
A professionally coordinated decoration set will communicate with your customers.

Coordinate Set
Catalog

コーディネートセットカタログ

For SpringSummer&All Season

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、大小さまざまなディスプレイマテリアル
が一堂に会します。

Decoration Item Flower Item1F 2F 

2階では、フラワーアレンジメントに関するアイテムを国内最大規模のボリューム
で取り揃えています。

■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）

画面越しでもよりよく魅せたい！
商品を魅力的に伝えるディスプレイの力
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2

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！

@coffeestand
濃厚カルボナーラ

ミートボールパスタ

和風だしパスタ

☆☆☆

いいね！ 注文！

ポチろう！
観よう！

夏におススメ☆ボタニカル入浴剤

summer sale 開催中

１０分で OK! トレーニング【…

HIIT で脚痩せ【１日１０分】

新作コーヒーのお知らせ
春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

Carbonara

meatball pasta

japanese style pasta

送料無料 / １～２営業日で出荷

Training Channel

脚痩せ channel

￥800/ １個 ✓即日配達

￥1200（送料別）

￥1200（送料別）

￥1200（送料別）

ソーシャルメディアの発達でビジネスを発信する機会が増えました。

視覚に直接訴える「写真」はモノの魅力を伝えるのにとても大切。

そんなときに商品を引き立てる小物があると、魅力を更に引き上げることができます。

華やかなディスプレイグッズが、あなたのビジネスを応援します。

商品の魅力を最大限に引き出すディスプレイグッズで

あなたのビジネスをお手伝いします。 可愛い写真で
美味しそうに

見える！

グリーンがある
と動画映えも

するなあ

かっこいい写真
でお店の雰囲気

がわかる

夏の爽やかな
感じが伝わって

くる！
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FG-5102
ラズベリーショート
¥280（税抜）/1本
全長30cm・実長2.4〜3cm
材質：ポリエステル PE 鉄

レッド パープル

PDS-9320
ローズヘッドデコS IVO
￥1,080（税抜）/1コ
W18cm×H18cm×D8cm
材質：EVA 鉄

PDS-9322
ローズヘッドデコS L/P
￥1,080（税抜）/1コ
W18cm×H18cm×D8cm
材質：EVA 鉄

FB-2440
ローズバットバンチ×5
￥600（税抜）/1束
全長21cm・花径2.5〜3cm
材質：ポリエステル PE 鉄 PS ラフィア
逸ピンク　移ライトピンク

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

GL-4887PA
フロックローズガーランド
￥2,800（税抜）/1本
全長180cm・花径2〜4cm
材質：ポリエステル PE 鉄
陰サーモン

プラスαセレクション

セット内容

セットだからアイテム選びの手間いらず！
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た、旬な商品をセレクト！
悩みながらアイテムをセレクトする手間がかからず、
届いてすぐにトレンドコンシャスなディスプレイが実現できます。

コーディネートセットの特徴

これがあるだけでグっと変わる！
高さだし・敷物アイテムも同セットに
ディスプレイコーディネーターもマストで使う
高さだし＆敷物アイテムも一緒に入っているので
クオリティの高いディスプレイを作ることができます。

ディスプレイを目立たせる高さだしアイテム

空間を華やかにする敷物アイテム

手軽にシーズンチェンジ
シーズンが変わったら、同じディスプ
レイスペースで必要なアイテムを取り
替えるだけでガラッと印象を変えるこ
とができます。

ABOUT
Coordinate Set 

Contents Interior scene Set 
Natural Style
Feminine Style
Brocante Style

p5
p7

p10
p14
p18

p22
p29
p34 

春 夏

O N E SET

RFB-355
H14cmレイヤードボトルベースW
￥1,400（税抜）/1コ
φ11cm×H14cm（口径2cm）
材質：陶器

FB-2455
ミレーヌローズラナンバンドル
￥1,300（税抜）/1束
全長25cm・花径3〜6.5cm・幅22cm
材質：ポリエステル PE 鉄 
沿ピンクビューティー  
葵ビューティーラベンダー 

Green selection Item
Display Base Set & Item
ご注文・送料について

Season Set
Spring set
Summer set

Spring
Set

春らしい優しい色のお花の雑貨セットで
春色商品をディスプレイしてみませんか？

セット商品にプラスしてより華やか空間に

SDSS-1001
スプリングコーディネートセットＭ
￥7,000（税抜）/7点セット

SDSS-1009
ローズリース
￥3,300（税抜）/１コ
Φ28cm・高さ11cm
材質：ポリエステル PE PA 鉄

材質：ポリエステル PE 鉄 紙 PVC 磁石 ガラス
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GL-4887PA
フロックローズガーランド
￥2,800（税抜）/1本
全長180cm・花径2〜4cm
材質：ポリエステル PE 鉄
因レッド

SPD-0382
カーネーションローズポット
￥780（税抜）/1コ
□6.7cm・W12cm×D12cm×H12cm
材質：ポリエステル PE PA ABS
逸ピンク 因レッド

FB-2518
カーネーションミックスブッシュ
￥500（税抜）/1本
全長27cm・花径2.5〜8cm・幅18cm
材質：ポリエステル PE 鉄
因レッド 綾クリームピンク 逸ピンク 

