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About us 進化し続けるオアシス®フローラルフォーム 4p

新・世界基準の品質『うるおいMAXシステム』誕生 5p

環境に配慮した取り組み 6p

□Pickup Item 01 7p

生花用ブリック さらに進化した『Maxlife』 8p

生花用アクセサリー どんなシーンにも対応可能なオアシス®アクセサリー 10p

■ ブライダル　ブーケ＆ブーケ用アクセサリー

■ 用途に合わせて　いろいろな形

■ 場所に合わせて　デコレーション用フォーム

□ Pickup Item 02 15p

生花・プリ・ドライ用製品 生花/アートフラワー/ドライフラワー/プリザーブドフラワー用 16p

■ レインボー®フォーム　ブリック＆パウダー

■ 用途に合わせて　いろいろな形

ドライ用製品 アートフラワー/ドライフラワー 18p

　　/プリザーブドフラワー用フローラルフォーム

■ ドライブリックバリエーション

■ 用途に合わせて　いろいろな形

フローリストツール 切る/貼る/止める　アレンジメントの便利アイテム 20p

■ 接着剤、結束ツール

■ テープ、ピン、カッティングツール

□ Pickup Item 03 21p

デコレーションツール デザインの可能性が広がる 22p

■ カラースプレー

■ カラーワイヤー、ディアマンテスプレー、パール付きワイヤー

□ Pickup Item 04 23p
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咲かせ続けたいのは、
あなたの想いです。
花を贈るとき、飾るとき、そこには相手への温かな想いが込められています。
だからこそ、より長く美しく咲き続けてほしい。
花を愛する全ての方のそんな想いを叶えるのが、オアシス®製品です。

“大切な想い”が“大切な人の心”に届くようにスミザーズオアシスは花と想いを伝え続けます。
 いつまでも



新・世界基準
うるおいMAXシステム
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厳しい品質管理

すべての製品の構造、吸水力、保水性、硬さ、重さ、pHなどをチェックする、

スミザーズオアシス社の研究開発部門は、他部門から独立した部門なので、

客観的かつ厳しい管理システムで品質を安定的に保っています。

新・世界基準の『Maxlife』
（オアシス®フローラルフォーム	マックスライフ）

新しくなった「オアシス®フローラルフォーム」を、2012年秋、みなさまへ

お届け出来るようになりました。従来品より、花の細胞への給水量を高める

『うるおいMAXシステム』を開発。

50,000本以上の切花を使ってテストを繰り返し、従来品以上の花保ちを

証明しました。

その結果

① 花保ちがより長くなり
② 茎焼けも軽減され
③ 葉の黄変も少なくなりました

自然に水を吸い上げ、土に生えている時のように花をみずみずしく保つ

『オアシス®フローラルフォーム	マックスライフ』。これからも吸水性フォー

ムの代名詞として、研究を続けていきます。

01
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進化し続ける
スミザーズオアシス

新・世界基準の品質
オアシス®フローラルフォーム マックスライフ
OASIS® Floral Foam Maxlife

吸水性フォームの代名詞
オアシス®フローラルフォーム

スミザーズオアシスは 2014 年に設立60 周年を迎えます。
1953 年、発泡技術研究者のヴァーノン・ルイス・スミザーズによって発明された「オアシス®フローラルフォーム」は、
今やヨーロッパ・北米・アジアをはじめ多くの国で使用され
世界中のフローリストの間で吸水性フォームの代名詞になっています。
誕生から今日まで、アレンジメントの可能性は無限大に広がり、フローリストに支えられ、愛されています。

私たちが目指す所は、花があふれる世界。
フローリストにとって、より作業効率があがり、花にも優しい製品をお届けするために、

「オアシス®フローラルフォーム」のノウハウを蓄積し
これからも花の源だけではなく、花文化の源としてさらに進化し続けます。

『うるおいMAXシステム』採用、
オアシス®フローラルフォーム マックスライフ

オアシス®フローラルフォーム マックスライフは、発売から現在にいたるまで、
花にも、人にも安心して使用していただけるよう、
専門研究機関や大学などの協力も得て、日々研究・試験を重ねています。
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◀	商品を２つS型につなげたデザイン
使用花材：	バラ（ブラットオレンジ）、カラー（ペントランディ）
	 アイビー（サーク）、リキュウソウ、夏ハゼ

使用花材：	ダスティーミラー、グミ、アセビ、ルテウス、
	 リキュウソウ、ハーブゼラニウム、アイビー（サーク）

ブライダル等の装飾に、また一つ便利アイテムが登場

『オアシス®アーク』

ご要望にお応えして、ついに復活！

『エレガント™ リーフ』

リースの１/3 の形なので、組み合わせ次第で
それぞれの会場でベストな表現が出来ます。

花嫁のみなさまに喜んでいただける、
品格あるブーケホルダーが、
フローリストの方々からの熱い要望にお応えして、
復活しました。

アイビーやリキュウソウなどのグリーンでベースを作り、カラー
で流れを作ります。バラで動きを出し、全体をビタミンカラーで
華やかにまとめました。
メインテーブルのチャーミングな花嫁のみなさまに。

お二人の新しい門出に、芽吹きの春、新緑をイメージし
ナチュラルな中に優しさがあふれるブーケに仕上げました。

Pickup Item 01

▶	排出ガスに対する規制が厳しいヨーロッパの国々においても
規制値をクリアした生産体制を整えております。

▶	世界で初めてノンフロン生産を開始しました（1981年）。こ
れは、フローラルフォーム製造時にフロンを使用しない生産
方法です。

▶	ホルムアルデヒドの環境基準を大きくクリアし、世界各地の
厳しい環境基準もクリアした生産体制での製造を行ってお
ります。

▶	25年間で揮発性有機化合物の発生を85%も削減すること
にも成功しました。

オアシス®フローラルフォームは使用後、可燃ゴミとして処理が
可能です。（自治体によって処理方法が異なりなすので、詳しく
は、最寄りの自治体にお問い合わせください。）

2012 年春に発売された『オアシス®エコリコ	
フローラルフォーム』は主原料にとうもろこしなどの
植物由来の樹脂を使用した生分解性。使用後、土に
混ぜれば土中の微生物などによって分解され、自然に土に還ります。
スミザーズオアシス社では1980年代から環境保護の観点に立ち、
さまざまな努力を続け、2008年に生分解性樹脂発泡技術を持つ
株式会社カネカと共同で、新素材を使ったフローラルフォームの
開発に着手しました。2010年にはフローラルフォームと同等の吸
水性、挿し心地、品種によっては従来以上の花保ちの良さを実現。
さらに崩れやすさなどを改良し、2011年秋、ついにオアシス®	エコリ
コ フローラルフォームの開発に成功しました。この製品には、私たち
の強い思いが込められています。

スミザーズオアシス社は、花育を通して花の素晴らしさを知ってもらう
活動をしています。幼稚園や被災地の小学校、花業界のみならず消費
者の方とのコミュニケーションで花に興味を持っていただくきっかけ作
りに取り組んでいきます。

