
ホワイト イエロー 　ピンク　 ホワイト

SIZE② SIZE②

　ティーカッププランツ \1.300+税 　バイカラープランツ \1.500+税

00016 ホワイト 4573356650169　 00040　ホワイト　　　　4573356650404

00017 ブルー 4573356650176　 00041　イエロー　　　　4573356650411

00018 イエロー 4573356650183　

00019 ピンク 4573356650190　

　・LOT:4pcs ・発送LOT:16pcs ・LOT:4pcs　　　・発送LOT:16pcs

　・鉢サイズ:W110×D85×H80mm　・鉢材質:陶器 ・鉢サイズ:90×H90mm

　・植物:2号スラットポット植え ・植物:2号スラットポット植え　・鉢材質:陶器

★NEW ★NEW　3月中旬から販売予定

ピンク ミントグリーン ネイビー ピンク ネイビー 　レッド イエロー

SIZE② SIZE② SIZE② SIZE②

　スタッキングマグプランツ \1.400+税 　マリンプランツ \1.400+税 　ロゴクーゲルプランツ \1.500+税 　ジオメティックプランツ \1.500+税

00109 ピンク 4573356651098　 00119 ピンク 4573356651197　 00042　ネイビー　　　4573356650428 00039　グレー　　　　4573356650398

00110 ミントグリーン 4573356651104　 00120 ブルー 4573356651203　 00043　レッド　　　　4573356650435 00038　イエロー　　　4573356650381

00111 ネイビー 4573356651111　 00121 ネイビー 4573356651210　

00112 グレー 4573356651128　

　・LOT:4pcs ・発送LOT:16pcs 　・LOT:4pcs ・発送LOT:16pcs ・LOT:4pcs　　　・発送LOT:16pcs ・LOT:4pcs　　　・発送LOT:16pcs

　・鉢サイズ:W105×D75×H85mm　・鉢材質:陶器 　・鉢サイズ:φ75×H85mm　・鉢材質:陶器 ・鉢サイズ:φ90×H90mm　・鉢材質:陶器 ・鉢サイズ:φ75×H85mm　・鉢材質:陶器

　・植物:2号スラットポット植え 　・植物:2号スラットポット植え ・植物:2号スラットポット植え　 ・植物:2号スラットポット植え　

ネイビー 　　　　　グレー

お手入れが簡単な底面給水仕様です。外側のポットの底に水を

入れておくことで、手間がかけずに植物を元気な状態で保つこ

とができます。

ブルー イエロー

Slat　pot-series

【スラットポットシリーズ】

Aグループ

16ヶ単位出荷対応

Slat　pot-series

【スラットポットシリーズ】

お手入れが簡単な底面給水仕様です。外側のポットの底に水を

入れておくことで、手間がかけずに植物を元気な状態で保つこ

とができます。

Aグループ

16ヶ単位出荷対応

ブルーグレー



★NEW ★NEW ★NEW ★NEW SIZE③

　エルバプランツ \1.400+税

00107 4573356651074　

　・鉢サイズ:φ100×H95mm　

　・LOT:6pcs　　　・発送LOT:12pcs

　・鉢材質:陶器

　・植物:3号セラミス植え　

SIZE③

　ステロプランツ \1.400+税

00108 4573356651081　

　・鉢サイズ:W90×D90×H95mm

　・LOT:6pcs　　　・発送LOT:12pcs

　・鉢材質:陶器

　・植物:3号セラミス植え　

SIZE③ SIZE③

　ピンボーダープランツ \2.200+税 　ボーダープランツ \2.200+税

00113 ネイビー 4573356651135　 00115 グレー 4573356651159　

00114 ミントグリーン 4573356651142　 00116 ブラック 4573356651166　

　・LOT:3pcs ・発送LOT:12pcs 　・LOT:3pcs ・発送LOT:12pcs

　・鉢サイズ:φ110×H125mm　・鉢材質:陶器 　・鉢サイズ:φ110×H125mm　・鉢材質:陶器

　・植物:3号スラットポット植え 　・植物:3号スラットポット植え ★NEW

★NEW

　　〇パッケージ

全体の約70％を杉の間伐材を使用している

地球にやさしいエコポットです。

色は、白・黒のアソートです。

SIZE③ SIZE③ SIZE③

　シャイニーモダンプランツ \2.300+税 　ウッドコースタープランツ \2.400+税 　ギフトプランツ \1.300+税 ・プランターサイズ：φ90×H90mm

00117 ゴールド 4573356651173　 00047 ホワイト 4573356650473　 00134 4573356651340　

00118 シルバー 4573356651180　

　・LOT:3pcs ・発送LOT:12pcs 　・LOT:3pcs ・発送LOT:12pcs 　・LOT:12pcs　　　・発送LOT:12pcs 　〇梱包内容

　・鉢サイズ:φ110×H125mm　・鉢材質:陶器 　・鉢サイズ:φ110×H135mm　・鉢材質:陶器（受け皿：木） 　・商品サイズ　W100×D100×約H280mm ・3号黒ポット（プランター投げ込み）・ギフトボックス・ラッピング資材・リボンタイ

