◆花

お正月の花
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■使用部材
①Ｐ-1855-Ｌ／花台、P-1241-10／椿 ホワイト、P-1241-50／椿 レッド、P-1929-SSB／竹
（3本）
ＳＳ 黒、
Ｐ-1581-Ｄ67／曙水引 金赤、
Ｐ-1581-Ｄ68／曙水引 金日和、
Ｐ-1737／ベリーピック
（12Ｐ）
②Ｐ-1132-Ｌ99／細縄ボールＬ、
Ｐ-1132-Ｍ99／細縄ボールM、P-1236-B／ちりめん椿、P-1236-D／ちりめん椿、
Ｐ-8131-10／ハイドランジャー、
Ｐ-2087／ミニリーフピック
（12Ｐ）
、
Ｐ-1186-Ｇ／華竹
（6Ｐ）
、
Ｐ-1417-ＬＲ／タッセルＬ 赤、
Ｐ-1417-ＬＧ／タッセルＬ 金、
Ｐ-1751-Ｍ／笹
（12Ｐ）
③Ｐ-1292-40／梅 ビューティ、
Ｐ-2084×1／豆松
（12Ｐ）
、
Ｐ-1404-Ｄ1／スタンダード水引 白、
Ｐ-1404-Ｄ6／スタンダード水引 赤、
Ｐ-1739／モスマット

