
あなたのお店の魅力を引き出す
ディスプレイの力

A professionally

 coordinated decoration set

will communicate

with your customers.

コーディネートセットカタログ vol.3



お客様がネットや SNS で検索する際、まず始めに目にする検索一覧。

膨大な情報、写真の中から目立つ存在になり発見してもらうことがとても重要です。

色合いや雰囲気の良さ、季節感などをプラスし、一覧写真（サムネイル）を他店より目立たせたい！

ディスプレイ雑貨（演出小物）はそんな願いを叶えてくれます。

ディスプレイの力で新たな可能性の入り口を広げてみませんか？

「一枚の写真であなたのお店の集客が変わる」
大げさではなくそんな時代がきています。

D e l ic iou s
C of fe e

N E W

L ip s t ic k

１点の商品を注文する

♡

￥

ディスプレイの力で、タップ　してもらえる写真を作ろう

デリバリーサイトで

通販サイトで

SNS で

動画作成時にも！

@ydm cafe
トマトと野菜のチーズピザ

ミートボールパスタ

和風だしパスタ

☆☆☆

行ってみよう！ 注文！

ポチろう！
観よう！

プレゼント特集

クリスマス

レンジで簡単！ハロウィンパーティー

HIIT で脚痩せ【１日１０分】

新作コーヒーのお知らせ
冬にぴったりの香り高いブレンド豆が入荷しました…

@ydmyokohama がいいねしました

Pizza

meatball pasta

japanese style pasta

秋冬コレクション登場

Halloween Par ty

脚痩せ channel

✓即日配達

￥1200（送料別）

￥1200（送料別）

￥1200（送料別）

クリスマス
パーティーに
ぴったり！

作ったら
楽しそう！

新作コーヒー
出たんだ

クリスマス
プレゼントに

しよう！
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本カタログで紹介のアイテム

ディスプレイ例

ばらして飾ってもギュッとまとめて飾っても OK ですので、
今既に商品を陳列・ディスプレイしている場所に合わせてお飾りいただけます。
飾るときは「三角構成」で正面から見た時に△、
上から見た時に△を描くように並べるとバランス良く飾れます。

設置スペース

ABOUT
Coordinate Set 

■ スキマスペースを有効活用できる！
　 実店舗向けの Mサイズセット。

■ 誰でも簡単に飾れるセット

■ SNSや web販売等、
　 写真撮影には
　 Sサイズセットがおすすめ。

横浜ディスプレイミュージアムのコーディネーターが
季節と流行を取り入れ、スタイル別に商品をセレクト！
届いてすぐに商品や空間を魅力的にするディスプレイが
実現できます。

商品を中央に置き、ポイントとなる大きめの雑貨・造花を
対角線上に配置すると構図がまとまるセット内容になって
います。

O N E SET

SET このマークがついている商品はセット商品となります。

スタイル別のコーディネートセットを用意しました。
どのような世界観を表現したいかによってお選びください。

秋 クリスマス 正月

ベーシックさん

ベーシックオータム …P.6

ベーシッククリスマス …P.10

ベーシック正月 …P.22

ナチュラルクリスマス …P.14

ラグジュアリー正月 …P.24

ナチュラル オータム…P.8

ラグジュアリークリスマス …P.18

ナチュラルさん ラグジュアリーさん
親近感のある定番

ディスプレイにしたい！
ナチュラルな優しい雰囲気の

ディスプレイにしたい！
高級感ある華やかな

ディスプレイにしたい！  

ク
リ
ス
マ
ス

正
月

秋

ディスプレイカレンダー
4月 8 月 12 月6 月 10 月 2 月5 月 9 月 1 月7 月 11 月 3 月

秋から冬

商品

W90cm
※コーディネートセットMの一例

SNS に

店舗の棚やテーブルに

コーディネートセットM ： W60～90cm

4 5

φ 60cm

※コーディネートセットMの一例

35cm

上手な飾り方はこちらでも
紹介しています

35cm

＠ ydm_deco.styling

商品
商品



SDAW-2030
オータムベーシック コーディネートセット S
￥2,500（税抜）  / 5 点セット
材質：陶器   PS  木   麻   ポリエステル   PE    鉄

S サイズ 9月下旬お届け 数量限定

Basic Autumn
温かみのある
ハロウィンアイテムで
秋の訪れを演出

セット
内容

セット
内容

カボチャのデザインが変わる
場合があります。

ベーシックオータム

HW-1295
オータムミックスベリーパック
￥1,200（税抜）/1セット
W11cm×H17cm 
パンプキンサイズW4.5～5cm H4.5～8.5cm
材質：ポリスチレン ポリエステル 松かさ 鉄
パンプキン5コ リーフ8枚 ベリー2コ 松かさ2コ

パッケージ

HW-1588
ドライルックスターハンガーM
￥730（税抜）/1コ
W25cm×D9cm×H27cm
材質：ポリエステル PE 鉄 
ポリスチレン 紙 麻 松かさ

