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P-1500-3Ｌ 動作イメージ

※P-1991-10
陶製花器　羽子板　白
￥399〈380〉　1ヶ / 48ヶ
H13cm　W8.5cm　D7cm
バーコードNo.199110

※P-1991-99
陶製花器　羽子板　黒
￥399〈380〉　1ヶ / 48ヶ
H13cm　W8.5cm　D7cm
バーコードNo.199189

※P-1991-50
陶製花器　羽子板　赤
￥399〈380〉　1ヶ / 48ヶ
H13cm　W8.5cm　D7cm
バーコードNo.199158

※P-1991-09
陶製花器　羽子板　金
￥472〈450〉　1ヶ / 48ヶ
H13cm　W8.5cm　D7cm
バーコードNo.199196

※P-1992-10
陶製花器　扇子　白
￥420〈400〉　1ヶ / 48ヶ
H4cm　W16cm　D10cm
バーコードNo.199219

※P-1992-99
陶製花器　扇子　黒
￥420〈400〉　1ヶ / 48ヶ
H4cm　W16cm　D10cm
バーコードNo.199288

※P-1992-09
陶製花器　扇子　金
￥504〈480〉　1ヶ / 48ヶ
H4cm　W16cm　D10cm
バーコードNo.199295

※P-1993-L10
陶製花器　白/金　￥609〈580〉　
1ヶ / 36ヶ　H10cm　W10cm　L10cm
バーコードNo.199325

※P-1993-M10
陶製花器　白/金　￥472〈450〉　
1ヶ / 48ヶ　H8cm　W8cm　L8cm
バーコードNo.199349

※P-6643-L　陶製花器
￥1,575〈1,500〉　1ヶ / 12ヶ
H18cm　径12.5cm
バーコードNo.664359

※P-6643-M　陶製花器
￥1,050〈1,000〉　1ヶ / 24ヶ
H13cm　径11.5cm 
バーコードNo.664342

※P-1993-M99
陶製花器　黒/金　￥472〈450〉　
1ヶ / 48ヶ　H8cm　W8cm　L8cm
バーコードNo.199332

※P-1993-L99
陶製花器　黒/金　￥609〈580〉　
1ヶ / 36ヶ　H10cm　W10cm　L10cm
バーコードNo.199318

■使用部材：Ｐ-1991-09／陶花器　羽子板　金、Ｐ-1039／干支（3Ｐ）、Ｐ-2084×1／豆松（12Ｐ）、
Ｐ-1235-40／ちりめん梅、Ｐ-1308-Ｄ162／砂子水引　赤金、Ｐ-1584-Ｄ111／煌水引　金、P-1856-S／木製花台S

■使用部材（左）：Ｐ-1992-09／陶花器　扇　金、Ｐ-1306-Ｄ25／色水引　うす紫、Ｐ-1307-Ｄ115／光水引　時、
Ｐ-1776-Ｗ／ベリー（12P）、Ｐ-2088／五葉松（3P）、Ｐ-1945-Ｍ／ちりめん手毬スプレー（2P）、P-1855-L／木製花台L

■使用部材（右）：Ｐ-1992-10／陶花器　扇　白、Ｐ-1584-D115／煌水引　赤、Ｐ-1307-Ｄ115／光水引　時、
Ｐ-1736-40／ベリー（12P）、Ｐ-2088／五葉松（3P）、Ｐ-1945-Ｍ／ちりめん手毬スプレー（2P）、P-1855-L／木製花台L
参考／プリザーブド　ローズ
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※P-1991-10
陶製花器　羽子板　白
￥399〈380〉　1ヶ / 48ヶ
H13cm　W8.5cm　D7cm
バーコードNo.199110

※P-1991-99
陶製花器　羽子板　黒
￥399〈380〉　1ヶ / 48ヶ
H13cm　W8.5cm　D7cm
バーコードNo.199189

※P-1991-50
陶製花器　羽子板　赤
￥399〈380〉　1ヶ / 48ヶ
H13cm　W8.5cm　D7cm
バーコードNo.199158

※P-1991-09
陶製花器　羽子板　金
￥472〈450〉　1ヶ / 48ヶ
H13cm　W8.5cm　D7cm
バーコードNo.199196

※P-1992-10
陶製花器　扇子　白
￥420〈400〉　1ヶ / 48ヶ
H4cm　W16cm　D10cm
バーコードNo.199219

※P-1992-99
陶製花器　扇子　黒
￥420〈400〉　1ヶ / 48ヶ
H4cm　W16cm　D10cm
バーコードNo.199288

※P-1992-09
陶製花器　扇子　金
￥504〈480〉　1ヶ / 48ヶ
H4cm　W16cm　D10cm
バーコードNo.199295

※P-1993-L10
陶製花器　白/金　￥609〈580〉　
1ヶ / 36ヶ　H10cm　W10cm　L10cm
バーコードNo.199325

※P-1993-M10
陶製花器　白/金　￥472〈450〉　
1ヶ / 48ヶ　H8cm　W8cm　L8cm
バーコードNo.199349

※P-6643-L　陶製花器
￥1,575〈1,500〉　1ヶ / 12ヶ
H18cm　径12.5cm
バーコードNo.664359

※P-6643-M　陶製花器
￥1,050〈1,000〉　1ヶ / 24ヶ
H13cm　径11.5cm 
バーコードNo.664342

※P-1993-M99
陶製花器　黒/金　￥472〈450〉　
1ヶ / 48ヶ　H8cm　W8cm　L8cm
バーコードNo.199332

※P-1993-L99
陶製花器　黒/金　￥609〈580〉　
1ヶ / 36ヶ　H10cm　W10cm　L10cm
バーコードNo.199318

■使用部材：Ｐ-1991-09／陶花器　羽子板　金、Ｐ-1039／干支（3Ｐ）、Ｐ-2084×1／豆松（12Ｐ）、
Ｐ-1235-40／ちりめん梅、Ｐ-1308-Ｄ162／砂子水引　赤金、Ｐ-1584-Ｄ111／煌水引　金、P-1856-S／木製花台S

■使用部材（左）：Ｐ-1992-09／陶花器　扇　金、Ｐ-1306-Ｄ25／色水引　うす紫、Ｐ-1307-Ｄ115／光水引　時、
Ｐ-1776-Ｗ／ベリー（12P）、Ｐ-2088／五葉松（3P）、Ｐ-1945-Ｍ／ちりめん手毬スプレー（2P）、P-1855-L／木製花台L

■使用部材（右）：Ｐ-1992-10／陶花器　扇　白、Ｐ-1584-D115／煌水引　赤、Ｐ-1307-Ｄ115／光水引　時、
Ｐ-1736-40／ベリー（12P）、Ｐ-2088／五葉松（3P）、Ｐ-1945-Ｍ／ちりめん手毬スプレー（2P）、P-1855-L／木製花台L
参考／プリザーブド　ローズ
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※P-1967-MB　陶製花器　黒
￥682〈650〉　1ヶ / 24ヶ 
W30.5cm　D6cm　H7cm
バーコードNo.196737

