インテリアグリーンコレクション

http://palais-ﬂora.co.jp/

Head oﬃce

OnlineShop

株式会社 パレフローラ
広島市西区三滝本町 1-2-14
TEL.082-230-1187（代）

https://palaisﬂora.thebase.in/

SHOP LIST
□ 丸井今井函館店
□パルクアベニュー・カワトク
□ 西武秋田店
□丸広百貨店 川越店
□そごう大宮店
□ 伊勢丹浦和店
□東武百貨店 船橋店
□東武百貨店 池袋店
□ 東急百貨店本店
□ 東急百貨店吉祥寺店
□ 伊勢丹立川店
□そごう横浜店
□ 静岡伊勢丹店
□ 名古屋三越栄店
□ 西武福井店
□ ジェイアール京都伊勢丹店
□ 髙島屋大阪店
□ あべのハルカス近鉄本店
□ 西宮阪急店
□ 川西阪急店
□ 近鉄百貨店和歌山店

5階 TEL.0138-32-1354

□ 山陽百貨店

5階TEL.079-223-5849

5階 TEL.019-653-8787

□ 天満屋倉敷店

1階 TEL.086-426-2512

地階 TEL.018-836-4226

□ 天満屋福山店

6階 TEL.084-927-2646

5階 TEL.049-223-8787

□ 福屋広島駅前店

6階 TEL.082-568-3687

7階 TEL.048-657-7289

□ 福屋八丁堀本店

6階 TEL.082-246-6687

6階 TEL.048-832-6588

□ 鳥取大丸店

3階 TEL.0857-25-2312

7階 TEL.047-426-3160

□ 大丸下関店

4階 TEL.083-232-1111
（内線2320）

6階 TEL.03-3477-3651

□ いよてつ髙島屋店

6階 TEL.089-948-2894

6階 TEL.042-221-5188

□ 高松三越店

5階 TEL.087-826-5778

4階 TEL.03-5955-5777

6階 TEL.042-527-0336（代表） □ 小倉井筒屋店

6階 TEL.093-522-8550

6階 TEL.045-465-2111

□ 岩田屋本店

5階 TEL.092-714-0222

4階 TEL.054-272-2774

□ 大丸福岡天神店

6階 TEL.092-741-1030

6階 TEL.052-252-1383

□ 博多阪急店

7階 TEL.092-419-5857

5階 TEL.0776-28-8267

□ 岩田屋久留米店

4階 TEL.0942-32-2008

8階 TEL.075-352-3200

□ トキハ本店

5階 TEL.097-538-7770

7階 TEL.06-6631-1692

□ 佐世保玉屋店

3階 TEL.0956-24-0881

9階 TEL.06-6625-2436

□ 鶴屋百貨店

5階 TEL.096-327-5095

1階 TEL.0798-62-7441

□ 宮崎山形屋店

5階 TEL.0985-31-6922

1階 TEL.072-756-2609

□ 山形屋店

5階 TEL.099-227-6402

5階 TEL.073-427-0166

□ リウボウ店

6階 TEL.098-861-2580

Interior Green
collection
2021

グリーン [72D]

￥5,500

（W250 H400 ㎜）

グリーン [91]

￥6,600

（W250 H450 ㎜）

グリーン [90]

￥3,850

（W150 H400 ㎜）

グリーン [82]

￥11,000

（W380 H1000 ㎜）

グリーン [84]

￥11,000

（W300 H1000 ㎜）

グリーン [85]

￥4,400

（W130 H300 ㎜）

P- グリーン [14]

￥93,500

（W550 H1670 ㎜）

グリーン [63D]

￥30,800

グリーン [89]

￥13,200

（W500 H1080 ㎜） （W310 H510 ㎜）

グリーン [86]

￥11,000

（W230 H480 ㎜）

※価格は消費税込みの価格となっております。※花器付の価格となっております。※一部花材が変更になる場合がございます。
※実物と写真の色が多少異なる場合がございます。※品切れの際はご容赦ください。

Interior Green

インテリアとして人気な観葉植物は お部屋の雰囲気を
明るく おしゃれにしてくれます。
また、フェイクグリーンですので

枯れることもなく、一番良い状態をキープし

お手入れや汚れを気にせず飾っていただけます。

モンステラ

丸みを帯びた大きな葉を持つ
モンステラは風水的に、室内の
運気を整え幸運を呼び金運
アップ効果が期待できます。

ウンベラータ

ユーカリ

パキラ M

ツイストパキラ

ラバーツリー

ツイストアルテシマ

￥35,200

￥28,600

￥33,000

￥51,700

インテリアグリーン [59]

（全長約 1300 ㎜）

インテリアグリーン [78]

