
33×50cm／糸を粘着しシート状にしたものです
色・金、シルバーレインボウ、ゴールドレインボウ、
ブルーレインボウ、薄紫、濃紫、ホワイトオーロラ
No.745020  各1,000円＋税

アミーパシートパステル
25×30cm（無使用状態）
左右を引っ張ることで2倍にのび、立体的な網目模様に
なります／色・水色、黄色、黄緑、ピンク／各6枚入
No.749053  400円＋税

ハニカムペーパー

幅10×長さ180cm
色・ブラックゴールド、ホワイトオーロラ、ホワイトゴールド
No.749005  各1,200円＋税

ハニカムボウ オーロラ
幅10×長さ180cm
色・イエロー、ホワイト、グリーン
No.749006  各1,000円＋税

ハニカムボウ

色・ピンク、黄色、水色、うぐいす色
No.603970  各 1,000円＋税

カラーエンゼルヘアー

4mm×20m巻／色・金、銀
No.604134  各350円＋税
4mm×20m巻／色・オーロラ 
No.604132 500円＋税

ビニタイ

60×100cm
色・赤、よもぎ、ももいろ、きゃらめる、わかば
No.740477  各400円＋税

くねっと（ワイヤー入）

長さ80cm／1束 
No.710029  1,500円+税

ケーンカール

長さ80cm／5本入
No.710042           1,100円+税

晒しみつまた

長さ75cm／3本入
No.710007  900円+税

晒しとうづる

長さ35～40cm／色・ピンク、イエロー、ワイン、ブルー、白 
No.740972  各1,000円+税

ソフトミニカスミ草
長さ5.5～9.5cm／25枚入り／色・赤、緑
No.750635        各800円+税

バラの葉

長さ35～40cm／色・グリーンラメ、白ラメ、ピンクラメ
No.740969  各1,200円+税

長さ5～11cm／25枚入り／色・赤、緑
No.750191        各800円+税

ベルベットリーフソフトミニカスミ草ラメ

長さ35～40cm／色・ゴールド、シルバー 
No.740915  各1,200円+税

マイクロカノエ

スーパーソフトミニカスミ草

色・白、黒／1巻
No.710014  各500円+税

トウヅル

直径約60cm／色・白／1枚入
No.750237　　　      　600円+税

ミニビローヤシ

直径約30cm／色・グリーン、白／5枚入
No.750957　　　　各1,500円+税

ミニミニビロー

長さ9cm／色・イエロー、ブルー、ピンク、ホワイト
No.740823　　　　各700円+税

ミニスケルトンリーフ

異質素材

デザインワイヤー

2mm 
No.602835  各500円＋税
3mm 
No.602836  各550円＋税
4mm  
No.602837  各650円＋税

I・Cマットテープ（8m巻）色・金、銀、赤、黒／粘着付

軟かい針金がビニールコーティングされている「自遊自在」は、ガラス器に巻いたまま入れて花留めにしたり、
花材や花器と組み合わせたりと、使い方はさまざまです。

太さ3.2ｍｍ×長さ3ｍ
No.602931　　　　各400円＋税
太さ6mm×長さ2m
No.602933　　　　各700円＋税

新・自遊自在
標準色
色・ゴールド、シルバー、スノー、カラス、カクタス、
マリン、トマト、エッグ

太さ1cm×長さ2m
No.602936　　  各1,800円＋税

太さ3.2mm×長さ3m
No.602932　　　　各450円＋税
太さ6mm×長さ2m
No.602934　　　　各700円＋税

メタリック色
色・メタリックシルバー、メタリックグリーン、
メタリックパープル、メタリックブラック、シャインゴールド

太さ1.6mm×長さ15m
No.602937　　　　各600円＋税
太さ2.6mm×長さ8m
No.602938　　　　各600円＋税

新・頑固自在
色・桃、桑茶、鶯、桔梗、乳白、純白、墨、小豆、菫、籐

適合太さ3.2mm／各20個入り
No.604593　　　　各250円＋税
適合太さ6mm／各10個入り
No.604592　　　　各250円＋税

自遊自在 ボールキャップ（全8色）
色・トマト、エッグ、マリン、カクタス、カラス、スノー、
ゴールド、シルバー

専用キャップで安全に
美しく仕上げられます。

自遊自在よりも、材質がしっかりしているので、デザインの自由
度が高く、形状がくずれにくい。日本初のマットカラーワイヤー

異質・乾燥素材

乾燥素材の保存方法
・湿気が少ない冷暗所に、新聞紙や黒い
ビニール袋にくるんで段ボールなどに入
れて保管してください。
・無臭の防虫剤や湿気とりを一緒に入れ
て保管するとより効果的です。
・保存したものが乾燥し過ぎている場合
は、霧吹きなどで少し湿り気を与えてや
ると扱いやすくなります。

適合太さ1cm／各5個入り
No.604591　　　　各250円＋税

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

色・白
No.603980  1,000円＋税

エンゼルヘアー

「新・自遊自在」使用作品

「新・自遊自在」使用作品

白 5個入り 
No.750661  1,500円+税
N 5個入り　 
No.750645  1,000円+税

ゴールド シルバー スノー

カラス カクタス マリン

メタリック
シルバー

メタリック
グリーン

メタリック
パープル

メタリック
ブラック

シャイン
ゴールド

トマト エッグ

桃 桑茶 鶯 桔梗 乳白

純白 墨 小豆 菫 籐
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◆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。



