Mother’s Day
今年の母の日は感謝の気持ちを
コットンキャンディーのような優しい色合いにこめて。

主な使用花材:

【左】メディアナローズ
（スプモーニピンク）、
スプレーローズ
（ラベンダーフィズ）
ベイビーローズ
（ラベンダーフィズ、
スプモーニピンク）、
スタンダードカーネーション
（ラベンダーフィズ）
デンドロビウムS（ベイビーピンク）、
ミニガーベラ
（カーディナル）、
ラベンダー
（ダークピンク）
ラムズイヤー（グレイ）、
デザインピック
（ラウンドスパークル ゴールド）

メディアナローズ
FL0300 1箱（8輪）/48箱
■花径約4〜5cm・花丈約4〜4.5cm
¥4,600 (¥575/輪)
スプレーローズ
FL070
1箱（8輪）/40箱
■花径約3.5〜4.5cm・花丈約3〜4cm
¥3,000 (¥375/輪)

80-ブルーマルガリータ

【右】メディアナローズ
（ブルーマルガリータ）、
ベイビーローズ
（スプモーニピンク）
スタンダードカーネーション
（ラベンダーフィズ）
ミニカーネーション
（ソルティライム、
ブルーマルガリータ）
ゼラニウムリーフ
（グリーン）、
デザインピック
（ラウンドスパークル シルバー）

NEW COLORS ROSES & CARNATIONS
ベイビーローズ
FL050
1箱（12輪）/40箱
■花径約2.5〜3.5cm・花丈約2.6〜3.2cm
¥3,360 (¥280/輪)

81-ラベンダーフィズ

82-スプモーニピンク

スタンダードカーネーション
FL1100 1箱（6輪）/30箱
■花径約5cm
￥2,880 (¥480/輪)

75-ソルティライム

ミニカーネーション
FL1200 1箱（12輪）/40箱
■花径約3cm
￥3,120 (¥260/輪)

80-ブルーマルガリータ

81-ラベンダーフィズ

デザインピック-チェーン
フラックス

ティアドロップ シルバー
FLAC03-71

ラインチェーン シルバー
FLAC03-73

ティアドロップ ゴールド
FLAC03-72

ラインチェーン ゴールド
FLAC03-74

1袋（2本）/72袋
■幅約0.6cm・長さ6cm
チェーン長さ約7.5cm
￥790

1袋（2本）/72袋
■幅約0.5cm・長さ6cm
チェーン長さ約8, 8.5, 10.５cm
￥790

デザインピック
ラウンドスパークル シルバー
FLAC03-75 1袋（３本）/72袋
■幅約0.9cm・長さ6cm
￥850

www.florever.co.jp

ラウンドスパークル ゴールド
FLAC03-76 1袋（３本）/72袋
■幅約0.9cm・長さ6cm
￥850

ミニガーベラ
FL481
1箱（6輪）/40箱
■花径約4.5〜6cm
¥3,270 (¥545/輪) （全4色）

※花の形・サイズにばらつきがでる場合があります。

NEW
ラベンダー
FL835 1束(約30g)/ 80束
■長さ約45cm
¥950 （全2色）

1-パールホワイト

7-ベイビーピンク

870-ブルー

17-ゴールデンイエロー

37-カーディナル

930-ダークピンク

主な使用花材:

ミニガーベラ
（ゴールデンイエロー）
ミニカーネーション
（ソルティライム）
ポンポンマム
（イエロー、
シトラスグリーン）
チューベローズ
（ベイビーピンク）
ラベンダー（ブルー）、
ブルーム
（ナチュラル、
ライトピンク）
ラムズイヤー（グレイ）、
ユーカリベイビー（グレイ）

Mother’s Day & Father’s Day
SEASONAL COLORS

SPRING& SUMMER

父の日にはブルーローズのギフト
海のような深い愛をイメージさせるブルーグラデーションがおすすめ
メディアナローズ
FL0300 1箱（8輪）/48箱
■花径約4〜5cm ・ 花丈約4〜4.5cm
¥4,600 (¥575/輪)
スプレーローズ
FL070
1箱（8輪）/40箱
■花径約3.5〜4.5cm ・ 花丈約3〜4cm
¥3,000 (¥375/輪)
ピッコラブロッサムローズ
FL041
1箱（18輪）/40箱
■花径約2〜3cm ・ 花丈約1.8〜2.5cm
¥3,780 (¥210/輪)

