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フラン
¥1,000（税別）-16
・2122-1

●約H55×W57×D47
●プリザーブドフラワー：ローズ／アクリル樹脂、シリコン樹脂、
　容器：ポリスチレン、フタ：PET

・2122-1　フラン

・2122-1　フラン
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Franc
フラン……プリン

Comme je voudrais voir votre visage ravi
あなたの喜ぶ顔が見たいから
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・3035　コライユ
・3036　ルージュサン
・3037　シトロン

ブーケブラン
¥1,200（税別）-4

●約H115×W50×D50
●プリザーブドフラワー：ローズ／
　チュールレース、リボン、紙製タグ、
　PET、ステンレス

・3036　ルージュサン

・3036　ルージュサン・3035　コライユ・3037　シトロン

Bouquet Blanc
ブーケブラン……白い花束

パールピックとレースに彩られた小さな
ローズブーケです。

気持ちを伝えるタグカードがセット。

Especially For You
Nous vous délivronsune profusion de coeur.

特別なあなたへ、あふれる心お届けします。
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・3038　ヴィオレ

Bottle Mail - Little Bouquet
ボトルメール　「リトルブーケ」……小さな花束



付属のペーパーにメッセージを書き込
めます。

ボトルタイプのアレンジメントはスイーツ
ギフトとのアソートもおすすめです。

ボトルメール　リトルブーケ　
¥1,500（税別）-4　●約H112×W52×D52 ●プリザーブドフラワー：ローズ、アジサイ／ドライフラワー／ペーパー、ガラス瓶、アルミキャップ、紐
※ブーケ本体はボトルから取り出せません。ペーパーのみを取り出してお使い下さい。

ボトルメール　ロザリウム　
¥1,800（税別）-4　●約H144×W52×D52

●プリザーブドフラワー：ローズ、アジサイ、グリーン／
　ドライフラワー／ペーパー、ガラス瓶、アルミキャップ、紐

・3039　コライユ・3040　ヴェール・3038　ヴィオレ

・3026　 ルージュサン・3041　コライユ・3042　オランジュ

Bottle Mail - Little Bouquet
ボトルメール　「リトルブーケ」……小さな花束

Bottle Mail - Rosarium
ボトルメール　「ロザリウム」……薔薇園
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・3046　ルージュサン ・3047　コライユ ・3048　オランジュ

レトル
¥1,800（税別）-4

●約約H60×W90×D90
●プリザーブドフラワー：ローズ、アジサイ、カスミソウ／
　ドライフラワー／陶製花器、紙、紐／クリアケース入り

・3046　ルージュサン

・3047　コライユ

・3048　オランジュ

レトル……手紙
Lettre

ななめに立て掛けた状態で飾れる
専用クリアケース付き。

メッセージカードは筒状のトレーシ
ングペーパーの中に入っています。
スライドさせて取り出してください。5



・3055　ルージュサン ・3056　コライユ ・3057　オランジュ

シュシュ
¥1,500（税別）-4

●約H60×W70×D70
●プリザーブドフラワー：ローズ、アジサイ、カスミソウ／ドライフラワー／
　フェイク／リボン／ガラス花器

・3057　オランジュ

・3056　コライユ

・3055　ルージュサン

シュシュ……お気に入りの
Chouchou

ガラスドームを固定する透明バンドつき。ガラスドームは取外し可能。台座は
ミラーになっていてお花を華やかに
見せてくれます。 6



・3058　ルージュサン ・3059　コライユ ・3060　オランジュ

クークー
¥1,200（税別）-4

●約H40×W70×D70
●プリザーブドフラワー：ローズ、アジサイ、カスミソウ／
　ドライフラワー／透明フィルム、陶製花器

・3058　ルージュサン

・3059　コライユ

・3060　オランジュ

Coucou
クークー……気軽なあいさつ

ラッピングにはフランス語のメッセージ。
「たくさんの想いが詰まった贈り物。
いつまでも心に残りますように」

透明フィルムのラッピングがお花を
守ります。
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・3244　ルージュサン
・3245　コライユ
・3246　オランジュ

