Preserved Flowers No.

STORY
「ベルベットのような質感」
「まるで生花のよう」
「これ
がプリザーブドフラワー？」
と、驚きの言葉で表現さ
れるAMOROSAローズ。誕生と進化の裏には、世界
を舞台にした、試行錯誤がありました。
それを支えて
来たのは、薔薇づくりにかける思い、一輪の美へのあ
くなき探究心。究極に美しく、枯れない薔薇を求めた
AMOROSAの物語の一部をご紹介します。

“Having the touch of velvet!”“As real as fresh
ﬂowers! ” “Is this so-called preserved ﬂower
？” AMOROSA roses are often described in
incredible words. We have had countless
experiments and eﬀorts to launch AMOROSA
roses. Our strong belief and passion has
supported us in producing the best quality
and most beautiful AMOROSA roses. Let us
begin the story of AMOROSA.

AMOROSAの薔薇
AMOROSA roses

標 高 2 5 0 0 m 。太 陽 に 近 いアンデス の 薔 薇 園
AMOROSAのプリザーブドローズは南米エクアドルの専用薔薇
園でのみ、育成されています。澄み切った空気の中アンデスの雪解
け水と、ふりそそぐ太陽の恵みを受けて育まれたローズは、世界で
も類を見ないほど大きく、たくましく、
そして美しく花開きます。

The rose farm is located at an altitude of 2500 meters, shortening the distance from the Sun.
Only roses from our exclusive farm are used. Ecuador is located just below the equator. The farm is located in the equatorial
highlands. The perennial snow on the peak melts and ﬂows down to provide natural and cold water to the farm land. It becomes
the most suitable environment for the growth of ﬁne quality roses. The distinctive climate of the Andes also forms a special
geographical environment, enabling cultivation of unique species and excellent quality of roses. In recent years, Ecuador has
been ranked as the world's best and most suitable place for cultivation and production of roses.

運 命 の 薔 薇との 出 会 い
The rose of the fate

忘 れられ た 一 本 の 木 から
生花で美しい薔薇でも、
プリザーブド加工をすると、美しさを損なっ
てしまうこともあります。AMOROSAのプリザーブドローズが美しい
理由は、
ある一本の薔薇に巡りあったから。
どの薔薇園も栽培しな
くなっていた木から美しいプリザーブドローズが誕生。
この巡り会
いから、AMOROSAの大輪モダンローズが生まれました。

From the beginning of a tree being forgotten.
In the past, we tried using many diﬀerent species of roses for preservation purpose. Most of the roses were good when it was
fresh. However, the quality and the beauty of ﬂowers no longer remained after being processed for preservation. The petals
became either languor or transparent. After having tried using various species, an old tree caught our attention.
It is an ancient species of rose which is not found in any other farm land today. After trying to process its rose ﬂowers, we were
impressed by the radiance coming from the preserved rose products. The petals did not even shrink. Its curves and shape were
also very pretty. The most important thing is that the texture of petals was just as ﬁne as velvet. We ﬁnally found our ideal
preserved rose at that time and we believe that it cannot be replaced by any other rose. It was such a miracle turning from a
forgotten tree into a beautiful large preserved rose.

選び抜かれた薔薇
Select the best roses to pass

繰り返される厳しい 品 質 検 査
大輪の薔薇は自然の恵みをたっぷりとあたえ、大地で大輪に育てる
ことが大切です。
そして美しく開いた薔薇を選んで収穫。色・大きさ・
形などを厳しくチェックし、基準を満たしているものだけをプリザー
ブド加工。
そして完成したプリザーブドローズの中から、最上級に美
しいものを選び「AMOROSA」
の名で流通させているのです。

The rigorous quality inspection
First, we choose the largest and best quality of roses from the farm land. Only the perfect roses will be selected for preservation.
After being processed, the roses will be tested based on colour, shape and curvedness. Only a small quantity of roses can pass the
quality control inspection and become AMOROSA preserved roses. That is the reason why glamorous and digniﬁed AMOROSA
rose is popular and well known in the world. No massive production or sale. It is the perfect preserved rose.
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Facebook
facebook.com/amorosa.works/

進 化し続 けるA M O R O S A の 世 界
AMOROSAは、2006年のリリース以来、巨大輪「リンダ」、世界初となる天然ダイヤモンドコーティング
ローズ「ダイヤモンドローズ」など、オリジナリティあふれるローズを発表。
「プリザーブドローズの女王」
と
呼ばれるまでの成長をとげました。
その一貫した姿勢はアートシーンなどで高く評価され、
アーティストや
ブランドとのコラボレーションも盛んに行われています。公式Facebookページでは、
フラワーデザインの
枠にとらわれず進化し続ける、AMOROSAの情報を発信しています。

Evolving the world of AMOROSA
The large size LINDA has been released since 2006. We also have launched our unique, and the world's ﬁrst rose being
processed by natural real diamond - the DIAMOND ROSE series. Today, AMOROSA ROSE is being known as the Queen of
Eternal Rose. The consistent style of AMOROSA has received high grading from the Arts Festivals. It has been used actively
together with diﬀerent ﬂorists and designers. We keep updating the latest news of AMOROSA and ﬂoral products via our
Facebook pages.

Instagram
instagram.com/amorosa̲japan/

Arrangement

Florist of Paris

Contest

Event decoration

Order arrangement

Interior item

A M O R O S A の 多 彩 なスタイリング 実 例 を 気 軽 に チェック
インスタグラムでは、実際にAMOROSAを使ったスタイリングや、HOW TO 画像を掲載中

Check variety
We have published numerous and diﬀerent articles of How To Do AMOROSA arrangements and ﬂoral designs
on our INSTAGRAM

New model

How to

Arrangement

Display
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NEW FACE

2 0 1 6 年 新 商 品ご 案 内

AMOROSA LUNA

2016年、
アモローサのプリザーブドローズはより多彩に、個性豊かなラインナップになりました。
豊富な花型・サイズ・花色から、あなただけのスタイリングをお楽しみ下さい。

品番：1115 （色番）
花の直径：約 5.5 〜 6 cm
花の高さ：約 5 cm
１箱（6輪）

In the year of 2016, we have launched a new colourful line of AMOROSA PRESERVED ROSE.
Customers can choose diﬀerent shapes, sizes and colours of ﬂower according to their preference. This will make
the ﬂoral products become more authentic and vivid.

ルーナ

LUNA
CODE NO: 1115 - (Colour code)
Diameter of flower: 5.5 ~ 6 cm
Height of flower: 5 cm
1 box (6 blooms)

Luna

AMOROSA LUNA TRES
ルーナ トレス

（ルーナ）

品番：1116 （色番）
花の直径：約 5.5 〜 6 cm
花の高さ：約 5 cm
１箱（3輪）

アモローサの代表作「ティエラ」を直径・高さ
を約１cmほど小さく、低めに仕上げました。
大輪プリザーブドローズをより気軽にお楽し
みいただけるようになりました。
→ラインナップはP５

LUNA TRES
CODE NO: 1116 - (Colour code)
Diameter of flower: 5.5 ~ 6 cm
Height of flower: 5 cm
1 box (3 blooms)

Both the diameter and the height of
LUNA are 1 cm shorter than those of our
masterpiece - TIERRA. It will be easier to
use in diﬀerent designs of ﬂoral products.
LINE UP → P.5

AMOROSA NATALIA

ナタリア

品番：1117 （色番）
花の直径：約 4 〜 4.5 cm
花の高さ：約 4 cm
１箱（6輪）
NATALIA
CODE NO: 1117 - (Colour code)
Diameter of flower: 4 〜 4.5 cm
Height of flower: 4 cm
1 box (6 blooms)

Natalia

（ナタリア）

アモローサ初となる中輪サイズのモダンロー
ズ。
アモローサの特徴である、
しっかりとした
肉厚の花びら、ベルベットのような質感はそ
のままに、サイズダウンを実現しました。色々
な花材とも合わせやすく、
アレンジメントで
活躍します。
→ラインナップはP６

NATALIA is the ﬁrst medium-sized rose in
the AMOROSA Modern Rose series.
Though ralatively smaller in size, it still
remains its characteristics of having thick
petals, gloss and velvet of touch. It is
easier to be used together with other
ﬂowers, enabling more vivid and diﬀerent
variations of ﬂoral design.
LINE UP → P.6

AMOROSA CLARA
クララ

品番：1113-（色番）
花の直径：約 3. 5 〜 4 cm
花の高さ：約 2 〜 3 cm
１箱（6輪）
※サイズアソート品

Clara

CLARA
CODE NO: 1113 - (Colour code)
Diameter of flower: 3.5 〜 4 cm
Height of flower: 2 〜 3 cm
1 box (6 blooms)
Size assorted product
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CLARA has made its debut as a new colour in the
small classical rose series. It is a gradient colour
of rose. With a Platinum-white coloured base and
a comparatively lighter coloured center of ﬂower,
such a good match makes the roses become more
adorable and expressive.
LINE UP → P.8

（クララ）

コンパクトなオールドローズ「クララ」に、新色
が登場。注目はプラチナホワイトをベースに、
中心がほんのりと色づいた、
グラデーション
シリーズ。愛らしいローズが、
より表情豊かに
なりました。
→ラインナップはP８

SIZE / MODERN ROSE

Linda / Arcoiris

Tierra

リンダ ／ アル コ イリス

about 9〜10cm

ティエラ

Natalia

about 5.5〜6cm

about 4〜4.5cm

ル ーナ

about 6〜6.5cm

about 5.5〜6cm

Luna

about 5.5cm

ナタリア

about 5cm

about 4cm

SIZE / CLASSICAL ROSE

Kabuki Rey

Carmen

カブ キ レ イ

Kabuki

カ ル メン

about 5.5〜6cm

about 4〜4.5cm

about 5.5〜6cm

about 4cm

Clara

カブ キ

about 4cm

クララ

about 3.5〜4cm

about 3〜3.5cm

about 2〜3cm
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様々な個性の深紅のローズを、表情を愉しむように
アソート。花丈ひかえめの大輪「ルーナ」だから、
フラ
ットなデザインに最適です。
プリザーブドアレンジに
香りをプラスする、
フレグランスオイルを添えて。
フレ
ッシュローズを思わせる、瑞々しく贅沢なアレンジメ
ントです。
By using diﬀerent kinds of dark red roses,
it shows a distinct appearance of ﬂowers.
Short and large rose LUNA is mostly
suitable for use in ﬂat ﬂower arrangement.
Besides, the distinctive aroma from the
fragrance oil also brings out the glamorous
and elegant ﬂoral design, just like viewing
fresh ﬂowers.

