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17011

17012

ラベンダー・濃色３号

ラベンダー・丘むらさき

ナチュラル 束／約30g
H35cm 北海道産
¥1,200 - 5

ナチュラル 束／約30g
H50cm 北海道産
¥1,200 - 5

17216

17173

ラベンダー・はなもいわ

ホワイトラベンダー

ナチュラル 束／約30g
H35cm 北海道産
¥1,200 - 5

ナチュラル 束／約30g
H45cm 北海道産
¥1,200 - 5

17225

17231 new!!

ラベンダー・グロッソ

ラベンダーＥＵ

ナチュラル 束／約40g
H45cm 国産
¥1,200 - 5

ナチュラル 束／約30g
H40cm オランダ産
¥1,200 - 5

17149

17164

スモークツリー

スモークツリー・ジャイアント

ナチュラル 束／約15〜20g
H45cm 北海道産
¥900 - 10

ナチュラル 束／1本
H80cm 北海道産
¥3,300 - 5
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17082

17142

17027

17246 new!!

白妙菊

タタリカ・国産

アンモビューム

アナハリス・母子草

ナチュラル 束／約40g
H40cm 国産
¥900 - 5

ナチュラル 束／約35g
H45cm 国産
¥900 - 5

ナチュラル 束／約40g
H50cm 国産
¥900 - 5

ナチュラル 束／約30g
H40cm 国産
¥900 - 5

17014

17100

17183

14020

ブルーサルビア

ルリタマアザミ

アストランティア

ＳAデージー・ミニ

ナチュラル 束／約40g
H45cm 国産
¥900 - 5

ナチュラル 束／約30g
H60cm 国産
¥900 - 5

ナチュラル 束／約5本
H60cm 北海道産
¥1,100 - 5

ナチュラル 束／約30g
H40cm オーストラリア産
¥1,000 - 5

revival!!

17187 ホワイト

17186 ピンク

17237 new!!

タチアオイ
ナチュラル 束／約40g
H70cm 国産
¥1,100 - 5

17184 ブルー

□ラークスパー
¥900 - 5

17185 スカイブルー

17147

オレガノケントビューティ

各色 束／約35g
H60cm 国産

ナチュラル 束／約12g
H40cm 国産
¥900 - 5

□グリーンアナベル

ナチュラル

束／1本

北海道産

17165 大

花径35〜40cm
H70cm
¥5,000 - 5

17166 小

花径25〜35cm
H70cm
¥2,400 - 5

17174 ミニ
花径20〜25cm
H50cm
¥1,200 - 5

17181

17176

17177

17150 ※画像なし

あじさい。ミックスヘッド ミナヅキ・大

17175

ミナヅキ・小

ミナヅキ・ヘッド

グリーンアナベル・ヘッド

ナチュラル 袋／適量
北海道産
¥1,000 - 5

ナチュラル 束／1本 ナチュラル 袋／約5枝
北海道産
北海道産
¥1,400 - 5
¥1,000 - 5

ナチュラル 束／1本
北海道産
¥2,700 - 5

ナチュラル 袋／約5枝
北海道産
¥1,000 - 5
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17710

17171

セルリア

ピオニー

ナチュラル 束／2〜3本
H45cm 南アフリカ産
¥1,800 - 5

ナチュラルピンク 束／約2本
H40cm 北海道産
¥1,000 - 5 ↑

※ミモザの入荷は、17年2月頃です。

17727 new!!

19166

ミモザ

イモーテル

ナチュラル 束／約30g
H60cm イタリア産

ナチュラル 束／約30g
H60cm イタリア産
¥1,200 - 5

¥1,600 - 5

□センニチコウ

revival!!

各色 束／約40g
H40〜60cm 国産

¥900 - 5

17020 ピンク

17019 ストロベリー

17184 ブルー

17022 ライラック

□スターチス
¥900 - 5

17040 ホワイト
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17023 ホワイト

17024 パープル

各色 束／約20〜25g
H50〜60cm 国産

17036 ピンク

17035 ブルー

17039 イエロー

17038 パープル



   

17186

17196

17198

17180

ラークスパー

久留米ケイトウ・大

久留米ケイトウ・小

千日紅ファイヤーワークス たで

ナチュラル赤 束／約1〜2本
H60cm 国産
¥1,200 - 5

ナチュラル赤 束／約30g
H60cm 国産
¥900 - 5

ナチュラル 束／約35g
H55cm 国産
¥900 - 5

ナチュラル 束／約45g
H65cm 北海道産
¥900 - 5

17218

17148

17028

17190

17227

セファロフォラ

クラスベリアグロボーサ

アキレア

姫ヒマワリ

ミニヒマワリ

ナチュラル 束／約30g
H50cm 国産
¥900 - 5

ナチュラル 束／約12本
H50cm 国産
¥900 - 5

ナチュラル 束／3〜5本
H60cm 国産・オランダ産
¥900 - 5

ナチュラル 束／約30g
H50cm 国産
¥900 - 5

ナチュラル 束／約5本
H50cm 北海道産
¥900 - 5

17141

ナチュラルピンク
H60cm 国産
¥900 - 5

束／約35g

revival!!

17169

17243 new!!

17242 new!!

17097

17041

センニチコウ

アマランサス

アマランサス

オレガノ

紅花

N.クランベリー
H50cm 国産
¥900 - 5

ナチュラルレッド
H50cm 国産
¥900 - 5

ナチュラル 束／約30g
H50cm 北海道産
¥900 - 5

ナチュラル 束／約1〜2本
H60cm 国産
¥900 - 5

束／約40g

束／約40g

ナチュラルグリーン
H50cm 国産
¥900 - 5

束／約40g

18101

18100

14010

14028

17195

ミニシルバーデージー

シルバーデージー

ティーツリー・ファイン

ティーツリー・コアーズ

マトリカリア

ナチュラル 束／約25g
H35cm 南アフリカ産
¥700 - 5

ナチュラル 束／約30g
H35cm 南アフリカ産
¥700 - 5

ナチュラル 束／約50g
H60cm オーストラリア産
¥900 - 5

ナチュラル 束／約70g
H60cm オーストラリア産
¥900 - 5

ナチュラル 束／約30g
H40cm 国産
¥900 - 5
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19106

17152

インテグレフォリア

銀ドロ

ナチュラル 束／約50g
H65cm アメリカ産
¥1,000 - 5

ナチュラル 束／約35g
H65cm 北海道産
¥900 - 5

17239 new!!

17238 new!!

豆グンバイナズナ

ワイルドオーツ

ナチュラル 束／約20g
H40cm 国産
¥800 - 5

ナチュラル 束／約30g
H70cm 国産
¥800 - 5

17240 new!!

17241 new!!

サティバ

シレネ

ナチュラル 束／約30g
H60cm 国産
¥900 - 5

ナチュラル 束／約30g
H60cm 国産
¥800 - 5

17731 new!!

17232 new!!

ユーホルビア

ホップ

ナチュラル 束／約40g
H60cm イタリア産
¥1,000 - 5

ナチュラル 束／適量
H70cm オランダ産
¥1,600 - 5



   

17083

17044

17146

16009

17220

ラムズイヤー

小麦

大麦（四条）

稲穂

黒麦

ナチュラル 束／約25g
H40cm 北海道産
¥900 - 5

ナチュラル 束／約40本
H65cm 国産
¥500 - 10

ナチュラル 束／約40本
H65cm 国産
¥600 - 10

ナチュラル 束／約40本
H65cm 国産
¥500 - 10

ナチュラルブラック
H70cm 国産
¥500 - 10

17065

17066

17062

17070

17091

ニゲラ

ニゲラ・レッド

ポアプランツ

スモークグラス

イガナスワイヤー

ナチュラル 束／約40g
H60cm 国産
¥900 - 5

ナチュラル 束／約30g
H40cm 北海道産
¥900 - 5

ナチュラル 束／約25g
H60cm 国産
¥500 - 10

ナチュラル 束／約30g
H65cm 国産
¥900 - 5

ナチュラル 束／約9本
H30cm 北海道産
¥900 - 5

17051

17058

17056

17126

17081

センタリア・ブラック

黒キビ

黒ヒエ

ラグラス

セージ

ナチュラル 束／約10本
H65cm 北海道産
¥900 - 5

ナチュラル 束／約3〜4本
H65cm 北海道産
¥900 - 5

ナチュラル 束／約5〜8本
H65cm 北海道産
¥900 - 5

ナチュラル 束／約25g
H60cm 国産
¥500 - 10

ナチュラル 束／約30g
H40cm 国産
¥900 - 5

19047

18829

17206

17230

17229

ココバキア

レッドタッセルグラス

石化エニシダ

アレカヤシ

ストレチアリーフ

ナチュラル 束／5本
H70cm ブラジル産
¥1,500 - 5

ナチュラル 束／約50g
H85cm 南アフリカ産
¥900 - 5

ナチュラル 束／2本
H75cm 国産
¥1,000 - 5

ナチュラル 束／2本
H80cm 台湾産
¥1,100 - 5

ナチュラル 束／2本
H80cm 国産
¥1,400 - 5

束／約12本
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17725 new!!