GL-5232
ファーンガーランド
￥9,800（税抜）/1本
全長190cm・35cm
材質：PE 鉄 PS 麻
慰グリーン

GL-5200
コウモリランブッシュ
￥4,500（税抜）/1本
全長68cm・幅55cm
材質：PE 鉄 PA
慰グリーン

RFB-431
モダン
￥1,200（税抜）/1コ
φ10cm×H13.5cm
材質：セラミック

水OK

FBCW-0010
ピンクカーネーションリース
￥5,800（税抜）/1コ
φ28cm・H11cm
材質：ポリエステル PE 鉄 PS PA

RGB-685

RGB-789

RGB-789 ミニスリムボトル GRY
RGB-684 ミニスリムボトル Y
￥280（税抜）/1コ
φ6cm×H15.5cm（口径：2cm）
材質：ガラス

色落ち注意

色落ち注意

プラスαセレクション プラスαセレクション

セット内容 セット内容

FG-4984
セダムブッシュ
￥480（税抜）/1本
全長21cm・葉径5.5cm・幅10cm
材質：PE 鉄
慰グリーン 引レッドグリーン 

MCO-0001
ナンバープレートハンギン
グカルフォルニア
￥380（税抜）/1コ
W30cm×D0.6cm×H12cm
材質：木 鉄 

MCO-0002
ナンバープレートハンギン
アリゾナ
￥380（税抜）/1コ
W30cm×D0.6cm×H12cm
材質：木 鉄 

MCO-0003
チョークサインハンギング
ウェルカム
¥380（税抜）/1コ
W17.5cm×D0.7cm×H20cm
材質：木 鉄

材質：ポリエステル PE 鉄 紙 PVC 磁石 陶器 材質：ポリエステル PE 鉄 紙 PVC 自然素材 ガラス

セット商品にプラスしてより華やか空間に

Mother's
Day Set

定番カーネーションが主役の雑貨セット。ギフト商品と一緒に飾って
母の日コーナーを作ってみてはいかがでしょうか。 Summer

Set
西海岸スタイルの雑貨セット。夏の化粧品やマリングッズなどと一緒に
飾って爽やかな雰囲気に。店内のインテリアにもお使いいただけます。

SDSS-1002
カーネーションコーディネートセットＭ
￥7,000（税抜）/8点セット

SDSS-1003
グリーンコーディネートセットＭ
￥7,000（税抜）/9点セット

セット商品にプラスしてより華やか空間に



七夕に願いを込めて
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FS-8302
ヒマワリブッシュ
￥420（税抜）/1本
全長41cm・花径12〜14cm
入り数：12本/B 96本/C
材質：ポリエステル PE 鉄 PA
厩イエロー 

FG-4561
タケオオエダ
￥1,380（税抜）/1本
全長110cm・葉長9〜9.5cm
材質：ポリエステル PE 鉄
慰グリーン

FG-4902
バンブースプレー
￥250（税抜）/1本
全長41cm・葉長7.5cm
材質：ポリエステル PE 鉄
慰グリーン

FG-4940
ササ
￥180（税抜）/1本
全長64cm・葉長3〜3.8cm
材質：ポリエステル PE 鉄
慰グリーン 

FG-5147
ジャンボタケ（1.8m）
￥2,800（税抜）/1本
全長180cm・葉長7.5〜11.5cm
材質：ポリエステル PE 鉄
慰グリーン

MCY-0511
アイアンスタンドベース
￥3,500（税抜）/1コ
□25cm×H10.5cm
材質：鉄

GL-5010
ポトスガーランド
￥1,800（税抜）/1本
全長160cm
葉長5〜11cm
材質：ポリエステル PE 鉄

FS-8213
ハイビスカスワイヤー
￥90（税抜）/1セット
全長20cm・花径7cm
材質：ポリエステル PE 鉄
3本入り
因レッド 

プラスαセレクション

×２

セット内容

FS-8253
ハイビスカスポット
￥240（税抜）/1本
全長15cm・花径6〜8cm・幅22cm
入り数：12本/B 240本/C＊

材質：ポリエステル PE 鉄 PA PS 紙
握ビューティー 

Coordinate Set Catalog For Spring/Summer and All Season

材質：ポリエステル PE 鉄 紙 自然素材　ガラス ブリキ

FG-5175
組立式大笹2.1m
￥5,500（税抜）/1本
全長210cm・葉長9〜10cm
材質：ポリエステル PE 鉄
3分割
慰グリーン 

FG-5177
組立式大笹2.7m
￥7,500（税抜）/1本
全長270cm・葉長9〜10cm
材質：ポリエステル PE 鉄
3分割
慰グリーン 
FG-5176
組立式大笹2.4m
￥6,500（税抜）/1本
全長240cm・葉長9〜10cm
材質：ポリエステル PE 鉄
3分割
慰グリーン 

FG-5176

※アイアンスタンドベースは別売りとなります

FG-5176 慰 組立式大笹 2.4m
MCY-0511 アイアンスタンドベース 使用

セット商品にプラスしてより華やか空間に

飾り付けをしたり、
願い事を書いて飾る

イベントなどにも活用
できます。

夏のピクニックをイメージした雑貨セット。テイクアウトフードや
ピクニックグッズと一緒に飾って夏の楽しさを演出してみませんか。

親子ともども楽しめる7 月を代表するイベント「七夕」。
笹を飾ってお客様に短冊を書いてもらい、笑顔の集う場所に
してみませんか。

FS-8238A
ハイビスカスショート
￥180（税抜）/1本
全長30cm・花径10cm
材質：ポリエステル PE PA

ビューティー オレンジ レッド 

Sunflower
Set

SDSS-1004
ヒマワリコーディネートセットＭ
￥7,000（税抜）/10点セット

SDSS-1010
ヒマワリリース
￥3,300（税抜）/１コ
Φ28cm・高さ10cm
材質：ポリエステル PE 鉄 
PS PA
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グリーンがある
と動画映えも

するなあ

居心地が良さ
そうなだなぁ
今度行こう保存！

いいね！

Natural
Interior scene Set

フレッシュなグリーンやハーブは年中使えて
インテリアにも馴染みやすいアイテム。
空間に自然に溶け込むナチュラルな
ディスプレイキット＆グッズをご紹介します。

Creative scene
おうち時間で需要アップの動画コンテンツには
画面映えする壁面アイテムやグリーンがおすすめです。

Table scene
透明感のあるガラスとグリーンをキッチンカウンター
やテーブルに置くことで清涼感のある空間を作ること

ができます。

フレームセット使用ガラスセット使用

FZYY-1004
ナチュラル ガラス小物セット
￥3,980（税抜）/10点セット
材質：ポリエステル PE 鉄 PS PA PVC 木 磁石 陶器 麻 ガラス

×２

セット内容

フレーム
セット

LEDライトが点灯します

電池式（単三電池×2コ）
連続点灯時間：約15時間

FZYY-1003
ナチュラル フレームセット
￥3,980（税抜）/5点セット
材質：ポリエステル PE 鉄 PS PA プラスチック 紙 銅 木

セット内容

卓上
セット

材質：ポリエステル PE 鉄 PS PA  木 陶器 ブリキ

FZYY-1002
ナチュラル 卓上セット
￥3,980（税抜）/6点セット

※ブックケースは
　開閉できません

セット内容

ガラス
セット

パッケージ入り
※ブックケースは
　開閉できます

セット内容

壁面飾り
セット

FZYY-1001
ナチュラル 壁面セット
￥3,980（税抜）/4点セット
材質：ポリエステル PE 鉄 PS PA PVC 木 磁石 陶器 麻
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FBC-8193
ラベンダーガーランド
￥7,800（税抜）/1本
全長190cm・花房長4.5〜10cm
材質：PE 鉄 PS 紙
胃ラベンダー 