HW-1576
3レンパンプキンスタンド
￥2,080（税抜）/1コ
φ14cm×H20cm
材質：ポリスチレン PE

HW-1347
ラウンドパンプキンライトM
￥1,380（税抜）/1コ
φ12cm×H16cm
材質：陶器 プラスチック 銅
電池式：LR44×2コ 
連続点灯時間：約15時間

点灯イメージ

×2

SET

SDAW-2031
オータムベーシック コーディネートセット M
￥7,000（税抜）  /12 点セット
材質：ポリエステル   PE   鉄   PS   木   麻   ガラス   陶器   プラスチック   銅

M サイズ 9月下旬お届け 数量限定
SET

約35cm

約35cm

+ α Selection

参考サイズ

1 点加えて、より華やかな空間に

→背景布は P.29 に掲載しています

もっとアイテムが
見たい方は WEB
よりご覧ください

約100cm

約90cm

参考サイズ

SNS や
撮影に

Sサイズ

店舗の
棚やテーブルに

Mサイズ

色落ち注意

電池式：LR44×2コ
連続点灯時間：約15時間

LED ライトが
点灯します
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SDAW-2032
オータムナチュラルコーディネートセット S
￥2,500（税抜）  /4 点セット
材質：PE    鉄   PA  紙   ポリエステル    PS   麻   ラフィア   PVC   磁石  

S サイズ 9月下旬お届け 数量限定

SDAW-2033
オータムナチュラルコーディネートセット M
￥7,000（税抜）   /6 点セット
材質：ブリキ   PE    鉄   PA  紙   ポリエステル    PS   麻   ラフィア   PVC   磁石  

M サイズ 9月下旬お届け 数量限定

+ α Selection 1 点加えて、より華やかな空間に

RGB-832  
ラインバルブベースAMB
￥480（税抜）/1コ
φ11cm×H14.5cm（口径4.5cm）
材質：ガラス

色落ち注意 FB-2538
アッシュドライブーケ
￥980（税抜）/1束
全長28cm・幅25cm
材質：ポリエステル PE 鉄 PA 麻
姶ベージュ 井モーブ

FB-2497
ドライミックスフラワーバンドル
￥420（税抜）/1束
全長31cm・幅11cm
材質：ポリエステル PE 鉄 PS ラフィア
溢オレンジ 印パープル

FB-2497

ドライテイストや
ナチュラルカラーで
リラックスした
安らぎの秋を演出。

Natural Autumn
ナチュラルオータム 

SET

SET

約30cm

約100cm

約30cm

約40cm

セット
内容

セット
内容

もっとアイテムが
見たい方は WEB
よりご覧ください

参考サイズ

参考サイズ

インテリアライト

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
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

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
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

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
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

※ブックケースは開閉できます

※ブックケースは開閉できます ※ブックケースは開閉できます

SNS や
撮影に

Sサイズ

店舗の
棚やテーブルに

Mサイズ

LED ライトが
点灯します

LED ライトが点灯しますLED ライトが点灯します
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SDAW-2017
カラフル コーディネートセット M
￥7,000（税抜）     /14 点セット
材質：

M サイズ 数量限定SDAW-2038
クリスマスベーシックコーディネートセット S
￥2,500（税抜）     /7点セット
材質：木   ポリエステル   鉄   紙   自然素材   PE   ラフィア   プラスチック

S サイズ 10月中旬お届け 数量限定

SDAW-2039
クリスマスベーシック コーディネートセット M
￥7,000（税抜）     /7点セット
材質：木   鉄   フェルト   ポリエステル   綿   紙   PVC   磁石   PS   プラスチック

M サイズ 10月中旬お届け 数量限定

セット
内容

セット
内容

セット
内容

×2

×2
（赤のみ）

×2

×2×2

ボールセット（8コ）

ボールセット（5コ）

大人も子供もよろこぶ
カジュアルでアットホームな
クリスマス。

ベーシック クリスマス

SET

SET

SET

×3

約35cm

約35cm

約100cm

約90cm

約100cm

約100cm

Basic
Christmas

参考サイズ

参考サイズ

参考サイズ

※ブックケースは開閉できます

SNS や
撮影に

Sサイズ

店舗の
棚やテーブルに

Mサイズ

店舗の
棚やテーブルに

Mサイズ

→背景布は P.29 に掲載しています
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+ α Selection

SDAW-2044
クリスマスベーシックリース
￥7,000（税抜） / コ
サイズ ： 幅60cm・高さ60cm・奥行14cm

数量限定

SDAW-2045
クリスマスベーシックガーランド
￥10,000（税抜） / コ
サイズ ： 長さ120cm・高さ20cm・奥行20cm

SDAW-2046
クリスマスベーシックスワッグ
￥4,500（税抜） / コ
サイズ ： 幅25cm・奥行15cm・高さ60cm

10月中旬お届け 数量限定

SDAW-2050
クリスマスベーシックアルファベット
￥3,200（税抜） / コ
サイズ ： 幅43.5cm・奥行7cm・高さ32cm

9月下旬お届け 数量限定

1 点加えて、より華やかな空間に

CT-857
MCサンタスタンド
￥1,200（税抜）/1コ
W30cm×D4cm×H55cm
材質：木

CT-748
グリッターミックスベリーパック R
￥1,200（税抜）/1セット
W18.5cm×D10.5cm×H34.5cm
材質：松かさ プラスチック PU PS

