


001 KIRATTO KIRATTO 002

PETIT GIFT

ありったけのありがとうを
小さな箱に詰め込んでお届けします

子どもの頃 言われたことありませんか

「遠足は家に帰るまで遠足です」って

結婚式の幸せな時間もその時だけではありません

家に帰りついてからも

ふたりの姿を思い起こし笑顔になれる

そんなハッピーギフトをご用意しました

Gift1



003 KIRATTO KIRATTO 004※単品は5個単位のご注文でお願い致します。 ※単品は5個単位のご注文でお願い致します。

New Pet it Gift

フェミロール

FEMIROLL

ラフ感×上品さを兼ね備えた大人ギフト

柔らかな質感の 紙をラフに巻いたプチギフトは

さらりと渡せるカジュアル感とくすんだ色味の 優 美な配 色が

空間を大 人っぽくしてくれます。

New Pet it Gift

チャーミーペッツ！！

CHARMY PETS!!

甘えん坊の“Dog”とツンデレな“Cat”が

ありがとうの気持ちを込めてゲストを迎えてくれる

可愛く駆け寄るD o gとおすましC atがウェルカムギフトに！

ナチュラルな雰囲気ときらりと光るイラストが

特別感とラフ感、どちらも演出してくれます。

●商品サイズ／40×190×40mm
●フルーツゼリー4個入（レモン・ピーチ・ストロベリー・メロン）
※色の指定はできません。

お申込番号 ¥1674 291

フェミロール プチ（フルーツゼリー）1個

●全体サイズ／210×375×345mm
●フルーツゼリー4個入（レモン・ピーチ・ストロベリー・メロン）×30個
●かご付き
※色の指定はできません。
　カード付き・・・挙式日、お名前が英字で入ります。
　但し、記号（ー・∧）を入れることはできません。
　（不可例：Taro・Yoko）
※この商品は納品日の8日前までにお申し込み下さい。

ー       ∧

お申込番号 ¥1673 15,510

フェミロール（フルーツゼリー）30 個セット

★

（税抜価格￥14,100）

（税抜価格￥270）

●商品サイズ／30×90×95mm
●ハートパイミニ3枚入　※種類の指定はできません。

お申込番号 ¥1676 313

チャーミーペッツ！！ プチ
（ハートパイミニ）1個

●全体サイズ／210×375×345mm
●ハートパイミニ3枚入×30個
●かご付き
※種類の指定はできません。
　カード付き・・・挙式日、お名前が英字で入ります。
　但し、記号（ー・∧）を入れることはできません。
　（不可例：Taro・Yoko）
※この商品は納品日の8日前までにお申し込み下さい。

ー       ∧

お申込番号 ¥1675 16,170

チャーミーペッツ！！
（ハートパイミニ）30 個セット

★

（税抜価格￥14,700）

（税抜価格￥290）
レモン ピーチ ストロベリー メロン



005 KIRATTO KIRATTO 006※単品は5個単位のご注文でお願い致します。 ※単品は5個単位のご注文でお願い致します。

NATUR AL BONNY
ナチュラルボニーNew Petit Gif t

ラスティックな
ウェディングにもぴったり！
ナチュラルでやさしい風合いをイメージした
柔らかい色味は、素朴な自然の温かみを
感じさせてくれます。
懐かしさと大人っぽさが
ラスティックウェディングにもおすすめ！

BO TA N I U M
ボタニウムNew Petit Gif t

ボタニカルなイラストに
感謝の気持ちをのせて
深い色味のボタニカルなイラストは
植物標本のような雰囲気で空間を引き締めてくれる。
Present for youのタグと一緒に
ありがとうを伝えよう！

●商品サイズ／60×68×30mm
●ハートクッキー3枚入　※種類の指定はできません。

お申込番号 ¥1678 248

イニシャル プチ
（ハートクッキー）1個

●全体サイズ／210×375×345mm、ボードサイズ120×340×265mm
●ハートクッキー3枚入×36個
●かご付き、ボード付き
※種類の指定はできません。
　カード付き・・・挙式日、お名前が英字で入ります。
　但し、記号（ー・∧）を入れることはできません。
　（不可例：Taro・Yoko）
※この商品は納品日の8日前までにお申し込み下さい。

ー       ∧

お申込番号 ¥1677 17,908

イニシャルサンクス
（ハートクッキー）36 個セット

★

（税抜価格￥16,280）

●全体サイズ／210×375×345mm
●ハートクッキー5枚入×40個
●かご付き
※色の指定はできません。
　カード付き・・・挙式日、お名前が英字で入ります。
　但し、記号（ー・∧）を入れることはできません。
　（不可例：Taro・Yoko）
※この商品は納品日の8日前までにお申し込み下さい。

ー       ∧

お申込番号 ¥1679 18,040

ナチュラルボニー
（ハートクッキー）4 0 個セット

（税抜価格￥16,400）

●全体サイズ／210×375×345mm
●ハートクッキー5枚入×30個
●かご付き
※種類の指定はできません。
　カード付き・・・挙式日、お名前が英字で入ります。
　但し、記号（ー・∧）を入れることはできません。
　（不可例：Taro・Yoko）
※この商品は納品日の8日前までにお申し込み下さい。

ー       ∧

お申込番号 ¥1681 15,510

ボタニウム（ハートクッキー）30個セット
（税抜価格￥14,100）

（税抜価格￥230）

●商品サイズ／45×45×115mm
●ハートクッキー5枚入　※色の指定はできません。

お申込番号 ¥1680 280

ナチュラルボニー プチ
（ハートクッキー）1個

★

（税抜価格￥260）

●商品サイズ／60×60×35mm
●ハートクッキー5枚入　※種類の指定はできません。

お申込番号 ¥1682 291

ボタニウム プチ（ハートクッキー）1個★
（税抜価格￥270）

New Pet it Gift

イニシャルサンクス

INITIAL THANKS

たくさんのありがとうを6つのイニシャルに込めて

来ていただくゲストの方に伝えたい一番の気持ちは”ありがとう”

そんな感 謝の言葉を6つのイニシャルに込めて届けませんか？

ヴィンテージ感を表現した装いは、上品でロマンチストなあなたにぴったり！



007 KIRATTO KIRATTO 008※単品は5個単位のご注文でお願い致します。 ※単品は5個単位のご注文でお願い致します。

New Pet it Gift

ウェルカムハンガー

WELCOME HANGER

華やかで色とりどりのウェルカムギフト

お出かけ前の洋服を選ぶように・・・

お出かけ前にクローゼットからお気に入りの

洋服を選ぶ 時のように色とりどりで華やかな柄の中から

お好きな柄を見つけてみてください。
▲︎付属でカードが
　付きます。

●商品サイズ／36×35×90mm
●フルーツゼリー4個入（レモン・ピーチ・ストロベリー・メロン）
※種類の指定はできません。

お申込番号 ¥1684 291

ダーズンフラワー プチ（フルーツゼリー）1個

●全体サイズ／300×340×390mm
●フルーツゼリー4個入（レモン・ピーチ・ストロベリー・メロン）×40個
●かご付き
※種類の指定はできません。
　カード付き・・・挙式日、お名前が英字で入ります。
　但し、記号（ー・∧）を入れることはできません。
　（不可例：Taro・Yoko）
※この商品は納品日の8日前までにお申し込み下さい。

ー       ∧

お申込番号 ¥1683 18,480

ダーズンフラワー
（フルーツゼリー）4 0 個セット

★

（税抜価格￥16,800）

（税抜価格￥270）

New Pet it Gift

ダーズンフラワー

DOZEN FLOWER

ヨーロッパで古くから伝わる人気のセレモニーをウェルカムギフトに

古来よりヨーロッパから伝わる人気のセレモニー。

新郎が新婦のもとに12本のバラを届ける “ダーズンローズ” をアレンジしたプチギフト。

12の「愛の誓い」をタグに込め、新郎新婦からゲストへ贈ることができます。

●全体サイズ／400×400×530mm
●ハートクッキー5枚入×30個
●台付き
※種類の指定はできません。
　カード付き・・・挙式日、お名前が英字で入ります。
　但し、記号（ー・∧）を入れることはできません。
　（不可例：Taro・Yoko）
※この商品は納品日の8日前までにお申し込み下さい。

ー       ∧

お申込番号 ¥1685 15,840

ウェルカムハンガー
（ハートクッキー）30 個セット

（税抜価格￥14,400）

●商品サイズ／30×90×130mm
●ハートクッキー5枚入　※種類の指定はできません。

お申込番号 ¥1686 302

ハンガー プチ
（ハートクッキー）1個

★

（税抜価格￥280）

12の誓い
Dozen Oath

レモン ピーチ ストロベリー メロン



009 KIRATTO KIRATTO 010※単品は5個単位のご注文でお願い致します。 ※単品は5個単位のご注文でお願い致します。

ミニサイズでどこでもしまえる
お手軽ウェットティッシュ

いつでもどこでもサッと洗える
紙タイプの石けん

PETIT SAVON NEW PETIT GIFTNATURAL WET NEW PETIT GIFT

フルール クルールNew Pet it Gift

リーフコルクコースターNew Pet it Gift

まるで手のひらサイズのキャンバス
5種類の色鮮やかでアーティスティックなペイントは、バラやチューリップなど
お花をイメージしたデザイン。文字のきらりとした光沢が、高級感を演出します。

コルクが持つ温かな温度感が、心を癒すお手伝いをしてくれる。
特別な日の感謝を、いつもの日常でも伝えられるナチュラルアイテム。

ご自身でボードやピンを
ご用意していただくと

簡単なオリジナルボードに

LEAF CORK COASTER

さぁ、休憩しよう！優しく伝えるコースター

●商品サイズ／30×82×82mm　
●フルーツゼリー4個入（レモン・ピーチ・ストロベリー・メロン）
※種類の指定はできません。

お申込番号 ¥1687 313

フルールクルール（フルーツゼリー）★
（税抜価格￥290）

●商品サイズ／130×90×5mm　
●コルクコースター1枚入（コースターサイズ：φ90mm）
※色の指定はできません。

お申込番号 1688

リーフコルクコースター
¥341（税抜価格￥310）

レモン ピーチ ストロベリー メロン

ブルーカラーのリボンが映えるミニバッグ♡
ふわっとやさしいコットンのようなミニバッグ。
花嫁の幸せを願うおまじないのアイテムの一つ「サムシングブルー」を
プチギフトに取り入れて・・・

●商品サイズ／5×85×68mm　
●紙石鹸10枚入　※種類の指定はできません。

お申込番号 1691

プチサボン（紙石鹸 ）

●商品サイズ／10×190×170mm　
●ハートクッキー3枚入

お申込番号 ¥1689 356

ミルキーバッグ（ハートクッキー）★
（税抜価格￥330）

●商品サイズ／15×95×115mm　
●ミニウェットティッシュ10枚入　※エタノール含有率約30%

お申込番号 1690

ナチュラルウェット（ウェットティッシュ）
¥308（税抜価格￥280） ¥308（税抜価格￥280）

FLEUR COULEUR ミルキーバッグNew Pet it GiftMILKY BAG

紙石鹸

※ナチュラルウェット（ウェットティッシュ）は航空便での発送が
　出来ない為、沖縄への発送はお受け致しかねます。



011 KIRATTO KIRATTO 012※単品は5個単位のご注文でお願い致します。 ※単品は5個単位のご注文でお願い致します。

Series Pet it Gift

ウェルカムキャンディタグズ

WELCOME CANDY TAGS

プチギフトも付いてメッセージボードにもなる、おしゃれなウェルカムボード

ゲストを最初に迎え入れるウェルカムボード、

お見 送りの際にお 渡しするプチギフト。

そして今日という大 切な日をメッセージに込めて一 生残したい。

大 切な日の想いや願いが一つに．．．

●商品サイズ／18×27×97mm
●棒付きキャンディー1本入（レモン ・ グレープ）
●ネームシール付き　※種類の指定はできません。

※ご記入の際は油性ペンもしくはボールペンを推奨致します。

お申込番号 ¥1617 270

Can d y t ags（棒 付キャンディー）1個

●全体サイズ／25×340×462mm
●棒付きキャンディー1本入（レモン ・ グレープ）×32個
●ネームシール付き
●台付き
※種類の指定はできません。
　カード付き・・・挙式日、お名前が英字で入ります。
　但し、記号（ー・∧）を入れることはできません。
　（不可例：Taro・Yoko）
※この商品は納品日の8日前までにお申し込み下さい。
※イーゼル・スタンドは付いておりません。

ー       ∧

お申込番号 ¥1616 17,600

Welcom e c an d y t ags
（棒 付キャンディー）32個セット

★

▲︎付属でカードが
　付きます。

※タグの色と棒付キャンディーの味はランダムです。

（税抜価格￥16,000）

（税抜価格￥250）

●商品サイズ／56×85×105mm
●ハートクッキー3枚入
※種類の指定はできません。

お申込番号 1654 ¥248

コンステラ（ハートクッキー）★

おひつじ座

しし座

いて座

ふたご座

てんびん座

みずがめ座

おうし座

おとめ座

やぎ座

かに座

さそり座

うお座

CONSTELLA

コンステラPet it Gift

西洋では古くより、星座はとても縁起の良い特別なものとして大切に扱われ、
生まれた時の誕生星座が、占いにもよく使われてきました。

美容や健康の効果を期待するなら、
鮮度が高く酸度の低い

「エキストラバージンオリーブオイル」。

ボンボリーヴァBOMBOLIVA
美容や健康の効果を期待するなら「エキストラバージンオリーブオイル」

Pet it Gift

ボンボリーヴァ プチ
（オリーブオイル）1個

●商品サイズ／φ25×84mm
●オリーブオイル25ml

お申込番号 1622

★

302

おしゃれな容器に入った人気の
オリーブオイルを木箱に入れてセットしました。

ボンボリーヴァ
（オリーブオイル）40個セット

●全体サイズ／161×247×105mm
●木箱サイズ／161×247×75mm
●オリーブオイル25ml×40個
●木箱付き
　カード付き・・・挙式日、お名前が英字で入ります。
　但し、記号（ー・∧）を入れることはできません。
　（不可例：Taro・Yoko）
※この商品は納品日の8日前までにお申し込み下さい。
※天然木のため、色は多少変わる場合がございます。

お申込番号 1621 18,920

ー       ∧

◀︎付属でカードが
　付きます。

（税抜価格￥280）¥ ¥（税抜価格￥17,200）

（税抜価格￥230）



013 KIRATTO KIRATTO 014※単品は5個単位のご注文でお願い致します。 ※単品は5個単位のご注文でお願い致します。

メキシコでは馴染みある
カラベラと呼ばれるカラフルなドクロ
最近では女性の間でもメイクなどで流行っているスカル。
中には使い切りタイプのウェットティッシュが入っています。

ポケットスカルPet it Gift

Pocket skull

カトルテットPet it Gift

Quatretetto

透明感のあるテトラ型の
パッケージにカラフルなゼリーが可愛い♪
透明感のあるパッケージだからカラフルなゼリーが中から見えて
テトラ型の小箱に綺麗な模様を演出。

レモン ピーチ

ストロベリー メロン

●商品サイズ／75×80×90mm
●フルーツゼリー4個入（レモン・ピーチ・ストロベリー・メロン）　
※色の指定はできません。

お申込番号 ¥1625 280

カトルテット（フルーツゼリー）★

オレンジ アップル

キウイ パイン

DRY FRUIT

太 陽 の恵み を 受 けて 育ったドライフル ーツ
オレンジ、アップル、キウイ、パインの4種のドライフルーツを揃えました。
開けた瞬間訪れる、フルーツの芳醇な香りがゲストを幸せにしてくれます。

ドライフルーツPet it Gift

★ドライフルーツ

●商品サイズ／121×93×20mm
●ドライフルーツ20g入（オレンジ、アップル、キウイ、パイン）　
※種類の指定はできません。

お申込番号 1632 ¥280（税抜価格￥260）

（税抜価格￥260）

●商品サイズ／10×92×113mm
●ペーパーおてふき4枚入（4種×各1枚入）
※アルコールは含まれておりません。

お申込番号 ¥1630 286

ポケットスカル（ウェットティッシュ）
（税抜価格￥260）

18,480
●全体サイズ／210×375×345mm
●（チューリップティー1個入、ハートクッキー2枚入）×40個
●かご付き
※種類の指定はできません。
　カード付き・・・挙式日、お名前が英字で入ります。
　但し、記号（ー・∧）を入れることはできません。
　（不可例：Taro・Yoko）
※この商品は納品日の8日前までにお申し込み下さい。

ー       ∧

お申込番号 ¥1636

LOV E♡フレーバーバスケット
（紅茶＆クッキー）4 0 個セット

●商品サイズ／160×60×20mm
●チューリップティー1個入、ハートクッキー2枚入
※種類の指定はできません。

お申込番号 1637

LOV E♡フレーバーティープチ
（紅茶＆クッキー）1個

ラブ♡フレーバー バスケット

OVE FLAVOR BASKET Petit Gift

可愛い♡チューリップがバスケットの中に
バスケットの中に大人可愛いチューリップモチーフのパッケージが◎。

花言葉は「想いやり」、ハートクッキーにチューリップ風味の紅茶を添えて。

¥291

★
こちらの三角ティーバッグは

神戸紅茶の茶葉を使用しております。

（税抜価格￥16,800） （税抜価格￥270）



015 KIRATTO KIRATTO 016※単品は5個単位のご注文でお願い致します。 ※単品は5個単位のご注文でお願い致します。

ローズ
（尊敬）

※マグネットは航空便での発送が出来ない為、沖縄への発送はお受け致しかねます。

ラナンキュラス
（祝福）

ダリア
（感謝）

ガーベラ
（熱愛）

●全体サイズ／90×360×545mm
●フルーツゼリー2個入
　（レモン・ピーチ・ストロベリー・メロン）、　
　フラワーマグネット1個
　（ローズ・ダリア・ラナンキュラス・ガーベラ）×40個
●紙製台付き
※種類の指定はできません。
　帯付き・・・挙式日、お名前が英字で入ります。
　但し、記号（ー・∧）を入れることはできません。
　（不可例：Taro・Yoko）
※この商品は納品日の8日前までにお申し込み下さい。
※スタンド付き。イーゼルは付いておりません。

ー       ∧

お申込番号 ¥1618 20,460

ウェルカムフルール
（フルーツゼリー）4 0 個セット

レモン ピーチ ストロベリー メロン

W ウェルカムフルール

ELCOME FLEUR Petit Gift

素敵なお花たちが集まった美しいウェルカムボード
お花には全てマグネットが付いております。

ゲスト一人一人に感謝の花言葉と共にお渡しください。

（税抜価格￥18,600）

●商品サイズ／（ローズ）60×55×65mm、（ダリア）90×90×75mm、
　（ラナンキュラス）85×90×70mm、（ガーベラ）60×60×55mm
●フルーツゼリー2個入（レモン・ピーチ・ストロベリー・メロン）、　
    フラワーマグネット1個（ローズ・ダリア・ラナンキュラス・ガーベラ）　
※種類の指定はできません。

お申込番号 ¥1619 374

マリーフルール（フルーツゼリー）1個
（税抜価格￥340）

●商品サイズ／100×120×30mm　
●ミニバーム1個入

（赤肉メロン ・ ラ フランス ・ とちおとめ苺 ・ さくらんぼ ・ 白桃 ・ マンゴー）
※種類の指定はできません。

お申込番号 ¥1666 324

6BAUMS

WEDDING CONE ウェディングコーンSeries Pet it Gift

優しいパステルカラーに三角形のコーン型パッケージがキュート！
中にはハートのクッキーが入っていて、多くの方に喜ばれます。

SIX BAUMS シックス・バームスSeries Pet it Gift

かわいくて美味しい ウェディングの定番
幾重にも重ねられた年輪に、末永く共に歳を重ねるという願いを込めて贈られる
ウェディングギフトの定番バームクーヘンをかわいらしい手のひらサイズにしました。

MIGNON FLEUR ミニョンフルールSeries Pet it Gift

ひとつひとつ丁寧にラッピングされた
感謝の心が伝わるプチギフト

パッケージに美しいリボンをかけたプチギフトには、ハートパイが入っています。
ゆらゆらと揺れるかわいいバラのチャームもワンランク上の印象を感じさせます。

マンゴー

★

●商品サイズ／57×65×150mm　
●ハートクッキー5枚入　※色の指定はできません。

お申込番号 1669

ウェディングコーン（ハートクッキー）

ブーケやアイスコーンを思わせる三角形のパッケージ

●商品サイズ／56×64×103mm　
●ハートパイミニ3枚入、チャーム付　
※色の指定はできません。

お申込番号 1670

ミニョンフルール（ハートパイミニ）

（税抜価格￥300）

¥280（税抜価格￥260） ¥302（税抜価格￥280）

★ ★

とちおとめ苺赤肉メロン

さくらんぼ 白桃

ラ フランス



017 KIRATTO KIRATTO 018※単品は5個単位のご注文でお願い致します。 ※単品は5個単位のご注文でお願い致します。

●商品サイズ／95×80×20mm
●ハートクッキー5枚入　※種類の指定はできません。

お申込番号 ¥1423 237

Mr. & Ms.（ハートクッキー）

●商品サイズ／φ50×250mm　●ラムネ200ml
※色の指定はできません。お届けは常温となります。

※ガラス瓶

お申込番号 ¥1424 378

pon*pon*shuwer（ラムネ）

お申込番号 ¥1422 345

フルーティー イン カップ（アップル＆ピーチ）

●商品サイズ／55×110×80mm
●ドライフルーツ（アップル10g・ピーチ10g）1袋入 、
　三角ティーメッシュ2g（ダージリン）1個入

お申込番号 ¥1421 345

フルーティー イン カップ（マンゴー＆オレンジ）

●商品サイズ／55×110×80mm
●ドライフルーツ（マンゴー10g・オレンジ10g）1袋入 、
　三角ティーメッシュ2g（ダージリン）1個入

お申込番号 ¥1420 345

フルーティー イン カップ（ストロベリー＆チェリー）

●商品サイズ／55×110×80mm
●ドライフルーツ（ストロベリー10g・チェリー10g）1袋入 、
　三角ティーメッシュ2g（ダージリン）1個入

Mr. & Ms.

ミスターアンドミズ

ジェントルなミスターとセクシーな
ミズが訪れる幸運を願います
手のひらサイズのナチュラルなパッケージに包まれた
カジュアルなプチギフト。

フルーツの甘みと紅茶の豊かな香りが二人の幸せな瞬間を
思い出させる新感覚ドライフルーツティー。

pon * pon * shuwer

ポンと響くビー玉とパチパチ弾ける
ソーダが二人の幸せを祝福

Fruity in cup

果実のフルーティーな香りと
クラフトの温かみがマッチ

142 0 1421 142 2

★

★

★

★

★

Series Pet it Gift フルーティー イン カップ

Series Pet it Gift

Ser ies Pet it Gift

ポン * ポン * シュワ〜

白桃 スイートハニー アールグレイラテ マスカット マンゴー

キャラメル ラズベリー＆リッチミルク ストロベリーミルク バニラビーンズ 杏仁豆腐

●商品サイズ／65×65×95mm
●ポップコーン8g×2個入（バニラビーンズ ・ キャラメル ・ 
　アールグレイラテ ・ マスカット ・ マンゴー ・ 
　スイートハニー ・ ラズベリー＆リッチミルク ・ 
　ストロベリーミルク ・ 杏仁豆腐 ・ 白桃）
※種類の指定はできません。

お申込番号 ¥1425 313

CUBEポップコーン

CUBE POPCORN

キューブポップコーンSeries Pet it Gift

幸せ気分になれる
甘い香りと豊かな味わい

カラフルでかわいらしいポップコーンを、
バラエティ豊かに10種類取り揃えました。
パッケージを開けた瞬間
広がる香ばしいかおりと、お口に広がる
甘い味わいが幸せを運んでくれそうです。

10type of Taste

SERIES PETIT GIFT

POPCOR N!

