
24.5×6×高さ15.5cm
※ガラス落し付　８×４．５×高さ９ｃｍ
色・グレー、ゴールド
No.411569  各6,500円＋税

サイネイージ　ながしかく　像

24.5×6×高さ15.5cm
※ガラス落し付　８×４．５×高さ９ｃｍ
色・グレー、ゴールド
No.411570  各6,500円＋税

サイネイージ　ながしかく　響

7.5×高さ53cm
※ガラス試験管付　口径1.5×高さ10.5cm
色・グレー、ゴールド
No.411567  各5,500円＋税

サイネージ　掛花　像

7.5×高さ53cm
※ガラス試験管付　口径1.5×高さ10.5cm
色・グレー、ゴールド
No.411568  各5,500円＋税

サイネージ　掛花　響

（S） 10.5×6.5×高さ25cm
※アルミ部分ガラス落し付　3.5×3.5×高さ10.5cm
No.411541  5,000円＋税

MUKU　柱

（M） 7.5×7.5×高さ25cm
※アルミ部分ガラス落し付　3.5×3.5×高さ10.5cm
No.411542  6,000円＋税
（L） 7.5×7.5×高さ29cm
※アルミ部分ガラス落し付　3.5×3.5×高さ10.5cm
No.411543  6,500円＋税

（S） 径約9cm
No.411127  700円＋税
（M） 径約11cm 
No.411129  800円＋税

ラインボール

（L） 径約13cm 
No.411131  1,000円＋税

黒 8×8×高さ30cm
※ガラス落し付　3.5×3.5×高さ10cm
No.411521  3,500円＋税
シルバー 8×8×高さ30cm
※ガラス落し付　3.5×3.5×高さ10cm
No.411523  2,800円＋税

アーバンアングルセット

14×13×高さ10cm
※ガラス試験管付　口径1.5×長さ10.5cm
色・ライム、ブロンズ、オリーブ、パープル、セピア
No.411565  各1,600円＋税

トリル

IKENOBO
CATALOGUE
暮らしになじむ、
池坊コレクション

池坊いけばな用品カタログ アルアート アルミコレクション

15×5×高さ30cm
※ガラス落し付　2.5×2.5×高さ11cm
No.411055　　  3,500円＋税

アートフレーム　サークル　長方形

（S） 皿サイズ 11.5×9.5×高さ3.5cm
※花留めリング1本付
No.411001  1,500円＋税

花あそび

（M） 皿サイズ 15×12.5×高さ4.5cm
※花留めリング2本付 
No.411003  2,000円＋税
（L） 皿サイズ 21.5×17.5×高さ7cm
※花留めリング3本付 
No.411005  3,000円＋税
※花留めの形は自由に変えることができます。

20×5×高さ20cm
※ガラス落し付　2.5×2.5×高さ11cm
No.411053　　  3,500円＋税

アートフレーム　サークル　正方形

（S） 径17×奥3.5cm
※ガラス落し付　2.5×2.5×高さ11cm
No.411015　　  2,000円＋税

うたかた

（M） 径30×奥4.5cm
※ガラス落し付　3.5×3.5×高さ11cm
No.411017　　  3,000円＋税

全長10.5cm
※ガラス試験管付　口径1.5×高さ10.5cm
No.411562　　  380円＋税

ピック

（S） 5×高さ35cm
※ガラス試験管付　口径1.5×高さ10.5cm
色・黒、赤
No.411558　　  各2,500円＋税

息吹

（L） 5×高さ51cm
※ガラス試験管付　口径1.5×高さ10.5cm
色・黒、赤
No.411559　　  各3,000円＋税

ライム

オリーブ パープル セピア

ブロンズ

◆お支払い方法
【一括後払い】 商品と同送いたします専用郵
便振替用紙にて、最寄りの郵便局からお振り
込みください。

◆商品のお届けについて
【宅急便・小包便でお宅へ直送】 お申し込みい
ただいた商品は梱包の上、運送会社の宅配便
もしくは、郵便局の小包便のいずれかの方法
でお届けいたします。また、荷造送料は別途申
し受けますので、あらかじめご了承ください。
【お届け期間】 商品のお届けは、通常、お申し
込みから１週間前後です。また、お申し込みが
集中して商品のお届け日数が２週間を超える
場合もあります。あらかじめご了承ください。

