Ceramic vase Marsch series

使用商品：AD651912・AD651931・AD652631

Ceramic
vase
Marsch series

ドイツ産の釉薬を使用した
こだわりの色と質感が
魅力的。
ヨーロピアンデザインに
最適なフラワーベース
です。

品番 AD651912 シルカベース3tap

品番 AD652612 シルカベース5tap

￥3,675
（税抜￥3,500）
L370×D75×H200
（穴内φ28）
カラー：クリームモップ ロット：1コ／8コ
JAN：4560110283756

￥6,615
（税抜￥6,300）
L495×D100×H275
（穴内φ40）
カラー：クリームモップ ロット：1コ／6コ
JAN：4560110299986

使用商品：AD634213
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品番 AD634212 シルカベース

品番 AD634213 シルカベース

品番 AD634231 シルカベース

￥6,090
（税抜￥5,800）
L410×D155×H225
（穴内φ27）
カラー：クリームモップ ロット：1コ／6コ
JAN：4560110299955

￥6,090
（税抜￥5,800）
L410×D155×H225
（穴内φ27）
カラー：ブラウンモップ ロット：1コ／6コ
JAN：4560110299948

￥6,090
（税抜￥5,800）
L410×D155×H225
（穴内φ27）
カラー：プラチナム ロット：1コ／6コ
JAN：4560110299962

flonet collection

品番 AD651913 シルカベース3tap

品番 AD652613 シルカベース5tap

￥3,675
（税抜￥3,500）
L370×D75×H200
（穴内φ28）
カラー：ブラウンモップ ロット：1コ／8コ
JAN：4560110283749

￥6,615
（税抜￥6,300）
L495×D100×H275
（穴内φ40）
カラー：ブラウンモップ ロット：1コ／6コ
JAN：4560110299979

品番 AD651931 シルカベース3tap

品番 AD652631 シルカベース5tap

￥3,675
（税抜￥3,500）
L370×D75×H200
（穴内φ28）
カラー：プラチナム ロット：1コ／8コ
JAN：4560110283763

￥6,615
（税抜￥6,300）
L495×D100×H275
（穴内φ40）
カラー：プラチナム ロット：1コ／6コ
JAN：4560110299993

flonet collection
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Ceramic vase Marsch series

Ceramic
vase
Marsch series

品番 AD711508 モナS
￥1,890
（税抜￥1,800）
φ160×H155
（内φ120×H140）
カラー：ブラックシャイン ロット：1コ／18コ
JAN：4560110285972
DW

1/3

品番 AD711511 モナS
￥1,890
（税抜￥1,800）
φ160×H155
（内φ120×H140）
カラー：アイボリーシャイン ロット：1コ／18コ
JAN：4560110286009
DW

1/3

使用商品：AD721208

品番 AD711531 モナS

使用商品：AD711831
品番 AD721008 メゾンボウルL

品番 AD721011 メゾンボウルL

品番 AD721031 メゾンボウルL

￥4,410
（税抜￥4,200）
φ330×H100
（内φ245×H75）
カラー：ブラックシャイン ロット：1コ／6コ
JAN：4560110272330

￥4,410
（税抜￥4,200）
φ330×H100
（内φ245×H75）
カラー：アイボリーシャイン ロット：1コ／6コ
JAN：4560110285460

￥5,250
（税抜￥5,000）
φ330×H100
（内φ245×H75）
カラー：プラチナム ロット：1コ／6コ
JAN：4560110285934

DW

DW

1/3

DW

品番 AD721208 メゾンボウルLL

品番 AD721211 メゾンボウルLL

品番 AD721231 メゾンボウルLL

品番 AD711808 モナM

品番 AD711811 モナM

品番 AD711831 モナM

￥6,720
（税抜￥6,400）
φ410×H120
（内φ305×H90）
カラー：ブラックシャイン ロット：1コ／4コ
JAN：4560110272361

￥6,720
（税抜￥6,400）
φ410×H120
（内φ305×H90）
カラー：アイボリーシャイン ロット：1コ／4コ
JAN：4560110285491