　・植物:3号スラットポット植え 　・植物:3号スラットポット植え 　・植物:3号観葉土植え ※店舗様でギフトボックスを組み立て、ラッピング・リボンタイをセットして下さい。

ネイビー ミントグリーン

Slat　pot-series
お手入れが簡単な底面給水仕様です。外側のポットの底に水を

入れておくことで、手間がかけずに植物を元気な状態で保つこ

とができます。

Bグループ

12ヶ単位出荷対応
【スラットポットシリーズ】

Simple　green-series Cグループ

12ヶ単位出荷対応
【シンプルグリーンシリーズ】

Gift　green Dグループ

12ヶ単位出荷対応
【ギフトグリーン】

どんな雰囲気にもなじみやすい、ロングセラーのシンプルグ

リーンシリーズです。すべて清潔感のあるセラミス植えになっ

ています。

プランターは割れにくい軽いエコ素材のシンプルなデザインで

す。ギフトパッケージを外して、そのまま飾れる、インテリア

グリーンです。

ゴールド シルバー ホワイト

エルバ ステログレー ブラック



SIZE④ ★お手頃価格に変更

　ロングモダンリブ \3.000+税

00054　ホワイト 4573356650541　

00055　グレー 4573356650558　

・LOT:2pcs　　　・発送LOT:6pcs

・鉢サイズ:φ120×H205mm　・鉢材質:陶器

・植物:4号観葉土植え

SIZE④

SIZE③ SIZE③ 　ラウンドエススマートプランツ　\3.000+税

　グローブプランツ \1.800+税 　コルソプランツ \1.800+税 00035 4573356650350　

00008 ホワイト 4573356650084　 00033 ホワイト 4573356650336　 ・LOT:2pcs　　　・発送LOT:6pcs

00032 ブラウン 4573356650329　 00034 ブラウン 4573356650343　 ・鉢サイズ:φ165×H140mm　・鉢材質:陶器

　・LOT:4pcs ・発送LOT:24pcs 　・LOT:4pcs ・発送LOT:24pcs ・植物:4号観葉土植え

　・鉢サイズ:φ125×H110mm　・鉢材質:陶器 　・鉢サイズ:W110×D110×H130mm　・鉢材質:陶器

　・植物:3号セラミス植え　 　・植物:3号セラミス植え　 SIZE④

　ロースクエアスマートプランツ　\3.000+税

★NEW　4月上旬から販売予定 00020 4573356650206　

・LOT:2pcs　　　・発送LOT:6pcs

・鉢サイズ:W140×D140×H135mm　

・植物:4号観葉土植え ・鉢材質:陶器

SIZE④

　ウェーブラウンドスマートプランツ　\3.000+税

00036　ブラウン 4573356650367　

・LOT:2pcs　　　・発送LOT:6pcs

・鉢サイズ:φ130×H220mm　・鉢材質:陶器

・植物:4号観葉土植え

♡ホヤ ♡ホヤ

　ピュアラブハート \1.600+税 　ナチュラルラブハート \1.200+税 SIZE④

00138 ピンク 4573356651388　 00014 ナチュラル 4573356650145　 　スクエアスマートプランツ　　　\3.000+税

00139 ブラウン 4573356651395　 00015 ホワイト 4573356650152　 00037　ブラウン 4573356650374　

　・LOT:4pcs ・発送LOT:24pcs 　・LOT:4pcs ・発送LOT:24pcs ・LOT:2pcs　　　・発送LOT:6pcs

　・鉢サイズ:W105×D90×H55mm　・鉢材質:陶器 　・鉢サイズ:φ75×H90mm　・鉢材質:素焼き ・鉢サイズ:W140×D140×H220mm　

　・植物:ホヤカラーサンド植え 　・植物:ホヤカラーサンド植え ・植物:4号観葉土植え ・鉢材質:陶器

VOL.02

Fグループ

16ヶ単位出荷対応

Simple　green＆

Love　Heart-series

清潔感のあるセラミス植えになっている、ロングセラーのシン

プルグリーンシリーズと「愛を叶える伝説の植物」といわれる

ハートホヤシリーズです。ギフトとして人気です。

Eグループ

24ヶ単位出荷対応
【シンプルグリーン＆ラブハートシリーズ】

存在感のある4号サイズの観葉植物です。高さはありますが、ス

マートな形状なので、ちょっとしたスペースにも置いて楽しん

でいただけます。

グレー

【スマートプランツシリーズ】

Smart　plants-series

ホワイトホワイト ブラウン ホワイト ブラウン

ラウンドエス ロースクエア

ウェーブラウンド スクエア

ピンク ブラウン ナチュラル ホワイト


