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1975年の創業以来、私たちはアーティフィシャルプランツを
通じてたくさんのお客様に
花と緑のある時間をお届けしてまいりました 

これまで私たちが何より大切にしてきたのは
目の前のお客様に寄り添うこと 

どんな場所で、どんな風に、どう活かせるか
時には手間隙をかけながらお客様と一緒に考え、商品を創造してきました 

暮らしに取り入れたくなる様な商品を「つくる」
そして花と緑が普遍的な暮らしを「つくる」 

わたしたちはこれからも
お客様にもっと寄り添い花や緑のある暮らしをつくっていきます 

By your side
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ミモザピックバンドル×３　

VD-4002   　   \500(税抜)
●サイズ/ 　     全長25cm 
●JANコード/　　 400204
●出荷単位/    　24束/288束
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・紙・鉄

ミモザミックスバンドル　

VD-4003   　   \500(税抜)
●サイズ/ 　     全長28cm 
●JANコード/　　 400303
●出荷単位/    　24束/288束
●材質/　  　　　ポリエステル
　　　　　　　　 ポリエチレン・紙・鉄

ミモザピックリーフ付き　　

VD-4004   　   \300(税抜)
●サイズ/ 　     全長32cm 
●JANコード/　　 400402
●出荷単位/    　24本/288本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

ミモザピックバンドルリーフ付き　

VD-4005   　   \600(税抜)
●サイズ/ 　     全長39cm 
●JANコード/　　 400501
●出荷単位/    　24束/288束
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・紙・鉄

ミモザリース　　

VD-4006   　   \2,000(税抜)
●サイズ/ 　     直径33cm 
●JANコード/　　 400600
●出荷単位/    　6個/72個
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

SEASON
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ミモザスプレー×３　

VT-2139   　   \700(税抜)
●サイズ/ 　     全長70cm 
●JANコード/　　 213903 ※
●出荷単位/    　6本/24本/432本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

ミモザガーランド　　

VT-2144   　   \1,300(税抜)
●サイズ/ 　     全長170cm 
●JANコード/　　 214405
●出荷単位/    　6本/192本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

ミモザスプレーリーフ付き　　

VD-4001   　   \1,200(税抜)
●サイズ/ 　     全長70cm 
●JANコード/　　 400105
●出荷単位/    　6本/120本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

ミモザスプレー×３　　

VD-4000   　   \1,400(税抜)
●サイズ/ 　     全長70cm 
●JANコード/　　 400006
●出荷単位/    　6本/120本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄
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オオヤマザクラ（L100）　

VE-6994   　   \2,200(税抜)
●サイズ/ 　     全長100cm 花径1～4cm 
●JANコード/　　 699400
●出荷単位/    　12本/120本
●材質/          ポリエステル
　　　           ポリエチレン・鉄

CR/PI LA/PI

オオヤマザクラ（L)　　　　　　

VE-6577        \3,300(税抜)
●サイズ/ 　     全長129cm　花径1～4㎝ 
●JANコード/　   657707
●出荷単位/    　6本/60本
●材質/          ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

オオヤマザクラ(L106)　　

VE-6906   　   \2,000(税抜)
●サイズ/ 　     全長106cm 花径1～4cm
●JANコード/　　 690605
●出荷単位/    　12本/72本
●材質/          ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

オオヤマザクラ（S)　　　　　　

VE-6576        \650(税抜)
●サイズ/ 　     全長58cm　花径1～4㎝ 
●カラー・JANコード/
　PI             657608
●出荷単位/    　24本/288本
●材質/          ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

チェリーブロッサム　

VE-4085   　   \2,600(税抜)
●サイズ/ 　     全長126cm 花径2～3cm
●カラー・JANコード/
　CR/PI          408507
  LA/PI          408514
●出荷単位/    　12本/72本
●材質/          ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄
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H/PICR/PI PICR

サンノウザクラ

VE-4034  　    \800(税抜)
●サイズ/ 　     全長77cm 花径3.5cm 
●カラー・JANコード/
　CR             403403
  PI             403410
●出荷単位/    　12本/240本
●材質/       ポリエステル・ポリエチレン・鉄

シダレオオヤマザクラ　　

VE-6506   　   \2,400(税抜)
●サイズ/ 　     全長133cm 花径1～4cm
●JANコード/　　 650609
●出荷単位/    　6本/96本
●材質/          ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

オオヤマザクラ

VE-6449   　   \1,100(税抜)
●サイズ/ 　     全長80cm  花径1～4cm
●JANコード/     
CR/PI            644905
H/PI             644912
●出荷単位/      12本/144本
●材質/       ポリエステル・ポリエチレン・鉄
  

シダレオオヤマザクラ（Ｍ）

VE-6639   　    \1,200(税抜)
●サイズ/ 　      全長116cm 花径1～4㎝
●カラー・JANコード/
　CR/PI           663906
●出荷単位/    　 12本/120本
●材質/        ポリエステル・ポリエチレン・鉄

シダレザクラミニ　　

VE-4086   　   \400(税抜)
●サイズ/ 　     全長38cm 花径0.5～3.5cm
●JANコード/　　 408606
●出荷単位/    　24本/576本
●材質/       ポリエステル・ポリエチレン・鉄
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コヒガンザクラ（Ｌ）　　

VE-6909   　   \2,200(税抜)
●サイズ/ 　     全長110cm 花径1～5cm
●JANコード/　　 690902
●出荷単位/    　12本/96本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

サクラブランチ

VE-6736   　    \2,000(税抜)
●サイズ/ 　      全長104cm 花径5㎝
●JANコード/　　　673608
●出荷単位/    　 6本/72本
●材質/　  　 　　ポリエステル
                  ポリエチレン・鉄

コヒガンザクラ（Ｍ）　　

VE-6908   　   \1,200(税抜)
●サイズ/ 　     全長90cm 花径1～5cm
●JANコード/　　 690803
●出荷単位/    　12本/168本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

サクラブランチ（Ｍ）

VA-2522        \900(税抜)
●サイズ/ 　     全長64cm 花径5cm 
●JANコード/　　 252209
●出荷単位/    　12本/96本
●材質/　　　　　ポリエステル・
                 ポリエチレン・鉄

オオモリザクラ

VA-2523        \1,000(税抜)
●サイズ/ 　     全長86cm 花径3～4cm 
●JANコード/　　 252308
●出荷単位/    　12本/216本
●材質/　　　　　ポリエステル・
                 ポリエチレン・鉄
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ヤエザクラブランチ(S)

VE-6730   　    \180(税抜)
●サイズ/ 　      全長28cm 花径2.5～6cm
●JANコード/      673004
●出荷単位/    　 48本/864本
●材質/　  　　　 ポリエステル
                  ポリエチレン・鉄　　　　　　　

サクラピック

VE-6734   　    \150(税抜)
●サイズ/ 　      全長19cm 花径1～3cm
●JANコード/      673400
●出荷単位/    　 12本/72本/1,080本　
●材質/　  　　 　ポリエステル
                  ポリエチレン・鉄　　　　　
 

ニューサクラブランチ（S）

VE-6729   　    \180(税抜)
●サイズ/ 　      全長34cm 花径4cm
●JANコード/      672908
●出荷単位/    　 48本/864本　　　
●材質/　  　　 　ポリエステル
                  ポリエチレン・鉄　　　
 

サクラピックｘ12F

VE-6733   　    \180(税抜)
●サイズ/ 　      全長25cm 花径1～3cm
●JANコード/      673301
●出荷単位/    　 48本/1,152本　
●材質/　  　　　 ポリエステル
                  ポリエチレン・鉄　　　　　

大輪桜ガーランド

VD-6234        \950(税抜)
●サイズ/ 　     全長180cm  花径5～6cm
●JANコード/     626871
●出荷単位/    　12本/240本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

ブロッサムバンドル　

VE-4103   　   \400(税抜)
●サイズ/ 　     全長25cm 花径4～5cm
●JANコード/　　 410302
●出荷単位/    　12束/540束
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・紙・鉄

オオヤマザクラガーランド　　

VE-4084   　   \1,800(税抜)
●サイズ/ 　     全長113cm 花径3～4cm
●JANコード/　　 408408
●出荷単位/    　12本/120本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

サクラガーランド

VD-6763   　    \1,500(税抜)
●サイズ/ 　      全長160cm 花径3～4cm
●JANコード/      676302
●出荷単位/    　 6本/144本
●材質/　  　　 　ポリエステル
                  ポリエチレン・鉄　　　　　

桜バンドル(8本束)

VF-6731   　    \220(税抜)
●サイズ/ 　      全長26cm 花径1～4.5cm
●JANコード/      673103
●出荷単位/    　 36束/576束
●材質/　  　　　 ポリエステル
                  ポリエチレン・紙・鉄　　　　
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モモ　

VE-6637   　    \200(税抜)
●サイズ/ 　      全長38cm 花径1～3cm
●JANコード/      663708
●出荷単位/    　 36本/720本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

桜大枝

VF-6405      　\1,300(税抜)
●サイズ/ 　     全長110cm　花径4～5cm
●JANコード/     640501
●出荷単位/      12本/96本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄
  

大輪中枝桜

VD-6233   　   \680(税抜)
●サイズ/ 　     全長79cm  花径5～6cm
●JANコード/     626864
●出荷単位/    　12本/360本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄
  

サクラ　

VF-6635   　    \220(税抜)
●サイズ/ 　      全長69cm 花径1～4cm
●JANコード/      663500
●出荷単位/    　 36本/576本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄　　　　　

アーモンドブロッサム　　

VE-6905   　   \2,000(税抜)
●サイズ/ 　     全長117cm 花径1～4cm
●JANコード/　　 690506
●出荷単位/    　12本/72本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

H/P
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PE PI RE

カーネーションピック　

VE-4033  　    \120(税抜)
●サイズ/ 　     全長25cm 花径7cm
●カラー・JANコード/
PI               403304　
RE               403311
●出荷単位/    　36本/720本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

PI

カーネーションスプレー　

VE-6818    　  \350(税抜)
●サイズ/ 　     全長62cm 花径5～7cm
●カラー・JANコード/
  PE　　　　　　　681801
　PI　　　　　　　681818
　RE              681825   
●出荷単位/    　24本/288本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

カーネーション

VE-4106   　   \150(税抜)
●サイズ/ 　     全長40cm 花径6cm
●カラー・JANコード/
　CR/PI          410609
  PI             410616
  RE             410623
●出荷単位/    　36本/576本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

RECR/PI

RE

PI

カーネーション　(2月上旬入荷）

VT-R384   　   \180(税抜)
●サイズ/ 　     全長60cm 花径10cm  
●カラー・JANコード/
　LT/YE          738406
  PI             738413
  SA             738420
  WH             738437
●出荷単位/    　24本/432本
●材質/　　　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄
                 

NEWNEW

LT/YE PI SA WH
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アサガオ　

VF-4038  　    \180(税抜)
●サイズ/ 　     全長74cm 花径10cm 
●カラー・JANコード/
　BL             403809
  BTY            403816
  PU             403823
●出荷単位/    　36本/432本
●材質/　　　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

BTY

PU

BL

アサガオガーランドｘ８F

VF-6250  　    \600(税抜)
●サイズ/ 　     全長180cm  花径9cm
●カラー・JANコード/
  BTY            627373
  BL             627380
  LA             627397 
●出荷単位/      12本/144本
●材質/　　　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄
  

BL

BTY LA

ベルテッセン　

VE-6917   　   \600(税抜)
●サイズ/ 　     全長54cm 花径6～8cm 
●カラー・JANコード/
　LA             691701
  PU             691718
  WH             691725
●出荷単位/    　12本/192本
●材質/　　　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

LA WH

クレマチス　

VE-4125   　   \800(税抜)
●サイズ/ 　     全長82cm 花径11～13cm  
●カラー・JANコード/
　LA             412504
  LT/LI          412511
  WH             412528
●出荷単位/    　12本/168本
●材質/　　　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄
                 

NEWNEW

LA LT/LI WH
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LT/LALA

ライラック（Ｌ）　

VD-4075   　   \780(税抜)
●サイズ/ 　     全長85cm 花房20cm
●カラー・JANコード/
　CR             407500
  LA             407517
  LT/LA          407524
●出荷単位/    　12本/168本
●材質/　　　　　ポリエステル・ポリエチレン・鉄CR

DK/BL PU

LT/LA

CR

LA

ウィステリア　

VE-4104   　   \800(税抜)
●サイズ/ 　     全長55cm 花房2.5～4.5cm
●カラー・JANコード/
　BL             410401
  LA             410418
●出荷単位/    　12本/192本
●材質/　　　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

ウィステリアロング　

VE-4105   　   \1,000(税抜)
●サイズ/ 　     全長97cm 花房2～3cm
●カラー・JANコード/
　BL             410500
  LA             410517
●出荷単位/    　6本/144本
●材質/　　　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

BL

BL

LA

LA

ライラック（Ｓ）　

VD-4074   　   \500(税抜)
●サイズ/ 　     全長54cm 花房14cm 
●カラー・JANコード/
　CR             407401
  LA             407418
  LT/LA          407425
  DK/BL　 　　　 407432(新色)
  PU   　 　　　 407449(新色)
●出荷単位/    　12本/216本
●材質/　　　　　ポリエステル・ポリエチレン・鉄

NEW COLOR NEW COLOR
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BL

GR PILI CR

BL

CR

GR

LA

BL CR GR PI

BL

PI PU WH

ハイドレンジャスプレー　

VD-6798    　  \700(税抜)
●サイズ/ 　     全長46cm 花径18cm
●カラー・JANコード/
  BL             679808
  CR             679815
  GR             679822
  PI             679839
●出荷単位/    　12本/240本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

ハイドレンジャ　

VD-6774    　  \300(税抜)
●サイズ/ 　     全長34cm 花径13cm
●カラー・JANコード/
  BL             677408
　GR             677415
  LI             677422
  PI             677439
  CR             677446  
●出荷単位/    　24本/360本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

ハイドレンジャスプレー　

VE-6820    　  \600(税抜)
●サイズ/ 　     全長57cm 花径12cm
●カラー・JANコード/  
  BL             682006
  CR             682013
  GR             682020
  LA             682037   
●出荷単位/    　12本/192本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

セイヨウアジサイスプレー

VT-R373   　   \1,000(税抜)
●サイズ/ 　     全長67cm 花径20cm
●カラー・JANコード/
　BL             737300
  PI             737317
  PU             737324
  WH             737331
●出荷単位/    　6本/96本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄
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BL CR

GR/BL

GR

LA 2T/PI

BL GR WH

LA/GR PI BTY DK/BL LT/GR

CR/BL LA

WINE

PE

H/P PI/CR

 CR LA PU/GR

BL

LA

CR

YE/GR

ハイドランジアバンドル

VE-4017  　    \150(税抜)
●サイズ/ 　     全長16cm  花房9cm
●カラー・JANコード/
　BL             401706　※
  CR             401713　※
　LA  　　　　 　401720　※
  YE/GR          401737　※
●出荷単位/    　24束/72束/864束
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

ニューハイドレンジャピック　 

VE-6770        \180(税抜)
●サイズ/ 　     全長13cm  花房9cm
●カラー・JANコード/
  BL           　677002　※     GR/BL      677033  ※
  CR             677019         LA         677040　※        
  GR             677026         PE         677057                       
                                2T/PI      677064      
●出荷単位/    　24本/768本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

  

ハイドランジアピック

VE-4018  　    \400(税抜)
●サイズ/ 　     全長18cm 花房12cm 
●カラー・JANコード/
　CR             401812　※
　H/P  　 　　 　401829　※
  LA             401836　※
　PI/CR          401843　※
  PU/GR          401850　※
●出荷単位/    　24本/432本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

ハイドレンジャショートステム　　

VE-6827     　 \280(税抜)
●サイズ/ 　     全長25cm 花房10cm
●カラー・JANコード/
  BL      682709         GR      682723         WH      682747         CR/BL   682761 ※      LA      682785         PE      068206
  LA/GR   682716         PI      682730         BTY     682754 ※      DK/BL   682778         LT/GR   682792 ※      WINE    068213　※ 
●出荷単位/    　24本/288本   ●材質/　  　　　ポリエステル・ポリエチレン・鉄               
    
           　　　　　　　　　　　　
  

PE
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ラベンダーMIXバンドル　

VT-2088   　    \1,000(税抜)
●サイズ/ 　      全長29㎝
●JANコード/      208800　
●出荷単位/    　 12束/192束
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄　　

ラベンダーバンドル　

VE-4020   　   \400(税抜)
●サイズ/ 　     全長40cm 花穂4.5cm
●カラー・JANコード/
　CR             402000
  LA             402017
●出荷単位/    　24束/288束
●材質/　  　　　ポリエチレン・紙・鉄

CR LA

ラベンダーリース　　

VD-4082   　   \2,500(税抜)
●サイズ/ 　     直径31cm 花房6～7cm
●JANコード/　　 408200
●出荷単位/    　6個/36個
●材質/　  　　　ポリエチレン
　　　　　　　　 自然素材・鉄

ラベンダーハンギング

VD-4095   　   \800(税抜)
●サイズ/ 　     全長24cm 
●JANコード/　　 409504
●出荷単位/    　6本/36本/432本
●材質/　  　　　ポリエチレン
                 自然素材・鉄

ラベンダーブロッサムハンギング

VD-4096   　   \800(税抜)
●サイズ/ 　     全長26cm 
●JANコード/　　 409603
●出荷単位/    　6本/36本/432本
●材質/　  　　　ポリエチレン
                 自然素材・鉄

ラベンダーブッシュ　(2月上旬入荷）　

VT-R387        \800(税抜)
●サイズ/ 　     全長45cm  
●JANコード/　　 738703
●出荷単位/    　12本/216本
●材質/　　　　　ポリエチレン・鉄

NEWNEW
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メーカーJANコード：4951614

ラベンダーピック　

VE-6821    　  \260(税抜)
●サイズ/ 　     全長28cm 花穂9cm
●カラー/・JANコード/
  BL　　　　　　 682105
  LA             682112   
●出荷単位/    　24束/432束
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・紙・鉄　　

NEWラベンダー　

VD-6880   　   \240(税抜)
●サイズ/ 　     全長34cm
●カラー・JANコード/
　CR             688008
  LA             688015
　PI   　　　  　688022
　PU             688039
●出荷単位/    　36本/144本/1,152本
●材質/　  　　　ポリエチレン・鉄

ラベンダーバンドル　

VE-6778   　   \530(税抜)
●サイズ/ 　     全長34cm 花穂7cm
●JANコード/     677804
●出荷単位/    　24束/576束
●材質/　  　　　布・ポリエステル
　　　　　　　　 ポリエチレン・鉄　

CR LA PUPI

LABL

BL/LA PU

WHGR

ラベンダーブッシュ

VA-2506   　   \450(税抜)
●サイズ/ 　     全長36cm  
●カラー・JANコード/
　BL/LA          250601
  PU             250618
●出荷単位/    　24本/288本
●材質/　　　　　ポリエチレン・鉄
                 

ラベンダースプレー

VE-4117   　   \180(税抜)
●サイズ/ 　     全長47cm
●カラー・JANコード/
　GR             411705
  LA             411712
  WH             411729
●出荷単位/    　24本/576本
●材質/　　　　　ポリエチレン・鉄
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ニューサンフラワー（L）

VT-1817    　  \1,300(税抜)
●サイズ/ 　     全長100cm  花径21cm
●JANコード/     181707
●出荷単位/      12本/120本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄　　
  

ジャンボサンフラワー

VT-1835    　  \2,500(税抜)
●サイズ/ 　     全長120cm  花径30cm
●JANコード/     183503
●出荷単位/      12本/48本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄
  

スーパージャンボサンフラワー

VT-1994       \4,500(税抜)
●サイズ/ 　     全長180cm　花径35cm
●JANコード/　　 199405
●出荷単位/    　6本/24本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

サンフラワーx3　

VT-2079   　    \1,000(税抜)
●サイズ/ 　      全長90cm 花径8～14cm
●JANコード/      207902
●出荷単位/    　 12本/96本
●材質/　  　　　 ポリエステル
                  ポリエチレン・鉄　
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サンフラワー　

VT-2078   　    \850(税抜)
●サイズ/ 　      全長77cm 花径16cm
●JANコード/      207803
●出荷単位/    　 12本/144本
●材質/　  　　　 ポリエステル
                  ポリエチレン・鉄　　
　　　　　　　

サンフラワー　

VT-2077   　    \480(税抜)
●サイズ/ 　      全長66cm 花径11cm
●JANコード/      207704
●出荷単位/    　 24本/288本
●材質/　  　　　 ポリエステル
                  ポリエチレン・鉄　　　　　　　　

ロングリップサンフラワー（Ｌ）　　

VT-R364   　   \1,600(税抜)
●サイズ/ 　     全長87cm 花径15cm 
●JANコード/　　 736402
●出荷単位/    　6本/48本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄　　

ロングリップサンフラワー（Ｍ）　　

VT-R365   　   \700(税抜)
●サイズ/ 　     全長71cm 花径13cm 
●JANコード/　　 736501
●出荷単位/    　12本/144本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄　

ソラヤサンフラワー（Ｍ）　　

VE-6937   　   \600(税抜)
●サイズ/ 　     全長58cm 花径15cm
●JANコード/　　 693705
●出荷単位/    　12本/144本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄　

ソラヤサンフラワー（Ｌ）　　

VE-6938   　   \1,200(税抜)
●サイズ/ 　     全長68cm 花径12～15cm
●JANコード/　　 693804
●出荷単位/    　12本/120本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄　

ソラヤサンフラワー（ＬＬ）　　

VE-6939   　   \1,800(税抜)
●サイズ/ 　     全長90cm 花径15cm
●JANコード/　　 693903
●出荷単位/    　6本/60本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄　　



  17

サンフラワーブッシュ x 7F 　

VT-2075   　    \2,800(税抜)
●サイズ/ 　      全長44cm 花径8～14cm
●JANコード/      207506
●出荷単位/    　 6本/48本　　
●材質/　  　　　 ポリエステル
                  ポリエチレン・鉄　

サンフラワーブッシュ×9Ｆ　

VT-2047  　  　\2,000(税抜)
●サイズ/ 　     全長42cm　花径8～11㎝
●JANコード/  　 204703
●出荷単位/    　6本/96本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄　

ニューサンフラワー（S）

VT-2045  　  　\580(税抜)
●サイズ/ 　     全長45cm　花径12㎝
●JANコード/  　 204505
●出荷単位/    　12本/144本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄　

ニューサンフラワー         

VF-6459    　  \180(税抜)
●サイズ/ 　     全長61cm　花径14cm
●JANコード/     645902
●出荷単位/      36本/576本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄　
  

ニューサンフラワースプレー×6F

VF-6647   　    \220(税抜)
●サイズ/ 　      全長50cm 花径7cm
●JANコード/      664705
●出荷単位/    　 36本/576本　　
●材質/　  　　　 ポリエステル
                  ポリエチレン・鉄　

サンフラワーバイン

VD-6141    　  \600(税抜)
●サイズ/ 　     全長33cm  花径5.5cm
●JANコード/     620374
●出荷単位/      24本/288本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄　  
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サンフラワーリース　　

VT-2136   　   \1,600(税抜)
●サイズ/ 　     直径30cm 花径5～8cm 
●JANコード/　　 213606
●出荷単位/    　6個/60個
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン

ニューサンフラワーピック　　

VT-2081   　    \180(税抜)
●サイズ/ 　      全長17㎝　花径8cm
●JANコード/      208107
●出荷単位/    　 36本/864本　　
●材質/　  　　　 ポリエステル
                  ポリエチレン・鉄　　　　

 

サンフラワーＭＩＸピック

VE-4101   　   \450(税抜)
●サイズ/ 　     全長30cm 花径4～5cm
●JANコード/　　 410104
●出荷単位/    　12本/432本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄　

サンフラワーＭＩＸピック

VT-2150   　   \180(税抜)
●サイズ/ 　     全長17cm 花径4.5cm
●JANコード/　　 215006
●出荷単位/    　36本/720本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄　

サンフラワーMIXピック　　

VT-2126   　   \220(税抜)
●サイズ/ 　     全長17cm 花径4.5～8cm
●JANコード/　　 212609
●出荷単位/    　36本/720本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄　

サンフラワーピックバンドル　

VE-6837    　  \250(税抜)
●サイズ/ 　     全長12cm 花径4.5cm
●JANコード/　　 683706
●出荷単位/    　24束/576束
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・紙・鉄

サンフラワーミックスリース　　

VE-6759   　    \2,300(税抜)
●サイズ/ 　      直径30㎝
●JANコード/      675909
●出荷単位/    　 6個/60個　
●材質/　  　　　 ポリエステル
                  ポリエチレン　　

 

サンフラワー＆ブバリアピック　　

VT-2127   　   \220(税抜)
●サイズ/ 　     全長17cm 花径5cm
●JANコード/　　 212708
●出荷単位/    　36本/720本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄　
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ニューサンフラワーブッシュ×７

VT-1992        \600(税抜)
●サイズ/ 　     全長35cm　花径9cm
●JANコード/　　 199207
●出荷単位/    　12本/144本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄　

サンフラワーブッシュ

VE-4100   　   \700(税抜)
●サイズ/ 　     全長30cm 花径5cm
●JANコード/　　 410005
●出荷単位/    　12本/216本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄　

サンフラワーブッシュ

VE-4099   　   \350(税抜)
●サイズ/ 　     全長32cm 花径9cm
●JANコード/　　 409900
●出荷単位/    　24本/240本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄　

サンフラワーミックスブッシュ

VE-6537     　 \1,100(税抜)
●サイズ/ 　     全長25cm　花径4～10cm　
●JANコード/　　 653709
●出荷単位/    　12本/144本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄　

ミニサンフラワーミックスブッシュ

VE-6536     　 \700(税抜)
●サイズ/ 　     全長22cm　花径2～4cm　
●JANコード/　　 653600
●出荷単位/    　24本/192本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄　

サンフラワーＭＩＸバンドル

VT-2151   　   \300(税抜)
●サイズ/ 　     全長17cm 花径4.5cm
●JANコード/　　 215105
●出荷単位/    　12束/432束
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・紙・鉄　

サンフラワー＆ベリーブッシュ　　

VT-2125   　   \800(税抜)
●サイズ/ 　     全長20cm 花径5～8.5cm
●JANコード/　　 212500
●出荷単位/    　12本/216本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・紙・鉄　

サンフラワーピックバンドル　

VF-6757   　    \180(税抜)
●サイズ/ 　      全長23㎝　花径3～6cm
●JANコード/      675701
●出荷単位/    　 36束/432束
●材質/　  　　　 ポリエステル
                  ポリエチレン・紙・鉄　　　　　　　　
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ハイビスカスピック　　

VE-6663   　   \180(税抜)
●サイズ/ 　     全長24cm　花径9㎝
●カラー・JANコード/
　PI             666303
  RE             666310
　YE   　　　　　666327
●出荷単位/    　36本/432本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄　　　　　

ハイビスカス×３　

VE-6915  　    \180(税抜)
●サイズ/ 　     全長61cm 花径9cm
●カラー・JANコード/
　RE　　　　　 　691527
●出荷単位/    　36本/648本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄　

RE

PI

YE

RE

PI

サンフラワーガーランドx11　　　

VF-6758   　    \1,400(税抜)
●サイズ/ 　      全長180㎝　花径9～14cm
●JANコード/      675800
●出荷単位/    　 6本/96本　
●材質/　  　　　 ポリエステル
                  ポリエチレン・鉄　　　

 

ミニサンフラワーガーランド 

VF-6466     　 \1,000(税抜)
●サイズ/ 　     全長180cm　花径5cm
●JANコード/     646602
●出荷単位/      12本/144本
●材質/　  　　　ポリエステル 
                 ポリエチレン・鉄　
  

ニューサンフラワーガーランド×8F

VF-6465    　  \850(税抜)
●サイズ/ 　     全長180cm　花径10cm
●JANコード/     646503
●出荷単位/      12本/120本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄　
  

ハイビスカスガーランド×７F

VF-6251     　 \780(税抜)
●サイズ/ 　     全長180cm  花径12cm
●カラー・JANコード/
  YE             627427
  PI             627410 
●出荷単位/      12本/144本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄　
  

YE
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アンスリウムブッシュ　

VEG-5268   　  \1,800(税抜)
●サイズ/ 　     全長53cm 葉長12㎝
●JANコード/　　 526805
●出荷単位/    　6本/96本
●材質/　  　　　ポリエチレン・鉄　

　　　　　

YEOR

RE WH/GR

ピンクッション

VE-4110   　   \700(税抜)
●サイズ/ 　     全長55cm 花径11cm
●カラー・JANコード/
　OR             411002
  RE             411019
  YE             411026
●出荷単位/    　6本/120本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄　

RE

PI/GR

アンスリウム　

VT-R341  　    \480(税抜)
●サイズ/ 　     全長70cm 花径18cm
●カラー・JANコード/
　PI/GR          734101
  RE             734118
　WH/GR　　　  　734125
●出荷単位/    　12本/216本
●材質/　  　　　ポリエチレン・鉄　
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ピンクッション　

VE-6918   　   \350(税抜)
●サイズ/ 　     全長46cm 花径9cm
●カラー・JANコード/
　GR             691800
  OR             691817
●出荷単位/    　12本/144本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄　

ピンクッションブーケ　

VT-2064   　   \3,000(税抜)
●サイズ/ 　     全長32cm 花径6～10cm
●カラー・JANコード/
　GR             206400
  RE/YE          206417
●出荷単位/    　6束/48束
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・紙・鉄　

GR RE/YE

バンクシア

VE-4109   　   \800(税抜)
●サイズ/ 　     全長64cm 花径11cm
●カラー・JANコード/
　GR             410906
  RE             410913
●出荷単位/    　6本/144本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄　

GR OR

GR RE
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PI

RE

WH

YEガーデンローズ

VA-2500   　   \2,500(税抜)
●サイズ/ 　     全長105cm 花径2～10cm  
●カラー・JANコード/
　PI             250007
  RE             250014
  WH             250021
  YE             250038
●出荷単位/    　6本/48本
●材質/　　　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄
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PI

エリーローズ　

VT-R352    　  \380(税抜)
●サイズ/ 　     全長51cm 花径9cm
●カラー・JANコード/
　BE             735207   BL          735214
　PI   　　　  　735221   RE          735238
●出荷単位/    　24本/288本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄　

エリーローズバット　

VT-R353    　  \300(税抜)
●サイズ/ 　     全長51cm 花径5cm
●カラー・JANコード/
　BE         　  735306   BL      735313
　PI   　　   　 735320   RE      735337
●出荷単位/   24本/288本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄　

BE BL RE

BE BL PI RE

シングルダイアナローズ

VT-R289   　   \800(税抜)
●サイズ/ 　     全長68cm 花径10cm
●カラー・JANコード/
　CR/WH     　 　728926　※
●出荷単位/    　12本/216本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄　

CR/WH



BTY
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スプレーウィットローズ

VA-2501   　   \580(税抜)
●サイズ/ 　     全長41cm 花径1～4.5cm
●カラー・JANコード/
　CR             250106
  LA             250113
  LT/BL          250120
  PE             250137
  PU             250144
  RE             250151
●出荷単位/    　24本/288本
●材質/　　　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

ニューミニローズピック

VE-6615     　 \250(税抜)
●サイズ/ 　     全長30cm  花径2～4cm
●カラー・JANコード/
  BTY    661506
  CR　   661513
  LA     661520　※
  PE     661537
  PI　   661544　※
  PU     661551
  RE     661568
  SO/PI  661575
  YE     661582
●出荷単位/    　36本/576本                                     
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄    
           

  

PI

PECR LA

PU SO/PI YE

CR LT/BL

PE

LA

PU RE
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ミディアムローズスプレー　　

VE-6826     　 \480(税抜)
●サイズ/ 　     全長44cm  花径2～6cm
●カラー・JANコード/
  CO          682600              
  LI          682617                 
  PI   　     682624
  RO/PI       682631 
  WH          682648 
  GR　※      682655
  MA          682662 
  OR　※　  　682679 
  YE          682686                 
  BE          682693
  RE          682549
●出荷単位/   24本/432本    
●材質/　   　ポリエステル
              ポリエチレン・鉄             
    
           　　　　　　　　　　　　
  

カールローズスプレー　

VE-6988    　  \480(税抜)
●サイズ/ 　     全長38cm 花径2～4cm 
●カラー・JANコード/
　CR             698809
  LA             698816
　LT/PI   　　　 698823
　OR             698830　※
  RE             698847
  YE             698854
●出荷単位/    　24本/288本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

CO LI PI RO/PI WH GR

MA OR YE BE RE

CR LA LT/PI

OR RE YE



RE
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ニューエリザローズ　　

VE-6722     　 \180(税抜)
●サイズ/ 　     全長40cm  花径8cm
●カラー・JANコード/
  BL             672205 
  BTY            672212 
  CR   　        672229
  LA             672243　※
  LT/GR          672250
  LT/PI          672267
  PE             672281
  PU             672298
  RE             672304
  YE             672311
  OR             672328
  DK/BL          672335
  LT/BL          672342
●出荷単位/    　36本/576本                 
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄   
           　　　　　　　　　　　　
  

エディスローズ　

VT-R318    　  \180(税抜)
●サイズ/ 　     全長53cm 花径8cm
●カラー・JANコード/
  PI             731803　※       
  MA             731810
  OR             731827
  RE             731834
  SA             731841
  WH             731858
  YE             731865
●出荷単位/    　24本/432本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄 

PI MA OR

SA WH YE

BL BTY CR LA

LT/GR LT/PI PE PU

RE YE OR DK/BL LT/BL
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ミニローズスプレー　

VE-6903   　   \200(税抜)
●サイズ/ 　     全長45cm 花径4.5～6cm
●カラー・JANコード/
　BTY            690308
  CR             690315
　PI　　　　　 　690322
　RE             690339
  YE　 　　　    690346
●出荷単位/    　48本/960本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

カスミ＆ローズ　

VE-6841   　   \200(税抜)
●サイズ/ 　     全長54cm 花径1.5～6cm
●カラー・JANコード/
　BL             684109　※
  PI             684116
　RE　　　　　 　684123
　WH             684130
  YE　 　　　    684147
●出荷単位/    　48本/768本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

BL PI

RE WH YE

BTY CR PI RE YE

ドレスローズ　　

VE-6745   　   \240(税抜)
●サイズ/ 　     全長35cm 花径4～6cm
●カラー・JANコード/
　BTY            674506　※
  LT/MA          674513　※
　WH             674537　※
　YE             674544　※
●出荷単位/    　24本/432本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

YEWHLT/MABTY
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ミディアムベルベットローズ　

VE-6969  　    \900(税抜)
●サイズ/ 　     全長76cm 花径12cm
●カラー・JANコード/
　PI             696904　※
　WH　　　　　 　696928　※
●出荷単位/    　12本/120本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

ベルベットローズ

VE-6793    　  \650(税抜)
●サイズ/ 　     全長55cm 花径8cm
●カラー・JANコード/        
　RE　　　　　　 679303
  WH             679310   
●出荷単位/    　12本/216本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

ベルベットローズガーランド

VE-6426   　   \2,400(税抜)
●サイズ/ 　     全長180cm  花径7～10cm
●カラー・JANコード/
  RE             642604
　WH             642611
●出荷単位/      6本/96本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

RE WHPI

WHPI

RE WH

RE WH

ラージベルベットローズ　

VE-6968  　    \1,400(税抜)
●サイズ/ 　     全長70cm 花径17cm
●カラー・JANコード/
　PI             696805
  RE             696812
　WH　　　　　 　696829
●出荷単位/    　6本/48本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄
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ベルベットローズ　

VD-6812    　  \180(税抜)
●サイズ/ 　     全長56cm 花径10cm
●カラー・JANコード/        
　RE　　　　　　 681207
  WH             681214   
●出荷単位/    　36本/432本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄ベルベットローズスプレー　　

VD-6897   　   \1,300(税抜)
●サイズ/ 　     全長77cm 花径2～10cm
●JANコード/　　 689708
●出荷単位/    　6本/120本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

ベルベットローズブッシュ

VE-6427   　   \950(税抜)
●サイズ/ 　     全長24cm  花径10cm
●カラー・JANコード/
  RE             642703
　WH             642710
●出荷単位/      6本/144本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄
  