環境に配慮した取り組み（CSR）

スミザーズオアシス社のお客様・パートナーは、世界中の街の生花店・生産者・卸売業者・フラワーアレンジメント
の学校や教室・スーパーマーケット等の大規模小売店・ブーケ製造業者にまで広がっております。

製造・流通・販売の拠点も世界20カ国以上に広がっており、環境に関して各国、各自治体の規制を遵守してまいり
ました。今後もスミザーズオアシス社全組織をあげて環境責任に対するお約束を貫いて参ります。

私たちは世界中のどこの地域においても、それぞれの地域に根ざした信頼関係を目指しています。世界の各地域社
会で展開されるプロジェクトや活動にも積極的に関わっています。

世界的な環境基準をクリアする生産体制01

可燃ゴミ処理02

環境に優しい製品の開発03

オアシス@花育04

D-3852（13p）

U-0794（11p）

Comeback

NEW



硬さ 吸水
スピード サイズ

吸水スピードを短縮

サイズバリエーション

デラックスに細かい穴をあけ
吸水時間を短縮しました。

Quick
刻印裏面
穴あき

スタンダードに細かい穴をあけ
吸水時間を短縮しました。

Quick
刻印裏面
穴あき

デリケートな草花や中空の茎～太い
茎まで。挿し心地抜群の万能タイプ。

ジャンボ デカ デカプラス ノーカット

崩れにくい
やわらかフォーム

カートンサイズ落とし用

あらゆる花材に
万能フォーム

保持力
抜群
安心フォーム

デリケートな草花や中空の茎～太い

［ スプリングタイム ］
SPRINGTIME

どんな花材にもご使用可能な
万能タイプのブリックです。
どんな花材にもご使用可能な

［ スタンダード ］
STANDARD

太い茎、長いステムの花に。
花をしっかり保持します。
太い茎、長いステムの花に。

［ デラックス ］
DELUXE

デラックスに細かい穴をあけQuick

［ インスタント デラックス ］
INSTANT DELUXE

吸水スピードを短縮

スタンダードに細かい穴をあけQuick

［ インスタント ］
INSTANT

生花用のブリックは、硬さ、サイズ、吸水時間のバリエーションがございます。
用途によってお選びください。

23cm×11cm×8cm

48個入

▷イージープッシュアップ機能付き

K-0120
デラックス
税込 ￥10,290
税抜 ￥9,800
1ケース（48個入）

▷イージープッシュアップ機能付き

K-0170
ジャンボ
税込 ￥10,290
税抜 ￥9,800
1ケース（30個入）

▷イージープッシュアップ機能付き

K-0196
デカ
税込 ￥10,290
税抜 ￥9,800
1ケース（24個入）

▷イージープッシュアップ機能付き

K-0185
デカプラス
税込 ￥10,290
税抜 ￥9,800
1ケース（16個入）

▷イージープッシュアップ機能付き

K-0160
ノーカット
税込 ￥10,290
税抜 ￥9,800
1ケース（1個入）

23cm×11cm×8cm

48個入

▷イージープッシュアップ機能付き

K-0140
インスタント デラックス
税込 ￥10,290
税抜 ￥9,800
1ケース（48個入）

23cm×11cm×8cm

48個入

▷イージープッシュアップ機能付き

K-0020
スタンダード
税込 ￥10,290
税抜 ￥9,800
1ケース（48個入）

23cm×11cm×8cm

48個入

▷イージープッシュアップ機能付き

K-0060
インスタント
税込 ￥10,290
税抜 ￥9,800
1ケース（48個入）

23cm×11cm×8cm

48個入

▷イージープッシュアップ機能付き

Ｋ-0100
スプリングタイム
税込 ￥10,290
税抜 ￥9,800
1ケース（48個入）

23cm×11cm×11cm

30個入
23cm×15cm×12cm

24個入
23cm×16cm×16cm

16個入
66cm×32cm×46cm

1個入

硬 め 普 通 軟らかめ

さらに進化した
OASIS® Floral Foam Maxlife

うるおいMax、
花保ちMax

さらに進化したOASIS® Floral Foam Maxlife
うるおいMax、花保ちMax

デラックスタイプの
最大版カートンサイズ
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使用商品：スプリングタイム
使用花材：バラ（オーシャンソング）バラ（ロッシュ）
マリーゴールド（フレンチバニラ）ダスティミラー、
グミ、リキュウソウ、オカトラノオ

通常サイズ（1ブリック）で
約2Lの水を吸水します。

花への給水量を最大限にする、『うるおいMAXシステム』。
花保ちがさらに長く、茎焼けと葉の黄変を軽減します。

スプリングタイムは、野草系の細い茎だけではなく、太い
茎もしっかりホールド。すべてスプリングタイムで対応し
ているお花屋さんもいるほど使い勝手の良い商品です。

Point
オアシス®フローラルフォーム マックスライフ

『使い方のポイント』 生花用ブリックは、吸水させて使用する事を目的とした商品です。

深さのある器に新鮮で十分な水を準備し、オアシス®フローラルフォーム	マックスライフを浮かべます。自然に吸水させ沈むのを待ちます。
表面まで吸水するとしばらく浮いたままですが、乾いた部分がなければ完了です。

水の中に無理に押し
込むと十分に中まで
吸水されず、乾燥した
部分が残ってしまい
ます。

『生花用ブリック』

花が、フォームの水を吸い
上げるので、1日に１度オア
シス®フローラルフォーム	
マックスライフに水を補給
しましょう。

正しい吸水方法

無理に押し込んで吸水させないでください（空気が抜けずに乾燥した部分が残っています） 補水は1日に1度を目安に

K-0540
デラックス
税込 ¥5,250	
税抜 ¥5,000 
1ケース（20 個入）

K-0560
スタンダード
税込 ¥5,250	
税抜 ¥5,000 
1ケース（20 個入）

ジャンボ

１個入箱 20 個入箱

イージープッシュアップ機構

デラックス
（標準サイズ）

デラックスタイプの大型版
フラワースタンド『落とし』用

デカ
デカプラス

ノーカット

花材を選ばない
万能タイプの生花用

オアシス®フローラルフォーム
マックスライフ デラックスの20 個入箱

オアシス®フローラルフォーム
マックスライフ スタンダートの20 個入箱

箱底面を手で押すと、最初の１個が上がって
取り出しやすい構造です。

用途にあわせて選べる少量タイプ

【スタンダードタイプ】 【デラックスタイプ】 【スタンダードタイプ】

D-7711
生花用ブリック1個入箱

1個 1パック 1ケース
（1個入り） （40パック入り）

税込 ¥504	 ¥504	 ¥20,160	
税抜 ¥480 ¥480 ¥19,200 
23cm×11cm×8cm



Super Wet 8 Super Wet

Lomey

Wedding Belle

Lady

Elegant
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『生花用アクセサリー』
エレガント™をはじめ、スーパーウェットシリーズは
どれも給水機能付きなので、水落ちが心配なブーケも
安心してお使いいただける商品です。