ボヌール
¥1,800（税別）-4

●約H65×W77×D95
●プリザーブドフラワー：ローズ、アジサイ／ドライフラワー、
　樹脂製オーナメント、透明リボン、陶製花器／クリアケース入り

・3244　ルージュサン
・3245　コライユ

・3246　オランジュ

ボヌール……幸福
Bonheur

・3519　ルージュサン
・3520　コライユ
・3521　オランジュ

パルフェ
¥1,800（税別）-4

●約H80×W80×D70
●プリザーブドフラワー：ローズ、アジサイ／ドライフラワー／ハンドメイドフラワー／
　樹脂製オーナメント、リボン、陶製花器／クリアケース入り

・3519　ルージュサン ・3520　コライユ

・3521　オランジュ

パルフェ……パフェ、デザート
Parfait

Comme je voudrais voir votre visage ravi...
あなたの笑顔に会いたいから

Ａ une personne special a transmettre...
本当に伝えたい人へ……
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市販のフレグランスオイルを
素焼き部分にしみ込ませて
香りをお楽しみください。
（商品にオイルは付属していません。）

●プリザーブドフラワー：ローズ、アジサイ／ドライフラワー／コットンリボン、陶製花器、素焼き／クリアケース入り
ラパン
¥2,000（税別）-4

●約H85×W50×D75

・3255　ルージュサン

・3256　ヴェール

・3257　リラ

ラパン……うさぎ

Lapin

市販のフレグランスオイルを
素焼き部分にしみ込ませて
香りをお楽しみください。
（商品にオイルは付属していません。）

オワゾー……鳥

Oiseau

オワゾー
¥2,000（税別）-4

●約H75×W60×D70
●プリザーブドフラワー：ローズ、アジサイ／ドライフラワー／フェイク／陶製花器、素焼き／クリアケース入り

・3252　コライユ

・3253　ヴェール

・3254　リラ
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Quelque chose de bon peut m’arriver
素敵な予感

ジョリ……かわいい

ジョリ
¥2,800（税別）-1

・3586　ルージュサン
・3588　オランジュ

・3587　コライユ

●約H75×W10×D65
●プリザーブドフラワー：ローズ、アジサイ、ペッパーベリー／ドライフラワー／フェイク、ボタンタイ、陶製花器／クリアケース入り

ブリーズ
¥3,000（税別）-1
・3761　コライユ
・3763　ヴィオレ
・3762　オランジュ

●約H80×W122×D82
●プリザーブドフラワー：ローズ、アジサイ／ドライフラワー／
　ハンドメイドフラワー／リボン、陶製花器／クリアケース入り

アミ
¥2,800（税別）-1
・3765　コライユ
・3764　ヴィオレ
・3766　オランジュ

●約H97×W71×D105
●プリザーブドフラワー：ローズ、アジサイ、ペッパーベリー／
　ドライフラワー／ハンドメイドフラワー／フェイク、リボン、陶製花器／クリアケース入り

・3761　コライユ ・3763　ヴィオレ ・3762　オランジュ

・3764　ヴィオレ・3765　コライユ ・3766　オランジュ

Jolie

Brise
ブリーズ……そよ風

Amie
アミ……友達
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ロズレ　¥5,500（税別）-1

・3169　フランボワーズ
・3157　オランジュ
・3278　コライユ

・3169　フランボワーズ

・3169　フランボワーズ

・3278　コライユ ・3157　オランジュ

●約H150×W150×D60
●プリザーブドフラワー：ローズ、アジサイ／ドライフラワー、ハンドメイドフラワー／
　樹脂製オーナメント、リボン、木製フレーム／クリアケース入り

※中央のメッセージカードは入れ替えてお楽しみいただけます。

Roseraie
ロズレ……薔薇園
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●約H144×W105×Ｄ68
●プリザーブドフラワー：ローズ、アジサイ／ドライフラワー／樹脂製オーナメント／木製フレーム、ガラス

カードルリーヴル　¥5,500（税別）-1

・3600  オランジュ・3598  ルージュサン

・3599  コライユ

Le coeur est mis.
Comme je voudrais voir votre visage ravi

心を込めて、あなたの喜ぶ顔が見たいから

※左のメッセージカードは入れ替えてお楽しみいただけます。

Cadre Livre
カードル リーヴル……本の額縁

・3598  ルージュサン
・3599  コライユ
・3600  オランジュ 12
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・3085　ルージュサン（M）

・3082　ルージュサン（S）

・3079　ルージュサン（SS）

Especially For You
Nous vous délivronsune profusion de coeur.

