングレー
￥2,000 （税抜）

73858

64233　ボルドー×グリーン
￥2,200 （税抜）

64234　ラベンダー×グリーン
￥2,200 （税抜）

64134　フレッシュグリーン
￥2,200 （税抜）

64131　オフホワイト
￥2,200 （税抜）

64133　プレシャスピンク
￥2,200 （税抜）
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ソフトあじさいアナベル
約2.5輪/BOX

※自然素材のため色ムラ、形状、ボリュームにバラつきがございます。

64191　クランベリー
￥1,900 （税抜）

64187　ベビーピンク
￥1,900 （税抜）

64220　グリーンティー
￥1,900 （税抜）

64226　スプラッシュ ピンク
￥2,500 （税抜）

64225　スプラッシュ エジプシアン
￥2,500 （税抜）

64223　スプラッシュ クランベリー
￥2,500 （税抜）

64224　スプラッシュ グリーン
￥2,500 （税抜）

64189　エジプシアンブルー
￥1,900 （税抜）

64185　カスタード
￥1,900 （税抜）

64190　キャラメルブラウン
￥1,900 （税抜）

64186　アップルグリーン
￥1,900 （税抜）

64252　パープル
￥1,900 （税抜）

64253　グレー
￥1,900 （税抜）

64170　ホワイト
￥1,900 （税抜）
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あじさい ナチュラルあじさい アナベル

あじさい ナチュラル
ステム付き

60073 ナチュラル
大箱/BOX ￥2,000 （税抜）

60055 ナチュラル
約6輪/BOX ￥2,500 （税抜）

60057 ナチュラル
3本/束 ￥1,300 （税抜）

あじさい 秋色
ステム付き
60056 ナチュラル
3本/束 ￥1,300 （税抜）

※こちらのページのあじさい
商品はソフト加工しておりま
せん。ナチュラルドライの
風合いをお楽しみください。

※自然素材のため色、形状、
ボリュームにバラつきがござ
います。

BOX内寸：W19.5×D17×H8.5cm BOX内寸：W19.5×D17×H8.5cm
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＋

＋

ソフトイモーテル
アップルグリーン

アグロスティス
イエロー

ソーラーディスコローズ 大
グリーン

04
思わず使いたく

なるような新色
をプラス。

彩り豊かなカラ
ーバリエーショ

ンから

あなたのお気に
入りを。

Preserved
f lower&green
プリザーブド
フラワー＆グリーン

カラー豊富なプリザーブドアイテムから小粒な表情のお花を中心に
仕上げたコーン型チューテのアレンジ。
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素材の特性上、花の中心部まで染まっていないもの
が含まれます。また、気温や湿度によって、花の形
状が開いたり閉じたりする場合がございます。

Preserved
　flower&green

75515　ブラウン
￥2,000 （税抜）

75516　ボルドー
￥2,000 （税抜）

76082　フランボワーズ
￥2,000 （税抜）

約20g/束、 約L40cm 

ソフトイモーテル

76077　グレー
￥2,200 （税抜）

76075　ライトブルーフロート
￥2,200 （税抜）

76063　パープリッシュブルー
￥2,200 （税抜）

76059　オフパープルフロート
￥2,200 （税抜）

76083　カシス
￥2,200 （税抜）

73858　ピンク
￥2,200 （税抜）

65074　ホワイト
￥2,200 （税抜）

76081　アップルグリーン
￥2,000 （税抜）

75518　グリーンイエロー
￥2,000 （税抜）

67304　イエロー/ピンク
￥2,000 （税抜）

67303　N/イエロー
￥1,800 （税抜）
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75524
ブルーグリーン

75701
オレンジブラウン

75702
ブリックオレンジ

76037
フレッシュグリーン

74401
ローズゴールド

73861
グリーン

76035
ラベンダー

75685
ブラック

76047
オフグレー

73860
イエロー

75573
ボルドー

76036
ピンク

65075
ホワイト

75695
インディゴブルー

ソフトミニカスミ
約22g/束、 約L40cm  ￥1,500 （税抜）

74411
プラチナピンク

ソフトミニカスミ
約22g/ 束、約 L40cm  ￥1,800（税抜）
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プ
リ
ザ
ー
ブ
ド
フ
ラ
ワ
ー
＆
グ
リ
ー
ン

Preserved
　flower&green

加工工程時の気温や湿度に
より白い花が含まれる場合が
ございます。

76079
オフグリーン

79251
ロイヤルブルー

76080
オフパープル

76078
ピンク

65090
オフホワイト

ソフトかすみ草
約10g/束、 約L40～60cm  ￥1,800 （税抜）
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約50g/束、 約L50～70cm
ソフトラスカス

ソフトルリ玉アザミソフトラベンダー

ソフトラムズイヤーソフトニゲラ

ソフトリコポビュームソフトポンポンフラワー

64230　ナチュラル
約10本/束、 約L40cm  ￥1,600 （税抜）

75526　ターコイズグリーン
￥2,000 （税抜）

73855　リアルグリーン
￥2,000（税抜）

76048　オフグレー
￥2,000（税抜）

75618　ブルーグレー
￥2,000（税抜）

79119　海
￥2,000（税抜）

75138　カフェブラウン
￥2,000（税抜）

65009　アイボリー
￥1,800（税抜）

75677　ブラック
￥2,000（税抜）

65087　ホワイト
約20g/束、 約L50cm  ￥2,300 （税抜）

76069　シェルピンク
約20g/束、 約L20cm  ￥900 （税抜）

61152
約30g/束  ￥1,900 （税抜）

64053　ブルー
3本/束、 約L60cm  ￥2,300 （税抜）

75678　グリーン
約20g/束  1,200 （税抜）
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ソフトヒバ
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ソフトタタリカ

ソフトカスピア
約20g/束、 約L50～60cm ￥2,000 （税抜）

約20g/束、 約L35cm ￥1,700 （税抜）

約20g/束、 約L20～40cm

約20g/束、 約L20～30cm

ソフトヒバ

ソフトツゲ

ソフトタチカズラ
約L20cm

大袋 ソフトツゲ

64059　グリーン

￥1,000 （税抜）

76099　クランベリー

76098　アクア

76100　パープル 76101　グリーン

64061　グリーン

￥1,000 （税抜）

64287　クリアグリーン

64288　リアルグリーン

74430　グリーン フロスト
約35g/束　￥1,500 （税抜）

71003　グリーン
約30g/束　￥1,300 （税抜）

71042　グリーン
約1kg/袋　￥35,000 （税抜）

64068　グリーンフロスト

￥1,500 （税抜）

64060　グリーンフロスト

￥1,500 （税抜）

※自然素材の加工のため形状、ボリュームにバラつきがございます。
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センニチコウ
ミルキーピンク

ソーラーローズブレード
パープル

うんりゅう柳
ブラウン

＋ ＋

05
自然素材の美し

い時をそのまま
乾燥

させたドライフ
ラワー。凝縮さ

れた

花や葉の天然の
色、香りが癒し

の

生活空間を演出
してくれます。

Natural
dried f lowers
ナチュラル
ドライフラワー

素材の可愛らしさ、ナチュラルならではの動きや形を活かしたパラレルデザイン。
優しいパープルとミルキーピンクの色相性が抜群。
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約30g/束、 約L50cm  ￥1,600 （税抜） 約 40g/ 束、約 L50cm  ￥1,600（税抜）

センニチコウ センニチコウ

センニチコウ
ファイヤーワークス

60021
N/ イエロー

60019
N/ ホワイト

60020
N/ ピンク

25本/束、 約L25cm  ￥1,200 （税抜）

ヘリクリサムワイヤー

ルリ玉アザミ アロマティカパイナップル サルビア

大麦

オレガノケントビューティ

ナ
チ
ュ
ラ
ル
ド
ラ
イ
フ
ラ
ワ
ー

※ヘリクリサムヘッドは P65 にございます

※自然素材のため色ムラ、形状、ボリュームにバラつきがございます。

75741　ミルキーピンク

60074　N/ローズ
60090　N/グリーン
40本/束、 約L65cm  ￥1,000 （税抜）

61151　N/ブルー
3本/束、 約L60cm  ￥2,500 （税抜）

60086　N/グリーン
約15g/束  ￥1,500 （税抜）

60105　ナチュラル
約40g/束、 約L45cm  ￥1,600 （税抜）

60076　ナチュラル
約40g/束、 約L35cm  ￥1,600 （税抜）

60075　ナチュラル
約40g/束、 約L50cm  ￥1,600 （税抜）

60052　N/ピンク

60053　N/レッド

60051　N/パープル
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ニゲラ

ミニハス ステム付き

ハス ステム付き

約2本/束、 約L30～40cm　￥2,500 （税抜）

アストランティア

ワイルドリリーブラックベリー 唐辛子ステム付き

65069　
N/ホワイト

73420　
N/パープル

73430　
N/ボルドー

61055　N/グリーン
約45g/束  ￥1,700 （税抜）

67075　ナチュラル
8本/束、 約L60cm  ￥900 （税抜）

68008　ナチュラル
4～6本/束  ￥1,800 （税抜）

68026　ナチュラル
約40g/束  ￥1,000 （税抜）

67067　ナチュラル
4本/束、 約L40cm  ￥1,100 （税抜）

67076　ナチュラル
5本/束、 約L60cm   ￥1,100 （税抜）
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バラ ジュピター バラ ティネケ バラ ローテローザ

バラポプリ

ローズペタル ローテローザ
大袋

ラベンダーポプリ

※自然素材のため色ムラ、形状、ボリュームにバラつきがございます。

60066　N/イエロー
5本/束   ￥1,600 （税抜）

60058　N/クリーム
5本/束   ￥1,600 （税抜）

60063　N/ダークレッド
5本/束   ￥1,600 （税抜）

63091　ナチュラル
4コ/袋、 約φ4cm
￥1,700 （税抜）

63090　ナチュラル
約50g/袋、 約φ4～5cm
￥1,400 （税抜）

63008　ナチュラル
約40～50g/袋、 約φ4～6cm
￥1,400 （税抜）

62048　N/レッド
約25g/袋　￥650 （税抜）

62041　N/レッド
約10g/袋 　￥1,500 （税抜）

63075　ナチュラル
4コ/袋、 約φ4～6cm
￥1,300 （税抜）

62042　ナチュラル
約30g/袋
￥900 （税抜）

62009　ナチュラル
約1kg/袋

￥22,000 （税抜）

63070　ナチュラル
5コ/袋、 約φ4～5cm
￥1,600 （税抜）

63092　ナチュラル
約50g/袋、 約φ4～6cm
￥1,400 （税抜）

ライムホール ライムスライスマンダリンホール ソラナム

オレンジスライスマンダリンスライス
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ソーラーローズフレアー中
ミストブルー

松かさミニ
ミルキーアクア

白樺バンドル
ミニ

＋

＋

74390　プラチナゴールド
15コ/袋　￥1,100 （税抜）

75628　レッド
15コ/袋　￥1,000 （税抜）

66049　N/フロスト
20コ/袋　￥1,000 （税抜）

66184　アイボリー
20コ/袋　￥1,200 （税抜）

66177　ホワイト
20コ/袋　￥1,350 （税抜）

松かさ アソート
約3～6cm　※松かさ大・中・小サイズのアソートになっております。

06
これまでの木の

実にはない春・
夏シー

ズンにぴったり
の新色が登場。

ブルー

ベースの涼しげ
で爽やかなカラ

ーです。

きっと木の実の
イメージが変わ

るはず

です。

Nut
木の実

ブルーを基調としたアレンジにかわいらしいフォルム・色の松かさを添えます。
アレンジのアクセントだけではなく、メインとしても十分にお使い頂けます。
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ゴールド

シルバー

ローズゴールド

プラチナゴールド

75430　ミルキーグリーン

￥1,600 （税抜）

75749　レッドエッジホワイト

￥1,500 （税抜）

66187　アイボリー

￥1,500 （税抜）

66190　ナチュラル

￥1,100 （税抜）

66204　N/フロスト

￥1,400 （税抜）

74291　ゴールド

￥1,500 （税抜）

66203　N/エッジゴールド

￥1,400 （税抜）

75434　グリーンエッジホワイト

￥1,600 （税抜）

75435　イエローエッジホワイト

￥1,600 （税抜）

75745　アクアシルバー

￥1,600 （税抜）

75746　ブルーシルバー

￥1,600 （税抜）

75431　ミルキーピンク

￥1,600 （税抜）

75432　ミルキーパープル

￥1,600 （税抜）

75433　ミルキーアクア

￥1,600 （税抜）

松かさ ミニ
20コ/袋、 約3cm
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約3～4cm

20コ/袋、  約4～5cm 20コ/袋、  約5～6cm

松かさ 小

松かさ 中 松かさ 大

タルホーン ドイツトーヒ マリティマコーン ブラッチーシトン

スターアニス

コンパクター
ロゼット シダローズ

ベルガム
メリディア

ナム ヤシャブシ
フヨウの

カラ メタセコイア ミニハスヘッドバクリ

ドングリ
皮付き

サリグナム どんぐり グイの実 コメツガ バクリ
ミニ

ボタン
ガムヘッド

カスリナ
パッド

コニカル
ガムヘッド

ひのきの実 マウンテン
　ベリー　

66174　ナチュラル
20コ/袋　￥800 （税抜）

66176　ナチュラル

￥800 （税抜）

74288　ゴールド

￥1,200 （税抜）

74289　シルバー

￥1,200 （税抜）

66175　ナチュラル

￥1,000 （税抜）

74286　ゴールド

￥1,300 （税抜）

74284　ゴールド
20コ/袋　￥1,200 （税抜）

74399　ローズゴールド
15コ/袋　￥1,300 （税抜）

74285　シルバー
20コ/袋　￥1,200 （税抜）

74335　プラチナゴールド
20コ/袋　￥1,200 （税抜）

66215　ナチュラル

5コ/袋　￥1,500 （税抜）

66002　ナチュラル

5コ/袋　￥800 （税抜）

66004　ナチュラル

3コ/袋、 約13～17cm　￥1,100 （税抜）

66210　ナチュラル

7コ/袋、約4～9cm　￥1,000 （税抜）
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約3cm

40コ/袋、 約1.5～3cm ￥1,000 （税抜）

カラマツ

カラマツ アソート

カラマツ　大 カラマツ　大 ノグルミ ノグルミ

75437　レッドエッジホワイト
40コ/袋　￥1,250 （税抜）

66183　ホワイト
50コ/袋　￥1,300 （税抜）

75429　ミルキーアクア

66201　ナチュラル
50コ/袋、 約3～4cm　￥600 （税抜）

74360　プラチナゴールド
40コ/袋、 約3～4cm　￥900 （税抜）

66080　ナチュラル
25コ/袋、 約2～4cm　￥700 （税抜）

74363　プラチナゴールド
25コ/袋、 約2～4cm　￥1,100 （税抜）

75631　ミルキーグリーン 75630　ミルキーピンク 75632　ミルキーパープル

66186　ナチュラル
50コ/袋　￥800 （税抜）

74283　ゴールド
40コ/袋　￥1,100 （税抜）

75538　ボルドー
40コ/袋　￥1,100 （税抜）

75539　レッド
40コ/袋　￥1,100 （税抜）

66050　N/フロスト
100コ/袋　￥1,800 （税抜）

75439　グリーンエッジホワイト
40コ/袋　￥1,250 （税抜）

75440　イエローエッジホワイト
40コ/袋　￥1,250 （税抜）

75747　アクアシルバー
40コ/袋　￥1,250 （税抜）

75748　ブルーシルバー
40コ/袋　￥1,250 （税抜）
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メタセコイア

カスリナパッド

フヨウのカラ

ヤシャブシ　大

メリディアナム

サリグナム

約3～5cm
ワタカラ

75441　グリーン

15コ/袋　￥1,000 （税抜）

75442　オレンジ

15コ/袋　￥1,000 （税抜）

75444　エスプリピンク

15コ/袋　￥1,000 （税抜） 66102　ナチュラル

25コ/袋、 約2cm　￥800 （税抜）

66022　ナチュラル
約100g/袋（約140コ）、 約2～3cm

￥500 （税抜）

74402　ローズゴールド

30コ/袋　￥1,000 （税抜）

74281　ゴールド

30コ/袋　￥1,000 （税抜）

66062　ナチュラル

50コ/袋（約55g）　￥600 （税抜）

66224　ナチュラル

約100g/袋、 約3cm　￥700 （税抜）

66212　ナチュラル

約60g/袋、 約2～4cm　￥800 （税抜）

66165　ナチュラル

50コ/袋、  約2～3cm　￥1,000 （税抜）

66231　ナチュラル

約50コ/袋、 約2～3cm　￥650 （税抜）
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30コ/袋、 約1.5～2cm　￥1,200 （税抜）