（税抜価格￥290）

（税抜価格￥220）

（税抜価格￥350）

（税抜価格￥320）

（税抜価格￥320）

（税抜価格￥320）

★



019 KIRATTO KIRATTO 020※単品は5個単位のご注文でお願い致します。 ※単品は5個単位のご注文でお願い致します。

バニラビーンズ

●商品サイズ／60×60×35mm
●ハートクッキー5枚入　※種類の指定はできません。

お申込番号 ¥1415 270

プチポーリッシュ
（ハートクッキー）1個

●全体サイズ／350×350×515mm
●ハートクッキー5枚入×48個
●台付き
※種類の指定はできません。
　カード付き・・・挙式日、お名前が英字で入ります。
　但し、記号（ー・∧）を入れることはできません。
　（不可例：Taro・Yoko）
※この商品は納品日の8日前までにお申し込み下さい。

ー       ∧

お申込番号 ¥1414 19,800

ポーリッシュパーティー
（ハートクッキー）4 8個セット

ポーリッシュパーティー

POLISH PARTY
Series Pet it Gift Ser ies Pet it Gift

どこか暖かさのあるカラフルな模様がゲストをにこやかに迎えます

ポーランドの絵柄を取り入れて

可愛らしくもなごやかな空間を実現。

★

スモールガーデン

SMALL GARDEN

ただのシンプルじゃない こだわりのナチュラルさ

ホッとさせる雰囲気に、リーフの緑が加わったナチュラルなウェルカムオブジェ。

爽やかなホワイトとクラフト感溢れるブラウンでベーシックに。

華やかな空間の中で、二人の門出をそっと見守ります。

アールグレイラテ

●商品サイズ／60×60×35mm
●ポップコーン8g入（バニラビーンズ ・ アールグレイラテ）
※種類の指定はできません。

お申込番号 ¥1419 291

プチガーデン（ポップコーン）1個

●全体サイズ／350×350×515mm
●ポップコーン8g入（バニラビーンズ ・ アールグレイラテ）×48個
●台付き
※種類の指定はできません。
　カード付き・・・挙式日、お名前が英字で入ります。
　但し、記号（ー・∧）を入れることはできません。
　（不可例：Taro・Yoko）
※この商品は納品日の8日前までにお申し込み下さい。

ー       ∧

お申込番号 ¥1418 20,900

スモールガーデン
（ポップコーン）4 8個セット

★

（税抜価格￥18,000）

（税抜価格￥250）

（税抜価格￥19,000）

（税抜価格￥270）



021 KIRATTO KIRATTO 022※単品は5個単位のご注文でお願い致します。 ※単品は5個単位のご注文でお願い致します。

27,060

ジョイ・ガーデン

JOY GA R DE N

ガーデンの緑が映える黒板風ウェルカムボード
まるでフレンチ雑貨やカントリー雑貨店のようにプチギフトを飾り付けた、おしゃれなウェディングアイテム。

ナチュラルウェディングにぴったりのやさしい雰囲気です。

P h o t o P ro p s  ×  Pe t i t  G i f t

●セット商品に付属のアイテム ※アイテムのみの販売はしておりません。　※全て紙製です。

ウェルカムボードとして使用後は、
セット台に付属のアイテムを取り外して、
記念撮影の小道具としてご使用ください。

ミニガーランド カード棒付きプロップス

●ボードサイズ／255×470×645mm、
　小型ボックスサイズ／170×275×80mm
●ハートクッキー5枚入×48個
●紙製台付き（ミニガーランド ・ 棒付きプロップス5本）
※種類の指定はできません。

お申込番号 ¥1428 25,806

Joy Garden
（ハートクッキー）4 8個セット Joy box（ハートクッキー）1個

●商品サイズ／50×50×60mm
●ハートクッキー5枚入
※種類の指定はできません。

お申込番号 1429 ¥ 270

★

セット商品について ※挙式日、お名前が英字で入ったカードが付きます。但し、記号（-・^）を入れることはできません。（不可例：Taro・Yoko）また、納品日の 8 日前までにお申し込み下さい。- ^ セット商品について ※挙式日、お名前が英字で入ったカードが付きます。但し、記号（-・^）を入れることはできません。（不可例：Taro・Yoko）また、納品日の 8 日前までにお申し込み下さい。- ^

セット商品について ※挙式日、お名前が英字で入ったカードが付きます。但し、記号（-・^）を入れることはできません。（不可例：Taro・Yoko）また、納品日の 8 日前までにお申し込み下さい。- ^

●セット商品に付属のアイテム

●セット商品に付属のアイテム

※アイテムのみの販売はしておりません。　※全て紙製です。

※アイテムのみの販売はしておりません。　※全て紙製です。

フレーム

フレーム

手持ちプロップス（両面）

棒付きプロップス

ミニガーランド

BLU E BE AC H PA RT Y☆

L I T T L E STA R

ブルー・ビーチ・パーティ☆

リトル・スター

Photo Props × Petit Gif t

Photo Props × Petit Gif t

おふたりらしく爽やかなテーマウェディング

星に願いを込めてロマンチックなプチギフト

カジュアルな、リゾートウェディングの雰囲気を演出できる
マリンテイストのボード風ウェルカムオブジェ。
フレームにコラージュされたマリンモチーフが散りばめられています。

ナイトウェディングや七夕シーズン、クリスマスシーズンにオススメの
ウェルカムアイテム。メッセージが添えられたかわいい星型プロップスも、
小さなゲストへのプレゼントになりそうです。

ウェルカムボードとして使用後は、
セット台に付属のアイテムを取り外して、
記念撮影の小道具としてご使用ください。

ウェルカムボードとして使用後は、
セット台に付属のアイテムを取り外して、
記念撮影の小道具としてご使用ください。

ブルービーチパーティ☆
（ハートパイミニ）48個セット

●全体サイズ／200×395×500mm
●ハートパイミニ3枚入×48個
●紙製台付き
　（フレーム ・ ミニガーランド ・ 手持ちプロップス5枚）
※種類の指定はできません。

お申込番号 ¥1448 28,600

ビーチパーティ☆プチ
（ハートパイミニ）1個

●商品サイズ／50×50×60mm
●ハートパイミニ3枚入　※種類の指定はできません。

お申込番号 1449 ¥302

★

リトル・スター
（ハートクッキー）48個セット

●全体サイズ／200×430×530mm
●ハートクッキー5枚入×48個
●紙製台付き
　（フレーム ・ 棒付きプロップス5本）
※色の指定はできません。

お申込番号 ¥1450

プチ・リトル・スター
（ハートクッキー）1個

●商品サイズ／90×90×25mm
●ハートクッキー5枚入　※色の指定はできません。

お申込番号 1451 ¥248

★

（税抜価格￥23,460） （税抜価格￥250）

（税抜価格￥24,600）

（税抜価格￥230）

（税抜価格￥26,000）

（税抜価格￥280）

カード

カード



023 KIRATTO KIRATTO 024※単品は5個単位のご注文でお願い致します。 ※単品は5個単位のご注文でお願い致します。

●商品サイズ／50×73×70mm　●苺チョコ2個入　
※色の指定はできません。

お申込番号 1521

シエルクレー  シュシュ（苺チョコ）

※期間限定10月〜4月

¥334（税抜価格¥310）

●商品サイズ／40×118×45mm　
●ハートパイミニ3枚入

お申込番号 1671

シュクレブランジュ（ハートパイミニ）
¥302（税抜価格¥280）

●商品サイズ／40×118×45mm　●苺チョコ3個入　

お申込番号 1519

シュクレルージュ（苺チョコ）

※期間限定10月〜4月

¥410（税抜価格¥380）

●商品サイズ／40×75×35mm　
●ハートクッキー5枚入　※色の指定はできません。

お申込番号 1507

フェリシテ  ガトーミニボックス（ハートクッキー）
¥280（税抜価格¥260）

●商品サイズ／40×40×80mm　
●苺チョコ2個入　※色の指定はできません。

※期間限定10月〜4月

¥334（税抜価格¥310）お申込番号 1509

フェリシテ  カメリアミニボックス（苺チョコ）

●商品サイズ／55×55×90mm　●ハートパイミニ3枚入
※色の指定はできません。

¥324（税抜価格¥300）お申込番号 1481

パーティープチ（ハートパイミニ）

SUGA R L OV E♥
シュガー・ラブ♥Photo Props × Petit Gif t

女子力もテンションもHappy 気分もアガル！
女子が大好きなPinkをテーマカラーにした“カワイイ”ボード風
ウェルカムオブジェ。Loveが随所に散りばめられた、永遠の女の子達に贈る
プチギフトと、綿菓子みたいなプロップスが笑顔を届けます！

Sugar Love♥（ハートパイミニ）48個セット

●全体サイズ／200×410×520mm
●ハートパイミニ3枚入×48個
●紙製台付き
　（フレーム ・ ミニガーランド・棒付きプロップス5本 ）
※種類の指定はできません。

お申込番号 1667

Sugar Love♥プチ（ハートパイミニ）1個

●商品サイズ／50×50×50mm
●ハートパイミニ3枚入
※種類の指定はできません。

お申込番号 1668

★

ウェルカムボードとして使用後は、
セット台に付属のアイテムを取り外して、
記念撮影の小道具としてご使用ください。

●セット商品に付属のアイテム ※アイテムのみの販売はしておりません。　※全て紙製です。

フレーム 棒付きプロップス（両面）ミニガーランド

¥28,600（税抜価格￥26,000）

¥302（税抜価格￥280）

★ ★ ★

★ ★ ★

パリ ド タワー

ARIS DE TOWERP Series Pet it Gift

クラシックでモードなウェディングに
パリのエレガンスをプラス

パリの象徴である美しい造形のエッフェル塔をモチーフにした

ウェルカムアイテムなら、大人ウェディングにもぴったり。

今日のよき日の思い出とともに、インテリアとしてお手元に残せます。

¥280
●商品サイズ／50×50×85mm
●ハートクッキー3枚入
※色の指定はできません。

お申込番号 1644

Pet i t  Par is（ハートクッキー）1個★
（税抜価格¥260）

20,196

Par is de Tower
（ハートクッキー）36 個セット

●全体サイズ／480×480×835mm
●ハートクッキー3枚入×36個
●タワー付き
※色の指定はできません。
　カード付き・・・挙式日、お名前が英字で入ります。
　但し、記号（ー・∧）を入れることはできません。
　（不可例：Taro・Yoko）
※この商品は納品日の8日前までにお申し込み下さい。

ー       ∧

お申込番号 ¥1643 （税抜価格¥18,360）

¥ 270
●商品サイズ／50×90×145mm　
●ハートクッキー5枚入

お申込番号 1492

エッフェルブラン（ハートクッキー）★
（税抜価格¥250）

シャンパーニュCHAMPAGNE

純白のプチギフトを贈る

FRANC MERRY フランメリー

想いは2つのギフトへ
小さなギフトBOXに入った小さなハート。

心を込めて大切なゲストに届けたい。

EIFFEL BLANC エッフェルブラン

フレンチスタイルプチギフト
パリのエスプリが漂う

トリコロールのリボンがポイント

PETIT GIFT

純白のウェディングドレスをイメージしたパッケージに

ハートクッキーを入れて甘いギフトの完成！

●商品サイズ／55×55×70mm　
●ハートクッキー5枚入

お申込番号 ¥1514 324

フランメリー（ハートクッキー）★
（税抜価格¥300）

●商品サイズ／50×50×60mm　
●ハートクッキー5枚入

お申込番号 ¥1515 334

シャンパーニュ（ハートクッキー）★
（税抜価格¥310）

カード

セット商品について ※挙式日、お名前が英字で入ったカードが付きます。但し、記号（-・^）を入れることはできません。（不可例：Taro・Yoko）また、納品日の 8 日前までにお申し込み下さい。- ^



025 KIRATTO KIRATTO 026※単品は5個単位のご注文でお願い致します。 ※単品は5個単位のご注文でお願い致します。

●商品サイズ／90×90×30mm
●ハートクッキー5枚入
※色の指定はできません。

お申込番号 ¥1453 248

D OLCE S TA（ハートクッキー）1個

ドルチェスタ

OLCESTAD Series Pet it Gift

シックなスタイルのウェディングや
ナイトウェディングにも
ラッキーモチーフとして人気の高い星をかたどったプチギフト。

暗い夜空に輝くことから、災いから身を守り、未来を照らし、

願いを叶えるものと信じられてきた星に、

ゲストの幸運を願って贈ります。

●全体サイズ／350×350×600mm
●ハートクッキー5枚入×55個
●台付き
※色の指定はできません。
　カード付き・・・挙式日、お名前が英字で入ります。但し、記号（ー・∧）を
　入れることはできません。（不可例：Taro・Yoko）
※この商品は納品日の8日前までにお申し込み下さい。

ー       ∧

お申込番号 ¥1452 19,580

D OLCE S TA（ハートクッキー）
ウェルカムオブジェ55個セット

●商品サイズ／90×120×20mm
●チェダーチーズパスタ20g入　※種類の指定はできません。

お申込番号 ¥1457 324

スナッキー・B（チェダーチーズパスタ）

SNACKY B スナッキー・BSeries Pet it Gift

アメリカらしさを取り入れた絶妙なラフさ
チーズ香るおつまみが、ワインやシャンパンにぴったり。
大人な贈り物がシックな二人におすすめです。

●商品サイズ／55×110×80mm
●ハートパイミニ3枚入　※種類の指定はできません。

お申込番号 ¥1458 291

Oh ! ジャクソン（ハートパイミニ）

Oh ! JACKSON Oh ! ジャクソンSeries Pet it Gift

自然体なクラフトと、モノクロデザイン
堅すぎず緩すぎず絶妙なバランスのパッケージ。
訪れたゲストにありのままの二人で感謝を伝えよう。

★
★ ★

Series Pet it Gift

ROSE MINI POUCH

ローズミニポーチ

フラワーチャームがアクセント
大人可愛いプチギフト
ピュアなホワイトを基調に、シックなトーンのゴールドや
シルバーカラーのリボンが大人の上品さをプラスします。

●商品サイズ／46×85×57mm　
●ハートクッキー5枚入、チャーム付　※色の指定はできません

お申込番号 ¥1489 270

ローズミニポーチ（ハートクッキー）★

（税抜価格￥230）

（税抜価格￥17,800）

（税抜価格￥250）

（税抜価格￥300） （税抜価格￥270）
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コーヒー＆紅茶

JOIE ET

ジョワエトSeries Pet it Gift

甘いものが苦手な方に大人ウェディングなプチギフト

PETIT COACH

COFFRET SUCRE

HAPPY SWEETS BON＊BON

プティ・コーチSeries Pet it Gift

コフレシュクルSeries Pet it Gift

ハッピー・スイーツ・ボン＊ボンSeries Pet it Gift

ロマンティックな馬車がゲストのもとに幸せをお届け

化粧箱のような美しいギフトボックスがお洒落♪

●商品サイズ／105×125×34mm
●ドリップ珈琲・ドリップ紅茶各1袋入　
※色の指定はできません

お申込番号 ¥1467 302

ジョワエトTea&Cafe★

●商品サイズ／45×87×75mm　
●ハートパイミニ3枚入　※色の指定はできません。

お申込番号 ¥1642 270

プティ・コーチ（ハートパイミニ）★

●商品サイズ／φ72×45mm
●ハートクッキー5枚入
※色の指定はできません

お申込番号 ¥1470 248

コフレシュクル（ハートクッキー）★

ウェルカムバード

ELCOME BIRDW Series Pet it Gift

手のひらにちょこんと訪れる愛らしい幸せ

可愛らしいフォルムとパステルカラーがキュートなウェルカムバード。

「今日はありがとう」「これからもよろしくね」

楽しそうな鳥たちのさえずりに感謝のことばを託して贈りましょう。

●全体サイズ／φ460×650mm
●ハートクッキー3枚入×48個
●台付き
※色の指定はできません。
　カード付き・・・挙式日、お名前が英字で入ります。
　但し、記号（ー・∧）を入れることはできません。
　（不可例：Taro・Yoko）
※この商品は納品日の8日前までにお申し込み下さい。

ー       ∧

お申込番号 ¥1444 19,360

ウェルカムバード（ハートクッキー）
4 8個セット

●商品サイズ／34×116×69mm
●ハートクッキー3枚入　※色の指定はできません。

お申込番号 ¥1445 237

ウェルカムバード  プチ
（ハートクッキー）1個

★

ヨーロピアンテイストの
可愛らしさを感じるフォルム

キュッとひねったキャンディ型のプチギフト。カラフルで可愛いパッケージに、

クッキーが詰まっています。甘いふたりの、甘い夢をゲストにもおすそわけ。

●商品サイズ／46×97×46mm　●ハートクッキー5枚入
※種類の指定はできません。

お申込番号 ¥1483 259

BON＊BON（ハートクッキー）★

（税抜価格￥17,600）

（税抜価格￥220）

（税抜価格￥250） （税抜価格￥280）

（税抜価格￥230）

（税抜価格￥240）
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20,350

●商品サイズ／70×160×10mm
●Thank youクッキー（ストロベリー）、
　Ringクッキー（プレーン）、
　Cakeクッキー（プレーン）各1枚入

お申込番号 ¥1474 302

Wedding Cookie

●商品サイズ／70×160×10mm
●Thank youクッキー（ストロベリー）、
　タキシードクッキー（プレーン）、
　ドレスクッキー（プレーン）各1枚入

お申込番号 ¥1475 302

新郎新婦クッキー

TEA TIME WEDDING

ティータイムウェディングSeries Pet it Gift

かわいらしい新郎新婦がモチーフ
ふたりらしさを伝える、ユニークなプチギフト。
微笑ましく寄り添う新郎新婦がカップを彩ります。

WEDDING COOKIE

ウェディングクッキーSeries Pet it Gift

遊び心あふれるプチギフト
ウェディングにちなんだモチーフに、感謝のハートを添えて。

●商品サイズ／105×120×8mm
●人形クッキー2枚入

お申込番号 ¥1476 270

いつまでもヨロシクッキー

ITSUMADEMO YOROSHI COOKIE

いつまでもヨロシクッキーSeries Pet it Gift

ユニークさをプラス
愛らしい表情のクッキーが
ブライダルのおめかしを！
ネーミングまでユーモアたっぷりに！

★

★ ★

●全体サイズ／210×310×360mm
●ハートクッキー5枚入×48個
●セットBOX付き
※種類の指定はできません。
　カード付き・・・挙式日、お名前が英字で入ります。
　但し、記号（ー・∧）を入れることはできません。
　（不可例：Taro・Yoko）
※この商品は納品日の8日前までにお申し込み下さい。

ー       ∧

お申込番号 ¥1478

ジュエルボックス（ハートクッキー）
ウェルカムオブジェ4 8個セット

●商品サイズ／ダイヤ65×75×70mm
　エメラルド70×80×35mm、ルビー75×85×35mm
●ハートクッキー5枚入
※種類の指定はできません。

お申込番号 ¥1479 302

ジュエルボックス（ハートクッキー）1個

ジュエルボックス

EWEL BOX
J

Series Pet it Gift

幼いころ夢見た宝石箱に入っている宝物は
ゲストに伝えたい心からのありがとう

溢れんばかりの愛情がいっぱい詰まっているプチギフトボックスは、

ウェディング後は小物入れとしてお使いいただけます。

★
（税抜価格￥18,500） （税抜価格￥280）

●商品サイズ／133×95×7mm
●セイロンティーバッグ2g×3袋入（3柄）

お申込番号 ¥1477 356

Tea Time Wedding★
（税抜価格￥330）

（税抜価格￥280） （税抜価格￥280）

（税抜価格￥250）
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22,000

●台付き
　カード付き・・・挙式日、お名前が英字で入ります。但し、記号（ー・∧）を
　入れることはできません。（不可例：Taro・Yoko）
※この商品は納品日の8日前までにお申し込み下さい。

ー       ∧●全体サイズ／300×575×625mm
●ハートパイミニ3枚入×48個

お申込番号 ¥1487 23,650

チャペル（ハートパイミニ）
ウェルカムオブジェ4 8個セット

●台付き
※色の指定はできません。
　カード付き・・・挙式日、お名前が英字で入ります。但し、記号（ー・∧）を
　入れることはできません。（不可例：Taro・Yoko）
※この商品は納品日の8日前までにお申し込み下さい。

ー       ∧
●全体サイズ／310×500×525mm
●ハートクッキー5枚入×42個

お申込番号 1484 20,350

ホワイトグレース
（ハートクッキー）42個セット

●商品サイズ／50×50×55mm　
●ハートクッキー5枚入　※色の指定はできません

お申込番号 ¥1485 270

ホワイトグレースプチ
（ハートクッキー）1個

ホワイトグレース

HITE GRACEW Series Pet it Gift

聖なる誓いを立てたふたりを
見守る大聖堂をモチーフに

大聖堂を思わせる厳かなたたずまいのホワイトチャペル。

人前式や、教会式ウェディングのパーティーにぴったりです。

パーティー後も思い出とともにご自宅に飾ることができます。

★

●商品サイズ／35×60×100mm　
●ハートパイミニ3枚入

お申込番号 ¥1488 302

チャペルプチ（ハートパイミニ）1個

チャペル

HAPELC Series Pet it Gift

エントランスや会場の一角に
ファンタジックな世界を演出します

チャペルをイメージしたパッケージにプチギフトが

セットされたオブジェが、ファンタジックな空間を演出。

ウェディングシーンをより感動的にしてくれそうです。

★

スイートボワチュール

WEET VOITURES Series Pet it Gift

特別な時間を過ごしてほしいから
かぼちゃの馬車でおとぎ話の世界へ

シンデレラが舞踏会に乗って行った

かぼちゃの馬車をモチーフに、

エントランスを愛らしくロマンティックに演出。

会場に一歩足を踏み込めば、

そこはもうおとぎ話の世界が広がります。

●全体サイズ／250×517×435mm
●タキシードクッキー、ドレスクッキー各1枚入
　（プレーン ）×48個（1段12個×4段）
●台付き
※色の指定はできません。
　カード付き・・・挙式日、お名前が英字で入ります。
　但し、記号（ー・∧）を入れることはできません。
　（不可例：Taro・Yoko）
※この商品は納品日の8日前までにお申し込み下さい。

ー       ∧

お申込番号 ¥1472

スイートボワチュール
（クッキー）4 8個セット

●商品サイズ／65×75×67mm
●タキシードクッキー、ドレスクッキー各1枚入（プレーン ）
※色の指定はできません。

お申込番号 ¥1473 270

スイートボワチュールプチ（クッキー）1個★
（税抜価格￥20,000） （税抜価格￥250）

¥（税抜価格￥18,500）

（税抜価格￥250）

（税抜価格￥21,500）

（税抜価格￥280）
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シェリエ

HERIEC Series Pet it Gift

たくさんの感謝と思いを詰め込んで
ピュアなハートを贈ります

どんなスタイルのウェディングシーンにもマッチする、

甘くなり過ぎないハートのオブジェに

たくさんのありがとうを込めました。

●全体サイズ／110×525×500mm
●ハートラスクプレーン3枚入×30個
●台付き
※色の指定はできません。
　カード付き・・・挙式日、お名前が英字で入ります。
　但し、記号（ー・∧）を入れることはできません。
　（不可例：Taro・Yoko）
※この商品は納品日の8日前までにお申し込み下さい。

ー       ∧

お申込番号 ¥1459 15,290

プチシェリエ（ハートラスク）
ウェルカムオブジェ30 個セット

●商品サイズ／45×130×130mm
●ハートラスクプレーン3枚入
※色の指定はできません。

お申込番号 ¥1460 410

プチシェリエ（ハートラスク）1個★
（税抜価格￥13,900） （税抜価格￥380）

可愛くレースで包まれた
エレガントなハートクッキー

幸せいっぱいのおふたりの気持ちが伝わるキュートな
ピンクのリボンに彩られたデコレーションタワー。
見ているだけで幸せな気分に浸れそう。

ELEGANT HEART エレガントハートSeries Pet it Gift

花嫁のためのピュアなブルー

純白とブルーを使ってデザインされた爽やかなプチギフトは、
シンプル＆キュートなスタイルのウェディングにおすすめ。

MARIAGE BLUE マリアージュブルーSeries Pet it Gift

●商品サイズ／50×50×60mm
●ハートクッキー5枚入

お申込番号 1499 ¥334

マリアージュブルー（ハートクッキー）1個★
（税抜価格¥310）

29,260
●全体サイズ／430×430×450mm
●ハートクッキー5枚入×60個
　（上段×12個 ・ 中段×20個 ・ 下段×28個）
●台付き
　カード付き・・・挙式日、お名前が英字で入ります。但し、記号（ー・∧）を
　入れることはできません。（不可例：Taro・Yoko）
※この商品は納品日の8日前までにお申し込み下さい。

ー       ∧

お申込番号 ¥1498

マリアージュブルー（ハートクッキー）
ウェルカムオブジェ6 0 個セット

（税抜価格¥26,600）

●商品サイズ／50×100×90mm　
●ハートクッキー5枚入

お申込番号 1650 ¥313

エレガントハートクッキー1個★
（税抜価格¥290）

●全体サイズ／φ340×620mm
●ハートクッキー5枚入×60個
●ケーキ台 ・ 造花付き
　カード付き・・・挙式日、お名前が英字で入ります。但し、記号（ー・∧）を
　入れることはできません。（不可例：Taro・Yoko）
※この商品は納品日の8日前までにお申し込み下さい。

ー       ∧

お申込番号 ¥1649 28,820

エレガントハートクッキー6 0 個セット
（税抜価格¥26,200）
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ふたりが育ったふるさとや、出会った場所などを、集まってくれたゲストのみんなにもご紹介！
思わず会話も弾むかわいらしいプチギフトは、大好きな日本のふるさとを改めて感じる、ほっこり温かなウェディングにオススメです！

ニッ ポ ン 4 7 ク ッ キ ーズ

北海道

時計台＆ラベンダー ねぶた 伊達政宗 さくらんぼわんこそば なまはげ 赤べこ 水戸黄門 ＆ 納豆

落花生

甲州ワイン

舞妓

桃太郎

草加せんべい

越前がに

信楽焼

草津温泉

兼六園

日光の猿 東京タワー

日本アルプス

たこ焼き

牡蠣

有田焼

スカジャン

白川郷

姫路城

ふぐ

長崎ちゃんぽん

茨城県青森県

栃木県

福島県

神奈川県

岐阜県

兵庫県

山口県

長崎県

山形県

東京都

長野県

大阪府

広島県

佐賀県

秋田県

千葉県

山梨県

京都府

岡山県

宮城県

埼玉県

福井県

滋賀県

岩手県

群馬県

石川県

NO.1 NO.8NO.2

NO.9

ほたるいかお米
新潟県 富山県

NO.15 NO.16

NO.3

NO.10

NO.17

伊勢エビ名古屋城と金のしゃちほこ富士山
静岡県 愛知県 三重県

NO.22 NO.23 NO.24

NO.4

NO.11

NO.18

NO.25

出雲大社砂丘紀州梅東大寺の大仏
奈良県 和歌山県 島根県鳥取県

NO.29 NO.30 NO.31 NO.32

NO.5

NO.12

NO.19

NO.26

NO.33

シーサー薩摩切り子マンゴー別府温泉辛子れんこん
熊本県 大分県 沖縄県鹿児島県宮崎県

NO.43 NO.44 NO.45 NO.46 NO.47

明太子かつおみかんうどん阿波踊り
徳島県 香川県 福岡県高知県愛媛県

NO.36 NO.37 NO.38 NO.39 NO.40

NO.6

NO.13

NO.20

NO.27

NO.41

NO.34

NO.7

NO.14

NO.21

NO.28

NO.42

NO.35

NIPPON 47 COOKIES

ご新郎ご新婦名入れ／ひらがなのみ

ご注文は納品日の14日前までに。
1挙式につき+¥2,200（税抜価格¥2,000）
にて7日以上14日未満も対応

●商品サイズ／105×120×8mm　
●人形クッキー2枚入
※ご注文の際に、ご希望の地域名と番号（上記参照）をそれぞれ明記してください。
※お名前がひらがなで8文字まで入ります。（例：すてぃーぶ・きゃりー）
※お名前の色はご新郎（ブルー）、ご新婦（ピンク）となります。

※30個以上のご注文でお願いいたします。
商品番号 NIP002

Nippon 47 Cookies

●商品サイズ／80×110×15mm
●ハンカチサイズ／280×280mm
※種類の指定はできません。

お申込番号 1542

Nice Dogs!