特別なあなたへ、あふれる心お届けします。

Charme
シャルム……魅惑的な

ほんのりと透け感のある
フロストカードに、特別な
メッセージを添えて贈ります。
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シャルム（M）
¥5,000（税別）-1
・3085　ルージュサン
・3086　ヴィオレ
・3087　オランジュ

・3085　ルージュサン・3086　ヴィオレ ・3087　オランジュ

・3082　ルージュサン・3083　ヴィオレ ・3084　オランジュ

●約H150×W130×D140
●プリザーブドフラワー：ローズ、アジサイ／ハンドメイドフラワー／
　フェイク、紙製タグ、陶製花器／クリアケース入り

シャルム（S）
¥3,700（税別）-1
・3082　ルージュサン
・3083　ヴィオレ
・3084　オランジュ

●約H115×W110×D120
●プリザーブドフラワー：ローズ、アジサイ／ドライフラワー／
　フェイク、紙製タグ、陶製花器／クリアケース入り

シャルム（SS）
¥2,800（税別）-1
・3079　ルージュサン
・3080　ヴィオレ
・3081　オランジュ

・3079　ルージュサン・3080　ヴィオレ ・3081　オランジュ

●約H100×W80×D100
●プリザーブドフラワー：ローズ、アジサイ／ドライフラワー／
　フェイク、紙製タグ、陶製花器／クリアケース入り

Charme (M)

Charme (S)

Charme (SS)
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・3526　コライユ（S）

・3529　コライユ（M）

・3523　コライユ（SS）

Parer
パレ……飾る

ストライプ模様の円柱が印象
的なフランス パレ・ロワイヤル
の広場。その風景を連想させる
リボンをあしらいました。



パレ（M）
¥5,000（税別）-1
・3528　ルージュサン
・3529　コライユ
・3530　オランジュ

●約H130×W160×D120
●プリザーブドフラワー：ローズ、アジサイ、カスミソウ／ドライフラワー／
　リボン、樹脂製オーナメント、陶製花器／クリアケース入り

パレ（Ｓ）
¥3,500（税別）-1
・3525　ルージュサン
・3526　コライユ
・3527　オランジュ

・3525　ルージュサン ・3526　コライユ ・3527　オランジュ

・3528　ルージュサン ・3529　コライユ ・3530　オランジュ

●約H120×W120×D120
●プリザーブドフラワー：ローズ、アジサイ、カスミソウ／ドライフラワー／
　リボン、樹脂製オーナメント、陶製花器／クリアケース入り

パレ（SS）
¥1,800（税別）-4
・3522　ルージュサン
・3523　コライユ
・3524　オランジュ

・3522　ルージュサン ・3523　コライユ ・3524　オランジュ

●約H90×W80×D80
●プリザーブドフラワー：ローズ、アジサイ、ペッパーベリー、グリーン／
　ドライフラワー／フェイク／リボン、陶製花器／クリアケース入り

Parer (M)

Parer (S)

Parer (SS)
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・3539　オランジュ（M）

・3536　オランジュ（Ｓ）

・3533　オランジュ（SS）

Parterre
パルテール……花壇

Le cadeau est un pont entre les gens.
贈り物は、人と人をつなぐ架け橋

スイングする金のコインは
幸運のチャーム。



・3539　オランジュ

・3536　オランジュ

・3533　オランジュ

・3538　コライユ

・3535　コライユ

・3532　コライユ 18

パルテール（M）
¥5,000（税別）-1
・3538　コライユ
・3054　ルージュサン
・3539　オランジュ

・3054　ルージュサン

・3053　ルージュサン

・3052　ルージュサン

●約H130×W150×D120
●プリザーブドフラワー：ローズ、アジサイ、ペッパーベリー／
　ドライフラワー／ハンドメイドフラワー／フェイク、麻ひも、
　紙製タグ、コインオーナメント、陶製花器／クリアケース入り