￥7,875
（税抜￥7,500）
φ410×H120
（内φ305×H90）
カラー：プラチナム ロット：1コ／4コ
JAN：4560110285958

￥2,625
（税抜￥2,500）
φ190×H185
（内φ145×H175）
カラー：ブラックシャイン ロット：1コ／12コ
JAN：4560110286061

￥2,625
（税抜￥2,500）
φ190×H185
（内φ145×H175）
カラー：アイボリーシャイン ロット：1コ／12コ
JAN：4560110286054

￥3,150
（税抜￥3,000）
φ190×H185
（内φ145×H175）
カラー：プラチナム ロット：1コ／12コ
JAN：4560110286139

DW
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DW

￥2,100
（税抜￥2,000）
φ160×H155
（内φ120×H140）
カラー：プラチナム ロット：1コ／18コ
JAN：4560110286047

flonet collection

DW

DW

DW

1/2

DW

1/2

DW

1/2

flonet collection
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Ceramic vase Marsch series

Ceramic vase
Marsch series
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品番 AD311911 オベロンM

品番 AD312311 オベロンL

品番 AD311908 オベロンM

品番 AD312308 オベロンL

￥1,260
（税抜￥1,200）
φ110×H195
（内H185）
カラー：アイボリーシャイン ロット：1コ／18コ
JAN：4560110300118

￥1,575
（税抜￥1,500）
φφ110×H240
（内H225）
カラー：アイボリーシャイン ロット：1コ／16コ
JAN：4560110300125

￥1,260
（税抜￥1,200）
φ110×H195
（内H185）
カラー：ブラックシャイン ロット：1コ／18コ
JAN：4560110287020

￥1,575
（税抜￥1,500）
φ110×H240
（内H225）
カラー：ブラックシャイン ロット：1コ／16コ
JAN：4560110287051

品番 AD501911 ベネチアベースS

品番 AD502311 ベネチアベースM

品番 AD513011 ハイベース30

品番 AD501908 ベネチアベースS

品番 AD502308 ベネチアベースM

品番 AD513008 ハイベース30

￥1,155
（税抜￥1,100）
φ105×H190
（内H155）
カラー：アイボリーシャイン ロット：1コ／24コ
JAN：4560110300149

￥1,680
（税抜￥1,600）
φ130×H240
（内H195）
カラー：アイボリーシャイン ロット：1コ／18コ
JAN：4560110300156

￥1,785
（税抜￥1,700）
φ110×H315
（内H200）
カラー：アイボリーシャイン ロット：1コ／20コ
JAN：4560110300163

￥1,155
（税抜￥1,100）
φ105×H190
（内H155）
カラー：ブラックシャイン ロット：1コ／24コ
JAN：4560110299238

￥1,680
（税抜￥1,600）
φ130×H240
（内H195）
カラー：ブラックシャイン ロット：1コ／18コ
JAN：4560110299245

￥1,785
（税抜￥1,700）
φ110×H315
（内H200）
カラー：ブラックシャイン ロット：1コ／20コ
JAN：4560110299269

品番 AD201011 セレナSS

品番 AD160111 ピノS

品番 AD121411 カポネM

品番 AD122111 カポネL

品番 AD201008 セレナSS

品番 AD160108 ピノS

品番 AD121408 カポネM

品番 AD122108 カポネL

￥504
（税抜￥480）
□85×H95
カラー：アイボリーシャイン ロット：4コ／36コ
JAN：4560110300095

￥788
（税抜￥750）
L135×W105×H105
カラー：アイボリーシャイン ロット：1コ／24コ
JAN：4560110300088

￥1,365
（税抜￥1,300）
□130×H140
カラー：アイボリーシャイン ロット：1コ／16コ
JAN：4560110300040

￥2,940
（税抜￥2,800）
□190×H210
カラー：アイボリーシャイン ロット：1コ／12コ
JAN：4560110300057

￥504
（税抜￥480）
□85×H95
カラー：ブラックシャイン ロット：4コ／36コ
JAN：4560110299405

￥788
（税抜￥750）
L135×W105×H105
カラー：ブラックシャイン ロット：1コ／24コ
JAN：4560110299399

￥1,365
（税抜￥1,300）
□130×H140
カラー：ブラックシャイン ロット：1コ／16コ
JAN：4560110299214

￥2,940
（税抜￥2,800）
□190×H210
カラー：ブラックシャイン ロット：1コ／12コ
JAN：4560110299559

flonet collection

4号

限定

5号

4号

限定

5号

flonet collection
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Ceramic vase Botanical series