細やかな絵柄とナイスなファッション
お気に入りのワンちゃんを見つけましょう。

●商品サイズ／80×110×15mm
●ハンカチサイズ／280×280mm
※種類の指定はできません。

お申込番号 1541

Nice Cats!

人気の猫柄に遊び心をくわえたハンカチギフト
オシャレアイテムがギフトに！

ハートを撃ち抜くファッションドッグスとおめかし上手な猫達がやってきた！NICE DOGS & CATS! ナイス ドッグス＆キャッツ

●商品サイズ／25×25×100mm
●綿棒10本入　※種類の指定はできません。

お申込番号 ¥1638 253

コットンティップス（綿棒）

Cotton t ips

メイク直し＆仕 上げ に 最 適！
細い先端と丸い先端が一体になった女性の必須アイテム、メイクアップ綿棒。
細い部分はアイメイクの修正や目のキワの汚れ落としに便利です。

コットンティップスPet it Gift

¥345（税抜価格¥320）

¥352（税抜価格¥320）

¥352（税抜価格¥320）

（税抜価格¥230）

★

※詳しくはP.98をご覧ください。
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ローズA ローズB ローズC ローズD ローズE

FLEUR ROSE BIJOU

FLEUR BLANCHE BIJOU

甘くて可憐なピンクのローズはいくつになっても魅力的
やさしい色をボックスの中にギュッと詰め込んで

少し日差しが強くなってきた緑が映える初夏のパーティーに
ホワイトとグリーンの花々がゲストに爽やかな風を届ける

ブランシェA ブランシェB ブランシェC ブランシェFブランシェD ブランシェGブランシェE ブランシェH

Earpick Pet it Gift フルール・ローズ・ビジュ

このBOXでお届けします。

このBOXでお届けします。

フルール・ブランシェ・ビジュ

FLEUR BIJOU
人気の花モチーフを“幸せをかき集める”耳かきギフトにして

まるで花嫁の幸せな気持ちが溢れ出るように、

ボックスに盛られた、たくさんの鮮やかな花束は

先が耳かきになったキュートなプチギフト。

ボリュームのあるフラワーボックスは、会場を華やかに演出します。

styleEARPICK PETIT GIFT

WEDDING COLLECTION

petit gift item flower ear pick box1

Fleur blanche bijou
フルール・ブランシェ・ビジュ28本セット

●BOXサイズ／260×338×193mm
●ブランシェA FLOWER耳かき×3本、
　ブランシェB FLOWER耳かき×3本、
　ブランシェC FLOWER耳かき×3本、
　ブランシェD FLOWER耳かき×3本、
　ブランシェE FLOWER耳かき×4本、
　ブランシェF FLOWER耳かき×4本、
　ブランシェG FLOWER耳かき×4本、
　ブランシェH FLOWER耳かき×4本
※種類の指定はできません。
　カード付き・・・挙式日、お名前が英字で入ります。
　但し、記号（ー・∧）を入れることはできません。
　（不可例：Taro・Yoko）
※この商品は納品日の8日前までにお申し込み下さい。

ー       ∧

お申込番号 1657

Fleur b lanch e b i jou
フルール・ブランシェ・ビジュ1本

●商品サイズ／
　ブランシェA FLOWER耳かき／φ55×180mm、
　ブランシェB FLOWER耳かき／φ70×180mm、
　ブランシェC FLOWER耳かき／φ65×180mm、
　ブランシェD FLOWER耳かき／φ90×180mm、
　ブランシェE FLOWER耳かき／φ70×180mm、
　ブランシェF FLOWER耳かき／φ70×180mm、
　ブランシェG FLOWER耳かき／φ65×180mm、
　ブランシェH FLOWER耳かき／φ60×180mm
※種類の指定はできません。

お申込番号 1658

Fleur ros e b i jou
フルール・ローズ・ビジュ28 本セット

●BOXサイズ／260×338×193mm
●ローズA FLOWER耳かき×5本、
　ローズB FLOWER耳かき×5本、
　ローズC FLOWER耳かき×6本、
　ローズD FLOWER耳かき×6本、
　ローズE FLOWER耳かき×6本
※種類の指定はできません。
　カード付き・・・挙式日、お名前が英字で入ります。
　但し、記号（ー・∧）を入れることはできません。
　（不可例：Taro・Yoko）
※この商品は納品日の8日前までにお申し込み下さい。

ー       ∧

お申込番号 ¥1655 15,884

Fleur ros e b i jou
フルール・ローズ・ビジュ1本

●商品サイズ／
　ローズA FLOWER耳かき／φ60×180mm、
　ローズB FLOWER耳かき／φ60×180mm、
　ローズC FLOWER耳かき／φ70×180mm、
　ローズD FLOWER耳かき／φ90×180mm、
　ローズ E FLOWER耳かき／φ80×180mm
※種類の指定はできません。

お申込番号 ¥1656 330

Earpick Pet it Gift

（税抜価格¥14,440）

¥15,884（税抜価格¥14,440）

（税抜価格¥300）

¥330（税抜価格¥300）



039 KIRATTO KIRATTO 040※単品は5個単位のご注文でお願い致します。 ※単品は5個単位のご注文でお願い致します。

14,542

●全体サイズ／210×375×345mm
●ソレイユA FLOWER耳かき×20本、
　ソレイユB FLOWER耳かき×20本
●かご付き
※種類の指定はできません。
　カード付き・・・挙式日、お名前が英字（大文字のみ）で
　入ります。但し、記号（ー・∧）を入れることはできません。
　（不可例：TARO・YOKO）
※この商品は納品日の8日前までにお申し込み下さい。

お申込番号 ¥1659 18,480

S o le i l  ソレイユ4 0本セット

●BOXサイズ／φ297×185mm
●花音A FLOWER耳かき×6本、
　花音B FLOWER耳かき×9本、
　花音C FLOWER耳かき×9本
※種類の指定はできません。
　カード付き・・・挙式日、お名前が英字（大文字のみ）で
　入ります。但し、記号（ー・∧）を入れることはできません。
　（不可例：TARO・YOKO）
※この商品は納品日の8日前までにお申し込み下さい。

ー        ∧

お申込番号 ¥1661

花音（かのん）24本セット

●商品サイズ／
　ソレイユA FLOWER耳かき／φ100×180mm、
　ソレイユB FLOWER耳かき／φ70×180mm
※種類の指定はできません。

お申込番号 ¥1660 297

S o le i l  ソレイユ1本

●商品サイズ／
　花音A FLOWER耳かき／φ110×180mm、
　花音B FLOWER耳かき／φ65×180mm、
　花音C FLOWER耳かき／φ65×180mm
※種類の指定はできません。

お申込番号 ¥1662 330

花音（かのん）1本

SOLEIL

幸せを振りまく愛されイエロー
太陽に向かって咲き誇るひまわりは「あなただけを見つめる」

というまっすぐな花言葉を持った誰からも愛されるモチーフ。

気さくで人気者の新郎新婦にピッタリのお花です。

紫や緑の和花が和モダンな雰囲気を演出
人気の和装で挙げる結婚式にも、

鮮やかな色が目を引く和の花々がピッタリ。

日本らしさを活かしたパーティーに細部までこだわりを。

styleEARPICK PETIT GIFT

WEDDING COLLECTION

petit gift item flower ear pick box2

KANON

styleEARPICK PETIT GIFT

WEDDING COLLECTION

petit gift item flower ear pick box3

このBOXでお届けします。

どんなシーンにも合わせることが出来て、
好みを選ばない竹で出来たティースプーン。

●商品サイズ／20×100×260mm（スプーン長さ／150mm）
●スプーン1本入

お申込番号 ¥1634 286

ナチュラルスプーン

NATURAL SPOON PETIT GIFT

LEAFRESH PETIT GIFT

ソレイユA

花音A 花音B 花音C

ソレイユB

ー        ∧

幸せの象徴「四つ葉のクローバー」を
モチーフにしたティースプーン。

CLOVER TEA SPOON PETIT GIFT

●商品サイズ／5×80×125mm（スプーン長さ／123mm）
●スプーン1本入

お申込番号 ¥1639 308

クローバーティースプーン

●商品サイズ／50×200×20mm
●歯ブラシ1本入　※種類の指定はできません。

お申込番号 ¥1635 242

リーフレッシュ（歯ブラシ）

フレッシュな清潔 感のある歯ブラシ
朝起きた時や夜寝る前など、歯磨きは誰もが毎日の習慣と
なっている必要不可欠なもの。形はオーソドックスで
透明な歯ブラシはどんな方にも喜ばれます。

（税抜価格¥16,800）

（税抜価格¥270）

（税抜価格¥13,220）

（税抜価格¥300）

（税抜価格¥280）

（税抜価格¥260）

（税抜価格¥220）



041 KIRATTO KIRATTO 042※単品は5個単位のご注文でお願い致します。

●商品サイズ／40×40×50mm
●桜キャンディ3個入（チェリー味）

お申込番号 1554

桜ボックス1個

SAKURA BOX サクラボックスSeasonal Pet it Gift

ふたりの心と満面の笑みは春を喜ぶ桜のよう

桜ボックス60個セット
お申込番号 1553

●全体サイズ／350×520×420mm
●桜キャンディ3個入（チェリー味）×60個
●台付き
　カード付き・・・挙式日、お名前が英字で入ります。
　但し、記号（ー・∧）を入れることはできません。
　（不可例：Taro・Yoko）
※この商品は納品日の8日前までにお申し込み下さい。

ー       ∧

★

CLOVER BOX クローバーボックスSeasonal Pet it Gift

四つ葉のクローバーは幸運のシンボル

●商品サイズ／40×40×50mm
●クローバーキャンディ3個入（マスカット味）

お申込番号 1558

クローバーボックス1個

クローバーボックス60個セット
お申込番号 1557

●全体サイズ／350×520×500mm
●クローバーキャンディ3個入（マスカット味）×60個
●造花・台付き
　カード付き・・・挙式日、お名前が英字で入ります。
　但し、記号（ー・∧）を入れることはできません。
　（不可例：Taro・Yoko）
※この商品は納品日の8日前までにお申し込み下さい。

ー       ∧

★

23,760¥（税抜価格¥21,600） 23,760¥（税抜価格¥21,600）

¥248（税抜価格¥230） ¥248（税抜価格¥230）

HIMAWARI BOX ひまわりボックスSeasonal Pet it Gift

夏のウェディングには元気いっぱいひまわりカラー

ひまわりボックス60個セット

●全体サイズ／350×520×420mm
●ハートクッキー3枚入×60個
●台付き
　カード付き・・・挙式日、お名前が英字で入ります。
　但し、記号（ー・∧）を入れることはできません。
　（不可例：Taro・Yoko）
※この商品は納品日の8日前までにお申し込み下さい。

ー       ∧

お申込番号 1562

●商品サイズ／40×40×55mm
●ハートクッキー3枚入

お申込番号 1563

ひまわりボックス1個★

27,280¥（税抜価格¥24,800）

¥302（税抜価格¥280）

¥302（税抜価格¥280）

●商品サイズ／44×40×128mm
●棒付きキャンディー1本入（レモン）
※色の指定はできません。

お申込番号 1672

ひまわりCANDY

輝く太陽と、ひまわりのように輝く
満面の笑みを浮かべるおふたりにぴったり。

★

SEASONAL GIFT

クリスマス・ハロウィンなど
シーズンプチギフト

季節が巡るたび思い出す楽しい時間と

素敵なカップルテーマウェディングや季節感あふれる

ブライダルパーティーにぴったりのユニークなプチギフト

パッケージの楽しさはもちろん

会場を彩るアイテムとしても大活躍 季節が巡るたび

きっと素敵な時間を思い起こしていただけるのでは

Gift2
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●商品サイズ／38×90×80mm
●ハートクッキー5枚入　※種類の指定はできません。

お申込番号 1571 ¥248

メリーソックス！！（ハートクッキー）

クリスマスブーツにたくさんの感謝の気持ちを
詰め込んで贈りましょう♪

237
●商品サイズ／95×80×20mm
●ハートクッキー5枚入

お申込番号 1572 ¥

クリスマスポケット（ハートクッキー）

ゴールドとシルバーの星がクリスマスだけの
特別感を作り上げました。

季節商品の為、ご注文は11月末日までにお願いします。尚、発送は11月〜12月25日となります。
変更は挙式日の10日前までにお願いします。

L E T  I T  S N OW
レット ・ イット ・ スノーChristmas petit gift

ウィンターウェディングにオススメ
オーナメントを着飾ったツリーが立ち並ぶ冬の街。

街中がふたりを祝福しているような聖なる季節にピッタリの
クリスマスモチーフのプチギフトです。

大切なあの人に、幸せが降り注ぎますように。

季節商品の為、ご注文は11月末日までにお願いします。尚、発送は11月〜12月25日となります。
変更は挙式日の10日前までにお願いします。

★ ★

ホワイトクリスマスを思わせる白いパッケージに
サンタと雪だるまのラベルが可愛い。

●商品サイズ／75×80×90mm
●フルーツゼリー4個入（レモン・ピーチ・ストロベリー・メロン）
※種類の指定はできません。

お申込番号 1628 ¥280

クリスマステット（フルーツゼリー）★

食べるのがもったいないような、愛らしい
人形型のクッキーです。

●商品サイズ／23×115×152mm
●人形クッキー2枚入

お申込番号 1570 ¥270

ハッピーメリークッキー★
（税抜価格¥250）

ありがとうの言葉と一緒にメリークリスマス！
幸運が訪れますように。

●商品サイズ／42×67×165mm
●ハートクッキー3枚入　※色の指定はできません。

お申込番号 1653 ¥302
プチスノーツリー（ハートクッキー）★

（税抜価格¥280）

（税抜価格¥220） （税抜価格¥230） （税抜価格¥260）

●商品サイズ／50×50×55mm
●ハートクッキー5枚入　※色の指定はできません。

お申込番号 1652 ¥345

レット ・ イット ・ スノープチ
（ハートクッキー）1個

★

（税抜価格¥320）27,940

レット ・ イット ・ スノー
（ハートクッキー）54個セット

●全体サイズ／250×700×340mm　●ハートクッキー5枚入×54個
●台付き
※色の指定はできません。
　カード付き・・・挙式日、お名前が英字で入ります。
　但し、記号（ー・∧）を入れることはできません。
　（不可例：Taro・Yoko）
※この商品は納品日の8日前までにお申し込み下さい。

お申込番号 ¥1651

ー       ∧

（税抜価格¥25,400）

ピュアなホワイトを基調としたスタイリッシュなアイテムは、
シンプル＆スマートなスタイルが特別感を引き立てます。

●商品サイズ／52×62×115mm　
●ハートクッキー5枚入

お申込番号 ¥1646 313
プレシャスドルチェプチ（ハートクッキー）★

（税抜価格¥290）

レモン ピーチ ストロベリー メロン



045 KIRATTO KIRATTO 046※単品は5個単位のご注文でお願い致します。

コウモリの大きな羽が飾るだけでインパクト大。
楽しいパーティーを過ごしましょう！

トリックオアトリート♪可愛いお化けに可愛いカボチャ。
もらったゲストも嬉しい！

子供たちも楽しめるハロウィン風パーティー
かぼちゃで作ったランタンが玄関に飾られ、仮装した子供たちがお菓子をもらいに町中を歩き回るハロウィン。

大人だけじゃなく子供たちも楽しめるウェディングにしたいから、魔女やおばけの力も借りちゃおう。

237
●商品サイズ／95×80×20mm
●ハートクッキー5枚入

お申込番号 1577 ¥

ハロウィンポケット（ハートクッキー）★

季節商品の為、ご注文は10月15日までにお願いします。尚、発送は9月〜10月末日となります。
変更は挙式日の10日前までにお願いします。

●商品サイズ／75×80×90mm
●フルーツゼリー4個入（レモン・ピーチ・ストロベリー・メロン）
※種類の指定はできません。

お申込番号 1627 ¥280

ハロウィンテット（フルーツゼリー）★

●商品サイズ／60×70×67mm
●ハロウィンキャンディ3個入（オレンジ味）　※色の指定はできません。

お申込番号 1576 ¥259

プチファニーパンプチン！
（ハロウィンキャンディ）1個

★

（税抜価格¥240）

ウェルカムファニーパンプチン！
（ハロウィンキャンディ）48個セット

●全体サイズ／240×515×600mm　
●ハロウィンキャンディ3個入（オレンジ味）×48個
●台付き
※色の指定はできません。
　カード付き・・・挙式日、お名前が英字で入ります。
　但し、記号（ー・∧）を入れることはできません。（不可例：Taro・Yoko）
※この商品は納品日の8日前までにお申し込み下さい。

お申込番号 ¥1575 20,460

ー       ∧

（税抜価格¥18,600）

（税抜価格¥220） （税抜価格¥260）

レモン ピーチ ストロベリー メロン

JAPANESE GIFT

幅広い年代のゲストや
大人ウェディングにおススメ

格調高く日本の伝統美や吉祥アイテムをアレンジした

和のプチギフトは和装にこだわらず

洋装ウェディングやカジュアルスタイルにも

お使いいただけるおしゃれなデザイン

幅広い年齢層のゲストにご好評いただける商品です

Gift3
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華くるり

J a p a n Ta s t e  N ew Pe t i t  G i f t

H A NA K U RU R I

小さな華たちが祝福の風をおふたりのもとに届けます
くるくると可愛らしく回る、華の形の風車がついたプチギフト。

シンプルな白のパッケージに映える和柄が式を華やかに彩ります。
おふたりの門出にふさわしい祝福の風を舞い込んでくれる。

華くるり（風車飴）40個セット
お申込番号 ¥1692 18,524

●商品サイズ／箱サイズ45×45×90mm、風車サイズ23×40×87mm
●風車飴2個入　※種類の指定はできません。

お申込番号 1693 ¥324

華くるりプチ（風車飴）1個

●全体サイズ／φ375×330mm
●風車飴2個入×40個
●台付き
※種類の指定はできません。
　カード付き・・・挙式日、お名前が英字で入ります。
　但し、記号（ー・∧）を入れることはできません。
　（不可例：Taro・Yoko）
※この商品は納品日の8日前までにお申し込み下さい。

ー       ∧

★
（税抜価格¥300）

（税抜価格¥16,840）

●商品サイズ／25×60×105mm
●風車飴3個入　※種類の指定はできません。

お申込番号 1696

毬ころり（風車飴）★
¥291（税抜価格¥270）

●商品サイズ／25×55×110mm
●ハートせんべい5枚入（しょうゆ味）　
※色の指定はできません。

お申込番号 1697 ¥291

祝米（ハートせんべい）★
（税抜価格¥270）

●商品サイズ／53×55×38mm
●風車飴4個入　※種類の指定はできません。

お申込番号 1694 ¥313

祝枡（風車飴）★
（税抜価格¥290）

●商品サイズ／10×70×190mm
●ハートせんべい5枚入（しょうゆ味）　
※種類の指定はできません。

お申込番号 1695 ¥291

福守り（ハートせんべい）★
（税抜価格¥270）

やさしい和柄と、
毬のようなビーズがポイント

日本の心“お米”
馴染みある米袋をモチーフに

長い糸を使って作られる毬は
縁起の良いモチーフの一つです。

日本人の食にかかせないお米を使って
作られた定番のハート型おせんべい

御守りのように寄り添い、
福をもたらす

幸せが積み重なり
福が“増す”ように

縁起の良いモチーフがはいった
シンプルで大人可愛いお守り。

幸福が“増し”て、 “益々”めでたくなる
そんな想いを込めて。

風や息を吹きかけると
風車が回ります。
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メオトヅル

J a p a n Ta s t e  Pe t i t  G i f t

M EO TOZU RU

夫婦円満と延命長寿　ゲストに贈る吉祥モチーフ
鶴は夫婦の絆がとても強く、つがいになると生涯同じ相手と添い遂げるといわれており、

さらに、長寿の象徴ともされていることから婚礼シーンにぴったりのモチーフとして好まれています。

メオトヅル （こんぺいとう）42個セット
お申込番号 ¥1584 20,680

●商品サイズ／67×65×90mm
●こんぺいとう20g入　※色の指定はできません。

お申込番号 1585 ¥280

メオトヅル小箱 （こんぺいとう）1個

●円台大サイズ／φ450×430mm、
　円台小サイズ／φ310×100mm
●こんぺいとう20g入×42個
●台付き
※色の指定はできません。
　カード付き・・・挙式日、お名前が英字で入ります。
　但し、記号（ー・∧）を入れることはできません。
　（不可例：Taro・Yoko）
※この商品は納品日の8日前までにお申し込み下さい。

ー       ∧

★

祝 傘

J a p a n Ta s t e  Pe t i t  G i f t

I WA IGA SA

中国より伝来され日本独自に進化した和傘
中国から輸入され伝来しましたが、当時は開閉できない天蓋（てんがい）と呼ばれるものでした。

その後、日本独自の技術により、室町時代には、現在と同じ用途で使用される和傘の形となりました。

祝傘（棒付キャンディー）32個セット
お申込番号 ¥1623 15,180

●商品サイズ／60×75×100mm
●棒付きキャンディー1本入（レモン ・ グレープ ）
※種類の指定はできません。

お申込番号 1624 ¥302

祝傘プチ（棒付キャンディー）1個

●全体サイズ／φ360×330mm
●棒付きキャンディー1本入（レモン ・ グレープ）×32個
●台付き
※種類の指定はできません。
　カード付き・・・挙式日、お名前が英字で入ります。
　但し、記号（ー・∧）を入れることはできません。
　（不可例：Taro・Yoko）
※この商品は納品日の8日前までにお申し込み下さい。

ー       ∧

★

※傘のデザインと棒付キャンディーの味はランダムです。

はんなり

J a p a n Ta s t e  Pe t i t  G i f t

H A N NA R I

落ち着いた華 やかさが
格 調高くハレの日を彩 る

ドレススタイルが主流の現代ウェディングだからこそ、
純和風テイストが新鮮。
甘いお菓子が定番の中身も“和”にこだわった、
上品な和モダンな贈り物

●商品サイズ／40×40×45mm
●紀州南高梅1粒入

お申込番号 1590 ¥302

はんなり （梅干し）1個 ●台付き
　カード付き・・・挙式日、お名前が英字で入ります。
　但し、記号（ー・∧）を入れることはできません。
　（不可例：Taro・Yoko）
※この商品は納品日の8日前までにお申し込み下さい。