※P-1967-MW　陶製花器　白
￥682〈650〉　1ヶ / 24ヶ 
W30.5cm　D6cm　H7cm
バーコードNo.196744

※P-1967-LB　陶製花器　黒
￥1,050〈1,000〉　1ヶ / 12ヶ 
W44.5cm　D6.5cm　H8.5cm
バーコードNo.196713

※P-1967-LW　陶製花器　白
￥1,050〈1,000〉　1ヶ / 12ヶ 
W44.5cm　D6.5cm　H8.5cm
バーコードNo.196720

LW　白

LB　黒

SW　白

SB　黒

※P-1968-LB　陶製花器　黒
￥577〈550〉　1ヶ / 24ヶ 
W18.5cm　D7.5cm　H9cm
バーコードNo.196812

※P-1968-LW　陶製花器　白
￥577〈550〉　1ヶ / 24ヶ 
W18.5cm　D7.5cm　H9cm
バーコードNo.196829

※P-1968-SW　陶製花器　白
￥315〈300〉　1ヶ / 6ヶ / 48ヶ
W13cm　D5cm　H6cm
バーコードNo.196843

※P-1968-SB　陶製花器　黒
￥315〈300〉　1ヶ / 6ヶ / 48ヶ
W13cm　D5cm　H6cm
バーコードNo.196836

※P-1934-LB　陶製花器　
￥1,050〈1,000〉　1ヶ / 12ヶ
H15cm　W26cm　D5cm
バーコードNo.193415

※P-1934-LW　陶製花器　
￥1,050〈1,000〉　1ヶ / 12ヶ
H15cm　W26cm　D5cm
バーコードNo.193422

※P-1934-SB　陶製花器　
￥630〈600〉　1ヶ / 24ヶ
H12cm　W20.5cm　D4.5cm
バーコードNo.193439

※P-1934-SW　陶製花器　
￥630〈600〉　1ヶ / 24ヶ
H12cm　W20.5cm　D4.5cm
バーコードNo.193446

※P-1977-W　陶製花器　白
￥1,575〈1,500〉　1ヶ / 6ヶ
H7cm　W34cm　D9cm　バーコードNo.197710

※P-1977-B　陶製花器　黒
￥1,575〈1,500〉　1ヶ / 6ヶ
H7cm　W34cm　D9cm　バーコードNo.197796

※P-1963-B　庭のある花器　黒 （細かい白石付）
￥1,365〈1,300〉　1ヶ / 24ヶ
W22cm　D13.6cm　H5.5cm　バーコードNo.196393

※P-1975-B　庭のある花器　黒 （細かい白石付）
￥1,260〈1,200〉　1ヶ / 6ヶ
W28.5cm　D11cm　H8.5cm　バーコードNo.197598

※P-1931-LW　陶製花器　白
￥1,365〈1,300〉　1ヶ / 12ヶ
H20.5cm　W18cm　D7.5cm
バーコードNo.193125

※P-1931-LB　陶製花器　黒
￥1,365〈1,300〉　1ヶ / 12ヶ
H20.5cm　W18cm　D7.5cm
バーコードNo.193118

※P-1931-SW　陶製花器　白
￥577〈550〉　1ヶ / 24ヶ
H15cm　W13cm　D5.5cm
バーコードNo.193149

※P-1931-SB　陶製花器　黒
￥577〈550〉　1ヶ / 24ヶ
H15cm　W13cm　D5.5cm
バーコードNo.193132

※P-1932-SB　陶製花器　黒
￥420〈400〉　1ヶ / 48ヶ
H10cm　W15cm　D3.5cm 
バーコードNo.193255

※P-1932-MB　陶製花器　黒
￥630〈600〉　1ヶ / 24ヶ
H12cm　W19.5cm　D4.5cm 
バーコードNo.193231

※P-1932-LW　陶製花器　白
￥1,050〈1,000〉　1ヶ / 12ヶ
H15cm　W23cm　D6cm バーコードNo.193224

※P-1932-LB　陶製花器　黒
￥1,050〈1,000〉　1ヶ / 12ヶ
H15cm　W23cm　D6cm バーコードNo.193217

※P-1961-LW　陶製花器　白
￥630〈600〉　3ヶ / 24ヶ
H6cm　W24cm　D5.5cm バーコードNo.196126

※P-1961-LB　陶製花器　黒
￥630〈600〉　3ヶ / 24ヶ
H6cm　W24cm　Ｄ5.5cm　バーコードNo.196119

※P-1961-SW　陶製花器　白
￥294〈280〉　6ヶ / 48ヶ
H4.8cm　W15.5cm　D4.5cm
バーコードNo.196140

※P-1961-SB　陶製花器　黒
￥294〈280〉　6ヶ / 48ヶ
H4.8cm　W15.5cm　D4.5cm
バーコードNo.196133

※P-1914-L10
陶製花器　白
￥609〈580〉　1ヶ / 36ヶ
H6cm　W20.5cm　D7cm
バーコードNo.191411

※P-1914-S10
陶製花器　白
￥399〈380〉　1ヶ / 72ヶ
H4.8cm　W14.5cm　D5cm
バーコードNo.191428

※P-1914-S99
陶製花器　黒
￥399〈380〉　1ヶ / 72ヶ
H4.8cm　W14.5cm　D5cm
バーコードNo.191442

※P-1914-L99
陶製花器　黒
￥609〈580〉　1ヶ / 36ヶ
H6cm　W20.5cm　D7cm
バーコードNo.191435
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※P-1967-MB　陶製花器　黒
￥682〈650〉　1ヶ / 24ヶ 
W30.5cm　D6cm　H7cm
バーコードNo.196737

※P-1967-MW　陶製花器　白
￥682〈650〉　1ヶ / 24ヶ 
W30.5cm　D6cm　H7cm
バーコードNo.196744

※P-1967-LB　陶製花器　黒
￥1,050〈1,000〉　1ヶ / 12ヶ 
W44.5cm　D6.5cm　H8.5cm
バーコードNo.196713

※P-1967-LW　陶製花器　白
￥1,050〈1,000〉　1ヶ / 12ヶ 
W44.5cm　D6.5cm　H8.5cm
バーコードNo.196720

LW　白

LB　黒

SW　白

SB　黒

※P-1968-LB　陶製花器　黒
￥577〈550〉　1ヶ / 24ヶ 
W18.5cm　D7.5cm　H9cm
バーコードNo.196812

※P-1968-LW　陶製花器　白
￥577〈550〉　1ヶ / 24ヶ 
W18.5cm　D7.5cm　H9cm
バーコードNo.196829

※P-1968-SW　陶製花器　白
￥315〈300〉　1ヶ / 6ヶ / 48ヶ
W13cm　D5cm　H6cm
バーコードNo.196843

※P-1968-SB　陶製花器　黒
￥315〈300〉　1ヶ / 6ヶ / 48ヶ
W13cm　D5cm　H6cm
バーコードNo.196836

※P-1934-LB　陶製花器　
￥1,050〈1,000〉　1ヶ / 12ヶ
H15cm　W26cm　D5cm
バーコードNo.193415

※P-1934-LW　陶製花器　
￥1,050〈1,000〉　1ヶ / 12ヶ
H15cm　W26cm　D5cm
バーコードNo.193422

※P-1934-SB　陶製花器　
￥630〈600〉　1ヶ / 24ヶ
H12cm　W20.5cm　D4.5cm
バーコードNo.193439

※P-1934-SW　陶製花器　
￥630〈600〉　1ヶ / 24ヶ
H12cm　W20.5cm　D4.5cm
バーコードNo.193446

※P-1977-W　陶製花器　白
￥1,575〈1,500〉　1ヶ / 6ヶ
H7cm　W34cm　D9cm　バーコードNo.197710

※P-1977-B　陶製花器　黒
￥1,575〈1,500〉　1ヶ / 6ヶ
H7cm　W34cm　D9cm　バーコードNo.197796

※P-1963-B　庭のある花器　黒 （細かい白石付）
￥1,365〈1,300〉　1ヶ / 24ヶ
W22cm　D13.6cm　H5.5cm　バーコードNo.196393

※P-1975-B　庭のある花器　黒 （細かい白石付）
￥1,260〈1,200〉　1ヶ / 6ヶ
W28.5cm　D11cm　H8.5cm　バーコードNo.197598

