
0302 Christmas
Gift

Christmas
Gift

クリスマス

上品ではなやかな大人のクリスマスを。最高品質の花だけでお作りしています。 マ スク リ ス

〈エルサ〉
21,600円　
高さ約50cm×幅約60cm

アレンジメントW-1401

透明感のあるホワイトの大輪バラと
繊細な美しさのハイドランジア。
ワインレッドのカラー、ライムグリーンの

アンスリウムと織りなすトリコロールが、
豪華にクリスマスを演出します。

Ar ra ngemen t
〈ロザリア〉
10,800円
高さ約25cm×幅約35cm
キャンドルの取り扱いには十分ご注意ください。

アレンジメントW-1403

スノーボールのようなキャンドルを

リーススタイルに囲むおしゃれなデザイン。
真紅のアマリリスに心奪われます。
冬のお部屋に暖かさが灯るよう。

〈ジャンヌ〉
10,800円
高さ約30cm×幅約40cm

アレンジメントW-1402

ハイドランジア、ガーベラのワインレッドと

ユリのコントラストがあでやかで、

見つめるほどに洗練さを感じるデザインです。



0504 Christmas
Gift

マ スク リ ス

大輪ダリアとバラを中心に、
赤い色調に仕立てました。
シンビジュームのナチュラルに咲くさまは
まるで花の精が舞うよう。どんなお部屋にも
ゴージャスに映えるアレンジメントです。

〈ヴェロニカ〉
21,600円　高さ約50cm×幅約55cm

アレンジメントW-1404

クリスマストリコロールにオーナメントがきらめいて…
とてもキュートなラウンドスタイルのブーケです。

シンビジュームのシックな花色を主役にしたロングスタイルの花束。
上品なカラートーンに思わず感嘆の声があがりそう…

Bo u q u e t

〈ニコラ〉　8,640円　長さ約40cm

花束W-1407

〈トリエステ〉　16,200円　長さ約70cm

花束W-1408

静かに舞い降りるフェアリーのような白いネリネが
印象的。甘い花色にこころ惹かれます。

スプレーバラやガーベラの花色がナチュラルテイストの
グリーンに映えるかわいらしいデザイン。

〈ポーラ〉
5,400円　高さ約25cm×幅約25cm

アレンジメントW-1405

〈セシリア〉
5,400円　高さ約25cm×幅約25cm

アレンジメントW-1406

Ar ra ngemen t



06 Christmas
Gift

水なしで永い間美しい花色が楽しめる
人気のプリザーブドフラワー。
青山花茂本店のデザイナーによる
オリジナルデザインの新作です。

Pr e s e r v e d

Fl o w e r s

赤く色づけしたツゲのプリザーブド素材。
サッシュリボンとバラのプリザーブドフラワーは
インテリアを選ばないハイセンスな仕上がりです。

ツゲのプリザーブド素材が持つ
ナチュラルな印象を活かしつつ、
プラチナカラーのヒイラギを清楚にあしらいました。

15個限定〈リュクス ルージュ〉
9,180円／スタンド付11,000円
直径約30cm

プリザーブドフラワーリースW-1409

20個限定〈リュクス ヴェール〉
5,400円／スタンド付6,700円
直径約20cm

プリザーブドフラワーリースW-1410

W-1410

W-1409

W-1412

W-1413

20個限定〈ベルナール〉
10,800円　高さ約25cm×幅約20cm

プリザーブドフラワー
アレンジメントW-1411

アンティーク調の器にあふれるほどの
ワインカラーのプリザーブドフラワー。

金色の松ぼっくりやオーナメントがきらめいて、
シックでエレガントなクリスマスの装いです。

各20個限定〈ローザ〉〈ルミナ〉
各5,400円　高さ約15cm×幅約10cm

W-1412 プリザーブドフラワー  
トピアリーW-1413

プリザーブドのミニローズと赤い実を模した
オーナメントが愛らしい赤系の〈ローザ〉と、
妖精のような小さなキラメキにこころ踊る
グリーン系の〈ルミナ〉の２種類の
プリザーブドトピアリー。