ー       ∧
●全体サイズ／250×550×540mm
●紀州南高梅1粒入×52個

お申込番号 ¥1589 28,160

はんなり（梅干し）52個セット★
（税抜価格¥280）

（税抜価格¥13,800）

（税抜価格¥18,800）

（税抜価格¥260）

（税抜価格¥280） （税抜価格¥25,600）
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22,000

はないちこづつ
 （ハートせんべい）48個セット

お申込番号 ¥1582

はないちこづつ

J a p a n Ta s t e  Pe t i t  G i f t

H A NA ICH I  KOZU T SU

幸せが重なるように願いを込めて・・・
喜びを重ねるという意味があり、お慶びの席に欠かせない日本古来のしつらえといえば、

2段、3段に重ねられたお重です。そんなお重をモチーフに和のプチギフトをご用意しました。

●商品サイズ／50×53×45mm
●ハートせんべい5枚入（しょうゆ味）　※色の指定はできません。

お申込番号 1583 ¥302

はないちこづつ （ハートせんべい）1個

●重箱サイズ （1台）／166×380×135mm、
　扇子台サイズ／100×440×260mm
●ハートせんべい5枚入（しょうゆ味）×48個
●台付き（重箱×2箱、カード用扇子）
※色の指定はできません。　
　カード付き・・・挙式日、お名前が英字で入ります。
　但し、記号（ー・∧）を入れることはできません。
　（不可例：Taro・Yoko）
※この商品は納品日の8日前までにお申し込み下さい。

ー       ∧

★

茶漬け

J a p a n Ta s t e  Pe t i t  G i f t

CH A ZU K E

夜食や小腹が空いた時ささっと食べたいお茶漬け。
人気のふたつの味をセット。

セット商品について ※挙式日、お名前が英字で入ったカードが付きます。但し、記号（-・^）を入れることはできません。（不可例：Taro・Yoko）また、納品日の 8 日前までにお申し込み下さい。- ^

K ACHOF U K ET SU
華蝶福結 −カチョウフウケツ−Photo Props × Petit Gif t

伝統意匠を取り入れた和スタイルが新鮮
和装婚や、幅広い年齢層のゲストにも印象を与える和スタイルの
ウェルカムアイテム。古くから縁起柄として好まれてきた矢絣と
華やかな着物柄が雅な美しさでエントランスを彩ります。

ウェルカムボードとして使用後は、
セット台に付属のアイテムを取り外して、
記念撮影の小道具としてご使用ください。

●セット商品に付属のアイテム

フレームカード

※アイテムのみの販売はしておりません。
※全て紙製です。

棒付きプロップス手持ちプロップス（両面）

（税抜価格¥280）

（税抜価格¥20,000）

●商品サイズ／15×127×100mm
●梅茶漬け5g×1袋 ・ 鯛茶漬け5g×1袋入

お申込番号 1610 ¥356

お茶漬けさらり★
（税抜価格¥330）

華蝶福結
（ハートせんべい）48個セット

●全体サイズ／200×410×520mm
●ハートせんべい5枚入（しょうゆ味）×48個
●紙製台付き
　（フレーム ・ 棒付きプロップス3本 ・ 手持ちプロップス4枚）

お申込番号 ¥1578 26,400

●商品サイズ／50×50×55mm
●ハートせんべい5枚入（しょうゆ味）

お申込番号 1579 ¥280

華蝶福結 小箱 （ハートせんべい）1個★
（税抜価格¥260）

（税抜価格¥24,000）
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●商品サイズ／50×70×72mm
●おかき25g入（えび ・ かに ・ ほたて）　
※種類の指定はできません。

お申込番号 1597 ¥345

海乃福おかき
●商品サイズ／102×120×8mm
●人形クッキー2枚入

お申込番号 1592 ¥270

私たちをよろしクッキー

愛嬌のある表情に思わず笑顔がこぼれる縁起の良いだるまさん。 乾燥珍味のエビやホタテ、カニがそのまま入っています。

「めでたい」シーンには欠かせない鯛をモチーフにしたプチギフト。

J A PA N  TA S T E  P E T I T  GI F T

J a p a n Ta s t e  Pe t i t  G i f t

品のある和の趣が
心をほっと和ませる

和の装いにおめかしした二人から
これからもよろしくね。

おめでたいシーンの定番。
鯛をおまんじゅうにしてラッピング

一口タイプの愛らしいタイのおまんじゅう。
おめでたいシーンにピッタリ♪

えび ほたて かに

★

●商品サイズ／95×100×10mm
●紅白くっきぃ1枚入（プレーン ・ ストロベリー）　
※色の指定はできません。

お申込番号 1594 ¥237

めでたいくっきぃ★

★

●商品サイズ／53×60×68mm
●だるまキャンディ3個入（アップル味）　
※種類の指定はできません。

お申込番号 1596 ¥259

福招きだるま（だるまキャンディ）★

●商品サイズ／10×95×120mm
●ペーパーおてふき5枚入（5種×各1枚）
※アルコールは含まれておりません。

お申込番号 1602 ¥330
福招御手福

ふくまねきおてふく

J a p a n Ta s t e  Pe t i t  G i f t

FUKUMANEKIOTEFUKU

富士山にだるまに夫 婦 鶴
日本の縁 起物とおもてなしの文化

使い切りタイプのお手拭きが入った
日本らしさ溢れる“こころばかり”なプチギフト。

（税抜価格¥250）

（税抜価格¥300）

（税抜価格¥240） （税抜価格¥320）

●商品サイズ／95×95×25mm
●鯛のおまんじゅう1個入（こしあん）

お申込番号 1593 ¥259

ありがタイまんじゅう★
（税抜価格¥240） （税抜価格¥220）



KIRATTO 056055 KIRATTO ※単品は5個単位のご注文でお願い致します。

●商品サイズ／25×110×130mm
●タオルサイズ／270×270mm

お申込番号 1598

たい焼き 圧縮タオル
〜感謝の気持ちがきっしり詰まってます〜

●商品サイズ／40×60×55mm
●ハンカチサイズ／200×200mm
●こんぺいとう20g入 　※色の指定はできません。

お申込番号 1603 ¥345

和つつみこんぺいとう★
（税抜価格¥320）

●商品サイズ／70×100×35mm
●ハンカチサイズ／280×280mm
●野菜かりんとう20g入
　（さつまいも ・ かぼちゃ ・ にんじん ・ ほうれん草 ・ たまねぎの味 ）
※種類の指定はできません。

お申込番号 1607

こころつつみ　野菜かりんとう

J a p a n Ta s t e
Pe t i t  G i f t

和風スタイル

JAPANESE ST Y LE ハンカチとして使える小粋な和柄のラッピング

ハンカチとして使いたい美しい和柄がノスタルジックなムードを演出。
そして中身はこんぺいとう、ハート型のせんべい、かりんとうというセンスの光るこだわりの和のアイテム。

★

●商品サイズ／70×100×30mm
●ハンカチサイズ／280×280mm
●ハートせんべい5枚入（しょうゆ味）
※種類の指定はできません。

お申込番号 1606 ¥367

こころつつみ　はーとせんべい★
（税抜価格¥340） ¥367（税抜価格¥340）

めでたいプチギフト

J a p a n Ta s t e  Pe t i t  G i f t

M E DETA I  PET I T  GI F T

日本 古来のおめでたい
モチーフに想いをこめて

リアリティのある鯛焼き、水にぬらすと
タオルに早変わり。

●商品サイズ／210×90×20mm
●紅白くっきぃ2枚入（プレーン ・ ストロベリー各1枚）

お申込番号 1601

めで鯛　紅白くっきぃ

全てのお祝い事にお使いいただける
和洋コラボのかわいい鯛のクッキー。

★

おめでたいだるまパッケージの中身は
ウェットティッシュになっています。

¥367（税抜価格¥340） ¥324（税抜価格¥300）

●商品サイズ／40×98×65mm
●こんぺいとう20g入 、三角袋×1
※色の指定はできません。

お申込番号 1605

あづま袋（こんぺいとう）★

●商品サイズ／40×80×135mm
●野菜かりんとう20g入
　（さつまいも ・ かぼちゃ ・ にんじん ・ ほうれん草 ・ たまねぎの味 ）
※種類の指定はできません。

お申込番号 1595

和味かりんとう★

●商品サイズ／15×95×115mm
●ミニウェットティッシュ10枚入
※エタノール含有率30%

お申込番号 1600 ¥308
みに福（ウェットティッシュ）

（税抜価格¥280）¥334（税抜価格¥310）

¥352（税抜価格¥320）

チャペル式とは？

キリスト教の教義にのっとって厳かな雰囲気で愛を誓うキリスト
教式（チャペル式）は、約6割のカップルが行うウェディングの定
番スタイル。親族だけでなく、友人や知人など多くの人に列席して
もらえるのも人気の理由。ウェディングドレスでバージンロードを

歩くことは、花嫁にとっては憧れのひとつ。

人前式とは？

神仏の代わりに列席者へ結婚を誓い、証人となってもらうスタ
イル。地域によっても異なるが、約2割のカップルがこの人前式
で式を挙げている。格式や様式にとらわれる必要がないので、
思い出の場所を会場にしたり、オリジナルで進行することも可
能。アイデアや趣向を凝らせるので、一生の思い出になるはず。

M ARRIAGE CERTIFICATE

WEDDING GIFT

ロマンティックにふたりらしく
夢を叶えるウェディングアイテム

結婚式で必ず行われる指輪の交換に使えるリングピローや

人前式で用いられる結婚証明書など

ウェディングシーンを盛り上げるアイテムが勢ぞろい

子供の頃から思い描いた結婚式や

ふたりらしさあふれるブライダルシーンを演出します

Gift4

16 0 6・16 07

16 0 6・16 07

16 0 6・16 07

※みに福（ウェットティッシュ）は航空便での発送が出来ない為、沖縄への発送はお受け致しかねます。
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●商品サイズ／155×215×30mm
《セット内容》 ゲストカード60枚（60名様分）

●用紙取り外し可　※最大120枚まで対応

●商品サイズ／132×93mm
《セット内容》 ゲストカード10枚（10名様分）

お申込番号

お申込番号

1237

1251

リッチ ・ パリ（アイボリー） ゲストブック

ゲストカード追加分 穴有り 10枚セット

●商品サイズ／132×93mm
《セット内容》 ゲストカード10枚（10名様分）

お申込番号 1251

ゲストカード追加分 穴有り 10枚セット

ゲストブック

お申込番号 1236

リッチ ・ パリ（グリーン） ゲストブック

お申込番号 1235

リッチ ・ パリ（ピンク） ゲストブック

表

ピンク グリーン アイボリー

裏

裏

1251

●商品サイズ／155×215×10mm
《セット内容》 結婚証明書1枚 ・ 写真台紙付

●用紙取り外し可

●商品サイズ／155×215×10mm
《セット内容》 結婚誓約書1枚 ・ 立会人署名欄3枚
（1枚20名様 計60名様分） ・ 写真台紙付　●用紙取り外し可

※おふたりの記念のお写真を入れられます。

お申込番号 お申込番号1232 1233

リッチ ・ パリ（アイボリー）  −チャペル式用− リッチ ・ パリ（アイボリー）  −人前式用−

●商品サイズ／139×201mm
《セット内容》 立会人署名欄1枚（1枚20名様分）

チャペル式用  証明書の内容

私は神と証人の前に結婚の誓約を交わした

この男女が夫婦であることを

父なる神と御子イエス ・ キリストと

聖霊の御名によって証明いたします

〈チャペル式用〉

結婚証明書

ゲストブック

〈人前式用〉

お申込番号 1234

リッチ ・ パリ 立会人署名欄追加分

●商品サイズ／180×270mm
《セット内容》 立会人署名欄1枚（1枚20名様分）

●商品サイズ／170×245mm
《セット内容》 立会人署名欄1枚（1枚20名様分）

お申込番号 1230

リッチ ・ パリ（グリーン）      −チャペル式用−
お申込番号 1231

リッチ ・ パリ（グリーン）      −人前式用−

お申込番号 1228

リッチ ・ パリ（ピンク）        −チャペル式用−
お申込番号 1229

リッチ ・ パリ（ピンク）        −人前式用−

●商品サイズ／155×215×30mm
《セット内容》 ゲストカード60枚（60名様分）

●用紙取り外し可　※最大120枚まで対応

お申込番号 1244

モンスティル（ホワイト） ゲストブック

●商品サイズ／260×185×10mm
《セット内容》 ゲストカード7枚（1枚10名様計70名様分）

※ゲストカードの追加は致しかねます。

お申込番号 1227

ロワデレーヌ ゲストブック

お申込番号 1243

モンスティル（ブラウン） ゲストブック

●商品サイズ／185×260×10mm
《セット内容》 結婚証明書1枚 ・ 写真台紙付

●用紙取り外し可

お申込番号 1224

ロワデレーヌ −チャペル式用−

●商品サイズ／193×285×10mm
《セット内容》 結婚証明書1枚 ・ 写真台紙付

●用紙取り外し可

お申込番号 1240

モンスティル（ホワイト） −チャペル式用−

お申込番号 1238

モンスティル（ブラウン） −チャペル式用−

●商品サイズ／185×260×10mm
《セット内容》 結婚誓約書1枚 ・ 立会人署名欄3枚
（1枚20名様 計60名様分） ・ 写真台紙付　●用紙取り外し可

お申込番号 1225

ロワデレーヌ −人前式用−

●商品サイズ／193×285×10mm
《セット内容》 結婚誓約書1枚 ・ 立会人署名欄3枚
（1枚20名様 計60名様分） ・ 写真台紙付　●用紙取り外し可

お申込番号 1241

モンスティル（ホワイト） −人前式用−

お申込番号 1239

モンスティル（ブラウン） −人前式用−

お申込番号

お申込番号

1242

1226

モンスティル　立会人署名欄追加分

ロワデレーヌ 立会人署名欄追加分

人前式用  誓約書の内容

私たちは　出席された方々を証人とし

夫婦としての約束を交わします

これからは互いに尊敬し　愛し合い

助け合って　平和で幸せに満ちた明るい

家庭を築くことを　ここに誓約いたします

  証明書の内容はP.57に
  記載されています。

  証明書の内容はP.57に
  記載されています。

ピンク

ホワイト ホワイト

グリーン

ブラウン ブラウン

アイボリー

M A R R I AGE C E RT I F IC AT E

結婚証明書 M A R R I AGE C E RT I F IC AT E

結婚証明書 M A R R I AGE C E RT I F IC AT E

GU E S T BO OK

ゲストブック GU E S T BO OK

GU E S T BO OK

M a r r i g e C e r t i f i c a t e

リッチパリR IC H PA R I S

街に立ち並ぶアンティークのお店、甘い香りを漂わせるカラフルなスウィーツ。
憧れのパリを連想させるおしゃれなデザインに、結婚式の思い出を綴じ込めて。

憧れの街のデザインに思い出を綴じ込めて

M a r r i g e C e r t i f i c a t e

モン ・ スティルMON ST Y L E

大人らしさを演出したいお二人には、落ち着いた配色でスタイリッシュなデザインを。
これからの人生を共に歩んで行く誓いを交わした証明書と、
喜びに満ちたお二人の幸せな笑顔の瞬間を綴じ込めて。

上品で洗練されたデザインで大人らしさを演出

M a r r i g e C e r t i f i c a t e

ロワデレ ーヌROI DE R E I N E

最愛の人と誓った約束は一生変わることのない永遠のもの。
最愛の人と共に歩む記念すべき日の思い出を綴って永遠に大切にしていきたい。

最愛の人の永遠の誓いにはモダンなデザインを

表

1251

¥4,180（税抜価格¥3,800） ¥4,180（税抜価格¥3,800）

¥4,180（税抜価格¥3,800） 4,070¥（税抜価格¥3,700）

4,070¥（税抜価格¥3,700）¥4,180（税抜価格¥3,800）

¥4,180（税抜価格¥3,800）

¥4,180（税抜価格¥3,800）

4,400¥（税抜価格¥4,000）

4,400¥（税抜価格¥4,000）

3,850¥（税抜価格¥3,500）

¥4,180（税抜価格¥3,800）

¥4,180（税抜価格¥3,800） ¥66（税抜価格¥60）

¥66（税抜価格¥60）

¥66（税抜価格¥60）

¥4,180（税抜価格¥3,800）

¥4,180（税抜価格¥3,800）

¥4,180（税抜価格¥3,800）

¥4,180（税抜価格¥3,800）

¥4,180（税抜価格¥3,800）

¥220（税抜価格¥200）

¥220（税抜価格¥200）

商品に記載されている
欧文和訳はQRコードからも
ご確認いただけます。
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M a r r i g e C e r t i f i c a t e M a r r i g e C e r t i f i c a t e

シャイニー
& ゲストブックSHINY & GUESTBOOK COL OR M A R R I AGE

特別な日を記念に残るアイテムで 幸せな時間を予感させる素敵なレセプションを

●商品サイズ／133×173×40mm
●ゲストカード60枚（60名様分）
●用紙取り外し可　●材質／合皮、ラインストーン付き
※最大100枚まで対応

お申込番号 1212

お申込番号 1211

ゲストブック シャイニー ホワイト

ゲストブック シャイニー ブラウン

●商品サイズ／195×285×15mm
●記入欄200名分（1P5名×40P）／用紙取り外し可

●商品サイズ／285×200×12mm
●立会人署名記入欄104名分（1枚26名分×4枚）
　用紙取り外し可

お申込番号 1159

お申込番号 1158

ゲストブック ピンク

お申込番号 1161

結婚証明書 ピンク

お申込番号 1160

ゲストブック ホワイト

お申込番号 1163

結婚証明書 ホワイト

ゲストブック グリーン

お申込番号 1162

結婚証明書 グリーン

●商品サイズ／100×148mm
●ゲストカード10枚（10名様分）

お申込番号 1213

追加用 シャイニー ゲストカード（10枚）

●商品サイズ／93×133mm
●ゲストカード10枚（10名様分）

お申込番号 1183

追加用 ウェディングゲストカード（10枚）

●商品サイズ／217×155×30mm
●ゲストカード60枚（60名様分）　●用紙取り外し可
●材質／合皮　※最大120枚まで対応

お申込番号 1182 3,520¥

ウェディングゲストカード（芳名帳）

表 裏

●商品サイズ／270×200×10mm
●証明書2枚入（本人記入用1枚、司式者記入用1枚）
●用紙取り外し可　●材質／合皮、ラインストーン付き

●商品サイズ／270×200×10mm
●証明書1枚入、立会人署名記入欄104名分
　（1枚26名分×4枚）　●用紙取り外し可
●材質／合皮、ラインストーン付き

お申込番号

お申込番号

1209

1210

お申込番号

お申込番号

1207

1208

結婚証明書 シャイニー ホワイト
チャペル式用

結婚証明書 シャイニー ホワイト
人前式用

結婚証明書 シャイニー ブラウン
チャペル式用

結婚証明書 シャイニー ブラウン
人前式用

チャペル式用

チャペル式用（左）文章

チャペル式用（右）、人前式用（左右）文章

Marriage cer t i f icate This man and this woman have made a matr imonial vow,
Based on Christ ian Matr imony, in the presence of God and the witnesses,
I on behalf of the witnesses at tending this wedding ,
declare the two persons man and wife in the name of God
the Father,and of the Son Jesus Christ ,and of the Holy Sprit .

In the presence of these witnesses,We hereby make our sacred vows in marriage

この兄妹は、神の証人の前で、キリスト教に基く結婚の契約をいたしました。
私は、この結婚式に列席した証人を代表し父なる神と御子イエス・キリストと精霊との御名において、
この男女が夫婦であることを宣言いたします。

これらの証人の前で、我々はここに私たちの神聖な結婚の誓いを行う

人前式用

ゲストにこれから始まる素敵な時間を予感させるとっても素敵なゲストブック。
お二人の愛を誓って立会人のもと署名する結婚証明書。
キュートなアイテムで素敵なレセプションを演出しましょう。

〈人前式用誓約文の内容〉

証人の証として
私たちはここに宣言します

神聖なる結婚の誓いを

118 3

1182

1211

1212

1213

1159

116 3

1161

10 39

1162

115 8

116 0

誓約書 立会人署名記入欄

●ペンスタンド／95×95×55mm　●羽ペン／約400mm
●ボールペン黒インク
●ペンとペンスタンドのセット販売のみとさせて頂きます。
●ペンの替芯はございません。
※自然の羽を使用している為、羽の作りのばらつき、自然の
　わずかな染みなどが商品毎に多少ございます。ご了承下さい。

お申込番号 1698

羽ペン＆ペンスタンド

一生に一度の大切なシーンだからこそ、
神聖な気持ちで署名ができる美しい羽ペンを。

（税抜価格¥3,200）

3,520¥（税抜価格¥3,200）

3,520¥（税抜価格¥3,200）

3,520¥（税抜価格¥3,200）

3,520¥（税抜価格¥3,200）

3,520¥（税抜価格¥3,200）

3,520¥（税抜価格¥3,200）

3,520¥（税抜価格¥3,200）

6,050¥（税抜価格¥5,500）

3,520¥（税抜価格¥3,200）

3,520¥（税抜価格¥3,200）

3,520¥（税抜価格¥3,200）

3,520¥（税抜価格¥3,200）

3,520¥（税抜価格¥3,200）

¥231（税抜価格¥210）

¥231（税抜価格¥210）
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●商品サイズ／φ30×70mm　●内容量／10ml

お申込番号 1615 ¥341
シャボン玉 ケーキ

●商品サイズ／φ20×93mm　●内容量／5ml

お申込番号 1614

シャボン玉 グラス

●商品サイズ／20×40×55mm　●内容量／24ml

お申込番号 1613

シャボン玉 ハート

ウェディングケーキ型を
したシャボン玉入れ。
純白リボンに結ばれた
粋な一品です。

シャンパングラスに入っ
たバブルシャワーが
祝酒の泡のように
舞い上がります。

ハート型がキュートな
バブルシャワー。
シャボン玉が優しい
雰囲気を奏でます。

NAT UR A L BASK ET

BR IDA L SHOW ER & BUBBLE

ナチュラルバスケット

ブライダル シャワー＆シャボ ン玉

●羽（ピンク／ホワイト）約100枚　
●羽サイズ／110×40mm

お申込番号 1663

エンジェルシャワー（ピンク／ホワイト）
2,750¥（税抜価格¥2,500）

●花びら約540枚（70g）　●花びらサイズ／60×45mm　
●材質／ポリエチレン

お申込番号 1665

花びらシャワー エンジェルシャワー（ブルー／ホワイト）

●羽（ブルー／ホワイト）約100枚　
●羽サイズ／110×40mm

お申込番号 16644,400¥（税抜価格¥4,000） 2,750¥（税抜価格¥2,500）

（税抜価格¥310） ¥286（税抜価格¥260）

●商品サイズ／300×340×390mm

お申込番号 1370

ナチュラルバスケット（送 迎 用）

プチギフトを手渡す時も、こんなキュートな

バスケットなら、ゲストも笑顔に。

¥3,080（税抜価格¥2,800）

¥286（税抜価格¥260）

FLAG
GARLAND

BOUQUET PUL LS
ブーケプルズ

■リング「永遠に続く愛」
古代より愛の象徴。恋を探している
あなたには、恋愛運の予感。

■ハート「愛のシンボル」
愛や生命を意味し、身につけると恋愛
運・金運UP に効果を発揮します。

■クローバー「幸運を運ぶ」
幸せの象徴の代表的なモチーフで、
健康・希望・愛・幸運を表します。

■ホースシュー「魔除け」
魔 除 けの 意 味を持 ち、悪 運 から身を
守ってくれると言われています。

■ベル「澄んだ心」
響き渡るベルの音色のような、澄んだ
心を持ち続けることができます。

■ベア「優しい母親」
やさしい 母 親の 象 徴。家 族 や 友 人に
囲まれ、幸せな生活を送れます。

ブーケに結ばれたリボンを同時に引くと、
1本だけがブーケにつながれているブーケプルズ。
みんなも幸せになって欲しいから、
ブーケに当たらなかったゲストにも幸運を祈って
ラッキーチャームを贈ります。