COH-947
MCウッドハンガー
￥680（税抜）/1コ
W18cm×D2.5cm×H11cm
材質：木 PS 松かさ

CL-1095
モチーフMCガーランド
￥680（税抜）/1本
L170cm
W7～11cm×H12～12.5cm
材質：フェルト ポリエステル

CT-835
ノルディックツリースタンドGR
￥1,200（税抜）/1コ
φ12.5cm・H30cm
材質：木 PVC 鉄

COH-974
ウッドスターオーナメント
￥1,200（税抜）/1コ
φ25.5cm・H11.5cm
材質：木 麻

FS-6866
ポインセチアミックスバンチ
￥480（税抜）/1束
全長26cm・幅15cm・花径9～12cm
材質：ポリエステル PE PS 鉄
因レッド

CT-848
ブックケースホーリー
￥2,200（税抜）/1コ
W5cm×D15.5cm×H24cm
材質：紙 PVC ポリエステル 磁石

フタが
開きます

CPN-524
スノーフェルトマットR
￥200（税抜）/1コ
W25cm・H0.4cm
材質：ポリエステル

CN-799
サンタスノー＆ツリーピック2AST
￥230（税抜）/1本※2本セットではありません

L30cm・W8～8.5cm×H9～9.5cm
材質：木 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

CN-800
サンタビークルピック2AST
￥180（税抜）/1本※2本セットではありません

L26.5cm・W7.5～8cm×H6.5cm
材質：木 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

SDAW-2020
90cm カラフル ツリー
￥7,000（税抜） / コ
サイズ ： 高さ90cm・幅38cm・奥行38cm
※前面だけでなく全体に飾りが付いています。

SDAW-2019
120cm カラフル ツリーセット
￥10,000 （税抜） / セット
サイズ ：高さ120cm・幅70cm・奥行70cm
※写真は前面だけでなく全体に飾りを付けています。
※お客様による飾り付けとなります。

もっとアイテムが
見たい方は WEB
よりご覧ください

※ブックケースは開閉できます

パッケージ

10月中旬お届け 10月中旬お届け

数量限定すぐにお届け数量限定すぐにお届け

数量限定
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SDAW-2040
クリスマスナチュラル コーディネートセット S
￥2,500（税抜）   / 5 点セット
材質：MDF   麻   松かさ   PE   鉄   紙   陶器   プラスチック   銅

S サイズ 11月上旬お届け 数量限定
モノトーン×自然素材で
気取らない北欧テイストの
クリスマス空間に。

セット
内容

×2

クリスマス
ナチュラル

クリスマスナチュラル
タイトルイメ写

M サイズ 11月上旬お届け 数量限定

SDAW-2041
クリスマスナチュラル コーディネートセット M
￥7,000（税抜）    / 6 点セット
材質：MDF   木   ポリエステル   PS   プラスチック   PE   鉄   ラフィア   松かさ 
　　    紙    PVC   磁石  

セット
内容

12 13

Coordinate Set Catalog For Autumn and Winter

Natural
Christmas

SDAW-2040
クリスマスナチュラル コーディネートセット S
￥2,500（税抜）   /5 点セット
材質：MDF   麻   松かさ   PE   鉄   紙   陶器   プラスチック   銅

S サイズ 10月中旬お届け 数量限定

セット
内容

×2

M サイズ 10月中旬お届け 数量限定

SDAW-2041
クリスマスナチュラル コーディネートセット M
￥7,000（税抜）    /7点セット
材質：MDF   木   ポリエステル   PS   プラスチック   PE   鉄   ラフィア   
　　  松かさ   紙    PVC   磁石  

セット
内容

自然素材でやさしい
北欧テイストの
ホワイトクリスマス　　　　

クリスマス ナチュラル

インテリアライト

SET SET

約30cm

約30cm

約120cm

約40cm

CRAB-355
ライトアップキャンバスキャンドルズ
￥1,500（税抜）/1コ
W20cm×D1.8cm（10.5cm）×H15cm
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

CRAB-356
ライトアップキャンバスツリー
￥1,500（税抜）/1コ
W15cm×D1.8cm（10.5cm）×H20cm
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

裏面スタンド付き裏面スタンド付き CRAB-368
ライトアップキャンバス
キャンドル
￥1,800（税抜）/1コ
W30cm×D1.8cm×H40cm
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
息を吹きかけるとライトがON/OFFになります

息で点灯·消灯
できます

CRAB-369
ライトアップキャンバス
ランタン
￥2,200（税抜）/1コ
W30cm×D1.8cm×H40cm
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
息を吹きかけるとライトがON/OFFになります

