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Brooklyn

45612 ¥1200 -2-48

ブルックリン・レクト
ブラック W20XD10XH10cm

01

45613

45613 ¥880 -4-72

ブルックリン・スクエア
ブラック W12XD7XH12cm

2022-2023

45614 ¥660 -4-96

ブルックリン・ミニ
ブラック W8.5XD7XH10cm

45615

クラシカルな雰囲気の木製花器です。和のアレンジにも。

45615 ¥1200 -2-48

ブルックリン・レクト
ホワイト W20XD10XH10cm

45616 ¥880 -4-72

ブルックリン・スクエア
ホワイト W12XD7XH12cm

2022-2023

45617 ¥660 -4-96

ブルックリン・ミニ
ホワイト W8.5XD7XH10cm

02

富士山モチーフの木製花器です。

M A N P U K U
ライナーつきだから生花にも。

開口部

Ø9cm

45596 ¥1200 -2-24
万福・大
水色
Ø15XH13.5cm

開口部

Ø7cm

45599 ¥800 -4-60
万福・小
水色
Ø12.5XH9cm

45601
45596

45597 ¥1200 -2-24
万福・大
茶
Ø15XH13.5cm

45600 ¥800 -4-60
万福・小
茶
Ø12.5XH9cm

45598 ¥1200 -2-24
万福・大
ぶどう
Ø15XH13.5cm

45601 ¥800 -4-60
万福・小
ぶどう
Ø12.5XH9cm
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2022-2023

45606

ショッパーズバッグをモチーフにした小ぶりな木製花器です。

詳しくは

45606 ¥880 -4-60

ウッドショッパーズ・大
ナチュラル W14XD7XH19.5cm

45607 ¥640 -4-96

ウッドショッパーズ・小
ナチュラル W11XD6XH15.5cm

45608 ¥880 -4-60

ウッドショッパーズ・大
W14XD7XH19.5cm
ホワイト

2022-2023

45609 ¥640 -4-96

ウッドショッパーズ・小
W11XD6XH15.5cm
ホワイト
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45517.45518

いろいろ
使える穴
（両側）
45514.45515

45490.45489

45485 ¥590 -2-60

45488 ¥590 -2-60

45486 ¥490 -2-80

45489 ¥490 -2-80

45487 ¥390 -4-120

45490 ¥390 -4-120

45513 ¥620 -2-60

45516 ¥620 -2-60

45514 ¥520 -2-80

45517 ¥520 -2-80

45515 ¥420 -4-120

45518 ¥420 -4-120

バトン 40
ローリエ W40XD5XH4cm

バトン 40
ブラウン W40XD5XH4cm

バトン 30
ブラウン W30XD5XH4cm

バトン 30
ローリエ W30XD5XH4cm

バトン 20
ローリエ W20XD5XH4cm

バトン 20
ブラウン W20XD5XH4cm

バトン 40
W40XD5XH4cm
ワイン

バトン 40
ブラック W40XD5XH4cm

バトン 30
ブラック W30XD5XH4cm

バトン 30
W30XD5XH4cm
ワイン

バトン 20
ブラック W20XD5XH4cm

バトン 20
W20XD5XH4cm
ワイン

詳しくは

バトンのように細長い木箱。置き方で遊んだり
両側面の穴を使って壁掛けも楽しめます。

05

2022-2023

ブロックのように積み上げたり、壁掛けにして組み合わせを楽しめる木製花器。
ライナー付属なので生花アレンジなどにも。
= ライナーつき

45129 ¥720 -2-48

¥960 -2-32
キャビン・タテ
ローリエ W15XD7XH22.5cm

45130

45131 ¥1180 -2-24

45162 ¥720 -2-48

¥960 -2-32
キャビン・タテ
ホワイト W15XD7XH22.5cm

45163

45164 ¥1180 -2-24

キャビン・スクエア
ローリエ W15XD7XH15cm

キャビン・スクエア
ホワイト W15XD7XH15cm

キャビン・ヨコ
ローリエ W30XD7XH15cm

キャビン・ヨコ
ホワイト W30XD7XH15cm
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Book Shape
Wood Box

ライブラリーは本の形をした木製の花器です。大は単行本、小は文庫
本と同じサイズ。背表紙にお花をアレンジしたら、お気に入りの本が
並ぶ 本 棚へ 。スリムでコンパクト、 飾る場所がすんなり決まります。

2 Way
Design

裏
表

裏

背表紙は表と裏のデザインが違う2WAY仕様。
表にはフローラルフォームをセットして全面をアレ
ンジにお使いいただけます。裏はポケット型。
細長いガラス器などを挿してお使いください。

