2022 年冬新商品のご案内

BASIC

2
①本格的な花合わせ
カタログ掲載アレンジの花合わせのポイントを簡単な花合わせでご紹介。

赤 白 緑 の 王 道 ク リ ス マ ス。
ボールをふんだんに使い楽し

ポイントを
踏まえて
花合わせ

い空間を表現。

NATURAL
- 北欧 -

→
秋冬カタログ掲載アレンジ

冬の生活を楽しくする北欧ス

②手軽な花合わせ

タイル。低彩度と緑化を兼ね
た今求められるスタイル。

URBAN
VINTAGE

濃いグリーンとダークトーン。
針葉樹をメインに上質なアイテ
ムを組み合わせたスタイル。

花束型のアイテムに少しアイテムを足して作れる安価で作りやすい花合わせ。

＋
バンドル
ブーケ
ブッシュ

￥3000
＝ 前後
+2~3 種類
花材

2022 WINTER NEW ITEM

1

2022 WINTER NEW ITEM

BASIC

赤 緑白金をメインカラーにした王 道クリスマス。
ボールを多く取り入れたシンプルで 楽しい雰 囲 気のクリスマスがトレンドです。
豊富なポインセチアなど使ってギフトやパーティーシーンを作るのもオススメです。

空間コーディネートイメージ

④

①
②

③NEW

赤をメインカラーにボールや

ニッセ、ポインセチアなどで

⑤ NEW

楽しい空間が作れます。

⑥

⑦

① COA-879 40mm スターミックスボール 16P ② COA-887 150mm グリッタ−ボ−ル R

③ CAA-185 150㎝ツリー BLG ④ CBD-298 120cm ベリー & コーンガーランド⑤ COH-1004 ニッセオーナメント R
⑥ CT-857 MC サンタスタンド⑦ CT-748 グリッターミックスベリーパック R

ボールを多く取り入れたシンプルで 楽しい雰 囲 気のクリスマスがトレンドです。
豊富なポインセチアなど使ってギフトやパーティーシーンを作るのもオススメです。

使い勝手のいいポインセチア

NEW

NEW

CSV-145

CSV-143

ミニグリッター
ポインセチアピックGO

ミニポインセチアピックR

￥350（税抜）/1本

￥380（税抜）/1本

全長20cm・花径16cm
入り数：12コ/B 360コ/C
材質：ポリエステル PE 鉄 紙

全長20cm・花径16cm
入り数：12コ/B 360コ/C
材質：ポリエステル PE 鉄 紙

FS-6117

ポインセチアミックスバンチ

NEW

￥1,200（税抜）/1束

CSV-144

ミニグリッター
ポインセチアピックP

￥380（税抜）/1本

全長20cm・花径16cm
入り数：12コ/B 360コ/C
材質：ポリエステル PE 鉄 紙

サーモンピンク×シャ
ンパンで大人女子会の
装飾などにおすすめ。

全長35cm・幅20cm
入り数：6束/B 72束/C
材質：ポリエステル PE 鉄 PS PA
因レッド

CSV-139

ファーポインセチア
ピックW

￥380（税抜）/1本

全長29cm・花径16.5cm
入り数：12本/B 192本/C
材質：ポリエステル PE 紙 鉄

FS-6113

ベルベット
ポインセチアバンドル×3

￥300（税抜）/1束

全長16cm・花径11cm
入り数：12束/B 216束/C
材質：ポリエステル PE 鉄 ラフィア
絢クリーム 逸ピンク 因レッド

2022 WINTER NEW ITEM

BASIC

赤 緑白金をメインカラーにした王 道クリスマス。

2 BASIC
赤 ( ポインセチア )+ 白 ( 綿やふわふわした暖かいアイテム )+ 緑（雪または白っぽい針葉樹）。
クリスマスらしい装飾を考えるならこちらを押さえておけば間違いなしの組み合わせ。
リースやスワッグ、大型のアレンジメントなどどのような形でも合わせられます。