FA-7339
ミモザガーランド
￥1,500（税抜）/1本
全長180cm・幅13cm
材質：PE PA
厩イエロー 

FB-2557
ナチュラルミモザ
ミックスブッシュ
￥780（税抜）/1本
全長37cm・房長3.5〜7cm
材質：ポリエステル PE 鉄 PA
厩イエロー 

MCY-0270 ハウスボックスハンギング W
MCY-0269 ハウスボックスハンギング GRY
￥1,200（税抜）/1コ
W15cm×D6cm×H19.5cm
材質：木 鉄

MCY-0270 MCY-0269

裏面

PED-0031
WIRE BRANCH 
STAND
￥4,680（税抜）/1コ
W36cm×D13cm×H53cm
材質：木 鉄

FB-2591
ラベンダーハーブバンドル
￥780（税抜）/1束
全長33cm・花径1.5〜2cm
材質：ポリエステル PE 鉄 PA 
PS 麻
迂ホワイト 

RFB-396
ラベル付き
サイエンスボトルM CL
￥780（税抜）/1コ
φ8cm×H18cm
材質：ガラス 紙

RFB-400
ラベル付き
サイエンスボトルS GRY
￥580（税抜）/1コ
φ6.5cm×H14cm
材質：ガラス 紙

色落ち注意 RFB-401
ラベル付き
サイエンスボトルM GRY
￥780（税抜）/1コ
φ8cm×H18cm
材質：ガラス 紙

色落ち注意
RFB-394
ラベル付き
サイエンスボトルS CL
￥580（税抜）/1コ
φ6.5cm×H14cm
材質：ガラス 紙

FG-4999
レースフラワーミックスバンドル
￥520（税抜）/1束
全長28cm・幅22cm
材質：ポリエステル PE 鉄 紙 PA
迂ホワイト 

セット商品にプラスしてより華やか空間に

Natural
Interior scene Set

FBC-8131
ラベンダースワッグ
￥900（税抜）/1コ
全長45cm・幅15.5cm
材質：PE 鉄 麻
胃ラベンダー

プラスαセレクション

GLA-1437
ウンベラータ
￥17,000（税抜）/1本
全長120cm・幅60cm
鉢：□17cm
材質：ポリエステル PE PS 
石 陶器
慰グリーン

FBC-8200
ラベンダーリース
￥5,400（税抜）/1コ
φ55cm・D12cm
材質：PE 自然素材 鉄
胃ラベンダー 

RFB-295
スチール
ウォーターカンポット
￥1,080（税抜）/1コ
W18cm×D12.5cm×H18cm
材質：ブリキ

水NG

FG-4411
ラズベリーピック
￥550（税抜）/1本
全長33cm・実径1.5〜2.5cm
材質：ポリエステル PE PS 鉄

グリーン レッド パープル 

MCY-0281
ブックケース
フラワースタンドイエロー
￥2,500（税抜）/1コ
W4cm×D13cm×H21cm
材質：紙 PVC ポリエステル

MCY-0285
ブックケース
フラワースタンド
フラワー
￥2,600（税抜）/1コ
W3cm×D14cm×H21cm
材質：紙 PVC ポリエステル

※ブックケースは開閉できません

※ブックケースは開閉できません

SDSS-1011
ナチュラルリース
￥3,300（税抜）/１コ

Φ30cm・高さ10cm
材質：ポリエステル PE 鉄 PS PA

上部に穴が空いている
ので花を挿すことがで
きます。

PED-0029
CANDLE HOLDER "LOVE"
￥4,500（税抜）/1コ
W48cm×D12cm×H23.5cm
材質：木 鉄 ガラス

FG-4795
ジューシーベリーピック
￥280（税抜）/1本
全長24cm・幅11cm
材質：PE 鉄 PS 紙

ホワイト ホワイト 
グリーン＊ グリーン 

GLA-1441
オリーブポット
￥7,000（税抜）/1コ
全長57cm・幅33cm
鉢：φ16cm×H13.5cm
材質：ポリエステル PE PS 鉄 
EVA 石 陶器
慰グリーン

GLA-1533
モンステラバリエガータポット
￥6,800（税抜）/1本
全長65cm
鉢：φ18.5cm×H17cm
材質：ポリエステル PE PS 鉄 

（鉢：紙）
慰グリーン 

18.5cm

17
cm

GLA-1335
エリカペーパーポット
￥580（税抜）/1コ
□7cm・W10cm×D13cm×H25cm
材質：PE PS 鉄 紙

ライト 
ピンク パープル
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Cafe Scene
ホワイトとピンクのアイテムで海外のレストランのような

かわいくて上品な空間を作ることができます。

注文！
可愛い写真で
美味しそうに

見える！

ガーランドセット使用

ガラス小物セット使用

Feminine
Interior scene Set

華やかでふんわりとした
優しい空間を作るフェミニンスタイル。
ファッション性の高い空間におすすめです。

セット内容 セット内容

ガラス小物
セット

FZYY-1006
フェミニン ガラス小物セット
￥3,980（税抜）/8点セット
材質：ポリエステル PE 鉄 PVC ガラス

ガーランド
セット

FZYY-1008
フェミニン ガーランドセット
￥3,980（税抜）/7点セット
材質：ポリエステル PE 鉄 パラフィン 木 麻 ガラス

Salon Scene
来店した時にお客様の気分が思わず上がって

しまうような華やかで可愛らしい店内に

予約！可愛い店内！
行ってみたい

なぁ

×２

セット内容

壁面飾り
セット

FZYY-1007
フェミニン 壁面セット
￥3,980（税抜）/7点セット
材質：ポリエステル PE 鉄 EVA 木 綿

セット内容

リース
セット

FZYY-1005
フェミニン リースセット
￥3,980（税抜）/5点セット
材質：ポリエステル PE 鉄 木 綿
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MCT-040
ブリック&ドアバナースタンド
￥1,600（税抜）/1セット
W23cm×D0.5cm×H36.5cm
材質：木

2分割

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 点灯前

裏面スタンド付き

FB-2595
ブライズピオニーミックスブーケ
￥1,400（税抜）/1束
全長24cm・花径5.5〜11cm
材質：ポリエステル PE 鉄
絢クリーム 姶ベージュ 井モーブ 

FB-2461
ダリアバンドル×3
￥580（税抜）/1束
全長20cm・花径6〜8cm・幅12cm
材質：ポリエステル PE 鉄 PS ラフィア
迂ホワイト＊ 胃ラベンダー 

RFB-372

RFB-374 ガラスカッティングボトルCL
RFB-372 ガラスカッティングボトルGRY
￥350（税抜）/1コ
φ6.8cm×H17cm（口径6cm）
材質：ガラス