使用商品：	エレガント™	リーフ
使用花材：	ダスティーミラー、グミ、アセビ、
	 ルテウス、リキュウソウ、ハーブゼラニウム、
	 アイビー（サーク）

完成したブーケの給水素材を、
切り花染色剤に浸しています。
花が白色から青色へ変化し、染
色剤が確実に補給されている
様子が分かります。
※スミザーズオアシス社の実験による。

スーパーウェットの給水機能を実証

24時間経過。切花が白色から青色に変化。

D-63341
スーパーウェット8（傾き）

1個 1パック 1ケース
（6個入り） （8パック入り）

税込 ¥599	 ¥3,591	 ¥28,728	
税抜 ¥570 ¥3,420 ¥27,360 
□直径 / 7.4cm　□柄長 / 11cm
□全体の長さ / 18.5cm

D-63331
スーパーウェットブーケホルダー（傾き）

1個 1パック 1ケース
（6個入り） （8パック入り）

税込 ¥599	 ¥3,591	 ¥28,728	
税抜 ¥570 ¥3,420 ¥27,360 
□直径 / 7.4cm　□柄長 / 11cm
□全体の長さ / 18.5cm

D-63342
スーパーウェット8（まっすぐ）

1個 1パック 1ケース
（6個入り） （8パック入り）

税込 ¥599	 ¥3,591	 ¥28,728	
税抜 ¥570 ¥3,420 ¥27,360 
□直径 / 7.4cm　□柄長 / 11.5cm
□全体の長さ / 20cm

D-63332
スーパーウェットブーケホルダー（まっすぐ）

1個 1パック 1ケース
（6個入り） （8パック入り）

税込 ¥599	 ¥3,591	 ¥28,728	
税抜 ¥570 ¥3,420 ¥27,360 
□ 直径 / 7.4cm　□柄長 / 11.5cm
□全体の長さ / 20cm

L-60704
LOMEY	ブーケホルダー/小

1個 1パック 1ケース
（6個入り） （8パック入り）

税込 ¥683	 ¥4,095	 ¥32,760	
税抜 ¥650 ¥3,900 ¥31,200 
□直径 / 5.8cm　□柄長 / 11.5cm
□全体の長さ / 17.2cm  

L-60716
LOMEY	ブーケホルダー/大

1個 1パック 1ケース
（6個入り） （8パック入り）

税込 ¥819	 ¥4,914	 ¥39,312	
税抜 ¥780 ¥4,680 ¥37,440 
□直径 / 7.5cm　□柄長 / 11.5cm
□全体の長さ / 18.8cm

D-63003
レディネット

1個 1パック 1ケース
（6個入り） （8パック入り）

税込 ¥672	 ¥4,032	 ¥32,256	
税抜 ¥640 ¥3,840 ¥30,720 
□直径 / 7.5cm　□柄長 / 9.5cm
□全体の長さ / 17.5cm

D-63005
レディベーシック

1個 1パック 1ケース
（6個入り） （8パック入り）

税込 ¥557	 ¥3,339	 ¥26,712	
税抜 ¥530 ¥3,180 ¥25,440 
□直径 / 6.4cm　□柄長 / 10cm
□全体の長さ / 16.5cm

D-63007
リトルレディ

1個 1パック 1ケース
（6個入り） （8パック入り）

税込 ¥609	 ¥3,654	 ¥29,232	
税抜 ¥580 ¥3,480 ¥27,840 
□直径 / 5.5cm　□柄長 / 9cm
□全体の長さ / 14.5cm

U-61700
ウェディングベルブーケホルダー/大（傾き）

1個 1パック 1ケース
（6個入り） （8パック入り）

税込 ¥672	 ¥4,032	 ¥32,256	
税抜 ¥640 ¥3,840 ¥30,720 
□直径 / 7.5cm　□柄長 / 11,5cm
□全体の長さ / 18.5cm

U-61720
ウェディングベルブーケホルダー/大（まっすぐ）

1個 1パック 1ケース
（6個入り） （8パック入り）

税込 ¥672	 ¥4,032	 ¥32,256	
税抜 ¥640 ¥3,840 ¥30,720 
□直径 / 7.5cm　□柄長 / 11.5cm
□全体の長さ / 18.5cm

U-61710
ウェディングベルブーケホルダー/中（傾き）

1個 1パック 1ケース
（6個入り） （8パック入り）

税込 ¥630	 ¥3,780	 ¥30,240	
税抜 ¥600 ¥3,600 ¥28,800 
□ 直径 / 6.5cm　□柄長 / 11.5cm
□全体の長さ / 17.8cm

U-61730
ウェディングベルブーケホルダー/中（まっすぐ）

1個 1パック 1ケース
（6個入り） （8パック入り）

税込 ¥630	 ¥3,780	 ¥30,240	
税抜 ¥600 ¥3,600 ¥28,800 
□直径 / 6.5cm　□柄長 / 11.5cm
□全体の長さ / 17.5cm

スーパーウェット8 スーパーウェット

ロメイ

ウェディングベル

Frill

U-1750
ウエディングベルブーケホルダー/大用フリル

1個 1パック 1ケース
（12個入り） （4パック入り）

税込 ¥714	 ¥8,568	 ¥34,272	
税抜 ¥680 ¥8,160 ¥32,640 
□直径 / 20cm

U-1765
ウエディングベルブーケホルダー/中用フリル

1個 1パック 1ケース
（12個入り） （4パック入り）

税込 ¥609	 ¥7,308	 ¥29,232	
税抜 ¥580 ¥6,960 ¥27,840 
□直径 / 19cm

D-4002
レディネット用フリル※

1個 1パック 1ケース
（12個入り） （1パック入り）

税込 ¥756	 ¥9,072	 ¥9,072	
税抜 ¥720 ¥8,640 ¥8,640 
□直径 / 25cm 

※スーパーウェットにもご使用いただけます。

フリル

レディ

U-0792
エレガント™	ツイスト（シルバー）
U-0793
エレガント™	ツイスト（ゴールド）

1個 1パック 1ケース
（4個入り） （6パック入り）

税込 ¥2,205	 ¥8,820	 ¥52,920	
税抜 ¥2,100 ¥8,400 ¥50,400 
□直径 / 8.5cm　□柄長 / 12.5cm
□全体の長さ / 22.5cm

U-0794
エレガント™	リーフ（シルバー）
U-0795
エレガント™	リーフ（ゴールド）

1個 1パック 1ケース
（4個入り） （6パック入り）

税込 ¥2,205	 ¥8,820	 ¥52,920	
税抜 ¥2,100 ¥8,400 ¥50,400 
□直径 / 8.5cm　□柄長 / 13cm
□全体の長さ / 22cm

エレガント™

Comeback
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『生花用アクセサリー』

使用商品：	オアシス®リース24cm
使用花材：	バラ（ルエル・ド・メモワール、フェリーニ）、
	 小菊（フェリー）、なでしこ、オランダセダム、
	 マトリカリア、
	 エリンジューム（ブルーグリッター）、
	 アルケミラモリス、リキュウソウ、ブラックベリー

D-7311
バイオリットリング　17cm

1個 1パック 1ケース
（6個入り） （9パック入り）

税込 ¥1,008	 ¥6,048	 ¥54,432	
税抜 ¥960 ¥5,760 ¥51,840 
□全体 / 外径17cm / 内径7.5cm×高さ3.7cm

