

 

 

17521

17517

サンフォルディ

ローナス

ナチュラル 束／約20g
H50cm オランダ産
¥900 - 10-120 ⑩

ナチュラル 束／約40g
H50cm オランダ産
¥900 - 10-100 ⑩

※時期により品種が異なります。
ご了承ください。
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17727

17249

ミモザ

国産ミモザ

ナチュラル 束／15〜20g
H60cm イタリア産
¥1,600 -5-110 ①

ナチュラル 束／1〜2本
H60〜90cm 国産
¥1,500 - 5 ③

17738

17765

グレビレア・ゴールド

マグノリアリーフ

ナチュラル 束／約20g
H60cm イスラエル産
¥1,200 - 5-100 ⑩

¥2,100 - 10 ⑦⑫

ナチュラル 束／約2本
H70cm ニュージーランド・アメリカ産



 



  

17028

17525 new!!

17526 new!!

17527 new!!

アキレア

アキレア

アキレア

アキレア

ナチュラル 束／約3〜5本
H60cm 国産・オランダ産
¥900 - 5-100 ⑧

オリーブ 束／3〜5本
H60cm イタリア産
¥900 - 10-100 ⑩

グリーン 束／3〜5本
H60cm イタリア産
¥900 - 10-100 ⑩

¥900 - 10-100 ⑩

17218

19166

17254

17278 new!!

セファロフォラ

イモーテル

ソリダゴ

オレガノ・ハイブリッド

ナチュラル 束／約30g
H50cm 国産
¥900 - 5-120 ⑧

ナチュラル 束／約20g
H50cm イタリア産
¥1,200 - 5-120 ⑩

ナチュラル 束／2〜3本
H60cm エクアドル産
¥1,000 - 5-100 ⑥

ナチュラル 束／約10g
H40cm 国産
¥900 - 10 ⑦

17041

17190

17276

17227

紅花

姫ヒマワリ

ヒマワリ ムーランルージュ

ミニヒマワリ

クラスベリアグロボーサ

ナチュラル 束／1〜2本
H60cm 国産
¥900 - 5 ⑦

ナチュラル 束／約30g
H60cm 国産
¥900 - 5-80 ⑧

ナチュラル 束／約5本
H60cm 北海道産
¥900 - 5-120 ⑥

ナチュラル 束／3〜5本
H60cm 北海道産
¥900 - 5-120 ⑥

ナチュラル 束／約12本
H50cm 国産
¥900 - 5-120 ⑧

17259

17760

18623 new!!

17523

17524

ソリダゴ・タラ

ヒペリカム

エノコロ草

ポアプランツ

ポアプランツ

ナチュラル 束／約5本
H70cm 国産
¥900 - 5-120 ⑧

ナチュラル 束／約5本
H70cm エクアドル産
¥1,000 - 5-100

グリーン（染色） 束／約20g
H50cm イタリア産
¥900 - 10-120 ⑩

グリーン（染色） 束／約20g
H60cm オランダ産
¥600 - 10-140

イエロー（染色） 束／約20g
H60cm オランダ産
¥600 - 10-140

グレイ 束／約3本
H60cm イタリア産

17148
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17506 ヘリクリサム・ステム

17505 ヘリクリサム・ステム

ナチュラルオレンジ 束／20〜30g
H50cm オランダ産
¥900 - 10-100 ⑩

ナチュラルイエロー 束／20〜30g
H50cm オランダ産
¥900 - 10-100 ⑩

17508 ヘリクリサム・ステム

17507 ヘリクリサム・ステム

ナチュラルサーモン 束／20〜30g
H50cm オランダ産
¥900 - 10-100 ⑩

¥900 - 10-100 ⑩

17510 ヘリクリサム・ステム

17509 ヘリクリサム・ステム

ナチュラルホワイト 束／20〜30g
H50cm オランダ産
¥900 - 10-100 ⑩

ナチュラルレッド 束／20〜30g
H50cm オランダ産
¥900 - 10-100 ⑩

ナチュラルピンク 束／20〜30g
H50cm オランダ産

□ヘリクリサム・ヘッド
各色 袋／約10g
花径2〜4cm程度 オランダ産
¥600 - 10-150 ⑩

17511 イエロー
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17514 レッド

17512 オレンジ

17515 ホワイト

17513 ピンク



 

 

17733

17504

17519

17171

フェノコマ

デルフィニューム

ローダンセ

ピオニー

ナチュラル 束／約2〜3本
H40cm 南アフリカ産
¥1,000 - 5

ナチュラルピンク 束／約35g
H60cm オランダ産
¥900 - 10-100 ⑩

ナチュラルピンク 束／10〜20g
H50cm オランダ産
¥900 - 10-100 ⑩

ナチュラルピンク
H40cm 国産
¥1,000 - 5 ⑦

17273

17169

17183

17279

キャンドルケイトウ

たで

アストランティア

ヘリクリサムワイヤー

ナチュラル 束／約30g
H50cm 国産
¥900 - 5 ⑧

ナチュラル 束／約45g
H60cm 北海道産
¥900 - 5 ⑨

ナチュラル 束／約5本
H60cm 北海道産
¥1,100 - 5-100 ⑦

ナチュラルピンク 束／約25本
H40cm 国産
¥900 - 10 値上げ・品番変更

17180

17243

17272

17196

17198

ケイトウ

久留米ケイトウ・大

久留米ケイトウ・小

ナチュラル赤 束／約1〜2本
H60cm 国産
¥1,200 - 5 ⑧

ナチュラル赤 束／約30g
H60cm 国産
¥900 - 5 ⑧

千日紅ファイヤーワークス アマランサス
ナチュラル 束／約35g
H55cm 国産
¥900 - 5 ⑧

□センニチコウ
¥900 - 5-110 ⑧

17022 ライラック

ナチュラルレッド 束／約40g
H50cm 国産
¥900 - 5-80 ⑧

ナチュラルパープル
H60cm 国産
¥1,200 - 5 ⑨

束／約40g

□スターチス

各色 束／約40g
H40〜60cm 国産

¥900 - 5 ⑦

17020 ピンク

17019 ストロベリー

17141クランベリー

17024 パープル

17040 ホワイト

17710

セルリア
ナチュラル 束／2〜3本
H45cm 南アフリカ産
¥1,800 - 5-100 ⑦

束／約2本

各色 束／約20〜25g
H50〜60cm 国産

17036 ピンク

17270 ライラック

17039 イエロー

17038 パープル
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17759

シルバーデージー
ナチュラル 束／約20g
H40cm 南アフリカ産
¥1,000 - 10-120 ⑩

17100
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17099

ルリタマアザミ

エリンジューム

ナチュラル 束／約30g
H60cm 国産
¥900 - 5-120 ⑦

ナチュラル 束／約2本
H60cm エクアドル産
¥900 - 5-120

17255

14020

セントーレア・アメリカーナ

ＳAデージー・ミニ

ナチュラル 束／約30g
H45cm 国産
¥900 - 5-100 ⑧

ナチュラル 束／約30g
H65cm オーストラリア産
¥1,000 - 5-120 ⑫

17011

17516

ラベンダー・濃色3号

ラベンダーEUエクストラブルー

ナチュラル 束／約30g
H40cm 北海道富良野産
¥1,200 - 5-120 ⑦

ナチュラル 束／約25g
H40cm オランダ産
¥1,200 - 5-120 ⑩



 

