DECORIUM

透過性と密閉性の高い容器の中で植 物を育て、その小さな空間で起こる微 小な成 長を楽しむのがテラリウム。
欧 州の園芸文化より発 達し、インテリアにとり入れられるようになりました。
「デコリウム」
とは、そのテラリウム(te rrari um) とデコレーション(decoration) のワードをかけ合わ せた造 語で、
植物の飼育メソッドを装飾メソッドに特化した発 想から生まれました。
グリーンライフをもっとアクティブに、
そしてカジュアルに楽しめる、新しいグリーンスタイルをお届けします。
デコリウム

DECORIUM
コンパクトな
サイズ感

飾りかた
自由自在

の特徴

お手入れ
不要

カスタマイズが
楽しめる

どれも手のひらに収まるほどの

置く、掛ける、吊るす、つなげる等、

ディスプレイグリーンは、

バリエーション豊富なアイテム群 。

飾り棚はもちろん、デスク周りや

コンテンツが豊 富。

生花ではないので結露や

自分だけの独創的なデコリウムを

コンパクトサイズを主にラインナップ。
キッチンなど、狭い住空間でも
邪魔になりません。

自分スタイルで飾れる

ユニットで飾るアイデアも
広がります。

お手入れ一切不要！

カビの心配も無用です。

好きな容器、植物、動物を選び、
完成させる事ができます。

シンプルでぽってりとしたフォルムが可 愛らしいガラス容 器 。

ベース

サイズバリエーションも豊 富にラインナップしました。スタンド型のアイアンハンガーを使えば、
吊るすのが苦手な方でも、宙にゆらゆらと浮いたようなデコレーションが 楽しめます。

ベースの連 結の仕方

RGB-667

ハンギングガラスラウンドＳ

400（税抜）/1コ

cm×D5 cm×H 7 cm
(口径φ4 . 5 cm)
り数: 1コ/B 96コ/C

RGB-668

RGB-669

￥700（税抜）/1コ

￥1,000（税抜）/1コ

ハンギングガラスラウンドＭ

W8 cm×D7 cm×H 9 cm
(口径φ5 cm)
入り数: 1コ/B 60コ/C

ハンギングガラスラウンドＬ

W11 cm×D10 cm×H 11 . 5 cm
(口径φ7 cm)
入り数: 1コ/B 36コ/C

RGB-670

ハンギングガラスラウンドＬＬ

￥1,500（税抜）/1コ

W15 cm×D 14 cm×H 16 cm
(口径φ10 cm)
入り数: 1コ/B 18コ/C

底 部の穴にひもを通して
結び目をしっかり作って
連 結します。
透 明シールを
はがして使 用
底部

ガラスベースの外箱について

RGB-671

ハンギングガラスドロップＳ

500（税抜）/1コ

cm×D5 . 5 cm×H 11 . 5 cm
(口径φ4 . 5 cm)
り数: 1コ/B 72コ/C

RGB-672

RGB-673

RGB-674

￥900（税抜）/1コ

￥1,200（税抜）/1コ

￥1,500（税抜）/1コ

ハンギングガラスドロップＭ

W9 cm×D 8 cm×H 15 cm
(口径φ6 cm)
入り数: 1コ/B 40コ/C

ハンギングガラスドロップＬ

W10 cm×D8 . 5 cm×H 19 . 5 cm
(口径φ6 . 5 cm)
入り数: 1コ/B 24コ/C

アレンジをしてギフトユース
でそのまま使 用 できるよう
に、
白 箱 に入っています。

ハンギングガラスドロップＬＬ

W12 cm×D10 cm×H 23 cm
(口径φ8 cm)
入り数: 1コ/B 24コ/C

リボンなど通しても
使用できます

RGB-675

ハンギングガラスアップルＳ

900（税抜）/1コ

cm×D7 cm×H 10 cm
(口径φ5 cm)
り数: 1コ/B 60コ/C

RGB-676

RGB-677

RGB-678

RGB-679

￥1,000（税抜）/1コ

￥1,000（税抜）/1コ

￥1,200（税抜）/1コ

￥1,200（税抜）/1コ

ハンギングガラスアップルＭ

W9 cm×D8 cm×H 12 cm
(口径φ6 cm)
入り数: 1コ/B 48コ/C

ハンギングガラスペアＳ

W7 cm×D6 cm×H 13 . 5 cm
(口径φ5 cm)
入り数: 1コ/B 48コ/C

MCY-0054

￥200（税抜）/1本

φ9 cm･H 19 . 5 cm
入り数: 12 本/B 240 本/C

φ9 cm･H 19 . 5 cm
入り数: 12 本/B 240 本/C

MCY-0056

MCY-0057

アイアンハンガーＭ

アイアンハンガーＭ

￥300（税抜）/1本
MCY- 0056

W12 . 5 cm×D5 . 5 cm×H 7 cm
(口径φ5 cm)
入り数: 1コ/B 48コ/C

アイアンハンガーＳ

￥200（税抜）/1本

MCY- 0054

W9 cm×D7 . 5 cm×H 14 . 5 cm
(口径φ6 cm)
入り数: 1コ/B 40コ/C

ハンギングガラスバード

MCY-0055

アイアンハンガーＳ

φ12 cm･H 30 cm
入り数: 12 本/B 120 本/C

ハンギングガラスペアＭ

￥300（税抜）/1本
MCY- 0055

MCY- 0057

φ12 cm･H 30 cm
入り数: 12 本/B 120 本/C

RGB-670 ハンギングガラスラウンド LL
とRGB-674 ハンギングガラスドロップLL
はアイアンハンガーMサイズのみに対応。
それ以外のベースは、全てのアイアンハン
ガーに対応しています。