D-7312
バイオリットリング　24cm

1個 1パック 1ケース
（4個入り） （8パック入り）

税込 ¥1,638	 ¥6,552	 ¥52,416	
税抜 ¥1,560 ¥6,240 ¥49,920 
□全体 / 外径25.5cm / 内径12cm×高さ4.6cm

D-3715
オアシス®リース　15cm

1個 1パック 1ケース
（2個入り） （18パック入り）

税込 ¥945	 ¥1,890	 ¥34,020	
税抜 ¥900 ¥1,800 ¥32,400 
□全体 / 外径16.3cm / 内径8.5cm×高さ3.4cm

D-3720
オアシス®リース　20cm

1個 1パック 1ケース
（2個入り） （12 パック入り）

税込 ¥1,092	 ¥2,184	 ¥26,208	
税抜 ¥1,040 ¥2,080 ¥24,960 
□全体 / 外径21cm / 内径13cm×高さ4.4cm

D-3724
オアシス®リース　24cm

1個 1パック 1ケース
（2個入り） （12 パック入り）

税込 ¥1,197	 ¥2,394	 ¥28,728	
税抜 ¥1,140 ¥2,280 ¥27,360 
□全体 / 外径25.5cm / 内径15.5cm×高さ4.4cm

D-3730
オアシス®リース　30cm

1個 1パック 1ケース
（2個入り） （6パック入り）

税込 ¥1,323	 ¥2,646	 ¥15,876	
税抜 ¥1,260 ¥2,520 ¥15,120 
□全体 / 外径31.2cm / 内径19.5cm×高さ4.2cm

D-3097
オアシス®リース　41cm

1個 1パック 1ケース
（2個入り） （3パック入り）

税込 ¥2,604	 ¥5,208	 ¥15,624	
税抜 ¥2,480 ¥4,960 ¥14,880 
□全体 / 外径42.7cm / 内径29.5cm×高さ5.3cm

D-3094
オアシス®ミニハート

1個 1パック 1ケース
（2個入り） （6パック入り）

税込 ¥735	 ¥1,470	 ¥8,820	
税抜 ¥700 ¥1,400 ¥8,400 
□全体 / 幅12cm×奥行き13.5cm×高さ4.7cm

D-3093
オアシス®ハート

1個 1パック 1ケース
（2個入り） （8パック入り）

税込 ¥1,890	 ¥3,780	 ¥30,238	
税抜 ¥1,800 ¥3,600 ¥28,798 
□全体 / 幅27.5cm×奥行き27.5cm×高さ5.7cm

D-3095
オアシス®オープンハート/小

1個 1パック 1ケース
（2個入り） （6パック入り）

税込 ¥1,617	 ¥3,234	 ¥19,404	
税抜 ¥1,540 ¥3,080 ¥18,480 
□全体 / 幅22cm×奥行き23.5cm×高さ4.7cm

D-3056
オアシス®JNオープンハート

1個 1パック 1ケース
（2個入り） （12 パック入り）

税込 ¥4,158	 ¥8,316	 ¥24,948	
税抜 ¥3,960 ¥7,920 ¥23,760 
□全体 / 幅46cm×奥行き47cm×高さ4.9cm

D-7374
オアシス®球　7cm

1個 1パック 1ケース
（6個入り） （20パック入り）

税込 ¥126	 ¥756	 ¥15,120	
税抜 ¥120 ¥720 ¥14,400 
□直径7cm

D-7375
オアシス®球　9cm

1個 1パック 1ケース
（4個入り） （12 パック入り）

税込 ¥273	 ¥1,092	 ¥13,104	
税抜 ¥260 ¥1,040 ¥12,480 
□直径9cm

D-7376
オアシス®球　12cm

1個 1パック 1ケース
（4個入り） （6パック入り）

税込 ¥504	 ¥2,016	 ¥12,096	
税抜 ¥480 ¥1,920 ¥11,520 
□直径12cm

D-7377
オアシス®球　16cm

1個 1パック 1ケース
（2個入り） （10パック入り）

税込 ¥1,124	 ¥2,247	 ¥22,470	
税抜 ¥1,070 ¥2,140 ¥21,400 
□直径16cm

D-7378
オアシス®球　20cm

1個 1パック 1ケース
（1個入り） （9パック入り）

税込 ¥1,995	 ¥1,995	 ¥17,955	
税抜 ¥1,900 ¥1,900 ¥17,100 
□直径20cm

D-7208
オアシス®円錐　24cm【シュリンクパック】

1個 1パック 1ケース
（1個入り） （30パック入り）

税込 ¥567	 ¥567	 ¥17,010	
税抜 ¥540 ¥540 ¥16,200 
□直径9cm×高さ24cm

D-7209
オアシス®円錐　32cm【シュリンクパック】

1個 1パック 1ケース
（1個入り） （15パック入り）

税込 ¥903	 ¥903	 ¥13,550	
税抜 ¥860 ¥860 ¥12,905 
□直径12cm×高さ32cm

D-7201
オアシス®マルチシリンダー【シュリンクパック】

1個 1パック 1ケース
（1個入り） （12 パック入り）

税込 ¥1,260	 ¥1,260	 ¥15,120	
税抜 ¥1,200 ¥1,200 ¥14,400 
□直径8cm×長さ55cm

Ｄ-3852
オアシス®アーク

1個 1パック 1ケース
（2個入り） （12 パック入り）

税込 ¥630	 ¥1,260	 ¥15,120	
税抜 ¥600 ¥1,200 ¥14,400 
□全体 / 幅5.6cm×奥行き27.2cm×高さ5cm
　 / Φ33cm / 1/3円弧

バイオリットリング 円錐

リース

マルチシリンダー

アーク

ハート

球
デザインに合わせて選べるいろいろな形と
大きさをご用意。アークが新しく加わり
さらにデザインの可能性が広がりました。

NEW
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『生花用アクセサリー』

D-3029
フローレット/小

1個 1パック 1ケース
（1個入り） （36パック入り）

税込 ¥840	 ¥840	 ¥30,240	
税抜 ¥800 ¥800 ¥28,800 
□全体 / 幅10.2cm×奥行き26.4cm×高さ8.3cm

D-3034
フローレット/大

1個 1パック 1ケース
（1個入り） （24パック入り）

税込 ¥1,365	 ¥1,365	 ¥32,760	
税抜 ¥1,300 ¥1,300 ¥31,200 
□全体 / 幅13cm×奥行き30.8cm×高さ8.3cm

U-1800
トリビュート

1個 1パック 1ケース
（1個入り） （12 パック入り）

税込 ¥1,848	 ¥1,848	 ¥22,176	
税抜 ¥1,760 ¥1,760 ¥21,120 
□全体 / 幅30cm×奥行き11.7cm×高さ8.3cm