パルテール（Ｓ）
¥3,700（税別）-1
・3535　コライユ
・3053　ルージュサン
・3536　オランジュ

●約H120×W120×D100
●プリザーブドフラワー：ローズ、アジサイ、ペッパーベリー／
　ドライフラワー／ハンドメイドフラワー／フェイク、麻ひも、
　紙製タグ、コインオーナメント、陶製花器／クリアケース入り

パルテール（SS）
¥2,800（税別）-1
・3532　コライユ
・3052　ルージュサン
・3533　オランジュ

●約H90×W100×D90
●プリザーブドフラワー：ローズ、アジサイ、ペッパーベリー／
　ドライフラワー／フェイク、麻ひも、紙製タグ、コインオーナメント、
　陶製花器／クリアケース入り

Parterre (M)

Parterre (S)

Parterre (SS)
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・3548　シトロン（M）

・3545　シトロン（S）

・3542　シトロン（SS）

Clair
クレール……透明

パールピックに揺れる
タッセルとメッセージタグ。

Le cadeau n'a pas une grande signification; 
ce qui est essentiel c'est de transmettre le coeur.

あなたへの贈り物。ただ、真心を伝えたくて



・3547　コライユ

・3544　コライユ

・3541　コライユ

Clair (M)

Clair (S)

Clair (SS)

クレール（M）
¥5,000（税別）-1
・3547　コライユ
・3546　ヴィオレ
・3548　シトロン

・3546　ヴィオレ ・3548　シトロン

●約H140×W120×D120
●プリザーブドフラワー：ローズ、アジサイ／ドライフラワー／ハンドメイドフラワー／
　リボン、タッセル、パールピック、紙製タグ、陶製花器／クリアケース入り

クレール（Ｓ）
¥3,700（税別）-1
・3544　コライユ
・3543　ヴィオレ
・3545　シトロン

・3543　ヴィオレ ・3545　シトロン

●約H120×W110×D110
●プリザーブドフラワー：ローズ、アジサイ／ドライフラワー／ハンドメイドフラワー／
　リボン、タッセル、パールピック、紙製タグ、陶製花器／クリアケース入り

クレール（SS）
¥2,800（税別）-1
・3541　コライユ
・3540　ヴィオレ
・3542　シトロン

・3540　ヴィオレ ・3542　シトロン

●約H100×W90×D90
●プリザーブドフラワー：ローズ、アジサイ／ドライフラワー／
　リボン、タッセル、パールピック、紙製タグ、陶製花器／クリアケース入り

20
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・3067　ルージュサン（2L）

・3064　ルージュサン（L）

・3061　ルージュサン（M）

Les Anges
レザンジュ……天使

波打つ花びらが大きく開いた
可憐なオールドローズをモダ
ンローズと組み合せました。
豊かな表情が魅力です。
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レザンジュ（2Ｌ）
¥10,000（税別）-1
・3067　ルージュサン
・3068　ヴィオレ
・3069　ブラン

・3067　ルージュサン・3068　ヴィオレ ・3069　ブラン

・3064　ルージュサン・3065　ヴィオレ ・3066　ブラン

・3061　ルージュサン・3062　ヴィオレ ・3063　ブラン

●約H150×W220×D130
●プリザーブドフラワー：ローズ、アジサイ、グリーン／フェイク／
　陶製花器／クリアケース入り

レザンジュ（Ｌ）
¥8,000（税別）-1
・3064　ルージュサン
・3065　ヴィオレ
・3066　ブラン

●約H170×W180×D120
●プリザーブドフラワー：ローズ、アジサイ、グリーン／フェイク／
　陶製花器／クリアケース入り

レザンジュ（M）
¥6,500（税別）-1
・3061　ルージュサン
・3062　ヴィオレ
・3063　ブラン

●約H170×W150×D130
●プリザーブドフラワー：ローズ、アジサイ、グリーン／フェイク／
　陶製花器／クリアケース入り

Les Anges (2L)

Les Anges (L)

Les Anges (M)
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・3570　コライユ（2L）

