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Glass vase  Premiere series ＆ Hand made series

Glass vase
Premiere series
東ヨーロッパ製の
最高級グラスを使用。
透明度、硬度共に
世界最高レベルの商品です。

Glass vase
Hand made series

品番 17-5307B  プリミエールグラス

￥15,750（税抜￥15,000）
φ240×H600
カラー：クリアー  ロット：1コ／2コ
JAN：4560110274853
限定

品番 17-5307Bblack  プリミエールグラス

￥18,900（税抜￥18,000）
φ240×H600
カラー：ブラック  ロット：1コ／2コ
JAN：4560110274860
限定

品番 17-5307A  プリミエールグラス

￥10,500（税抜￥10,000）
φ190×H405
カラー：クリアー  ロット：1コ／2コ
JAN：4560110274365
限定

品番 17-5307Ablack  プリミエールグラス

￥13,650（税抜￥13,000）
φ190×H405
カラー：ブラック  ロット：1コ／2コ
JAN：4560110274372
限定

品番 17-1058F  プリミエールグラス

￥10,500（税抜￥10,000）
φ220×H445
カラー：クリアー  ロット：1コ／2コ
JAN：4560110274488
限定

品番 17-1058Fblack  プリミエールグラス

￥13,650（税抜￥13,000）
φ220×H445
カラー：ブラック  ロット：1コ／2コ
JAN：4560110274495
限定

品番 17-2496B  プリミエールグラス

￥12,600（税抜￥12,000）
φ250×H500
カラー：クリアー  ロット：1コ／2コ
JAN：4560110274501
限定

品番 17-2496Bblack  プリミエールグラス

￥15,750（税抜￥15,000）
φ250×H500
カラー：ブラック  ロット：1コ／2コ
JAN：4560110274518
限定

品番 17-5307  プリミエールグラス

￥7,350（税抜￥7,000）
φ170×H300
カラー：クリアー  ロット：1コ／4コ
JAN：4560110274341
限定

品番 HM2530  ハンドメイドグラス

￥5,670（税抜￥5,400）
φ140×H300×底φ80
カラー：クリアー  ロット：1コ／6コ
JAN：4560110274709
限定

品番 HM2530black  ハンドメイドグラス

￥6,615（税抜￥6,300）
φ140×H300×底φ80
カラー：ブラック  ロット：1コ／6コ
JAN：4560110274716
限定

品番 17-5349Ablack  ハンドメイドグラス

￥8,400（税抜￥8,000）
φ200×H400×底φ100
カラー：ブラック  ロット：1コ／6コ
JAN：4560110274730
限定

品番 HM2125  ハンドメイドグラス

￥3,675（税抜￥3,500）
φ155×H250×底φ110
カラー：クリアー  ロット：1コ／6コ
JAN：4560110260368
限定

品番 HM2132  ハンドメイドグラス

￥4,725（税抜￥4,500）
φ170×H320×底φ110
カラー：クリアー  ロット：1コ／6コ
JAN：4560110260429
限定

品番 HM2142  ハンドメイドグラス

￥8,190（税抜￥7,800）
φ190×H420×底φ120
カラー：クリアー  ロット：1コ／4コ
JAN：4560110260436
限定

品番 17-1024  ハンドメイドグラス

￥8,190（税抜￥7,800）
φ170×H450×底φ130
カラー：クリアー  ロット：1コ／6コ
JAN：4560110260269
限定

品番 HM2150  ハンドメイドグラス

￥8,925（税抜￥8,500）
φ180×H500×底φ120
カラー：クリアー  ロット：1コ／4コ
JAN：4560110260276
限定

品番 HM2160  ハンドメイドグラス

￥10,500（税抜￥10,000）
φ217×H600×底φ150
カラー：クリアー  ロット：1コ／4コ
JAN：4560110260443
限定

品番 HM2170  ハンドメイドグラス

￥12,600（税抜￥12,000）
φ220×H700×底φ145
カラー：クリアー  ロット：1コ／4コ
JAN：4560110267381
限定

品番 17-5349A  ハンドメイドグラス

￥7,140（税抜￥6,800）
φ200×H400×底φ100
カラー：クリアー  ロット：1コ／6コ
JAN：4560110274723
限定
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Glass vase  Hand made series