D-4044
テーブルデコ/小

1個 1パック 1ケース
（4個入り） （25パック入り）

税込 ¥420	 ¥1,680	 ¥42,000	
税抜 ¥400 ¥1,600 ¥40,000 
□全体 / 幅13cm×奥行き9cm×高さ5cm

D-4045
テーブルデコ/中

1個 1パック 1ケース
（4個入り） （12 パック入り）

税込 ¥704	 ¥2,814	 ¥33,768	
税抜 ¥670 ¥2,680 ¥32,160 
□全体 / 幅25cm×奥行き9cm×高さ5cm

D-4046
テーブルデコ/大

1個 1パック 1ケース
（4個入り） （６パック入り）

税込 ¥1,208	 ¥4,830	 ¥28,980	
税抜 ¥1,150 ¥4,600 ¥27,600 
□全体 / 幅48cm×奥行き9cm×高さ5cm

D-8139
ル・クリップ　ミニ

1個 1パック 1ケース
（6個入り） （8パック入り）

税込 ¥1,155	 ¥6,930	 ¥55,440	
税抜 ¥1,100 ¥6,600 ¥52,800 
□全体 / 直径6.2cm×高さ6cm
　　　　長さ14cm（最短）～20cm（最長）

D-3068
ル・クリップ　

1個 1パック 1ケース
（6個入り） （8パック入り）

税込 ¥1,323	 ¥7,938	 ¥63,504	
税抜 ¥1,260 ¥7,560 ¥60,480 
□全体 / 直径8.5cm×高さ6cm
　　　　長さ14cm（最短）～21.5cm（最長）

U-1020
イグルー

1個 1パック 1ケース
（6個入り） （8パック入り）

税込 ¥546	 ¥3,276	 ¥26,208	
税抜 ¥520 ¥3,120 ¥24,960 
□直径7cm×高さ5.5cm

フローレット

トリビュート 

イグルー 

テーブルデコ ル・クリップ 

ミニデコ

使用商品：ル・クリップ
使用花材：デンファレ（ジャックリーン）、オカトラノオ、グミ、リキュウソウ

D-3230
ミニデコ/生花用

1個 1パック 1ケース
（12個入り） （6パック入り）

税込 ¥263	 ¥3,150	 ¥18,900	
税抜 ¥250 ¥3,000 ¥18,000 
□直径5cm×高さ3.5cm

Ｄ-3076
オアシス®ガーランド※

1本 1パック 1ケース
（1本入り） （6パック入り）

税込 ¥3,990	 ¥3,990	 ¥23,940	
税抜 ¥3,800 ¥3,800 ¥22,800 
□直径5cm×奥行き13cm / 1シリンダー
□12シリンダー付/1本

ガーランド 

フォームには、プラスティックの土台と両面テープが
ついており、器やワイヤーが使えない場所に最適な商
品です。そのままの状態で吸水させることが出来るの
も魅力。
両面テープだけで不安な場合は、ワイヤーやリボンを
通して、補強することもできます。

【 使用方法 】

ディスプレーする場所や会場に合わせて選べる、
オアシス®アクセサリー。
固定したり、留めたり、自由に組み合わせて。

※お好きなサイズに切ってご使用になれます。

Pickup Item 02

▲	商品をリース型にしたデザイン
使用花材：	バラ（カフェラテ）、プロテア（ココシア）、バーゼリア、シキミア（レット、グリーン）、シ

ンフォリカルポス、シンゴニウム、ユーカリ、ペペロミア（鉢もの）

応用範囲が広い！新しいガーランドが登場

『オアシス®ガーランド』
直径５cmの円柱型シリンダーひとつずつに
ネットがかけてあるので作業しやすく、
切って使っても、繋いであるまま使っても
自由自在に形が作れる優れものの新商品です。

通常の使い方以外に参考作品のような大型リースとしても使えます。
グリーンの質感や色の違いを楽しむ、大人色のアレンジメント。ペペロミアを中心にベース
を作ります。バーゼリアやシキミアをバランス良く全体にちらし、プロテアでアクセントを
付けます。バラやシンフォリカルポスをバランス良く挿し、ユーカリで全体をまとめます。Ｄ-3076

NEW

NEW
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『生花・プリザーブド・ドライ用製品』

F-37470	 オープンハート（アイボリー）
F-37480	 オープンハート（桜）　プラ台付き

1個 1パック 1ケース
（2個入り） （10パック入り）

税込 ¥1,029	 ¥2,058	 ¥20,580	
税抜 ¥980 ¥1,960 ¥19,600 
□全体 / 幅18.3cm×奥行き18.3cm×高さ3.6cm

F-37471	 ミニハート（アイボリー）
F-37479	 ミニハート（桜）

1個 1パック 1ケース
（4個入り） （18パック入り）

税込 ¥357	 ¥1,428	 ¥25,704	
税抜 ¥340 ¥1,360 ¥24,480 
□幅12.2cm×奥行き9.5cm×高さ3.5cm

ブリック
1個 1パック 1ケース

（4個入り） （6パック入り）

税込 ¥714	 ¥2,856	 ¥17,136	
税抜 ¥680 ¥2,720 ¥16,320 
□23cm×11cm×8cm

パウダー/大
1個 1パック 1ケース

（1個入り） （6パック入り）

税込 ¥2,163	 ¥2,163	 ¥12,978	
税抜 ¥2,060 ¥2,060 ¥12,360 
□250g

パウダー/小
1個 1パック 1ケース

（1個入り） （16パック入り）

税込 ¥1,428	 ¥1,428	 ¥22,848	
税抜 ¥1,360 ¥1,360 ¥21,760 
□80g

ブリック＆パウダー ハート

ケーキ

使用商品：	レインボー ®フォーム	ブリック
使用花材：	サラセニア、レースフラワー（ダウカス	ボルドー）、リキュウソウ、タニワタリ（エメラルドウェーブ）、ヒューケラ

F-37000	 RFケーキ10cm（アイボリー）
F-37410	 RFケーキ10cm（桜）
F-37507	 RFケーキ10cm（栗）

1個 1パック 1ケース
（6個入り） （9パック入り）

税込 ¥378	 ¥2,268	 ¥20,412	
税抜 ¥360 ¥2,160 ¥19,440 
□直径10cm×高さ5cm

F-37001	 RFケーキ20cm（アイボリー）
F-37166	 RFケーキ20cm（桜）
F-37144	 RFケーキ20cm（栗）

1個 1パック 1ケース
（2個入り） （5パック入り）

税込 ¥1,155	 ¥2,310	 ¥11,550	
税抜 ¥1,100 ¥2,200 ¥11,000 
□直径20cm×高さ5cm

【 レインボー®フォームの特徴 】
■発色に優れたウレタン樹脂製フォームです。
■素材の違いによりオアシス®フローラルフォームマックスライフより吸水時間がかかります。
■吸水させて生花に、プリザーブドフラワーやドライフラワーには、そのままでお使いいただけます。
■異なる色を重ねてもにじみません。
■生花用フローラルフォームに比べて硬くなっております。柔らかい花材をお使いになる場合は、
　あらかじめナイフの先で穴をあけるなどの工夫が必要な場合もあります。