【マークについて】

M

……マテリアル商品・素材品。
加工・アレンジが必要です。

Material goods.Processing or
arrangement is required.

A

Flower Material

……アレンジメント商品。
完成品です。

LUNA (BRIGHT RED)

Arranged product.
Finished product.

CARMEN (BRIGHT RED)
NATALIA (ANTIQUE RED)
CLARA (HOT PINK)

LUNA
LUNA TRES

FRAGRANCE OIL (CLASSIC)

M

アモロー サ をより気 軽 に 。すこし小さめ の 第 ２ の 大 輪 ローズ 。
It is easier to choose from AMOROSA ﬂoral products.
It is comparatively smaller than the large size rose, the second largest AMOROSA rose.

AMOROSA LUNA
ルーナ

品番：1115-（色番）
花の直径：約 5.5 〜 6 cm
花の高さ：約 5 cm
１箱（6輪）
LUNA
CODE NO: 1115 - (Colour code)
Diameter of flower: 5.5 ~ 6 cm
Height of flower: about 5 cm
1 box (6 blooms)

PLATINUM WHITE
1115-01
1116-01

CHAMPAGNE
1115-02
1116-02

FEMININE PINK
1115-11
1116-11

HOT PINK
1115-12
1116-12

BRIGHT RED
1115-30
1116-30

ANTIQUE RED
1115-31
1116-31

SAFFRON YELLOW
1115-42
1116-42

LILAC
1115-50
1116-50

ROYAL PURPLE
1115-51
1116-51

RICH PLUM
1115-52
1116-52

VINTAGE WINE
1115-53
1116-53

POWDER BLUE
1115-60
1116-60

EXCELLENT BLUE
1115-61
1116-61

TURQUOISE BLUE
1115-62
1116-62

PERSIAN GREEN
1115-71
1116-71

AMOROSA LUNA TRES
ルーナ トレス

品番：1116-（色番）
花の直径：約 5.5 〜 6 cm
花の高さ：約 5 cm
１箱（3輪）
LUNA TRES
CODE NO: 1116 - ( Colour code)
Diameter of flower: 5.5 ~ 6 cm
Height of flower: about 5 cm
1 box (3 blooms)
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PLEASE NOTE
■ LUNA and LUNA TRES are in the
same assortments and sizes. They are
only different in quantities per
package. ■ In order to keep the
good-looking and shape of each
flower, the centre of petal has been
reinforced. ■The bi-colour series
requires an exquisite high-end
technology for dyeing progress. Thus,
the colour of each flower slightly differs
from each other.

Bi-color
バイカラーシリーズ

BRIDAL PINK
1115-21
1116-21

LEOPARD BORDEAUX
1115-32
1116-32

LEOPARD RED
1115-44
1116-44

質感を楽しむシルバーのフラワーベースは、光のニ
ュアンスが魅力。
クールな色合いの中、
ブルートーン
のアレンジが映えて、
ローズの美しい形が浮かび上
がります。
Using silver as the base colour, together
with the blue tone ﬂowers, it reﬂects the
cool and brilliant blue colour. Thus, it
enhanced the revelation of the beautiful
shape of roses vividly.

Flower Material
LUNA (LILAC)
NATALIA (POWDER BLUE,
EXCELLENT BLUE)
CLARA (LILAC)

N ATA L I A

M

AMOROSA NATALIA

ナタリア

アモロー サ の 端 正でグラマラス な 魅 力 をそ のままに 。初 の 中 輪 ローズ 。
NATALIA remains the decency and glamour of AMOROSA. It is the ﬁrst medium-sized rose.
Though ralatively smaller in size, it still remains its characteristics of having thick petals, gloss and
velvet of touch. It is easier to be used together with other ﬂowers, enabling more vivid and diﬀerent
variations of ﬂoral design.

品番：1117-（色番）
花の直径：約 4 〜4.5 cm
花の高さ：約 4 cm
１箱（6輪）
NATALIA
CODE NO: 1117 - (Colour code)
Diameter of flower: 4 〜 4.5 cm
Height of flower: about 4 cm
1 box (6 blooms)

【 知ってお いてい た だ きた いこと】
バ イカラーシリーズ は 繊 細 な 技 術 を 要 するた め
色 の 濃 淡 は 花 により異 なります。あらかじめご了
承ください。

PLEASE NOTE
The bi-colour series requires an
exquisite high-end technology for
dyeing process. Thus, the colour of
each flower slightly differs from each
other.

PLATINUM WHITE
1117-01

CHAMPAGNE
1117-02

FEMININE PINK
1117-11

HOT PINK
1117-12

BRIGHT RED
1117-30

ANTIQUE RED
1117-31

SAFFRON YELLOW
1117-42

LILAC
1117-50

ROYAL PURPLE
1117-51

RICH PLUM
1117-52

VINTAGE WINE
1117-53

POWDER BLUE
1117-60

EXCELLENT BLUE
1117-61

TURQUOISE BLUE
1117-62

PERSIAN GREEN
1117-71

Bi-color
バイカラーシリーズ

BRIDAL PINK
1117-21

LEOPARD BORDEAUX
1117-32

LEOPARD RED
1117-44
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波打つ花びらが情熱的な「カルメン」
をビビットなイ
エローカラーの「クララ」
と共に、ガラスのベースにあ
しらいました。透明感も瑞々しい、
フレッシュなアレン
ジメントです。
Putting passionate rose CARMEN with
waved petals and the bright yellow CLARA
into a glass vessel, it becomes a clear,
transparent and fresh arrangement.

【マークについて】

M

……マテリアル商品・素材品。
加工・アレンジが必要です。

Material goods.Processing or
arrangement is required.

A

……アレンジメント商品。
完成品です。
Arranged product.
Finished product.

Flower Material
CARMEN (BRIGHT RED)
NATALIA (BRIGHT RED)
CLARA (HOT PINK, SAFFRON YELLOW)

CARMEN
AMOROSA CARMEN

M

貴 婦 人 のドレス のように 豪 華 に 、情 熱 的 に 。か つてな い 華 や かさを 実 現 。
Being as gorgeous and passionate as the dress of an upper class woman.
In the Classical Rose series, CARMEN has a characteristic of wavy curled petals just like a layered dress. It depicts
tenuous magniﬁcence, which perfectly matches the name of a passionate lady: CARMEN.

オールドローズ カルメン
品番：1114-（色番）
花の直径：約 5.5 〜 6 cm
花の高さ：約 4 cm
１箱（3輪）

CARMEN
CODE NO: 1114 - (Colour code)
Diameter of flower: 5.5 ~ 6 cm
Height of flower: 4 cm
1 box (3 blooms)
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PLATINUM WHITE
1114-01

HOT PINK
1114-12

BRIGHT RED
1114-30

ANTIQUE RED
1114-31

RICH PLUM
1114-52

BRITISH GREEN
1114-73

瑞々しい切花を、丸くたばねたようなブーケロン・ス
タイル。
プリザーブドステムなら、
ナチュラルな美しさ
を演出しながら、
ローズや花材をベストな角度で見
せることができます。
Choose the appropriate cut ﬂowers to
make a round-shaped bouquet. By
matching with the preserved stem, it
shows more of the natural beauty of roses.
People can also view the roses and ﬂoral
material from the optimal angle.

Flower Material
LUNA (PLATINUM WHITE)
CLARA (CITRUS YELLOE, WHITE YELLOW)
PRESERVED STEM

CLARA

M

AMOROSA CLARA

オールドローズ クララ

低 め の 花 丈で 大 きく開く、使 い や す いコン パクトな オー ルドローズ
The short and large Classical Rose - CLARA is easily to be used in various arrangements.
The enchantment of classical rose comes from its densely packed, lovely petals which exudes the natural beauty of
a ﬂower blossom. The comparatively short ﬂowers with petals bounding outward can be used for diﬀerent ﬂoral
arrangements easily; enhancing the display of charm of ﬂoral products.

品番：1113 （色番）
花の直径：約 3.5 〜 4 cm
花の高さ：約 2 〜 3 cm
１箱（6輪）
※サイズアソート品
CLARA
CODE NO: 1113 - (Colour code)
Diameter of flower: 3.5 〜 4 cm
Height of flower: 2 〜 3 cm
1 box (6 blooms)
Size assorted product

PLATINUM WHITE
1113-01

FEMININE PINK
1113-11

HOT PINK
1113-12

BRIGHT RED
1113-30

ANTIQUE RED
1113-31

CITRUS YELLOW
1113-41

SAFFRON YELLOW
1113-42

LILAC
1113-50

Gradation

グラデーションシリーズ

【 知ってお いてい た だ きた いこと】
バ イカラーシリーズ は 繊 細 な 技 術 を 要 するた め
色 の 濃 淡 は 花 により異 なります。あらかじめご了
承ください。

PLEASE NOTE
The bi-colour series requires an
exquisite high-end technology for
dyeing process. Thus, the colour of
each flower slightly differs from each
other.

EXCELLENT BLUE
1113-61
WHITE PINK
1113-29

WHITE YELLOW
1113-49

08

表情豊かなオールドローズをたっぷりと楽しむアレ
ンジメント。大輪の存在感もさることながら、
ローズ
一輪一輪が個性的で、見飽きることがありません。動
きのあるグリーンが、
アレンジメントに明るさと軽や
かさを添え、贅沢な春のハーモニーを描き出します。
Using the expressive classical roses for
ﬂoral arrangement; each large rose is able
to show its unique personality and strong
feeling of presence. People will never get
bored by viewing this ﬂoral product.
Coupled with brilliant and light green
roses, such arrangement can create a
harmonious masterpiece of luxury.

【マークについて】

M

……マテリアル商品・素材品。
加工・アレンジが必要です。

Material goods.Processing or
arrangement is required.

A

……アレンジメント商品。
完成品です。

Flower Material

Arranged product.
Finished product.

KABUKI (FEMININE PINK)
KABUKI (FEMININE PINK, RICH PLUM)
CLARA (WHITE PINK)

KABUKI REY

M

AMOROSA KABUKI REY

贅 沢 なまで の 大 輪 オー ルドローズ「カブ キ レ イ」
KABUKI is a large and luxurious Classical Rose.
The charm of classical rose depends on its bud, garlands and blossom of ﬂower.
Each single lovely petal glitters under irradiation, exuding diﬀerent kind of natural beauty.

