
シリーズ名 アイテム 旧価格 新価格

ﾃｨｰC/S 0.25L (071) ¥30,240 ⇒ ¥24,192

ﾌﾟﾚｰﾄ 20cm (071) ¥16,200 ⇒ ¥12,960

ﾃｨｰﾎﾟｯﾄ 1.35L (071) ¥138,240 ⇒ ¥110,592

ｼｭｶﾞｰ 0.45L (071) ¥86,400 ⇒ ¥69,120

ｸﾘｰﾏｰ 0.2L (071) ¥29,160 ⇒ ¥23,328

ﾃｨｰC/S 0.25L (062) ¥38,880 ⇒ ¥31,104

ﾃｨｰC/S(S) 0.2L (001) ¥32,400 ⇒ ¥25,920

ｺｰﾋｰC/S 0.2L (001) ¥32,400 ⇒ ¥25,920

ﾌﾟﾚｰﾄ 20cm (001) ¥23,760 ⇒ ¥19,008

BBﾌﾟﾚｰﾄ 16cm (062) ¥20,520 ⇒ ¥16,416

BBﾌﾟﾚｰﾄ 16cm (001) ¥18,360 ⇒ ¥14,688

ﾃｨｰﾎﾟｯﾄ(L) 1.2L (001) ¥92,880 ⇒ ¥74,304

ﾃｨｰﾎﾟｯﾄ(S) 0.6L (001) ¥72,360 ⇒ ¥57,888

ｼｭｶﾞｰ(L) 0.3L (001) ¥41,040 ⇒ ¥32,832

ｼｭｶﾞｰ(S) 0.1L (001) ¥27,000 ⇒ ¥21,600

ｸﾘｰﾏｰ(L) 0.15L (001) ¥27,000 ⇒ ¥21,600

ｸﾘｰﾏｰ(S) 0.08L (001) ¥21,600 ⇒ ¥17,280

ウィンナーローズブルー ﾃｨｰC/S(S) 0.2L (001) ¥37,800 ⇒ ¥30,240

ウィンナーフラワー（A-L） ﾃｨｰC/S(S) 0.2L (001) ¥41,040 ⇒ ¥32,832

ﾃｨｰC/S 0.20L (021) ¥32,400 ⇒ ¥25,920

ｺｰﾋｰC/S 0.2L (021) ¥32,400 ⇒ ¥25,920

ﾌﾟﾚｰﾄ 20cm (021) ¥64,800 ⇒ ¥51,840

ﾃｨｰC/S 0.20L (021) ¥70,200 ⇒ ¥56,160

ﾃｨｰC/S 0.20L (021) ¥23,760 ⇒ ¥19,008

ﾌﾟﾚｰﾄ 20cm (021) ¥14,040 ⇒ ¥11,232

ﾃｨｰC/S(S) 0.2L (001) ¥43,200 ⇒ ¥34,560

ｺｰﾋｰC/S 0.2L (001) ¥42,120 ⇒ ¥33,696

ﾌﾟﾚｰﾄ 20cm (001) ¥28,080 ⇒ ¥22,464

BBﾌﾟﾚｰﾄ 16cm (001) ¥25,920 ⇒ ¥20,736

ﾃｨｰﾎﾟｯﾄ(L) 1.2L (001) ¥124,200 ⇒ ¥99,360

ﾃｨｰﾎﾟｯﾄ(S) 0.6L (001) ¥88,560 ⇒ ¥70,848

ｸﾘｰﾏｰ(L) 0.15L (001) ¥38,880 ⇒ ¥31,104

ｸﾘｰﾏｰ(S) 0.08L (001) ¥29,160 ⇒ ¥23,328

ｼｭｶﾞｰ(L) 0.3L (001) ¥52,920 ⇒ ¥42,336

ｼｭｶﾞｰ(S) 0.1L (001) ¥35,640 ⇒ ¥28,512

ﾃｨｰC/S(S) 0.2L (001) ¥73,440 ⇒ ¥58,752

ｺｰﾋｰC/S 0.2L (001) ¥70,200 ⇒ ¥56,160

ﾌﾟﾚｰﾄ 20cm (001) ¥66,960 ⇒ ¥53,568

ｺｰﾋｰC/S 0.2L (019) ¥86,400 ⇒ ¥69,120

ﾌﾟﾚｰﾄ 20cm (019) ¥70,200 ⇒ ¥56,160

ﾃｨｰC/S(S) 0.2L (001) ¥75,600 ⇒ ¥60,480

ｺｰﾋｰC/S 0.2L (001) ¥60,480 ⇒ ¥48,384

ﾌﾟﾚｰﾄ 25cm (001) ¥93,960 ⇒ ¥75,168

ﾌﾟﾚｰﾄ 20cm (001) ¥66,960 ⇒ ¥53,568

ﾃｨｰﾎﾟｯﾄ(L) 1.2L (001) ¥135,000 ⇒ ¥108,000

ﾃｨｰﾎﾟｯﾄ(S) 0.6L (001) ¥92,880 ⇒ ¥74,304

ｼｭｶﾞｰ(L) 0.3L (001) ¥75,600 ⇒ ¥60,480

ｼｭｶﾞｰ(S) 0.1L (001) ¥54,000 ⇒ ¥43,200

ｸﾘｰﾏｰ(L) 0.15L (001) ¥59,400 ⇒ ¥47,520

ｸﾘｰﾏｰ(S) 0.08L (001) ¥45,360 ⇒ ¥36,288

ウィンナーローズ
（5089）

オールドウィンナーローズ
（5784）

エナ　ゴールドリム（5625）

エナセイロン（7061）

エナホワイト（1000）

デコヴィエナ（6734R)