17726 new!!

ピンクッション・ベルドファイヤー

ピンクッション・タンゴ

ナチュラルイエロー 束／2本
H50cm 南アフリカ産
¥1,200 - 5

ナチュラルオレンジ 束／2本
H50cm 南アフリカ産
¥1,200 - 5

18846 new!!

17723

アーティーチョーク・大

プロティア・ナナ

ナチュラル 束／2本
H40cm 南アフリカ産
¥1,400 - 5

ナチュラル 束／約2〜3本
H50cm 南アフリカ産
¥1,300 - 5

17728 new!!

17729 new!!

ミメテス

ウィンテリー

ナチュラル 束／2本
H60cm 南アフリカ産
¥1,100 - 5

ナチュラル 束／2本
H60cm 南アフリカ産
¥1,000 - 5

□ヘリクリサム長野ワイヤー付
各色 束／約25本
花径2〜3.5cm・H30cm
¥800 - 5

17145
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ローズ

長野産

17144

ピンク

17143

ホワイト



30225

revival!!

   

18108 new!!

18105

17207

ブラックベリー

ペッパーベリー

ペッパーベリー

ブラジリアンペッパーベリー

ナチュラル 束／約5本
H60cm インド産
¥1,000 - 5

サラシ 束／約40g ↓
H40cm エクアドル産
¥1,500 - 5

ナチュラル 束／約40g
H30cm エクアドル産
¥1,200 - 5

ナチュラル 袋／約45g
H60cm エクアドル産
¥1,500 - 5

18800

17735 new!!

17737 new!!

17734 new!!

17733 new!!

シルバーデージーヘッド

フェノコマ

フェノコマ

フェノコマ

フェノコマ

ナチュラル 袋／18g・約50輪
花径3〜4cm 南アフリカ産
¥700 - 5

レッド 束／約2〜3本
H40cm 南アフリカ産
¥1,000 - 5

オレンジ 束／約2〜3本
H40cm 南アフリカ産
¥1,000 - 5

イエロー 束／約2〜3本
H40cm 南アフリカ産
¥1,000 - 5

ナチュラル 束／約2〜3本
H40cm 南アフリカ産
¥1,000 - 5

17811

17816

17817

17814

17813

ドライローズ・コルベット DR・タージマハル

DR・シャキラポイズン

DR・ゴールドストライク

ドライローズ・エマ

ナチュラルレッド 束／6本
H40cm インド産
¥1,500 - 10

ナチュラルバーガンディ
H40cm インド産
¥1,500 - 10

ナチュラルイエロー
H40cm インド産
¥1,500 - 10

N.ホワイト＆ピンクフリル
H40cm インド産
¥1,500 - 10

□イエロー

□クリーム

N.ワイン 束／6本
H40cm インド産
¥1,500 - 10

束／6本

束／6本

□ヘリクリサム北海道ワイヤー付

□ヘリクリサム・ヘッド

各色 束／約25本
花径2.5〜3.5cm・H25cm
¥1,000 - 5

各色 袋／約25リン
花径2.5〜3.5cm 北海道産
¥600 - 10

北海道産

     
 

※ヘリクリサムはワイヤー、ヘッド

17001

17901

ミックス・ワイヤー付

ミックス・ヘッド

共に１０色ご用意してあります。

□ホワイト

□ソフトピンク

□ピンク

□サーモン

□オレンジ

□バイオレット

□レッド

17002
17003
ワイヤー付品番→

17004

17005

17006

17007

17008

17009

17010

17902
ヘッド品番→

17904

17905

17906

17907

17908

17909

17910

17903

束／6本
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17732 new!!

17724 new!!

トータムフラワー

LD アヨーバキス

ナチュラル 束／約3本
H50cm 南アフリカ産
¥1,000 - 5

ナチュラル 束／約3本
H50cm 南アフリカ産
¥1,200 - 5

14026

17708

テトラゴナナッツ

フィリカ

ナチュラル 束／約1〜3本
H30cm オーストラリア産
¥2,000 - 5

ナチュラル 束／約2〜3本
H50cm 南アフリカ産
¥1,300 - 5

17717

17718

ブベッセンス

ジェイドパール

ナチュラル 束／2〜3本・5輪
H45cm 南アフリカ産
¥1,400 - 5

ナチュラル 束／2本
H60cm 南アフリカ産
¥1,200 - 5

14027

14030

revival!!

ウッディペア

バンクシア・メンシーコーン

ナチュラル 束／1〜2本・実5個
H40cm オーストラリア産
¥1,200 - 5

ナチュラル 束／1〜2本
H40cm オーストラリア産
¥1,800 - 5



17701

17706

   

17707

17722

ワイルドコットンフラワー LD グリーンスター

LD ライムブッシュ

モシャモシャ・コアラファーン クルクル・ゴアナクロウ

17721

ナチュラル 束／約3本
H60cm 南アフリカ産
¥1,100 - 5

ナチュラル 束／約1本
H60cm オーストラリア産
¥1,000 - 5

ナチュラル 束／約1〜2本
H60cm オーストラリア産
¥1,100 - 5

ナチュラル 束／約2〜3本
H60cm オーストラリア産
¥1,100 - 5

ナチュラル 束／約2〜3本
H60cm オーストラリア産
¥1,000 - 5

17205

17714

17703

17704

17719

LD サファリサンセット

LD ジュビリークラウン

LD ディスカラー40

LD ディスカラー70

シルバーツリー・ドライ

ナチュラル 束／約2〜4本
H60cm オーストラリア産
¥1,100 - 5

ナチュラル 束／2本
H70cm オーストラリア産
¥1,400 - 5

ナチュラル 束／3本
H40cm オーストラリア産
¥900 - 5

ナチュラル 束／3本
H70cm オーストラリア産
¥1,100 - 5

ナチュラル 束／約1本
H60cm 南アフリカ産
¥1,200 - 5

17720

17709

17210

18102

18107

ピンクブルニア

ネベリア

ブルニアアルビフローラL

ブルニアミディアム

ブルニアスプレー

ナチュラル 束／1〜2本
H40cm 南アフリカ産
¥1,500 - 5

ナチュラル 束／約2〜3本
H50cm 南アフリカ産
¥1,200 - 5

ナチュラル 束／約3本
H40cm 南アフリカ産
¥1,100 - 5

ナチュラル 束／3〜5本
H40cm 南アフリカ産
¥1,000 - 5

ナチュラル 束／約3本
H50cm 南アフリカ産
¥1,100 - 5

17730 new!!

18804

18837

18838

17716

チューリップシード

ネリフォリア

ネリフォリア・バット

ネリフォリア

プルモッサム

ナチュラル 束／約3本
H40cm オランダ産
¥1,000 - 5

ナチュラル 束／2本
H45cm 南アフリカ産
¥900 - 5

レッド 束／2本
H45cm 南アフリカ産
¥900 - 5

グリーン 束／2本
H45cm 南アフリカ産
¥900 - 5

ナチュラル 束／2〜3本 5ヘッド
H45cm 南アフリカ産
¥1,400 - 5
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14023

11

14022

18834

18841 new!!

18842 new!!

ムイリー・ブランチ

スパイダーガムクロウ・ブランチ

ナチュラル 束／2〜3本
H40cm 南アフリカ産
¥1,100 - 5

ナチュラル 束／3本
H50cm 南アフリカ産
¥1,300 - 5

18843 new!!

18845 new!!

ハケア・ブランチ

ガンベルズ・ブランチ

ナチュラル 束／約2本
H40cm 南アフリカ産
¥1,000 - 5

ナチュラル 束／約2本
H40cm 南アフリカ産
¥1,000 - 5

18836

18844 new!!