15mm×4m巻／色・金、銀、赤、青、緑
No.604091  各100円＋税
18mm×8m巻／色・金、銀、赤、青、緑
No.604092  各200円＋税

マイラップテープ

縦50×横95cm／粘着付
色・赤、黒、青、灰色、黄、白
No.745204  各1,300円＋税

フロッキーシート
長さ93cm／色・赤、白、金、日和、黒、銀
No.740071  各500円＋税

水引（1束）
ビニール製でストロー状の細い管／22番の針金が入ります
色・青、赤、黄、白、黒
長さ95cm／1束（約140本）
No.744003  各200円＋税

パイプストリングス

No.3　  60×90cm×厚さ0.5mm 
No.605217  2,200円＋税
No.4　  60×45cm×厚さ0.5mm 
No.605216  1,200円＋税
No.10　90×180cm×厚さ0.5mm  
No.605218  5,000円＋税

シルバーミラー シールをはがすと両面鏡面です

1cm幅　5枚入 
No.605211  550円＋税
3cm幅　3枚入 
No.605212  550円＋税

シルバーミラー短冊 長さ91cm

シルバー　 径1.5×長さ55cm 
No.605547  400円＋税
ゴールド    径1.5×長さ55cm 
No.605549  550円＋税

ミラースパイラル

節無し（5個入） 
No.602022  500円＋税
節有り（1個入） 
No.602023  500円＋税

竹リング 径約5.5cm

小　径0.5ｃｍ／39粒入り 
No.740483  500円＋税
大　径0.8ｃｍ／18粒入り 
No.740485 750円＋税

ストーンシール

MIX　51粒入り 
No.740487  750円＋税

長さ50ｃｍ／
色・青、水色、紫、黒、グレー、緑、黄、オレンジ、赤、ピンク
No.745010  各400円＋税

サインシート　№400

節無し（3個入） 
No.602024  600円＋税
節有り（1個入） 
No.602025  600円＋税

青竹リング 径約5.5cm 幅0.5×長さ100cm
No.402235  500円＋税

青竹ヒゴ 1m

幅0.5×長さ100cm
No.402272  360円＋税

晒 竹ヒゴ 1m 色・イエロー、クリア、ブルー、ホワイト、グリーン、ブラック
No.603950　　  各550円＋税

グラスマーブル

120g／色・パープル、ピンク、イエロー、ブルー、クリア
No.604756　　  各300円＋税

NEWエコゼリー

21cm／50本入／色・オレンジ、黄、赤、ピンク、緑、若草、ブルー、青、ラベンダー、グレー、茶、紺、黒、透明
No.746203　　  各210円＋税

ストレートストロー
21cm／20本入／色・透明
No.746207　　  300円＋税

極太ストロー

1袋で2リットルのお水が必要／10g入り
色・ホワイトパープルミックス，グリーンミックス、
イエローミックス、カラフルミックス、パープルミックス、
クリア、ピンク、ブルー、パープル
No.748201　　  各200円＋税

バブルジェリー

「塩ビ板サンデーシート」
使用作品

緑

黄

青

赤

白

透明

黒

※実際は直線のものです。

SS　縦30×横30cm×厚さ0.5mm 
No.604891  各320円＋税
SS　縦30×横30cm×厚さ1mm 
No.604893  各450円＋税

塩ビ板サンデーシート
小　直径5cm 
No.745535  各350円＋税
中　直径9cm 
No.745533  各480円＋税
大　直径11cm  
No.745531  各630円＋税

綾玉 色・黒、黄、ピンク、橙、緑、赤、空、白、紫

小　直径5cm 
No.745543  各420円＋税
中　直径9cm 
No.745541  各550円＋税
大　直径11cm  
No.745539  各700円＋税

綾玉オーロラ 色・金、銀

20mm　  5個入 
No.745088  各100円＋税
40mm　  3個入 
No.745090  各120円＋税
70mm　  2個入  
No.745093  各210円＋税
100mm　1個入  
No.745096  各190円＋税

150mm　1個入  
No.745098  各500円＋税

プラネット（カラー発泡スチロール球）
色・水色、赤、青、黄、紫、黒、ピンク、白

「プラネット」使用作品

「バブルジェリー」使用作品

「NEWエコゼリー」
使用作品

「ミラースパイラル」使用作品

花器や花材に合わせて色選びを楽しめます。
花材をストローとストローの間に挟み込むように押せば、しっかり留まります。

ストロー

オーロラフィルムのテープです
幅15mm×長さ60m／粘着無し
No.604128  1,200円＋税

パピーG オーロラ（大巻）

乾燥素材

長さ110cm／5本入
No.710006　　  2,800円＋税

キウイヅル 黒
長さ115cm／5本入
No.710020　　  2,500円＋税

キウイヅル 白
長さ90cm／10本入
No.710008　　  1,000円＋税

晒しやなぎまき水に強く折れるポリエステルフィルム
15×15cm／色・（キラキラ）銀色、金色、水色、ピンク 各4枚入り
 （透明）水色、ピンク 各2枚入り
No.608318  各400円＋税

オリエステル　折り紙

「オリエステル　折り紙」使用作品

40×40cm／色・黒、赤、白　（金具3個つき）
No.740590  各600円＋税

プレートアート
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「綾玉オーロラ」使用作品


