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オアシス社の新商品や、フォーム使用したフラワーデザイン作例集。
リピーターがお店を強くする！ キーワードは " 花もちと記憶に残る素材遣い"

蛭田謙一郎「ひるた園芸」



使用商品：	オアシス®リース24cm	リフィル
使用花材：	バラ／スプレーウィット

使用商品：	オアシス®リース24cm	リフィル
使用花材：	スプレーバラ／薄オレンジ（フェリーニ）、黄（シューティングスター）、

グリーン（エクレール）、スノーボール、スプレーカーネーション（オレ
ンジレンジ）、アゲラータム（トップブルー）、ストロベリーフィールド、
パセリーフ、グリーンネックレス

使用花材：	スカビオサ、グリーンベル、ケール、ジャスミン

使用花材：バラ／MADKA
	 アルストロメリア／おぼろ月
	 スプレーカーネーション／（ミニティアラコーラル)
	 マーガレット、クリスマスローズ、
	 ビバーナム、木苺
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K-0021　
1/3スライス（30枚入り）
オープン価格

幅23cm×奥行き11cm×高さ2.6cm

K-0101　
スプリングタイム
1ケース（10個入）　オープン価格

K-3725　
オアシス®リース　24cm　リフィル
幅3.5cm×奥行き21.0cm×高さ4.2cm
Φ24cm/1/3円弧

細い枝も深く、しっかり挿せる「スプリングタイム」だからこその花選び。
アルストロメリヤやマトリカリヤ、水が下がり易いビバーナムなど、心配な花材も安心です。

スライスの厚さが丁度良く、使いやすいフォーム。パラレルの表現がきれいにまとまります。
白×グリーン×グレーで春から夏のコレクションに。

リース リフィルでこんな使い方も！
ガラスの器にリース型にデザインしましたが、ふたつだけ使ったりしても素敵です。

ホルダーがついていないフォームだからこそ出来るアーチ型のフォルム。
素材自体のラウンドを活かして、バラをつぼみから花、グリーンから白のグラデーションで表現。

店名：フラワーショップ花徳

店名：Bear店名：ひるた園芸

蛭田謙一郎「ひるた園芸」

参考上代（税抜）

1コ 1 パック（4 コ入） 1 ケース（6 パック入）

500円 2,000円 12,000円

オアシス®

リース 24cm
リフィル

スタンダード
1/3 スライス

スプリング
タイム

使用実感
１/３スライスは、薄く敷くような装飾や壁面

デザイン等に使い勝手が良さそうです。

ボックスフラワー等にも薄くスライスする手間

が省け、ふたが閉まれば、蒸発も防げますね。

使用実感
スプリングタイムは、お店ではいつも使っている商

品でとても重宝しています。

茎が細かったり、柔らかい花材も深くしっかりさ

せて花もちも良いのでお勧めです。



使用花材：	カラー、リューココリーネ、ラナンキュラス、ヘデラ、
	 グリーントリフ

使用花材：	ラナンキュラス、ヒペリカム、カーネーション、
	 ホワイトレースフラワー、コノテガシワ、ヤマシダ

プランツにワイヤーを絡めて、ゴージャス
感をだしました。
こちらもパールの粒を大小使用している
ので、可愛らしくも大人っぽくも表現出
来る優れもの。

平澤 一美さん
Kazumi Hirasawa

大中小のボタンがアクセントになるので、
単調になりがちなプリザーブドフラワー
にも動きが出ます。さらに２色使いでボ
リューム感も出ています。

店名：レザンジュ

平田 隆さん
Takashi Hirata

ワイヤーで器を作りました。ミニデコを
配置して繊細な花をからめました。
テクスチャーが面白く使い方でニュアンス
に違いがでる個性が出せる商品です。

ブーケ（花束）のベース。自由に形が作れ
るので自然の柔らかさを表現し、ブーケ
にまとめました。
花色とのなじみも良く、ナチュラル感を
表現出来ます。

店名：フローリストめんたる

77777　
ラスティックワイヤー　ブラウン　21m

77776　
ラスティックワイヤー　グリーン　21m

41-00241　
ボタンワイヤー　アップルグリーン　3m

41-00239　
ボタンワイヤー　アイボリー　3m

62325
パールオンリール　アイボリー　8m

ボタン
ワイヤー

パール
オンリール

ラスティック
ワイヤー

アイボリー

アイボリー

ブラウン

グリーン

アップルグリーン

使用花材：	バラ／ソブリン、ラナンキゥラス、スカビオサ、
	 スノーボール、スイートピー、リシアンサス、
	 ダイアンサス、ミスカンサス、アイビー

使用花材：	バラ（プリマベーラ）、ヒマワリ、グリーンボール、
	 アイビー（ベルディッシモ）、
	 カーネーション（フロールエバー）、
	 ブーベンビリア（ベルモント）
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花もちアップで
リピートUP!