バンクシア・プリオノート バンクシア・ココシネア

マッシュルームガム・ブランチ ユーカリクラスターブランチ小 コニカルガム・ブランチ

ナチュラル 束／1本
H50cm オーストラリア産
¥1,300 - 5

ナチュラル 束／2本
H45cm オーストラリア産
¥1,400 - 5

ナチュラル 束／約3本
H40cm 南アフリカ産
¥900 - 5

ナチュラル 束／約3本
H40cm 南アフリカ産
¥900 - 5

ナチュラル 束／約3本
H50cm 南アフリカ産
¥900 - 5

17222

17178

17179

17244 new!!

17245 new!!

ナトラジ

コットンフラワー

コットンフラワー

コットンフラワーヘッド

コットンフラワーヘッド

ナチュラル 束／2本
H65cm インド産
¥1,200 - 5

N.ホワイト 束／1本・約5輪付き
H65cm イスラエル産
¥1,200 - 5

N.テディベア 束／1本・約5輪付き N.ホワイト 袋／4輪
H65cm イスラエル産
φ約5cm イスラエル産
¥1,200 - 5
¥800 - 5

 

N.テディベア 袋／4輪
φ約5cm イスラエル産
¥800 - 5



30276

10695 new!!

10694 new!!

18210 new!!

10699 new!!

パラスピール

ブラッチーシトン

ガンベルズ

ペペコーン

オクラ

サラシ 袋／80g・約25個
直径3〜4cm インド産
¥500 - 10

サラシ 袋／30g・6〜8個
直径5〜9cm 南アフリカ産
¥800 - 10

サラシ 袋／50g・約10個
直径2〜3cm 南アフリカ産
¥700 - 10

サラシ 袋／3本
H約15cm インド産
¥800 - 10

サラシ 袋／2本
H15cm エクアドル産
¥900 - 10

30221

30296

30279

19085

18209

アンバーバウム

ベルカップ・小

ベルカップ・大

アイスランドモス

タマリンドファイバー

サラシ・ベージュ 袋／10個
直径2〜3cm イタリア産
¥600 - 10

サラシ 袋／6個
直径3〜5cm インド産
¥800 - 5

サラシ 袋／6個
直径5〜8cm インド産
¥800 - 5

ナチュラル 袋／約40g
フィンランド産
¥500 - 10

サラシ 袋／約60g
インド産
¥600 - 10

10696 new!!

10697 new!!

コニカル・ブランチ

コンパクターフラワー

サラシ 束／2〜3本
H40cm 南アフリカ産
¥1,100 - 5

サラシ 束／5本
H40cm 南アフリカ産
¥1,200 - 5

10211

10212

revival!!

ポプルス

ウィローユーカリ

サラシ 束／約30g
H60cm 南アフリカ産
¥1,300 - 5

サラシ 束／約30g
H60cm 南アフリカ産
¥1,200 - 5
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□シルバーミスト

各色

¥1,500 - 5

H60cm

束／約1〜2本
オーストラリア産

※穂先まで薬剤が回りきっていない場合があります。色出しが不安定な花材です。
風合いとしてご了承ください。

10267 new!!

10268 new!!

スモーキーブラック

スモーキーブルー

10269 new!!

10270 new!!

バーガンディ

グリーン

□スモークツリー・プリザーブド

各色

¥2,000 - 5

H50cm

束／約2〜5枝
北海道産

※色出しが不安定な花材で、固体差があります。風合いとしてご了承ください。

10263

10262

ロイヤルブルー

バーガンディ

10264

13

 

10276 new!!

プロティア・ナナ

ブラック

グリーン 束／2〜3本
H50cm 南アフリカ産
¥1,600 - 5


<5=<5=2?2?(`V)$bJE-"#&SI-)

10278 new!!

10253

TO^A[&DK$

10251





 



_I%#cR!

10254

10252

モシャモシャ・コアラファーン モシャモシャ・コアラファーン モシャモシャ・コアラファーン モシャモシャ・コアラファーン モシャモシャ・コアラファーン
ブラック 束／約2〜3本
H70cm オーストラリア産
¥1,500 - 5

ロイヤルブルー 束／約2〜3本
H70cm オーストラリア産
¥1,500 - 5

グリーン 束／約2〜3本
H70cm オーストラリア産
¥1,500 - 5

パープル 束／約2〜3本
H70cm オーストラリア産
¥1,500 - 5

イエローグリーン 束／約2〜3本
H70cm オーストラリア産
¥1,500 - 5

10275 new!!

10249

10248

10250

10271 new!!

クルクル・ゴアナクロウ

クルクル・ゴアナクロウ

クルクル・ゴアナクロウ

クルクル・ゴアナクロウ

LD バターカップ

ブラック 束／約2〜3本
H60cm オーストラリア産
¥1,400 - 5

ロイヤルブルー 束／約2〜3本
H60cm オーストラリア産
¥1,400 - 5

グリーン 束／約2〜3本
H60cm オーストラリア産
¥1,400 - 5

パープル 束／約2〜3本
H60cm オーストラリア産
¥1,400 - 5

ブラック 束／1本
H60cm オーストラリア産
¥2,000 - 5

10273 new!!

10246

10245

10247

10272 new!!

LD グリーンスター

LD グリーンスター

LD グリーンスター

LD グリーンスター

LD バターカップ

ブラック 束／約1〜2本
H60cm オーストラリア産
¥1,300 - 5

ロイヤルブルー 束／約1〜2本
H60cm オーストラリア産
¥1,300 - 5

グリーン 束／約1〜2本
H60cm オーストラリア産
¥1,300 - 5

イエローグリーン 束／約1〜2本
H60cm オーストラリア産
¥1,300 - 5

ブルー 束／1本
H60cm オーストラリア産
¥2,000 - 5

10274 new!!

10279 new!!

10239

10238

10240

LD ライムブッシュ

LD ライムブッシュ

LD ライムブッシュ

LD ライムブッシュ

LD ライムブッシュ

ブラック 束／1本
H60cm オーストラリア産
¥1,600 - 5

ロイヤルブルー 束／1本
H60cm オーストラリア産
¥1,600 - 5

グリーン 束／1本
H60cm オーストラリア産
¥1,600 - 5

ライトグリーン 束／1本
H60cm オーストラリア産
¥1,600 - 5

バーガンディ 束／1本
H60cm オーストラリア産
¥1,600 - 5

';6'Q](:>498CG0L#-) HBZN'SP$(U-F+\a,Wd*/.SI-)

 MXYK17@314
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10259

10266 new!!

シルバーツリー・ステム

シルバーツリー・ステム

ロイヤルブルー 束／1本
H60cm 南アフリカ産
¥2,000 - 5

シルバーブラック 束／1本
H60cm 南アフリカ産
¥2,000 - 5

10222

10223

シルバーツリー・ステム

シルバーツリー・ステム

シルバーグリーン 束／1本
H60cm 南アフリカ産
¥2,000 - 5

シルバーパープル 束／1本
H60cm 南アフリカ産
¥2,000 - 5

10224

10225

シルバーツリー・リーフ

シルバーツリー・リーフ

シルバーグリーン 袋／10枚
H10cm前後 南アフリカ産
¥700 - 10

シルバーパープル 袋／10枚
H10cm前後 南アフリカ産
¥700 - 10

18126 new!!

18127 new!!

アルビフローラ・プリザーブド

アルビフローラ・プリザーブド

グリーン 束／約2〜3本
H40cm 南アフリカ産
¥1,600 - 5

オータム 束／約2〜3本
H40cm 南アフリカ産
¥1,600 - 5







 

10277 new!!

10261

10158

10160

10159

ミスティ

ミスティ

ミスティ

ミスティ

ミスティ

ブラック 束／約20g
H60cm 北海道産
¥1,000 - 5

ロイヤルブルー 束／約20g
H60cm 北海道産
¥1,000 - 5

グリーン 束／約20g
H60cm 北海道産
¥1,000 - 5

バーガンディ 束／約20g
H60cm 北海道産
¥1,000 - 5

ライトグリーン 束／約20g
H60cm 北海道産
¥1,000 - 5

18839

10257

10255

10258

10256

フィリカ

フィリカ

フィリカ

フィリカ

フィリカ

グレイ 束／約30g
H40cm 南アフリカ加工
¥1,500 - 5

ロイヤルブルー 束／約2〜3本
H50cm 南アフリカ産
¥1,600 - 5

グリーン 束／約2〜3本
H50cm 南アフリカ産
¥1,600 - 5

パープル 束／約2〜3本
H50cm 南アフリカ産
¥1,600 - 5

イエローグリーン 束／約2〜3本
H50cm 南アフリカ産
¥1,600 - 5

19183 new!!