WH

RE WH

RE WH

RE

ベルベットローズブッシュ　

VE-6971  　    \2,000(税抜)
●サイズ/ 　     全長45cm 花径9cm
●カラー・JANコード/
　RE             697109
  WH             697116
●出荷単位/    　6本/72本
●材質/　　　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄
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OR YE

WH

PU

ジャンボガーベラ　   　　

VE-6768   　   \1,400(税抜)
●サイズ/ 　     全長108cm 花径29cm
●カラー・JANコード/
　OR             676807
  PI             676814
　PU　　　　　 　676821
　WH             676838
　YE             676845
●出荷単位/    　6本/72本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄
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CO OR PE PI WH YE

PI

OR

CR YELT/GR MA

2T/MABE

LA

BTY LT/LA

アクアガーベラ

VT-R276   　   \280(税抜)
●サイズ/ 　     全長63cm 花径12cm 
●カラー・JANコード/
  CO             727646
　OR             727653 
  PE   　　      727608
  PI             727615
  WH             727622
  YE             727639 
●出荷単位/    　24本/240本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

LT/BLDK/BL

ミニガーベラ　

VT-2060      \150(税抜)
●サイズ/      全長48cm 花径7cm
●カラー・JANコード/ 
  CR      206004         LT/GR   206059         YE      206035         PI      206028         MA      206066         LA      206097 ※         
  BE      206073 ※      OR      206011         BTY     206165         LT/LA   206172         2T/MA   206158 ※      DK/BL   206189 ※      LT/BL   206196　※       
●出荷単位/    36本/864本 
●材質/　      ポリエステル・ポリエチレン・鉄              
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ラナンキュラススプレー　

VE-6819    　  \400(税抜)
●サイズ/ 　     全長50cm 花径9cm
●カラー・JANコード/
  CR             681900
  PI             681917
  PU             681924
  YE             681931
●出荷単位/    　12本/192本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

スノーボールスプレー 　

VE-6739   　   \600(税抜)
●サイズ/ 　     全長60cm 花房5～8cm
●カラー・JANコード/
　CR             673905
  GR             673912
●出荷単位/    　24本/432本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

GR

CR PI PU YE

LA PI WHLT/PI

アネモネ　

VE-4113   　   \300(税抜)
●サイズ/ 　     全長35cm 花径9cm
●カラー・JANコード/
　LA             411309　※
  LT/PI          411316　※
  PI             411323　※
  WH             411330　※
●出荷単位/    　24本/432本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

CR
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PU

クリスマスローズ　

VD-6800    　  \400(税抜)
●サイズ/ 　     全長54cm 花径2.5～9cm
●カラー・JANコード/
  CR             680002
  GR/MA          680026　※
  PU             680033　※
●出荷単位/    　24本/360本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

CR GR PI

CR GR/MA

クリスマスローズピック

VE-6999  　    \380(税抜)
●サイズ/ 　     全長25cm 花径2～9cm 
●カラー・JANコード/
　CR             699905　※
  GR             699912　※
　PI  　　　　 　699929　※
●出荷単位/    　12本/288本
●材質/　  　　　ポリエステル
                ポリエチレン・鉄

　※

カーネーション　(2月上旬入荷）

VT-R384   　   \180(税抜)
●サイズ/ 　     全長60cm 花径10cm  
●カラー・JANコード/
　LT/YE          738406
  PI             738413
  SA             738420
  WH             738437
●出荷単位/    　24本/432本
●材質/　　　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄
                 

NEWNEW

LT/YE PI SA WH

  34
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コーンフラワー　

VT-R337  　    \700(税抜)
●サイズ/ 　     全長73cm 花径8～10cm
●カラー・JANコード/
　DK/PU          733708
  LA             733715
　PI　　　　　 　733722
●出荷単位/    　12本/192本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

DK/PU LA

マムスプレー

VT-R367    　  \800(税抜)
●サイズ/ 　     全長67cm 花径12cm
●カラー・JANコード/
　GO/BR          736709
  LT/YE          736716
  PU             736723
  RE             736730
●出荷単位/    　12本/144本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

PI

シングルダリア　(3月下旬入荷）

VD-4133   　   \700(税抜)
●サイズ/ 　     全長60cm 花径9cm  
●カラー・JANコード/
　MA             413303
  OR             413310
  PI             413327
  RE             413334
  WH             413341
●出荷単位/    　12本/192本
●材質/　　　　　ポリエステル
　　　　　　　　 ポリエチレン・鉄
                 

NEWNEW

MA OR PI RE WH
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ダリアＸ2　　　

VD-6742   　   \580(税抜)
●サイズ/ 　     全長65cm 花径12～14cm
●カラー・JANコード/
　CR/GR          674209
  LA             674216
　WH/PU　　　  　674223
●出荷単位/    　12本/144本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

WH/PUCR/GR LA

エバーブルーミングマム　(2月上旬入荷）

VT-R385   　   \580(税抜)
●サイズ/ 　     全長69cm 花径15cm  
●カラー・JANコード/
  WH             738505
  YE             738512
●出荷単位/    　12本/192本
●材質/　　　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄
                 

NEWNEW

WH YE

ミニアザミピック　(4月上旬入荷）

VT-2155   　   \220(税抜)
●サイズ/ 　     全長39cm 花径2.5～3.5cm  
●カラー・JANコード/
  BUR            215501
　LA             215518
  PE             215525
  WH             215532
●出荷単位/    　36本/720本
●材質/　　　　　ポリエチレン・鉄
                 

NEWNEW

BUR LA PE WH
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LIME

ラージデルフィニュウム  　

VF-6508   　   \850(税抜)
●サイズ/ 　     全長96cm　花径3～7cm 
●カラー・JANコード/
  BL             650807
  BTY            650814 
　CR　 　　      650821
　LIME　　　　　 650838　
　PU　　　　　   650845
●出荷単位/    　6本/120本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

BTY PUCR

GR PUPICR

デルフィニューム　

VE-6816    　  \580(税抜)
●サイズ/ 　     全長68cm 花径5～7cm
●カラー・JANコード/
  CR             681603
  GR             681610
  PI             681627
  PU             681634
●出荷単位/    　12本/144本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

BL

ミニブロッサムスプレー

VD-4083   　   \550(税抜)
●サイズ/ 　     全長38cm 
●カラー・JANコード/
　CR             408309
  GR             408316
  LA             408323
●出荷単位/    　24本/240本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

CR GR LA



  38

2021 The Artificial Flower Catalog VOL.51

メーカーJANコード：4951614

BL

ベルテッセン

VE-6917   　   \600(税抜)
●サイズ/ 　     全長54cm 花径6～8cm 
●カラー・JANコード/
　LA             691701
  PU             691718
  WH             691725
●出荷単位/    　12本/192本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

LA PU WH

デルフィニウム　

VE-4070   　   \450(税抜)
●サイズ/ 　     全長70cm 花径3～4cm
●カラー・JANコード/
　BL             407005　※
  CR             407012　※
●出荷単位/    　12本/168本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

CR

WHLAGR

ラベンダースプレー

VE-4117   　   \180(税抜)
●サイズ/ 　     全長47cm
●カラー・JANコード/
　GR             411705
  LA             411712
  WH             411729
●出荷単位/    　24本/576本
●材質/　　　　　ポリエチレン・鉄
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BL

CR

ベロニカスプレー　

VT-1983  　    \450(税抜)
●サイズ/ 　     全長71cm 花穂2～3.5cm
●カラー・JANコード/
　CR             198309
  PU             198316
　BL/LA　　　　　198323
●出荷単位/    　24本/360本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

GR

WI

アキレギア

VE-6914  　    \1,000(税抜)
●サイズ/ 　     全長73cm 花径4～6cm
●カラー・JANコード/
　CR             691404　※
　WI　　　　　 　691428　※
●出荷単位/    　12本/144本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

アガスターシェ

VE-6995  　    \800(税抜)
●サイズ/ 　     全長55cm 花穂5cm 
●カラー・JANコード/
　BL             699509
  GR             699516
●出荷単位/    　12本/192本
●材質/　  　　　ポリエステル 
                 ポリエチレン・鉄

BL/LAPUCR

ライスフラワー

VT-R368    　  \380(税抜)
●サイズ/ 　     全長65cm
●カラー・JANコード/
　CR             736808　※
●出荷単位/    　24本/432本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

CR
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アスチルベスプレー

VEG-5551  　   \900(税抜)
●サイズ/ 　     全長70cm 花穂12cm  
●カラー・JANコード/
　CR             555102
  GR             555119
  PI             555126
  PU             555133
  YE             555140
●出荷単位/    　12本/192本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

CR

GR

PI

PU

YE

CR YEBTY

センニチコウ　(4月上旬入荷）

VE-4129   　   \600(税抜)
●サイズ/ 　     全長68cm 花径1～2cm  
●カラー・JANコード/
　BTY            412900
  PU/RE          412917
●出荷単位/    　12本/192本
●材質/　　　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄
                 

NEWNEW

BTY PU/RE

ワイルドミニフラワー

VE-4072    　  \800(税抜)
●サイズ/ 　     全長108cm 花径2～3cm
●カラー・JANコード/
　BTY            407203　※
  CR             407210　※
　YE             407227　※
●出荷単位/    　12本/192本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄
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YE

スパイダーフラワー

VE-4071    　  \180(税抜)
●サイズ/ 　     全長50cm 花径4cm
●カラー・JANコード/
　CR             407104
  PI             407111
　RE             407128
  YE             407135
●出荷単位/    　24本/432本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

CR PI RE

ワイルドアリウム　(4月上旬入荷）

VE-4128   　   \580(税抜)
●サイズ/ 　     全長64cm 花径6～7cm  
●カラー・JANコード/
　CR             412801
  BR             412818
  LA             412825
●出荷単位/    　12本/240本
●材質/　　　　　ポリエチレン・鉄
                 

NEWNEW

CR LABR

レースフラワー　(2月上旬入荷）

VT-R386   　   \680(税抜)
●サイズ/ 　     全長73cm  
●カラー・JANコード/
  GR             738604
  PU/WH          738611
  WH             738628
●出荷単位/    　12本/144本
●材質/　　　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄
                 

NEWNEW

PU/WH WHGR
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ジプソピック　

VE-6726  　    \200(税抜)
●サイズ/ 　     全長32cm 花径1cm 
●JANコード/　　 672601
●出荷単位/    　60本/600本
●材質/　  　　　ポリエチレン・鉄

ポリジプソスプレー　

VD-6810  　    \220(税抜)
●サイズ/ 　     全長40cm 
●JANコード/　　 681009　※
●出荷単位/    　36本/720本
●材質/　  　　　ポリエチレン・鉄

ミニフラワースプレー

VE-6817    　  \180(税抜)
●サイズ/ 　     全長51cm 花径1.5cm
●カラー・JANコード/
  BL             681702
  CR             681719
  PI             681726
  YE             681733
●出荷単位/    　24本/432本
●材質/　  　　　ポリエチレン・鉄

BL CR PI YE

ジプソピックバンドル

VD-4042   　   \400(税抜)
●サイズ/ 　     全長19cm 
●JANコード/　　 404202　※
●出荷単位/    　24束/432束
●材質/　  　　　ポリエチレン・紙・鉄

ミニスターフラワー　

VE-6900   　   \300(税抜)
●サイズ/ 　     全長30cm 花径1.5cm
●カラー・JANコード/
　CR/GR          690001
  LA             690018
　PI　　　　　 　690025　※
　WH             690032
  YE　 　　　    690049
●出荷単位/    　24本/144本/864本
●材質/　  　　　ポリエチレン・鉄

CR/GR

YEWH

LA PI
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カラーリリー

VT-R360  　    \580(税抜)
●サイズ/ 　     全長74cm 花径7～8cm 
●カラー・JANコード/
　DK/PU          736006　※
  MA/CR          736013　※
　WH/GR  　    　736020　※
  YE/GR          736037　※
●出荷単位/    　12本/144本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

ニューカラーリリー（Ｌ）　

VE-6941   　   \700(税抜)
●サイズ/ 　     全長78cm 花径9cm
●カラー・JANコード/
　WH　　　　　 　694122
　YE             694139
●出荷単位/    　24本/240本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

WH

YE

DK/PU

MA/CR

WH/GR

YE/GR

WH

YE

ニューカラーリリー（Ｍ）

VE-6940   　   \400(税抜)
●サイズ/ 　     全長60cm 花径8cm
●カラー・JANコード/
　WH　　　　　 　694023
　YE             694030
●出荷単位/    　24本/384本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

ミニカラーリリー　

VE-6608   　   \180(税抜)
●サイズ/ 　     全長35cm 花径8.5㎝  
●カラー・JANコード/
　CR             660813
●出荷単位/    　24本/720本

CR
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グレースカサブランカ　

VT-R283   　    \1,000(税抜)
●サイズ/ 　     全長89cm 花径19㎝
●カラー・JANコード/
　PI             728308
  WH             728315
●出荷単位/    　12本/72本
●材質/　  　　　ポリエステル・ポリエチレン・鉄

WH

PI

カサブランカブッシュ×7

VD-6599   　   \1,500(税抜)
●サイズ/ 　     全長57cm  花径18cm
●JANコード/     659909　　
●出荷単位/      6本/72本
●材質/　  　　　ポリエステル・ポリエチレン・鉄
  

CR

YE

PI

カサブランカ×２

VE-4065    　  \600(税抜)
●サイズ/ 　     全長66cm 花径15cm
●カラー・JANコード/
　CR             406503
  PI             406510
　YE             406527
●出荷単位/    　12本/144本
●材質/　  　　　ポリエステル・ポリエチレン・鉄

WH

PI

YE

オリエンタルカサブランカ　

VE-6775   　   \850(税抜)
●サイズ/ 　     全長86cm 花径21cm 
●カラー・JANコード/
　PI             677507
  WH             677514
　YE             677521
●出荷単位/    　12本/96本
●材質/　  　　　ポリエステル・ポリエチレン・鉄
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RE/YE WH YE

RE WH/GR

アンスリウムブッシュ　

VEG-5268   　  \1,800(税抜)
●サイズ/ 　     全長53cm 葉長12㎝
●JANコード/　　 526805
●出荷単位/    　6本/96本
●材質/　  　　　ポリエチレン・鉄

　　　　　

グロリオサ 

VE-6657   　    \850(税抜)
●サイズ/ 　      全長75cm 花径10cm
●JANコード/      665702　※
●出荷単位/    　 12本/96本
●材質/　  　　　 ポリエステル
                  ポリエチレン・鉄　

アンスリウム

VT-R341  　    \480(税抜)
●サイズ/ 　     全長70cm 花径18cm
●カラー・JANコード/
　PI/GR          734101
  RE             734118
　WH/GR　　　  　734125
●出荷単位/    　12本/216本
材質/　  　　　ポリエチレン・鉄

PI/GR

OR

グロリオサ

VE-6923   　   \700(税抜)
●サイズ/ 　     全長80cm 花径10cm
●カラー・JANコード/
　OR             692302
  RE/YE          692319
　WH　　　　　 　692326
　YE             692333
●出荷単位/    　12本/120本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄　



ピンクッション

VE-6918   　   \350(税抜)
●サイズ/ 　     全長46cm 花径9cm
●カラー・JANコード/
　GR             691800
  OR             691817
●出荷単位/    　12本/144本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄　
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GR OR

ピンクッション

VE-4110   　   \700(税抜)
●サイズ/ 　     全長55cm 花径11cm
●カラー・JANコード/
　OR             411002
  RE             411019
  YE             411026
●出荷単位/    　6本/120本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄　

REOR YE

ピンクッションブーケ　

VT-2064   　   \3,000(税抜)
●サイズ/ 　     全長32cm 花径6～10cm
●カラー・JANコード/
　GR             206400
  RE/YE          206417
●出荷単位/    　6束/48束
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・紙・鉄　

RE/YEGR
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LT/GR MA YE

スパイダーリリー

VT-R363  　    \780(税抜)
●サイズ/ 　     全長77cm 
●カラー・JANコード/
　FU             736303　※
  WH/GR          736310　※
　YE  　　　　 　736327　※
●出荷単位/    　12本/144本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

YEWH/GRFU

スパイダープランツ　

VEG-5457  　   \500(税抜)
●サイズ/ 　     全長64cm 葉長10cm 
●カラー・JANコード/
　LT/GR          545707
  MA             545714
　YE　　　　　 　545721
  CR             545738
  PU　 　　　    545745
  RE             545752
●出荷単位/    　12本/144本
●材質/　  　　　ポリエチレン・鉄

CR PU RE
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パッションフルーツ

VT-R362  　    \680(税抜)
●サイズ/ 　     全長73cm 花径12cm 
●カラー・JANコード/
　PU             736204
  WH/GR          736211
●出荷単位/    　12本/144本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

バンクシア

VE-4109   　   \800(税抜)
●サイズ/ 　     全長64cm 花径11cm
●カラー・JANコード/
　GR             410906
  RE             410913
●出荷単位/    　6本/144本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

GR RE

PU WH/GR
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GR
PI

LA/CR PU/CR

CR

トルコキキョウ　

VD-6799   　   \450(税抜)
●サイズ/ 　     全長70cm 花径2～6cm
●カラー・JANコード/
　CR             679907        
  GR             679914        
  PI　　　       679921
  LA/CR          679952 
  PU/CR          679969
●出荷単位/      24本/360本 
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

カールラナンキュラス

VE-6913   　   \600(税抜)
●サイズ/ 　     全長42cm 花径3～5cm 
●カラー・JANコード
  RE             691336　※
  OR　 　　　    691350　※
●出荷単位/    　12本/360本
●材質/　　　　　ポリエステル・ポリエチレン・鉄

ORRE
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オンシジューム　

VD-6691    　  \380(税抜)
●サイズ/ 　     全長86cm　花径4.5～5.5㎝
●JANコード/　　 669106
●出荷単位/    　24本/288本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

オンシジューム　

VE-6621   　    \240(税抜)
●サイズ/ 　      全長70cm　花径3.5㎝
●JANコード/      662107
●出荷単位/    　 24本/576本　
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄　　　　

ミニバンダオーキッド

VE-6919   　   \350(税抜)
●サイズ/ 　     全長50cm 花径6～7cm
●カラー・JANコード/
　PI　　　　　 　691923　※
　WH             691930　※
●出荷単位/    　24本/288本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

シンピジューム　

VD-6692   　   \1,700(税抜)
●サイズ/ 　     全長95cm 花径4～11㎝
●カラー・JANコード/　　 
　CR     　 　　 669205
  GR             669212
  PI             669229
●出荷単位/    　6本/72本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

GRCR PI

PI WH
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LA

WH

LT/PI

WH/RE

WH/YE

LT/LAWH/RE

コチョウラン　  

VE-6693   　   \1,200(税抜)
●サイズ/ 　     全長117cm 花径9～12㎝
●カラー・JANコード/　　 
　LA     　 　　 669311
  WH             669328
  LT/PI          669335 
  WH/RE          669342 
●出荷単位/    　12本/120本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

ラージオーキッド

VE-6440   　   \1,800(税抜)
●サイズ/ 　     全長103cm 花径4～11cm
●カラー・JANコード/
  WH/RE          644028
  WH/YE          644035
  LT/LA          644042
●出荷単位/    　12本/96本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄
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コチョウランリーフ(S)　

VEG-5167  　   \180(税抜)
●サイズ/ 　     全長31cm 葉長21cm
●JANコード/     516707
●出荷単位/    　24本/432本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・紙・鉄

コチョウランリーフ(L)　

VEG-5168  　   \500(税抜)
●サイズ/ 　     全長31cm 葉長17cm～21cm
●JANコード/     516806
●出荷単位/    　24本/288本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・紙・鉄

WH

PI

ファレノプシス（リアルタッチ）

VA-2524   　   \1,200(税抜)
●サイズ/ 　     全長113cm 花径8～11cm 
●カラー・JANコード/
　PI             252407
  WH             252414
●出荷単位/    　12本/72本
●材質/　　　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄
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ミニオーキッド　

VD-4013  　    \500(税抜)
●サイズ/ 　     全長50cm 花径3～4cm 
●カラー・JANコード/
  LA/CR          401317　※
  WH             401324　※
●出荷単位/    　12本/360本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

エレガントオーキッド

VD-4014  　    \1,500(税抜)
●サイズ/ 　     全長83cm 花径9～10cm 
●カラー・JANコード/
　BL             401409　※
  DP/PU          401416　※
  LA             401423　※
●出荷単位/    　12本/96本
●材質/　  　　  ポリエチレン・鉄

LA/CR WH

WHLA/CR

BL DP/PU LA

LT/PI

NEW COLOR
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オーキッドスプレー　

VF-6815    　  \480(税抜)
●サイズ/ 　     全長86cm 花径7～11cm
●カラー・JANコード/        
　BL/PU　　　　　681504
  RE/PU          681511
  WH             681528   
●出荷単位/    　12本/144本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

コチョウラン　　　　　

VD-6543   　   \1,000(税抜)
●サイズ/ 　     全長76cm　花径7～9cm　
●カラー・JANコード/
  LA　           654300
　PU　　　　　　 654317　　　
  WH             654324
●出荷単位/    　12本/96本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

BL/PU RE/PU WH

LA PU WH

メーカーJANコード：4951614
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シングルピオニー　　　 

VT-R275        \850(税抜)
●サイズ/ 　     全長80cm 花径17cm
●カラー・JANコード/
　LT/PU          727509
　MAG　　　　　　727516
  PI　　　　　   727523
　WH/LI　　　　  727530
●出荷単位/    　12本/120本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

LT/PU MAG PI WH/LI

クイーンピオニー 

VT-R305   　   \1,200(税抜)
●サイズ/ 　     全長80cm　花径19㎝　
●カラー・JANコード/　　　　
　LT/PU　　　　  730509　 
  PI             730516
  RE             730523
  WH             730530
●出荷単位/    　6本/48本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

WHRELT/PU PI
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メーカーJANコード：4951614

REOR

2T/OR

LT/RE

2T/WI

PE

PI

SA

MA

LA

LI

PU

BR

LT/GR

GR

YE

BE

GRY

LT/BL

BL

DK/BL

CR

WH

WH/PI

DK/BL

RE

CR

LA

PI

ピオニーショートステム　

VE-6824    　  \580(税抜)
●サイズ/ 　     全長30cm 花径13cm
●カラー・JANコード/        
　CR　　　　     682402
  LA             682419
  PI             682426
  RE             682433   
●出荷単位/    　12本/216本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

SIL

VI

ニューギガンジウム

VT-2200     　 \250(税抜)
●サイズ/ 　     全長34cm  花径6.5cm
●カラー・JANコード/
  GO              220000
　SIL             220017         　 
●出荷単位/    　 24本/480本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄
        
    
           　　　　　　　　　　　　
  

GO

ギガンジウム　

VT-2100     　 \180(税抜)
●サイズ/ 　     全長34cm  花径8cm
●カラー・JANコード/
  CR      210049              GRY    210193            LT/GR  210100               LA  210216　※             PE  210148               OR     210131        　  RE     210179      　    
  WH　    210209              LT/BL  210094            GR     210070               LI  210087　※             PI  210155               2T/OR  210247            BR     210025　※ 
  WH/PI   210230              BL     210018            YE     210186               PU  210162                 SA  210223               LT/RE  210117            
                              DK/BL  210056            BE     210001               VI  210285                 MA  210124　※           2T/WI  210261       
●出荷単位/    　24本/480本 
●材質/　  　　　ポリエステル・ポリエチレン・鉄        
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NEWツバキブランチ

VT-R303   　   \950(税抜)
●サイズ/ 　     全長66cm　花径2～9㎝　
●カラー・JANコード/　　 
　PI      　 　　730301
  RE             730318
　WH             730325
●出荷単位/    　6本/120本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

PI RE WH

PI RE WH

椿ピック

VE-4050    　  \180(税抜)
●サイズ/ 　     全長25cm 花径8cm
●カラー・JANコード/
　RE             405001
  WH             405018
●出荷単位/    　24本/576本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

椿スプレー

VE-4051    　  \680(税抜)
●サイズ/ 　     全長53cm 花径5～8cm
●カラー・JANコード/
　RE             405100
  WH             405117
●出荷単位/    　12本/192本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

RE WH

RE WH

NEWショートツバキ

VT-R304   　   \550(税抜)
●サイズ/ 　     全長33cm　花径2～6㎝　
●カラー・JANコード/　　 
　PI      　 　　730400
  RE             730417
　WH             730424
●出荷単位/    　24本/576本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄
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マムスプレー

VT-R367    　  \800(税抜)
●サイズ/ 　     全長67cm 花径12cm
●カラー・JANコード/
　GO/BR          736709
  LT/YE          736716
  PU             736723
  RE             736730
●出荷単位/    　12本/144本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

アリウム

VE-4068    　  \900(税抜)
●サイズ/ 　     全長67cm 花径10cm
●カラー・JANコード/
　BE/GR          406800　※
  CR             406817　※
　GRY            406824　※
  PI             406831　※
●出荷単位/    　12本/180本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

BE/GR CR GRY PI
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スパイダーフラワー

VE-4071    　  \180(税抜)
●サイズ/ 　     全長50cm 花径4cm
●カラー・JANコード/
　CR             407104
  PI             407111
　RE             407128
  YE             407135
●出荷単位/    　24本/432本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

CR PI RE YEYE

YEWHLA 2T/LA

小菊

VF-6836  　    \180(税抜)
●サイズ/ 　     全長62cm 花径2～3.5cm
●カラー・JANコード/
　LA             683607
  WH             683614
  YE             683621
　2T/LA　　　　　683638
●出荷単位/    　36本/576本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

●材質/　  　　　ポリエステル・ポリエチレン・鉄

シングルピオニー　

VF-6438  　    \180(税抜)
●サイズ/ 　     全長60cm 花径12cm
●カラー・JANコード/
　BTY            643809
  CR             643816
  PI             643823
●出荷単位/    　36本/576本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

BTY CR PI
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カスミ＆デージー　

VE-6842  　    \200(税抜)
●サイズ/ 　     全長57cm 花径2.5～3.5cm
●カラー・JANコード/
　PI             684208
  WH             684215
　YE　　　　　 　684222
●出荷単位/    　48本/960本
●材質/　  　　　ポリエステル 
                 ポリエチレン・鉄

ミニスター＆カスミ　

VE-6848   　   \200(税抜)
●サイズ/ 　     全長56cm 花径2cm
●カラー・JANコード/
　BL             684802
  PI             684819
　WH   　　　  　684826
　YE             684833
●出荷単位/    　48本/960本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

カスミ＆ミニリリー

VE-6845  　    \200(税抜)
●サイズ/ 　     全長54cm 花径1.5～7cm
●カラー・JANコード/
　PI             684505
  WH             684512
　YE　　　　　 　684529
　LA             684536
●出荷単位/    　48本/960本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

PI YE

BL PI WH YE

PI WH YE LA

リンドウ

VF-4060    　  \180(税抜)
●サイズ/ 　     全長60cm 花径2cm
●カラー・JANコード/
　BL             406008　※
　PU/WH          406022　※
●出荷単位/    　36本/720本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

BL PU/WH

WH

PU/WH



  61

YEWHLA

コトギク　

VF-6838    　  \180(税抜)
●サイズ/ 　     全長57cm 花径5cm
●カラー・JANコード/
  LA             683805　※
  WH             683812　※
  YE             683829　※
●出荷単位/    　36本/576本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

LA WH YE

LA
YE

WH

マム×３　　　  

VF-6514   　   \180(税抜)
●サイズ/ 　     全長58cm 花径4～8cm
●カラー・JANコード/
　LA　　         651408
　WH　 　　　 　 651415
　YE　　　　 　　651422　　
●出荷単位/    　36本/576本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

マム

VF-4039  　    \180(税抜)
●サイズ/ 　     全長59cm 花径8cm 
●カラー・JANコード/
　LA             403908　※
  WH             403915　※
  YE             403922　※
●出荷単位/    　36本/432本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄
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仏花（Ｍ）　

VD-6685    　  \700(税抜)
●サイズ/ 　     全長40cm
●JANコード/　　 668505
●出荷単位/    　12本/192本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

仏花（Ｍ）　　

VT-1995        \700(税抜）
●サイズ/ 　     全長40cm　
●JANコード/　　 199504
●出荷単位/    　12本/192本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

オンシジューム　

VE-6621   　    \240(税抜)
●サイズ/ 　      全長70cm　花径3.5㎝
●JANコード/      662107
●出荷単位/    　 24本/576本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄
　　　　　　　

サカキ(Ｓ)　　

VEG-5396   　  \220(税抜)
●サイズ/ 　     全長34cm 葉長6cm
●JANコード/　　 539607
●出荷単位/    　36本/576本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

仏花（Ｌ）　   　　　

VD-6701    　  \1,200(税抜)
●サイズ/ 　     全長56cm　
●カラー・JANコード/　
  B-type         670119
●出荷単位/    　12本/72本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

B-type 

レザーファン

VEG-5025  　    \150(税抜)
●サイズ/ 　     全長48cm　葉長29cm
●JANコード/     610450
●出荷単位/      72本/1,152本
●材質/ 　　　ポリエチレン
                 ポリエステル・鉄
  

LA WH

コチョウラン　

VE-6844   　   \200(税抜)
●サイズ/ 　     全長65cm 花径2～9cm
●カラー・JANコード/
　LA             684406
  WH             684413
●出荷単位/    　36本/576本
●材質/ 　　　ポリエチレン
                 ポリエステル・鉄
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ミモザリース　　

VD-4006   　   \2,000(税抜)
●サイズ/ 　     直径33cm 
●JANコード/　　 400600
●出荷単位/    　6個/72個
●材質/　　　　　ポリエステル・ポリエチレン・鉄

ラベンダーリース　　

VD-4082   　   \2,500(税抜)
●サイズ/ 　     直径31cm 花房6～7cm
●JANコード/　　 408200
●出荷単位/    　6個/36個
●材質/　　　　　ポリエチレン・鉄・自然素材
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ミックスフラワーリース（Ｓ） 

VE-6979  　    \1,600(税抜)
●サイズ/ 　     直径25cm
●カラー・JANコード/
　BE             697901
  OR             697918
  PI　　　　　 　697925
●出荷単位/    　6個/96個
●材質/　　　　　ポリエステル・ポリエチレン

PIBE

ミックスデージーリース　

VE-4015  　    \3,300(税抜)
●サイズ/ 　     直径30cm 花径1～4cm 
●カラー・JANコード/
　PI             401508　※
 ●出荷単位/    　6個/48個
●材質/　　　　　ポリエステル・ポリエチレン

ミックスフラワーリース（Ｌ） 

VE-6980  　    \3,000(税抜)
●サイズ/ 　     直径32cm
●カラー・JANコード/
　BE             698007
  OR             698014
　PI　　　　　 　698021
●出荷単位/    　6個/48個
●材質/　　　　　ポリエステル・ポリエチレン

BE

OR

PI

PI

OR
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キャベッジローズMIXスワッグ(新色1月下旬入荷)

VE-6830    　  \2,200(税抜)
●サイズ/ 　     全長78cm 花径8～10cm
●カラー・JANコード/        
　PI             683027
  CR　　　　　　 683003
  MA             683010  
  H/PI 　 　　　 683034(新色)
  WH   　 　　　 683041(新色)
●出荷単位/    　6個/48個
●材質/　　　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

CR

PI

MA

NEW COLOR

NEW COLOR

H/PI

WH
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キャベッジローズＭＩＸガーランド　(1月下旬入荷）

VE-4126   　   \2,000(税抜)
●サイズ/ 　     全長140cm 花径8～10cm  
●カラー・JANコード/
　CR             412603
  MA             412610
  H/PI           412627
  WH             412634
●出荷単位/    　6本/48本
●材質/　　　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄
   

NEWNEW

CR

キャベッジローズＭＩＸブッシュ　(1月下旬入荷）

VE-4127   　   \1,200(税抜)
●サイズ/ 　     全長29cm 花径8～10cm  
●カラー・JANコード/
  CR             412702
  MA             412719
  H/PI           412726
  WH             412733
●出荷単位/    　6本/96本
●材質/　　　　　ポリエステル
                 ポリエチレン
                 

NEWNEW

CR

WH

H/PI WHMA

CR

H/PI

MA
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NEW COLOR

BTY GR

LA

PI/GR

PI

ガーデンローズバンドル　（新色1月下旬入荷）

VE-6797   　   \2,200(税抜)
●サイズ/ 　     全長21cm 花径2～7cm 
●カラー・JANコード/
　BTY            679709
  GR             679716
  LA             679723
  PI             679730
  PI/GR          679747
  WH   　 　　　 679754(新色)
●出荷単位/    　6束/72束
●材質/　　　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

WH
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PU/BTY

ローズ＆ハイドレンジャブーケ

VE-6978  　    \1,500(税抜)
●サイズ/ 　     全長21cm 
●カラー・JANコード/
　BL             697802
  MA/PI          697819
　PU/BTY　　　　 697826
●出荷単位/    　6束/96束
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

BL MA/PI

FU/PI PU/BL RE/PI

ローズ＆ラナキュラブーケ　

VT-2011   　   \1,800(税抜)
●サイズ/ 　     全長21cm 花径3～7cm
●カラー・JANコード/
  FU/PI          201139     
  PU/BL          201146
　RE/PI　　　  　201153
●出荷単位/    　9束/144束
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・紙・鉄

ダリアミックスバンドル　

VE-6867  　    \1,600(税抜)
●サイズ/ 　     全長24cm 花径3～9cm
●カラー・JANコード/
　GR/MA          686707
  OR/YE          686714
　PU/BTY　　　　 686721
●出荷単位/    　6束/72束
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

GR/MA OR/YE PU/BTY
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PI/MIX

PU

YE

CR/PI

キャベッジローズMIXブッシュ　

VE-6702   　   \2,800(税抜)
●サイズ/ 　     全長48cm 花径5～10㎝
●カラー・JANコード/　　 
　CR/PI   　　　 670201
　PI/MIX         670218
  PU             670225
  YE             670232
●出荷単位/    　6本/48本
●材質/　  　　　ポリエステル・ポリエチレン
                 スチロール・鉄
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アストラローズブッシュ　

VE-6784  　    \2,000(税抜)
●サイズ/ 　     全長45cm 花径5cm～12cm
●カラー・JANコード/
  BE             678405
  PE             678412
　PU　　　　　   678429
●出荷単位/    　6本/48本
●材質/　  　　　ポリエステル・ポリエチレン
　　　　　　　　 スチロール・鉄

PUBE

PE

CR

LT/PI

MA

アストラローズブッシュ

VE-4115   　   \2,000(税抜)
●サイズ/ 　     全長45cm 花径5～12cm
●カラー・JANコード/
　CR             411507
  LT/PI          411514
  MA             411521
●出荷単位/    　6本/48本
●材質/　　　　　ポリエステル・ポリエチレン
　　　　　　　   スチロール・鉄
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BUR

CR

LT/PU

MA PU

DP/BL

アロマローズブッシュ　

VE-6747   　   \900(税抜)
●サイズ/ 　     全長32cm 花径2～5.5cm 
●カラー・JANコード/
　BUR            674704
  LT/PU          674711
  MA             674728
  PU             674735
  CR             674759
  DP/BL          674766
  BE   　 　　　 674773(新色)
  YE   　 　　　 674780(新色)
●出荷単位/    　12本/192本
●材質/　　　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

NEW COLOR NEW COLOR

BE YE
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ティーローズブッシュ　

VE-6627   　   \850(税抜)
●サイズ/ 　     全長29cm 花径3～5.5cm
●カラー・JANコード/
　CR　           662701　
　PI   　　　　　662725　
●出荷単位/    　12本/288本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄
　　　　　　　

ローズミックスブッシュ

VT-1911   　   \900(税抜)
●サイズ/ 　     全長20cm  花径5cm
●カラー・JANコード/
  CR             191102
　LT/BL          191133
  PI　           191119
  YE             191126
●出荷単位/    　12本/216本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

  

CR PI

YELT/BL

ローズMIXバンドル　

VD-6805    　  \500(税抜)
●サイズ/ 　     全長26cm 花径2～5cm
●カラー・JANコード/        
  PE             680514　※
  LT/PU          680521　※   
●出荷単位/    　12束/288束
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

PE LT/PU

PICR
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ローズミックスバンドル

VE-4130   　   \680(税抜)
●サイズ/ 　     全長23cm 花径5～7cm  
●カラー・JANコード/
  BE             413006
  BL             413013
●出荷単位/    　12束/192束
●材質/　　　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄
                 