45368

ライブラリー・大
ブラウン
W6XD13XH19.5cm
¥840 -2-48

45369

ライブラリー・小
ブラウン
W5XD10.5XH15.2cm
¥620 -2-72

45370

ライブラリー・大
ホワイト
W6XD13XH19.5cm
¥840 -2-48

45371

ライブラリー・小
ホワイト
W5XD10.5XH15.2cm
¥620 -2-72

天然木で作られた
リズミカルな市松模様のフレーム
粗さの残る素朴な作りです。天然木のため反りや狂い、汚れが
あることがあります。フックなどはついていません。

45521 ¥1800 -1-16

市松フレーム・大
ナチュラル W30XD4XH30cm

45522 ¥1200 -2-24

市松フレーム・小
ナチュラル W22.5XD4XH22.5cm

※このページの商品はハンドメイドの木製品なのでサイズや仕上がりに個体差があります。

2022-2023

06

Junk Frame

ジャンクな仕上がりの木製額です。

A2サイズ

45564 ¥3600 -1-12

ジャンクフレーム・特大
オイスター W42XD2.5XH60cm

A3の約2/3サイズ

45565 ¥1500 -1-36

ジャンクフレーム・中
オイスター W20XD2.5XH42cm

45566+40266

A4の約2/3サイズ

45566 ¥900 -2-72

ジャンクフレーム・小
オイスター W14XD2.5XH30cm

45568

45567 ¥3600 -1-12

ジャンクフレーム・特大
ダスティ W42XD2.5XH60cm

45568 ¥1500 -1-36

ジャンクフレーム・中
ダスティ W20XD2.5XH42cm

45569 ¥900 -2-72

ジャンクフレーム・小
ダスティ W14XD2.5XH30cm

ジャンクフレームは粗さの残る木製品です。
反り、狂い、汚れなどがあることがありますが
ご了承ください。フックなどはついていません。

詳しくは
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2022-2023

45519 ¥1300 -1-30
クラフトジョウロ
ホワイト X カーキ
W20XD10XH16cm

45520 ¥1300 -1-30
クラフトジョウロ
カーキ X ワイン
W20XD10XH16cm

45520

45550 ¥880 -2-48

ブリック・レクト
グレイ W20.5XD10.5XH8cm

45481 ¥2500 -1-12

オープンウッドフレーム大
オイスター W30XD7XH42cm

45483 ¥2500 -1-12

オープンウッドフレーム大
W30XD7XH42cm
セメント

45551 ¥580 -4-72

ブリック・スクエア
グレイ W10.5XD10.5XH8cm

45551

45482 ¥1600 -1-24

45481

オープンウッドフレーム中
オイスター W21XD7XH30cm

45484

¥1600 -1-24
オープンウッドフレーム中
W21XD7XH30cm
セメント

2022-2023
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45587

45586

どこか懐かしさ漂うチェストとケトルです。

45587 ¥1400 -2-24

チェスト・レクト大
グレイ W25XD17.5XH9cm
開口部 W23XD13cm

45588 ¥1000 -2-48

チェスト・レクト小
グレイ W20XD12.5XH8cm
開口部 W18XD8cm

09

45585 ¥1400 -1-30

クラフトケトル
ホワイト W21XD13XH13cm

2022-2023

45586 ¥1400 -1-30

クラフトケトル
W21XD13XH13cm
グレイ

45583

45610

ブリキとウッドの組み合わせ。さりげなさが持ち味です。

45583 ¥1180 -2-32

45610 ¥880 -2-60

45584 ¥880 -2-60

45611 ¥880 -2-60

ロッジ・レクト大
ナチュラル W26XD15XH10cm
開口部 W21.5XD11cm

コテージ
シャビーブルー
W15XD9XH10cm

ロッジ・レクト小
ナチュラル W17XD12XH10cm
開口部 W13.5XD8cm

コテージ
カーキ
W15XD9XH10cm

2022-2023
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45320

45322

45319

45322

バッグリース 40cm
ナチュラル
W40XD13XH40cm
¥2600 -1-10

45320

バッグリース 30cm
ナチュラル
W30XD10XH30cm
¥1280 -2-20

自立バッグリース 40cm
ナチュラル
W40XD13XH44cm
¥2700 -1-10

45321

バッグリース 22cm
ナチュラル
W22XD8XH22cm
¥750 -4-48

45416

バッグリース 17cm
ナチュラル
W17XD7XH17cm
¥650 -4-72

45323

自立バッグリース 30cm
ナチュラル
W30XD10XH33cm
¥1380 -2-20

45337

エッグリース・大
ナチュラル
W22XD10XH30cm
¥1150 -2-48

45337
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2022-2023

45324

自立バッグリース 22cm
ナチュラル
W22XD8XH24cm
¥850 -4-48

45338

エッグリース・中
ナチュラル
W16XD8XH22cm
¥760 -2-60

45417

自立バッグリース 17cm
ナチュラル
W17XD7XH18.5cm
¥750 -4-72

45339

エッグリース・小
ナチュラル
W12XD7XH16cm
¥560 -4-92

45344

45344

45345

ハートバッグリース・大
ナチュラル
W30XD10XH27cm
¥1600 -1-12

45408

ハートバッグリース・中
ナチュラル
W23XD8XH20cm
¥900 -2-36

ハートバッグリース・小
ナチュラル
W16XD7XH14.5cm
¥650 -4-72

45348

自立ハートバッグ
リース・中 ナチュラル
W23XD8XH21cm
¥1000 -2-36

45349

自立ハートバッグ
リース・小 ナチュラル
W16XD7XH15.5cm
¥740 -4-72

45409

ガーデンハート・大
ナチュラル
W21XD16XH27cm
容器部 Ø16XH13.5cm
¥1060 -2-24

ガーデンハート・小
ナチュラル
W16XD12XH21cm
容器部 Ø12XH10cm
¥780 -4-40

45350

45351

ネストハート・大
ナチュラル
W21XD15XH24cm
¥940 -2-36

45346

45408

ネストハート・小
ナチュラル
W15XD11XH18cm
¥690 -4-60

45350.45351

2022-2023
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45525 ¥980 -2-60

ガレット・大
ナチュラル W25XD7.5XH24cm

45526 ¥780 -2-80

ガレット・中
ナチュラル W20XD7XH21cm

45527 ¥580 -4-96

ガレット・小
ナチュラル W15XD6XH16cm

45525

45463 ¥1400 -2-24

カーリードーナツリース 25
ナチュラル Ø25XH8cm

45464 ¥1000 -2-36

カーリードーナツリース 20
ナチュラル Ø20XH7cm

45463
45466

45465 ¥2500 -1-12
カーリーエッグ大
ナチュラル Ø20XH31cm
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2022-2023

45466 ¥1400 -2-18 45467 ¥1000 -2-24
カーリーエッグ中
ナチュラル Ø17XH27cm

カーリーエッグ小
ナチュラル Ø14XH22cm

カーリーブーケ
かわいい取っ手つきの
ブーケ型のかご。

45555 ¥1180 -2-24
カーリーブーケ・大
ナチュラル Ø22XH20.5cm

45556

45556 ¥820 -2-36

45555

カーリーブーケ・小
ナチュラル Ø16XH17cm

飾り方いろいろ。デザインの
幅を広げる新アイテムです。

詳しくは

2022-2023
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45491 45546+45494.45547+45527

後傾タイプの
スタンドです。

45547 ¥750 -2-60

45546 ¥1000 -2-40

カーリースラッシュ小
ホワイト W16XD11XH20cm

カーリースラッシュ大
ホワイト W20XD13XH26cm

45511

カーリーラダー
ナチュラル
W9XD1XH40cm
¥700 -2-100

45496
45511.45512.45507

45495 ¥680 -2-80

カーリーウィンドー
ナチュラル W15XD1XH30cm

45496 ¥680 -2-80

カーリーウィンドー
ホワイト W15XD1XH30cm

薄型コンパクト商品

薄型コンパクト商品

45512

カーリーラダー
ホワイト
W9XD1XH40cm
¥700 -2-100
薄型コンパクト商品

45491 ¥720 -2-60

カーリーディスク大
ナチュラル W25XD1XH25cm
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2022-2023

45492 ¥480 -4-120

カーリーディスク小
ナチュラル W18XD1XH18cm

カーリーボール
丸いカップのような形状です。

45557 ¥770 -2-48

カーリーボール・大
ナチュラル Ø15XH12.5cm

45558 ¥550 -2-72

45557

カーリーボール・小
ナチュラル Ø11XH9cm

45558

45559 ¥800 -2-48

※コップのサイズ目安

大：Ø8XH8cm

小：Ø6XH6cm

カーリーボール・大
ホワイト Ø15XH12.5cm

45560 ¥580 -2-72
カーリーボール・小
ホワイト Ø11XH9cm

中にコップを入れて
花留めとして使ったり
吊るして鳥の巣に
見立ててアレンジしたり。
45559
詳しくは

2022-2023
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45452

45498

45544

45471

New

45544 ¥1600 -1-16

カーリー・バケットバッグ大
ナチュラル W26XD15.5XH35cm
容器部 W26XD15.5XH17cm

45471 ¥980 -2-36

カーリーハーベスト・レクト
ナチュラル W27XD14XH24cm
容器部 W26XD14XH5cm

45352 ¥1480 -1-24

カーリー・スクエアバッグ大
ナチュラル W20XD10XH27cm

17

45353

45604 ¥2100 -1-18

45545 ¥1080 -2-32

カーリーショッパーズ・大
ナチュラル W27XD14XH35cm

カーリー・バケットバッグ小
ナチュラル W20XD12XH26cm
容器部 W20XD12XH13cm

45497 ¥2000 -1-24

45472 ¥980 -2-36

カーリー・サークルバッグ大
ナチュラル W24XD12XH31cm

カーリーハーベスト・リーフ
ナチュラル W29XD14XH24cm
容器部 W28XD14XH6cm

¥980 -2-36
カーリー・スクエアバッグ小
ナチュラル W15XD8XH20.5cm

45248 ¥720 -2-72

カーリー・バッグ
ナチュラル W19XD14XH16cm

2022-2023

45452 ¥1600 -1-24

カーリー・ハンドバッグ大
ナチュラル W24XD11XH31cm

45605 ¥1400 -2-36

カーリーショッパーズ・小
ナチュラル W20XD10XH27cm

45498 ¥1480 -1-32

カーリー・サークルバッグ小
ナチュラル W17XD9XH24cm

45453 ¥990 -2-48

カーリー・ハンドバッグ小
ナチュラル W20XD9XH27cm

詳しくは

45604

2022-2023
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45552
詳しくは

45553

カーリーバインは中にワイヤーが
入っていますので使い方いろいろ。
乾燥した季節は曲げにくくなります
ので霧吹きなどで湿らせてみてく
ださい。

45552 ¥2200 -1-16

カーリー・マリ
ナチュラル W23XD21XH24cm

45493

カーリーバイン 90
ナチュラル
Ø1~1.5XL90cm
¥480 -4-60

45494

カーリーバイン 90
ホワイト
Ø1~1.5XL90cm
¥480 -4-60

45553 ¥1550 -1-36

ココ・オーバルジョウロ
グレイ W27XD13XH25cm
容器部 W19XD13XH11cm

※曲がった状態で
出荷いたします。

45493

45246 ¥660 -2-72

カーリー・船
ナチュラル W21XD12XH14cm

45247 ¥1100 -1-36

カーリー・しずく
ナチュラル W22XD11XH33cm

45249 ¥780 -2-48

カーリー・チューブ
ナチュラル W37XD8XH8cm

45249

19
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Biscuit
Basket

45561 ¥650 -4-90

ビスケット・ボート
ナチュラル W25XD13XH8cm

45562 ¥850 -4-36

ビスケット・ハンドル
ナチュラル W18XD15XH30cm
容器部 Ø15XH12cm

45563 ¥870 -4-48

ビスケット・ハーフ
ナチュラル W19XD16XH20cm
容器部 W19XD16XH16cm

45563

birch moss

45412

バーチモス・ラウンド大
W19XD16XH17.5cm
容器部 Ø16XH12.5cm
¥750 -4-80

45415

バーチモス・オーバル
W21XD11.5XH11.5cm
W20XD11.5XH8cm
¥690 -4-60

容器部

45413

バーチモス・ラウンド中
W14.5XD12.5XH14.5cm
容器部 Ø12.5XH9.5cm
¥520 -4-120

45414

バーチモス・ラウンド小
W13XD10.5XH12.5cm
Ø10.5XH8.5cm
¥420 -4-180

容器部

45250

birch
45250

バーチ・ラウンド大
ナチュラル
Ø15XH12.5cm
¥660 -6-60

45251

バーチ・ラウンド中
ナチュラル
Ø11.5XH9.5cm
¥440 -6-120

45252

バーチ・ラウンド小
ナチュラル
Ø9.5XH8.5cm
¥350 -12-180

marron
40252

白い小枝バスケット中
ホワイト
W31XD12XH12cm
¥1360 -4-40

40253
45410
45410

マロン・大
ナチュラル
Ø15XH27cm
¥1060 -2-24

45411

マロン・小
ナチュラル
Ø12XH20cm
¥680 -4-40

2022-2023

白い小枝バスケット小
ホワイト
W21XD12XH12cm
¥960 -4-60

20

New

Checker

45579 ¥640 -6-90

45580 ¥440 -6-120

45581 ¥760 -4-120

45582 ¥800 -4-60

チェッカー・ラウンド L
ゴールドリーフ
Ø13XH12.5cm

チェッカー・バッグ
ゴールドリーフ
W17.5XD11XH11cm

New

チェッカー・ラウンド M
ゴールドリーフ
Ø10XH9cm

チェッカー・オーバル
ゴールドリーフ
W20XD12.5XH9cm

Morgan

45579

45591 ¥750 -2-32

45591

モーガン・ジョウロ
セピア
全 体 W23XD10XH10cm
容器部 Ø10XH10cm

45592 ¥900 -2-30

モーガン・ミルクカン
セピア
W14.5XD12XH12cm
Ø12XH12cm

全 体
容器部

45593 ¥640 -4-100
モーガン・パイ 22.5
セピア
Ø22.5XH3.5cm

45593

45594 ¥540 -4-160
モーガン・パイ 18.5
セピア
Ø18.5XH3cm

45595 ¥440 -4-160
モーガン・パイ 15.5
セピア
Ø15.5XH3cm
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2022-2023