バクリフラワー

バクリ ミニ

シダローズ　大

ムイリーローズ

バクリ

約2～4cm
スターアニス

74409　プラチナピンク
約35g/袋　￥1,400 （税抜）

74052　ゴールド
約35g/袋　￥1,400 （税抜）

63093　ナチュラル
約50g/袋　￥1,200 （税抜）

66223　ナチュラル
約100g/袋、 約3～5cm　￥800 （税抜）

66024　ナチュラル
20コ/袋、 約φ3～5cm　￥800 （税抜）

10コ/袋、 約φ2～3cm  
シダローズ 小

74434　プラチナピンク
￥1,300 （税抜）

75760　レッド
￥1,200 （税抜）

66232　ホワイト
￥1,200 （税抜）

75635　ミルキーグリーン

75428　ミルキーアクア

75636　ミルキーパープル

75634　ミルキーピンク

75638　ミルキーホワイト

66182　アイボリー

66069　ナチュラル

50コ/袋、 約1.5～2cm　￥850 （税抜）

66023　ナチュラル

約100g/袋、 約2～4cm　￥500 （税抜）
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約 2cm
ボタンガムヘッド

アンバーバーム ミニ

コンパクターロゼット

コーンワイヤー付き

ひのきの実

グイの実

コメツガ 赤松 アソート

コンパクターロゼット

コーンワイヤー付き

ベルガム

コニカルガムヘッド

グイの実

アンバーバーム ミニ

75639　ミルキーホワイト

約50g/袋（約25コ）　￥900 （税抜）

75427　ミルキーホワイト

10コ/袋、 約2～3cm　￥1,000 （税抜）

74406　ローズゴールド

5コ/袋、 約φ4～5cm　￥1,500 （税抜）

66220　N /フロスト

8本/袋、 約W3.5×L20cm　￥1,400（税抜）

66219　ナチュラル

8本/袋、 約W3.5×L20cm　￥1,300（税抜）

66199　ナチュラル

50コ/袋、 約1～2cm　￥850（税抜）

66202　ナチュラル

20コ/袋、 約3～6cm　￥450（税抜）

66211　ナチュラル

5コ/袋、 約φ4～5cm　￥1,100 （税抜）

75627　レッド

約35g/袋、 約2～3cm　￥800 （税抜）

66059　ナチュラル

約70g/袋（約100コ）、 約2～3cm　￥600 （税抜）

66229　ナチュラル

10コ/袋、 約2～3cm　￥700 （税抜）

66053　ナチュラル

約30g/袋、 約1～1.5cm　￥650 （税抜）

66225　ナチュラル

約100g/袋、 約3～5cm　￥600 （税抜）

66031　ナチュラル

約80g/袋　￥500 （税抜）

74268　ゴールド

約60g/袋　￥700 （税抜）

66222　ナチュラル

約30g/袋、 約2cm　￥500 （税抜）
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25コ/袋、 約3cm
どんぐり

ハスヘッド　大

ボールフルーツ

ミニハスヘッド　大

ケムフルーツ

ミニハスヘッド

マウンテンベリー

ドングリ皮付き

かしくるみ

シナモンチップ

シナモンスティック

シナモンスティック
63087 ナチュラル
20本/袋、約6cm￥1,200（税抜）

おにくるみ
大袋

75425　ボルドー

￥1,500 （税抜）

66072　ナチュラル

約100コ/袋、 約1cm　￥800 （税抜）

67094　ナチュラル

30コ/袋、 約φ2～4cm　￥1,200 （税抜）

63095　ナチュラル

8コ/袋、 約φ3～4cm　￥700 （税抜）

63094　ナチュラル

8コ/袋、 約φ4～4.5cm 　￥1,100 （税抜）

63071　ナチュラル
20本/袋（約100g）、 約12cm 

￥1,700 （税抜）

63072　ナチュラル
約1kg/袋（約200本）、 約12cm 

￥15,000 （税抜）

66178　ナチュラル

15コ/袋、 約φ5～7cm　￥1,600 （税抜）

67023　ナチュラル

6コ/袋、 約φ7～12cm　￥900 （税抜）

75493　レッド

15コ/袋、 約2～3cm　￥600 （税抜）

66131　ナチュラル

約50g/袋、 約1.5～2cm　￥360 （税抜）

75426　ミルキーホワイト

￥1,500 （税抜）

66221　ナチュラル

￥1,100 （税抜）

66157　ナチュラル

25コ/袋、 約2～4cm　￥800 （税抜）

63088　ナチュラル

約100g/袋、 約2～5cm　￥500 （税抜）
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Japanese 
item

＋

＋
和のアイテムはメリハリを利かすのがポイント。カ
ラーバインは軽く水につけると加工しやすくなりま
す。巻いたり、編んだり、結んだり、アイデア次第
で様々なデザインアイテムに。

カラーバイン丸芯 2.5mm
レッド

カラーバイン丸芯 2.5mm
ゴールド

稲穂ピック
ラベンダー
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カラーバイン

稲穂ピックイネ

丸芯 2.5mm
半芯 5.5mm約50g/袋、 延べ約20m

50本/束、 約L30cm50本/束、 約L70cm 

半芯 5.5mm

丸芯 2.5mm

竹枝

黒竹枝

8本/束、 約L60～100cm   ￥1,000 （税抜）

75698　ブラック
￥1,800 （税抜）

60007　N/グリーン
￥700 （税抜）

75751　レッド

74317　シルバー

74316　ゴールド

76096　ラベンダー
￥1,100 （税抜）

74330　ゴールド
￥1,300 （税抜）

75682　レッド

￥1,100 （税抜）

74429　ローズゴールド

￥1,300 （税抜）

60026　N/グリーン

￥650 （税抜）

74329　ゴールド
￥1,300 （税抜）

75586　レッド
￥1,100 （税抜）

75699　レッド
￥1,800 （税抜）

75739　グリーン
￥1,800 （税抜）

75740　ウスムラサキ
￥1,800 （税抜）

73825　ナチュラル
約50g/袋、 延べ約15m

￥1,500 （税抜）

73824　ホワイト
約50g/袋、 延べ約15m

￥1,800 （税抜）

74426　ゴールド
￥1,800 （税抜）

73697　ナチュラル
￥1,200 （税抜）

73823　ホワイト
￥1,500 （税抜）

69005　ナチュラル
8本/束、 約L60～100cm

￥900 （税抜）
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＋

＋

ミツマタの線の美しさを惹き立てるハンギン
グリース。様々な色、形をあしらって、見る
角度でも表情を変えるディスプレイデザイン。

ミツマタ
ホワイト

ソフトラスカス
アイボリー

ポアプランツ
ブリックオレンジ

Display item
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3本/束、 約L110cm  

うんりゅう柳

74428　ゴールド
￥1,800 （税抜）

79241　海
￥1,800 （税抜）

75720　グリーン
￥1,800 （税抜）

69001　ホワイト
￥1,800 （税抜）

75717　ブラック
￥1,800 （税抜）

75721　ライトグリーン
￥1,800 （税抜）

69048　5本/束　N皮むき
￥1,800 （税抜）

75718　レッド
￥1,800 （税抜）

73044　ピンク
￥1,800 （税抜）

69045　5本/束　N皮付き
￥1,700 （税抜）

75719　ボルドー
￥1,800 （税抜）

75722　ブリックオレンジ
￥1,800 （税抜）
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3本/束、 約L80～90cm 

ミツマタ

73046　ピンク
￥1,600 （税抜）

73047　ライトグリーン
￥1,600 （税抜）

79248　ブルーグレー
￥1,600 （税抜）

79249　海
￥1,600 （税抜）

75754　ボルドー
￥1,600 （税抜）

75753　カフェブラウン
￥1,600 （税抜）

76102　オフグレー
￥1,600 （税抜）

75752　ブラック
￥1,600 （税抜）

74410　プラチナゴールド
￥1,800 （税抜）

74400　ローズゴールド
￥1,800 （税抜）

74431　ゴールド
￥1,800 （税抜）

74432　シルバー
￥1,800 （税抜）
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シュロの皮

アケビづる　太

フジヅル アケビづる　細

アケビづる

フジヅル　皮付き フジヅル　細

※ソフトミツマタ
　自然な広がりとしなやかさが
　あります。

3本/束、 約L80～90cm  ￥1,800 （税抜）3本/束、 約L80～90cm 

ソフトミツマタミツマタ

65082　ホワイト
￥1,500 （税抜）

65088　ホワイト

69006　ナチュラル
￥1,000 （税抜）

72052　ナチュラル
5枚/袋、 約W20×L50cm 
￥2,000 （税抜）

69137　ナチュラル
2～3本/約φ43ｃｍ/巻 
太さ約1.5cm　￥2,500 （税抜）

73970　ホワイト
2～3本/約φ35ｃｍ/巻 
太さ約1cm　￥2,500 （税抜）

69142　ナチュラル
約2m×1本/約φ30ｃｍ/巻
太さ約1.5～2cm　￥700 （税抜）

73848　ホワイト
約2m×3本/約φ28ｃｍ/巻
太さ約0.2～1.5cm　￥2,500 （税抜）

69095　ナチュラル
2～3本/約φ43ｃｍ/巻
太さ約1cm　￥2,500 （税抜）

73849　ホワイト
約2m×3本/約φ28ｃｍ/巻
￥2,500 （税抜）
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スターフィッシュ スターフィッシュミニ
20コ/袋、 約3～6cm 20コ/袋、 約1.5～2cm ￥500 （税抜）

79247
ブルー

約200g/袋  ￥700 （税抜）

砂サンゴ

ムレックス

シェル  アソート

ホワイトコクルスホワイトカナリウムサルボウ

シェル ミニアソート

79244
イエロー

79228
海

79226
ナチュラル

79245
グリーン

※アソート商品は予告なく内容が変わる場合がございます。

79242　ピンク

79236　ナチュラル
￥900 （税抜）

79232　ナチュラル
3コ/袋、 約6～10cm ￥500 （税抜）

79406　ナチュラル
約150g/袋 ￥950 （税抜）

79407　ナチュラル
約100g/袋 ￥950 （税抜）

72568　N/ホワイト
約100g/袋 ￥400 （税抜）

79230　N/ホワイト
約120g/袋、 約4～6cm ￥700 （税抜）

79231　N/ホワイト
約120g/袋、 約5～6cm ￥500 （税抜）

79246　ナチュラル

79233　ピンク
￥1,000 （税抜）

79234　ブルー
￥1,000 （税抜）



白
樺

49

白樺彫り中

松かさミニ
アイボリー

シナモン
チップ

＋

＋

人気の白樺素材はそれだけでナチュラルを
演出する素材。白樺皮の素材は表も裏も表
情豊か。切ったり張ったり自由なデザイン
に。

09White birch
白樺

アクセントとし
て大変重宝する

ミニサ

イズが新登場。
ハート型と正方

形そし

てバンドルタイ
プ。ナチュラル

感あふ

れる商品のため
、どんな素材と

も相性

抜群です。
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白樺長枝バンドル

白樺彫り　小

白樺彫り　中

白樺器　角

白樺皮　正方形 L

白樺器　円

白樺皮　正方形 M

白樺器　楕円

白樺皮　正方形 S

白樺器　半円 白樺オーナメントツリー

White
　　  birch

73969　ナチュラル
約5×12cm/コ　￥1,200 （税抜）

73968　ナチュラル
約6×15cm/コ　￥1,300 （税抜）

白樺彫り　手つき中白樺彫り　手つき小
73441　ナチュラル
約10.5×18cm/コ　￥1,000 （税抜）

73366　ナチュラル
約13×21cm/コ　￥1,450 （税抜）

白樺小枝バンドル
73360　ナチュラル
約33cm/束　￥1,200 （税抜）

73367　ナチュラル
約50cm/束　￥2,200 （税抜）

73436　ナチュラル
約□7×H12cm/コ

￥900 （税抜）

73926　ナチュラル
8枚/束、 約20×20cm

￥2,500 （税抜）

73357　ナチュラル
6枚/束、 約15×15cm

￥1,400 （税抜）

73358　ナチュラル
6枚/束、 約10×10cm

￥1,100 （税抜）

白樺オーナメントハート
73972　ナチュラル
6コ/袋、 約6cm

￥1,400 （税抜）

73829　ナチュラル
約φ7.5×H11cm/コ

￥900 （税抜）

73437　ナチュラル
約W10×D7.5×H12cm/コ

￥900 （税抜）

73438　ナチュラル
約W9×D7×H12cm/コ

￥900 （税抜）

73973　ナチュラル
6コ/袋、 約W5×6cm 

￥1,400 （税抜）
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白樺チップハート

白樺バンドルミニ　

白樺ミニバンドルピック 白樺サンキューピック

白樺壁掛け
73991 ナチュラル
約10×8cm/コ  ￥700（税抜）

白樺壁掛けダブル
73992 ナチュラル
約27×8cm/コ  ￥1,200（税抜）

白樺アンバーガーランド
73993
約120cm/コ  ￥2,500（税抜）

白樺松かさガーランド
73994
約120cm/コ  ￥2,500（税抜）

小枝立ち木バンドル

白樺ベース

白樺スティック

白樺皮ロール

白樺チップ正方形

白樺バンドルミニ　

白樺オーナメントスター

73102
20コ/袋、 約3cm　￥800 （税抜）

73104　ホワイト
5コ/袋、 約5.5cm　￥1,000 （税抜）

73105　ナチュラル
5コ/袋、 約6.5cm　￥1,000 （税抜）

73925　ナチュラル
約幅8cm×5m/巻　￥3,800 （税抜）

73983　ナチュラル
約□12×H9cm/コ　￥1,300 （税抜）

73103
30コ/袋、 約3.5×3.5cm　￥800 （税抜）

73439　ナチュラル

約100g/袋、 約8cm　￥650 （税抜）

73982　ナチュラル
約W15×L25cm/コ　￥1,600 （税抜）

73971　ナチュラル
6コ/袋、 約6cm

￥1,400 （税抜）

73974　ナチュラル
6本/袋、 約W6×L14cm

￥1,300 （税抜）

73795　ナチュラル
3本/袋、 約W7.5×H15cm

￥650 （税抜）

※自然木使用のため、木肌のめくれや節があります。
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白樺小枝
スター

ソーラーローズ フレアー 大
ホワイト

ひのきの実
ナチュラル

＋

＋

クリスマス定番のスターのモチーフ。ク
オリティー高い白樺素材でできていま
す。五芒星をアクセントにコサージュと
キャンドルをあしらってクリスマス・ス
ターリースに。

ストローバイン

サンキライヒゲ付き
バイン

10
Wreath
&base
リース＆ベース

ストローバイン
とサンキライヒ

ゲ付き

バインリースが
再登場。お客様

の「ほ

ぐすのが大変」
のお声に応える

ため、

ちょうどよい分
量にこだわって

み

ました。
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ナチュラル

ゴールド

ホワイト

ホワイト

シルバー ラメ

シルバー ラメ

ふっくらスター

ドーナツスター

フラットスター

白樺小枝　スター

サイズ
色 13 17

ホワイト 73591 73592
シルバー ラメ 73585 73586

サイズ
色 15 20 25

ナチュラル 73922 73923 73924
ゴールド ー ー 73920

ナチュラル
15　 ￥900 （税抜）
 約15cm/コ
20　 ￥1,000 （税抜）
 約20cm/コ
25　 ￥1,100 （税抜）　
 約25cm/コ

ゴールド
25　 ￥1,800 （税抜）
 約25cm/コ

ホワイト
13　 ￥350 （税抜）
 約13×13×H2.5cm/コ
17　 ￥500 （税抜）
 約17×17×H3cm/コ

シルバー ラメ
13　 ￥350 （税抜）
 約13×13×H2.5cm/コ
17　 ￥500 （税抜）
 約17×17×H3cm/コ

ホワイト
22　 ￥800 （税抜）
 約22×22cm/コ

シルバー ラメ
22　 ￥600 （税抜）
 約22×22cm/コ

サイズ
色 22

ホワイト 73805
シルバー ラメ 73580

73111　ナチュラル
約25cm /コ

￥1,600 （税抜）
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ストローバイン

ハートリース25

ハートリース 25 クロス

フラットハートバイン  大ハートリース 25

フラットムーン35

ドーナツハート17

ドーナツムーン17

フラットムーン25

ハートリース15

ハートリース 15 クロス

フラットハートバイン  大

サンキライヒゲ付き
バイン

ハートリース20

ハートリース 20 クロス

フラットハートバイン  大

73108　ナチュラル
約20g/コ、 約φ25cm  ￥700 （税抜）

73986　ホワイトブラッシュ
約25cm/コ　￥1,400 （税抜）

72111　ナチュラル
約25cm/コ　￥1,100 （税抜）

73035　ナチュラル
約25cm/コ　￥1,100 （税抜）

74422　ゴールド
約25×28cm/コ　￥600 （税抜）

74421　プラチナゴールド
約25×28cm/コ　￥600 （税抜）

73466　シルバー ラメ
約25×28cm/コ　￥600 （税抜）

72112　ナチュラル
約20cm/コ　￥1,000 （税抜）

73912　ナチュラル
約15cm/コ　￥800 （税抜）

73807　ホワイト
約17cm/コ　￥500 （税抜）

73985　ホワイトブラッシュ
約20cm/コ　￥1,200 （税抜）

73984　ホワイトブラッシュ
約15cm/コ　￥1,000 （税抜）

73806　ホワイト
約17cm/コ　￥500 （税抜）

73107　グリーン
約50g/コ、 約φ25cm  ￥1,200 （税抜）

73524　ナチュラル
約25cm/コ　￥800 （税抜）

73932　ナチュラル
約35cm/コ　￥1,000 （税抜）
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ストローリース