（全長約 1030 ㎜）

※価格は消費税込みの価格となっております。※花器付の価格となっております。※一部花材が変更になる場合がございます。※実物と写真の色が

パキラ

ハート形の葉っぱが可愛らしい
「シルバーリーフ」の一種で銀色
パキラは風水的に
「強い気を発する」
ウンベラータ。花言葉の
がかった緑色の葉は近年インテリア といわれており、
エネルギーが
「すこやか」
「永久の幸せ」
「夫婦愛」
アイテムとしてとても人気があります。 必要な場所に置くとよいと
から結婚や出産のお祝いに人気です。 花言葉は「思い出」
「記憶」
されています。

インテリアグリーン [77]

（全長約 980 ㎜）

インテリアグリーン [72]

（全長約 1320 ㎜）

多少異なる場合がございます。※品切れの際はご容赦ください。

フィカスソフィア

インテリアグリーン [73]

￥38,500

（全長約 1150 ㎜）

Large
size

インパクトのある大型サイズ。

Small
size

エントランスやオフィスなど、広い空間によく映えます。
空間の間仕切としてもおすすめです。

場所をとらない小型サイズ。
さりげなく飾って
いただけるので、

ギフトにもおすすめです。

シルクジャスミン

インテリアグリーン [76]

￥28,600

（全長約 850 ㎜）

丸葉ユーカリ

ツイスト
ウンベラータ

フェニックス
パーム

￥60,500

￥60,500

￥52,800

インテリアグリーン [75]

（全長約 1600 ㎜）

インテリアグリーン [69]

（全長約 1700 ㎜）

インテリアグリーン [79]

（全長約 1580 ㎜）

モンステラ

インテリアグリーン [71]

￥27,500

（全長約 820 ㎜）

※価格は消費税込みの価格となっております。※花器付の価格となっております。※一部花材が変更になる場合がございます。※実物と写真の色が多少異なる場合がございます。※品切れの際はご容赦ください。
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SHOP LIST
□ 丸井今井函館店
□パルクアベニュー・カワトク
□ 西武秋田店
□丸広百貨店 川越店
□そごう大宮店
□ 伊勢丹浦和店
□東武百貨店 船橋店
□東武百貨店 池袋店
□ 東急百貨店本店
□ 東急百貨店吉祥寺店
□ 伊勢丹立川店
□そごう横浜店
□ 静岡伊勢丹店
□ 名古屋三越栄店
□ 西武福井店
□ ジェイアール京都伊勢丹店
□ 髙島屋大阪店
□ あべのハルカス近鉄本店
□ 西宮阪急店
□ 川西阪急店
□ 近鉄百貨店和歌山店

5階 TEL.0138-32-1354

□ 山陽百貨店

5階TEL.079-223-5849

5階 TEL.019-653-8787

□ 天満屋倉敷店

1階 TEL.086-426-2512

地階 TEL.018-836-4226

□ 天満屋福山店

6階 TEL.084-927-2646

5階 TEL.049-223-8787

□ 福屋広島駅前店

6階 TEL.082-568-3687

7階 TEL.048-657-7289

□ 福屋八丁堀本店

6階 TEL.082-246-6687

6階 TEL.048-832-6588

□ 鳥取大丸店

3階 TEL.0857-25-2312

7階 TEL.047-426-3160

□ 大丸下関店

4階 TEL.083-232-1111
（内線2320）

6階 TEL.03-3477-3651

□ いよてつ髙島屋店

6階 TEL.089-948-2894

6階 TEL.042-221-5188

□ 高松三越店

5階 TEL.087-826-5778

4階 TEL.03-5955-5777

6階 TEL.042-527-0336（代表） □ 小倉井筒屋店

6階 TEL.093-522-8550

6階 TEL.045-465-2111

□ 岩田屋本店

5階 TEL.092-714-0222

4階 TEL.054-272-2774

□ 大丸福岡天神店

6階 TEL.092-741-1030

6階 TEL.052-252-1383

□ 博多阪急店

7階 TEL.092-419-5857

5階 TEL.0776-28-8267

□ 岩田屋久留米店

4階 TEL.0942-32-2008

8階 TEL.075-352-3200

□ トキハ本店

5階 TEL.097-538-7770

7階 TEL.06-6631-1692

□ 佐世保玉屋店

3階 TEL.0956-24-0881

9階 TEL.06-6625-2436

□ 鶴屋百貨店

5階 TEL.096-327-5095

1階 TEL.0798-62-7441

□ 宮崎山形屋店

5階 TEL.0985-31-6922

1階 TEL.072-756-2609

□ 山形屋店

5階 TEL.099-227-6402

5階 TEL.073-427-0166

□ リウボウ店

6階 TEL.098-861-2580
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