息で点灯·消灯
できます

参考サイズ

参考サイズ

※ブックケースは開閉できます

SNS や
撮影に

Sサイズ

店舗の
棚やテーブルに

Mサイズ

→背景布は P.29 に掲載しています

※自然素材のため形状が
　異なる場合があります。

※自然素材のため形状が
　異なる場合があります。

パインコーンセット

パインコーンセット
電池式：LR44ボタン電池×2コ
連続点灯時間：約15時間

息で点灯・消灯できる
ライトアップキャンバスの
使い方はこちらから

LED ライトが
点灯します

LED ライトが
点灯します

LED ライトが
点灯します

LED ライトが点灯します

LED ライトが点灯します

14 15



Nordic Christmas

+ α Selection

SDAW-2047
クリスマスナチュラルスワッグ
￥4,500（税抜） / コ
サイズ ： 幅25cm・奥行15cm・高さ60cm

10月中旬お届け 数量限定

SDAW-2051
クリスマスナチュラルアルファベット
￥3,200（税抜） / コ
サイズ ： 幅37cm× 奥行き7cm× 高さ32cm

9月下旬お届け 数量限定

1 点加えて、より華やかな空間に

CO-1429
ビッククリスマスサインGO
￥1,200（税抜）/1コ
W35cm×D0.7cm×H12cm
材質：木 ポリエステル 麻

CT-775
ワイヤースパイラル
ツリーCHA
￥380（税抜）/1コ
φ7cm・H25cm
材質：鉄

CT-775
ワイヤースパイラル
ツリーCHA
￥
φ7cm・H25cm
材質：鉄

COH-971
ウッドスノーオーナメント2P
￥500（税抜）/1セット
W10cm×D0.4cm×H10cm
材質：木 ポリエステル
2コ入り

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

CT-726
ファーグラスジャー L
￥380（税抜）/1コ
φ7.9cm・H10cm
材質：ガラス ポリエステル 
木 麻

CT-830
ミニツリースタンド2P W
￥380（税抜）/1セット
φ3.5～4.5cm・H7.5～10.5cm
材質：木 PVC 鉄
2コ入り（2デザイン）

FS-6092
スノーパインバインハンガー
￥2,200（税抜）/1本
全長88cm・幅29cm
材質：PE 鉄 PA
鵜ホワイトグリーン 

FS-6016
スノーブランチバイン
￥780（税抜）/1本
全長58cm・幅13cm
材質：鉄 PA 紙
悪ブラウン

FG-5057
ドライアジアンタムピック
￥480（税抜）/1束
全長28cm・幅19cm
材質：PE 鉄 紙
迂ホワイト 

CBD-288
15cmゴールドボールハンガー
￥1,500（税抜）/1コ
φ15cm
材質：松かさ PS

RGB-834  カッティング
エッジベースGRY
￥480（税抜）/1コ
φ9cm×H16cm（口径4cm）
材質：ガラス

色落ち注意

CN-793
レジンツリーピック2AST
￥150（税抜）/1本 ※2本セットではありません

L25cm・W3.5cm×D0.7cm×H6cm
材質：レジン 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

CN-788
ウールブラブラサンタピック2AST
￥250（税抜）/1本 ※2本セットではありません

L28cm・W3.5cm×H11cm
材質：フェルト 綿 木
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

SDAW-2008
90cm ノルディック ツリー
￥7,000（税抜） / コ
サイズ ： 高さ90cm・幅38cm・奥行38cm
※前面だけでなく全体に飾りが付いています。

SDAW-2007
120cm ノルディック ツリーセット
￥10,000 （税抜） / セット
サイズ ：高さ120cm・幅70cm・奥行70cm
※写真は前面だけでなく全体に飾りを付けています。
※お客様による飾り付けとなります。

SDAW-2009
60cm ノルディック リース
￥7,000（税抜） / コ
サイズ ： 幅60cm・高さ60cm・奥行14cm

SDAW-2010
180cm ノルディック ガーランド
￥10,000 （税抜） / コ
サイズ ：長さ180cm・高さ20cm

もっとアイテムが
見たい方は WEB
よりご覧ください

※ブックケースは開閉できます

数量限定すぐにお届け数量限定すぐにお届け

数量限定すぐにお届け 数量限定すぐにお届け
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SDAW-2011
クラシック コーディネートセット M
￥7,000（税抜）     /10 点セット
材質：

M サイズ

SDAW-2043
クリスマスラグジュアリーコーディネートセット M
￥7,000（税抜）    /6 点セット
材質：PE   鉄   PS   プラスチック   ポリエステル   磁石

M サイズ 10月中旬お届け 数量限定

セット
内容

セット
内容

セット
内容

SDAW-2042
クリスマスラグジュアリーコーディネートセット S
￥2,500（税抜）     /7点セット
材質：木   PE   鉄   ポリエステル   紙   PS   プラスチック

S サイズ 10月中旬お届け 数量限定

ラグジュアリークリスマス 

SET SET

SET

約40cm

約40cm

約70cm

約30cm

SIZE

約95cm

約45cm

×2 ×2

×3

上品なゴールドアイテムで
煌びやかで大人な

クリスマス　　　　

Laxury
Christmas

参考サイズ 参考サイズ

参考サイズ

※ブックケースは開閉できます

SNS や
撮影に

Sサイズ

店舗の
棚やテーブルに

Mサイズ

店舗の
棚やテーブルに

Mサイズ

数量限定すぐにお届け

オーナメントセット（3コ）
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SDAW-2048
90cm ラグジュアリー ツリー
￥7,000（税抜） / コ
サイズ ： 高さ00cm・幅00cm・奥行00cm
※前面だけでなく全体に飾りが付いています。