マックスライフ使用店舗で
アレンジメントを購入

花もちが良い！
マックスライフ使用店舗で

その訳を知る

リピーターがお店を強くする！

キーワードは『花もち』です。
お花のプレゼントで心に残るのは、どんなことですか？
花がきれいで、イキイキしていることはもちろん、それが、きれいなまま少しでも長く咲いていること。
つまり、「花もち」が良いかどうか。ではないでしょうか？

 「花もち」のためにできる工夫とは？
例えば、フォームを高機能な物にすること。オアシス®フローラル
フォーム マックスライフは、水分保持の力と茎や葉の変色を抑える
力を併せ持つ高機能フォーム。実験結果でも証明されています。

B 花全体が、シャキっとしたハリ感を保っています。
スモークツリーもダリアの色もきれいです。

A ローズゼラニウムやリキュウソウの黄変
もなく、バラもイキイキ元気です。

お花は大切な
コミュニケーションツール

「お花の鮮度」「魅力あるアレンジメント」「高機能のオ
アシス®フローラルフォーム」の総合力でお客様の満
足度をアップさせ、リピートにつなげていきましょう。
印象に残って初めて感動へと変わるのです。

マックスライフに活けられたバラの
アレンジメント。デルフィニウムや、
リキュウソウがアクセントになって
きれいです。

こちらは、水が下がりやすいスモークツ
リーやアジサイ、色が変わってしまう
カラーを使ったアレンジメント。

新しく仲間入りした「アクセサリーワイヤー」
カラフルな「ボタン」、品のある「パール」、
注目の「ラスティック」の３アイテム、９種類をご用意いたしました。

旧製品の7日後 旧製品の7日後

葉の黄変と花がしおれている
感じが全体から見うけられます。

4日〜5日は元気でしたが、そ
れ以降はつぼみが開かず、全
体的にくすんでしまいました。

オアシス®フローラルフォーム 

マックスライフを使った７日後

ラスティックワイヤー Rustic Wire

ボタンワイヤー Button Wire

パールオンリール Pearl on Reel

Accessory Wire
Lineup

平田隆「フローリストめんたる」

平澤一美「レザンジュ」

平澤一美「レザンジュ」

参考上代（税抜）

品　番 品　名 長さ 1コ 1 パック
（1コ入）

1 ケース
（10 個入）

77776 ラスティック
ワイヤー

グリーン
21m 2,300 2,300 23,000

77777 ブラウン

41-00239

 ボタンワイヤー

アイボリー

3m 1,700 1,700 17,000

41-00240 ライトブルー

41-00241 アップルグリーン

41-00242 ストロングピンク

41-00245 ペールピンク

62325
 パールオンリール

アイボリー
8m 1,000 1,000 10,000

62324 ホワイト

アイボリー

アイボリー

ブラウン

ライトブルー

ホワイト

グリーン

ストロングピンク

アップルグリーン

ペールピンク



©Smithers-Oasis Company 2015. Al l r ights reserved.  Form No. 197.0 August 2015  

スミザーズオアシスから注目製 品のお知らせ

スミザーズオアシス ジャパン 〒164-0012 東京都中野区本町3-32-22 東ビル4F　　0120 -187096

マックスライフ従来品フォームマックスライフ従来品フォーム

従来品に比べ、葉の黄変も
大幅に軽減されています。

さらに進化したオアシス®フローラルフォーム マックスライフ。
花もちが長くなり、茎焼け・葉の黄変も軽減されました。

試験14日目

試験11日目

従来品フォーム
左：ヤヤ、右：バナナ

マックスライフ
左：ヤヤ、右：バナナ

オアシス®フローラルフォーム マックスライフ