※P-1931-LW　陶製花器　白
￥1,365〈1,300〉　1ヶ / 12ヶ
H20.5cm　W18cm　D7.5cm
バーコードNo.193125

※P-1931-LB　陶製花器　黒
￥1,365〈1,300〉　1ヶ / 12ヶ
H20.5cm　W18cm　D7.5cm
バーコードNo.193118

※P-1931-SW　陶製花器　白
￥577〈550〉　1ヶ / 24ヶ
H15cm　W13cm　D5.5cm
バーコードNo.193149

※P-1931-SB　陶製花器　黒
￥577〈550〉　1ヶ / 24ヶ
H15cm　W13cm　D5.5cm
バーコードNo.193132

※P-1932-SB　陶製花器　黒
￥420〈400〉　1ヶ / 48ヶ
H10cm　W15cm　D3.5cm 
バーコードNo.193255

※P-1932-MB　陶製花器　黒
￥630〈600〉　1ヶ / 24ヶ
H12cm　W19.5cm　D4.5cm 
バーコードNo.193231

※P-1932-LW　陶製花器　白
￥1,050〈1,000〉　1ヶ / 12ヶ
H15cm　W23cm　D6cm バーコードNo.193224

※P-1932-LB　陶製花器　黒
￥1,050〈1,000〉　1ヶ / 12ヶ
H15cm　W23cm　D6cm バーコードNo.193217

※P-1961-LW　陶製花器　白
￥630〈600〉　3ヶ / 24ヶ
H6cm　W24cm　D5.5cm バーコードNo.196126

※P-1961-LB　陶製花器　黒
￥630〈600〉　3ヶ / 24ヶ
H6cm　W24cm　Ｄ5.5cm　バーコードNo.196119

※P-1961-SW　陶製花器　白
￥294〈280〉　6ヶ / 48ヶ
H4.8cm　W15.5cm　D4.5cm
バーコードNo.196140

※P-1961-SB　陶製花器　黒
￥294〈280〉　6ヶ / 48ヶ
H4.8cm　W15.5cm　D4.5cm
バーコードNo.196133

※P-1914-L10
陶製花器　白
￥609〈580〉　1ヶ / 36ヶ
H6cm　W20.5cm　D7cm
バーコードNo.191411

※P-1914-S10
陶製花器　白
￥399〈380〉　1ヶ / 72ヶ
H4.8cm　W14.5cm　D5cm
バーコードNo.191428

※P-1914-S99
陶製花器　黒
￥399〈380〉　1ヶ / 72ヶ
H4.8cm　W14.5cm　D5cm
バーコードNo.191442

※P-1914-L99
陶製花器　黒
￥609〈580〉　1ヶ / 36ヶ
H6cm　W20.5cm　D7cm
バーコードNo.191435
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P-1454-LB
敷畳　黒（3ヶセット）
￥1,417〈1,350〉
1セット / 48セット
Ｗ25cm　D18cm
バーコードNo.145414
材質：PP　イグサ

P-1454-MB
敷畳　黒（3ヶセット）
￥724〈690〉
1セット / 48セット
Ｗ18cm　D13cm
バーコードNo.145438
材質：PP　イグサ

P-1454-SB
敷畳　黒（3ヶセット）
￥504〈480〉
1セット / 160セット
Ｗ13cm　D9cm
バーコードNo.145452
材質：PP　イグサ

P-1454-LR
敷畳　赤（3ヶセット）
￥1,417〈1,350〉
1セット / 48セット
Ｗ25cm　D18cm
バーコードNo.145421
材質：PP　イグサ

P-1454-MR
敷畳　赤（3ヶセット）
￥724〈690〉
1セット / 48セット
Ｗ18cm　D13cm
バーコードNo.145445
材質：PP　イグサ

P-1454-SR
敷畳　赤（3ヶセット）
￥504〈480〉
1セット / 160セット
Ｗ13cm　D9cm
バーコードNo.145469
材質：PP　イグサ

P-1391-3S　花台（正方形）
￥157〈150〉　12ヶ / 480ヶ
6.5cm角　バーコードNo.839115
材質：MDF　イグサ

※P-1908-LBR　陶製花器　
舟型　赤黒
￥1,260〈1,200〉　1ヶ / 12ヶ
H9cm　W48cm　D7cm　
バーコードNo.190810

※P-1908-LR　陶製花器　
舟型　赤
￥1,050〈1,000〉　1ヶ / 12ヶ
H9cm　W48cm　D7cm　
バーコードNo.890871

※P-1908-2MBR
陶製花器　舟型　赤黒
￥682〈650〉　1ヶ / 24ヶ
H7.5cm　W33cm　D7.5cm　
バーコードNo.890864

※P-1908-2MR
陶製花器　舟型　赤
￥682〈650〉　1ヶ / 24ヶ
H7.5cm　W33cm　D7.5cm　
バーコードNo.190858

※P-1972-B　陶製花台　円形　黒
￥399〈380〉　6ヶ / 48ヶ　H0.7cm　径13cm　
バーコードNo.197215

※P-1972-R　陶製花台　円形　赤
￥399〈380〉　6ヶ / 48ヶ　H0.7cm　径13cm　
バーコードNo.197222

※P-1973-R　陶製花台　扇形　赤
￥399〈380〉　6ヶ / 48ヶ　
H0.7cm　W19cm　D10cm　
バーコードNo.197321

※P-1971-B　陶製花台　長方形　黒
￥399〈380〉　6ヶ / 48ヶ　H0.7cm　Ｗ18cm　Ｄ11cm
バーコードNo.197116

※P-1971-R　陶製花台　長方形　赤
￥399〈380〉　6ヶ / 48ヶ　H0.7cm　Ｗ18cm　Ｄ11cm　
バーコードNo.197123

※P-1973-B　陶製花台　扇形　黒
￥399〈380〉　6ヶ / 48ヶ
H0.7cm　W19cm　D10cm　
バーコードNo.197314

※P-1964-LBR　陶製花器　
変形舟型　赤黒
￥1,029〈980〉　1ヶ / 16ヶ
H9cm　W30cm　D7.5cm　
バーコードNo.196416

※P-1964-LR　陶製花器　
変形舟型　赤
￥1,029〈980〉　1ヶ / 16ヶ
H9cm　W30cm　D7.5cm　
バーコードNo.196423

※P-1964-SR　陶製花器　
変形舟型　赤
￥315〈300〉　4ヶ / 48ヶ
H6cm　W15.5cm　D4.5cmバーコードNo.196461

※P-1964-SBR　陶製花器　
変形舟型　赤黒
￥315〈300〉　4ヶ / 48ヶ
H6cm　W15.5cm　D4.5cm　バーコードNo.196454

※P-1964-MR　陶製花器　
変形舟型　赤
￥525〈500〉　2ヶ / 24ヶ
H7.5cm　Ｗ23cm　D5.5cmバーコードNo.196447

※P-1964-MBR　陶製花器　
変形舟型　赤黒
￥525〈500〉　2ヶ / 24ヶ
H7.5cm　Ｗ23cm　D5.5cm　バーコードNo.196430

※P-1910-LR
陶製花器　枡型　赤
￥420〈400〉　6ヶ / 24ヶ
11cm角　H6.2cm
バーコードNo.891014

※P-1910-MR
陶製花器　枡型　赤
￥315〈300〉　6ヶ / 48ヶ
8cm角　H6cm
バーコードNo.891038

※P-1910-SR
陶製花器　枡型　赤
￥262〈250〉　6ヶ / 96ヶ
5.5cm角　H4.3cm
バーコードNo.891052

※P-1910-LBR
陶製花器　枡型　赤黒
￥420〈400〉　6ヶ / 24ヶ
11cm角　H6.2cm
バーコードNo.191022

※P-1910-MBR
陶製花器　枡型　赤黒
￥367〈350〉　6ヶ / 48ヶ
8cm角　H6cm
バーコードNo.191039

※P-1910-SBR
陶製花器　枡型　赤黒
￥315〈300〉　6ヶ / 96ヶ
5.5cm角　H4.3cm
バーコードNo.191015

※P-1855-L　木製花台　L
￥556〈530〉　1ヶ / 3ヶ / 36ヶ
W18cm　H0.8cm　D30cm
バーコードNo.185557　材質：MDF

※P-1854-MB　
羽子板スタンド　黒
￥735〈700〉　
1ヶ / 12ヶ / 120ヶ
W12cm　H23.5cm　
バーコードNo.185427
材質：MDF

※P-1854-MR　
羽子板スタンド　赤
￥735〈700〉　
1ヶ / 12ヶ / 120ヶ
W12cm　H23.5cm　
バーコードNo.185410
材質：MDF

※P-1854-SB　
羽子板スタンド　黒
￥630〈600〉　
1ヶ / 12ヶ / 156ヶ
W9cm　H17.5cm　
バーコードNo.185441
材質：MDF

※P-1854-SR　
羽子板スタンド　赤
￥630〈600〉　
1ヶ / 12ヶ / 156ヶ
W9cm　H17.5cm　
バーコードNo.185434
材質：MDF

※P-1855-M　木製花台　M
￥420〈400〉　1ヶ / 6ヶ / 48ヶ
W14cm　H0.8cm　D23cm
バーコードNo.185540　材質：MDF

※P-1855-S　木製花台　S
￥346〈330〉　1ヶ / 6ヶ / 60ヶ
W11cm　H0.5cm　D18cm
バーコードNo.185533　材質：MDF