ブリック パウダー/大 パウダー/小

アイボリー F-37006 F-37005 F-37970

サニーイエロー F-37086 ─ F-37975

オレンジ F-37100 ─ Ｆ-37977*

ライムグリーン F-37020 F-37019 F-37972

スカイブルー F-37027 F-37026 F-37973

ベビーピンク F-37041 ─ ─

ダークブルー F-37218* F-37216* F-37986*

チャコール F-37093 ─ ─

藤 F-37135 ─ ─

桜 F-37171 F-37170 F-37984

朱 F-37179 ─ ─

小豆 F-37163* F-37162* ─

栗 F-37149 F-37148 F-37982

抹茶 ─ ─ F-37981*

金 ─ ─ F-37978*

銀 ─ ─ F-37979*

＊在庫限り

生花はもちろん、ギフト需要が高いアートフラワーや
プリザーブドフラワーにもご使用可能。
デザインにも変化がつけられ、アレンジメントの可能性が広がります。



SEC Accessory

SEC Ring

SEC Plate

SEC 

SEC Cone SEC Sphere

硬め 軟らかめ普通

主に造花（アートフラワー）に
ご使用ください。

サハラ®Ⅱ
プリザーブドフラワー、ドライ
フラワー、シルクフラワーなど
全般にご使用いただけます。

セックブリック
主にドライフラワーにご使用
いただくブリックです。

サハラ®

ウレタン樹脂製

20個入
ウレタン樹脂製

20個入
フェノール樹脂製

20個入
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『ドライ用製品』
球や円錐など形のバリエーションが豊富で、
用途が広がるドライ用のフローラルフォーム。
ブリックは３つの硬さから選べます。

使用商品：	セック	シリンダー、セック円錐
	 ディアマンテスプレー、パール付きワイヤー（23p）
使用花材：	バラ、アジサイ、ラムズイヤー、（全てプリザーブド）

生花用ブリックは、水を吸収させて使用する事で、効果を最大限に発揮出来るように設計されており
ます。そのため、水を含ませずにプリザーブドフラワー、ドライフラワー、アートフラワーのアレンジメ
ントにご使用になられますと、経年劣化によりもろくなり、保持性が弱まったり変色したりと、当初の
作品の雰囲気が変わってしまいます。美しさを長時間保つ事ができる、ドライフラワー専用の製品の
ご使用をおすすめします。

プリザーブドフラワー（ドライフラワー、アートフラワー）アレンジメントに
生花用ブリックをご使用のお客様へ

D-2045
セックプレート	6cm

1個 1パック 1ケース
（8個入り） （1パック入り）

税込 ¥1,953	 ¥15,624	 ¥15,624	
税抜 ¥1,860 ¥14,880 ¥14,880 
□29cm×25cm×6cm

D-7721
ドライ用ブリック1個入箱

1個 1パック 1ケース
（1個入り） （33パック入り）

税込 ¥588	 ¥588	 ¥19,404	
税抜 ¥560 ¥560 ¥18,480 
□23cm×11cm×8cm

D-63004
セック		レディネット

1個 1パック 1ケース
（6個入り） （8パック入り）

税込 ¥798	 ¥4,788	 ¥38,304	
税抜 ¥760 ¥4,560 ¥36,480 
□直径 / 7.5cm　□柄長 / 9.5cm
□全体の長さ / 17.5cm

D-2037
セックミニハート

1個 1パック 1ケース
（6個入り） （8パック入り）

税込 ¥630	 ¥3,780	 ¥30,240	
税抜 ¥600 ¥3,600 ¥28,800 
□幅13.5cm/奥行き12.0cm/高さ3.5cm

D-7211
セック	シリンダー　8cm	【シュリンクパック】

1個 1パック 1ケース
（4個入り） （24パック入り）

税込 ¥147	 ¥588	 ¥14,112	
税抜 ¥140 ¥560 ¥13,440 
□直径8cm×高さ5cm

D-2115
セック円錐	20cm

1個 1パック 1ケース
（5個入り） （9パック入り）

税込 ¥420	 ¥2,100	 ¥18,900	
税抜 ¥400 ¥2,000 ¥18,000 
□直径8cm×高さ20cm

D-2116
セック円錐	24cm

1個 1パック 1ケース
（5個入り） （6パック入り）

税込 ¥693	 ¥3,465	 ¥20,790	
税抜 ¥660 ¥3,300 ¥19,800 
□直径9cm×高さ24cm

D-2117
セック円錐	32cm

1個 1パック 1ケース
（3個入り） （5パック入り）

税込 ¥987	 ¥2,961	 ¥14,805	
税抜 ¥940 ¥2,820 ¥14,100 
□直径12cm×高さ32cm

D-2051
セックリング	10cm

1個 1パック 1ケース
（10 個入り） （18パック入り）

税込 ¥221	 ¥2,205	 ¥39,690	
税抜 ¥210 ¥2,100 ¥37,800 
□外径10cm/内径5.5cm×高さ2cm
D-2052
セックリング	12cm

1個 1パック 1ケース
（10 個入り） （14パック入り）

税込 ¥504	 ¥5,040	 ¥70,560	
税抜 ¥480 ¥4,800 ¥67,200 
□外径12cm/内径6cm×高さ2cm
D-2053
セックリング　15cm

1個 1パック 1ケース
（10 個入り） （8パック入り）

税込 ¥651	 ¥6,510	 ¥52,080	
税抜 ¥620 ¥6,200 ¥49,600 
□外径15cm/内径9cm×高さ2cm
D-2059
セックリング		17cm

1個 1パック 1ケース
（8個入り） （6パック入り）

税込 ¥777	 ¥6,216	 ¥37,296	
税抜 ¥740 ¥5,920 ¥35,520 
□外径17cm/内径11cm×高さ2.5cm
D-2054
セックリング　20cm

1個 1パック 1ケース
（6個入り） （18パック入り）

税込 ¥903	 ¥5,418	 ¥97,524	
税抜 ¥860 ¥5,160 ¥92,880 
□外径20cm/内径12cm×高さ3cm
D-2378
セックリング　25cm		プラ台付き

1個 1パック 1ケース
（6個入り） （4パック入り）

税込 ¥1,554	 ¥9,324	 ¥37,296	
税抜 ¥1,480 ¥8,880 ¥35,520 
□全体 / 外径25cm/内径15cm×高さ3.5cm
D-2379
セックリング　30cm		プラ台付き