 

17518

17503

17520

17510

ニゲラフラワー

デルフィニューム

ローダンセ

ヘリクリサム・ステム

ナチュラル 束／約20g
H60cm オランダ産
¥900 - 10-100 ⑩

ナチュラルブルー 束／約35g
H60cm オランダ産
¥900 - 10-100 ⑩

N.ホワイト 束／10〜20g
H50cm オランダ産
¥900 - 10-100 ⑩

¥900 - 10-100 ⑩

17163

17755

18602

17256

クジャクアスター

エバーラスティング

ルナリア・スクリーン

かすみ草

かすみ草・エクセレンス

ナチュラルブルー
H65cm 国産
¥900 - 5 ⑨

ナチュラル 束／約3本or約25g
H60cm 南アフリカ産
¥900 - 10-120 ⑨

ナチュラル 束／約10g
H60cm イタリア産
¥1,500 - 5

ナチュラル 束／約1本
H60cm 北海道産、国産
¥900 - 5 ⑧

ナチュラル 束／約1本
H60cm エクアドル産
¥1,000 - 10-100

17027

17246

14010

17142

18611

アンモビューム

アナハリス・母子草

ティーツリー・ファイン

タタリカ

バタオ・ブランコ

ナチュラル 束／約40g
H50cm 国産
¥900 - 5 ⑦

ナチュラル 束／約30g
H50cm 国産
¥900 - 5 ⑧

ナチュラル 束／約50g
H65cm オーストラリア産
¥900 - 5-120

ナチュラル 束／約35g
H45cm 国産
¥900 - 5 ⑦

ナチュラル 束／約25g
H50cm ブラジル産
¥900 - 10

17231

17012

17216

17173

17014

ラベンダーＥＵ

ラベンダー・丘むらさき

ラベンダー・はなもいわ

ホワイトラベンダー

ブルーサルビア

ナチュラル 束／約30g
H50cm前後 EU各国産
¥1,200 - 5-120 ⑧

ナチュラル 束／約30g
H50cm 北海道富良野産
¥1,200 - 5-120 ⑦

ナチュラル 束／約30g
H40cm 北海道富良野産
¥1,200 - 5-120 ⑦

ナチュラル 束／約30g
H40cm 北海道富良野産
¥1,200 - 5-120 ⑦

ナチュラル 束／約40g
H50cm 国産
¥900 - 5 ⑧

束／約30g

N.ホワイト 束／20〜30g
H50cm オランダ産

17269
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17824

17825

スプレーローズ

スプレーローズ

ナチュラルホワイト系 束／2〜3本
H50〜70cm エクアドル産
¥1,500 - 10-100

ナチュラルイエロー系 束／2〜3本
H50〜70cm エクアドル産
¥1,500 - 10-100

17826

17827

スプレーローズ

スプレーローズ

ナチュラルオレンジ系 束／2〜3本
H50〜70cm エクアドル産
¥1,500 - 10-100

ナチュラルピンク系 束／約2〜3本
H50〜70cm エクアドル産
¥1,500 - 10-100

17828

17829

スプレーローズ

スプレーローズ

ナチュラルレッド系 束／2〜3本
H50〜70cm エクアドル産
¥1,500 - 10-100

ナチュラル複色系 束／2〜3本
H50〜70cm エクアドル産
¥1,500 - 10-100

17830

大輪ドライローズ
ナチュラル 束／3本
H60〜70cm ケニア・エクアドル産
¥1,100 - 10
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※安価にご提供させて頂くため
色目、品種等での選別が出来
ません。ご了承ください。

※スプレーローズですがミックスカラーで入荷する為色目のばらつきがあり
ます。ご了承の上ご購入ください。



17811

17816

    

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 - 10-80

N.ワイン 束／6本
H40cm インド産
¥1,500 - 10-80

ナチュラルバーガンディ
H40cm インド産
¥1,500 - 10-80

ナチュラルイエロー
H40cm インド産
¥1,500 - 10-80

N.ホワイト＆ピンクフリル
H40cm インド産
¥1,500 - 10-80

30346

18112

18113

18108

レッドベリー

ペッパーベリー

ペッパーベリー

ペッパーベリー

ペッパーベリー

レッド 袋／約50g
H5cm インド産
¥600 - 10-200

ネイビー 束／約30g
H30cm ペルー産
¥1,500 - 10-100

ガンメタブラック 束／約30g
H30cm ペルー産
¥1,500 - 10-100

サラシ 束／約40g
H30cm ペルー産
¥1,500 - 10-100

ナチュラル 束／約40g
H30cm ペルー産
¥1,200 - 10-100

10284

17164

17149

17147

レッドコーン（ソルゴ）

スモークツリー・ジャイアント

スモークツリー

オレガノケントビューティ

レッド 束／2〜3本
H70cm インド産
¥900 - 10-110

ナチュラル 束／1本
H80cm 北海道産
¥3,300 - 5 ⑧

ナチュラル 束／約15g
H45cm 北海道産
¥900 - 10 ⑥

ナチュラル 束／約12g
H40cm 国産
¥900 - 5 ⑦

束／6本

17817
束／6本

□グリーンアナベル

束／6本

18105

ナチュラル

束／1本

北海道産

17165 大

花径35〜40cm
H70cm
¥5,000 - 5 ⑨

17174 ミニ

花径20〜25cm
H50cm
¥1,200 - 5 ⑨

17181

17175

17166 小

花径25〜35cm
H70cm
¥2,400 - 5

17176

17177

17150 ※画像なし

あじさい。ミックスヘッド ミナヅキ・大

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 ⑩

ナチュラル 束／1本 ナチュラル 束／約5枝
北海道産
北海道産
¥1,400 - 5 ⑩
¥1,000 - 5 ⑩

ナチュラル 束／1本
北海道産
¥2,700 - 5 ⑩

ナチュラル 袋／約5枝
北海道産
¥1,000 - 5 ⑨
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17766

レモンリーフ
ナチュラル 束／約20g
H50cm アメリカ産
¥900 - 10-100 ⑥

17721

17722

クルクル・ゴアナクロウ

モシャモシャ・コアラファーン

ナチュラル 束／約2〜3本
H70cm オーストラリア産
¥1,000 - 5-120

ナチュラル 束／約2〜3本
H70cm オーストラリア産
¥1,100 - 5-120

19106

17754

インテグレフォリア

グレビレア・アイバンフォー

ナチュラル 束／約50g
H65cm アメリカ産
¥1,000 - 5-100

ナチュラル 束／約3本
H60cm 南アフリカ産
¥900 - 10-120

17274

17739

タカノツメ
ナチュラルレッド
H45cm 国産
¥1,000 - 10
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ドドネア
束／約35g

