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アート植栽L
品番 600E460-2a 

占ーI ¥46,000 (税別）
W55XD55XH90cm 
JANコード/349481
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ミックスグリーン
スタンドMl.45

品番 503A520-23 
¥52,000 C税別）
W60XD50XH145cm 
JANコ ード/205459

＊

 

存在感のある1守まいは、

一瞬にして索敵な

インテリアに早変わりします。

アート植栽R
品番 601E460-23 

¥46,000 (税別）
W45XD45XH88cm 
JANコ ード/349580
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� ウィーピングフィカス1.8
品番 802A390-24 

¥39,000 (税別）
W85XD75XH180cm 
JANコ ード/338287

ミックスグリーン
スタンドS1.0

品番 504A300-23 
¥30,000 (税別）
W43XD39XH 100cm 
JANコ —ド/205558

アートくわす芋1.8
品番 134E1020-24 

¥102,000(税別）
W80XD80XH180cm 
JANコード/350692

くわす芋1.4
品番133E450-24 

¥45,000 (税別）
W70X040XH 140cm 
JANコード/350708

●特注サイズもご相談に応じます。

23 24 



















オリーブ90

品番 378A120-41
¥12,000 <税別）

品番 869A240-41 
¥24,000 <税別）

W48XD37XH120cm 
JANコ ード/344981

� 
フィカスツリー1.8

品番 822A460-41
¥46,000 (税別）

W70XD70XH180cm 
JANコ ー ド/340280

¥66,000 (税別）

W65XD65XH 160cm 
JANコ ード/216769

オリー ブ1.8

品蕃 149C840·41
¥84,000 (税別）

W70XD70XH 180cm 
JANコ ード/216868
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ブーゲンビリア1.25

品番 164E300-41 
¥30,000 <税別）

W50XD50XH125cm 
JANコ ー ド/349085

オリー ブ1.6

品番 148C660-41

白樺1.4

品番 607A330-41 
¥33,000 C税別）

W60XD60XH140cm 
JANコ ー ド/218565

白樺1.8(幹：天然白樺）

品番 402E840-41 
¥84,000 (税別）  

W75XD75XH180cm 
JANコ ー ド/216660

白樺シングル1.8

品番 421A360-41 
¥36,000 <税別）

W75XD60XH180cm 
JANコー ド/440249

バキラ1.6

品番 139C600-42 
¥60,000 (税別）

W75XD75XH 160cm 
JANコ ード/216967

パキラ2.0

品番 140C780-42 
¥78,000 (税別）

W80XD80XH200cm 
JANコ ード/217063

ロイヤルパキラ1.35

品番 129A460-42
¥46,000 (税別）

W60XD60XH 135cm 
JANコ ー ド/211948

パキラツリー1.6

品番 170A360-42 
¥36,000 (税別）

W65XD65XH 160cm 
JANコ —ド/216042

パキラ1.25

品番 510E340-42 
¥34,000 (税別）

W65XD65XH125cm 
JANコ ー ド/349184

G
r
e
e
n
 
S
e
r
 e
s

パキラ90

品番 209A120-42 
¥12,000 (税別）

W48XD48XH90cm 
JANコ ー ド/219944

パキラトピアリー1.2

品番 193A220-42 
¥22,000 <税別）

W55XD55XH120cm 
JANコ ー ド/218343

パキラトピアリー1.5

品番 194B300-42 
¥30,000 <税別）

W60X060XH150cm 
JANコ ー ド/102253

パキラ1.8植栽付

品番 412A540-42 
¥54,000 (税別）

●特注サイズもご相談に応じます。
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Bukka
Series
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仏花シリ ー ス

敬う心を絶やさない、 神聖な場所に。

こ�1ム壇やぉ墓、神棚は、終それぞれのしきたりによる

シキミや榊、飾り花カ5必要な場所。

厳粛な気持ちを込めるアレン‘ジメントをご用意いたしました。

みやび

品番 95A60-s7 
¥6,000 <税別）
W42XD30XH56cm 
JANコ ード/208542

グリーンアイス
品番 465A84-87 

¥8,400 (税別）
W45XD35XH50cm
JANコード/444643

アプローズ
品番 470A72-s7

¥7,200 (税別）
W28XD24XH28cm 
JANコ ード/445145

\
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空
品番 490A84-s1 

¥8,400 (税別）
W40XD30XH47cm
JANコード/447149

いつまでも敬う心を

絶やさずに。

�

※ホルダー付

品番 856A22-aa
¥2,200 (税別）
JANコード/343687

品番 857A18N-aa 
¥1,800 (税別） 『�
JANコ ード/343786

-"'� 
上仏花中2個セット

3X�/It、さ※ホ
W2０XD1

ルダ 
H33cm

ー付
｝ 品番 854A48-aa

fl... 
、ふ、 ¥4,800 (税別）

JANコード/343489

品番 855A42N-as 
¥4,200 (税別）
JANコ ード/343588

仏花2個セット（器付）
品番 756A78-87

¥7,800 (税別）
W14XD10XH24cm 
JANコ ード/435177

仏花1個（器付）
品番 777A42-s7 

¥4,200 (税別）
W14XD10XH24cm 
JANコ ード/437270

榊大中4本セット
（大2本•中2本）
大：W35XD5XH65cm
中：W25X05XH55cm

品蕃 98E48-B7 
¥4,800 (税別）
JANコ ード/347180

品番 99E42N-a7 
¥4,200 <税別）

,. 一

JANコード/347081

榊小4本セット
W23XD5XH36cm

品番 96E18-87
¥1,800 (税別）
JANコ ―ド/346480

品番 97E15N-a7 
¥1,500 (税別） 国口Bコ
JANコード/346381

仏花ゆり2個セット
W25XD1 3XH55cm 

※ホルダー付

品番 93A36-ss 
¥3,600 C税別）
JANコード/208344

品番 94A30N-aa 
¥3,000 (税別） 関ml
JANコ ード/208443

シキミ（香花）2本セット
W20X020XH65cm 

品蕃 1 OOE36-a7
¥3,600 (税別）
JANコ ード/346985

品番 101 E30N-a7 
¥3,000 (税別） � 雹�
JANコード/346886

� 翫-
仏花·ンキミ使用例

仏花菊2個セット
W24XD12XH39cm 

※ホルダー付

品番 110A30-ss
¥3,000 (税別）
JANコ ード/210040

品番 111 A24N-aa 
¥2 400 (税別）
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JANコード/210149

仏花ポピー2個セット
W25XD25XH36cm 

品番 108A48-aa
¥4,800 (税別）
JANコ ード/209846

JANコード/209945

-,� ロ仏花ノキ、使用例

仏花リリー2個セット
W20XD16XH45cm 

品番 112A36-aa
¥3,600 (税別）
JANコード/210248

品番 113A30N-aa 
¥3,000 (税別）

� ―` 

JANコード/210347

―』!i
榊使用例
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上仏花小２個セット
W15XD８XH23cm 