1個 1パック 1ケース
（4個入り） （4パック入り）

税込 ¥1,806	 ¥7,224	 ¥28,896	
税抜 ¥1,720 ¥6,880 ¥27,520 
□全体 / 外径30cm/内径20cm×高さ4cm

D-2005
セック球　5cm

1個 1パック 1ケース
（20 個入り） （5パック入り）

税込 ¥174	 ¥3,486	 ¥17,430	
税抜 ¥166 ¥3,320 ¥16,600 
□直径5cm
D-2007
セック球　7cm

1個 1パック 1ケース
（25個入り） （5パック入り）

税込 ¥185	 ¥4,620	 ¥23,100	
税抜 ¥176 ¥4,400 ¥22,000 
□直径7cm
D-2110
セック球　9cm

1個 1パック 1ケース
（10 個入り） （5パック入り）

税込 ¥326	 ¥3,255	 ¥16,275	
税抜 ¥310 ¥3,100 ¥15,500 
□直径9cm
D-2111
セック球　12cm

1個 1パック 1ケース
（5個入り） （4パック入り）

税込 ¥672	 ¥3,360	 ¥13,440	
税抜 ¥640 ¥3,200 ¥12,800 
□直径12cm
D-2112
セック球　16cm

1個 1パック 1ケース
（2個入り） （10パック入り）

税込 ¥1,575	 ¥3,150	 ¥31,500	
税抜 ¥1,500 ¥3,000 ¥30,000 
□直径16cm
D-2113
セック球　20cm

1個 1パック 1ケース
（1個入り） （9パック入り）

税込 ¥2,657	 ¥2,657	 ¥23,909	
税抜 ¥2,530 ¥2,530 ¥22,770 
□直径20cm

セックアクセサリー

セックリング

セックプレート

セック 1個入箱

セック円錐 セック球

U-0620
サハラ®Ⅱ
オープン価格
1ケース（20 個入）
□20cm×9.5cm×7.5cm

D-2002
セックブリック
オープン価格
1ケース（20 個入り）
□23cm×11cm×8cm

U-0520
サハラ®

オープン価格
1ケース（20 個入り）
□23cm×10cm×8cm

花材を選ばない万能タイプの生花用
【セックブリックタイプ】

【 セック（SEC）シリーズの特徴 】 
■経年劣化が極めて少ない。　■粉が出にくい。
■ウレタン樹脂製なので、熱を帯びた接着剤（グルーガン、ホットメルトフライパン）
　を使用しても、溶ける心配がない。
■硬さや挿しやすさがプリザーブドフラワーなどに丁度良く、加工が容易。
『セック（SEC）』とは、フランス語で”乾いた”という意味で、英語のdryに相当する言葉です。

ご注意

ウレタン樹脂製



Adhesive

Pin

Dish

Tape

Bind Tools

Cutting Tools
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U-1600
オアシス®防水テープ（12mm幅）/緑

1個 1パック 1ケース
（1個入り） （48パック入り）

税込 ¥1,806	 ¥1,806	 ¥86,688	
税抜 ¥1,720 ¥1,720 ¥82,560 
□幅12mm×長さ54m

U-1610
オアシス®防水テープ（6mm幅）/緑

1個 1パック 1ケース
（1個入り） （48パック入り）

税込 ¥1,155	 ¥1,155	 ¥55,440	
税抜 ¥1,100 ¥1,100 ¥52,800 
□幅6mm×長さ54m

D-6180
PVCテープ

1個 1パック 1ケース
（1個入り） （60パック入り）

税込 ¥725	 ¥725	 ¥43,470	
税抜 ¥690 ¥690 ¥41,400 
□幅15mm×長さ33m

D-6010
フィックステープ

1個 1パック 1ケース
（1個入り） （24パック入り）

税込 ¥3,150	 ¥3,150	 ¥75,600	
税抜 ¥3,000 ¥3,000 ¥72,000 
□幅1cm×長さ約5m

Pickup Item 03

D-6125
1,000粒 / 巻

新商品のドット状接着剤

『GLUE DOTS』（グルードット）

適量のドット状のグルーがテープにのっているので、
細かい作業に最適です。プリザーブドフラワーだけでなく、
葉の細工、生花やリボンなどの布状のものを留めるなど、
美しく仕上げるアイテム。
フローラル・アドヒーシブやオアシス®フローラロックと
合わせて、用途ごとにご使用いただけます。

『フローリストツール』

使用商品：	フローラル・アドヒーシブ、フローラロック
	 スーパーウエットブーケホルダー（まっすぐ）（10p）
使用花材：	バラ（ルエル・ド・メモワール、フェリーニ）
	 小菊（フェリー）、アルケミラモリス、ゲーラックス