Glass vase
Hand made series

品番 19-1824  ハンドメイドグラス

￥5,460（税抜￥5,200）
φ200×H375（内H295）
カラー：クリアー  ロット：1コ／4コ
JAN：4560110274563

品番 19-1825  ハンドメイドグラス

￥8,190（税抜￥7,800）
φ235×H480（内H365）
カラー：クリアー  ロット：1コ／2コ
JAN：4560110274549

品番 19-1826  ハンドメイドグラス

￥9,450（税抜￥9,000）
φ270×H580（内H470）
カラー：クリアー  ロット：1コ／2コ
JAN：4560110274525

品番 HM1740  ハンドメイドグラス

￥5,250（税抜￥5,000）
φ75×H400（内H355）
カラー：クリアー  ロット：1コ／8コ
JAN：4560110275157
限定

品番 HM1750  ハンドメイドグラス

￥5,775（税抜￥5,500）
φ75×H500（内H440）
カラー：クリアー  ロット：1コ／8コ
JAN：4560110275164
限定

品番 HM2832  ハンドメイドグラス

￥2,415（税抜￥2,300）
φ90×H320（内H265）
カラー：クリアー  ロット：1コ／9コ
JAN：4560110275232

品番 HM2840  ハンドメイドグラス

￥4,200（税抜￥4,000）
φ105×H395（内H335）
カラー：クリアー  ロット：1コ／6コ
JAN：4560110260160

品番 HM2950  ハンドメイドグラス

￥5,040（税抜￥4,800）
φ130×H400（内底φ80×H300）
カラー：クリアー  ロット：1コ／6コ
JAN：4560110260184

品番 HM2940  ハンドメイドグラス

￥5,775（税抜￥5,500）
φ145×H500（内底φ80×H390）
カラー：クリアー  ロット：1コ／6コ
JAN：4560110260177

品番 HM2844  ハンドメイドグラス

￥5,040（税抜￥4,800）
φ120×H440（内H385）
カラー：クリアー  ロット：1コ／6コ
JAN：4560110260535

品番 19-1824black  ハンドメイドグラス

￥7,140（税抜￥6,800）
φ200×H375（内H295）
カラー：ブラック  ロット：1コ／4コ
JAN：4560110274570

品番 19-1825black  ハンドメイドグラス

￥10,500（税抜￥10,000）
φ235×H480（内H365）
カラー：ブラック  ロット：1コ／2コ
JAN：4560110274556

品番 19-1826black  ハンドメイドグラス

￥12,600（税抜￥12,000）
φ270×H580（内H470）
カラー：ブラック  ロット：1コ／2コ
JAN：4560110274532

品番 HM7110  ハンドメイドグラス

￥2,940（税抜￥2,800）
φ130×H110（内H60）
カラー：クリアー  ロット：1コ／9コ
JAN：4582109765258

品番 HM7110black  ハンドメイドグラス

￥3,360（税抜￥3,200）
φ130×H110（内H60）
カラー：ブラック  ロット：1コ／9コ
JAN：4582109768723

品番 HM7116  ハンドメイドグラス

￥3,990（税抜￥3,800）
φ160×H160（内H65）
カラー：クリアー  ロット：1コ／8コ
JAN：4582109768082

品番 HM7116black  ハンドメイドグラス

￥4,725（税抜￥4,500）
φ160×H160（内H65）
カラー：ブラック  ロット：1コ／8コ
JAN：4560110274235

品番 HM7121  ハンドメイドグラス

￥5,250（税抜￥5,000）
φ200×H210（内H90）
カラー：クリアー  ロット：1コ／6コ
JAN：4582109768099

品番 HM7121black  ハンドメイドグラス

￥6,300（税抜￥6,000）
φ200×H210（内H90）
カラー：ブラック  ロット：1コ／6コ
JAN：4582109768730



使用商品：TA2692C-5
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Brass vase

Brass vase
 この世に2つと無い、味のある柄が特徴。
真鍮製で錆びる事が無く、
 永くご愛用していただける商品です。

品番 TA5857A-1  ブラスベース

￥4,410（税抜￥4,200）
φ110×H320（内H250）
カラー：ブルーマーブル  ロット：1コ／24コ
JAN：4582109774588
限定

品番 TA5857A-5  ブラスベース

￥4,410（税抜￥4,200）
φ110×H320（内H250）
カラー：マットグリーン  ロット：1コ／24コ
JAN：4582109774595
限定

品番 TA4938-1  ブラスベース

￥3,780（税抜￥3,600）
φ115×H330（内H260）
カラー：ブルーマーブル  ロット：1コ／20コ
JAN：4560110272606
限定

品番 TA4938-5  ブラスベース

￥3,780（税抜￥3,600）
φ115×H330（内H260）
カラー：マットグリーン  ロット：1コ／20コ
JAN：4560110272613
限定

品番 TA2693B-1  ブラスベース

￥12,600（税抜￥12,000）
φ250×H240（内φ230×H100）
カラー：ブルーマーブル  ロット：1コ／6コ
JAN：4582109774861
限定