シサルリース　ワイヤー入り

ストローリース

シサルリース　ワイヤー入り

ストローリース

シサルリース　ワイヤー入り

サンキライミニハート  10

サンライキミニハート   7

サンキライミニボール  10

サンキライミニボール   7

サンキライミニスター  10

サンキライミニスター  7

サンキライミニハート  10

サンキライミニボール  10

サンキライミニハート  10

Wreath
　　&base

72027　ナチュラル
6コ/袋、 約10cm　￥700 （税抜）

73594　ナチュラル
6コ/袋、 約10cm　￥900 （税抜）

73595　ナチュラル
12コ/袋、 約7cm　￥1,000 （税抜）

73989　ホワイトブラッシュ
約φ25cm/コ　￥1,600 （税抜）

73997　N/ホワイト
約φ25cm/コ　￥1,700 （税抜）

73996　N/ホワイト
約φ20cm/コ　￥1,400 （税抜）

73950　N/ホワイト
約φ15cm/コ　￥850 （税抜）

73988　ホワイトブラッシュ
約φ20cm/コ　￥1,500 （税抜）

73987　ホワイトブラッシュ
約φ15cm/コ　￥1,000 （税抜）

73845　ピンク
6コ/袋、 約10cm　￥900 （税抜） 72030　ナチュラル

12コ/袋、約7cm 　￥800 （税抜）

73847　ホワイト
6コ/袋、 約10cm　￥900 （税抜）

72026　ナチュラル
6コ/袋、 約10cm　￥500 （税抜）

72031　ナチュラル
12コ/袋、 約7cm 　￥700 （税抜）

73846　ホワイト
6コ/袋、 約10cm　￥700 （税抜）

73844　ピンク
6コ/袋、 約10cm　￥700 （税抜）

74413　プラチナゴールド
6コ/袋、 約10cm　￥700 （税抜）

74414　ゴールド
6コ/袋、 約10cm　￥700 （税抜）
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クラフトリース 15

クラフトリース 20

クラフトリース 35

NEWサンキライリース 15

クラフトリース 30

フラットスクエア

NEWサンキライリース 30

クラフトリース 25

クラフトリース 30

クラフトリース 50

NEWサンキライリース 25

クラフトリース 20

クラフトリース 25

クラフトリース 40

NEWサンキライリース 20

さらしペイント加工

73870　ホワイト
約φ20cm/コ　￥1,000 （税抜）

73909　ナチュラル
約φ15cm/コ　￥780 （税抜）

73396　ナチュラル
約φ35cm/コ　￥3,000 （税抜）

73811　ナチュラル
約φ15cm/コ　￥850 （税抜）

73812　ナチュラル
約φ20cm/コ　￥1,000 （税抜）

73813　ナチュラル
約φ25cm/コ　￥1,100 （税抜）

73814　ナチュラル
約φ30cm/コ　￥1,400 （税抜）

73815　ナチュラル
約φ40cm/コ　￥4,100 （税抜）

73816　ナチュラル
約φ50cm/コ　￥6,000 （税抜）

73990　ナチュラル
約25×10cm/コ　￥1,100 （税抜）

73910　ナチュラル
約φ20cm/コ　￥1,100 （税抜）

73394　ナチュラル
約φ25cm/コ　￥1,900 （税抜）

73395　ナチュラル
約φ30cm/コ　￥2,500 （税抜）

73871　ホワイト
約φ25cm/コ　￥1,200 （税抜）

73872　ホワイト
約φ30cm/コ　￥1,600 （税抜）
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ウイローリース 15

ウイローリース 15

ブドウリース 15

ひげぶどうリース 15

ウイローリース 25

ウイローリース 25

ブドウリース 30

ひげぶどうリース 25

ウイローリース 30

ウイローリース 30

ひげぶどうリース 30

ウイローリース 20

ウイローリース 20

ブドウリース 20

ひげぶどうリース 20

73881　ベージュ
約φ15cm/コ　￥1,200 （税抜）

73885　ホワイト
約φ15cm/コ　￥1,300 （税抜）

73878　ナチュラル
約φ15cm/コ　￥1,000 （税抜）

73514　ナチュラル
約φ15cm/コ　￥1,000 （税抜）

73515　ナチュラル
約φ20cm/コ　￥1,800 （税抜）

73516　ナチュラル
約φ25cm/コ　￥2,300 （税抜）

73517　ナチュラル
約φ30cm/コ　￥2,700 （税抜）

73879　ナチュラル
約φ20cm/コ　￥1,500 （税抜）

73880　ナチュラル
約φ30cm/コ　￥2,000 （税抜）

73886　ホワイト
約φ20cm/コ　￥1,600 （税抜）

73887　ホワイト
約φ25cm/コ　￥1,800 （税抜）

73888　ホワイト
約φ30cm/コ　￥2,200 （税抜）

73882　ベージュ
約φ20cm/コ　￥1,300 （税抜）

73883　ベージュ
約φ25cm/コ　￥1,500 （税抜）

73884　ベージュ
約φ30cm/コ　￥1,900 （税抜）
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ラタンリース 30

ストローリース 25

ラタンリース 15

オーバルリース 小

ストローリース 10

オーバルクラフトリース 小

ラタンリース 20

オーバルリース 中

ストローリース 15

オーバルクラフトリース 中

ラタンリース 25

オーバルリース 大

ストローリース 20

オーバルクラフトリース 大

73913　ナチュラル
約φ15cm/コ　￥900 （税抜）

73380　ナチュラル
約W10×L15cm/コ　￥900 （税抜）

73377　ナチュラル
約W15×L20cm/コ　￥1,600 （税抜）

73911　ナチュラル
約φ10cm/コ　￥500 （税抜）

73921　ナチュラル
約φ15cm/コ 　￥600 （税抜）

73819　ナチュラル
約φ20cm/コ 　￥1,000 （税抜）

73491　ナチュラル
約φ25cm/コ 　￥1,400 （税抜）

73378　ナチュラル
約W21×L30cm/コ　￥2,400 （税抜）

73379　ナチュラル
約W17.5×L25cm/コ　￥2,200 （税抜）

73382　ナチュラル
約W14×L20cm/コ　￥1,000 （税抜）

73908　ナチュラル
約W17×L25cm/コ　￥1,500 （税抜）

73914　ナチュラル
約φ20cm/コ　￥1,000 （税抜）

73915　ナチュラル
約φ25cm/コ　￥1,200 （税抜）

73916　ナチュラル
約φ30cm/コ　￥2,000 （税抜）
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シサルボール   15

シサルボール   10

シサルボール   8

約φ15cm/コ　￥300 （税抜）

約φ10cm/コ　￥250 （税抜）

約φ8cm/コ　￥200 （税抜）

サンキライコーン

シサルボール   15

シサルボール   10

シサルボール   8

モスボール   15

モスボール   10

モスボール   5

ラタンボール 5ラタンボール 7

73109　約φ6.5×20cm/コ 

￥1,300 （税抜）

73110　約φ8.5×25cm/コ 

￥1,500 （税抜）

73975　ナチュラル
6コ/袋、 約φ7cm 　￥1,600 （税抜）

73976　ナチュラル
6コ/袋、 約φ5cm 　￥1,000 （税抜）

73427　オレンジ 73428　グリーン 73429　ホワイト

73424　オレンジ 73425　グリーン 73426　ホワイト

73421　オレンジ 73422　グリーン 73423　ホワイト

73549　グリーン　1コ/袋、 約φ15cm　￥1,200 （税抜） 73980　モスグリーン　約φ15cm/コ　￥600 （税抜）

73933　グリーン　2コ/袋、 約φ10cm　￥1,600 （税抜） 73979　モスグリーン　約φ10cm/コ　￥500 （税抜）

73312　グリーン　4コ/袋、 約φ5cm　￥1,600 （税抜） 73978　モスグリーン　約φ8cm/コ　￥400 （税抜）
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スパニッシュモス
グリーン

ポアプランツ
ミルキーブルーグリーン

松かさミニ
アクアシルバー

＋

グレイッシュグリーンのシャビーシックなフレームアレンジ。

大袋 大袋 大袋

ソフトスパニッシュモススパニッシュモス

71201　ナチュラル
約50g/袋　￥800 （税抜）

71237　ナチュラル
約1kg/袋　￥14,000 （税抜）

71232　グリーン
約50g/袋　￥1,000 （税抜）

71238　グリーン
約1kg/袋　￥17,000 （税抜）

71235　ブラウン
約50g/袋　￥1,000 （税抜）

71241　ブラウン
約1kg/袋　￥17,000 （税抜）

71246　ライムグリーン
約50g/袋　￥1,200 （税抜）

71245　ブルーグレー
約50g/袋　￥1,200 （税抜）

11Moss & f iber
モス & ファイバー

落ちついた色合
いのベースカラ

ーから、

少し個性を出し
たパステルカラ

ーはいか

がでしょうか？
他の花材との色

合わせを

しつつ、ちょっと
だけ覗かせる感

じが

新しい使い方。
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※根元と先端で素材本来の色合いが異なるため、　仕上がりに色ムラがございます。

大袋

大袋

大袋 大袋 大袋大袋

大袋 大袋

フィンランドモス

71146　プレシャスピンク
約25g/袋　￥1,000 （税抜）

71101　ナチュラル
約40g/袋　￥750 （税抜）

71139　ナチュラル
約500g/袋　￥8,500 （税抜）

71102　ナチュラル
約1kg/袋　￥16,000 （税抜）

71117　ブラウン
約40g/袋　￥750 （税抜）

71143　ブラウン
約500g/袋　￥8,500 （税抜）

71118　ブラウン
約1kg/袋　￥16,000 （税抜）

71152　ホワイト
約300g/袋　￥8,500 （税抜）

71153　ホワイト
約600g/袋　￥16,000 （税抜）

71155　ブルー
約600g/袋　￥16,000 （税抜）

71136　フレッシュグリーン
約40g/袋　￥750 （税抜）

71137　フレッシュグリーン
約500g/袋　￥8,500 （税抜）

71138　フレッシュグリーン
約1kg/袋　￥16,000 （税抜）

71125　アンティークグリーン
約40g/袋　￥750 （税抜）

71141　アンティークグリーン
約500g/袋　￥8,500 （税抜）

71126　アンティークグリーン
約1kg/袋　￥16,000 （税抜）

71119　ホワイト
約25g/袋　￥1,000 （税抜）

71123　ブルー
約25g/袋　￥1,000 （税抜）

71154　ブルー
約300g/袋　￥8,500 （税抜）

71104　グリーン
約1kg/袋　￥16,000 （税抜）

71108　モスグリーン
約1kg/袋　￥16,000 （税抜）

71110　ライムグリーン
約1kg/袋　￥16,000 （税抜）

71151　ブルーグレー
約1kg/袋　￥16,000 （税抜）

71142　グリーン
約500g/袋　￥8,500 （税抜）

71144　モスグリーン
約500g/袋　￥8,500 （税抜）

71145　ライムグリーン
約500g/袋　￥8,500 （税抜）

71150　ブルーグレー
約500g/袋　￥8,500 （税抜）

71103　グリーン
約40g/袋　￥750 （税抜）

71107　モスグリーン
約40g/袋　￥750 （税抜）

71109　ライムグリーン
約40g/袋　￥750 （税抜）

75615　ブルーグレー
約40g/袋　￥750 （税抜）

71147　アップルグリーン
約25g/袋　￥1,000 （税抜）

71149　ラベンダー
約25g/袋　￥1,000 （税抜）

Moss&
　　　fiber
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水ゴケ

山ゴケ

大袋 大袋

約100g/袋 ￥700 （税抜）

牧草ソフトシートモス

山ゴケシート

山ゴケロール

※�クラフト紙の上に山ゴケを接着しています。

ソフトヒカゲカズラ
約20g/袋  ￥800 （税抜）

71063　グリーン

71079　アンティークグリーン
約200g/袋　￥1,900 （税抜）

71002　グリーン
約200g/袋　￥1,900 （税抜）

71081　アンティークグリーン
約50g/袋　￥650 （税抜）

71074　グリーン
約50g/袋　￥650 （税抜）

71080　アンティークグリーン
約1kg/袋　￥10,000 （税抜）

64066　ブルーグレー

64067　グリーン

71075　グリーン
約60g/BOX　￥1,400 （税抜）

71039　グリーン
約1kg/袋　￥10,000 （税抜）

71070　グリーン
3枚/袋、　約30×30cm　￥3,700 （税抜）

71082　グリーン
約幅12cm×1.2m/巻
￥2,000 （税抜）

71073　N/グリーン
約300g/袋
￥850 （税抜）

71064　ライトグリーン 71076　オフブラウン 71077　ブルーグレー 71078　ライムグリーン
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ジュートファイバー

シサル麻

73842　フレッシュグリーン
￥1,150 （税抜）

73840　レッド
￥1,150 （税抜）

73544　モーブピンク
約50g/袋　￥1,500 （税抜）

73545　モスグリーン
約50g/袋　￥1,500 （税抜）

73546　ライムグリーン
約50g/袋　￥1,500 （税抜）

73547　ホワイト
約30g/袋　￥1,800 （税抜）

73314　ホワイト
約10g/袋　￥1,000 （税抜）

73551　ナチュラル
￥900 （税抜）

73832　ヴェルグリーン
￥1,150 （税抜）

73833　オリーブグリーン
￥1,150 （税抜）

73834　カフェブラウン
￥1,150 （税抜）

73835　クリームイエロー
￥1,150 （税抜）

73836　シェルピンク
￥1,150 （税抜）

73837　パープリッシュブルー
￥1,150 （税抜）

73838　ボルドー
￥1,150 （税抜）

73839　ミントグリーン
￥1,150 （税抜）

73841　オフブラウン
￥1,150 （税抜）

73416　プレシャスピンク
約50g/袋　￥1,500 （税抜）

73417　フレッシュグリーン
約50g/袋　￥1,500 （税抜）

73418　ブルー
約50g/袋　￥1,500 （税抜）

73419　パープル
約50g/袋　￥1,500 （税抜）

73432　グレー
約50g/袋　￥1,500 （税抜）

73541　ナチュラル
約50g/袋　￥1,300 （税抜）

73540　カフェブラウン
約50g/袋　￥1,500 （税抜）

73542　バーガンディ
約50g/袋　￥1,500 （税抜）

73981　オフブラウン
約50g/袋　￥1,500 （税抜）

73543　ブリックオレンジ
約50g/袋　￥1,500 （税抜）

73313　ライムグリーン
約10g/袋　￥650 （税抜）

約 40g/ 袋



64

流木 木の皮　大

フローズンピック
10mm グリーン

＋ ＋

木の皮を重ねて立ち上げたトピアリー風アレンジ。　小花と共にフローズンピッ
クをあしらって大人ナチュラルに。

12Point item
ポイントアイテム

新商品の流木
や木の皮など

はワイル

ドな感じの印
象を受けます

が、アレ

ンジ次第でと
てもかわいら

しく変身

します。
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流木

ヘリクリサムヘッド
25輪/袋　￥1,000 （税抜）

メッシュネットリボン
2m/袋  ￥1,600 （税抜）

チキンワイヤー
約幅90cm×1m/巻

スノーフレーク

73468　ゴールド

73469　シルバー

73752　ブロンズ 73472　ゴールド　￥3,000 （税抜）

73600　シルバー　￥2,200 （税抜）

73977　ナチュラル
大φ7cm　４コ
中φ5cm　6コ
小φ3cm　8コ/袋
￥1,200 （税抜）

62045　N/ ローズ

62046　N/ ピンク

62044　N/ ホワイト

62047　N/ イエロー

69004　ナチュラル
約250g/袋　￥6,000 （税抜）

69007　ナチュラル
約500g/袋　￥10,000 （税抜）

69008　ナチュラル
約1kg/袋　￥18,000 （税抜）

※形状は 1 つ 1 つ異なります。ご指定はできません。
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ワイルドリーフ
約20g/袋、 約W3～5×L8～12cm  

