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スミザーズオアシスから新 製 品 の おしらせ

オアシス®フローラルフォーム マックスライフ
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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。

for

花もちが長くなり、茎焼け・葉の黄変も軽減されました。
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スミザーズオアシス ジャパンでは、お花
に関わる皆様の周辺で笑顔が生まれるよ
う、花 業 界をはじめ広く各 地 域 の 方々に
貢献していけるよう活動してまいります。
花 、植 物に付 加 価 値を創 造し、人々が大
切な人に気持ちをより確かに伝えること、
そしてお花を中 心とした心の通い合いを

OASIS

®

ecorico

floral foam

スミザーズオアシス社では、
もともと地

オアシス®エコリコ フローラルフォームは生分解性
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。

植物由来の樹脂

サポートしていきたく思います。

球環境にやさしい製品作りをしてまいりま
したが、これからも製 品の更なる改良・開
発を進めていきます。

face b o o k ペ ージを開 設！
い い ね！をお待ちしています 。
このたび、スミザーズオアシス ジャパン
のFacebookページを開設しました。
日本だ

オアシス® エコリコ
フローラルフォーム

焼却・埋立
生ゴミ処理機

けでなく、世界の情報をアップしています。
こちらのQRコードからもアクセスできます。

facebook
www.facebook.com/smithersoasisJapan

Co nt e nt s

□ オアシス®フローラルフォームを使った7つのアレンジ
□ 花育実践レポート 東京都品川区
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オアシス ®フローラルフォームを活 用した

フラワー・アレンジメント作例集
人 気フローリストの方々にご協力いただき、
オアシス®フローラルフォームを使ったアレンジ作 品をご提案 頂きました。
参 考になるアイデアやセンスが満載です。

使用資材：オアシス®ガーランド

Flower shop aster
箆津昌文 さんの作品
1）中にワイヤーを通すことでベースの形に変化をつけられ、
オリジナルの
形にすることが可能。
ただし、
フォームが水を含んで重くなるので重さを顧
慮してベースのラインを作ることが必要。
2）発表会、公演などスタンド花を作製する際のスタンド装飾に使用でき、

Ｄ-3076
オアシス® ガーランド
直径5×奥行き13cm/1シリンダー
12シリンダー/1本

通常のパイプスタンドを使用しても個性的なものを作製可能。
3）
オアシス®フローラルフォームにネット、
という簡易な形ゆえ一般にオア

参考上代

1本

シス®フローラルフォームのセットが難しいベースにも対応が可能。
今までフローレットを使用していたが、場合によってはオアシス®ガーランド
の使用のほうが使いやすいと思いました。

１パック（1本入） 1ケース（6パック入）

税込

3,990円

3,990円

23,940円

税抜

3,800円

3,800円

22,800円
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使用資材：オアシス®エコリコ フローラルフォーム

使用資材：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

Floral Design Vivray
吉本 敬 さんの作品
このアレンジのポイントは、
フォームの色を見せること
と思いました。通常の吸水性フォームでは、基本的に
フォームは隠して、
フォームに挿さっている部分も見せ

Florist Ito
伊藤 義明 さんの作品

そうすることで 、花 自 体をきれ い に 見 せるのも

オアシス® エコリコ フローラルフォーム
ナチュラル / グリーン / ピンク
フォーム 幅8.2/奥行き8.2/高さ7.2cm
ケース付き

Ｋ-0120
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
フォーム 幅23/奥行き11/高さ8cm

トです。
オアシス®フローラルフォームのカバーとしてホ

そうですが 、茎 の 足 元も見せ、茎自体も活かせる

参考上代

参考上代

ウズキを敷きつめました。
それぞれの素材はグループさ

ないようにしますが、オアシス®エコリコ フローラル
フォームでは、
あえて見せてもいいかなと思いました。

ようにしました。軟らかめのフォームなので、切り戻し
は、
しっかりシャープにしておいた方がいいです。
挿しごこちもよく、奥までしっかり入っていきます。

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

1コ

１パック（1コ入） 1ケース（12パック入）

1ケース（48コ入）

税込

1,050円

1,050円

12,600円

税込

10,280円

税抜

1,000円

1,000円

12,000円

税抜

9,800円

秋のChinese Lanternというイメージで作ってみまし
た。秋色の素材をギュッと凝縮したようなアレンジメン

れビーダーマイヤースタイルのように配置されてます。
赤づるや利休草を用い単純な構成に流れるような動
きを与えました。
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使用資材：オアシス®アーク

使用資材：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

De Bloemen winkel
中三川 聖次 さんの作品
クリスマス装飾をイメージしアークの形の流れを大切

FB・PALETTE
坂口美重子 さんの作品

にしたデザインにしてみました。
オアシス®アークは、平

Ｄ-3852
オアシス® アーク
φ33cm 1/3円弧

Ｋ-0120
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
フォーム 幅23/奥行き11/高さ8cm

参考上代

参考上代

置きでの活用の場合、
クレッセント的な扱い方と、複
数のアークを連結し、S字のように流れを作るパター
ンが中心になることが考えられます。普通にクレッセン
ト的な扱い方もできますが、別の扱い方をイメージし、
壁掛けという選択もあると思います。
クリスマスの花と