主な使用花材:

12-グランブルー

72-カリビアンブルー

83-シルキーグレー

※2018年12月発売。予定数量に達し次第、販売終了となります。

メディアナローズ
（カリビアンブルー、
シルキーグレー）
、
スプレーローズ
（シルキーグレー）
ピッコラブロッサムローズ
（シルキーグレー）
、
スタンダードカーネーション
（ブルーマルガリータ）
ミニカーネーション
（ブルーマルガリータ）
、
ミニガーベラ
（パールホワイト）
ブリーザ ドライ
（ライトブルー、
パープル）
、
デザインピック
（ラインチェーン シルバー）
デザインリーフ
（ブラック、
シルバー）

発色の良いフロールエバーのドライシリーズは
ナチュラルなデザインだけでなく幅広く使いやすい素材。
プリザーブドフラワーとも合わせやすいクリアな色合いです。

主な使用花材:
アベーナ ドライ
（ナチュラル、
ライトグリーン）
エルウッディー（グリーン）
ユーカリベイビー（グレイ）
ツリーファーン
（グリーン）

NEW
アベーナ ドライ
FLDR0021 1束(約30g)/ 80束
■長さ約50cm
¥1,000 （全6色）

NEW
トリーゴ ドライ
FLDR0020 1束(約30g)/ 80束
■長さ約50cm
¥1,000 （全6色）

770-ライトグリーン

820-オレンジ

770-ライトグリーン

820-オレンジ

910-ナチュラル

930-ダークピンク

910-ナチュラル

930-ダークピンク

940-ライトブルー

960-パープル

940-ライトブルー

960-パープル

ジャジルダ ドライ NEW
FLDR0017 1束(約20g)/ 80束
■長さ約30cm
¥950 （全8色）

910-ナチュラル

930-ダークピンク

770-ライトグリーン

810-イエロー

870-ブルー

940-ライトブルー

970-ライトピンク

980-モーブピンク

ドライ商品について
※ 天然素材を使用している商品の性質上、色・サイズ等がカタログ表記上と多少異なる場合がございます。
※ 花の咲き方や付き方に多少のばらつきがでる場合があります。
※ ドライ加工品のため、花が散りやすいもの、壊れやすいものがございます。
ご使用・保管の際は十分にご注意ください。
※ 高温多湿、直射日光のあたる場所での保管は避けてください。
※ 防虫防かび加工は致しておりません。
※ 製法上、茎の一部に黒ずみが残ったものや、染まり方が薄いものが混ざることがあります。
（右写真参照）
※ NEW は2018年12月発売。 ※ NEW は2019年1月発売。

ショートステムローズに新パッケージ登場

ショートステムローズは葉も茎も全てプリザーブド。手軽に飾って楽しめるので、
ギフトとしても大変喜ばれる商品です。

NEW
1月21

201
9年

発売

メッセージユーカリ FL072021-花色番 NEW
ユーカリの葉をモチーフにしたナチュラルなパッケージは
記念日や送別会等、
男女問わず使いやすいシンプルなデザイン

日

ミヤビ FL072022-花色番 NEW
和モダンな柄が新登場！幾何学的な和のモチーフは、
上質なかわいさとスタイリッシュを合わせたデザイン

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。）

COLOR LINE

1-パールホワイト

● 5-チェリーレッド

7-ベイビーピンク

● 12-グランブルー

13-パウダーブルー

14-ラベンダー

● 8-ホットピンク

16-シャーベット
オレンジ

FL072-花色番

ガーデン
FL07201９-花色番

● ゲイシャ
FL072016-花色番

● カブキ
FL072015-花色番

※取り扱い花色番は左表の●印
（4色）
のみです
● 17-ゴールデン
イエロー

29-タンジェリン
オレンジ

58-フューシャピンク

69-メルロー

※ご注文の際は花色番をご指定ください

お問合せ フロールエバー

TEL 0120-963-087
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。

各パッケージ共通仕様

■花径約3.5-5cm長さ約20cm
透明プラケース：約22cm
外装サイズ：約W8.2×D6×H26cm
¥1,200