NEWNEW

BE BL

オータムローズブッシュ

VE-6521   　   \580(税抜)
●サイズ/ 　     全長28cm　花径2cm 
●カラー・JANコード/
　PU   　　　　　652115　※
　MA　 　　      652108　※
　2T/PI 　　　   652122　※
●出荷単位/    　24本/288本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

MAPU 2T/PI

ベルベットローズブッシュ

VE-6427   　   \950(税抜)
●サイズ/ 　     全長24cm  花径10cm
●カラー・JANコード/
  RE             642703
　WH             642710
●出荷単位/      6本/144本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄
  

RE

WH

ベルベットローズブッシュ　

VE-6971  　    \2,000(税抜)
●サイズ/ 　     全長45cm 花径9cm
●カラー・JANコード/
　RE             697109
  WH             697116
●出荷単位/    　6本/72本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

RE

WH
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PUPI YE

BL/MIX PU/MIXOR/MIXGR/MIX

BTY H/PBL

RE

RE/MIXBTY/MIX PI/MIX

SO/PI

LA/MIX

WH YE

PI

ミニローズバットブッシュｘ6

VF-6616     　 \450(税抜)
●サイズ/ 　     全長27cm  花径2cm
●カラー・JANコード/
  BL             661605         BTY         661612          H/P  　   　661629         PI             661636                            
  RE             661643         SO/PI       661711          WH          661650         YE        　   661667                                        
  BTY/MIX        661674         LA/MIX      661728          PI/MIX      661681         RE/MIX         661698　※
●出荷単位/    　24本/288本
●材質/　  　　　ポリエステル・ポリエチレン・鉄
                                    

ミニローズバットブッシュｘ6

VF-6618     　 \450(税抜)
●サイズ/ 　     全長27cm  花径2cm
●カラー・JANコード/
  PI             661810         PU   　     661827          YE             661834               
  BL/MIX         661841         GR/MIX      661872          OR/MIX         661889      PU/MIX         661858  ※   
●出荷単位/    　24本/288本
●材質/　  　　　ポリエステル・ポリエチレン・鉄
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ミニスターバンドル

VD-4097   　   \700(税抜)
●サイズ/ 　     全長24cm 花径2～3.5cm
●カラー・JANコード/
　BL             409702
  CR             409719
  PI             409726
●出荷単位/    　12束/36束/288束
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・紙・鉄

BL CR PI

スプレンゲリーバンドル　　　

VG-3616        \280(税抜)
●サイズ/ 　     全長29cm 葉長1cm　　
●カラー・JANコード/
　LA  　　　　　 361604
　WH         　  361611 
●出荷単位/    　24束/480束
●材質/　　　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・紙・鉄

LA WH

ミニブルースターブッシュ　

VE-4026   　   \500(税抜)
●サイズ/ 　     全長23cm 花径1cm
●カラー・JANコード/
　BL             402604
  CR             402611
●出荷単位/    　24本/240本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

CRBL

ステファノチスブッシュ

VT-1812   　   \700(税抜)
●サイズ/ 　     全長24cm　花径2cm
●カラー・JANコード/      
  WH             181219　※
●出荷単位/    　24本/432本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄
 

WHWH

ステファノチスピックバンドル【3本/束】

VT-2135  　    \430(税抜)
●サイズ/ 　     全長20cm 花径2cm
●カラー・JANコード/
　WH　　　　　 　213521 
●出荷単位/    　36束/576束
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・紙・鉄



  76

2021 The Artificial Flower Catalog VOL.51

メーカーJANコード：4951614

ガーベラＭＩＸバンドル　(4月上旬入荷）

VT-2154   　   \700(税抜)
●サイズ/ 　     全長22cm 花径1.5～9cm  
●カラー・JANコード/
  BE             215402
  BL             215419
  GRY            215426
  MA/PI          215433
●出荷単位/    　12束/216束
●材質/　　　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・紙・鉄
                 

NEWNEW

スカビオサ＆ローズブッシュ

VT-2149   　   \1,000(税抜)
●サイズ/ 　     全長22cm 花径5～8cm
●カラー・JANコード/
　CR             214900
  LA             214917
  MA             214924
●出荷単位/    　6本/144本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

CR MALA
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フラワーマトリカリアミックスバンドル

VE-4091   　   \1,200(税抜)
●サイズ/ 　     全長28cm 花径1.5～2cm
●JANコード/　　 409108
●出荷単位/    　12束/144束
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・紙・鉄

ワイルドマムMIXピック　

VE-6825    　  \580(税抜)
●サイズ/ 　     全長29cm 花径5cm
●カラー・JANコード
  CR　　　　　　 682501　※
  PI             682518　※
  YE             682525  ※
●出荷単位/    　12本/240本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

CR PI YE

ワイルドデージーミックスピック　

VE-4027  　    \380(税抜)
●サイズ/ 　     全長30cm 花径2～4cm 
●カラー・JANコード/
　CR             402703     　
  PI             402727　※
　LA  　　　　 　402710　※
　YE             402734
●出荷単位/    　24本/384本
●材質/　　　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

LAPI YECR

ミックスフラワーピック　

VE-4062    　  \450(税抜)
●サイズ/ 　     全長28cm 花径1.5～4cm
●カラー・JANコード/
  OR             406213　※
　PI             406220　※
●出荷単位/    　12本/288本
●材質/　　　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

PIOR
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ミニデイジーブッシュ　

VE-6986    　  \450(税抜)
●サイズ/ 　     全長30cm 花径2.5cm 
●カラー・JANコード/
　CR/BE          698601　※
　OR/BR   　　　 698625　※
　PI/BTY         698632　※
●出荷単位/    　24本/576本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

CR/BE OR/BR PI/BTY

ミニクラウンデージーブッシュ

VT-1545   　  \450(税抜)
●サイズ/ 　     全長30cm　花径2.5cm
●カラー・JANコード/
　CR             154503　※      
  PU             154510　※
●出荷単位/    　24本/576本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

  

CR PU

ミニデイジーブッシュ

VE-6927  　    \600(税抜)
●サイズ/ 　     全長23cm 花径2～3cm
●カラー・JANコード/
  PI             692715　※
　YE             692739　※
●出荷単位/    　24本/288本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄PI YE

ミックスフラワーバンドル　

VE-6864  　    \800(税抜)
●サイズ/ 　     全長22cm 花径2～5cm
●カラー・JANコード/
　BE             686400
  OR             686417
　PI　　　　　 　686424
●出荷単位/    　12束/192束
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・紙・鉄

BE PIOR
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ポンポンマムバンドル (1束5本)

VF-6670  　    \180(税抜)
●サイズ/ 　     全長18cm 花径3.5cm
●カラー・JANコード/
　BTY            667003　※
　LT/GR　　　  　667027　※
　OR             667034　※
  PI　 　　　    667041　※
　YE             667058　※
●出荷単位/    　24束/72束/864束
●材質/　  　　　ポリエステル・ポリエチレン・紙・鉄 BTY LT/GR PIOR YE

BTY PI WH

REORLT/BL

GR
ポンポンマムＭＩＸバンドル　

VT-2119   　   \450(税抜)
●サイズ/ 　     全長19cm 花径3cm 
●カラー・JANコード/
　BTY            211909
  PI             211916
　WH　　　　　 　211923
  GR             211930　※
  LT/BL          211947　※
  OR　 　　　    211954　※
  RE             211961　※
●出荷単位/    　12束/432束
●材質/　  　　　ポリエステル・ポリエチレン・紙・鉄

BL PI

LT/PI YE

フィラーフラワーバンドル

VT-2148   　   \1,000(税抜)
●サイズ/ 　     全長27cm 花径2～3cm
●カラー・JANコード/
　BL             214801
  LT/PI          214818
  PI             214825
  YE             214832
●出荷単位/    　6束/144束
●材質/　  　　　ポリエステル・ポリエチレン・紙・鉄
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マムバンドル　

VD-6832    　  \650(税抜)
●サイズ/ 　     全長19cm 花径5cm
●カラー・JANコード        
　CR　　　　　　　683201
  RE              683263  
●出荷単位/    　12束/432束
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・紙・鉄

CR RE

コーンフラワーＭＩＸバンドル　

VD-4024  　    \480(税抜)
●サイズ/ 　     全長21cm 花径5cm
●カラー・JANコード/
　BL             402406
  CR             402413
　PU　　　　　 　402420
●出荷単位/    　12束/288束
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

CR PUBL

メタリックボールピック　

VE-4045  　    \180(税抜)
●サイズ/ 　     全長22cm 花径6cm 
●カラー・JANコード/
　BL             404509
  BTY            404516
　DK/PU  　　　　404523
  GO             404530
  PU             404547
  RE             404554
　SIL            404561
●出荷単位/    　24本/384本
●材質/　　　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

PU RE SIL



BTY
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ラナキュラスミックスバンドル

VE-4094   　   \900(税抜)
●サイズ/ 　     全長18cm 花径2～6cm
●カラー・JANコード/
　CR             409405
  LT/PI          409412
  YE             409429
●出荷単位/    　12束/216束
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・紙・鉄 CR LT/PI YE

ミニクロッカスＭＩＸバンドル　

VD-4025  　    \600(税抜)
●サイズ/ 　     全長27cm 花径3～4cm
●カラー・JANコード/
　BL             402505
  PU             402512
　WH　　　　　 　402529
●出荷単位/    　12束/288束
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

BL PU WH
 

ブロッサムバンドル　(4月上旬入荷）

VE-4134   　   \380(税抜)
●サイズ/ 　     全長24cm 花径4～5cm  
●カラー・JANコード/
  BTY            413402
  BL             413419
  CR             413426
  LA             413433
  PI             413440
●出荷単位/    　12束/360束
●材質/　　　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・紙・鉄
                 

NEWNEW BL
CR

LA PI
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ブロッサムバンドル　

VE-4063    　  \380(税抜)
●サイズ/ 　     全長24cm 花径4～5cm
●カラー・JANコード/
　BL/LA          406305
  LA/CR/BL       406312
　PU/LA/BTY      406329
●出荷単位/    　12束/360束
●材質/　　　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・紙・鉄

ピオニーバンドル　

VE-4064    　  \550(税抜)
●サイズ/ 　     全長20cm 花径8cm
●カラー・JANコード/
　BL/LA          406404
  LA/CR/BL       406411
　PU/LA/BTY      406428
●出荷単位/    　12束/240束
●材質/　　　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・紙・鉄

BL/LA

LA/CR/BL

PU/LA/BTY

BL/LA

LA/CR/BL

PU/LA/BTY

ベビーアマランサスバンドル　

VD-4023  　    \300(税抜)
●サイズ/ 　     全長20cm 花径2x3cm
●カラー・JANコード/
　BL             402307
  CR             402314
　PI　　　　　 　402321
●出荷単位/    　24束/432束
●材質/　　　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・紙・鉄

CR PIBL

LACRBL

ローズダリアＭＩＸブッシュ

VE-4116   　   \650(税抜)
●サイズ/ 　     全長24cm 花径3～11cm
●カラー・JANコード/
　BL             411606
  CR             411613
  LA             411620
●出荷単位/    　12本/216本
●材質/　　　　　ポリエステル
　　　　　　　　 ポリエチレン・紙・鉄
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ローズ＆ラナンピック　

VT-2103   　   \380(税抜)
●サイズ/ 　     全長17cm 花径2～4cm
●カラー・JANコード/
　BL             210308
  MA             210315
　YE　　　　　 　210322
●出荷単位/    　12束/432束
●材質/　　　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・紙・鉄　　　　

BL YEMA

ローズ＆ブバルディアピック　

VT-2104   　   \230(税抜)
●サイズ/ 　     全長17cm 花径2～4cm
●カラー・JANコード/
　BL             210407　※
  PE             210414　※
　PI　　　　　 　210421　※
●出荷単位/    　24本/864本
●材質/　　　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

BL PE PI

CR PI YE

ローズミックスピック       

VT-1941   　   \250(税抜)
●サイズ/ 　     全長18cm 花径4.5cm
●カラー・JANコード/
  CR             194103
  PI             194110
  YE             194127
●出荷単位/    　36本/720本
●材質/　　　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

BE GRY MA/PI

ローズミックスピック

VT-2152   　   \350(税抜)
●サイズ/ 　     全長18cm 花径4.5cm
●カラー・JANコード/
　BE             215204
  GRY            215211
  MA/PI          215228
●出荷単位/    　24本/480本
●材質/　　　　　ポリエステル
　　　　　　　　 ポリエチレン・紙・鉄
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ローズ＆ヒペリカムピック　　

VT-2110  　    \260(税抜)
●サイズ/ 　     全長19cm 花径1～4cm
●カラー・JANコード/
　BE             211008
  BTY            211015
　LA　　　　　 　211022
●出荷単位/    　24本/432本
●材質/　　　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

BTY LABE

ミニミックスブッシュ

VT-2051   　   \600(税抜)
●サイズ/ 　     全長18cm　花径1～2cm　
●カラー・JANコード/
  CR　　　       205106
  LA             205113
　PI             205120
　YE　　　　　　 205137 
●出荷単位/    　12本/288本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

CR LA

PI YE

ミニミックスブッシュ　

VT-2153   　   \600(税抜)
●サイズ/ 　     全長19cm 花径1～2.5cm
●カラー・JANコード/
　BE             215303
  GRY            215310
  MA/PI          215327
●出荷単位/    　12本/288本
●材質/　  　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

BE MA/PIGRY
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ガーベラピック　

VT-1918   　   \250(税抜)
●サイズ/ 　     全長16cm 花径3～6cm 
●カラー・JANコード/
　OR     191805          PI     191812          WH     191829          YE     191836
  BTY    191843          DK/PU  191850　※      LA　   191867          LT/BL  191874
●出荷単位/    　36本/720本
●材質/　　　　　ポリエステル・ポリエチレン・鉄

PI WH YEOR

DK/PU LA LT/BLBTY

ワイルドデージーピック　

VT-2108   　   \180(税抜)
●サイズ/ 　     全長19cm 花径1～2cm
●カラー・JANコード/
　BTY            210803　※
●出荷単位/    　24本/144本/1,440本
●材質/　　　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

BTY

マムハイドレンジャピック　

VT-2146    　  \200(税抜)
●サイズ/ 　     全長18cm 花径1～4cm
●カラー・JANコード/
　BE             214603
　MA             214627
●出荷単位/    　36本/720本
●材質/　　　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

BE MA
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ミニフラワーＭＩＸピック　

VE-4131   　   \300(税抜)
●サイズ/ 　     全長21cm  
●カラー・JANコード/
  BE             413105
  BL             413112
●出荷単位/    　24本/288本
●材質/　　　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄
                 

NEWNEW

BE BL

ベロニカ＆ブバリアピック　

VT-2130  　    \250(税抜)
●サイズ/ 　     全長20cm 花径1.5～2cm
●カラー・JANコード/
　CR             213002
  LT/BL          213019
　PU　　　　　 　213026
●出荷単位/    　24本/720本
●材質/　　　　　ポリエステル 
                 ポリエチレン・鉄

LT/BLCR PU

ミニフラワー＆ベロニカピック　

VT-2134  　    \230(税抜)
●サイズ/ 　     全長17cm 花径1～2.5cm
●カラー・JANコード/
　LI             213408
  PI             213415
　WH　　　　　 　213422
●出荷単位/    　36本/720本
●材質/　　　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

LI PI WH

ローズミックスバンドル

VE-4130   　   \680(税抜)
●サイズ/ 　     全長23cm 花径5～7cm  
●カラー・JANコード/
  BE             413006
  BL             413013
●出荷単位/    　12束/192束
●材質/　　　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄
                 

NEWNEW

BE BL
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カラフルボール(Ｓ)(1袋12本入り)

VD-6878   　   \420(税抜)
●サイズ/ 　     全長14cm 直径2cm
●カラー・JANコード/
　BL/SIL         687803         
  CHP            687810                  
　CR/GO　　    　687827          
  A/RE           687841
  B/RE           687858
  C/RE           687865
  GR/GO          687872
  GO/YE　　　    687889
●出荷単位/    　6袋/48袋/288袋
●材質/　        ポリエチレン・鉄

カラフルボール(Ｌ)(1袋12本入り)

VD-6877   　   \540(税抜)
●サイズ/ 　     全長15cm 直径3cm
●カラー・JANコード/
　BL/SIL         687704          
  CHP            687711                   
　CR/GO　　    　687728          
  A/RE           687742
  B/RE           687759
  C/RE           687766
  GO/YE　　　　　687780
●出荷単位/    　6袋/36袋/216袋
●材質/　        ポリエチレン・鉄

カラフルボール（ⅬⅬ）(1袋12本入り）　

VD-6967   　   \900(税抜)
●サイズ/ 　     全長17cm 直径4cm
●カラー・JANコード/
　CHP            696706
  CR/GO          696713
　A/RE　　　　　 696720
　B/RE           696737
  C/RE　 　　　  696744
  GO/YE          696751
●出荷単位/    　6袋/24袋/144袋
●材質/　        ポリエチレン・鉄

CHP

GR/GOCR/GO

A/RE

B/RE

C/RE GO/YE

BL/SIL

CHP

CR/GO

A/RE

B/RE

C/RE

GO/YE

CR/GO

A/RE

B/RE

C/RE

GO/YE

BL/SIL

CHP
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ダリアピック（Ｓ）　　　

VE-4035  　 \280(税抜)
●サイズ/     全長14cm 花径12cm 
●カラー・JANコード/
　RE          403557　※
●出荷単位/   24本/576本
●材質/　　 　ポリエステル
              ポリエチレン・鉄

ローズキャンドルリング

VT-1912   　   \750(税抜)
●サイズ/ 　     全長25cm 花径5cm
●カラー・JANコード/
　CR　           191201           
  PI             191218　※                
●出荷単位/    　12本/240本
●材質/　　　　　ポリエステル・ポリエチレン・鉄

CR

PI

ローズヘッド（12輪入）

VE-6495   　   \1,000(税抜)
●サイズ/ 　     花径5cm
●カラー・JANコード/
  BL             649504     
  PI             649535
  RE             649542
  WH             649559
●出荷単位/      12箱/240箱
●材質/　　　　　ポリエステル
                 ポリエチレン
                 鉄
  

BL PI

RE WH

RE

ダリアピック（Ｍ）　　　

VE-4036     \350(税抜)
●サイズ /    全長14cm 花径13cm 
●カラー・JANコード/
　RE          403656　※
●出荷単位/   24本/432本
●材質/ 　　　ポリエステル
　　　　 　　 ポリエチレン・鉄

RE

ダリアピック（Ｌ）　　　

VE-4037     \400(税抜)
●サイズ/     全長16cm 花径16cm 
●カラー・JANコード/
　CR          403717　※
  RE          403755　※
●出荷単位/   24本/288本
●材質/　　　 ポリエステル
            　ポリエチレン・鉄

CR

RE

ローズピック　

VE-6869   　   \120(税抜)
●サイズ/ 　     全長20cm 花径9cm
●カラー・JANコード/
  RE             686950
　WH             686967
  DK/GR          686936　※  
●出荷単位/    　12本/960本
●材質/　　　　　ポリエステル・鉄

RE

WH

ダリアピック　

VE-6870   　   \120(税抜)
●サイズ/ 　     全長20cm 花径10cm
●カラー・JANコード/
  RE             687056
  WH             687063
●出荷単位/    　12本/960本
●材質/　　　　　ポリエステル・鉄

RE

WH

バードゲージ（Ｌ）　

VEG-5330   　  \200(税抜)
●サイズ/ 　     全幅25cm
●JANコード/　　 533001　※
●出荷単位/    　6個/96個
●材質/　　　　　ポリエチレン・鉄・自然素材

DK/GR
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ベリーピック　

VEG-5514  　   \100(税抜)
●サイズ/ 　     全長20cm 実径0.5cm  
●カラー・JANコード/
　BK             551401
  RE             551418
●出荷単位/    　36本/72本/1,440本
●材質/　　　　　ポリエチレン
                 スチロール・鉄

ベリーピック　

VEG-5333   　  \90(税抜)
●サイズ/ 　     全長21cm 
●カラー・JANコード/
　BK             533308
  RE             533315
●出荷単位/    　12本/144本/1,152本
●材質/　　　　　ポリエチレン
                 スチロール・鉄

REBKREBK

ニューフルーツピック　　

VE-4040   　   \350(税抜)
●サイズ/ 　     全長19cm 
●JANコード/　　 404004
●出荷単位/    　24本/288本
●材質/　　　　　ポリエステル・ポリエチレン
                 スチロール・鉄

RE

ベリーピック     

VE-6675        \160(税抜)
●サイズ/ 　     全長16cm 実径1.5cm
●カラー・JANコード/　　 
  RE             667515　※
●出荷単位/    　36本/720本
●材質/　　　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

ストロベリーピック

VE-6665        \240(税抜)
●サイズ/ 　     全長15cm 実径2.5～3.5cm
●JANコード/　　 666501　※
●出荷単位/    　36本/864本
●材質/　　　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

ミニラズベリーピック

VD-6669   　   \160(税抜)
●サイズ/ 　     全長20cm 実径2cm
●JANコード/     666907
●出荷単位/      36本/72本/1,152本   
●材質/　　　　　ポリエステル
                ポリエチレン・鉄

ORYE

PI

BL

PUGR

フロックベリーピック　

VG-3539   　   \150(税抜)
●サイズ/ 　     全長18cm 
●カラー・JANコード/
　GR             353906     
  PI             353913     
  PU　　　　　 　353920
  YE             353937 
  BL　 　　　    353944　※
  OR             353951　※
●出荷単位/    　36本/288本/1,728本
●材質/　　　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄
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ベリーピック　　　　　

VFG-5121  　   \90(税抜)
●サイズ/ 　     全長23cm
●カラー・JANコード/
  PU/GR          512112       DK/BL      512136
  CR/GR          512105       PI/GR      512143
  2T/GR          512129       RE/GR      512150
●出荷単位/      36本/108本/1,080本
●材質/　　　　　ポリエステル・ポリエチレン
                 スチロール・鉄
  

ベリーピック　　　  　

VEG-5138   　  \130(税抜)
●サイズ/ 　     全長17cm 実径5～10mm
●カラー・JANコード/
　BK　　         513805
　GR　　　　　 　513812
　WH　　　　　   513829
●出荷単位/    　36本/288本/2,304本
●材質/　　　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

GR WHBK

PI/GR

2T/GR

PU/GR

DK/BL

RE/GR

CR/GR

使用例
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アイビーガーランドＵＶカット

VT-R328    　  \1,500(税抜)
●サイズ/ 　     全長150cm 葉径5～11cm
●JANコード/     732800
●出荷単位/    　6本/72本
●材質/          ポリエチレン
                 ポリエステル・鉄

グレープガーランドＵＶカット

VT-R329    　  \1,500(税抜)
●サイズ/ 　     全長150cm 葉径5～11cm
●JANコード/     732909
●出荷単位/    　6本/72本
●材質/          ポリエチレン
                 ポリエステル・鉄

ゼラニウムガーランドＵＶカット

VT-R327    　  \1,500(税抜)
●サイズ/ 　     全長150cm 葉径5～11cm
●JANコード/     732701
●出荷単位/    　6本/72本
●材質/          ポリエチレン
                 ポリエステル・鉄

グレープアイビーガーランドＵＶカット　

VT-R350   　   \1,500(税抜)
●サイズ/ 　     全長150cm 葉長4～8cm
●JANコード/　　 735009
●出荷単位/    　6本/72本
●材質/          ポリエチレン
                 ポリエステル・鉄

オランダアイビーガーランドＵＶカット　(2月上旬入荷）　

VT-R396        \1,500(税抜)
●サイズ/ 　     全長150cm 葉長4～10cm　   
●JANコード/　　 739601
●出荷単位/    　6本/72本
●材質/          ポリエチレン・鉄

NEWNEW

ゼラニウムガーランドＵＶカット　(2月上旬入荷）　

VT-R397        \1,500(税抜)
●サイズ/ 　     全長150cm 葉長4～11cm　   
●JANコード/　　 739700
●出荷単位/    　6本/72本
●材質/　　　　　ポリエチレン・鉄

NEWNEW
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フロックグレープガーランド

VT-R326    　\1,300(税抜)
●サイズ/ 　   全長150cm 
               葉長4～11cm　　　　　　　　 
●JANコード/　 732602
●出荷単位/    6本/72本
●材質/        ポリエチレン
               ポリエステル・鉄

ニューアイビーガーランド

VT-R269   　 \1,400(税抜)
●サイズ/ 　   全長165cm 
　　　　　　　 葉長3～10cm　　　　　　 　
●JANコード/　 726908　※　
●出荷単位/    6本/72本
●材質/        ポリエチレン
               ポリエステル・鉄

ボストンアイビーガーランド　

VT-R291   　 \1,400(税抜)
●サイズ/ 　   全長165cm 
               葉長4.5～11cm                
●JANコード/　 729107　※
●出荷単位/    6本/72本
●材質/        ポリエチレン
               ポリエステル・鉄　　

グレープリーフガーランド　

VT-R282   　   \1,380(税抜)
●サイズ/ 　     全長165cm 
                 葉長5～10cm
●カラー・JANコード/
　PU/GR          728209　※
●出荷単位/    　6本/72本
●材質/          ポリエチレン
　　　　　　　   ポリエステル・鉄

PU/GR

オランダアイビーガーランド　

VDG-5217  　\1,300(税抜)
●サイズ/ 　  全長180cm 
              葉長3～10㎝
●JANコード/　521701
●出荷単位/   6本/96本
●材質/       ポリエチレン
              ポリエステル・鉄

アイビーガーランド　

VDG-5216   　\1,300(税抜)
●サイズ/ 　   全長180cm 
               葉長3～10㎝
●JANコード/   521602
●出荷単位/    6本/96本
●材質/        ポリエチレン
               ポリエステル・鉄　　　　　　　

グレープガーランド
ラージリーフ　

VDG-5244   　\1,700(税抜)
●サイズ/ 　   全長180cm 
               葉径4～10㎝
●JANコード/　 524405
●出荷単位/    6本/48本
●材質/        ポリエチレン・鉄

ポトスガーランド

VT-R325    　\1,300(税抜)
●サイズ/ 　   全長150cm 
               葉長5～11cm　　　　　　 
●JANコード/　 732503
●出荷単位/    6本/72本
●材質/        ポリエチレン
               ポリエステル・鉄
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シサスアイビーガーランド　

VEG-5565       \1,700(税抜)
●サイズ/ 　     全長180cm 
                 葉長3～8cm 
●JANコード/　　 556505
●出荷単位/    　6本/60本
●材質/          ポリエチレン
                 ポリエステル・鉄

シサスガーランド　　

VDG-5177       \1,300(税抜)
●サイズ/ 　     全長180cm
                 葉長3.5～6.5㎝　
●JANコード/     517704
●出荷単位/      6本/96本
●材質/          ポリエチレン・鉄

シルバーコットンウッドガーランド　

VDG-5413  　   \1,300(税抜)
●サイズ/ 　     全長180cm 
　　　　　　　　 葉長2.5～6cm
●JANコード/　　 541303　※
●出荷単位/    　6本/96本
●材質/          ポリエチレン・鉄

メープルアイビーガーランド　

VEG-5406  　   \1,800(税抜)
●サイズ/ 　     全長180cm 
                 葉長3.5～7cm
●JANコード/　　 540603 ※
●出荷単位/    　6本/72本
●材質/          ポリエチレン
                 ポリエステル・鉄

コットンウッドガーランド　

VDG-5411  　   \1,300(税抜)
●サイズ/ 　     全長180cm 
                 葉長2.5～6cm
●JANコード/　　 541105
●出荷単位/    　6本/96本
●材質/          ポリエチレン・鉄

フロストアイビーガーランド　

VDG-5412  　   \1,300(税抜)
●サイズ/ 　     全長180cm 
                 葉長3～6cm
●JANコード/　　 541204　※
●出荷単位/    　6本/96本
●材質/          ポリエチレン・鉄

ボックスウッドガーランド

VEG-5573       \2,400(税抜)
●サイズ/ 　     全長180cm   
●JANコード/　　 557304
●出荷単位/    　6本/36本
●材質/          ポリエチレン・鉄

NEWNEW

ミックスファーンガーランド

VEG-5375   　  \1,200(税抜)
●サイズ/ 　     全長180cm
●JANコード/　　 537504 ※
●出荷単位/    　6本/72本
●材質/          ポリエチレン・鉄
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アイビーガーランド
ラージリーフ　

VDG-5409  　   \1,700(税抜)
●サイズ/ 　     全長180cm 
                 葉長3～9cm
●JANコード/　　 540900
●出荷単位/    　6本/48本
●材質/          ポリエチレン・鉄

オランダアイビーガーランド
ラージリーフ　

VDG-5410  　   \1,700(税抜)
●サイズ/ 　     全長180cm 
                 葉長3～9cm
●JANコード/　　 541006
●出荷単位/    　6本/48本
●材質/          ポリエチレン・鉄

アイビーガーランド　

VEG-5407  　   \1,800(税抜)
●サイズ/ 　     全長180cm 
                 葉長3～7cm
●JANコード/　　 540702　※
●出荷単位/    　6本/72本
●材質/          ポリエチレン
                 ポリエステル・鉄

オランダアイビー
ガーランド　　

VEG-5408  　   \1,800(税抜)
●サイズ/ 　     全長180cm 
                 葉長3～7cm
●JANコード/　　 540801　※
●出荷単位/    　6本/72本
●材質/          ポリエチレン
                 ポリエステル・鉄

アイビーガーランド　

VDG-5153  　 \1,300(税抜)
●サイズ/ 　   全長180cm
               葉長3.5～6.5cm　
●JANコード/　 515304
●出荷単位/    6本/96本
●材質/        ポリエチレン・鉄

オランダアイビー
ガーランド

VDG-5154  　   \1,300(税抜)
●サイズ/ 　     全長180cm 
                    葉長3.5～6.5cm　
●JANコード/　　 515403
●出荷単位/    　6本/96本
●材質/          ポリエチレン・鉄

グレープガーランド　

VDG-5243   　  \1,300(税抜)
●サイズ/ 　     全長180cm
                 葉径2.5～5㎝
●JANコード/　　 524306
●出荷単位/    　6本/96本
●材質/          ポリエチレン・鉄
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イングリッシュ
アイビーガーランド

VG-3221    \700(税抜)
●サイズ/ 　 全長180cm
●JANコード/ 322100
●出荷単位/  12本/192
●材質/      ポリエチレン
             ポリエステル・鉄

ポトス
ガーランド

VG-3222     \700(税抜)
●サイズ/ 　  全長180cm
●JANコード/  322209
●出荷単位/   12本/192本
●材質/       ポリエチレン
              ポリエステル・鉄

イングリッシュアイビーチェーン
ガーランド

VG-3218   　 \1,800(税抜)
●サイズ/ 　   全長180cm
●JANコード/　 321806
●出荷単位/    12本/96本
●材質/        ポリエチレン
               ポリエステル

ポトスチェーン
ガーランド

VG-3219      \1,800(税抜)
●サイズ/ 　   全長180cm
●JANコード/　 321905　※
●出荷単位/    12本/96本
●材質/        ポリエチレン
               ポリエステル

フィロ
ガーランド

VG-3224     \700(税抜)
●サイズ/ 　  全長180cm
●JANコード/  322407
●出荷単位/   12本/192本
●材質/       ポリエチレン
              ポリエステル・鉄

ミニハートリーフガーランド

VT-R230   　   \100(税抜)
●サイズ/ 　     全長60cm
●JANコード/　   723006　※
●出荷単位/      24本/120本/2,880本
●材質/       ポリエチレン

オランダ
アイビーガーランド

VG-3223    \700(税抜)
●サイズ/ 　  全長180cm
●JANコード/  322308
●出荷単位/   12本/192本
●材質/       ポリエチレン
              ポリエステル・鉄
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ミニローズガーランド

VDG-5160  　   \500(税抜)
●サイズ/ 　     全長180cm 花径1～2.5cm 
●カラー・JANコード/ 
  CR              516004　※
  PI              516011　※
  RE              516028　※
●出荷単位/    　 12本/192本
●材質/           ポリエチレン
                  ポリエステル・鉄

ベルベットローズガーランド

VE-6426   　   \2,400(税抜)
●サイズ/ 　     全長180cm 花径7～10cm
●カラー・JANコード/
  RE              642604
  WH              642611
●出荷単位/       6本/96本
●材質/           ポリエチレン
                  ポリエステル・鉄
  

ポリグレープガーランド

1155　    　   \600(税抜)
●サイズ/ 　     全長180cm
●JANコード/　   603032
●出荷単位/      48本/192本
●材質/       ポリエチレン

ポリポトスガーランド

1188　    　    \600(税抜)
●サイズ/ 　     全長180cm
●JANコード/　   603025
●出荷単位/      48本/192本
●材質/          ポリエチレン

クローバーガーランド　

VEG-5233   　  \1,200(税抜)
●サイズ/ 　     全長90cm 葉径2㎝
●カラー・JANコード/　　 
　LA  　 　　    523309
  WH/GR          523316
●出荷単位/    　6本/192本
●材質/          ポリエチレン
　　　　　　　　 ポリエステル・鉄

WH/GRLA

RE WH

RECR PI
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グレープバイン　

VDG-5245   　  \1,600(税抜)
●サイズ/ 　     全長70cm　葉径2.5～5㎝
●JANコード/　   524504
●出荷単位/    　6本/96本
●材質/          ポリエチレン・鉄

イングリッシュ
アイビーロングバイン　　

VDG-5265   　  \3,800(税抜)
●サイズ/ 　     全長130cm
●JANコード/　   526508
●出荷単位/    　4本/24本
●材質/          ポリエチレン・鉄

　　　　　

アイビーバイン　　　

VDG-5155  　  \1,600(税抜)
●サイズ/ 　     全長70cm　
                 葉長3.5～6.5cm
●JANコード/　   515502　
●出荷単位/    　6本/96本
●材質/        　ポリエチレン・鉄

オランダアイビーバイン

VDG-5156   　  \1,600(税抜)
●サイズ/ 　     全長70cm　
                 葉長3.5～6.5cm
●JANコード/　   515601　
●出荷単位/    　6本/96本
●材質/        　ポリエチレン・鉄

シサスバイン

VDG-5178  　   \2,000(税抜)
●サイズ/ 　     全長70cm　
                 葉長3.5～6.5㎝
●JANコード/　   517803　
●出荷単位/      6本/96本
●材質/        　ポリエチレン・鉄

コットンウッドバイン　

VDG-5414  　   \1,600(税抜)
●サイズ/ 　     全長70cm 
                 葉長2.5～6cm
●JANコード/　   541402
●出荷単位/      6本/96本
●材質/          ポリエチレン・鉄

フロストアイビーバイン 　

VDG-5415  　   \1,600(税抜)
●サイズ/ 　     全長70cm 
                 葉長3～6cm
●JANコード/　　 541501
●出荷単位/    　6本/96本
●材質/        　ポリエチレン・鉄

メープルアイビーバイン

VEG-5578       \1,800(税抜)
●サイズ/ 　     全長65cm 葉長3.5～6.5cm   
●JANコード/　　 557809
●出荷単位/    　6本/72本
●材質/　　　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

NEWNEW
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リキュウソウ　

VEG-5490       \800(税抜)
●サイズ/ 　     全長110cm 葉長4.5～7cm  
●JANコード/　　 549002
●出荷単位/    　12本/192本
●材質/        　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

ライムグリーンアイビーバイン　　

VDG-5278   　  \1,000(税抜)
●サイズ/ 　     全長55cm　葉径3.5～6.5㎝
●JANコード/　   527802　 
●出荷単位/    　6本/72本
●材質/          ポリエチレン・鉄

　　　　　

グレープアイビーバイン　

VEG-5322   　\700(税抜)
●サイズ/ 　   全長45cm 　葉長2cm～4cm
●JANコード/　 532202　※
●出荷単位/    12本/192本
●材質/        ポリエステル
               ポリエチレン・鉄

ユキノシタバイン　

VEG-5320   　  \800(税抜)
●サイズ/ 　     全長45cm 　
                 葉長3cm～5cm

●JANコード/　  532004　※
●出荷単位/    　12本/192本

●材質/         ポリエステル
                ポリエチレン・鉄

アイビーバイン　

VDG-5241     \900(税抜)
●サイズ/ 　   全長60cm　葉径3～6㎝
●JANコード/　 524108
●出荷単位/  　12本/192本
●材質/        ポリエステル
               ポリエチレン・鉄