ナチュラル 束／約15g
H45cm イタリア産
¥1,000 - 10 ⑦



 

 

17044

17146

16009

17277

17083

小麦

大麦（四条）

稲穂

紫イネ

ラムズイヤー

ナチュラル 束／約40本
H65cm 国産
¥650 - 10 ⑥ 値上げ

ナチュラル 束／約40本
H65cm 国産
¥750 - 10 ⑥ 値上げ

ナチュラル 束／約40本
H65cm 国産
¥650 - 10-140 ⑧ 値上げ

ナチュラル 束／約40本
H70cm 国産
¥650 - 10↓-140 ⑧

ナチュラル 束／約25g
H40cm 北海道産
¥900 - 5 ⑦

17070

17126

17130

17160

17062

スモークグラス

ラグラス

フィビギア

ニゲラオリエンタリス

ポアプランツ

ナチュラル 束／約30g
H65cm 国産
¥900 - 5-120 ⑧

ナチュラル 束／約20g
H60cm 国産・オランダ産
¥500 - 10-140 ⑦⑩

ナチュラル 束／約40g
H50cm 国産
¥900 - 5 ⑧

ナチュラル 束／約40g
H60cm 国産
¥900 - 5 ⑧

ナチュラル 束／約25g
H60cm 国産・オランダ産
¥500 - 10-140 ⑦⑩

17240

17241

17238

17204

17056

サティバ

シレネ

ワイルドオーツ

アワ・小

黒ヒエ

ナチュラル 束／約30g
H60cm 国産
¥900 - 5 ⑦

ナチュラル 束／約30g
H60cm 国産
¥800 - 5 ⑦

ナチュラル 束／約30g
H70cm 国産
¥800 - 5 ⑧

ナチュラル 束／約12本
H60cm 国産
¥800 - 10 ⑧

ナチュラル 束／約5〜8本
H65cm 北海道産
¥900 - 5 ⑨

17528 new!!

17065

17066

17226

17242

ニゲラ・ミニ

ニゲラ

ニゲラ・レッド

ケイトウ

ナチュラル 束／約30g
H40cm オランダ産
¥900 - 5

ナチュラル 束／約30g
H60cm 国産
¥900 - 5 ⑦

ナチュラル 束／約30g
H60cm 国産・オランダ産
¥900 - 5 ⑦

ナチュラルグリーン
H50cm 国産
¥900 - 5 ⑨

アマランサス
束／約30g

ナチュラルグリーン
H50cm 国産
¥900 - 5-80 ⑧

束／約40g
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18834

 

30347

18833

18844

19810 new!!

カネラ・ブランチ

アンバーナッツ・ブランチ マッシュルームガムブランチ

コニカルガム・ブランチ

丸粒ユーカリ・ブランチ

ナチュラル 束／約3本
H20cm インド産
¥800 - 10

ナチュラル 束／約5本
H50cm 南アフリカ産
¥1,100 - 10-80

ナチュラル 束／約3本
H40cm 南アフリカ産
¥900 - 5-80

ナチュラル 束／約3本
H50cm 南アフリカ産
¥900 - 5-80

¥1,000 - 10-100

18842

18843

18852

ナチュラル 束／2〜3本
H30cm エクアドル産

18841

18845

スパイダーガム・ブランチ ハケア・ブランチ

ムイリー・ブランチ

ガンベルズ・ブランチ

レッドガム・ブランチ

ナチュラル 束／3本
H50cm 南アフリカ産
¥1,300 - 5

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／2〜3本
H40cm 南アフリカ産
¥1,100 - 5

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3本
H30cm 南アフリカ産
¥900 - 5-100

17206

17222

14027

18613

18643 new!!

石化エニシダ

ナトラジ

ウッディペア

がまの穂・スリム

ババラ

ナチュラル 束／2〜3本
H75cm 国産
¥1,000 - 5 ⑩

ナチュラル 束／2〜3本
H60cm インド産
¥1,200 - 5

ナチュラル 束／1〜2本
H50cm オーストラリア産
¥1,200 - 5

ナチュラル 束／約12本
H70cm インド産
¥900 - 10

グレイ 束／約3本
H60cm イタリア産
¥900 - 10

17229

17230

10698

18632 new!!

17767

ストレチア・リーフ

アレカヤシ

ケルプ

ガマの穂・大

蘭の根

ナチュラル 束／2本
H80cm 国産
¥1,400 - 5

ナチュラル 束／2本
H80cm 国産
¥1,100 - 5

サラシ 束／1本
H90cm 南アフリカ産
¥2,000 - 5 値下げ

ナチュラル 束／約3本
H70cm イタリア産
¥900 - 10

ナチュラル 束／約40g
H50〜80cm タイ産
¥1,500 - 5
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17708

17770 new!!

フィリカ

ライスフラワー・ドライ

ナチュラル 束／2〜3本
H50cm 南アフリカ産・オーストラリア産
¥1,300 - 5-70 ⑤⑩

ナチュラル 束／約30g
H60cm エクアドル産
¥1,000 - 10

17747

シースター
ナチュラル 束／約2本
H60cm オーストラリア産
¥1,100 - 5-100
※品名変更致しました。

17746

ピスタチオリーフ
ナチュラル 束／約30g
H50cm イタリア産
¥1,200 - 5 ⑤

17250

ユーカリ・ロング
ナチュラル 束／1〜2本
H80〜100cm イスラエル産
¥2,400 - 5

17767 new!!

11



17253

アカシア・シルバームーン

ユーカリ・ショート

ナチュラル 束／約30g
H60cm イタリア産
¥1,500 - 10

ナチュラル 束／1〜2本
H60cm イスラエル産
¥1,100 - 10



 

 

17707

17706

17205

17719

17756

ＬD ライムブッシュ

ＬD グリーンスター

LD サファリサンセット

シルバーツリー・ドライ

ラルフィ

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

ナチュラル 束／1〜2本
H60cm オーストラリア産
¥1,000 - 5-100 ⑤

ナチュラル 束／約2〜4本
H60cm オーストラリア産
¥1,100 - 5-80 ⑦

ナチュラル 束／約1本
H60cm 南アフリカ産
¥1,200 - 5 ⑥

ナチュラル 束／約30g
H50cm イタリア産
¥1,200 - 5

17709

17717

17732

14026

ネベリア

ブベッセンス

トータムフラワー

テトラゴナナッツ

ナチュラル 束／2〜3本
H50cm 南アフリカ産
¥1,200 - 5 ⑦

ナチュラル 束／2〜3本
H45cm 南アフリカ産
¥1,400 - 5-80 ⑨

ナチュラル 束／約3本
H50cm 南アフリカ産
¥1,000 - 5-80 ⑨

ナチュラル 束／1〜3本
H40cm オーストラリア産
¥2,000 - 5-80 ⑤

17718

17701

17762

17771 new!!