［74］

ちりめん椿 ￥294〈280〉

24本 / 576本

花径6cm

全長20cm

材質：PE

L

WI

◆花
P-1236-A バーコードNo.123610

P-1236-B バーコードNo.123627

P-1236-D バーコードNo.123641

P-1236-C バーコードNo.123634

P-1236-E バーコードNo.123658
P-1236 ちりめん椿
シリーズの全体象

ちりめん椿 ￥241〈230〉

24本 / 576本

花径5cm

全長18cm

材質：PE

L

WI

P-1237-B バーコードNo.123726

P-1237-A バーコードNo.123719

P-1237-D バーコードNo.123740

ちりめん梅 ￥189〈180〉

6本 / 60本 / 720本

花のクローズアップ

P-1235-30 ピンク

バーコードNo.123535

［75］

P-1237-C バーコードNo.123733

P-1237 ちりめん椿
シリーズの全体象

P-1237-E バーコードNo.123757

花径2.5cm

全長25cm

材質：PE

L

WI

花のクローズアップ

P-1235-40 ビューティ

バーコードNo.123542

花のクローズアップ

P-1235-60 LT/グリーン

バーコードNo.123566

ちりめんピオニー ￥556〈530〉

24本 / 288本

花径10cm

全長16cm

材質：PE

L

WI

◆花

P-1234-10 クリーム/ホワイト

P-1234-40 ビューティ

バーコードNo.123412

ボールマム ￥189〈180〉

36本 / 864本

P-5055-25 ピーチ

バーコードNo.505577

P-5055-10 ホワイト

バーコードNo.505515

花径6cm

P-1234-30 ピンク

バーコードNo.123443

バーコードNo.123433

全長15cm

P-5055-60 グリーン

バーコードNo.505560

P-5055-36 ライトピンク

バーコードNo.505591

P-5055-40 ビューティ

バーコードNo.505546

P-5055-80 パープル

バーコードNo.505584

P-5055-50 レッド

バーコードNo.505553

P-5055-30 ピンク

バーコードNo.505539

葉ボタン

P-2021-Ｍ60 ホワイト/グリーン

￥346〈330〉
実径10cm

6ヶ / 36ヶ / 864ヶ
全長17cm バーコードNo.202131

P-2021-S60 ホワイト/グリーン

￥262〈250〉
実径6cm

6ヶ / 48ヶ / 1152ヶ
全長17cm バーコードNo.202117

P-2021-Ｍ80 バイオレット/グリーン

￥346〈330〉
実径10cm

6ヶ / 36ヶ / 864ヶ
全長17cm バーコードNo.202148

P-2021-S80 バイオレット/グリーン

￥262〈250〉
実径6cm

6ヶ / 48ヶ / 1152ヶ
全長17cm バーコードNo.202124

［76］

◆花︵花束︶
P-2054A

￥525〈500〉

ベリー

P-2100
ゴールドベリー

花束

￥472〈450〉

花束

1ヶ / 24ヶ / 144ヶ
全長27cm
バーコードNo.210006

1ヶ / 12ヶ / 144ヶ
全長21cm バーコードNo.205415

P-2051A

￥682〈650〉

椿

花束

1ヶ / 12ヶ / 144ヶ
花径5cm 全長33cm
バーコードNo.205118

P-2098 オンシジューム 花束

P-2074-A

￥609〈580〉

1ヶ / 12ヶ / 240ヶ
W15cm H37cm
バーコードNo.209802

￥346〈330〉

P-2097 レッドベリー

￥315〈300〉

花束

P-2053A

1ヶ / 24ヶ / 144ヶ
全長29cm
バーコードNo.209703

［77］

このページに掲載されている商品の材質：PE

橙&ベリー

花束

1ヶ / 24ヶ / 576ヶ
W15cm 全長2３cm
バーコードNo.207419

PVC

PF

WI

￥609〈580〉

金松笠＆ベリー

1ヶ / 12ヶ / 144ヶ
全長30cm バーコードNo.205316

松笠

花束

P-2055A

￥451〈430〉

松笠＆ベリー

花束

1ヶ / 12ヶ / 288ヶ
全長26cm バーコードNo.205514

◆花︵花束︶

P-2017
デンファレ 花束

￥504〈480〉

1ヶ / 24ヶ / 384ヶ
花径8.5cm 全長38cm
バーコードNo.201707

P-2076 ミニ胡蝶蘭

P-2078
椿ミックス 花束

￥399〈380〉

花束

1ヶ / 24ヶ / 480ヶ
花径4cm W15cm 全長28cm
バーコードNo.207600

￥892〈850〉

1ヶ / 12ヶ / 288ヶ
W17cm H24cm 全長35cm
バーコードNo.２０7808

P-2077 デンファレ 花束

P-2062A

￥399〈380〉

1ヶ / 24ヶ / 480ヶ
花径4〜7cm W19cm 全長27cm
バーコードNo.207709

P-2094-A リーフ&ベリー

￥525〈500〉

1ヶ / 12ヶ / 144ヶ
全長37cm
バーコードNo.209413

花束

￥577〈550〉

ベリーピック 花束

1ヶ / 12ヶ / 144ヶ
全長36cm バーコードNo.206214

P-2094-B

￥525〈500〉

松＆松笠

花束

1ヶ / 12ヶ / 144ヶ
全長30cm
バーコードNo.209420

P-2018
シンビジューム 花束

￥504〈480〉

1ヶ / 24ヶ / 384ヶ
花径10cm 全長28cm
バーコードNo.201806

このページに掲載されている商品の材質：PE

PVC

PF

WI

松笠

［78］

◆花
■使用部材：P-6643-L／花器、P-1233-50／椿 レッド、P-1195-10／椿 ホワイト、P-1240-35／椿 ビュティピンク、P-2033／松スプレー、
P-1736-60／ベリーピック
（12P)、P-1405-Ｄ１30／スタンダード水引 銀