オランダアイビーバイン　

VDG-5242   　 \900(税抜)
●サイズ/ 　    全長60cm　葉径3～6㎝
●JANコード/　  524207
●出荷単位/   　12本/192本
●材質/         ポリエステル
                ポリエチレン・鉄



ゼラニウムバインＵＶカット

VT-R330    　  \1,300(税抜)
●サイズ/ 　     全長53cm 葉径5～11cm
●JANコード/     733005
●出荷単位/    　6本/72本
●材質/        　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

グレープアイビーバインＵＶカット　　

VT-R354   　   \1,300(税抜)
●サイズ/ 　     全長55cm 葉長4～9cm
●JANコード/　　 735405
●出荷単位/    　6本/72本
●材質/        　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

ポトスバインＵＶカット　

VT-R383        \1,700(税抜)
●サイズ/ 　     全長53cm 葉長5～10cm   
●JANコード/　　 738307
●出荷単位/    　6本/72本
●材質/　　　　　ポリエステル
　　　　　　　　 ポリエチレン・鉄

NEWNEW
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アイビーバインＵＶカット

VT-R331    　  \1,300(税抜)
●サイズ/ 　     全長53cm 葉径5～11cm
●JANコード/     733104 
●出荷単位/    　6本/72本
●材質/        　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

グレープバインＵＶカット

VT-R332    　  \1,300(税抜)
●サイズ/ 　     全長53cm 葉径5～11cm
●JANコード/     733203
●出荷単位/    　6本/72本
●材質/        　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄
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ライムポトスバイン

VEG-5561       \2,500(税抜)
●サイズ/ 　     全長55cm 葉長4.5～9cm 
●JANコード/　　 556109
●出荷単位/    　6本/48本
●材質/        　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

ボストンアイビーバイン 

VT-R292   　   \1,580(税抜)
●サイズ/ 　     全長50cm　葉径4.5～11㎝
●カラー・JANコード/　　 
　DK/PU   　 　　729206　※
●出荷単位/    　6本/72本
●材質/        　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

DK/PU

イングリッシュアイビーブッシュバイン

VEG-5352   　  \2,800(税抜)
●サイズ/ 　     全長59cm
●JANコード/　   535203             
●出荷単位/    　6本/60本
●材質/        　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

オランダアイビーブッシュバイン

VEG-5351   　  \2,800(税抜)
●サイズ/ 　     全長59cm
●JANコード/　   535104
●出荷単位/    　6本/60本
●材質/        　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

プミラブッシュバイン

VEG-5350   　  \4,200(税抜)
●サイズ/ 　     全長45cm
●JANコード/     535005            
●出荷単位/    　6本/72本
●材質/        　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

ボストンアイビーバイン 

VT-R290   　    \1,400(税抜)
●サイズ/ 　      全長50cm 葉長4.5～11cm
●JANコード/      729008　※
●出荷単位/　　　 6本/72本
●材質/　　　　　 ポリエステル
      　　　　　　ポリエチレン・鉄　　　　　

フィットニアバイン 　

VEG-5425  　\1,500(税抜)
●サイズ/ 　  全長90cm 葉長3～6.5cm
●JANコード/　542508
●出荷単位/   6本/60本

●材質/       ポリエチレン・鉄　

ニューグレープバイン　

VT-R267   　   \1,400(税抜)
●サイズ/ 　     全長50cm　葉長5～9cm　
●JANコード/　　 726700  ※
●出荷単位/　　　6本/72本
●材質/　　　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄
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ゼラニウムバインＵＶカット　(2月上旬入荷）　

VT-R392        \1,300(税抜)
●サイズ/ 　     全長53cm 葉長5～11cm   
●JANコード/　　 739205
●出荷単位/    　6本/72本
●材質/　　　　　ポリエチレン・鉄

NEWNEW

アロカシアバインＵＶカット　(2月上旬入荷）　

VT-R393        \1,800(税抜)
●サイズ/ 　     全長45cm 葉長9～19cm   
●JANコード/　　 739304
●出荷単位/    　6本/72本
●材質/　　　　　ポリエチレン・鉄

NEWNEW

オルビフォリアＵＶカット　(2月上旬入荷）　

VT-R394        \1,800(税抜)
●サイズ/ 　     全長45cm 葉長6～9cm   
●JANコード/　　 739403
●出荷単位/    　6本/72本
●材質/　　　　　ポリエチレン・鉄

NEWNEW

カラテアオルナータＵＶカット　(2月上旬入荷）　

VT-R395        \1,800(税抜)
●サイズ/ 　     全長45cm 葉長7～10cm   
●JANコード/　　 739502
●出荷単位/    　6本/72本
●材質/　　　　　ポリエチレン・鉄

NEWNEW

ピレアブッシュＵＶカット

VT-R380        \1,200(税抜)
●サイズ/ 　     全長37cm 葉長7～10cm  
●JANコード/　　 738000
●出荷単位/    　6本/72本
●材質/          ポリエチレン・鉄

アグラオネマＵＶカット

VT-R381        \1,500(税抜)
●サイズ/ 　     全長28cm 葉長8～11cm  
●JANコード/　　 738109
●出荷単位/    　6本/72本
●材質/          ポリエチレン・鉄

アグラオネマバインＵＶカット

VT-R382        \2,100(税抜)
●サイズ/ 　     全長45cm 葉長4～11cm  
●JANコード/　　 738208
●出荷単位/    　6本/72本
●材質/          ポリエチレン・鉄

オランダアイビーバインＵＶカット　(2月上旬入荷）　

VT-R391        \1,300(税抜)
●サイズ/ 　     全長53cm 葉長3～10cm   
●JANコード/　　 739106
●出荷単位/    　6本/72本
●材質/　　　　　ポリエチレン

NEWNEW



102

2021 The Artificial Flower Catalog VOL.51

メーカーJANコード：4951614

ワンダリングバイン

VDG-5588  　   \1,500(税抜)
●サイズ/ 　     全長105cm 葉長2～5cm
●カラー・JANコード/
　GR/CR          558806
  GR/RE          558813
  PU             558820
●出荷単位/    　6本/12本/288本
●材質/　　　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

NEWNEW

GR/CR GR/RE PU

トラディスバイン

VDG-5567       \1,300(税抜)
●サイズ/ 　     全長63cm 葉長2～5cm   
●JANコード/　　 556703
●出荷単位/    　12本/72本/288本
●材質/　　　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

NEWNEW
トラディスバイン

VDG-5582       \1,800(税抜)
●サイズ/ 　     全長110cm 葉長1.5～2.5cm   
●JANコード/　　 558202
●出荷単位/    　6本/96本
●材質/　　　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

NEWNEW
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ファーンハンギング　

VDG-5543       \3,300(税抜)
●サイズ/ 　     全長105cm  
●JANコード/　　 554303　※
●出荷単位/    　6本/96本
●材質/       ポリエチレン・鉄

ミニソードリーフハンギング　　

VEG-5473   　  \1,600(税抜)
●サイズ/ 　     全長62cm 葉長3～5.5cm
●JANコード/　　 547305
●出荷単位/    　6本/96本
●材質/       ポリエチレン・鉄

ファーンハンギング　

VEG-5495       \2,000(税抜)
●サイズ/ 　     全長75cm  
●JANコード/　　 549507
●出荷単位/    　6本/72本
●材質/       ポリエチレン・鉄

フォレストファーンハンギング

VEG-5496  　   \2,200(税抜)
●サイズ/ 　     全長95cm  
●カラー・JANコード/
  LT/GR          549613
●出荷単位/    　6本/96本
●材質/       ポリエチレン・鉄

LT/GR

ルート　

VDG-5564  　   \1,000(税抜)
●サイズ/ 　     全長126cm  
●カラー・JANコード/
　BR             556406　※
  GRY            556413　※
●出荷単位/    　12本/144本
●材質/　　　　　ポリエチレン・鉄

GRY

BR
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イエローティーリーフバイン　

VEG-5423  　  \1,400(税抜)
●サイズ/ 　    全長92cm
●JANコード/　  542300
●出荷単位/     12本/120本
●材質/       ポリエチレン・鉄

グリーンティーリーフバイン　　

VEG-5424  　 \1,400(税抜)
●サイズ/ 　   全長92cm
●JANコード/　 542409
●出荷単位/    12本/120本
●材質/       ポリエチレン・鉄

ミニリーフハンギング　

VEG-5238   　  \2,300(税抜)
●サイズ/ 　     全長83cm 
●JANコード/　   523804
●出荷単位/    　6本/96本
●材質/       ポリエチレン・鉄

ローズマリーハンギング　

VEG-5239   　  \2,000(税抜)
●サイズ/ 　     全長83cm
●JANコード/　   523903 
●出荷単位/    　6本/72本
●材質/       ポリエチレン・鉄

ハートカズラハンギング　

VEG-5497       \1,400(税抜)
●サイズ/ 　     全長80cm  
●JANコード/　　 549705　※
●出荷単位/    　12本/192本
●材質/       ポリエチレン
                 ポリエステル・鉄

イエローラウンドリーフバイン　

VDG-5417  　   \1,200(税抜)
●サイズ/ 　     全長76cm 葉長1cm
●JANコード/　　 541709
●出荷単位/    　12本/192本
●材質/       ポリエチレン・鉄
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メープルリーフハンギング　

VDG-5264   　  \350(税抜)
●サイズ/ 　     全長90cm 
●カラー・JANコード/　　 
　WH/GR          526409　※　 
●出荷単位/    　12本/432本
●材質/　　　　　ポリエチレン・鉄
　　　　　

WH/GR

コークスクリューハンギング　　

VEG-5474   　  \1,300(税抜)
●サイズ/ 　     全長80cm 
●JANコード/　　 547404 ※
●出荷単位/    　12本/144本
●材質/       ポリエチレン・鉄

ベリーバイン

VEG-5422  　   \1,300(税抜)
●サイズ/ 　     全長82cm
●JANコード/　　 542201

●出荷単位/    　12本/144本　
●材質/       ポリエチレン・鉄

ハートカズラ

VG-3473   　   \650(税抜)
●サイズ/ 　     全長60cm
●JANコード/　   347301
●出荷単位/      12本/288本
●材質/　　　　　ポリエチレン・鉄

スタッグホーンバイン　

VEG-5205   　  \1,100(税抜)
●サイズ/ 　     全長95cm 
●カラー・JANコード/
　BK             520506　※
  GR             520513　※
●出荷単位/    　12本/72本
●材質/          ポリエチレン・鉄

BK GR
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ボックスウッドバイン

VDG-5378   　  \1,400(税抜)
●サイズ/ 　     全長75cm
●カラー・JANコード/
　GR/CR          537801
  2T/GR          537818
●出荷単位/    　6本/120本
●材質/       ポリエチレン・鉄

コーラルファーンハンギング　　

VDG-5498       \1,400(税抜)
●サイズ/ 　     全長98cm  
●JANコード/　　 549804
●出荷単位/    　12本/192本
●材質/       ポリエチレン・鉄

シードグラスハンギング　

VG-3614   　   \1,280(税抜)
●サイズ/ 　     全長110cm
●カラー・JANコード/　　 
　CR/GR  　 　　 361406　
●出荷単位/    　6本/144本
●材質/       ポリエチレン・鉄

GR/CR 2T/GR

CR/GR
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使用例

※製作・施工もお気軽に

 ご相談くださいませ。
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スパニッシュモス　

VDG-5544       \1,800(税抜)
●サイズ/ 　     全長130cm  
●JANコード/　　 554402　※
●出荷単位/    　6本/96本
●材質/　　　　　ポリエチレン・鉄

グリーンネックレス　　

VEG-5426  　   \600(税抜)
●サイズ/ 　     全長115cm
●JANコード/　　 542607　※

●出荷単位/    　12本/192本　
●材質/　　　　　ポリエチレン・鉄

グリーンネックレス　

VDG-5469   　  \650(税抜)
●サイズ/ 　     全長70cm
●カラー・JANコード/
　BK/GR          546902　※
  RE/GR          546919　※
●出荷単位/    　12本/192本
●材質/　　　　　ポリエチレン・鉄

タランシア×15　

VG-3587        \650(税抜)
●サイズ/ 　     全長70cm 
●カラー・JANコード/　　 
　GR   　 　　　 358703　※
  GRY            358710　※　 
●出荷単位/    　12本/288本
●材質/　　　　　ポリエチレン・鉄

BK/GR RE/GR

GR

GRY
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カミーラブッシュ

VEG-5560       \2,800(税抜)
●サイズ/ 　     全長64cm 葉長9～19cm 
●JANコード/　　 556000
●出荷単位/    　6本/48本
●材質/       ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

ディフェンバギア　

VDG-5303  　   \2,000(税抜)
●サイズ/ 　     全長62cm 葉長20cm
●JANコード/　　 530307
●出荷単位/    　6本/96本
●材質/       ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

ミックスリーフブッシュ　　

VEG-5400   　  \3,500(税抜)
●サイズ/ 　     全長49cm 葉長5～27cm
●JANコード/　　 540009
●出荷単位/    　6本/48本
●材質/　　　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

フィロブッシュ

VEG-5501       \2,300(税抜)
●サイズ/ 　     全長45cm 葉長5～12cm  
●JANコード/　　 550107
●出荷単位/    　6本/72本
●材質/　　　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

マーブルポトスブッシュ　　

VEG-5502       \2,300(税抜)
●サイズ/ 　     全長45cm 葉長7～11cm 
●JANコード/　　 550206
●出荷単位/    　6本/60本
●材質/　　　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄
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バードネストファーン　

VDG-5301　     \1,400(税抜)
●サイズ/ 　     全長44cm　葉長26cm
●JANコード/　　 530109
●出荷単位/    　6本/120本
●材質/       ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

アビス

VEG-5354   　  \480(税抜)
●サイズ/ 　     全長35cm 葉長19～27cm
●JANコード/　　 535401            
●出荷単位/    　12本/576本
●材質/       ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

ゴールドクレストミニ

VDG-5251   　  \380(税抜)
●サイズ/ 　     全長38cm
●JANコード/　　 525105
●出荷単位/    　12本/144本
●材質/       ポリエチレン・鉄

アンスリウムブッシュ　

VEG-5268   　  \1,800(税抜)
●サイズ/ 　     全長53cm 葉長12㎝
●JANコード/　　 526805
●出荷単位/    　6本/96本
●材質/       ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄
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ミントリーフピック

VEG-5504  　   \180(税抜)
●サイズ/ 　     全長22cm 葉長2～4cm  
●カラー・JANコード/
　GR             550404
  LT/GR          550411
●出荷単位/    　24本/72本/720本
●材質/　　　　　ポリエチレン・鉄

ユーカリピック

VT-R236   　    \150(税抜)
●サイズ/ 　     全長23cm
●JANコード/     723600
●出荷単位/      36本/864本
●材質/       ポリエチレン・鉄
  

ユーカリピック　

VEG-5235   　  \200(税抜)
●サイズ/ 　      全長24cm 葉径0.5～1.5㎝
●カラー・JANコード/　　 
　BUR   　　　　  523507
  GR              523514
  WH/GR           523521
●出荷単位/    　 36本/720本
●材質/　　　　　 ポリエチレン・鉄

LT/GRGR

BUR

GR

WH/GR

ユーカリブッシュ　　　

VEG-5187       \300(税抜)
●サイズ/ 　     全長24cm　　
●カラー・JANコード/
　BUR 　　　　　 518701
　GR         　  518718 
●出荷単位/    　24本/384本
●材質/　　　　　ポリエチレン・鉄

GRBUR

スモールミントブッシュ　　

VDG-5434  　   \350(税抜)
●サイズ/ 　     全長25cm 葉長1～2cm 
●JANコード/　　 543406
●出荷単位/    　24本/288本
●材質/　　　　　ポリエチレン・鉄

ユーカリブッシュ

VEG-5500  　   \1,000(税抜)
●サイズ/ 　     全長35cm  
●カラー・JANコード/
　GR             550008
  LT/GR          550015
●出荷単位/    　6本/72本
●材質/　　　　　ポリエチレン・鉄

GR

LT/GR

ボックスウッドピック

VEG-5234   　  \80(税抜)
●サイズ/ 　     全長23cm 葉径2.5～3cm
●JANコード/　　 523408
●出荷単位/    　36本/288本/2,304本
●材質/　　　　　ポリエチレン・鉄
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イングリッシュアイビーピック

VT-R322    　  \220(税抜)
●サイズ/ 　     全長25cm 葉径3.5～10cm
●JANコード/　　 732206　※  
●出荷単位/    　24本/432本
●材質/　　　　　ポリエステル
　　　　　　　　 ポリエチレン・鉄

グレープアイビーピック　　

VT-R355    　  \240(税抜)
●サイズ/ 　     全長22cm 葉長3.5～10cm 
●JANコード/　　 735504　※
●出荷単位/    　24本/288本
●材質/　　　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

コリウスピックグリーン　　

VT-R356    　  \240(税抜)
●サイズ/ 　     全長28cm 葉長4.5～7.5cm 
●JANコード/　　 735603　※
●出荷単位/    　24本/288本
●材質/　　　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

コリウスピックパープル　　

VT-R357    　  \220(税抜)
●サイズ/ 　     全長22cm 葉長4～7.5cm 
●JANコード/　　 735702
●出荷単位/    　24本/288本
●材質/　　　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

イングリッシュアイビーピックＵＶカット　(8月入荷予定）　

VT-R389        \220(税抜)
●サイズ/ 　     全長25cm 葉長3.5～10cm
●JANコード/　　 738901
●出荷単位/    　24本/432本
●材質/　　　　　ポリエチレン・鉄

NEWNEW
グレープアイビーピックＵＶカット　(8月入荷予定）　

VT-R390        \220(税抜)
●サイズ/ 　     全長22cm 葉長3.5～10cm
●JANコード/　　 739007
●出荷単位/    　24本/288本
●材質/　　　　　ポリエチレン・鉄

NEWNEW
オランダアイビーピックUVカット　

VT-R388    　  \220(税抜)
●サイズ/ 　     全長25cm 葉径3.5～10cm
●JANコード/　　 738802  
●出荷単位/    　24本/432本
●材質/　　　　  ポリエチレン・鉄

NEWNEW
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ミックスファーンブッシュ　　

VEG-5374   　  \700(税抜)
●サイズ/ 　     全長40cm
●JANコード/　　 537405
●出荷単位/    　12本/120本
●材質/　　　　　ポリエチレン・鉄

ミックスリーフブッシュ　

VEG-5387   　  \1,400(税抜)
●サイズ/ 　     全長40cm
●カラー・JANコード/
　GR             538709
  LT/GR          538716
●出荷単位/    　12本/144本
●材質/　　　　　ポリエチレン・鉄

LT/GRGR

グリーンミックスブッシュ　(4月上旬入荷）　

VEG-5577       \580(税抜)
●サイズ/ 　     全長29cm   
●JANコード/　　 557700
●出荷単位/    　12本/144本
●材質/　　　　　ポリエチレン・鉄

NEWNEW

ベリーブッシュ　

VEG-5520  　   \1,200(税抜)
●サイズ/ 　     全長55cm  
●カラー・JANコード/
　CR             552002
  RE             552019
●出荷単位/    　6本/120本
●材質/　　　　　ポリエチレン・鉄

CR RE
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グラスブッシュ　

VG-3582         \1,200(税抜)
●サイズ/ 　     全長30cm 　 
●カラー・JANコード/
　GR/RE       　 358208
  WH             358215
●出荷単位/    　12本/96本
●材質/　　　　　ポリエチレン・鉄

GR/RE WH

グラスブッシュ　

VDG-5307       \500(税抜)
●サイズ/ 　     全長38cm　葉長26cm
●JANコード/　　 530703　※
●出荷単位/    　12本/240本
●材質/　　　　　ポリエチレン・鉄

カーリーグラスブッシュ　

VDG-5532       \850(税抜)
●サイズ/ 　     全長37cm  
●JANコード/　　 553207　※
●出荷単位/    　12本/216本
●材質/　　　　　ポリエチレン・鉄

ソードリーフブッシュ　(4月上旬入荷）　

VEG-5579       \2,800(税抜)
●サイズ/ 　     全長65cm  
●JANコード/　　 557908
●出荷単位/    　6本/72本
●材質/　　　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

NEWNEW コンシナブッシュ

VG-3475   　   \450(税抜)
●サイズ/ 　     全長26cm
●カラー・JANコード/
  GR/WH           347516
●出荷単位/      48本/576本
●材質/             ポリエステル
                    ポリエチレン・鉄
  

GR/WH
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ワンダリングブッシュ　

VEG-5276   　  \650(税抜)
●サイズ/ 　     全長30cm　葉径3～5.5㎝ 
●JANコード/　　 527604　※
●出荷単位/    　12本/288本
●材質/　　　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

　　　　　

ワンダリングブッシュ　　

VEG-5292   　  \650(税抜)
●サイズ/ 　     全長24cm 葉長4～7㎝
●JANコード/　　 529202　　 
●出荷単位/    　12本/288本
●材質/　　　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

　　　　　

ベゴニアリーフブッシュ　

VEG-5324   　  \680(税抜)
●サイズ/ 　     全長24cm 　葉長6cm
●JANコード/　　 532400
●出荷単位/    　12本/192本
●材質/　　　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

グレイスプラウトブッシュ　(4月上旬入荷）　

VEG-5576       \580(税抜)
●サイズ/ 　     全長34cm   
●JANコード/　　 557601
●出荷単位/    　12本/192本
●材質/　　　　　ポリエチレン・鉄

NEWNEW

セブリナブッシュ　

VT-R335   　   \1,000(税抜)
●サイズ/ 　     全長35cm 葉長5～9cm
●JANコード/　　 733500
●出荷単位/    　12本/120本
●材質/　　　　　ポリエステル・ポリエチレ・鉄

フィットニアブッシュ 

VT-R298   　   \1,000(税抜)
●サイズ/ 　     全長38cm 葉径4～7㎝
●JANコード/　　 729800
●出荷単位/    　6本/120本
●材質/　　　　　ポリエステル・ポリエチレン・鉄

フィットニアブッシュ　　

VEG-5275   　  \650(税抜)
●サイズ/ 　     全長30cm　葉径3～5.5㎝
●JANコード/　　 527505
●出荷単位/    　12本/288本
●材質/          ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

　　　　　

ワンダリングブッシュ

VEG-5344   　  \1,100(税抜)
●サイズ/ 　     全長25cm 葉長6～10cm             
●JANコード/　　 534404
●出荷単位/    　12本/120本
●材質/          ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄
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アレカヤシブッシュ

VDG-5562       \1,300(税抜)
●サイズ/ 　     全長45cm 葉長29cm 
●JANコード/　　 556208
●出荷単位/    　6本/96本
●材質/       ポリエチレン・鉄

ファーンブッシュ

VDG-5563       \1,300(税抜)
●サイズ/ 　     全長23cm 葉長18～25cm 
●JANコード/　　 556307
●出荷単位/    　6本/120本
●材質/       ポリエチレン・鉄

シダーファーンブッシュ

VT-R378        \480(税抜)
●サイズ/ 　     全長28cm  
●JANコード/　　 737805
●出荷単位/    　12本/144本
●材質/       ポリエチレン・鉄

アジアンタムブッシュ

VT-R379        \600(税抜)
●サイズ/ 　     全長31cm  
●JANコード/　　 737904
●出荷単位/    　12本/144本
●材質/       ポリエチレン・鉄

アジアンタムブッシュ　　

VG-3586  　    \450(税抜)
●サイズ/ 　     全長20cm
●JANコード/　　 358604　　
●出荷単位/      24本/480本
●材質/       ポリエチレン・紙・鉄

フロックボストンファンブッシュ　

VDG-5260   　  \900(税抜)
●サイズ/ 　     全長34cm
●JANコード/　　 526003 
●出荷単位/    　12本/360本
●材質/       ポリエチレン・鉄

アジアンタムブッシュ　

VDG-5306       \800(税抜)
●サイズ/ 　     全長40cm
●JANコード/　　 530604
●出荷単位/    　12本/240本
●材質/       ポリエチレン・紙・鉄

フォレストファーンブッシュ　

VEG-5475   　  \800(税抜)
●サイズ/ 　     全長30cm 
●JANコード/　　 547503
●出荷単位/    　12本/360本
●材質/       ポリエチレン・紙・鉄

アスパラガスファーンブッシュ　　

VEG-5476   　  \800(税抜)
●サイズ/ 　     全長35cm 
●JANコード/　　 547602
●出荷単位/    　12本/360本
●材質/       ポリエチレン・紙・鉄
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ミニハートリーフブッシュ　　

VEG-5533       \900(税抜)
●サイズ/ 　     全長40cm  
●JANコード/　　 553306
●出荷単位/    　12本/144本
●材質/　　　　　ポリエチレン・鉄

フレッシュローズマリー

VEG-5556       \600(税抜)
●サイズ/ 　     全長29cm  
●JANコード/　　 555607
●出荷単位/    　12本/144本
●材質/　　　　　ポリエチレン・鉄

ローリエブッシュ

VEG-5555       \600(税抜)
●サイズ/ 　     全長29cm  
●JANコード/　　 555508
●出荷単位/    　12本/192本
●材質/　　　　　ポリエチレン・鉄

ローズマリーブッシュ　

VEG-5236   　  \450(税抜)
●サイズ/ 　     全長29cm 
●JANコード/　　 523606
●出荷単位/    　24本/384本
●材質/　　　　　ポリエチレン・鉄

ローズマリーブッシュ 

VG-3570   　   \850(税抜)
●サイズ/ 　     全長30cm 
●JANコード/　　 357003
●出荷単位/    　12本/192本
●材質/　　　　　ポリエチレン・鉄

ナズナＭＩＸブッシュ　

VEG-5499       \1,000(税抜)
●サイズ/ 　     全長30cm  
●JANコード/　　 549903
●出荷単位/    　12本/192本
●材質/　　　　　ポリエチレン・鉄

モングラス　

VEG-5252   　  \260(税抜)
●サイズ/ 　     全長43cm 
●JANコード/　　 525204
●出荷単位/    　36本/576本
●材質/　　　　　ポリエチレン・鉄

ファーンブッシュ　　

VEG-5186  　   \220(税抜)
●サイズ/ 　      全長21cm　
●JANコード/  　  518602
●出荷単位/       36本/576本
●材質/　　　　　ポリエチレン・鉄

ミニファーンピック

VEG-5539       \180(税抜)
●サイズ/ 　     全長28cm
●JANコード/　　 553900
●出荷単位/    　36本/72本/864本
●材質/　　　　　ポリエチレン・鉄



118

2021 The Artificial Flower Catalog VOL.51

メーカーJANコード：4951614

スプレンゲリーブッシュ　　

VEG-5535       \400(税抜)
●サイズ/ 　     全長28cm  
●JANコード/　　 553504
●出荷単位/    　24本/288本
●材質/　　　　　ポリエチレン・鉄

ウィードグラスブッシュ　　

VEG-5536       \500(税抜)
●サイズ/ 　     全長28cm  
●JANコード/　　 553603
●出荷単位/    　24本/240本
●材質/　　　　　ポリエチレン・鉄

GR

ローズマリーブッシュ　　

VDG-5262   　  \380(税抜)
●サイズ/ 　     全長23cm 
●JANコード/　　 526201
●出荷単位/    　24本/576本
●材質/　　　　　ポリエチレン・鉄

　　　　　

ローズマリーミックスピック　　

VEG-5386   　  \280(税抜)
●サイズ/ 　     全長25cm
●JANコード/　　 538600
●出荷単位/    　24本/432本
●材質/　　　　　ポリエチレン・鉄

スプレンゲリーブッシュ

VDG-5309 　    \280(税抜)
●サイズ/ 　     全長24cm 
●カラー・JANコード/
　GR              530901
●出荷単位/    　36本/720本
●材質/　　　　　ポリエチレン・鉄

PUGR

ローズマリーブッシュ

VAG-2505  　   \600(税抜)
●サイズ/ 　     全長34cm  
●カラー・JANコード/
　GR             250502
  PU             250519
●出荷単位/    　12本/216本
●材質/　　　　　ポリエチレン・鉄

キャロットリーフブッシュ　(4月上旬入荷）　

VEG-5575       \680(税抜)
●サイズ/ 　     全長26cm   
●JANコード/　　 557502
●出荷単位/    　12本/192本
●材質/　　　　　ポリエチレン・鉄

NEWNEW
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ミニプミラブッシュ　

VDG-5584       \500(税抜)
●サイズ/ 　     全長25cm 葉長1～2cm   
●JANコード/　　 558400
●出荷単位/    　12本/48本/288本
●材質/　　　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

NEWNEW
ミニボタンリーフブッシュ　

VDG-5585       \500(税抜)
●サイズ/ 　     全長25cm 葉長1～2cm   
●JANコード/　　 558509
●出荷単位/    　12本/48本/288本
●材質/　　　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

NEWNEW

ミニアイビーブッシュ　

VDG-5586       \500(税抜)
●サイズ/ 　     全長25cm 葉長1～2cm   
●JANコード/　　 558608
●出荷単位/    　12本/48本/288本
●材質/　　　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

NEWNEW
ミニベゴニアブッシュ　

VDG-5587       \500(税抜)
●サイズ/ 　     全長25cm 葉長1～2cm   
●JANコード/　　 558707
●出荷単位/    　12本/48本/288本
●材質/　　　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

NEWNEW

フィカスリーフバンドル 　

VG-3609   　    \750(税抜)
●サイズ/ 　      全長25㎝　葉長3.5cm
●JANコード/      360904
●出荷単位/    　 12束/432束　
●材質/　　　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・紙・鉄
　　　　　　

ナチュラルグリーンバンドル

VEG-5554  　   \800(税抜)
●サイズ/ 　     全長24cm
●カラー・JANコード/
　BE             555409
  GRY/GR         555416　※
●出荷単位/    　12束/216束
●材質/　　　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・紙・鉄

BE

GRY/GR
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インクベリーブッシュ　

VDG-5522  　   \600(税抜)
●サイズ/ 　     全長28cm 
●カラー・JANコード/
　CR             552200
  GR             552217
  PU             552224
●出荷単位/    　12本/216本
●材質/　　　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄

ユーカリベリーブッシュ　

VDG-5390   　  \800(税抜)
●サイズ/ 　     全長30cm 実径0.5～1cm
●カラー・JANコード/
　BL             539003
  LT/PI          539010
●出荷単位/    　12本/216本
●材質/　　　　　ポリエチレン・鉄

CR GR PU

LT/PIBL

ミックスブッシュ　Astyle　

VEG-5537       \1,200(税抜)
●サイズ/ 　     全長33cm  
●JANコード/　　 553702
●出荷単位/    　12本/216本
●材質/　　　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・紙・鉄

ミックスブッシュ　Bstyle　

VEG-5538       \1,200(税抜)
●サイズ/ 　     全長31cm  
●JANコード/　　 553801
●出荷単位/    　12本/216本
●材質/　　　　　ポリエステル
                 ポリエチレン・紙・鉄

ベビーリーフブッシュ　(4月上旬入荷）　

VEG-5574       \500(税抜)
●サイズ/ 　     全長24cm   
●JANコード/　　 557403
●出荷単位/    　12本/192本
●材質/　　　　　ポリエチレン・鉄

NEWNEW
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モンステラリーフ（Ｓ）　　

VEG-5487       \600(税抜)
●サイズ/ 　     全長60cm 葉長25cm  
●JANコード/　　 548708
●出荷単位/    　12本/192本
●材質/ 　　　ポリエチレン・ポリエステル・鉄

モンステラリーフ（Ｌ）　　

VEG-5488       \900(税抜)
●サイズ/ 　     全長62cm 葉長35cm  
●JANコード/　　 548807
●出荷単位/    　12本/96本
●材質/ 　　　ポリエチレン・ポリエステル・鉄

モンステラｘ3　

VDG-5209   　   \750(税抜)
●サイズ/ 　      全長75cm　葉長18㎝
●JANコード/      520902
●出荷単位/    　 12本/288本
●材質/           ポリエチレン・ポリエステル・鉄

モンステラリーフ（Ｓ）

VT-R212   　   \150(税抜)
●サイズ/ 　     全長54cm  葉長19cm
●JANコード/     721200
●出荷単位/      36本/576本
●材質/ 　　　ポリエチレン・ポリエステル・鉄

モンステラリーフ（Ｌ）

VT-R211   　   \350(税抜)
●サイズ/ 　     全長72cm  葉長30cm
●JANコード/     721101
●出荷単位/      12本/360本
●材質/ 　　　ポリエチレン・ポリエステル・鉄
  

ヒメモンステラ 

VT-R297   　   \120(税抜)
●サイズ/ 　     全長32cm 葉径15㎝
●JANコード/　　 729701
●出荷単位/    　24本/96本/2,304本
●材質/ 　　　ポリエチレン・ポリエステル・鉄

レザーファン

VEG-5025  　    \150(税抜)
●サイズ/ 　     全長48cm　葉長29cm
●JANコード/     610450
●出荷単位/      72本/1,152本
●材質/ 　　　ポリエチレン・ポリエステル・鉄
  

サカキ(Ｓ)　　

VEG-5396   　  \220(税抜)
●サイズ/ 　     全長34cm 葉長6cm
●JANコード/　　 539607
●出荷単位/    　36本/576本
●材質/ 　　　ポリエチレン・ポリエステル・鉄
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パームリーフ（Ｌ）　

VEG-5489       \650(税抜)
●サイズ/ 　     全長85cm 葉長45cm  
●JANコード/　　 548906
●出荷単位/    　12本/192本
●材質/ 　　　ポリエチレン・ポリエステル・鉄

パームリーフ(Ｓ)

VEG-5393   　  \150(税抜)
●サイズ/ 　     全長44cm
●JANコード/　　 539300
●出荷単位/    　24本/432本
●材質/ 　　　ポリエチレン・ポリエステル・鉄

パームリーフ(Ｍ)　　

VEG-5394   　  \220(税抜)
●サイズ/ 　     全長51cm
●JANコード/　　 539409
●出荷単位/    　24本/432本
●材質/ 　　　ポリエチレン・ポリエステル・鉄

ハラン　　

VT-R347   　   \380(税抜)
●サイズ/ 　     全長88cm 
                 葉長56cm W10cm
●JANコード/　　 734705
●出荷単位/    　24本/288本
●材質/ 　　　ポリエチレン
       ポリエステル・鉄

コーディライン　　

VT-R348   　   \380(税抜)
●サイズ/ 　     全長88cm 
                 葉長56cm W10cm
●JANコード/　　 734804
●出荷単位/    　24本/288本
●材質/          ポリエチレン
                 ポリエステル・鉄

ロングシダファーン 　

VEG-5363   　   \180(税抜)
●サイズ/ 　      全長71㎝
●JANコード/　　　536309
●出荷単位/    　 72本/720本
●材質/           ポリエチレン・鉄

パームリーフ（ラバー）　

VT-R345   　   \180(税抜)
●サイズ/ 　     全長65cm
●JANコード/　　 734507
●出荷単位/    　36本/432本
●材質/ 　　　ポリエチレン・鉄

ニューサイラン             

VT-R239   　   \150(税抜)
●サイズ/ 　     全長79cm  葉長72cm
●カラー・JANコード/
  WH/GR          723914
●出荷単位/      36本/144本/1,440本
●材質/ 　　　ポリエステル・鉄
  

サイカスファーンリーフ　　

VEG-5524       \180(税抜)
●サイズ/ 　     全長50cm  
●JANコード/　　 552408
●出荷単位/    　72本/1,152本
●材質/ 　　　ポリエチレン・鉄

ドラセナリーフ

VDG-5467    \180(税抜)
●サイズ/ 　  全長61cm
              葉長34cm W4.5cm
●JANコード/  546704　※
●出荷単位/   12本/72本/1,152本
●材質/ 　 ポリエチレン・ポリエステル・鉄
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マグノリアリーフ

VDG-5449   　  \650(税抜)
●サイズ/ 　     全長80cm 葉長12.5cm
●カラー・JANコード/
　2T/GR          544908
  RE/GR          544915
●出荷単位/    　12本/144本
●材質/       ポリエステル・ポリエチレン・鉄　　