17761

ジェイドパール

ワイルドコットンフラワー エリコ・ドライ

スタービア

エリカ

ナチュラル 束／約2本
H60cm 南アフリカ産
¥1,200 - 5-100 ⑨

ナチュラル 束／約3本
H60cm 南アフリカ産
¥1,100 - 5-100 ③

ナチュラル 束／約3本
H50cm 南アフリカ産
¥1,000 - 10 ⑥

ナチュラル 束／約30g
H50cm 南アフリカ産
¥1,000 - 10

ナチュラル 束／約20g
H50cm 南アフリカ産
¥1,000 - 10-80 ④

17748

17720

18102

18107

17210

バーゼリア・ドライ

ピンクブルニア

ブルニア・ミディアム

ブルニア・スプレー

ブルニア・アルビフローラ

ナチュラル 束／約45g
H60cm 南アフリカ産
¥1,100 - 5 ⑤

ナチュラル 束／1〜2本
H40cm 南アフリカ産
¥1,500 - 5-80 ⑨

ナチュラル 束／3〜5本
H40cm 南アフリカ産
¥1,000 - 5 ⑧

ナチュラル 束／約3本
H50cm 南アフリカ産
¥1,100 - 5-100 ③

ナチュラル 束／約3本
H40cm 南アフリカ産
¥1,100 - 5 ②

12

 

17

10211

10212

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 - 5-120

サラシ 束／約30g
H60cm 南アフリカ産
¥1,200 - 5-120

10696

10305

コニカルガム・ブランチ

アンバーナッツ・ブランチ

サラシ 束／2〜3本
H40cm 南アフリカ産
¥1,100 - 5

¥1,200 - 10

サラシ 束／約5本
H40cm 南アフリカ産

18622 new!!

10308 new!!

18624 new!!

10697

10285

エノコロ草

B.ブルーム

ニゲラオリエンタリス

コンパクターフラワー

ババラ

サラシ 束／20g
H50cm イタリア産
¥900 - 10

サラシ 束／約20g
H40cm オランダ産
¥1,100 - 10

サラシ 束／5本
H40cm 南アフリカ産
¥1,200 - 5

¥700 - 10-140

10283

サラシ 束／約30g
H60cm イタリア産
¥1,000 - 10

ナチュラル 束／約3本
H60cm インド産

18633 new!!

18604

18625 new!!

アジサイ・プリザーブド

アマランサス・プリザーブド

ストレチアリーフ

ホワイトコーン（ソルゴ）

サラシ 束／5本
H50cm イタリア産
¥5,100 - 10

サラシ 束／約50g
H40〜70cm イタリア産
¥1,500 - 10

サラシ 束／2本
H70cm イタリア産
¥1,600 - 10

サラシ 束／2〜3本
H70cm インド産
¥900 - 10-110

 



 

 

17751

バンクシア・スペシオーサコーンズ
ナチュラル 束／1本
H70cm オーストラリア産
¥3,800 - 1 ⑩

18863

13



18864

アーティチョーク・L

アーティチョーク・S

ナチュラル 束／1本
H40cm 南アフリカ産
¥1,100 - 10

ナチュラル 束／2本
H30cm 南アフリカ産
¥1,000 - 10

18858

14023

バンクシア・メンジェンシー

バンクシア・プリオノート

ナチュラル 束／1本
H50cm 南アフリカ産
¥1,100 - 5-100 ⑨

¥1,300 - 5-100 ⑨

17725

17726

PK・ベルドファイヤー

ピンクション・タンゴ

ナチュラル 束／2本
H50cm 南アフリカ産
¥1,200 - 5-100 ⑦

ナチュラル 束／2本
H50cm 南アフリカ産
¥1,200 - 5-100 ⑦

ナチュラル 束／1本
H40〜50cm 南アフリカ産



 

 

17716

18855

プルモッサム

ナーブサム

18862

リペンズ

ナチュラル 束／1〜3本・5ヘッド
H50cm 南アフリカ産
¥1,400 - 5-70 ⑩

ナチュラル 束／約2本
H50cm 南アフリカ産
¥900 - 5 ⑩

レッド（染色） 束／3本
H40cm 南アフリカ産
¥900 - 10-100

17768

17763

18859

18804

ドリアンドラ・ドライ

プロティア・アイビー

ピンクコンパクターリーフ付

ネリフォリア

ネリフォリア・バット

ナチュラル 束／約3本
H45cm 南アフリカ産
¥1,100 - 5 ⑨

ナチュラル 束／3本
H40cm 南アフリカ産
¥1,500 - 10

ナチュラル 束／2本
H50cm 南アフリカ産
¥800 - 10

ナチュラル 束／2本
H45cm 南アフリカ産
¥900 - 5

ナチュラル 束／2本
H45cm 南アフリカ産
¥900 - 5

17742

14022

17723

18857

バンクシア・フーケリアーナ

バンクシア・ココシネア

プロティア・ナナ

バークヤ・コリアセア

ナチュラル 束／1本
H40〜50cm オーストラリア産
¥1,100 - 5 ⑤

ナチュラル 束／2本
H45cm 南アフリカ産
¥1,400 - 5 ⑧

ナチュラル 束／約2〜3本
H50cm 南アフリカ産
¥1,300 - 5 ⑧

ナチュラル 束／約3本
H45cm 南アフリカ産
¥800 - 10

18837

17244 N.ホワイト

17178

17179

17245 N.テディーベア

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 ブラックベリー

30225

N.ホワイト 束／1本・約5輪付き
H65cm イスラエル産
¥1,200 - 5 ⑧

N.テディベア 束／1本・約5輪付き 袋／4輪
H65cm イスラエル産
φ約5cm イスラエル産
¥1,200 - 5 ⑧
¥800 - 5

ナチュラル 束／2〜5本
H60cm インド産
¥1,000 - 5-80

17740

バンクシア・プラジオパーカー
ナチュラル 束／1本
H80〜100cm オーストラリア産
¥4,800 - 1

14

 

18610

10695

10694

10718

10720

ツノゴマ

ブラッチーシトン

ガンベルズ

ヘチマラウンド・殻付き

チェスト・ハースク

サラシ 袋／2個
H15cm程度 イタリア産
¥1,400 - 10

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

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

サラシ 袋／3個
実径約7cm エクアドル産
¥700 - 10

ナチュラル 袋／約40g
実径4〜6cm トルコ産
¥1,200 - 10

30296

30279

30276

10699

10719

ベルカップ・小

ベルカップ・大

パラスピール

オクラ

オクラ・ロング

サラシ 袋／6個
実径3〜5cm インド産
¥800 - 5

サラシ 袋／6個
実径5〜8cm インド産
¥800 - 5

サラシ 袋／80g・約25個
実径3〜4cm インド産
¥500 - 10

サラシ 袋／2本
H15cm エクアドル産
¥900 - 10

半サラシ 袋／3本
H15〜20cm エクアドル産
¥900 - 10

18210

19085

18209

10307 new!!