Kouglof
New
Color

お菓子の型のようなブリキのリース
「クグロフ」。本格的なフラワーア
レンジはもちろん木の実やモスを
置くだけでもリースが楽しめます。
スタッキングも可能。
詳しくは

45589 ¥1000 -2-32

45530 ¥1000 -2-32

45590 ¥700 -4-48

45531 ¥700 -4-48

クグロフ・大
セピア Ø24XH7cm

クグロフ・大
ナチュラル Ø24XH7cm

Hint & Tips

クグロフのフローラル
フォームのセット例

クグロフ・小
セピア Ø18XH4.5cm

クグロフ・小
ナチュラル Ø18XH4.5cm

45531
45530

45530
45531

45589

2022-2023
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45008

45507

45364.45359

ライナー付きなので生花でも
お使いいただけます。
Ø13XH12.5cm

44635 ¥620 -6-90
ストライプ・大
ナチュラル

45013 ¥620 -6-90
ストライプ・大
セピア

45012 ¥620 -6-90
ストライプ・大
アンティークブラック

Ø10XH9cm

44636 ¥420 -6-120
ストライプ・小
ナチュラル

45507

45015 ¥420 -6-120
ストライプ・小
セピア

Ø15XH6cm

44998 ¥450 -6-120
ストライプアレンジ・中
ナチュラル

45014 ¥420 -6-120
ストライプ・小
アンティークブラック

フックコーン・大
オフホワイト
W10XD16XH27cm
容器部 Ø10XH16.5cm
¥600 -2-72

45508

45509

フックコーン・小
オフホワイト
W7XD13XH21cm
容器部 Ø7XH12cm
¥400 -4-120

フックコーン・大
カーキ
W10XD16XH27cm
フックコーン・小
容器部 Ø10XH16.5cm カーキ
¥600 -2-72
W7XD13XH21cm
容器部 Ø7XH12cm
¥400 -4-120

45510

W20XD8XH8cm

44999 ¥450 -6-120
ストライプアレンジ・中
セピア

45007 ¥540 -6-96
ストライプレクト・大
ナチュラル

Ø13XH5cm

45001 ¥350 -6-150
ストライプアレンジ・小
ナチュラル

45002 ¥350 -6-150
ストライプアレンジ・小
セピア

45005 ¥290 -6-240

44987 ¥560 -4-96

44988 ¥560 -4-96

ストライプアレンジ・ミニ
ナチュラル

タルト・大
ナチュラル
Ø20XH3cm
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ハートコーン・大
オフホワイト
W16.5XD10XH29cm
容器部 Ø10XH16.5cm
¥650 -2-48

ストライプレクト・大
セピア

45004 ¥290 -6-240

ストライプアレンジ・ミニ
セピア

タルト・大
セピア
Ø20XH3cm

= ライナーつき

45469 ¥390 -4-120
タルト・小
ブラックオリーブ
Ø14.5XH2.5cm

45359

45358

45008 ¥540 -6-96

Ø10XH5cm

45363

ハートコーン・小
オフホワイト
W12XD7XH21cm
容器部 Ø7XH12cm
¥450 -4-72

44990 ¥390 -4-120
タルト・小
ナチュラル
Ø14.5XH2.5cm

2022-2023

ハートコーン・大
カーキ
W16.5XD10XH29cm
容器部 Ø10XH16.5cm ハートコーン・小
カーキ
¥650 -2-48
W12XD7XH21cm
容器部 Ø7XH12cm
¥450 -4-72

44991 ¥390 -4-120

タルト・小
セピア
Ø14.5XH2.5cm

45364

44568 ¥620 -6-90

44569 ¥420 -6-120

44570 ¥320 -12-180

44571 ¥620 -6-90

44572 ¥420 -6-120

44573 ¥320 -12-180

44688

44689 ¥420 -6-120

44690 ¥320 -12-180

ジンクジャスミン L
ブラック Ø13XH12.5cm

ジンクジャスミン L
ナチュラル Ø13XH12.5cm

¥620 -6-90
ジンクジャスミン L
クリーム Ø13XH12.5cm

ジンクジャスミン M
ブラック Ø10XH9cm

ジンクジャスミン M
ナチュラル Ø10XH9cm

ジンクジャスミン M
クリーム Ø10XH9cm

ジンクジャスミン S
ブラック Ø8XH8cm

ジンクジャスミン S
ナチュラル Ø8XH8cm

ジンクジャスミン S
クリーム Ø8XH8cm

45576
New
Color

45016

¥620 -6-90
ジンクジャスミン L
クリームゴールド Ø13XH12.5cm

45017 ¥420 -6-120
ジンクジャスミン M
クリームゴールド Ø10XH9cm

45018

¥320 -12-180
ジンクジャスミン S
クリームゴールド Ø8XH8cm

45576 ¥620 -6-90
ジンクジャスミン L
ブラウンゴールド Ø13XH12.5cm

定番のジャスミンに新色が登場しました。

45577 ¥420 -6-120
ジンクジャスミン M
ブラウンゴールド Ø10XH9cm

45578 ¥320 -12-180
ジンクジャスミン S
ブラウンゴールド Ø8XH8cm

= ライナーつき

W34XD13XH9cm

44647 ¥840 -6-72

44652 ¥600 -6-150

44648 ¥840 -6-72

44653 ¥600 -6-150

44649 ¥840 -6-72

44654 ¥600 -6-150

ジンクボートジャスミン L ブラック

44649
W30XD12.5XH5cm

ジンクボートジャスミン L ナチュラル

ジンクボートジャスミン S ブラック

ジンクボートジャスミン S ナチュラル

W22XD12.5XH5cm

開口部：W24XD6.5cm

開口部：W16XD6.5cm

45093 ¥840 -4-60

ジンクレクト・大

W22.5XD10.5XH8cm

ブラック

45097 ¥680 -4-72

ジンクレクト・小

ブラック

ジンクボートジャスミン L クリーム

2022-2023

ジンクボートジャスミン S クリーム
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素朴な表情と扱いやすさが人気のブリキ花器

45454 ¥620 -6-90
フレーク・ラウンド L
容器部 Ø13XH12.5cm

長〜い
ハンドルが
特長です

45382

45310.45309

45455 ¥420 -6-120
フレーク・ラウンド M
容器部 Ø10XH9cm

45456 ¥680 -4-120
45307

45456

フレーク・バッグ
容器部 W17.5XD11XH11cm

= ライナーつき
底部穴有

45382 ¥600 -6-90

45383 ¥480 -6-120

45384 ¥680 -4-120

45385 ¥420 -6-120

45305 ¥620 -6-90

45306 ¥420 -6-120

45307 ¥900 -4-90

45308 ¥680 -4-120

45309 ¥620 -6-90

45310 ¥420 -6-120

45311 ¥900 -4-90

45312 ¥680 -4-120

ローズファーム・オーバル大
ホワイトウォッシュ
W13.5XD10.5XH12.5cm

キャンバス・ラウンド L
容器部 Ø13XH12.5cm

ジュート・ラウンド L
容器部 Ø13XH12.5cm
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ローズファーム・オーバル中
ホワイトウォッシュ
W10XD7.5XH9.5cm

キャンバス・ラウンド M
容器部 Ø10XH9cm

ジュート・ラウンド M
容器部 Ø10XH9cm

ローズファーム・バッグ
ホワイトウォッシュ
容器部 W17.5XD11XH11cm

キャンバス・オーバル
容器部 W23.5XD13.5XH10.5cm

ジュート・オーバル
容器部 W23.5XD13.5XH10.5cm

2022-2023

ローズファーム・ラウンド M
ホワイトウォッシュ
容器部 Ø10XH9cm

キャンバス・バッグ
容器部 W17.5XD11XH11cm

ジュート・バッグ
容器部 W17.5XD11XH11cm

Thank you!