Ceramic vase
Botanical series

自然のモチーフを器に表現し、
空間を演出。
カラーチョイスできるボタニカルベース。

使用商品：TS1215B・TS1923B
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品番 TS1105B ボタニカルベース

品番 TS1105W ボタニカルベース

品番 TS1105D ボタニカルベース

￥735
（税抜￥700）
φ160×H55
（内φ130×H40）
カラー：マットブラック ロット：1コ／24コ
JAN：4560110293786

￥735
（税抜￥700）
φ160×H55
（内φ130×H40）
カラー：マットホワイト ロット：1コ／24コ
JAN：4560110293779

￥735
（税抜￥700）
φ160×H55
（内φ130×H40）
カラー：マットブラウン ロット：1コ／24コ
JAN：4560110294011

品番 TS1106B ボタニカルベース

品番 TS1106W ボタニカルベース

品番 TS1106D ボタニカルベース

￥1,155
（税抜￥1,100）
φ205×H65
（内φ165×H50）
カラー：マットブラック ロット：1コ／18コ
JAN：4560110293809

￥1,155
（税抜￥1,100）
φ205×H65
（内φ165×H50）
カラー：マットホワイト ロット：1コ／18コ
JAN：4560110293793

￥1,155
（税抜￥1,100）
φ205×H65
（内φ165×H50）
カラー：マットブラウン ロット：1コ／18コ
JAN：4560110294028

品番 TS1919B ボタニカルベース

品番 TS1919W ボタニカルベース

￥1,365
（税抜￥1,300）
φ190×H55
カラー：マットブラック ロット：1コ／18コ
JAN：4560110294202

￥1,365
（税抜￥1,300）
φ190×H55
カラー：マットホワイト ロット：1コ／18コ
JAN：4560110294196

品番 TS1923B ボタニカルベース

品番 TS1923W ボタニカルベース

￥1,575
（税抜￥1,500）
φ225×H78
カラー：マットブラック ロット：1コ／16コ
JAN：4560110294226

￥1,575
（税抜￥1,500）
φ225×H78
カラー：マットホワイト ロット：1コ／16コ
JAN：4560110294219

品番 TS1023B ボタニカルベース

品番 TS1023W ボタニカルベース

￥1,365
（税抜￥1,300）
φ200×H45
カラー：マットブラック ロット：1コ／18コ
JAN：4560110293861

￥1,365
（税抜￥1,300）
φ200×H45
カラー：マットホワイト ロット：1コ／18コ
JAN：4560110293854

品番 TS1035B ボタニカルベース

品番 TS1035W ボタニカルベース

￥1,890
（税抜￥1,800）
φ300×H50
カラー：マットブラック ロット：1コ／12コ
JAN：4560110293885

￥1,890
（税抜￥1,800）
φ300×H50
カラー：マットホワイト ロット：1コ／12コ
JAN：4560110293878

品番 TS1215B ボタニカルベース

品番 TS1215W ボタニカルベース

￥714
（税抜￥680）
φ150×H40
（内φ130×H30）
カラー：マットブラック ロット：1コ／24コ
JAN：4560110293960

￥714
（税抜￥680）
φ150×H40
（内φ130×H30）
カラー：マットホワイト ロット：1コ／24コ
JAN：4560110293953

品番 TS1225B ボタニカルベース

品番 TS1225W ボタニカルベース

￥1,575
（税抜￥1,500）
φ255×H45
（内φ230×H35）
カラー：マットブラック ロット：1コ／18コ
JAN：4560110293984

￥1,575
（税抜￥1,500）
φ255×H45
（内φ230×H35）
カラー：マットホワイト ロット：1コ／18コ
JAN：4560110293977

品番 TS1108B ボタニカルベース

品番 TS1108W ボタニカルベース

品番 TS1108D ボタニカルベース

品番 TS2034B ボタニカルベース

品番 TS2034W ボタニカルベース

￥1,890
（税抜￥1,800）
φ255×H85
（内φ210×H70）
カラー：マットブラック ロット：1コ／12コ