オールドローズ カブキ レイ
品番：1106 （色番）
花の直径：約 5.5 〜 6 cm
花の高さ：約 4 cm
１箱（3輪）

CLASSICAL ROSE KABUKI REY
CODE NO: 1106 - (Colour code)
Diameter of flower: 5.5 ~ 6 cm
Height of flower: 4 cm
1 box (3 blooms)

【 知ってお いてい た だ きた いこと】
■ オー ルドローズ の 特 性として、花 姿・形 が 一 輪
一 輪 異 なります。■ バ イカラーシリーズ は 繊 細 な
技 術 を 要 するた め 色 の 濃 淡 は 花 により異 なりま
す。あらかじめご了 承ください。

PLEASE NOTE
The feature of Classical Rose is the
both appearance and shape of each
flower are different.The bi-colour
series requires an exquisite high-end
technology for dyeing process. Thus,
the colour of each flower slightly
differs from each other.
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PLATINUM WHITE
1106-01

CHAMPAIGN
1106-02

FEMININE PINK
1106-11

HOT PINK
1106-12

BRIGHT RED
1106-30

ANTIQUE RED
1106-31

ROYAL PURPLE
1106-51

RICH PLUM
1106-52

VINTAGE WINE
1106-53

EXCELLENT BLUE
1106-61

Bi-color
バイカラーシリーズ

LEOPARD BORDEAUX
1106-32

BRIDAL PINK
1106-21

CANDY PINK
1106-23

APRICOT PINK
1106-26

ナチュラルテイストの花器には、オールドローズが似
合います。
ころんとしたフォルムと、親しみやすい色合
いで、
目にした人の顔に思わず笑みがこぼれます。合
間からローズリーフをのぞかせれば、
ナチュラルさが
いっそう引き立ちます。
Classical roses perfectly match with
natural style of vase. People may smile
when viewing the ﬂoral product. By adding
some rose leaves in between the ﬂowers, it
brings out more of the natural beauty.

Flower Material
KABUKI REY (CHAMPAIGN,
PLATINUM WHITE)
KABUKI (CANDY PINK, APRICOT PINK)
PRESERVED ROSE LEAF

KABUKI

M

AMOROSA KABUKI

バラの 女 王と呼 ば れる気 品 香るオー ルドローズ「カブ キ」
Elegant and aromatic KABUKI is also known as the Queen of Classical Rose.
It is one of the rare species from AMOROSA farm. The petals are thick and curled that exude distinctive of natural
beauty and fragrance.

オールドローズ カブキ

品番：1105 （色番）
花の直径：約 4 〜 4.5 cm
花の高さ：約 3 〜 3.5 cm
１箱（6輪）
CLASSICAL ROSE KABUKI
CODE NO: 1105 - (Colour code)
iameter of flower: 4 ~ 4.5 cm
Height of flower: 3 ~ 3.5 cm
1 box (6 blooms)

【 知ってお いてい た だ きた いこと】
■ オー ルドローズ の 特 性として、花 姿・形 が 一 輪
一 輪 異 なります。■ バ イカラーシリーズ は 繊 細 な
技 術 を 要 するた め 色 の 濃 淡 は 花 により異 なりま
す。あらかじめご了 承ください。

PLEASE NOTE
The feature of Classical Rose is the
both appearance and shape of each
flower are different.The bi-colour
series requires an exquisite high-end
technology for dyeing process. Thus,
the colour of each flower slightly
differs from each other.

PLATINUM WHITE
1105-01

CHAMPAIGN
1105-02

ANTIQUE WHITE
1105-03

PEACH PINK
1105-10

FEMININE PINK
1105-11

HOT PINK
1105-12

BIRGHT RED
1105-30

ANTIQUE RED
1105-31

BRIGHT ORANGE
1105-43

ROYAL PURPLE
1105-51

RICH PLUM
1105-52

VINTAGE WINE
1105-53

EXCELLENT BLUE
1105-61

Bi-color
バイカラーシリーズ

BRIDAL PINK
1105-21

CANDY PINK
1105-23

APRICOT PINK
1105-26
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ワントーンの景色の中、静かに佇むモダンなアレン
ジメント。
グリーンローズだけが持つ、
マニッシュさ
が魅力です。生花にはない、静かで知的な情熱が感
じられます。
In order to arrange the modern ﬂowers
calmly and peacefully in one tone, only
green-coloured roses can show the charm
of mannish. Unlike fresh ﬂower, people
can feel its intellectual passion.

【マークについて】

M

……マテリアル商品・素材品。
加工・アレンジが必要です。

Material goods.Processing or
arrangement is required.

A

……アレンジメント商品。
完成品です。
Arranged product.
Finished product.

Flower Material
TIERRA (BRITISH GREEN)
NATALIA (PERSIAN GREEN)
CARMEN (BRITISH GREEN)
PRESERVED ROSE LEAF

STEM & LEAF
AMOROSA STEM

プリザーブドステム

M

フラワーデ ザインをアシストする上 質 なグリーンアイテム
Matching stems and leaves with diﬀerent ﬂowers can make the ﬂoral arrangement to become more authentic and vivid.
We have been seeking the sense of reality so as to develop high quality tree stems and leaves. Stems are thick,
strong and long enough to support the large roses. It can also be cut into diﬀerent lengths and used seperately.
Rose leaves remain the softness and shape after the preservation process.

品番：1502-74
長さ：約 60 cm
１箱（１本）
PRESERVED STEM
CODE NO: 1502-74
LENGTH: 60cm
1 box (1branch)

AMOROSA ROSE LEAF

プリザーブドローズリーフ
品番：1501-74
長さ：約 15 ~ 20 cm
１袋（４枝）

PRESERVED ROSE LEAF
CODE NO: 1501-74
LENGTH: 15-20cm
1 box (4pcs)
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PRESERVED STEM
1502-74

PRESERVED ROSE LEAF
1501-74

TIERRA
TIERRA TRES

M

AMOROSA TIERRA

ティエラ

上 質 感 漂う艶 や か な 大 輪 ローズ「ティエラ」＆「ティエラ・トレス」
TIERRA and TIERRA TRES are large size of roses having high quality of luster.

TIERRA, a large size of rose from Ecuador, is our masterpiece. The petals are thick and moist and will not be torn
easily. Glossy and velvety of touch are also their characteristics. Especially the rose petals in dark tone, the changes
of ﬂower can be seen from diﬀerent angles of irradiation and the touch of velvety becomes more obvious.
The appearance of bi-colour series TIERRA will change dramatically from blooming.

品番：1101-（色番）
花の直径：約 6 〜 6.5 cm
花の高さ：約 5.5 cm
１箱（６輪）
CODE NO: 1101 - (Colour code)
Diameter of flower: 6 〜 6 .5 cm
Height of flower: 5.5 cm
1 box (6 blooms)

PLATINUM WHITE
1101-01
1102-01

CHAMPAIGN
1101-02
1102-02

PEACH PINK
1101-10
1102-10

FEMININE PINK
1101-11
1102-11

HOT PINK
1101-12
1102-12

RADIANT PINK
1101-17
1102-17

BRIGHT RED
1101-30
1102-30

ANTIQUE RED
1101-31
1102-31

CRITUS YELLOW
1101-41
1102-41

SAFFRON YELLOW
1101-42
1102-42

BRIGHT ORANGE
1101-43
1102-43

LILAC
1101-50
1102-50

ROYAL PURPLE
1101-51
1102-51

RICH PLUM
1101-52
1102-52

VINTAGE WINE
1101-53
1102-53

POWDER BLUE
1101-60
1102-60

EXCELLENT BLUE
1101-61
1102-61

TURQUOISE BLUE
1101-62
1102-62

LIME GREEN
1101-70
1102-70

PERSIAN GREEN
1101-71
1102-71

BRITISH GREEN
1101-73
1102-73

LASER BLACK
1101-00
1102-00

AMOROSA TIERRA TRES

ティエラ トレス

品番：1102-（色番）
花の直径：約 6 〜 6.5 cm
花の高さ：約 5.5 cm
１箱（3輪）
CODE NO: 1102 - (Colour code)
Diameter of flower: 6 〜 6 .5 cm
Height of flower: 5.5 cm
1 box (3 blooms)

【 知ってお いてい た だ きた いこと】
■「ティエラ」と「ティエラ・トレス」は 入 数 が
異 なるだ けで、同じ品 種・サイズ の バラを 使 用
しています。■ 花 形 の 状 態 を 美しくしっかり保
てるよう、花 びらの つ け 根 に 補 強 を 施していま
す。■ バ イカラーシリーズ は 繊 細 な 技 術 を 要
するた め 色 の 濃 淡 は 花 により異 なります。あら
かじめご了 承ください。

PLEASE NOTE
■ TIERRA and TIERRA TRES are in the
same assortments and sizes. They are
only different in quantities per
package. ■ In order to keep the
good-looking and shape of each flower,
the centre of petal has been reinforced.
■The bi-colour series requires an
exquisite high-end technology for
dyeing process. Thus, the colour of
each flower slightly differs from each
other.

Bi-color
バイカラーシリーズ

BRIAL PINK
1101-21
1102-21

CANDY PINK
1101-23
1102-23

ROSE PINK
1101-24
1102-24

LEOPARD BORDEAUX
1101-32
1102-32

PARIS PINK
1101-22
1102-22

LEOPARD RED
1101-44
1102-44
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AMOROSAローズの魅力をあますところなく引き
出した大輪ローズ「リンダ」。
その存在感を贅沢に味
わうシンプルアレンジ。ベルベットのような陰影と奥
深い色合いを、心ゆくまで眺めて。
Our huge size rose LINDA can fully show
the glamour of AMOROSA roses. A simple
ﬂoral design can bring out its strong
feeling of presence sumptuously. Together
with the touch of velvet in dark tone, it
just looks like gazing at the deepest part of
oneʼs heart.

【マークについて】

M

……マテリアル商品・素材品。
加工・アレンジが必要です。

Material goods.Processing or
arrangement is required.

A

……アレンジメント商品。
完成品です。
Arranged product.
Finished product.

Flower Arrangement
LINDA (ROYAL PURPLE)
NATALIA (ROYAL PURPLE)
KABUKI (ROYAL PURPLE)
PRESERVED ROSE LEAF

ARCOIRIS

M

AMOROSA ARCOIRIS

アルコ・イリス

メリアローズ の 新 た な 魅 力「アルコ・イリス」
Re-worked Rose A new charm “ARCOIRIS”
Each rose is being processed by using large rose pedals attentively. The name ARCOIRIS comes from “RAINBOW”
in Spanish. It is a huge rose in size of 9-10 cm in diameter. ARCOIRIS rose is being packed in a specialized cup and
individual box.