Sablé

母の日はもちろん一年中サンキューが
伝わるブリキの花器です。

ハートのペンダントがアクセント。

Muffin

かわいい色で手軽に使える
定番のブリキ花器です。

44479.44481.44480

45503

マフィン・大

¥350 -6-180

Ø10XH10cm

ライナーつき

☞苗ポット 3 号に適合

Sold
out
44435
ホワイト

マフィン・小

44439
ホワイト

マフィン・ミニ

44437

ライトグリーン

¥280 -12-240

44474

Ø8XH8cm

44441

44478

¥190 -12-360

Ø6XH6cm

ライトグリーン

44475

パープル

44476

ピンク

ライナーつき

44663

レッド

オレンジ

45503 ¥560 -6-90

☞苗ポット 2.5 号に適合

44479

パープル

44477

ローズ

ピンク

サブレ・大
アイボリー
Ø13XH12cm

44480

44481

ローズ

44664

レッド

オレンジ

ライナーつき

45504 ¥390 -6-120
サブレ・小
アイボリー
Ø10.5XH10cm

44520
ホワイト

44522

ライトグリーン

ブラック

44719

ナチュラル

45144 ¥600 -6-90
カリフォルニアオーバル・大
マットクリーム
W13.5XD10.5XH12.5cm

44525

パープル

¥390 -6-180

サンキュー！・S

44718

44524

ピンク

44526

W10XD10XH9cm

44720
クリーム

45145 ¥480 -6-120
カリフォルニアオーバル・中
マットクリーム
W10XD7.5XH9.5cm

44721

ピスタチオ

44527

ローズ

44665

レッド

ライナーつき

44722

サニーイエロー

= ライナーつき
底部穴有

オレンジ

☞苗ポット 3 号に適合

44723
オレンジ

44724
レッド

44725
ローズ

44726

ミルキーピンク

45156 ¥460 -6-180 45157 ¥460 -6-120
ポートランド スクエア
クリーム x ブラック
W10XD10XH9cm

ポートランド レクト
クリーム x ブラック
W10XD6.5XH9cm

45157

ブリキ製品のご注意

★防水ではありませんので、ライナーの
★海外でのハンドメイド品で安価な商品のため
ついていない製品を生花でお使いの
「少々のキズや凹みや錆び」また
21〜26ページの商品は軽量でリサイクル性に優れたブリキ製品です。 場合はセロファンなどで防水してください。 「仕上げのばらつき」などはご了承ください。

2022-2023
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40466

40470

New

詳しくは

40466

¥700 -2-144
ワイヤークイーン大
ブラック W15.5XH32cm

40468

40470 ¥760 -2-144

¥700 -2-144
ワイヤークイーン大
ホワイト W15.5XH32cm

40467 ¥600 -4-192
ワイヤークイーン小
ブラック W12.5XH25.5cm

ワイヤークイーン大
ゴールド W15.5XH32cm

40469

¥600 -4-192
ワイヤークイーン小
ホワイト W12.5XH25.5cm

40471

¥660 -4-192
ワイヤークイーン小
ゴールド W12.5XH25.5cm
薄型コンパクト商品
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2022-2023

New

40472

¥640 -2-144
パスタリース 22
ブラック Ø22cm（内径 Ø18cm ）

40474
40473

40473 ¥640 -2-144

パスタリース 22
ホワイト Ø22cm（内径 Ø18cm ）

40474

¥680 -2-144
パスタリース 22
ゴールド Ø22cm（内径 Ø18cm ）

詳しくは

薄型コンパクト商品

2022-2023
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薄型コンパクト商品

40400 ¥1080 -1-60

カリグラフィー・大
ブラック 2コ入 1コあたり ¥540
W20XH20cm

40401 ¥760 -1-90
40265.40266.40267

カリグラフィー・小
ブラック 2コ入 1コあたり ¥380
W15XH15cm

40400

40268 ¥1700 -1-60

40265 ¥1440 -1-60

ワイヤーコーナー・大
チョコ 2 コ入 1コあたり ¥850
W30XH30cm

ワイヤーガーランド・大
チョコ 2 コ入 1コあたり ¥720
W40XH10cm

40269 ¥1400 -1-120

40285

ワイヤーコーナー・中
チョコ 2 コ入 1コあたり ¥700
W20XH20cm

ワイヤーデコフレーム大
チョコ
W16XD16XH20cm
¥840 -2-80

40266 ¥1240 -1-120
ワイヤーガーランド・中
チョコ 2 コ入 1コあたり ¥620
W30XH7.5cm

40270 ¥1060 -1-120
ワイヤーコーナー・小
チョコ 2 コ入 1コあたり ¥530
W15XH15cm

40267 ¥1000 -1-120

40286

ワイヤーガーランド・小
チョコ 2 コ入 1コあたり ¥500
W20XH5cm

ワイヤーデコフレーム小
チョコ
W11XD11XH15cm
¥680 -4-120

40288.40287

40269

※40285~40288
脚部取り外し可能

40287

ワイヤーデコフレーム大
ホワイト
W16XD16XH20cm
¥840 -2-80

40288

ワイヤーデコフレーム小
ホワイト
W11XD11XH15cm
¥680 -4-120
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2022-2023

すーっとしたたるしずくをワイヤーでかたどりました。

40443

40441

40445

ドロップ大
ホワイト
Ø10XH32cm
¥880 -2-60

ドロップ大
ブラック
Ø10XH32cm
¥880 -2-60

40442

ドロップ大
ゴールド
Ø10XH32cm
¥880 -2-60

40444

ドロップ小
ブラック
Ø8XH26cm
¥700 -4-80

40446

ドロップ小
ホワイト
Ø8XH26cm
¥700 -4-80

40441

ドロップ小
ゴールド
Ø8XH26cm
¥700 -4-80

40445.40446

ロングセラーの定番スタンド「プリマ」

40232

40230

40229
40243

40231

40245
40246

40244

40243
40244
40229
40230

ワイヤースタンドプリマ 50cm チョコ
W24XD24XH50cm

¥1060 -4-80

ワイヤースタンドプリマ 40cm チョコ
W20XD20XH40cm

¥740 -4-120

ワイヤースタンドプリマ大 チョコ
W15XD15XH29cm

¥490 -4-120

ワイヤースタンドプリマ小 チョコ
W11XD11.5XH19.5cm

¥390 -4-160

40245
40246
40231
40232

ワイヤースタンドプリマ 50cm ホワイト
W24XD24XH50cm

¥1060 -4-80

ワイヤースタンドプリマ 40cm ホワイト
W20XD20XH40cm

¥740 -4-120

ワイヤースタンドプリマ大 ホワイト
W15XD15XH29cm

¥490 -4-120

ワイヤースタンドプリマ小 ホワイト
W11XD11.5XH19.5cm

¥390 -4-160

40231.40370

主役を引き立てる枠型のスタンド。シンプルな自立フレーム
としても使えます。
Ｓ字フック 1 コが付属していて多用途です。

S字フック1コ付属

A3

A4
フレームスタンドに付属のＳ字フックと同じ型です。
先端の穴に紐などを通しておくと紛失防止になります。

40376

ワイヤーフレームスタンド・大
ブラック
W29.5XD14XH42.5cm
¥1200 -2-48

40378

ワイヤーフレームスタンド・小
ブラック
W21XD10XH30cm
¥780 -2-72

40385 ¥350 -1
ワイヤーＳ字フック
ブラック 4コ入
W2XH3.7cm

40386 ¥350 -1
ワイヤーＳ字フック
マットホワイト 4コ入
W2XH3.7cm

40376

2022-2023
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40455

40457

40447

「イングリッシュ鳥かご」
大も小も鉢皿に対応していて
アレンジにとても便利です。

詳しくは

40455 ¥920 -2-60

イングリッシュ鳥かご・大
ホワイト W12XD12XH22.5cm

40369

ワイヤーエッグ・大
ホワイト
W12XD12XH19.5cm
¥860 -2-80

40456 ¥680 -2-72

イングリッシュ鳥かご・小
ホワイト W10XD10XH19cm

40370

ワイヤーエッグ・小
ホワイト
W9XD9XH15.5cm
¥640 -4-120

40457 ¥940 -2-60

イングリッシュ鳥かご・大
ゴールド W12XD12XH22.5cm

40398

ピーチハート・大
ホワイト
W15XD15XH11cm
¥820 -2-72

40370.40231.45325.40369
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40458 ¥700 -2-72

イングリッシュ鳥かご・小
ゴールド W10XD10XH19cm

40399

ピーチハート・小
ホワイト
W12.5XD12.5XH9.5cm
¥680 -2-96

40398

2022-2023

40447 ¥920 -2-48

ガーデン鳥かご大
ホワイト W13.5XD6.5XH23.5cm

40448 ¥680 -4-72

ガーデン鳥かご小
ホワイト W10XD5XH17.5cm

Flying Wreath Stand
フライングリーススタンドなら簡単にバランス良くリースを吊るせます！
誰でも簡単にバランスよく吊るせるように先端のフックをデザインしました。
高さも 38〜60cm まで調整可能。詳しくは下の QR コードから動画をご覧ください。