19182 new!!

18287

19181 new!!

18519

ミニシルバーダラー

ミニシルバーダラー

ハケア

ポプルス

ポプルス

フェデラルブルー 束／約50g
H60cm アメリカ産
¥1,300 - 5

グリーン 束／約50g
H60cm アメリカ産
¥1,300 - 5

グリーン 束／約50g
H60cm アメリカ産
¥1,400 - 5

フェデラルブルー 束／約40g
H65cm 南アフリカ産
¥1,000 - 5

グリーン 束／約40g
H60cm アメリカ産
¥1,000 - 5

19180

19080

19082

19086

ブルー

モスグリーン

メイグリーン

リーフグリーン

19085

19088

19089

19090

ナチュラル

イエロー

レッド

オレンジ



□アイスランドモス
各色袋／約40g
¥500 - 10

フィンランド産

19184 new!!

アイスランドモス
ブラック 袋／約40g
フィンランド産
¥500 - 10

0+>F/1*.-46':$

73D<?=@$5"EG#AH!&%?8$

 ;BC9(,2)16

   

  

※商品の特性上、穂先まで液剤が回っていない場合があります。ご了承ください。

□ベアグラス
¥1,200 - 5

各色 束／約30g
H80cm前後 アメリカ産

10280 new!!

10281 new!!

10282 new!!

ブラック

ロイヤルブルー

バーガンディ

18295

10260

ライスフラワー
N.チェリーブロッサム
H60cm アメリカ産
¥1.200 - 5
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メタナシア
束／40〜45g

グリーン 束／約2〜3本
H50cm 南アフリカ産
¥1.200 - 5

14031 new!!

18124 new!!

スモークブッシュ

ブベッセンス・シルバーリーフ

ホワイト 束／約40g
H70cm オーストラリア産
¥1.500 - 5

シルバー 束／約50g
H50cm 南アフリカ産
¥900 - 10

  

  

19177

19176

18524

18525

18128 new!!

シダー

シダー

アイビー実付

アイビー

サリグナム実付き

スノー＆グリーン 束／約70g
H60cm アメリカ産
¥1,000 - 5

グリーン 束／約70g
H60cm アメリカ産
¥1,000 - 5

グリーン 束／約70g
H50cm イタリア産
¥1,500 - 5

グリーン 束／約70g
H50cm イタリア産
¥1,500 - 5

グリーン 束／約100g
H50cm 南アフリカ産
¥1,100 - 5

□タチカズラ
¥800 - 5

束／約30g
H30cm アメリカ産

18366

18365

18367

15032

19131

19129

メイグリーン

グリーン

バーガンディ

フロスト

サリグナム

サリグナム実付

レッド 束／約90g
H60cm 南アフリカ産
¥1,000 - 5

レッド 束／約100g
H60cm 南アフリカ産
¥1,000 - 5

19078

19178

19179

19046

18125 new!!

ユーカリ実付き

ユーカリ実付き

ユーカリ実付き

ユーカリ実付き

ユーカリ・スパイラル

バーガンディ 束／約60g
H60cm アメリカ産
¥1.300 - 5

ブラウン 束／約60g
H60cm アメリカ産
¥1.300 - 5

アンバー 束／約60g
H60cm アメリカ産
¥1.300 - 5

グリーン 束／約60g
H60cm アメリカ産
¥1.300 - 5

グリーン 束／約40g
H50cm 南アフリカ産
¥900 - 10

□ユーカリ
¥800 - 10

束／約60g
H60cm アメリカ産

Preserved Baby Eucalyptus

19174

19175

18510

19044

18511

18514

18515

ブラウン

アンバー

パープリッシュレッド

バーガンディ

フェデラルブルー

ライトグリーン

グリーン

!3.!AI"24-1079*='#
:6G?!B@

"C'8%HJ&DK$)(B;'#
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□カルフォルニア・オーク
束／約50g H60cm
¥1,500 - 5

アメリカ産

18284 レッド

18285 アンバー
18283 グリーン
※オークは、虫食いのリーフが混ざります。ご了承ください。

□ポプラリーフ
束／約80g H60cm
¥1,000 - 5

中国産

15107 バーガンディ 15106

イエロー

□レモンリーフ
H50cm
束／約50g
¥1,500 - 5

19043 バーガンディ

19172

19173

ブラウン

アンバー

アメリカ産

19092 キューイ

19042 バジル

15111

15110

14025

10101

10114

アスパラガス

アスパラガス

シークレスト

ラベンダー・プリザーブド

グリーントリュフ

バーガンディ 束／約3本
H60cm 中国産
¥900 - 5

グリーン 束／約3本
H45cm イタリア産
¥900 - 5

ナチュラル 束／約25〜30g
H60cm オーストラリア産
¥1,100 - 5

ブルー 束／約30g
H30cm 北海道産
¥1,200 - 5

グリーン 束／約3本
H40cm 北海道産
¥1,500 - 5

※下記に掲載のライスフラワー各色は、2017年6月頃よりの販売となりますのでご了承ください。
□ライスフラワー
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束／約50g H55cm

アメリカ産 ¥1,200 - 5

□ライスフラワー

束／約50g H55cm

アメリカ産 ¥1,500 - 5

19036

19037

19084

10144

10145

ラベンダー

ピンク

クランベリー

ゴールド

シルバー

18294

10213

10214

19035

10150

10151

10205

10221

ホワイト

グレイ

ブラウン

ブルー

グリーン

ピーチ

イエロー

オレンジ

 



10274 new!!

10271 new!!

ＬD ライムブッシュ

ＬD バターカップ

ブラック 束／約1本
花径3〜4cm オーストラリア産
¥1,600 - 5

¥2,000 - 5

10267 new!!

10273 new!!

シルバーミスト

ＬD グリーンスター

10275 new!!

10278 new!!

クルクル・ゴアナクロウ

モシャモシャ・コアラファーン スモークツリー

ブラック 束／約2〜3本
H60cm オーストラリア産
¥1,400 - 5

ブラック 束／約2〜3本
H70cm オーストラリア産
¥1,500 - 5

ブラック 束／約2〜5枝
H50cm 北海道産
¥2,000 - 5

10266 new!!

10277 new!!

10280 new!!

シルバーツリー・ステム

ミスティ

ベアグラス

ブラック 束／1本
H60cm 南アフリカ産
¥2,000 - 5

ブラック 束／約20g
H60cm 北海道産
¥1,000 - 5

ブラック 束／約30g
H80cm前後 アメリカ産
¥1,200 - 5



10276 new!!

ブラック 束／約1本
花径4〜6cm オーストラリア産

スモーキーブラック 束／約1〜2本 ブラック 束／約1〜2本
花径1〜2cm オーストラリア産
花径2〜3cm オーストラリア産
¥1.500 - 5
¥1.300 - 5

/*=E.0)-,35&9#
62C;><?#4!DF"@G
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30083 グイマツ