※P-1855-SS　木製花台　SS
￥294〈280〉　1ヶ / 6ヶ / 72ヶ
W8cm　H0.5cm　D13cm
バーコードNo.185526　材質：MDF

※P-1856-L　木製花台　L
￥682〈650〉　1ヶ / 3ヶ / 36ヶ
W18.3cm　H0.8cm　D30cm
バーコードNo.185656　材質：MDF

※P-1857-L　木製花台　L
￥682〈650〉　1ヶ / 3ヶ / 36ヶ
W16cm　H1.9cm　D30cm　
バーコードNo.185755　材質：MDF

※P-1856-M　木製花台　M
￥556〈530〉　1ヶ / 6ヶ / 48ヶ
W14cm　H0.5cm　D23cm
バーコードNo.185649　材質：MDF

※P-1856-S　木製花台　S
￥399〈380〉　1ヶ / 6ヶ / 60ヶ
W11cm　H0.5cm　D18cm
バーコードNo.185632　材質：MDF

※P-1856-SS　木製花台　SS
￥346〈330〉　1ヶ / 6ヶ / 72ヶ
W8cm　H0.5cm　D13cm
バーコードNo.185525　材質：MDF

※P-1857-S　木製花台　S
￥504〈480〉　1ヶ / 6ヶ / 60ヶ
W12cm　H1.7cm　D20cm　
バーコードNo.185731　材質：MDF

※P-1857-SS　木製花台　SS
￥399〈380〉　1ヶ / 6ヶ / 72ヶ
W9cm　H1.5cm　D15cm　
バーコードNo.185724　材質：MDF

※花台は、アレンジベースとしても使っていただけます。
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P-1454-LB
敷畳　黒（3ヶセット）
￥1,417〈1,350〉
1セット / 48セット
Ｗ25cm　D18cm
バーコードNo.145414
材質：PP　イグサ

P-1454-MB
敷畳　黒（3ヶセット）
￥724〈690〉
1セット / 48セット
Ｗ18cm　D13cm
バーコードNo.145438
材質：PP　イグサ

P-1454-SB
敷畳　黒（3ヶセット）
￥504〈480〉
1セット / 160セット
Ｗ13cm　D9cm
バーコードNo.145452
材質：PP　イグサ

P-1454-LR
敷畳　赤（3ヶセット）
￥1,417〈1,350〉
1セット / 48セット
Ｗ25cm　D18cm
バーコードNo.145421
材質：PP　イグサ

P-1454-MR
敷畳　赤（3ヶセット）
￥724〈690〉
1セット / 48セット
Ｗ18cm　D13cm
バーコードNo.145445
材質：PP　イグサ

P-1454-SR
敷畳　赤（3ヶセット）
￥504〈480〉
1セット / 160セット
Ｗ13cm　D9cm
バーコードNo.145469
材質：PP　イグサ

P-1391-3S　花台（正方形）
￥157〈150〉　12ヶ / 480ヶ
6.5cm角　バーコードNo.839115
材質：MDF　イグサ

※P-1908-LBR　陶製花器　
舟型　赤黒
￥1,260〈1,200〉　1ヶ / 12ヶ
H9cm　W48cm　D7cm　
バーコードNo.190810

※P-1908-LR　陶製花器　
舟型　赤
￥1,050〈1,000〉　1ヶ / 12ヶ
H9cm　W48cm　D7cm　
バーコードNo.890871

※P-1908-2MBR
陶製花器　舟型　赤黒
￥682〈650〉　1ヶ / 24ヶ
H7.5cm　W33cm　D7.5cm　
バーコードNo.890864

※P-1908-2MR
陶製花器　舟型　赤
￥682〈650〉　1ヶ / 24ヶ
H7.5cm　W33cm　D7.5cm　
バーコードNo.190858

※P-1972-B　陶製花台　円形　黒
￥399〈380〉　6ヶ / 48ヶ　H0.7cm　径13cm　
バーコードNo.197215

※P-1972-R　陶製花台　円形　赤
￥399〈380〉　6ヶ / 48ヶ　H0.7cm　径13cm　
バーコードNo.197222

※P-1973-R　陶製花台　扇形　赤
￥399〈380〉　6ヶ / 48ヶ　
H0.7cm　W19cm　D10cm　
バーコードNo.197321

※P-1971-B　陶製花台　長方形　黒
￥399〈380〉　6ヶ / 48ヶ　H0.7cm　Ｗ18cm　Ｄ11cm
バーコードNo.197116

※P-1971-R　陶製花台　長方形　赤
￥399〈380〉　6ヶ / 48ヶ　H0.7cm　Ｗ18cm　Ｄ11cm　
バーコードNo.197123

※P-1973-B　陶製花台　扇形　黒
￥399〈380〉　6ヶ / 48ヶ
H0.7cm　W19cm　D10cm　
バーコードNo.197314

※P-1964-LBR　陶製花器　
変形舟型　赤黒
￥1,029〈980〉　1ヶ / 16ヶ
H9cm　W30cm　D7.5cm　
バーコードNo.196416

※P-1964-LR　陶製花器　
変形舟型　赤
￥1,029〈980〉　1ヶ / 16ヶ
H9cm　W30cm　D7.5cm　
バーコードNo.196423

※P-1964-SR　陶製花器　
変形舟型　赤
￥315〈300〉　4ヶ / 48ヶ
H6cm　W15.5cm　D4.5cmバーコードNo.196461

※P-1964-SBR　陶製花器　
変形舟型　赤黒
￥315〈300〉　4ヶ / 48ヶ
H6cm　W15.5cm　D4.5cm　バーコードNo.196454

※P-1964-MR　陶製花器　
変形舟型　赤
￥525〈500〉　2ヶ / 24ヶ
H7.5cm　Ｗ23cm　D5.5cmバーコードNo.196447

※P-1964-MBR　陶製花器　
変形舟型　赤黒
￥525〈500〉　2ヶ / 24ヶ
H7.5cm　Ｗ23cm　D5.5cm　バーコードNo.196430

※P-1910-LR
陶製花器　枡型　赤
￥420〈400〉　6ヶ / 24ヶ
11cm角　H6.2cm
バーコードNo.891014

※P-1910-MR
陶製花器　枡型　赤
￥315〈300〉　6ヶ / 48ヶ
8cm角　H6cm
バーコードNo.891038

※P-1910-SR
陶製花器　枡型　赤
￥262〈250〉　6ヶ / 96ヶ
5.5cm角　H4.3cm
バーコードNo.891052

※P-1910-LBR
陶製花器　枡型　赤黒
￥420〈400〉　6ヶ / 24ヶ
11cm角　H6.2cm
バーコードNo.191022

※P-1910-MBR
陶製花器　枡型　赤黒
￥367〈350〉　6ヶ / 48ヶ
8cm角　H6cm
バーコードNo.191039

※P-1910-SBR
陶製花器　枡型　赤黒
￥315〈300〉　6ヶ / 96ヶ
5.5cm角　H4.3cm
バーコードNo.191015

※P-1855-L　木製花台　L
￥556〈530〉　1ヶ / 3ヶ / 36ヶ
W18cm　H0.8cm　D30cm
バーコードNo.185557　材質：MDF

※P-1854-MB　
羽子板スタンド　黒
￥735〈700〉　
1ヶ / 12ヶ / 120ヶ
W12cm　H23.5cm　
バーコードNo.185427
材質：MDF

※P-1854-MR　
羽子板スタンド　赤
￥735〈700〉　
1ヶ / 12ヶ / 120ヶ
W12cm　H23.5cm　
バーコードNo.185410
材質：MDF

※P-1854-SB　
羽子板スタンド　黒
￥630〈600〉　
1ヶ / 12ヶ / 156ヶ
W9cm　H17.5cm　
バーコードNo.185441
材質：MDF

※P-1854-SR　
羽子板スタンド　赤
￥630〈600〉　
1ヶ / 12ヶ / 156ヶ
W9cm　H17.5cm　
バーコードNo.185434
材質：MDF

※P-1855-M　木製花台　M
￥420〈400〉　1ヶ / 6ヶ / 48ヶ
W14cm　H0.8cm　D23cm
バーコードNo.185540　材質：MDF