最高

最高

H60cm

H60cm

40409 ¥1800 -1-36
フライングリーススタンド
ブラック
Ø15XH38~60cm ⇅伸縮式

先端フック

40416 ¥1800 -1-36
フライングリーススタンド
ホワイト
Ø15XH38~60cm ⇅伸縮式

40409
最低

詳しくは

H38cm

Baum Wreath

最低

H38cm

吊るすためのリボンなどがズレない設計。
そのまま置いて飾るのも◎

40416.40417.40418
40409.40410.40411

40410 ¥1360 -1-60

40411 ¥1060 -1-80

40417 ¥1360 -1-60

40418 ¥1060 -1-80

バウムリース・30cm
ブラック Ø30XH3cm

バウムリース・30cm
ホワイト Ø30XH3cm

バウムリース・25cm
ブラック Ø25XH3cm

バウムリース・25cm
ホワイト Ø25XH3cm

スターは中心がせり出した
立体的な形です。

40372 ¥750 -2-100
ワイヤースター・大
ブラック
W30XD4.5XH28.5cm

40373 ¥540 -4-160
ワイヤースター・小
ブラック
W20XD3XH19cm

40402

40403

ワイヤースキレット
ブラック
全 体 W29XD15XH5cm
容器部 Ø15XH2cm
¥780 -2-72

40403

ワイヤーソースパン
ブラック
全 体 W26XD12XH8cm
容器部 Ø12XH5cm
¥780 -2-72

40404

40404

ワイヤーレードル
ブラック
W15XD10XH20cm
Ø10XH5cm
¥680 -2-90

全 体
容器部

2022-2023

40402
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内寸

Ø8cm

40450

¥1280 -2-60
ボーゲンスタンド
ブラック W40XD13XH13.5cm

40451 ¥1280 -2-60

ボーゲンスタンド
ホワイト W40XD13XH13.5cm

40459 ¥1380 -2-60
40459

ボーゲンスタンド
ゴールド W40XD13XH13.5cm

内寸

Ø8cm

40452

¥980 -2-72
ホリゾントスタンド
ブラック W20XD12XH20cm

40453

¥980 -2-72
ホリゾントスタンド
ホワイト W20XD12XH20cm

40453
40450

40460

¥1080 -2-72
ホリゾントスタンド
ゴールド W20XD12XH20cm
花で美しいアーチを作ることができる「ボーゲンスタンド」
と、浮遊感のある水平なフラワーデザインにおすすめした
い「ホリゾントスタンド」。どちらもパオ受皿 3 号適合です。

パオ受皿
3 号適合

ボーゲン

33

2022-2023

ホリゾント

40461 40463

New
和洋ともに使える「ループスタンド」
和風デザインの幅を広げる「吉祥扇」
どちらもパオ受皿３号適合です。

詳しくは

ループスタンド

パオ受皿
3 号適合

吉祥扇

40465

40461

¥900 -2-48
ループスタンド
ブラック W20XD9.5XH23cm

40462 ¥900 -2-48

ループスタンド
ホワイト W20XD9.5XH23cm

40463 ¥1000 -2-48

ループスタンド
ゴールド W20XD9.5XH23cm

40464 ¥700 -2-120

吉祥扇
ブラック W32XD12XH15cm

2022-2023

40465 ¥780 -2-120

吉祥扇
ゴールド W32XD12XH15cm
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詳しくは

40423 ¥720 -2-96 40424 ¥720 -2-96
サードフレーム・七宝
ブラック W10XH30cm

40425

40424

40427

40436

サードフレーム・七宝
ホワイト W10XH30cm

40425 ¥720 -2-96 40426 ¥720 -2-96
サードフレーム・エフ
ブラック W10XH30cm

サードフレーム・エフ
ホワイト W10XH30cm

40436 ¥900 -2-72

羽根つきスタンド
ブラック W16XD16XH27cm

詳しくは

40427 ¥680 -2-60

40429 ¥680 -2-60

梅かざり・大
ブラック W27XH26cm

40428 ¥500 -2-90

梅かざり・小
ブラック W20XH19.5cm
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脚部は折りた
たみ式で取り
外し可能です。

梅かざり・大
ホワイト W27XH26cm

40430 ¥500 -2-90

梅かざり・小
ホワイト W20XH19.5cm

2022-2023

このページすべて

薄型コンパクト商品

和風デザインのベースになる菱形。
タテで洋風アレンジにも。

平らに折り畳める扇。
脚をとりはずして壁掛けにもできます。

薄型コンパクト商品

40393.40392
一年中お使いいただける
三日月型のワイヤーベース。
薄型コンパクト商品

40357.40358
和かざりにも似合う
リースハンガーです。
厚さ 3.8cm 程度まで
のドアに対応。

40359

40347.40348

40357 ¥680 -2-100
ワイヤー菱形・大
ブラック
W45XH22.5cm

40347 ¥880 -2-60

ワイヤー三日月・大
ブラック W24XD13.5XH24cm
底部 8X8cm

40392 ¥800 -2-80

ワイヤーフラット扇・大
ブラック W39XD12XH16cm

40359

40361

¥600 -2-120

¥600 -2-120

ワイヤーリースハンガー・菱
ブラック
W4XH35cm

40358 ¥480 -4-160
ワイヤー菱形・小
ブラック
W30XH15cm

40393 ¥640 -4-120
40348 ¥620 -4-96

ワイヤー三日月・小
ブラック W15XD8XH14.5cm
底部 5X5cm

ワイヤーフラット扇・小
ブラック W26XD9XH10cm

ワイヤーリースハンガー・エフ
ブラック
W8XH35cm

※上のフック部分と下のワイヤー部分
のセットです。
※キズや揺れを防ぐためにすき間
に布などを挟んでお使いください。

2022-2023

36

﹁はつゆめ﹂
めでたい富士山モチーフです︒

40412

¥1400 -1-32
はつゆめ・大
ブラック W30XD8XH30cm

40413 ¥980 -2-48
40413.40412

はつゆめ・小
ブラック W22XD6XH22cm

カゴ部分は丈夫な紙紐製。
生花に便利なライナーつき。

40439

¥1400 -1-32
はつゆめ・大
ホワイト W30XD8XH30cm

40440 ¥980 -2-48

はつゆめ・小
ホワイト W22XD6XH22cm

はな絵馬・大
ブラック W32XD7XH26cm

40435

40434
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¥980 -2-48
はな絵馬・小
ブラック W24XD5XH19cm

キリっとした絵馬のかたちの花器です︒

40434 ¥1600 -1-32

﹁はな絵馬﹂

40439

40408 ¥680 -4-48
ワイヤー雪つり・小
ブラック Ø13.5XH20cm

和風のリースなどを簡単にかざることの
できるスタンドです︒

かわいらしいひょうたんは大昔から
福を呼ぶラッキーモチーフです︒

日本庭園でおなじみの
冬の風物詩がモチーフ︒
ワイヤー雪つり・大
ブラック Ø20XH30cm

﹁高砂スタンド﹂

﹁瓢箪﹂

﹁雪つり﹂
40407 ¥1240 -2-24

40432 ¥880 -2-48
瓢箪かご・小
ブラック Ø12XH24cm
容器部 Ø12XH5cm

40454

高砂スタンド
ブラック
W15XD15XH40cm
¥1080 -1-48
（組立式）

40433 ¥680 -2-120
瓢箪壁掛け
ブラック
W12XD4.5XH24cm

←ポケット状です。

2022-2023
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Candle Stand

キャンドルスタンドといえばネイチャーデザインズ。
丈夫で安心なアイアン製です。

Orfeu
Ø10cm

44185 ¥1040 -6-36
オルフェ・大 ブラウン
W14.5XH18cm

44186 ¥840 -6-48
オルフェ・小 ブラウン
W13.5XH11cm

45479.45476

44188 ¥1040 -6-36
オルフェ・大 ホワイト
W14.5XH18cm

44189 ¥840 -6-48
オルフェ・小 ホワイト
W13.5XH11cm

45478 ¥1040 -6-36
オルフェ・大 ゴールド
W14.5XH18cm

45479 ¥840 -6-48
オルフェ・小 ゴールド
W13.5XH11cm

44185

44966 ¥1040 -6-36
オルフェ・大 オールドシルバー
W14.5XH18cm

44967 ¥840 -6-48
オルフェ・小 オールドシルバー
W13.5XH11cm

Escargot
皿

45215

Ø14cm
皿

エスカルゴ・プレート大
ブラック
W31XD20XH13.5cm
¥1600 -1-16

Ø11cm

45216

エスカルゴ・プレート小
ブラック
W22XD15XH10cm
¥1200 -1-32

45216.45215
44945

45217

45218

エスカルゴ・プレート大
ホワイト
W31XD20XH13.5cm
¥1600 -1-16

エスカルゴ・プレート小
ホワイト
W22XD15XH10cm
¥1200 -1-32

Tail

皿

Ø12cm

皿

44943

テール・大
アイボリーゴールド
W16XD16XH34cm
¥1700 -1-24
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44944