JAN：4560110293823

￥1,890
（税抜￥1,800）
φ255×H85
（内φ210×H70）
カラー：マットホワイト ロット：1コ／12コ
JAN：4560110293816

￥1,890
（税抜￥1,800）
φ255×H85
（内φ210×H70）
カラー：マットブラウン ロット：1コ／12コ
JAN：4560110294035

￥1,260
（税抜￥1,200）
L330×W125×H40
カラー：マットブラック ロット：1コ／24コ
JAN：4560110293847

￥1,260
（税抜￥1,200）
L330×W125×H40
カラー：マットホワイト ロット：1コ／24コ
JAN：4560110293830

flonet collection

flonet collection
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Ceramic vase Treno grace series

Ceramic vase
Treno grace seriess

“使いやすさ”
を重点に考えて
生まれたシリーズ。
思い思いのアレンジで、
和・洋・モダン…
いろんなシーンで活用できます。

使用商品：ZB8641L
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flonet collection

品番 ZB8635S トレノグレイス

品番 ZB8635M トレノグレイス

￥441
（税抜￥420）
φ100×H105
カラー：アイボリー ロット：2コ／36コ
JAN：4560110292895

￥578
（税抜￥550）
φ125×H125
カラー：アイボリー ロット：1コ／32コ
JAN：4560110292888

品番 ZB9269M トレノグレイス

品番 ZB9271S トレノグレイス

品番 ZB9213S トレノグレイス

￥735
（税抜￥700）
φ180×H65
（内φ160）
カラー：アイボリー ロット：1コ／24コ
JAN：4560110292741

￥567
（税抜￥540）
φ130×H70
カラー：アイボリー ロット：2コ／32コ
JAN：4560110292727

￥662
（税抜￥630）
φ130×H135×底φ70
（内φ90）
カラー：アイボリー ロット：1コ／32コ
JAN：4560110292789

品番 ZB9269L トレノグレイス

品番 ZB9271M トレノグレイス

品番 ZB9213M トレノグレイス

￥1,365
（税抜￥1,300）
φ215×H80
（内φ200）
カラー：アイボリー ロット：1コ／18コ
JAN：4560110292758

￥872
（税抜￥830）
φ160×H90
カラー：アイボリー ロット：2コ／24コ
JAN：4560110292734

￥1,365
（税抜￥1,300）
φ170×H180×底φ90
（内φ125）
カラー：アイボリー ロット：1コ／18コ
JAN：4560110292796
1/3

品番 ZB9303S トレノグレイス

品番 ZB2140 トレノグレイス

￥735
（税抜￥700）
L240×W100×H65
カラー：アイボリー ロット：1コ／32コ
JAN：4560110292765

￥735
（税抜￥700）
L140×W95×H90
カラー：アイボリー ロット：1コ／24コ
JAN：4560110292994

3号

限定

品番 ZB8641S トレノグレイス

品番 ZB8641L トレノグレイス

品番 ZB9303M トレノグレイス

品番 ZB4690 トレノグレイス

￥840
（税抜￥800）
L200×W85×H105
カラー：アイボリー ロット：1コ／24コ
JAN：4560110292871

￥1,260
（税抜￥1,200）
L260×W95×H125〜140
カラー：アイボリー ロット：1コ／16コ
JAN：4560110292864

￥1,260
（税抜￥1,200）
L300×W130×H80
カラー：アイボリー ロット：1コ／18コ
JAN：4560110292772

￥735
（税抜￥700）
L135×W130×H95
カラー：アイボリー ロット：2コ／24コ
JAN：4560110292949

使用商品：ZB9213M

flonet collection
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Ceramic vase Treno grace series