品番：1110-（色番）
花の直径：約 9 〜 10 cm
花の高さ：約 5.5 〜 6 cm
１箱（1輪）
ARCOIRIS
CODE NO: 1110 - (Colour code)
Diameter of flower: 9 ~ 10 cm
Height of flower: 5.5 ~ 6 cm
1 box (1 blooms)

【 知ってお いてい た だ きた いこと】
■ 花 びらを 接 着し組 上 げております。花 びらを
は ずしての 開 花 作 業 に は 適しておりませ ん 。あ
らかじめご了 承ください。

ESPRIT PINK
1110-14

GOTHIC PINK
1110-15

CLASSICAL RED
1110-34

FRUITY ORANGE
1110-45

GARLY ORANGE
1110-46

GRAND BLUE
1110-62

DIVA GREEN
1110-72

NOBLE BLACK
1110-05

PLEASE NOTE
The petals are processed by merging.
It is not suitable for the use of flower
efflorescence.
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SEVEN LUCK
1110-77

※花びらの中 心の色 が
１つ１つ 異 なります
※The colour in the center of each rose is diﬀerent.

LINDA
AMOROSA LINDA

リンダ

M

大 輪 中 の 大 輪 。圧 倒 的 な 存 在 感 を 誇る「リンダ 」
“LINDAʼ is a huge size of rose with overwhelming sense of presence.
LINDA means beauty in Spanish. TIERRA is a masterpiece of AMOROSA, each ﬂower is hand re-worked attentively
n Ecuador farm, to produce a huge rose in size of 9-10 cm in diameter. With strong feeling of presence, LINDA
deserves the name of Beauty and Magniﬁcence of rose. Due to its preciousness, each LINDA rose is being packed
in a specialized cup and individual box.

品番：1108-（色番）
花の直径：約 9 〜10 cm
花の高さ：約 5.5 〜 6cm
１箱（1輪）
LINDA
CODE NO : 1108 - (Colour code)
Diameter of flower: 9 ~ 10 cm
Height of flower: 5.5 ~ 6 cm
1 box (1 blooms)

【 知ってお いてい た だ きた いこと】
■ バ イカラーシリーズ は 繊 細 な 技 術 を 要 する
た め 色 の 濃 淡 は 花 により異 なります。■ 花 びら
を 接 着し組 上 げております。花 びらを は ずして
の 開 花 作 業 に は 適しておりませ ん 。あらかじめ
ご了 承ください。

PLEASE NOTE
■The bi-colour series requires an
exquisite high-end technology for
dyeing process. Thus, the colour of
each flower slightly differs from each
other.■The petals are processed by
merging. It is not suitable for the use
of flower efflorescence.

PLATINUM WHITE
1108-01

CHAMPAIGN
1108-02

FEMININE PINK
1108-11

HOT PINK
1108-12

BRIGHT RED
1108-30

ANTIQUE RED
1108-31

SAFFRON YELLOW
1108-42

BRIGHT ORANGE
1108-43

LILAC
1108-50

ROYAL PURPLE
1108-51

RICH PLUM
1108-52

VINTAGE WINE
1108-53

POWDER BLUE
1108-60

EXCELLENT BLUE
1108-61

LIME GREEN
1108-70

PERSIAN GREEN
1108-71

LEOPARD BORDEAUX
1108-32

LEOPARD RED
1108-44

Bi-color
バイカラーシリーズ

LASER BLACK
1108-00
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ダイヤモンドローズは、
その名の通り、花びらに天然
ダイヤモンドとラメが輝くプレミアムな薔薇。本物の
輝きを放つローズは、特別なシーンを彩る、特別な
一輪です。
DIAMOND ROSE is named as it actually is.
Adding natural diamond and ﬁne quality
of glitter powder onto petals makes the
ﬂowers twinkle more magniﬁcently. Every
ﬂower exudes a truly unique brilliance. It
is indeed a very unique rose.

【マークについて】

M

……マテリアル商品・素材品。
加工・アレンジが必要です。

Material goods.Processing or
arrangement is required.

A

……アレンジメント商品。
完成品です。
Arranged product.
Finished product.

Flower Material
DIAMOND ROSE TIERRA (BRIGHT RED)
DIAMOND ROSE KABUKI REY (BRIGHT RED)
DIAMOND ROSE LINDA (BRIGHT RED)
NATALIA (BRIGHT RED)

DIAMOND ROSE

LINDA

M

大 輪 に 上 質 な 輝 きを 添えて。存 在 感 際 立 つ「ダイヤモンドローズリンダ 」
Adding ﬁne quality of glittering into the strong presence of huge LINDA rose, it is able to emphasize the presence of DIAMOND LINDA.
Adding diamond onto the large rose looks like adding magniﬁcent glitters onto the gorgeous appearance.

AMOROSA DIAMOND ROSE
LINDA

ダイヤモンドローズ リンダ
品番：1109 （色番）
花の直径：約 9 〜 10 cm
花の高さ：約 5.5 〜 6 cm
１箱（1輪）

PLATINUM WHITE
1109-01

CHAMPAGNE
1109-02

FEMININE PINK
1109-11

HOT PINK
1109-12

BRIGHT RED
1109-30

ANTIQUE RED
1109-31

SAFFRON YELLOW
1109-42

BRIGHT ORANGE
1109-43

LILAC
1109-50

ROYAL PURPLE
1109-51

RICH PLUM
1109-52

VINTAGE WINE
1109-53

POWDER BLUE
1109-60

EXCELLENT BLUE
1109-61

LIME GREEN
1109-70

DIAMOND ROSE LINDA
CODE NO: 1109 - (Colour code)
Diameter of flower: 9 〜 10 cm
Height of flower: 5.5 〜6 cm
1 box (1 bloom)

ダイヤモンドローズ ギャランティーカードを
１ 箱 に つ き1 枚 お 付 けします。

Every box comes with a guaranty card which
proves the use of real diamond.

「DIAMOND ROSE」is a Registered Trademark
of AMOROSA JAPAN, UPWELL Company Ltd
【 知ってお いてい た だ きた いこと】
■ バ イカラーシリーズ は 繊 細 な 技 術 を 要 するた
め 色 の 濃 淡 は 花 により異 なります。
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PLEASE NOTE
The bi-colour series requires an
exquisite high-end technology for
dyeing process. Thus, the colour of
each flower slightly differs from each
other.

Bi-color
バイカラーシリーズ

PERSIAN GREEN
1109-71

LASER BLACK
1109-00

LEOPARD BORDEAUX
1109-32

LEOPARD RED
1109-44

DIAMOND ROSE

M

本 物 のダイヤモンド が 織りな す 上 品 な 輝 き「ダイヤモンドローズ 」

Using natural and real diamond for DIAMOND ROSE products make them glitter magniﬁcently.
Use scarce natural real diamonds together with precious glittering powder. Spreading out of diamond and glitters
makes the best quality diamond rose twinkle gloriously.

AMOROSA DIAMOND ROSE

ダイヤモンドローズ

品番：1107-（色番）
花の直径：約 6 〜 6.5 cm
花の高さ：約 5.5 cm
１箱（3輪）
DIAMOND ROSE
CODE NO: 1107 - (Colour code)
Diameter of flower: 6 〜 6.5 cm
Height of flower: 5.5 cm
1 box (3 bloom)

PLATINUM WHITE
1107-01

CHAMPAGNE
1107-02

PEACH PINK
1107-10

FEMININE PINK
1107-11

BRIGHT RED
1107-30

ANTIQUE RED
1107-31

ROYAL PURPLE
1107-51

RICH PLUM
1107-52

VINTAGE WINE
1107-53

POWDER BLUE
1107-60

LIME GREEN
1107-70

PERSIAN GREEN
1107-71

BRITISH GREEN
1107-73

LASER BLACK
1107-00

HOT PINK
1107-12

RADIANT PINK
1107-17

CITRUS YELLOW SAFFRON YELLOE BRIGHT ORANGE
1107-41
1107-42
1107-43

LILAC
1107-50

ダイヤモンドローズ ギャランティーカードを
１ 箱 に つ き３ 枚 お 付 けします。

Every box comes with 3 guaranty cards
which prove the use of real diamond.
EXCELLENT BLUE TURQUOISE BLUE
1107-61
1107-62

「DIAMOND ROSE」is a Registered Trademark of
AMOROSA JAPAN, UPWELL Company Ltd
【 知ってお いてい た だ きた いこと】
■ 花 形 の 状 態 を 美しくしっかり保てるよう、花 びら
の つ け 根 に 補 強 を 施しています。■ バ イカラーシ
リーズ は 繊 細 な 技 術 を 要 するた め 色 の 濃 淡 は 花 に
より異 なります。

Bi-color

「PLEASE NOTE」
■ In order to keep the good-looking
and shape of each flower, the centre
of petal has been reinforced. ■The
bi-colour series requires an exquisite
high-end technology for dyeing
process. Thus, the colour of each
flower slightly differs from each other.

バイカラーシリーズ

BRIDAL PINK
1107-21

ROSE PINK
1107-24

DIAMOND ROSE

KABUKI REY

M

PARIS PINK
1107-22

CANDY PINK
1107-23

LEOPARD BORDEAUX
1107-32

LEOPARD RED
1107-44

ロゼッタ咲 きに 輝くダイヤモンド の 煌 め き

Rosetta style of ﬂower blossom and brilliant twinkling of diamond.
Adding magniﬁcent glitters onto the Classical Rose petals in lovely and densely curlved style.

AMOROSA DIAMOND ROSE
KABUKI REY

ダイヤモンドローズ カブキ レイ
品番：1112-（色番）
花の直径：約 5.5 〜 6 cm
花の高さ：約 4 cm
１箱（3輪）

DIAMOND ROSE KABUKI REY
CODE NO: 1112 - (Colour code)
Diameter of flower: 5.5 〜 6 cm
Height of flower: 4 cm
1 box (3 bloom)

Every box comes with 3 guaranty cards
which prove the use of real diamond.