品番 TA2693B-5  ブラスベース

￥12,600（税抜￥12,000）
φ250×H240（内φ230×H100）
カラー：マットグリーン  ロット：1コ／6コ
JAN：4582109774854
限定

品番 TA2693A-1  ブラスベース

￥15,750（税抜￥15,000）
φ290×H270（内φ260×H120）
カラー：ブルーマーブル  ロット：1コ／4コ
JAN：4582109774885
限定

品番 TA2693A-5  ブラスベース

￥15,750（税抜￥15,000）
φ290×H270（内φ260×H120）
カラー：マットグリーン  ロット：1コ／4コ
JAN：4582109774878
限定

品番 TA2692C-1  ブラスベース

￥3,150（税抜￥3,000）
φ160×H170（内H45）
カラー：ブルーマーブル  ロット：1コ／18コ
JAN：4560110272668
限定

品番 TA2692C-5  ブラスベース

￥3,150（税抜￥3,000）
φ160×H170（内H45）
カラー：マットグリーン  ロット：1コ／18コ
JAN：4560110272651
限定

品番 TA2692B-1  ブラスベース

￥13,650（税抜￥13,000）
φ310×H230（内φ280×H55）
カラー：ブルーマーブル  ロット：1コ／6コ
JAN：4582109774908
限定

品番 TA2692B-5  ブラスベース

￥13,650（税抜￥13,000）
φ310×H230（内φ280×H55）
カラー：マットグリーン  ロット：1コ／6コ
JAN：4582109774892
限定

品番 TA2692A-1  ブラスベース

￥18,900（税抜￥18,000）
φ360×H240（内φ310×H60）
カラー：ブルーマーブル  ロット：1コ／4コ
JAN：4582109774922
限定

品番 TA2692A-5  ブラスベース

￥18,900（税抜￥18,000）
φ360×H240（内φ310×H60）
カラー：マットグリーン  ロット：1コ／4コ
JAN：4582109774915
限定



使用商品：FM1805M-WG

Riviera series
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Iron series
シンプルでスマートなスタンドは、
上品な空間創りに最適です。
ブライダルシーンやレッスン、
ショップアレンジメントなど
 自由な発想で
デザインが可能です。

Riviera series

品番 FM1807S-WG  カペリナスタンドS

￥1,155（税抜￥1,100）
φ135×H190
カラー：アイボリーゴールド  ロット：1コ／24コ
JAN：4582109769720

品番 FM1807S-AB  カペリナスタンドS

￥1,155（税抜￥1,100）
φ135×H190
カラー：アンティークブラウン  ロット：1コ／24コ
JAN：4582109769690

品番 FM1805M-WG  カペリナスタンドM

￥2,310（税抜￥2,200）
L380×W115×H190
カラー：アイボリーゴールド  ロット：1コ／12コ
JAN：4582109769737

品番 FM1805M-AB  カペリナスタンドM

￥2,310（税抜￥2,200）
L380×W115×H190
カラー：アンティークブラウン  ロット：1コ／12コ
JAN：4582109769713

品番 FH2353M-WG  カペリナスタンドH27

￥1,575（税抜￥1,500）
φ135×H275
カラー：アイボリーゴールド  ロット：1コ／18コ
JAN：4560110273740

品番 FH2353M-AB  カペリナスタンドH27

￥1,575（税抜￥1,500）
φ135×H275
カラー：アンティークブラウン  ロット：1コ／18コ
JAN：4560110273757

品番 FH2354L-AB  カペリナスタンドH45

￥2,100（税抜￥2,000）
φ135×H450
カラー：アンティークブラウン  ロット：1コ／12コ
JAN：4560110273771

品番 FH2354L-WG  カペリナスタンドH45

￥2,100（税抜￥2,000）
φ135×H450
カラー：アイボリーゴールド  ロット：1コ／12コ
JAN：4560110273764

品番 JF2080  リビエラテーブル

￥42,000（税抜￥40,000）
L1000×W750×H830
カラー：ダークブラウン  ロット：1コ／1コ
JAN：4560110294585
限定

品番 JF9350  リビエラローテーブルM

￥33,600（税抜￥32,000）
L1300×W650×H500
カラー：ダークブラウン  ロット：1コ／1コ
JAN：4560110294783
限定

品番 JF1541  リビエララックL

￥31,500（税抜￥30,000）
□450×H1800
カラー：ダークブラウン  ロット：1コ／1コ
JAN：4560110294608
限定

品番 JF1746set  チックテーブルセット

￥48,300（税抜￥46,000）
L1100×W450×H800･
L900×W450×H700 2個セット
カラー：ダークブラウン  ロット：1コ／1コ
JAN：4560110294752
限定