Ceramic vase
Treno grace series

使用画像：ZD8682SW
写真提供：誠文堂新光社フローリスト編集部

品番 ZD8682SW トレノグレイス

品番 ZD8682MW トレノグレイス

￥735
（税抜￥700）
L200×W55×H55〜90
カラー：アイボリー ロット：1コ／32コ
JAN：4560110298224

￥1,260
（税抜￥1,200）
L250×W80×H70〜110
カラー：アイボリー ロット：1コ／18コ
JAN：4560110298200

品番 ZD8682SB トレノグレイス

品番 ZD8682MB トレノグレイス

￥735
（税抜￥700）
L200×W55×H55〜90
カラー：マットブラック ロット：1コ／32コ
JAN：4560110298231

￥1,260
（税抜￥1,200）
L250×W80×H70〜110
カラー：マットブラック ロット：1コ／18コ
JAN：4560110298217

品番 ZD3516S トレノグレイス

品番 ZD3516M トレノグレイス

品番 ZD3612S トレノグレイス

品番 ZD3612M トレノグレイス

￥294
（税抜￥280）
□80×H75
カラー：アイボリー ロット：6コ／48コ
JAN：4582109767634

￥399
（税抜￥380）
□100×H95
カラー：アイボリー ロット：6コ／36コ
JAN：4582109767641

￥378
（税抜￥360）
□90×H85
カラー：アイボリー ロット：6コ／48コ
JAN：4582109767610

￥567
（税抜￥540）
□100×H135
カラー：アイボリー ロット：4コ／24コ
JAN：4582109767627

品番 ZD3780 トレノグレイス

品番 ZD3614S トレノグレイス

品番 ZD3608S トレノグレイス

品番 ZD3608M トレノグレイス

￥662
（税抜￥630）
L150×W90×H80
カラー：アイボリー ロット：2コ／24コ
JAN：4582109767849

￥578
（税抜￥550）
L140×W85×H95
カラー：アイボリー ロット：4コ／24コ
JAN：4582109767658

￥452
（税抜￥430）
L135×W85×H90
カラー：アイボリー ロット：4コ／36コ
JAN：4582109767573

￥714
（税抜￥680）
L170×W100×H115
カラー：アイボリー ロット：4コ／24コ
JAN：4582109767580

1/6

品番 BS915B シリンダーベース

品番 BS1117B シリンダーベース

品番 BS1219B シリンダーベース

品番 BS1123B シリンダーベース

￥819
（税抜￥780）
φ90×H150
カラー：マットブラック ロット：1コ／24コ
JAN：4560110297975

￥1,155
（税抜￥1,100）
φ110×H170
カラー：マットブラック ロット：1コ／16コ
JAN：4560110297982

￥1,260
（税抜￥1,200）
φ120×H190
カラー：マットブラック ロット：1コ／12コ
JAN：4560110298040

￥1,680
（税抜￥1,600）
φ115×H230
カラー：マットブラック ロット：1コ／12コ
JAN：4560110297999

限定

1/6

品番 ZF4117 トレノグレイス
￥903
（税抜￥860）
L170×W130×H85
カラー：アイボリー ロット：1コ／24コ
JAN：4582109767788
1/6
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品番 BS1330B シリンダーベース

品番 BS1540B シリンダーベース

品番 BS1546B シリンダーベース

品番 BS1656B シリンダーベース

￥2,205
（税抜￥2,100）
φ130×H300
カラー：マットブラック ロット：1コ／8コ
JAN：4560110298002

￥3,990
（税抜￥3,800）
φ150×H400
カラー：マットブラック ロット：1コ／6コ
JAN：4560110298019

￥4,830
（税抜￥4,600）
φ150×H460
カラー：マットブラック ロット：1コ／6コ
JAN：4560110298026

￥5,250
（税抜￥5,000）
φ160×H570
カラー：マットブラック ロット：1コ／6コ
JAN：4560110298033

flonet collection

品番 ZF4120 トレノグレイス
￥1,260
（税抜￥1,200）
L200×W160×H100
カラー：アイボリー ロット：1コ／18コ
JAN：4582109767795
1/3

使用商品：ZF4117

flonet collection
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Ceramic vase Treno grace series