10月中旬お届け 数量限定

+ α Selection 1 点加えて、より華やかな空間に

SDAW-2052
クリスマスラグジュアリーアルファベット
￥3,200（税抜） / コ
サイズ ： 幅29cm× 奥行き7cm× 高さ32cm

9月下旬お届け 数量限定

SDAW-2049
クリスマスラグジュアリースワッグ
￥4,500（税抜） / コ
サイズ ： 幅25cm・奥行15cm・高さ60cm

10月中旬お届け 数量限定

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

1 点加えて、より華やかな空間に

COH-862
グリッターディアオーナメント2AST
￥980（税抜）/1コ ※2コセットではありません

W13.5cm×D0.8cm×H13～17cm
材質：プラスチック
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

CT-816
ワイヤートールツリーGO
￥1,200（税抜）/1コ
φ15cm・H53cm
材質：鉄

COH-655
クリスマスタイトルハンガーGO
￥700（税抜）/1コ
W25cm×D0.5cm×H10cm
材質：プラスチック

FS-6021
ブリリアンゴールドダリア
￥880（税抜）/1本
全長46cm・花径15cm
材質：ポリエステル PE 鉄
意ゴールド

FS-6022
ブリリアンゴールドローズ
￥680（税抜）/1本
全長46cm・花径9cm
材質：ポリエステル PE 鉄
意ゴールド

FA-7193
ベルベットダリア
￥800（税抜）/1本
全長58cm・花径12cm
材質：ポリエステル PE 鉄

FA-7193
ベルベットダリア
￥800
全長58cm・花径12cm
材質：ポリエステル PE 鉄

COH-987
150mmスパイク
オーナメント GO
￥880（税抜）/1コ
φ15cm
材質：PVC PS

COH-875
アクリルドロップ
オーナメントGO
￥680（税抜）/1コ
φ2.7cm・H15cm
材質：鉄 プラスチック

COH-875COH-968
グリッタースパイラル
オーナメント CHP
￥1,800（税抜）/1コ
φ5.5cm・H24cm
材質：プラスティック

FS-6124
ブラッシュドシダーガーランド
￥1,500（税抜）/1本
全長190cm
材質：PE
意ゴールド

SDAW-2015
60cm クラシック リース
￥7,000（税抜）/ コ
サイズ ： 幅60cm・幅60cm・奥行14cm

SDAW-2016
180cm クラシック ガーランド
￥10,000 （税抜） / コ
サイズ ：長さ180cm・高さ20cm

SDAW-2013
120cm クラシック ツリーセット
￥10,000 （税抜） / セット
サイズ ：高さ120cm・幅70cm・奥行70cm
※写真は前面だけでなく全体に飾りを付けています。
※お客様による飾り付けとなります。

もっとアイテムが
見たい方は WEB
よりご覧ください

※ブックケースは開閉できます

数量限定すぐにお届け

数量限定すぐにお届け数量限定すぐにお届け
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セット
内容

SDAW-2055
初春ベーシック コーディネートセット S
￥2,500（税抜）  /6 点セット
材質：ポリエステル   PE    鉄   PS   紙   木   竹   紙粘土

S サイズ 10月中旬お届け 数量限定

SDAW-2023
初春 コーディネートセット M
￥7,000（税抜）    /8 点セット
材質：ポリエステル   PE   PA　PS　PP　ABS
 　　　PVC　鉄   紙   麻　木  セメント

M サイズ

セット
内容

新しい年が明けた喜びを
お祝いする
晴れやかなディスプレイ

Early Spring Basic
正月 ベーシック

SET

SET

※ピックのデザインが
変わる場合があります

+ α Selection 1 点加えて、より華やかな空間に

FS-5298
ツバキミックスバンチ
￥480（税抜）/1束
全長32cm・花径5～6cm
材質：ポリエステル PE 鉄 PS 紙 PVC
迂ホワイト 淫レッドホワイト 因レッド

FS-5298FS-5352
コチョウランミックスバンチ
￥680（税抜）/1束
全長31cm・幅15cm
材質：ポリエステル PE 鉄 PS 紙 PVC
迂ホワイト 胃ラベンダー

裏面
NA-204  
ウッド富士山ベース WSI
￥580（税抜）/1コ
W22cm×D6.5cm×H12cm （板厚0.6cm）
材質：木 綿 鉄
置きでも壁掛けとしても使用できます 
※箔の模様がひとつひとつ異なります

