
本カタログの掲載商品につきまして、価格及び商品名、製品仕様の変更がございますので下記の内容をご確認ください。
変更事項は、2023年1月5日出荷分より適用させていただきます。

◆価格の変更◆

掲載項 商品番号 品名 旧価格【ロット】 新価格【ロット】

7 02730- ローズ・ココット・全26色 \4,800【3】 \4,950【3】

8.9 05202- ローズ・かのん・Ｍ・全38色 \4,950【3】 \5,400【2】

8.9 05203- ローズ・かのん・Ｌ・全25色 \4,880【3】 \5,760【2】

9 05207- ローズ・かのん・Ｍ・カラーアソート・全8色 \5,230【2】 \5,680【2】

10 03480- ローズ・いずみ・全39色 \3,400【4】 \3,450【4】

10 03490- ローズ・いずみ・はないろ・全3色　※セール商品除く \3,900【3】 \3,950【3】

11 03484- ローズ・いずみ・カラーアソート・全8色 \3,600【3】 \3,650【3】

12 03840- ローズ・ミミ・全39色 \3,060【4】 \3,200【4】

13 02592- シャーロット・全18色 \3,240【4】 \3,480【4】

13 02591- プチシャーロット・全18色 \3,280【4】 \3,600【3】

14 02370- ビビアン・全33色 \5,200【2】 \5,400【2】

15 02374- ビビアン・カラーアソート・全6色 \5,560【2】 \5,760【2】

16 02412- フレンチマリアンヌ・全13色 \4,560【3】 \4,980【3】

16 02414- フレンチマリアンヌ・グラデーション・全3色 \4,900【3】 \5,320【2】

17 65722-760 デザインステム・Ｍ・ロング・オリーブグリーン \850【10】 \950【10】

17 65732-760 デザインステム・Ｌ・ロング・オリーブグリーン \1,000【10】 \1,100【10】

17 65680-760 ブルーミングステム・Ｍ・オリーブグリーン \1,000【10】 \1,100【10】

17 65720-760 デザインステム・Ｍ・オリーブグリーン \1,000【10】 \1,100【10】

24 02380- カーネーション・全13色 \3,840【3】 \4,400【3】

25 02180- カーネーション・ミルフィーユ・全4色 \4,200【3】 \4,760【3】

25 02381- ミニカーネーション・全9色 \2,430【4】 \2,880【4】

25 02181- ミニカーネーション・ミルフィーユ・全5色 \2,700【4】 \3,150【4】

26 03461- ジニア・小・全10色 \3,840【3】 \4,080【3】

26 03464- ジニア・小・グラデーション・全7色 \4,200【3】 \4,440【3】

26 03453- 千日紅・プリザーブド・ヘッド・全11色 \2,200【5】 \2,400【5】

27 03170- ガーベラ・全8色 \5,200【2】 \5,800【2】

27 03174-530 ガーベラ・グラデーション・イエローレッド \5,400【2】 \6,000【2】

31 02390- デンファレ・全8色 \2,600【4】 \2,960【4】

32 03680- 小菊・全9色 \3,600【3】 \3,960【3】

32 04190- 小菊・ミルフィーユ・全3色 \3,800【3】 \4,150【3】

33 02646- ポンポン菊・ミディー・全10色 \4,500【3】 \4,770【3】

33 02646- ポンポン菊・ミディー・グラデーション・全3色 \4,600【3】 \4,870【3】

34 04790- ことね菊・全10色 \2,600【4】 \2,700【4】

34 04803- 輪菊・小・全5色 \5,040【2】 \5,220【2】

34 04806- 輪菊・中・全6色 \4,000【3】 \4,140【3】

35 04805- 輪菊・咲花・全4色 \4,320【3】 \4,440【3】

35 04185- 輪菊・咲花・ミルフィーユ・全3色 \4,800【3】 \4,920【3】

35 04170- 輪菊・パルフェ・全5色 \4,500【3】 \4,620【3】

38 01510- ピラミッドアジサイ・ヘッド（単色）・全22色 \2,200【5】 \2,350【5】

38 01515- ピラミッドアジサイ・ヘッド（グラデーション）・全9色 \2,500【4】 \2,650【4】

39 01513- ピラミッドアジサイ・ヘッド（スフレ）・全4色 \2,500【4】 \2,650【4】
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68 01510- ピラミッドアジサイ・ヘッド（ペイント加工）・全3色 \2,600【4】 \2,750【4】

