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45ｃｍクリスマスパーティーリース ミニポインセチアシダレ（クリップタイプ)ハニカムサンタ クリスマスフラッグガーランド
45cmФ  L55cmH19.5*W17cm H20*L180cm

和風もみじポットセット もみじアレンジプランター ミニハロウィンシダレ（クリップタイプ） ハロウィンディスプレイパック
H39*W31cm H47*W51cm L58cm H17*W11cm

新緑若葉ラッピングセット ひまわりプランター ミニひまわりシダレ（クリップタイプ） ﾊﾆｶﾑﾎﾞｰﾙｶﾞｰﾗﾝﾄﾞ（ﾂｰﾄﾝﾌﾞﾙｰ）

H32*W24cm H34*W50cm L58cm L180cm

桜垣根ポットセット 山桜アレンジプランター ミニ大桜シダレ（クリップタイプ） ﾊﾆｶﾑﾎﾞｰﾙｶﾞｰﾗﾝﾄﾞ（ﾂｰﾄﾝﾋﾟﾝｸ）

H29*W20*D6.5cm H40*W47cm L58cm L180cm

※商品は変更になる場合がございます。その際は同等品での代替となります。

A セット

￥39,800-　( 税込￥43,780-)置くだけ、飾るだけ、簡単基本セット
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B セット

￥81,000-　( 税込￥89,100-)
天井や壁面、窓にも装飾できるセット

桜垣根ポットセット 山桜アレンジプランター ミニ大桜シダレ（クリップタイプ） ﾊﾆｶﾑﾎﾞｰﾙｶﾞｰﾗﾝﾄﾞ（ﾂｰﾄﾝﾋﾟﾝｸ）

H29*W20*D6.5cm H40*W47cm L58cm L180cm
ガーベラハーフボール（2ヶ1セット） 和桜プリーツ2連ペナント

H5.5*W11cm 40*44*160cm

新緑若葉ラッピングセット ひまわりプランター ミニひまわりシダレ（クリップタイプ） ﾊﾆｶﾑﾎﾞｰﾙｶﾞｰﾗﾝﾄﾞ（ﾂｰﾄﾝﾌﾞﾙｰ）

H32*W24cm H34*W50cm L58cm L180cm
朝顔スダレペアポット

H43*W26cm
行楽レジャープリーツハンガー

40*45*180cm

和風もみじポットセット もみじアレンジプランター ミニハロウィンシダレ（クリップタイプ） ハロウィンディスプレイパック
H39*W31cm H47*W51cm L58cm H17*W11cm

もみじペナントハンガー
29*30*180cm

ｳｫｰﾙ&ｳｲﾝﾄﾞｰｽﾃｯｶｰ（ｺﾞｰｽﾄﾌﾚﾝｽﾞ）

H29.7*W42cm

45ｃｍクリスマスパーティーリース ミニポインセチアシダレ（クリップタイプ)ハニカムサンタ クリスマスフラッグガーランド
45cmФ  L55cmH19.5*W17cm H20*L180cm

クリスマスギフトプリーツ2連ペナント

H40*W44*L160cm

ｳｫｰﾙ&ｳｲﾝﾄﾞｰｽﾃｯｶｰ（ｻﾝﾀﾌﾚﾝｽﾞ）

H90*W60cm

※商品は変更になる場合がございます。その際は同等品での代替となります。

梅アレンジペアラッピング(2個1セット) 正月垣根アレンジ ミニ餅花シダレ（クリップタイプ） 門松アレンジペアセット お正月松竹梅プリーツ2連ペナント 六角ミニ連凧
H32*W20cm H40*W43cm  L62cm H20*W10cm H40*W44*L160cm 18*18*250cm
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※商品は変更になる場合がございます。その際は同等品での代替となります。

梅アレンジペアラッピング(2個1セット) 正月垣根アレンジ ミニ餅花シダレ（クリップタイプ） 門松アレンジペアセット お正月松竹梅プリーツ2連ペナント 六角ミニ連凧
H32*W20cm H40*W43cm  L62cm H20*W10cm H40*W44*L160cm 18*18*250cm W30*L200cm H180*W90㎝

レンガシート（30㎝幅） ハロウィンタペストリー
（防炎加工)