・3568　コライユ（L）

・3566　コライユ（M）

Perle
ペルル……真珠

バラの女王と呼ばれる気品
香るオールドローズを使用。
花びらの巻きが多く、ロゼット
咲きのクラシカルな花姿は、
思わずため息がでるほどの
美しさです。
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ペルル（2L）
¥15,000（税別）-1
・3570　コライユ
・3569　ルージュサン

●約H160×W180×D180
●プリザーブドフラワー：ローズ、
　アジサイ、グリーン／
　フェイク／パールストリング、リボン／
　陶製花器／クリアケース入り

ペルル（Ｌ）
¥8,500（税別）-1
・3568　コライユ
・3567　ルージュサン

●約H210×W140×D140
●プリザーブドフラワー：ローズ、
　アジサイ、グリーン／
　ハンドメイドフラワー／フェイク／
　パールストリング、リボン／
　陶製花器／クリアケース入り

ペルル（M）
¥5,500（税別）-1
・3566　コライユ
・3565　ルージュサン

・3570　コライユ

・3568　コライユ

・3566　コライユ

・3569　ルージュサン

・3567　ルージュサン

・3565　ルージュサン

●約H140×W110×D110
●プリザーブドフラワー：ローズ、
　アジサイ、グリーン／
　ハンドメイドフラワー／フェイク／
　パールストリング、リボン／
　陶製花器／クリアケース入り

Perle (2L)

Perle (L)

Perle (M)



波打つ花びらが大きく開いた
可憐なオールドローズをモダ
ンローズと組み合せました。
豊かな表情が魅力です。
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・3076　コライユ（2L）

・3073　コライユ（L）

・3070　コライユ（M）

Marie
マリー
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Marie (L)

Marie (M)

マリー（2Ｌ）
¥20,000（税別）-1
・3076　コライユ
・3078　オランジュ
・3077　ヴェール

●約H270×W180×D165
●プリザーブドフラワー：ローズ、アジサイ、ドライフラワー／
　陶製花器／クリアケース入り

マリー（Ｌ）
¥10,000（税別）-1
・3073　コライユ
・3075　オランジュ
・3074　ヴェール

●約H210×W145×D140
●プリザーブドフラワー：ローズ、アジサイ、ドライフラワー／
　陶製花器／クリアケース入り

マリー（M）
¥6,000（税別）-1
・3070　コライユ
・3072　オランジュ
・3071　ヴェール

●約H175×W125×D120
●プリザーブドフラワー：ローズ、アジサイ、ドライフラワー／
　陶製花器／クリアケース入り

・3076　コライユ

・3073　コライユ

・3070　コライユ・3072　オランジュ ・3071　ヴェール

・3078　オランジュ ・3077　ヴェール

・3075　オランジュ ・3074　ヴェール

Marie (2L)



茶花 菊華
¥3,800（税別）-1

・3027　薄紅（うすべに） ・3028　京紫（きょうむらさき）

●約H150×W130×D130
●プリザーブドフラワー：輪菊、
　アジサイ、グリーン 他／
　ドライフラワー／陶製花器／クリアケース入り

茶花 菊華
ちゃばな きっか

茶花 菊華
ちゃばな きっか

苔玉 菊姫
¥3,200（税別）-1

●約H140×W100×D100
●プリザーブドフラワー：菊、
　グリーン 他／ドライフラワー／
　フェイク／陶製花器／
　クリアケース入り ・3023　紅桃（べにもも） ・3024　若草（わかくさ）

苔玉 菊姫
こけだま きくひめ

苔玉 菊姫
こけだま きくひめ

27

苔玉 蝶蘭
¥3,200（税別）-1

●約H150×W100×D100
●プリザーブドフラワー：
　デンファレ、アジサイ、
　グリーン／フェイク／
　陶製花器／クリアケース入り

苔玉 八重薔薇
¥3,200（税別）-1
●約H130×W100×D100
●プリザーブドフラワー：八重薔薇、
 　アジサイ、グリーン 他／フェイク／
　陶製花器／クリアケース入り