Ceramic vase Treno grace seriess

品番 ZD1107G トレノグレイス

品番 ZD1107W トレノグレイス

品番 ZD1107P トレノグレイス

品番 ZD1107V トレノグレイス

￥210
（税抜￥200）
φ70×H70
カラー：グリーン ロット：4コ／48コ
JAN：4560110298378

￥210
（税抜￥200）
φ70×H70
カラー：ホワイト ロット：4コ／48コ
JAN：4560110298361

￥210
（税抜￥200）
φ70×H70
カラー：
ピンク ロット：4コ／48コ
JAN：4560110298385

￥210
（税抜￥200）
φ70×H70
カラー：バイオレット ロット：4コ／48コ
JAN：4560110298392

品番 ZD1110G トレノグレイス

品番 ZD1110W トレノグレイス

品番 ZD1110P トレノグレイス

品番 ZD1110V トレノグレイス

￥441
（税抜￥420）
φ103×H110
カラー：グリーン ロット：1コ／24コ
JAN：4560110298415

￥441
（税抜￥420）
φ103×H110
カラー：ホワイト ロット：1コ／24コ
JAN：4560110298408

￥441
（税抜￥420）
φ103×H110
カラー：
ピンク ロット：1コ／24コ
JAN：4560110298422

￥441
（税抜￥420）
φ103×H110
カラー：バイオレット ロット：1コ／24コ
JAN：4560110298439

1/6

品番 ZD3701G トレノグレイス

品番 ZD3701W トレノグレイス

品番 ZD3701P トレノグレイス

品番 ZD3701V トレノグレイス

￥399
（税抜￥380）
□95×H85
カラー：グリーン ロット：4コ／48コ
JAN：4560110298521

￥399
（税抜￥380）
□95×H85
カラー：ホワイト ロット：4コ／48コ
JAN：4582109767672

￥399
（税抜￥380）
□95×H85
カラー：
ピンク ロット：4コ／48コ
JAN：4560110298538

￥399
（税抜￥380）
□95×H85
カラー：バイオレット ロット：4コ／48コ
JAN：4560110298545

1/6
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1/6

1/6

1/6

1/6

1/6

1/6

品番 ZD1207G トレノグレイス

品番 ZD1207W トレノグレイス

品番 ZD1207P トレノグレイス

品番 ZD1207V トレノグレイス

￥231
（税抜￥220）
φ88×H60
カラー：グリーン ロット：4コ／48コ
JAN：4560110298453

￥231
（税抜￥220）
φ88×H60
カラー：ホワイト ロット：4コ／48コ
JAN：4560110298446

￥231
（税抜￥220）
φ88×H60
カラー：
ピンク ロット：4コ／48コ
JAN：4560110298460

￥231
（税抜￥220）
φ88×H60
カラー：バイオレット ロット：4コ／48コ
JAN：4560110298477

品番 ZD3702G トレノグレイス

品番 ZD3702W トレノグレイス

品番 ZD3702P トレノグレイス

品番 ZD3702V トレノグレイス

￥504
（税抜￥480）
□110×H105
カラー：グリーン ロット：4コ／32コ
JAN：4560110298552

￥504
（税抜￥480）
□110×H105
カラー：ホワイト ロット：4コ／32コ
JAN：4582109767689

￥504
（税抜￥480）
□110×H105
カラー：
ピンク ロット：4コ／32コ
JAN：4560110298569

￥504
（税抜￥480）
□110×H105
カラー：バイオレット ロット：4コ／32コ
JAN：4560110298576

品番 ZD3107G トレノグレイス

品番 ZD3107W トレノグレイス

品番 ZD3107P トレノグレイス

品番 ZD3107V トレノグレイス

品番 ZD7114G トレノグレイス

品番 ZD7114W トレノグレイス

品番 ZD7114P トレノグレイス

品番 ZD7114V トレノグレイス

￥210
（税抜￥200）
□73×H63
カラー：グリーン ロット：4コ／48コ
JAN：4560110298491

￥210
（税抜￥200）
□73×H63
カラー：ホワイト ロット：4コ／48コ
JAN：4560110298484

￥210
（税抜￥200）
□73×H63
カラー：
ピンク ロット：4コ／48コ
JAN：4560110298507

￥210
（税抜￥200）
□73×H63
カラー：バイオレット ロット：4コ／48コ
JAN：4560110298514

￥756
（税抜￥720）
