
新色も入った春ギフトにおすすめの色合わせ！
新色も入った春ギフトにおすすめの色合わせ！

スタンダードカーネーション
カラーパレット
FL1101-124　￥3,060 (¥510/輪)
■1箱(6輪)/30箱
■3色

スタンダードカーネーション
カラーパレット
FL1101-123　￥3,060 (¥510/輪)
■1箱(6輪)/30箱
■3色

ミニカーネーション
カラーパレット
FL1201-123　￥3,360 (¥280/輪)
■1箱（12輪）/40箱
■3色

メディアナローズ
カラーパレット
FL0301-123　￥4,880 (¥610/輪)
■1箱（8輪）/48箱
■3色

スプレーローズ
カラーパレット
FL0701-123　￥3,160 (¥395/輪)
■1箱（8輪）/40箱
■3色
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Florever for spring Gift

89-ピュアパープル

90-ドルチェピンク

86- オーロラバイオレット

30-ミルキーピンク

13-パウダーブルー

46-パンナコッタ

Cool Breath

Warm SweetsWarm Sweets
ドルチェピンク  x 2輪
ミルキーピンク  x 2輪
パンナコッタ x 2輪

ウォームスイーツ

ピュアパープル x 2輪
オーロラバイオレット x 2輪
パウダーブルー x 2輪

クールブレス

ピュアパープル x 4輪
オーロラバイオレット x 4輪
パウダーブルー x 4輪
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ウォームスイーツ

2022春夏カラーパレット限定

2022春夏カラーパレット限定

使用花材はこちらから
ご覧いただけます。

使用花材はこちらから
ご覧いただけます。

自然からインスピレーションを受けた涼しげで心やすらぐ色合い

春の日のお茶会をイメージした甘く温かな色合い



New Products

Standard Mum

Pepperberry Small Pack

丸みがあってかわいらしい花型、
使いやすい中輪サイズ。

輪ギク 
FL451　￥4,080(¥680/輪)
■1箱（6輪）/48箱
■花径約3.6～5.6cm、花丈約3.8～4.8cm

1- パールホワイト

7-ベイビーピンク

2-イエロー

43-ソフトライラック

ペッパーベリー Small Pack 
FL8651　 ¥950/袋
■1袋（約13g）/84袋
■トレイのサイズ：W10.5(8.8)×H2.5×D10.5(8.8)cm

アレンジメントのポイントに。少量使いに
便利なスモールパックが数量限定で登場です。

限定

770-ライトグリーン 800-グリーン 930-ダークピンク 960-パープル

使用花材はこちらから使用花材はこちらから
ご覧いただけます。ご覧いただけます。

※開花してお使いいただけます。
※自然な風合いを残すため、花弁の補強を施しておりません。
　必要に応じて補強してお使いください。

補強のグルーを施していないので、
花びらを簡単に開かせることができます！
下記QRコードで開花・補強方法の詳細を
公開しています。

約3.6～5.6cm



New Products

European Ajisai Duo with Stem

Olive

ヨーロピアンアジサイ デュオ ステム付 
FL295　 ￥3,700
■1束（約1～4本）/15束
■長さ約30cm、直径約18～25cm

309- グリーン×ブルー 310- ブルー×バーガンディ307- グリーン×レッド

表裏の色の違いを楽しめる銀葉のオリーブが新登場。
スワッグやアレンジメントに活き活きとした印象を与えます。

※こちらのスワッグには1.5束使用しております。

オリーブ 
FL875　 ￥2,500
■1束(約50g)/50束
■長さ約40～60cm

800-グリーン

800-グリーン

Pret-a-Porter
プレタポルテシリーズはそのままアレンジ
に使用できるワイヤリング加工済み商品。
大きさもほとんど均一なので、たくさん
アレンジを作るときに役立つアイテムです。

プレタポルテ　アイビーリーフ 
FLPP9401　 ¥1,450(￥58/本)
■１箱(25本)/120箱
■長さ約11cm、ワイヤー付

プレタポルテ　ローズリーフ 
FLPP9111　 ¥1,900(￥38/本)
■1箱(50本)/120箱
■長さ約11cm、ワイヤー付 フラワーピン　72本(ケース入り)

FLAC 52-15　　￥600
■1箱（72本）/72箱
■幅約0.15cm・長さ7.5cm

約0.15cm

7.5cm

ヘッドが小さく、長さのあるフラワーピンは、アレンジメントを
より手軽にしてくれます。ピンを目立たせずに使用したいとき、
繊細な花材に使用する場合などに便利です。

15-ベーシック

フラックス

アジサイにバイカラーが新登場。ほんのり色づいたニュアンスが
アレンジメントを魅力的に演出します。

Flower Pins Basic

NEW

NEW

使用花材はこちらからご覧いただけます。800-グリーン



新色も入った春ギフトにおすすめの色合わせ！
新色も入った春ギフトにおすすめの色合わせ！

お問合せ　フロールエバー 
info@florever.co.jp  

www.florever.co.jp
★ホームページよりWEBカタログを閲覧できます。

※価格は全て税抜価格です。
※天然素材を使用している商品の性質上、色、サイズ等が表記と多少異なる場合がございます。

1-パールホワイト

58-フューシャピンク

8-ホットピンク

14-ラベンダー

5-チェリーレッド

69-メルロー

12-グランブルー

17-ゴールデン
イエロー

7-ベイビーピンク

13-パウダーブルー 29-タンジェリン
オレンジ

COLOR LINE

ボタニカルアート
FL072023-花色番FL072-花色番

NEW

メッセージユーカリ
FL072021-花色番

Gift Collection
ギフトコレクション

ステム付きローズは、花だけでなく葉も茎もプリザーブド加工
され、まるで本物のバラのよう。
用途に合わせてパッケージをお選びいただけます。

ガーデンローズキャサリン ステム付
FL5042　　¥1,900
■１本/63本
■花径約4～5cm 長さ約20cm
　透明プラケース：約28cm

ガーデンローズキャサリン ステム付
花のイメージに合わせたフレンチカジュアルな
パッケージデザイン。
パッケージのまま飾ってお楽しみいただけます。

Catherine
with Stem

Garden Rose

5-チェリーレッド

7-ベイビーピンク

大切な人へのメッセージが書けるパッケージです。
(色鉛筆、油性ペン、ボールペンで書くことが出来ます。）

Short Stem Rose

※ご注文の際は花色番をご指定ください

各パッケージ共通仕様
ショートステムローズ
¥1,200 
■花径約3.5～5cm・長さ約20cm 
 透明プラケース：約22cm 
 外装：約W8.2×D6×H26cm

今までになかった落ち着いた色合いと
繊細な植物画が魅力のボタニカル
アートが新登場。