椿 ￥367〈350〉

Ｐ-1241-50
（レッド）

24本 / 288本

バーコードNo.124150

［79］

花径7.5cm

全長25cm

材質：PE

椿（ベルベット調） ￥577〈550〉

WI

Ｐ-1241-10
（ホワイト）

バーコードNo.124112

Ｐ-2071-50 レッド
バーコードNo.207150

12本 / 432本

花径7cm

全長29cm

材質：PE

WI

Ｐ-2071-10 ホワイト
バーコードNo.207112

椿 ￥1,365〈1,300〉

6本 / 24本 / 144本

花径4cm〜6cm

全長81cm

材質：PE

八重椿 ￥1,260〈1,200〉

WI

12本 / 144本

花径6.5cm

全長65cm

材質：PE

WI

◆花

P-1248-50
（レッド）

バーコードNo.124853

P-1195-50（レッド）

P-1195-10（ホワイト）

バーコードNo.119552

バーコードNo.119514

P-1195-30
（ピンクホワイト）

バーコードNo.119538

P-1248-10（ホワイト）

バーコードNo.124815

椿 ￥819〈780〉

12本 / 144本

花径7.5cm

全長43cm

P-2089-50 （レッド）

バーコードNo.２０8959

材質：PE

WI

P-2089-15 （レッド／ホワイト）

バーコードNo.２０8966

P-2089-10 （ホワイト）

バーコードNo.２０8911

［80］

椿 ￥189〈180〉

24本 / 576本

花径5cm

全長18.5cm

材質：PE

ミニ椿 ￥157〈150〉

WI

12本 / 60本 / 1440本

花径4.5cm

全長18cm

材質：PE

WI

◆花

P-1753-Ｗ
（ホワイト）

バーコードNo.175329

P-1753-BP
（ビューティピンク）
P-1240-50
レッド

P-1240-10
ホワイト

バーコードNo.124051

バーコードNo.124013

ミニ椿 ￥210〈200〉

12本 / 144本 / 1440本

バーコードNo.175336

P-1240-35
ビューティピンク

P-1753-Ｒ
（レッド）

バーコードNo.175312

バーコードNo.124082

花径5.5cm

全長25cm

材質：PE

WI

椿 ￥241〈230〉

24本 / 576本

花径6cm

全長20cm

材質：PE

WI

P-1761-BP
（ビューティピンク）
バーコードNo.176135

P-1761-Ｗ（ホワイト）

Ｐ-1233-50
（レッド）

バーコードNo.176128

Ｐ-1233-10
（ホワイト）

バーコードNo.123351

椿

12本 / 384本

花径10cm

全長22cm

材質：PE

椿ピック
（12本セット） ￥756〈720〉

WI

Ｐ-2080-50

Ｐ-2061-B-40 バーガンディ
バーコードNo.206191

椿ミックスピック
（6ヶセット） ￥1,575〈1,500〉
全長17cm

材質：PE

WI

PVC

1セット / 6セット / 72セット

レッド

Ｐ-2080-10 ホワイト

花径4cm 葉長5cm 全長13cm
バーコードNo.２０8058
材質：PE WI

￥420〈400〉

径10cm

バーコードNo.123313

花径4cm 葉長5cm 全長13cm
バーコードNo.２０8010
材質：PE WI

1セット / 6セット/ 96セット

PF

P-2082

椿リング

￥262〈250〉

24ヶ / 432ヶ
径11cm 全長4cm
バーコードNo.208256
材質：PE WI PVC PF

P-2083

梅リング

￥262〈250〉
P-2081-50 レッド

バーコードNo.２０8157

［81］

P-2081-10 ホワイト

バーコードNo.208119

24ヶ / 432ヶ
径11cm 全長4cm
バーコードNo.208300
材質：PE WI PVC

梅

材質：PE

WI

◆花

P-1301-LR（レッド）

￥420〈400〉

12本 / 240本
花径1.3cm 全長42cm
バーコードNo.830112

梅 ￥525〈500〉

6本 / 36本 / 288本

花径1.8cm

材質：PE

全長50cm

P-1301-LW（ホワイト）

￥420〈400〉

P-1301-MW（ホワイト）

材質：PE

P-1292-40（ビューティ）

バーコードNo.129247

P-1292-30（ピンク）

バーコードNo.129230

6本 / 120本 / 600本 花径1.8cm

全長30cm

P-1292-10（ホワイト）

バーコードNo.129216

P-1291-30
（ピンク）

P-1291-10
（ホワイト）

ミニミニ梅 ￥630〈600〉
（12ヶセット）

1セット / 20セット / 200セット

バーコードNo.129148

梅＆ベリー ￥157〈150〉 6本 / 60本 / 720本
PE

6本 / 60本 / 720本
花径1.3cm 全長27cm
バーコードNo.130168

WI

P-1291-40
（ビューティ）

材質：PF

￥157〈150〉

WI

ミニ梅 ￥210〈200〉

花径2cm 全長27cm

P-1301-SW（ホワイト）

￥210〈200〉

6本 / 48本 / 480本
花径1.3cm 全長33cm
バーコードNo.130144

12本 / 240本
花径1.3cm 全長42cm
バーコードNo.830129

WI

バーコードNo.129131

バーコードNo.129162

花径1.5cm 全長11cm 材質：PE WI

P-1045-AB（ビューティ）

バーコードNo.104541

P-1045-P（ピンク）

バーコードNo.104510

P-1045-W（ホワイト）

バーコードNo.104527

P-1047-Ｒ
（レッド）

バーコードNo.104718

P-1047-W（ホワイト）

バーコードNo.104725

［82］

◆花
P-2084×1

￥945〈900〉

P-1382×3

豆松（12ヶセット）

￥157〈150〉

24本 / 144本
葉長2.5cm 全長17cm
バーコードNo.138232 材質：PVC

1セット / 24セット / 288セット
葉長2.5cm 全長7cm
バーコードNo.208416 材質：PVC WI

P-2011×１ 松（12ヶセット）

五葉松（3ヶセット）

￥630〈600〉

1セット / 16セット / 288セット
葉長2cm 全長18cm
バーコードNo.208805 材質：P WI

WI

24本 / 480本
葉長3.5cm 全長27cm
バーコードNo.138331 材質：PVC

WI

P-1383×5 松

￥241〈230〉

1セット / 20セット / 200セット
葉長3cm 全長11cm
バーコードNo.201110 材質：PVC WI

松

12本 / 144本
葉長2.5cm 全長21.5cm
バーコードNo.138256 材質：PVC

P-1383×3 松

￥472〈450〉

P-2088

P-1382×5

￥241〈230〉

松

￥315〈300〉

24本 / 144本
葉長3.5cm 全長33cm
バーコードNo.138355 材質：PVC

WI

WI

P-1738 ゴールドパインピック
（6ヶセット）

￥1,260〈1,200〉

1セット / 24セット / 288セット
葉2cm 全長6cm
バーコードNo.173806 材質：P WI

P-2093

松スプレー

￥346〈330〉

6ヶ / 36ヶ / 576ヶ
全長43cm
バーコードNo.209307
材質：PVC WI

P-2085 ミニパインスプレー

￥476〈450〉

1ヶ / 1,080ヶ
葉長1cm 全長25cm
バーコードNo.208508
材質：PVC WI

［83］

P-2005

￥735〈700〉

P-2003×5 松

￥819〈780〉

24本 / 144本
葉長11cm 全長53cm
バーコードNo.200335 材質：PVC

WI

松笠

若松

6本 / 72本
葉長7cm〜3cm 全長71cm
バーコードNo.2005502
材質：PVC WI

P-1771

松ブランチ

￥1,365〈1,300〉

6本 / 12本 / 72本
葉長15cm 全長58cm
バーコードNo.177101
材質：PVC WI

◆花

P-1386-50

￥126〈120〉

松50cm

6本 / 24本 / 480本
葉長4.5cm 全長50cm
バーコードNo.138652
材質：PVC WI

P-2007

松

￥294〈280〉

50cm

6本 / 12本 / 72本
葉長4.5cm 全長50cm
バーコードNo.200748
材質：PVC WI

P-2008

松

￥346〈330〉

40cm

P-2008

松

￥241〈230〉

12本 / 144本
葉長4.5cm 全長40cm
バーコードNo.200847
材質：PVC WI

30cm

P-2007

松

￥105〈100〉

12本 / 144本
葉長3.5cm 全長30cm
バーコードNo.200830
材質：PVC WI

20cm

24本 / 288本
葉長3.5cm 全長20cm
バーコードNo.200717
材質：PVC WI

P-2006 パインリーフ大王松
（24ヶセット） ￥577〈550〉
1セット / 20セット / 100セット
全長32cm バーコードNo.200601
材質：PVC WI