GR

2T/GR

RE/GR

GR

GR/RE

ドラセナ

VDG-5362    　 \1,000(税抜)
●サイズ/ 　     全長80cm 葉長16～30cm
●カラー・JANコード/
　GR             536200
  GR/RE          536217 
●出荷単位/    　12本/144本
●材質/       ポリエステル・ポリエチレン・鉄

ドラセナブッシュ　

VDG-5253   　  \1,800(税抜)
●サイズ/ 　     全長67cm 葉長16～36cm
●JANコード/　　 525303
●出荷単位/    　6本/120本
●材質/       ポリエステル・ポリエチレン・鉄

アイチアカブッシュ　

VDG-5254   　  \1,800(税抜)
●サイズ/ 　     全長67cm 葉長16～36cm
●JANコード/　　 525402
●出荷単位/    　6本/120本
●材質/       ポリエステル・ポリエチレン・鉄

グレープリーフスプレー 

VDG-5215   　   \700(税抜)
●サイズ/ 　      全長68cm 葉長4～10㎝
●カラー・JANコード/
　GR              521503
  YE/GR           521510 
●出荷単位/    　 12本/192本
●材質/           ポリエステル・ポリエチレン・鉄

YE/GR
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リーフブランチ　

VEG-5318   　  \1,380(税抜)
●サイズ/ 　     全長105cm
●JANコード/　　 531809
●出荷単位/    　6本/120本
●材質/       ポリエステル・ポリエチレン・鉄

シーグレープブランチ 

VT-R300   　   \750(税抜)
●サイズ/ 　     全長70cm 葉径5～13㎝
●JANコード/　　 730004
●出荷単位/    　12本/120本
●材質/       ポリエステル・ポリエチレン・鉄

シーグレープロングブランチ　

VT-R342   　   \1,800(税抜)
●サイズ/ 　     全長155cm 葉長5～14cm
●JANコード/　　 734200
●出荷単位/    　6本/48本
●材質/       ポリエステル・ポリエチレン・鉄

ベビーリーフスプレー　

VG-3612   　   \480(税抜)
●サイズ/ 　     全長60cm 葉径1cm
●JANコード/　　 361208
●出荷単位/    　12本/288本
●材質/       ポリエステル・ポリエチレン・鉄
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レモンリーフスプレー

VEG-5316   　  \1,000(税抜)
●サイズ/ 　     全長76cm 葉長4cm～7cm
●JANコード/　　 531601
●出荷単位/    　6本/144本
●材質/       ポリエステル・ポリエチレン・鉄

リュクスレモンリーフ　

VEG-5552       \2,400(税抜)
●サイズ/ 　     全長117cm 葉長5～7.5cm 
●JANコード/　　 555201
●出荷単位/    　12本/72本
●材質/       ポリエステル・ポリエチレン・鉄

レモンブランチ　　

VEG-5553       \1,500(税抜)
●サイズ/ 　     全長88cm 葉長8～10cm 
●JANコード/　　 555300
●出荷単位/    　12本/144本
●材質/       ポリエステル・ポリエチレン・鉄

マウンテンリーフブランチ　

VT-R372        \750(税抜)
●サイズ/ 　     全長94cm 葉長6～11cm 
●JANコード/　　 737201
●出荷単位/    　12本/216本
●材質/       ポリエステル・ポリエチレン・鉄

オリーブスプレー　

VDG-5336   　  \1,000(税抜)
●サイズ/ 　     全長77cm
●JANコード/　　 533605             
●出荷単位/    　12本/216本
●材質/          ポリエステル
                 ポリエチレン・鉄



128

2021 The Artificial Flower Catalog VOL.51

メーカーJANコード：4951614

ワイルドホヤスプレー

VDG-5465   　  \1,400(税抜)
●サイズ/ 　     全長88cm 葉長2.5～4.5cm
●JANコード/　　 546506
●出荷単位/    　6本/144本
●材質/       ポリエステル・ポリエチレン・鉄

トネリコ　　

VEG-5486      \2,600(税抜)
●サイズ/ 　     全長108cm 葉長1.5～4cm  
●JANコード/　　 548609
●出荷単位/    　12本/120本
●材質/       ポリエステル・ポリエチレン・鉄

サラサドウダンリーフ　　

VEG-5279   　  \1,500(税抜)
●サイズ/ 　     全長95cm 葉長5～9㎝　 
●JANコード/　　 527901
●出荷単位/    　12本/96本
●材質/       ポリエステル・ポリエチレン・鉄

　　　　　

トネリコ　　

VAG-2510       \1,800(税抜)
●サイズ/ 　     全長115cm 葉長1～3.5cm  
●JANコード/　　 251004
●出荷単位/    　6本/72本
●材質/       ポリエステル・ポリエチレン・鉄
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ユーカリベリースプレー　

VEG-5492  　   \800(税抜)
●サイズ/ 　     全長63cm 葉長6～9cm  
●カラー・JANコード/
　BR/GR　        549200
  GR             549217
  GRY/GR         549224
●出荷単位/    　12本/192本
●材質/       ポリエステル・ポリエチレン・鉄

BR/GR GR GRY/GR

ユーカリブランチ

VEG-5452  　   \1,500(税抜)
●サイズ/ 　     全長84cm 葉長3～5cm
●JANコード/　　 545202
●出荷単位/    　12本/120本
●材質/       ポリエステル・ポリエチレン・鉄

ユーカリブランチ　　

VEG-5529       \1,600(税抜)
●サイズ/ 　     全長96cm   
●JANコード/　　 552903
●出荷単位/    　12本/120本
●材質/       ポリエステル・ポリエチレン・鉄
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ユーカリスプレー　

VEG-5237   　  \300(税抜)
●サイズ/ 　     全長68cm 葉径0.5～1.5㎝
●カラー・JANコード/　　 
　GR　　 　　　　523705
  PU/GR          523712
●出荷単位/    　24本/432本
●材質/       ポリエチレン・鉄

ユーカリスプレー　

VT-R316   　   \450(税抜)
●サイズ/ 　     全長75cm
●JANコード/　　 731605 
●出荷単位/    　24本/288本
●材質/       ポリエチレン・鉄

GR

PU/GR



 131

ビバーナムティナス　　　

VG-3552         \900(税抜)
●サイズ/ 　      全長60cm　
●カラー・JANコード/
  BUR             355221
  BK              355207
  GR              355214 
●出荷単位/       12本/192本
●材質/           ポリエチレン
                  ポリエステル・鉄

ビバナムべリー　

VG-3603   　   \750(税抜)
●サイズ/ 　     全長47cm 実径5～8㎝
●カラー・JANコード/        
  BL             360300　※
  GR             360317　※
●出荷単位/    　12本/216本
●材質/          ポリエチレン
                 ポリエステル・鉄

BK

BUR GR

BL GR
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アガスターシェ　

VE-6995  　    \800(税抜)
●サイズ/ 　     全長55cm 花穂5cm 
●カラー・JANコード/
　BL             699509
  GR             699516
●出荷単位/    　12本/192本
●材質/          ポリエチレン
                 ポリエステル・鉄

BL

GR

PU

CR BL/LA

GR

BL WH

PU

GR WH

ベロニカスプレー　

VG-3626    　  \800(税抜)
●サイズ/ 　     全長70cm 
●カラー・JANコード/
　BL             362601
  GR             362618
　WH             362625
●出荷単位/    　12本/288本
●材質/          ポリエチレン
                 ポリエステル・鉄

ベロニカスプレー　

VT-R370    　  \500(税抜)
●サイズ/ 　     全長80cm
●カラー・JANコード/
　GR             737003
  PU             737010
　WH             737027
●出荷単位/    　24本/288本
●材質/          ポリエチレン
                 ポリエステル・鉄

ベロニカスプレー　

VT-1983  　    \450(税抜)
●サイズ/ 　     全長71cm 花穂2～3.5cm
●カラー・JANコード/
　CR             198309
  PU             198316
　BL/LA　　　　　198323
●出荷単位/    　24本/360本
●材質/          ポリエチレン
                 ポリエステル・鉄
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アスチルベスプレー　

VEG-5551  　   \900(税抜)
●サイズ/ 　     全長70cm 花穂12cm  
●カラー・JANコード/
　CR             555102
  GR             555119
  PI             555126
  PU             555133
  YE             555140
●出荷単位/    　12本/192本
●材質/          ポリエチレン
                 ポリエステル・鉄

PU YEPI

GRCR
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ルリアザミ　

VEG-5455   　  \700(税抜)
●サイズ/ 　     全長55cm 花径3.5～5cm
●カラー・JANコード/
　BL             545509　※
  GR             545516　※
●出荷単位/    　12本/288本
●材質/ 　　　ポリエチレン・ポリエステル・鉄

ステイメンスプレー　

VG-3622   　   \480(税抜)
●サイズ/ 　     全長43cm 葉長6～8cm  
●カラー・JANコード/
　GR/BL          362205
  LT/BL          362212
  MA             362229
●出荷単位/    　24本/432本
●材質/ 　　　ポリエチレン・ポリエステル・鉄

ニゲラシード　

VEG-5491  　   \600(税抜)
●サイズ/ 　     全長57cm 実径1.5～3cm  
●カラー・JANコード/
　GR　           549101
  LA/GR          549118
●出荷単位/    　12本/288本
●材質/ 　　　ポリエチレン・ポリエステル・鉄

タンチョウアリウム×２　

VG-3551   　   \650(税抜)
●サイズ/ 　     全長65cm 実長3～4cm 
●カラー・JANコード/
　GR/PU          355108
  LA/GR          355115
  PU             355122
●出荷単位/    　12本/288本
●材質/ 　　　ポリエチレン・ポリエステル・鉄

LT/BL

GR/BL MA

GR LA/GR

LA/GR

GR/PU

PU

BL

GR
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GR PU

エリンジウム

VEG-5347  　   \500(税抜)
●サイズ/ 　     全長66cm 葉長9cm  
●カラー・JANコード/
　GR             534701
  PU             534718
  BL             534725
  GRY/PU         534732
●出荷単位/    　12本/240本
●材質/ 　　　ポリエチレン・ポリエステル・鉄

PIBL

スプレッドベリー　

VEG-5370  　   \500(税抜)
●サイズ/ 　     全長55cm
●カラー・JANコード/
　BL             537009
  LA             537016
　PI　　　　　 　537023
●出荷単位/    　12本/192本
●材質/ 　　　ポリエチレン・鉄

BL GRY/PU

LA

エリンジウム　

VEG-5348  　   \450(税抜)
●サイズ/ 　     全長66cm 葉長7～12cm 
●カラー・JANコード/
　GR             534800
  PU             534817
●出荷単位/    　12本/240本
●材質/ 　　　ポリエチレン・ポリエステル・鉄

GR PU
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LT/GR MA YE

スパイダープランツ　

VEG-5457  　   \500(税抜)
●サイズ/ 　     全長64cm 葉長10cm 
●カラー・JANコード/
　LT/GR          545707
  MA             545714
　YE　　　　　 　545721
  CR             545738
  PU　 　　　    545745
  RE             545752
●出荷単位/    　12本/144本
●材質/ 　　　ポリエチレン・鉄

CR PU RE
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ベリーブランチ　

VEG-5518  　   \550(税抜)
●サイズ/ 　     全長100cm  
●カラー・JANコード/
　GR             551807　※
  PU             551814　※
  RE             551821　※
●出荷単位/    　12本/144本
●材質/ 　　　ポリエチレン
                ポリエステル・鉄

PU REGR

パンパススプレー

VEG-5581  　   \1,200(税抜)
●サイズ/ 　     全長95cm 
●カラー・JANコード/
　BE             558103
  LT/PI          558110
●出荷単位/    　12本/120本
●材質/　　　　　ポリエステル・ポリエチレン・鉄

NEWNEW

BE LT/PI
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フロストベリー　

VG-3576        \180(税抜)
●サイズ/ 　     全長59cm 　 
●カラー・JANコード/
　CR          　 357607
  PU             357614
●出荷単位/    　36本/576本
●材質/ 　　　ポリエチレン・鉄
          

PUCR

ベリーブランチ　

VEG-5516  　   \800(税抜)
●サイズ/ 　     全長94cm  
●カラー・JANコード/
　OR             551609
  RE             551616
  YE             551623
●出荷単位/    　12本/120本
●材質/ 　　　ポリエチレン・鉄OR YERE

REGR

クラスターベリー　

VEG-5517  　   \500(税抜)
●サイズ/ 　     全長60cm  
●カラー・JANコード/
  GR             551715　※
  RE             551722　※
●出荷単位/    　12本/192本
●材質/ 　　　ポリエチレン
                 ポリエステル・鉄
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グレープベリースプレー

VEG-5447   　  \580(税抜)
●サイズ/ 　     全長55cm 
                 葉長1.5～5.5cm
●カラー・JANコード/
　BL             544700　※
  CR/GR          544717
　GR   　　　  　544724
　MA/CR          544731　※
●出荷単位/    　12本/288本
●材質/          ポリエチレン・ポリエステル
　　　　　　　　 スチロール・鉄

ベリーピック　　　　　

VFG-5121  　   \90(税抜)
●サイズ/ 　     全長23cm
●カラー・JANコード/
  PU/GR          512112       DK/BL      512136
  CR/GR          512105       PI/GR      512143
  2T/GR          512129       RE/GR      512150
●出荷単位/      36本/108本/1,080本
●材質/          ポリエチレン・ポリエステル
　　　　　　　　 スチロール・鉄  

PI/GR

2T/GR
PU/GR

DK/BL

RE/GR

CR/GR

BL

CR/GR MA/CR

RE

ベリーブッシュ　

VEG-5520  　   \1,200(税抜)
●サイズ/ 　     全長55cm  
●カラー・JANコード/
　CR             552002　※
  RE             552019　※
●出荷単位/    　6本/120本
●材質/          ポリエチレン・鉄

CR

GR



140

2021 The Artificial Flower Catalog VOL.51

メーカーJANコード：4951614

ベリーブランチ　　

VE-4052   　   \250(税抜)
●サイズ/ 　     全長40cm 実径1cm
●JANコード/　　 405209　※
●出荷単位/    　24本/240本
●材質/          ポリエチレン
                 スチロール・鉄

ベリースプレー

VEG-5332 　 　 \350(税抜)
●サイズ/ 　     全長43cm 
●カラー・JANコード/
　BK             533209
  RE             533216
●出荷単位/    　12本/24本/360本
●材質/          ポリエチレン
                 スチロール・鉄・紙

ベリーピック

VEG-5333   　  \90(税抜)
●サイズ/ 　     全長21cm 
●カラー・JANコード/
　BK             533308
  RE             533315
●出荷単位/    　12本/144本/1,152本
●材質/          ポリエチレン
                 スチロール・鉄

REBK

REBKREBK

ベリーピック　

VEG-5514  　   \100(税抜)
●サイズ/ 　     全長20cm 実径0.5cm  
●カラー・JANコード/
　BK             551401
  RE             551418
●出荷単位/    　36本/72本/1,440本
●材質/          ポリエチレン
                 スチロール・鉄

ベリーバンドル　　

VA-2517        \800(税抜)
●サイズ/ 　     全長21cm 
●JANコード/　　 251707
●出荷単位/    　12束/240束
●材質/　　　　　ポリエチレン・スチロール
                 紙・鉄
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コットンスプレー　　

XD-8296   　   \900(税抜)
●サイズ/ 　     全長80cm
●JANコード/　　 829609
●出荷単位/    　12本/72本
●材質/　　　　　ポリエチレン
                 ポリエステル
                 自然素材・鉄

ツイッグ　　

VEG-5395   　  \700(税抜)
●サイズ/ 　     全長40cm
●JANコード/　　 539508
●出荷単位/    　12本/144本
●材質/　　　　　ポリエチレン・鉄

マンザニータ（Ｓ）　

VDG-5523  　   \3,300(税抜)
●サイズ/ 　     全長93cm  
●カラー・JANコード/
　BK             552309
  WH             552316
●出荷単位/    　2本/36本
●材質/       ポリエチレン

ウィローブランチ　　

VT-R344   　   \180(税抜)
●サイズ/ 　     全長66cm
●JANコード/　　 734408
●出荷単位/    　24本/432本
●材質/       ポリエチレン

マンザニータ（Ｓ）

VDG-5300 　    \3,300(税抜)
●サイズ/ 　     全長93cm
●JANコード/     530000
●出荷単位/    　2本/36本
●材質/       ポリエチレン

マンザニータ（Ｌ）

VDG-5299 　    \7,000(税抜)
●サイズ/ 　     全長116cm 
●JANコード/     529905
●出荷単位/    　1本/15本
●材質/       ポリエチレン

WHBK

アスパラクラスター　(4月上旬入荷）

VT-2157   　   \300(税抜)
●サイズ/ 　     全長47cm 
●カラー・JANコード/
　GO/YE          215709
  MOSS           215716
  OR             215723
  PU             215730
●出荷単位/    　12本/48本/576本
●材質/　　　　　ポリエチレン

NEWNEW

GO/YE MOSS OR PU



エアプランツハンギングA-type

VDG-5311   　  \1,500(税抜)
●サイズ/ 　     全長20cm(ひも込) 
                 葉長5cm～9cm
●JANコード/　　 531106
●出荷単位/    　6個/120個
●材質/       ポリエチレン・麻

エアプランツハンギングC-type

VDG-5313   　  \2,000(税抜)
●サイズ/ 　     全長20cm(ひも込) 
　　　　　　　　 葉長10cm～20cm
●JANコード/　　 531304
●出荷単位/    　6個/72個
●材質/       ポリエチレン・麻
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エケベリア アモエナ

VDG-5444   　  \280(税抜)
●サイズ/ 　     全長10cm
●カラー・JANコード/
　DK/GR          544403
  LT/GR          544410
●出荷単位/    　24本/240本
●材質/       ポリエチレン

エケベリア プリドニス

VDG-5445   　  \280(税抜)
●サイズ/ 　     全長9cm
●カラー・JANコード/
　DK/GR          544502　※
  LT/GR          544519　※
●出荷単位/    　12本/360本
●材質/　　　　　ポリエチレン

LT/GRDK/GR

LT/GR

ティランジア（Ｍ）

VDG-5438  　   \1,500(税抜)
●サイズ/ 　     全長24cm
●JANコード/　　 543802
●出荷単位/    　6本/60本
●材質/       ポリエチレン・鉄

ティランジアハンギング　　

VEG-5505       \1,800(税抜)
●サイズ/ 　     全長25cm  
●JANコード/　　 550503　※
●出荷単位/    　6本/72本
●材質/       ポリエチレン・麻

チランジア　イオナンタ　

VEG-5281   　  \600(税抜)
●サイズ/ 　     全長14cm　 
●JANコード/　　 528106
●出荷単位/    　12本/120本
●材質/       ポリエチレン・鉄

　　　　　

エアプランツピック　

VDG-5335   　  \150(税抜)
●サイズ/ 　     全長8cm
●カラー・JANコード/
　GR             533506　※
  LT/GR          533513　※
●出荷単位/    　6本/48本/768本
●材質/       ポリエチレン・鉄

LT/GRGR
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グラスマット　

VDG-5379   　  \1,000(税抜)
●サイズ/ 　     □26cm H5cm
●JANコード/　　 537900
●出荷単位/    　6枚/96枚
●材質/       ポリエチレン

ティーリーフマット　

VDG-5339   　  \1,000(税抜)
●サイズ/ 　     □26.5cm H7cm
●JANコード/　　 533902   
●出荷単位/    　6枚/96枚
●材質/       ポリエチレン

ボックスウッドマット　

VDG-5360   　  \1,400(税抜)
●サイズ/ 　     □25cm H4cm
●JANコード/　　 536002  
●出荷単位/    　6枚/96枚
●材質/       ポリエチレン

ユーカリマット　

VDG-5361   　  \1,000(税抜)
●サイズ/ 　     □25cm H10cm
●JANコード/　　 536101
●出荷単位/    　6枚/96枚
●材質/       ポリエチレン

ウォーターリーフマット　

VDG-5338   　  \1,100(税抜)
●サイズ/ 　     □25cm H4cm
●JANコード/　　 533803  
●出荷単位/    　6枚/96枚
●材質/       ポリエチレン

ウォーターリーフマットＵＶカット　

VDG-5569       \1,500(税抜)
●サイズ/ 　     □25cm　H4cm 
●JANコード/　　 556901
●出荷単位/    　6枚/96枚
●材質/　　　　　ポリエチレン

NEWNEW

ティーリーフマットＵＶカット　　

VDG-5570       \1,400(税抜)
●サイズ/ 　     □26.5cm　H7cm 
●JANコード/　　 557007
●出荷単位/    　6枚/96枚
●材質/　　　　　ポリエチレン

NEWNEW

ユーカリマットＵＶカット

VDG-5571       \1,300(税抜)
●サイズ/ 　     □25cm　H10cm 
●JANコード/　　 557106
●出荷単位/    　6枚/96枚
●材質/　　　　　ポリエチレン

NEWNEW
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グラスマット(L)　        

VEG-5172    　 \3,200(税抜)
●サイズ/ 　      30cm×100cm
●JANコード/　　  517209
●出荷単位/    　 1枚/4枚/48枚
●材質/       ポリエチレン

パールグラスマット　　

VEG-5546       \500(税抜)
●サイズ/ 　     □13×13cm　H3cm 
●JANコード/　　 554600　※
●出荷単位/    　24枚/192枚
●材質/       ポリエチレン

グラスサークルマット　　

VEG-5507       \1,000(税抜)
●サイズ/ 　     直径25cm H5cm 
●JANコード/　　 550701　※
●出荷単位/    　6枚/60枚
●材質/       ポリエチレン

ミックスファーンマット　

VDG-5508       \1,800(税抜)
●サイズ/ 　     □24x24cm 
●JANコード/　　 550800
●出荷単位/    　6枚/96枚
●材質/       ポリエチレン

ミックスファーンマット　

VEG-5376   　  \3,000(税抜)
●サイズ/ 　     □26cm H12cm
●JANコード/　　 537603
●出荷単位/    　2枚/6枚/48枚
●材質/       ポリエチレン

マットを使用したアレンジメント例
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テーブルカポックポット　　

VDG-5481   　  \2,800(税抜)
●サイズ/ 　     全長28cm 葉長11cm
●ﾎﾟｯﾄｻｲｽﾞ/ 　　 W10cm D10cm H13cm
●JANコード/　　 548104
●出荷単位/    　6個/24個
●材質/       ポリエチレン・ポリエステル
                 ポリプロピレン・鉄

カラジュームＭＩＸポット　　

VDG-5482   　  \3,600(税抜)
●サイズ/ 　     全長55cm 
●ﾎﾟｯﾄｻｲｽﾞ/ 　　 W11.5cm D11.5cm H18.5cm
●JANコード/　　 548203
●出荷単位/    　6個/12個
●材質/       ポリエチレン・ポリエステル
                 ポリプロピレン・鉄

フィカスウンベラータポット　　

VDG-5483   　  \3,800(税抜)
●サイズ/ 　     全長55cm 
●ﾎﾟｯﾄｻｲｽﾞ/ 　　 W13.5cm D13.5cm H17cm
●JANコード/　　 548302
●出荷単位/    　6個/12個
●材質/       ポリエチレン・ポリエステル
                 ポリプロピレン・鉄

ワイルドホヤポット　　

VDG-5484   　  \5,500(税抜)
●サイズ/ 　     全長75cm 
●ﾎﾟｯﾄｻｲｽﾞ/ 　　 W13cm D13cm H24cm
●JANコード/　　 548401
●出荷単位/    　4個/12個
●材質/       ポリエチレン・ポリエステル
　　　　　　　　 ポリプロピレン・鉄

パキラポット　　

VG-3593  　    \1,800(税抜)
●サイズ/ 　     全長25cm 
●ﾎﾟｯﾄｻｲｽﾞ/　　　W8.5㎝D8.5㎝H7.5㎝　　
●JANコード/  　 359304
●出荷単位/      12個/72個
●材質/       ポリエチレン・ポリエステル
                 陶器・石・鉄
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ペペロミアポット

VS-5093   　 \2,500(税抜)
●サイズ/ 　   全長25cm
●ﾎﾟｯﾄｻｲｽﾞ/　　W10cmD10cmH10cm
●JANコード/   626970
●出荷単位/    6個/36個
●材質/     ポリエチレン・ポリエステル
 　　自然素材・鉄・ポリプロピレン
  

アイビーポット　　

VDG-5485  　   \1,500(税抜)
●サイズ/ 　     全長16cm 
●ﾎﾟｯﾄｻｲｽﾞ/　　　W8cm D8cm H16cm 
●JANコード/　　 548500
●出荷単位/    　12個/96個
●材質/       ポリエチレン
       ポリエステル
 　　　鉄・ポリプロピレン

ワンダリングポット

VG-3167   　  \1,400(税抜)
●サイズ/ 　    全長16cm
●ﾎﾟｯﾄｻｲｽﾞ/     W8cmD8cmH6cm
●JANコード/    316703
●出荷単位/     12個/96個
●材質/       ポリエチレン
       ポリエステル
 　　　鉄・ポリプロピレン

チャーリーポット

VG-3166   　  \1,400(税抜)
●サイズ/ 　    全長16cm
●ﾎﾟｯﾄｻｲｽﾞ/　　 W8cmD8cmH6cm
●JANコード/    316604
●出荷単位/     12個/96個
●材質/       ポリエチレン
       ポリエステル
 　　　鉄・ポリプロピレン

ミニペペロミアポット

VG-3382   　  \1,400(税抜)
●サイズ/ 　    全長16cm
●ﾎﾟｯﾄｻｲｽﾞ/　　 W8cmD8cmH6cm
●JANコード/    338200
●出荷単位/     12個/96個
●●材質/       ポリエチレン
       ポリエステル
 　　　鉄・ポリプロピレン

シぺラスポット　　

VDG-5196   　  \2,200(税抜)
●サイズ/ 　     全長33cm
●ﾎﾟｯﾄｻｲｽﾞ/      L18.5㎝W5.5㎝H6㎝
●JANコード/     519609
●出荷単位/    　6個/36個
●材質/       ポリエチレン・ポリエステル
                 陶器・石・鉄

タロポット　　

VDG-5197   　  \2,200(税抜)
●サイズ/ 　     全長30.5cm
●ﾎﾟｯﾄｻｲｽﾞ/　　  L18.5㎝W5.5㎝H6㎝
●JANコード/     519708
●出荷単位/    　6個/36個
●材質/       ポリエチレン・ポリエステル
                 陶器・石・鉄
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ライムポトスヘゴ

商品番号

98639 RP-265  バーク付
       W33 × H180cm      
     ￥38,800　     支柱:木製
       器：ポリプロピレン製

98641 RP-265  バーク付
       W33 × H150cm        
     ￥31,700　     支柱:木製
       器：ポリプロピレン製

       

98643 RP-225  バーク付
       W33 × H90cm
     ￥19,000　     支柱:木製
       器：ポリプロピレン製
    

200　

ヒメモンステラヘゴ-ＤＸ

商品番号

98651 RP-265  バーク付
       W35 X H180cm         
     ￥43,600　     支柱:木製
       器：ポリプロピレン製

91308 RP-265  バーク付
       W35 X H150cm         
     ￥34,600　     支柱:木製
       器：ポリプロピレン製

98653 RP-225  バーク付
       W35 X H90cm         
     ￥21,000　     支柱:木製
       器：ポリプロピレン製

200　

ツピダンサス FST

商品番号

91603 器:SA-10(WH) ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製    
       サンド仕上
       W90 × H150cm
     ￥39,900       幹材質:FST

91605 本体のみ
      W90 × H140cm
     ￥29,900       幹材質:FST　        　　

91603 ツピダンサス 91609 デコラゴムFST

デコラゴム FST

商品番号

91609 器:Jena8(GR) ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製
       サンド仕上
       W70 ×　H150cm
     ￥40,500　     幹材質:FST

91611 本体のみ
      W70 ×　H140cm
     ￥30,000　     幹材質:FST

   98639 ライムポトスヘゴ

      98641 ライムポトスヘゴ

98643 ライムポトスヘゴ

   98651 ヒメモンステラヘゴ-ＤＸ

      91308 ヒメモンステラヘゴ-ＤＸ

98653 ヒメモンステラヘゴ-ＤＸ

パキラ FST

商品番号

91600 器:Jena8(WH) ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製
       サンド仕上
       W80 ×　H150cm
     ￥39,500　     幹材質:FST

91602 本体のみ
      W80 ×　H140cm
     ￥29,000　     幹材質:FST

91600 パキラFST

　☆このページの商品は国内で加工している商品の為、
　　掛率・運賃条件が異なります。発注頂いてから出荷までお時間を頂く事もあります。



148

2021 The Artificial Flower Catalog VOL.51

ベンガルボダイジュ FST

商品番号

99114 器:ｸｫｰﾂ300 　ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製
       バーク付
       W110 ×　H180cm
     ￥57,100　     幹材質:FST

99285 本体のみ
      W110 ×　H180cm
     ￥46,700　     幹材質:FST

ベンガルボダイジュ FST

商品番号

99116 器:ｸｫｰﾂ240 　ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製
       バーク付
       W80 ×　H150cm
     ￥38,700　     幹材質:FST

99286 本体のみ
      W80 ×　H150cm
     ￥31,400　     幹材質:FST

99114 ベンガルボダイジュFST

99116 ベンガルボダイジュFST

アルテシマ FST

商品番号

98932 器:RP-225 　 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製
       バーク付
       W65 ×　H150cm
     ￥36,000　     幹材質:FST

98934 本体のみ
      W65 ×　H150cm
     ￥27,100　     幹材質:FST

98932 アルテシマFST 98935 アルテシマFST 98551 コンシナトリコロル

アルテシマ FST

商品番号

98935 器:RP-185 　 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製
       バーク付
       W60 ×　H120cm
     ￥21,900　     幹材質:FST

98937 本体のみ
      W60 ×　H120cm
     ￥14,800　     幹材質:FST

コンシナトリコロル

商品番号

98551 器:RP-265 　 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製
       バーク付
       W70 ×　H140cm
     ￥24,100　     幹材質:FST

91111 本体のみ
      W70 ×　H140cm
     ￥12,900　     幹材質:FST

　
　☆このページの商品は国内で加工している商品の為、
　　掛率・運賃条件が異なります。発注頂いてから出荷までお時間を頂く事もあります。
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ウンベラータ FST

商品番号

99103 器:RP-265 　 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製
       バーク付
       W80 ×　H150cm
     ￥43,400　     幹材質:FST

99105 本体のみ
      W80 ×　H150cm
     ￥35,600　     幹材質:FST

ウンベラータ FST

商品番号

98917 器:RP-225 　 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製
       バーク付
       W50 ×　H120cm
     ￥19,000　     幹材質:FST

98919 本体のみ
      W50 ×　H120cm
     ￥10,200　     幹材質:FST

ウンベラータ FST

商品番号

99100 器:RP-300 　 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製
       バーク付
       W110 ×　H180cm
     ￥57,000　     幹材質:FST

99102 本体のみ
      W110 ×　H180cm
     ￥47,800　     幹材質:FST

ストレリチア・オーガスタ

商品番号

99163 器:RP-300 　 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製
       バーク付
       W90 ×　H200cm
     ￥48,800　  材質:ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製

99165 本体のみ
      W90 ×　H200cm
     ￥32,100    材質:ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製

ストレリチア・オーガスタ

商品番号

99166 器:RP-265 　 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製
       バーク付
       W90 ×　H160cm
     ￥37,000　  材質:ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製

99168 本体のみ
      W90 ×　H160cm
     ￥25,100    材質:ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製
　     

　

ストレリチア・オーガスタ

商品番号

99169 器:RP-225 　 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製
       バーク付
       W70 ×　H130cm
     ￥21,400　  材質:ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製

99171 本体のみ
      W70 ×　H120cm
     ￥11,500    材質:ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製
　     

　

98917 ウンベラータFST99103 ウンベラータFST99100 ウンベラータFST

99169 ストレチア・オーガスタ

99166 ストレチア・オーガスタ

99163 ストレチア・オーガスタ

　☆このページの商品は国内で加工している商品の為、
　　掛率・運賃条件が異なります。発注頂いてから出荷までお時間を頂く事もあります。
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91837 ポトス R

98878 チャメドレア

チャメドレア

商品番号

98878 器:RP-300　  ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製
       バーク付
       W90 ×　H160cm
     ￥34,200　     

98880 器:簡易ポット   ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製
         Ф15.8 ×　H13.5cm
      W90 ×　H150cm
     ￥21,400　    

ウンベラータ FST

商品番号

98923 器:RP-185 　 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製
       バーク付
       W50 ×　H80cm
     ￥11,000　     幹材質:FST

98925 本体のみ
      W50 ×　H80cm
     ￥4,200　      幹材質:FST

セローム

商品番号

91852 器:SA-10(WH) ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製
       サンド仕上
       W90 ×　H150cm
     ￥38,000　     

91853 本体のみ
      W90 ×　H120cm
     ￥28,600　    

91852 セローム98923 ウンベラータFST

ディフェンバギア Ｒ

商品番号

91840 器:RP-265 　 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製
       バーク付
       W70 ×　H120cm
     ￥19,900　 

91842 本体のみ
      W70 ×　H110cm
      ￥8,500    

　

ポトス Ｒ

商品番号

91837 器:RP-265 　 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製
       バーク付
       W70 ×　H110cm
     ￥19,900　 

91839 本体のみ
      W70 ×　H100cm
      ￥8,500    

　

モンステラ Ｒ

商品番号

91834 器:RP-265 　 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製
       バーク付
       W70 ×　H110cm
     ￥19,900　 

91836 本体のみ
      W70 ×　H100cm
      ￥8,500    

　

91840 ディフェンバギア R91834 モンステラ R

　☆このページの商品は国内で加工している商品の為、
　　掛率・運賃条件が異なります。発注頂いてから出荷までお時間を頂く事もあります。
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ベンジャミンスリム F S T

商品番号

98647 器:RP-265 　 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製
       バーク付
       W50 ×　H180cm
     ￥53,200　     幹材質:FST

98649 器:RP-265 　 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製
       バーク付
       W50 ×　H150cm
     ￥38,300　     幹材質:FST

98647 ベンジャミンスリムFST

ソング・オブ・インディア  F S T

商品番号

98900 器:RP-300 　 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製
       バーク付
       W60 ×　H180cm
     ￥56,200　     幹材質:FST

98902 本体のみ
      W60 ×　H165cm
     ￥45,900　     幹材質:FST

98903 器:RP-265 　 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製
       バーク付
       W50 ×　H150cm
     ￥46,600　     幹材質:FST

98905 本体のみ
      W50 ×　H135cm
     ￥38,100　     幹材質:FST

　

98900 ソング・オブ・インディアFST

アレカヤシ ＰＥ

商品番号

99159 器:ｸｫｰﾂ180 　ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製
       バーク付
       W60 ×　H130cm
     ￥41,000　  材質:ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製

99161 器:簡易ﾎﾟｯﾄФ11.5 × H13cm
      W60 ×　H120cm
     ￥32,600    材質:ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製
　      

　

アレカヤシ ＰＥ

商品番号

99156 器:ｸｫｰﾂ240 　ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製
       バーク付
       W80 ×　H180cm
     ￥63,000　  材質:ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製

99158 器:簡易ﾎﾟｯﾄФ14 × H13cm
      W80 ×　H170cm
     ￥51,400    材質:ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製
　      

　

　99156 アレカヤシPE

　99159 アレカヤシPE

　☆このページの商品は国内で加工している商品の為、
　　掛率・運賃条件が異なります。発注頂いてから出荷までお時間を頂く事もあります。
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　☆このページの商品は国内で加工している商品の為、
　　掛率・運賃条件が異なります。発注頂いてから出荷までお時間を頂く事もあります。

モンステラ  バイン

商品番号

99130 器:ｸｫｰﾂ180 　ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製
       バーク付
       W60 ×　H70cm
     ￥11,000　    

99131 本体のみ
      W60 ×　H60cm
     ￥4,700　    
　　        

ゴールデンリーフ FST

商品番号

98969 器:RP-300 　 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製
       バーク付
       W80 ×　H180cm
     ￥99,300　     幹材質:FST

98971 本体のみ
      W80 ×　H165cm
     ￥89,400　     幹材質:FST

98972 器:RP-265 　 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製
       バーク付
       W70 ×　H150cm
     ￥73,000　     幹材質:FST