木株スライス　ナチュラル 木の皮 大　ナチュラル 木の皮 小　ナチュラル

ミニファーンレザーファーン

64071　グリーン
￥1,500 （税抜）

64072　バーガンディ
￥1,500 （税抜）

73101　約φ4〜5cm
約100g/袋　￥800 （税抜）

73431　約L13〜17cm
約100g/袋　￥1,200 （税抜）

73106　約L4〜12cm
約100g/袋　￥1,200 （税抜）

64073　グリーン
5本/束、 約W20×L30cm
￥1,600 （税抜）

64074　バーガンディ
5本/束、 約W10×L15～20cm
￥1,600 （税抜）
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カラーリーフ
約30g/袋

ローレル

大袋

ワイヤースター ワイヤーハートワイヤーハートワイヤースター

70125　ブルーグレー（約100枚）
￥1,400 （税抜）

63019　ナチュラル
約30g/袋　￥1,000 （税抜）

63077　ナチュラル
約1kg/袋　￥30,000 （税抜）

73791　シルバー
5コ/袋、 約W4×H4cm　￥700 （税抜）

73792　ゴールド
5コ/袋、 約W4×H4cm　￥700 （税抜）

73789　シルバー
5コ/袋、 約W3×H3cm　￥700 （税抜）

73790　ゴールド
5コ/袋、 約W3×H3cm　￥700 （税抜）

70103　イエロー
￥1,400 （税抜）

70104　ライムグリーン
￥1,400 （税抜）

70105　グリーン
￥1,400 （税抜）

70121　シルバー（約80枚）
￥1,600 （税抜）

70106　オレンジ
￥1,400 （税抜）

70109　レッド
￥1,400 （税抜）

70122　バーガンディ
￥1,400 （税抜）

70120　ゴールド（約80枚）
￥1,600 （税抜）
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パールピック

ワイルドベリー クリア キャンディピック

フローズンピック

金

ホワイト

ヴァニラ

銀

さくら

ローズ

緑

チェリーピンク

赤

ブラウン

グリーン

12本/袋、 約φ1.5×H12cm  ￥400 （税抜） 3本/袋、 約W2×H26cm ￥500 （税抜）

ワイヤーボール
サイズ

色 3cm 6cm
金 73782 73778
銀 73783 73779
緑 73784 73780
赤 73785 73781

サイズ
色 8mm 10mm

ヴァニラ 73454 73930
ローズ 73455 73931

サイズ
色 10mm 15mm

ホワイト ー 73757
さくら 73760 ー

チェリーピンク 73761 73754
ブラウン ー 73756
グリーン 73759 ー

3cm 6 コ / 袋　￥600（税抜）
6cm 6 コ / 袋　￥800（税抜）

8mm 48 本 / 袋　￥500（税抜）
10mm 24 本 / 袋　￥600（税抜）

10mm 6 本 / 袋　￥200（税抜）
15mm 6 本 / 袋　￥250（税抜）

フローズンピック 20mm フローズンピック 20mm

73433　レッド 73434　イエロー 73435　グレープ 73786　クリア 73787　ピンク

73700　ホワイト
6本/袋　￥250 （税抜）

73701　レッド
6本/袋　￥250 （税抜）
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シマ毛 白樺チップ
ハート

ソフトミニカスミ
オレンジブラウン

＋ ＋

多種の木の実や白樺アイテムなどナチュラルテイストを詰め込んだ壁飾り。ふわ
ふわしたコキールを散らすことで、木の実や硬質な素材を惹き立てつつ優しい印
象に仕上がります。

13Feather
フェザー

ふわふわしたや
わらかい印象を

与え

てくれるフェザ
ー。今やなくて

はなら

ないアイテムに
。カラーバリエ

ーション

が豊富だから欲
しいものがきっ

と

見つかるはず。
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73901　スモーキーグリーン

73903　スモーキーレッド

73902　スモーキーグレー 73664　イエロー 73665　ウスムラサキ

73666　オレンジブラウン 73667　カフェブラウン 73668　ピンク

73670　ベージュ 73671　ボルドー 73672　水色

73673　ミントグリーン

カラーコキール

ほろほろ鳥 カラーコキール

約9g/袋、約5～10cm （約200枚） ￥1,850 （税抜）

約5～10cm 約9g/袋、約5～10cm （約200枚）  ￥2,000 （税抜）

73410　パープル（約100枚）
約6g/袋  ￥2,300 （税抜）

73689　ナチュラル（約80枚）
約5g/袋  ￥2,000 （税抜）

73669　ブラック
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直送 商品発送までにお時間がかります。 あらかじめご了承ください。

七面フラット
約6g/袋、 約7～12cm（約50枚）

73677　ホワイト
￥1,800 （税抜）

73675　クリーム
￥1,000 （税抜）

73676　ピンク
￥1,000 （税抜）

73679　ミントグリーン
￥1,000 （税抜）

72391　ナチュラル
約8g/袋、 約4～8cm（約300枚）
￥2,400 （税抜）

73680　ホワイト
約L30～40cm/本
￥11,000 （税抜）

73681　ホワイト
約L50～60cm/本
￥15,000 （税抜）

73682　グレー/ホワイト
約4g/袋、 約10～14cm（約50枚）
￥1,000 （税抜）

73873　ナチュラル
約2g/袋、 約3～7cm（約70枚）
￥1,500 （税抜）

73706　ホワイト
約9g/袋、 約5～10cm（約200枚）
￥1,800 （税抜）

73413　ホワイト
約6g/袋、 約8～15cm（約40枚）
￥1,600 （税抜）

72832　茶/白
約6g/袋、約10～15cm（約120枚）
￥900 （税抜）

73678　水色
￥1,000 （税抜）

シマ毛

オーストリッチ 30

ホワイトコキールスペシャル

ブリモースキャラ尾 孔雀　ブルー

ミックス茶腰毛ホワイトコキール

オーストリッチ 50
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かわいらしく個性的なアイテムが必要な分だけ揃えられるのがマーケットアイテムです。

フラワーマーケットFLOWER  MARKET

FM  フラワーアソート　

※アソート商品は予告なく内容が変わる場合がございます。

　　ソフトミニカスミ
　　インディアンコーン
　　ソフトあじさいアナベル

80592　グリーン 80593　イエロー 80594　ピンク 80595　ホワイト

３種アソート/袋 ￥650 （税抜）
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ＦＭ  木の実アソート3 ＦＭ  木の実アソート4

ＦＭ  木の実アソート10

FM カラマツミニ

FM サンキューリーフ

FM ローレルアソート1

ＦＭ  木の実アソート5

ＦＭ  木の実アソート11

FM スターアニス

FM ローレルアソート2

ＦＭ  木の実アソート6

ＦＭ  木の実アソート12

FM ドングリ皮付き

FM リーフ

FM ローレルアソート3

ＦＭ  木の実アソート7

FM カラマツ

FM ホワイトコキール

FM フィンランドモス

FM 山ゴケ

ＦＭ  木の実アソート8

FM カラマツ

FM 木の実アソート大袋

FM サンキューリーフ

80596　ボルドー
約18コ/袋、 2種アソート
￥600 （税抜）

80575　グリーン
約21コ/袋、 4種アソート
￥600 （税抜）

80499　N/フロスト
15コ/袋
￥400 （税抜）

80500　ナチュラル
30コ/袋
￥400 （税抜）

80526　ライムグリーン
10枚/袋
￥400 （税抜）

80458　ナチュラル
約120g/袋、 5種 アソート
￥1,000 （税抜）

80585　クリスマス
各3枚/袋
￥300 （税抜）

80115　グリーン
約10g/袋
￥300 （税抜）

80584　イエロー
オレンジ・レッド

各5枚/袋　￥300 （税抜）

80583　バーガンディ
ライムグリーン・グリーン

各5枚/袋　￥300 （税抜）

80527　ナチュラル
10枚/袋
￥400 （税抜）

80560　フラワー柄
10枚/袋
￥400 （税抜）

80046　グリーン
約14g/袋
￥450 （税抜）

80511　ナチュラル
約18g/袋
￥450 （税抜）

80512　ナチュラル
10コ/袋
￥450 （税抜）

80243　ホワイト
約12枚/袋
￥300 （税抜）

80577　プラチナ
8コ/袋、 4種アソート
￥700 （税抜）

80578　ゴールド
約13コ/袋、 3種アソート
￥500 （税抜）

80579　フロスト
約27コ/袋、 4種アソート
￥800 （税抜）

80497　ナチュラル
25コ/袋
￥300 （税抜）

80597　グリーン
約18コ/袋、 2種アソート
￥600 （税抜）

80598　ブルー
約18コ/袋、 2種アソート
￥600 （税抜）

80573　ナチュラル
約22コ/袋、 5種アソート
￥500 （税抜）

80574　ボルドー
約18コ/袋、 5種アソート
￥800 （税抜）
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FMパールピック10mm

FM野イチゴミニ

FMヒペリカムピック

FM 14mmベルＦＭ　シェルアソート

FMパールピック8mm

FMメタリックベリー10mm

FMヒペリカムピックシュガー

FMワイルドべリークリア

FM野イチゴミニ

FMヒペリカムピック

FM  24mmベル

FMワイルドべリークリア

FM野イチゴミニ

FMりんごピック30mm

FM  29mmベル

FMワイルドべリークリア

FMりんごピック30mm

FMりんごピック30mm

FM  フレーム

FM　シーナマイ帽子

80394　ローズ
24本/袋
￥380 （税抜）

80397　ローズ
12本/袋
￥300 （税抜）

80490　シルバー
12本/袋
￥300 （税抜）

80544　レッド
6本/袋、 約φ1.5×H7cm
￥400 （税抜）

80545　グリーン
6本/袋、 約φ1.5×H7cm
￥400 （税抜）

80546　ワイン
6本/袋、 約φ1.5×H7cm
￥400 （税抜）

80470　青
6本/袋
￥640 （税抜）

80549　レッド
6本/袋、 約φ1.5×H10cm
￥450 （税抜）

80548　クリームオレンジ
6本/袋、 約φ1.5×H10cm
￥300 （税抜）

80547　グリーン
6本/袋、 約φ1.5×H10cm
￥300 （税抜）

80472　橙
6本/袋
￥640 （税抜）

80471　赤
6本/袋
￥640 （税抜）

80514　ピンク
約10g/袋
￥300 （税抜）

87092
1コ/袋、 約φ19cm
￥800 （税抜）

87094
3コ/袋、 約φ10cm
￥1,000 （税抜）

87096
3コ/袋、 約φ5cm
￥700 （税抜）

87097
5コ/袋、 約φ3.5cm
￥900 （税抜）

87095
3コ/袋、 約φ7.5cm
￥900 （税抜）

87093
2コ/袋、 約φ16cm
￥1,100 （税抜）

80559　ゴールド
8コ/袋
￥300 （税抜）

80495　ゴールド
5コ/袋
￥300 （税抜）

80496　ゴールド
3コ/袋
￥300 （税抜）

80509 アンティークホワイト
約17×17cm/コ
￥800 （税抜）

80384　グレープ
6本/袋
￥300 （税抜）

80382　レッド
6本/袋
￥300 （税抜）

80383　イエロー
6本/袋
￥300 （税抜）

※アソート商品は予告なく内容が変わる場合がございます。
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FM　ギフトボックス

FM ギフトボックス 大
3セット/袋　□12×H12cm
￥2,200 （税抜）

FM ギフトボックス 大FM ギフトボックス 大 FM ギフトボックス 大FM ギフトボックス 大
87184　ホワイト 87186　ピンク 87187　ブルー 87188　グリーン

FM ギフトボックス 小 FM ギフトボックス 小FM ギフトボックス 小 FM ギフトボックス 小
87190　ホワイト 87192　ピンク 87193　ブルー 87194　グリーン

FM ギフトボックス 大
87185　ナチュラル

FM ギフトボックス 小
87191　ナチュラル

FM ギフトボックス 小
3セット/袋　□8×H8cm
￥1,700 （税抜）

※透明ボックスと本体で 1 セットになります。
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FM  リースボックス

GM  プレート

GM プレート正方形　大 GM プレート正方形　大
約12×12×1.5cm/コ　￥1,400 （税抜） 約12×12×1.5cm/コ　￥1,400 （税抜）

GM プレート長方形　大 GM プレート長方形　大
約12×20×1.5cm/コ　￥1,700 （税抜） 約12×20×1.5cm/コ　￥1,700 （税抜）

GM プレート正方形　小 GM プレート正方形　小
約9×9×1.5cm/コ　￥1,300 （税抜） 約9×9×1.5cm/コ　￥1,300 （税抜）

GM プレート長方形　小 GM プレート長方形　小
約9×14×1.5cm/コ　￥1,500 （税抜） 約9×14×1.5cm/コ　￥1,500 （税抜）

89021 89022

89025 89026

89027 89028

89023 89024

※納期掛率が異なりますので担当までお問い合わせください。　※手作り品のため納入までお時間を頂く場合がございます。

87168　ベージュ
5セット/袋
□ 20 × H7.5cm
￥1,800 （税抜）

87169　ベージュ
5セット/袋
□ 25×H8.5cm
￥2,400 （税抜）

87172　ホワイト
5セット/袋
□ 20×H7.5cm
￥2,000 （税抜）

87180　ブラック
3セット/袋
□ 20×H7.5cm
￥2,000 （税抜）

87173　ホワイト
5セット/袋
□25×H8.5cm
￥2,700 （税抜）

87181　ブラック
3セット/袋
□25×H8.5cm
￥2,700 （税抜）

87170　ベージュ
5セット/袋
□ 30×H9cm
￥2,700 （税抜）

87171　ベージュ
5セット/袋
□ 35×H9cm
￥3,300 （税抜）

87174　ホワイト
5セット/袋
□ 30×H9cm
￥3,000 （税抜）

87182　ブラック
3セット/袋
□ 30×H9cm
￥3,000 （税抜）

87175　ホワイト
5セット/袋
□35×H9cm
￥3,700 （税抜）

87183　ブラック
3セット/袋
□35×H9cm
￥3,700 （税抜）

89024　ウォルナット

89022　ウォルナット

89028　ウォルナット

89026　ウォルナット

89023　ライトベージュ

89021　ライトベージュ

89027　ライトベージュ

89025　ライトベージュ

※表示サイズは外寸です。内寸は 2cm ほど小さくなっております。
※ボックス本体と透明なフタで 1 セットとなります。
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品番 商品名 カラー 仕様 上代 頁