P-1756

ベリー＆松ガーランド

￥1,155〈1,100〉

1ヶ
葉長3.5cm 全長71cm
バーコードNo.175602
材質：PVC PF WI 松笠

松&ベリー（6本セット） ￥1,449〈1,380〉
1セット / 4セット / 48セット 径９cm

全長１２cm

材質：PVC

松
PF

材質：PVC

WI

WI

P-2014R レッド

バーコードNo.２０１４５５

P-2014W ホワイト

Ｐ-2099-Ｌ 松＆松笠

￥315〈300〉

バーコードNo.２０１４１７

6ヶ / 12ヶ / 144ヶ
葉長2.5cm 全長35cm
バーコードNo.209956
材質：PVC WI 松笠

P-2099-S

松＆松笠

6ヶ / 24ヶ / 288ヶ
葉長2.5cm 全長25cm
バーコードNo.209932
材質：PVC WI 松笠

￥945〈900〉

1セット / 20セット / 80セット
葉長10cm 全長25cm
バーコードNo.208669

松（金グリッター付）
（12ヶセット）

￥241〈230〉

P-2086-11
（12ヶセット）

P-2010-L

￥1,890〈1,800〉

1セット / 4セット / 48セット
葉長8cm 全長25cm
バーコードNo.201028

材質：PVC

P-2010-S

￥1,008〈960〉

1セット / 10セット / 60セット
葉長7cm 全長15cm
バーコードNo.201011

P-2086-9
（6ヶセット）

￥840〈800〉

1セット / 24セット / 192セット
葉長9cm 全長20cm
バーコードNo.208652

WI

P-2010-SS

￥630〈600〉

1セット / 10セット / 200セット
葉長6cm 全長15cm
バーコードNo.201004

P-2086-6
（12ヶセット）

￥1,575〈1,500〉

1セット / 10セット / 200セット
葉長6cm 全長15cm
バーコードNo.208645

P-2086-4.5
（12ヶセット）

￥1,260〈1,200〉

1セット / 24セット / 192セット
葉長4.5cm 全長13cm
バーコードNo.208638

［84］

マグノリア ￥1,365〈1,300〉

12本 / 96本 花径15cm

全長85cm

材質：PE

WI

◆花
P-2023-01
ホワイト

P-2023-25
ピーチ

バーコードNo.202315

バーコードNo.202377

ピオニースプレー ￥1,155〈1,100〉
材質：PE

P-2023-40
モーブ／ピンク

12本 / 120本

花径5〜7cm

P-2023-50
レッド

バーコードNo.202346

バーコードNo.202353

全長76cm

WI

P-2028-25 アプリコット

P-2028-40 ワイン

バーコードNo.202872

ピオニー ￥3,150〈3,000〉

6本 / 24本

バーコードNo.202841

花径13cm〜10cm

全長76cm

材質：PE

WI

P-2028-30 ピンク

バーコードNo.202834

ピオニー ￥714〈680〉
12本 / 192本

花径12cm

全長75cm

P-8000-10
クリーム／グリーン
バーコードNo.800016

P-5715-10
クリーム

P-5715-40
オーキッド

バーコードNo.571510

ピオニー ￥399〈380〉

Ｐ-2050-40
ビューティ

バーコードNo.205040

［85］

P-5715-30
ピンク

バーコードNo.571541

24本 / 432本

花径10cm

全長45cm

Ｐ-2050-30
ピンク

バーコードNo.205033

バーコードNo.571534

材質：PE

ピオニー ￥682〈650〉
材質：PE

材質：PE

WI

P-8000-30
ピンク

バーコードNo.800030

12本 / 144本

花径13cm 全長70cm

WI

WI

Ｐ-2050-10
クリーム／ピンク

バーコードNo.205019

P-5871-25
ピーチ

バーコードNo.587177

P-5871-30
ライトピンク

バーコードNo.587139

雲龍柳 ￥1,785〈1,700〉

12本 / 96本

全長160cm

ラメボールスプレー ￥315〈300〉

材質：ウレタン WI

1本 / 12本 / 360本

実径0.7cm

全長50cm

材質：PVC

PF

WI

※ワイヤー入りなので形が自由に変えられます。

◆花

P-2026-09 ゴールド

P-2026-01 シルバー

￥315〈300〉

￥315〈300〉

バーコードNo.202698

P-2024-09
ゴールド

バーコードNo.202490

P-2024-10
ホワイト

バーコードNo.202414

P-2026-60 グリーン

￥315〈300〉

バーコードNo.202667

バーコードNo.202612

P-2026-10 ホワイト

￥315〈300〉

バーコードNo.202629

ベリーピック ￥630〈600〉6ヶ / 24ヶ / 384ヶ

ラメボールピック（12本セット）￥892〈850〉

ボタンリーフピック￥241〈230〉

全長36cm 材質：PE WI P

1セット / 16セット / 192セット 実径1cm 全長25cm 材質：材質：P PF WI

6ヶ / 72ヶ / 864ヶ 全長25cm

材質：PE

WI

P-1774-60
グリーン

バーコードNo.177460

P-2039-90
ワイン/ゴールド

バーコードNo.203923

P-2039-60
グリーン/ゴールド

バーコードNo.203916

リーフピック
（6ヶセット）￥945〈900〉1セット / 12セット / 144セット
全長20cm

材質：PE

P-2027-09
ゴールド

バーコードNo.202797

P-2027-01
シルバー

バーコードNo.202711

WI

P-1774-01
シルバー

バーコードNo.177415

P-2035-09
ゴールド

バーコードNo.203510

P-2035-01
チャコール

バーコードNo.203527

P-2027-60
グリーン

バーコードNo.202766

P-2027-10
ホワイト

バーコードNo.202728

P-1774-09
ゴールド

バーコードNo.177491

［86］

ベリーピック
（12ヶセット） ￥819〈780〉

1セット / 144セット 直径0.2〜0.8cm

全長20cm

材質：PF

WI