PLATINUM WHITE
1112-01

CHAMPAGNE
1112-02

FEMININE PINK
1112-11

HOT PINK
1112-12

BRIGHT RED
1112-30

ANTIQUE RED
1112-31

ROYAL PURPLE
1112-51

RICH PLUM
1112-52

VINTAGE WINE
1112-53

EXCELLENT BLUE
1112-61

BRIDAL PINK
1112-21

CANDY PINK
1112-23

APRICOT PINK
1112-26

LEOPARD BORDEAUX
1112-32

Bi-color
バイカラーシリーズ
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７色の花びらが独創的な美しさをほこる、
３輪の薔
薇。AMOROSAだけが実現できた、
７色のローズ
「セブンラック」
です。
フラワーシーンに驚きと感動を
呼ぶ、センセーショナルなプリザーブドローズです。
It is the original creation of AMOROSAʼs
seven-colour-rose "SEVEN LUCK". Using 7
diﬀerent colours of petals to create three
huge roses, it is a sensational preserved
rose that everyone who sees it will become
amazed and touched.

【マークについて】

M

……マテリアル商品・素材品。
加工・アレンジが必要です。

Material goods.Processing or
arrangement is required.

A

……アレンジメント商品。
完成品です。
Arranged product.
Finished product.

Flower Material
TIERRA TRES SEVEN LUCK

TIERRA TRES
SEVEN LUCK

M

ご 要 望 の 声 に お 応えして「ティエラ」に ７ 色 の ローズ「セブンラック」登 場 。
A long-awaited “TIERRA” rainbow rose, “SEVEN LUCK” has ﬁnally debuted.
Rainbow Rose SEVEN LUCK has become a regular member of AMOROSA standard products. With its thick texture
and seven diﬀerent dark petals, it has established the new world of ﬂoral arrangement.

AMOROSA TIERRA TRES
SEVEN LUCK

ティエラ トレス セブンラック
品番：1102-77
花の直径：約 6 〜 6.5 cm
花の高さ：約 5.5 cm
１箱（3輪）

※花びらの中 心の色 がひとつひとつ 異 なります。
※花びらを接 着し組 上げております。花びらを
はずしての開 花 作 業には適しておりません。
あらかじめご了承ください

TIERRA TRES SEVEN LUCK
CODE NO: 1102 - 77
Diameter of flower: 6〜 6.5 cm
Height of flower: 5.5 cm
1 box (3 blooms)

ARCOIRIS
SEVEN LUCK
AMOROSA ARCOIRIS
SEVEN LUCK

TIERRA TRES
SEVEN LUCK
1102-77

M

※The colour in the center of each rose is diﬀerent.
※The petals are processed by merging.
It is not suitable for the use of ﬂower eﬄorescence.

圧 倒 的 な 存 在 感 。虹 の 華 や かさを 描 き出 す 奇 蹟 の 大 輪 ローズ 。
It has a strong feeling of presence, a seven-colour-rose looks like a miraculous drawing of rainbow magniﬁcently.
In a size of 9〜10cm in diameter, SEVEN LUCK is the especially popular one among the “ARCOIRIS” re-worked series.
Because of its huge size, we can even feel the beauty of large rainbow.

アルコ・イリス セブンラック
品番：1110-77
花の直径：約 9 〜 10 cm
花の高さ：約 5.5 〜 6 cm
１箱（1輪）

ARCOIRIS SEVEN LUCK
CODE NO: 1110 - 77
Diameter of flower: 9 〜 10 cm
Height of flower: 5.5 〜 6 cm
1 box (1 bloom)
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※花びらの中 心の色 がひとつひとつ 異 なります。

ARCOIRIS
SEVEN LUCK
1110-77

※花びらを接 着し組 上げております。花びらを
はずしての開 花 作 業には適しておりません。
あらかじめご了承ください。
※The colour in the center of each rose is diﬀerent.
※The petals are processed by merging.
It is not suitable for the use of ﬂower eﬄorescence.

セブンラックの完成された美しさを、
そのまま、気軽
にお楽しみいただけるように、モノトーンのフレーム
スタイルにアレンジしました。
「Arc-en-ciel（アルカ
ンシェル）」
とはフランス語で「虹」の意味。
レインボーの美しさを、ぜひあなたの部屋に。
In order to view the beautiful SEVEN
LUCK completely and easily, we have put
the ﬂoral product into a mono-toned
frame.「Arc-en-cie」has the meaning of
RAINBOW in French. Let us bring the
beautiful rainbow into our home.

Flower Arrangement
Arc-en-ciel（NOIR / S、M）

Arc-en-ciel

A

Arc-en-ciel（S）

虹 の 美しさをとじこめ た モダン なフレ ームアレンジ
A miniature of the beauty of rainbow being placed inside a modern design of frame.
To present the glamour of SEVEN LUCK exceedingly. We have processed and re-worked every single petal.
It is a perfect, handmade masterpiece that people may take time to enjoy.

アルカンシェル（S）

品番：1334-（色番）
外寸：約H 13 × W 13 × D 6 cm
プリザーブドローズ／木製フレーム／
クリアケース入り
Arc-en-ciel (S)
CODE NO: 1334 - (Frame Color)
Outer dimensions: H 13 × C 13 × D 6 cm
preserved roses / wooden frame /
transparent box

Arc-en-ciel（M）

アルカンシェル（M）

専 用クリアケースに入 れて
お届けします。
It is packed in transparent
case individually.

Arc-en-ciel（S）
BLANC
1334-01

Arc-en-ciel（S）
NOIR
1334-00

品番：1335-（色番）
外寸：約H 16 × W 16 × D 6.2 cm
プリザーブドローズ／木製フレーム／
クリアケース入り
Arc-en-ciel (M)
CODE NO: 1335 - (Frame Color)
Outer dimensions: H 16 × W 16 × D 6.2 cm
preserved roses / wooden frame /
transparent box

※最小出荷単位：１ケース（４個）
フレームカラーアソート可
サイズアソート不可
Minimum order per unit: 1 box (4pcs)
Frame can be mixed colour but should
be in the same size

※花びらの中 心の色 が
ひとつひとつ 異 なります。
※The colour in the center
of each rose is diﬀerent.

Arc-en-ciel（M）
BLANC
1335-01

Arc-en-ciel（M）
NOIR
1335-00
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Amorosa

Diamond Rose Box

感 動 の 演 出 を お 手 伝 い するフラワー ギフト
天 然 ダイヤモンドが 煌 めく最 高 級 のプリザ ーブドローズを一輪一輪
丁寧に加工し、
ボックスに収めた人気のフラワーギフト、それ がダイヤモン
ドローズボックスです。
人生の様々なシーンで、驚きと感動を演出できるアイテムとして、年月を重
ね繰り返されるアニバーサリーに対応いたします。

It helps performance of ﬂoral product become more impressive.
Using glitters of natural diamonds to match with the ﬁnest
preserved roses, each rose has been re-worked and packed into a
box dedicatedly. Then it has become one of our popular gift items.
This is our DIAMOND ROSE BOX series. If you use it as gifts it for
diﬀerent Memorial Days or diﬀerent occasions, it will bring you the
excitement and surprise.
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Propose

リング ケース に 特 別 な 価 値 を。
Special RING CASE shows
more value of the gift.
大切なジュエリーには、特別なリングケー
ス。ダイヤモンドローズボックスはプレミア
ムなギフトボックスです。
The RING CASE is especially suitable for using
together with wedding ring on a particularly
memorable or special day. The DIAMOND
ROSE BOX is a premium gift box which will
also show the great value of the gift.

DIAMOND ROSE
Pair series

BOX

Bridal

席 札 、テーブ ル 装 花 、そして
引 き出 物 を 兼 用 するボックス。
It is a multipurpose gift item which
can be used as a guest name display,
ﬂoral decoration on tables
and gifts in return as well.
披露宴には、
ダイヤモンドローズボックス
を席札としてご活用下さい。感謝のしるし
として、
そのままお持ち帰りいただけます。
Each guest is given a Diamond Rose Gift Box
as a gift in return from the wedding banquet.
Not only a taken of gratitude, the guests also
bring homes with the happy moments and
exaltation from the wedding banquet.

DIAMOND ROSE
85 series

BOX

Birthday

誕 生日に 最 適 な 星 座 モ チ ーフ。
The HOROSCOPES series is
appropriate for using as birthday gifts.

バースデイには、相手の誕生日に合わせた
星座が煌めくダイヤモンドローズボックスを。
ボックススタイルならモダンでコンパクト。
Select proper HOROSCOPES DIAMOND ROSE
BOX in accordance with oneʼs constellation.
Small package of gift box is easy to carry.
Besides, it is also the best choice for those
gentlemen who might feel embarrassed when
holding a large bouquet of ﬂowers.

DIAMOND ROSE
Horoscopes
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BOX

※活用例につき小物類は商品に含まれません。
※Application Examples，not including the small items.

Key Box

特 別 な お 客 様 に 特 別 な 鍵 渡し。
Special key set as a special gift
for special customer.
ダイヤモンド煌めくローズと
「ありがとう」
のメッセージを添えて。大切な鍵をお渡し
する際のサプライズ演出です。
Use the brilliant diamonds together with
premium roses as a present in return to the
customer who has purchased a new house or
new vehicle. Also, the message on the thankful
card will give the customer a surprise during
handover of keys.

DIAMOND ROSE
90 series

BOX

DIAMOND ROSE
Pair series

BOX

9 0 series

Pair ser ies

Memorial

思い出の写真やメッセージとともに
Put all the memorable, photos and
message together in the box.
箱を開ければ、写真とダイヤモンドローズ
があらわれ、愛らしい想い出を美しく忍ぶ
ことが出来ます。
Once you open the gift box, the magniﬁcent
glitters of diamond rose and lovely memories
will appear immediately.

DIAMOND ROSE
Pair series

BOX

Sweets

まるでジュエリーを 贈るように 。
エスプリの 効 い たスイーツ ＆
ローズ ギフト。
Sweets and roses gift box are refreshing.

引出し付きのボックスには、ショコラや焼き
菓子などのスイーツがぴったり収まります。
ダイヤモンドが煌めくビジューな薔薇にス
イーツを添えたラグジュアリーな贈り物。
Chocolate candy and baked food can ﬁt into
the drawer. Brilliant glitters of diamond and
jewel-like roses match with each other to
become a luxury gift.