RFB-374
色落ち注意

GLA-1504
ドライリーフミックススワッグ
￥2,200（税抜）/1コ
全長50cm・幅32cm
材質：PE 鉄 PA 麻
悪ブラウン

FA-7293
フレアローズピック
￥300（税抜）/1本
全長22cm・花径10cm
材質：ポリエステル PE 鉄 PA

クリーム モーブ 

FB-2514
パフィーラナンキュラスブーケ
￥1,080（税抜）/1束
全長20cm・花径7cm
材質：ポリエステル PE 鉄 PA PVC 紙
為アイボリー 逸ピンク

RGB-768
ドットガラスベース BK
￥3,500（税抜）/1コ
φ15cm・H30cm（口径：5.5cm）
材質：ガラス

色落ち注意

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

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

RGB-801
ゴ−ルドエッジオ−ロラS
￥1,500（税抜）/1コ
φ8cm×H8cm（口径3cm）
材質：ガラス

色落ち注意 色落ち注意

FA-6536
ローズペタル
￥900（税抜）/1袋
ペタル径3〜5cm
材質：ポリエステル
約130枚入り
絢クリーム 鰯ピーチ
綾クリームピンク 井モーブ

クリーム ピーチ

クリーム 
ピンク モーブ

FA-6600A
イブリンローズスプレー
￥530（税抜）/1本
全長63cm・花径1.2〜3cm
材質：ポリエステル PE 鉄

ホワイト 

ライト 
ピンク 

イエロー 

ビューティー  

ピンク クリーム 

RGB-802
ゴ−ルドエッジオ−ロラL
￥2,500（税抜）/1コ
φ10cm×H18cm（口径4cm）
材質：ガラス

PDS-9331
ダリアヘッドデコM L/P
￥1,500（税抜）/1コ
W28cm×H28cm×D9cm
材質：EVA 鉄

GL-5243
180cmローズマリー
ガーランド
￥5,800（税抜）/1本
全長180cm・幅18cm
材質：PE 鉄 紙

FG-4674
フレッシュストロベリーピック
￥480（税抜）/1本
全長19cm・幅13cm・実径2.5〜3.5cm
材質：ポリエステル PE 鉄 PA
因レッド

PDS-9323
ローズヘッドデコM IVO
￥2,000（税抜）/1コ
W25cm×H25cm×D10cm
材質：EVA 鉄

GLP-1490
180cmオリーブ
￥50,000（税抜）/1本
全長180cm・幅90cm
鉢：φ20cm×H17.5cm
材質：ポリエステル PE PS 木 
セメント （鉢：PP）

20cm

17.5
cm

SDSS-1012
フェミニンリース
￥3,300（税抜）/1コ
Φ30cm・高さ10cm
材質：ポリエステル PE 鉄 PS PA

MCY-0453
ブックケース
アイラブユー
￥2,000（税抜）/1コ
W5cm×D16cm×H36cm
材質：紙 PVC ポリステル 磁石

※ブックケースは開閉できます

MCY-0451
ブックケース
フレンチチック
￥2,200（税抜）/1コ
W5cm×D16cm×H34cm
材質：紙 PVC ポリステル 
磁石

※ブックケースは開閉できます

Feminine
Interior scene Set

プラスαセレクション

PED-0027
SINGLE 
CANDLE HOLDER
￥2,400（税抜）/1コ
W13cm×D11cm×H34cm
材質：木 鉄

セット商品にプラスしてより華やか空間に



壁面飾り
セット

ハンギング
セット

ガラス小物
セット

卓上
セット

Brocante
Interior scene Set

落ち着きの中に個性が光る大人な空間を作る
ブロカントスタイル。
ビンテージ感のあるアイテムやグリーンが
特徴です。
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セット内容

セット内容 セット内容

×２

×２

セット内容

パッケージ入りいいね！

予約！
素敵な雰囲気の
お店。行ってみ

たい！

かっこいい写真
でお店の雰囲気

がわかる

卓上セット使用

ハンギングセット使用

Coffee scene

Dinner scene

ほっと一息つけるような落ち着いたトーンのアイテムで、
大人のリラックスシーンを演出できます。

ビンテージな空間と相性の良い多肉アイテム。
美味しいディナーとワイン… 
そんな大人な時間の演出に。

FZYY-1009
ブロカント 壁面セット
￥3,980（税抜）/7点セット
材質：ポリエステル PE 鉄  木 リサイクルレザー

FZYY-1011
ブロカント ハンギングセット
￥3,980（税抜）/5点セット
材質：ポリエステル PE 鉄  木 リサイクルレザー

FZYY-1012
ブロカント ガラス小物セット
￥3,980（税抜）/8点セット
材質：ポリエステル PE 鉄  木 紙 PVC ガラス

FZYY-1010
ブロカント 卓上セット
￥3,980（税抜）/9点セット
材質：ポリエステル PE 鉄  PVC 紙 木 ガラス
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プラスαセレクション