◆花
P-1736-50
レッド

P-1736-40
バーガンディ

バーコードNo.173653

ベリーピック

P-1736-60
グリーン

バーコードNo.173646

材質：PF

P-1734

36本 / 288本
直径0.5〜0.7cm 全長20cm
バーコードNo.173400

バーコードNo.173660

P-1736-90
ブラック

バーコードNo.173684

バーコードNo.173691

ベリーピック
（12ヶセット）

WI

P-1737 レッド／ゴールド
（12ヶセット）

P-1735

￥210〈200〉

P-1736-99
マットブラック

￥189〈180〉

36本 / 288本
直径0.5cm 全長20cm
バーコードNo.173509

￥871〈830〉

1セット / 244セット
直径0.2〜0.8cm 全長20cm
バーコードNo.173707

P-1779-B-Ｒ レッド

￥787〈750〉

1セット / 6セット / 72セット
全長15cm
バーコードNo.177958

ベリーピック
（12ヶセット）

￥1,575〈1,500〉

バーコードNo.177651

WI

￥189〈180〉

Ｐ-1072 ベリーピック
（12ヶセット）

6本 / 60本 / 720本
全長40cm
バーコードNo.842313
材質：PF WI

￥630〈600〉

1セット / 30セット / 150セット
全長18cm
バーコードNo.107207
材質：PF WI

P-1779-B-Ｇ
レッド／ゴールド

￥892〈850〉

1セット / 6セット / 72セット
全長15cm
バーコードNo.177903

P-1797 ちりめんベリー

￥315〈300〉

6ヶ / 72ヶ / 576ヶ
全長30cm
バーコードNo.179709

ベリーピック
（12ヶセット）

1セット / 12セット / 144セット 全長13cm

P-1776-B-Ｒ レッド

材質：PF

Ｐ-1423-M
ベリースプレー

材質：PF

材質：PE

P-1776-W ホワイト

￥1,260〈1,200〉

バーコードNo.177620

Ｐ-2016-R ベリーピック
￥472〈450〉
（6本セット）

P-2043-A

1セット / 36セット / 360セット
実径0.7〜1cm 全長9.5cm
バーコードNo.201691 材質：PF WI

￥1,890〈1,800〉

6ヶ / 24ヶ / 288ヶ 全長28cm

￥315〈300〉

1セット / 12セット / 120セット
全長18cm バーコードNo.204319

1セット / 12セット / 240セット
全長14cm バーコードNo.204210

材質：PE

PF

WI

ビナンかずら

12ヶ / 288ヶ
実径2.5cm 全長45cm
バーコードNo.176807
材質：PE PF WI

P-1769

￥105〈100〉

ビナンかずら

12ヶ / 576ヶ
実径3cm 全長32.5cm
バーコードNo.176906
材質：PF WI

［87］

WI

P-2042-A

￥756〈720〉

ベリーピック ￥346〈330〉
P-1768

PF

WI

Ｐ-1773-25
ヘーゼル

バーコードNo.177378

P-1773-60
カーキ

バーコードNo.177361

Ｐ-1773-40
バーガンディ

バーコードNo.177347

ベリーボール ￥840〈800〉

3ヶ / 384ヶ 直径7cm

ベリー&松スプレー ￥504〈480〉

材質：PF

24本 / 432本 実径0.5〜0.8cm 全長8cm 材質：PE WI PF

◆花

P-2015-50
レッド

バーコードNo.２０1554

P-5818 （50）
レッド

P-5818 （25）
オレンジ/レッド

バーコードNo.581878

P-5818 （60）
グリーン

バーコードNo.581816

バーコードNo.581861

▲4本束

P-2049

▲12本束

P-2048

ベリーバンドル（4ヶセット）

ベリーバンドル（12ヶセット）

￥262〈250〉

￥1,008〈960〉

1セット / 24セット / 432セット
実径0.7cm 全長13cm
バーコードNo.204807 材質：PF WI ビニール

1セット / 24セット / 288セット
実径1.2cm 全長17cm
バーコードNo.204906 材質：PF WI ビニール

P-2047

P-2015-09
ゴールド

バーコードNo.２０1592

ベリースプレー

￥609〈580〉

6本 / 48本 / 288本
実径0.7〜1cm 全長32cm
バーコードNo.204708
材質：PF WI ビニール

ベリースプレー
材質：PF

12本 / 288本

実径7〜8mm

全長約61cm

WI

Ｐ-1765-W ホワイト

￥451〈430〉

バーコードNo.176524

Ｐ-1766-L

￥346〈330〉

ベリースプレー

12ヶ / 144ヶ
実径4〜8mm 全長45ｃｍ
バーコードNo.176654
材質：PF PE WI

P-2038

ベリースプレー

￥1,260〈1,200〉

1本 / 12本 / 144本
実径8〜10cm 全長68cm
バーコードNo.203800
材質：PF ビニール WI

Ｐ-2025-50 レッド

￥840〈800〉

24本 / 288本
実径0.8〜1cm 全長77cm
バーコードNo.202551 材質：PF

Ｐ-1765-B-R レッド

WI

￥577〈550〉

バーコードNo.176555

［88］

◆花
P-2045×1

￥241〈230〉

千両×1

6本 / 48本 / 480本
実径0.7cm 葉径8.5〜12cm
全長21cm バーコードNo.204517
材質：PF PE WI ビニール

P-1327

千両（6ヶセット）

￥945〈900〉

1セット / 24セット / 96セット
本全長34cm バーコードNo.132704
材質：
ＰＦ ＰＥ WI

P-1249 ミニ千両（6ヶセット）

￥945〈900〉

1セット / 20セット / 60セット
実径7mm 全長31cm
バーコードNo.124907
材質：
ＰＦ ＰＥ WI

P-1073 ミニ千両（6ヶセット）

￥945〈900〉

1セット / 60セット / 160セット
全長17cm バーコードNo.107306
材質：
ＰＦ ＰＥ WI

■使用部材：
Ｐ-1092-ＭＧＤ／立獅子Ｍ ゴールド、P-1922-SSG／細竹3本組ＳＳ 緑、
P-1922-SSR／細竹3本組ＳＳ 赤、
Ｐ-1244／千両