ペペコーン

アイスランドモス

タマリンドファイバー

スターコーン・ヘッド

サラシ 袋／3本
H15cm程度 インド産
¥800 - 10

ナチュラル 袋／50g
フィンランド産
¥500 - 10

サラシ 袋／約60g
インド産
¥600 - 10

サラシ 袋／約50g・約10個
実径3〜4cm 南アフリカ産
¥700 - 10

30259

30283

30313

ソーラーローズ・6cm

ソーラーローズ・4cm

ホワイトチッピ

白 袋／10個
実径6cm インド産
¥800 - 5

白 袋／10個
実径4cm インド産
¥600 - 10

ナチュラル 袋／100g・約7個
実径2〜3cm インド産
¥500 - 10

30228

30258

30312

ソーラージニア

ソーラーチョッキ

ペンチーマン

白 袋／10個
実径4cm インド産
¥500 - 10

白 袋／20個
実径2cm インド産
¥500 - 10

ナチュラル 袋／100g・約7個
実径3〜4cm インド産
¥600 - 10
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18630 new!!

15



18628 new!!

ジャイアントエリアンサス

ジャイアントエリアンサス

ブラック 束／約3本
H120cm イタリア産
¥1,600 - 10

ダークピンク 束／約3本
H120cm イタリア産
¥1,600 - 10

18645 new!!

18644 new!!

チーゼル

チーゼル

ブラウン 束／約3本
H60cm イタリア産
¥900 - 10

ナチュラル 束／約3本
H60cm イタリア産
¥900 - 10

17275

17731

ミニ栗・ステム付

ユーホルビア

ナチュラル 束／約1本
H70cm 国産
¥1,500 - 5 ⑩

ナチュラル 束／約40g
H60cm イタリア産
¥1,000 - 5 ⑥

18625 new!!

18626 new!!

ストレチア・リーフ

ストレチア・リーフ

18627 new!!

ストレチア・リーフ

サラシ 束／2本
H80cm イタリア産
¥1,600 - 10

ブラック 束／2本
H80cm イタリア産
¥1,500 - 10

レッド 束／2本
H80cm イタリア産
¥1,500 - 10







 



10223

10222

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 ⑥

10259

10266

シルバーツリー・ステム

シルバーツリー・ステム

シルバーブルー 束／1本
H60cm 南アフリカ産
¥2,000 - 5 ⑥

シルバーブラック 束／1本
H60cm 南アフリカ産
¥2,000 - 5 ⑥

□シルバーツリー・リーフ
¥700 - 10 ⑥



各色 袋／約10枚
H10cm前後 南アフリカ産

10225

10224

シルバーパープル

シルバーグリーン

□ベアグラス

19

シルバーツリー・ステム

シルバーパープル 束／1本
H60cm 南アフリカ産
¥2,000 - 5 ⑥

¥1,200 - 5

各色 束／約30g
H80cm前後 アメリカ産

10280

10281

10282

ブラック

ロイヤルブルー

バーガンディ

※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。
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10278

10253

10251

10254

10270

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

シルバーミスト

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

グリーン 束／1〜2本
H60cm オーストラリア産
¥1,500 - 5 ⑥

10275

10249

10248

10250

10267

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

シルバーミスト

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

スモーキーブラック 束／1〜2本
H60cm オーストラリア産
¥1,500 - 5 ⑥

10273

10246

10245

10240

10268

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 ライムブッシュ

シルバーミスト

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

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

バーガンディ 束／1本
H60cm オーストラリア産
¥1,600 - 5 ⑤

スモーキーブルー 束／1〜2本
H60cm オーストラリア産
¥1,500 - 5 ⑥

10274

10279

10239

10238

10269

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

シルバーミスト

ブラック 束／1本
H60cm オーストラリア産
¥1,600 - 5 ⑤

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

グリーン 束／1本
H60cm オーストラリア産
¥1,600 - 5 ⑤

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

バーガンディ 束／1〜2本
H60cm オーストラリア産
¥1,500 - 5 ⑥

';6'Q](:>498CG0L#-) HBZN'SP$(
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18129

21

18289

ドリアンドラ・プリザーブド

グレビレア・プリザーブド

グリーン 束／約60g
H50cm 南アフリカ産
¥2,000 - 5

バーガンディ 束／約45g
H50cm アメリカ産
¥1,400 - 5

18133

18124

ストーベ

ブベッセンス・シルバーリーフ

ナチュラル 束／約40g
H45cm 南アフリカ産
¥1,200 - 5 ⑧

シルバー 束／約50g
H50cm 南アフリカ産
¥900 - 10

18132

18601

10296

10297

フィリカエリコ

ラベンダー・プリザーブド

スターチス・プリザーブド

スターチス・プリザーブド

グリーン 束／約50g
H50cm 南アフリカ産
¥1,200 - 5

ブルー 束／約50g
H50cm イタリア産
¥1,300 - 10

パープルフラワー×ブルーステム
束／約50g H60cm 国産
¥1,300 - 10

ピンクフラワー×バーガンディステム
束／約50g H60cm 国産
¥1,300 - 10

10308 new!!

10298

10309 new!!

10310 new!!

B・ブルーム

カスミソウ・プリザーブド

B・ブルーム

B・ブルーム

サラシ 束／約20g
H50cm オランダ産
¥1,100 - 10

ロイヤルブルー
H60cm 国産
¥1,300 - 10

ライラック 束／約20g
H50cm オランダ産
¥1,100 - 10

ピンク 束／約20g
H50cm オランダ産
¥1,100 - 10



束／約20g







 

10263

10276

10262

14031

18295

スモークツリー

スモークツリー

スモークツリー

スモークブッシュ

ライスフラワー

ロイヤルブルー 束／約5枝
H50cm 北海道産
¥2,000 - 5 ⑧

ブラック 束／約5枝
H50cm 北海道産
¥2,000 - 5 ⑧

バーガンディ 束／約5枝
H50cm 北海道産
¥2,000 - 5 ⑧

ホワイト 束／約40g
H70cm オーストラリア産
¥1,500 - 5 ⑥

N.チェリーブロッサム
H60cm アメリカ産
¥1,200 - 5

15110

15111

15117

アスパラガス

アスパラガス

ミリオン

グリーン 束／約12g
H50cm オランダ産
¥900 - 5

バーガンディ 束／約3本
H60cm 中国産
¥900 - 5

¥900 - 5

19152

18126

18127



束／40〜45g

バーガンディ 束／約45g
H50cm 中国産

バーゼリア・プリザーブド アルビフローラ

アルビフローラ

グリーン 束／約60g
H50cm 南アフリカ産
¥1,100 - 5

グリーン 束／約2〜3本
H30cm 南アフリカ産
¥1,600 - 5

オータム 束／約2〜3本
H30cm 南アフリカ産
¥1,600 - 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

フィンランド産

¥500 - 10

19184

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':$ 
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□アジサイ・プリザーブド
各色 束／約5本
H40cm イタリア産
¥5,100 - 10

18633 new!!
サラシ

18634 new!!
イエロー

18635 new!!
フリージア

18636 new!!
ライムグリーン

18637 new!!
アップルグリーン

23



各色







 

18136

18519

18641 new!!