MCY-0347
パンチングハニカムボードNA
￥1,080（税抜）/1コ
φ24cm・D2.5cm
取り付け穴間ピッチ25mm
材質：木 鉄

裏面

MCY-0348
パンチングハニカムボードBK
￥1,080（税抜）/1コ
φ24cm・D2.5cm
取り付け穴間ピッチ25mm
材質：木 鉄

MCY-0348

MCY-0347

パンチングボード用の
パーツはこちらから

ご確認ください

FG-4585
ミニチランジアピック3コ入り
￥320（税抜）/1セット
全長6.5〜7.5cm・幅4〜5cm
材質：PE 鉄

（3コ入り）

グリーン レッド 
グリーン バーガンディー＊ 

GLA-1329
アロエミックス
ブリキポット
￥1,800（税抜）/1コ
W17cm×D16cm×H17cm
材質：PE PS 鉄 石 PA
慰グリーン

GLP-1515
ザミフォリアポット
￥8,000（税抜）/1本
全長57cm・幅53cm
鉢：φ14cm×H13.5cm
材質：ポリエステル PE 鉄 PS 

（鉢：PP）
慰グリーン

14cm

13.5
cm

GLA-1474
ワインドシェフレラ
￥8,800（税抜）/1コ
全長77cm・幅65cm
材質：ポリエステル PE 鉄 PS 石 

（鉢：セメント）
慰グリーン

GL-5137
カーリーチランジア
￥1,880（税抜）/1本
全長26cm・幅40cm
材質：PE 鉄
鵜ホワイトグリーン
引レッドグリーン

Interior scene Set
Brocante

セット商品にプラスしてより華やか空間に

PED-0038
SQUARE WALL 
PLATE
￥3,480（税抜）/1コ 
W40cm×D2.5cm×
H40cm
材質：MDF

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

点灯前

GLA-1341
エケベリアミックスフレーム
￥2,500（税抜）/1コ
W18cm・D10cm・H18cm
材質：PE ABS 鉄
慰グリーン

GLA-1369
アレカパーム
￥12,000（税抜）/1本
全長160cm・幅85cm
材質：ポリエステル PE 鉄 陶器 
セメント 石
慰グリーン

GL-5238
マグノリアガーランド
￥5,800（税抜）/1本
全長130cm・葉長14〜16.5cm
材質：PE 鉄 紙
慰グリーン 

丸めるとリースとしても使用できます

FG-5082
グレープピックM
￥420（税抜）/1本
全長31cm・房長11.5cm
材質：PE 鉄 紙 PVC

グリーン グレープ 

SDSS-1013
ブロカントリース
￥3,300（税抜）/１コ

Φ28cm・高さ11cm
材質：PE 鉄

FG-4679
エケベリアピック
￥640（税抜）/1本
全長12cm・幅10cm
材質：PE

グリーン バーガン
ディー

PDS-9360
ポリラインW
￥9,800（税抜）/1コ
H90cm×W60cm×D20cm
材質：鉄 

PDS-9361
ポリラインBK
￥9,800（税抜）/1コ
H90cm×W60cm×D20cm
材質：鉄 

MCY-0342
ハンガーロング
フックCOP
￥380（税抜）/1コ
W15cm×D8.5cm×H4cm
材質：鉄

MCY-0345
ハンガーバスケット
スクエアCOP
￥680（税抜）/1コ
W13cm×D8cm×H7cm
材質：鉄

GL-5169
アイビーバイン
￥3,800（税抜）/1本
全長55cm・葉長2.5〜7cm・幅25cm
材質：ポリエステル PE 鉄
慰グリーン

GLKK-1441
プミラ
￥4,000（税抜）/1本
全長45cm・幅25cm
材質：ポリエステル PE 鉄



Green selection

Garland
Green selection

Mat

Wood Board Frame
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GL-5259
スターアイビーガーランド
￥2,000（税抜）/1本
全長185cm・葉径3〜8cm
材質：ポリエステル PE 鉄
慰グリーン 

FG-4162A
スマイラックスガーランド
￥1,800（税抜）/1本
全長180cm・葉径2.5cm
材質：ポリエステル PE

GL-4906PA
オリーブガーランド
￥2,000（税抜）/1本
全長180cm・実径3cm
葉径5〜8cm
材質：ポリエステル PE PS

GL-4551P
グレープガーランド
￥2,500（税抜）/1本
全長180cm
材質：ポリエステル PE PVC 
EVA 紙 鉄
慰グリーン

GL-MB035
シバザクラマット
￥2,500（税抜）/1コ
□30cm×高さ7cm
材質：ポリエステル PE
逸ピンク

ラベンダー パープル 

GL-MB048
ラベンダーミックスマット
￥1,500（税抜）/1コ
□30cm×高さ10cm
材質：ポリエステル PE

プラスチック

GL-5280
ミックスハーブマット
￥2,600（税抜）/1コ
□30cm×高さ10cm
材質：PE PA
烏ツートングリーン

プラスチック

GL-3260A
グリーンリーフマット
￥1,000（税抜）/1コ
□25cm
材質：PE

プラスチック

GL-MB043
ベビーリーフマット
￥2,700（税抜）/1コ
□30cm×高さ4.5cm
材質：PE
慰グリーン 

プラスチック

GL-MB045
触媒グリーンミックスマット
￥4,200（税抜）/1コ
□30cm×高さ19cm
材質：PE
慰グリーン 

プラスチック

5cm

4.5cm

裏面

別途フック付属

33.5cm

30.5cm

30.5
cm33.5

cm

殺風景になりがちな壁面に、グリーンを掛けて彩りを添えませんか。
絵や写真を飾るのと同じ感覚で、手軽に植物を楽しめます。

ワイヤー（針金）の入っていないチェーン型のガーランドです。

５ｍと１０ｍでお好みの長さをお選びください。

MCY-0288

MCY-0288  ウッドボードフレーム NA
MCY-0289  ウッドボードフレーム W
MCY-0290  ウッドボードフレーム BLK
MCY-0291  ウッドボードフレーム SI
￥3,200（税抜）/1コ
□33.5cm・H5cm （□30.5cm・4.5cm）
材質：木 鉄
重量：550g

MCY-0289 MCY-0290 MCY-0291

Coordinate Set Catalog For Spring/Summer and ALLseason

太陽の光や蛍光灯に当たると化学
反応をおこし室内に浮遊する有害
物質を分解する加工を施しています。

軽くて
装飾簡単

セットで
おすすめ

コーヒーショップや
カフェに

５ｍ １０ｍ

PDSS-0011
アイビーチェーンガーラ
ンド（５ｍ）
￥2,800（税抜）/５ｍ

葉径5〜7.5cm
材質：ポリエステル PE

PDSS-0012
アイビーチェーンガーラン
ド（１０ｍ）
￥5,800（税抜）/１０ｍ

葉径5〜7.5cm
材質：ポリエステル PE

PDSS-0013
ホーランドアイビー
チェーンガーランド（５ｍ）
￥2,800（税抜）/５ｍ

葉径5〜7.5cm
材質：ポリエステル PE

PDSS-0014
ホーランドアイビー
チェーンガーランド（１０ｍ）
￥5,800（税抜）/１０ｍ

葉径5〜7.5cm
材質：ポリエステル PE

PDSS-0015
グレープチェーンガーラ
ンド（５ｍ）
￥2,800（税抜）/５ｍ

葉長3.5〜11cm
材質：PE

PDSS-0016
グレープチェーンガーラ
ンド（１０ｍ）
￥5,800（税抜）/１０ｍ

葉長3.5〜11cm
材質：PE



Hanging Base
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MCY-0459
リングタペストリーL
￥680（税抜）/1コ
W11cm・H40cm
材質：木 綿

GLA-1425
ハオルシアマンゾウポットM
￥1,200（税抜）/1コ
器：φ10cm×H9.5cm
全長15cm・幅10cm
材質：PE PS 鉄 石 陶器

ホワイト 
グリーン グリーン

グリーン 
レッド

GLA-1423
ハオルシアギョクロポットS
￥800（税抜）/1コ
器：φ8cm×H7.5cm
全長11.5cm・幅8.5cm
材質：PE PS 鉄 石 陶器

ホワイト 
グリーン グリーン

パープル 
グリーン 

GLA-1426
ハオルシアギョクロポットM
￥1,200（税抜）/1コ
器：φ10cm×H9.5cm
全長13cm・幅10.5cm
材質：PE PS 鉄 石 陶器