P-1792-R
ちりめん千両（赤）

￥262〈250〉

P-1075 ミニミニ千両

￥756〈720〉
（12セット）

6ヶ / 72ヶ / 1728ヶ
全長9cm バーコードNo.179211

1セット / 30セット / 150セット
実径5mm 全長12cm
バーコードNo.107504
材質：
ＰＦ ＰＥ WI

P-1449 ミニミニ千両

￥630〈600〉
（6ヶセット）

1セット / 20セット/ 100セット
実径3mm 全長25cm
バーコードNo.144905

P-1243 ミニ南天 ￥294〈280〉

6ヶ / 36ヶ / 720ヶ
実径0.5〜1cm 葉長7cm
バーコードNo.124303
材質：PE P WI

P-1549

￥136〈130〉

万年青（おもと）

6本 / 72本 / 720本
実径8mm 全長12cm
バーコードNo.854903
材質：
ＰＦ ＰＥ WI

P-2045×2

￥630〈600〉

千両×2

24本 / 240本
実径0.7cm 葉径8.5〜12cm
全長60cm
バーコードNo.204524
材質：PF PE WI ビニール

［89］

P-1244

千両スプレー

￥504〈480〉

6ヶ / 24ヶ / 240ヶ
実径0.7cm 葉長9〜12cm
全長52cm
バーコードNo.124402
材質：PE PF WI

P-2046A-50（レッド） 南天

￥630〈600〉

24本 / 288本
実径0.7〜1cm 葉長4.5〜7cm
バーコードNo.204661
材質：PE PF WI ビニール

全長79cm

P-1242A
ミニ南天×2（6ヶセット）

￥1,260〈1,200〉

1セット / 30セット / 120セット
全長24cm バーコードNo.124204
材質：
ＰＦ ＰＥ WI

全長43cm

笹（12ヶセット）

1セット / 20セット / 240セット

材質：PE

WI

◆花

P-1752-L

P-1752-M

葉長10cm 全長31cm
バーコードNo.175251

笹（12ヶセット）

P-1752-S

￥556〈530〉

￥682〈650〉

￥504〈480〉

葉長7cm 全長25cm
バーコードNo.175244

1セット / 20セット / 240セット

材質：PE

葉長4.5cm 全長15cm
バーコードNo.175237

P-2090 笹（12ヶセット）

￥399〈380〉

1セット / 10セット / 200セット
葉長4.5cm 全長12cm
バーコードNo.２０9000
材質：PE WI

WI

P-1349 バンブーリーフ

￥105〈100〉

24本 / 1440本
葉長7.5cm 全長32cm
バーコードNo.134906
材質：PE WI

P-1751-Ｌ

P-1751-M

￥682〈650〉

P-1751-S

￥556〈530〉

葉長11.5cm 全長33cm
バーコードNo.175152

￥504〈480〉

葉長7.5m 全長25cm
バーコードNo.175145

葉長5m 全長16cm
バーコードNo.175138

P-1246×3
ミニミニ笹×3（12ヶセット）

バンブーリーフ（6ヶセット） ￥525〈500〉
葉長10cm

全長20cm

材質：PE

￥756〈720〉

1セット / 50セット / 250セット
葉長7cm 全長16cm
バーコードNo.124631
材質：P WI

1セット / 36セット / 432セット

WI

ファンリーフ
（6ヶセット）

P-1399×3
豆笹×3（12ヶセット）

￥630〈600〉

1セット / 10セット / 150セット
葉長3cm 全長8.5cm
バーコードNo.139932
材質：PE WI

Ｐ-1266-SS
笹（12ヶセット）

￥262〈250〉

1セット
全長3.5cm
バーコードNo.126628
材質：PP

1セット / 36セット / 360セット 材質：PE

WI

Ｐ-1956 ちりめん笹（6ヶセット）

P-1758-60
バンブーリーフ
グリーン

バーコードNo.175862

リーフピック ￥399〈380〉

￥787〈750〉

1セット / 40セット / 160セット
W8cm 葉長6cm 全長15cm
バーコードNo.195662
材質：PE L WI

Ｐ-1758-90
ブラウン

バーコードNo.175893

6ヶ / 24ヶ / 288ヶ 葉長5cm

全長25cm

材質：PE

P-1388-L

￥945〈900〉

W11cm 葉長21cm 全長31cm
バーコードNo.138850

P-1388-S

￥630〈600〉

W11cm 葉長14cm 全長22cm
バーコードNo.138836

WI

P-2087 ミニリーフピック
（12ヶセット）

￥378〈360〉

P-1247 ファーン
（12ヶセット）

￥609〈580〉

1セット / 24セット / 240セット
W15cm H19cm 全長27cm
バーコードNo.124709 材質：P WI

P-1771-60
グリーン

1セット / 72セット / 864セット
葉長0.5〜2.5cm 全長21cm
バーコードNo.208706 材質：P

WI

P-1771-40
バーガンディ

バーコードNo.177163

バーコードNo.177149

P-1728

竹の葉ピック

￥136〈130〉
Ｐ-1771-25
ラスティ

バーコードNo.177170

12本 / 144本 / 1152本
葉長3cm 全長30cm
バーコードNo.172809
材質：P WI

P-2037

￥241〈230〉

リーフピック

6本 / 48本 / 576本

全長25cm
バーコードNo.203701

材質：PE

WI

［90］

ウィードバンドル ￥504〈480〉

6束 / 24束 / 288束

全長41cm

材質：PVC

◆花
P-1772-90 ブラウン

バーコードNo.177293

P-1772-80 パープル

バーコードNo.177286

P-1772-60 グリーン

バーコードNo.177262

■使用部材：P-1284-SC／水引追羽根
（6P）
、P-1815／ワイヤーデコ、P-1772-80／ウィードバンドル パープル、
P-1416-50／組紐 赤