30287 プッカポッド

ナチュラル 袋／80g・約100個
実径約2cm 北海道産
¥600 - 10

ナチュラル 袋／20g・約70個
実径1〜2cm インド産
¥500 - 10

new!!
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12102 グイマツＦ１

30342 すぎの実

ナチュラル 袋／80g・約90個
実径2〜2.5cm 北海道産
¥600 - 10

ナチュラル 袋／30g・約60個
実径約1〜2cm 国産
¥500 - 10

12100 カラマツ国産

30199 タマラックコーン

ナチュラル 袋／120g・約45個
実径約3cm 北海道産
¥500 - 10

ナチュラル 袋／30g・約130個
実径約1cm アメリカ産
¥500 - 10

30201 アカエゾマツ

15035 ヤシャブシミニ

ナチュラル 袋／20個
実径5〜7cm 北海道産
¥500 - 10

ナチュラル 袋／約100個
実径約1.5cm 中国産
¥500 - 10

30173 クロエゾマツ

15034 バクリミニ

ナチュラル 袋／20個
実径4〜5cm 北海道産
¥500 - 10

ナチュラル 袋／約50個
実径約1.5cm 中国産
¥500 - 10





30262

30204

30209

30280

30203

ケムフルーツ

カスリナ

バクリ

ワラッチポッド

ユーカリポッド

ナチュラル 袋／50g・約30個
実径約1.5cm インド産
¥350 - 10

ナチュラル 袋／100g・約100個
実径1.5〜3cm インド産
¥500 - 10

ナチュラル 袋／100g・約45個
実径約3cm インド産
¥500 - 10

ナチュラル 袋／80g・約60個↓
実径約2cm インド産
¥500 - 10

ナチュラル 袋／80g・約40個
実径約2cm インド産
¥500 - 10

12106

12108

30314

30315

30311 大袋

マツカサ・小

マツカサ・大

パイン・シルベストリー大 パイン・シルベストリー小 シルベストリー・ミックス

ナチュラル 袋／18個
実径約3cm 北海道産
¥500 - 10

ナチュラル 袋／12個
実径約4cm 北海道産
¥500 - 10

ナチュラル 袋／15個
実径3.5〜4.5cm インド産
¥500 - 10

ナチュラル 袋／20個
実径2〜3.5cm インド産
¥500 - 10

ナチュラル 袋／1kg・約120個
実径2〜4.5cm インド産
¥3,000 - 5

15033

18817

30220

30191

12111

カラマツチャイナ

サリグナムヘッド

アンバーバウム

サンドパインコーン

マツカサ・オープンヘッド

ナチュラル 袋／約100個
実径約3cm 中国産
¥800 - 5

ナチュラル 袋／50g・約15個
実径2〜3cm 南アフリカ産
¥600 - 10

ナチュラル 袋／20個
実径約3cm イタリア産
¥600 - 10

ナチュラル 袋／6個
実径5〜8cm アメリカ産
¥700 - 5

ナチュラル 袋／12個
実径4〜5cm 国産
¥600 - 10

※今期のロットはニスがコートされ
ています。

30195

30193

30269

30194

ダグラスモミ

ノルウエースプラウス

revival!!

12105

ドイツトウヒ

revival!!

ストロバスコーン

ホワイトパインコーン

ナチュラル 袋／8個
実径5〜10cm アメリカ産
¥800 - 5

ナチュラル 袋／5個
実径10〜15cm アメリカ産
¥600 - 5

ナチュラル 袋／3個
実径10〜15cm 国産
¥500 - 10

ナチュラル 袋／5個
実径12〜20cm イタリア産
¥700 - 5

ナチュラル 袋／6個
実径7〜12cm アメリカ産
¥700 - 5

15036

30272

30152

30153

30273

ミニシュガーパイン

ハスヘッド・ミニ

ハスヘッド・小

ハスヘッド・大

ハスヘッド・ビック

ナチュラル 袋／6個
実径10〜15cm 中国産
¥600 - 5

ナチュラル 袋／20個
実径2cm程度 インド産
¥700 - 5

ナチュラル 袋／20個
実径2〜4cm インド産
¥800 - 5

ナチュラル 袋／10個
実径6〜10cm インド産
¥600 - 5

ナチュラル 袋／8個
実径8〜12cm インド産
¥500 - 5
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revival!!

30184 ディガーパイン

30185 シュガーパインコーン

ナチュラル 個／1個
実径20〜30cm アメリカ産
¥3,000 ↑- 5

ナチュラル 個／1個
実径25〜40cm アメリカ産
¥2,000 - 5

revival!!
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30187 ジェファリーパイン

30188 スラッシュパイン

ナチュラル 個／1個
実径10〜20cm インド産
¥800 - 5

ナチュラル 袋／2個↓
実径10〜15cm アメリカ産
¥900 - 5

30190 タエダ松の実

30189 イエローパインコーン

ナチュラル 袋／6個
実径7〜12cm アメリカ産
¥600 - 5

ナチュラル 袋／3個
実径7〜10cm アメリカ産
¥600 - 5

new!!

new!!

30331 ベガポッド（グァバ）

30336 マンゴスティン

ナチュラル 袋／100g・約10個
実径2〜4cm インド産
¥600 - 10

ナチュラル 袋／3個
実径3〜5cm インド産
¥900 - 10

new!!

new!!

30328 バオバブ

30329 バオバブ

ブラック 袋／2個
実径8〜14cm マダガスカル産
¥1,000 - 5

ブラウン 袋／2個
実径8〜14cm マダガスカル産
¥1,000 - 5





18828

18810

18814

18816

18812

コニカルガム

スパイダーガム・ノブ

プラティスヘッド

ムイリーヘッド

ガンベルズ

ナチュラル 袋／50g
実径1.5〜2cm 南アフリカ産
¥500 - 10

ナチュラル 袋／6個
実径3〜5cm 南アフリカ産
¥600 - 10

ナチュラル 袋／6個
実径3〜4cm 南アフリカ産
¥500 - 10

ナチュラル 袋／100g・8〜12個
実径2〜4cm 南アフリカ産
¥700 - 5

ナチュラル 袋／100g・約10個
実径2〜4cm 南アフリカ産
¥500 - 10

18823

18822

30281

30208

30294

リペンズローゼット

ネリフォリアカーリー

シダローズ・ベース

シダローズ

シダローズサイズミックス

ナチュラル 袋／6個
実径約7cm 南アフリカ産
¥750 - 5

ナチュラル 袋／6個
実径約7cm 南アフリカ産
¥600 - 10

ナチュラル 袋／6個
実径5〜10cm インド産
¥480 - 10

ナチュラル 袋／12個
実径4〜6cm インド産
¥600 - 10

ナチュラル 袋／80g・約15個
実径2〜5cm インド産
¥700 - 5

30284

15081

18351

18350

18826

ワタカラ

ワタカラ・ビック

エーコンナッツ

サイプレスコーン

ハケアポッド

ナチュラル 袋／50g・約30個
実径3〜5cm インド産
¥450 - 10

ナチュラル 袋／約50個
実径5cm前後 中国産
¥800 - 5

ナチュラル 袋／60g・約5個
実径3〜5cm イタリア産
¥600 - 10

ナチュラル 袋／60g・約10個
実径2〜4cm 南アフリカ産
¥600 - 10

ナチュラル 袋／100g・約10個
実径2〜4cm 南アフリカ産
¥600 - 10

18801

15134

30337 new!!

30332 new!!

30330 new!!

スターコーンヘッド

マンゴーシード

ヘーゼルナッツ

パームベリー

カネラ・カット

ナチュラル 袋／10個
実径4〜5cm 南アフリカ産
¥600 - 10

ナチュラル 袋／10個
実径5〜7cm 中国産
¥650 - 10

ナチュラル 袋／約50g
実径約2cm トルコ産
¥500 - 10

ナチュラル 袋／50g・約30個
実径1.5〜2cm インド産
¥700 - 10

ナチュラル 袋／50g・約15房
約5cm インド産
¥600 - 10

30341 new!!

30326

30277

30291

30172

メタセコイア

プラタナスの実

ワイルドリリーヘッド

ブラッチーシトン・ミニ

ブラッチーシトン

ナチュラル 袋／25g・約20個
実径約2cm 国産
¥650 - 10

ナチュラル 袋／3房
実径約3cm トルコ産
¥900 - 5

ナチュラル 袋／10個
実径5〜8cm インド産
¥500 - 10

ナチュラル 袋／10個
実径5cm前後 南アフリカ産
¥800 - 5

ナチュラル 袋／8個
実径8cm前後 南アフリカ産
¥800 - 5
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10598 ミニコーンアソート

10650 ミニコーンアソート

グレイッシュ
実径1〜3cm
¥600 - 10

ダブルパール
実径1〜3cm
¥800 - 10

袋／60g

袋／60g

10600 ミニコーンアソート

10649 ミニコーンアソート

シルバー 袋／60g
実径1〜3cm
¥600 - 10

シングルパール
実径1〜3cm
¥600 - 10

10618 ミニコーンアソート

10599 ミニコーンアソート

プラチナ 袋／60g
実径1〜3cm
¥600 - 10

ゴールド 袋／60g
実径1〜3cm
¥600 - 10

10597 ミニコーンアソート

10619 ミニコーンアソート

ナチュラル 袋／70g
実径1〜3cm
¥500 - 10

ブロンズ 袋／60g
実径1〜3cm
¥600 - 10

30270 グレイッシュコーン

30229 ゴールドコーン

アソート
実径3〜5cm
¥900 - 10

アソート
実径1〜5cm
¥900 - 5

袋／60g


□シダローズ
¥600 - 10

各色 袋／10個
実径約3cm インド産

10662 プラチナ

□パイン・シルベストリー
¥600 - 10
¥750 - 10

各色

実径2.5〜4.5cm

インド産

※ダブルパールのみ

10688 ダブルパール

□グイマツ
¥600 - 10
¥800 - 10

袋／100g・約12個

  

各色

10683 ゴールド

10689 ブロンズ

10685 プラチナ

10686 グレイッシュ

10684 シルバー

10687 シングルパール

袋／50g・約50個

実径約2cm

北海道産

※ダブルパールのみ

10581 グレイッシュ

10589 ゴールド

10652 ダブルパール

10663 ブロンズ

□プッカポッド

各色

10502 ゴールド

10622 ブロンズ

10621 プラチナ

10620 グレイッシュ

10528 シルバー

10651 シングルパール

袋／20g・約50個

実径1〜2cm

インド産

¥700 - 5
¥850 - 5 ※ダブルパールのみ
10690 シルバー new!!