NKSD-033
獅子お手玉（中） GR
￥650（税抜）/1コ
W6cm×D10cm×H5cm
材質：ポリエステル PS 

もっとアイテムが
見たい方は WEB
よりご覧ください

約30cm

約30cm

参考サイズ

約75cm

約60cm

参考サイズ

壁掛けができる穴が裏面に
空いています

SNS や
撮影に

Sサイズ

店舗の
棚やテーブルに

Mサイズ

数量限定すぐにお届け

ミニ和紙玉セット（6コ）

ミニこけ玉セット（2コ）

22 23

存在感のある大きなサイズの正月飾りをご用意しました。華やかなデザインの正月飾りで新年を迎えませんか。正月飾り

SDAW-2026
正月飾り B
￥1,800（税抜） / コ
サイズ：高さ45cm・幅15cm・奥行9cm

SDAW-2025
正月飾りA
￥4,200（税抜） / コ
サイズ ： 高さ80cm・幅22cm・奥行10cm

SDAW-2027
正月飾り C
￥3,800（税抜） / コ
サイズ：高さ55cm・幅27cm・奥行12cm

数量限定すぐにお届け 数量限定すぐにお届け 数量限定すぐにお届け



セット
内容

セット
内容

SDAW-2056
初春ラグジュアリー コーディネートセットS
￥2,500（税抜）  / 4 点セット
材質： ポリエステル   PE    鉄   紙   PVC   松かさ   PS   木

S サイズ 10月中旬お届け 数量限定

（税抜）  / 4 点セット
材質： ポリエステル   PE    鉄   紙   PVC   松かさ   PS   木

SDAW-2057
初春ラグジュアリーコーディネートセット M
￥7,000（税抜）    /8 点セット
材質：鉄   紙   PVC   ポリエステル   PE   PS   EVA   ガラス   陶器   木

M サイズ 10月中旬お届け 数量限定

材質：鉄   紙   PVC   ポリエステル   PE   PS   EVA   ガラス   陶器   木

+ α Selection 1 点加えて、より華やかな空間に

NA-212
ブランチ正方形ベース 
￥780（税抜）/1コ
高さ30cm・幅30cm
材質：PE 鉄 紙

FS-5377
迎春ダリアミックスバンドル
￥1,280（税抜）/1束
全長40cm・幅28cm
材質：ポリエステル PE 鉄 PS 紙

FS-5336
五葉松
￥420（税抜）/1本
全長60cm
材質：PVC 鉄 松かさ 紙
慰グリーン 

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

（口径7.2cm）
材質：ガラス

色落ち注意

華やかで上品な
ディスプレイで
新年の幕開けを
飾りましょう

Early spring Luxury
正月 ラグジュアリー

SET

SET

SET

SDAW-2024
初春 コーディネートセット L
￥14,000（税抜）    /17点セット
材質：ポリエステル　プラスチック　レーヨン　PE
　　　PS　PVC　麻　鉄　紙

セット
内容

ちりめん玉セット（6コ）×2

×2
×2

×3

×3

約40cm

約40cm

約95cm

約80cm

約75cm

約80cm

もっとアイテムが
見たい方は WEB
よりご覧ください

参考サイズ

参考サイズ

参考サイズ

SNS や
撮影に

Sサイズ

店舗の
棚やテーブルに

Mサイズ

店舗
ディスプレイに

Lサイズ

L サイズ 数量限定すぐにお届け

ミニ扇セット（3コ）
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Arch Mat 置くだけ簡単！アーチマットなら
自然にソーシャルディスタンスを保ち、
スペースの間仕切りにもお使いになれます。

季節に合わせて横浜ディスプレイミュージアムのフラワーデザイナーが製
作した和風アレンジ。花器とセッティングした状態で届くので、すぐ飾れ
ます。アーティフィシャルフラワー（造花）のため、お手入れ簡単でシー
ズンを変えて飾れます。