P-1739 モスマット

￥2,625〈2,500〉

1ヶ / 6ヶ / 48ヶ
W30cm 全長100cm
バーコードNo.173905

■使用部材：P-1739／モスマット、
P-1332-KSS／フェザー追羽根
（10P）
、
P-1946-M／ちりめんキューブ
（5P）

P-2092 ロンググラス
（12ヶセット） ￥819〈780〉
1セット / 4セット / 96セット
W0.6cm 全長122cm
バーコードNo.209208 材質：P

■使用部材：
Ｐ-1924／竹スタンド、
Ｐ-1234-30／ちりめんピオニー、
Ｐ-1234-40／ちりめんピオニー、
Ｐ-1737／ベリーピック
（12Ｐ）
、

［91］ P-1771-60／リーフピック、P-2088／五葉松（3Ｐ）、
Ｐ-1945-Ｍ／ちりめん玉
（5Ｐ）
、
Ｐ-2092／ロンググラス
（12Ｐ）

竹バンドル（6ヶセット） ￥714〈680〉
1セット / 12セット / 216セット 全長39cm

材質：PVC

WI ラフィア

◆花

P-1612

60 グリーン

バーコードNo.161261

P-1612

90 ブラウン

バーコードNo.161292

Ｐ-2066 ロングリーフ
￥630〈600〉
（6ヶセット）
1セット / 1,152セット
W1.5cm 葉長53cm
全長67cm
バーコードNo.7206603
材質：PE WI

P-1757

P-1611 猫柳

￥945〈900〉

￥420〈400〉

枝垂れ猫柳

6本 / 12本 / 288本
全長120cm バーコードNo.175701
材質：PE WI

24本 / 432本 全長97cm
バーコードNo.161100
材質：PE WI

P-1777-L トクサ

￥262〈250〉

12本 / 72本 / 288本
全長67cm
バーコードNo.177750
材質：P WI

Ｐ-1763 パイン

￥735〈700〉

24本 / 288本
全長72.5ｃｍ
バーコードNo.176319
材質：PVC WI

P-1762

猫柳 ￥420〈400〉

12本 / 288本 全長80cm
バーコードNo.176210
材質：PE WI

P-1192-L

柳

￥1,890〈1,800〉

6本 / 48本 全長183cm
バーコードNo.819254
材質：PE WI

■使用部材：P-2006／パインリーフ
（24P）
、P-1586／ミニミニ亀
（6P）
、P-1723-LGD／水引鶴
（5Ｐ）
、
P-1723-LGＲ／水引鶴
（5Ｐ）
、P-1723-LＰ／水引鶴
（5Ｐ）
、P-1723-LＹ／水引鶴
（5Ｐ）
、P-1723-LＲ／水引鶴
（5Ｐ）
、
Ｐ-1611／猫柳