18640 new!!

18639 new!!

ポプルス

ポプルス

オークブランチ

オークブランチ

オークブランチ

レッド 束／約40g
H50cm 南アフリカ産
¥1,000 - 5

グリーン 束／約40g
H50cm 南アフリカ産
¥1,000 - 5

アップルグリーン 束／約40g
H50cm イタリア産
¥1,000 - 10

イエロー 束／約40g
H50cm イタリア産
¥1,000 - 10

サラシ 束／約40g
H50cm イタリア産
¥1,000 - 10

18137

18131

18134

18128

18135

ウィローユーカリ

ウィローユーカリ

サリグナム実付き

サリグナム実付き

サリグナム

レッド 束／約40g
H50cm 南アフリカ産
¥1,000 - 5

グリーン 束／約40g
H50cm 南アフリカ産
¥1,000 - 5

レッド 束／約70g
H50cm 南アフリカ産
¥1,000 - 5

グリーン 束／約100g
H50cm 南アフリカ産
¥1,100 - 5

グリーン 束／約50g
H50cm 南アフリカ産
¥900 - 5

18510

19175

18514

18515

18615

ユーカリ

ユーカリ

ユーカリ

ユーカリ

マルティナ

パープリッシュレッド
H60cm アメリカ産
¥800 - 10

アンバー 束／約60g
H60cm アメリカ産
¥800 - 10

ライトグリーン 束／約60g
H60cm アメリカ産
¥800 - 10

グリーン 束／約60g
H60cm アメリカ産
¥800 - 10

グレイグリーン 束／約60g
H60cm イタリア産
¥1,800 - 5

18642 new!!

18606

18608

18607

18605

18604

オリーブ

グレイ

ラピスラズリー

ボルドー

レッド

ホワイト



□アマランサス・プリザーブド 各色
束／約50g H40〜70cm

イタリア産

¥1,500 - 10

0+>F/1*.-46':$
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18525

18524

アイビー

アイビー実付き

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

10287

10288

ソリダゴタラ・プリザーブド

ソリダゴタラ・プリザーブド

ロイヤルブルー
H60cm 国産
¥900 - 10

バーガンディ 束／約3本
H60cm 国産
¥900 - 10

束／約3本

18638 new!!

10303

スパイラルユーカリ

ユーカリシネレア・ロング

グリーン 束／約40g
H50cm イタリア産
¥1,100 - 10

ブルーグリーン 束／約2本
H80〜100cm イスラエル産
¥3,000 - 5

10304

ユーカリシネレア・ショート
ブルーグリーン 束／約50g
H50〜60cm イスラエル産
¥1,000 - 10

□タチカズラ
¥800 - 5
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束／約30g
H30cm アメリカ産

18366

18365

18367

15032

メイグリーン

グリーン

バーガンディ

フロスト







□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

・ブラウン

15823 L

¥780 - 5

ムーンL

15822 M

¥680 - 5
¥580 - 5

15821 S

H60,W5.5cm

15826 L

¥780 - 5

ムーンM H45,W5.5cm

15825 M

¥680 - 5

ムーンＳ H30,W5.5cm

15824 S

¥580 - 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

15817 L

¥800 - 5

アイL

H60,W12.5cm

15820 L

¥800 - 5

15816 M

¥700 - 5

アイM

H45,W10cm

15819 M

¥700 - 5

15815 S

¥600 - 5

アイＳ

H30,W8.5cm

15818 S

¥600 - 5

□ワ
ワイヤーバイン・リース

□ワ
ワイヤーバイン・フレーム

15801 S φ20cm
内寸：φ9cm ¥680 - 5

内寸：□9cm

15802 M φ25cm
内寸：φ14cm ¥800 - 5

内寸：□14cm ¥900 - 5

15803 L φ30cm
内寸：φ19cm ¥900 - 5

内寸：□19cm ¥1,000 - 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

・ブラウン

15845 L

¥1,200 - 5 フラットL

15844 M

¥950 - 5

15843 S

¥680 - 5

60×20cm

15804 S □20cm
¥780 - 5
15805 M □25cm
15806 L □30cm

・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。

15814 L

¥1,200 - 5

フラットM 48×18cm

15813 M

¥950 - 5

フラットＳ 36×12cm

15812 S

¥680 - 5

□ワ
ワイヤーバイン・ジョイントリース
・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。

brown

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
◎半円のパーツが２個で ◎取付け位置を変えるとこん ◎ジョイントははめ込むだけ！！
15810 70cm 内寸：φ44cm ¥3,200 - 5 15849 70cm 内寸：φ44cm ¥3,200 - 5
◎異なるサイズもジョイント
ワンセット。
なＳ字のベースに...
15811 80cm 内寸：φ54cm ¥3,800 - 5 15850 80cm 内寸：φ54cm ¥3,800 - 5

可能！！

□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
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18319 オレンジ・ホール

18904 マンダリン・ホール

18300 オレンジスライス

19068 オレンジスライス

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

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

18902 ライム・ホール

30133 ミニパンプキン・ホール

18907 アップルスライス

18908 アップルスライス

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

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

18468 ザクロ大・ホール

18469 ザクロ小・ホール

30235 ベールナッツ

18909 チリ・ラウンド

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

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50g・約20個
実径2〜3cm 南アフリカ産
¥800 - 10



   

SPICE
12114

18707

18701

18703

和くるみ

ナツメグ・ホール

オールスパイス

クローブ

タカノツメ

N 袋／100g・約10個
実径2〜3cm 国産
¥800 - 10

N 袋／約50g
実径2cm程度
¥1,000 - 10

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 束／約35g
H45cm 国産
¥1,000 - 10

30323

SPICE

 

17274

18702

19002

18704

19003

クチナシの実

ローレルリーフ

カルダモン

スターアニス

シナモンうず巻きカット

N 袋／50g・約15個
葉径4〜5cm
¥600 - 5

N 袋／40g・約120枚
葉径5〜10cm
¥800 - 5

N 袋／25g・約75個
実径2cm
¥750 - 5

N 袋／50g・約40個
実径3cm ※無選別です。
¥800 - 5

N 袋／50g
実径1〜3cm
¥800 - 5

□シナモンスティック

 

※固体差があります

各サイズ

◯8cm

◯20cm

◯40cm

19060 ¥1,000 - 5

19063 ¥1,000 - 5

19008 ¥2,200 - 5

30321 ¥2,000 - 5

30339

30338

小袋

袋／1〜2本

リーフ・ストリップス

オーバルウッドスライス

ナチュラル 袋／5枚
H約15cm オランダ産
¥600 - 10

ナチュラル 袋／3枚
H約10cm オランダ産
¥600 - 10

19806 new!!