品番 JF2034  ウッドボックスM

￥3,780（税抜￥3,600）
L400×W300×H200

（内L370×W270×H190）
カラー：ダークブラウン  ロット：2コ／4コ
JAN：4560110294721
限定

品番 JF1043  リビエラスクエアスタンド

￥8,190（税抜￥7,800）
□430×H430
カラー：ダークブラウン  ロット：1コ／2コ
JAN：4560110294790
限定

品番 JF1575  ウッドスタンドS

￥14,700（税抜￥14,000）
□275×H750（内H440）
カラー：ダークブラウン  ロット：1コ／1コ
JAN：4560110294684
限定

品番 JF1510  ウッドスタンドL

￥18,900（税抜￥18,000）
□275×H1050（内H450）
カラー：ダークブラウン  ロット：1コ／1コ
JAN：4560110294707
限定

品番 JF1650  リビエララックW

￥33,600（税抜￥32,000）
□500×H1650
カラー：ダークブラウン  ロット：1コ／1コ
JAN：4560110294745
限定

品番 JF1590  ウッドスタンドM

￥16,800（税抜￥16,000）
□275×H900（内H450）
カラー：ダークブラウン  ロット：1コ／1コ
JAN：4560110294691
限定



使用商品：VF2023AG
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Stone fiber vase  Stone series

Stone fiber vase
Stone series
自然素材のストーンパウダーを使った
フラワーベース。
植物との相性も良く、ナチュラルにも
またモダンにも演出が自在です。

品番 VF2019AG  ストーンベース

￥10,500（税抜￥10,000）
φ440×H185（内φ390×H180）
カラー：アンティークグリーン  ロット：1コ／2コ
JAN：4560110310193

5㎏

品番 VF2019RG  ストーンベース

￥10,500（税抜￥10,000）
φ440×H185（内φ390×H180）
カラー：ラフグレー  ロット：1コ／2コ
JAN：4560110310209

5㎏

品番 VF2023AG  ストーンベース

￥13,650（税抜￥13,000）
φ540×H230（内φ480×H220）
カラー：アンティークグリーン  ロット：1コ／1コ
JAN：4560110310179
7.8㎏

品番 VF2023RG  ストーンベース

￥13,650（税抜￥13,000）
φ540×H230（内φ480×H220）
カラー：ラフグレー  ロット：1コ／1コ
JAN：4560110310186
7.8㎏

品番 VF2832AG  ストーンベース

￥13,650（税抜￥13,000）
φ400×H320（内φ260×H310）
カラー：アンティークグリーン  ロット：1コ／1コ
JAN：4560110310551

7㎏

品番 VF2832RG  ストーンベース

￥13,650（税抜￥13,000）
φ400×H320（内φ260×H310）
カラー：ラフグレー  ロット：1コ／1コ
JAN：4560110310568

7㎏

品番 VF2840AG  ストーンベース

￥18,900（税抜￥18,000）
φ500×H400（内φ320×H390）
カラー：アンティークグリーン  ロット：1コ／1コ
JAN：4560110310575

9㎏ 8号

品番 VF2840RG  ストーンベース

￥18,900（税抜￥18,000）
φ500×H400（内φ320×H390）
カラー：ラフグレー  ロット：1コ／1コ
JAN：4560110310582

9㎏ 8号

品番 VF1831AG  ストーンベース

￥11,550（税抜￥11,000）
φ330×H310（内φ290×H300）
カラー：アンティークグリーン  ロット：1コ／1コ
JAN：4560110310278
6.5㎏

品番 VF1831RG  ストーンベース

￥11,550（税抜￥11,000）
φ330×H310（内φ290×H300）
カラー：ラフグレー  ロット：1コ／1コ
JAN：4560110310285
6.5㎏

品番 VF1844AG  ストーンベース

￥13,650（税抜￥13,000）
φ400×H440（内φ340×H430）
カラー：アンティークグリーン  ロット：1コ／1コ
JAN：4560110310254
11㎏ 10号

品番 VF1844RG  ストーンベース

￥13,650（税抜￥13,000）
φ400×H440（内φ340×H430）
カラー：ラフグレー  ロット：1コ／1コ
JAN：4560110310261
11㎏ 10号

品番 VF1845AG  ストーンベース

￥13,650（税抜￥13,000）
φ365×H450（内φ315×H440）
カラー：アンティークグリーン  ロット：1コ／1コ
JAN：4560110310391
7.5㎏ 8号