［92］

松笠（24ヶセット）

◆花
P-2065-LG（ゴールド） ￥1,260〈1,200〉 1セット / 6セット / 36セット

P-2065-MG（ゴールド） ￥945〈900〉 1セット / 6セット / 36セット

P-2065-SG（ゴールド） ￥945〈900〉 1セット / 6セット / 72セット

P-2065-LN（ナチュラル） ￥1,029〈980〉 1セット / 6セット / 36セット

P-2065-MN（ナチュラル） ￥945〈900〉 1セット / 6セット / 36セット

P-2065-SN（ナチュラル） ￥787〈750〉 1セット / 6セット / 72セット

径約50mm バーコードNo.206511

径約50mm バーコードNo.206528

松笠

径約38mm バーコードNo.206535

径約38mm バーコードNo.206542

小 ￥2,100〈2,000〉（100ヶセット） 1セット / 6セット / 24セット

バーコードNo.742903

小 ￥1,050〈1,000〉（36ヶセット） 1セット / 12セット / 48セット

XP-7418
（09）
ゴールド

XP-7418
（10）
スノー

バーコードNo.741944

バーコードNo.741890

バーコードNo.741814

PF

P-2091-A60mm（6ヶセット）

￥892〈850〉

1セット / 144セット
径6cm H3.6cm
バーコードNo.２０9161

［93］

XP-7419-S
（10）
スノー

全長2.5〜3cm

バーコードNo.741807

材質：PE

XP-7419-S
（09）
ゴールド

バーコードNo.742910

バーコードNo.741920

XP-7418
（00）
ナチュラル

橙

XP-7429
（10）
スノー

全長3〜4.5cm

バーコードNo.741937

小 ￥1,260〈1,200〉（100ヶセット） 1セット / 72セット

XP-7429
（09）
ゴールド

バーコードNo.742996

XP-7419-S
（00）
ナチュラル

カラ松

径約31mm バーコードNo.206566

全長2.5〜3cm

XP-7429
（00）
ナチュラル

松笠

径約31mm バーコードNo.206559

ウィンドウボックス入り

P-2091-45mm（12ヶセット）

￥1,050〈1,000〉

1セット / 192セット
径4.5cm H2.6cm
バーコードNo.２０9147

P-2091-30mm（12ヶセット）

￥714〈680〉

1セット / 288セット
径3cm H2.4cm
バーコードNo.２０9130

P-2091-25mm（12ヶセット）

￥556〈530〉

1セット / 360セット
径2.5cm H2cm
バーコードNo.２０9123

P-2091-20mm（12ヶセット）

￥472〈450〉

1セット / 432セット
径2cm H1.2cm
バーコードNo.２０9116

パールボールピック ￥1,260〈1,200〉 （96ヶセット）

ベリーピック

1セット / 12セット / 96セット

実径12mm

全長7cm

◆花

P-7398A （80）
ライラック

P-7398A （30）
ピンク

P-1288-16R
（レッド）
（24ヶセット）

￥630〈600〉

1セット / 360セット
径0.9cm
バーコードNo.128875

P-1288-9R
（レッド）
（48ヶセット）

￥577〈550〉

1セット / 24セット / 384セット
径0.9cm
バーコードNo.128851

P-1288-7R
（レッド）
（48ヶセット）

バーコードNo.739835

P-1288-5R
（レッド）
（72ヶセット）

￥525〈500〉

￥472〈450〉

1セット / 24セット / 480セット
径0.7cm
バーコードNo.128837

1セット / 576セット
径0.5cm
バーコードNo.128813

P-7398A
（10）
ホワイト

P-7398A （60）
グリーン

バーコードNo.738811

1セット / 360セット
径0.9cm
バーコードNo.128882

￥577〈550〉

1セット / 24セット / 384セット
径0.9cm
バーコードNo.128868

￥525〈500〉

（45）
ビューティー

￥472〈450〉

1セット / 24セット / 480セット
径0.7cm
バーコードNo.128844

バーコードNo.739866

パールボールピック
（72ヶセット） ￥840〈800〉

P-1288-16G
P-1288-9G
P-1288-7G
P-1288-5G
（ゴールド）
（24ヶセット） （ゴールド）
（48ヶセット） （ゴールド）
（48ヶセット） （ゴールド）
（72ヶセット）

￥630〈600〉

バーコードNo.739880

P-7398A （55）
キャロット

バーコードNo.739804

1セット / 24セット 実径10mm

（60）
グリーン

（80）
ライラック

1セット / 576セット
径0.5cm
バーコードNo.128820

P-3293A ベリーピック
（48ヶ入り） ￥630〈600〉
1セット / 192セット 径1.2cm

全長7cm

（10）
パール

P-1289-7G
ベリー（ゴールド）
（12ヶセット）

09 ゴールド

バーコードNo.329395

￥73〈70〉12セット / 576セット
径0.7cm 全長8cm
バーコードNo.128943

50 レッド

バーコードNo.329357

（25）
ピーチ

（30）
ピンク

P-7405（45）
ビューティー バーコードNo.740596
P-7405（60）グリーン バーコードNo.740565
P-7405（80）ライラック バーコードNo.740589
P-7405（10）パール バーコードNo.740510

P-7405（20）イエロー バーコードNo.740527
P-7405（25）ピーチ バーコードNo.740572
P-7405（30）ピンク バーコードNo.740534

パールボールピック
（72ヶセット）
￥1,050〈1,000〉 1セット / 24セット 実径12mm

パールボールピック
（24 ヶセット）
￥630〈600〉 1セット / 24セット 実径15mm

XP-7815 ベリーピック（12ヶセット） ￥525〈500〉
1セット / 40セット / 200セット 径1.5cm

P-1289-5G
ベリー（ゴールド）
（12ヶセット）

25 カッパー

￥63〈60〉12セット / 576セット
径0.5cm 全長8cm
バーコードNo.128929

（20）
イエロー

バーコードNo.781575

80 ブラウン

バーコードNo.781582

P-2069-80（6ヶセット）
ビーズピック パープル

￥1,449〈1,380〉

1セット / 32セット / 128セット
全長16cm バーコードNo.206986
材質：アクリルビーズ WI

09 ゴールド

P-7406（10）パール

バーコードNo.781599

バーコードNo.740619

P-7406（30）ピンク

バーコードNo.740633

P-7407（10）パール

バーコードNo.740718

P-7407（30）ピンク

バーコードNo.740732

P-2069-30（6ヶセット）
ビーズピック ピンク

￥1,449〈1,380〉

1セット / 32セット / 128セット
全長16cm バーコードNo.206931
材質：アクリルビーズ WI

P-2070-30（6ヶセット）
プラムピック ピンク

￥1,449〈1,380〉

1セット / 8セット / 96セット
全長13cm 花径約2.5cm
バーコードNo.207037 材質：P WI

P-2069-00（6ヶセット）
ビーズピック クリア

￥1,449〈1,380〉

1セット / 32セット / 128セット
全長16cm バーコードNo.206900
材質：アクリルビーズ WI

P-2069-60（6ヶセット）
ビーズピック グリーン

￥1,449〈1,380〉

1セット / 32セット / 128セット
全長16cm バーコードNo.206962
材質：アクリルビーズ WI

P-2070-15（6ヶセット）
プラムピック シャンパン

￥1,449〈1,380〉

1セット / 8セット / 96セット
全長13cm 花径約2.5cm
バーコードNo.207068 材質：P WI

［94］