98974 本体のみ
      W70 ×　H140cm
     ￥64,600　     幹材質:FST

98969 ゴールデンリーフFST 98529 ベンジャミナスプラッシュ

ベンジャミナスプラッシュ

商品番号

98529 器:RP-300 　 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製
       バーク付
       W90 ×　H200cm
     ￥67,200　   幹材質:自然木

98530 器:RP-300 　 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製
       バーク付
       W80 ×　H180cm
     ￥53,500　   幹材質:自然木

98531 器:RP-265 　 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製
       バーク付
       W70 ×　H150cm
     ￥42,500　   幹材質:自然木

フィッカスベンジャミナ

商品番号

98517 器:RP-300 　 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製
       バーク付
       W90 ×　H200cm
     ￥56,700　   幹材質:自然木

98518 器:RP-300 　 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製
       バーク付
       W80 ×　H180cm
     ￥45,800　   幹材質:自然木

98519 器:RP-265 　 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製
       バーク付
       W70 ×　H150cm
     ￥36,800　   幹材質:自然木

モンステラ  Ｒ

商品番号

98947 器:RP-185 　 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製
       バーク付
       W60 ×　H70cm
     ￥11,500　    

98949 本体のみ
      W60 ×　H60cm
     ￥4,300　    
　　        

ベイリーフ

商品番号

99141 器:RP-265 　 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製
       バーク付
       W45 ×　H70cm
     ￥31,000　    

99143 本体のみ
      W45 ×　H60cm
     ￥21,000　    
　　        

ポトス Ｒ

商品番号

98944 器:RP-185 　 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製
       バーク付
       W60 ×　H70cm
     ￥11,500　    

98946 本体のみ
      W60 ×　H60cm
     ￥4,300　    
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オーガスタ

商品番号

91873 器:SA-10(WH) ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製
       サンド仕上
       W90 ×　H190cm
     ￥48,500　  材質:ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製

91874 器:簡易ﾎﾟｯﾄ  ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製
      W90 ×　H180cm
     ￥33,900    材質:ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製

　

インドボダイジュFST
　
91855 器:SA-10(WH) ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製
       サンド仕上
       W80 ×　H180cm
     ￥45,500　     幹材質:FST

91856 本体のみ
      W50 ×　H180cm
     ￥36,900　     幹材質:FST

　

オーガスタ

商品番号

91876 器:SA-8(WH)  ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製
       サンド仕上
       W70 ×　H150cm
     ￥38,000　  材質:ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製

91877 器:簡易ﾎﾟｯﾄ  ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製
      W70 ×　H140cm
     ￥27,100    材質:ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製

　

オーガスタ

商品番号

91879 器:SA-7(WH)  ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製
       サンド仕上
       W50 ×　H120cm
     ￥29,700　  材質:ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製

91880 器:簡易ﾎﾟｯﾄ  ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製
      W50 ×　H110cm
     ￥19,800    材質:ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製

　

インドボダイジュFST
　
91858 器:SA-8(WH)  ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製
       サンド仕上
       W70 ×　H150cm
     ￥33,000　     幹材質:FST

91859 本体のみ
      W70 ×　H150cm
     ￥27,200　     幹材質:FST

　

インドボダイジュFST
　
91861 器:SA-7(WH)  ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製
       サンド仕上
       W50 ×　H120cm
     ￥19,500　     幹材質:FST

91862 本体のみ
      W50 ×　H120cm
     ￥14,400　     幹材質:FST

　

91855 インドボダイジュFST

91879 オーガスタ

91876 オーガスタ91873 オーガスタ

91858 インドボダイジュFST

91861 インドボダイジュFST



154

2021 The Artificial Flower Catalog VOL.51

商品名

商品番号 　　器仕様/器材質
            仕上仕様
　　　　　　サイズ  
　         ￥税抜価格　      

　

商品スペック
該当ページの表記は右記の通りです。

　
使用鉢
表記鉢スペックにつきましては弊社担当までお問合せください。
懸崖鉢、または類似鉢への植込みにつきましては弊社担当までお問合せください。

　

掛率・送料
該当ページ掲載商品は掛率、送料等納入条件が異なります。
送料につきましては下記ご参照ください。
掛率につきましては弊社営業までお問合せください。 

　　　サイズ/高さ 　北海道 　東北・関東　　東海・北陸      中国・四国    九州
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 信越・関西
 ～ 70cm 　¥1,500 　　 ¥800 ¥1,000 　　　¥1,600　　　　¥1,800
 ～130cm 　¥1,700 　 ¥1,100 ¥1,200 　　　¥1,900　　　　¥2,000
 ～150cm 　¥2,000 　 ¥1,300 ¥1,600       ¥2,200        ¥2,500
立ち木 ～180cm 　¥2,500 　 ¥1,900 ¥2,200       ¥2,700        ¥3,000
 ～200cm 　¥3,000 　 ¥2,500 ¥2,700       ¥3,200        ¥3,600
 ～250cm 　¥3,600 　 ¥3,000 \3,300       ¥3,800        ¥4,200
 ～300cm 　¥4,200 　 ¥3,700 ¥3,900       ¥4,400        ¥4,800

　

【Stylish Green スタイリッシュグリーン】シリーズ P149～P156 に関して

　

●該当商品(数字5桁品番)とその他商品(Ｖ品番・数字4桁・他)との荷口同梱はできません。

　　　　　　　　　　●破損・不良以外のお客様都合の返品は御受け致し兼ねます。

　　　　　　　　　　●商品が到着しましたらすぐに開梱して中身をご確認ください。　万一破損等がありましたら、速やかにご連絡ください。

　　　　　　　　　【注意】右記の場合はご対応致し兼ねます。　　　　・商品到着より1週間以上経過してからご連絡頂いた場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・商品到着後に検品せず、２次的な輸送をされた場合

その他

ボストンファンＬ

98570 器:CV-6 　   ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製
       山ゴケ仕上
       W60 ×　H40cm
     ￥6,500　     

94227 本体のみ(ブッシュ)
      W60 ×　H38cm
     ￥2,600　     
        　   

　

ライムポトス

98564 器:CV-6 　   ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製
       山ゴケ仕上
       W40 ×　H40cm
     ￥5,900　     

92242 本体のみ(ブッシュ)
      W50 ×　H40cm
     ￥2,400　     
        　   

　

シンゴニウム

91661 器:SA-5(BK)  ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製
       サンド仕上
       W30 ×　H43cm
     ￥6,200　     

91691 本体のみ(ブッシュ)
      W30 ×　H40cm
     ￥2,500　     
        　   

　

レインボーテルミナリス

91513 器:RP-185 　 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製
       山ゴケ仕上
       W45 ×　H55cm
     ￥6,900　     

94230 本体のみ(ブッシュ)
      W45 ×　H50cm
     ￥1,700　     
        　   

　

   基本サイズ

　☆このページの商品は国内で加工している商品の為、
　　掛率・運賃条件が異なります。発注頂いてから出荷までお時間を頂く事もあります。
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●このページの商品は掛率・運賃等納入条件が異なります。

胡蝶蘭セリース W/AB　

22A100-73     \10,000(税抜)
●サイズ/ 　     W42×D40×H66㎝
●JANコード/     4516744201246

胡蝶蘭セリース L　

21A100-73     \10,000(税抜)
●サイズ/ 　     W42×D40×H66㎝
●JANコード/     4516744201147 胡蝶蘭セリース W　

20A100-73     \10,000(税抜)
●サイズ/ 　     W42×D40×H66㎝
●JANコード/     4516744201048

胡蝶蘭セリース Ｙ　

917A100-73    \10,000(税抜)
●サイズ/ 　     W42×D40×H66㎝
●JANコード/     4516744350913

クイーン胡蝶蘭5本立 Y　

448A150-73    \15,000(税抜)
●サイズ/ 　     W53×D50×H74㎝
●JANコード/     4516744442946

クイーン胡蝶蘭5本立 W　

654A150-73    \15,000(税抜)
●サイズ/ 　     W53×D50×H74㎝
●JANコード/     4516744123265

クイーン胡蝶蘭5本立 W/AB　

916A150-73    \15,000(税抜)
●サイズ/ 　     W53×D50×H74㎝
●JANコード/     4516744350906

クイーン胡蝶蘭5本立 L　

655A150-73    \15,000(税抜)
●サイズ/ 　     W53×D50×H74㎝
●JANコード/     4516744123364

プレミアム胡蝶蘭5本立 W/AB　

653A180-72    \18,000(税抜)
●サイズ/ 　     W50×D45×H75㎝
●JANコード/     4516744123166

プレミアム胡蝶蘭5本立 PI　

652A180-72    \18,000(税抜)
●サイズ/ 　     W50×D45×H75㎝
●JANコード/     4516744123067

プレミアム胡蝶蘭5本立 W　

651A180-72    \18,000(税抜)
●サイズ/ 　     W50×D45×H75㎝
●JANコード/     4516744122961
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贈答用としてメッセージカード・御祝札・リボンも
お受けします（有償）。

●このページの商品は掛率・運賃等納入条件が異なります。

プレミアム胡蝶蘭7本立 W　

658A250-71   \25,000(税抜)
●サイズ/ 　     W55×D50×H75㎝
●JANコード/     4516744123661

プレミアム胡蝶蘭7本立 P　

656A250-71   \25,000(税抜)
●サイズ/ 　     W55×D50×H75㎝
●JANコード/     4516744123463

プレミアム胡蝶蘭7本立 W/AB　

657A250-71   \25,000(税抜)
●サイズ/ 　     W55×D50×H75㎝
●JANコード/     4516744123562

プレミアム胡蝶蘭10本立 W　

2046A350-71  \35,000(税抜)
●サイズ/ 　     W70×D50×H90㎝
●JANコード/     4516744352870
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フレッシュローズスタンド　

2048A450-76   \45,000(税抜)
●サイズ/ 　     W85×D60×H123㎝
●JANコード/     4516744352894

ハニークィーン

302A400-77    \40,000(税抜)
●サイズ/ 　     W76×D53×H154㎝
●JANコード/     4516744328745

ローズリリースタンド1.0

2052A350-78   \35,000(税抜)
●サイズ/ 　     W75×D52×H100㎝
●JANコード/     4516744352931

スカーレットローズスタンド

927A350-77    \35,000(税抜)
●サイズ/ 　     W68×D45×H120㎝
●JANコード/     4516744351019

●このページの商品は掛率・運賃等納入条件が異なります。
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ビューティローズスタンド

2047A500-76   \50,000(税抜)
●サイズ/ 　     W75×D60×H155㎝
●JANコード/     4516744352887

ロイヤルスタンド1.3

2051A500-78   \50,000(税抜)
●サイズ/ 　     W70×D60×H130㎝
●JANコード/     4516744352924

贈答用としてメッセージカード・御祝札・リボンも
お受けします（有償）。

ニコルローズスタンド

10A600-76    \60,000(税抜)
●サイズ/ 　     W88×D63×H160㎝
●JANコード/     4516744200041

●このページの商品は掛率・運賃等納入条件が異なります。
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ゴールドエース

37A100-83    \10,000(税抜)
●サイズ/ 　     W70×D40×H55㎝
●JANコード/     4516744202748

ツインカサブランカ

460A120-82   \12,000(税抜)
●サイズ/ 　     W60×D33×H55㎝
●JANコード/     4516744444148

ピーチライン

2056A180-80  \18,000(税抜)
●サイズ/ 　     W65×D48×H64㎝
●JANコード/     4516744352979

ミックスベール

2058A180-81  \18,000(税抜)
●サイズ/ 　     W50×D35×H60㎝
●JANコード/     4516744352993

プレミアムカサブランカ

664A200-79   \20,000(税抜)
●サイズ/ 　     W65×D43×H68㎝
●JANコード/     4516744124262

ファーストローズ

2054A200-80  \20,000(税抜)
●サイズ/ 　     W55×D40×H60㎝
●JANコード/     4516744352955

●このページの商品は掛率・運賃等納入条件が異なります。
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プチエンジェル

339A25-93    \2,500(税抜)
●サイズ/ 　     W24×D21×H21㎝
●JANコード/     4516744332445

リトルローラ

338A30-92    \3,000(税抜)
●サイズ/ 　     W23×D17×H23㎝
●JANコード/     4516744332346

マーメイドローズ

340A30-92    \3,000(税抜)
●サイズ/ 　     W30×D19×H19㎝
●JANコード/     4516744332544

サンプリーズ

333A40-90    \4,000(税抜)
●サイズ/ 　     W50×D30×H28㎝
●JANコード/     4516744331844

メローホワイト

757A50-89    \5,000(税抜)
●サイズ/ 　     W45×D32×H54㎝
●JANコード/     4516744435276

ソフィアラベンダー

842A90-85    \9,000(税抜)
●サイズ/ 　     W33×D30×H54㎝
●JANコード/     4516744342284

壁掛けモネール

758A48-95    \4,800(税抜)
●サイズ/ 　     W32×D20×H26㎝
●JANコード/     4516744435375

ゴールドストライク

43A70-86     \7,000(税抜)
●サイズ/ 　     W55×D40×H60㎝
●JANコード/     4516744203349

ツインコチョウラン

319A70-86     \7,000(税抜)
●サイズ/ 　     W55×D40×H60㎝
●JANコード/     4516744330441

清流

490A70-97    \7,000(税抜)
●サイズ/ 　     W40×D30×H47㎝
●JANコード/     4516744447149

●このページの商品は掛率・運賃等納入条件が異なります。
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リュクソールダリア

VD-6924   　   \680⇒\380(税抜)
●サイズ/ 　     全長75cm 花径18cm
●カラー・JANコード/
　WH             692432　
●出荷単位/    　12本/216本

WH

ベルベットローズ　

VE-4069    　  \800⇒\380(税抜)
●サイズ/ 　     全長50cm 花径8cm
●カラー・JANコード/
  PI             406916
　RE             406923
  CR             406909
●出荷単位/    　12本/192本

シングルサンフラワー　　

VT-2124   　   \180⇒\50(税抜)
●サイズ/ 　     全長58cm 花径10cm
●JANコード/　　 212401
●出荷単位/    　36本/864本

フォーマルダリア

VE-4008  　    \400⇒\200(税抜)
●サイズ/ 　     全長48cm 花径2～8cm 
●カラー・JANコード/
　PI             400822
●出荷単位/    　12本/360本

スモールダリアスプレー

VE-6996  　    \500⇒\200(税抜)
●サイズ/ 　     全長49cm 花径3.5～4.5cm 
●カラー・JANコード/
　WH             699639
●出荷単位/    　24本/288本

WH

CR

LA/WH

2T/LA

アガパンサス

VE-4009  　    \350⇒\180(税抜)
●サイズ/ 　     全長60cm 花房10cm 
●カラー・JANコード/
　CR             400907
  LA/WH          400914
　2T/LA   　　 　400921
●出荷単位/    　12本/432本

ツィーディア　

VT-R319    　  \650⇒\380(税抜)
●サイズ/ 　     全長77cm
●カラー・JANコード/
  LT/BL          731902
  LA             731919
●出荷単位/    　12本/216本

LT/BL

DK/LA

トルコキキョウ　

VD-6799   　   \450⇒\180(税抜)
●サイズ/ 　     全長70cm 花径2～6cm
●カラー・JANコード/
　DK/LA          679976
●出荷単位/      24本/360本 

マグノリア

VE-4067   　   \1,600⇒\800(税抜)
●サイズ/ 　     全長84cm 花径4～15cm
●JANコード/　　 406701
●出荷単位/    　6本/96本

ジャイアントピオニー

VE-6987     \1,700⇒\1,000(税抜)
●サイズ/     全長76cm 花径18cm 
●カラー・JANコード/
　BTY          698700　　　CR           698717
　LT/PI   　　 698724　　　PI           698731
●出荷単位/  　6本/72本

BTY

CR

LT/PI

PI

ミニローズバットスプレー　

VE-6922   　   \200➡\150(税抜)
●サイズ/ 　     全長45cm 花径1.5cm
●カラー・JANコード/
　CR             692210
　YE　 　　　    692241
●出荷単位/    　48本/960本

CR YE

ツィーディアピック　

VT-R361  　    \380⇒\180(税抜)
●サイズ/ 　     全長34cm 花径3cm 
●カラー・JANコード/
　LT/BL          736105
  MA             736112
　WH  　　　　 　736129
●出荷単位/    　24本/432本

LT/BL MA WH

スモールアリューム　

VT-2097   　   \180⇒\50(税抜)
●サイズ/ 　     全長39cm 花径5cm
●カラー・JANコード/
　CR             209708
●出荷単位/    　24本/576本

CR

ブーゲンビリアスプレー　

VE-4107   　   \800⇒\500(税抜)
●サイズ/ 　     全長60cm 花径2～5cm
●JANコード/　　 410708
●出荷単位/    　12本/144本

PI RE CR

PI
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ジプソスプレー

VE-4077   　   \450⇒\180(税抜)
●サイズ/ 　     全長52cm 花径1cm
●JANコード/　　 407708
●出荷単位/    　24本/576本

ジプソピック　

VE-4078   　   \180⇒\50(税抜)
●サイズ/ 　     全長28cm 花径1cm
●JANコード/　　 407807
●出荷単位/    　36本/144本/1,728本

ジプソガーランド　

VE-4079   　   \4,800⇒\2,000(税抜)
●サイズ/ 　     全長170cm 花径0.5～1cm
●JANコード/　　 407906
●出荷単位/    　1本/6本/72本

ジプソスプレー

VD-4076    　  \600⇒\280(税抜)
●サイズ/ 　     全長68cm 花径1cm
●カラー・JANコード/
　BL             407609
  PI             407616
　WH             407623
  YE             407630
●出荷単位/    　12本/288本

YEPIBL WH

ニューカラーリリー（Ｌ）　

VE-6941   　   \700⇒\380(税抜)
●サイズ/ 　     全長78cm 花径9cm
●カラー・JANコード/
　GR             694108
  OR             694115
●出荷単位/    　24本/240本

OR

GR GR

OR

ニューカラーリリー（Ｍ）

VE-6940   　   \400⇒\180(税抜)
●サイズ/ 　     全長60cm 花径8cm
●カラー・JANコード/
　GR             694009
  OR             694016
●出荷単位/    　24本/384本

サテンカラーリリー

VE-4010  　    \180⇒\50(税抜)
●サイズ/ 　     全長64cm 花径10cm 
●カラー・JANコード/
　YE/OR   　　 　401027
●出荷単位/    　36本/720本

YE/OR

PU GR

ミニカラーリリー　

VE-6608   　   \180⇒\100(税抜)
●サイズ/ 　     全長35cm 花径8.5㎝  
●カラー・JANコード/
　PU             660837
　GR　　   　  　660844
●出荷単位/    　24本/720本

スモールカラーリリー

VE-4007  　    \180⇒\50(税抜)
●サイズ/ 　     全長42cm 花径7cm 
●カラー・JANコード/
　BUR            400709
  CR             400716
　LA  　　　　 　400723
  PI             400730
  YE             400747
●出荷単位/    　36本/720本

BUR CR LA PI YE
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ミニローズブッシュ　

VE-6829    　  \400⇒\180(税抜)
●サイズ/ 　     全長24cm 花径3cm
●カラー・JANコード        
  CR/GR          682907
●出荷単位/    　24本/336本

CR/GR

ローズ＆ハイドレンジャブーケ

VD-6981  　    \1,000⇒\500(税抜)
●サイズ/ 　     全長32cm 
●カラー・JANコード/
　CERISE         698113
●出荷単位/    　6束/120束

CERISE

ローズミックスピック　

VE-6928  　    \380⇒\180(税抜)
●サイズ/ 　     全長16cm 花径3～5cm
●カラー・JANコード/
　BL/CR          692807
  CR             692814
●出荷単位/    　24束/288束

BL/CR CR

デージーミックスバンドル

VE-6932  　    \1,000⇒\500(税抜)
●サイズ/ 　     全長30cm 花径2～4.5cm
●カラー・JANコード/
　PI             693217
　PU   　　　　　693224
●出荷単位/    　12束/144束

PI PU

ラナンキュラスバンドル　

VE-4029  　    \580⇒\300(税抜)
●サイズ/ 　     全長23cm 花径9cm
●カラー・JANコード/
　DK/GR          402901
  PU             402918
　WINE　　　　 　402925
●出荷単位/    　12束/240束

PU

DK/GR WINE

ラナンキュラスバンドル　

VD-6552   　   \800⇒\300(税抜)
●サイズ/ 　     全長18cm 花径9cm
●カラー・JANコード/
  PI/BTY         655246 
●出荷単位/    　12束/240束

PI/BTY

ミモザミックスバンドル　　

VE-4092   　   \800⇒\380(税抜)
●サイズ/ 　     全長35cm 
●JANコード/　　 409207
●出荷単位/    　12束/192束

ビターローズブッシュ（S）　

VE-6681   　   \500⇒\300(税抜)
●サイズ/ 　     全長16cm 花径3～5.5㎝
●カラー・JANコード/　　 
　BL/CR    　 　 668109
　LA/PU          668116
  MA/CR          668123
●出荷単位/    　24本/336本

MA/CRLA/PUBL/CR

バーベナピックバンドル　

VT-2140    　  \300⇒\150(税抜)
●サイズ/ 　     全長23cm 花径2cm
●カラー・JANコード/
　BTY            214009
  CR             214016
　LA   　　　  　214023
　YE             214030
●出荷単位/    　12束/576束

YE

LABTY

CR

サンフラワーＭＩＸバンドル　

VE-4102   　   \800⇒\380(税抜)
●サイズ/ 　     全長32cm 花径4.5cm
●JANコード/　　 410203
●出荷単位/    　12束/216束
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ワスレナピックバンドル　

VE-6982    　  \350⇒\100(税抜)
●サイズ/ 　     全長23cm 花径2cm
●カラー・JANコード/
　BR          698205   CR          698212
　RE   　   　698229 　YE          698236
●出荷単位/    　24束/720束

BR CR

RE YE

BR

YE

フォールグラスバンドル　

VEG-5519  　   \280⇒\100(税抜)
●サイズ/ 　     全長23cm  
●カラー・JANコード/
　BR             551906
  YE             551913
●出荷単位/    　24束/96束/1,152束

ダリアピック（Ｓ）　　　

VE-4035  　  \280⇒\100(税抜)
●サイズ/     全長14cm 花径12cm 
●カラー・JANコード/
　BL        403502      OR  　  　403526      PU        403540    
●出荷単位/    24本/576本

BL OR PU

ダリアピック（Ｍ）　　　

VE-4036     \350⇒\150(税抜)
●サイズ /    全長14cm 花径13cm 
●カラー・JANコード/
　BL        403601      CR      403618     OR       403625      
　PI    　　403632      PU      403649     
●出荷単位/   24本/432本

CRBL

PI

OR

PU

ダリアピック（Ｌ）　　　

VE-4037     \400⇒\200(税抜)
●サイズ/     全長16cm 花径16cm 
●カラー・JANコード/
　BL          403700       OR      403724      
　PI  　　　  403731       PU      403748     
●出荷単位/   24本/288本

BL

PI

OR

PU

ハイドランジアリース　

VE-4016  　    \2,500⇒\1,500(税抜)
●サイズ/ 　     直径30cm 
●カラー・JANコード/
　BL             401607
●出荷単位/    　6個/48個

BL

フラワーリース　　

VE-4112   　   \1,800⇒\800(税抜)
●サイズ/ 　     直径21cm 
●JANコード/　　 411200
●出荷単位/    　6個/72個

ニューフルーツリース　　

VE-4041   　   \2,500⇒\1,500(税抜)
●サイズ/ 　     直径26cm 
●JANコード/　　 404103
●出荷単位/    　6個/120個

PU

CR

プルメリアヘッドx9輪
(1Boxに9輪のプリメリアが入っています。)　

VD-6562    　  \1,000⇒\500(税抜）
●サイズ/ 　     花径6cm
●カラー・JANコード/
　CR     　      656205
  PU 　　        656212
●出荷単位/    　12BOX/240BOX

PI

プルメリアピックバンドル

VE-4019  　    \450⇒\300(税抜)
●サイズ/ 　     全長18cm 花径6cm 
●カラー・JANコード/
　CR             401904
  PI             401911
●出荷単位/    　24束/288束

CR

LACR

クローバーピック　

VEG-5503  　   \450⇒\180(税抜)
●サイズ/ 　     全長32cm 葉長2cm  
●カラー・JANコード/
　CR             550305
  LA             550312
●出荷単位/    　24本/432本
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ミニベリーピック　

VEG-5511  　   \250⇒\150(税抜)
●サイズ/ 　     全長18cm   
●カラー・JANコード/
　BL             551104        CR             551111
  GR             551128        RE             551135
●出荷単位/    　24本/288本/1,152本

GR

BL CR

RE

フィットニアブッシュ　

VEG-5341   　  \1,400⇒\500(税抜)
●サイズ/ 　     全長53cm
●JANコード/　　 534107
●出荷単位/    　12本/144本

ボックスウッドスプレー

VG-3394   　   \150⇒\50(税抜)
●サイズ/ 　     全長37cm
●カラー・JANコード/
  GR/PU          339412
●出荷単位/      48本/864本

GR/PU

シーグレープブランチレッド　

VT-R359　　　\750⇒\380(税抜)
●サイズ/ 　     全長74cm 葉長5～14cm  
●JANコード/　　 735900
●出荷単位/    　12本/120本

スモークリーフブランチ　　

VDG-5530       \1,800⇒\600(税抜)
●サイズ/ 　     全長90cm 葉長4～8cm  
●JANコード/　　 553009
●出荷単位/    　6本/120本

ユーカリスプレー　　

VG-3625        \600⇒\300(税抜)
●サイズ/ 　     全長62cm 葉長2.5～5cm  
●JANコード/　　 362502
●出荷単位/    　12本/432本

ユーカリベリーブランチ　　

VEG-5527       \1,400⇒\700(税抜)
●サイズ/ 　     全長83cm  
●JANコード/　　 552705
●出荷単位/    　6本/144本

ユーカリブランチ　　

VEG-5528       \900⇒\400(税抜)
●サイズ/ 　     全長86cm 葉長7.5～11cm  
●JANコード/　　 552804
●出荷単位/    　12本/144本

シキミアブランチ　

VT-R371    　  \700⇒\380(税抜)
●サイズ/ 　     全長70cm
●カラー・JANコード/
　BK             737102
  PI/GR          737119
●出荷単位/    　12本/216本

BK PI/GR

シキミア　

VEG-5494  　   \680⇒\380(税抜)
●サイズ/ 　     全長36cm 葉長8～10cm  
●カラー・JANコード/
　BUR  　        549408
  GR             549415
  PI/GR          549422
●出荷単位/    　12本/288本

BUR

GR

PI/GR

アマランサスブランチ　　

VEG-5526       \1,000⇒\380(税抜)
●サイズ/ 　     全長57cm 
●JANコード/　　 552606
●出荷単位/    　12本/216本

エリンジウム　　

VG-3624        \600⇒\380(税抜)
●サイズ/ 　     全長70cm 葉長6～12cm  
●JANコード/　　 362403
●出荷単位/    　12本/288本

シッスルシード　　

VG-3623        \780⇒\380(税抜)
●サイズ/ 　     全長70cm 葉長6～14cm  
●JANコード/　　 362304
●出荷単位/    　12本/288本

プロテア　

VEG-5346   　  \400⇒\180(税抜)
●サイズ/ 　     全長51cm 葉長3～4cm
●JANコード/　　 534602             
●出荷単位/    　12本/240本

フロックオリーブスプレー　

VEG-5250   　  \600⇒\300(税抜)
●サイズ/ 　     全長32cm　葉径3.5㎝
●JANコード/　　 525006
●出荷単位/    　12本/360本

ショートベリー　

VEG-5493  　   \580⇒\180(税抜)
●サイズ/ 　     全長34cm 葉長5.5～7.5cm  
●カラー・JANコード/
　BL　           549309
  GR             549316
●出荷単位/    　12本/288本

ベリーブランチ

VEG-5446   　  \800⇒\380(税抜)
●サイズ/ 　     全長36cm 実径1cm
●カラー・JANコード/
　BL             544601
  GR             544618
●出荷単位/    　12本/288本

BL

GR

BL GR

ショートベリー

VT-R227   　   \450⇒\300(税抜)
●サイズ/ 　     全長61cm  
●カラー・JANコード/
  BUR            722719
  BL             722702
●出荷単位/      12本/288本
  

BL
BUR
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ヒぺリカムピックバンドル　

VG-3615   　   \500⇒\180(税抜)
●サイズ/ 　     全長16cm 実径0.5cm
●カラー・JANコード/
　GR             361505
  PU             361512
　RE　　　　　 　361529
●出荷単位/    　12束/360束

PU

RE

GR

ミニボタンリーフハンギング　

VDG-5542       \1,200⇒\600(税抜)
●サイズ/ 　     全長62cm  
●JANコード/　　 554204
●出荷単位/    　12本/288本

アマランサスバンドル

VDG-5259   　  \480⇒\180(税抜)
●サイズ/ 　     全長35cm 
●カラー・JANコード/
　GR             525907
●出荷単位/    　12本/360本

GR

ボタンリーフハンギング

VEG-5541  　   \700⇒\300(税抜)
●サイズ/ 　     全長114cm  
●カラー・JANコード/
　BUR            554105
  LT/GR          554112
●出荷単位/    　12本/288本

BUR LT/GR

スパニッシュモス

VDG-5334   　  \2,000⇒\1,000(税抜)
●サイズ/ 　     全長79cm
●JANコード/　   533407             
●出荷単位/    　12本/288本

オランダアイビーチェーン
ガーランド

VG-3272   　 \1,800⇒\900(税抜)
●サイズ/ 　   全長180cm
●JANコード/　 327204
●出荷単位/    12本/96本

ベイビーグラスピック　　

VT-R343   　   \180⇒\100(税抜)
●サイズ/ 　     全長17cm
●JANコード/　　 734309
●出荷単位/    　36本/432本

スタッグホーンブッシュ　

VEG-5478   　  \600⇒\200(税抜)
●サイズ/ 　     全長25cm
●カラー・JANコード/
　GRY/GR         547817
●出荷単位/    　12本/192本

GRY/GR

スタッグホーンブッシュ　

VEG-5534       \1,000⇒\500(税抜)
●サイズ/ 　     全長36cm  
●JANコード/　　 553405
●出荷単位/    　12本/192本

ローズマリーバンドル×６　

VEG-5428  　   \500⇒\200(税抜)
●サイズ/ 　     全長31cm
●JANコード/　　 542805

●出荷単位/    　12束/240束　

ローズマリーブッシュ　　

VEG-5429  　   \750⇒\300(税抜)
●サイズ/ 　     全長34cm
●JANコード/　　 542904

●出荷単位/    　12本/192本　

アマランサスバイン

VEG-5540       \1,600⇒\1,000(税抜)
●サイズ/ 　     全長70cm
●JANコード/　　 554006
●出荷単位/    　6本/144本

グラスマット　        

VEG-5164    　 \450⇒\300(税抜)
●サイズ/ 　      33cm×22cm
●JANコード/　　  516400
●出荷単位/    　 1枚/12枚/384枚

ファーンジュートカバー　　　

VDG-5548   　  \2,500⇒\300(税抜)
●サイズ/ 　     全長30cm 
●ﾎﾟｯﾄｻｲｽﾞ/ 　　 W10cm H14cm
●JANコード/　　 554808
●出荷単位/    　1個/18個

イングリッシュアイビーポット

VS-5092   　 \2,500⇒\1,500(税抜)
●サイズ/ 　   全長25cm
●ﾎﾟｯﾄｻｲｽﾞ/　　W10cmD10cmH10cm
●JANコード/   626963
●出荷単位/    6個/36個

グラスブッシュ　

VDG-5436   　  \700⇒\500(税抜)

●サイズ/ 　     全長33cm
●カラー・JANコード/
　GR        543604
　RE/GR     543611
●出荷単位/    　12本/288本