ドライフラワー

66202 赤松　アソート ナチュラル 20ｺ ¥450 40

75742 アグロスティス クランベリー 約15g ¥1,000 15

73305 アグロスティス ラベンダー 約15g ¥1,000 15

73306 アグロスティス イエロー 約15g ¥1,000 15

73307 アグロスティス アップルグリーン 約15g ¥1,000 15

75744 アグロスティス ブルーグレー 約15g ¥1,000 15

75743 アグロスティス エジプシアンブルー 約15g ¥1,000 15

73970 アケビづる ホワイト 2～3本/約φ35cm ¥2,500 47

69095 アケビづる　細 ナチュラル 2～3本/約φ43cm ¥2,500 47

69137 アケビづる　太 ナチュラル 2～3本/約φ43cm ¥2,500 47

60073 あじさい　アナベル ナチュラル 大箱 ¥2,000 23

60055 あじさい　ナチュラル ナチュラル 約6輪 ¥2,500 23

60057 あじさい　ナチュラルステム付き ナチュラル 3本 ¥1,300 23

60056 あじさい　秋色ステム付き ナチュラル 3本 ¥1,300 23

65069 アストランティア N/ホワイト 約2本 ¥2,500 32

73420 アストランティア N/パープル 約2本 ¥2,500 32

73430 アストランティア N/ボルドー 約2本 ¥2,500 32

60105 アロマティカパイナップル ナチュラル 約40g ¥1,600 31

75427 アンバーバーム　ミニ ミルキーホワイト 10ｺ ¥1,000 40

66229 アンバーバーム　ミニ ナチュラル 10ｺ ¥700 40

61039 アンモビューム N/ホワイト 約30g ¥1,300 13

67306 アンモビューム ピンク 約30g ¥1,600 13

67305 アンモビューム グリーン 約30g ¥1,600 13

67307 アンモビューム ボルドー 約30g ¥1,600 13

75682 稲穂ピック レッド 50本 ¥1,100 43

76096 稲穂ピック ラベンダー 50本 ¥1,100 43

60026 稲穂ピック N/グリーン 50本 ¥650 43

74429 稲穂ピック ローズゴールド 50本 ¥1,300 43

74329 稲穂ピック ゴールド 50本 ¥1,300 43

60007 イネ N/グリーン 50本 ¥700 43

74330 イネ ゴールド 50本 ¥1,300 43

75586 イネ レッド 50本 ¥1,100 43

76030 インディアンコーン オフオレンジ 3本 ¥1,600 16

73477 インディアンコーン シェルピンク 3本 ¥1,600 16

75497 インディアンコーン グリーン 3本 ¥1,600 16

75496 インディアンコーン オリーブグリーン 3本 ¥1,600 16

65065 インディアンコーン ホワイト 3本 ¥1,400 16

73881 ウイローリース　15 ベージュ ¥1,200 57

73885 ウイローリース　15 ホワイト ¥1,300 57

73882 ウイローリース　20 ベージュ ¥1,300 57

73886 ウイローリース　20 ホワイト ¥1,600 57

73883 ウイローリース　25 ベージュ ¥1,500 57

73887 ウイローリース　25 ホワイト ¥1,800 57

73884 ウイローリース　30 ベージュ ¥1,900 57

73888 ウイローリース　30 ホワイト ¥2,200 57

74428 うんりゅう柳 ゴールド 3本 ¥1,800 45

69001 うんりゅう柳 ホワイト 3本 ¥1,800 45

69048 うんりゅう柳 N皮むき 5本 ¥1,800 45

69045 うんりゅう柳 N皮付き 5本 ¥1,700 45

79241 うんりゅう柳 海 3本 ¥1,800 45

75717 うんりゅう柳 ブラック 3本 ¥1,800 45

75718 うんりゅう柳 レッド 3本 ¥1,800 45

75719 うんりゅう柳 ボルドー 3本 ¥1,800 45

75720 うんりゅう柳 グリーン 3本 ¥1,800 45

75721 うんりゅう柳 ライトグリーン 3本 ¥1,800 45

73044 うんりゅう柳 ピンク 3本 ¥1,800 45

75722 うんりゅう柳 ブリックオレンジ 3本 ¥1,800 45

73680 オーストリッチ　30 ホワイト 約L30～40cm ¥11,000 71

品番 商品名 カラー 仕様 上代 頁

73681 オーストリッチ　50 ホワイト 約L50～60cm ¥15,000 71

73377 オーバルクラフトリース　小 ナチュラル ¥1,600 58

73378 オーバルクラフトリース　大 ナチュラル ¥2,400 58

73379 オーバルクラフトリース　中 ナチュラル ¥2,200 58

73380 オーバルリース　小 ナチュラル ¥900 58

73908 オーバルリース　大 ナチュラル ¥1,500 58

73382 オーバルリース　中 ナチュラル ¥1,000 58

60090 大麦 N/グリーン 40本 ¥1,000 31

63095 おにくるみ ナチュラル 8ｺ ¥700 41

60086 オレガノケントビューティ N/グリーン 約15g ¥1,500 31

63008 オレンジスライス ナチュラル 約40～50g ¥1,400 33

63094 かしくるみ ナチュラル 8ｺ ¥1,100 41

66022 カスリナパッド ナチュラル 約100g ¥500 38

74425 カネラ プラチナピンク 2～3本 ¥800 16

74424 カネラ ゴールド 2～3本 ¥800 16

75750 カネラ ミニ レッド 2～5本 ¥800 16

73669 カラーコキール ブラック 約9g ¥2,000 70

73901 カラーコキール スモーキーグリーン 約9g ¥1,850 70

73902 カラーコキール スモーキーグレー 約9g ¥1,850 70

73664 カラーコキール イエロー 約9g ¥1,850 70

73665 カラーコキール ウスムラサキ 約9g ¥1,850 70

73666 カラーコキール オレンジブラウン 約9g ¥1,850 70

73667 カラーコキール カフェブラウン 約9g ¥1,850 70

73668 カラーコキール ピンク 約9g ¥1,850 70

73903 カラーコキール スモーキーレッド 約9g ¥1,850 70

73670 カラーコキール ベージュ 約9g ¥1,850 70

73671 カラーコキール ボルドー 約9g ¥1,850 70

73672 カラーコキール 水色 約9g ¥1,850 70

73673 カラーコキール ミントグリーン 約9g ¥1,850 70

75698 カラーバイン　丸芯　2.5 ｍｍ ブラック 約50g ¥1,800 43

75699 カラーバイン　丸芯　2.5 ｍｍ レッド 約50g ¥1,800 43

75739 カラーバイン　丸芯　2.5 ｍｍ グリーン 約50g ¥1,800 43

75740 カラーバイン　丸芯　2.5 ｍｍ ウスムラサキ 約50g ¥1,800 43

74426 カラーバイン　丸芯　2.5 ｍｍ ゴールド 約50g ¥1,800 43

73697 カラーバイン　丸芯　2.5 ｍｍ ナチュラル 約50g ¥1,200 43

73823 カラーバイン　丸芯　2.5 ｍｍ ホワイト 約50g ¥1,500 43

73825 カラーバイン　半芯　5.5 ｍｍ ナチュラル 約50g ¥1,500 43

73824 カラーバイン　半芯　5.5 ｍｍ ホワイト 約50g ¥1,800 43

70125 カラーリーフ ブルーグレー 約30g ¥1,400 67

70103 カラーリーフ イエロー 約30g ¥1,400 67

70104 カラーリーフ ライムグリーン 約30g ¥1,400 67

70105 カラーリーフ グリーン 約30g ¥1,400 67

70121 カラーリーフ シルバー 約30g ¥1,600 67

70106 カラーリーフ オレンジ 約30g ¥1,400 67

70109 カラーリーフ レッド 約30g ¥1,400 67

70122 カラーリーフ バーガンディ 約30g ¥1,400 67

70120 カラーリーフ ゴールド 約30g ¥1,600 67

75747 カラマツ アクアシルバー 40ｺ ¥1,250 37

75748 カラマツ ブルーシルバー 40ｺ ¥1,250 37

66183 カラマツ ホワイト 50ｺ ¥1,300 37

66186 カラマツ ナチュラル 50ｺ ¥800 37

74283 カラマツ ゴールド 40ｺ ¥1,100 37

75538 カラマツ ボルドー 40ｺ ¥1,100 37

66050 カラマツ N/フロスト 100ｺ ¥1,800 37

75539 カラマツ レッド 40ｺ ¥1,100 37

75437 カラマツ レッドエッジホワイト 40ｺ ¥1,250 37

75439 カラマツ グリーンエッジホワイト 40ｺ ¥1,250 37

75440 カラマツ イエローエッジホワイト 40ｺ ¥1,250 37

75429 カラマツ アソート ミルキーアクア 40ｺ ¥1,000 37

30
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品番 商品名 カラー 仕様 上代 頁

75631 カラマツ アソート ミルキーグリーン 40ｺ ¥1,000 37

75630 カラマツ アソート ミルキーピンク 40ｺ ¥1,000 37

75632 カラマツ アソート ミルキーパープル 40ｺ ¥1,000 37

66201 カラマツ　大 ナチュラル 50ｺ ¥600 37

74360 カラマツ　大 プラチナゴールド 40ｺ ¥900 37

73101 木株スライス ナチュラル 約100g ¥800 66

73106 木の皮　小 ナチュラル 約100g ¥1,200 66

73431 木の皮　大 ナチュラル 約100g ¥1,200 66

73786 キャンディピック クリア 3本 ¥500 68

73787 キャンディピック ピンク 3本 ¥500 68

66059 グイの実 ナチュラル 約70g ¥600 40

75627 グイの実 レッド 約35g ¥800 40

73873 孔雀　ブルー ナチュラル 約2g ¥1,500 71

73909 クラフトリース　15 ナチュラル ¥780 56

73870 クラフトリース　20 ホワイト ¥1,000 56

73910 クラフトリース　20 ナチュラル ¥1,100 56

73871 クラフトリース　25 ホワイト ¥1,200 56

73394 クラフトリース　25 ナチュラル ¥1,900 56

73872 クラフトリース　30 ホワイト ¥1,600 56

73395 クラフトリース　30 ナチュラル ¥2,500 56

73396 クラフトリース　35 ナチュラル ¥3,000 56

73815 クラフトリース　40 ナチュラル ¥4,100 56

73816 クラフトリース　50 ナチュラル ¥6,000 56

69005 黒竹枝 ナチュラル 8本 ¥900 43

65085 黒麦 ホワイト 20本 ¥1,100 17

66131 ケムフルーツ ナチュラル 約50g ¥360 41

66220 コーンワイヤー付き N/フロスト 8本 ¥1,400 40

66219 コーンワイヤー付き ナチュラル 8本 ¥1,300 40

73982 小枝立ち木バンドル ナチュラル ¥1,600 51

66222 コニカルガムヘッド ナチュラル 約30g ¥500 40

60001 小麦 N/グリーン 40本 ¥1,100 17

75511 小麦 カフェブラウン 40本 ¥1,200 17

75512 小麦 ボルドー 40本 ¥1,200 17

66199 コメツガ ナチュラル 50ｺ ¥850 40

74406 コンパクターロゼット ローズゴールド 5ｺ ¥1,500 40

66211 コンパクターロゼット ナチュラル 5ｺ ¥1,100 40

66212 サリグナム ナチュラル 約60g ¥800 38

60076 サルビア ナチュラル 約40g ¥1,600 31

72568 サルボウ N/ホワイト 約100g ¥400 48

73109 サンキライコーン　 20cm ¥1,300 59

73110 サンキライコーン　 25cm ¥1,500 59

73107 サンキライヒゲ付きバイン グリーン 約50g ¥1,200 54

72026 サンキライミニスター　10 ナチュラル 6ｺ ¥500 55

72030 サンキライミニスター　7 ナチュラル 12ｺ ¥800 55

72027 サンキライミニハート　10 ナチュラル 6ｺ ¥700 55

73846 サンキライミニハート　10 ホワイト 6ｺ ¥700 55

73844 サンキライミニハート　10 ピンク 6ｺ ¥700 55

74414 サンキライミニハート　10 ゴールド 6ｺ ¥700 55

74413 サンキライミニハート　10 プラチナゴールド 6ｺ ¥700 55

72031 サンキライミニハート　7 ナチュラル 12ｺ ¥700 55

73594 サンキライミニボール　10 ナチュラル 6ｺ ¥900 55

73847 サンキライミニボール　10 ホワイト 6ｺ ¥900 55

73845 サンキライミニボール　10 ピンク 6ｺ ¥900 55

73595 サンキライミニボール　7 ナチュラル 12ｺ ¥1,000 55

79406 シェル　アソート ナチュラル 約150g ¥950 48

79407 シェル　ミニアソート ナチュラル 約100g ¥950 48

73551 シサル麻 ナチュラル 約40g ¥900 63

73832 シサル麻 ヴェルグリーン 約40g ¥1,150 63

73833 シサル麻 オリーブグリーン 約40g ¥1,150 63

73834 シサル麻 カフェブラウン 約40g ¥1,150 63

73835 シサル麻 クリームイエロー 約40g ¥1,150 63

73836 シサル麻 シェルピンク 約40g ¥1,150 63

73837 シサル麻 パープリッシュブルー 約40g ¥1,150 63

73838 シサル麻 ボルドー 約40g ¥1,150 63

73839 シサル麻 ミントグリーン 約40g ¥1,150 63

73841 シサル麻 オフブラウン 約40g ¥1,150 63

73842 シサル麻 フレッシュグリーン 約40g ¥1,150 63

73840 シサル麻 レッド 約40g ¥1,150 63

73424 シサルボール　10 オレンジ ¥250 59

品番 商品名 カラー 仕様 上代 頁

73425 シサルボール　10 グリーン ¥250 59

73426 シサルボール　10 ホワイト ¥250 59

73979 シサルボール　10 モスグリーン ¥500 59

73427 シサルボール　15 オレンジ ¥300 59

73428 シサルボール　15 グリーン ¥300 59

73429 シサルボール　15 ホワイト ¥300 59

73980 シサルボール　15 モスグリーン ¥600 59

73421 シサルボール　8 オレンジ ¥200 59

73422 シサルボール　8 グリーン ¥200 59

73423 シサルボール　8 ホワイト ¥200 59

73978 シサルボール　8 モスグリーン ¥400 59

73997 シサルリース　ワイヤー入り N/ホワイト φ25cm ¥1,700 55

73996 シサルリース　ワイヤー入り N/ホワイト φ20cm ¥1,400 55

73950 シサルリース　ワイヤー入り N/ホワイト φ15cm ¥850 55

74434 シダローズ　小 プラチナピンク 10ｺ ¥1,300 39

75760 シダローズ　小 レッド 10ｺ ¥1,200 39

66232 シダローズ　小 ホワイト 10ｺ ¥1,200 39

66024 シダローズ　大 ナチュラル 20ｺ ¥800 39

73677 七面フラット ホワイト 約6g ¥1,800 71

73675 七面フラット クリーム 約6g ¥1,000 71

73676 七面フラット ピンク 約6g ¥1,000 71

73679 七面フラット ミントグリーン 約6g ¥1,000 71

73678 七面フラット 水色 約6g ¥1,000 71

63087 シナモンスティック ナチュラル 20本/6cm ¥1,200 41

63071 シナモンスティック ナチュラル 20本/12cm ¥1,700 41

63072 シナモンスティック　大袋 ナチュラル 約1kg/12cm ¥15,000 41

63088 シナモンチップ ナチュラル 約100g ¥500 41

72391 シマ毛 ナチュラル 約8g ¥2,400 71

73416 ジュートファイバー プレシャスピンク 約50g ¥1,500 63

73417 ジュートファイバー フレッシュグリーン 約50g ¥1,500 63

73418 ジュートファイバー ブルー 約50g ¥1,500 63

73419 ジュートファイバー パープル 約50g ¥1,500 63

73432 ジュートファイバー グレー 約50g ¥1,500 63

73541 ジュートファイバー ナチュラル 約50g ¥1,300 63

73540 ジュートファイバー カフェブラウン 約50g ¥1,500 63

73542 ジュートファイバー バーガンディ 約50g ¥1,500 63

73981 ジュートファイバー オフブラウン 約50g ¥1,500 63

73543 ジュートファイバー ブリックオレンジ 約50g ¥1,500 63

73544 ジュートファイバー モーブピンク 約50g ¥1,500 63

73545 ジュートファイバー モスグリーン 約50g ¥1,500 63

73546 ジュートファイバー ライムグリーン 約50g ¥1,500 63

73313 ジュートファイバー ライムグリーン 約10g ¥650 63

73547 ジュートファイバー ホワイト 約30g ¥1,800 63

73314 ジュートファイバー ホワイト 約10g ¥1,000 63

72052 シュロの皮 ナチュラル 5枚 ¥2,000 47

73993 白樺アンバーガーランド ¥2,500 51

73829 白樺器　円 ナチュラル ¥900 50

73436 白樺器　角 ナチュラル ¥900 50

73437 白樺器　楕円 ナチュラル ¥900 50

73438 白樺器　半円 ナチュラル ¥900 50

73971 白樺オーナメントスター ナチュラル 6ｺ ¥1,400 51

73973 白樺オーナメントツリー ナチュラル 6ｺ ¥1,400 50

73972 白樺オーナメントハート ナチュラル 6ｺ ¥1,400 50

73991 白樺壁掛け ナチュラル ¥700 51

73992 白樺壁掛けダブル ナチュラル ¥1,200 51

73926 白樺皮　正方形 L ナチュラル 8枚 ¥2,500 50

73357 白樺皮　正方形 M ナチュラル 6枚 ¥1,400 50

73358 白樺皮　正方形 S ナチュラル 6枚 ¥1,100 50

73925 白樺皮ロール ナチュラル ¥3,800 51

73111 白樺小枝　スター ナチュラル ¥1,600 53

73360 白樺小枝バンドル ナチュラル ¥1,200 50

73795 白樺サンキューピック ナチュラル 3本 ¥650 51

73439 白樺スティック ナチュラル 約100g ¥650 51

73102 白樺チップハート　 20ｺ ¥800 51

73103 白樺チップ正方形　 30ｺ ¥800 51

73367 白樺長枝バンドル ナチュラル ¥2,200 50

73104 白樺バンドルミニ　 ホワイト 5ｺ ¥1,000 51

73105 白樺バンドルミニ　 ナチュラル 5ｺ ¥1,000 51

73983 白樺ベース ナチュラル ¥1,300 51

サ
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73969 白樺彫り　小 ナチュラル ¥1,200 50