φ105×H140×底□60
（内φ70）
カラー：グリーン ロット：1コ／24コ
JAN：4560110298590

￥756
（税抜￥720）
φ105×H140×底□60
（内φ70）
カラー：ホワイト ロット：1コ／24コ
JAN：4560110298583

￥756
（税抜￥720）
φ105×H140×底□60
（内φ70）
カラー：
ピンク ロット：1コ／24コ
JAN：4560110298606

￥756
（税抜￥720）
φ105×H140×底□60
（内φ70）
カラー：バイオレット ロット：1コ／24コ
JAN：4560110298613

flonet collection

flonet collection
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Ceramic vase Original series

Ceramic vase
Original series

flonet商品の中で唯一の国内製フラワーベースです。
シンプルで飽きのこないデザインが特長です。

品番 OR175-80 ディノSS

品番 OR176-80 ディノS

品番 OR177-80 ディノM

￥368
（税抜￥350）
φ90×H80
カラー：アイボリーグレイス ロット：6コ／48コ
JAN：4582109768839

￥452
（税抜￥430）
φ107×H95
カラー：アイボリーグレイス ロット：6コ／36コ
JAN：4582109768860

￥557
（税抜￥530）
φ118×H105
カラー：アイボリーグレイス ロット：4コ／24コ
JAN：4582109768877

品番 OR106-80 ボルクS

品番 OR107-80 ボルクM

品番 OR108-80 ボルクL

￥714
（税抜￥680）
φ140×H95
カラー：アイボリーグレイス ロット：3コ／24コ
JAN：4560110281349

￥882
（税抜￥840）
φ160×H100
カラー：アイボリーグレイス ロット：3コ／24コ
JAN：4582109769058

￥987
（税抜￥940）
φ180×H106
カラー：アイボリーグレイス ロット：3コ／18コ
JAN：4582109768921

1/6

1/6

1/3

1/6

品番 OR175-71 ディノSS

品番 OR176-71 ディノS

品番 OR177-71 ディノM

￥368
（税抜￥350）
φ90×H80
カラー：グリーン ロット：6コ／48コ
JAN：4582109768846

￥452
（税抜￥430）
φ107×H95
カラー：グリーン ロット：6コ／36コ
JAN：4582109772928

￥557
（税抜￥530）
φ118×H105
カラー：グリーン ロット：4コ／24コ
JAN：4582109772966

品番 OR106-71 ボルクS

品番 OR107-71 ボルクM

品番 OR108-71 ボルクL

￥714
（税抜￥680）
φ140×H95
カラー：グリーン ロット：3コ／24コ
JAN：4560110281356

￥882
（税抜￥840）
φ160×H100
カラー：グリーン ロット：3コ／24コ
JAN：4582109773147

￥987
（税抜￥940）
φ180×H106
カラー：グリーン ロット：3コ／18コ
JAN：4582109773178

1/6

1/6

1/3

1/6

品番 OR175-96 ディノSS

品番 OR176-96 ディノS

品番 OR177-96 ディノM

￥368
（税抜￥350）
φ90×H80
カラー：ブラック ロット：6コ／48コ
JAN：4582109768853

￥452
（税抜￥430）
φ107×H95
カラー：ブラック ロット：6コ／36コ
JAN：4582109773208

￥557
（税抜￥530）
φ118×H105
カラー：ブラック ロット：4コ／24コ
JAN：4582109772973
1/6
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flonet collection

品番 OR106-96 ボルクS

品番 OR107-96 ボルクM

品番 OR108-96 ボルクL

￥714
（税抜￥680）
φ140×H95
カラー：ブラック ロット：3コ／24コ
JAN：4560110281363

￥882
（税抜￥840）
φ160×H100
カラー：ブラック ロット：3コ／24コ
JAN：4582109773154

￥987
（税抜￥940）
φ180×H106
カラー：ブラック ロット：3コ／18コ
JAN：4582109773185

1/6

1/6

1/3

flonet collection
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Ceramic vase Original series