０７５－２２３－０６１３
受付時間は、平日9時～17時までです。

日本華道社オンラインショップ

ご注文はＥメールでも承ります。order@kadosha.co.jp
http://www.kadosha.co.jp/

●商品の色は、印刷物のため多少異なる場合があります。
●贈答品のご用命も承ります。お歳暮、お年賀、お誕生日のプレゼントなどにご利用ください。
●価格は本体価格です。

お電話
によるお申し
込みの場合

０７５－２12－０６59
24時間お申し込みいただけます。

FAX
によるお申し
込みの場合

インターネット・Ｅメールによるお申し込みの場合

K201504S

■ お問合せ・お申し込みは

〒604-8134　京都市中京区烏丸三条下ル池坊ビル内　［営業時間］ 9：00～18：00
［定休日］ 土・日曜日、祝日　※定休日でも臨時営業する場合がございます。ホームページ等でご確認ください。
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8×8×高さ5.5cm
※ガラス落し付　径1×高さ5.5cm
No.411113  850円＋税

スパイラル

全長約12cm／3個入／色・レッド系、ブルー系
No.411061 各1,700円＋税

カラーリング

※形は自由に変えることができます。

※後ろにフックが付いていますので、壁に掛けること
　ができます。
※この商品には水を入れる落しが付いておりません
　ので、ご注意ください。

（S） 10×5×高さ20cm
色・ホワイト、ブラック、レッド、ブラウン
No.411047 各2,200円＋税

アーバンウォール

（M） 15×5×高さ35cm
色・ホワイト、ブラック、レッド、ブラウン
No.411049 各3,200円＋税
（L） 15×5×高さ50cm
色・ホワイト、ブラック、レッド、ブラウン
No.411051 各4,200円＋税

ホワイト

ブラック

レッド

ブラウン

7×20×高さ20cm
※ガラス花器付　8×4.5×高さ9.5cm
色・ブラック、レッド
No.411549  各3,500円＋税

時　しかく（S）
8×40×高さ40cm
※ガラス花器付　8×4.5×高さ14cm
色・ブラック、レッド
No.411550  各8,000円＋税

時　しかく（L）

（S） 11×5.8×高さ20cm
※ガラス落し付　9×5×高さ9.5cm
色・ホワイト、ブラック、レッド、ブラウン
No.411011 各3,000円＋税

アーバンスタンド

（M） 15×6.1×高さ32cm
※ガラス落し付　9×5×高さ9.5cm
色・ホワイト、ブラック、レッド、ブラウン
No.411013 各4,000円＋税

7×40×高さ7cm
※ガラス花器付　6×6×高さ6cm
色・ブラック、レッド
No.411552  各3,500円＋税

時　よこ

7×7×高さ40cm
※ガラス花器付　6×6×高さ6cm
色・ブラック、レッド
No.411551  各3,800円＋税

時　たて

5連（L） 1輪／径22cm
No.411553  2,000円＋税

遊

5連（S） 1輪／径12cm
No.411554  1,500円＋税
3連（L） 1輪／径22cm
No.411555  1,500円＋税

3連（S） 1輪／径12cm
No.411556  1,000円＋税

※付属のスタンドで置きとしても使用可能。

径30cm／色・ブラック、レッド
※ガラス試験管付　口径1.5×長さ10.5cm
No.411546  各3,500円＋税

みかづき（壁掛）

※付属のスタンドで置きとしても使用可能。

径30cm／色・ブラック、レッド
※ガラス試験管付　口径1.5×長さ10.5cm
No.411547  各4,500円＋税

まんげつ（壁掛）

9×9.5×高さ9.5cm
※ガラス試験管付　口径1.5×長さ10.5cm
色・ライム、ブロンズ、オリーブ、パープル、セピア
No.411563  各1,200円＋税

アルコ（S）
12.5×13×高さ10cm
※ガラス試験管付　口径1.5×長さ10.5cm
色・ライム、ブロンズ、オリーブ、パープル、セピア
No.411564  各1,800円＋税

アルコ（L）

口径1.5×長さ10.5cm
No.411081  220円＋税

試験管

28×5.5×高さ15cm
※ガラス落し付　8×4.5×高さ9cm
No.411560  4,000円＋税

庵（AN）

15×5.5×高さ15cm
※ガラス落し付　幅15×高さ15cm（口寸3×7cm）
No.411561  3,300円＋税

深海（SINKAI)

ライム

オリーブ パープル セピア

ブロンズ ライム

オリーブ パープル セピア

ブロンズ

「アーバンスタンド」使用作品
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