小袋

袋／100g・約15本 小袋

19061 ¥7,000 - 1
大袋

袋／100g・約9本

19064 ¥7,000 - 1

袋／1kg・約150本 大袋

袋／1kg・約90本

◯80cm

袋／220g・約7本

19062 ¥7,000 - 1
大袋

袋／1kg・約30本

19803 new!!

19804 new!!

30333

19805 new!!

カカオホール・大

カカオホール・小

カカオホール・穴あき

カカオホール・トレイ

カカオホール・ハーフ

ナチュラル 個／1個
H20cm程度 エクアドル産
¥1,200 - 5

ナチュラル 個／1個
H15cm程度 エクアドル産
¥650 - 10

ナチュラル 個／1個
H20cm程度 エクアドル産
¥700 - 10↓

ナチュラル 袋／2個
H15cm程度 エクアドル産
¥800 - 10

ナチュラル 袋／2個
H15cm程度 エクアドル産
¥800 - 10

※きず物、シミが多いのでプライ
スダウンです。

18821

18612

ひょうたん

ひょうたん・小

ナチュラル 個／1個
H15cm前後 南アフリカ産
¥400 - 10↓

ナチュラル 袋／3個
H10cm前後 南アフリカ産
¥1,000 - 10

30328

17214

19807 new!!

19808 new!!

30329

サンキライ実付

ツイストパーム

チュロス・バイン

バオバブ

バオバブ

ナチュラル 束／約5本
H100cm 中国産
¥3,200 - 5

ナチュラル 束／1本
H80〜100cm エクアドル産
¥3,000 - 5

ナチュラル 束／2本
H60〜80cm エクアドル産
¥1,000 - 10

ブラウン 袋／2個
実径8〜14cm マダガスカル産
¥1,000 - 5

ブラック 袋／2個
実径8〜14cm マダガスカル産
¥1,000 - 5
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18610 ツノゴマ

18609 ツノゴマ

サラシ 袋／2個
H10〜15cm イタリア産
¥1,400 - 10

ナチュラル 袋／2個
H10〜15cm イタリア産
¥1,000 - 10

30343 シープヘッド

18214 シーブッシュ

ナチュラル 袋／5個
H15cm程度 インド産
¥1,000 - 10

ナチュラル
インド産
¥800 - 5

袋／約70g

18208 タマリンドファイバー

18209 タマリンドファイバー

ナチュラル 袋／約70g
インド産
¥600 - 10

サラシ 袋／約60g
インド産
¥600 - 10

10720 チェストハースク
サラシ 袋／約40g
実径4〜6cm程度 イタリア産
¥1,200 - 10

10726 チェストハースク
ライムグリーン 袋／約40g
実径4〜6cm程度 イタリア産
¥1,200 - 10

new!!

10727 チェストハースク
オレンジ 袋／約40g
実径4〜6cm程度 イタリア産
¥1,200 - 10

new!!
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19800

30327

19802 new!!

30352 new!!

バナナペーパー

ハピタネット

シュロの樹皮

ラフィア

ナチュラル 袋／5枚・増量！！
約75×10cm エクアドル産
¥1,500 - 1
1枚当り¥300

ナチュラル 袋／2枚
60×20cm
¥2,000 - 1 値下げ↓

ナチュラル 束／2枚
約□40cm エクアドル産
¥2,000 - 5

ナチュラル 袋／約900g〜1,100g
マダガスカル産
¥5,600 - 1

30298

30305

30334

18345

カナステム

ぼっこ

ソーラー輪切り

ポプラバーグ

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

ナチュラル 袋／約10g
直径1〜2cm インド産
¥500 - 10

ナチュラル 袋／約250g・増量！！
大きさ5〜20cm ※固体差があります。
¥1,000 - 5

30222

30223

18368

18344

スパニッシュモス

スパニッシュモス

シートモス

グレイトーンモス

グリーン 袋／約50g
インド産
¥500 - 10

ナチュラル 袋／約50g
インド産
¥500 - 10

ナチュラル 袋／約100g
敷詰め□40cm程度 アメリカ産
¥1,600 - 10

ナチュラル 袋／150g・増量！！
フィンランド産
¥1,000 - 5

 



□リ
リース
個／1個

  

 



各サイズ
中国産

 J:'(
 576H$NH!
30245

オーバルリース
30167 φ15cm
¥350 - 10

30166 φ20cm
¥450 - 10

30165 φ25cm
¥550 - 10

 3$D90,%1./@!;L"#(&1./8)$?<%MI4GKAE&$!F2

30163 φ40cm
¥1,800 - 10

30308※ φ50cm
¥3,500 - 10

30309※ φ60cm
¥4,800 - 7

個／1個
30x24cm 中国産
¥480 - 5

30164 φ30cm
¥700 - 5


30310※ φ70cm
¥6,000 - 5
>BC=*-1+30

 

 



18850 サルフレア・ヘッド

18860 サルフレア・ベース

ナチュラル 袋／3個
実径5〜8cm 南アフリカ産
¥800 - 5

ナチュラル 袋／3個
実径約10cm 南アフリカ産
¥900 - 5

30349 マイクフルーツ

18853 ジャガランダポッド

ナチュラル 袋／約100g
実径5cm前後 インド産
¥600 - 10

ナチュラル 袋／100g・約8個
実径約5cm 南アフリカ産
¥800 - 5

30301 ミントラボール

30297 ブッダナッツ

ナチュラル 袋／2個
H9cm程度 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

※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
ナチュラル 束／1〜2本
H30〜45cm インド産
¥600 - 10

new!!
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30102 ステップフルーツ

19809 ステップフルーツ実入

ナチュラル 袋／3本
H20〜50cm インド産
¥600 - 5

ナチュラル 本／1本
H30〜40cm エクアドル産
¥600 - 5



18823

18822

18819

18849

リペンズローゼット

ネリフォリアカーリー

コンパクター・ヘッド

クリームコンパクター

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4〜6cm 南アフリカ産
¥700 - 5

ナチュラル 袋／6個
実径4〜6cm 南アフリカ産
¥900 - 5

18614

30281

30294

30208

シダローズ・コーン

シダローズ・ベース

シダローズサイズミックス シダローズ

ナチュラル 袋／3個
実径5〜10cm トルコ産
¥1,100 - 5

ナチュラル 袋／6個
実径5〜10cm インド産
¥480 - 10

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

ナチュラル 袋／12個
実径3〜5cm インド産
¥600 - 10

30345

30330

30287

30332

ハイビスカスポッド

カネラ・カット

プッカポッド

パームベリー

ヘーゼルナッツ

ナチュラル 袋／30g・約100個
実径1.5cm インド産
¥600 - 10

ナチュラル 袋／50g・約15房
約5cm インド産
¥600 - 10

ナチュラル 袋／20g・約70個
実径1〜2cm インド産
¥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／約50g
実径約2cm トルコ産
¥500 - 10