品番 VF1845RG  ストーンベース

￥13,650（税抜￥13,000）
φ365×H450（内φ315×H440）
カラー：ラフグレー  ロット：1コ／1コ
JAN：4560110310407
7.5㎏ 8号

品番 VF1855AG  ストーンベース

￥18,900（税抜￥18,000）
φ465×H550（内φ405×H540）
カラー：アンティークグリーン  ロット：1コ／1コ
JAN：4560110310377
16㎏ 10号

品番 VF1855RG  ストーンベース

￥18,900（税抜￥18,000）
φ465×H550（内φ405×H540）
カラー：ラフグレー  ロット：1コ／1コ
JAN：4560110310384
16㎏ 10号

品番 VF1980AG  ストーンベース

￥21,000（税抜￥20,000）
φ380×H800（内φ320×H790）
カラー：アンティークグリーン  ロット：1コ／1コ
JAN：4560110310056
11.5㎏

品番 VF1980RG  ストーンベース

￥21,000（税抜￥20,000）
φ380×H800（内φ320×H790）
カラー：ラフグレー  ロット：1コ／1コ
JAN：4560110310063
11.5㎏



使用商品：VF3030RG
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Stone fiber vase  Stone series

Stone fiber vase
Stone series

品番 VF3030AG  ストーンベース

￥10,500（税抜￥10,000）
□300×H300（内□240×H290）
カラー：アンティークグリーン  
ロット：1コ／1コ
JAN：4560110310452
7.5㎏

品番 VF3030RG  ストーンベース

￥10,500（税抜￥10,000）
□300×H300（内□240×H290）
カラー：ラフグレー  ロット：1コ／1コ
JAN：4560110310469
7.5㎏

品番 VF3040AG  ストーンベース

￥14,700（税抜￥14,000）
□400×H400（内□340×H390）
カラー：アンティークグリーン  
ロット：1コ／1コ
JAN：4560110310438
12㎏ 8号

品番 VF3040RG  ストーンベース

￥14,700（税抜￥14,000）
□400×H400（内□340×H390）
カラー：ラフグレー  ロット：1コ／1コ
JAN：4560110310445
12㎏ 8号

品番 VF3050AG  ストーンベース

￥21,000（税抜￥20,000）
□500×H500（内□440×H490）
カラー：アンティークグリーン  
ロット：1コ／1コ
JAN：4560110310414
19.5㎏ 10号

品番 VF3050RG  ストーンベース

￥21,000（税抜￥20,000）
□500×H500（内□440×H490）
カラー：ラフグレー  ロット：1コ／1コ
JAN：4560110310421
19.5㎏ 10号

品番 VF3133AG  ストーンベース

￥11,550（税抜￥11,000）
□330×H330（内□280×H320）
カラー：アンティークグリーン  
ロット：1コ／1コ
JAN：4560110310353
9.5㎏

品番 VF3133RG  ストーンベース

￥11,550（税抜￥11,000）
□330×H330（内□280×H320）
カラー：ラフグレー  ロット：1コ／1コ
JAN：4560110310360
9.5㎏

品番 VF3140AG  ストーンベース

￥14,700（税抜￥14,000）
□400×H400（内□350×H380）
カラー：アンティークグリーン  ロット：1コ／1コ
JAN：4560110310339
14㎏ 8号

品番 VF3140RG  ストーンベース

￥14,700（税抜￥14,000）
□400×H400（内□350×H380）
カラー：ラフグレー  ロット：1コ／1コ
JAN：4560110310346
14㎏ 8号

品番 VF3275AG  ストーンベース

￥23,100（税抜￥22,000）
□410×H750（内□350×H730）
カラー：アンティークグリーン  ロット：1コ／1コ
JAN：4560110310292
22.5㎏ 10号

品番 VF3275RG  ストーンベース

￥23,100（税抜￥22,000）
□410×H750（内□350×H730）
カラー：ラフグレー  ロット：1コ／1コ
JAN：4560110310308
22.5㎏ 10号

品番 VF3876AG  ストーンベース

￥21,000（税抜￥20,000）
□320×H760（内□260×H740）
カラー：アンティークグリーン  ロット：1コ／1コ
JAN：4560110310490
16㎏

品番 VF3876RG  ストーンベース

￥21,000（税抜￥20,000）
□320×H760（内□260×H740）
カラー：ラフグレー  ロット：1コ／1コ
JAN：4560110310506
16㎏

品番 VF3810AG  ストーンベース

￥31,500（税抜￥30,000）
□420×H1000（内□360×H990）
カラー：アンティークグリーン  ロット：1コ／1コ
JAN：4560110310476
26㎏

