□ミニコーンアソート
・小さめの木の実を数種類少しずつ
アソートしました。

10597 ナチュラル
アソート

袋／約70g・約60個

¥500 (10)

Preserved Flowers & Dried Flower




10598 グレイッシュホワイト
アソート

袋／約60g・約45個

¥600 (10)

10599 ゴールド
アソート

袋／約60g・約45個

¥600 (10)

10600 シルバー
アソート

袋／約60g・約45個

¥600 (10)



2011
 


  









 

¥1,000 (5)

□ミニシルバーデージー
各色

束/25g

H30cm

南アフリカ産

※画像は花のみを撮影しております。商品はステム付となりますのでご注意ください。
また１０月上旬からの発送を予定しております。

 

Coloring
"Helichrysum
Capblmen"
10187

10188

ボルドー

ブリリアントピンク

10189

10190

10191

オレンジ

イエロー

ライトグリーン

10192

10193

10194

グリーン

ターコイズ

グレイ

18101 ミニシルバーデージー
ナチュラルホワイト 束／約25g
花径3〜4cm・H30cm 南アフリカ産

¥1,000 (5)

¥900 (5)

□スターチス
各色

束/20〜25g

H60cm

国産

18100 シルバーデージー
ナチュラルホワイト 束／約30g
花径4〜5cm・H35cm 南アフリカ産

¥1,000 (5)

Silver, Gray
&White

17170 アサギリソウ

18102 ブルニア・ミディアム

ナチュラル 束／約20g
H30cm 国産

ナチュラル 束／3〜5本
実径1〜1.5cm・H40cm

¥800 (5)

¥1,000 (5)

南アフリカ産

17173 ホワイト・ラベンダー
ナチュラル 束／30g
H40cm 北海道産

¥1,200 (5)
※カタログ以外にもドライフラワー定番外商品や別注にて手配のつく

17035

17038

17040

17036

ナチュラルブルー

ナチュラルパープル

ナチュラルホワイト

ナチュラルピンク

 
 

17169 たで

17163 クジャクアスター

17162 クジャクアスター

17167 ひまわり

17168 ひまわり八重

ナチュラル 束／約45g
H60cm 北海道産

ナチュラルブルー 束／約40g
H60cm 国産

ナチュラルピンク 束／約40g
H60cm 国産

ナチュラル 束／約5輪
H70cm 北海道産

ナチュラルオレンジ
H70cm 北海道産

¥900 (5)

¥900 (5)

¥900 (5)

¥1,100 (5)

¥1,100 (5)

17099 エリンジューム

17065 ニゲラ

ナチュラル 束／約45g
H60cm 国産

ナチュラル 束／約40g
H60cm 国産

¥900 (5)

¥900 (5)

17172 ピオニー

17171 ピオニー

ナチュラルワイン 束／2輪
花径5〜7cm H35cm 国産

ナチュラルピンク 束／2輪
花径5〜7cm H35cm 国産

¥800 (5)

¥800 (5)

束／3〜5輪

□ドライフラワーを大きく飾ってみたい...
１本でも充分な存在感のある、
ジャイアントドライフラワーシリーズです。
※グリーンアナベル、スモークツリー

17165 グリーンアナベル・大

17166 グリーンアナベル・小

ナチュラル 束／1本
φ35〜40×H80cm 北海道産

ナチュラル 束／1本
φ25〜35×H80cm 北海道産

¥5,000 (1)

¥2,400 (1)

※グリーンアナベル・大は特選花材です。小に比べ大きさはもちろん、花付
がよく色合いも優れます。またほとんど枯れ花がないのが特徴です。

17164 スモークツリージャイアント
ナチュラル 束／1本
W50×H80cm 国産

¥3,300 (1)

※２３年度産は収量が少な
く在庫数に限りがござい
ます。本格的には２４年
度産からのものとなりま
すのでご了承ください。

   

□ライスフラワー（ナチュラル系）各色 H55cm アメリカ産

※

¥1,000 (5)