ポインセチア
NEW

CSV-143

FS-6068

￥350（税抜）/1本

￥420（税抜）/1本

￥520（税抜）/1本

全長32cm・花径20cm
入り数：12本/B 288本/C
材質：ポリエステル PE

全長46cm・花径14cm
入り数：12本/B 120本/C
材質：ポリエステル PE PS

ミニポインセチアピックR
全長20cm・花径16cm
入り数：12コ/B 360コ/C
材質：ポリエステル PE 鉄 紙

ベルベット
ポインセチアピック

FS-6987

ベルベットポインセチアスプレー

ふ わ ふ わ

CSV-139

秋冬カタログ 2022 掲載写真

ファーポインセチア
ピックW

￥380（税抜）/1本

全長29cm・花径16.5cm
入り数：12本/B 192本/C
材質：ポリエステル PE 紙 鉄

FS -6143
FS -6104

W/G
W

FG -5182 W
FS -6125 W
FS -6987 R
RFB-436		

スノーパインスプレー
スノーカリアンドラブランチ

ドライルスカススプレー
クラスターベリ－スプレー
ベルベットポインセチアスプレー
モダンストリーム

雪 掛 け
針 葉 樹

NEW

FG-5053

FS-6104

￥420（税抜）/1本

￥820（税抜）/1本

全長50cm・実径7〜8cm
入り数：12本/B 288本/C
材質：ポリエステル 鉄 紙 自然素材
迂ホワイト

全長68cm・花径2.5〜6cm
入り数：12本/B 144本/C
材質：PE 鉄 PA
迂ホワイト

コットンスプレー

スノーカリアンドラブランチ

FS-6077

FS-6143

FS-6084

￥1,400（税抜）/1本

￥480（税抜）/1束

￥680（税抜）/1本

全長24cm・幅15cm
入り数：12束/B 288束/C
材質：PE 鉄 紙
慰グリーン

全長52cm・幅28cm
入り数：12本/B 168本/C
材質：PE 鉄
鵜ホワイトグリーン

スノーパインスプレー

全長65cm・葉長10～12cm
入り数：8本/B 48本/C
材質：PE 鉄
鵜ホワイトグリーン

スノーパインピック

スノーファーンブッシュ

2022 WINTER NEW ITEM

失敗しないクリスマスの組み合わせはこちら

北 欧ナチュラルテイスト。
ふ わふ わとした白雪と自然 なニュアンスの 針 葉 樹を 組み合わ せ、 現 代 の 生 活スタイルに 馴 染 むシンプルな がら
遊 び心のある空 間です。

空間コーディネートイメージ

③ NEW

①

②

⑤ NEW
④

⑥ NEW
⑦NEW

雪のかかったアイテムとシ
ルバーや白を基調に針葉樹
のアイテムが入っています

① RGB-804 レザーハンドルガラス S ② CT-830 ミニツリースタンド 2P W ③ CAB-063 スノーシダーツリーポット
④ MCY-0517 ブックケースキャンバス BLU2P セット⑤ CT-865 グリッターディアスタンド SI
⑥ COH-1023 ブランチスノーオーナメント M W ⑦ COH-1024 ディアホーンオーナメント

2022 WINTER NEW ITEM

NATURAL
- 北欧 -

北 欧ナチュラルテイスト。
ふ わふ わとした白雪と自然 なニュアンスの 針 葉 樹を 組み合わ せ、 現 代 の 生 活スタイルに 馴 染 むシンプ
ルながら遊 び心のある空 間です。