品番 VF3810RG  ストーンベース

￥31,500（税抜￥30,000）
□420×H1000（内□360×H990）
カラー：ラフグレー  ロット：1コ／1コ
JAN：4560110310483
26㎏



使用商品：FV2845AS
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店舗ディスプレイ及びインテリア装飾に
最適なFRPベース。
非常に軽量で質感があり
丈夫さが魅力の人気商品です。

FRP  vase
Style series

　FRP vase  Style series

品番 FV2735C  スタイルベース

￥10,080（税抜￥9,600）
φ330×H350（内φ280）
カラー：アイボリー  ロット：1コ／4コ
JAN：4560110296626
3.8㎏

品番 FV2735R  スタイルベース

￥10,080（税抜￥9,600）
φ330×H350（内φ280）
カラー：グレー  ロット：1コ／4コ
JAN：4560110296619
3.8㎏

品番 FV2735N  スタイルベース

￥10,080（税抜￥9,600）
φ330×H350（内φ280）
カラー：ブラック  ロット：1コ／4コ
JAN：4560110296602
3.8㎏

品番 FV2755C  スタイルベース

￥21,000（税抜￥20,000）
φ400×H550（内φ350）
カラー：アイボリー  ロット：1コ／1コ
JAN：4560110296565

4㎏ 10号

品番 FV2755R  スタイルベース

￥21,000（税抜￥20,000）
φ400×H550（内φ350）
カラー：グレー  ロット：1コ／1コ
JAN：4560110296558

4㎏ 10号

品番 FV2755N  スタイルベース

￥21,000（税抜￥20,000）
φ400×H550（内φ350）
カラー：ブラック  ロット：1コ／1コ
JAN：4560110296541

4㎏ 10号

品番 FV2765C  スタイルベース

￥26,250（税抜￥25,000）
φ400×H650（内φ350）
カラー：アイボリー  ロット：1コ／1コ
JAN：4560110296596
4.1㎏ 10号

品番 FV2765R  スタイルベース

￥26,250（税抜￥25,000）
φ400×H650（内φ350）
カラー：グレー  ロット：1コ／1コ
JAN：4560110296589
4.1㎏ 10号

品番 FV2765N  スタイルベース

￥26,250（税抜￥25,000）
φ400×H650（内φ350）
カラー：ブラック  ロット：1コ／1コ
JAN：4560110296572
4.1㎏ 10号

品番 FV2845C  スタイルベース

￥12,600（税抜￥12,000）
φ310×H450（内H270）
カラー：アイボリー  ロット：1コ／4コ
JAN：4560110296640

4㎏

品番 FV2845AS  スタイルベース

￥12,600（税抜￥12,000）
φ310×H450（内H270）
カラー：アンティークシルバー  ロット：1コ／4コ
JAN：4560110296633

4㎏

品番 FV2845R  スタイルベース

￥12,600（税抜￥12,000）
φ310×H450（内H270）
カラー：グレー  ロット：1コ／4コ
JAN：4560110296671

4㎏
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　FRP vase  Style series

FRP vase
Style series

品番 FL-1360D  スタイルベース

￥24,150（税抜￥23,000）
φ600×H140
カラー：ブラック  ロット：1コ／2コ
JAN：4560110291560
限定 3.5㎏

品番 FL-031C  スタイルベース

￥14,700（税抜￥14,000）
φ470×H150×底φ170
カラー：アイボリー  ロット：1コ／1コ
JAN：4582109765555

3㎏

品番 FL-031D  スタイルベース

￥14,700（税抜￥14,000）
φ470×H150×底φ170
カラー：ブラック  ロット：1コ／1コ
JAN：4582109765562

3㎏

品番 FL-030C  スタイルベース

￥15,750（税抜￥15,000）
φ480×H195×底φ135（内φ410）
カラー：アイボリー  ロット：1コ／1コ
JAN：4582109765517
3.6㎏

品番 FL-030D  スタイルベース

￥15,750（税抜￥15,000）
φ480×H195×底φ135（内φ410）
カラー：ブラック  ロット：1コ／1コ
JAN：4582109765524
3.6㎏

品番 FL-029C  スタイルベース

￥17,850（税抜￥17,000）
φ580×H240×底φ170（内φ495）
カラー：アイボリー  ロット：1コ／1コ
JAN：4582109765470
5.2㎏

品番 FL-029D  スタイルベース

￥17,850（税抜￥17,000）
φ580×H240×底φ170（内φ495）
カラー：ブラック  ロット：1コ／1コ
JAN：4582109765487
5.2㎏