30284

30241

30331

30344

ワタカラ

マメカラ

ベガポッド（グァバ）

リリー

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30g
実径4〜5cm インド産
¥500 - 10

ナチュラル 袋／約100g
実径2〜4cm インド産
¥600 - 10

¥600 - 10

 

30337

ナチュラル 袋／3個
実径6〜8cm インド産

30291

ブラッチーシトン・ミニ
ナチュラル 袋／10個
H5cm前後 南アフリカ産
¥800 - 5

30174

15134

30289

30172

クラゴンナッツ

マンゴーシード
ナチュラル 袋／10個
実径5〜7cm 中国産
¥650 - 10

ブラッチーシトン

ナチュラル 袋／10個
実径4〜5cm インド産
¥900 - 5

ベラニパンプキン・ホール
ナチュラル 袋／3個
実径6〜7cm インド産
¥900 - 5

ナチュラル 袋／8個
H8cm前後 南アフリカ産
¥800 - 5
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30187 ジェファリーパイン

30185 シュガーパインコーン

ナチュラル 個／1個
実径10〜20cm アメリカ産
¥800 - 5

ナチュラル 個／1個
実径25〜40cm アメリカ産
¥2,000 - 5

30189 イエローパインコーン

30188 スラッシュパイン

ナチュラル 袋／3個
実径7〜10cm アメリカ産
¥600 - 5

ナチュラル 袋／2個
実径10〜15cm アメリカ産
¥900 - 5

18620 ピネアコーン

18617 マリティマコーン

サラシ 袋／1個
実径10cm前後 イタリア産
¥800 - 5

サラシ 袋／2個
実径10〜15cm イタリア産
¥1,200 - 5

18621 ピネアコーン

18618 マリティマコーン

半サラシ 袋／1個
実径10cm前後 イタリア産
¥800 - 5

半サラシ 袋／2個
実径10〜15cm イタリア産
¥1,200 - 5

18619 ピネアコーン

18616 マリティマコーン

ナチュラル 袋／2個
実径10cm程度 イタリア産
¥900 - 5

ナチュラル 袋／2個
実径10〜15cm イタリア産
¥700 - 5

 

18810

18828

スパイダーガム・ノブ

コニカルガム

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／6個
実径3〜5cm 南アフリカ産
¥600 - 10

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

18826

18814

18816

18812

ハケアポッド

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／約100g・約10個
実径2〜4cm 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

30272

30152

30351

30340

ハスヘッド・ミニ

ハスヘッド・小

ハスヘッド・中

ローズコーン

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／12個
実径4〜6cm インド産
¥800 - 5

ナチュラル 個／1個
実径約10cm オーストラリア産
¥800 - 10

30242

30295

30200

18801

キノコ・小

バンガルポッド・小

流木・小

スターコーンヘッド

ナチュラル 袋／10個
実径4cm前後 インド産
¥600 - 5

ナチュラル 袋／6個
実径5〜8cm インド産
¥700 - 5

ナチュラル 袋／10個
長さ5〜15cm アメリカ産
¥800 - 5

ナチュラル 袋／10個
実径4〜5cm 南アフリカ産
¥600 - 10

30300

30179

30271

18811

キノコ・大

バンガルポッド・大

流木・大

スパイダーガム・クロウ

ナチュラル 袋／6個
実径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／3個
長さ15〜30cm アメリカ産
¥1,000 - 5

ナチュラル 袋／3個
実径5〜9cm 南アフリカ産
¥900 - 5

18813

18817

サブロッサムヘッド

サリグナムヘッド

ナチュラル 袋／100g・約12個
実径3〜4cm 南アフリカ産
¥700 - 5

revival!!

 



※前回入荷の原料よりも今回大きい
サイズが入荷しております。
入数、上代が変更になりました。
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12100 カラマツ国産

30083 グイマツ

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／80g・約100個
実径約2cm 北海道産
¥600 - 10

12105 ドイツトウヒ

30173 クロエゾマツ

ナチュラル 袋／3個
実径10〜15cm 北海道産
¥500 - 10

ナチュラル 袋／約20個
実径4〜5cm 北海道産
¥500 - 10

10721 LDアソートコーン

10723 LDアソートコーン大袋

ナチュラル 袋／約100g
実径2〜3cm 南アフリカ産
¥700 - 10

ナチュラル 袋／約1,000g
実径1〜3cm
¥4,800 - 1

10722 LDアソートコーン

10724 LDアソートコーン大袋

サラシ 袋／約100g
実径2〜3cm 南アフリカ産
¥1,000 - 10

サラシ 袋／約1,000g
実径1〜3cm
¥7,000 - 1

10597 ミニコーンアソート

10598 ミニコーンアソート

ナチュラル 袋／70g
実径1〜3cm
¥500 - 10

グレイッシュ
実径1〜3cm
¥600 - 10

袋／60g



30315

 

12106

12108

30314

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

30311 大袋

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

30269

30194

30195

30191

12111

ストロバスコーン

ホワイトパインコーン

ダグラスモミ

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／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

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／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

30342

30220

30348

30199

すぎの実

アンバーバウム

ミニツガ

タマラックコーン

ナチュラル 袋／30g・約60個
実径1〜2cm 国産
¥500 - 10

ナチュラル 袋／20個
約3cm イタリア産
¥600 - 10

ナチュラル 袋／50g・約50個
実径約2cm インド産
¥500 - 10

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

30204

30262

30280

30209

カスリナ

ケムフルーツ

ワラッチポッド

バクリ

ユーカリポッド

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／50g・約30個
実径約1.5cm インド産
¥350 - 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／100g・約45個
実径約3cm 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

10619

10599

10618

10600

10710

ミニコーンアソート

ミニコーンアソート

ミニコーンアソート

ミニコーンアソート

ミニコーンアソート

ブロンズ 袋／約60g
実径1〜3cm
¥600 - 10

ゴールド 袋／約60g
実径1〜3cm
¥600 - 10

プラチナ 袋／約60g
実径1〜3cm
¥600 - 10

シルバー 袋／約60g
実径1〜3cm
¥600 - 10

スチールグレイ
実径1〜3cm
¥800 - 10

30203

袋／約60g
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※必ずお読みください。
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。
●掲載商品はベース類を除き全て自然素材です。色落ちや虫の発生もあります。
●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。
ただし最低出荷単位は２以上、また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／数量を必ずご記入の上分かりやすく
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。
●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、2019年1月より2019年12月迄です。

追記...
●併用資料として、WEBカタログをご活用ください。在庫の確認や、商品情
報詳細にも対応致しております。
●本カタログ発刊に際しまして運賃規約も改定させて頂きました。必ずご確認
ください。
●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。
●電話による在庫確認の場合には必ず品名、色名、数量でお願い致します。
●本カタログより生産仕上り時期をおおよその目安と致しまして明記しました。
上代の並び、⑦印。数字が仕上り時期となります。
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: 011-802-5587
www.coretrading.co.

1901CORE00700080