●アミックサテンリボン（ホワイト）  ●9mm幅×30m（1巻）
●お好きな長さにカットしてご使用ください。

お申込番号 EN061

ブーケプルズ用リボン

●商品サイズ／60×170×65mm
●リング・ベア・ハート・ホースシュー・クローバー・ベルφ20mm（各種）
●材質／合金　●リボン1m×6本付（4mm幅）

お申込番号 EN060

ラッキーチャーム（6種）
4,620¥（税抜価格¥4,200） 1,320¥（税抜価格¥1,200）

●サイズ：フラッグ全長 ／230 0×125mm
●フラッグ1枚 ／125×9 0 mm●リボン1本4m 付

フラッグガーランド スクエアタイプA ホワイトリボンBOX付

フラッグガーランド スクエアタイプA ブラウンリボンBOX付

MB031

MB050

●サイズ：フラッグ全長 ／230 0×125mm
●フラッグ1枚 ／φ120 mm●リボン1本4m 付

フラッグガーランド サークルタイプ ホワイトリボンBOX付

フラッグガーランド サークルタイプ ブラウンリボンBOX付

MB033

MB052

●サイズ：フラッグ全長 ／230 0×125mm
●フラッグ1枚 ／125×9 0 mm●リボン1本4m 付

フラッグガーランド スクエアタイプB ホワイトリボンBOX付

フラッグガーランド スクエアタイプB ブラウンリボンBOX付

MB032

MB051

●サイズ：フラッグ全長 ／230 0×125mm
●フラッグ1枚 ／125×9 0 mm●ホワイトリボン1本4m 付

ハロウィンフラッグガーランド BOX付
MB034

●サイズ：フラッグ全長 ／230 0×125mm
●フラッグ1枚 ／125×9 0 mm●ホワイトリボン1本4m 付

クリスマスフラッグガーランド BOX付
MB035

●サイズ：フラッグ全長／2300×120mm
●フラッグ1枚／120×100mm●赤紐1本4m付

MR.&MRS.和フラッグガーランド BOX付
MB054

●サイズ：フラッグ全長／2300×115mm
●フラッグ1枚／115×100mm●ホワイトリボン1本4m付

MR.&MRS.フラッグガーランド BOX付
MB053

オシャレな専用BOXつき
●箱サイズ／165×135×42mm

MB 052 ブラウンリボン

MB 031 ホワイトリボン MB 051 ブラウンリボン

2,200¥（税抜価格¥2,000） 2,200¥（税抜価格¥2,000）

2,200¥（税抜価格¥2,000）

2,200¥（税抜価格¥2,000）

2,200¥（税抜価格¥2,000）

2,200¥（税抜価格¥2,000）

1,980¥（税抜価格¥1,800） 1,980¥（税抜価格¥1,800）

2,200¥（税抜価格¥2,000） 2,200¥（税抜価格¥2,000）
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小型プロップス＆マーカー

●大型フレームサイズ／592×840mm　
●大型フレーム×2点、小型プロップス×6点、
　フォトブース看板×1点（スチレンボードタイプ）、
　イレイザー付きマーカー（黒）×2本

お申込番号 EN033 ¥10,560
スマイルフォトブース9点セット

フォトブース看板

大 型フレーム

●フリーメッセージ用ボード×1点、棒付きプロップス×3本、
　フレーム×1組、ガーランド×1点（紙製）、
　イレイザー付きマーカー（黒）×1本

お申込番号 EN034

スマイルフォトプロップス  ハッシュタグ

●フリーメッセージ用ボード×1点、棒付きプロップス×4本、
　ガーランド×1点（紙製）、イレイザー付きマーカー（黒）×1本

お申込番号 EN035

スマイルフォトプロップス  グリッター

●フリーメッセージ用ボード×1点、棒付きプロップス×4本、
　ガーランド×1点（紙製）、イレイザー付きマーカー（黒）×1本

お申込番号 EN036

スマイルフォトプロップス  チアーズ

ガーランド

マーカー

フレーム

フリーメッセージ用ボード

棒 付きプロップス

ガーランド

フリーメッセージ用
ボード

棒 付きプロップス マーカー

ガーランド

フリーメッセージ用ボード

棒 付きプロップス

マーカー

SMILE PHOTO BOOTH
笑顔とともにメッセージが伝わる“スマイル”グッズ

（税抜価格¥9,600）

¥ 3,080（税抜価格¥2,800） ¥ 3,080（税抜価格¥2,800） ¥ 3,080（税抜価格¥2,800）

PR EPA R AT ION 
パーティの準備に

パーティー前のウェルカムウコン 持ち歩きにもおしゃれなデザインの除菌ジェル
これから始まるパーティーの前にちょっと気の利いたアイテムを。
パイン味の甘いウコンゼリーでお祝いのお酒を楽しむ準備を！！

お出かけにもぴったりな手のひらサイズのアルコールハンドジェルは、
ゲストがもらって嬉しい心遣いバッチリなアイテムです。

●商品サイズ／38×55×150mm　
●ウコンゼリー1個入（9g）パイン味

お申込番号 EN062

ウコンパインゼリー
¥216（税抜価格¥200）

★
●商品サイズ／25×48×89mm　
●アルコールハンドジェル（60ml）
※種類の指定はできません。　※エタノール含有率約58%

お申込番号 EN066

アルコールハンドジェル
¥385（税抜価格¥350）

30本セット用化粧箱

R I BBON WA N DS

欧米発信スタイルで新郎新婦を祝福

リボ ンワンズ

●化粧箱サイズ／φ130×322mm
●リボン付きスティック30本（スティック／300mm、リボン／600mm）

●リボン付きスティック10本
　（スティック／300mm、リボン／600mm）

お申込番号

お申込番号

EN063

EN041

リボンワンズ キャメル 30本入

リボンワンズ キャメル 10本

●化粧箱サイズ／φ130×322mm
●リボン付きスティック30本（スティック／300mm、リボン／600mm）

●リボン付きスティック10本
　（スティック／300mm、リボン／600mm）

お申込番号

お申込番号

EN064

EN042

リボンワンズ ピンク 30本入

リボンワンズ ピンク 10本

●化粧箱サイズ／φ130×322mm
●リボン付きスティック30本（スティック／300mm、リボン／600mm）

●リボン付きスティック10本
　（スティック／300mm、リボン／600mm）

お申込番号

お申込番号

EN065

EN043

リボンワンズ ブルー 30本入

リボンワンズ ブルー 10本

新しい演出アイテムとして注目を集めるリボンワンズ。
祝福の言葉をリボンに乗せて、2人の上でくるくると回せば、
幸せあふれるリボンのトンネルができあがります。

8,250¥（税抜価格¥7,500） 8,250¥（税抜価格¥7,500）

8,250¥（税抜価格¥7,500）

¥2,750（税抜価格¥2,500） ¥2,750（税抜価格¥2,500）

¥2,750（税抜価格¥2,500）

※アルコールハンドジェルは航空便での発送が
　出来ない為、沖縄への発送はお受け致しかねます。
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R I NG PI L L OW

大切なリングを交換の時まで守り 運ぶリングピロー

リング ピロー

●商品サイズ／150×150×95mm

●商品サイズ／60×236×294mm　●説明書付き

お申込番号

お申込番号

EN001

EN006

エンジェル ・ クッション
フラワータイプリングピロー（ホワイト）

エンジェル ・ クッション
手作りキット フラワータイプ（ホワイト）

花びらを幾重にも重ね合わせたゴージャスでエレガントなリングピロー。

●商品サイズ／150×150×95mm

●商品サイズ／60×236×294mm　●説明書付き

お申込番号

お申込番号

EN002

EN007

エンジェル ・ クッション
フラワータイプリングピロー（アイボリー）

エンジェル ・ クッション
手作りキット フラワータイプ（アイボリー）

サテンリボンとパールのアクセントが上品で華やかな印象を与えます。

●商品サイズ／150×150×95mm

●商品サイズ／60×236×294mm　●説明書付き

お申込番号

お申込番号

EN003

EN008

エンジェル ・ クッション
フラワータイプリングピロー（ピンク）

エンジェル ・ クッション
手作りキット フラワータイプ（ピンク）

幸せいっぱいのウェディングシーンにぴったりな愛らしいピンクの花びら。

●商品サイズ／150×150×100mm

●商品サイズ／53×236×294mm　●説明書付き

お申込番号

お申込番号

EN004

EN009

エンジェル ・ クッション
羽根付きタイプリングピロー

エンジェル ・ クッション
手作りキット 羽根付きタイプ

純白のバラと美しい羽根が幻想的な雰囲気を醸し出してくれます。

●商品サイズ／155×135×40mm

●商品サイズ／40×236×294mm　●説明書付き

お申込番号

お申込番号

EN005

EN010

エンジェル ・ クッション
バッグタイプリングピロー

エンジェル ・ クッション
手作りキット バッグタイプ

上品なレース使いが印象的なリングピローは、赤ちゃんのファーストピローにも最適。

初心者さんにも作りやすい商品を
揃えました。

（製作目安時間：約2時間〜）

記憶に残る大切な時間を、
さらに思い出深くする
手作りキット。

●手作りキット例

E N 013

E N 014
●商品サイズ／150×150×80mm

お申込番号 EN013

アンジェリーナ（ピンク）リングピロー

シンプルながらやさしさが伝わるリングピローは
ベイビーのファーストピローにもGood。

●商品サイズ／150×150×80mm

お申込番号 EN014

アンジェリーナ（ブルー）リングピロー

ウェディングシーンにぴったりのボリュームある
白いリボンが印象的なリングピロー。

●商品サイズ／150×150×90mm

お申込番号 EN012

ブランローゼリングピロー

ふたりの愛が花開いたようなゴージャスで
ありながら清楚なリングピロー。

ふたりが 誓う約束の言 葉を
やさしく受け止めてくれるリングピロー

E N 012

¥6,600（税抜価格¥6,000）

¥6,600（税抜価格¥6,000）

¥6,600（税抜価格¥6,000）

¥2,640（税抜価格¥2,400） ¥2,640（税抜価格¥2,400）

¥2,200（税抜価格¥2,000）

¥3,300（税抜価格¥3,000）

¥3,300（税抜価格¥3,000）

¥3,300（税抜価格¥3,000）

¥4,400（税抜価格¥4,000）

¥4,400（税抜価格¥4,000）

¥4,400（税抜価格¥4,000）

¥2,200（税抜価格¥2,000）

MEMORIAL ITEM

ゲストの方と大切な日の思い出を刻む
メモリアルアイテム

一生に一度しかない大切な日の思い出を

ゲストと一緒に思い出に残したい

パズルにメッセージを残したり

指紋でおしゃれな絵を描いたり

いつまでも残る大切な思い出を ともに作ってみませんか

Gift5

※手作りキット内に付属のボンドは航空便での発送が出来ない為、沖縄への発送はお受け致しかねます。
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お申込番号 ENC004
お申込番号 ENC005

お申込番号 ENC001
お申込番号 ENC002
お申込番号 ENC003

ウェディングキャンバス 40名様対応

●商品サイズ／428×337×22mm
●アクリル絵の具付き　●絵の具皿3皿付き（ゴールドシルバーは2皿）
●筆3本付き（ゴールドシルバーは2本）　
※挙式日、お名前が英字で入ります。但し、記号（ー・∧）を入れることはできません。
　（不可例：Taro・Yoko）

※推奨30名〜50名様まで、絵の具の使用量によっては最大80名様まで対応可能。
※イーゼルは付いておりません。　※文字等の印字は白色になります。

ー       ∧

¥25,300（税抜価格¥23,000）

新郎新婦様名入れ／英字表記（例：Daisuke & Yuko） 日付の印字／英字表記（例：Aug.30,2025） ※詳しくはP.98をご覧ください。

ウェルカムタイルボード

WELCOME TILE BOARD

ひとつひとつの想い（タイル）を集めて完成させるオンリーワンアート

ゲストがおふたりの幸せを想いながらタイルに名前を書き、

ひとつのウェルカムボードにそれぞれお好きな場所に貼って作るオリジナルボード。

皆で作るタイルの模 様がアートになり、おふたりを見守り輝き続けるでしょう。

EN069
アンティーク

EN070
モロッカン

EN071
ポイントピンク

ENC001
トリコロール

ENC004
ミックスベジタブル

ENC002
ディープピンク

ENC005
ゴールドシルバー

ENC003
アズール

※お届け時、タイルは貼られておりません。皆様で貼って一つだけのボードを作ってください。

〈リーブス〉 〈ランタン〉

●商品サイズ／465×341×18mm
●リーブスタイル62個 、ペイントペン（ゴールド）1本
●フレーム付き、ボード付き
※イーゼルは付いておりません。　※色の指定はできません。
※最大65名様分を推奨しております。

お申込番号 EN068

ウェルカムタイルボード（リーブス）M 60名様対応
¥25,300（税抜価格¥23,000）

●商品サイズ／1個サイズ：61×17×6mm
●リーブスタイル5個　※色の指定はできません。

お申込番号 EN072

タイル（リーブス）追加用 5個セット
¥1,650（税抜価格¥1,500）

お申込番号 EN069
お申込番号 EN070
お申込番号 EN071

ウェルカムタイルボード（ランタン） 50名様対応
¥25,300（税抜価格¥23,000）

●商品サイズ／520×392×18mm
●ランタンタイル52個 、ペイントペン（ゴールド）1本
●フレーム付き、ボード付き
※イーゼルは付いておりません。　※追加タイルはございません。
※色の指定はできません。

絵の具皿 筆

《アクリル絵の具 》
●各商品に合わせた絵の具が付属します。
●内容量／1本11mlずつ計3本
　（※ゴールドとシルバーは1本20mlずつ計2本）

トリコロール

ミックスベジタブル ゴールドシルバー

ディープピンク アズール

●商品サイズ／341×254×18mm
●リーブスタイル32個 、ペイントペン（ゴールド）1本
●フレーム付き、ボード付き
※イーゼルは付いておりません。　※色の指定はできません。
※最大35名様分を推奨しております。

お申込番号 EN067

ウェルカムタイルボード（リーブス）S 30名様対応
¥18,700（税抜価格¥17,000）

ウェディングキャンバス

WEDDING CANVAS

みんなで描く一筆があつまって出来る世界にひとつだけのアート

大切なゲストが描く一筆が結婚の証明に。

ストロークで世界にひとつだけの特別な証明ボードを作って素敵な瞬間をいつまでも残していたい。

鮮やかなカラーがその日の高揚を思い出させてくれる。

ご注文は納品日の14日前までに。
商品1点につき+¥2,200（税抜価格¥2,000）
にて7日以上14日未満も対応

タイルの裏に両面テープが付いており、
そのまま貼ることが出来ます。

ウェディングキャンバス英文訳

MARRIAGE CERTIFICATE

Unti l  this day, we spent t ime together
and came to real ize how impor tant
and indispensable we were to one another.

We hereby vow to appreciate the joy of being
with a loved one,and str ive to be a husband
and wife with mutual respect ,
as we spend the rest of our l ives together. 

Today we declare our jo ining in matr imony 

結婚証明書

私たちはこれまで共に時間を過ごして
お互いがとても大切でかけがえのない存在になりました。
これからも大切な人と一緒にいられる幸せに感謝し
互いに尊敬しあえる夫婦になれるよう努力しながら
ずっと一緒に生きていくことを誓います。

今日ここに私達は結婚する事を宣言します。

※アクリル絵の具は航空便での発送が出来ない為、沖縄への発送はお受け致しかねます。
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ペイントウェルカムボード スクエア

●商品サイズ／ボードサイズ：257×364mm
●スタンド（スチール製）付き
※挙式日、お名前が英字で入ります。但し、記号（ー・∧）を入れることはできません。
　（不可例：Taro・Yoko）ー       ∧

¥14,300（税抜価格¥13,000）お申込番号 WBP004
お申込番号 WBP005

お申込番号 WBP001
お申込番号 WBP002
お申込番号 WBP003

お申込番号 WBP009
お申込番号 WBP010

お申込番号 WBP006
お申込番号 WBP007
お申込番号 WBP008

ペイントウェルカムボード サークル

●商品サイズ／ボードサイズ：φ300mm、スタンドサイズ：130×110×205mm
●スタンド（樹脂製）付き
※挙式日、お名前が英字で入ります。但し、記号（ー・∧）を入れることはできません。
　（不可例：Taro・Yoko）

●商品サイズ／ボードサイズ：297×420×9mm
　　　　　　　お花サイズ：370×220×40mm
●スタンド付き
※挙式日、お名前が英字で入ります。但し、記号（ー・∧）を
　入れることはできません。
　（不可例：Taro・Yoko）
※イーゼルは付いておりません。
※花の色、形は多少変わることがございます。
※リボン1 本1m 付（ボードに結んでご使用ください。）

ー       ∧

ウェルカムウッドボード スタンダード

●商品サイズ／297×420×9mm
●スタンド付き
※挙式日、お名前が英字で入ります。但し、記号（ー・∧）を入れることはできません。
　（不可例：Taro・Yoko）
※イーゼルは付いておりません。　※花は付いておりません。

ー       ∧

¥14,300（税抜価格¥13,000）お申込番号 WBW004
お申込番号 WBW005

お申込番号 WBW001
お申込番号 WBW002
お申込番号 WBW003

ー       ∧

¥14,300（税抜価格¥13,000）

お申込番号 WBW006

ウェルカムウッドボード フラワーシャビー
¥22,000（税抜価格¥20,000）

新郎新婦様名入れ／英字表記（例：Daisuke & Yuko） 日付の印字／英字表記（例：Aug.30,2025） ※詳しくはP.98をご覧ください。新郎新婦様名入れ／英字表記（例：Daisuke & Yuko） 日付の印字／英字表記（例：Aug.30,2025） ※詳しくはP.98をご覧ください。

WBP006
ロイヤルブルー

WBP007
ホワイト

WBP008
カーキグリーン

WBP009
ディープイエロー

WBP010
パープルピンク

WBP001
ロイヤルブルー

WBP002
ホワイト

WBP003
カーキグリーン

WBP004
ディープイエロー

WBW003
フローラル

WBW001
ダークブラウン

WBW004
オリーブ

WBW002
ナチュラル

WBW005
紅白椿

WBP005
パープルピンク

※ウェルカムウッドボード用スタンド

※スタンド付（スチール製）

※スタンド付（樹脂製）

ペイントウェルカムボード

PAINT WELCOME BOARD

ペイントデザインがおしゃれなアクリルボード

透明感 溢れるアクリルボードに描かれたペイントがGO O D！！

縦 型もしくは円盤 型のお好きなボードを選 んで、大 切なゲストを素敵に迎えましょう！

多彩なカラーリングでどんな場面にもお 洒 落に空間を演出してくれます。

ウェルカムウッドボード

WELCOME WOOD BOARD

温もりを感じる木製ボードが大切なゲストをお出迎え

ナチュラルな質感と厚 みのあるしっかりとした木のボードが

ウェルカムスペースをワンランクアップさせます。

会場の雰囲気に合わせてデザインをお選びいただけます。

ご注文は納品日の14日前までに。
商品1点につき+¥2,200（税抜価格¥2,000）
にて7日以上14日未満も対応

ご注文は納品日の21日前までに。
商品1点につき+¥2,200（税抜価格¥2,000）
にて14日以上21日未満も対応
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WBM05
アロー

WBM08
Wagara

WBM04
HIMAWARI

WBM07
和雲

WBM06
カーニバル

WBM02
ナイトスター

WBM03
ボタニカル

WBM01
リーフ

ご注文は納品日の14日前までに。
商品1点につき+¥2,200（税抜価格¥2,000）
にて7日以上14日未満も対応

DESIGN

SAND COLOR PETIT SAND

DESIGN

8種類のデザインからお選びください。

4種類のサンドカラーからお選びください。 4種1セットのプチサンドを追加注文できます。

4種類のデザインからお選びください。

EN057
プチサンド

（モードピンク）

WBS02
モードピンク

WD-B
マイネーム

EN059
プチサンド

（ブライトオレンジ）

WBS04
ブライトオレンジ

WD-D
シェアリング・ザ・ラブ

紙製じょうごの使用イメージ 62名様分イメージ

※弊社は最大
　62名様分を
　推奨しております。

EN058
プチサンド

（ナチュラルグリーン）

WBS03
ナチュラルグリーン

WD-C
スタンダード

EN056
プチサンド

（スタイリッシュブルー）

WBS01
スタイリッシュブルー

WD-A
ウェルカム

WF-1 ナチュラル WF-2 ブラウン

◆フレームカラーをお選びください。

新郎新婦様名入れ／英字表記（例：Daisuke & Yuko） 日付の印字／英字表記（例：Aug.30,2025） ※詳しくはP.98をご覧ください。新郎新婦様名入れ／英字表記（例：Daisuke & Yuko） 日付の印字／英字表記（例：Aug.30,2025） ※詳しくはP.98をご覧ください。

お申込番号 WBS03
お申込番号 WBS04

お申込番号 WBS01
お申込番号 WBS02

ウェルカムサンドアート50名様対応

●商品サイズ／394×271×100mm
●紙製じょうご付き　●紙製受け皿付き　●フレーム用お持ち帰り袋付き
※挙式日、お名前が英字で入ります。但し、記号（ー・∧）を入れることはできません。（不可例：Taro・Yoko）
※当日完成した商品は専用紙袋にてお持ち帰り頂けます。　※文字等の印字は白色になります。

ー       ∧

お申込番号 EN058
お申込番号 EN059

お申込番号 EN056
お申込番号 EN057

プチサンド4種1セット

●商品サイズ／87×50×5mm
※それぞれ4種1セットでの販売となります。1種のみでのご注文は承っておりません。

〈カラーサンド内容量〉
ホワイト15g×11袋

グレー15g×11袋

ブルー15g×11袋

スカイブルー15g×17袋

〈カラーサンド内容量〉
ホワイト15g×11袋

グレー15g×11袋

ピンク15g×11袋

ベビーピンク15g×17袋

〈カラーサンド内容量〉
ホワイト15g×11袋

グレー15g×11袋

パステルオレンジ15g×11袋

グリーン15g×17袋

〈カラーサンド内容量〉
ホワイト15g×11袋

グレー15g×11袋

オレンジ15g×11袋

パステルオレンジ15g×17袋

¥25,300（税抜価格¥23,000）

お申込番号 WBM05
お申込番号 WBM06
お申込番号 WBM07
お申込番号

お申込番号 WBM01
お申込番号 WBM02
お申込番号 WBM03
お申込番号 WBM04 WBM08

ミラーウェルカムボード

●商品サイズ／340×462×12mm
※挙式日、お名前が英字で入ります。但し、記号（ー・∧）を入れることはできません。
　（不可例：Taro・Yoko）

※イーゼルは付いておりません。
※文字等の印字は白色になります。

ー       ∧

お招きしたゲストを会場でお迎えする
ウェルカムボードは、お二人のセンスが光る
ミラータイプのウェルカムボード。

¥24,200（税抜価格¥22,000）594¥（税抜価格¥540）

ご注文は納品日の14日前までに。
商品1点につき+¥2,200（税抜価格¥2,000）
にて7日以上14日未満も対応
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ENF005 ブルー

●商品サイズ／ラベンダー：40×60×92mm
　かすみ草：55×65×95mm、ユーカリ：55×35×95mm
●フラワータグ5本入
　（ラベンダー2本 ・ かすみ草1本 ・ ユーカリ2本）
※花の色、形は多少変わることがございます。

※お花は造花を使用しております。

お申込番号 EN075

フラワーガーランドボード
追加用フラワータグ（5本入）

¥880（税抜価格¥800）

●商品サイズ／160×160×70mm
●フラワー（デイジー、ボアプランツ、ハイドレンジア、ユーカリ、
　かすみ草、スターチス）40本入
※花の色、形は多少変わることがございます。
※最大50名様分を推奨しております。
※お花はドライフラワーを使用しております。

お申込番号 ENF001

フラワーリングボックス（ピンクベージュ）
40名様対応

¥25,300（税抜価格¥23,000）

●フラワー（デイジー、ボアプランツ、ハイドレンジア、ユーカリ、
　かすみ草、スターチス）10本入
※花の色、形は多少変わることがございます。
※お皿は付いておりません。
※お花はドライフラワーを使用しております。

お申込番号 EN073

フラワーリングボックス（ピンクベージュ）
追加用フラワー（10本入）

¥2,200（税抜価格¥2,000）

●フラワー（千日紅、ハイドレンジア、フローレンティナ、
　スターリンジャー、リーフ、スターチス）10本入
※花の色、形は多少変わることがございます。
※お皿は付いておりません。
※お花はドライフラワーとリーフのみ造花を使用しております。