10657 ゴールド

10656 ブロンズ

□ハスヘッド・ミニ／小
各色 袋／10個
実径約2cm／ミニ インド産
実径約2〜4cm／小

10659 プラチナ

¥550 - 10 ※ミニ／小共に一緒です。

10644／ミニ
10579／小

グレイッシュ
グレイッシュ

□ワラッチポッド
¥600 - 10
¥800 - 10

10643／ミニ
10588／小

ゴールド
ゴールド

10648／ミニ
10647／小

ブロンズ
ブロンズ

10658 シルバー

10661 ダブルパール
各色

シルバー
シルバー

□バクリ
new!!

実径約2cm

インド産

※ダブルパールのみ

10668 ダブルパール
10691／ミニ
10704／小

袋／50g・約40個

10660 シングルパール

各色

10612 ゴールド

10669 ブロンズ

10665 プラチナ

10666 グレイッシュ

10664 シルバー

10667 シングルパール

袋／100g・約40個

実径約3cm

インド産

¥800 - 5

10675 ゴールド

10674 ブロンズ

10671 プラチナ

10692／ミニ
10705／小

プラチナ
プラチナ new!!

10673 ダブルパール ※70g入

10670 シルバー

10672 シングルパール
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□スターアニス

各色

袋／12個

※５角以上厳選

実径3〜4cm

中国産

¥700 - 5

10501 ゴールド

10640 ブロンズ

10639 プラチナ

10532 シルバー

□ユーカリポッド 各色

袋／100g・約40個

実径約2cm

インド産

¥800 - 5

10515 ゴールド

10682 ブロンズ

□カラマツ

10681 プラチナ

10680 シルバー
各色

袋／100g・約40個

実径約3cm

北海道産

¥800 - 5
¥500 - 10 ※グレイッシュ30個入

10638 ゴールド

10693 ブロンズ

 

10653 シルバー 10577 グレイッシュ

10679 マメカラ

10614 マメカラ

ブロンズ 袋／30g
実径3〜5cm インド産
¥600 - 5

ゴールド 袋／30g
実径3〜5cm インド産
¥600 - 5

10641 ゴールド

10516 ゴールド

10646 プラチナ

10575 グレイッシュ

□コニカルガム

□アンバーバウム

各色 袋／50g
実径1〜2cm 南アフリカ産
¥600 - 10

各色 袋／10個
実径約3cm イタリア産
¥600 - 5

※現在のロットは、実がばらけて
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10654 プラチナ

います。

  

10587

10608

10590

15133

10506

ブラッチーシトン

ワイルドリリーヘッド

カスリナ

ヤシャブシミニ

タマラックコーン

ゴールド 袋／6個
実径5〜10cm 南アフリカ産
¥800 - 5

ゴールド 袋／6個
実径5〜8cm インド産
¥500 - 10

ゴールド 袋／50g・約50個
実径1.5〜3cm インド産
¥500 - 10

ゴールド 袋／約100個
実径約1.5cm 中国産
¥900 - 5

ゴールド 袋／30g
実径約1cm アメリカ産
¥800 - 5

10607

10642

10702 new!!

マンゴーシード

ベールナッツ

プラチナバイン

ゴールド 袋／6個
実径5〜7cm 中国産
¥600 - 5

ゴールド 袋／60g・約6個
実径5〜8cm インド産
¥600 - 10

プラチナ 束／1束・約45g
H60cm 中国産
¥1,600 - 5

10645

10580

10701 new!!

10700 new!!

10703 new!!

クロエゾマツ

バクリ

ゴールドバイン

ブロンズバイン

ナチュラルバイン

グレイッシュ 袋／15個
実径3〜5cm 北海道産
¥500 - 10

グレイッシュ 袋／50g
実径約3cm インド産
¥500 - 10

ゴールド 束／1束・約45g
H60cm 中国産
¥1,600 - 5

ブロンズ 束／1束・約45g
H60cm 中国産
¥1,600 - 5

ナチュラル 束／1束・約100g
H60cm 中国産
¥1,000 - 5



 
□リ
リース
個／1個

各サイズ
中国産

30245

オーバルリース
30167 φ15cm
¥350 - 10

30166 φ20cm
¥450 - 10

30165 φ25cm
¥550 - 10

 8*E;51+634A'<K()-,%634:.*@=+LI9H

30163 φ40cm
¥1,800 - 10

30308※ new!! φ50cm
¥3,500 - 10

個／1個
30x24cm 中国産
¥480 - 5

30164 φ30cm
¥700 - 5

JBF$,%*'"G7!&#

30309※ new!! φ60cm
¥4,800 - 7

30310※ new!! φ70cm
¥6,000 - 5
?CD>/260  28



 

  

※形状に固体差がありますので、ご了承
ください。また短いサイズを２本で、
出荷する場合もございます。

30303 アシの根

new!!

new!!

ナチュラル 束／1〜2本
H30〜45cm インド産
¥600 - 10

30333 カカオ

30335 ボルサ・デ・パストール

ナチュラル 袋／1個
H約20cm エクアドル産
¥900 - 10

ナチュラル 袋／2個
H約10cm ブラジル産
¥700 - 10

30102 ステップフルーツ

30297 ブッダナッツ

ナチュラル 袋／3本
H20〜50cm インド産
¥600 - 5

ナチュラル 袋／2個
実径10cm前後 インド産
¥900 - 5

revival!!
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18354 セルー

30324 サプカジャシード中

ナチュラル 袋／2個
H10〜15cm ブラジル産
¥700 - 5

ナチュラル 袋／2個
実径6〜9cm ブラジル産
¥1,000 - 5

30271 流木・大

30200 流木・小

ナチュラル 袋／3個
H15〜30cm アメリカ産
¥1,000 - 5

ナチュラル 袋／10個
H5〜15cm アメリカ産
¥800 - 5



  

30302

30301

30289

スポンジマッシュルーム

ミントラボール

ベラニパンプキン・ホール スパイダーガム・クロウ

ローズコーン

ナチュラル 袋／50g
10〜20cm程度 インド産
¥600 - 5

ナチュラル 袋／2個
実径9cm程度 インド産
¥600 - 5

ナチュラル 袋／3個
実径6〜7cm インド産
¥900 - 5

ナチュラル 袋／3個
実径5〜9cm 南アフリカ産
¥900 - 5

ナチュラル 袋／2個
実径5〜7cm オーストラリア産
¥1,000 - 10

18214

30242

30300

30179

30295

シーブッシュ

キノコ・小

キノコ・大

バンガルポッド・大

バンガルポッド・小

ナチュラル
インド産
¥800 - 5

ナチュラル 袋／10個
4cm程度 インド産
¥600 - 5

ナチュラル 袋／6個
7〜9cm インド産
¥600 - 5

ナチュラル 袋／3個
実径10cm前後 インド産
¥500 - 5

ナチュラル 袋／6個
実径6〜8cm インド産
¥700 - 5

18208

18209 new!!

30330 new!!