ホワイト 
グリーン グリーン

パープル 
グリーン 

GLA-1521
コーヒーノキセメントポット
￥2,000（税抜）/1コ
全長29cm ポット：φ8cm×H8.5cm
材質：ポリエステル PE PS セメント 石
慰グリーン 

GLA-1522
パキラセメントポット
￥2,000（税抜）/1コ
全長32cm ポット：φ8cm×H8.5cm
材質：ポリエステル PE PS セメント 石
慰グリーン 

GLA-1524
フィカスアルテシマポット
￥2,400（税抜）/1コ
全長44cm 
ポット：φ9.3cm×H10.2cm
材質：ポリエステル PE セメント
鵜ホワイトグリーン 

GLA-1527
イングリッシュアイビーポット
￥2,800（税抜）/1コ
全長25cm 
ポット：φ9.3cm×H10.2cm
材質：ポリエステル PE 鉄 PS セメント
慰グリーン 

GLA-1528
フィトニアポット
￥2,800（税抜）/1コ
全長27cm 
ポット：φ9.3cm×H10.2cm
材質：ポリエステル PE 鉄 PS セメント
慰グリーン 

GLA-1529
プミラポット
￥2,800（税抜）/1コ
全長24cm 
ポット：φ9.3cm×H10.2cm
材質：ポリエステル PE 鉄 PS セメント
慰グリーン 

GLA-1530
ウィローハンギングポット
￥3,200（税抜）/1コ
全長72cm（麻紐含まず） 
ポット：φ11.5cm×H8.5cm
材質：PE 鉄 PS 紙 麻
慰グリーン 

GLA-1531
ベビーリーフハンギングポット
￥3,200（税抜）/1コ
全長67cm（麻紐含まず） 
ポット：φ11.5cm×H8.5cm
材質：PE 鉄 PS 紙 麻
慰グリーン 

GLA-1532
リプサリスハンギングポット
￥3,200（税抜）/1コ
全長77cm（麻紐含まず） 
ポット：φ11.5cm×H8.5cm
材質：PE 鉄 PS 紙 麻
慰グリーン 

MCY-0494
レザーダブルスクエア
ハンガー
￥680（税抜）/1コ
H約75cm・W12cm・D12cm
ハトメ穴φ1.5cm
材質：リサイクルレザー 綿 鉄 

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

約50
cm

約75
cm

GLA-1499
ダシーリリオイデスポット
￥980（税抜）/1コ
全長23cm・φ27cm 器：φ11cm×H7.8cm
材質：PE PS 石
違ライトグリーン 慰グリーン  
引レッドグリーン 

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

MCY-0463
ウィービングポケットハンガー
￥1,800（税抜）/1コ
W14cm・H57cm
材質：木 綿
※グリーンは商品に含まれません

ハンギングで
グリーンを吊るすと
空間のアクセントに

レザーハンガーは左ページの
ポットアイテムと組み合わせて飾れます

Green selection

Pot
Green selection

Hanging

トイレやキッチン
など、小スペースの

アクセントに



Green selection

Interior Green

Pot Cover
セットで
おすすめ
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GLA-1505
ベンジャミン
バロックポット
￥13,000（税抜）/1本
全長100cm・
ポット：□17cm×H16cm
材質：PE PS 鉄 石 

（ポット：陶器）
慰グリーン 

DIYツリー

特許出願中
特願 2019 - 146893

M size
約100cm 約130cm

L size店舗空間サイズに合わせ高さ調節できる優れもの。
持ち運びにも便利なジョイント式樹木です。

左ページの樹木や、生の観葉植物にもお使いいただけます。

空間演出に欠かせない樹木アイテム。
スタイルに合わせてセレクトしました。

DIYツリーの組み
立て方動画はこちら 組み立て方によって木の高さや配置、形状を自由に変えることができます。

持ち運びやすいパッケージ入り

18cm 18cm

62
cm

RFB-343
マーブルライクポットM
¥2,800（税抜）/1コ
φ20cm・H19cm

（内：φ17cm・H17cm）
材質：陶器
穴あき
重量：3.1Kg

穴あき RFB-344
マーブルライクポットL
¥9,800（税抜）/1コ
φ32cm・H30cm

（内：φ29cm・H29cm）
材質：陶器
穴あき
重量：10Kg

穴あきRFB-341
セラミックボウル W
¥4,800（税抜）/1コ
φ25.5cm・H24cm・底面φ17cm

（内：φ22.5cm・H23.5cm）
材質：陶器
穴あき
重量：6.1Kg

穴あき RFB-342
セラミックボウル W
¥7,800（税抜）/1コ
φ31cm・H30cm・底面φ23.5cm

（内：φ29cm・H27cm
材質：陶器
穴あき
重量：4.6Kg

穴あきMCY-0355
オリタタミコンテナボックスNA
MCY-0356
オリタタミコンテナボックスBR
￥1,900（税抜）/1コ
W20cm×D20.5cm×H18cm
材質：木 鉄
折りたたみ式

MCY-0355

MCY-0356

GLP-1532
シェフレラアンガスティ
フォリア
￥20,000（税抜）/1本
全長137cm・幅70cm 
ポット：φ15cm×H12.5cm
材質：PE 鉄 PS EVA 紙 PP 
セメント
慰グリーン 

GLP-1501
ユッカリーフツリーポット
￥10,000（税抜）/1本
全長120cm・幅65cm
鉢：φ16cm×H13cm
材質：PE PS 自然素材  

（鉢：PP）
慰グリーン

ナチュラルスタイル

フェミニンスタイル ブロカントスタイル

15cm

12.5
cm

GLA-1437
ウンベラータ
￥17,000（税抜）/1本
全長120cm・幅60cm
鉢：□17cm・H16cm
入り数：1本/C
材質：ポリエステル PE PS 
石 陶器
慰グリーン

17cm

16
cm

17cm

16
cm

16cm

13
cm

GLP-1300
ベンジャミンフィカス1.5m
￥17,000（税抜）/1本
全長150cm・幅60cm
鉢：φ20cm・H18cm
入り数：1本/B 2本/C
材質：ポリエステル PE 鉄
セメント 木 （鉢：PP）

20cm

18
cm

GLP-1320
ベンジャミンフィカス
ハワイアン1.5m
￥17,000（税抜）/1本
全長150cm・幅60cm
鉢：φ20cm・H18cm
入り数：1本/B 2本/C
材質：ポリエステル PE 鉄
セメント 木 （鉢：PP）