D-6159
オアシス™45度マルチナイフ

1個 1パック 1ケース
（1個入り） （10パック入り）

税込 ¥2,310	 ¥2,310	 ¥23,100	
税抜 ¥2,200 ¥2,200 ¥22,000 
□刃渡り5cm×全長15cm

D-60876
オアシス™枝切りはさみ

1個 1パック 1ケース
（1個入り） （6パック入り）

税込 ¥3,465	 ¥3,465	 ¥20,790	
税抜 ¥3,300 ¥3,300 ¥19,800 
□柄10cm 刃9cm 全長18cm

D-6129
オアシス™フォームナイフ

1個 1パック 1ケース
（4個入り） （10パック入り）

税込 ¥3,465	 ¥34,650	 ¥138,600	
税抜 ¥3,300 ¥33,000 ¥132,000 
□刃渡り28cm 全長43.5cm

L-1505
オアシス®フローラロック

1個 1パック 1ケース
（1個入り） （12 パック入り）

税込 ¥4,158	 ¥4,158	 ¥49,896	
税抜 ¥3,960 ¥3,960 ¥47,520 
□128g入

U-1530
フローラル・アドヒーシブ/缶タイプ

1個 1パック 1ケース
（1個入り） （20パック入り）

税込 ¥3,465	 ¥3,465	 ¥69,300	
税抜 ¥3,300 ¥3,300 ¥66,000 
□227g入

U-1531
フローラル・アドヒーシブ/チューブタイプ50ml

1個 1パック 1ケース
（10 個入り） （10パック入り）

税込 ¥903	 ¥9,030	 ¥90,300	
税抜 ¥860 ¥8,600 ¥86,000 
□50ml入

U-1532
フローラル・アドヒーシブ/ミニチューブ6ml

1個 1パック 1ケース
（12個入り） （24パック入り）

税込 ¥189	 ¥2,268	 ¥54,432	
税抜 ¥180 ¥2,160 ¥51,840 
□6ml

U-1560
ホットメルトグルー

1個 1パック 1ケース
（1個入り） （20パック入り）

税込 ¥2,079	 ¥2,079	 ¥41,580	
税抜 ¥1,980 ¥1,980 ¥39,600 
□450g入

L-1420
LOMEYデザイナーデッシュ　28cm/透明

1個 1パック 1ケース
（1個入り） （6パック入り）

税込 ¥1,155	 ¥1,155	 ¥6,930	
税抜 ¥1,100 ¥1,100 ¥6,600 
□最大直径28cm、底面直径22cm×高さ4cm

U-3530
アンカーピン

1個 1パック 1ケース
（100 個入り） （10パック入り）

税込 ¥32	 ¥3,150	 ¥31,500	
税抜 ¥30 ¥3,000 ¥30,000 
□直径3cm×高さ3cm

接着剤

ピン

ディッシュ

テープ

バインドツール

ハサミ・ナイフ
ブーケやアレンジメントをより美しく、効率よく
仕上げるための接着剤やテープ、ハサミ等のツール。
フローリストの必需品です。

どんな素材にも接着可能な万能アイテム。
プリザーブドフラワーなど花びらの加工も
変色がないので、自然な仕上がりに。

②	アレンジメントやブーケの仕上げに、根
元近くにスプレーするだけで固定でき、手
も汚れずきれいに仕上がります。

①	付属のノズルをスプ
レー本体にしっかり差し
込みご使用ください。

【 フローラル・アドヒーシブの使い方 】【 フローラロックの使い方 】

D-7784
オアシス®バインドワイヤー（ナチュラル）
D-7785
オアシス®バインドワイヤー（グリーン）

1個 1パック 1ケース
（1個入り） （12 パック入り）

税込 ¥3,927	 ¥3,927	 ¥47,124	
税抜 ¥3,740 ¥3,740 ¥44,880 
□長さ約 200m

D-6125
グルードット

1個 1パック 1ケース
（1個入り） （10パック入り）

税込 ¥1,995	 ¥1,995 ¥19,950	
税抜 ¥1,900 ¥1,900 ¥19,000
□1,000粒 / 巻

8458
ポリトゥワイン

1個 1パック 1ケース
（3個入り） （16パック入り）

税込 ¥567	 ¥1,701	 ¥27,216	
税抜 ¥540 ¥1,620 ¥25,920 
□長さ約500m

NEW

NEW

※高温・多湿での保管・使用はしないでください。
　使用する前に、水に濡らさないようにお願いします。

＊在庫限り



Color  WireColor Spray Diamante  Spray

Pearl Wire
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『デコレーションツール』

オアシス™カラーワイヤー
1個 1パック 1ケース

（10 個入り） （10パック入り）

税込 ¥840	 ¥8,400	 ¥84,000	
税抜 ¥800 ¥8,000 ¥80,000 
□直径2mm×長さ約12m

オアシス®カラースプレー（油性）
1個 1パック 1ケース

（1個入り） （6パック入り）

税込 ¥2,625	 ¥2,625	 ¥15,750	
税抜 ¥2,500 ¥2,500 ¥15,000 
□約400ml/1本

グリッタースプレー（油性）
1個 1パック 1ケース

（1個入り） （6パック入り）

税込 ¥1,890	 ¥1,890	 ¥11,340	
税抜 ¥1,800 ¥1,800 ¥10,800 
□約238ml/1本

オアシス®エコリコ	フローラルフォーム
1個 1パック 1ケース

（1個入り） （12 パック入り）

税込 ¥1,050	 ¥1,050	 ¥12,600	
税抜 ¥1,000 ¥1,000 ¥12,000 
□8.2cm×8.2cm×7.2cm /1個　クリアケース付

カラーワイヤーカラースプレー ディアマンテスプレー

パール付きワイヤー

使用商品：	カラーワイヤー（ゴールド/94621）
	 ユーロサンド／グラヴェル（ゴールド）
	 ワイヤーボール（オレンジ、ピンクそれぞれ50mmと30mm）

オックスブラッド 94648

パール 94613

ミスティーピンク 94614

ゴールド 94621

カッパー 94622

サフラン 94646

アップルグリーン 94625

ラベンダー 94629

トルコ石色（青緑） 94630

レッド 94626

フラットホワイト D-5300

ホリデーレット D-5302

オクトーバーブラウン D-5308

モスグリーン D-5309

オレンジ D-5312

ディープブルー D-5314

フラットブラック D-5316

バーガンディ D-5339

カッパー D-5343

スーパーシルバー D-5344

アンティークゴールド D-5346

24Kピュアゴールド D-5355

シルバーメダル D-5356

バジル D-5357

フレンチブルー D-5372

ゴールド DM-831

シルバー DM-832

アレンジメントをグレードアップするデコレーションツール。
スプレーやワイヤーなど、
使い方次第でより表現が広がります。

アルミ製の柔らかい素材なので、どんな形も想い通りに。オブジェや
アレンジメント、ベース作りのパーツなど表現が広がります。

アートフラワーだけではなく、生花、器、ラッピング資材などに使え
デザインの可能性が広がる商品です。粒子が細かくきれいに仕上が
ります。

D-62340
ディアマンテスプレー　4mm（ラインストーンサイズ）

1個 1パック 1ケース
（36個入り） （8パック入り）

税込 ¥84	 ¥3,024	 ¥24,192	
税抜 ¥80 ¥2,880 ¥23,040 
□ラインストーンサイズ：4mm

D-62342
ディアマンテスプレー　5mm（ラインストーンサイズ）

1個 1パック 1ケース
（30 個入り） （8パック入り）

税込 ¥126	 ¥3,780	 ¥30,240	
税抜 ¥120 ¥3,600 ¥28,800 
□ラインストーンサイズ：5mm

D-62347
パール付きワイヤー　4mm（パールサイズ）

1個 1パック 1ケース
（36個入り） （8パック入り）

税込 ¥32	 ¥1,134	 ¥9,072	
税抜 ¥30 ¥1,080 ¥8,640 
□パールサイズ：4mm

D-62351
パール付きワイヤー　6mm（パールサイズ）

1個 1パック 1ケース
（30 個入り） （8パック入り）

税込 ¥42	 ¥1,260	 ¥10,080	
税抜 ¥40 ¥1,200 ¥9,600 
□パールサイズ：6mm

使用商品：オアシス®エコリコ	フローラルフォーム
使用花材：バラ（マニエルノアール）、ハイドランジア、アイビー（サーク）

エコリコはとうもろこしなどの
植物由来の樹脂を使用した生分解性のフォーム。
使用後は土に混ぜたり、コンポスト化することで土に還る、
お花と自然にやさしい商品です。

【 生分解性の仕組み 】
オアシス®エコリコ フローラルフォームはとうもろこし由来の生分解
性樹脂が主原料で、通常の環境下では一般の樹脂と同じように使用で
きます。しかも土中などの微生物によって分解されて最終的には炭酸
ガスと水になります。そして生分解や焼却でできた炭酸ガスはとうも
ろこしなどの植物に取り込まれて、また樹脂の原料になります。

Pickup Item 04

お花といっしょに、土に還る
『オアシス® エコリコ フローラルフォーム』誕生

E1001
キューブ
ナチュラル

E1002
キューブ
グリーン

E1003
キューブ
ピンク



●本カタログに掲載されている価格は参考上代です。
●価格は予告なしに変更されることがあります。
●商品の特性により、サイズに多少の誤差が生じる場合があります。予めご了承ください。
●オアシス®、サハラ®は、スミザースオアシス社の登録商標です。
●フラワーアレンジメントFlorist IGUSA 井草 隆（表紙. 7p. 8p. 10p. 14p. 15p. 23p） /
　NARUSE FLORIST 成瀬 ゆき（3p. 12p. 16p. 18p. 20p. 22p）

©Smithers-Oasis Company 2009-2012. All rights reserved.
OASIS® and VERTICAL BAR DESIGN® are registered trademarks of Smithers-Oasis Company.
Form No.177.0 Oct 2012 第10版

▶Facebookページ  ※QRコードでもアクセスできます。
 JOIN US!
http://www.facebook.com/smithersoasisJapan

▶オフィシャルサイト
 www.oasisfl oral.com

▶PRサイト
 www.smithersoasis.jp

世界中の様々な情報をお届けします。