お申込番号 EN074

フラワーリングボックス（ダークブラウン）
追加用フラワー（10本入）

¥2,200（税抜価格¥2,000）

フラワーリングボックス

フラワーボトルボックス

フラワーガーランドボード

FLOWER RING BOX

FLOWER BOTTLE BOX

FLOWER GARLAND BOARD

ゲストの想いで完成するフラワーリングボックス

大 切なリングを交 換の時まで 守るフラワーリングボックス。

ゲスト1人1人 がお好きなフラワーを選び、承認の証としてボックスの中に差し込 んで ．．．

皆さんの想いが詰まったお花が集まり、世界に一つだけのフラワーリングボックスに。

指輪ケースやインテリアとしても可愛くご使 用いただけます。

想いを伝えるその瞬間は、

かけがえのない2人の特別な思い出に

おふたりを支え承認した証を 一輪挿しのように吊るして

お酒のボトルを贈れるおしゃれな木 箱。

想いを伝えた後は、贈ったワインやシャンパンで

ゆっくりと思い出に浸りながら2人だけの特別な時間へ。

タグに名前を書いたお花を紐に通せば、おふたりの結婚を承認する証になる！　

一輪ずつ用意された小さなお花たちが集まってできるガーランドボードは、

華やかで美しく咲いた満開の結婚証明書になります。

ENF003 ホワイト ENF007 ブラックホワイト

ENF004 レッド ENF008 パープルグリーン

●商品サイズ／340×462×20mm
●フラワータグ38本入（ラベンダー20本 ・ かすみ草9本 ・ ユーカリ9本）
※イーゼルは付いておりません。
※花の色、形は多少変わることがございます。
※最大43名様分を推奨しております。

お申込番号 ENF006

フラワーガーランドボード 38名様対応
¥17,600（税抜価格¥16,000）

かすみ草 ユーカリラベンダー

●商品サイズ／160×160×70mm
●フラワー（千日紅、ハイドレンジア、フローレンティナ、
　スターリンジャー、リーフ、スターチス）40本入
※花の色、形は多少変わることがございます。
※最大50名様分を推奨しております。
※お花はドライフラワーとリーフのみ造花を使用しております。

お申込番号 ENF002

フラワーリングボックス（ダークブラウン）
40名様対応

¥25,300（税抜価格¥23,000）

お二人の結婚の証として
ゲストに一輪ずつ

差し込んでいただきます。

メッセージカード付

フラワーボトルボックス（プロポーズ）

●商品サイズ／110×350×200mm　●メッセージカードサイズ／108×88mm
●リボン500mm（指輪に結んでご使用ください。）
※ボトルは付いておりません。ご自身でご用意ください。 ※花・リボンの色、形は多少変わる場合がございます。
※お花は ENF003，ENF004，ENF005はプリザーブドフラワーとドライフラワーを、
　ENF007，ENF008はアーティフィシャルフラワーを使用しております。

¥20,900（税抜価格¥19,000）お申込番号 ENF007

お申込番号 ENF005
お申込番号 ENF008

お申込番号 ENF003
お申込番号 ENF004
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©Disney

MESSAGE PUZZLE
祝福メッセージで彩るハッピーパズル

ミッキーやミニーの形 をしたパズルのピースに

ゲストがお祝いメッセージを書いてボードにはめていくと完成するウェルカムボード。

どこに誰のメッセージがあるか探すのも楽しみです。

ゲストが完 成させる新感覚のパズル型ウェルカムボード

新郎新婦様名入れ／英字表記（例：Daisuke & Yuko） 日付の印字／数字表記（例：2025.8.30） ※詳しくはP.98をご覧ください。

WB-BP004

WB-BP006

取手シール付

WB-BP005

WB-BP007

①一番最初に、ネームプレートをおふたりで一緒にウェルカムボードの中央部にはめてください。
②ゲストが、ピースにメッセージを記入します。
③メッセージを記入したピースを、ゲストがウェルカムボード本体にはめていきます。
④ゲストみんなのお祝メッセージがあつまった、世界にひとつのウェルカムボードが出来上がり！

●ご使用方法

ウェルカムボードと台紙の透明カバーが入っています。すべてのピースをはめ戻した後に透明カバーをかぶせて、
フレームにセットし直してください。
※逆さまにしますと、はめたピースが落ちてしまいますので、作業をする際には逆さまにしないようにしてください。
※ご自宅で壁にかけて飾るためのひもが入っております。詳しくは、同梱されている取扱説明書をごらんください。

●式でご利用後は・・・

お申込番号

お申込番号

WB-BP005

WB-BP007

メッセージパズル
ウェルカムボード  クラシックカー

メッセージパズル
ウェルカムボード  シップ

お申込番号 WB-BP004

メッセージパズル
ウェルカムボード  バルーン

●商品サイズ／445×620×10mm
●ミッキーピース×23個、ミニーピース×23個、ハートピース×34個
※予備ピース各3個入り、ネームプレート、吊りひも、お持ち帰り用
　取手シール（ダンボール貼り付け仕様）

●商品サイズ／445×620×10mm
●ミッキーピース×23個、ミニーピース×23個、ハートピース×34個
※予備ピース各3個入り、ネームプレート、吊りひも、お持ち帰り用
　取手シール（ダンボール貼り付け仕様）

お申込番号 WB-BP006

メッセージパズル
ウェルカムボード  スウィング

●商品サイズ／445×620×10mm
●ミッキーピース×23個、ミニーピース×23個、ハートピース×34個
※予備ピース各3個入り、ネームプレート、吊りひも、お持ち帰り用
　取手シール（ダンボール貼り付け仕様）

●商品サイズ／445×620×10mm
●ミッキーピース×23個、ミニーピース×23個、ハートピース×34個
※予備ピース各3個入り、ネームプレート、吊りひも、お持ち帰り用
　取手シール（ダンボール貼り付け仕様）

※商品には挙式日、お名前が入ります。但し、記号（-・^）は入れることができません。（不可例：Taro・Yoko）- ^

DISNEY MESSAGE PUZZLE

¥17,600（税抜価格¥16,000） ¥17,600（税抜価格¥16,000）

¥17,600（税抜価格¥16,000）¥17,600（税抜価格¥16,000）

お申込番号 BOP004

6色カラーペン（パズルボード用）

●商品サイズ／155×65×10mm（水性）
¥1,320（税抜価格¥1,200）

ご注文は納品日の14日前までに。
商品1点につき+¥2,200（税抜価格¥2,000）
にて7日以上14日未満も対応
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お申込番号 ENB005

ウェルカムドロップス承認ボード〈オン ザ ビーチ〉50名様対応

●商品サイズ／444×333×22mm
●名入れウェルカムボード1枚、結婚証明ボード1枚、承認チップ55枚（50枚+予備5枚入）

承認チップ

裏／結婚証明書（人前式用）

表／ウェルカムボード

お申込番号 ENB002

ウェルカムドロップス承認ボード〈プロヴァンス〉55名様対応

●商品サイズ／444×333×22mm
●名入れウェルカムボード1枚、結婚証明ボード1枚、承認チップ60枚（55枚+予備5枚入）

お申込番号 ENB001

ウェルカムドロップス承認ボード〈夫婦鶴〉55名様対応

●商品サイズ／444×333×22mm
●名入れウェルカムボード1枚、結婚証明ボード1枚、承認チップ60枚（55枚+予備5枚入）

承認チップ

承認チップ

裏／結婚証明書（人前式用） 裏／結婚証明書（人前式用）

表／ウェルカムボード

受付に承認チップとペンをご用意 ゲストがお名前を書いた承認チップをボードの中へ ゲストが見守る中でお2人で証明書へサイン

表／ウェルカムボード

お申込番号 ENB003

ウェルカムドロップス承認ボード〈ジャジー〉50名様対応

●商品サイズ／444×333×22mm
●名入れウェルカムボード1枚、結婚証明ボード1枚、承認チップ55枚（50枚+予備5枚入）

承認チップ

裏／結婚証明書（人前式用）

表／ウェルカムボード

お申込番号 ENB004

ウェルカムドロップス承認ボード〈ヴィンテージスター〉50名様対応

●商品サイズ／444×333×22mm
●名入れウェルカムボード1枚、結婚証明ボード1枚、承認チップ55枚（50枚+予備5枚入）

承認チップ

裏／結婚証明書（人前式用）

表／ウェルカムボード

WF-1 ナチュラル WF-2 ダークブラウン WF-3 ホワイト

◆フレームカラーをお選びください。

※この商品には表のウェルカムボード中央に、お二人の新しいファミリーネーム（新姓 ）の頭 文字、
　またその下にフルネームで 新姓、お名前が 英 字で、挙式日が 数字で入ります。（左ページ上段 参照 ）
　但し、記号（-・^）は入れることができません。（不可例：Taro・Yoko）
※イーゼル、ペンは付属しておりません。（油性ペン推 奨 ）

- ^

新郎新婦様名入れ／英字表記（例：Daisuke & Yuko）、新名字／英字表記（例：TANAKA） 日付の印字／数字表記（例：20250830） ※詳しくはP.98をご覧ください。

ゲストをお出迎えするウェルカムボードと、二人の永遠の誓いを証明する結婚証明書。
大事な瞬間をゲストと一緒に体験する、ドロップボードと結婚証明書を1つにした“ウェルカムドロップス承認ボード”。

新しい家族としてのスタートをゲストが優しく見守ります。

商品に記載されている
欧文和訳はQRコードからも
ご確認いただけます。

¥19,250（税抜価格¥17,500） ¥19,250（税抜価格¥17,500）

¥19,250（税抜価格¥17,500）¥19,250（税抜価格¥17,500）

¥19,250（税抜価格¥17,500）

ご注文は納品日の14日前までに。
商品1点につき+¥2,200

（税抜価格¥2,000）
にて7日以上14日未満も対応
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新郎新婦様名入れ／英字表記（例：Daisuke & Yuko） 日付の印字／英字表記（例：August 30,2025） ※詳しくはP.98をご覧ください。

・お名前、記念日の名入れは「英数字」「横書き」にて承ります。

  「但し、記号（−・∧）を入れることはできません。（不可例：Taro・Yoko）」

・お名前、記念日共に文字カラーはブラックのみとなります。

・Marca のアートは全て上質紙を使用しております。

・商品には手拭きのウエットティッシュは付属しておりません。

・文字校正にて必ずお間違えがないかご確認ください。納品後の文字の変更はできません。

・紙製品のため、小さな黒点などがごくまれに混ざることがございます。

・ガラス面などの取り外しの際には、周りに十分ご注意いただき、慎重に取り外してください。

  取り外したあとも保管には十分ご注意ください。

・イーゼルは木製製品のため、木目や色合いには個体差がございます。予め御了承ください。

−      ∧

【商品に関して】

結婚証明書（人前式用）

卓上イーゼル

ウェルカムボード

ITEM

〜 でご注文が完成します 〜 でご注文が完成します

ゲスト一人ひとりの指紋によって完成するウェルカムボード　おふたりにとって一生に一度の大切な日をしるすアイテムとして ゲスト一人ひとりと新郎新婦の指紋によって完成する結婚証明書　大切な人たちに見守られながらおふたりの愛を誓うアイテムとして

式場受付にて指紋を押していただきやすいようアイテムを立てかけることができ　挙式後もご自宅にてご使用していただける卓上イーゼル

WELCOME BOARD CERTIFICATE

EASEL

お申込番号
お申込番号

1. 上部余白スペースに「新郎新婦様の指紋」を重ねて
   捺印し、♥を完成させてください。
2. 証明書は「挙式日／式場名／新郎新婦様のご氏名・
   証人の方の直筆サイン」をご記入いただけます

私たちは、本日お集まりいただいた皆様に結婚の誓いをい
たします。私たちはこれまで、共にたくさんの時間を過ごしお
互いがとても大切で、かけがえのない存在になりました。こ
れからも大切な人と一緒にいられる幸せに感謝し、お互い
に尊敬し合える夫婦になれるよう努力しながら ずっと一緒
に生きていくことを誓います。

※記載は英文となります。

お好きなベースデザインと結婚証明書が入ります

How to use

記載英文和訳

お申込番号

WB-MA02
WB-MA04

WB-MA03

Marca ウェルカムボード（S）
Marca 結婚証明書（人前式用）

カラー番号 WF-1

フレーム  ナチュラル

カラー番号 WF-2

フレーム  ダークブラウン

Marca ウェルカムボード（M）

●対応人数／約30〜80名様
●商品サイズ／367×280mm
※カラースタンプパッド付

●内容／結婚証明書  1枚 ・ Marcaベースデザイン（Sサイズ）1枚
●対応人数／約30〜80名様　
●商品サイズ／227×315mm
※カラースタンプパッド付

※ウェルカムボードと同じ10種類からお選びください
※79ページ左下のベースデザインをご参照ください

お申込番号 WB-MAE01

卓上イーゼル（S）ナチュラル

●商品サイズ／175×240mm
※ウェルカムボード（S）に対応

お申込番号 WB-MAE02

卓上イーゼル（S）ダークブラウン

●商品サイズ／175×240mm
※ウェルカムボード（S）に対応

お申込番号 WB-MAE04

卓上イーゼル（M）ダークブラウン

●商品サイズ／280×380mm
※ウェルカムボード（M）に対応

お申込番号 WB-MAE03

卓上イーゼル（M）ナチュラル

●商品サイズ／280×380mm
※ウェルカムボード（M）に対応

●対応人数／約50〜100名様
●商品サイズ／505×382mm
※カラースタンプパッド付

S WF-1M WF-2

WF-3 WF-4

※ガラスを外してご使用ください。

ITEM 商品サイズをお選びください COLOR フレームカラーをお選びください

DESIGN ベースデザインをお選びください

DESIGN

COLOR

ベースデザインをお選びください

ホルダーカラーをお選びください

※ナチュラルにはゴールド、ホワイトにはシルバーのロゴが入ります

カラー番号 カラー番号WF-3 WF-4

ホルダー  ナチュラル ホルダー  ホワイト

カラー番号 WD-A 〜 WD-J

Marca ベースデザイン

デザイン番号 WD-A

ゲストの指紋が「葉」に
幸せの葉を開かせて

TREE OF GR ACE

デザイン番号 WD-B

ゲストの指紋が「涙」に
感動の涙を受けとめて

UMBRELLA

デザイン番号 WD-D

ゲストの指紋が「灯」に
幸せの灯りに照らされて

CANDLE

デザイン番号 WD-E

ゲストの指紋が「花びら」に
永久に枯れないブーケに

BOUQUET

デザイン番号 WD-F

ゲストの指紋が「葉」に
感謝の花輪に魅せられて

WREATH OF LOVE

デザイン番号 WD-G

ゲストの指紋が「煙」に
彩る始まりの合図を

DEPARTURE

デザイン番号 WD-H

ゲストの指紋が「実」に
こぼれるぐらいの甘い生活を

CUPCAKE

デザイン番号 WD-I

ゲストの指紋が「雫」に
祝福の合図とともに

POOONG !

デザイン番号 WD-J

ゲストの指紋が「波」に
二人の幸せの航海を支えて

VOYAGE

デザイン番号 WD-C

ゲストの指紋が「風船」に
二人の家が支えられて

AT HOME

¥14,300（税抜価格¥13,000）

¥16,500（税抜価格¥15,000）

¥16,500（税抜価格¥15,000）

¥3,300（税抜価格¥3,000） ¥3,300（税抜価格¥3,000） ¥5,500（税抜価格¥5,000） ¥5,500（税抜価格¥5,000）

ご注文は納品日の14日前までに。
商品1点につき+¥2,200

（税抜価格¥2,000）
にて7日以上14日未満も対応

ご注文は納品日の14日前までに。
商品1点につき+¥2,200

（税抜価格¥2,000）
にて7日以上14日未満も対応

M A R C A  W E D D I N G 冨士 武徳 監修

「結婚式に“！”をプラスする」をテーマに、ブランディングディレクター冨士 武徳

が監修するプロダクト・ブランド「MARCA WEDDING」。

指紋のアートで完成させるウェルカムボード「Marca」をはじめとする、

様々なウェディングシーンで楽しめるアイテムをプロデュース。



081 KIRATTO KIRATTO 082

ベースデザイン
+

メッセージシール

ベースデザイン
+

メッセージシール

お申込番号 EN021 ¥

メッセージシール（葉）追加用1枚

●商品サイズ／297×210mm
●メッセージシール（葉）15枚付×1

お申込番号 EN020

メッセージシール（ハート）追加用1枚

●商品サイズ／297×210mm
●メッセージシール（ハート）15枚付×1

お申込番号 EN019

メッセージシール（花）追加用1枚

●商品サイズ／297×210mm
●メッセージシール（花）15枚付×1

お申込番号 EN022

メッセージシール（結晶）追加用1枚

●商品サイズ／297×210mm
●メッセージシール（結晶）15枚付×1

新郎新婦様名入れ／英字表記（例：DAISUKE & YUKO） 日付の印字／英字表記（例：August 30,2025） ※詳しくはP.98をご覧ください。 新郎新婦様名入れ／英字表記（例：Daisuke & Yuko） 日付の印字／英字表記（例：Aug.30,2025） ※詳しくはP.98をご覧ください。

※この商品は木の板に印刷を施しておりますので、通常の紙印刷とは多少、色の出方が異なります。ご了承ください。 ※お写真によってはこちらの任意でトリミングを致します。ご了承ください。
※商品には挙式日、お名前が英字（大文字）で入ります。但し、記号（-・^）を入れることはできません。（不可例：TARO・YOKO）

※お写真はメールに添付してお送り下さい。
- ^

※商品には挙式日、お名前が英字で入ります。但し、記号（-・^）は入れることができません。（不可例：Taro・Yoko）- ^

ボードカラーをお選びください。

商品をお選びください。

W F-1  ブラック

W F-2  ナチュラル

B

A

写 真カラーをお選びください。C
※ページの商品は加工可能な写 真が 到着してから14日の 納品目安となります。
※ご用意していただく写 真に関しては、P.98をご覧ください。

カラー モノクロ

お申込番号 ENP-002

フォトメッセージパズル　ヨコタイプ

●商品サイズ／280×395×70mm
●パズルボード本体（70ピース）×1台、ネジ式スタンド、
　ペイントペン（ゴールド）×2本
●材質／木、アクリル

※このページの商品は加工可能な写真が
　到着してから14日の納品目安となります。

ゲストがお祝いの言葉を書き込んだパズルのピースをはめていくと

ふたりのお気に入りの写真が姿をあらわします。

みんなが作ってくれた、祝福のパズルは新しいお家でも

幸せな気持ちにさせてくれるインテリアになること間違い無しです。

PHOTO MESSAGE PUZZLE
MEMORIAL ITEM

MEMORIAL ITEM

エントランスでシールを受け取ったゲストが

ふたりへの祝福の言葉を書き入れ、ボードに貼ると新芽が芽生え、

花が咲き、ウェルカムボードが完成される新しい形の

ウェディングアイテムです。

ゲストを迎えるウェルカムボードが
おふたりの宝物に変わります。

MEMORY BOARD

ペン6色セット付

ベースデザイン
+

メッセージシール

ベースデザイン
+

メッセージシール

お申込番号 ENW-017

シェリールメモリーボード“ツリー”

●商品サイズ／475×350×20mm
●A3台紙×1枚、メッセージシール（葉）15枚付×2、
　ペン6色セット（水性）

対応人 数 約30 〜4 0 名様

お申込番号 ENW-016

シェリールメモリーボード“ハートバルーン”

●商品サイズ／475×350×20mm
●A3台紙×1枚、メッセージシール（ハート）15枚付×2、
　ペン6色セット（水性）

対応人 数 約30 〜4 0 名様

お申込番号 ENW-015

シェリールメモリーボード“フラワーリース”

●商品サイズ／475×350×20mm
●A3台紙×1枚、メッセージシール（花）15枚付×2、
　ペン6色セット（水性）

対応人 数 約30 〜4 0 名様

お申込番号 ENW-018

シェリールメモリーボード“スノー”

●商品サイズ／475×350×20mm
●A3台紙×1枚、メッセージシール（結晶）15枚付×2、
　ペン6色セット（水性）

対応人 数 約30 〜4 0 名様

¥21,450（税抜価格¥19,500）

¥10,780
（税抜価格¥9,800）

¥10,780
（税抜価格¥9,800）

¥10,780
（税抜価格¥9,800）

¥10,780
（税抜価格¥9,800）

220
（税抜価格¥200）

¥220
（税抜価格¥200）

¥220
（税抜価格¥200）

¥220
（税抜価格¥200）

ご注文は納品日の14日前までに。商品1点につき
+¥2,200（税抜価格¥2,000）にて7日以上14日未満も対応

ご注文は納品日の14日前までに。
商品1点につき+¥2,200

（税抜価格¥2,000）
にて7日以上14日未満も対応

●商品サイズ／395×280×70mm
●パズルボード本体（70ピース）×1台、ネジ式スタンド、
　ペイントペン（ゴールド）×2本
●材質／木、アクリル

お申込番号 ENP-001

フォトメッセージパズル　タテタイプ
¥21,450（税抜価格¥19,500）
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※このページの商品は加工可能な写真が
　到着してから14日の納品目安となります。

名入れ／英字表記（例：Daisuke & Yuko など）※但し、NI05、NI07、NI08 は漢字・ひらがな表記のみ 日付の印字／数字表記（例：2025.8.30） ※詳しくはP.98をご覧ください。

※商品には挙式日、お名前が入ります。但し、記号（-・^）は入れることができません。（不可例：Taro・Yoko）- ^

W B - NI 07
サンクスひまわり

W B - NI 0 8
サンクスクローバー

W F- G

W F-A

W B - NI 01
オーシャンチャペル

※このページの商品は加工可能な写 真が 到着してから14日の 納品目安となります。
※ご用意していただく写 真に関しては、P.98をご覧ください。

※このページの商品は加工可能な写 真が 到着してから14日の 納品目安となります。
※ご用意していただく写 真に関しては、P.98をご覧ください。

背景のデザインをお選びください。

背景のデザインをお選びください。

衣 装をお選びください。

似 顔 絵の元になる写 真をご用意ください。

似 顔 絵の元になる写 真をご用意ください。

ウェルカムボード用

世界でただひとつ
ふたりのためのウェディングアイテム
お預かりした写真を参考に、新郎新婦のおふたりや、

ご両親様の魅力を最大限に表現した似顔絵をご用意させていただきます。

世界でただひとつの似顔絵は、今日の佳き日の思い出とともに

大切な宝物となることは間違いありません。

贈呈用

W B - NI 02
ウェディングチャペル

W B - NI 03
クラシックチャペル

W B - NI 0 4
ウェディングピンク

W B - NI 05
祝 傘

※似 顔 絵 元画 像

※似 顔 絵 元画 像

ウェルカムボード

贈呈 用

W B - NI 0 6
寿桜

W F- B W F- C W F- D W F- E W F- F

W F- H

お申込番号

お申込番号

お申込番号

お申込番号

お申込番号

お申込番号

WB-NI01
WB-NI02
WB-NI03

WB-NI04
WB-NI05
WB-NI06

似顔絵 ウェルカムボード

●商品サイズ／474×350×20mm
※似顔絵は作家のお任せとなります。その為、校正は致しておりません。

お申込番号 WB-NI09

〈WELCOME BOARD・贈呈用共通〉似顔絵  オプション人物1人追加

※タテ向きのデザインは、小人2人まで、ヨコ向きのデザインは、大人2人まで追加可能。
※似顔絵は作家のお任せとなります。その為、校正は致しておりません。

A

PORTRAIT WELCOME BOARD

A

B

衣 装をお選びください。B

お申込番号

お申込番号

WB-NI07
WB-NI08

似顔絵 贈呈用ボード

●商品サイズ／474×350×20mm　
※お1人での作成も承ります。
※似顔絵は作家のお任せとなります。その為、校正は致しておりません。

¥31,680（税抜価格¥28,800）

¥11,000（税抜価格¥10,000）

¥31,680（税抜価格¥28,800）

ご注文は納品日の14日前までに。商品1点につき
+¥2,200（税抜価格¥2,000）にて7日以上14日未満も対応

PAR ENTS ITEM

新たな一歩を踏み出すふたりから
胸いっぱいの感謝とともに贈ります

楽しい時間の中にもふと去来する一抹の淋しさと

両親への思いいつまでも家族であることに

変わりはないけれど この機会に伝えましょう

今までありがとう これからもよろしくね

そんな思いが詰まった贈りものです

Gift6

※お写真はメールに添付してお送り下さい。
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キャメリーマリアージュ 男の子
【付属品】蝶ネクタイ（固定）

刺繍カラー：モカ（固定）

キャメリーマリアージュ 女の子
【付属品】ブーケ・花飾りベール・レースリボン（固定）

刺繍カラー：ピンク（固定）

お申込番号 K-BA147A

キャメリーリボン（1体） Aパターン

お申込番号 K-BA147B

キャメリーリボン（1体） Bパターン

キャメリーリボン（1体） Cパターン
お申込番号 K-BA147C

●商品サイズ／290×290×320mm
●材質／アクリル
●1,000g〜4,000gまで、1g単位で再現します。
※身長の調節はできません。頭と手足は固定タイプです。
※刺繍カラーは男の子はモカ、女の子はピンクとなります。

CAMELY MARIAGE

CAMELY RIBBON

生まれた時の重さでつくる「ウェイト・ベア」
ブライダルシーンでよく見かけるクマのぬいぐるみ。
Bearという英単語には“生む”という意味もあります。
母性の象徴とされるクマのぬいぐるみをあなたの生まれた時の体重で作り、
佳き日の記念としてご両親に贈るウェイトベアをご紹介いたします。