テール・小
アイボリーゴールド
W11.5XD13XH21.5cm
¥1180 -2-48

2022-2023

44945

テール・大
シルバーリーフ
W16XD16XH34cm
¥1800 -1-24

Ø10cm

44946

テール・小
シルバーリーフ
W11.5XD13XH21.5cm
¥1280 -2-48

New Bolero
Ø11cm

44748 ¥3200 -2-12

44749 ¥2500 -2-12

44750 ¥2100 -2-18

44751 ¥3200 -2-12

44752 ¥2500 -2-12

44753 ¥2100 -2-18

ニューボレロ・大 ブラック
W20XD17XH50cm

ニューボレロ・大 ホワイト
W20XD17XH50cm

ニューボレロ・中 ブラック
W16XD14XH40cm

ニューボレロ・中 ホワイト
W16XD14XH40cm

ニューボレロ・小 ブラック
W14XD12.5XH30cm

44753.44752

ニューボレロ・小 ホワイト
W14XD12.5XH30cm

Ø10cm

Elise

45210

エリーゼ・大
ブラック
W11XD11XH41.5cm
¥3300 -1-8

45211

エリーゼ・小
ブラック
W11XD11XH36.5cm
¥3000 -1-8

45445.45441

45441

¥720 -6-72
キャンドルトレイ大
ゴールドリーフ Ø15XH3cm

45442 ¥600 -6-96

キャンドルトレイ中
ゴールドリーフ Ø12XH3cm

Candle
Tray

Cisco

陶器のようなルックスのブリキ花器。軽量です。

44928
44582

¥660 -6-72
キャンドルトレイ大
ブラック Ø15XH3cm

44583 ¥540 -6-96
キャンドルトレイ中
ブラック Ø12XH3cm

シスコ・大
シャビーブルー
Ø20XH9.5cm
¥1650 -1-12

44584 ¥460 -6-120
キャンドルトレイ小
ブラック Ø10XH3cm

44585

44586

シスコ・小
シャビーブルー
Ø16.5XH9.5cm
¥1320 -1-24

44587

¥540 -6-96
¥460 -6-120
キャンドルトレイ中
キャンドルトレイ小
アイボリーゴールド Ø12XH3cm アイボリーゴールド Ø10XH3cm

45448

シスコ・大
グレイ
Ø20XH9.5cm
¥1650 -1-12

台座： Ø13.5cm

44929
¥660 -6-72
キャンドルトレイ大
アイボリーゴールド Ø15XH3cm

44928

45449

シスコ・小
グレイ
Ø16.5XH9.5cm
¥1320 -1-24

台座： Ø13.5cm

2022-2023
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Carina

内径

Ø2.5cm

44958

45480 ¥840 -6-48

¥840 -6-48
ブーケスタンドカリーナ
ホワイト W14.5XD13XH14cm

ブーケスタンドカリーナ
ゴールド W14.5XD13XH14cm

44960 ¥840 -6-48

ブーケスタンドカリーナ
オールドシルバー W14.5XD13XH14cm

Heart
内径

Ø2.5cm

¥2100 -2-12
ハートブーケスタンド 40cm
ホワイト W21.5XD21.5XH40cm

44500

¥1700 -2-16
ハートブーケスタンド 30cm
ホワイト W21.5XD21.5XH30cm

44501

44502 ¥1140 -6-48

44503

¥1700 -2-16
ハートブーケスタンド 30cm
W21.5XD21.5XH30cm
アイボリーゴールド

44504

44505 ¥1140 -6-48

¥2100 -2-12
ハートブーケスタンド 40cm
W21.5XD21.5XH40cm
アイボリーゴールド

Grande

内径10cm

ハートブーケスタンド 20cm
ホワイト W14.5XD14XH20cm

44958

ハートブーケスタンド 20cm
アイボリーゴールド W14.5XD14XH20cm

内径10cm

44501

クラッチブーケをはじめ
多目的に使える広口スタンド

45372 ¥2000 -2-12

ハートブーケスタンド・グランデ
ホワイト W21.5XD21.5XH25cm

45327 ¥2800 -1-12
ホリデー・サーカス
オールドアイボリー
W16XD16XH42cm
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45325 ¥2800 -1-12
ホリデー・エッグ
オールドアイボリー
W16XD16XH32cm

40387 ¥1480 -2-48

ブーケスタンド・グランデ
ホワイト W18XD16.5XH25cm

44183 ¥3100 -1-12
グレイス
ホワイト
Ø21XH40cm

40387

2022-2023

45372

詳しくは

Tango

B4ヨコ〜A3ヨコ、
レコード

W33XD22XH49cm

A4ヨコ〜B4ヨコ
25〜30cmリース

LL

フラットに折り畳める定番イーゼル

W29XD20XH40cm

L

B5ヨコ〜A4ヨコ

W24XD18XH30cm

A5ヨコ
15〜20cmリース

M

W21XD15XH22cm ポストカードヨコ

S

CD、DVD

W14XD10XH16.5cm

SS

44310

44311

¥2980 -1-6

¥2480 -1-6

イーゼル・タンゴ LL
ブラック

44312

イーゼル・タンゴ L
ブラック

イーゼル・タンゴ M
ブラック

44313

44314

¥1200 -6-12

¥880 -6-96

イーゼル・タンゴ S
ブラック

¥1850 -1-6

イーゼル・タンゴ SS
ブラック

★エチュードにおすすめ

★エチュードにおすすめ

44317

44318

44319

¥1200 -6-12

¥880 -6-96

44310

44315

44316

¥2980 -1-6

¥2480 -1-6

イーゼル・タンゴ LL
ホワイト

44314

イーゼル・タンゴ L
ホワイト

イーゼル・タンゴ M
ホワイト

イーゼル・タンゴ S
ホワイト

¥1850 -1-6

★エチュードにおすすめ

★エチュードにおすすめ

イーゼル・タンゴ SS
ホワイト

44318
オーセンティックなデザインのイーゼル

New Carioca

受け部分

5~6cm

45167

イーゼル・ニューカリオカ・大
ブラウン
W19XD30XH45cm
¥2100 -2-24

45168

イーゼル・ニューカリオカ・小
ブラウン
W19XD21XH27cm
¥1600 -2-32

★エチュードにおすすめ

45169

イーゼル・ニューカリオカ・大
アイボリーゴールド
W19XD30XH45cm
¥2100 -2-24

45170

イーゼル・ニューカリオカ・小
アイボリーゴールド
W19XD21XH27cm
¥1600 -2-32

★エチュードにおすすめ

45168

Prince

厚みのあるものに。
便利なフックつき。

Ribbon

エチュードや
リースに○

可動式
フック
受け部分
約 3cm

受け部分
約 10cm

40438 ¥980 -2-60

リボンイーゼル
ホワイト W24XD18XH26cm

★エチュードにおすすめ

45175
45175

40438.45399

イーゼル・プリンス
ブラック
W20XD37XH40cm
¥3400 -1-8
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Hint & Tips
イーゼルと
エチュードとの
適合表はこちら

42

詳しくは

k!
uic

鉢皿にぴったりだから仕事が速い。
様々なディスプレイに使えるシンプルな花器。

Q

Rooftop

内寸11.5c m
内寸

2.5cm

３号
鉢皿
対応

45274

ルーフトップ 40
ブラック
W12.5XD12.5XH40cm
¥2880 -1-20

45276

45444

45277

45445

ルーフトップ 40
ホワイト
W12.5XD12.5XH40cm
¥2880 -1-20

ルーフトップ 40
ゴールドリーフ
W12.5XD12.5XH40cm
¥3200 -1-20

内寸9.5c m
内寸

2.5cm

２号
鉢皿
対応

45275

ルーフトップ 25
ブラック
W10.5XD10.5XH25cm
¥2080 -1-40

※中国製のハンドメイドにつき若干の傾き、作りや塗装の粗さなどはご容赦ください。

送料
無料

S als a

ルーフトップ 25
ホワイト
W10.5XD10.5XH25cm
¥2080 -1-40

ルーフトップ 25
ゴールドリーフ
W10.5XD10.5XH25cm
¥2300 -1-40

ベストセラーモデル。軽量・折り畳み式。
Y-3
花桶

収納時

ブリキ
バケツ
付 属

折り畳み式だから
運びやすくて収納
場所にも困りません。

詳しくは

ブリキバケツ寸法

Ø25XH20cm

48c m

40c m

47501 ¥7600 -4 47502 ¥6300 -6
サルサ 120cm ブラック
W48XD48XH120cm
送料
無料

S als a Deluxe

サルサ 90cm ブラック
W40XD40XH90cm

47503 ¥7600 -4 47504 ¥6300 -6 47516 ¥8700 -4
サルサ 120cm アイボリーゴールド
W48XD48XH120cm

サルサ 90cm アイボリーゴールド
W40XD40XH90cm

サルサ 120cm ゴールドリーフ
W48XD48XH120cm

サルサシリーズ オプション品

エレガント＆デラックスモデル。軽量・折り畳み式。

サルサシリーズ
（47501〜47506）
のための
予備ブリキバケツです。

Y-3
花桶

ブリキ
バケツ
付 属
ブリキバケツ寸法

Ø25XH20cm

120cm

45119 ¥1600 -1-24 45120 ¥1600 -1-24
サルサ用ブリキバケツ
ブラック Ø25XH20cm

サルサ用ブリキバケツ
アイボリーゴールド Ø25XH20cm

サルサシリースは防水ではありません。Y-3花桶などを入れてお使いください。
また、中国製のハンドメイドにつき、若干の傾き、作りや塗装の粗さなどはご容赦ください。
48c

m

折り畳み式だから運びやすくて
収納場所にも困りません。
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47505 ¥8700 -4

サルサデラックス 120cm
ブラック W48XD48XH120cm

47506 ¥8700 -4

サルサデラックス 120cm
アイボリーゴールド W48XD48XH120cm
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送料 このマークの商品は北海道、九州、沖縄などを除き送料無料です。
無料 各アイテムの出荷単位での出荷となります。色アソート不可。