73968 白樺彫り　中 ナチュラル ¥1,300 50

73441 白樺彫り　手つき小 ナチュラル ¥1,000 50

73366 白樺彫り　手つき中 ナチュラル ¥1,450 50

73974 白樺ミニバンドルピック ナチュラル 6本 ¥1,300 51

73994 白樺松かさガーランド ¥2,500 51

67117 シルバーデージー N/ホワイト 約20g ¥1,300 14

76052 シルバーデージー カシスフロート 約20g ¥1,500 14

76055 シルバーデージー レモンオレンジ 約20g ¥1,500 14

76049 シルバーデージー ピンク 約20g ¥1,500 14

76053 シルバーデージー グリーンイエロー 約20g ¥1,500 14

79404 シルバーデージー ターコイズグリーン 約20g ¥1,500 14

79297 シルバーデージー パープリッシュブルー 約20g ¥1,500 14

67021 シルバーデージーミニ N/ホワイト 約20g ¥1,200 14

73302 シルバーデージーミニ ピンク 約20g ¥1,400 14

73303 シルバーデージーミニ パープル 約20g ¥1,400 14

73304 シルバーデージーミニ ライトグリーン 約20g ¥1,400 14

74409 スターアニス プラチナピンク 約35g ¥1,400 39

74052 スターアニス ゴールド 約35g ¥1,400 39

63093 スターアニス ナチュラル 約50g ¥1,200 39

67020 スターコーン ナチュラル 2本 ¥1,200 16

75697 スターコーン ボルドー 2本 ¥1,500 16

75696 スターコーン ブリックオレンジ 2本 ¥1,500 16

75686 スターコーンヘッド パープル 10ｺ ¥1,800 16

75688 スターコーンヘッド パープリッシュブルー 10ｺ ¥1,800 16

75687 スターコーンヘッド グリーン 10ｺ ¥1,800 16

66214 スターコーンヘッド ナチュラル 10ｺ ¥1,300 16

79236 スターフィッシュ ナチュラル 20ｺ ¥900 48

79233 スターフィッシュ ピンク 20ｺ ¥1,000 48

79234 スターフィッシュ ブルー 20ｺ ¥1,000 48

79246 スターフィッシュ ミニ ナチュラル 20ｺ ¥500 48

79247 スターフィッシュ ミニ ブルー 20ｺ ¥500 48

75577 スティファ オリーブグリーン 約15g ¥1,100 17

75580 スティファ カフェブラウン 約15g ¥1,100 17

75582 スティファ ボルドー 約15g ¥1,100 17

75581 スティファ ブラック 約15g ¥1,100 17

65077 スティファ ホワイト 約15g ¥1,100 17

73108 ストローバイン ナチュラル 約20g ¥700 54

73989 ストローリース ホワイトブラッシュ φ25cm ¥1,600 55

73988 ストローリース ホワイトブラッシュ φ20cm ¥1,500 55

73987 ストローリース ホワイトブラッシュ φ15cm ¥1,000 55

73911 ストローリース　10 ナチュラル ¥500 58

73921 ストローリース　15 ナチュラル ¥600 58

73819 ストローリース　20 ナチュラル ¥1,000 58

73491 ストローリース　25 ナチュラル ¥1,400 58

79242 砂サンゴ ピンク 約200g ¥700 48

79244 砂サンゴ イエロー 約200g ¥700 48

79245 砂サンゴ グリーン 約200g ¥700 48

79226 砂サンゴ ナチュラル 約200g ¥700 48

79228 砂サンゴ 海 約200g ¥700 48

73977 スノーフレーク ナチュラル 大4、中6、小8 ¥1,200 65

71201 スパニッシュモス ナチュラル 約50g ¥800 60

71232 スパニッシュモス グリーン 約50g ¥1,000 60

71235 スパニッシュモス ブラウン 約50g ¥1,000 60

71237 スパニッシュモス　大袋 ナチュラル 約1kg ¥14,000 60

71238 スパニッシュモス　大袋 グリーン 約1kg ¥17,000 60

71241 スパニッシュモス　大袋 ブラウン 約1kg ¥17,000 60

75741 センニチコウ ミルキーピンク 約30g ¥1,600 31

60052 センニチコウ N/ピンク 約40g ¥1,600 31

60053 センニチコウ N/レッド 約40g ¥1,600 31

60051 センニチコウ N/パープル 約40g ¥1,600 31

60075 センニチコウファイヤーワークス ナチュラル 約40g ¥1,600 31

75736 ソーラーディスコローズ 小 ナチュラル 5ｺ ¥1,000 6

75738 ソーラーディスコローズ 小 グリーン 5ｺ ¥1,200 6

75735 ソーラーディスコローズ 大 ナチュラル 5ｺ ¥1,200 6

75737 ソーラーディスコローズ 大 グリーン 5ｺ ¥1,400 6

75734 ソーラーローズ プティ ホワイト 5ｺ ¥1,400 7

75507 ソーラーローズ プティ レッド 5ｺ ¥1,400 7

75508 ソーラーローズ プティ ホットピンク 5ｺ ¥1,400 7

品番 商品名 カラー 仕様 上代 頁

75726 ソーラーローズ プティ オフオレンジ 5ｺ ¥1,400 7

75506 ソーラーローズ プティ ボルドー 5ｺ ¥1,400 7

75727 ソーラーローズ プティ オフブラウン 5ｺ ¥1,400 7

75729 ソーラーローズ プティ イエローグリーン 5ｺ ¥1,400 7

75728 ソーラーローズ プティ スモークイエロー 5ｺ ¥1,400 7

75730 ソーラーローズ プティ エメラルドグリーン 5ｺ ¥1,400 7

75731 ソーラーローズ プティ ブルーグレー 5ｺ ¥1,400 7

75732 ソーラーローズ プティ ミストブルー 5ｺ ¥1,400 7

75733 ソーラーローズ プティ パープル 5ｺ ¥1,400 7

75463 ソーラーローズ フレアー大 ホワイト 5ｺ ¥1,600 5

75445 ソーラーローズ フレアー大 カメリアローズ 5ｺ ¥1,600 5

75451 ソーラーローズ フレアー大 レッド 5ｺ ¥1,600 5

75455 ソーラーローズ フレアー大 オレンジピンク 5ｺ ¥1,600 5

75500 ソーラーローズ フレアー中 ホワイト 5ｺ ¥1,400 6

75476 ソーラーローズ フレアー中 レッド 5ｺ ¥1,400 6

75479 ソーラーローズ フレアー中 ホットピンク 5ｺ ¥1,400 6

75480 ソーラーローズ フレアー中 オフオレンジ 5ｺ ¥1,400 6

75467 ソーラーローズ フレアー中 ボルドー 5ｺ ¥1,400 6

75481 ソーラーローズ フレアー中 オフブラウン 5ｺ ¥1,400 6

75483 ソーラーローズ フレアー中 イエローグリーン 5ｺ ¥1,400 6

75482 ソーラーローズ フレアー中 スモークイエロー 5ｺ ¥1,400 6

75485 ソーラーローズ フレアー中 エメラルドグリーン 5ｺ ¥1,400 6

75486 ソーラーローズ フレアー中 ブルーグレー 5ｺ ¥1,400 6

75487 ソーラーローズ フレアー中 ミストブルー 5ｺ ¥1,400 6

75489 ソーラーローズ フレアー中 パープル 5ｺ ¥1,400 6

75449 ソーラーローズ ブレード ホワイト 5ｺ ¥1,600 5

75447 ソーラーローズ ブレード ボルドー 5ｺ ¥1,600 5

75446 ソーラーローズ ブレード パープル 5ｺ ¥1,600 5

75461 ソーラーローズ ブレード ハニーブラウン 5ｺ ¥1,600 5

64191 ソフトあじさいアナベル クランベリー 約2.5輪 ¥1,900 22

64170 ソフトあじさいアナベル ホワイト 約2.5輪 ¥1,900 22

64187 ソフトあじさいアナベル ベビーピンク 約2.5輪 ¥1,900 22

64186 ソフトあじさいアナベル アップルグリーン 約2.5輪 ¥1,900 22

64252 ソフトあじさいアナベル パープル 約2.5輪 ¥1,900 22

64253 ソフトあじさいアナベル グレー 約2.5輪 ¥1,900 22

64220 ソフトあじさいアナベル グリーンティー 約2.5輪 ¥1,900 22

64189 ソフトあじさいアナベル エジプシアンブルー 約2.5輪 ¥1,900 22

64185 ソフトあじさいアナベル カスタード 約2.5輪 ¥1,900 22

64190 ソフトあじさいアナベル キャラメルブラウン 約2.5輪 ¥1,900 22

64226 ソフトあじさいアナベル スプラッシュ　ピンク 約2.5輪 ¥2,500 22

64225 ソフトあじさいアナベル スプラッシュ　エジプシアン 約2.5輪 ¥2,500 22

64223 ソフトあじさいアナベル スプラッシュ　クランベリー 約2.5輪 ¥2,500 22

64224 ソフトあじさいアナベル スプラッシュ　グリーン 約2.5輪 ¥2,500 22

64244 ソフトあじさいアナベル　パルフェ ソーダーフロート 約2.5輪 ¥2,500 20

64245 ソフトあじさいアナベル　パルフェ ピンクフロート 約2.5輪 ¥2,500 20

64249 ソフトあじさいアナベル　パルフェ レモンオレンジ 約2.5輪 ¥2,500 20

64250 ソフトあじさいアナベル　パルフェ メロンフロート 約2.5輪 ¥2,500 20

64251 ソフトあじさいアナベル　パルフェ カシスフロート 約2.5輪 ¥2,500 20

64142 ソフトあじさい彩 ラベンダー×グリーン 約2.5輪 ¥2,500 20

64143 ソフトあじさい彩 ボルドー×グリーン 約2.5輪 ¥2,500 20

64215 ソフトあじさい彩 ボルドー×ボルドー 約2.5輪 ¥2,800 20

64193 ソフトあじさい彩 ブルー×ブルー 約2.5輪 ¥2,800 20

64194 ソフトあじさい彩 ホワイト×ピンク 約2.5輪 ¥2,800 20

64286 ソフトあじさい水無月 ブルーベリー 約2輪 ¥2,000 21

64285 ソフトあじさい水無月 ラズベリー 約2輪 ¥2,000 21

64283 ソフトあじさい水無月 グリーングレー 約2輪 ¥2,000 21

64233 ソフトあじさい水無月 ボルドー×グリーン 約2輪 ¥2,200 21

64234 ソフトあじさい水無月 ラベンダー×グリーン 約2輪 ¥2,200 21

64134 ソフトあじさい水無月 フレッシュグリーン 約2輪 ¥2,200 21

64131 ソフトあじさい水無月 オフホワイト 約2輪 ¥2,200 21

64133 ソフトあじさい水無月 プレシャスピンク 約2輪 ¥2,200 21

64211 ソフトあじさい柏葉 グリーン 約2輪 ¥2,500 21

64200 ソフトあじさい柏葉 パープル 約2輪 ¥2,500 21

64199 ソフトあじさい柏葉 ピンク 約2輪 ¥2,500 21

64198 ソフトあじさい柏葉 オフホワイト 約2輪 ¥2,500 21

64212 ソフトあじさい柏葉 ライトグリーン 約2輪 ¥2,500 21

64292 ソフトあじさい美咲 アンティークブルー 約2.5輪 ¥1,800 19

64293 ソフトあじさい美咲 アンティークパープル 約2.5輪 ¥1,800 19

64281 ソフトあじさい美咲 アンティークグリーン 約2.5輪 ¥1,800 19
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品番 商品名 カラー 仕様 上代 頁