WEIGHT BEAR
BIRTH WEIGHT   BEAR

01

02 　 刺繍パターンを
お選びください。
※お名前の刺繍は
　ローマ字ブロック体・
　ひらがな・カタカナのみの対応

Aパターン
右足／①モチーフ（♥もしくは★） ②イニシャル ③記念日
左足／④お名前 ⑤生年月日 ⑥出生時刻（24時間表記） ⑦出生体重

右足／①生年月日 ②出生時刻（24時間表記） ③出生体重 ④出生身長
左足／⑤メッセージ（最大1行9文字×2行まで） ⑥記念日 ⑦お名前
※Cパターンのみモチーフは選べません。

右足／①モチーフ（♥もしくは★） ②イニシャル ③記念日
左足／④メッセージ（最大1行9文字×3行まで） ⑤お名前

Bパターン Cパターン
右足 左足

①

②

③

④

⑤

右足 左足

①

②

③

④

⑤
⑥

⑦

右足 左足

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

※刺繍色は、男の子（モカカラー）・
　女の子（ピンクカラー）となります。

Original choice

ピンク ブルー タータンチェックドットブラウン レース

キャメリーリボンを
ご注文のお客様のみ
リボンの種類を
お選びください。

ラッピングし
て
お
届
け
♪

新郎新婦様名入れ／刺繍パターンを参照 日付の印字／数字表記（例：2025.8.30） ※詳しくはP.98をご覧ください。

※記号（-・^）は入れることができません。（不可例：Taro・Yoko）- ^

新郎新婦様名入れ／刺繍パターンを参照 日付の印字／数字表記（例：2025.8.30） ※詳しくはP.98をご覧ください。

※記号（-・^）は入れることができません。（不可例：Taro・Yoko）- ^

CAMELY HAWAIIAN

キャメリーハワイアン 男の子
【付属品】T シャツ・バンダナ（固定）

刺繍カラー：モカ（固定）

キャメリーハワイアン 女の子
【付属品】T シャツ・バンダナ（固定）

刺繍カラー：ピンク（固定）

CAMELY OKINAWA

キャメリー沖縄 男の子
【付属品】T シャツ・バンダナ（固定）

刺繍カラー：モカ（固定）

キャメリー沖縄 女の子
【付属品】T シャツ・バンダナ（固定）

刺繍カラー：ピンク（固定）

¥23,980（税抜価格¥21,800）

¥23,980（税抜価格¥21,800）

¥23,980（税抜価格¥21,800）

お申込番号 K-BA160A

キャメリー沖縄 男の子（1体） Aパターン

お申込番号 K-BA160B

キャメリー沖縄 男の子（1体） Bパターン

キャメリー沖縄 男の子（1体） Cパターン

お申込番号 K-BA161A

キャメリー沖縄 女の子（1体） Aパターン

お申込番号 K-BA161B

キャメリー沖縄 女の子（1体） Bパターン

キャメリー沖縄 女の子（1体） Cパターン
お申込番号 お申込番号K-BA160C K-BA161C

●商品サイズ／290×290×320mm
●材質／綿、アクリル
●1,000g〜4,000gまで、1g単位で再現します。
※身長の調節はできません。頭と手足は固定タイプです。

●商品サイズ／290×290×320mm
●材質／綿、アクリル
●1,000g〜4,000gまで、1g単位で再現します。
※身長の調節はできません。頭と手足は固定タイプです。

※ T シャツに名入れが出来ます。
　英字表記（例：Daisuke & Yuko）

※ T シャツに名入れが出来ます。
　英字表記（例：Daisuke & Yuko）

¥26,180（税抜価格¥23,800） ¥26,180（税抜価格¥23,800）

¥26,180（税抜価格¥23,800） ¥26,180（税抜価格¥23,800）

¥26,180（税抜価格¥23,800） ¥26,180（税抜価格¥23,800）

お申込番号 K-BA158A

キャメリーハワイアン 男の子（1体） Aパターン

お申込番号 K-BA158B

キャメリーハワイアン 男の子（1体） Bパターン

キャメリーハワイアン 男の子（1体） Cパターン

お申込番号 K-BA159A

キャメリーハワイアン 女の子（1体） Aパターン

お申込番号 K-BA159B

キャメリーハワイアン 女の子（1体） Bパターン

キャメリーハワイアン 女の子（1体） Cパターン
お申込番号 お申込番号K-BA158C K-BA159C

●商品サイズ／290×290×320mm
●材質／綿、アクリル
●1,000g〜4,000gまで、1g単位で再現します。
※身長の調節はできません。頭と手足は固定タイプです。

●商品サイズ／290×290×320mm
●材質／綿、アクリル
●1,000g〜4,000gまで、1g単位で再現します。
※身長の調節はできません。頭と手足は固定タイプです。

※ T シャツに名入れが出来ます。
　英字表記（例：Daisuke & Yuko）

※ T シャツに名入れが出来ます。
　英字表記（例：Daisuke & Yuko）

¥26,180（税抜価格¥23,800） ¥26,180（税抜価格¥23,800）

¥26,180（税抜価格¥23,800） ¥26,180（税抜価格¥23,800）

¥26,180（税抜価格¥23,800） ¥26,180（税抜価格¥23,800）

お申込番号 K-BA148A

キャメリーマリアージュ 男の子（1体） Aパターン

お申込番号 K-BA148B

キャメリーマリアージュ 男の子（1体） Bパターン

キャメリーマリアージュ 男の子（1体） Cパターン

お申込番号 K-BA149A

キャメリーマリアージュ 女の子（1体） Aパターン

お申込番号 K-BA149B

キャメリーマリアージュ 女の子（1体） Bパターン

キャメリーマリアージュ 女の子（1体） Cパターン
お申込番号 お申込番号K-BA148C K-BA149C

●商品サイズ／290×290×320mm
●材質／アクリル
●1,000g〜4,000gまで、1g単位で再現します。
※身長の調節はできません。頭と手足は固定タイプです。

●商品サイズ／290×290×320mm
●材質／アクリル
●1,000g〜4,000gまで、1g単位で再現します。
※身長の調節はできません。頭と手足は固定タイプです。

¥23,980（税抜価格¥21,800）

¥23,980（税抜価格¥21,800）

¥23,980（税抜価格¥21,800） ¥26,180（税抜価格¥23,800）

¥26,180（税抜価格¥23,800）

¥26,180（税抜価格¥23,800）

ご注文は納品日の14日前までに。
商品1点につき+¥2,200（税抜価格¥2,000）
にて7日以上14日未満も対応

ご注文は納品日の14日前までに。
商品1点につき+¥2,200

（税抜価格¥2,000）
にて7日以上14日未満も対応

ご注文は納品日の14日前までに。
商品1点につき+¥2,200

（税抜価格¥2,000）
にて7日以上14日未満も対応

ご注文は納品日の14日前までに。
商品1点につき+¥2,200（税抜価格¥2,000）
にて7日以上14日未満も対応
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K-BS027
ゴールドベージュ

ベリーナベア ゴールドベージュ ベリーナベア スノーホワイト

K-BA157
スノーホワイト

お申込番号 K-BA152A

ベリーナベア ゴールドベージュ（1体） Aパターン

お申込番号 K-BA152B

ベリーナベア ゴールドベージュ（1体） Bパターン

ベリーナベア ゴールドベージュ（1体） Cパターン

お申込番号 K-BA153A

ベリーナベア スノーホワイト（1体） Aパターン

お申込番号 K-BA153B

ベリーナベア スノーホワイト（1体） Bパターン

ベリーナベア スノーホワイト（1体） Cパターン
お申込番号 お申込番号K-BA152C K-BA153C

●商品サイズ／280×300×330mm　●材質／ポリエステル
●1,000g〜4,500gまで、1g単位で再現します。
※身長の調節はできません。頭と手足は固定タイプです。

●商品サイズ／280×300×330mm　●材質／ポリエステル
●1,000g〜4,500gまで、1g単位で再現します。
※身長の調節はできません。頭と手足は固定タイプです。

BERRINA

BERRINA −NAUTA− BERRINA −BOUQUET−

お申込番号 K-BS027

ベリーナベア名詩タイプ（1体） ゴールドベージュ

ベリーナベア名詩タイプ（1体） スノーホワイト
お申込番号 K-BS028

●商品サイズ／280×300×330mm（フレーム：126×178×7mm）
●材質／ポリエステル、木製（フレーム）、紙製（マット）、PET板
※お一人での作成も承ります。（お一人の名前の場合、詩が短くなります。）
※名詩は取り外しが可能です。（スタンド付き）

お申込番号 K-BA156

ベリーナベア 花束タイプ（1体） ゴールドベージュ

ベリーナベア 花束タイプ（1体） スノーホワイト
お申込番号 K-BA157

●商品サイズ／280×300×330mm　●材質／ポリエステル
※花束は取り外し可能です。手は固定です。
※花・リボンの色、形は多少変わる場合がございます。

両親様名入れ／漢字・ひらがな表記（名詩部分）新郎新婦様名入れ／刺繍パターンを参照 日付の印字／数字表記（例：2025.8.30） ※詳しくはP.98をご覧ください。

愛らしいベアが両親の名前を
詩にして届けます。

今人気のアーティフィシャル
フラワーがセットなら、感動の
瞬間はより一層華やかに！

ブラウン ホワイト
※フレームカラーをお選びください。

※リボンの種類をお選びください。

※刺繍パターンは上記刺繍パターンの
　Aパターンのみとなります。

※リボンの種類をお選びください。

※刺繍パターンは上記刺繍パターンの
　Aパターンのみとなります。

※花束は、本物の花により近い表現で作られた
　アーティフィシャルフラワーで製作しています。

※記号（-・^）は入れることができません。（不可例：Taro・Yoko）- ^

01

02

レース＆ブラウン レース＆ピンク レース

リボンの種類を
お選びください。

ラッピングし
て
お
届
け
♪

Original choice

　 刺繍パターンを
お選びください。
※お名前の刺繍は
　ローマ字ブロック体・
　ひらがな・カタカナのみの対応

※フェルト色＆刺繍色は固定です。
　ゴールドベージュ（ベージュ&ブラウン）
　スノーホワイト（ピンク&モカ）
　となります。

右足／①モチーフ（♥もしくは★） ②イニシャル ③記念日
左足／④メッセージ（最大1行9文字×3行まで） ⑤お名前

Bパターン Cパターン
右足 左足

①

②

③

④

⑤

Aパターン
右足 左足

①

②

③

④

⑤
⑥

⑦

右足 左足

①

②
③
④

⑤

⑥

⑦

右足／①モチーフ（♥もしくは★） ②イニシャル ③記念日
左足／④お名前 ⑤生年月日 ⑥出生時刻（24時間表記） ⑦出生体重

右足／①生年月日 ②出生時刻（24時間表記） ③出生体重 ④出生身長
左足／⑤メッセージ（最大1行9文字×2行まで） ⑥記念日 ⑦お名前
※Cパターンのみモチーフは選べません。

※記号（-・^）は入れることができません。（不可例：Taro・Yoko）- ^

K-BS025
カフェブラウン

K-BA155
バニラクリーム

ピンク ブルー ブラウン タータンチェック レース

刺繍色を
お選びください。

ゴールドモカブルーピンク

ハローネベア カフェブラウン
（例：リボン／ブラウン、刺繍色／モカ）

ハローネベア バニラクリーム
（例：リボン／タータンチェック、刺繍色／ピンク）

お申込番号 K-BA150A

ハローネベア カフェブラウン（1体） Aパターン

お申込番号 K-BA150B

ハローネベア カフェブラウン（1体） Bパターン

ハローネベア カフェブラウン（1体） Cパターン

お申込番号 K-BA151A

ハローネベア バニラクリーム（1体） Aパターン

お申込番号 K-BA151B

ハローネベア バニラクリーム（1体） Bパターン

ハローネベア バニラクリーム（1体） Cパターン
お申込番号 お申込番号K-BA150C K-BA151C

●商品サイズ／280×280×320mm　●材質／ポリエステル
●1,000g〜4,000gまで、1g単位で再現します。
※身長の調節はできません。頭と手足は固定タイプです。

●商品サイズ／280×280×320mm　●材質／ポリエステル
●1,000g〜4,000gまで、1g単位で再現します。
※身長の調節はできません。頭と手足は固定タイプです。

　 刺繍パターンを
お選びください。

01

02

03

リボンの種類を
お選びください。

※お名前の刺繍は
　ローマ字ブロック体・
　ひらがな・カタカナのみの対応

ラッピングし
て
お
届
け
♪

Original choice

HALLONE

HALLONE −NAUTA− HALLONE −BOUQUET−

両親様名入れ／漢字・ひらがな表記（名詩部分）

お申込番号 K-BS025

ハローネベア名詩タイプ（1体） カフェブラウン

ハローネベア名詩タイプ（1体） バニラクリーム
お申込番号 K-BS026

●商品サイズ／280×280×320mm（フレーム：126×178×7mm）
●材質／ポリエステル、木製（フレーム）、紙製（マット）、PET板
※お一人での作成も承ります。（お一人の名前の場合、詩が短くなります。）
※名詩は取り外しが可能です。（スタンド付き）

お申込番号 K-BA154

ハローネベア 花束タイプ（1体） カフェブラウン

ハローネベア 花束タイプ（1体） バニラクリーム
お申込番号 K-BA155

●商品サイズ／280×280×320mm　●材質／ポリエステル
※花束は取り外し可能です。手は固定です。
※花・リボンの色、形は多少変わる場合がございます。

新郎新婦様名入れ／刺繍パターンを参照 日付の印字／数字表記（例：2025.8.30） ※詳しくはP.98をご覧ください。

人気の名詩と組み合わせて、喜びも感動も2倍に！
愛らしい、まん丸の瞳で
花束を差し出す様子は
両親の涙も思わず笑顔に変えます。

ブラウン ホワイト
※フレームカラーをお選びください。

※リボンの種類をお選びください。

※刺繍色をお選びください。

※刺繍色をお選びください。

※リボンの種類をお選びください。

※刺繍パターンは上記刺繍パターンの
　Aパターンのみとなります。

※刺繍パターンは上記刺繍パターンの
　Aパターンのみとなります。

※花束は、本物の花により近い表現で作られた
　アーティフィシャルフラワーで製作しています。

Aパターン
右足／①モチーフ（♥もしくは★） ②イニシャル ③記念日
左足／④お名前 ⑤生年月日 ⑥出生時刻（24時間表記） ⑦出生体重

右足／①生年月日 ②出生時刻（24時間表記） ③出生体重 ④出生身長
左足／⑤メッセージ（最大1行9文字×2行まで） ⑥記念日 ⑦お名前
※Cパターンのみモチーフは選べません。

右足／①モチーフ（♥もしくは★） ②イニシャル ③記念日
左足／④メッセージ（最大1行9文字×3行まで） ⑤お名前

Bパターン Cパターン
右足 左足

①

②

③

④

⑤

右足 左足

①

②

③

④

⑤
⑥

⑦

右足 左足

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

¥22,880（税抜価格¥20,800）¥22,880（税抜価格¥20,800）¥22,880（税抜価格¥20,800）¥22,880（税抜価格¥20,800）

¥22,880（税抜価格¥20,800）¥22,880（税抜価格¥20,800）¥22,880（税抜価格¥20,800）¥22,880（税抜価格¥20,800）

¥22,880（税抜価格¥20,800）¥22,880（税抜価格¥20,800）¥22,880（税抜価格¥20,800）¥22,880（税抜価格¥20,800）

¥31,680（税抜価格¥28,800）¥31,680（税抜価格¥28,800）¥31,680（税抜価格¥28,800）¥31,680（税抜価格¥28,800）

¥31,680（税抜価格¥28,800）¥31,680（税抜価格¥28,800）¥31,680（税抜価格¥28,800）¥31,680（税抜価格¥28,800）

ご注文は納品日の14日前までに。
商品1点につき+¥2,200（税抜価格¥2,000）
にて7日以上14日未満も対応

ご注文は納品日の21日前までに。
商品1点につき+¥2,200

（税抜価格¥2,000）
にて14日以上21日未満も対応

ご注文は納品日の14日前までに。
商品1点につき+¥2,200

（税抜価格¥2,000）
にて7日以上14日未満も対応

ご注文は納品日の21日前までに。
商品1点につき+¥2,200

（税抜価格¥2,000）
にて14日以上21日未満も対応

ご注文は納品日の14日前までに。
商品1点につき+¥2,200

（税抜価格¥2,000）
にて7日以上14日未満も対応

ご注文は納品日の14日前までに。
商品1点につき+¥2,200（税抜価格¥2,000）
にて7日以上14日未満も対応
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あの日の感動を今日の喜びをその手の中に
新郎、新婦の出生時の重さで作るメモリアルギフトをディズニーキャラクターで作ってみませんか。

そこにあるだけで微笑ましいぬいぐるみがご両親をより一層幸福のベールで包み込んでくれるはずです。

WEIGHT DOLL −DISNEY−
BIRTH WEIGHT    DISNEY

ミッキーマウス
お申込番号 K-BA126

●商品サイズ／500×300×400mm（座った状態）
●材質／ポリエステル、綿、樹脂製
●1,290g〜4,500gまで、1g単位で再現できます。

□右足
①生年月日（西暦） ②出生時刻（ 24 時間表記 ）
③体重／身長 ④星座（ ひらがな ）／ 血液型

□左足
⑤メッセージ（1 行目と4 行目は最大10 文字、2 行目と3 行目
は最大12 文字まで ）全て全角表記（ 漢字、ひらがな、カタカナ、
数字、英字 ）、全て中央揃いにメッセージが入ります。

①

②

③

④

⑤

□右足
①生年月日（西暦） ②出生時刻（ 24 時間表記 ）
③体重／身長 ④星座（ ひらがな ）／ 血液型

□左足
⑤メッセージ（1 行目と4 行目は最大10 文字、2 行目と3 行目
は最大12 文字まで ）全て全角表記（ 漢字、ひらがな、カタカナ、
数字、英字 ）、全て中央揃いにメッセージが入ります。

ミニーマウス
お申込番号 K-BA127

●商品サイズ／500×300×400mm（座った状態）
●材質／ポリエステル、綿、樹脂製
●1,390g〜4,500gまで、1g単位で再現できます。

①
②

③
④

⑤

①
②

③
④

⑤ ①
②

③
④

⑤

①
②

③
④

⑤
①

②
③

④

⑤

新郎新婦様名入れ／刺繍パターンを参照 日付の印字／数字表記（例：2025.8.30）

※上記の商品は全て並行輸入品で、香港ディズニーにてライセンスを取得しております。

※詳しくはP.98をご覧ください。

MICKEY MOUSE

BABY MICKEY

BABY POOH

K-BA126

K-BA128

K-BA130

K-BA127

K-BA129

K-BA131

〈袋入り〉
リボン付き

〈袋入り〉
リボン付き

〈袋入り〉
リボン付き

※記号（-・^）は入れることができません。（不可例：Taro・Yoko） ※漢字によっては刺繍出来ない場合がございます。- ^

¥22,880（税抜価格¥20,800） ¥22,880（税抜価格¥20,800）

ベビーミッキー
お申込番号 K-BA128

●商品サイズ／450×300×250mm（座った状態）
●材質／ポリエステル、綿、樹脂製
●880g〜4,500gまで、1g単位で再現できます。

□右足
①生年月日（西暦） ②出生時刻（ 24 時間表記 ）
③体重／身長 ④星座（ ひらがな ）／ 血液型

□左足
⑤メッセージ（1 行目と4 行目は最大10 文字、2 行目と3 行目
は最大12 文字まで ）全て全角表記（ 漢字、ひらがな、カタカナ、
数字、英字 ）、全て中央揃いにメッセージが入ります。

□右足
①生年月日（西暦） ②出生時刻（ 24 時間表記 ）
③体重／身長 ④星座（ ひらがな ）／ 血液型

□左足
⑤メッセージ（1 行目と4 行目は最大10 文字、2 行目と3 行目
は最大12 文字まで ）全て全角表記（ 漢字、ひらがな、カタカナ、
数字、英字 ）、全て中央揃いにメッセージが入ります。

ベビーミニー
お申込番号 K-BA129

●商品サイズ／450×300×250mm（座った状態）
●材質／ポリエステル、綿、樹脂製
●880g〜4,500gまで、1g単位で再現できます。

¥20,680（税抜価格¥18,800） ¥20,680（税抜価格¥18,800）

ご注文は納品日の14日前までに。
商品1点につき+¥2,200（税抜価格¥2,000）
にて7日以上14日未満も対応

ベビープー  男の子
お申込番号 K-BA130

●商品サイズ／450×300×250mm（座った状態）
●材質／ポリエステル、綿、樹脂製
●800g〜4,500gまで、1g単位で再現できます。

□右足
①生年月日（西暦） ②出生時刻（ 24 時間表記 ）
③体重／身長 ④星座（ ひらがな ）／ 血液型

□左足
⑤メッセージ（1 行目と4 行目は最大10 文字、2 行目と3 行目
は最大12 文字まで ）全て全角表記（ 漢字、ひらがな、カタカナ、
数字、英字 ）、全て中央揃いにメッセージが入ります。

□右足
①生年月日（西暦） ②出生時刻（ 24 時間表記 ）
③体重／身長 ④星座（ ひらがな ）／ 血液型

□左足
⑤メッセージ（1 行目と4 行目は最大10 文字、2 行目と3 行目
は最大12 文字まで ）全て全角表記（ 漢字、ひらがな、カタカナ、
数字、英字 ）、全て中央揃いにメッセージが入ります。

ベビープー  女の子
お申込番号 K-BA131

●商品サイズ／450×300×250mm（座った状態）
●材質／ポリエステル、綿、樹脂製
●800g〜4,500gまで、1g単位で再現できます。

¥20,680（税抜価格¥18,800） ¥20,680（税抜価格¥18,800）
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信楽焼ならではの特徴を活かした陶器の表面に、新郎新婦様
のイニシャルと記念日を彫り込みます。
※職人による手作りの商品になる為、サイズや表面の質感・色、
名入れの状態に多少の違いが出てきます。予めご了承ください。

信楽焼は、火色（緋色）、ビード釉、焦げといった炎と土が織
り成す素朴な暖かみのある味わいが特長です。室町・桃山時代
以降、「茶陶信楽」として親しまれ、美術品の一面も併せ持つ、
わびさびの趣を今に伝える、土と炎の芸術です。

信楽焼

新郎新婦様名入れ／イニシャル表記のみ ※詳しくはP.98をご覧ください。日付の印字／数字表記（例：2025.8.30） 新郎新婦様名入れ／英字表記（例：Daisuke & Yuko） ※詳しくはP.98をご覧ください。日付の印字／数字表記（例：2025.8.30）

新郎新婦様名入れ／英字表記（例：Daisuke & Yuko） ※詳しくはP.98をご覧ください。

ハナコトバ  正方形  モーヴピンク
お申込番号 K-H016

ハナコトバ  正方形  ホワイトグリーン
お申込番号 K-H017

ハナコトバ  正方形  アメジスト
お申込番号 K-H018

●商品サイズ／75×225×225mm　●単三電池1個
●材質／木製（フレーム）、アルミ（時計針）、ガラス板
●置き掛けタイプ
※メーカー出荷日より1年間の保証書付き
※花・リボンの色、形は多少変わる場合がございます。

同じ土から生まれ 固い絆で結ばれた3つの家
それぞれ違う時を刻みながらも同じ空の下で、これまでも、これからも、ずっと繋がっていく。

そんな家族のあたたかさを、信楽焼ならではの素朴さとぬくもりを感じるやさしい風合いの3つの絆の時計に込めて。

SHIGARAKIYAKI TRIPLE CLOCK − KIZUNA

花びらに名前を印字したオリジナルクロック
スワロフスキーを使った文字盤をベースに、小花がちりばめられた花のあいだからは、
ふたりの感謝の気持ちがさりげなく伝わります。

HANA − KOTOBA

Ar t i f ic ial Flower

欧米に始まり、近年では日本でも注目を集めているアーティフィシャル
フラワーは、生花を思わすほど美しい造花です。世界中のバイヤーから
も注目を集め、様々なシーンで魅了しています。

アーティフィシャルフラワー

文字盤のスワロフスキーがスタイリッシュな時計には、新郎新婦様の
お名前・記念日を花びらに印します。（Thank you! は固定文字）

※商品には挙式日、お名前が入ります。但し、記号（-・^）は入れることができません。（不可例：Taro- ・Yo^ko）
※使用している造花は、より本物に近い表現方法で作られています。製作には細心の注意を払っておりますが、細かな繊維や粉等がガラス面等に付着している事がございます。また手作りにて製作しておりますので、仕上げに個体差がございます。予めご了承ください。