並べて飾ればかわいらしさもひとしお。

20個限定〈クリスマスツリー〉
8,640円　高さ約45cm×幅約15cm

プリザーブドフラワー
ツリーW-1414

プリザーブド素材のツリーに赤バラや
クリスマスオーナメントをあしらった

可愛らしいデザインです。
両側の表情を変えてありますので、
お好み、シーンに合わせてお楽しみください。

〈リーススタンド〉
W-1409用：高さ約53cm×幅約18cm
W-1410用：高さ約35cm×幅約12cm

マ スク リ ス
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枯れないプリザーブドフラワー素材は「永遠」のしるし。
永久の祈りを託すリースは心のこもったスペシャルギフトです。

スタンドに掛ければ室内でも
お楽しみいただけます。
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Thanks

Sincerely
Thanks

お歳暮

長年の実績をほこる生産者の方々が丹精込めて育てた中から、
おしゃれな花色、しっかりした葉付き、次 と々咲くあかしのたくさんのつぼみを持つ
優良株だけを厳選しています。冬の季節の幸せの花の贈り物です。
店頭では１１月下旬ころから掲載のほかにもいろいろな花色の種類がそろいます。どうぞご来店・お問い合わせください。

Cyclamen

Po i n s e t t i a
達人の技と愛情が育てた、美しく色付き整った花苞の
大ぶりなポインセチアは毎年の生産量も少ない逸品です。

シクラメン（赤・淡いピンク・白）

バスケット鉢カバーは写真と多少異なる場合がございます。 
シクラメンの花色は多少個体差がある場合がございます。

シクラメン、ポインセチアはご希望によりラッピング、リボンを無料でおつけします。

プラスチック鉢

各色6,480円
6号鉢　高さ約40cm 各色10,800円

バスケット入り

各色7,560円5号鉢  高さ約35cm

各色12,420円

お世話になった方へ、大切な方へ、感謝を伝えるフラワーギフトです。 お 歳 暮

シクラメンは優良株の花が美しく開花する１１月中旬以降のお届けです。　また、ポインセチアは花苞が美しく色づく11月下旬から12月中旬ころまでのお届けです。どうぞご予約ください。

ポインセチア寄せ鉢〈ウィンターローズ〉
7,560円　直径約40cm

寄せ鉢

ポインセチア（トリコロール） 6号鉢 
7,560円　プラスチック鉢　高さ約40cm

鉢植え

ポインセチア（赤・ピンク・白・アイスパンチ） 6号鉢
各色5,400円　プラスチック鉢　高さ約40cm

鉢植え

赤、ピンク、白、アイスパンチの4色からお選びください。

ポインセチア 6号鉢　ツリー型
8,640円　プラスチック鉢  高さ約65cm

鉢植え

店頭では11月下旬ころたくさんの種類がそろいます。
生産数が限られておりますのでお早目にご予約ください。

シクラメン〈プリティプリンセス・フレグランス〉
5号鉢 高さ約35cm　プラスチック鉢  9,720円　
　　　　　　　　　バスケット入り 10,800円　

鉢植え

シクラメン〈リップオレンジ〉
5号鉢 高さ約35cm　プラスチック鉢  7,560円　
　　　　　　　　　バスケット入り  8,640円　

鉢植え

淡いピンク 白

赤

赤 ピンク 白 アイスパンチ

ツリーのように仕立てたポインセチア。
冬のお部屋を暖かく彩ります。

赤、白、ピンクを寄せ植えした
はなやかなトリコロール。

花苞がカールしたウィンターローズという品種をサークル型の
バスケットに寄せ鉢してギフトスタイルに仕立てました。

アイスパンチ

W-1415 W-1416

W-1417～1419

W-1417

W-1418 W-1419

W-1420

W-1422

W-1423

W-1421

近年開発された
香りのあるシクラメン。
フリルの花びらも可憐で
ギフトにおすすめの

希少種です。

※12月5日以降のお届けと
　なります。

か ほう
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Sincerely
Thanks

お 歳 暮

鉢物にはご希望によりラッピング、リボンは無料でおつけいたします。 それぞれ器の色が写真と異なる場合がございます。

店頭では11月下旬ころからさまざまな
花色・品種をお選びいただけます。

シンビジューム（アーチ型 オレンジ 4本立）
21,600円
陶器鉢　高さ約75cm

鉢植え

Cy m b i d i u m
冬がシーズンの 鉢植えのシンビジューム。
花が最も美しいときにお届けいたします。
どうぞお早目にご予約ください。

プレミアムなアーチ仕立てのシンビジューム。
冬のギフトに最適です。

アーチ型 ピンク 4本立

ミディ胡蝶蘭
〈ファーストラブ〉
（淡いピンク  5本立）

21,600円
陶器鉢入り　高さ約60cm

鉢植え

ミディ胡蝶蘭
〈ボルドー〉
（濃いピンク  3本立）

16,200円
陶器鉢入り　高さ約55cm

大輪胡蝶蘭
（白・白に赤リップ・ピンク）

Or c h i d
国内屈指の達人たちが仕立てた、
贈り物にふさわしい最高品質のものを厳選してご用意。
花もちが良く、気品あふれるはなやかな洋蘭はどなたにも喜ばれます。