北欧テイストに欠かせないスノーアイテム

ホワイト

シャンパン

FS-6130

トゥインクルクリスマスローズ

￥600（税抜）/1本
ゴールド

FS-6127

全長40cm・花径6.5cm
入り数：12本/B 240本/C
材質：ポリエステル PE 鉄

トゥインクルポインセチア

FS-6142

FS-6078

￥980（税抜）/1本

￥1,080（税抜）/1本

￥4,800（税抜）/1本

サイプレススプレー

￥980（税抜）/1本

全長67cm・花径19cm
入り数：12本/B 144本/C
材質：ポリエステル PE 鉄

NEW

FS-6121

ホワイト

シャンパン

全長67cm・幅31cm
入り数：6本/B 48本/C
材質：PE 鉄
慰グリーン

パラシュートパインスプレー

全長70cm・葉房長10cm
入り数：12本/B 144本/C
材質：PE 鉄
慰グリーン

スノーアレカブランチ

全長152cm・幅25cm
入り数：6本/B 36本/C
材質：PE 鉄 PA
寡ホワイトブラウン

2022 WINTER NEW ITEM

NATURAL
- 北欧 -

2 NATURAL - 北欧 2022 WINTER NEW ITEM

白壁と木のアイテムに合わせやすい
北欧アレンジの作り方

-1針葉樹のアイテムを選ぶ。

針葉樹に彩度の低い花とコットン系のアイテムを作ると北欧系になります。

雪のアイテムを使ったり、自然に生えてるようなラフさを出すのがコツです。

FS-6121 GR
FS-6122 GR
サイプレススプレー フロスティーパインスプレー

FG-5186 GR
ヒバブランチ
-2低彩度の花を選ぶ。

秋冬カタログ 2022 掲載写真
-3ふわっとしたアイテムや白やグレーグリーンのリーフを足す。

FS-6097
フローズンダブルレア
クリスマスローズ
FS -6122
FG -5182
FS -6127
FA -7388
FS -6130

GR
GLB
W
BE
CHP

フロスティーパインスプレー
ドライルスカススプレー
トゥインクルポインセチア
スモークツリースプレー
トゥインクルクリスマスローズ

FG-5182 W, GBL
ドライルスカススプレー

FA -7388 BE, GRY
スモークツリースプレー

FA-7314 GRY
テッセンシード

FS-6127 W
トゥインクル
ポインセチア

FS-6130 W
トゥインクル
クリスマスローズ

2022 WINTER NEW ITEM

URBAN
VINTAGE

ダークトーンの壁、味のある革のソファ、ボタニカルな観葉植物に合わせる花合わせ。
針葉樹を主に構成しゴールドやコッパーのボールを使ってクリスマスを演出します。
秋と同じダークトーンアイテムを差し色にしてより針葉樹のグリーンを引き立てます。
店舗装飾にオススメな

空間コーディネートイメージ

ボール。2、3 個転がすだ

④

けで目を引きます。

①

③NEW

②

⑦

⑤

⑥

ジュニパーやモミがメインで男性に

も受け入れられやすい。コッパーや
ブラウンのアイテムがオススメ。

① COH-913 100mmグリッターボールBR COH-916 120mmグリッターボール BR COH-919 150mm グリッ
ターボール BR ② COH-953 100mm パーリーボ−ル COP

COH-955 125mm パーリーボ−ル COP

③ COA-937 60MM リッチボール 8P ④ CAC-029 180cm スタイルパインガーランド

⑤ PED-0072 SCULPTURE ⑥ PED-0032 9 POTS CANDLE HOLDER ⑦ GL-5238 マグノリアガーランド

2022 WINTER NEW ITEM

URBAN
VINTAGE

ダークトーンの壁、味のある革のソファ、ボタニカルな観葉植物に合わせる花合わせ。
針葉樹を主に構成しゴールドやコッパーのボールを使ってクリスマスを演出します。
秋と同じダークトーンアイテムを差し色にしてより針葉樹のグリーンを引き立てます。