※P-1855-S　木製花台　S
￥346〈330〉　1ヶ / 6ヶ / 60ヶ
W11cm　H0.5cm　D18cm
バーコードNo.185533　材質：MDF

※P-1855-SS　木製花台　SS
￥294〈280〉　1ヶ / 6ヶ / 72ヶ
W8cm　H0.5cm　D13cm
バーコードNo.185526　材質：MDF

※P-1856-L　木製花台　L
￥682〈650〉　1ヶ / 3ヶ / 36ヶ
W18.3cm　H0.8cm　D30cm
バーコードNo.185656　材質：MDF

※P-1857-L　木製花台　L
￥682〈650〉　1ヶ / 3ヶ / 36ヶ
W16cm　H1.9cm　D30cm　
バーコードNo.185755　材質：MDF

※P-1856-M　木製花台　M
￥556〈530〉　1ヶ / 6ヶ / 48ヶ
W14cm　H0.5cm　D23cm
バーコードNo.185649　材質：MDF

※P-1856-S　木製花台　S
￥399〈380〉　1ヶ / 6ヶ / 60ヶ
W11cm　H0.5cm　D18cm
バーコードNo.185632　材質：MDF

※P-1856-SS　木製花台　SS
￥346〈330〉　1ヶ / 6ヶ / 72ヶ
W8cm　H0.5cm　D13cm
バーコードNo.185525　材質：MDF

※P-1857-S　木製花台　S
￥504〈480〉　1ヶ / 6ヶ / 60ヶ
W12cm　H1.7cm　D20cm　
バーコードNo.185731　材質：MDF

※P-1857-SS　木製花台　SS
￥399〈380〉　1ヶ / 6ヶ / 72ヶ
W9cm　H1.5cm　D15cm　
バーコードNo.185724　材質：MDF

※花台は、アレンジベースとしても使っていただけます。
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注意：装飾用ですので食器には使えません。　※天然の竹の性質上、乾燥した場所に長時間置きますと割れる事があります。納品は10月末ごろになります。 ※天然の竹を使用していますので、太さ（径）に差がある事があります。※納品は10月末ごろになります。

P-1199-L　竹壁掛け長方形L
グリッター付
￥556〈530〉　1ヶ / 80ヶ
W18cm　H30cm　D4cm
バーコードNo.119958

P-1199-S　竹壁掛け長方形S
グリッター付
￥451〈430〉　1ヶ / 80ヶ
W13.5cm　H23cm　D4cm
バーコードNo.119934

Ｐ-1198-L　竹壁掛け正方形L
グリッター付
￥556〈530〉　1ヶ / 80ヶ
W21cm　H21cm　D4cm
バーコードNo.119859

P-1198-S　竹壁掛け正方形S
グリッター付
￥451〈430〉　1ヶ / 80ヶ
W16cm　H16cm　D4cm
バーコードNo.119835

P-1199-LR　竹壁掛け長方形L
グリッター付
￥556〈530〉　1ヶ / 80ヶ
W18cm　H30cm　D4cm
バーコードNo.119910

P-1199-SR　竹壁掛け長方形S
グリッター付
￥451〈430〉　1ヶ / 80ヶ
W13.5cm　H23cm　D4cm
バーコードNo.119927

Ｐ-1198-LR　竹壁掛け正方形L
グリッター付
￥556〈530〉　1ヶ / 80ヶ
W21cm　H21cm　D4cm
バーコードNo.119811

P-1198-SR　竹壁掛け正方形S
グリッター付
￥451〈430〉　1ヶ / 80ヶ
W16cm　H16cm　D4cm
バーコードNo.119828

※ライナーが付いているので生花にも使えます。

P-1200-B　黒　グリッター付　ライナー付
￥504〈480〉　1ヶ / 72ヶ
W15cm　H6.5cm　D15cm
バーコードNo.120091

Ｐ-1200-Ｒ　赤　グリッター付　ライナー付
￥504〈480〉　1ヶ / 72ヶ
W15cm　H6.5cm　D15cm
バーコードNo.120053

Ｐ-1200-GＲ　緑　ライナー付
￥504〈480〉　1ヶ / 72ヶ
W15cm　H6.5cm　D15cm
バーコードNo.120060

P-1200-LG　緑　ライナー付
￥735〈700〉　1ヶ / 60ヶ
W17cm　H7.2cm　D17cm
バーコードNo.120015

P-1200-LB　黒　グリッター付　ライナー付
￥735〈700〉　1ヶ / 60ヶ
W17cm　H7.2cm　D17cm
バーコードNo.120022

P-1200-LR　赤　グリッター付　ライナー付
￥735〈700〉　1ヶ / 60ヶ
W17cm　H7.2cm　D17cm
バーコードNo.120039

W8cm

H5cm

D8cm

●Ｐ-1200-Ｌシリーズの
　ライナーサイズ

W6cm

H4.5cm

D5cm

●Ｐ-1200シリーズの
　ライナーサイズ

■使用部材：P-1200-GR／竹花器　緑、P-1758-60／バンブーリーフ（6Ｐ）、参考／プリザーブド　ローズ&リーフ

■使用部材：Ｐ-1198-ＬＲ／竹壁掛け正方形Ｌ　赤、Ｐ-1235-30／ちりめん梅、Ｐ-1235-40／ちりめん梅、Ｐ-1405-Ｄ129／スタンダード水引　金、Ｐ-1172-ＳＧ／水引手毬（6Ｐ）
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注意：装飾用ですので食器には使えません。　※天然の竹の性質上、乾燥した場所に長時間置きますと割れる事があります。納品は10月末ごろになります。 ※天然の竹を使用していますので、太さ（径）に差がある事があります。※納品は10月末ごろになります。

P-1199-L　竹壁掛け長方形L
グリッター付
￥556〈530〉　1ヶ / 80ヶ
W18cm　H30cm　D4cm
バーコードNo.119958

P-1199-S　竹壁掛け長方形S
グリッター付
￥451〈430〉　1ヶ / 80ヶ
W13.5cm　H23cm　D4cm
バーコードNo.119934

Ｐ-1198-L　竹壁掛け正方形L
グリッター付
￥556〈530〉　1ヶ / 80ヶ
W21cm　H21cm　D4cm
バーコードNo.119859

P-1198-S　竹壁掛け正方形S
グリッター付
￥451〈430〉　1ヶ / 80ヶ
W16cm　H16cm　D4cm
バーコードNo.119835

P-1199-LR　竹壁掛け長方形L
グリッター付
￥556〈530〉　1ヶ / 80ヶ
W18cm　H30cm　D4cm
バーコードNo.119910

P-1199-SR　竹壁掛け長方形S
グリッター付
￥451〈430〉　1ヶ / 80ヶ
W13.5cm　H23cm　D4cm
バーコードNo.119927

Ｐ-1198-LR　竹壁掛け正方形L
グリッター付
￥556〈530〉　1ヶ / 80ヶ
W21cm　H21cm　D4cm
バーコードNo.119811

P-1198-SR　竹壁掛け正方形S
グリッター付
￥451〈430〉　1ヶ / 80ヶ
W16cm　H16cm　D4cm
バーコードNo.119828

※ライナーが付いているので生花にも使えます。

P-1200-B　黒　グリッター付　ライナー付
￥504〈480〉　1ヶ / 72ヶ
W15cm　H6.5cm　D15cm
バーコードNo.120091

Ｐ-1200-Ｒ　赤　グリッター付　ライナー付
￥504〈480〉　1ヶ / 72ヶ
W15cm　H6.5cm　D15cm
バーコードNo.120053

Ｐ-1200-GＲ　緑　ライナー付
￥504〈480〉　1ヶ / 72ヶ
W15cm　H6.5cm　D15cm
バーコードNo.120060

P-1200-LG　緑　ライナー付
￥735〈700〉　1ヶ / 60ヶ
W17cm　H7.2cm　D17cm
バーコードNo.120015

P-1200-LB　黒　グリッター付　ライナー付
￥735〈700〉　1ヶ / 60ヶ
W17cm　H7.2cm　D17cm
バーコードNo.120022

P-1200-LR　赤　グリッター付　ライナー付
￥735〈700〉　1ヶ / 60ヶ
W17cm　H7.2cm　D17cm
バーコードNo.120039

W8cm

H5cm

D8cm

●Ｐ-1200-Ｌシリーズの
　ライナーサイズ

W6cm

H4.5cm

D5cm

●Ｐ-1200シリーズの
　ライナーサイズ

■使用部材：P-1200-GR／竹花器　緑、P-1758-60／バンブーリーフ（6Ｐ）、参考／プリザーブド　ローズ&リーフ

■使用部材：Ｐ-1198-ＬＲ／竹壁掛け正方形Ｌ　赤、Ｐ-1235-30／ちりめん梅、Ｐ-1235-40／ちりめん梅、Ｐ-1405-Ｄ129／スタンダード水引　金、Ｐ-1172-ＳＧ／水引手毬（6Ｐ）
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［55］ ［56］
注意：装飾用ですので食器には使えません。　※天然の竹の性質上、乾燥した場所に長時間置きますと割れる事があります。納品は10月末ごろになります。 ※天然の竹を使用していますので、太さ（径）に差がある事があります。※納品は10月末ごろになります。