格調高く、気品あふれる大輪の胡蝶蘭には
高いご定評をいただいています。
花つきの整った優良株を常に厳選しています。

（3本立）  各色32,400円 陶器鉢　高さ約75cm
（5本立）  各色54,000円 陶器鉢　高さ約８０cm
（10本立）  各色129,600円 陶器鉢　高さ約9０cm

花びらは淡いピンクのグラデーション。
上品でおだやかなたたずまいは、どなたにもお喜びいただけます。

鮮やかな濃いピンクの花色が美しく華麗な印象のミディ胡蝶蘭。
趣のある陶器の器に仕立てました。

W-1424

シンビジューム（ピンク  3本立）
10,800円
プラスチック鉢　高さ約８０cm

鉢植えW-1426

W-1425

グリーン 3本立W-1427

W-1428

鉢植えW-1430

鉢植えW-1429

※12月5日以降のお届けとなります。
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鉢植えW-1431

鉢植えW-1432

鉢植えW-1433

新年のお祝いに欠かせない縁起のよい花飾り。幸運と繁栄を願ってご自宅に、ご贈答に。

年内は１２月26日（金）から３０日（火）まで、年明けは１月４日（日）よりお届けいたします。ベゴニアは花が美しく開花する11月中旬以降のお届けです。

〈光寿〉
32,400円
高さ約75cm×幅約60cm

大輪のラナンキュラスとバラに
鮮やかな黄色の糸菊が初日の出のよう…
はれやかな新春の慶びあふれるアレンジメントです。

New Year’s
Greeting

お正月

ミディ胡蝶蘭
〈メイプルブリッジ〉
（淡い黄色  2本立）

10,800円
陶器鉢入り　高さ約45cm

エラチオールベゴニア〈ロネ〉
7,560円
バスケット鉢カバー入り　5号鉢 高さ約40cm

黄緑がかった淡い黄色の花びらに
濃いピンクのリップが鮮やかです。

ミディ胡蝶蘭
〈ユミ〉
（白に赤リップ  2本立）

5,400円
陶器鉢入り　高さ約40cm

フリルが豊かに重なった豪華な花姿が魅力の
人気のベゴニアです。

Or c h i d

Be g o n i a

AAr ra ngemen tアレンジメントW-1434

お祝い事などにも人気の高い
白に赤リップの花色です。

Sincerely
Thanks 1312



お 正 月

年内は１２月26日（金）から３０日（火）まで、年明けは１月４日（日）よりお届けいたします。※鉢は写真と多少異なる場合がございます。

〈迎春〉
10,800円
高さ約70cm×幅約35cm

青竹に若松や千両、大輪のバラや
ユリをあしらった 新年のお祝いに
ふさわしいアレンジメントです。

〈吉寿〉
21,600円
高さ約50cm×幅約50cm

シンビジュームやユリ、バラなど

豪華な花々が新年を祝って集います。

〈かなで〉
7,560円
高さ約25cm×幅約20cm

紅白梅盆栽
16,200円
陶器鉢 高さ約50cm×幅約45cm

縁起の良い紅白の梅に松や笹、
鶴亀のオーナメントをそえた
新春のしつらえです。

和の空間のインテリアにも新年のしつらえにも合うよう
和風に仕立てたプリザーブドフラワーです。
水なしで永い間美しい花色が楽しめます。

お正月用盆栽は他にも21,600円、32,400円のものなどもございます。
どうぞお問い合わせください。

ピック飾りの種類はおまかせください。

白梅
5,400円
陶器鉢　
高さ約50cm×幅約25cm

次 と々咲く白梅の花。
姿も香りもお楽しみいただけます。

梅はつぼみの状態でお届けいたします。室温で次 と々開花いたします。

アレンジメントW-1435

アレンジメントW-1436

盆栽W-1437

和風プリザーブドフラワーW-1439

盆栽W-1438

New Year’s
Greeting14 15

AAr ra ngemen t