20cm

18
cm

GLA-1389
ユッカポット
￥13,000（税抜）/1本
全長145cm･幅85cm
鉢：□17cm・H16cm
入り数：1本/B 4本/C
材質：ポリエステル PE 鉄 EVA 陶
器 セメント 石
慰グリーン

17cm

16
cm

GLA-1511
ジョイントメープル
ツリーセット
￥6,500（税抜）/1本
全長130cm・幅70cm 
鉢：φ17.5cm×H13.5cm
入り数：1本/B 4本/C＊

材質：ポリエステル PE 鉄 
セメント PP 麻
慰グリーン 

17.5cm

13.5
cm

GLA-1514
ジョイントベンジャミン
ツリーセット
￥6,500（税抜）/1本
全長130cm・幅70cm 
鉢：φ17.5cm×H13.5cm
入り数：1本/B 4本/C
材質：ポリエステル PE 鉄 
セメント PP 麻
慰グリーン 

17.5cm

13.5
cm

GLA-1515
ジョイントトネリコ
ツリーセット
￥6,500（税抜）/1本
全長130cm・幅70cm 
鉢：φ17.5cm×H13.5cm
入り数：1本/B 4本/C
材質：ポリエステル PE 鉄 
セメント PP 麻
慰グリーン 

17.5cm

13.5
cm

GLA-1516
ジョイントエバーフレッ
シュ
ツリーセット
￥6,500（税抜）/1本
全長130cm・幅70cm 
鉢：φ17.5cm×H13.5cm
入り数：1本/B 4本/C＊

材質：ポリエステル PE 鉄 
セメント PP 麻
慰グリーン 

17.5cm

13.5
cm

GLA-1512
ジョイントオリーブ
ツリーセット
￥6,500（税抜）/1本
全長130cm・幅70cm 
鉢：φ17.5cm×H13.5cm
入り数：1本/B 4本/C
材質：ポリエステル PE 鉄 
セメント PP 麻
慰グリーン 

17.5cm

13.5
cm

GLA-1513
ジョイントパキラ
ツリーセット
￥6,500（税抜）/1本
全長130cm・幅70cm 
鉢：φ17.5cm×H13.5cm
入り数：1本/B 4本/C
材質：ポリエステル PE 鉄 
セメント PP 麻
慰グリーン 

17.5cm

13.5
cm

インテリア・
空間の仕切り

としても

100cm
サイズ

150cm
サイズ150cm

サイズ

145cm
サイズ

120cm
サイズ

120cm
サイズ

137cm
サイズ

130cm
サイズ

全種
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ロックプランツは気軽に植え替えや組み換えをすることができます。
パーツを買い足すことで、シーズンに合わせてグリーンの色合いや配置を変えて楽しむのもおすすめです。

GL-MB010
ロックプランツ 
クロトン
￥1,500（税抜）/1コ
全長30cm 
葉長12〜20cm
材質：PE ポリエステル 鉄

GL-MB014
ロックプランツ 
モンステラ
￥1,800（税抜）/1コ
全長40cm 
葉径12〜17cm
材質：PE PVC 鉄

GL-MB012
ロックプランツ 
アロカシア
￥1,000（税抜）/1コ
全長35cm 
葉長23〜26cm
材質：PE PVC 鉄

GL-MB009
ロックプランツ 
ベコニア
￥1,500（税抜）/1コ
全長20cm 幅30cm 
葉径8〜9cm
材質：PE ポリエステル 鉄

GL-MB013
ロックプランツ 
フィットニア
￥3,000（税抜）/1コ
全長30cm 幅30cm 
葉径1.5〜3.5cm
材質：PE ポリエステル 鉄

Lock 
Plants

ロックプランツ ユニティ

新発想のロック式植栽システム「ロックプランツ」。
今回はセット商品でのご案内です。
ベースさえ設置すれば葉材は手軽に着脱ができるので、
季節やイベントに応じたデザインの交換も可能です。
専用パネルは軽量で、設置面への負担も軽微です。
メンテナンスもほとんど不要。
トータル的なコストパフォーマンスも優良です。
壁面緑化をしたいけど、グリーンのセレクトが難しい…
設置の仕方がわからない…
そんな方にお勧めのアイテムです。

使い方は動画で
ご覧いただけます

作り方

詳しい作り方は
こちらから動画で
ご覧いただけます。

各タイプ、パーツ
でのお渡しとなり
ます。

パーツを組み合わせることにより、様々な什器を作ることができるUnity（ユニティ）シリーズをセットでご用意しました。
大小問わず全てのパーツに同じサイズのネジを持っておりテーブルやコンポート、キャンドルスタンドなど
使い手のアイデア次第で様々な製品へと形を変えることができます。

Unity シーンに合わせカスタマイズ可能なユニティシリーズ。
装飾と合わせた販売什器やアルコール消毒の台として活躍します。

GL-MB030
ロックプランツ 
ボストンファン
￥3,000（税抜）/1コ
全長40cm 幅40cm
材質：PE PVC 鉄

商品一覧はこちらから→

Unity単品商品一覧はこちらから→

PDSS-0009
ロックプランツセットＡ
￥23,000（税抜）/セット
幅45cm・高さ約90cm
ベース：幅34.5cm・高さ80.5cm
材質：ポリエステル PE PVC 鉄  
　　  アルミ複合板 ABS樹脂

PDSS-0010
ロックプランツセットＢ
￥28,000（税抜）/セット
幅約70cm・高さ約80cm
ベース：幅57.5cm・高さ57.5cm
材質：ポリエステル PE PVC 鉄  
　　  アルミ複合板 ABS樹脂

PDSS-0001
ユニティセットＡ
￥18,000（税抜）/セット

φ34.5cm・高さ33cm

PDSS-0002
ユニティセットＢ
￥37,000（税抜）/セット

φ59.5cm・高さ79cm

PDSS-0003
ユニティセットＣ
￥39,000（税抜）/セット

φ59.5cm・高さ122cm

PDSS-0004
ユニティセットＤ
￥8,000（税抜）/セット

φ34.5cm・高さ36cm
PDSS-0005
ユニティセットＥ
￥18,000（税抜）/セット

φ34.5cm・高さ78cm

PDSS-0006
ユニティセットＦ
￥28,000（税抜）/セット

φ35cm・高さ100cm

材質：鉄

材質：鉄

約45cm

約90cm

簡単本格
壁面緑化

追加で
カスタマイズ

アルコール
消毒の台に

吊って
使用することも

できます

ディスプレイ
・

陳列に

Green selection

約80cm

約70cm

材質：鉄 材質：鉄 木 材質：鉄

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

（台座H1cm・W36cm・D7cm）

Alphabet Base
アルファベットベース

塗ったり、接着したり、真っ白なベースが加工次第で、店舗の雰囲気
に合わせて演出ができるMDF製のアルファベットベース。
店名やメッセージ性を含めたディスプレイが可能です。