アーチマット
和のディスプレイ

SDAW-2054
ウインターアーチマット B
￥5,800（税抜） / セット
サイズ：高さ70cm・幅60cm・奥行45cm

10月中旬お届け 数量限定

SDAW-2053
ウインターアーチマット A
￥5,800（税抜） / セット
サイズ：高さ45cm・幅60cm・奥行45cm

10月中旬お届け 数量限定

SDAW-2037
秋アレンジ B
￥6,800（税抜） / コ
サイズ：高さ50cm・幅30cm・奥行30cm

花器の材質：セメント

9月下旬お届け 数量限定

SDAW-2036
秋アレンジ A
￥4,800（税抜） / コ
サイズ：高さ35cm・幅30cm・奥行20cm

花器の材質：セメント

9月下旬お届け 数量限定

SDAW-2059
初春アレンジ B
￥6,800（税抜） / コ
サイズ：高さ54cm・幅35cm・奥行25cm

花器の材質：セメント

11月上旬お届け 数量限定

SDAW-2058
初春アレンジ A
￥4,800（税抜） / コ
サイズ：高さ38cm・幅35cm・奥行25cm

花器の材質：セメント

11月上旬お届け 数量限定

SDAW-2034
オータムアーチマット A
￥5,800（税抜） / セット
サイズ：高さ45cm・幅60cm・奥行45cm

10月上旬お届け 数量限定

SDAW-2035
オータムアーチマット B
￥5,800（税抜） / セット
サイズ：高さ45cm・幅60cm・奥行45cm

9月下旬お届け 数量限定

ベースとマットは組み立てた状態での
お渡しとなります。花 材の枝を広げ
花材をパーツに差し込むだけ！

作り方

グリーンマットとフラワーを組み合わせて

様々なイメージが作れるアーチマットシリ

ーズです。取替えが簡単にできるので、季

節やイベント、空間の雰囲気に合わせて

変更することができます。連続して置くこ

とで広いスペースの演出にもご使用いた

だけます。
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セット内容

使用イメージ 使用イメージ

幅 30cm・奥行き 7cm

A4 サイズ

幅 15cm・
　奥行き 7cm

×２×２

マグネットのため
ディスプレイによって
位置の変更が可能です。

A4 サイズ

A5 サイズ

ホワイトセットナチュラルセット

PDSS-0008
マグネットセットＢ
￥19,000（税抜）/6点セット

幅62cm・高さ62cm
材質：木 鉄 磁石 アクリル

PDSS-0007
マグネットセットＡ
￥21,000（税抜）/6点セット

幅62cm・高さ62cm
材質：木 鉄 磁石 アクリル

Photo Back Sheets
撮 影 用 背 景 布

大型サイズの被写体も楽々撮影可能
L サイズであれば、ボードの高さは最大６５cm( 縦
置き使用時 ) シートの横幅は 90cm と余裕のある
サイズ感です。

縦 123cm ×横 65cm　/　厚み 1.5cm　/ 重さ 0.5kg
※小物〜中型の被写体に最適なサイズです。ネックレス、指輪などアクセサリーや
コスメ、単品料理のメニュー写真などを撮影できます。

YPI0001
背景布Mサイズシート
￥7,700（税抜）/1枚

YPI1001
背景布Mサイズシート＋ボードセット
￥17,000（税抜）/1セット

YPI0002
背景布Lサイズシート
￥10,800（税抜）/1枚

YPI1002
背景布Lサイズシート＋ボードセット
￥20,000（税抜）/1セット

縦 123cm ×横 90cm　/　厚み 1.5cm　/　重さ 0.8kg
※中型〜大型の被写体に最適なサイズです。
大型の花瓶や置物、ハンドバッグやビジネスバッグ、シューズ、洋服、料理のイメージ
写真などの撮影に利用できます。

専用取付ボード （M/L サイズ共通）

こだわり抜いた日本製背景布
日本国内の職人が一つ一つ丁寧に手作業で製作。
大量生産品には出来ない高品質を実現。工場直販
のため、中間コストを抑えて販売しております。

防水、汚れにくい特殊素材
紙や布など一般的な撮 影背景は汚れたら使い捨て。
ピノスタジオのシートは汚れを弾き、耐久性が高く、
シワがつきにくい特殊素材「ターポリン」を採用。

白無地 パステルピンク

大理石 クラックストーンコンクリート ストーンウォール

白木目

アンティーク

濃木目漆喰 白レンガ 茶木目パステルブルー

「写真を撮ったときのリアルな質感」にこだわった撮影用背景布。

簡単に雰囲気のある写真を撮ることができます。丈夫な布のため

扱いやすく長くご使用いただけます。

123
cm

65cm

123
cm

90cm

縦 50cm ×横 65cm
厚み 1.5cm　重さ 0.9kg

簡単にシートを取り付け、
取り替えることができます

A

I J K L M

A M A M

A M A M

B C D E F G H

ラインナップ

幅 30cm・奥行き7cm 幅15cm・
　奥行き7cm

セット内容

数量限定 数量限定
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Magnet Display
マグネットディスプレイ

マグネットで自由にデコレーションできるシリーズ。

店舗のちょっとした壁面を活用できます。

従来のホワイトボードとは違い、枠を設けることで一味違った

オシャレなデザインでスタイルに合わせて選べます。

セットだから届いてすぐ収納・装飾できるのが魅力的です。

動画でご覧いただけます。

［付属品］専用取付パーツ
ピンとネジを付属しています。石
膏ボードにも、ネジが使用できる
場所にもご使用いただけます。

https://pinostudio-photo.jp/



 （令和 2 年 4月 1日より）

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

その他 
離島

都道府県

北海道 青森 
岩手 
秋田

宮城 
山形 
福島

茨城 
栃木 
群馬 
山梨 
埼玉 
千葉 
東京 

神奈川

長野 
新潟

富山 
石川 
福井

岐阜 
静岡 
愛知 
三重

滋賀 
京都 
大阪 
兵庫 
奈良 

和歌山

鳥取 
島根 
岡山 
広島 
山口

徳島 
香川 
愛媛 
高知

福岡 
佐賀 
長崎 
大分

熊本 
宮崎 

鹿児島

本島 
離島

運賃 1,630 1,260 1,150 950 950 950 950 980 1,260 1,260 1,520 1,520 実費

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

運賃条件

ご不明な点がございましたら弊社営業または、受注担当者までお問い合わせ下さい。

同封の注文用紙または上記 QR コードより
ダウンロードのうえ、ご使用ください

2020 年 7月に店内をリニューアル！
店内ディスプレイが新しくなりました！
是非ご来店頂き、空間演出のヒントにご活用ください。
お客様に安心してお買い物していただけるよう、横浜ディスプレイ
ミュージアムでは従業員の手洗い、マスクの着用を徹底、お客様が
高頻度で接触される箇所の消毒を徹底いたしております。また出入口
に消毒液を設置し、お客様にご利用いただいております。