ビーダーマイヤーリボン
（6793）

アトランティスホワイト
（1000）

シンプルブーケ（5052A-F）



シリーズ名 アイテム 旧価格 新価格

ﾃｨｰC/S(S) 0.2L (001) ¥118,800 ⇒ ¥95,040

ｺｰﾋｰC/S 0.2L (001) ¥108,000 ⇒ ¥86,400

ﾌﾟﾚｰﾄ 20cm (001) ¥63,720 ⇒ ¥50,976

ﾃｨｰﾎﾟｯﾄ(L) 1.2L (001) ¥194,400 ⇒ ¥155,520

ﾃｨｰﾎﾟｯﾄ(S) 0.6L (001) ¥140,400 ⇒ ¥112,320

ｼｭｶﾞｰ(L) 0.3L (001) ¥99,360 ⇒ ¥79,488

ｼｭｶﾞｰ(S) 0.1L (001) ¥59,400 ⇒ ¥47,520

ｸﾘｰﾏｰ(L) 0.15L (001) ¥81,000 ⇒ ¥64,800

ｸﾘｰﾏｰ(S) 0.08L (001) ¥61,560 ⇒ ¥49,248
ﾃｨｰC/S 0.2L (114) ¥84,240 ⇒ ¥67,392

ﾃｨｰC/S(S) 0.2L (001) ¥72,360 ⇒ ¥57,888

ｺｰﾋｰC/S 0.2L (001) ¥70,200 ⇒ ¥56,160

ﾌﾟﾚｰﾄ 20cm (001) ¥41,040 ⇒ ¥32,832

ﾃｨｰﾎﾟｯﾄ(L) 1.2L (001) ¥172,800 ⇒ ¥138,240

ﾃｨｰﾎﾟｯﾄ(S) 0.6L (001) ¥97,200 ⇒ ¥77,760

ｺｰﾋｰﾎﾟｯﾄ(L) 1.15L (001) ¥162,000 ⇒ ¥129,600

ｺｰﾋｰﾎﾟｯﾄ(S) 0.75L (001) ¥118,800 ⇒ ¥95,040

ｼｭｶﾞｰ(L) 0.3L (001) ¥64,800 ⇒ ¥51,840

ｼｭｶﾞｰ(S) 0.1L (001) ¥37,800 ⇒ ¥30,240

ｸﾘｰﾏｰ(L) 0.15L (001) ¥41,040 ⇒ ¥32,832

ｼｭｶﾞｰ(S) 0.1L (001) ¥30,240 ⇒ ¥24,192

ﾃｨｰC/S 0.25L (062) ¥52,920 ⇒ ¥42,336

ｺｰﾋｰC/S 0.2L (062) ¥51,840 ⇒ ¥41,472

ﾌﾟﾚｰﾄ 25cm (062) ¥58,320 ⇒ ¥46,656

ﾌﾟﾚｰﾄ 20cm (062) ¥37,800 ⇒ ¥30,240

BBﾌﾟﾚｰﾄ 16cm (062) ¥29,160 ⇒ ¥23,328

ﾃｨｰﾎﾟｯﾄ(L) 1.2L (062) ¥143,640 ⇒ ¥114,912

ﾃｨｰﾎﾟｯﾄ(S) 0.6L (062) ¥97,200 ⇒ ¥77,760

ｸﾘｰﾏｰ(L) 0.15L (062) ¥46,440 ⇒ ¥37,152

ｼｭｶﾞｰ 0.25L (062) ¥48,600 ⇒ ¥38,880

ﾓｶC/S 0.05L (015) ¥21,600 ⇒ ¥17,280

ﾓｶﾎﾟｯﾄ 0.5L (015) ¥81,000 ⇒ ¥64,800

ｼｭｶﾞｰ 0.25L (015) ¥27,000 ⇒ ¥21,600

ｸﾘｰﾏｰ(S) 0.07L (015) ¥16,200 ⇒ ¥12,960

ﾓｶC/S 0.05L (015) ¥68,040 ⇒ ¥54,432

ﾓｶﾎﾟｯﾄ 0.5L (015) ¥162,000 ⇒ ¥129,600

ｸﾘｰﾏｰ(S) 0.07L (015) ¥49,680 ⇒ ¥39,744

ｼｭｶﾞｰ 0.25L (015) ¥91,800 ⇒ ¥73,440

メロン
（ｲｴﾛｰﾄ/ｴﾒﾗﾙﾄﾞｸﾞﾘｰﾝ/ｵ
ﾚﾝｼ/ ﾀｰｺｲｽﾞﾄ/ﾊﾞｲｵﾚｯﾄ/

ﾋﾟﾝｸ/ﾚｯﾄﾞ/ﾗｲﾄﾌﾞﾙｰ)

ﾓｶC/S 0.05L (015) ¥68,040 ⇒ ¥54,432

メロン
ゴールド＆ホワイト

ﾓｶC/S 0.05L (015) ¥73,440 ⇒ ¥58,752

メロン
ブラック＆ゴールド

ﾓｶC/S 0.05L (015) ¥97,200 ⇒ ¥77,760

忘れな草（6690） ﾃｨｰC/S(S) 0.2L (001) ¥86,400 ⇒ ¥69,120

ｺｰﾋｰC/S 0.2L (001) ¥86,400 ⇒ ¥69,120

ﾌﾟﾚｰﾄ 20cm (001) ¥70,200 ⇒ ¥56,160

ﾃｨｰﾎﾟｯﾄ(L) 1.2L (001) ¥156,600 ⇒ ¥125,280

*表示は税込価格となっております 2016年6月1日現在

*上記リスト以外の商品に関しましては、お手数ですがお問い合わせくださいませ

メロン
ブラック＆ホワイト

メロン
ホワイト(1000)

ビーダーマイヤー（6000）

プリンスオイゲン（5848）

マリアテレジア（5098A-F）