DIAMOND ROSE
90 series

BOX
※活用例につき小物類は商品に含まれません。
※Application Examples，not including the small items.
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ラインストーンが描き出す12の星座が、
ダイヤモン
ドローズと煌めきの共演です。星のロマンと永遠の
輝きをひとつの小箱に。星座カラーのローズを選べ
ば、
あなただけのパーソナルな星物語を手にするこ
とができます。
The magniﬁcent rhinestone with a
depiction of the 12 diﬀerent horoscopes
together with the glittering DIAMOND
ROSE bring the romance of horoscope into
the delicate little box. Choose the rose in
your own colour of constellation; then you
will be able to have your own personalized
and unique horoscopical story.

【マークについて】

M

……マテリアル商品・素材品。
加工・アレンジが必要です。

Material goods.Processing or
arrangement is required.

A

……アレンジメント商品。
完成品です。
Arranged product.
Finished product.

Flower Arrangement
DIAMOND ROSE BOX
HOROSCOPES (SCORPIUS / MODERN ROSE / BIRHGT RED)
HOROSCOPES (CANCER / MODERN ROSE / BIRHGT RED)

DIAMOND ROSE BOX

Horoscopes
DIAMOND ROSE
Horoscopes

A

ラインストーン の 星 座とダイヤモンド の 輝 きをまとった ローズ が 共 演 。
Constellation rhinestone, brilliant diamond and rose costaring to perform.

BOX

ダイヤモンドローズボックス
ホロスコープス
BOX : 約 8.5 × 8.5 × 6.3 H
DIAMOND ROSE BOX
Horoscopes
Box dimensions: 8.5 × 8.5 × 6.3 H
※箱色ブラックのみ
※最小出荷単位：１ケース(６個)
花色アソート可／星座アソート可

ARIES
1220-(COLOR)
■MODERN
■CLASSICAL 1320-(COLOR)
□LID only
1420

TAURUS
■MODERN
1221-(COLOR)
■CLASSICAL 1321-(COLOR)
1421
□LID only

GEMINI
■MODERN
1222-(COLOR)
■CLASSICAL 1322-(COLOR)
1422
□LID only

CANCER
■MODERN
1223-(COLOR)
■CLASSICAL 1323-(COLOR)
1423
□LID only

LEO
■MODERN
1224-(COLOR)
■CLASSICAL 1324-(COLOR)
1424
□LID only

VIRGO
■MODERN
1225-(COLOR)
■CLASSICAL 1325-(COLOR)
1425
□LID only

LIBRA
■MODERN
1226-(COLOR)
■CLASSICAL 1326-(COLOR)
1426
□LID only

SCORPIUS
■MODERN
1227-(COLOR)
■CLASSICAL 1327-(COLOR)
1427
□LID only

SAGITTARIUS
1228-(COLOR)
■MODERN
■CLASSICAL 1328-(COLOR)
1428
□LID only

CAPRICORN
1229-(COLOR)
■MODERN
■CLASSICAL 1329-(COLOR)
1429
□LID only

AQUARIUS
1230-(COLOR)
■MODERN
■CLASSICAL 1330-(COLOR)
1430
□LID only

PISCES
1231-(COLOR)
■MODERN
■CLASSICAL 1331-(COLOR)
1431
□LID only

※Box colour only in black
minimum delivery unit: 1box (6pcs)
Available in different colours and
horoscopes.

フタのみ
※最小出荷単位：１枚
※フタは差し込み式で交換可能
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星 座カラー 組 み 合 わ せ 例

Combination example of DIAMOND ROSE HOROSCOPES

ホロスコープスはお好きな星座に、お好みのローズを組み合わせることができます。
迷った時におすすめしたいのが、星座カラーにあわせたローズの組み合わせです（モダンローズ）。
According to personal preference, we can match diﬀerent constellations and rose color to make a unique combination.

ARIES
BRIGHT RED
（122030）

TAURUS
PERSIAN GREEN
（122171）

GEMINI
ROYAL PURPLE
（1222-51）

CANCER
CHAMPAGNE
（1223-02）

LEO
BRIGHT ORANGE
（1224-43）

VIRGO
CITURS YELLOW
（1225-41）

LIBRA
PLATINUM WHITE
（122601）

SCORPIUS
LASER BLACK
（122700）

SAGITTARIUS
RICH PLUM
（122852）

CAPRICORN
BRITISH GREEN
（122973）

AQUARIUS
EXCELLENT BLUE
（123061）

PISCES
LILAC
（123150）

How to order

※最小出荷単位：１ケース(６個) (花色アソート可／星座アソート可)

※Minimum order quantity: 1 case (6pcs) / color of rose can be assorted / Horoscopes can be assorted

① 星座の種類をお選び下さい。
Select the type of constellation

② ローズの種類を「モダンローズ」と「オールドローズ」よりお選び下さい。

Select either "MODERN ROSE" or "CLASSICAL ROSE" .Modern Rose has ordinary appearance; while Classical Rose has densely curled petals.

③ ローズの色をお選び下さい。

Select the colour of the rose. Select from 29 colors of MODERN ROSE or from 14 colors of CLASSICAL ROSE.

29 colors of MODERN ROSE

14 colors of CLASSICAL ROSE

PLATINUM WHITE
01

CHAMPAGNE
02

PEACH PINK
10

FEMININE PINK
11

HOT PINK
12

RADIANT PINK
17

PLATINUM WHITE
01

CHAMPAGNE
02

FEMININE PINK
11

BRIGHT RED
30

ANTIQUE RED
31

CRITUS YELLOW
41

SAFFRON YELLOW
42

BRIGHT ORANGE
43

LILAC
50

HOT PINK
12

BRIGHT RED
30

ANTIQUE RED
31

RICH PLUM
52

VINTAGE WINE
53

POWDER BLUE
60

EXCELLENT BLUE
61

TURQUOISE BLUE
62

ROYAL PURPLE
51

RICH PLUM
52

VINTAGE WINE
53

PERSIAN GREEN
71

BRITISH GREEN
73

LASER BLACK
00

BRIDAL PINK ★
21

ROYAL PURPLE
51

LIME GREEN
70

CANDY PINK ★
23

ROSE PINK ★
24

LEOPARD BORDEAUX ★ LEOPARD RED ★
32
44

SEVEN LUCK
77

PARIS PINK★
22

※The colour in
the center of each
rose is diﬀerent.

EXCELLENT BLUE
61

APRICOT PINK ★
26

BRIDAL PINK ★
21

CANDY PINK ★
23

LEOPARD BORDEAUX ★
32
★……BI-COLOUR SERIES
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永遠の愛の誓いを、永遠の煌めきを宿した薔薇と
ともに……。
ダイヤモンドローズボックス ペアシリーズは上段に
ダイヤモンドローズ、下段はリングケース仕様で、大
切なアクセサリーなどを収納できる２段のボックス。
ダイヤモンドローズと特別なギフト、
そして思い出の
写真やメッセージを一緒にお楽しみいただけます。
Glorious twinkling of diamond roses
witnesses vows of eternal love
There are two levels of DIAMOND ROSE
BOX PAIR SERIES: DIAMOND ROSE in the
upper level, you can put important jewelry
in the lower level. Moreover, you can
insert memorable photos and make the
diamond box become a special gift.

【マークについて】

M

……マテリアル商品・素材品。
加工・アレンジが必要です。

Material goods.Processing or
arrangement is required.

A

……アレンジメント商品。
完成品です。
Arranged product.
Finished product.

Flower Arrangement
DIAMOND ROSE BOX PAIR SERIES
(WHITE BOX / MODERN ROSE / FEMININE PINK)

DIAMOND ROSE BOX

Pair series
DIAMOND ROSE
Pair series

A

BOX

大 切 なジュエリーを 収 める、ダイヤモンド 煌 めくプレミアムローズ の ボックス。
The double layered box of glorious twinkling diamond roses is good for putting precious jewelry.
In addition, it can be opened and closed easily.

ダイヤモンドローズボックス
ペアシリーズ

BOX : 約 8.8 × 8.8 × 12.6 H
DIAMOND ROSE BOX
Pair series
Box dimension: 8.8 × 8.8 × 12.6 H
※最小出荷単位：１ケース(６個)
花色アソート可・箱色アソート可

※Minimum delivery unit:1box (6pcs)
Color of rose can be assorted
Box color can be assorted

MATT BLACK

■MODERN
■CLASSICAL

1232-（COLOR）
1332-（COLOR）

WHITE

■MODERN
1233-（COLOR）
■CLASSICAL 1333-（COLOR）

EMBOSSED BLACK

■MODERN
1219-（COLOR）
■CLASSICAL 1319-（COLOR）

エッジから左右に開くと、上下２段のボックスがあらわれます。
それぞれのフタを開くと、ダイヤモンドローズ
とリングクッションがおさめられています（※リングは商品に含まれません。
クッションは取り外し可能です）。
[DIAMOND ROSE] is a Registered Trademark
of AMOROSA JAPAN, UPWELL Company Ltd
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When you open the box from the left or right side, you can ﬁnd two levels of the box.
Once you have opened the lid, you will see diamond roses and the ring mat.
(Not including the ring. Mat can be replaced)

品 質 を 保 証 するギャランティーカード

メッセ ージカード や 写 真 が 差し込 める

Quality assurance GUARANTEE CARD

Can insert photo or memo card

正規のダイヤモンドローズであることを証明する、
ギャランティーカード
（証明書）
を、
１箱につき１枚、
お付けしています。
特別な贈り物に最適です。

メッセージカードが２枚と、
カードを差し込む透明リボンがセットされてい
ます。
ローズとお気に入りの写真やメッセージを一緒にお届けできます。

Every box comes with a guarantee card which proves the use of real diamond.
It is most suitable as gifts.

2 message cards and a transparent ribbon for keeping of those cards.
You can present your favorite rose together with your photo or message

リングクッション が セット

ローズ を 守る透 明カ バ ー ＆ 透 明スリーブ

Installed with a mat for storage of ring

With transparent sliding protective sheath

下段には取り外し可能なリングクッションがセット。
お好きなアイテムを入れる
ことも。
（※リングは商品に含まれません）

透明カバーと透明スリーブで、
ホコリを防ぎながらローズを飾ることができ
ます。大切なジュエリーと、心に残る言葉、美しいローズをお楽しみください。

There is a mat installed in the lower level of the box. The mat can be removed
and replaced with oneʼs favorite items. (Not including the ring)

The transparent sliding protective sheath can prevent dust and also can be used
for displaying products. Thus, precious jewelry and beautiful roses can be kept
permanently.

How to order

※最小出荷単位：１ケース(６個) (花色アソート可／箱色アソート可)

※Minimum delivery unit:1box (6pcs)/Color of rose can be assorted/Box color can be assorted

① 箱色をお選びください。

Select the type of box. There are 3 types of boxes: Matt Black, White and Embossed Black.