ダークトーンに合わせられる針葉樹アイテム
FG-5070

エンコウスギバイン

￥1,080（税抜）/1本
全長110cm
入り数：8本/B 96本/C
材質：PE 鉄
慰グリーン

複数本使って動きとボ
リュームが出せます。

1m 越えの大枝で

店舗やエントラン
スなど広い空間に

NEW

FA-7391

グレイスハイドレンジア

￥1,600（税抜）/1本

全長50cm・花房径21cm
入り数：6本/B 60本/C
材質：ポリエステル PE 鉄
穐ブルー 印パープル
絢クリーム

秋から初春にかけて使

用できるダークカラー。

使用できます。

NEW

FA-7385

ドライリモニウムスプレー

￥580（税抜）/1束

全長23cm
入り数：12本/B 144本/C
材質：PE 鉄 ラフィア PA
羽バイオレット 井モーブ
絢クリーム

FG-5062

ジュニパーブランチ

￥2,000（税抜）/1本
全長105cm・幅38cm
入り数：6本/B 36本/C
材質：PE 鉄
慰グリーン

FG-5063

スパイキーパインスプレー

￥1,400（税抜）/1本
全長103cm・幅25cm
入り数：6本/B 60本/C
材質：PE 紙 松かさ
悪ブラウン

2 URBAN VINTAGE
2022 WINTER NEW ITEM

枝ものの投げ入れにコッパーで非日常感

モミやジュニパーだけを花器に投げ入れたような冬インテリアが人気ですが、メタリックなアイテムをプラス

することで特別感のあるアレンジになります。クリスマス前だけアレンジに煌めきを足してイベント前のわく
わくした空気感に切り替えるなどさりげない演出におすすめ。

FS-6052

メタルオーキッド

➡

￥1,080（税抜）/1本

全長39cm・花径8〜9.5cm
入り数：12本/B 144本/C＊
材質：PE 鉄
意ゴールド 逢ブラック

FS-6053

メタルマグノリア

￥980（税抜）/1本
全長58cm・花径14cm
入り数：12本/B 120本/C＊
材質：PE 鉄
意ゴールド 逢ブラック

FS-6021

ブリリアンゴールドダリア

￥880（税抜）/1本
FG -5062
FS -6052

GR
GO

FS -6046 GO
FS -6021 G/G
FS -6011 G/G
RGB-849		

ジュニパーブランチ
メタルオーキッド

メタリックロングシキミアスプレー
ブリリアンゴールドダリア
スライドブッシュシダ－ハンガー
カッティングエッジベース

FS-6138

FS-6046

￥1,700（税抜）/1本

￥1,400（税抜）/1本

メタリック
スマイラックスプレー

全長100cm
入り数：12本/B 96本/C
材質：PE 鉄
意ゴールド

全長46cm・花径15cm
入り数：12本/B 120本/C
材質：ポリエステル PE 鉄

メタリック
ロングシキミアスプレー

全長90cm・房長4.5〜9.5cm
入り数：6本/B 36本/C＊
材質：PE 鉄
意ゴールド

ゴールド

グリーン
ゴールド

# C OZ Y とは素 朴な暮らしを楽しむ 世界中で 使われているワード。北 欧の H YG GE に意 味 合いは近い。
アットホームで 無 理のない生活を楽しむ 空間には温 かみのあるブラウンやグレ ーがおす すめ。
ドライに彩度の 低い 針 葉 樹を組み合わせて秋 からクリスマスに印象を変えられます。

空間コーディネートイメージ

④ NEW

②

①

③

⑥

⑤

⑦

温かみのあるブラウンに白
いアイテムや雪掛けのアイ
テムを足しています。

① RFB-448 シェイプドラインポット GRY ② RFB-447 シェイプドラインポット W ③ COA-775 パインコーンセット 8P SNO
④ FS -6146 スノースマイラックハンギング W/G ⑤ PED-0026 TRIPLE CANDLE HOLDER ⑥ PED-0030 TABLE LATTERNER
⑦ MCY-0524 ブックケースキャンバス NA2P セット

2022 WINTER NEW ITEM

NATURAL
- COZY -

# C OZ Y とは素 朴な暮らしを楽しむ 世界中で 使われているワード。北 欧の H YG GE に意 味 合いは近い。
アットホームで 無 理のない生活を楽しむ 空間には温 かみのあるブラウンやグレ ーがおす すめ。
彩度の 低い 針 葉 樹を組み合わせて秋 からクリスマスに印象を変えられます。

ドライのおすすめ新商品

NEW

FG-5211

カラードコットンスプレー

￥450（税抜）/1本

全長 50cm・実径5.5～6 cm
入り数：12本/B 288本/C
材質：ポリエステル 鉄 紙 自然素材
姶 ベージュ

NEW

FA -7388

スモークツリースプレー

￥2,000（税抜）/1本

全長70cm・房径8～13cm
入り数：8本/B 80本/C
材質：ポリエステル 鉄 PA
井モーブ 姶 ベージュ
椅グレー

ふわっとした素
材感が秋もクリ
スマスも大活躍

NEW

FG -5213

アマニスプレー

￥780（税抜）/1本
全長70cm・実径0.9～1.1cm
入り数：12本/B 192本/C
材質：ポリエステル PE 鉄
閲ラスティー 悪ブラウン
尉グリーンブラウン