Stefano

Ø20XH60~90cm

プロが求める安定性、使い勝手の
ために土台をとても重くしてあります。
高さを約 60〜90cm に伸縮可能。

内径

Ø2.5cm

60cm

90cm

13cm

44367

44368

44973

¥7400 -1-2

¥7400 -1-2

¥7400 -1-2

ブーケスタンド・ステファノ
ブラック

Ø20cm

ブーケスタンド・ステファノ
ホワイト

ブーケスタンド・ステファノ
オールドシルバー

Alice

44368.44367

リースとブーケを飾ることのできる
多目的スタンドです。
高さを約 62〜90cm に伸縮可能。

内径

Ø14XH62~90cm

62cm

90cm

Ø2.5cm

44741

¥4600 -1-8

¥4600 -1-8

リーススタンド・カーター
ホワイト
Ø18XH88~132cm
¥6000 -1-4

とても背高な伸縮式リーススタンド︒組立１分︒

88cm

送料別途
★1CT（4コ）の場合、北海道、九州
沖縄などを除き送料サービス

Wreath

リースやフレームをスマートに
飾るスタンドです。
高さを約 74〜100cm に伸縮可能。

74cm

45462

44741

Ø14cm

Ø14XH74~100cm

Carter

Long & Tall

アリススタンド伸縮
ホワイト

100cm

アリススタンド伸縮
ブラック

Ø14cm

132cm

44739

44369

44370

44974

¥5500 -1-4

¥5500 -1-4

¥5500 -1-4

リーススタンド
ブラック

リーススタンド
ホワイト

リーススタンド
オールドシルバー
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Wall

Display

↖折り畳み皿 Ø10cm

45214 ¥3800 -1-8

ウォールデコ・ジャネット
グレイ W20XD12XH67cm

45214

45377

45377

ニッキー
グレイ
W25XD12XH28cm
折り畳み皿 Ø10cm
¥1600 -1-24

44883 ¥2800 -1-16
クロス（ダイア）S
グレイ W38XH46cm

45376 ¥4800 -1-6
ニコル グレイ
W53XD12XH52cm
折り畳み皿 Ø10cm

44883

45378 ¥3400 -1-12
キャレ・クローバー
グレイ W30XD1XH30cm

45379 ¥3400 -1-12
キャレ・ローズ
グレイ W30XD1XH30cm

45

キャレ・モロカン
グレイ W30XD1XH30cm

44916

44918

44731

44917

44919

44732

アイアンブリリアント大
アイボリーゴールド
W25.5XH37.5cm
¥1200 -1-96

44916.44917

45380 ¥3400 -1-12

アイアンブリリアント小
アイボリーゴールド
W17XH25cm
¥860 -1-96

2022-2023

アイアンブリリアント大
ブラックゴールド
W25.5XH37.5cm
¥1200 -1-96

アイアンブリリアント小
ブラックゴールド
W17XH25cm
¥860 -1-96

サニーリース 40cm
グレイ
Ø40cm
¥2900 -1-8

サニーリース 30cm
グレイ
Ø30cm
¥2500 -1-16

Pendant

45501

ウィンドーペンダント大
ストーン
W35XD6XH90cm
¥2800 -1-12

45502

ウィンドーペンダント小
ストーン
W25XD6XH60cm
¥1980 -1-24

44889

ハートペンダント大
ストーン
W38XD6XH90cm
¥2800 -1-12

44890

ハートペンダント小
ストーン
W28XD6XH60cm
¥1980 -1-24

45501

44908

リースペンダント大
ストーン
W38XD6XH90cm
¥2800 -1-12

44909
44889

リースペンダント小
ストーン
W28XD6XH60cm
¥1980 -1-24

45373

44885 ¥7700 -1

フックツリー 送料別途
グレイ W102XD3XH86cm

45373
44885
使用例

映える壁面作りに最適！

壁掛け鳥かご (P48) やリース
などを掛けてディスプレイできます。
手作りのためサイズやデザインや
フックの数は個体差があります。

New

オーバルペンダント大
ストーン
W32XD6XH90cm
¥2800 -1-12

45602

チェーン

使用例

28cm

45602

¥2800 -1-12
フックブランチⅡ
グレイ W64XD1XH50cm

45374

オーバルペンダント小
ストーン
W23XD6XH60cm
¥1980 -1-24

★扱いやすいサイズになって価格も下がりました。
★裏表紙にディスプレイ例を掲載しています。

★このページに掲載の商品は手作りのためデザインが一定ではありません。
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45439
44892

45603
45549

45540
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44894

Ma rch

まんまるな鳥かご

皿 Ø9.5cm

45439 ¥2080 -1-16

鳥かご・マーチ大 グレイ
Ø20XH26.5cm リング含め H30cm

45548 ¥3600 -1-16

鳥かご・マーチ小 グレイ
Ø12XH22.5cm リング含め H25cm

（可動）

鳥かご・ボール大 グレイ
W23XD18XH27cm リング含め H31cm

（可動）

（可動）

45549 ¥2400 -1-32

鳥かご・ボール小 グレイ
W16XD13XH19cm リング含め H23cm

B a lcony

鳥かご・バルコニー小 グレイ
W22XD11.5XH31.5cm

45406 ¥3400 -1-12

鳥かご・ハミング
ホワイト W16XD16XH36cm

45473 ¥1380 -2-32

カモシカ（ガラスつき）
ブラウン W12XD8XH24cm
ガラス Ø6XH4.5cm

44893 ¥2800 -1-12

鳥かご・バルコニー ミニ グレイ
W15.5XD10XH22.5cm

鳥かご・デミ大 グレイ
W23XD19XH36cm

Curly

細かい装飾で
上が開きます

鳥かご・エッグ グレイ
W16XD13XH22.5cm リング含め H27cm
（可動）

45436 ¥1700 -1-16 45437 ¥1100 -1-36
カーリー鳥かご・小
ナチュラル Ø12XH24cm

45474 ¥1480 -2-32

カモシカ（ガラスつき）
ゴールド W12XD8XH24cm
ガラス Ø6XH4.5cm

44894 ¥1760 -1-24
鳥かご・デミ小 グレイ
W15XD12.5XH25cm

45031 ¥1620 -1-36
鳥かご・デミ ミニ グレイ
W13.5XD11.5XH22.5cm

Wa l l De co B i rd C a ge
壁を飾る鳥かご

自然の蔓の味わい

カーリー鳥かご・大
ナチュラル Ø16XH32cm

45603 ¥2800 -1-32

お花を飾りやすいハーフタイプ

45030 ¥1620 -1-36

Hum m in g

（可動）

皿 Ø9.5cm

De m i

置いても掛けても飾れます

44892 ¥1980 -1-24

Egg

卵型も新登場

皿 Ø12cm

1cm

45438 ¥3200 -1-12

New

Ball

小鳥のさえずる鳥かご

44791 ¥2200 -1-24

44792 ¥1800 -1-24 44793 ¥1100 -1-48

※立体的な壁掛けです

※立体的な壁掛けです

壁掛け鳥かご・バルーン
グレイ W28XD10XH37cm

45540 ¥1480 -2-32

カモシカ（ガラスつき）
シルバーリーフ W12XD8XH24cm
ガラス Ø6XH4.5cm

2022-2023

壁掛け鳥かご・ハーフ
グレイ W22XD5.5XH31cm

壁掛け鳥かご・フラット
グレイ W18.5XD3XH34.5cm

細いワイヤー製の鳥かごは

31ページをご覧ください。
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STEP LADDER
一台だと脚立風のディスプレイ。
二台並べて天板をのせれば簡易的な
テーブルとしても使えたりと多用途です。

77cm

40cm

50cm

45255

アイアンステップラダー
ナチュラル
W40XD50XH77cm
¥6600 -1-6

45381

アイアンステップラダー
グレイ
W40XD50XH77cm
¥6600 -1-6

送料別途

送料別途

★1CT（6コ）の場合、北海道、九州
沖縄などを除き送料サービス

★1CT（6コ）の場合、北海道、九州
沖縄などを除き送料サービス

★溶接跡などを残した無骨な仕上げです。
★ステップラダーは装飾用です。人が乗っての使用はできません。
あまり重いものを掛けたり乗せたりしないでください。

45294

エクス・メッシュボックス
ナチュラル
W43XD26XH15cm
¥2600 -1-12

45069 ¥3200 -1-12
モロッコフレーム
サークル大 ブラック
W30XD8XH30cm

45070 ¥1800 -1-36

ローズムーン・大
ブラック W41XD24XH44cm

45404

44941 ¥3200 -1-8

ローズムーン・小
ブラック W30XD17XH32cm

お店でもご家庭でもちょっと面倒なのがハンギング
ディスプレイ。それを楽にするためのハンガーです。
照明器具や照明レールとの相性も○。チェーンな
ので高さも簡単に調整できます。

45342

モロッコフレーム
サークル小 ブラック
W20XD5XH20cm

45282 ¥4600 -1-4

転がり防止のための目立たない台座がついています。

44940 ¥5200 -1-4

HANGER

エクス・ラージパン ナチュラル
全 体 W59XD47XH14cm 容器部 Ø47XH14cm

45403 ¥5200 -1-4

ローズムーン・大
ホワイト W41XD24XH44cm

レクトハンガー
ブラック
W60XD40XH80cm

フック 10 コ付属

¥4000 -1-12

45404 ¥3200 -1-8

ローズムーン・小
ホワイト W30XD17XH32cm

45069

44482 ¥4400 -1-16

ビレッジ
ブラック W60XD23XH14cm

44547 ¥5500 -1-12

リオ・ムーン
ブラック W54XD23XH42.5cm
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Su g ar B e r r y