② ローズの種類を「モダンローズ」と「オールドローズ」よりお選び下さい。

Select either "MODERN ROSE" or "CLASSICAL ROSE" .Modern Rose has ordinary appearance; while Classical Rose has densely curled petals.

③ ローズの色をお選び下さい。

Select the colour of the rose. Select from 29 colors of MODERN ROSE or from 14 colors of CLASSICAL ROSE.

29 colors of MODERN ROSE

14 colors of CLASSICAL ROSE

PLATINUM WHITE
01

CHAMPAGNE
02

PEACH PINK
10

FEMININE PINK
11

HOT PINK
12

RADIANT PINK
17

PLATINUM WHITE
01

CHAMPAGNE
02

FEMININE PINK
11

BRIGHT RED
30

ANTIQUE RED
31

CRITUS YELLOW
41

SAFFRON YELLOW
42

BRIGHT ORANGE
43

LILAC
50

HOT PINK
12

BRIGHT RED
30

ANTIQUE RED
31

RICH PLUM
52

VINTAGE WINE
53

POWDER BLUE
60

EXCELLENT BLUE
61

TURQUOISE BLUE
62

ROYAL PURPLE
51

RICH PLUM
52

VINTAGE WINE
53

PERSIAN GREEN
71

BRITISH GREEN
73

LASER BLACK
00

BRIDAL PINK ★
21

ROYAL PURPLE
51

LIME GREEN
70

CANDY PINK ★
23

ROSE PINK ★
24

LEOPARD BORDEAUX ★ LEOPARD RED ★
32
44

SEVEN LUCK
77

PARIS PINK★
22

※The colour in
the center of each
rose is diﬀerent.

EXCELLENT BLUE
61

APRICOT PINK ★
26

BRIDAL PINK ★
21

CANDY PINK ★
23

LEOPARD BORDEAUX ★
32
★……BI-COLOUR SERIES
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ダイヤモンドローズボックスは、天然ダイヤモンドが
煌めくAMOROSA「ダイヤモンドローズ」
をモダン
なボックスにアレンジしたプレミアムなシリーズ。
オールドローズタイプも登場し、充実のラインナップ。
枯れない薔薇に煌めく永遠の輝きを、あなたに。
DIAMOND ROSE BOX is the premium
series of reﬁned gift box using natural
glittering diamonds and modern design
packaging. In additional, launching of the
Classical Roses has enriched our product
line even more. Eternal magniﬁcent glitters
and nonwithering roses are just for you.

【マークについて】

M

……マテリアル商品・素材品。
加工・アレンジが必要です。

Material goods.Processing or
arrangement is required.

A

……アレンジメント商品。
完成品です。
Arranged product.
Finished product.

Flower Arrangement
DIAMOND ROSE BOX
105 SERIES (WHITE BOX / CLASSICAL ROSE / BRIGHT RED)
105 SERIES (WHITE BOX / CLASSICAL ROSE/PLATINUM WHITE)
85 SERIES (WHITE BOX / MODERN ROSE / HOT PINK)

DIAMOND ROSE BOX
85・90・105 series
A
DIAMOND ROSE

BOX 85

天 然ダイヤモンド が 煌 めく薔 薇 の 小 箱 は 、ギフトやブライダ ル などに 最 適 な
プレミアム な 逸 品 。モダンローズとオー ルドローズで 充 実 のラインナップ。
Small box of glittering rose with natural real diamond is suitable for gifts for weddings or other occasions.
The Modern and Classical Rose Series have enriched the product line.

ダイヤモンドローズボックス
85シリーズ
BOX : 約 8.5 × 8.5 × 6.3 H

DIAMOND ROSE BOX
85 series
Box dimensions: 8.5 × 8.5 × 6.3 H

DIAMOND ROSE

BOX 90

ダイヤモンドローズボックス
90シリーズ
BOX : 約 9 × 9 × 10 H
DIAMOND ROSE BOX
90 series
Box dimensions: 9 × 9 × 10 H

DIAMOND ROSE

MATT BLACK

WHITE

EMBOSSED BLACK

■MODERN 1201-（COLOR）■MODERN 1203-（COLOR） ■MODERN 1216-（COLOR）
■CLASSICAL 1301-（COLOR）■CLASSICAL 1303-（COLOR） ■CLASSICAL 1316-（COLOR）

MATT BLACK

■MODERN 1207-（COLOR）
■CLASSICAL1307-（COLOR）

EMBOSSED BLACK

■MODERN 1218-（COLOR）
■CLASSICAL 1318-（COLOR）

BOX 105

ダイヤモンドローズボックス
105シリーズ
BOX : 約 10.5 × 10.5 × 7.5 H

DIAMOND ROSE BOX
105 series
Box dimensions: 10.5 × 10.5 × 7.5 H
※最小出荷単位：１ケース(６個)
花色アソート可・箱色アソート可

※Minimum delivery unit:1box (6pcs)
Color of rose can be assorted
Box color can be assorted
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MATT BLACK

WHITE

EMBOSSED BLACK

■MODERN 1204-（COLOR）■MODERN 1206-（COLOR） ■MODERN 1217-（COLOR）
■CLASSICAL 1304-（COLOR）■CLASSICAL 1306-（COLOR） ■CLASSICAL 1317-（COLOR）

90シリーズは引出し付き。
下段にスイーツ
やジュエリーなど、
お好きなアイテムを入れ
ることが出来ます。
ギフトボックスに最適で
（引出し内寸：8.2 8.2 3.2H）
す。
※写真はイメージにつき、
チョコレート
およびトレイは付属しておりません。
There is a small drawer in the lower
lavel of 90 series. You can put your
favorite jewelry or candies. It is most
suitable for use as gift. (Not including
candies)
(Inner dimensions of the drawer: 8.2
8.2 3.2H)

）
）

品 質 を 保 証 するギャランティーカード

メッセ ージカード や 写 真 が 差し込 める

Quality assurance GUARANTEE CARD

Can insert photo or memo card

正規のダイヤモンドローズであることを証明する、
ギャランティーカード
（証明書）
を、
１箱につき１枚、
お付けしています。
特別な贈り物に最適です。

メッセージカードが２枚と、
カードを差し込む透明リボンがセットされてい
ます。
ローズとお気に入りの写真やメッセージを一緒にお届けできます。

Every box comes with a guarantee card which proves the use of real diamond.
It is most suitable as gifts.

2 message cards and transparent ribbon for keeping of cards. You can present
your favorite rose together with your photo or message

３ つ のシリーズで 多 彩 な イメージ

スライドカ バ ーで 縦 置 き・横 置 き自由自在

3 kinds of series, Rich in colours
ボックスサイズは３種類。手のひらにのる85シリーズ。
引き出し付きでギフト
に最適な90シリーズ。満開の美しさが愉しめる105シリーズ。箱の種類は
マットブラック・ホワイト・エンボスブラックの３種類。
（※90シリーズはホワイトなし）
3 diﬀerent sizes of box. The 85 series can be placed on your palm.
The 90 series built with a small drawer which is most appropriate for gift use
The 105 series with strongest blossom of ﬂowers.The boxes are devided into
3 types: Matt Black, White and Embossed (the 90 series does not come in white)

How to order

Transparent sliding protective sheath can be placed horizontally,
vertical, or in all directions

透明スリーブ付きでホコリを防ぎながらローズを飾ることができます。
フタは取り外し可能。
スリーブと本体の間に差し込めば、縦置きにも対応。
The transparent sliding protective sheath is removable.
It can prevent dust and can also be used for displaying rose products.

※最小出荷単位：１ケース(６個) (花色アソート可／箱色アソート可／箱サイズアソート不可)

※Minimum delivery unit:1box (6pcs)/Color of rose can be assorted/Box color can be assorted

① 箱のシリーズ（85・90・105）と箱の色をお選び下さい。

Select the type of box from 85, 90 or 105 series.There are 8.5cm, 9cm and 10.5cm 3 diﬀerent sizes of box. The boxes are devided into 3 types: Matt Black,
White and Embossed Black. (The 90 series does not come in white)

② ローズの種類を「モダンローズ」と「オールドローズ」よりお選び下さい。

Select either "MODERN ROSE" or "CLASSICAL ROSE" .Modern rose has an ordianary appearance while classical rose has thick and curled petals

③ ローズの色をお選び下さい

Select the colour of the rose.Select from 29 colors of MODERN ROSE or 14 colors from CLASSICAL ROSE

29 colors of MODERN ROSE

14 colors of CLASSICAL ROSE

PLATINUM WHITE
01

CHAMPAGNE
02

PEACH PINK
10

FEMININE PINK
11

HOT PINK
12

RADIANT PINK
17

PLATINUM WHITE
01

CHAMPAGNE
02

FEMININE PINK
11

BRIGHT RED
30

ANTIQUE RED
31

CRITUS YELLOW
41

SAFFRON YELLOW
42

BRIGHT ORANGE
43

LILAC
50

HOT PINK
12

BRIGHT RED
30

ANTIQUE RED
31

RICH PLUM
52

VINTAGE WINE
53

POWDER BLUE
60

EXCELLENT BLUE
61

TURQUOISE BLUE
62

ROYAL PURPLE
51

RICH PLUM
52

VINTAGE WINE
53

PERSIAN GREEN
71

BRITISH GREEN
73

LASER BLACK
00

BRIDAL PINK ★
21

ROYAL PURPLE
51

LIME GREEN
70

CANDY PINK ★
23

ROSE PINK ★
24

LEOPARD BORDEAUX ★ LEOPARD RED ★
32
44

SEVEN LUCK
77

PARIS PINK★
22

※The colour in
the center of each
rose is diﬀerent.

EXCELLENT BLUE
61

APRICOT PINK ★
26

BRIDAL PINK ★
21

CANDY PINK ★
23

LEOPARD BORDEAUX ★
32
★……BI-COLOUR SERIES
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フレグランスローズボックスは、香る薔薇の小箱。
ロ
ーズが花開く香りを忠実に再現。香りが届く距離
や強さまでも、本物の薔薇に近づけました。芳香剤
とも、
アロマディフューザーとも違う、手にした人だ
けが感じられる自然な香り。
それは、極めてプレミア
ムでプライベート。大切な人だけに香る特別な小
箱。
それがフレグランスローズボックスです。
FRAGRANCE ROSE BOX is a small box
with rose amora. It delivers the fragrance
of real blooming roses. The intensity,
distance and coverage of the aroma are
almost the same as those of the real
roses. Unlike aromatherapy, people can
only feel its natural ﬂavor when holding
the box on hand. It is indeed a personal
enjoyment. Give this special little box to
the most important people. This is the
FRAGRANCE ROSE BOX

【マークについて】

M

……マテリアル商品・素材品。
加工・アレンジが必要です。

Material goods.Processing or
arrangement is required.