P-1925-SSG
竹　３本組　緑
￥241〈230〉6束 / 240束
径1cm　H13cm
バーコードNo.192517

P-1925-SG
竹　３本組　緑
￥315〈300〉　6束 / 180束
径1.5cm　H20cm
バーコードNo.192524

P-1925-MG
竹　３本組　緑
￥399〈380〉　1束 / 96束
径2cm　H25cm
バーコードNo.192531

P-1925-LG
竹　３本組　緑
￥399〈380〉　1束 / 72束
径2.5cm　H30cm
バーコードNo.192548

P-1925-2LG
竹　３本組　緑
￥714〈680〉　1束 / 48束
径3cm　H35cm
バーコードNo.192555

P-1925-SSB
竹　３本組　黒　グリッター付
￥346〈330〉　6束 / 240束
径1cm　H13cm
バーコードNo.192579

P-1925-SB
竹　３本組　黒　グリッター付
￥399〈380〉　6束 / 180束
径1.5cm　H20cm
バーコードNo.192586

P-1925-MB
竹　３本組　黒　グリッター付
￥451〈430〉　1束 / 96束
径2cm　H25cm
バーコードNo.192593

P-1925-LB
竹　３本組　黒　グリッター付
￥556〈530〉　1束 / 72束
径2.5cm　H30cm
バーコードNo.192500

P-1925-2LB
竹　３本組　黒　グリッター付
￥819〈780〉　1束 / 48束
径3cm　H35cm
バーコードNo.192510

P-1925-SSR
竹　３本組　赤　グリッター付
￥346〈330〉　6束 / 240束
径1cm　H13cm
バーコードNo.092527

P-1925-SR
竹　３本組　赤　グリッター付
￥399〈380〉　6束 / 180束
径1.5cm　H20cm
バーコードNo.092534

P-1925-MR
竹　３本組　赤　グリッター付
￥451〈430〉　1束 / 96束
径2cm　H25cm
バーコードNo.092541

P-1925-LR
竹　３本組　赤　グリッター付
￥556〈530〉　1束 / 72束
径2.5cm　H30cm
バーコードNo.092558

P-1925-2LR
竹　３本組　赤　グリッター付
￥819〈780〉　1束 / 48束
径3cm　H35cm
バーコードNo.092565

P-1928-SR　細竹
5本組　赤　グリッター付
￥472〈450〉　1束 / 50束
径1cm　L30cm
バーコードNo.092824

P-1928-MR　細竹
5本組　赤　グリッター付
￥577〈550〉　1束 / 36束
径1.6cm　L30cm
バーコードNo.092831

P-1928-LR　細竹
5本組　赤　グリッター付
￥782〈750〉　1束 / 25束
径2.5cm　L30cm
バーコードNo.092848

P-1928-SSR　細竹
5本組　赤　グリッター付
￥472〈450〉　1束 / 50束
径0.6cm　L30cm
バーコードNo.092817

P-1928-SSG
細竹　5本組　緑
￥315〈300〉　1束 / 50束
径0.6cm　L30cm
バーコードNo.192814

P-1928-SG
細竹　5本組　緑
￥262〈250〉　1束 / 50束
径1cm　L30cm
バーコードNo.192821

P-1928-MG
細竹　5本組　緑
￥472〈450〉　1束 / 36束
径1.6cm　L30cm
バーコードNo.192838

P-1928-LG
細竹　5本組　緑
￥630〈600〉　1束 / 25束
径2.5cm　L30cm
バーコードNo.192845

P-1929-LB　細竹
3本組　黒　グリッター付
￥735〈700〉　1束 / 25束
径2.5cm　L50cm
バーコードNo.192944

P-1929-MB　細竹
3本組　黒　グリッター付
￥472〈450〉　1束 / 30束
径1.6cm　L50cm
バーコードNo.192937

P-1929-SB　細竹
3本組　黒　グリッター付
￥399〈380〉　1束 / 50束
径1cm　L50cm　
バーコードNo.192920

P-1929-SSB　細竹
3本組　黒　グリッター付
￥367〈350〉　1束 / 50束
径0.6cm　L50cm　
バーコードNo.192913

P-1929-LR　細竹
3本組　赤　グリッター付　
￥735〈700〉　1束 / 25束
径2.5cm　L50cm
バーコードNo.192982

P-1929-MR　細竹
3本組　赤　グリッター付
￥472〈450〉　1束 / 30束
径1.6cm　L50cm
バーコードNo.192975

P-1929-SR　細竹
3本組　赤　グリッター付
￥399〈380〉　1束 / 50束
径1cm　L50cm　
バーコードNo.192968

P-1929-SSR　細竹
3本組　赤　グリッター付
￥367〈350〉　1束 / 50束
径0.6cm　L50cm　
バーコードNo.192951

P-1922-LB　細竹
3本組　黒
￥892〈850〉　1束 / 25束
径2.5cm　L70cm
バーコードNo.192227

P-1922-MB　細竹
3本組　黒
￥840〈800〉　1束 / 25束
径1.6cm　L70cm
バーコードNo.192241

P-1922-SB　細竹
3本組　黒
￥682〈650〉　1束 / 25束
径1cm　L70cm
バーコードNo.192265

P-1922-SSB　細竹
3本組　黒
￥630〈600〉　1束 / 25束
径0.6cm　L70cm
バーコードNo.192289

P-1922-LR　細竹
3本組　赤
￥892〈850〉　1束 / 25束
径2.5cm　L70cm
バーコードNo.192210

P-1922-MR　細竹
3本組　赤
￥840〈800〉　1束 / 25束
径1.6cm　L70cm
バーコードNo.192234

P-1922-SR　細竹
3本組　赤
￥682〈650〉　1束 / 25束
径1cm　L70cm　
バーコードNo.192258

P-1922-SSR　細竹
3本組　赤
￥630〈600〉　1束 / 25束
径0.6cm　L70cm　
バーコードNo.192272

P-1928-SSB　細竹
5本組　黒　グリッター付
￥472〈450〉　1束 / 50束
径0.6cm　L30cm
バーコードNo.192852

P-1928-SB　細竹
5本組　黒　グリッター付
￥472〈450〉　1束 / 50束
径1cm　L30cm
バーコードNo.192869

P-1928-MB　細竹
5本組　黒　グリッター付
￥577〈550〉　1束 / 36束
径1.6cm　L30cm
バーコードNo.192876

P-1928-LB　細竹
5本組　黒　グリッター付
￥787〈750〉　1束 / 25束
径2.5cm　L30cm
バーコードNo.192883

■使用部材：P-1200R／竹花器　赤　グリッター付、P-1214　4.5／扇子（6P）、P-1417-LP／タッセル　紫、
P-1925-2LR／竹　3本組　赤　グリッター付、P-1944-M／ちりめん手毬スプレー（2ヶアソート）、参考／プリザーブド ローズ、ドライカネラ、その他
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［55］ ［56］
注意：装飾用ですので食器には使えません。　※天然の竹の性質上、乾燥した場所に長時間置きますと割れる事があります。納品は10月末ごろになります。 ※天然の竹を使用していますので、太さ（径）に差がある事があります。※納品は10月末ごろになります。