K-H017 ／ 正方形  ホワイトグリーン K-H018 ／ 正方形  アメジストK-H016 ／ 正方形  モーヴピンク

¥20,900（税抜価格¥19,000）

3つのKizuna時計 HOUSE（名入れ）
お申込番号 K-S029

●商品サイズ／1個  180×160×7mm×3　●材質／陶器製
●置き掛けタイプ、スタンド付き　●単三電池1個×3
※メーカー出荷日より1年間の保証書付き
※ライトは付属しておりません。

シンプルでかわいいお家の形をした時計は、
ふたりが幸せな家庭を築いていく未来を
両親が後押ししてくれるよう。

未来で繋がっていく“HOUSE”

¥41,800（税抜価格¥38,000）

3つのKizuna時計 YOZORA（名入れ）
お申込番号 K-S031

●商品サイズ／1個  180×160×7mm×3　●材質／陶器製
●置き掛けタイプ、スタンド付き　●単三電池1個×3
※メーカー出荷日より1年間の保証書付き
※ライトは付属しておりません。

絶妙な色味と風合いをもった夜空の中のお家は、
冬空の下、温かい光を灯して帰りを待っていてくれた、
家族のやさしさを思い出す。

ひとつ空の下の絆“YOZORA”

¥41,800（税抜価格¥38,000）

3つのKizuna時計 CANDLE（名入れ）
お申込番号 K-S033

●商品サイズ／1個  180×160×7mm×3　●材質／陶器製
●置き掛けタイプ、スタンド付き　●単三電池1個×3
※メーカー出荷日より1年間の保証書付き
※ライトは付属しておりません。

うしろに明かりを灯すことで、
キャンドルに火がついたように見えるデザインは、
生まれたばかりの新しい絆をやさしく照らしてくれる。

新しい家族の記念日“CANDLE”

¥41,800（税抜価格¥38,000）

ご注文は納品日の14日前までに。
商品1点につき+¥2,200

（税抜価格¥2,000）
にて7日以上14日未満も対応

ご注文は納品日の21日前までに。
商品1点につき+¥2,200（税抜価格¥2,000）
にて14日以上21日未満も対応

K-N001 ホワイト K-N004 ブラックホワイト

K-N002 レッド K-N005 パープルグリーン

K-N003 ブルー

感謝の気持ちをお花とお気に入りのお酒と共に
フタにフラワーが敷き詰められた、温かみのある木製のボトルボックス。
華やかに彩られたフラワーに、ご両親が好きなお酒を添えて。
想いを込めたメッセージを入れて、より特別な贈り物に・・・

FLOWER BOTTLE BOX

メッセージカード付

日付の印字／英字表記（例：Aug.30,2025）

ご注文は納品日の14日前までに。
商品1点につき+¥2,200（税抜価格¥2,000）
にて7日以上14日未満も対応

●商品サイズ／110×350×200mm　●メッセージカードサイズ／108×88mm
※ボトルは付いておりません。ご自身でご用意ください。　※花・リボンの色、形は多少変わる場合がございます。
※お花は K-N001，K-N002，K-N003はプリザーブドフラワーとドライフラワーを、
　K-N004，K-N005はアーティフィシャルフラワーを使用しております。

お申込番号 K-N001

フラワーボトルボックス（両親贈呈）ホワイト

フラワーボトルボックス（両親贈呈）レッド
お申込番号 K-N002

フラワーボトルボックス（両親贈呈）ブルー
お申込番号 K-N003

¥20,900（税抜価格¥19,000）

¥20,900（税抜価格¥19,000）

お申込番号 K-N004

フラワーボトルボックス（両親贈呈）ブラックホワイト

フラワーボトルボックス（両親贈呈）パープルグリーン
お申込番号 K-N005

¥20,900（税抜価格¥19,000）

¥20,900（税抜価格¥19,000）

¥20,900（税抜価格¥19,000）

置き時計と
掛け時計の
切り替え方法

掛け時計での使用の場合
そのままでお使い頂けます。

【掛け時計】

❶

❶付属のねじを付け替えてください。
❷左右の穴にスタンドをはめ込んで
　セットしてください。

【置き時計】❷ ¥20,900（税抜価格¥19,000）

¥20,900（税抜価格¥19,000）
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ナチュラル ホワイトブラウン

ナチュラル ホワイトブラウン

WS-006
正輝さん ＆ 澄子さんへの作品

WS-008
英二さん ＆ 美知子さんへの作品

WS-009
茂人さん ＆ 春江さんへの作品

贈呈用

贈呈用

贈呈用

ウェルカムボード用

ウェルカムボード用

ウェルカムボード用

※スワロフスキー使用　※花の色、形は多少変わる場合がございます。　※贈呈用は、お一人での作成も承ります。（お一人の名前の場合、詩が短くなります。）

佑希さん ＆ 綾乃さんの作品
スワロフスキーを使用しています。

本物の輝きを、感じて下さい。

名詩  フラワータイプ：ウェルカムボード用  WS-031

名詩  フラワーフォトフレームタイプ：贈呈用  WS-071

定利さん ＆ 里子さんへの作品
※写真はご自身でセットしてください。

WS-001
光浩さん ＆ 葉月さんの作品

WS-003
幸二さん ＆ 愛さんの作品

WS-004
直人さん ＆ 真理さんの作品

名前を織り込 んで 作る
世界でたった一つの詩

スワロフスキーの 輝きとフラワーアレンジの 華 やかさで
感 謝の言 葉に  幸 せの 彩りを添えて・・・

ご両親の名前を込めてサンクスボードに、
お二人の名前を入れてウェルカムボードに。
思いを伝える言葉の中に名前を織り込む、
世界に一つだけのメモリアルアイテムです。

※ P93 〜 96 の商品は納品日の21日前までにお申し込みください。

※詩の内容によっては、お名前を漢字の一部としてご使用する場合がございます。

（例）子→季、孝→教、正→証　など

※カタカナは、ひらがなに変更させていただきます。

※名字、カタカナの名前を使っての作成は承っておりません。

※詩の内容、お名前の色は作家のお任せとなります。

　校正は致しておりませんのでご了承下さい。

※プレゼント用包装は承っておりません。

※文字によって表示できない文字がありますのでご了承下さい。（例）ゑ

※ご注文後のキャンセルは致しかねます。

※贈呈用は、お一人での作成も承ります。（お一人の名前の場合、詩が短くなります。）

NAUTA

両親様名入れ／漢字・ひらがな表記 ※詳しくはP.98をご覧ください。 両親様名入れ／漢字・ひらがな表記 ※詳しくはP.98をご覧ください。新郎新婦様名入れ／漢字・ひらがな表記 新郎新婦様名入れ／漢字・ひらがな表記

お申込番号

お申込番号

WS-006

WS-001

名詩  ボックスフレームタイプ  贈呈用

名詩  ボックスフレームタイプ  ウェルカムボード用

●商品サイズ／306×397×35mm
●材質／木製（フレーム）、紙製（マット）、アクリル板
●フレームカラーは3種類からお選び下さい。

●商品サイズ／306×397×35mm
●材質／木製（フレーム）、紙製（マット）、アクリル板
●フレームカラーは3種類からお選び下さい。

ナチュラル オレンジ ホワイト ブルーブラウン

お申込番号

お申込番号

お申込番号

お申込番号

WS-008

WS-009

WS-003

WS-004

名詩  二人用A4タイプ  贈呈用

名詩  ちぎり和紙タイプ  贈呈用

名詩  二人用A4タイプ  ウェルカムボード用

名詩  ちぎり和紙タイプ  ウェルカムボード用

●商品サイズ／323×413×13mm
●材質／木製（フレーム）、紙製（マット）、アクリル板
●フレームカラーは5種類からお選び下さい。

●商品サイズ／348×428×18mm
●材質／木製（フレーム）、紙製（マット）、アクリル板
●フレームカラーは3種類からお選び下さい。

●商品サイズ／323×413×13mm
●材質／木製（フレーム）、紙製（マット）、アクリル板
●フレームカラーは5種類からお選び下さい。

●商品サイズ／348×428×18mm
●材質／木製（フレーム）、紙製（マット）、アクリル板
●フレームカラーは3種類からお選び下さい。

¥19,800（税抜価格¥18,000）

¥19,800（税抜価格¥18,000）

¥16,500（税抜価格¥15,000）

¥16,500（税抜価格¥15,000）

¥14,300（税抜価格¥13,000）

¥14,300（税抜価格¥13,000）

お申込番号 WS-031

ウェルカムボード用
名詩  フラワータイプ

●商品サイズ／306×397×35mm
●材質／木製（フレーム）、紙製（マット）、アクリル板
●フレームカラー／ホワイト

¥20,350（税抜価格¥18,500）

お申込番号 WS-070

ウェルカムボード用
名詩  フラワーフォトフレームタイプ

●商品サイズ／600×215×30mm（開いた状態で）
●材質／木製（フレーム）、紙製（マット）、アクリル板
●フォト／L判サイズ

¥22,660（税抜価格¥20,600）

¥22,660（税抜価格¥20,600）お申込番号 WS-071

贈呈用
名詩  フラワーフォトフレームタイプ

●商品サイズ／600×215×30mm（開いた状態で）
●材質／木製（フレーム）、紙製（マット）、アクリル板
●フォト／L判サイズ

お申込番号 WS-032

贈呈用
名詩  フラワータイプ

●商品サイズ／306×397×35mm
●材質／木製（フレーム）、紙製（マット）、アクリル板
●フレームカラー／ホワイト

¥20,350（税抜価格¥18,500）

ご注文は納品日の21日前までに。
商品1点につき+¥2,200

（税抜価格¥2,000）
にて14日以上21日未満も対応

ご注文は納品日の21日前までに。
商品1点につき+¥2,200

（税抜価格¥2,000）
にて14日以上21日未満も対応
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新郎新婦様名入れ／英字表記
（例：Daisuke & Yuko）

日付の印字／英字表記
（例：Aug.30,2025）

両親様名入れ／漢字・ひらがな表記 ※詳しくはP.98をご覧ください。新郎新婦様名入れ／漢字・ひらがな表記

透き通るような明るい 未 来を
見つめながら希 望と言 葉を重ねてシックな印 象の万年カレンダーなら

何年 経ってもご 両 親 の 側に

幸 せの 笑 顔 が 咲く思い出 の 写 真 に
感 謝 の 気 持ちを重ねて・・・

追憶の時間の中で大切な思い出と共に名前と時を刻んで

ウェルカムボード用  WS-015

ウェルカムボード用  WS-029 贈呈用  WS-030

贈呈用  WS-016

靖人さん ＆ 小百合さんの作品

康平さん ＆ 美恵さんの作品 繁雄さん ＆ 千恵さんへの作品

ウェルカムボード用  WS-029

靖人さん ＆ 小百合さんの作品

贈呈用  WS-014
一美さん ＆ 悦子さんへの作品

英晃さん ＆ ゆかりさんへの作品

ウェルカムボード用  WS-013

裕幸さん ＆ 葵さんの作品
※写真はご自身でセットしてください。

※写真はご自身でセットしてください。

ウェルカムボード用
名詩  永遠の瞬間

贈呈用
名詩  クリアタイプ

贈呈用
名詩  永遠の瞬間

お申込番号

お申込番号

お申込番号WS-013

WS-016

WS-014

お申込番号 WS-050
●商品サイズ／60×290×175mm
●材質／木製

●商品サイズ／231×564×57mm（開いた状態）
●単三電池1個　●材質／木製（フレーム）、アクリル板
●フォト／L判サイズ

●商品サイズ／202×290×60mm
●材質／木製（フレーム）、アクリル板
●フォト／L判サイズ

ウェルカムボード用
名詩  クリアタイプ

お申込番号 WS-015
●商品サイズ／202×290×60mm
●材質／木製（フレーム）、アクリル板
●フォト／L判サイズ

●商品サイズ／231×564×57mm（開いた状態）
●単三電池1個　●材質／木製（フレーム）、アクリル板
●フォト／L判サイズ

※贈呈用は、お一人での作成も承ります。（お一人の名前の場合、詩が短くなります。）
※商品には挙式日、お名前が入ります。但し、記号（-・^）を入れることはできません。（不可例：Taro・Yoko）
※詩の文字色については、カタログ通り（スカイブルー／ピンク）とさせていただきます。

- ^

※贈呈用は、お一人での作成も承ります。（お一人の名前の場合、詩が短くなります。）
※商品には挙式日、お名前が入ります。但し、記号（-・^）は入れることができません。

（不可例：Taro・Yoko）
※詩の文字色については、カタログ通り（スカイブルー／ピンク）とさせていただきます。

- ^

※プレート部分に、挙式日・お名前が英字で入ります。　※電池付。メーカー出荷時より6 ヶ月間の保証付。
※贈呈用は、お一人での作成も承ります。（お一人の名前の場合、詩が短くなります。）

両親様名入れ／漢字・ひらがな表記（名詩部分） ※詳しくはP.98をご覧ください。新郎新婦様名入れ／漢字・ひらがな表記

お申込番号 WS-030

贈呈用
名詩  フォトタイプ

●商品サイズ／306×397×35mm
●材質／木製（フレーム）、紙製（マット）、アクリル板
●フレームカラーは3種類からお選び下さい。

贈呈用
名詩  卓上万年カレンダー

※文字の大きさやバランスは、頂いた写真に合わせて入れさせて頂きます。
※書家の文字は直筆ではなく、デジタル加工を施したものになります。
※贈呈用は、お一人での作成も承ります。（お一人の名前の場合、詩が短くなります。）

□写真について
※このページの商品は加工可能な写真が到着してから21日の納品目安となります。
※ご用意していただく写真に関しては、P.98をご覧ください。

ナチュラル ホワイトブラウン

お申込番号 WS-029

ウェルカムボード用
名詩  フォトタイプ

●商品サイズ／306×397×35mm
●材質／木製（フレーム）、紙製（マット）、アクリル板
●フレームカラーは3種類からお選び下さい。

日付の印字／数字表記（例：2025.8.30）新郎新婦様名入れ／英字表記
（例：Daisuke & Yuko）

三郎さん ＆ ゆう子さんへの作品

¥18,480（税抜価格¥16,800）

¥19,250（税抜価格¥17,500）

¥18,480（税抜価格¥16,800）

¥18,480（税抜価格¥16,800） ¥18,480（税抜価格¥16,800）

¥25,300（税抜価格¥23,000） ¥25,300（税抜価格¥23,000）

ご注文は納品日の21日前までに。
商品1点につき+¥2,200（税抜価格¥2,000）
にて14日以上21日未満も対応

ご注文は納品日の21日前までに。
商品1点につき+¥2,200

（税抜価格¥2,000）
にて14日以上21日未満も対応

ご注文は納品日の21日前までに。
商品1点につき+¥2,200（税抜価格¥2,000）
にて14日以上21日未満も対応

ご注文は納品日の21日前までに。
商品1点につき+¥2,200（税抜価格¥2,000）
にて14日以上21日未満も対応

※お写真はメールに添付してお送り下さい。
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英文（固定）：Anytime thank you for your deep love.
I'm honored to be your child.

いつもあなた達の深い愛情に感謝しています。
あなた達の子供であることを、誇りに思っています。

新郎新婦様のお名前・記念日を印字します。

※日数の計算に使用いたしますので生年月日と記念日を
　注文書にご記入ください。

※メーカー出荷日より 1 年間の保証書が付きます。
※壁掛け専用です。

新郎新婦様名入れ／英字表記（例：Daisuke & Yuko） ※詳しくはP.98をご覧ください。日付の印字／英字表記（例：Aug.30,2025）

※商品には挙式日、お名前が入ります。但し、記号（-・^）は入れることができません。（不可例：Taro・Yoko）- ^

大切な家族と刻んだ月日と これからの未来の時を刻む時計
誕生から結婚するまでの日数を刻み込むユニークな発想。

その数字の中には、忘れられない思い出や大切にしたいワンシーンが込められているはず。

CARVE THE DAYS CLOCK

カーヴ・ザ・デイズ・クロック ツインバード　ナチュラル

カーヴ・ザ・デイズ・クロック ローズ　ナチュラル

カーヴ・ザ・デイズ・クロック ツインバード　ダークブラウン

カーヴ・ザ・デイズ・クロック ローズ　ダークブラウン

お申込番号

お申込番号

お申込番号

お申込番号

K-C001N

K-C004N

K-C001B

K-C004B

●商品サイズ／80×130×445mm　●加工方法／UV印刷
●材質／木製、ガラス板　●掛けタイプ　●単三電池1個
※メーカー出荷日より1年間の保証書付き（保証は時計不良に限ります。）

●商品サイズ／80×130×445mm　●加工方法／UV印刷
●材質／木製、ガラス板　●掛けタイプ　●単三電池1個
※メーカー出荷日より1年間の保証書付き（保証は時計不良に限ります。）

カーヴ・ザ・デイズ・クロック アールデコ　ナチュラル

カーヴ・ザ・デイズ・クロック アールデコ　ダークブラウン

お申込番号

お申込番号

K-C003N

K-C003B
●商品サイズ／80×130×445mm　●加工方法／UV印刷
●材質／木製、ガラス板　●掛けタイプ　●単三電池1個
※メーカー出荷日より1年間の保証書付き（保証は時計不良に限ります。）

ナチュラル ダークブラウン ナチュラル ダークブラウン

ナチュラルダークブラウン

キラットカタログご注文ガイド
本カタログには基本の商品情報の他に、商品ごとに異なる注文の期日や、名入れ方法などが記載されています。それぞれの表記に沿って、今一度気に入った商品の内容を
よくご確認の上、ご注文を記入ください。また、納品希望日は挙式日の3〜4日前までにお願い致します。

●P35 Nippon 47 Cookiesについての注意事項
※変更は納品日の10日前までにお願い致します。9日前からの変更は、数量の追加につきましては別途手数料¥550（税抜価格¥500）がかかります。
　数量の削減やキャンセルはお受けできません。予めご了承ください。クイックサービスご利用でのご注文分は、受注後直ちに制作に入るため、ご注文後の変更は一切お受けできません。
　ご注文内容をよくお確かめの上、ご注文をお願い致します。

※この顔で描いてほしいという笑顔のお写真をご準備ください。　※髪型をアップスタイルでのご希望の場合は、アップスタイルのお写真をご用意ください。
※バストアップで、顔の大きさがパスポート写真（4.5cm×3.5cm）以上の大きさが必要です。　※一枚は必ず真正面でカメラ目線のお写真をご用意ください。
※髪型がはっきりと分かる（背景と髪が区別できないものはNG)お写真が必要です。
※ピンぼけ写真、顔・頭が途中で切れている、モノや人物で隠れている、帽子着用、眼鏡が反射しているお写真は不可。　※プリクラ、チェキのお写真は不可。
※お一人ずつ別々に写っているものでも可。　※ご希望イメージがある場合は、イメージ写真や雑誌の切り抜きをお送りください。
※似顔絵は作家のお任せとなります。校正は致しておりませんのでご了承ください。　※お一人でも対応可能です。
※メールで送る場合画像は、jpg1MB以上4MB以下の容量で鮮明なものをダウンロード版ではなく必ずメールに添付してください。
※お写真をメールで送る場合は、会場名・挙式日・両家名を必ず明記してください。贈呈用の場合は、新郎側か新婦側のどちらかを明記してください。

●P83 似顔絵ボードについての注意事項

※文字校正の必要なアイテムで期限が遅れた場合、文字校正は当社の責任校正と致しますのでご了承ください。なお、お客様の都合により、校正期日を延期された場合弊社出荷日も
延期させて頂く場合がございます。※いずれの商品も校正終了後の変更キャンセルはできませんのでご了承ください。※ガラス製品など破損しやすい商品はできるだけ早期納品をおす
すめ致します。又、商品到着後、すぐご確認ください。※搬送中の破損は再作成致しますが、挙式日直前納品の場合、挙式日までの再作成は致しかねますので余裕を持って納品日をご
指定ください。※文字校正の必要な商品はすべてハンドメイドの商品ですので、検品作業にお時間がかかります。万全の商品をお届けするために、ご注文・文字校正終了の締め切りは期
日厳守でお願い致します。※商品改良の為、仕様の一部を予告なく変更する場合がございます。※お写真はメールのみの対応となります。メールに添付してお送りください。※お客様
にお申し込みいただきました個人情報は、お申し込み確認、商品委託発送など、利用目的に沿ってお取り扱いさせて頂きます。ただし、お客様の許可なく第三者に提供することはござ
いません。※プレゼント用包装は承っておりません。※商品の中には一部輸入品がございます。輸送の都合で商品がお届けできない場合、商品の変更をお願いすることがございますの
で、ご了承ください。※★印の商品は軽減税率対象となります。但し、各会場様毎に税率が異なる場合がある為、ご担当者へご確認ください。

ご注文をいただいてから、お届けまでにかかる日数の目安です。大切な商品を確実にお届けする為に、お早めのご注文をお願い致します。●納品目安について

ご注文は納品日の14日前までに ご注文は納品日の21日前までに

※左のマークが付いていない商品については、納品日の8日前までにお申し込みください。
※文字校正後については、直ちに製作にかかる為、変更はお受けできません。ご注意ください。

・GW・お盆・年末・年始は日数計算が上記とは異なりますので、このサービスをご利用のお客様はお手数ですがご注文前に必ずお問い合わせをお願い致します。
・クイックサービスご利用でのご注文分は、受注後に直ちに製作に入る為、ご注文後の変更は一切お受けできません。ご注文内容をよくお確かめの上、ご注文をお願い致します。

納品日より7日以上14日未満のご注文も承ります。 納品日より14日以上 21日未満のご注文も承ります。
※納品日から 7 日未満の場合はご注文をお受けできません。（祝祭日は日数計算に含みません） ※納品日から14 日未満の場合はご注文をお受けできません。（祝祭日は日数計算に含みません）

●クイックサービスについて
お急ぎのお客様の為に、商品1点につき＋¥2,200（税抜価格¥2,000）をお支払いいただくことで通常の14日前、21日前納期よりも短納期にて商品を製作するサービスです。
短期間で製作・納品を行う為、以下の点にご注意ください。

●P81 フォトメッセージパズル、P95 名詩フォトタイプについての注意事項

お写真はメールのみの対応となります。メールに添付してお送りください。
※ご用意頂いた写真に文字を入れるスペースが小さすぎる場合（右1）には、写真を変更して頂くこともございます。
※全体的に暗すぎる画像（右2）については、出来映えが良くなるように明るさを調節させて頂く場合もございます。
　（パズルの明るさ調節は有料となります。）
※画像推奨サイズは、3508×4961画素（ピクセル）です。
※100万画素以上の解像度で撮影されたものを推奨します。
※デジカメの画像解像度によって、仕上がりの写真と画質が異なります。
※推奨画素以下の画像データは、画像が劣化することがあります。
※メールで送る場合画像はjpg1MB以上４MB以下の容量で鮮明なものをダウンロード版ではなく
　必ずメールに添付してください。
※お写真をメールで送る場合は、会場名・挙式日・両家名を必ず明記してください。
　贈呈用の場合は、新郎側か新婦側のどちらかを明記してください。

1.写真に文字を入れるスペースが少なすぎる。
出来る限りきれいに入るように
調整させて頂きますが、無理な場合は、
変更をお願いすることがございます。

2.全体的に暗すぎる。
出来映えがよくなるように明るさを
調整させて頂きますが、無理な場合は、
変更をお願いすることがございます。

●ホテル、式場専用お申込書について

お申込書につきましては、下記ダウンロードアドレスもしくはQRコードよりダウンロードしてご使用ください。

https://original-ai.jp/kiratto-downloard/

●アイコンについて 各商品ごとに表記されたアイコンをよくご確認ください。

新郎新婦様の名入れ方法 挙式日または記念日の印字方法
英語表記（例： Daisuke & Yuko ／ DAISUKE & YUKO ／ D & Y）

漢字・ひらがな表記（例： 大輔・裕子 / だいすけ・ゆうこ）
※名字・カタカナ・英字での作成は承っておりません。※カタカナのお名前はひらがなに変更させていただきます。

英字表記（例 :Aug.30,2025/April 20,2025）
※表記は各ページをご参照ください。

ご両親の名入れ方法
漢字・ひらがな表記
※名字・カタカナ・英字での作成は承っておりません。※カタカナのお名前はひらがなに変更させていただきます。

数字表記（例 :2025.8.30/2025830）

※表記は各ページをご参照ください。 ※記号（ー・∧）を入れることはできません。（不可例:Taro・Yoko）- ^

¥19,800（税抜価格¥18,000） ¥19,800（税抜価格¥18,000）

¥19,800（税抜価格¥18,000）¥19,800（税抜価格¥18,000）

¥19,800（税抜価格¥18,000）

¥19,800（税抜価格¥18,000）

ご注文は納品日の14日前までに。
商品1点につき+¥2,200

（税抜価格¥2,000）
にて7日以上14日未満も対応

※P85〜90の刺繍パターンを参照してください。
新郎新婦様名入れ