A

……アレンジメント商品。
完成品です。
Arranged product.
Finished product.

Flower Arrangement
FRAGRANCE ROSE BOX
85 series・105 series
(WHITE BOX/ CLASSICAL / ANTIQUE RED)

FRAGRANCE ROSE BOX
85・105 series
A
FRAGRANCE ROSE BOX 85

アモロー サ ローズ に 上 質 な 薔 薇 の 香りをまとわ せ た ボックスアレンジ。
香りの 質・強さも本 物 の 薔 薇 に 近 づ けました 。
Adding high quality of rose aroma to FRAGRANCE ROSE BOX products. The quality and intensity
of the aroma are almost the same as those of real roses.

フレグランスローズボックス
85シリーズ
BOX : 約 8.5 × 8.5 × 6.3 H
FRAGRANCE ROSE BOX
85 series
Box dimensions s: 8.5 × 8.5 × 6.3 H

FRAGRANCE ROSE BOX 105

フレグランスローズボックス
105シリーズ
BOX : 約 10.5 × 10.5 × 7.5 H
FRAGRANCE ROSE BOX
105 series
Box dimensions: 10.5 × 10.5 × 7.5 H

※最小出荷単位：１ケース(６個)
花色アソート可・箱色アソート可
※Minimum delivery unit:1box (6pcs)
Color of rose can be assorted
Box colour can be assorted

FRAGRANCE OIL

天面に
銀箔ロゴ入り
■MODERN
■CLASSICAL

■MODERN
■CLASSICAL

フレグランスオイル
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Silver logo
printed on the
top surface of
the box

1405-（COLOR）
1407-（COLOR）

■MODERN
■CLASSICAL

■MODERN
■CLASSICAL

［Modern］

FRAGRANCE OIL

［Modern］5 ml
［Classic］ 5 ml

1401-（COLOR）
1403-（COLOR）

［Modern］
1503-00

1402-（COLOR）
1404-（COLOR）

1406-（COLOR）
1408-（COLOR）

［Classic］

朝の薔薇園をイメージ
した清楚で爽やかな香
り。
すっきりした瑞々しい
印象。

切りたての薔薇を思わ
せる情熱的な香り。
甘
くゴージャスな印象。

“MODERN” Brings fresh,
distinctive aroma, such as
the aroma coming from the
rose garden in the
morning.

“CLASSIC” Gives a sweet,
gorgeous impression and
makes people feel the
passionate aroma of fresh
cut roses.

［Classic］
1504-00

専 用 オイルで 満 開 の 香り

２ サイズ・２ 色 の ボックス

Exclusive essential oils, overﬂown
with the aroma of blooming ﬂowers

The box has two sizes and two colors.

サイズは85シリーズと105シリーズ
の２サイズ展開。
ボックスカラーはブ
ラックとホワイト。
どちらもストライプ
仕様です。

香りが弱くなったら、AMOROSA
『フレグランスオイル』
（別売）
をお
使い下さい。花を台紙ごと箱から
取り出し、花の側面などに２〜３滴
垂らして下さい。

There are 85 series and 105 series of sizes.
The box colors are black and white. Both
two kinds of box are in striped design. The
black stripes can be in either matte or
glossy. The white box is in pearl white base
in light gray stripes with modern sense.

The fragrance will last for one month if the
box is closed. If the aroma is faded, please
use AMOROSA FRAGRANCE OIL（Selling
separately ）for reﬁll.Take out both the
ﬂower and paperboard from the box; add
2-3 drops of essential oil to the side of the
roses.

２ 種 類 の ローズ の 香り

透明スリーブとメッセージカード

2 types of rose fragrance

Transparent sliding protective sheath with small memo cards

薔薇は、
モダンローズとオールド
ローズの２種類からお選びいただ
けます。
ローズに合わせた香りも２
種類。
すっきりと瑞々しさ際立つ
［Modern］。甘くゴージャス
な
［Classic］。

透明スリーブとメッセージカードが
２枚ついています。
ホコリを防ぎながら、
ローズとお気に入りの写真やメッセージを、
一緒に飾ってお楽しみいただけます。香り
を弱めたい時にも便利です。

“MODERN” Brings fresh, distinctive
aroma, such as the aroma coming from
the rose garden in the morning.
“CLASSIC” Gives a sweet, gorgeous
impression and makes people feel the
passionate aroma of fresh cut roses.

Gift box comes with transparent sliding
sheath and 2 small message cards. The
transparent protective sheath can prevent
dust and can also be used for displaying
products with a photo.It is possible to make
the fragrance become less obvious.

How to order

※最小出荷単位：１ケース(６個) (花色アソート可／箱色アソート可／箱サイズアソート不可)

※Minimum delivery unit:1box (6pcs)/Colour of rose can be assorted/Box color can be assorted

① 箱のシリーズ（85・105）と箱の色をお選び下さい。

Select the type of box from 85 or 105 series.There are 8.5cm and 10.5cm 2 diﬀerent sizes of box. The boxes are devided into 2 types: Black and White.

② ローズの種類を「モダンローズ」と「オールドローズ」よりお選び下さい。

Select either from "MODERN ROSE" or "CLASSICAL ROSE". Modern Rose has an ordinary appearance; while Classical Rose has thick and curled petals.

③ ローズの色をお選び下さい。

Select the colour of the rose. Select from 29 colors of MODERN ROSE or from 14 colors of CLASSICAL ROSE.

29 colors of MODERN ROSE

14 colors of CLASSICAL ROSE

PLATINUM WHITE
01

CHAMPAGNE
02

PEACH PINK
10

FEMININE PINK
11

HOT PINK
12

RADIANT PINK
17

PLATINUM WHITE
01

CHAMPAGNE
02

FEMININE PINK
11

BRIGHT RED
30

ANTIQUE RED
31

CRITUS YELLOW
41

SAFFRON YELLOW
42

BRIGHT ORANGE
43

LILAC
50

HOT PINK
12

BRIGHT RED
30

ANTIQUE RED
31

RICH PLUM
52

VINTAGE WINE
53

POWDER BLUE
60

EXCELLENT BLUE
61

TURQUOISE BLUE
62

ROYAL PURPLE
51

RICH PLUM
52

VINTAGE WINE
53

PERSIAN GREEN
71

BRITISH GREEN
73

LASER BLACK
00

BRIDAL PINK ★
21

ROYAL PURPLE
51

LIME GREEN
70

CANDY PINK ★
23

ROSE PINK ★
24

LEOPARD BORDEAUX ★ LEOPARD RED ★
32
44

SEVEN LUCK
77

PARIS PINK★
22

※The colour in
the center of each
rose is diﬀerent.

EXCELLENT BLUE
61

APRICOT PINK ★
26

BRIDAL PINK ★
21

CANDY PINK ★
23

LEOPARD BORDEAUX ★
32
★……BI-COLOUR SERIES
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ひそやかな光。陰影を刻む白い花器。
モノトーンの部屋だからこそ、華やかなロ
ーズの色彩に目を奪われます。
ローズ一輪一輪は、
それぞれの個性を花開かせ
満開の瞬間を共有しています。奇跡の一瞬が今、
ひとつの花器に集まりました。
プリザーブドフラワーだからできる贅沢。
そしてプリザーブドローズと思えない
生命感。花々の命の息吹を感じるアレンジメントです。
Flower Material
カブキレイ
（フェミニンピンク）
カブキ
（フェミニンピンク、
リッチプラム）
クララ
（ホワイトピンク）
Dim light. Shadow carved white vase. The bright and ornate rose
became more outstanding in a monotonous room. Every unique rose
was blooming at that time simultaneously. This miracle moment
gathered in a vase. Preserved ﬂower does not only represent the
sense of luxury, but also has the vitality of ﬂesh ﬂowers. It feels like a
ﬂoral masterpiece ﬁlled with vatality.
Flower Material
KABUKI REY (FEMININE PINK)
KABUKI (FEMININE PINK, RICH PLUM)
CLARA (WHITE PINK)
【お取り扱いのご注意】
■食用ではありませんので、食べないでください。■水をかけないでください。
また湿気
に弱く、湿度の高い場所に置くと、花びらが透けたようになりますのでご注意ください。
■特に冷蔵庫、保冷ケースなどでの保管はおやめください。■エアコンなどの風が直接
あたらないよう、
ご注意ください。乾燥しすぎると、花びらがひび割れやすくなります。■
直射日光は、傷み・色あせなどの原因となりますので、お気をつけください。■色素が色移
りする場合がございますので、衣類や布製品などへの付着にご注意ください。■プリザー
ブド液は親油性のため、油性塗料や樹脂と直接触れると、花が貼りついたり、色が移る恐
れがあります。■自然の花を加工した商品のため、ひとつひとつの色・形・大きさが多少
異なります。
ご了承願います。■掲載商品の仕様・価格等を、予告なしで変更させていた
だく場合があります。■掲載商品の無断転載、複製を禁じます。■カタログの価格表示に
は消費税は加算しておりません。税率の変更があった場合、それに準じて加算されますの
でご了承ください。
【MAINTENANCE / PRECAUTION OF PRESERVED FLOWERS】
· Do not eat.
· Do not water.
· Do not touch frequently
· Do not place in outdoor area or near windows to avoid direct sunlight (May cause
the colour of petals to fade)
· If there is any dust on the flowers, simply use a hair dryer with cold wind, to blow
off the dust gently.
· Avoid storing in a damp place (too much moisture will cause the petals to become
transparent)
· In case of colour being transferred to clothing, simply wipe off with water and
mild soap as soon as possible.
· Do not let the flower to have direct access to air-conditioning, or put it in the
freezer. It may cause the dryness and fragmentation of petals.
· Preserved Flowers is a product that has been processed, so the colour, shape and
size of each flower are slightly different.
· The specifications of the listed products and other information on the catalogue
will be subjected to change without prior notice.
· Do not copy or release any item picture without authorization.

amorosa.jp
facebook.com/amorosa.works/
instagram.com/amorosa̲japan/