品番 FL-1360C  スタイルベース

￥24,150（税抜￥23,000）
φ600×H140
カラー：アイボリー  ロット：1コ／2コ
JAN：4560110291553
限定 3.5㎏

品番 FL-1242C  スタイルベース

￥25,200（税抜￥24,000）
φ500×H420×底φ250（内φ390）
カラー：アイボリー  ロット：1コ／1コ
JAN：4582109778371
4.7㎏ 10号

品番 FL-1242D  スタイルベース

￥25,200（税抜￥24,000）
φ500×H420×底φ250（内φ390）
カラー：ブラック  ロット：1コ／1コ
JAN：4582109778548
4.7㎏ 10号

品番 FL-1257C  スタイルベース

￥28,350（税抜￥27,000）
φ490×H570×底φ250（内φ390）
カラー：アイボリー  ロット：1コ／1コ
JAN：4582109764725
5.2㎏ 10号

品番 FL-1257D  スタイルベース

￥28,350（税抜￥27,000）
φ490×H570×底φ250（内φ390）
カラー：ブラック  ロット：1コ／1コ
JAN：4582109765593
5.2㎏ 10号

品番 FL-4550C  スタイルベース

￥28,350（税抜￥27,000）
□415×H510×底□250（内□340）
カラー：アイボリー  ロット：1コ／1コ
JAN：4582109778654
5.1㎏ 10号

品番 FL-4550D  スタイルベース

￥28,350（税抜￥27,000）
□415×H510×底□250（内□340）
カラー：ブラック  ロット：1コ／1コ
JAN：4582109765234
5.1㎏ 10号

品番 FL-4570C  スタイルベース

￥29,400（税抜￥28,000）
□390×H705×底□250（内□330）
カラー：アイボリー  ロット：1コ／1コ
JAN：4582109778692
6.2㎏ 10号

品番 FL-4570D  スタイルベース

￥29,400（税抜￥28,000）
□390×H705×底□250（内□330）
カラー：ブラック  ロット：1コ／1コ
JAN：4582109778708
6.2㎏ 10号
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　FRP vase  Style series

FRP vase
Style series

品番 FL-039SC  スタイルベース

￥29,400（税抜￥28,000）
φ400×H650（内φ280×H330）
カラー：アイボリー  ロット：1コ／1コ
JAN：4571106900151

6㎏

品番 FL-039MC  スタイルベース

￥34,650（税抜￥33,000）
φ420×H800（内φ295×H380）
カラー：アイボリー  ロット：1コ／1コ
JAN：4571106900199
6.5㎏

品番 FL-039LMC  スタイルベース

￥39,900（税抜￥38,000）
φ450×H855（内φ330×410）
カラー：アイボリー  ロット：1コ／1コ
JAN：4571106900526
7.7㎏ 8号

品番 FL-039LC  スタイルベース

￥45,150（税抜￥43,000）
φ500×H1000（内φ360×H500）
カラー：アイボリー  ロット：1コ／1コ
JAN：4571106900236
11㎏ 10号

品番 FL-5109C  スタイルベース

￥39,900（税抜￥38,000）
φ375×H890（内φ300×H880）
カラー：アイボリー  ロット：1コ／1コ
JAN：4571106900274

7㎏

品番 FL-5110C  スタイルベース

￥52,500（税抜￥50,000）
φ440×H1050（内φ380×H1040）
カラー：アイボリー  ロット：1コ／1コ
JAN：4560110291300
10㎏ 10号

品番 FL-039SD  スタイルベース

￥29,400（税抜￥28,000）
φ400×H650（内φ280×H330）
カラー：ブラック  ロット：1コ／1コ
JAN：4571106900168

6㎏

品番 FL-039MD  スタイルベース

￥34,650（税抜￥33,000）
φ420×H800（内φ295×H380）
カラー：ブラック  ロット：1コ／1コ
JAN：4571106900205
6.5㎏

品番 FL-039LMD  スタイルベース

￥39,900（税抜￥38,000）
φ450×H855（内φ330×410）
カラー：ブラック  ロット：1コ／1コ
JAN：4571106900533
7.7㎏ 8号

品番 FL-039LD  スタイルベース

￥45,150（税抜￥43,000）
φ500×H1000（内φ360×H500）
カラー：ブラック  ロット：1コ／1コ
JAN：4571106900243
11㎏ 10号

品番 FL-5109D  スタイルベース

￥39,900（税抜￥38,000）
φ375×H890（内φ300×H880）
カラー：ブラック  ロット：1コ／1コ
JAN：4571106900281

7㎏

品番 FL-5110D  スタイルベース

￥52,500（税抜￥50,000）
φ440×H1050（内φ380×H1040）
カラー：ブラック  ロット：1コ／1コ
JAN：4560110291317
10㎏ 10号
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　FRP vase  Style series