P-1925-SSG
竹　３本組　緑
￥241〈230〉6束 / 240束
径1cm　H13cm
バーコードNo.192517

P-1925-SG
竹　３本組　緑
￥315〈300〉　6束 / 180束
径1.5cm　H20cm
バーコードNo.192524

P-1925-MG
竹　３本組　緑
￥399〈380〉　1束 / 96束
径2cm　H25cm
バーコードNo.192531

P-1925-LG
竹　３本組　緑
￥399〈380〉　1束 / 72束
径2.5cm　H30cm
バーコードNo.192548

P-1925-2LG
竹　３本組　緑
￥714〈680〉　1束 / 48束
径3cm　H35cm
バーコードNo.192555

P-1925-SSB
竹　３本組　黒　グリッター付
￥346〈330〉　6束 / 240束
径1cm　H13cm
バーコードNo.192579

P-1925-SB
竹　３本組　黒　グリッター付
￥399〈380〉　6束 / 180束
径1.5cm　H20cm
バーコードNo.192586

P-1925-MB
竹　３本組　黒　グリッター付
￥451〈430〉　1束 / 96束
径2cm　H25cm
バーコードNo.192593

P-1925-LB
竹　３本組　黒　グリッター付
￥556〈530〉　1束 / 72束
径2.5cm　H30cm
バーコードNo.192500

P-1925-2LB
竹　３本組　黒　グリッター付
￥819〈780〉　1束 / 48束
径3cm　H35cm
バーコードNo.192510

P-1925-SSR
竹　３本組　赤　グリッター付
￥346〈330〉　6束 / 240束
径1cm　H13cm
バーコードNo.092527

P-1925-SR
竹　３本組　赤　グリッター付
￥399〈380〉　6束 / 180束
径1.5cm　H20cm
バーコードNo.092534

P-1925-MR
竹　３本組　赤　グリッター付
￥451〈430〉　1束 / 96束
径2cm　H25cm
バーコードNo.092541

P-1925-LR
竹　３本組　赤　グリッター付
￥556〈530〉　1束 / 72束
径2.5cm　H30cm
バーコードNo.092558

P-1925-2LR
竹　３本組　赤　グリッター付
￥819〈780〉　1束 / 48束
径3cm　H35cm
バーコードNo.092565

P-1928-SR　細竹
5本組　赤　グリッター付
￥472〈450〉　1束 / 50束
径1cm　L30cm
バーコードNo.092824

P-1928-MR　細竹
5本組　赤　グリッター付
￥577〈550〉　1束 / 36束
径1.6cm　L30cm
バーコードNo.092831

P-1928-LR　細竹
5本組　赤　グリッター付
￥782〈750〉　1束 / 25束
径2.5cm　L30cm
バーコードNo.092848

P-1928-SSR　細竹
5本組　赤　グリッター付
￥472〈450〉　1束 / 50束
径0.6cm　L30cm
バーコードNo.092817

P-1928-SSG
細竹　5本組　緑
￥315〈300〉　1束 / 50束
径0.6cm　L30cm
バーコードNo.192814

P-1928-SG
細竹　5本組　緑
￥262〈250〉　1束 / 50束
径1cm　L30cm
バーコードNo.192821

P-1928-MG
細竹　5本組　緑
￥472〈450〉　1束 / 36束
径1.6cm　L30cm
バーコードNo.192838

P-1928-LG
細竹　5本組　緑
￥630〈600〉　1束 / 25束
径2.5cm　L30cm
バーコードNo.192845

P-1929-LB　細竹
3本組　黒　グリッター付
￥735〈700〉　1束 / 25束
径2.5cm　L50cm
バーコードNo.192944

P-1929-MB　細竹
3本組　黒　グリッター付
￥472〈450〉　1束 / 30束
径1.6cm　L50cm
バーコードNo.192937

P-1929-SB　細竹
3本組　黒　グリッター付
￥399〈380〉　1束 / 50束
径1cm　L50cm　
バーコードNo.192920

P-1929-SSB　細竹
3本組　黒　グリッター付
￥367〈350〉　1束 / 50束
径0.6cm　L50cm　
バーコードNo.192913

P-1929-LR　細竹
3本組　赤　グリッター付　
￥735〈700〉　1束 / 25束
径2.5cm　L50cm
バーコードNo.192982

P-1929-MR　細竹
3本組　赤　グリッター付
￥472〈450〉　1束 / 30束
径1.6cm　L50cm
バーコードNo.192975

P-1929-SR　細竹
3本組　赤　グリッター付
￥399〈380〉　1束 / 50束
径1cm　L50cm　
バーコードNo.192968

P-1929-SSR　細竹
3本組　赤　グリッター付
￥367〈350〉　1束 / 50束
径0.6cm　L50cm　
バーコードNo.192951

P-1922-LB　細竹
3本組　黒
￥892〈850〉　1束 / 25束
径2.5cm　L70cm
バーコードNo.192227

P-1922-MB　細竹
3本組　黒
￥840〈800〉　1束 / 25束
径1.6cm　L70cm
バーコードNo.192241

P-1922-SB　細竹
3本組　黒
￥682〈650〉　1束 / 25束
径1cm　L70cm
バーコードNo.192265

P-1922-SSB　細竹
3本組　黒
￥630〈600〉　1束 / 25束
径0.6cm　L70cm
バーコードNo.192289

P-1922-LR　細竹
3本組　赤
￥892〈850〉　1束 / 25束
径2.5cm　L70cm
バーコードNo.192210

P-1922-MR　細竹
3本組　赤
￥840〈800〉　1束 / 25束
径1.6cm　L70cm
バーコードNo.192234

P-1922-SR　細竹
3本組　赤
￥682〈650〉　1束 / 25束
径1cm　L70cm　
バーコードNo.192258

P-1922-SSR　細竹
3本組　赤
￥630〈600〉　1束 / 25束
径0.6cm　L70cm　
バーコードNo.192272

P-1928-SSB　細竹
5本組　黒　グリッター付
￥472〈450〉　1束 / 50束
径0.6cm　L30cm
バーコードNo.192852

P-1928-SB　細竹
5本組　黒　グリッター付
￥472〈450〉　1束 / 50束
径1cm　L30cm
バーコードNo.192869

P-1928-MB　細竹
5本組　黒　グリッター付
￥577〈550〉　1束 / 36束
径1.6cm　L30cm
バーコードNo.192876

P-1928-LB　細竹
5本組　黒　グリッター付
￥787〈750〉　1束 / 25束
径2.5cm　L30cm
バーコードNo.192883

■使用部材：P-1200R／竹花器　赤　グリッター付、P-1214　4.5／扇子（6P）、P-1417-LP／タッセル　紫、
P-1925-2LR／竹　3本組　赤　グリッター付、P-1944-M／ちりめん手毬スプレー（2ヶアソート）、参考／プリザーブド ローズ、ドライカネラ、その他
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［57］ ［58］
注意：装飾用ですので食器には使えません。　※天然の竹の性質上、乾燥した場所に長時間置きますと割れる事があります。納品は10月末ごろになります。 ※天然の竹を使用していますので、太さ（径）に差がある事があります。※納品は10月末ごろになります。

P-1１９７-S　
竹スタンド（グリッター付）
￥504〈480〉　1ヶ / 18ヶ
W9cm　H30cm
バーコードNo.119736

P-1１９７-L　
竹スタンド（グリッター付）
￥609〈580〉　1ヶ / 18ヶ
W13cm　H45cm
バーコードNo.119750

P-1185-B　
竹アレンジスタンド　黒
￥630〈600〉　1ヶ / 50ヶ
W38cm　H14cm　D6cm
バーコードNo.118593　※組立式（説明書付）

P-1185-R　
竹アレンジスタンド　赤
￥630〈600〉　1ヶ / 50ヶ
W38cm　H14cm　D6cm
バーコードNo.118555　※組立式（説明書付）