39 02160- アナベル・ヘッド（単色）・全9色 \2,000【5】 \2,100【5】

39 02160-171、471 アナベル・ヘッド（グラデーション）・全2色 \2,300【5】 \2,400【5】 カタログ外の価格から変更

39 02160-019 アナベル・ヘッド・ホワイトゴールド \2,300【5】 \2,400【5】 カタログ外の価格から変更

39 02163-081、871 アナベル・スフレ・全2色 \2,300【5】 \2,400【5】 カタログ外の価格から変更

40 01075- カシワバアジサイ・ヘッド（グラデーション）・全3色 \2,400【5】 \2,650【4】

40 01070- カシワバアジサイ・ヘッド（単色）・全4色 \2,100【5】 \2,350【5】

40 01900- ゆめアジサイ・ヘッド・全8色 \2,100【5】 \2,350【5】

41 01520- ピラミッドアジサイ・ステム付・全4色 \2,200【5】 \2,500【4】

41 01525- ピラミッドアジサイ・ステム付（グラデーション）全2色 \2,500【4】 \2,700【4】

41 01076-011 カシワバアジサイ・ステム付き・白 \2,100【5】 \2,500【4】

41 01076- カシワバアジサイ・ステム付き（グラデーション）・全4色 \2,400【5】 \2,700【4】

42 03380-030 ペッパーベリー・プリザーブド・アイボリー \2,700【4】 \2,800【4】

42 03380- ペッパーベリー・プリザーブド・全7色（アイボリー以外） \2,600【4】 \2,700【4】

42 02320-011 ライスフラワー・オフホワイト \1,600【10】 \1,800【10】 カタログ外の価格から変更

42 01533- エリンジューム・全2色 \1,400【10】 \1,800【10】

43.74
40175-011、-751、
-781

ユーカリ・エキゾチカ・葉付・オフホワイト、エバーグリー
ン、
スプリンググリーン

\1,800【10】 \1,900【10】 2022年11月より適用

44 01250-732 ティーツリー（メラレウカ）・パウダーグリーン \1,900【10】 \2,200【5】 2022年11月より適用

44 01250-721 ティーツリー（メラレウカ）・ライムグリーン \1,800【10】 \2,100【5】 2022年11月より適用
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掲載項 商品番号 品名 旧価格【ロット】 新価格【ロット】