64282 ソフトあじさい美咲 アンティークレッド 約2.5輪 ¥1,800 19

64261 ソフトあじさい美咲 ビューティー 約2.5輪 ¥1,800 19

64280 ソフトあじさい美咲 スカーレット 約2.5輪 ¥1,800 19

64260 ソフトあじさい美咲 バジルグリーン 約2.5輪 ¥1,800 19

64164 ソフトあじさい美咲 ナイトブラック 約2.5輪 ¥1,800 19

64166 ソフトあじさい美咲 フレッシュグリーン 約2.5輪 ¥2,400 19

64243 ソフトあじさい美咲 フレッシュオレンジ 約2.5輪 ¥2,400 19

64165 ソフトあじさい美咲 プレシャスピンク 約2.5輪 ¥2,400 19

64168 ソフトあじさい美咲 オフホワイト 約2.5輪 ¥2,400 19

64167 ソフトあじさい美咲 ベビーブルー 約2.5輪 ¥2,400 19

75515 ソフトイモーテル ブラウン 約20g ¥2,000 25

75516 ソフトイモーテル ボルドー 約20g ¥2,000 25

76082 ソフトイモーテル フランボワーズ 約20g ¥2,000 25

76081 ソフトイモーテル アップルグリーン 約20g ¥2,000 25

75518 ソフトイモーテル グリーンイエロー 約20g ¥2,000 25

67304 ソフトイモーテル イエロー/ピンク 約20g ¥2,000 25

67303 ソフトイモーテル N/イエロー 約20g ¥1,800 25

76077 ソフトイモーテル グレー 約20g ¥2,200 25

76075 ソフトイモーテル ライトブルーフロート 約20g ¥2,200 25

76063 ソフトイモーテル パープリッシュブルー 約20g ¥2,200 25

76059 ソフトイモーテル オフパープルフロート 約20g ¥2,200 25

76083 ソフトイモーテル カシス 約20g ¥2,200 25

73858 ソフトイモーテル ピンク 約20g ¥2,200 25

65074 ソフトイモーテル ホワイト 約20g ¥2,200 25

76098 ソフトカスピア アクア 約20g ¥2,000 29

76099 ソフトカスピア クランベリー 約20g ¥2,000 29

76100 ソフトカスピア パープル 約20g ¥2,000 29

76101 ソフトカスピア グリーン 約20g ¥2,000 29

65090 ソフトかすみ草 オフホワイト 約10g ¥1,800 27

79251 ソフトかすみ草 ロイヤルブルー 約10g ¥1,800 27

76079 ソフトかすみ草 オフグリーン 約10g ¥1,800 27

76080 ソフトかすみ草 オフパープル 約10g ¥1,800 27

76078 ソフトかすみ草 ピンク 約10g ¥1,800 27

64206 ソフト小麦 グリーン 40本 ¥1,500 17

71075 ソフトシートモス グリーン 約60g ¥1,400 62

71246 ソフトスパニッシュモス ライムグリーン 約50g ¥1,200 60

71245 ソフトスパニッシュモス ブルーグレー 約50g ¥1,200 60

64287 ソフトタタリカ クリアグリーン 約20g ¥1,700 29

64288 ソフトタタリカ リアルグリーン 約20g ¥1,700 29

71003 ソフトタチカズラ グリーン 約30g ¥1,300 29

74430 ソフトタチカズラ グリーン　フロスト　 約35g ¥1,500 29

71042 ソフトタチカズラ　大袋 グリーン 約1kg ¥35,000 29

64061 ソフトツゲ グリーン 約20g ¥1,000 29

64068 ソフトツゲ グリーンフロスト 約20g ¥1,500 29

65087 ソフトニゲラ ホワイト 約20g ¥2,300 28

64066 ソフトヒカゲカズラ ブルーグレー 約20g ¥800 62

64067 ソフトヒカゲカズラ グリーン 約20g ¥800 62

64059 ソフトヒバ グリーン 約20g ¥1,000 29

64060 ソフトヒバ グリーンフロスト 約20g ¥1,500 29

76069 ソフトポンポンフラワー シェルピンク 約20g ¥900 28

65088 ソフトミツマタ ホワイト 3本 ¥1,800 47

75524 ソフトミニカスミ ブルーグリーン 約22g ¥1,500 26

75695 ソフトミニカスミ インディゴブルー 約22g ¥1,500 26

75701 ソフトミニカスミ オレンジブラウン 約22g ¥1,500 26

75702 ソフトミニカスミ ブリックオレンジ 約22g ¥1,500 26

75573 ソフトミニカスミ ボルドー 約22g ¥1,500 26

75685 ソフトミニカスミ ブラック 約22g ¥1,500 26

73861 ソフトミニカスミ グリーン 約22g ¥1,500 26

76037 ソフトミニカスミ フレッシュグリーン 約22g ¥1,500 26

65075 ソフトミニカスミ ホワイト 約22g ¥1,500 26

76036 ソフトミニカスミ ピンク 約22g ¥1,500 26

73860 ソフトミニカスミ イエロー 約22g ¥1,500 26

76047 ソフトミニカスミ オフグレー 約22g ¥1,500 26

76035 ソフトミニカスミ ラベンダー 約22g ¥1,500 26

74401 ソフトミニカスミ ローズゴールド 約22g ¥1,800 26

74411 ソフトミニカスミ プラチナピンク 約22g ¥1,800 26

73048 ソフトモリソニア ピンク 約20g ¥1,200 13

75723 ソフトモリソニア クランベリー 約20g ¥1,200 13

73050 ソフトモリソニア イエロー 約20g ¥1,200 13

品番 商品名 カラー 仕様 上代 頁

73049 ソフトモリソニア アップルグリーン 約20g ¥1,200 13

75724 ソフトモリソニア ブルーグリーン 約20g ¥1,200 13

75725 ソフトモリソニア エジプシアンブルー 約20g ¥1,000 13

75526 ソフトラスカス ターコイズグリーン 約50g ¥2,000 28

73855 ソフトラスカス リアルグリーン 約50g ¥2,000 28

76048 ソフトラスカス オフグレー 約50g ¥2,000 28

75618 ソフトラスカス ブルーグレー 約50g ¥2,000 28

79119 ソフトラスカス 海 約50g ¥2,000 28

75138 ソフトラスカス カフェブラウン 約50g ¥2,000 28

65009 ソフトラスカス アイボリー 約50g ¥1,800 28

75677 ソフトラスカス ブラック 約50g ¥2,000 28

61152 ソフトラベンダー 約30g ¥1,900 28

64230 ソフトラムズイヤー ナチュラル 約10本 ¥1,600 28

75678 ソフトリコポビューム グリーン 約20g ¥1,200 28

64053 ソフトルリ玉アザミ ブルー 3本 ¥2,300 28

63070 ソラナム ナチュラル 5ｺ ¥1,600 33

75751 竹枝 レッド 8本 ¥1,000 43

74316 竹枝 ゴールド 8本 ¥1,000 43

74317 竹枝 シルバー 8本 ¥1,000 43

75625 タタリカ ボルドー 約20g ¥1,600 12

61049 タタリカ ナチュラル 約20g ¥1,300 12

66215 タルホーン ナチュラル 5ｺ ¥1,500 36

65063 チーゼル ホワイト 5～6輪 ¥700 17

73472 チキンワイヤー ゴールド ¥3,000 65

73600 チキンワイヤー シルバー ¥2,200 65

73805 ドーナツスター　22 ホワイト ¥800 53

73580 ドーナツスター　22 シルバー　ラメ ¥600 53

73806 ドーナツハート　17 ホワイト ¥500 54

73807 ドーナツムーン　17 ホワイト ¥500 54

66002 ドイツトーヒ ナチュラル 5ｺ ¥800 36

68026 唐辛子ステム付き ナチュラル 約40g ¥1,000 32

75425 どんぐり ボルドー 25ｺ ¥1,500 41

75426 どんぐり ミルキーホワイト 25ｺ ¥1,500 41

66221 どんぐり ナチュラル 25ｺ ¥1,100 41

66157 ドングリ皮付き ナチュラル 25ｺ ¥800 41

61055 ニゲラ N/グリーン 約45g ¥1,700 32

76091 ニゲラオリエンタリス ミルキーホワイト 約20g ¥1,400 11

76092 ニゲラオリエンタリス ミルキーピンク 約20g ¥1,400 11

61070 ニゲラオリエンタリス N/グリーン 約30g ¥1,400 11

73051 ニゲラオリエンタリス モーブピンク 約20g ¥1,400 11

76097 ニゲラオリエンタリス グレー 約20g ¥1,400 11

75755 ニゲラオリエンタリス ブリックオレンジ 約20g ¥1,400 11

75756 ニゲラオリエンタリス ボルドー 約20g ¥1,400 11

75757 ニゲラオリエンタリス レッド 約20g ¥1,400 11

65091 ニゲラオリエンタリス ホワイト 約20g ¥1,400 11

79252 ニゲラオリエンタリス 海 約20g ¥1,400 11

75758 ニゲラオリエンタリス ターコイズグリーン 約20g ¥1,400 11

75714 ニゲラオリエンタリス ブラウン 約20g ¥1,400 11

75759 ニゲラオリエンタリス ブラック 約20g ¥1,400 11

74433 ニゲラオリエンタリス プラチナゴールド 約20g ¥1,400 11

76093 ニゲラオリエンタリス ミディ アンティークピンク 約20g ¥1,400 11

65067 ニゲラオリエンタリス ミディ ホワイト 約20g ¥1,400 11

73040 ニゲラオリエンタリス ミディ ピンク 約20g ¥1,400 11

79238 ニゲラオリエンタリス ミディ パープリッシュブルー 約20g ¥1,400 11

73041 ニゲラオリエンタリス ミディ クリームイエロー 約20g ¥1,400 11

76094 ニゲラオリエンタリス ミディ オフブラウン 約20g ¥1,400 11

73811 NEW サンキライリース　15 ナチュラル ¥850 56

73812 NEW サンキライリース　20 ナチュラル ¥1,000 56

73813 NEW サンキライリース　25 ナチュラル ¥1,100 56

73814 NEW サンキライリース　30 ナチュラル ¥1,400 56

66080 ノグルミ ナチュラル 25ｺ ¥700 37

74363 ノグルミ プラチナゴールド 25ｺ ¥1,100 37

73984 ハートリース　15 ホワイトブラッシュ ¥1,000 54

73912 ハートリース　15 クロス ナチュラル ¥800 54

73985 ハートリース　20 ホワイトブラッシュ ¥1,200 54

72112 ハートリース　20 クロス ナチュラル ¥1,000 54

73986 ハートリース　25 ホワイトブラッシュ ¥1,400 54

73035 ハートリース　25 ナチュラル ¥1,100 54

72111 ハートリース　25 クロス ナチュラル ¥1,100 54

タ

ハ

ナ



81

品番 商品名 カラー 仕様 上代 頁

73930 パールピック　10 ｍｍ ヴァニラ 24本 ¥600 68

73931 パールピック　10 ｍｍ ローズ 24本 ¥600 68

73454 パールピック　8 ｍｍ ヴァニラ 48本 ¥500 68

73455 パールピック　8 ｍｍ ローズ 48本 ¥500 68

66023 バクリ ナチュラル 約100g ¥500 39

75428 バクリフラワー ミルキーアクア 30ｺ ¥1,200 39

75634 バクリフラワー ミルキーピンク 30ｺ ¥1,200 39

66182 バクリフラワー アイボリー 30ｺ ¥1,200 39

75635 バクリフラワー ミルキーグリーン 30ｺ ¥1,200 39

75636 バクリフラワー ミルキーパープル 30ｺ ¥1,200 39

75638 バクリフラワー ミルキーホワイト 30ｺ ¥1,200 39

66069 バクリ　ミニ ナチュラル 50ｺ ¥850 39

67076 ハス　ステム付き ナチュラル 5本 ¥1,100 32

67023 ハスヘッド　大 ナチュラル 6ｺ ¥900 41

60077 ハニーテール ナチュラル 約15g ¥950 9

60066 バラ　ジュピター N/イエロー 5本 ¥1,600 33

60058 バラ　ティネケ N/クリーム 5本 ¥1,600 33

62048 バラポプリ N/レッド 約25g ¥650 33

60063 バラ　ローテローザ N/ダークレッド 5本 ¥1,600 33

73514 ひげぶどうリース　15 ナチュラル ¥1,000 57

73515 ひげぶどうリース　20 ナチュラル ¥1,800 57

73516 ひげぶどうリース　25 ナチュラル ¥2,300 57

73517 ひげぶどうリース　30 ナチュラル ¥2,700 57

66053 ひのきの実 ナチュラル 約30g ¥650 40

61150 フィビジア ナチュラル 約30g ¥1,200 13

73308 フィビジア アップルグリーン 約20g ¥1,700 13

73309 フィビジア アクア 約20g ¥1,700 13

73311 フィビジア ピンク 約20g ¥1,700 13

73310 フィビジア エジプシアンブルー 約20g ¥1,700 13

71146 フィンランドモス プレシャスピンク 約25g ¥1,000 61

71147 フィンランドモス アップルグリーン 約25g ¥1,000 61

71149 フィンランドモス ラベンダー 約25g ¥1,000 61

71101 フィンランドモス ナチュラル 約40g ¥750 61

71139 フィンランドモス ナチュラル 約500g ¥8,500 61

71103 フィンランドモス グリーン 約40g ¥750 61

71142 フィンランドモス グリーン 約500g ¥8,500 61

71107 フィンランドモス モスグリーン 約40g ¥750 61

71144 フィンランドモス モスグリーン 約500g ¥8,500 61

71109 フィンランドモス ライムグリーン 約40g ¥750 61

71145 フィンランドモス ライムグリーン 約500g ¥8,500 61

75615 フィンランドモス ブルーグレー 約40g ¥750 61

71150 フィンランドモス ブルーグレー 約500g ¥8,500 61

71117 フィンランドモス ブラウン 約40g ¥750 61

71143 フィンランドモス ブラウン 約500g ¥8,500 61

71119 フィンランドモス ホワイト 約25g ¥1,000 61

71152 フィンランドモス ホワイト 約300g ¥8,500 61

71153 フィンランドモス ホワイト 約600g ¥16,000 61

71125 フィンランドモス アンティークグリーン 約40g ¥750 61

71141 フィンランドモス アンティークグリーン 約500g ¥8,500 61

71136 フィンランドモス フレッシュグリーン 約40g ¥750 61

71137 フィンランドモス フレッシュグリーン 約500g ¥8,500 61

71123 フィンランドモス ブルー 約25g ¥1,000 61

71154 フィンランドモス ブルー 約300g ¥8,500 61

71155 フィンランドモス ブルー 約600g ¥16,000 61

71102 フィンランドモス　大袋 ナチュラル 約1kg ¥16,000 61

71104 フィンランドモス　大袋 グリーン 約1kg ¥16,000 61

71108 フィンランドモス　大袋 モスグリーン 約1kg ¥16,000 61

71110 フィンランドモス　大袋 ライムグリーン 約1kg ¥16,000 61

71151 フィンランドモス　大袋 ブルーグレー 約1kg ¥16,000 61

71118 フィンランドモス　大袋 ブラウン 約1kg ¥16,000 61

71126 フィンランドモス　大袋 アンティークグリーン 約1kg ¥16,000 61

71138 フィンランドモス　大袋 フレッシュグリーン 約1kg ¥16,000 61

73849 フジヅル ホワイト 約2m×3本/約φ28cm ¥2,500 47

73848 フジヅル 細 ホワイト 約2m×3本/約φ28cm ¥2,500 47

69142 フジヅル皮付き ナチュラル 約2m×1本/約φ30cm ¥700 47

73591 ふっくらスター　13 ホワイト ¥350 53

73585 ふっくらスター　13 シルバー　ラメ ¥350 53

73592 ふっくらスター　17 ホワイト ¥500 53

73586 ふっくらスター　17 シルバー　ラメ ¥500 53

品番 商品名 カラー 仕様 上代 頁

73878 ブドウリース　15 ナチュラル ¥1,000 57

73879 ブドウリース　20 ナチュラル ¥1,500 57

73880 ブドウリース　30 ナチュラル ¥2,000 57

66231 フヨウのカラ ナチュラル 約50ｺ ¥650 38

73990 フラットスクエア ナチュラル ¥1,100 56

73922 フラットスター　15 ナチュラル ¥900 53

73923 フラットスター　20 ナチュラル ¥1,000 53

73924 フラットスター　25 ナチュラル ¥1,100 53

73920 フラットスター　25 ゴールド ¥1,800 53

74422 フラットハートバイン　大 ゴールド ¥600 54

74421 フラットハートバイン　大 プラチナゴールド ¥600 54

73466 フラットハートバイン　大 シルバー　ラメ ¥600 54

73524 フラットムーン 25 ナチュラル ¥800 54

73932 フラットムーン 35 ナチュラル ¥1,000 54

68008 ブラックベリー ナチュラル 4～6本 ¥1,800 32

66210 ブラッチーシトン ナチュラル 7ｺ ¥1,000 36

73682 ブリモースキャラ尾 グレー/ホワイト 約4g ¥1,000 71

73760 フローズンピック　10 ｍｍ さくら 6本 ¥200 68

73761 フローズンピック　10 ｍｍ チェリーピンク 6本 ¥200 68

73759 フローズンピック　10 ｍｍ グリーン 6本 ¥200 68

73757 フローズンピック　15 ｍｍ ホワイト 6本 ¥250 68

73754 フローズンピック　15 ｍｍ チェリーピンク 6本 ¥250 68

73756 フローズンピック　15 ｍｍ ブラウン 6本 ¥250 68

73700 フローズンピック　20 ｍｍ ホワイト 6本 ¥250 68

73701 フローズンピック　20 ｍｍ レッド 6本 ¥250 68

73003 フローレンシア イエロー 約20g ¥1,400 15

73002 フローレンシア ピンク 約20g ¥1,400 15

74403 フローレンシア プラチナピンク 約20g ¥1,200 15

73001 フローレンシア グリーン 約20g ¥1,400 15

65089 フローレンシア ホワイト 約20g ¥1,200 15

62044 ヘリクリサムヘッド N/ホワイト 25輪 ¥1,000 65

62045 ヘリクリサムヘッド N/ローズ 25輪 ¥1,000 65

62046 ヘリクリサムヘッド N/ピンク 25輪 ¥1,000 65

62047 ヘリクリサムヘッド N/イエロー 25輪 ¥1,000 65

60074 ヘリクリサムワイヤー N/ローズ 25本 ¥1,200 31

60019 ヘリクリサムワイヤー N/ホワイト 25本 ¥1,200 31

60020 ヘリクリサムワイヤー N/ピンク 25本 ¥1,200 31

60021 ヘリクリサムワイヤー N/イエロー 25本 ¥1,200 31

66225 ベルガム ナチュラル 約100g ¥600 40

76090 ポアプランツ ミルキーブルーグリーン 約15g ¥1,100 10

76088 ポアプランツ ミルキーボルドー 約15g ¥1,100 10

76089 ポアプランツ ミルキーレッド 約15g ¥1,100 10

76087 ポアプランツ ミルキーオレンジ 約15g ¥1,100 10

76086 ポアプランツ ライラック 約15g ¥1,000 10

75708 ポアプランツ ブルーグリーン 約15g ¥1,000 10

75709 ポアプランツ ブルーグレー 約15g ¥1,000 10

75491 ポアプランツ カフェブラウン 約15g ¥1,000 10

60108 ポアプランツ ナチュラル 約15g ¥600 10

75710 ポアプランツ クランベリー 約15g ¥1,000 10

75711 ポアプランツ ボルドー 約15g ¥1,000 10

75712 ポアプランツ ブリックオレンジ 約15g ¥1,000 10

75713 ポアプランツ ブラック 約15g ¥1,000 10

65012 ポアプランツ ホワイト 約15g ¥1,000 10

76038 ポアプランツ ピンク 約15g ¥1,000 10

76039 ポアプランツ キルシュピンク 約15g ¥1,000 10

73864 ポアプランツ イエロー 約15g ¥1,000 10

73865 ポアプランツ グリーン 約15g ¥1,000 10

69139 ホウキ草 ホワイト 約100g ¥900 17

75493 ボールフルーツ レッド 15ｺ ¥600 41

71073 牧草 N/グリーン 約300g ¥850 62

75639 ボタンガムヘッド ミルキーホワイト 約50g ¥900 40

66031 ボタンガムヘッド ナチュラル 約80g ¥500 40

74268 ボタンガムヘッド ゴールド 約60g ¥700 40

73410 ほろほろ鳥 パープル 約6g ¥2,300 70

73689 ほろほろ鳥 ナチュラル 約5g ¥2,000 70

79230 ホワイトカナリウム N/ホワイト 約120g ¥700 48

73706 ホワイトコキール ホワイト 約9g ¥1,800 71

73413 ホワイトコキールスペシャル ホワイト 約6g ¥1,600 71

79231 ホワイトコクルス N/ホワイト 約120g ¥500 48
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品番 商品名 カラー 仕様 上代 頁