FAX
オーダー

ご来店 FAX

ご購入方法

便利な WEB オーダーサービスを
是非ご利用ください

WEBオーダー

ご購入の際は「ご来店」「WEB オーダー」「FAX」の 3 つの方法がございます。

WEB オーダーシステム

会員情報の確認を行います。
お客様 ID( メールアドレス)と登録電話番号を
ご入力いただきログインボタンを選択してください。

ご希望の商品の品番・カラー・数量をご入力ください。横浜ディスプレイミュージアムWEB サイト
displaymuseum.co.jpトップページのメニューから

「Web Order System」を選択してください。

Coordinate Set Catalogコーディネートセットカタログ

コーディネートセット商品 単品商品（プラスαセレクション）

コーディネートセットに単品商品を加えてより華やかな演出をめ
ざしたり、季節性をより表現することができます。
そのまま飾るだけでも季節感を手軽に演出できて効果抜群！

 商品のご説明・表記について

シーズンディスプレイのイメージやスタイルごとに、複数の商品をあらかじめピックアップし、セット商品としてご
用意しました。簡単・お手軽にプロのような仕上がりに！
設置場所によってばらしたりコンパクトにまとめたり、飾り方を調整できるのも魅力です。

※ 価格は上代表記になっております。業務会員様はここから割引となります。

商品サイズ
1コあたりの価格

商品番号

材質
カラー名

カラーバリエーション
のある商品はご注文の
際に必ずカラー名をご
指定ください

商品名
※

送料規定 

ご来店 FAX WEB オーダーシステム

運　賃 来店時送料規定をご確認ください。 1 個口のみ請求 1 個口のみ請求

運賃元払い条件 ￥30,000（税別）
※特殊商品その他一部対象外商品もございます。

なし ￥30,000（税別）
※特殊商品その他一部対象外商品もございます。

納　期 当日 14 時までのご精算で当日出荷
（店頭出荷商品のみの場合）

12 時までのご注文で
翌日出荷可能

12 時までの最終確定で
翌日出荷可能

（ただし表示納期が優先）

在庫確認 各フロアカウンターにて承ります 在庫確認後にご連絡いたします 在庫確認後にご連絡いたします

支払い方法 現金・クレジットカード・交通系 IC 代金引換 クレジットカード・代金引換

※ 資材、季節商品は除きます。※ メーカー直送品は除きます。※ 当社営業日で計算。

※沖縄、その他離島は運賃元払いの対象外となります。

※ WEB オーダーシステムは、ご入力時に表示される納期が最短となります。最終確定の時間によっては、更に納期がかかりますので

　ご了承願います。

セット商品の価格

商品番号

お届け日の目安

商品名

材質

このアイテムが届きます

※

セット
内容

SDAW-2042
クリスマスラグジュアリーコーディネートセットS
￥2,500（税抜）  /7 点セット
材質：木   PE   鉄   ポリエステル   紙   PS   プラスチック

S サイズ 10月中旬お届け 数量限定 SET

FS-5352
コチョウランミックスバンチ
￥680（税抜）/1束
全長31cm・幅15cm
材質：ポリエステル PE 鉄 PS 紙 PVC
迂ホワイト 胃ラベンダー

30 31

Coordinate Set Catalog For Autumn and Winter



横浜ディスプレイミュージアムのご紹介

神奈川県横浜市神奈川区大野町1-8 アルテ横浜
TEL：045-441-3933　　FAX：045-441-2922

横浜本店

横浜ディスプレイミュージアム

埼玉県さいたま市緑区中尾878
TEL. 048-875-0660　FAX：048-875-0681

埼玉支店

国内最大級のディスプレイ・デコレーションアイテム専門店「横浜ディスプレイミュージアム」約1,000坪の売り場にはアーティフィシャルフラワー・
グリーンを中心に自社開発のオリジナル商品約20,000点が一堂に会し、ディスプレイに関する情報発信基地となっています。フロアのいたる所で
実際の店舗を想定した活用例やコーディネーションのヒントのご提案、商品の販売を行っています。

1階では、空間演出のシーンに欠かせない、最新デザインのオブジェや雑貨、フェイク
グリーンなどを取り揃えています。

Decoration Item Flower Item1F 2F 

2階では、フラワーアレンジメント制作に関する造花、ドライフラワー、花器、リボン、ラッピ
ングなどの資材や装飾小物などを取り揃えています。

■webや  SNSでお店の情報やディスプレイのトレンドを
　随時発信中！

■  店舗情報

ホームページは
こちらから

＠yokohamadisplaymuseum

横浜ディスプレイミュージアム

横浜ディスプレイミュージアム

＠Displaymuseum

営業時間：10：00 〜17：30 
定休日：日曜、祝日（土曜不定期）