44 01250-010 ティーツリー（メラレウカ）・ナチュラルホワイト \1,800【10】 \2,100【5】 2022年11月より適用

44 01241-790 シルバーティーツリー・バジルグリーン \1,000【10】 \1,500【10】

44.58 03560- ラスカス・プリザーブド・全8色 \1,350【10】 \1,450【10】

45 03950- ルスカスガーデン・全4色 \1,800【10】 \1,900【10】

46 00160-011 ミリオクラダス・オフホワイト \1,600【10】 \1,700【10】

46 00160-700 ミリオクラダス・グリーン \1,500【10】 \1,600【10】

46 03910- イタリアンルスカス・全3色 \1,600【10】 \1,700【10】

46 01080-011 アスパラ・スプリンゲリー・オフホワイト \1,400【10】 \1,500【10】

46 01080-721、731 アスパラ・スプリンゲリー・ライムグリーン、フレッシュグリーン \1,600【10】 \1,700【10】

47 02295-700 グニーユーカリ（国産）・グリーン \1,700【10】 \1,900【10】

47 02290-012 グニーユーカリ・ウオッシュホワイト \1,950【10】 \2,100【5】

48 01590-700 ツゲ \1,400【10】 \1,600【10】

49 03700-721 ハートリーフ・プリザーブド・ライムグリーン \900【10】 ¥1,000【10】

50 50290-011 山シダ・白 \1,900【10】 \2,000【5】

50 50296- 山シダ・カラー・全6色 \1,200【10】 \1,300【10】

50 50293-011 山シダ・特大・白 \2,400【5】 \2,500【4】

50 50330-700 ヒメワラビ・グリーン \1,900【10】 \2,000【5】

50 50330-011 ヒメワラビ・白 \2,000【5】 \2,100【5】

50 50380-011 カーニバルファーン・オフホワイト \1,500【10】 \1,600【10】 カタログ外の価格から変更

51 61061-700 スパニッシュモス・小袋・グリーン \700【10】 \800【10】

51 61063-700 スパニッシュモス・大袋（220g）・グリーン \2,500【4】 \2,800【4】

51 61067-700 スパニッシュモス・プロ仕様（1kg）・グリーン \8,000【2】 \9,500【2】

51 61061-000 スパニッシュモス・小袋・N \650【10】 \720【10】

51 61067-000 スパニッシュモス・プロ仕様（1kg）・N \7,500【2】 \8,500【2】

51 61061-011 スパニッシュモス・ソフト・小袋・白 \800【10】 \900【10】

51 61061-707 スパニッシュモス・ソフト・小袋・グリーン \650【10】 \800【10】

51 61067-707 スパニッシュモス・ソフト・プロ仕様（1kg）・グリーン \9,100【2】 \11,000【1】

51 61091-707 シートモス・ソフト・小袋・グリーン \4,500【3】 \4,700【3】

51 61097-707 シートモス・ソフト・大箱・グリーン \24,000【1】 \26,000【1】

51 61180- カーリーモス・全2色 \600【10】 \750【10】

52 00017-010 ミニカスミ草・大束 \5,400【2】 \6,000【2】

52 00015- ミニカスミ草・フラワーベール・全4色 \1,500【10】 \1,600【10】

52 00013-010 ミニカスミ草・ヘッド・白 \600【10】 \650【10】

52.53 00010- ミニカスミ草・全18色 \1,200【10】 \1,300【10】

53 00010-015、895 ミニカスミ草・白ラメ、黒ラメ \1,400【10】 \1,500【10】

53 00020-700 スーパーソフトミニカスミ草・グリーン ¥1,200【10】 \1,300【10】

53 00020- スーパーソフトミニカスミ草・ペイント・全3色 \1,400【10】 \1,500【10】

53 00025- スーパーソフトミニカスミ草・フレア・全2色 \1,500【10】 \1,600【10】

55 02010- タタリカ・カラー・全4色　※N以外 \1,200【10】 \1,300【10】

56 50510- フローレンティナ・全6色 \1,200【10】 \1,500【10】

57 30191- スターフラワー・ブロッサム・全12色 \1,200【10】 \1,300【10】

59 42020- ポアプランツ・全12色 \850【10】 \900【10】

59 42050- ラグラス・全12色 \860【10】 \900【10】

59 32052-000 イモーテル・Ｎ（イエロー） \1,200【10】 \1,300【10】

59 32052-010 イモーテル・白 \1,400【10】 \1,500【10】

59 32052- イモーテル・カラー・全4色 \1,500【10】 \1,600【10】

60 32001- ミニシルバーデージー・全9色 \1,300【10】 \1,400【10】

60
32000-011、110、
190、220、440

シルバーデージー・全5色 \1,300【10】 \1,400【10】

60
32000-192、512、
642

シルバーデージー・全3色 \1,400【10】 \1,500【10】

61 32130- ヘリクリサム・ヘッド・全4色 \1,500【10】 \1,900【10】

62 42190-011 ワイルドフェンネル・オフホワイト \2,000【5】 \2,200【5】

63 50760-011 ケーンカール・白 \1,200【10】 \1,300【10】

64 51340- テールリード・全15色 \1,400【10】 \1,500【10】

64 51345- テールリード・ミニ・全8色 \900【10】 \1,100【10】

65 50470- ミニススキ・全3色 \1,200【10】 \1,450【10】

65 51320- プルームリード・全8色 \1,500【10】 \1,600【10】

66 51350- ビッグテールリード・全5色 \5,000【2】 \5,300【2】

66 50250-011 ストレチアリーフ・オフホワイト \2,000【5】 ¥2,100【5】

69 40170-000 ユーカリ・エキゾチカ・N \1,500【10】 \1,550【10】 2022年11月より適用

69 40230-000 ユーカリ・グロボラス・N \1,550【10】 \1,700【10】 2022年11月より適用

71 10120-100、-470 千日紅・ピンク、ライラック \950【10】 \1,150【10】

73 42020-020 ポアプランツ・NG \750【10】 \800【10】

73 42050-020、030 ラグラス・NG、ナチュラルベージュ \800【10】 \850【10】

74 40175-000 ユーカリ・エキゾチカ・葉付・N \1,350【10】 \1,400【10】 2022年11月より適用

74 40175-760 ユーカリ・エキゾチカ・葉付・ブルーグリーン \1,450【10】 \1,500【10】



掲載項 商品番号 品名 旧価格【ロット】 新価格【ロット】

74 40235-000 ユーカリ・グロボラス・葉付・N \1,550【10】 \1,700【10】 2022年11月より適用

75 52590-000 白樺の幹・大・３ｍ \15,000【1】 \18,000【1】

75 52451-000 ゴーストウッド・小・サンドブラスト \18,500【1】 \21,000【1】

75 52682-000 マンザニータ・小・サンドブラスト \19,000【1】 \23,000【1】

75 52683-000 マンザニータ・大・サンドブラスト \98,000【1】 \105,000【1】

78 32810-010 ソーラージャスミン・白 \1,000【10】 \1,150【10】

79 40510-011 パームフラワー・白 \1,800【10】 \1,900【10】

80 32084-010 ソーラーローズ・ミニ・白 \650【10】 \750【10】

80 32081- ソーラーローズ・小・全11色 \800【10】 \900【10】

80 32083-010 ソーラーローズ・大・白 \1,000【10】 \1,100【10】

80 32761- ソーラーファインカーネーション・小・全3色 \900【10】 \1,000【10】

81 32140- プチフラワー・全7色 \1,500【10】 \1,600【10】

81 32360- アネモネフラワー・全5色 \1,400【10】 \1,550【10】

83 24710-011 フラワーコーン・白 \800【10】 \900【10】

83 24720-011 タマラックコーン・白 \700【10】 ¥800【10】

83 22411-000 ミニハス･約4cm \800【10】 \820【10】

83 22420-000 ミニハス･約2cm \700【10】 \900【10】
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76 24720-000 タマラックコーン・Ｎ \600【10】 ¥700【10】
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77 22411-902,930 ミニハス･約4cm \980【10】 \1,000【10】

Vol.207
77 22420-902､930 ミニハス･約2cm \800【10】 \1,000【10】