・3025　京紫（きょうむらさき）

・3022　藤紫（ふじむらさき）

・3021　紅赤（べにあか）

苔玉 蝶蘭
こけだま ちょうらん

苔玉 八重薔薇
こけだま やえばら



・3019　紅桃（べにもも） ・3017　紅桃（べにもも）・3018　京紫（きょうむらさき）

華筒（Ｍ）
¥1,800（税別）-4

●プリザーブドフラワー：菊、アジサイ、グリーン／
　ドライフラワー／リボン、紙紐、ペーパー、
　ガラス瓶、アルミキャップ

華筒（S）
¥1,500（税別）-4

●プリザーブドフラワー：菊、アジサイ、グリーン／
　ドライフラワー／リボン、紙紐、ペーパー、
　ガラス瓶、アルミキャップ

華筒 (M)
はなづつ

華筒 (S)
はなづつ
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薫風
くんぷう

薫風（L）
¥10,000（税別）-1

●プリザーブドフラワー：ローズ、アジサイ、グリーン／陶製花器／クリアケース入り

●約H200×W170×D170

薫風（M）
¥5,500（税別）-1
●約H160×W130×D130

●約H144×W52×D52 ●約H112×W52×D52

・3020　京紫（きょうむらさき）

・3089　薫風（L）

・3088　薫風（M）



・3034　ヴェール・3033　ヴィオレ ・3029　コライユ・3030　ヴィオレ

プリエール（L）
¥10,000（税別）-1 ●プリザーブドフラワー：輪菊、菊、蘭、アジサイ、グリーン／

　ドライフラワー／陶製花器、ガラス／ペーパーケース入り●約H270×W130×D130

プリエール（MP）
¥4,000（税別）-1

●プリザーブドフラワー：菊、アジサイ、グリーン／
　ドライフラワー／陶製花器、ガラス／
　ペーパーケース入り●約H170×W70×D70

Prière (L) Prière (MP)
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プリエール……祈りプリエール……祈り

プリエール（M）
¥4,500（税別）-1
・3031　コライユ
・3032　ヴェール

●約H180×W130×D130
●プリザーブドフラワー：輪菊、菊、
　アジサイ、グリーン／ドライフラワー／
　ハンドメイドフラワー／リボン、
　陶製花器／クリアケース入り ・3032　ヴェール

・3031　コライユ

Prière (M)



30

・3580　ヴィオレ

・3579　コライユ

エトワール（Ｓ）
¥4,500（税別）-1

・3577　コライユ　
●約H100×W130×D100
●プリザーブドフラワー：輪菊、菊、アジサイ、グリーン／ドライフラワー／
　ハンドメイドフラワー／リボン、陶製花器／クリアケース入り

エトワール（Ｌ）
¥8,000（税別）-1
・3581　ヴェール

●約H130×W220×D120
●プリザーブドフラワー：輪菊、ダリア、アジサイ、ペッパーベリー、
　グリーン／ドライフラワー／タッセル／陶製花器／クリアケース入り

Étoiles (L)

Étoiles (M)

エトワール……星

Étoiles (S) Étoiles (S)

・3581　ヴェール

エトワール（M）
¥5,000（税別）-1
・3579　コライユ
・3580　ヴィオレ

●約H90×W200×D80
●プリザーブドフラワー：デンファレ、菊、アジサイ、グリーン／
　ドライフラワー／陶製花器／クリアケース入り

・3578　ヴィオレ　
●約H165×W115×D115



1609

ブランカフェ
¥3,800（税別）-1
・3591　アザレ
・3593　ルージュサン
・3594　コライユ
・3592　オランジュ
・3090　マリーヌ

・3593　ルージュサン ・3594　コライユ ・3592　オランジュ

・3591　アザレ

・3591　アザレ ・3090　マリーヌ

●約H170×W160　バラの直径約90mm
●プリザーブドフラワー：ローズ、グリーン／
　リボン、ペーパー／クリアケース入り

Blanc café
ブランカフェ……白いカフェ

・3035　コライユ
・3036　ルージュサン
・3037　シトロン

ブーケブラン ¥1,200（税別）-4

●約H115×W50×D50
●プリザーブドフラワー：ローズ／
　チュールレース、リボン、紙製タグ、
　PET、ステンレス