今
年
は
復

     

活
し
ま
す

18294

18295

N. ホワイト 束／約50g

19135

N. チェリーブロッサム 束／約45g

10158 ミスティ

N. ピンク 束／約45g

グリーン 束／25g
H60cm 北海道産

□ライスフラワー（染色系） 各色 束/約50g

H55cm

アメリカ産

¥1,200 (5)

new

10150

19035

19036

19037

19171

☆グリーン

☆ブルー

☆ラベンダー

☆ピンク

バーガンディ

¥1,000 (5)

new

※上記掲載商品以外の色目は廃番となりますがお時間をいただければ染色可能です。

Preserved Flower
for Display!!
18281 レプト・フラワー

18280 スターチス

ピンク 束／40g
H60cm アメリカ産

パープル 束／40g
H60cm アメリカ産

¥1,000 (5)

¥1,100 (5)

□大きめの木の実にゴールドが登場です！！
目立つこと間違いなし！！

10604 タエダ松の実
ゴールド 袋／3個 ＠200
H7〜12cm アメリカ産

10602 大王松の実
ゴールド 袋／1個
H15〜25cm アメリカ産

¥680 (5)

¥600 (5)

10605 オーストリカパイン

10603 スラッシュパイン

10606 ノルウエースプラウス

ゴールド 袋／6個 ＠100
H6〜8cm アメリカ産

ゴールド 袋／2個 ＠300
H10〜15cm アメリカ産

ゴールド 袋／3個 ＠200
H10〜15cm アメリカ産

¥600 (5)

¥600 (5)

□大好評をいただいております、北海道産の木の実シリーズです。今年からグイマツ・F１も仲間入りです。

NO.1 !!
木の実売上で 不動のN

12102 グイマツ・F１

30083 グイマツ

12100 カラマツ国産

ナチュラル 袋／約80g・約100個
実径2cm 北海道産

ナチュラル 袋／約120g・約45個
実径3cm 北海道産

¥600 (10)

¥500 (10)

30201 アカエゾマツ

30173 クロエゾマツ

ナチュラル 袋／20個
実径5〜7cm 北海道産

ナチュラル 袋／20個
実径4〜5cm 北海道産

¥500 (10)

¥500 (10)

new

ナチュラル 袋／約80g・90,個
実径2〜2.5cm 北海道産

¥600 (10)
※グイマツよりも若干濃いめで大きさもひと回り大きいタイプ。
大きさも安定しています。希少品種。

¥600 (5)

  

African Cones
18802 ピンクコーンヘッド
¥800 (5)

18815 デコラムヘッド
ベージュ 袋／3コ
実径4×H5cm 南アフリカ産

¥500 (10)

18813 サブロッサムヘッド
ナチュラル 袋／100g・約12コ
実径3×H4cm 南アフリカ産

¥700 (5)

18817 サリグナムヘッド
ベージュ 袋／50g・約15コ
実径2×H3cm 南アフリカ産

¥600 (10)

18816 ムイリーヘッド
ナチュラル 袋／100g・約12コ
実径2.5×H3cm 南アフリカ産

¥700 (5)

18814 プラティスヘッド
ナチュラル 袋／6コ
実径3.5×H4cm 南アフリカ産

¥500 (10)

18819 コンパクターヘッド・大

18818 コンパクターヘッド・小

ナチュラル 袋／6コ
実径5cm 南アフリカ産

ナチュラル 袋／8コ
実径3.5cm 南アフリカ産

¥600 (10)

¥600 (10)

18810 スパイダーガム・ノブ
ナチュラル 袋／6コ
実径3〜5cm 南アフリカ産

¥600 (10)

18811 スパイダーガム・クロウ

18820 トップハット

18812 ガンベルズ

ナチュラル 袋／3コ
実径5〜9×H5cm 南アフリカ産

ナチュラル 袋／50g・約10コ
実径3〜4cm 南アフリカ産

ナチュラル 袋／100g・約10コ
実径3×H3cm 南アフリカ産

¥900 (5)