1コ

いえば赤白緑。
シルバー系のキセログラフィカ
（エアー

1ケース（48コ入）

１パック（2コ入） 1ケース（12パック入）

プランツ）や松笠を入れて、
いかにもクリスマスっぽく

税込

630円

1,260円

15,120円

税込

10,280円

し、
わかりやすいものに仕上げたつもりです。

税抜

600円

1,200円

14,400円

税抜

9,800円

春のテーブルに飾るギフトアレンジ。
春の暖かい陽だまりのような色合いのアレンジ。丸く可愛
らしい花をパンケーキのようなフォルムで活けて春の食卓
に飾りたくなるようなギフトアレンジを作成いたしました。
ア
クセントに蝶蝶やピンクのウールをプラスしてラブリーな
雰囲気に。
マックスライフは花持ちもよいので、安心して
たっぷりと花を使用したアレンジを作成できます。
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子どもたちにも、お母さんにも、
お花をいつも身近に感じてもらいたい。
「このお花 の 名 前 、なんだっけ？わかる

当 時は「 花 育 」
という言 葉もほとんど普

いつも必ず、その 季 節 のお花を使うこ

人？」先 生の呼びかけに、あちこちから
「バ

及しておらず、手 探りの状 態でしたが 、牛

とも、高 杉 先 生のこだわりのひとつ。今 回

ラ！」
という元気な声が返ってきました。

乳 パックや 卵 パックのような、家にあるも

はバラやスプレーカーネーション、スカビ

フローレツエンティワンの 高 杉 揚 子 先

ので花 器をつくるなど、お花に対するハー

オサ 、ヒペリカムなどの 他 、春 のお花とし

生が 花 育を始めたのは、2 0 0 6 年 頃 のこ

ドルを下げ 、気 軽にカンタンに楽しんでも

てフリージアを用 意しました。

と。若 いお 母さんたちもお 花 にふれる機

らえるよう、
さまざまな工 夫を重ねながら活

会が 少なくなってきている今 、子どもたち

動を広げてきたそうです。

がお花と親しむ機 会を増やしたい。
さらに
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大井倉田児童センター
東京都品川区

子どもたちのにぎやかな声が響く、
こちらの児童センターでは、
約４年前から、
花育のレッスンが行われています。
この日のテーマはフラワーバレンタイン。
赤やピンクの華やかなお花を使って、
幼児から小学生まで、
男の子も女の子も、
思い思いにフラワーアレンジメントを楽しみました。

今 回 の 花 育でも、ペットボトルの 空 容

「フリージアはとてもいい香りがします。
下から咲いていくので、枯れたお花をとっ
てあげると、先のつぼみまできれいに咲く

植物を通じて、
自然の豊かさ、喜びや感動、

器を利 用 。まわりにレモンリーフをぐるりと

かもしれません」先生の説明を聞いたら

いのちの 大 切さを知ってほしい、
という思

巻き、
リボンを結べば、あっという間にかわ

自分の好きなお花を選び、
シートに名 前を

いからでした。

いい花器の出来上がりです。

書いて覚えます。
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「今日からみんなは、
このお花の
お父さんとお母さんです。」
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子どもたちには、やはり赤やピンクの明

直 接 ふれて、葉っぱ のにおいをかいだ

るい色が人気。花を傷つけたり、茎が折れ

り、茎の切り方を練 習したりするうちに、お

たりしないよう、男の子たちもそっとやさしく

花と仲良しになっていきます。

手に取ります。バラの花を選ぶ子は、棘が

出来上がったら、作品と一緒に写真撮影。

刺さらないよう、特に慎重です。

今回のテーマはフラワーバレンタインとい

お花屋さんでは棘を処理したものも売ら

うことで、アレンジメントはお母さんにプレゼ

れていますが 、高 杉 先 生は、なるべくその

ントすることになりました。中には、
「 妹にあ

花 本 来 の 姿 にふれてほしい 、という意 図

げようかなあ」
と言うやさしいお兄ちゃんも。

で、
あえて下処理をしないのだそうです。
デザインは、
それぞれの個性を活かして、

お片付けの後、先生が「今日からみんな

株式会社 フローレツエンティワン
高杉揚子先生
日本では男性が女性にお花をプレゼントすることも
少なく、
またもらっても飾るものがない、
という話も聞き
ますが、花育で子どもの頃からお花に親しみ、気軽に
楽しんでもらうことで、
そういう抵抗感をなくしていけた
ら、
と思っています。

は、
この花のお父さんとお母さんです。毎日

また、
この活動でいろんな声を聞いているうちに、
い

自由に楽しみます。つぼみを真ん中に挿す

必ず、お世 話をしてあげてください。」
と話

つか、
お母さんと子どものためのお花屋さんをつくりた

男 の 子もいれば 、ピンクのスプレーカー

すと、教 室にはまた、子どもたちの元 気な

の笑い声が聞こえてくるような、花と人がふれあう場

ネーションをていねいに挿す女の子も。

お返事が響きました。

所をつくりたいですね。

いと考えるようになりました。お花の中から子どもたち
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