アルファベット・数字も取り

揃えておりますので、幅広い

表現ができます。

アルファベットベース
￥2,600（税抜）/1コ 材質：MDF 鉄

MCY-0389 ナンバーベース 1
H30cm・W17cm・D2cm

（台座H1cm・W36cm・D7cm）

ナンバーベース
￥2,600（税抜）/1コ 材質：MDF 鉄

MCY-0363

MCY-0363

MCY-0364 MCY-0365 MCY-0366

MCY-0367 MCY-0368 MCY-0369

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

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

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

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

MCY-0389

MCY-0389

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

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

MCY-0399

Let’s DIY 作り方

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

裏側には壁掛け用の金具が取り付け
られています。

動画でご覧いただけます。

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。
店舗や自宅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。

Line up

黒面 白面

回転させて二面
使用できます!

PDSTS-9302
両面ボード
¥7,500（税抜）/1台
W57.5cm × D53cm × H115cm  
ボードサイズ:W45.5cm×H70cm
材質:木、ベニア、スチール
グリーンプライス

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

セット内容

×２×２

複数で
メッセージ
にしても

ペイントで
オリジナル
文字に！

マグネット素材で両面使えるボード。
お店の入口やサインとしてお使いいた
だけます。

Sign Board

ナチュラル
セット

レストラン
パン屋さんなどに

サロン・クリニック
などに

商品一覧はこちらから→
※各種サイズ詳細も
ご覧いただけます

セット内容

ホワイト
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

※価格が緑色の商品は通常掛率とは異なります。
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Arch Mat Diorama
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。

小さなスケール感が可愛らしい、働く人々を表現した
ジオラマシリーズ。
お店をテーマにしたデザインで店舗装飾に動きが出て
アイキャッチ効果が高まります。ジオラマアーチマット

アーチマットなら、オリン
ピックや国際大会の時期の
盛り上げ役として活躍する
国旗も一緒に飾ることがで
きます。

Spring Summer

Green

MCYD-1006
フラッグポール
￥1,400（税抜）/1本
最小長50cm〜最大長85cm
スライド式
グリーンプライス

MCYD-1000 日本国旗
MCYD-1001 アメリカ国旗
MCYD-1002 イタリア国旗
MCYD-1003 フランス国旗
MCYD-1004 イギリス国旗
MCYD-1005 ドイツ国旗
￥1,600（税抜）/1枚
W37.5cm・H25cm
グリーンプライス

※価格が緑色の商品は通常掛率とは異なります。

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

ジオラマ単品商品一覧はこちらから

SDSS-1005
スプリングアーチマット
￥12,000（税抜）/１コ

高さ45cm・幅60cm・奥行20cm

SDSS-1006
サマーアーチマット
￥10,000（税抜）/１コ

高さ45cm・幅60cm・奥行20cm

SDSS-1007
グリーンアーチマットＡ
￥19,000（税抜）/１コ

高さ50cm・幅60cm・奥行20cm

SDSS-1008
グリーンアーチマットＢ
￥13,000（税抜）/１コ

高さ40cm・幅60cm・奥行20cm

SDSS-1015
フェミニンジオラマセット
￥3,500（税抜）/6点セット

セット後高さ16cm・幅12.8cm・奥行8cm

SDSS-1016
ブロカントジオラマセット
￥3,500（税抜）/5点セット

セット後高さ16cm・幅11.9cm・奥行7.1cm

45
cm

20cm
60cm

40
cm50

cm

20cm
20cm

60cm
60cm

セット内容

セット内容

セット内容

ナチュラル
セット

フェミニン
セット

ブロカント
セット

コーヒーショップや
カフェに

レストラン
パン屋さんなどに

飲食店・サロン
などに

For Olympic
Game 2021！

立体的で
間仕切りに
使いやすい

床置きして
置くだけ簡単

植栽風に

45
cm

20cm60cm

材質：ポリエステル PE 鉄 アルミ複合板
　　   ABS樹脂

材質：ポリエステル PE 鉄 アルミ複合板
　　   ABS樹脂

材質：ポリエステル PE PA 鉄 アルミ複合板
　　   ABS樹脂

材質：ポリエステル PE 鉄 アルミ複合板
　　   ABS樹脂

材質：ポリエステル PE 鉄 レジン

SDSS-1014
ナチュラルジオラマセット
￥3,500（税抜）/5点セット

セット後高さ20cm・幅12.6cm・奥行7.5cm
材質：ポリエステル PE 鉄 レジン

材質：PE 鉄 レジン
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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

Coordinate Set Catalogコーディネートセットカタログ

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。

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。

セット商品の価格

商品番号
商品名

材質

このアイテムが届きます

※

セット内容

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
※

 （令和 2 年 4月 1日より）

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

その他 
離島

運賃
都道府県

北海道 青森 
岩手 
秋田

宮城 
山形 
福島

茨城 
栃木 
群馬 
山梨 
埼玉 
千葉 
東京 

神奈川

長野 
新潟

富山 
石川 
福井

岐阜 
静岡 
愛知 
三重

滋賀 
京都 
大阪 
兵庫 
奈良 

和歌山

鳥取 
島根 
岡山 
広島 
山口

徳島 
香川 
愛媛 
高知

福岡 
佐賀 
長崎 
大分

熊本 
宮崎 

鹿児島

本島 
離島

頭品番 商品の高さ

A
GLA 
GLP 

GLPS 
※ 1

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

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

※ 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。

の マークが ついている商 品 は 1 本 につき 運 賃 が 1 個 口 発 生 いたします。別途
運賃

送料規定 

人工樹木運賃条件

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）

当日 10 時までのご注文は
最短当日出荷可能

当日 10 時までの最終確定は
最短当日出荷可能

（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。※  9 ～ 12 月は除きます。※ 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。

FB-2455
ミレーヌローズラナンバンドル
￥1,300（税抜）/1束
全長25cm・花径3〜6.5cm・幅22cm
材質：ポリエステル PE 鉄 
沿ピンクビューティー  
葵ビューティーラベンダー SDSS-1001

スプリングコーディネートセットＭ
￥7,000（税抜）/7点セット
材質：ポリエステル PE 鉄 紙 PVC 磁石 ガラス


