




マリー Marie

2,640 円（税込）

注文番号（ピンク）1162-3

（ライトピンク）1162-4

（イエロ ー）1162-8

（ホワイト）1162-12
縦置き 約H:l0.5cm W:8cm D:6.5cm 

•プリザーブドフラワ ＿ ：バラ(SS· M) ·千日紅•あじさい ・ ハツユキカズラ
•ドライフラワ ー：ミニコ ーン フラワ ー

•アーティフィシャルフラワ ー ：ポーチベリー

•その他：パールボール ・ リボン
•花器素材：磁器
※クリアケ ース付き

縦置き・横置きどちらでも飾ること
ができます。 お部屋を選ばないデザ
インなので、 お好きなところに飾れ
ます。

マチネ（ピンク）

マチネ
（ブル ー）

マチネ
（イエロ ー）

ソワレ（ピンク）

ソワレ（グリー ン）

モ ー ニング
イエロ ー

プリンセス
ピンク

付属のスプレ ー をソラフラワ ー にかけて
香りをお楽しみください。

Matlnee 砂的-{9注文番号（ピンク）1160-4

（イエロ ー）1160-8

（ブルー）1160-10
約H:12cm W:10.5cm D:llcm 

•プリザーブドフラワ ー：パラ(SS·M) ·あじさい ・ ペッパーベリー

•ドライフラワ — •ィモ ーテル •その他：ソーラーロ ーズ ・ リボン
•花器素材：陶器・
※クリアケ ース付き

マチネ

ソワレ Soiree

6,380 円（税込）

注文番号（ピンク）1161-4

（グリー ン）1161-ll

約H:11.5cm W:19cm D:10.5cm 
•プリザーブドフラワ ー ：バラ(SS· M · L) ·あじさい ・ カーネ ー

ション ・ ペッパーベリー

•ドライフラワ ー：イモ ーテル・クリスパム •その他：リポン
•花器素材：陶器
※クリアケ ース付き

サイズ感

ブルーム Blooms l'ft'; .，

13,200 円（税込）

注文番号（プリンセスピンク）1164-4

（モ ー ニングイェロ ー）1164-8
約H:32cm W:l 5cm D:l 5cm 

•プリザープドフラワ ー ：パラ(S• L) ・ カーネーション•あじさい
•アーティフィシャルフラワ ー：ニシキギ ・ ポーチベリー・ スプリ
ンゲリーガーランド
•その他：ソラフラワ ー・ リポン
•花器素材：アイアン ・ ガラス

玄関に飾れば華やかなアレンジと、 香りがお客様をお出迎
えします。

ソラフラワ ー専用のフ
レグランススプレー付
きです。気品が漂う優
雅なロ ーズの香り。

【注意】香り付け専
用のアロマミストで
す。消臭・抗菌効果は

フレグランス ありません。
スプレー付き

サイズ感
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線

user01
タイプライターテキスト
マチネ 完売

user01
楕円



コパン 完売

user01
タイプライターテキスト
ロンド完売　
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楕円
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線
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線
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タイプライターテキスト
ピンク 完売
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楕円
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喜心-
訳花とゆかいな仲間た tのヤット！

Animal series

アニマルシリ ー ズは数に限りがこ，，ざいます。 こ注文はお早めにお願い致します。

また、 メ ー カ ーの在庫がなくなリ次第終了となります。

品切れの場合はこ容赦ください。

動物あいぐlれ5種類

おさるのパンジ一

天使のブタエンちゃん

r

ひつじのキャンディ

うさぎのナンシー

花束3種類

レッド イエロ ー

ハリネズミの

に
Iクピ：

ラィトピンク

おさるのパンジ 一

5,390 円（税込）

注文番号（花束レッド）1155-1

（花束イエロ ー）1155-8

（花束ピンク）1155-4

約H:2 3cm W:19 cm D:32cm 

•素材：ポリエステル

ひつじのキャンディ

5,390 円（税込）

注文番号（花束レッド）1156- l 

（花束イエロ ー）1156-8

（花束ピンク）1156-4

約H:2 6cm W:20 cm D:2 5cm 

•素材：ポリエステル

天使のブタエンちゃん

5,390 円（税込）

注文番号（花束レッド）1157-1

（花束イエロ ー）1157-8

（花束ピンク）1157-4

約H:l3cm W:ll cm D:l9cm 
●素材：ポリエステル・合成樹脂

うさぎのナンジ 一

4,950 円（税込）

注文番号（花束レッド）1159- l 

（花束イエロ ー）1159-8

（花束ピンク）1159-4

約H:20cm W:10.5 cm D:17cm 

•素材：ポリエステル

サイズ感

八リネズミのラッキ ー

4,950 円（税込）

注文番号（花束レッド）1158- l 

（花束イエロ ー）1158-8

（花束ピンク）1158-4

約H:l6cm W:llcm D:l5cm 

•素材：ポリエステル

•花束

約H:l4cm ct>:lOcm 

•プリザー ブドフラワ ー ：ガーベラ・カ ーネ ーション

•アーティフィシャルフラワ ー ：アイベリ ー

•その他：ラッピングペーパ ー

アイネ Eine

天使のブ勺エン t ゃAl才
な人と貯金箱！

ー早RII のカ
ー..,‘ -

"ul!I… U,m 出~R,' とう r を伝尤ます！

1,980 円（税込）

注文番号（レッド）1085-1

（ホットピンク）1085-2

（ライトピンク）1085-4

L: 46cm 

•プリザー ブドフラワ ー ：カ ーネ ーション

•アーティフィシャルフラワ ー ：カ ーネ ーションステム
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線

user01
タイプライターテキスト
天使のブタエンちゃん　　　　完売
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