FRP vase
Style series

品番 FL-4680C  スタイルベース

￥26,250（税抜￥25,000）
□350×H800×底□230

（内□310×H780）
カラー：アイボリー  ロット：1コ／1コ
JAN：4582109771846
6.8㎏

品番 FL-4810C  スタイルベース

￥37,800（税抜￥36,000）
ベース部:□350×H1005、
オトシ:□350×H255（内□270×H240）、
オトシセット時:H1020
カラー：アイボリー  ロット：1コ／1コ
JAN：4560110291218
10.8㎏

品番 FL-3509C  スタイルベース

￥37,800（税抜￥36,000）
ベース部:□320×H905

（内□260×H400）、ふたセット時:H960
カラー：アイボリー  ロット：1コ／1コ
JAN：4582109765791
11.5㎏

品番 FL-3510C  スタイルベース

￥44,100（税抜￥42,000）
ベース部:□350×H1005

（内□270×H400）、ふたセット時:H1070
カラー：アイボリー  ロット：1コ／1コ
JAN：4571106901547
13㎏

品番 FL-4680D  スタイルベース

￥26,250（税抜￥25,000）
□350×H800×底□230

（内□310×H780）
カラー：ブラック  ロット：1コ／1コ
JAN：4571106900854
6.8㎏

品番 FL-4810D  スタイルベース

￥37,800（税抜￥36,000）
ベース部:□350×H1005、
オトシ:□350×H255（内□270×H240）、
オトシセット時:H1020
カラー：ブラック  ロット：1コ／1コ
JAN：4560110291225
10.8㎏

品番 FL-3509D  スタイルベース

￥37,800（税抜￥36,000）
ベース部:□320×H905

（内□260×H400）、ふたセット時:H960
カラー：ブラック  ロット：1コ／1コ
JAN：4571106901523
11.5㎏

品番 FL-3510D  スタイルベース

￥44,100（税抜￥42,000）
ベース部:□350×H1005

（内□270×H400）、ふたセット時:H1070
カラー：ブラック  ロット：1コ／1コ
JAN：4571106901554
13㎏
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店舗ディスプレイ用としても活用できる、シンプルモダンスタイルの花器
苛酷な使用にも耐えられる、耐衝撃PPを使用していますので長期間安心してお使いいただけます。

Moda series

Moda series

品番 MD002-53  モーダM

￥1,890（税抜￥1,800）
□175×H350
カラー：サンドホワイト  ロット：4コ／16コ
JAN：4582109778890

品番 MD002-13  モーダM

￥1,890（税抜￥1,800）
□175×H350
カラー：ゴールド  ロット：4コ／16コ
JAN：4582109778852

品番 MD002-20  モーダM

￥1,890（税抜￥1,800）
□175×H350
カラー：チョコブラウン  ロット：4コ／16コ
JAN：4582109778876

品番 MD002-96  モーダM

￥1,890（税抜￥1,800）
□175×H350
カラー：ブラック  ロット：4コ／16コ
JAN：4582109778838

品番 MD002-63  モーダM

￥1,890（税抜￥1,800）
□175×H350
カラー：レッド  ロット：4コ／16コ
JAN：4582109775913

品番 MD002-70  モーダM

￥1,890（税抜￥1,800）
□175×H350
カラー：イングリッシュグリーン  
ロット：4コ／16コ
JAN：4582109778869

品番 SQ-1GR  フローネットスクエアー

￥683（税抜￥650）
L350×W80×H40
カラー：グリーン  ロット：6コ／36コ
JAN：4560110279629

品番 MD001-53  モーダL

￥2,415（税抜￥2,300）
□200×H400
カラー：サンドホワイト  ロット：4コ／12コ
JAN：4582109778883

品番 MD001-13  モーダL

￥2,415（税抜￥2,300）
□200×H400
カラー：ゴールド  ロット：4コ／12コ
JAN：4582109778807

品番 MD001-20  モーダL

￥2,415（税抜￥2,300）
□200×H400
カラー：チョコブラウン  ロット：4コ／12コ
JAN：4582109778821

品番 MD001-96  モーダL

￥2,415（税抜￥2,300）
□200×H400
カラー：ブラック  ロット：4コ／12コ
JAN：4582109778784

品番 MD001-63  モーダL

￥2,415（税抜￥2,300）
□200×H400
カラー：レッド  ロット：4コ／12コ
JAN：4582109778906

品番 MD001-70  モーダL

￥2,415（税抜￥2,300）
□200×H400
カラー：イングリッシュグリーン  
ロット：4コ／12コ
JAN：4582109778814