12mm: 144粒入
¥1150 -1-60

シュガーベリーは使いやすくてお手頃価格。
豊富な色バリエからお選びいただけます。

クリーム

オレンジ

グリーン

ローズ

1粒あたり約

¥8.0

サクラ

アイスブルー

ピンク

20mm: 72粒入
¥980 -1-60

パッケージ

1粒あたり約 ¥13.6

グレー

ターコイズ

ライトグリーン

レッド

イエロー

パープル

バイオレット

ブルー

ホワイト

SoldOut

12mm 46093 46094 46095 46099 46100 46101 46102 46103 46104 46113 46115 46116 46117 46118 46119 46126
20mm 46096 46097 46098 46106 46107 46108 46109 46110 46111 46114 46120 46121 46122 46123 46124 46127

Heart Pick
ハートピック 10 本入

ハート部分：W2.5XH2.5cm
ワイヤーを含む全長：20cm

ライトグリーン

ホワイト

画びょう型

46130 46131 46132 46134 46136

SoldOut

ふつう型

46141 46142 46143 46145 46147 46149

レッド

¥490 -1-120
1本あたり ¥49

ローズ

Standard Berry
1粒あたり約

レッド

46092

画びょう型

入数や品質についてのお願い
ベリー、アップル、ハートピックなどは低価格維持のために
入数や品質の管理を緩くしております。
ご容赦よろしくお願いいたします。

さくらんぼ
レッド 24 コ入
20mm
¥780 -1-90

ゴールド

ふつう型

46138

46194
46089

¥6.4

オレンジ

Cherry

スタンダードベリー 12mm 144 粒入
※最も低価格なベリーです。

¥920 -1-60

ピンク

Apple
アップル

46083

46084

46085

46209

46086

46087

46088

46210

¥1440 -1-60

¥1140 -1-90

¥840 -1-120

¥760 -1-120

¥1440 -1-60

¥1140 -1-90

¥840 -1-120

¥760 -1-120

シュガーアップルレッド
30mm 24コ入

▶全種ワイヤーつき
▶アップルは表記サイズ
よりも大きめです。

シュガーアップルレッド
25mm 24コ入

シュガーアップルレッド
20mm 24コ入

シュガーアップルレッド
15mm 24コ入

シュガーアップルグリーン
30mm 24コ入

シュガーアップルグリーン シュガーアップルグリーン シュガーアップルグリーン
25mm 24コ入
20mm 24コ入
15mm 24コ入

46074

46075

46076

46207

46080

46081

46082

46208

¥1280 -1-60

¥980 -1-90

¥740 -1-120

¥660 -1-120

¥1280 -1-60

¥980 -1-90

¥740 -1-120

¥660 -1-120

アップルレッド
30mm 24コ入

アップルレッド
25mm 24コ入

アップルレッド
20mm 24コ入

アップルレッド
15mm 24コ入

アップルグリーン
30mm 24コ入

アップルグリーン
25mm 24コ入

For m Pl ate

アップルグリーン
20mm 24コ入

アップルグリーン
15mm 24コ入

詳しくは

ドライフラワー、アートフラワーなどのフローラルフォーム用のプレートです。
フォームをセットしづらいワイヤー製品などに簡単確実に固定できます。
Ø5cm
Ø3.8cm

45121 ¥600 -1-40
フォームプレート 5cm
12コ入 1コあたり ¥50
フォーム

1/16

①

②

③

←ワイヤー
マグネット

45122 ¥560 -1-50
フォームプレート 3.8cm
12コ入 1コあたり ¥47
フォーム

1/40

フローラルフォームを
カットします。

ホットメルトグルーや
木工用接着剤をつけて
フローラルフォームに
セットします。

2022-2023

プレートに沿って
カッターで整形して
出来上がり
（カットは簡単です）

とっても便利！
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45375

45543.44313
45375

45424
45432.45441

45505
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Etude

Plastic Plate for Display.

「エチュード」はプラスチック製のお皿。軽くて割れにくいから持ち運びや配送も安心。
お花のレッスンやディスプレイはもちろんさまざまなクラフトワークにどうぞ。

45375 ¥640 -2-24

45399

45401

¥660 -2-24
エチュード ゴールド
Ø31.5XH2cm 金箔風の仕上げです。

New
Color

45400

¥640 -2-24
エチュード ライトグレイ
Ø31.5XH2cm

エチュード ホワイト
Ø31.5XH2cm

45432

¥640 -2-24
エチュード ダークグレイ
Ø31.5XH2cm

45476 ¥680 -2-24

¥660 -2-24
エチュード シルバー
Ø31.5XH2cm 銀箔風の仕上げです。

エチュード サンド
Ø31.5XH2cm ▷新感覚のザラザラ塗装です。

エチュード ショコラ
Ø31.5XH2cm ▷生チョコのような質感

Hint & Tips

New
Color

45570 ¥640 -2-24

45505 ¥680 -2-24

エチュードの
使い方ヒントや
イーゼルとの
適合表はこちら

45571

¥640 -2-24
エチュード アジュール
Ø31.5XH2cm

エチュード カスタード
Ø31.5XH2cm

¥640 -2-24
エチュード ドライハーブ
Ø31.5XH2cm

45424

¥640 -2-24
エチュード ワイン
Ø31.5XH2cm

45433

¥640 -2-24
エチュード ペールブルー
Ø31.5XH2cm

45460

¥640 -2-24
エチュード ペールピンク
Ø31.5XH2cm

45402 ¥660 -2-36

45425 ¥660 -2-36

45542 ¥720 -2-36

45543 ¥720 -2-36

エチュード・レクト
ホワイト
W32XD18XH2.5cm

※45375 のホワイトとは少し
色調が異なります。

エチュード・レクト
ライトグレイ
W32XD18XH2.5cm

エチュード・レクト
ゴールド
W32XD18XH2.5cm

45461

エチュード・レクト
シルバー
W32XD18XH2.5cm

※エチュードは手塗り工程を含むため、仕上がりに少しばらつきがあります。
またプラスチック製の装飾用のお皿なのでたべものを直接のせないでください。

2022-2023
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Ri nka
Pla sti c Plate fo r D i s p lay.

45573

菊の形のプラスチック製のお皿「リンカ」。人気のエチュードシリーズよりひとまわり
大ぶりなサイズで、和はもちろん洋のディスプレイにもお使いいただけます。

45572 ¥820 -2-16

45573 ¥820 -2-16

リンカ ホワイト
Ø35XH2cm
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リンカ レッド
Ø35XH2cm

2022-2023

詳しくは

45575

45574 ¥820 -2-16

45575 ¥820 -2-16

リンカ ゴールド
Ø35XH2cm

リンカ シルバー
Ø35XH2cm

※リンカは手塗り工程を含むため、仕上がりに少しばらつきがあります。
またプラスチック製の装飾用のお皿なのでたべものを直接のせないでください。

2022-2023
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Wa l l
Displa y
Iron
映える壁面作りに最適！

45602

壁掛けやリースなどを掛けて
目を引くディスプレイが手軽に。
約５００gと軽量です。便利な
チェーンも３本付属しています。

40474

New
45602 ¥2800 -1-12
フックブランチⅡ
グレイ W64XD1XH50cm

★扱いやすいサイズになって価格も下がりました。

45030

出荷単位について
上代

●掲載商品は装飾用の商品です。他の用途でのご使用はおやめください。

これが出荷単位

44186 ¥840 -6-48
オルフェ・小 ブラウン
W13.5XH11cm サイズなど
メール

●大部分の商品は弊社でデザインして中国などの海外で製造しております。
●本カタログの色合いは印刷の関係上、多少製品と違いが生じる場合があります。
●掲載商品はハンドメイド品や自然素材のためサイズや入数などは目安です。
●本カタログは業務用のためすべて税抜き表示となっております。

カートン入数

●掲載商品などの無断転写、複写、模造を禁じます。

品名やカラー

●環境保護のために新しい段ボールの使用をなるべく控えています。
★返品・交換は誤出荷、不良品の場合のみとさせていただきます。
着荷から１週間以内にご連絡ください。

ウェブ限定アイテム

特価品もあります！

形や使い方が一目瞭然！

いつでも在庫確認OK

公式ウェブサイト

ネイチャーデザインズ
www.nature-designs.com

主に生花アレンジ：東京飯田橋「花 楽 里・石田庸介氏」

デザイン・輸入・販売元

〒162-0837 東京都新宿区納戸町35-1F

TEL : 03-5228-2479

FAX : 03-5228-2502

MAIL : webmaster@nature-designs.com

２０２３

ネイチャーデザインズ

なんでもお問い合わせください

ー

有限
会社

生花以外のアレンジ：北海道「Flower Atelier 千の華・沢田千華氏」

２０２２

フラワーデザイナー

ネイチャーデザインズ

webmaster@nature-designs.com

ざっくり在庫表
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品番

●掲載商品の仕様、価格などを予告なしで変更させていただくことがあります。