P-1202-90　
バンブーリング
￥1,050〈1,000〉　1ヶ / 50ヶ
径26cm
バーコードNo.120251　

P-1923
竹リングスタンド
￥1,260〈1,200〉　1ヶ / 60ヶ
W27cm　H30cm
バーコードNo.192302

P-1924　細竹スタンド
￥892〈850〉　1ヶ / 60ヶ
W19cm　H26cm　D6.5cm
バーコードNo.192401

P-1183-LB　
￥504〈480〉
1セット / 50セット / 250セット
径8cm　H1.5cm　バーコードNo.818356

P-1183-SB
￥241〈230〉
1セット / 50セット / 250セット
径2.5cm　H0.7cm　バーコードNo.818332

P-1183-MB
￥294〈280〉
1セット / 50セット / 250セット
径5cm　H0.9cm　バーコードNo.118340

P-1183-2LB
￥556〈530〉
1セット / 50セット / 250セット
径10cm　H1.5cm　バーコードNo.818363

黒竹リング　グリッター付（6ヶセット）

P-1921-AN　ナチュラル
￥882〈840〉 1セット
H8.5cm　W8cm　D6.5cm
バーコードNo.192111

P-1921-DN　ナチュラル
￥882〈840〉 1セット
H7.5cm　W8cm
バーコードNo.192159

P-1921-BN　ナチュラル
￥882〈840〉 1セット
径7cm　H8cm
バーコードNo.192135

P-1921-AB　
ブラウン
￥882〈840〉 1セット
H8.5cm　W8cm　D6.5cm
バーコードNo.192128

P-1921-DB　
ブラウン
￥882〈840〉 1セット
H7.5cm　W8cm
バーコードNo.192166

P-1930　
フレキシブル竹マット
￥420〈400〉　6ヶ / 240ヶ
18cm角　バーコードNo.193033

いろいろな形に曲げて使用することができます。

ミニバスケット（6ヶセット）

P-1182-L
￥525〈500〉
1セット / 50セット / 200セット
径8cm　H1.5cm　バーコードNo.118258

P-1182-S
￥241〈230〉
1セット / 50セット / 250セット
径2.5cm　H0.7cm　バーコードNo.118234

P-1182-M
￥367〈350〉
1セット / 50セット / 200セット
径5cm　H0.9cm　バーコードNo.118241

P-1182-LL
￥630〈600〉
1セット / 50セット / 150セット
径10cm　H1.5cm　バーコードNo.118265

竹リング（12ヶセット）

P-1184-MB　竹花器　黒グリッター付
￥1,575〈1,500〉　1ヶ / 40ヶ
W24cm　径8cm　H9cm
バーコードNo.118449

P-1184-LG　竹花器　緑
￥1,365〈1,300〉　1ヶ / 35ヶ
W28cm　径9cm　H10.8cm
バーコードNo.118418

P-1184-LB　竹花器　黒グリッター付
￥1,680〈1,600〉　1ヶ / 35ヶ
W28cm　径9cm　H10.8cm
バーコードNo.118425

P-1184-MG　竹花器　緑
￥1,260〈1,200〉　1ヶ / 40ヶ
W24cm　径8cm　H9cm
バーコードNo.118463

P-1177-B　竹花器　黒グリッター付
￥1,029〈980〉　1ヶ / 30ヶ
W30cm　H25cm　バーコードNo.117794

P-1201-S　竹花器　グリッター付
￥1,260〈1,200〉　1ヶ / 16ヶ
W24cm　D8cm　H6cm　
バーコードNo.120138

P-1177-G　竹花器　緑
￥840〈800〉　1ヶ / 30ヶ
W30cm　H25cm　バーコードNo.117763

■使用部材：P-1185-B／竹アレンジスタンド、P-1771-40 ／リーフピック、P-1308-165／砂子水引、P-1388 S／ファーンリーフ（6Ｐ）、P-1337-R／ラメ獅子ピック（3ヶアソート）、参考／プリザーブド　ローズ&松
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［57］ ［58］
注意：装飾用ですので食器には使えません。　※天然の竹の性質上、乾燥した場所に長時間置きますと割れる事があります。納品は10月末ごろになります。 ※天然の竹を使用していますので、太さ（径）に差がある事があります。※納品は10月末ごろになります。

P-1１９７-S　
竹スタンド（グリッター付）
￥504〈480〉　1ヶ / 18ヶ
W9cm　H30cm
バーコードNo.119736

P-1１９７-L　
竹スタンド（グリッター付）
￥609〈580〉　1ヶ / 18ヶ
W13cm　H45cm
バーコードNo.119750

P-1185-B　
竹アレンジスタンド　黒
￥630〈600〉　1ヶ / 50ヶ
W38cm　H14cm　D6cm
バーコードNo.118593　※組立式（説明書付）

P-1185-R　
竹アレンジスタンド　赤
￥630〈600〉　1ヶ / 50ヶ
W38cm　H14cm　D6cm
バーコードNo.118555　※組立式（説明書付）

P-1202-90　
バンブーリング
￥1,050〈1,000〉　1ヶ / 50ヶ
径26cm
バーコードNo.120251　

P-1923
竹リングスタンド
￥1,260〈1,200〉　1ヶ / 60ヶ
W27cm　H30cm
バーコードNo.192302

P-1924　細竹スタンド
￥892〈850〉　1ヶ / 60ヶ
W19cm　H26cm　D6.5cm
バーコードNo.192401

P-1183-LB　
￥504〈480〉
1セット / 50セット / 250セット
径8cm　H1.5cm　バーコードNo.818356

P-1183-SB
￥241〈230〉
1セット / 50セット / 250セット
径2.5cm　H0.7cm　バーコードNo.818332

P-1183-MB
￥294〈280〉
1セット / 50セット / 250セット
径5cm　H0.9cm　バーコードNo.118340

P-1183-2LB
￥556〈530〉
1セット / 50セット / 250セット
径10cm　H1.5cm　バーコードNo.818363

黒竹リング　グリッター付（6ヶセット）

P-1921-AN　ナチュラル
￥882〈840〉 1セット
H8.5cm　W8cm　D6.5cm
バーコードNo.192111

P-1921-DN　ナチュラル
￥882〈840〉 1セット
H7.5cm　W8cm
バーコードNo.192159

P-1921-BN　ナチュラル
￥882〈840〉 1セット
径7cm　H8cm
バーコードNo.192135

P-1921-AB　
ブラウン
￥882〈840〉 1セット
H8.5cm　W8cm　D6.5cm
バーコードNo.192128

P-1921-DB　
ブラウン
￥882〈840〉 1セット
H7.5cm　W8cm
バーコードNo.192166

P-1930　
フレキシブル竹マット
￥420〈400〉　6ヶ / 240ヶ
18cm角　バーコードNo.193033

いろいろな形に曲げて使用することができます。

ミニバスケット（6ヶセット）

P-1182-L
￥525〈500〉
1セット / 50セット / 200セット
径8cm　H1.5cm　バーコードNo.118258

P-1182-S
￥241〈230〉
1セット / 50セット / 250セット
径2.5cm　H0.7cm　バーコードNo.118234

P-1182-M
￥367〈350〉
1セット / 50セット / 200セット
径5cm　H0.9cm　バーコードNo.118241

P-1182-LL
￥630〈600〉
1セット / 50セット / 150セット
径10cm　H1.5cm　バーコードNo.118265

竹リング（12ヶセット）

P-1184-MB　竹花器　黒グリッター付
￥1,575〈1,500〉　1ヶ / 40ヶ
W24cm　径8cm　H9cm
バーコードNo.118449

P-1184-LG　竹花器　緑
￥1,365〈1,300〉　1ヶ / 35ヶ
W28cm　径9cm　H10.8cm
バーコードNo.118418

P-1184-LB　竹花器　黒グリッター付
￥1,680〈1,600〉　1ヶ / 35ヶ
W28cm　径9cm　H10.8cm
バーコードNo.118425

P-1184-MG　竹花器　緑
￥1,260〈1,200〉　1ヶ / 40ヶ
W24cm　径8cm　H9cm
バーコードNo.118463

P-1177-B　竹花器　黒グリッター付
￥1,029〈980〉　1ヶ / 30ヶ
W30cm　H25cm　バーコードNo.117794

P-1201-S　竹花器　グリッター付
￥1,260〈1,200〉　1ヶ / 16ヶ
W24cm　D8cm　H6cm　
バーコードNo.120138

P-1177-G　竹花器　緑
￥840〈800〉　1ヶ / 30ヶ
W30cm　H25cm　バーコードNo.117763

■使用部材：P-1185-B／竹アレンジスタンド、P-1771-40 ／リーフピック、P-1308-165／砂子水引、P-1388 S／ファーンリーフ（6Ｐ）、P-1337-R／ラメ獅子ピック（3ヶアソート）、参考／プリザーブド　ローズ&松
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