¥600 (10)

¥500 (10)

※業務用パック等用途に合わせたパッキング。お問い合わせください。



ナチュラル 袋／100g・約12コ
実径3.5×H4cm 南アフリカ産



□アップルスライス

実径5〜6cm

南アフリカ産

18907
N.レッド

袋／約35g・約10枚

¥700 (5)

18908
N.グリーン

袋／約35g・約10枚

¥700 (5)

30279 ベルカップ
半サラシ

袋／6コ

実径5〜6cm

インド産

¥800 (5)

30275 ソーラーサンフラワー

30259 ソーラーローズ

30274 ソーラーガーデニア

30276 パラスピール

ホワイト

袋／6コ

ホワイト

袋／10コ

ホワイト

袋／10コ

サラシ

実径6cm

インド産

実径6cm

インド産

実径4cm

インド産

¥600 (5)

¥800 (5)

¥500 (5)

袋／約100g・約35コ

実径3〜4cm

インド産

¥500 (10)

□ワラッチポッド
実径2cm

30225 ブラックベリー

10614 マメカラ

ナチュラル

ゴールド 袋／約30g

束／5〜7本

実径2cm・H60

インド産

¥900 (5)

実径4〜5cm

インド産

インド産

10590 カスリナ
ゴールド

¥600 (5)

袋／約50g・約50コ

実径1.5〜3cm

インド産

¥500 (10)

10612

30280

ゴールド

袋／約50g・約50コ

¥500 (10)

ナチュラル

袋／約100g・約100コ

¥500 (10)

□ワイルドリリーヘッド
実径5〜8cm

30278 シナモン・ロール

10608

ナチュラル 袋／2コ
H9〜15cm インドネシア産

袋／6コ

30277

ゴールド

¥500 (10)

インド産

ナチュラル

袋／10コ

¥500 (10)

¥1,000 (5)

10607 マンゴーシード

15135 松かさチャイナ・特大

ゴールド 袋／6コ
実径5〜7cm 中国産

ナチュラル 袋／12コ
実径6cm以上 中国産

¥600 (5)

¥500 (10)

 

Joint Frame

□18cmシリーズ

◯壁掛、立て置きに対応。

センターライン×１

フレーム×１

◯縦でも横でもあるいは斜めでも使えます。

凹部分：6×18cm

凹部分：6×6cm

付属品：立て掛けパイプ①、壁掛フック①

付属品：立て掛けパイプ①、壁掛フック①

55101

55131

◯専用のBOXで発送も楽々。

size : W18 x H18 x D1.8cm

◯もちろん国産商品で欠品率を低減化。

ホワイト

¥1,300 ( 3 )

□36cmシリーズ

55102

ブラック

¥1,300 ( 3 )

ホワイト

¥1,400 ( 3 )

55132

ブラック

¥1,400 ( 3 )

size : W18 x H36 x D1.8cm ※縦置の場合

センターライン×２

フレーム×２

凹部分：6×36cm

凹部分：6×24cm

付属品：立て掛けパイプ②、壁掛フック①

付属品：立て掛けパイプ②、壁掛フック①

55111

55141

□ジョイントパーツ
※フレームをジョイントして使用する場合に使います。

55163
スクエア
¥320 ( 1 )

1コ入

55161
ショート
¥350 ( 1 )

2コ入

ホワイト

¥2,400 ( 2 )

□54cmシリーズ

55162
ロング
¥400 ( 1 )

55112

ブラック

¥2,400 ( 2 )

ホワイト

¥2,500 ( 2 )

55142

ブラック

¥2,500 ( 2 )

size : W18 x H54 x D1.8cm ※縦置の場合

センターライン×３

フレーム×３

凹部分：6×54cm

凹部分：6×42cm

付属品：立て掛けパイプ②、壁掛フック②

付属品：立て掛けパイプ②、壁掛フック②

55121 ホワイト
¥3,200 ( 1 )