66072 マウンテンベリー ナチュラル 約100ｺ ¥800 41

74390 松かさ アソート プラチナゴールド 15ｺ ¥1,100 34

75628 松かさ アソート レッド 15ｺ ¥1,000 34

66049 松かさ アソート N/フロスト 20ｺ ¥1,000 34

66184 松かさ アソート アイボリー 20ｺ ¥1,200 34

66177 松かさ アソート ホワイト 20ｺ ¥1,350 34

75430 松かさ　ミニ ミルキーグリーン 20ｺ ¥1,600 35

75431 松かさ　ミニ ミルキーピンク 20ｺ ¥1,600 35

75432 松かさ　ミニ ミルキーパープル 20ｺ ¥1,600 35

75433 松かさ　ミニ ミルキーアクア 20ｺ ¥1,600 35

75749 松かさ　ミニ レッドエッジホワイト 20ｺ ¥1,500 35

75434 松かさ　ミニ グリーンエッジホワイト 20ｺ ¥1,600 35

75435 松かさ　ミニ イエローエッジホワイト 20ｺ ¥1,600 35

75745 松かさ　ミニ アクアシルバー 20ｺ ¥1,600 35

75746 松かさ　ミニ ブルーシルバー 20ｺ ¥1,600 35

66187 松かさ　ミニ アイボリー 20ｺ ¥1,500 35

66190 松かさ　ミニ ナチュラル 20ｺ ¥1,100 35

66203 松かさ　ミニ N/エッジゴールド 20ｺ ¥1,400 35

66204 松かさ　ミニ N/フロスト 20ｺ ¥1,400 35

74291 松かさ　ミニ ゴールド 20ｺ ¥1,500 35

66174 松かさ　小 ナチュラル 20ｺ ¥800 36

74284 松かさ　小 ゴールド 20ｺ ¥1,200 36

74399 松かさ　小 ローズゴールド 15ｺ ¥1,300 36

74285 松かさ　小 シルバー 20ｺ ¥1,200 36

74335 松かさ　小 プラチナゴールド 20ｺ ¥1,200 36

66175 松かさ　大 ナチュラル 20ｺ ¥1,000 36

74286 松かさ　大 ゴールド 20ｺ ¥1,300 36

66176 松かさ　中 ナチュラル 20ｺ ¥800 36

74288 松かさ　中 ゴールド 20ｺ ¥1,200 36

74289 松かさ　中 シルバー 20ｺ ¥1,200 36

66004 マリティマコーン ナチュラル 3ｺ ¥1,100 36

75715 マルガリータ クランベリー 約15g ¥2,000 12

73042 マルガリータ ピンク 約15g ¥2,000 12

76095 マルガリータ ラベンダー 約15g ¥2,000 12

73045 マルガリータ イエロー 約15g ¥2,000 12

73043 マルガリータ アップルグリーン 約15g ¥2,000 12

75716 マルガリータ エジプシアンブルー 約15g ¥2,000 12

79240 マルガリータ アクア 約15g ¥2,000 12

60109 マルガリータ ナチュラル 約15g ¥2,000 12

63090 マンダリンスライス ナチュラル 約50g ¥1,400 33

63075 マンダリンホール ナチュラル 4ｺ ¥1,300 33

71063 水ゴケ グリーン 約100g ¥700 62

71064 水ゴケ ライトグリーン 約100g ¥700 62

71076 水ゴケ オフブラウン 約100g ¥700 62

71077 水ゴケ ブルーグレー 約100g ¥700 62

71078 水ゴケ ライムグリーン 約100g ¥700 62

72832 ミックス茶腰毛 茶/白 約6g ¥900 71

73046 ミツマタ ピンク 3本 ¥1,600 46

73047 ミツマタ ライトグリーン 3本 ¥1,600 46

79248 ミツマタ ブルーグレー 3本 ¥1,600 46

79249 ミツマタ 海 3本 ¥1,600 46

75754 ミツマタ ボルドー 3本 ¥1,600 46

75753 ミツマタ カフェブラウン 3本 ¥1,600 46

76102 ミツマタ オフグレー 3本 ¥1,600 46

75752 ミツマタ ブラック 3本 ¥1,600 46

74410 ミツマタ プラチナゴールド 3本 ¥1,800 46

74400 ミツマタ ローズゴールド 3本 ¥1,800 46

74431 ミツマタ ゴールド 3本 ¥1,800 46

74432 ミツマタ シルバー 3本 ¥1,800 46

65082 ミツマタ ホワイト 3本 ¥1,500 47

69006 ミツマタ ナチュラル 3本 ¥1,000 47

67075 ミニハス　ステム付き ナチュラル 8本 ¥900 32

67094 ミニハスヘッド ナチュラル 30ｺ ¥1,200 41

66178 ミニハスヘッド　大 ナチュラル 15ｺ ¥1,600 41

64074 ミニファーン バーガンディ 5本 ¥1,600 66

66223 ムイリーローズ ナチュラル 約100g ¥800 39

79232 ムレックス ナチュラル 3ｺ ¥500 48

66102 メタセコイア ナチュラル 25ｺ ¥800 38

73468 メッシュネットリボン ゴールド 2m ¥1,600 65

品番 商品名 カラー 仕様 上代 頁

73469 メッシュネットリボン シルバー 2m ¥1,600 65

73752 メッシュネットリボン ブロンズ 2m ¥1,600 65

66224 メリディアナム ナチュラル 約100g ¥700 38

73933 モスボール　10 グリーン 2ｺ ¥1,600 59

73549 モスボール　15 グリーン 1ｺ ¥1,200 59

73312 モスボール　5 グリーン 4ｺ ¥1,600 59

67022 モリソニア ナチュラル 約20g ¥1,100 13

66165 ヤシャブシ　大 ナチュラル 50ｺ ¥1,000 38

71081 山ゴケ アンティークグリーン 約50g ¥650 62

71079 山ゴケ アンティークグリーン 約200g ¥1,900 62

71074 山ゴケ グリーン 約50g ¥650 62

71002 山ゴケ グリーン 約200g ¥1,900 62

71080 山ゴケ　大袋 アンティークグリーン 約1kg ¥10,000 62

71039 山ゴケ　大袋 グリーン 約1kg ¥10,000 62

71070 山ゴケシート グリーン 3枚 ¥3,700 62

71082 山ゴケロール グリーン ¥2,000 62

63092 ライムスライス ナチュラル 約50g ¥1,400 33

63091 ライムホール ナチュラル 4ｺ ¥1,700 33

76085 ラグラス アンティークピンク 約15g ¥950 9

76084 ラグラス アンティークパープル 約15g ¥950 9

60078 ラグラス N/ブラウン 約15g ¥650 9

75706 ラグラス ブルーグリーン 約15g ¥950 9

75705 ラグラス ブリックオレンジ 約15g ¥950 9

75704 ラグラス ボルドー 約15g ¥950 9

75703 ラグラス ブラック 約15g ¥950 9

65078 ラグラス ホワイト 約15g ¥950 9

76042 ラグラス ピンク 約15g ¥950 9

75576 ラグラス フレッシュグリーン 約15g ¥950 9

73866 ラグラス クリームイエロー 約15g ¥950 9

76041 ラグラス オフグレー 約15g ¥950 9

73976 ラタンボール 5 ナチュラル 6ｺ ¥1,000 59

73975 ラタンボール 7 ナチュラル 6ｺ ¥1,600 59

73913 ラタンリース　15 ナチュラル ¥900 58

73914 ラタンリース　20 ナチュラル ¥1,000 58

73915 ラタンリース　25 ナチュラル ¥1,200 58

73916 ラタンリース　30 ナチュラル ¥2,000 58

62042 ラベンダーポプリ ナチュラル 約30g ¥900 33

62009 ラベンダーポプリ　大袋 ナチュラル 約1kg ¥22,000 33

69004 流木 ナチュラル 約250g ¥6,000 65

69007 流木 ナチュラル 約500g ¥10,000 65

69008 流木 ナチュラル 約1kg ¥18,000 65

61151 ルリ玉アザミ N/ブルー 3本 ¥2,500 31

64073 レザーファーン グリーン 5本 ¥1,600 66

62041 ローズペタル　ローテローザ N/レッド 約10g ¥1,500 33

63019 ローレル ナチュラル 約30g ¥1,000 67

63077 ローレル　大袋 ナチュラル 約1kg ¥30,000 67

73791 ワイヤースター シルバー 5ｺ ¥700 67

73792 ワイヤースター ゴールド 5ｺ ¥700 67

73789 ワイヤーハート シルバー 5ｺ ¥700 67

73790 ワイヤーハート ゴールド 5ｺ ¥700 67

73782 ワイヤーボール　3cm 金 6ｺ ¥600 68

73783 ワイヤーボール　3cm 銀 6ｺ ¥600 68

73784 ワイヤーボール　3cm 緑 6ｺ ¥600 68

73785 ワイヤーボール　3cm 赤 6ｺ ¥600 68

73778 ワイヤーボール　6cm 金 6ｺ ¥800 68

73779 ワイヤーボール　6cm 銀 6ｺ ¥800 68

73780 ワイヤーボール　6cm 緑 6ｺ ¥800 68

73781 ワイヤーボール　6cm 赤 6ｺ ¥800 68

73433 ワイルドベリー　クリア レッド 12本 ¥400 68

73434 ワイルドベリー　クリア イエロー 12本 ¥400 68

73435 ワイルドベリー　クリア グレープ 12本 ¥400 68

64071 ワイルドリーフ グリーン 約20g ¥1,500 66

64072 ワイルドリーフ バーガンディ 約20g ¥1,500 66

67067 ワイルドリリー ナチュラル 4本 ¥1,100 32

75441 ワタカラ グリーン 15ｺ ¥1,000 38

75442 ワタカラ オレンジ 15ｺ ¥1,000 38

75444 ワタカラ エスプリピンク 15ｺ ¥1,000 38

74402 ワタカラ ローズゴールド 30ｺ ¥1,000 38

74281 ワタカラ ゴールド 30ｺ ¥1,000 38

ヤ
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品番 商品名 カラー 仕様 上代 頁

66062 ワタカラ ナチュラル 50ｺ ¥600 38

フラワーマーケット 74
80559 ＦＭ　14 ｍｍベル ゴールド 8ｺ ¥300 74

80495 ＦＭ　24 ｍｍベル ゴールド 5ｺ ¥300 74

80496 ＦＭ　29 ｍｍベル ゴールド 3ｺ ¥300 74

80497 ＦＭ　カラマツ ナチュラル 25ｺ ¥300 73

80499 ＦＭ　カラマツ N/フロスト 15ｺ ¥400 73

80500 ＦＭ　カラマツミニ ナチュラル 30ｺ ¥400 73

80458 ＦＭ　木の実アソート　大袋 ナチュラル 約120g ¥1,000 73

80596 ＦＭ　木の実アソート 3 ボルドー 約18ｺ ¥600 73

80597 ＦＭ　木の実アソート 4 グリーン 約18ｺ ¥600 73

80598 ＦＭ　木の実アソート 5 ブルー 約18ｺ ¥600 73

80573 ＦＭ　木の実アソート 6 ナチュラル 約22ｺ ¥500 73

80574 ＦＭ　木の実アソート 7 ボルドー 約18ｺ ¥800 73

80575 ＦＭ　木の実アソート 8 グリーン 約21ｺ ¥600 73

80577 ＦＭ　木の実アソート 10 プラチナ 8ｺ ¥700 73

80578 ＦＭ　木の実アソート 11 ゴールド 約13ｺ ¥500 73

80579 ＦＭ　木の実アソート 12 フロスト 約27ｺ ¥800 73

87191 ＦＭ　ギフトボックス小 ナチュラル 3ｾｯﾄ ¥1,700 75

87190 ＦＭ　ギフトボックス小 ホワイト 3ｾｯﾄ ¥1,700 75

87192 ＦＭ　ギフトボックス小 ピンク 3ｾｯﾄ ¥1,700 75

87193 ＦＭ　ギフトボックス小 ブルー 3ｾｯﾄ ¥1,700 75

87194 ＦＭ　ギフトボックス小 グリーン 3ｾｯﾄ ¥1,700 75

87185 ＦＭ　ギフトボックス大 ナチュラル 3ｾｯﾄ ¥2,200 75

87184 ＦＭ　ギフトボックス大 ホワイト 3ｾｯﾄ ¥2,200 75

87186 ＦＭ　ギフトボックス大 ピンク 3ｾｯﾄ ¥2,200 75

87187 ＦＭ　ギフトボックス大 ブルー 3ｾｯﾄ ¥2,200 75

87188 ＦＭ　ギフトボックス大 グリーン 3ｾｯﾄ ¥2,200 75

80526 ＦＭ　サンキューリーフ ライムグリーン 10枚 ¥400 73

80527 ＦＭ　サンキューリーフ ナチュラル 10枚 ¥400 73

87092 ＦＭ　シーナマイ帽子 1ｺ/約φ19cm ¥800 74

87093 ＦＭ　シーナマイ帽子 2ｺ/約φ16cm ¥1,100 74

87094 ＦＭ　シーナマイ帽子 3ｺ/約φ10cm ¥1,000 74

87095 ＦＭ　シーナマイ帽子 3ｺ/約φ7.5cm ¥900 74

87096 ＦＭ　シーナマイ帽子 3ｺ/約φ5cm ¥700 74

87097 ＦＭ　シーナマイ帽子 5ｺ/約φ3.5cm ¥900 74

80514 ＦＭ　シェルアソート ピンク 約10g ¥300 74

80511 ＦＭ　スターアニス ナチュラル 約18g ¥450 73

80512 ＦＭ　ドングリ皮付き ナチュラル 10ｺ ¥450 73

80544 ＦＭ　野イチゴミニ レッド 6本 ¥400 74

80545 ＦＭ　野イチゴミニ グリーン 6本 ¥400 74

80546 ＦＭ　野イチゴミニ ワイン 6本 ¥400 74

80397 ＦＭ　パールピック　10ｍｍ ローズ 12本 ¥300 74

80394 ＦＭ　パールピック　8ｍｍ ローズ 24本 ¥380 74

80548 ＦＭ　ヒペリカムピック クリームオレンジ 6本 ¥300 74

80547 ＦＭ　ヒペリカムピック グリーン 6本 ¥300 74

80549 ＦＭ　ヒペリカムピックシュガー レッド 6本 ¥450 74

80046 ＦＭ　フィンランドモス グリーン 約14g ¥450 73

80592 ＦＭ　フラワーアソート グリーン ¥650 72

80593 ＦＭ　フラワーアソート イエロー ¥650 72

80594 ＦＭ　フラワーアソート ピンク ¥650 72

80595 ＦＭ　フラワーアソート ホワイト ¥650 72

80509 ＦＭ　フレーム アンティークホワイト ¥800 74

80243 ＦＭ　ホワイトコキール ホワイト 約12枚 ¥300 73

80490 ＦＭ　メタリックベリー　10ｍｍ シルバー 12本 ¥300 74

80115 ＦＭ　山ゴケ グリーン 約10g ¥300 73

87168 ＦＭ　リースボックス ベージュ □20×H7.5cm ¥1,800 76

87169 ＦＭ　リースボックス ベージュ □25×H8.5cm ¥2,400 76

87170 ＦＭ　リースボックス ベージュ □30×H9cm ¥2,700 76

87171 ＦＭ　リースボックス ベージュ □35×H9cm ¥3,300 76

87172 ＦＭ　リースボックス ホワイト □20×H7.5cm ¥2,000 76

87173 ＦＭ　リースボックス ホワイト □25×H8.5cm ¥2,700 76

87174 ＦＭ　リースボックス ホワイト □30×H9cm ¥3,000 76

87175 ＦＭ　リースボックス ホワイト □35×H9cm ¥3,700 76

87180 ＦＭ　リースボックス ブラック □20×H7.5cm ¥2,000 76

87181 ＦＭ　リースボックス ブラック □25×H8.5cm ¥2,700 76

87182 ＦＭ　リースボックス ブラック □30×H9cm ¥3,000 76

87183 ＦＭ　リースボックス ブラック □35×H9cm ¥3,700 76

品番 商品名 カラー 仕様 上代 頁

80560 ＦＭ　リーフ フラワー柄 10枚 ¥400 73

80470 ＦＭ　りんごピック　30ｍｍ 青 6本 ¥640 74

80472 ＦＭ　りんごピック　30ｍｍ 橙 6本 ¥640 74

80471 ＦＭ　りんごピック　30ｍｍ 赤 6本 ¥640 74

80583 ＦＭ　ローレル　アソート1 バーガンディ・ライムグリーン・グリーン 各5枚 ¥300 73

80584 ＦＭ　ローレル　アソート2 イエロー・オレンジ・レッド 各5枚 ¥300 73

80585 ＦＭ　ローレル　アソート3 クリスマス 各3枚 ¥300 73

80384 ＦＭ　ワイルドベリー　クリア グレープ 6本 ¥300 74

80382 ＦＭ　ワイルドベリー　クリア レッド 6本 ¥300 74

80383 ＦＭ　ワイルドベリー　クリア イエロー 6本 ¥300 74

ガーデンマーケット 76
89021 ＧＭ　プレート　正方形小 ライトベージュ ¥1,300 76

89022 ＧＭ　プレート　正方形小 ウォルナット ¥1,300 76

89023 ＧＭ　プレート　正方形大 ライトベージュ ¥1,400 76

89024 ＧＭ　プレート　正方形大 ウォルナット ¥1,400 76

89025 ＧＭ　プレート　長方形小 ライトベージュ ¥1,500 76

89026 ＧＭ　プレート　長方形小 ウォルナット ¥1,500 76

89027 ＧＭ　プレート　長方形大 ライトベージュ ¥1,700 76

89028 ＧＭ　プレート　長方形大 ウォルナット ¥1,700 76

ワ
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は の場合がございます。

ただし商品到着より１週間以上経過してからのご連絡では対応し兼ねますのでご注意ください。

ず

オフホワイト 2,400

プリザーブド加工を
施した商品です。

おことわり ○ 本紙価格表示は「総額表示義務の特例」により税抜価格になっております。
○ 消費税率が、変更となった場合、国の法令に従い、施行日より「新税率」とさせていただきます。
○ 当カタログの情報および掲載写真を無断転載・複写・複製することを禁じます。



arrangement  design
&

supervision

株式会社CIA
〒960-0756　福島県伊達市梁川町やながわ工業団地90番地の1
TEL  024-577-0075
https://www.cia.co.jp

「いつもの暮らしに彩りを」

長く楽しんでいただけるドライフラワー。
手にとっていただけることを想像しながら 1つ 1つ丁寧に
製作しております。
私たちの製品が皆さまの日々の暮らしの中に彩りを添える
事が出来ればと願っております。

TOKA　ドライ事業部