15099

30241

タマリンドファイバー

タマリンドファイバー

カネラカット

フヨウのカラ

マメカラ

ナチュラル 袋／70g
インド産
¥600 - 10

サラシ 袋／60g
インド産
¥600 - 10

ナチュラル 袋／約50g
H約5cm インド産
¥600 - 10

ナチュラル 袋／約100個
実径約2cm 中国産
¥700 - 5

ナチュラル 袋／30g
実径4〜5cm インド産
¥500 - 10

30222

30223

18344

18345

18346

スパニッシュモス

スパニッシュモス

グレイトーンモス

ポプラバーグ

マリティマバーグ

グリーン 袋／約50g
スペイン産
¥500 - 10

ナチュラル 袋／約50g
インド産
¥500 - 10

ナチュラル 袋／約80g
フィンランド産
¥1,000 - 5

ナチュラル 袋／約100g
ナチュラル 袋／約100g・4〜5本
大きさ5〜20cm。固体差あります。 H12cm程度 トルコ産
¥1,000 - 5
¥1,000 - 5

30325

30174

30176

30226

30317

サプカジャシード・小

クラゴンナッツ

マホガニーペタル

ミニボート

ココミディアム

ナチュラル 袋／6個
実径2〜4cm ブラジル産
¥800 - 5

ナチュラル 袋／10個
実径4〜5cm インド産
¥900 - 5

ナチュラル 袋／100g・約25個
実径10cm フィリピン産
¥600 - 5

ナチュラル 袋／5個
H10〜20cm インド産
¥600 - 10

ナチュラル 個／1個
H30cm前後 ブラジル産
¥600 - 10

袋／70g

18811

 

30340 new!!
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18319 オレンジ・ホール

18904 マンダリン・ホール

ナチュラル 袋／3個
実径5〜7cm 南アフリカ産
¥1,000 - 5 ↑

ナチュラル 袋／3個
実径3〜4cm 南アフリカ産
¥600 - 5

18902 ライム・ホール

30133 ミニパンプキン・ホール

ナチュラル 袋／3個
実径4cm程度 南アフリカ産
¥700 - 5

ナチュラル 袋／5〜7個
実径3〜6cm 南アフリカ産
¥800 - 5

18468 ザクロ大・ホール

18469 ザクロ小・ホール

ナチュラル 袋／3個
実径5〜7cm イスラエル産
¥1,400 - 5

ナチュラル 袋／4個
実径3〜5cm イスラエル産
¥1,300 - 5

18300 オレンジスライス

19068 オレンジスライス

ナチュラル 袋／約50g・約14枚
実径4〜7cm 南アフリカ産
¥1,200 - 5

N.グリーン 袋／約50g・約14枚
実径4〜7cm 南アフリカ産
¥1,200 - 5

18907 アップルスライス

18908 アップルスライス

N.レッド 袋／約35g・約10枚
実径4〜6cm 南アフリカ産
¥700 - 5

N.グリーン 袋／約35g・約10枚
実径4〜6cm 南アフリカ産
¥700 - 5

30235 ベールナッツ

12114 和くるみ

ナチュラル 袋／約80g・約8枚
実径4〜9cm インド産
¥600 - 10

ナチュラル 袋／約100g・約10個
実径2〜3cm 国産
¥800 - 10

  

SPICE
18905

19013

チリペッパー・ロング トウガラシ・ミニ
N 袋／約35g↓
実径5cm 程度
¥900 - 5

N 袋／約15個
実径8〜15cm
¥600 - 10

SPICE

18704

18701

18703

カルダモン

オールスパイス

クローブ

19003

スターアニス

N 袋／25g・約75個
実径2cm
¥750 - 5

N 袋／50g・約650個
実径0.5cm
¥700 - 5

N 袋／50g・約400個
実径1.5cm
¥700 - 5

N 袋／50g・約40個
実径3〜4cm ※無選別です。
¥800 - 5

18706

18702

18705

18347

30318

19002

ターメリック

クチナシの実

ジンジャースライス

ジンジャー・ホール

モネタリーフ

ローレルリーフ

N 袋／50g・約8個
実径5〜7cm
¥500 - 5

N 袋／50g・約15個
葉径4〜5cm
¥600 - 5

N 袋／40g・約30枚
実径4〜5cm
¥500 - 5

N 袋／60g・約6個
実径5〜8cm
¥800 - 5

N 袋／40g・約80枚
葉径5〜8cm ブラジル産
¥600 - 10

N 袋／40g・約120枚
葉径5〜10cm
¥800 - 5

□シナモンスティック

各サイズ

◯8cm

◯20cm

◯40cm

◯80cm

19060 ¥800 - 5

19063 ¥800 - 5

19008 ¥2,200 - 5

30321 ¥2,000 - 5

30298

小袋

袋／2本

カナステム

ぼっこ

ナチュラル 束／3本
H40cm インド産
¥600 - 5

ナチュラル 束／3本
H40cm 国産
¥600 - 5

30339 new!!

小袋

袋／100g・約15本 小袋

19061 ¥5,000 - 1
大袋

袋／100g・約9本

19064 ¥5,000 - 1

袋／1kg・約150本 大袋

袋／1kg・約30本

袋／220g・約7本

19062 ¥5,000 - 1
大袋

袋／1kg・約30本

30305

30327

30323

30338 new!!

パピタネット

シナモンうず巻カット

オーバルウッドスライス

リーフ・ストリップス

サラシ 袋／2枚
60x20cm インド産
¥5,000 - 5

ナチュラル 袋／50g
φ1〜3cm インドネシア産
¥800 - 5

ナチュラル 袋／3枚
H約10cm オランダ産
¥600 - 10

ナチュラル 袋／5枚
H約15cm オランダ産
¥600 - 10

17214

12117

12116

12118

12115

サンキライ実付

黒竹三分

黒竹五分

黒竹枝付

コウテンクワ

10698 new!!
ケルプ（コンブの仲間）

ナチュラル 束／約5本
H100cm 中国産

ナチュラル 束／2本
φ1cm H100cm 国産

¥3,200 - 5

¥1,000 - 10

ナチュラル 束／2本
φ1.5cm H100cm 国産
¥1,000 - 10

ナチュラル 本／1本
H120cm 国産
¥1,200 - 10

ナチュラル 本／2本
H100〜120cm 国産
¥1,500 - 10

ナチュラル 本／1本
H約100cm 南アフリカ産
¥6,000 - 5
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□センターライン×１

55101 ホワイト

55102 ブラック

□フレーム×１

55131 ホワイト

55103 アイボリー

55132 ブラック

■18×厚み1.8cm

55170 リース

55171 リース

□センターライン×２
W18×H36×D1.8cm

¥1,200 - 3

55172 スクエア

□NCフレーム・ナチュラル ■18×厚み1.8cm

55175 ハート

55104 ブラウン

¥1,300 - 3

■18×厚み1.8cm

□NCフレーム・ホワイト

55174 ハート

¥1,200 - 3

■18×厚み1.8cm

¥1,000 - 3

55173 スクエア

□フレーム×２
¥2,100 - 2

W18×H36×D1.8cm

¥2,200 - 2

Vase : 55141

55111

55112

55141

55142

ホワイト

ブラック

ホワイト

ブラック

□センターライン×３
55164

※センターライン×１,フレーム×１,NC専用

W18×H54×D1.8cm

□フレーム×３
¥3,000 - 1

W18×H54×D1.8cm

¥3,100 - 1

クリアケース□180
□182×H65mm

¥450 - 1

□フレームアレンジボックス
※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、専用パッド付きでで簡単、便利です。

55165 BOX S
※センターライン×１,フレーム×１,NC専用
¥350 - 1
55166 BOX M
※センターライン×２,フレーム×２専用
¥500 - 1
55167 BOX L
※センターライン×３,フレーム×３専用
¥700 - 1
※アレンジBOXの高さは全て９cmです。
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55121

55122

55151

55152

ホワイト

ブラック

ホワイト

ブラック
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30275

30228

30258

30283

30259

ソーラーサンフラワー

ソーラージニア

ソーラーチョッキ

ソーラーローズ・4cm

ソーラーローズ・6cm

白 袋／6輪
直径約6cm インド産
¥600 - 5

白 袋／10輪
直径約4cm インド産
¥500 - 10

白 袋／20輪
直径約2cm インド産
¥500 - 10

白 袋／10輪
直径約4cm インド産
¥600 - 10

白 袋／10輪
直径約6cm インド産
¥800 - 5

30274

30334 new!!