55151 ホワイト
¥3,300 ( 1 )

◯ジョイントイメージ...55101、55102各２個
1コ入

□フレームアレンジBOX
※フレームアレンジを保護、発送する場合に使用します。専用サイズに
仕上げてありますので簡単、便利です。

55165 BOX S
※18cmシリーズ用

¥350 ( 1 )
55166 BOX M
※36cmシリーズ用

¥500 ( 1 )
55167 BOX L
※54cmシリーズ用

¥700 ( 1 )
※アレンジBOXの内寸（高さ）は
全て9cmです。

55122 ブラック
¥3,200 ( 1 )

◯横置イメージ （ 36cmタイプ）

55152 ブラック
¥3,300 ( 1 )

◯横置イメージ （ 54cmタイプ）

※18cmシリーズ用
55164
クリアケース□180
¥450 ( 1 )
size: □182×H65mm

※このページの商品は全て国産商品です。特注も承ります。また、通常の商品と卸掛率がことなりますのでお問い合わせください。

 

◯ジョイントして楽しさ倍増！！

Handicraft
" Wreath Kit "

58001 アンティークドライFリース・キット

58002 たっぷりの木の実リース・キット

58002 クリスマスのリース・キット

完成サイズ：φ25cm（厚み7cm）

完成サイズ：φ27cm（厚み7cm）

完成サイズ：φ27cm（厚み8cm）

¥3,000 (1)

¥3,000 (1)

¥3,200 (1)

※淡いナチュラルドライを中心に仕上げました。

※北海道産の木の実を中心に仕上げました。

※オーソドックスにゴールド、グリーン、ナチュラ

あえてベージュのアジサイ、かすみ草を使い
アンティーク感を演出しています。

ドライフラワーのアナベルと千日紅を入れて一年
中飾れるリースアレンジです。

ルを組み合わせました。グリーンにはプリザーブ
ドフラワーを使用しています。

◯作り方説明書付の手作りキットです。イメージをくずさない程度に花材の変更をする場合がありますのでご了承ください。また、通常の商品と卸掛率がことなります。

10609 スターアニス

10610 マホガニーペタル

10611 パインポインテッド

グレイッシュホワイト
実径3〜4cm 中国産

グレイッシュホワイト 袋／10コ
H10cm フィリピン産

グレイッシュホワイト 袋／12コ
H7〜9cm フィリピン産

¥500 (10)

¥500 (10)

¥700 (5)

袋／12コ

※マホガニーペタルはよくみるとハイヒールみたい
な形。ちょこっとお花を乗せてみました。

●本カタログは2010年度版カタログと併用してご利用ください。（本カタログは新商品を中心に掲載しております。）
●本カタログへ掲載されている商品は全て装飾用商品です。他の用途に使用しないでください。
●掲載商品は自然素材のため色や形、入数等が微妙に異なります。また収穫の時期や輸入の状況によって欠品のアイテムもございます。ご了承ください。
●掲載商品の入数、サイズ等カタログ内表記は目安としてお考えください。また仕様、価格等を予告なく変更する場合があります。
●業務用の大束仕様やカタログ外商品も販売しております。詳しくはお問い合わせください。
●本カタログは業務用のため全て税抜き価格での表示となっております。
●本カタログ各ページ下部には、掲載ページの商品に関する情報が明記されております。ご発注の際はご確認ください。
●返品、交換は誤出荷または不良品の場合のみとさせて頂きます。着荷から一週間以内にご連絡ください。
●資源再利用推進の為、発送の際古段ボールを使用させていただく場合があります。ご了承ください。
ご注文、お問い合わせは...

●カタログ表示のみかた

10114

グリーントリュフ・グリーン

グリーン

束/3〜5本

花径4〜7cm 国産

.........品番

........................カラー

商品名

単位／入数

¥1,500 (5)
.......大きさ

産地

上代(出荷ロット)

1109CORE00400060