NEW

実の細かい作りにご

注目。色が足したい
ときにおすすめ。

FA -7386

ドライエリンジウムスプレー

￥880（税抜）/1本

全長52cm・花房径1.7cm
入り数：12本/B 120本/C
材質：PE 鉄
井モーブ 姶 ベージュ
伊ダークパープル

2022 WINTER NEW ITEM

NATURAL
- COZY -

2 手軽な花合わせ
2022 WINTER NEW ITEM

①手軽な花合わせ
花束型のアイテムに少しアイテムを足して作れる安価で作りやすい花合わせ。

＋

＝

バンドル
ブーケ
ブッシュ

￥3000
前後

+2~3 種類
花材

FS -6117 R

+

+

BASIC

FA -5053 W

単体でも十分使えるポインセチアバンドル。さらにワンランク上の完
成度にするためにコットンが非常におすすめ。ポインセチアを椿に変
えれば正月も使用できます。

色違い

FG -5060 W
FS -6117
FG -5053
FG -5060

FS-6082 G/G, GO
R
W
W

ポインセチアミックスバンチ
コットンスプレー
ドライルスカスピック

2 手軽な花合わせ
2022 WINTER NEW ITEM

FS -5225 GR

ま た は

FA -7386 DBL

+

+

+

NATURAL
- 北欧 -

FG -5219 CR

FG -5213 GBR

ユーカリに松かさがついた造花ならではのバンドル。スワッグにも使いやすい。 FS -6144

W/G

FA -7386
FA -7314

DPU
GRY

北欧テイストには白リーフやブルーの挿し色がおすすめ。ドライ系のアイテム FG -5219 CR
と相性がよく、松かさを活かして花材を変えて正月まで使用できます。

冬表現に
おすすめ
ド ラ イ
FA -7314 GRY

ミックスユーカリバンドル

ラスティックダスティーミラーショート
ドライエリンジウムスプレー
テッセンシード

FS -5145 GR

- 注目ポイント 枝部分の質感の表現

+

+

URBAN
VINTAGE
色違い

FA -7385 VIO, MAV

バンドルは枝ぶりがしっかりしているので単体でも十分映えます。空間に
合わせた色味を少しプラスしましょう。花材を変えて正月まで使えます。

FS -6145
FA -7385
FS -6136

FS -6136 GO
GR
VIO
GO

パインコーンミックスバンドル
ドライリモニウムスプレー
メタリックフォレストリーフスプレー

Velvet Series - ベルベットシリーズ ドライフラワーと合わせたり、ウェディングシーンなどにもご使用いただけます。

このままの色味で初春まで飾れますがアイテムを足して季節に合わせて変化を楽しめます。
正月には
タッセルや水引

秋冬カタログ 2022 掲載写真

クリスマスには

NEW

白いブランチや

FS-9094

ボール

ベルベットシングルダリア

￥1,400（税抜）/1本

全長60cm・花径18cm
入り数：6本/B 60本/C
材質：ポリエステル PE 鉄
塩シャンパン 因レッド
伊ダークパープル 移ライトピンク

NEW

FS-9095

ベルベットリリースプレー

￥1,300（税抜）/1本

全長60cm・花径13cm
入り数：8本/B 80本/C
材質：ポリエステル PE 鉄
塩シャンパン 因レッド
伊ダークパープル 移ライトピンク

FA -7388
FS -9094
FS -9095

FA-7207
FA -7334
FD -0117
FG -4796
FG -5152
FA -7109
FG -4827

MAV
L/P
DPU

GPU
L/M
MAG
DGR
R
G/L
BUR

スモークツリースプレー
ベルベットシングルダリア
ベルベットリリースプレー
オリエンタルリリー
メリルローズ
ガーデンローズスプレー
ピレアスプレー

ホソバユーカリスプレーミツキ
ボタニカルヤグルマソウ
アーティチョーク

FS -9096
FS -9096
FG -5218

FA -4921
FA -6933
FA -6967
FG -4920

CHP
L/P
BR

BE
BUR
GBE
WBR

FG -5124 BE
FG -5052 DGR
RGB-849		

ベルベットユーカリスプレー
ベルベットユーカリスプレー
ドライグラススプレー
ドライカリステモンブランチ
アネモネシード
アルディハイドレンジア
ロングアラリアブランチ
パンパスグラス L
フォリアムリーフバンドル
カッティングエッジベース

NEW

FS -9096

ベルベットユーカリスプレー

￥1,300（税抜）/1本

全長80cm・葉径4～6.8cm
実径1.2～1.8cm
入り数：12本/B 144本/C
材質：ポリエステル PE 鉄
塩シャンパン
伊ダークパープル 移ライトピンク

2022 WINTER NEW ITEM

秋冬通して使える新アイテムシリーズ