GR

RE/GR

GR
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1155 グレープガーランド ¥600 96

1188 ポトスガーランド ¥600 96

VDG-5153 アイビーガーランド ¥1,300 94

VDG-5154 オランダアイビーガーランド ¥1,300 94

・ ・ VDG-5155 アイビーバイン ¥1,600 97

VＡ-2500 ガーデンローズ ¥2,500 23 VDG-5156 オランダアイビーバイン ¥1,600 97

VＡ-2501 スプレーウィットローズ ¥580 25 VDG-5160 ミニローズガーランド ¥500 96

VＡ-2506 ラベンダーブッシュ ¥450 14 VDG-5177 シサスガーランド ¥1,300 93

VＡ-2517 ベリーバンドル ¥800 140 VDG-5178 シサスバイン ¥2,000 97

10 VＡ-2522 サクラブランチ（Ｍ） ¥900 5 10 VDG-5196 シペラスポット ¥2,200 146

VＡ-2523 オオモリザクラ　 ¥1,000 5 VDG-5197 タロポット ¥2,200 146

VＡ-2524 ファレノプシス ¥1,200 52 VDG-5209 モンステラ×３ ¥750 121

VDG-5215 グレープリーフスプレー ¥700 125

VDG-5216 アイビーガーランド ¥1,300 92

・ ・ VDG-5217 オランダアイビーガーランド ¥1,300 92

VＡＧ-2503 オレガノスプレー ¥650 124 VDG-5241 アイビーバイン ¥900 98

VＡＧ-2505 ローズマリーブッシュ ¥600 118 VDG-5242 オランダアイビーバイン ¥900 98

VＡＧ-2510 トネリコ ¥1,800 128 VDG-5243 グレープガーランド ¥1,300 94

VDG-5244 グレープガーランドラージリーフ ¥1,700 92

20 20 VDG-5245 グレープバイン ¥1,600 97

VDG-5251 ゴールドクレストミニ ¥380 110

VDG-5253 ドラセナブッシュ ¥1,800 125

VD-4000 ミモザスプレー×３ ¥1,400 2 VDG-5254 アイチアカブッシュ ¥1,800 125

VD-4001 ミモザスプレーリーフ付き ¥1,200 2 VDG-5259 アマランサスバンドル ¥180 166

・ VD-4002 ミモザピックバンドル×３ ¥500 1 ・ VDG-5260 フロックボストンファンブッシュ ¥900 116

VD-4003 ミモザＭＩＸバンドル ¥500 1 VDG-5262 ローズマリーブッシュ ¥380 118

VD-4004 ミモザピックリーフ付き ¥300 1 VDG-5264 メープルリーフハンギング ¥350 105

VD-4005 ミモザピックバンドルリーフ付き ¥600 1 VDG-5265 イングリッシュアイビーロングバイン ¥3,800 97

VD-4006 ミモザリース ¥2,000 1・63 VDG-5278 ライムグリーンアイビーバイン ¥1,000 98

30 VD-4012 デンファレ ¥680 53 30 VDG-5299 マンザニータ(Ｌ) ¥7,000 141

VD-4013 ミニオーキッド ¥500 53 VDG-5300 マンザニータ(Ｓ) ¥3,300 141

VD-4014 エレガントオーキッド ¥1,500 53 VDG-5301 バードネストファーン ¥1,400 110

VD-4023 ベビーアマランサスバンドル ¥300 82 VDG-5303 ディフェンバギア ¥2,000 109

VD-4024 コーンフラワーＭＩＸバンドル ¥480 80 VDG-5306 アジアンタムブッシュ ¥800 116

・ VD-4025 ミニクロッカスＭＩＸバンドル ¥600 81 ・ VDG-5307 グラスブッシュ ¥500 114

VD-4042 ジプソピックバンドル ¥400 42・75 VDG-5309 スプレンゲリーブッシュ ¥280 118

VD-4043 ジプソリース ¥2,000 162 VDG-5311 エアプランツハンギング A-type ¥1,500 142

VD-4074 ライラック(Ｓ) ¥500 10 VDG-5313 エアプランツハンギング C-type ¥2,000 142

VD-4075 ライラック(Ｌ) ¥780 10 VDG-5334 スパニッシュモス ¥1,000 166

40 VD-4076 ジプソスプレー ¥280 162 40 VDG-5335 エアプランツピック ¥150 142

VD-4082 ラベンダーリース ¥2,500 13・63 VDG-5336 オリーブスプレー ¥1,000 127

VD-4083 ミニブロッサムスプレー ¥550 37 VDG-5338 ウォーターリーフマット ¥1,100 143

VD-4095 ラベンダーハンギング ¥800 13 VDG-5339 ティーリーフマット ¥1,000 143

VD-4096 ラベンダーブロッサムハンギング ¥800 13 VDG-5360 ボックスウッドマット ¥1,400 143

・ VD-4097 ミニスターバンドル ¥700 75 ・ VDG-5361 ユーカリマット ¥1,000 143

VD-4133 シングルダリア ¥700 35 VDG-5362 ドラセナ ¥1,000 125

VD-6141 サンフラワーバイン ¥600 17 VDG-5378 ボックスウッドバイン ¥1,400 106

VD-6233 大輪中枝桜 ¥680 7 VDG-5379 グラスマット ¥1,000 143

VD-6234 大輪桜ガーランド ¥950 6 VDG-5390 ユーカリベリーブッシュ ¥800 120

50 VD-6543 コチョウラン ¥1,000 54 50 VDG-5409 アイビーガーランドラージリーフ ¥1,700 94

VD-6552 ラナンキュラスバンドル ¥300 163 VDG-5410 オランダアイビーガーランドラージリーフ ¥1,700 94

VD-6562 プルメリアヘッド×９輪 ¥500 164 VDG-5411 コットンウッドガーランド ¥1,300 93

VD-6599 カサブランカブッシュ×７ ¥1,500 44 VDG-5412 フロストアイビーガーランド ¥1,300 93

VD-6669 ミニラズベリーピック ¥160 89 VDG-5413 シルバーコットンウッドガーランド ¥1,300 93

・ VD-6685 仏花(Ｍ) ¥700 62 ・ VDG-5414 コットンウッドバイン ¥1,600 97

VD-6691 オンシジューム ¥380 50 VDG-5415 フロストアイビーバイン ¥1,600 97

VD-6692 シンピジューム ¥1,700 50 VDG-5417 イエローラウンドリーフバイン ¥1,200 104

VD-6701 仏花(Ｌ) ¥1,200 62 VDG-5434 スモールミントブッシュ ¥350 111

VD-6742 ダリア×２ ¥580 36 VDG-5436 グラスブッシュ ¥500 166

VD-6763 サクラガーランド ¥1,500 6 VDG-5438 ティランジア(Ｍ) ¥1,500 142

60 VD-6774 ハイドレンジャ ¥300 11 60 VDG-5444 エケベリア アモエナ ¥280 142

VD-6798 ハイドレンジャスプレー ¥700 11 VDG-5445 エケベリア プリドニス ¥280 142

VD-6799 トルコキキョウ　CR  GR  PI  LA/CR  PU/CR ¥450 49 VDG-5449 マグノリアリーフ ¥650 125

VD-6799 トルコキキョウ　ＤＫ/ＬＡ ¥180 161 VDG-5465 ワイルドホヤスプレー ¥1,400 128

VD-6800 クリスマスローズ ¥400 34 VDG-5467 ドラセナリーフ ¥180 122

・ VD-6805 ローズＭＩＸバンドル ¥500 72 ・ VDG-5469 グリーンネックレス ¥650 108

VD-6810 ポリジプソスプレー ¥220 42 VDG-5481 テーブルカポックポット ¥2,800 145

VD-6812 ベルベットローズ ¥180 30 VDG-5482 カラジュームＭＩＸポット ¥3,600 145

VD-6832 マムバンドル ¥650 80 VDG-5483 フィカスウンベラータポット ¥3,800 145

VD-6878 カラフルボール（Ｓ） ¥420 87 VDG-5484 ワイルドホヤポット ¥5,500 145

70 VD-6877 カラフルボール（Ｌ） ¥540 87 70 VDG-5485 アイビーポット ¥1,500 146

VD-6880 ＮＥＷラベンダー ¥240 14 VDG-5498 コーラルファーンハンギング ¥1,400 106

VD-6897 ベルベットローズスプレー ¥1,300 30 VDG-5508 ミックスファーンマット ¥1,800 144

VD-6924 リュクソールダリア ¥380 161 VDG-5522 インクベリーブッシュ ¥600 120

VD-6967 カラフルボール（ＬＬ） ¥900 87 VDG-5523 マンザニータ(Ｓ) ¥3,300 141

・ VD-6981 ローズ＆ハイドレンジャブーケ ¥500 163 ・ VDG-5530 スモークリーフブランチ ¥600 165

VDG-5531 フロックリーフスプレー ¥250 124

VA

VAＧ

VD

VDG



INDEX品 番 商 品 名 本体価格 ページ

VDG-5532 カーリーグラスブッシュ ¥850 114 VE-4112 フラワーリース ¥800 164

VDG-5542 ミニボタンリーフハンギング ¥600 166 VE-4113 アネモネ ¥300 33

VDG-5543 ファーンハンギング ¥3,300 103 VE-4115 アストラローズブッシュ ¥2,000 70

VDG-5544 スパニッシュモス ¥1,800 108 VE-4116 ローズダリアミックスバンドル ¥650 82

・ VDG-5548 ファーンジュートカバー ¥300 166 ・ VE-4117 ラベンダースプレー ¥180 14・38

VDG-5562 アレカヤシブッシュ ¥1,300 116 VE-4125 クレマチス ¥800 9

VDG-5563 ファーンブッシュ ¥1,300 116 VE-4126 キャベッジローズガーランド ¥2,000 66

VDG-5564 ルート ¥1,000 103 VE-4127 キャベッジローズブッシュ ¥1,200 66

VDG-5567 トラディスバイン ¥1,300 102 VE-4128 ワイルドアリウム ¥580 41

10 VDG-5569 ウォーターリーフマットUVカット ¥1,500 143 10 VE-4129 センニチコウ ¥600 40

VDG-5570 ティーリーフマットUVカット ¥1,400 143 VE-4130 ローズミックスバンドル ¥680 73・86

VDG-5571 ユーカリマットUVカット ¥1,300 143 VE-4131 ミニフラワーミックスピック ¥300 86

VDG-5582 トラディスバイン ¥1,800 102 VE-4134 ブロッサムバンドル ¥380 81

VDG-5584 ミニプミラブッシュ ¥500 119 VE-6426 ベルベットローズガーランド ¥2,400 29・96

・ VDG-5585 ミニボタンリーフブッシュ ¥500 119 ・ VE-6427 ベルベットローズブッシュ ¥950 30・73

VDG-5586 ミニアイビーブッシュ ¥500 119 VE-6440 ラージオーキッド ¥1,800 51

VDG-5587 ミニベゴニアブッシュ　 ¥500 119 VE-6449 オオヤマザクラ ¥1,100 4

VDG-5588 ワンダリングバイン ¥1,500 102 VE-6495 ローズヘッド(１２輪) ¥1,000 88

VE-6506 シダレオオヤマザクラ(Ｌ) ¥2,400 4

20 20 VE-6521 オータムローズブッシュ ¥580 73

VE-4007 スモールカラーリリー ¥50 162 VE-6536 ミニサンフラワーミックスブッシュ ¥700 19

VE-4008 フォーマルダリア ¥200 161 VE-6537 サンフラワーミックスブッシュ ¥1,100 19

VE-4009 アガパンサス ¥180 161 VE-6576 オオヤマザクラ(Ｓ) ¥650 3

VE-4010 サテンカラーリリー ¥50 162 VE-6577 オオヤマザクラ(Ｌ) ¥3,300 3

・ VE-4015 ミックスデージーリース ¥3,300 64 ・ VE-6608 ミニカラーリリー　ＣＲ ¥180 43

VE-4016 ハイドランジアリース ¥1,500 164 VE-6608 ミニカラーリリー　ＰＵ　ＧＲ ¥100 162

VE-4017 ハイドランジアバンドル ¥150 12 VE-6615 ニューミニローズピック ¥250 25

VE-4018 ハイドランジアピック ¥400 12 VE-6621 オンシジューム ¥240 50・62

VE-4019 プルメリアピックバンドル ¥300 164 VE-6627 ティーローズブッシュ ¥850 72

30 VE-4020 ラベンダーバンドル ¥400 13 30 VE-6637 モモ ¥200 7

VE-4026 ミニブルースターブッシュ ¥500 75 VE-6639 シダレオオヤマザクラ(Ｍ) ¥1,200 4

VE-4027 ワイルドデージーミックスピック ¥380 77 VE-6657 グロリオサ ¥850 45

VE-4029 ラナキュラスバンドル ¥300 163 VE-6663 ハイビスカスピック ¥180 20

VE-4033 カーネーションピック ¥120 8 VE-6665 ストロベリーピック ¥240 89

・ VE-4034 サンノウザクラ ¥800 4 ・ VE-6675 ベリーピック ¥160 89

VE-4035 ダリアピック(Ｓ)　ＲＥ ¥280 88 VE-6681 ビターローズブッシュ(S) ¥300 163

VE-4035 ダリアピック(Ｓ)　ＢＬ　ＯＲ　ＰＵ ¥100 164 VE-6693 コチョウラン ¥1,200 51

VE-4036 ダリアピック(Ｍ)　ＲＥ ¥350 88 VE-6702 キャベッジローズMIXブッシュ ¥2,800 69

VE-4036 ダリアピック(Ｍ)　ＢＬ　ＣＲ　ＯＲ　ＰＩ　ＰＵ ¥150 164 VE-6722 ニューエリザローズ ¥180 27

40 VE-4037 ダリアピック(Ｌ)　ＣＲ　ＲＥ ¥400 88 40 VE-6726 ジプソピック ¥200 42

VE-4037 ダリアピック(Ｌ)　ＢＬ　ＯＲ　ＰＩ　ＰＵ ¥200 164 VE-6729 ニューサクラブランチ(Ｓ) ¥180 6

VE-4040 ニューフルーツピック ¥350 89 VE-6730 ヤエザクラブランチ(Ｓ) ¥180 6

VE-4041 ニューフルーツリース ¥1,500 164 VE-6733 サクラピック×１２Ｆ ¥180 6

VE-4045 メタリックボールピック ¥180 80 VE-6734 サクラピック ¥150 6

・ VE-4050 椿ピック ¥180 57 ・ VE-6736 サクラブランチ ¥2,000 5

VE-4051 椿スプレー ¥680 57 VE-6739 スノーボールスプレー ¥600 33

VE-4052 ベリーブランチ ¥250 140 VE-6745 ドレスローズ ¥240 28

VE-4062 ミックスフラワーピック ¥450 77 VE-6747 アロマローズブッシュ ¥900 71

VE-4063 ブロッサムバンドル ¥380 82 VE-6759 サンフラワーミックスリース ¥2,300 18

50 VE-4064 ピオニーバンドル ¥550 82 50 VE-6768 ジャンボガーベラ ¥1,400 31

VE-4065 カサブランカ×２ ¥600 44 VE-6770 ニューハイドレンジャピック ¥180 12

VE-4067 マグノリア ¥800 161 VE-6775 オリエンタルカサブランカ ¥850 44

VE-4068 アリウム ¥900 58 VE-6778 ラベンダーバンドル ¥530 14

VE-4069 ベルベットローズ ¥380 161 VE-6784 アストラローズブッシュ ¥2,000 70

・ VE-4070 デルフィニウム ¥450 38 ・ VE-6793 ベルベットローズ ¥650 29

VE-4071 スパイダーフラワー ¥180 41・59 VE-6797 ガーデンローズバンドル ¥2,200 67

VE-4072 ワイルドミニフラワー ¥800 40 VE-6816 デルフィニューム ¥580 37

VE-4077 ジプソスプレー ¥180 162 VE-6817 ミニフラワースプレー ¥180 42

VE-4078 ジプソピック ¥50 162 VE-6818 カーネーションスプレー ¥350 8

VE-4079 ジプソガーランド ¥2,000 162 VE-6819 ラナンキュラススプレー ¥400 33

60 VE-4084 オオヤマザクラガーランド ¥1,800 6 60 VE-6820 ハイドレンジャスプレー ¥600 11

VE-4085 チェリーブロッサム ¥2,600 3 VE-6821 ラベンダーピック ¥260 14

VE-4086 シダレザクラミニ ¥400 4 VE-6824 ピオニーショートステム ¥580 56

VE-4091 フラワーマトリカリアミックスバンドル ¥1,200 77 VE-6825 ワイルドマムＭＩＸピック ¥580 77

VE-4092 ミモザミックスバンドル ¥380 163 VE-6826 ミディアムローズスプレー ¥480 26

・ VE-4094 ラナキュラスミックスバンドル ¥900 81 ・ VE-6827 ハイドレンジャショートステム ¥280 12

VE-4099 サンフラワーブッシュ ¥350 19 VE-6829 ミニローズブッシュ ¥180 163

VE-4100 サンフラワーブッシュ ¥700 19 VE-6830 キャベッジローズMIXスワッグ ¥2,200 65

VE-4101 サンフラワーＭＩＸピック ¥450 18 VE-6837 サンフラワーピックバンドル ¥250 18

VE-4102 サンフラワーＭＩＸバンドル ¥380 163 VE-6841 カスミ＆ローズ ¥200 28

70 VE-4103 ブロッサムバンドル ¥400 6 70 VE-6842 カスミ＆デージー ¥200 60

VE-4104 ウィステリア ¥800 10 VE-6844 コチョウラン ¥200 62

VE-4105 ウィステリアロング ¥1,000 10 VE-6845 カスミ＆ミニリリー ¥200 60

VE-4106 カーネーション ¥150 8 VE-6848 ミニスター＆カスミ ¥200 60

VE-4107 ブーゲンビリアスプレー ¥500 161 VE-6864 ミックスフラワーバンドル ¥800 78

・ VE-4109 バンクシア ¥800 22・48 ・ VE-6867 ダリアミックスバンドル ¥1,600 68

VE-4110 ピンクッション ¥700 21・46 VE-6869 ローズピック ¥120 88

VE-6870 ダリアピック ¥120 88 品 番 商 品 名 本体価格 ページ

VE



INDEXVE-6900 ミニスターフラワー ¥300 42 VEG-5350 プミラブッシュバイン ¥4,200 100

70 VE-6903 ミニローズスプレー ¥200 28 VEG-5351 オランダアイビーブッシュバイン ¥2,800 100

VE-6905 アーモンドブロッサム ¥2,000 7 VEG-5352 イングリッシュアイビーブッシュバイン ¥2,800 100

VE-6906 オオヤマザクラ(Ｌ１０６) ¥2,000 3 VEG-5354 アビス ¥480 110

VE-6908 コヒガンザクラ(Ｍ) ¥1,200 5 ・ VEG-5363 ロングシダファーン ¥180 122

VE-6909 コヒガンザクラ(Ｌ) ¥2,200 5 VEG-5370 スプレッドベリー ¥500 135

VE-6913 カールラナンキュラス ¥600 49 VEG-5374 ミックスファーンブッシュ ¥700 113

80 VE-6914 アキレギア ¥1,000 39 VEG-5375 ミックスファーンガーランド ¥1,200 93

VE-6915 ハイビスカス×３ ¥180 20 VEG-5376 ミックスファーンマット ¥3,000 144

VE-6917 ベルテッセン ¥600 9・38 10 VEG-5386 ローズマリーミックスピック ¥280 118

VE-6918 ピンクッション ¥350 22・46 VEG-5387 ミックスリーフブッシュ ¥1,400 113

90 VE-6919 ミニバンダオーキッド ¥350 50 VEG-5393 パームリーフ(Ｓ) ¥150 122

VE-6922 ミニローズバットスプレー ¥150 161 VEG-5394 パームリーフ(Ｍ) ¥220 122

VE-6923 グロリオサ ¥700 45 VEG-5395 ツィッグ ¥700 141

VE-6927 ミニデイジーブッシュ ¥600 78 ・ VEG-5396 サカキ(Ｓ) ¥220 62・121

VE-6928 ローズミックスピック ¥180 163 VEG-5400 ミックスリーフブッシュ ¥3,500 109

・ VE-6932 デージーミックスバンドル ¥500 163 VEG-5403 フロックティーリーフ ¥350 124

VE-6937 ソラヤサンフラワー(Ｍ) ¥600 16 VEG-5406 メープルアイビーガーランド ¥1,800 93

VE-6938 ソラヤサンフラワー(Ｌ) ¥1,200 16 VEG-5407 アイビーガーランド ¥1,800 94

VE-6939 ソラヤサンフラワー(ＬＬ) ¥1,800 16 20 VEG-5408 オランダアイビーガーランド ¥1,800 94

VE-6940 ニューカラーリリー(Ｍ)　ＷＨ　ＹＥ ¥400 43 VEG-5422 ベリーバイン ¥1,300 105

10 VE-6940 ニューカラーリリー(Ｍ)　ＧＲ　ＯＲ ¥180 162 VEG-5423 イエローティーリーフバイン ¥1,400 104

VE-6941 ニューカラーリリー(Ｌ)　ＷＨ　ＹＥ ¥700 43 VEG-5424 グリーンティーリーフバイン ¥1,400 104

VE-6941 ニューカラーリリー(Ｌ)　ＧＲ　ＯＲ ¥380 162 VEG-5425 フィットニアバイン ¥1,500 100

VE-6968 ラージベルベットローズ ¥1,400 29 ・ VEG-5426 グリーンネックレス ¥600 108

VE-6969 ミディアムベルベットローズ ¥900 29 VEG-5428 ローズマリーバンドル×６ ¥200 166

・ VE-6971 ベルベットローズブッシュ ¥2,000 30・73 VEG-5429 ローズマリーブッシュ ¥300 166

VE-6978 ローズ＆ハイドレンジャブーケ ¥1,500 68 VEG-5446 ベリーブランチ ¥380 165

VE-6979 ミックスフラワーリース(Ｓ) ¥1,600 64 VEG-5447 グレープベリースプレー ¥580 139

VE-6980 ミックスフラワーリース(Ｌ) ¥3,000 64 30 VEG-5450 トラディス ホワイトグリーン ¥450 123

VE-6982 ワスレナピックバンドル ¥100 164 VEG-5451 トラディス レッド ¥450 123

20 VE-6986 ミニデイジーブッシュ ¥450 78 VEG-5452 ユーカリブランチ ¥1,500 129

VE-6987 ジャイアントピオニー ¥1,000 161 VEG-5455 ルリアザミ ¥700 134

VE-6988 カールローズスプレー ¥480 26 VEG-5457 スパイダープランツ ¥500 47・136

VE-6994 オオヤマザクラ(Ｌ１００) ¥2,200 3 ・ VEG-5473 ミニソードリーフハンギング ¥1,600 103

VE-6995 アガスターシェ ¥800 39・132 VEG-5474 コークスクリューハンギング ¥1,300 105

・ VE-6996 スモールダリアスプレー ¥200 161 VEG-5475 フォレストファーンブッシュ ¥800 116

VE-6999 クリスマスローズ ¥380 34 VEG-5476 アスパラガスファーンブッシュ ¥800 116

VEG-5478 スタッグホーンブッシュ ¥200 166

30 40 VEG-5486 トネリコ ¥2,600 128

VEG-5025 レザーファン ¥150 62・121 VEG-5487 モンステラリーフ(Ｓ) ¥600 121

VEG-5138 ベリーピック ¥130 90 VEG-5488 モンステラリーフ(Ｌ) ¥900 121

・ VEG-5164 グラスマット ¥300 166 VEG-5489 パームリーフ(Ｌ) ¥650 122

VEG-5167 コチョウランリーフ(Ｓ) ¥180 52 VEG-5490 リキュウソウ ¥800 98

VEG-5168 コチョウランリーフ(Ｌ) ¥500 52 ・ VEG-5491 ニゲラシード ¥600 134

40 VEG-5172 グラスマット(Ｌ) ¥3,200 144 VEG-5492 ユーカリベリースプレー ¥800 129

VEG-5186 ファーンブッシュ ¥220 117 VEG-5493 ショートベリー ¥180 165

VEG-5187 ユーカリブッシュ ¥300 111 VEG-5494 シキミア ¥380 165

VEG-5205 スタッグホーンバイン ¥1,100 105 VEG-5495 ファーンハンギング ¥2,000 103

VEG-5233 クローバーガーランド ¥1,200 96 50 VEG-5496 フォレストファーンハンギング ¥2,200 103

VEG-5234 ボックスウッドピック ¥80 111 VEG-5497 ハートカズラハンギング ¥1,400 104

VEG-5235 ユーカリピック ¥200 111 VEG-5499 ナズナＭＩＸブッシュ ¥1,000 117

VEG-5236 ローズマリーブッシュ ¥450 117 VEG-5500 ユーカリブッシュ ¥1,000 111

VEG-5237 ユーカリスプレー ¥380 130 VEG-5501 フィロブッシュ ¥2,300 109

VEG-5238 ミニリーフハンギング ¥2,300 104 ・ VEG-5502 マーブルポトスブッシュ ¥2,300 109

VEG-5239 ローズマリーハンギング ¥2,000 104 VEG-5503 クローバーピック ¥180 164

VEG-5250 フロックオリーブスプレー ¥300 165 VEG-5504 ミントリーフピック ¥180 111

VEG-5252 モングラス ¥260 117 VEG-5505 ティランジアハンギング ¥1,800 142

VEG-5268 アンスリウムブッシュ ¥1,800 21・45・110 VEG-5507 グラスサーマルマット ¥1,000 144

VEG-5275 フィットニアブッシュ ¥650 115 VEG-5511 ミニベリーピック ¥150 165

VEG-5276 ワンダリングブッシュ ¥650 115 60 VEG-5513 シルバーレース ¥480 124

VEG-5279 サラサドウダンリーフ ¥1,500 128 VEG-5514 ベリーピック ¥100 89・140

VEG-5281 チランジア イオナンタ ¥600 142 VEG-5516 ベリーブランチ ¥800 138

VEG-5292 ワンダリングブッシュ ¥650 115 VEG-5517 クラスターベリー ¥500 138

VEG-5316 レモンリーフスプレー ¥1,000 127 VEG-5518 ベリーブランチ ¥550 137

VEG-5318 リーフブランチ ¥1,380 126 ・ VEG-5519 フォールグラスバンドル ¥100 164

VEG-5320 ユキノシタバイン ¥800 98 VEG-5520 ベリーブッシュ ¥1,200 113・139

VEG-5322 グレープアイビーバイン ¥700 98 VEG-5524 サイカスファーンリーフ ¥180 122

VEG-5324 ベゴニアリーフブッシュ ¥680 115 VEG-5525 モミジブランチ ¥450 124

VEG-5330 バードゲージ(Ｌ) ¥200 88 VEG-5526 アマランサスブランチ ¥380 165

VEG-5332 ベリースプレー ¥350 140 70 VEG-5527 ユーカリベリーブランチ ¥700 165

VEG-5333 ベリーピック ¥90 89・140 VEG-5528 ユーカリブランチ ¥400 165

VEG-5341 フィットニアブッシュ ¥500 165 VEG-5529 ユーカリブランチ ¥1,600 129

VEG-5344 ワンダリングブッシュ ¥1,100 115 VEG-5533 ミニハートリーフブッシュ ¥900 117

VEG-5346 プロテア ¥180 165 VEG-5534 スタッグホーンブッシュ ¥500 166

VEG-5347 エリンジウム ¥500 135 ・ VEG-5535 スプリンゲリーブッシュ ¥400 118

VEG-5348 エリンジウム ¥450 135 VEG-5536 ウィードグラスブッシュ ¥500 118

VEG-5537 ミックスブッシュＡｓｔｙｌｅ ¥1,200 120 VG-3582 グラスブッシュ ¥1,200 114

VEG-5538 ミックスブッシュＢｓｔｙｌｅ ¥1,200 120 VG-3586 アジアンタムブッシュ ¥450 116

VEG



INDEXVEG-5539 ミニファーンピック ¥180 117 VG-3587 タランシア×１５ ¥650 108

VEG-5540 アマランサスバイン ¥1,000 166 VG-3593 パキラポット ¥1,800 145

VEG-5541 ボタンリーフハンギング ¥300 166 VG-3603 ビバナムベリー ¥750 131

・ VEG-5546 パールグラスマット ¥500 144 ・ VG-3606 ワンダリングスプレー ¥180 123

VEG-5550 フロックスプリンゲリー ¥700 124 VG-3609 フィカスリーフバンドル ¥750 119

VEG-5551 アスチルベスプレー ¥900 40・133 VG-3612 ベビーリーフスプレー ¥480 126

VEG-5552 リュクスレモンリーフ ¥2,400 127 VG-3614 シードグラスハンギング ¥1,280 106

VEG-5553 レモンブランチ ¥1,500 127 VG-3615 ヒペリカムピックバンドル ¥180 166

10 VEG-5554 ナチュラルグリーンバンドル ¥800 119 VG-3616 スプレンゲリーバンドル ¥280 75

VEG-5555 ローリエブッシュ ¥600 117 VG-3622 ステイメンスプレー ¥480 134

VEG-5556 フレッシュローズマリー ¥600 117 VG-3623 シッスルシード ¥380 165

VEG-5560 カミーラブッシュ ¥2,800 109 VG-3624 エリンジウム ¥380 165

VEG-5561 ライムポトスバイン ¥2,500 100 VG-3625 ユーカリスプレー ¥300 165

・ VEG-5565 シサスアイビーガーランド ¥1,700 93 VG-3626 ベロニカスプレー ¥800 132

VEG-5573 ボックスウッドガーランド ¥2,400 93

VEG-5574 ベビーリーフブッシュ ¥500 120

VEG-5575 キャロットリーフブッシュ ¥680 118 VS-5092 イングリッシュアイビーポット ¥1,500 166

VEG-5576 グレイスプラウトブッシュ ¥580 115 VS-5093 ペペロミアポット ¥2,500 146

20 VEG-5577 グリーンミックスブッシュ ¥580 113

VEG-5578 メープルアイビーバイン ¥1,800 97

VEG-5579 ソードリーフブッシュ ¥2,800 114

VEG-5581 パンパススプレー ¥1,200 137 VT-1545 ミニクラウンデージーブッシュ ¥450 78

VT-1812 ステファノチスブッシュ ¥700 75

・ VT-1817 ニューサンフラワー(Ｌ) ¥1,300 15

VT-1835 ジャンボサンフラワー ¥2,500 15

VF-4038 アサガオ ¥180 9 VT-1911 ローズミックスブッシュ ¥900 72

VF-4039 マム ¥180 61 VT-1912 ローズキャンドルリング ¥750 88

VF-4060 リンドウ ¥180 60 VT-1918 ガーベラピック ¥250 85

30 VF-6250 アサガオガ―ランド×８Ｆ ¥600 9 30 VT-1941 ローズミックスピック ¥250 83

VF-6251 ハイビスカスガーランド ¥780 20 VT-1983 ベロニカスプレー ¥450 39・132

VF-6405 桜大枝 ¥1,300 7 VT-1992 ニューサンフラワーブッシュ×７ ¥600 19

VF-6438 シングルピオニー ¥180 59 VT-1994 スーパージャンボサンフラワー ¥4,500 15

VF-6459 ニューサンフラワー ¥180 17 VT-1995 仏花(Ｍ) ¥700 62

・ VF-6465 ニューサンフラワーガーランド×８Ｆ ¥850 20 ・ VT-2011 ローズ＆ラナキュラブーケ ¥1,800 68

VF-6466 ミニサンフラワーガーランド ¥1,000 20 VT-2017 ウィンターガーベラバンドル ¥700 76

VF-6508 ラージデルフィニュウム ¥850 37 VT-2045 ニューサンフラワー(Ｓ) ¥580 17

VF-6514 マム×３ ¥180 61 VT-2047 サンフラワーブッシュ×９F ¥2,000 17

VF-6616 ミニローズバットブッシュ×６ ¥450 74 VT-2051 ミニミックスブッシュ ¥600 84

40 VF-6618 ニューミニローズバットブッシュ×６ ¥450 74 40 VT-2060 ミニガーベラ ¥150 32

VF-6635 サクラ ¥220 7 VT-2064 ピンクッションブーケ ¥3,000 22・46

VF-6647 ニューサンフラワースプレー×６F ¥220 17 VT-2075 サンフラワーブッシュ×７F ¥2,800 17

VF-6670 ポンポンマムバンドル ¥180 79 VT-2077 サンフラワー ¥480 16

VF-6731 桜バンドル×８ ¥220 6 VT-2078 サンフラワー ¥850 16

・ VF-6757 サンフラワーピックバンドル ¥180 19 ・ VT-2079 サンフラワー×３ ¥1,000 15

VF-6758 サンフラワーガーランド×１１ ¥1,400 20 VT-2081 ニューサンフラワーピック ¥180 18

VF-6815 オーキッドスプレー ¥480 54 VT-2088 ラベンダーＭＩＸバンドル ¥1,000 13

VF-6836 小菊 ¥180 59 VT-2097 スモールアリューム ¥50 161

VF-6838 コトギク ¥180 61 VT-2100 ギガンジウム ¥180 56

50 50 VT-2103 ローズ＆ラナンピック ¥380 83

VT-2104 ローズ＆ブバルディアピック ¥230 83

VT-2108 ワイルドデージーピック ¥180 85

VT-2110 ローズ＆ヒペリカムピック ¥260 84

VFG-5121 ベリーピック ¥90 90・139 VT-2119 ポンポンマムＭＩＸバンドル ¥450 79

・ ・ VT-2124 シングルサンフラワー ¥50 161

VT-2125 サンフラワー＆ベリーブッシュ ¥800 19

VG-3166 チャーリィポット ¥1,400 146 VT-2126 サンフラワーＭＩＸピック ¥220 18

VG-3167 ワンダリングポット ¥1,400 146 VT-2127 サンフラワー＆ブバリアピック ¥220 18

VG-3218 イングリッシュアイビーチェーンガーランド ¥1,800 95 VT-2130 ベロニカ＆ブバリアピック ¥250 86

VG-3219 ポトスチェーンガーランド ¥1,800 95 VT-2134 ミニフラワー＆ベロニカピック ¥230 86

60 VG-3221 イングリッシュアイビーガーランド ¥700 95 60 VT-2135 ステファノチスピックバンドル ¥430 75

VG-3222 ポトスガーランド ¥700 95 VT-2136 サンフラワーリース ¥1,600 18

VG-3223 オランダアイビーガーランド ¥700 95 VT-2139 ミモザスプレー×３ ¥700 2

VG-3224 フィロガーランド ¥700 95 VT-2140 バーベナピックバンドル ¥150 163

VG-3272 オランダアイビーチェーンガーランド ¥900 166 VT-2144 ミモザガーランド ¥1,300 2

・ VG-3382 ミニペペロミアポット ¥1,400 146 ・ VT-2146 マムハイドレンジャピック ¥200 85

VG-3394 ボックスウッドスプレー　ＧＲ/ＹＥ ¥150 123 VT-2148 フィラーフラワーバンドル ¥1,000 79

VG-3394 ボックスウッドスプレー　ＧＲ/ＰＵ ¥50 165 VT-2149 スカビオサ＆ローズブッシュ ¥1,000 76

VG-3395 プミラリーフスプレー ¥150 123 VT-2150 サンフラワーＭＩＸピック ¥180 18

VG-3396 スモールリーフスプレー ¥150 123 VT-2151 サンフラワーＭＩＸバンドル ¥300 19

70 VG-3473 ハートカズラ ¥650 105 70 VT-2152 ローズミックスピック ¥350 83

VG-3475 コンシナブッシュ ¥450 114 VT-2153 ミニミックスブッシュ ¥600 84

VG-3539 フロックベリーピック ¥150 89 VT-2154 ガーベラミックスバンドル ¥700 76

VG-3551 タンチョウアリウム×２ ¥650 134 VT-2155 ミニアザミピック ¥220 36

VG-3552 ビバーナムティナス ¥900 131 VT-2157 アスパラクラスター ¥300 141

・ VG-3570 ローズマリーブッシュ ¥850 117 ・ VT-2200 ニューギガンジウム ¥250 56

VG-3576 フロストベリー ¥180 138

品 番 商 品 名 本体価格 ページ 品 番 商 品 名 本体価格 ページ

VT-R380 ピレアブッシュＵＶカット ¥1,200 101

VT-R381 アグラオネマＵＶカット ¥1,500 101VT-R

VS

VT

VFG

VG

VF



INDEXVT-R211 モンステラリーフ(Ｌ) ¥350 121 VT-R382 アグラオネマバインＵＶカット ¥2,100 101

VT-R212 モンステラリーフ(Ｓ) ¥150 121 VT-R383 ポトスバインＵＶカット　 ¥1,700 99

・ VT-R227 ショートベリー ¥300 165 ・ VT-R384 カーネーション ¥180 8・34

VT-R230 ミニハートリーフガーランド ¥100 95 VT-R385 エバーブルーミングマム ¥580 36

VT-R236 ユーカリピック ¥150 111 VT-R386 レースフラワー ¥680 41

VT-R239 ニューサイラン ¥150 122 VT-R387 ラベンダーブッシュ ¥800 13

VT-R267 ニューグレープバイン ¥1,400 100 VT-R388 オランダアイビーピックＵＶカット ¥220 112

10 VT-R269 ニューアイビーガーランド ¥1,400 92 10 VT-R389 イングリッシュアイビーピックＵＶカット ¥220 112

VT-R275 シングルピオニー ¥850 55 VT-R390 グレープアイビーピックＵＶカット ¥220 112

VT-R276 アクアガーベラ ¥280 32 VT-R391 オランダアイビーバインＵＶカット ¥1,300 101

VT-R278 アイビースプレー ¥180 123 VT-R392 ゼラニウムバインＵＶカット ¥1,300 101

VT-R279 オランダアイビースプレー ¥180 123 VT-R393 アロカシアバインＵＶカット ¥1,800 101

・ VT-R282 グレープリーフガーランド ¥1,380 92 ・ VT-R394 オルビフォリアＵＶカット　 ¥1,800 101

VT-R283 グレースカサブランカ ¥1,000 44 VT-R395 カラテアオルナータＵＶカット ¥1,800 101

VT-R289 シングルダイアナローズ ¥800 24 VT-R396 オランダアイビーガーランドＵＶ ¥1,500 91

VT-R290 ボストンアイビーバイン ¥1,400 100 VT-R397 ゼラニウムガーランドＵＶカット ¥1,500 91

VT-R291 ボストンアイビーガーランド ¥1,400 92

20 VT-R292 ボストンアイビーバイン ¥1,580 100 20

VT-R297 ヒメモンステラ ¥120 121

VT-R298 フィットニアブッシュ ¥1,000 115

VT-R300 シーグレープブランチ ¥750 126 XD-8296 コットンスプレー ¥900 141

VT-R303 ＮＥＷツバキブランチ ¥950 57

・ VT-R304 ＮＥＷショートツバキ ¥550 57 ・

VT-R305 クィーンピオニー ¥1,200 55

VT-R316 ユーカリスプレー ¥450 130

VT-R318 エディスローズ ¥180 27 商　 品　 名 品 番 ページ

VT-R319 ツィーディア ¥380 161 ア アーモンドブロッサム VE-6905 7

30 VT-R322 イングリッシュアイビーピック ¥220 112 30 アイチアカブッシュ VDG-5254 125

VT-R325 ポトスガーランド ¥1,300 92 アイビーガーランド VDG-5153 94

VT-R326 フロックグレープガーランド ¥1,300 92 アイビーガーランド VDG-5216 92