Ceramic vase
Original series

品番 OR227-80 クーガS

品番 OR228-80 クーガM

品番 OR210-80 プリモS

品番 OR213-80 プリモM

品番 OR130-80 パルマM

品番 OR131-80 パルマL

品番 OR125-80 ミランFS

品番 OR126-80 ミランFM

￥399
（税抜￥380）
φ90×H70
カラー：アイボリーグレイス ロット：6コ／48コ
JAN：4560110281455

￥473
（税抜￥450）
φ110×H90
カラー：アイボリーグレイス ロット：6コ／36コ
JAN：4560110281486

￥504
（税抜￥480）
φ105×H105
カラー：アイボリーグレイス ロット：6コ／36コ
JAN：4560110281394

￥672
（税抜￥640）
φ135×H135
カラー：アイボリーグレイス ロット：4コ／24コ
JAN：4560110281424

￥578
（税抜￥550）
φ100×H130
カラー：アイボリーグレイス ロット：6コ／36コ
JAN：4582109768938

￥735
（税抜￥700）
φ110×H145
カラー：アイボリーグレイス ロット：4コ／24コ
JAN：4582109768969

￥557
（税抜￥530）
φ108×H110
カラー：アイボリーグレイス ロット：6コ／36コ
JAN：4582109768884

￥609
（税抜￥580）
φ130×H128
カラー：アイボリーグレイス ロット：4コ／24コ
JAN：4582109768891

限定

限定

限定

1/6

3号

限定

限定

限定

限定

1/6

3号

品番 OR227-71 クーガS

品番 OR228-71 クーガM

品番 OR210-71 プリモS

品番 OR213-71 プリモM

品番 OR130-71 パルマM

品番 OR131-71 パルマL

品番 OR125-71 ミランFS

品番 OR126-71 ミランFM

￥399
（税抜￥380）
φ90×H70
カラー：グリーン ロット：6コ／48コ
JAN：4560110281462

￥473
（税抜￥450）
φ110×H90
カラー：グリーン ロット：6コ／36コ
JAN：4560110281493

￥504
（税抜￥480）
φ105×H105
カラー：グリーン ロット：6コ／36コ
JAN：4560110281400

￥672
（税抜￥640）
φ135×H135
カラー：グリーン ロット：4コ／24コ
JAN：4560110281431

￥578
（税抜￥550）
φ100×H130
カラー：グリーン ロット：6コ／36コ
JAN：4582109768945

￥735
（税抜￥700）
φ110×H145
カラー：グリーン ロット：4コ／24コ
JAN：4582109768976

￥557
（税抜￥530）
φ108×H110
カラー：グリーン ロット：6コ／36コ
JAN：4582109773000

￥609
（税抜￥580）
φ130×H128
カラー：グリーン ロット：4コ／24コ
JAN：4582109773024

限定

限定

限定

限定

1/6

3号

限定

限定

限定

限定

1/6

3号

品番 OR227-96 クーガS

品番 OR228-96 クーガM

品番 OR210-96 プリモS

品番 OR213-96 プリモM

品番 OR130-96 パルマM

品番 OR131-96 パルマL

品番 OR125-96 ミランFS

品番 OR126-96 ミランFM

￥399
（税抜￥380）
φ90×H70
カラー：ブラック ロット：6コ／48コ
JAN：4560110281479

￥473
（税抜￥450）
φ110×H90
カラー：ブラック ロット：6コ／36コ
JAN：4560110281509

￥504
（税抜￥480）
φ105×H105
カラー：ブラック ロット：6コ／36コ
JAN：4560110281417

￥672
（税抜￥640）
φ135×H135
カラー：ブラック ロット：4コ／24コ
JAN：4560110281448

￥578
（税抜￥550）
φ100×H130
カラー：ブラック ロット：6コ／36コ
JAN：4582109768952

￥735
（税抜￥700）
φ110×H145
カラー：ブラック ロット：4コ／24コ
JAN：4582109768983

￥557
（税抜￥530）
φ108×H110
カラー：ブラック ロット：6コ／36コ
JAN：4582109773222

￥609
（税抜￥580）
φ130×H128
カラー：ブラック ロット：4コ／24コ
JAN：4582109773239

限定
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限定

flonet collection

限定

限定

限定

1/6

3号

限定

限定

限定

限定

1/6

3号

flonet collection

20