45ｃｍクリスマスパーティーリース ミニポインセチアシダレ（クリップタイプ)ハニカムサンタ クリスマスフラッグガーランド

45cmФ  L55cmH19.5*W17cm H20*L180cm
クリスマスギフトプリーツ2連ペナント

H40*W44*L160cm

ｳｫｰﾙ&ｳｲﾝﾄﾞｰｽﾃｯｶｰ（ｻﾝﾀﾌﾚﾝｽﾞ）

H90*W60cm
クリスマスシート ｸﾘｽﾏｽﾄﾞﾘｰﾑﾀﾍﾟｽﾄﾘｰ

（防炎加工）
W90*L180cm H180*W90㎝

和風もみじポットセット もみじアレンジプランターミニハロウィンシダレ（クリップタイプ） ハロウィンディスプレイパック

H39*W31cm H47*W51cm L58cm H17*W11cm
もみじペナントハンガー

29*30*180cm

ｳｫｰﾙ&ｳｲﾝﾄﾞｰｽﾃｯｶｰ
（ｺﾞｰｽﾄﾌﾚﾝｽﾞ）

H29.7*W42cm W30*L200cm H180*W90㎝
レンガシート（30㎝幅） ハロウィンタペストリー

（防炎加工）

新緑若葉ラッピングセット ひまわりプランター ミニひまわりシダレ（クリップタイプ） ﾊﾆｶﾑﾎﾞｰﾙｶﾞｰﾗﾝﾄﾞ
（ﾂｰﾄﾝﾌﾞﾙｰ）

H32*W24cm H34*W50cm L58cm L180cm
朝顔スダレペアポット

H43*W26cm
行楽レジャープリーツハンガー

40*45*180cm
若葉シート（90cm幅） ひまわり青空タペストリー

（防炎加工)
W90*L200cm H180*W90㎝

桜垣根ポットセット 山桜アレンジプランター ミニ大桜シダレ（クリップタイプ） ﾊﾆｶﾑﾎﾞｰﾙｶﾞｰﾗﾝﾄﾞ
（ﾂｰﾄﾝﾋﾟﾝｸ）

H29*W20*D6.5cm H40*W47cm L58cm L180cm
ガーベラハーフボール（2ヶ1セット） 和桜プリーツ2連ペナント

H5.5*W11cm 40*44*160cm W90*L180cm H180*W90cm
桜模様シート 桜タペストリー（防炎加工）

C セット
広いスペースにも対応した盛りだくさんなセット

￥108,000-　( 税込￥118,800-)
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和風もみじポットセット もみじアレンジプランター ミニハロウィンシダレ（クリップタイプ） ハロウィンディスプレイパック もみじペナントハンガー レンガシート（30㎝幅）
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D セット
人気のイベントに対応したパーフェクトなセット

￥165,000-　( 税込￥181,500-)

桜垣根ポットセット 山桜アレンジプランター ミニ大桜シダレ（クリップタイプ） ﾊﾆｶﾑﾎﾞｰﾙｶﾞｰﾗﾝﾄﾞ
（ﾂｰﾄﾝﾋﾟﾝｸ）

H40*W47cm L58cm L180cm
ガーベラハーフボール（2ヶ1セット） 和桜プリーツ2連ペナント

H5.5*W11cm 40*44*160cm W90*L180cm H180*W90cm
桜模様シート 桜タペストリー（防炎加工）

新緑若葉ラッピングセット ひまわりプランター ミニひまわりシダレ（クリップタイプ） ﾊﾆｶﾑﾎﾞｰﾙｶﾞｰﾗﾝﾄﾞ
（ﾂｰﾄﾝﾌﾞﾙｰ）

H32*W24cm H34*W50cm L58cm L180cm
朝顔スダレペアポット

H43*W26cm
行楽レジャープリーツハンガー

40*45*180cm

若葉シート（90cm幅） ひまわり青空タペストリー
（防炎加工)

W90*L200cm H180*W90㎝

H39*W31cm H47*W51cm L58cm H17*W11cm 29*30*180cm

ｳｫｰﾙ&ｳｲﾝﾄﾞｰｽﾃｯｶｰ
（ｺﾞｰｽﾄﾌﾚﾝｽﾞ）

H29.7*W42cm W30*L200cm H180*W90㎝

ハロウィンタペストリー
（防炎加工）

45ｃｍクリスマスパーティーリース ミニポインセチアシダレ（クリップタイプ)ハニカムサンタ クリスマスフラッグガーランド

45cmФ  L55cmH19.5*W17cm H20*L180cm
クリスマスギフトプリーツ2連ペナント

H40*W44*L160cm

ｳｫｰﾙ&ｳｲﾝﾄﾞｰｽﾃｯｶｰ
（ｻﾝﾀﾌﾚﾝｽﾞ）

H90*W60cm
クリスマスシート ｸﾘｽﾏｽﾄﾞﾘｰﾑﾀﾍﾟｽﾄﾘｰ

（防炎加工）
W90*L180cm H180*W90㎝

梅アレンジペアラッピング(2個1セット) 正月垣根アレンジ ミニ餅花シダレ（クリップタイプ）門松アレンジペアセット お正月松竹梅プリーツ2連ペナント 六角ミニ連凧
H32*W20cm H40*W43cm  L62cm H20*W10cm H40*W44*L160cm 18*18*250cm W30*L200cm H180*W90㎝

レンガシート（30㎝幅） ハロウィンタペストリー
（防炎加工)

※商品は変更になる場合がございます。その際は同等品での代替となります。

ひなまつりラッピングセット ニュー桃ガーランド ひなまつりぼんぼりプリーツハンガー ひなまつりタペストリー

H30*W22cm 花径1.5～4cm 45*45*180cm H180*W90㎝

*ミニ鯉のぼりｽﾀﾝﾄﾞ 鯉のぼりクリップ こいのぼりプリーツハンガー タペストリー　こいのぼり

H46*W15cm H49*W17cm 45*45*180cm 600X1800㎜

おり姫・ひこ星スタンド
（2ヶ1セット) 七夕スプレー 七夕笹＆スタンドセット 七夕　短冊（こより一体型） ｳｫｰﾙ&ｳｲﾝﾄﾞｰｽﾃｯｶｰ

（七夕笹飾り)

H27*W22cm L70cm L180cm 60X200㎜ H60*W30cm

朝顔祭提灯スダレ 提灯ガーランド 打上げ花火プリーツペナント 大花火タペストリー
（防炎加工)

H50*W88cm 185X140X1800 42*45*150cm H180*W90㎝

春
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クリスマス

冬
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夏

秋

七夕 夏祭り

H29*W20*D6.5cm