VT-R327 ゼラニウムガーランド ＵＶカット ¥1,500 91 アイビーガーランド VEG-5407 94

VT-R328 アイビーガーランド ＵＶカット ¥1,500 91 アイビーガーランド ＵＶカット VT-R328 91

・ VT-R329 グレープガーランド ＵＶカット ¥1,500 91 ・ アイビーガーランドラージリーフ VDG-5409 94

VT-R330 ゼラニウムバイン ＵＶカット ¥1,300 99 アイビースプレー VT-R278 123

VT-R331 アイビーバイン ＵＶカット ¥1,300 99 アイビーバイン VDG-5155 97

VT-R332 グレープバイン ＵＶカット ¥1,300 99 アイビーバイン VDG-5241 98

VT-R335 セブリナブッシュ ¥1,000 115 アイビーバイン ＵＶカット VT-R331 99

40 VT-R336 セブリナスプレー ¥280 123 40 アイビーポット VDG-5485 146

VT-R337 コーンフラワー ¥700 35 アガスターシェ VE-6995 39・132

VT-R341 アンスリウム ¥480 21・45 アガパンサス VE-4009 161

VT-R342 シーグレープロングブランチ ¥1,800 126 アキレギア VE-6914 39

VT-R343 ベイビーグラスピック ¥100 166 アクアガーベラ VT-R276 32

・ VT-R344 ウィローブランチ ¥180 141 ・ アグラオネマＵＶカット VT-R381 101

VT-R345 パームリーフ(ラバー) ¥180 122 アグラオネマバインＵＶカット VT-R382 101

VT-R347 ハラン ¥380 122 アサガオ VF-4038 9

VT-R348 コーディライン ¥380 122 アサガオガ―ランド×８Ｆ VF-6250 9

VT-R350 グレープアイビーガーランド ＵＶカット ¥1,500 91 アジアンタムブッシュ VT-R379 116

50 VT-R352 エリーローズ ¥380 24 50 アジアンタムブッシュ VDG-5306 116

VT-R353 エリーローズバット ¥300 24 アジアンタムブッシュ VG-3586 116

VT-R354 グレープアイビーバイン ＵＶカット ¥1,300 99 アスチルベスプレー VEG-5551 40・133

VT-R355 グレープアイビーピック ¥240 112 アストラローズブッシュ VE-4115 70

VT-R356 コリウスピック グリーン ¥240 112 アストラローズブッシュ VE-6784 70

・ VT-R357 コリウスピック パープル ¥220 112 ・ アスパラガスファーンブッシュ VEG-5476 116

VT-R359 シ－グレープブランチレッド ¥380 165 アスパラクラスター VT-2157 141

VT-R360 カラーリリー ¥580 43 アネモネ VE-4113 33

VT-R361 ツィーディアピック ¥180 161 アビス VEG-5354 110

VT-R362 パッションフルーツ ¥680 48 アマランサスバイン VEG-5540 166

VT-R363 スパイダーリリー ¥780 47 アマランサスバンドル VDG-5259 166

60 VT-R364 ロングリップサンフラワー(Ｌ) ¥1,600 16 60 アマランサスブランチ VEG-5526 165

VT-R365 ロングリップサンフラワー(Ｍ) ¥700 16 アリウム VE-4068 58

VT-R367 マムスプレー ¥800 35・58 アルテシマFST 98932～ 148

VT-R368 ライスフラワー ¥380 39 アレカヤシ　PE 99156～ 151

VT-R370 ベロニカスプレー ¥500 132 アレカヤシブッシュ VDG-5562 116

・ VT-R371 シキミアブランチ ¥380 165 ・ アロカシアバインＵＶカット VT-R393 101

VT-R372 マウンテンリーフブランチ ¥750 127 アロマローズブッシュ VE-6747 71

VT-R373 セイヨウアジサイスプレー ¥1,000 11 アンスリウム VT-R341 21・45

VT-R375 ローズステム ¥380 124 アンスリウムブッシュ VEG-5268 21・45・110

VT-R376 ラムズイヤー ¥350 124

70 VT-R377 ダスティーミラー ¥350 124 70

VT-R378 シダーファーンブッシュ ¥480 116

VT-R379 アジアンタムブッシュ ¥600 116

・ ・

XD



INDEX
商　 品　 名 品 番 ページ 商　 品　 名 品 番 ページ

イ イエローティーリーフバイン VEG-5423 104 カサブランカ×２ VE-4065 44

イエローラウンドリーフバイン VDG-5417 104 カサブランカブッシュ×７ VD-6599 44

インクベリーブッシュ VDG-5522 120 カスミ＆デージー VE-6842 60

イングリッシュアイビーガーランド VG-3221 95 カスミ＆ミニリリー VE-6845 60

・ イングリッシュアイビーチェーンガーランド VG-3218 95 カスミ＆ローズ VE-6841 28

イングリッシュアイビーピック VT-R322 112 カベカケモネール 160

イングリッシュアイビーピックＵＶカット VT-R389 112 カミーラブッシュ VEG-5560 109

イングリッシュアイビーブッシュバイン VEG-5352 100 カラーリリー VT-R360 43

イングリッシュアイビーポット VS-5092 166 カラジュームＭＩＸポット VDG-5482 145

10 イングリッシュアイビーロングバイン VDG-5265 97 カラテアオルナータＵＶカット VT-R395 101

インドボダイジュＦＳＴ 91855～ 153 カラフルボール（Ｌ） VD-6877 87

カラフルボール（ＬＬ） VD-6967 87

ウ ウィードグラスブッシュ VEG-5536 118 カラフルボール（Ｓ） VD-6878 87

ウィステリア VE-4104 10 キ
・ ウィステリアロング VE-4105 10 ギガンジウム VT-2100 56

ウィローブランチ VT-R344 141 キャベッジローズMIXスワッグ VE-6830 65

ウィンターガーベラバンドル VT-2017 76 キャベッジローズMIXブッシュ VE-6702 69

ウォーターリーフマット VDG-5338 143 キャベッジローズガーランド VE-4126 66

ウォーターリーフマットUVカット VDG-5569 143 キャベッジローズブッシュ VE-4127 66

20 ウンベラータFST 98917～ 149・150 キャロットリーフブッシュ VEG-5575 118

ク
エ エアプランツハンギング A-type VDG-5311 142 クイーンコチョウラン5本立 155

エアプランツハンギング C-type VDG-5313 142 クィーンピオニー VT-R305 55

エアプランツピック VDG-5335 142 グラスサーマルマット VEG-5507 144

エケベリア アモエナ VDG-5444 142 クラスターベリー VEG-5517 138

・ エケベリア プリドニス VDG-5445 142 グラスブッシュ VDG-5307 114

エディスローズ VT-R318 27 グラスブッシュ VDG-5436 166

エバーブルーミングマム VT-R385 36 グラスブッシュ VG-3582 114

エリーローズ VT-R352 24 グラスマット VEG-5164 166

エリーローズバット VT-R353 24 グラスマット VDG-5379 143

30 エリンジウム VEG-5347 135 グラスマット(Ｌ) VEG-5172 144

エリンジウム VEG-5348 135 グリーンティーリーフバイン VEG-5424 104

エリンジウム VG-3624 165 グリーンネックレス VDG-5469 108

エレガントオーキッド VD-4014 53 グリーンネックレス VEG-5426 108

グリーンミックスブッシュ VEG-5577 113

・ オ オーガスタ 91873～ 153 クリスマスローズ VD-6800 34

オーキッドスプレー VF-6815 54 クリスマスローズ VE-6999 34

オータムローズブッシュ VE-6521 73 グレイスプラウトブッシュ VEG-5576 115

オオモリザクラ　 VＡ-2523 5 グレースカサブランカ VT-R283 44

オオヤマザクラ VE-6449 4 グレープアイビーガーランド ＵＶカット VT-R350 91

40 オオヤマザクラ(Ｌ) VE-6577 3 グレープアイビーバイン VEG-5322 98

オオヤマザクラ(Ｌ１００) VE-6994 3 グレープアイビーバイン ＵＶカット VT-R354 99

オオヤマザクラ(Ｌ１０６) VE-6906 3 グレープアイビーピック VT-R355 112

オオヤマザクラ(Ｓ) VE-6576 3 グレープアイビーピックＵＶカット VT-R390 112

オオヤマザクラガーランド VE-4084 6 グレープガーランド 1155 96

・ オランダアイビーガーランド VG-3223 95 ・ グレープガーランド VDG-5243 94

オランダアイビーガーランド VDG-5154 94 グレープガーランド ＵＶカット VT-R329 91

オランダアイビーガーランド VDG-5217 92 グレープガーランドラージリーフ VDG-5244 92

オランダアイビーガーランド VEG-5408 94 グレープバイン VDG-5245 97

オランダアイビーガーランドＵＶ VT-R396 91 グレープバイン ＵＶカット VT-R332 99

50 オランダアイビーガーランドラージリーフ VDG-5410 94 50 グレープベリースプレー VEG-5447 139

オランダアイビースプレー VT-R279 123 グレープリーフガーランド VT-R282 92

オランダアイビーチェーンガーランド VG-3272 166 グレープリーフスプレー VDG-5215 125

オランダアイビーバイン VDG-5156 97 クレマチス VE-4125 9

オランダアイビーバイン VDG-5242 98 クローバーガーランド VEG-5233 96

・ オランダアイビーバインＵＶカット VT-R391 101 ・ クローバーピック VEG-5503 164

オランダアイビーピックＵＶカット VT-R388 112 グロリオサ VE-6923 45

オランダアイビーブッシュバイン VEG-5351 100 グロリオサ VE-6657 45

オリーブスプレー VDG-5336 127

オリエンタルカサブランカ VE-6775 44 コ
オルビフォリアＵＶカット　 VT-R394 101 コークスクリューハンギング VEG-5474 105

60 オレガノスプレー VＡＧ-2503 124 60 コーディライン VT-R348 122

オンシジューム VD-6691 50 コーラルファーンハンギング VDG-5498 106

オンシジューム VE-6621 50・62 ゴールデンリーフＦＳＴ 98969～ 152

ゴールドエース 159

カ ゴールドクレストミニ VDG-5251 110

・ ガーデンローズ VＡ-2500 23 ・ ゴールドストライク 160

ガーデンローズバンドル VE-6797 67 コーンフラワー VT-R337 35

カーネーション VE-4106 8 コーンフラワーＭＩＸバンドル VD-4024 80

カーネーション VT-R384 8・34 コギク VF-6836 59

カーネーションスプレー VE-6818 8 コチョウラン VD-6543 54

70 カーネーションピック VE-4033 8 70 コチョウラン VE-6693 51

ガーベラピック VT-1918 85 コチョウラン VE-6844 62

ガーベラミックスバンドル VT-2154 76 コチョウランセリース 155

カーリーグラスブッシュ VDG-5532 114 コチョウランリーフ(Ｌ) VEG-5168 52

カールラナンキュラス VE-6913 49 コチョウランリーフ(Ｓ) VEG-5167 52

・ カールローズスプレー VE-6988 26 ・ コットンウッドガーランド VDG-5411 93



INDEX
商　 品　 名 品 番 ページ 商　 品　 名 品 番 ページ

コットンウッドバイン VDG-5414 97 シングルサンフラワー VT-2124 161

コットンスプレー XD-8296 141 シングルダイアナローズ VT-R289 24

コトギク VF-6838 61 シングルダリア VD-4133 35

コヒガンザクラ(Ｌ) VE-6909 5 シングルピオニー VF-6438 59

・ コヒガンザクラ(Ｍ) VE-6908 5 ・ シングルピオニー VT-R275 55

コリウスピック グリーン VT-R356 112 シンゴニウム 91661～ 154

コリウスピック パープル VT-R357 112 シンピジューム VD-6692 50

コンシナトリコロル 91111～ 148 ス
コンシナブッシュ VG-3475 114 スーパージャンボサンフラワー VT-1994 15

10 サ 10 スカーレットローズスタンド 157

サイカスファーンリーフ VEG-5524 122 スカビオサ＆ローズブッシュ VT-2149 76

サカキ(Ｓ) VEG-5396 62・121 スタッグホーンバイン VEG-5205 105

サクラ VF-6635 7 スタッグホーンブッシュ VEG-5478 166

サクラオオエダ VF-6405 7 スタッグホーンブッシュ VEG-5534 166

・ サクラガーランド VD-6763 6 ・ ステイメンスプレー VG-3622 134

サクラバンドル×８ VF-6731 6 ステファノチスピックバンドル VT-2135 75

サクラピック VE-6734 6 ステファノチスブッシュ VT-1812 75

サクラピック×１２Ｆ VE-6733 6 ストレリチア・オーガスタ 99163～ 149

サクラブランチ VE-6736 5 ストロベリーピック VE-6665 89

20 サクラブランチ（Ｍ） VＡ-2522 5 20 スノーボールスプレー VE-6739 33

サテンカラーリリー VE-4010 162 スパイダーフラワー VE-4071 41・59

サラサドウダンリーフ VEG-5279 128 スパイダープランツ VEG-5457 47・136

サンノウザクラ VE-4034 4 スパイダーリリー VT-R363 47

サンフラワー VT-2077 16 スパニッシュモス VDG-5544 108

・ サンフラワー VT-2078 16 ・ スパニッシュモス VDG-5334 166

サンフラワー＆ブバリアピック VT-2127 18 スプリンゲリーブッシュ VEG-5535 118

サンフラワー＆ベリーブッシュ VT-2125 19 スプレーウィットローズ VＡ-2501 25

サンフラワー×３ VT-2079 15 スプレッドベリー VEG-5370 135

サンフラワーＭＩＸバンドル VE-4102 163 スプレンゲリーバンドル VG-3616 75

30 サンフラワーＭＩＸバンドル VT-2151 19 30 スプレンゲリーブッシュ VDG-5309 118

サンフラワーＭＩＸピック VE-4101 18 スモークリーフブランチ VDG-5530 165

サンフラワーＭＩＸピック VT-2126 18 スモールアリューム VT-2097 161

サンフラワーＭＩＸピック VT-2150 18 スモールカラーリリー VE-4007 162

サンフラワーガーランド×１１ VF-6758 20 スモールダリアスプレー VE-6996 161

・ サンフラワーバイン VD-6141 17 ・ スモールミントブッシュ VDG-5434 111

サンフラワーピックバンドル VF-6757 19 スモールリーフスプレー VG-3396 123

サンフラワーピックバンドル VE-6837 18 セ
サンフラワーブッシュ VE-4099 19 セイヨウアジサイスプレー VT-R373 11

サンフラワーブッシュ VE-4100 19 セイリュウ 160

40 サンフラワーブッシュ×７F VT-2075 17 40 セブリナスプレー VT-R336 123

サンフラワーブッシュ×９F VT-2047 17 セブリナブッシュ VT-R335 115

サンフラワーミックスブッシュ VE-6537 19 ゼラニウムガーランド ＵＶカット VT-R327 91

サンフラワーミックスリース VE-6759 18 ゼラニウムガーランドＵＶカット VT-R397 91

サンフラワーリース VT-2136 18 ゼラニウムバイン ＵＶカット VT-R330 99

・ サンプリーズ 160 ・ ゼラニウムバインＵＶカット VT-R392 101

セローム 91852～ 150

シ センニチコウ VE-4129 40

シーグレープブランチ VT-R300 126 ソ
シーグレープロングブランチ VT-R342 126 ソードリーフブッシュ VEG-5579 114

50 シードグラスハンギング VG-3614 106 50 ソフィアラベンダー 160

シキミア VEG-5494 165 ソラヤサンフラワー(Ｌ) VE-6938 16

シキミアブランチ VT-R371 165 ソラヤサンフラワー(ＬＬ) VE-6939 16

シ－グレープブランチレッド VT-R359 165 ソラヤサンフラワー(Ｍ) VE-6937 16

シサスアイビーガーランド VEG-5565 93 ソング・オブ・インディアＦＳＴ 98900～ 151

・ シサスガーランド VDG-5177 93 ・

シサスバイン VDG-5178 97 タ
シダーファーンブッシュ VT-R378 116 タイリンサクラガーランド VD-6234 6

シダレオオヤマザクラ(Ｌ) VE-6506 4 タイリンチュウエダザクラ VD-6233 7

シダレオオヤマザクラ(Ｍ) VE-6639 4 ダスティーミラー VT-R377 124

シダレザクラミニ VE-4086 4 タランシア×１５ VG-3587 108

60 シッスルシード VG-3623 165 60 ダリア×２ VD-6742 36

ジプソガーランド VE-4079 162 ダリアピック VE-6870 88

ジプソスプレー VD-4076 162 ダリアピック(Ｌ)　ＢＬ　ＯＲ　ＰＩ　ＰＵ VE-4037 164

ジプソスプレー VE-4077 162 ダリアピック(Ｌ)　ＣＲ　ＲＥ VE-4037 88

ジプソピック VE-4078 162 ダリアピック(Ｍ)　ＢＬ　ＣＲ　ＯＲ　ＰＩ　ＰＵ VE-4036 164

・ ジプソピック VE-6726 42 ・ ダリアピック(Ｍ)　ＲＥ VE-4036 88

ジプソピックバンドル VD-4042 42・75 ダリアピック(Ｓ)　ＢＬ　ＯＲ　ＰＵ VE-4035 164

ジプソリース VD-4043 162 ダリアピック(Ｓ)　ＲＥ VE-4035 88

シペラスポット VDG-5196 146 ダリアミックスバンドル VE-6867 68

ジャイアントピオニー VE-6987 161 タロポット VDG-5197 146

70 ジャンボガーベラ VE-6768 31 70 タンチョウアリウム×２ VG-3551 134

ジャンボサンフラワー VT-1835 15 チ
ショートベリー VT-R227 165 チェリーブロッサム VE-4085 3

ショートベリー VEG-5493 165 チャーリィポット VG-3166 146

シルバーコットンウッドガーランド VDG-5413 93 チャメドレア 98878～ 150

・ シルバーレース VEG-5513 124 ・ チランジア イオナンタ VEG-5281 142
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ツ パームリーフ(Ｓ) VEG-5393 122

ツィーディア VT-R319 161 パームリーフ(ラバー) VT-R345 122

ツィーディアピック VT-R361 161 パールグラスマット VEG-5546 144

ツィッグ VEG-5395 141 ハイドランジアバンドル VE-4017 12

・ ツインカサブランカ 159 ・ ハイドランジアピック VE-4018 12

ツインコチョウラン 160 ハイドランジアリース VE-4016 164

ツバキスプレー VE-4051 57 ハイドレンジャ VD-6774 11

ツバキピック VE-4050 57 ハイドレンジャショートステム VE-6827 12

ツピダンサスＦＳＴ 91603～ 147 ハイドレンジャスプレー VD-6798 11

10 テ 10 ハイドレンジャスプレー VE-6820 11

ティーリーフマット VDG-5339 143 ハイビスカス×３ VE-6915 20

ティーリーフマットUVカット VDG-5570 143 ハイビスカスガーランド VF-6251 20

ティーローズブッシュ VE-6627 72 ハイビスカスピック VE-6663 20

ディフェンバギア VDG-5303 109 パキラFST 91600～ 147

・ ディフェンバギア　Ｒ 91840～ 150 ・ パキラポット VG-3593 145

ティランジア(Ｍ) VDG-5438 142 パッションフルーツ VT-R362 48

ティランジアハンギング VEG-5505 142 ハニークイーン 157

デージーミックスバンドル VE-6932 163 ハラン VT-R347 122

テーブルカポックポット VDG-5481 145 バンクシア VE-4109 22・48

20 デコラゴムFST 91609～ 147 20 パンパススプレー VEG-5581 137

デルフィニウム VE-4070 38 ヒ
デルフィニューム VE-6816 37 ピーチライン 159

デンファレ VD-4012 53 ピオニーショートステム VE-6824 56

ト ピオニーバンドル VE-4064 82

・ トネリコ VＡＧ-2510 128 ・ ビターローズブッシュ(S) VE-6681 163

トネリコ VEG-5486 128 ビバーナムティナス VG-3552 131

ドラセナ VDG-5362 125 ビバナムベリー VG-3603 131

ドラセナブッシュ VDG-5253 125 ヒペリカムピックバンドル VG-3615 166

ドラセナリーフ VDG-5467 122 ヒメモンステラ VT-R297 121

30 トラディス ホワイトグリーン VEG-5450 123 30 ヒメモンステラヘゴ-ＤＸ 91308～ 147

トラディス レッド VEG-5451 123 ビューティローズスタンド 158

トラディスバイン VDG-5567 102 ピレアブッシュＵＶカット VT-R380 101

トラディスバイン VDG-5582 102 ピンクッション VE-4110 21・46

トルコキキョウ　CR  GR  PI  LA/CR  PU/CR VD-6799 49 ピンクッション VE-6918 22・46

・ トルコキキョウ　ＤＫ/ＬＡ VD-6799 161 ・ ピンクッションブーケ VT-2064 22・46

ドレスローズ VE-6745 28 フ
ナ ファーストローズ 159

ナズナＭＩＸブッシュ VEG-5499 117 ファーンジュートカバー VDG-5548 166

ナチュラルグリーンバンドル VEG-5554 119 ファーンハンギング VDG-5543 103

40 ニ 40 ファーンハンギング VEG-5495 103

ニゲラシード VEG-5491 134 ファーンブッシュ VDG-5563 116

ニコルローズスタンド 158 ファーンブッシュ VEG-5186 117

ニューアイビーガーランド VT-R269 92 ファレノプシス VＡ-2524 52

ニューエリザローズ VE-6722 27 フィカスウンベラータポット VDG-5483 145

・ ニューカラーリリー(Ｌ)　ＧＲ　ＯＲ VE-6941 162 ・ フィカスリーフバンドル VG-3609 119

ニューカラーリリー(Ｌ)　ＷＨ　ＹＥ VE-6941 43 フィッカスベンジャミナ 98517～ 152

ニューカラーリリー(Ｍ)　ＧＲ　ＯＲ VE-6940 162 フィットニアバイン VEG-5425 100

ニューカラーリリー(Ｍ)　ＷＨ　ＹＥ VE-6940 43 フィットニアブッシュ VEG-5275 115

ニューギガンジウム VT-2200 56 フィットニアブッシュ VEG-5341 165

50 ニューグレープバイン VT-R267 100 50 フィットニアブッシュ VT-R298 115

ニューサイラン VT-R239 122 フィラーフラワーバンドル VT-2148 79

ニューサクラブランチ(Ｓ) VE-6729 6 フィロガーランド VG-3224 95

ニューサンフラワー VF-6459 17 フィロブッシュ VEG-5501 109

ニューサンフラワー(Ｌ) VT-1817 15 ブーゲンビリアスプレー VE-4107 161

・ ニューサンフラワー(Ｓ) VT-2045 17 ・ フォーマルダリア VE-4008 161

ニューサンフラワーガーランド×８Ｆ VF-6465 20 フォールグラスバンドル VEG-5519 164

ニューサンフラワースプレー×６F VF-6647 17 フォレストファーンハンギング VEG-5496 103

ニューサンフラワーピック VT-2081 18 フォレストファーンブッシュ VEG-5475 116

ニューサンフラワーブッシュ×７ VT-1992 19 プチエンジェル 160

ニューショートツバキ VT-R304 57 ブッカ(Ｌ) VD-6701 62

60 ニューツバキブランチ VT-R303 57 60 ブッカ(Ｍ) VD-6685 62

ニューハイドレンジャピック VE-6770 12 ブッカ(Ｍ) VT-1995 62

ニューフルーツピック VE-4040 89 プミラブッシュバイン VEG-5350 100

ニューフルーツリース VE-4041 164 プミラリーフスプレー VG-3395 123

ニューミニローズバットブッシュ×６ VF-6618 74 フラワーマトリカリアミックスバンドル VE-4091 77

・ ニューミニローズピック VE-6615 25 ・ フラワーリース VE-4112 164

ニューラベンダー VD-6880 14 プルメリアピックバンドル VE-4019 164

プルメリアヘッド×９輪 VD-6562 164

ハ フレッシュローズスタンド 157

ハートカズラ VG-3473 105 フレッシュローズマリー VEG-5556 117

70 ハートカズラハンギング VEG-5497 104 70 プレミアムカサブランカ 159

バードゲージ(Ｌ) VEG-5330 88 プレミアムコチョウラン10本立 156

バードネストファーン VDG-5301 110 プレミアムコチョウラン5本立 155

バーベナピックバンドル VT-2140 163 プレミアムコチョウラン7本立 156

パームリーフ(Ｌ) VEG-5489 122 フロストアイビーガーランド VDG-5412 93

・ パームリーフ(Ｍ) VEG-5394 122 ・ フロストアイビーバイン VDG-5415 97
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フロストベリー VG-3576 138 マウンテンリーフブランチ VT-R372 127

フロックオリーブスプレー VEG-5250 165 マグノリア VE-4067 161

フロックグレープガーランド VT-R326 92 マグノリアリーフ VDG-5449 125

フロックスプリンゲリー VEG-5550 124 マム VF-4039 61

・ フロックティーリーフ VEG-5403 124 ・ マム×３ VF-6514 61

フロックベリーピック VG-3539 89 マムスプレー VT-R367 35・58

フロックボストンファンブッシュ VDG-5260 116 マムハイドレンジャピック VT-2146 85

フロックリーフスプレー VDG-5531 124 マムバンドル VD-6832 80

ブロッサムバンドル VE-4063 82 マンザニータ(Ｌ) VDG-5299 141

10 ブロッサムバンドル VE-4103 6 10 マンザニータ(Ｓ) VDG-5300 141

ブロッサムバンドル VE-4134 81 マンザニータ(Ｓ) VDG-5523 141

プロテア VEG-5346 165 ミ
ミックスデージーリース VE-4015 64

ヘ ミックスファーンガーランド VEG-5375 93

・ ベイビーグラスピック VT-R343 166 ・ ミックスファーンブッシュ VEG-5374 113

ベイリーフ 99141～ 152 ミックスファーンマット VDG-5508 144

ベゴニアリーフブッシュ VEG-5324 115 ミックスファーンマット VEG-5376 144

ベビーアマランサスバンドル VD-4023 82 ミックスブッシュＡｓｔｙｌｅ VEG-5537 120

ベビーリーフスプレー VG-3612 126 ミックスブッシュＢｓｔｙｌｅ VEG-5538 120

20 ベビーリーフブッシュ VEG-5574 120 20 ミックスフラワーバンドル VE-6864 78

ペペロミアポット VS-5093 146 ミックスフラワーピック VE-4062 77

ベリースプレー VEG-5332 140 ミックスフラワーリース(Ｌ) VE-6980 64

ベリーバイン VEG-5422 105 ミックスフラワーリース(Ｓ) VE-6979 64

ベリーバンドル VＡ-2517 140 ミックスベール 159

・ ベリーピック VEG-5138 90 ・ ミックスリーフブッシュ VEG-5387 113

ベリーピック VEG-5333 89・140 ミックスリーフブッシュ VEG-5400 109

ベリーピック VFG-5121 90・139 ミディアムベルベットローズ VE-6969 29

ベリーピック VE-6675 89 ミディアムローズスプレー VE-6826 26

ベリーピック VEG-5514 89・140 ミニアイビーブッシュ VDG-5586 119

30 ベリーブッシュ VEG-5520 113・139 30 ミニアザミピック VT-2155 36

ベリーブランチ VE-4052 140 ミニオーキッド VD-4013 53

ベリーブランチ VEG-5446 165 ミニガーベラ VT-2060 32

ベリーブランチ VEG-5516 138 ミニカラーリリー　ＣＲ VE-6608 43

ベリーブランチ VEG-5518 137 ミニカラーリリー　ＰＵ　ＧＲ VE-6608 162

・ ベルテッセン VE-6917 9・38 ・ ミニクラウンデージーブッシュ VT-1545 78

ベルベットローズ VD-6812 30 ミニクロッカスＭＩＸバンドル VD-4025 81

ベルベットローズ VE-4069 161 ミニサンフラワーガーランド VF-6466 20

ベルベットローズ VE-6793 29 ミニサンフラワーミックスブッシュ VE-6536 19

ベルベットローズガーランド VE-6426 29・96 ミニスター＆カスミ VE-6848 60

40 ベルベットローズスプレー VD-6897 30 40 ミニスターバンドル VD-4097 75

ベルベットローズブッシュ VE-6971 30・73 ミニスターフラワー VE-6900 42

ベルベットローズブッシュ VE-6427 30・73 ミニソードリーフハンギング VEG-5473 103

ベロニカ＆ブバリアピック VT-2130 86 ミニデイジーブッシュ VE-6927 78

ベロニカスプレー VT-R370 132 ミニデイジーブッシュ VE-6986 78

・ ベロニカスプレー VG-3626 132 ・ ミニハートリーフガーランド VT-R230 95

ベロニカスプレー VT-1983 39・132 ミニハートリーフブッシュ VEG-5533 117

ベンガルボタイジュFST 99114～ 148 ミニバンダオーキッド VE-6919 50

ベンジャナスプラッシュ 98529～ 152 ミニファーンピック VEG-5539 117

ベンジャミンスリムＦＳＴ 98647～ 151 ミニプミラブッシュ VDG-5584 119

50 50 ミニフラワー＆ベロニカピック VT-2134 86

ホ ミニフラワースプレー VE-6817 42

ボストンアイビーガーランド VT-R291 92 ミニフラワーミックスピック VE-4131 86

ボストンアイビーバイン VT-R290 100 ミニブルースターブッシュ VE-4026 75

ボストンアイビーバイン VT-R292 100 ミニブロッサムスプレー VD-4083 37

・ ボストンファンＬ 94227～ 154 ・ ミニベゴニアブッシュ　 VDG-5587 119

ボタンリーフハンギング VEG-5541 166 ミニペペロミアポット VG-3382 146

ボックスウッドガーランド VEG-5573 93 ミニベリーピック VEG-5511 165

ボックスウッドスプレー　ＧＲ/ＰＵ VG-3394 165 ミニボタンリーフハンギング VDG-5542 166

ボックスウッドスプレー　ＧＲ/ＹＥ VG-3394 123 ミニボタンリーフブッシュ VDG-5585 119

ボックスウッドバイン VDG-5378 106 ミニミックスブッシュ VT-2051 84

60 ボックスウッドピック VEG-5234 111 60 ミニミックスブッシュ VT-2153 84

ボックスウッドマット VDG-5360 143 ミニラズベリーピック VD-6669 89

ポトス　Ｒ 91837～ 150 ミニリーフハンギング VEG-5238 104

ポトス　Ｒ 98944～ 152 ミニローズガーランド VDG-5160 96

ポトスガーランド 1188 96 ミニローズスプレー VE-6903 28

・ ポトスガーランド VG-3222 95 ・ ミニローズバットスプレー VE-6922 161

ポトスガーランド VT-R325 92 ミニローズバットブッシュ×６ VF-6616 74

ポトスチェーンガーランド VG-3219 95 ミニローズブッシュ VE-6829 163

ポトスバインＵＶカット　 VT-R383 99 ミモザＭＩＸバンドル VD-4003 1

ポリジプソスプレー VD-6810 42 ミモザガーランド VT-2144 2

70 ポンポンマムＭＩＸバンドル VT-2119 79 70 ミモザスプレー×３ VD-4000 2

ポンポンマムバンドル VF-6670 79 ミモザスプレー×３ VT-2139 2

ミモザスプレーリーフ付き VD-4001 2

マ ミモザピックバンドル×３ VD-4002 1

マーブルポトスブッシュ VEG-5502 109 ミモザピックバンドルリーフ付き VD-4005 1

・ マーメイトローズ 160 ・ ミモザピックリーフ付き VD-4004 1
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ミモザミックスバンドル VE-4092 163 ル
ミモザリース VD-4006 1・63 ルート VDG-5564 103

ミントリーフピック VEG-5504 111 ルリアザミ VEG-5455 134

メ レ
・ メープルアイビーガーランド VEG-5406 93 ・ レインボーテルミナリス 91513～ 154

メープルアイビーバイン VEG-5578 97 レースフラワー VT-R386 41

メープルリーフハンギング VDG-5264 105 レザーファン VEG-5025 62・121

メタリックボールピック VE-4045 80 レモンブランチ VEG-5553 127

メローホワイト 160 レモンリーフスプレー VEG-5316 127

10 モ 10 ロ
モミジブランチ VEG-5525 124 ロイヤルスタンド1.3 158

モモ VE-6637 7 ローズ＆ハイドレンジャブーケ VD-6981 163

モングラス VEG-5252 117 ローズ＆ハイドレンジャブーケ VE-6978 68

モンステラ　R 91834～ 150 ローズ＆ヒペリカムピック VT-2110 84

・ モンステラ　Ｒ 98947～ 152 ・ ローズ＆ブバルディアピック VT-2104 83

モンステラ　バイン 99130～ 152 ローズ＆ラナキュラブーケ VT-2011 68

モンステラ×３ VDG-5209 121 ローズ＆ラナンピック VT-2103 83

モンステラリーフ(Ｌ) VT-R211 121 ローズＭＩＸバンドル VD-6805 72

モンステラリーフ(Ｌ) VEG-5488 121 ローズキャンドルリング VT-1912 88

20 モンステラリーフ(Ｓ) VT-R212 121 20 ローズステム VT-R375 124

モンステラリーフ(Ｓ) VEG-5487 121 ローズダリアミックスバンドル VE-4116 82

ヤ ローズピック VE-6869 88

ヤエザクラブランチ(Ｓ) VE-6730 6 ローズヘッド(１２輪) VE-6495 88

ユ ローズマリーハンギング VEG-5239 104

・ ユーカリスプレー VEG-5237 130 ・ ローズマリーバンドル×６ VEG-5428 166

ユーカリスプレー VT-R316 130 ローズマリーブッシュ VＡＧ-2505 118

ユーカリスプレー VG-3625 165 ローズマリーブッシュ VEG-5236 117

ユーカリピック VEG-5235 111 ローズマリーブッシュ VG-3570 117

ユーカリピック VT-R236 111 ローズマリーブッシュ VDG-5262 118

30 ユーカリブッシュ VEG-5187 111 30 ローズマリーブッシュ VEG-5429 166

ユーカリブッシュ VEG-5500 111 ローズマリーミックスピック VEG-5386 118

ユーカリブランチ VEG-5452 129 ローズミックスバンドル VE-4130 73・86

ユーカリブランチ VEG-5528 165 ローズミックスピック VE-6928 163

ユーカリブランチ VEG-5529 129 ローズミックスピック VT-1941 83

・ ユーカリベリースプレー VEG-5492 129 ・ ローズミックスピック VT-2152 83

ユーカリベリースプレー VEG-5492 129 ローズミックスブッシュ VT-1911 72

ユーカリベリーブッシュ VDG-5390 120 ローズリリーススタンド1.0 157

ユーカリベリーブランチ VEG-5527 165 ローリエブッシュ VEG-5555 117

ユーカリマット VDG-5361 143 ロングシダファーン VEG-5363 122

40 ユーカリマットUVカット VDG-5571 143 40 ロングリップサンフラワー(Ｌ) VT-R364 16

ユキノシタバイン VEG-5320 98 ロングリップサンフラワー(Ｍ) VT-R365 16

ラ ワ
ラージオーキッド VE-6440 51 ワイルドアリウム VE-4128 41

ラージデルフィニュウム VF-6508 37 ワイルドデージーピック VT-2108 85

・ ラージベルベットローズ VE-6968 29 ・ ワイルドデージーミックスピック VE-4027 77

ライスフラワー VT-R368 39 ワイルドホヤスプレー VDG-5465 128

ライムグリーンアイビーバイン VDG-5278 98 ワイルドホヤポット VDG-5484 145

ライムポトス 92242～ 154 ワイルドマムＭＩＸピック VE-6825 77

ライムポトスバイン VEG-5561 100 ワイルドミニフラワー VE-4072 40

50 ライムポトスヘゴ 98639～ 147 50 ワスレナピックバンドル VE-6982 164

ライラック(Ｌ) VD-4075 10 ワンダリングスプレー VG-3606 123

ライラック(Ｓ) VD-4074 10 ワンダリングバイン VDG-5588 102

ラナキュラスバンドル VE-4029 163 ワンダリングブッシュ VEG-5276 115

ラナキュラスミックスバンドル VE-4094 81 ワンダリングブッシュ VEG-5292 115

・ ラナンキュラススプレー VE-6819 33 ・ ワンダリングブッシュ VEG-5344 115

ラナンキュラスバンドル VD-6552 163 ワンダリングポット VG-3167 146

ラベンダーＭＩＸバンドル VT-2088 13

ラベンダースプレー VE-4117 14・38

ラベンダーハンギング VD-4095 13

ラベンダーバンドル VE-4020 13

60 ラベンダーバンドル VE-6778 14 60

ラベンダーピック VE-6821 14

ラベンダーブッシュ VＡ-2506 14

ラベンダーブッシュ VT-R387 13

ラベンダーブロッサムハンギング VD-4096 13

・ ラベンダーリース VD-4082 13・63 ・

ラムズイヤー VT-R376 124

リ
リーフブランチ VEG-5318 126

リキュウソウ VEG-5490 98

70 リトルローラ 160 70

リュクスレモンリーフ VEG-5552 127

リュクソールダリア VD-6924 161

リンドウ VF-4060 60

・ ・







別冊カタログのご紹介

カタログは年に二回発行しております。

奇数号は通年カタログ、偶数号は秋冬特別号です。

ご入用の際は必要部数・送付先を担当営業までご連絡下さい。
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MEMO



価格　オープンプライス

担当営業までお問い合わせください。



ビバ工芸株式会社
〒143-0025
東京都大田区南馬込3-12-5
TEL     03-3778-2181
FAX     03-3778-2446
URL     http://www.viva-kogei.co.jp
E-mail  vivatrad@viva-kogei.co.jp