30276

30313

30312

ソーラーガーデニア

ソーラー・輪切り

パラスピール

ホワイトチッピ

ペンチーマン

白 袋／10輪
直径約4cm インド産
¥500 - 5

白 袋／約10g
直径1〜2cm インド産
¥500 - 10

サラシ 袋／80g ↓
直径3〜4cm インド産
¥500 - 10

N 袋／100g・約7個
直径2〜3cm インド産
¥500 - 10

白 袋／100g・約7個
直径3〜4cm インド産
¥600 - 10

18821

30296

30279

30052

30051

ひょうたん

ベルカップ・小

ベルカップ・大

カピス・小

カピス・大

N 袋／1個
H15cm前後
¥800 - 10

半サラシ 袋／6個
直径3〜5cm インド産
¥800 - 5

半サラシ 袋／6個
直径5〜8cm インド産
¥800 - 5

N 袋／約30枚
直径4〜6cm フィリピン産
¥1,200 - 5

N 袋／約26枚
直径6〜8cm フィリピン産
¥1,300 - 5

30001

30003

30004

30005

18830

ホロホロ鳥

ホワイトコキール

七面筆毛

七面フラット

オーチャードフェザー・大

N 袋／約8g
長さ4〜8cm
¥1,200 - 5

サラシ 袋／約8g
長さ5〜8cm
¥1,200 - 5

サラシ 袋／約7g
長さ5〜10cm
¥1,200 - 5

サラシ 袋／約7g
長さ8〜14cm
¥1,200 - 5

サラシ 袋／1本
長さ50〜60cm 南アフリカ産
¥2,500 - 5

南アフリカ産

18831

□カラーコキール
袋／約8g 長さ5〜8cm

オーチャードフェザー・小

¥1,200 - 5

サラシ 袋／2本
長さ30〜40cm 南アフリカ産
¥2,500 - 5

30231

30232

30012

30048

30010

30011

30049

30050

キャラメル

ルージュ

ワイン

オレンジ

アイボリー

ブラウン

ライムグリーン

クリーム

   34



  
□ワ
ワイヤーバイン・ムーン
・シンプルな三日月形のベースです。曲げて使用する事も可能です。

・ホワイト

15823 L

・ブラウン

¥720 - 5

ムーンL

H60,W5.5cm

15826 L

¥720 - 5

15822 M ¥600 - 5

ムーンM H45,W5.5cm

15825 M

¥600 - 5

15821 S

ムーンＳ H30,W5.5cm

15824 S

¥500 - 5

¥500 - 5

□ワ
ワイヤーバイン・アイ
・シンプルな形のベースです。曲げて使用する事も可能です。

・ホワイト

・ブラウン

アイL

H60,W12.5cm

15820 L

¥720 - 5

15816 M ¥600 - 5

アイM

H45,W10cm

15819 M

¥600 - 5

15815 S

アイＳ

H30,W8.5cm

15818 S

¥500 - 5

15817 L

¥720 - 5

¥500 - 5

□ワ
ワイヤーバイン・フラット
・シンプルな長方形のベースです。曲げて使用する事も可能です。

・ホワイト

15845 L

・ブラウン

¥980 - 5

フラットL

60×20cm

15814 L

フラットM 48×18cm

15813 M ¥720 - 5

15843 S

フラットＳ 36×12cm

15812 S

¥500 - 5

□ワ
ワイヤーバイン・フレーム

15801 S φ20cm
内寸：φ9cm ¥580 - 5

内寸：□9cm

15804 S □20cm
¥680 - 5

15802 M φ25cm

15805 M □25cm

内寸：φ14cm ¥700 - 5

内寸：□14cm ¥800 - 5

15803 L φ30cm

15806 L □30cm

内寸：φ19cm ¥820 - 5

内寸：□19cm ¥920 - 5

・ワイヤーバイン・リース＆フレームは外枠と内枠で 高さを変えてあります。

 

¥500 - 5

□ワ
ワイヤーバイン・リース

・外枠と内枠で高さが異なります。
傾斜がついており立体感のあるリースです。

35

¥980 - 5

15844 M ¥720 - 5



   

□ワ
ワイヤーバイン・スクエア
・シンプルなワイヤーバインシリーズの新商品です。素直に正方形のベースを作りました。
サイズは15cm〜40cm迄5cm刻みに仕上げてあります。

15851

15852

15853

15854

15855

15856

□15cm

□20cm

□25cm

□30cm

□35cm

□40cm

¥500 - 10

¥650 - 10

¥750 - 10

¥900 - 10

¥1,000 - 10

¥1,200 - 10

□ワ
ワイヤーバイン・ジョイントリース
Vase : 15825 "Moon Style"

・ジョイントリースは全サイズ半径の形の物が２個でセットになっている組み立て式のリースで
す。コンパクトに発送できるため物流費を軽減できます。ジョイントリースは全サイズ均等の
幅で仕上げてあります。異なるサイズでもジョイントできるよう設計してあります。

◎半円のパーツが２個で
ワンセット。

Vase : 15819 "Eye Style"

◎取付け位置を変えるとこん
なＳ字のベースに...

brown

◎ジョイントははめ込むだけ！！
◎異なるサイズもジョイント
可能！！

white

15807 40cm 内寸：φ14cm

¥1,200 - 5

15846 40cm 内寸：φ14cm

¥1,200 - 5

15808 50cm 内寸：φ24cm

¥1,800 - 5

15847 50cm 内寸：φ24cm

¥1,800 - 5

15809 60cm 内寸：φ34cm

¥2,200 - 5

15848 60cm 内寸：φ34cm

¥2,200 - 5

15810 70cm 内寸：φ44cm

¥3,200 - 5

15849 70cm 内寸：φ44cm

¥3,200 - 5

15811 80cm 内寸：φ54cm

¥3,800 - 5

15850 80cm 内寸：φ54cm

¥3,800 - 5

□ワ
ワイヤーバイン・リーフ

brown
Vase : 15833 "Leaf Style"

※ステムの長さは各サイズ20cm。

white

※ステムの長さは各サイズ20cm。

15832 20cm leaf H20,W7cm

¥500 - 5

15827 20cm leaf H20,W7cm

¥500 - 5

15833 30cm leaf H30,W12cm

¥600 - 5

15828 30cm leaf H30,W12cm

¥600 - 5

15834 40cm leaf H40,W15cm

¥900 - 5

15829 40cm leaf H40,W15cm

15835 50cm leaf H50,W20cm ¥1,200 - 5
15836 60cm leaf H60,W24cm ¥1,500 - 5

¥900 - 5
15830 50cm leaf H50,W20cm ¥1,200 - 5
15831 60cm leaf H60,W24cm ¥1,500 - 5

□ワ
ワイヤーバイン・ハート

brown

white

15840 50cm H50, W35cm

¥1,500 - 5

15837 50cm H50, W35cm

¥1,500 - 5

15841 60cm H60, W42cm

¥2,000 - 5

15838 60cm H60, W42cm

¥2,000 - 5

15842 70cm H70, W51cm

¥2,400 - 5

15839 70cm H70, W51cm

¥2,400 - 5

 36

 

  
Page 9

Page 3

Page 12

Page 17

Cover & Page 20

Page 35

Page 7

Page 29

Page 21

37

 

 
Page 5

  

Page 1

Page 5

Page 15

Page 13

Page 23

Page 25

Page 27

Page 25

 38

商品に関して...
●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。

ご発注に関して...
●出荷ロットは定めてありますがロット以下の出荷も可能です。
ただし、卸掛率が異なりますのでご注意ください。
●ご発注の際は、品番／商品名／カラー／数量等分かりやすくご明記ください。
●お得意先様への直送対応を致します。その際、郵便番号／直送先住所／直送
先電話番号／指定納期は分かりやすくご記入ください。

返品に関して...
●お客様のご都合による返品・交換はお断り致しております。
●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。

その他...
●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。
●業務用パック、大束等別注も柔軟に対応致します。お問い合わせください。
●カタログ外の商品につきましても、手配可能な物もございます。
お気軽にお問い合わせください。
●このカタログの有効期間は、2015年9月より2016年8月迄です。

追記...
●商品のお取置きに関しましては、一週間とさせて頂きます。長期のお取置き
の場合商品劣化等の問題が発生致します。ご了承ください。

ご注文、お問い合わせは...

製造販売：
有限会社コアトレーディング
003-0030北海道札幌市白石区流通センター6丁目2-27
tel: 011-802-5287
www.coretrading.co.

1608CORE00700080

